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I

は じめに

本稿 の課題 は平等主義的経済 モデルの可能性 を検討す る ことにある。す なわち、経済的効率性 を
高 める平等 主義的経済、 あるい は少 な くとも経済的効率性 と両立可能 な平等主義的経済 は可能 か
一―こうした課題を、 これまでの経験的および理論的研究両方 の成果 を基礎 に検討 する ことにある。
その さい、分析 の焦点 は両者 を結 びつ ける制度的 デザイ ンに置 かれ る。
一般的 に、左派 の経済学者 の規範的 目標 は平等主義的経済 の実現 一一 たとえば、完全雇用、平等
主義的 な所得/資 産 の分配、資本配分 あるいは職場 に対す る民主的 コン トロール ーー に置かれて き
た。 こうした規範的 目標 か らは、 これ までにい くつかの平等主義的経済 モデルが提示 されて い る。
しか し現在 では、 そ うした経済 モデルの信用 は失 われ、平等主義的経済 モデルの在庫 は底 をついた、
というのが一般的 な受 け止 め方 であろう。
過去30年 に及ぶ 出来事 は、平等主義的実験 が失敗 に終 わ ったので はないか、 あるいはより限定 し
て言 えば平等主義的経済 モデルが陳腐化 したので はないか、 とい う認識 を生み出 した。 これに続 い
たの は市場 を国家 の くびきか ら解 き放す ことを求 める主張 であ り、市場 が人間福祉 の向上 にとって
最適 な制度 だ という受 け止 め方 である。 こうした一般的認識 の変化 を促 したのは主 として次 の 3つ
の事実 であろう。すなわち、社会主義 の実験 の終 わ りとその失敗、 いわゆ る資本主義 の黄金時代 の
終焉、 そ して社会民主主義 モデルの行 き詰 まりである。
二
社会主義経済 一一 以前 の東 ヨーロ ッパ諸国 とソ ビエ ト連邦 一 は、資本主義経済が提供 した生活
水準 に匹敵す るほどの生活水準 を 自国 の市民 に与 えることに失敗 し、 1989‑91年 において劇的 な終
焉 を迎えるに至 った。他方、中国 は依然 として政治的観点 か らは社会主義 の標題 の下 に入れ られる
ものの、 1979年 以降、市場 を志 向 した経済改革 を推進 して いる。 これによ り中国経済 は最初 に農業
を、 ついで工業 を転換 させ ることに成功 したと見 られて い る。市場志向の改革 は、改革以前 の中国
が経験 した以上に高 い成長率 を もた らしただけではない。同 じ時期、他の経済諸国が達成 した以上
に高 い成長率 も実現 したのであ った (林 他

[1997])。

ケイ ンズ主義的楽観主義 は第 2次 世界大戦後 のおよそ25年 間 にわた り平等主義的経済政策 を支 え、
いわゆる資本主義 の黄金時代 (Marglin and Schor[1990])を もた らした。民間 セ クターにおけ
る賃金 の上昇 は国内需要 を拡大 し一一 国家 が資金供給 した社会 サ ービス と移転支出の拡大 と相倹 っ
て 一一 完全雇用 と経済成長 を促進 したので あ った。 だが、賃金 の上昇 と政府支出の拡大 は失業率 の
上昇 とイ ンフレーシ ョンを引 き起 こし、 1970年 代初頭 にその幕 を閉 じた (Glyn,Hughes,Lipietz

and Singh[1990],Armstrong,Glyn and Harrison[1991])。

後 に続 いたのは混合経済 における

「 民営化」 と「 規制緩和」 の波 であ った。
資本主義 の黄金時代 が終 わ りを告げ、1970年 代以降、多 くの先進資本主義諸国が失業 とイ ンフレー

ションに苦 しむ中、社会民主主義経済、 とりわけスウェータン経済の高いパフォーマンスは際だっ
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ていた。 しか もスウェーデ ンでは、平等主義的 イデオ ロギーに対す る強 い コ ミットメントに基 づ き、
経済的豊 かさが、社会化 されたサ ー ビスの消費 と所得 の再分配 (累 進課税 と移転支出)の 両方 をつ
うじて公平 に再分配 されて いた。 だが、 1990年 代 には 一一 失業率 か ら評価 した場合 ― 北欧社会民
主主義経済 が他 の ヨーロ ッパ諸国 に対 して有 して いた優位性 は消滅 し、 その行 き詰 まりは紛れ もな
い ものとな った (Glyn[1998],IverSen[1998b],Vartiainen[1998])。
こうした歴史的出来事 の後 に残 されたの は次 のよ うな一般的 な受 け止 め方 である。す なわち、放
棄 されるべ きは平等主義的経済 モデルであ り、期待 されるべ きは市場 である、 と。言 いかえれば、
市場 が人間 の福祉 を促進す る最適 な制度 であ り、市場 の失敗 に政府介入 のつ ぎあてをあてようとす
る試 みはどのよ うな ものであれ、事態 を悪化 させるだ けだとい う認識 である。
しか し、 こうした‐般的認識 は経験的証拠 か ら裏 づ けられるものではない。 た しかに1980年 代 に
入 り、福祉 国家 は危機 の中 にあると認識 されて い る (Glyn[1992],Glyn[1995])。

だが、福祉国家

が成長 に与 える効果 は依然論争 のある点 である。 たとえば、Perotti[1996]の 計量経済学的研究 は、
1960年 か ら1985年 のデー タに基 づいて限界税率 が成長 に与 えるイ ンパ ク トが負 ではな くむ しろ正で

あり、 しか もその有意水準 が きわめて高 い とい うことを発見 して い る。 また、課税 だ けではな く再
分配 的 な支 出 も成長 と正 に関連 して い る ことが 見 出 されて い る。 Bowles and Gintis[1998a]
(Fig。

2,p.12)も また、 1979‑1992年 期間 の先進資本主義経済 12カ 国 につ いて、労働生産性

(従

業員 1人 あた りGDP)の 年平均成長率 と所得 の平等 との間 に正 の相関を見出 して い る (両 者 の単
純相関 は+0。 321)6

‑般 的認識が示 すように平等主義的経済 モデルが時代遅 れ の もの となって しまったのかど うか、
こうした問 いに明快 な回答 は与 え られて いない。本稿 はこの点 に答 えることにある、 よ り控 えめに
言 えば、今 なお平等主義的経済 モデル に何 らか の可能性 を見出す ことができるのか ど うか、そ うし
た点 を検討す ることにある。
後 に示す ように、第 2次 世界大戦後か ら今 日までの先進資本主義経済 の歴史的経験を振 り返 ると、
経済的効率性を改善 した 一一 少 な くとも経済的効率性 と両立 した 一一 、 2つ の平等主義的経済 モデ
ルを見 出す ことがで きる。 いわゆる資本主義 の黄金時代 (第 2次 世界大戦後 のおよそ25年 間)下 の
先進資本主義経済 と、 1970年 代 か ら1980年 代 にかけての北欧社会民主主義経済である。本稿 の分析
は、 そうした 2つ の平等主義的経済 の経験 一一 その成功 と失敗 一一 と、 それを理論化 した経済 モデ
ルを対象 にす る。 さらに、 そ うした経験 の失敗を もとに提案 された新 たな平等主義的経済 モデルを
l Bowles,Gordon and Weisskopf[1991](Fig.14.1,p.223)に お いて も同様 の事実 が見出されて い る そ
。
こで は、先進資本主義経済 10カ 国 において、 1979‑87年 期間 の労働生産性 (労 働者 1人 あた りのGDP)の
成長率 と所得 の平等 とが取 り上 げ られ、両者 の間 に正の関連 が存在すること、 そして両者 の単純相関が+0.31
であることが見出されて い る。平等 の尺度 はいずれ の研究 で も、最高分位20%に 対す る最低分位20%の 比率
である。
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検討す る。 こうした一連 の検討 をつ うじて経済的効率性 と平等主義 の両立を可能 にす る制度的配置
もしくは経済的 ガバ ナ ンスを追求す る ことに したい。
以下、本稿 の議論 は次 のよ うに構成 される。第 1に 、 これまで経済理論 一一 新古典派経済学 に く
わえ マル クスの市場・ 資本主義批判 ―下 において平等 がどの ように取 り扱 われて いたかを検討 し、
そこには平等 その ものの理論的位置が見出されないとい うことを確認す る。 その上で、何故平等主
義 が追求 されるべ き価値 なのか、 すなわち如何 なる意味で平等主義が規範的価値 た りうるのか とい
うことを示す (第 2節 )。 次 いで、 2つ の時期 における先進資本主義経済 の経験 を観察 し、 い くつ
かのマ クロ経済的指標 に基 づ き、経済的効率性 と平等主義的な経済的成果 が両立 して いたかどうか
を確認す る (第 3節 )。 戦後 の先進資本主義経済 の経験 を基礎 に、 これまでに、平等主義 と経済的
効率性 を結 びつ ける、 い くつかの経済 モデルが提示 されてきた。 さらにそうした平等主義的経済 の
衰退 一一 資本主義 の黄金時代 の終焉 と社会民主主義経済 の行 き詰 まリーー とともに、従来 の平等主
義的経済 モデルに代 わる新 たなモデルが提案 されてきて い る。後 に示す ように、従来 の平等主義的
経済 モデル ーー 資本主義 の黄金時代 と社会民主主義 のそれ 一一 のキー概念 が「 所得」 にあるとすれ
ば、新 たな代替的 なモデルのキー概念 は「 資産」 ―一 生産的資産 一一 である。 したが って便宜的 に、
前者 の平等主義的経済 モデルを「 所得 ベースの平等主義 モデル」 と呼 び、 それに代替的 な平等主義
的経済 モデルを「 資産 ベースの平等主義 モデル」 と呼ぶ ことに したい。所得 ベースの平等主義 モデ
ルの検討 にあた って は、 2つ バ リエーシ ョンに焦点 をあてる。資本主義 の黄金時代 もしくはフォー
デ ィズムをモデル化 した成長 モデル、社会民主主義経済 の経験 をモデル化 した集権化 された賃金交
渉 モデルである。 これによ り、所得 ベ ースの平等主義 モデルが如何 なる形 で経済的効率性 の向上 に
寄与 して いたのか

(あ

るい は両立 して いたのか)、 また、 その基軸的 な制度 が何 であ ったかを明 ら

かにす る (第 4節 )。 次 いで「 所得 ベ ースの平等主義 モデル」 の衰退 を経験的および理論的両観点
か ら検討す る。 その さい、 と くに重視 されるの は労働生産性 の源泉 における変化 である。 そ うした
検討 によ り、平等主義 と経済的効率性 を結 びつ けて いた制度 が、効率性 の障害 に変質 して しま った
ことを明 らかに したい (第 5節 )。 同 モデルの行 き詰 まりを受 け、 その後展開 された資産 ベ ースの
平等主義 モデル ーー とくに民主主義企業 モデル ーー を検討す る。 と りわけ、 そうしたモデルにおい
て生産的効率性 が如何 に して確保 されるか、 とい う点に焦点 が置かれる。 また、同 モデルが抱 える

2の 経験等 に基 づいて 一― 指摘す る

問題点 も一一 「 労働者協同組合」

(第

6節 )。 最後 に、以上 の理

論的 および経験的研究成果 の検討 を踏 まえ、平等主義的経済 モデル ーー 所得 ベ ースの平等主義 モデ
ル と資産 ベースの平等主義 モデル ーー の検討 か ら引 き出 され る、 い くつの理論的 イ ンプ リケー ショ
ンを提示す ることに したい (弟 7節 )。
2こ こで と りあげ られ る「 労働者協同組 合」 はスペ イ ンのモ ンドラゴンの経験
セ クラウ ド [2000])で ある。
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Ⅱ 規範的価値 と しての平等主義
本節 では、 マル クスの市場・ 資本主義批判 と新古典派理論 にお いて平等 がどのよ うにとり扱 われ
ているかを見 る ことか ら始 め る。 マル クスの理論 では、 そ もそ も市場 にお ける平等 とい う課題設定
が成立 せず、平等 の実現が市場 の彼岸 一一 資本主義社会 に代替的 な将来社会 一 ―に位置づ けられて
い る。他方、新古典派理論 では、 た しかに、市場 の中 に平等 の問題 が位置づ け られて いる。 だが、
よ く知 られて い るように、公正、平等 を評価す る系統 だ った尺度 については合意 が存在 しない。 そ
の意味 にお いて規範的問題 の取 り扱 いが きわ めて困難 な もの とな っている。
理 由 は何 であれ ―一 規範的 な問題設定 が成立 しな い、 もしくは規範的問題 の取 り扱 いが難 しい
一 、市場 を前提 とす る場合、平等主義 が如何 なる意 味で規範的価値 た りうるか、 とい うことが問
われることはなか った。 そこで両理論 の平等 の取 り扱 いを検討 した後、如何 なる理 由か ら平等主義
が規範的価値 た りうるのか を明確 に しておきたい。
Ⅱ‑1

市場・ 資本主義批判 と平等

マル クスの市場・ 資本主義批判 において平等 が どのよ うに扱 われて いるか。本小節 では、 その点
を確認す ることか ら始 めることに したい。 マル クスの理論 では、 そ もそも市場経済 における平等主
義 とい う問題設定 が成立 せず、平等主義が市場 の彼岸 に位置づ けられて い る。言 いかえれば、平等
主義 という規範的課題 が市場 その ものの否定 によ って解決 されるとい う論理構造 のために、規範的
課題 が市場 の否定 という課題 に置 き換 え られてい る。 そのか ぎりでは平等主義 という規範的課題 の
重荷か ら解放 されて い ると言 えよ う3。 ぁぇて言 えば、 そ うした規範的課題 は、事実上、放棄 され
て い ると言 って もよいであろ う。 したが ってそ もそ も、平等主義 が規範的価値 た りうるか、 とい う
ことが問われることはない。
本稿 の課題 は、す でに言及 したように、経済的効率性 と整合的 な平等主義的経済 モデル は可能 か
という点 にあ り、 これは言 いかえれば、市場 の中 に平等 の理論的位置 を確立 しようとする試 みで も
ある。 こうした課題設定 は、 マル クス理論 の立場か らみれば、 そもそ も成立 し得 ない もので あろう。
1844年 の『 経済学・ 哲学草稿』 において も、後期 の『 資本論』 ―一 いわゆる物神性論 一― において

さえ、市場 の彼岸 ではな く市場 その ものの中 に規範的課題 の解決 一― 平等 の実現 ―一 を見 ることは
ない。
『 経済学・ 哲学草稿』 の第 1草 稿 Heftlに お いて、 マル ク ス は「 疎外 された労働 と私有財産
3松 井 [1999]は この点 を的確 に次 のよ うに述 べ ている。「 マル クスは、社会 には適度 の希少性 と個人間 の利

害 の対立 が存在す るとい う ヒュームの『 正義 の環境』 が、階級対立 とエゴイズ ムに基 づ く資本主義 に特有 の
状況 だ と考 え、生産力 が飛躍的 に増進 し民主的な意思決定 が可能 となる共産主義社会 においては、解消 され
ると考 えていた。 したが って、階級闘争 の課題 は、権利や平等 といった法的観念 に拘泥す ることな く、資本
主義社会その ものを廃絶 して共産主義社会 へ と移行す ることとされた」 (松 井 [1999]、 133ペ ージ)
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Entfremdete und Privateigentum」

の関係 を基礎 に「国民経済学」批判 を展開 して い る。 そ うし

た批判 は疎外 の克服 とい う規範的課題 を明示的 に担 ってお り、 マル クスにお いて規範的課題 が如何
にして解決 され るかを理解す る上で有益 な事例 である。 マル クスはまず第 1に 「 国民経済学」 の出
発点 が私有財産 にあることを確認す る。 その上 で私有財産 の「 本質」 を次 の よ うに理解す る。
「私
有財産 は、外化 された労働 の、す なわち 自然 や 自分 自身 にたいする労働者 の外的関係 の、産物 であ
り、成果 であ り、必然的帰結 なのである」 (s.372、 邦訳 102ペ ー ジ)、 と。他方、追求 されるべ き将
来社会 については次 のよ うに述 べ ている。共産主義 はそ うした「 人間 の 自己疎外 としての私有財産
の積極的止揚」 (s.389、 邦訳 130ペ ージ、傍点原文)で ある、 と。
このよ うに私有財産 と共産主義を理解す るマル クスにとって「 共産主義 の基礎 としての平等」 (s.
424、

邦訳 160ペ ージ)は 私有財産が止揚 された世界 において実現 されるものである。同 じことであ

るが、
「分業 と交換 とが私有財産 を基礎 に して い る」 (s.433、 邦訳 175ペ ージ)以 上、そ もそ も、平
等 は「 分業 と交換」 (=市 場)に お いて実現 され るもので はない。 それは「 私有財産」 したが って
「 分業 と交換」 が廃棄 された後 に、す なわち市場 の彼岸 にその固有 の場所 を有す る ことになる。 こ
うしたマル クスの論理構造 においては、
「 外化 された労働」す なわち「私有財産」 を上揚す ること
が同時 に疎外 された労働 の克服、平等 の実現 に結 びつ けられる。 こうして『 経済学・ 哲学草稿』 の
マル クスにお いて は、平等 の実現 は市場 の否定 (正 確 には、 その基礎 たる「 私有財産」 の止揚)に
置 き換 え られ、規範的課題 の解決 とい う重荷か ら解放 されることになる。
後期 マル クスも、初期 マル クスと同 じように、資本主義批判 一一 よ り狭義 には市場 の批判 一― を
展開す るさい、
「 労働」 に規範的機能 を与 えて い る (遠 山

[1988])。

こうした点 はとりわけ「 商品」

章 の有名 な物神性論 の中 に見出 され る。 マル クスの理解 する商品世界 (=市 場)の 構造 を確認す る
ことか ら始 めよ う。そ うした構造理解 は商品章第 4節 の物神性論 の中の以下 のよ うな叙述か ら読 み
とることがで きる。

「生産者 たちは 自分 たちの労働生産物 の交換 をつ うじては じめて社会的 に接触す るよう
になるのだか ら、彼 らの私的諸労働 の独 自な社会的性格 もまた この交換 においてはじめて
現れ るのである。言 い換 えれば、私的諸労働 は、交換 によ って労働生産物 がおかれ労働生
産物を介 して生産者 たちがおかれるところの諸関係 によ って、初 めて実際 に社会的総労働
の諸環 として実証 されるのである」 (s.87、 邦訳 136ペ ージ)。

ここには明示的 な形 では貨幣 は出て こないが、 こうした交換関係 は 一一 労働 の社会的連関へ の言
及 を別 にすれば 一一 われわれの 日常的な経験か ら容易 に理解 で きる関係である。そうした意 味では
この構造 は商品交換当事者 の 日常的意識 に現実的 なもの として出現す る。す なわち、商品・ 貨幣関
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係 を出発点 として、 その過程 をつ うじては じめて労働 の社会的連関が「実証」 される (正 確 には、
当事者 には販売 と購買 である)。 言 いかえれば、商品世界 (=市 場)の 基本的構造 は、商品・ 貨幣
の交換過程 を介 して事後的 に労働 が社会的連関 を構成 するものと理解 される。
だが、 マル クス は、 こうした商品世界 (=市 場)に 対 し、
「 呪物崇拝」 (s.86、 邦訳 136ペ ージ)
の世界 といった批半J的 な表現 を与 えて い る。 そ うした認識を支 えるの は、商品世界 に対す る次 のよ
うな理解 である。

「 商品形 態 は人間 に対 して人 間 自身 の労働 の社会的性格 を労働生産物 その もの対象的性
格 として反映 させ、 これ らの物 の社会的 な 自然属性 として反映 させ、 したが って また、総
労働 に対す る生産者 たちの社会的関係 を も諸対象 の彼等 の外 に存在す る社会的 な関係 とし
て反映 させ るとい うことである」 (s.86、 邦訳 135ペ ージ)。

「 異種 の諸労働 の同等性 とい う社会的性格 を、 これ らの物質的 に違 った諸物 の、諸労働
生産物 の、共通な価値性格 とい う形態で反映 され る」 (s.88、 邦訳 138ペ ー ジ)

日常的 な経験 を省 みれば、即座 に理解 できるように、市場 では価値 ―一 よ り正確 には価格 一一 を
有す る財・ サ ービスが交換 される。交換 の成立 の前提 には、財・ サ ー ビスが、交換 に先立 って、価
値 とい う形態を有する ことになる:す なわち、先 に確認 した商品世界 の基本構造である。 ところが、
上述 の 2つ の引用 か ら理解 できるように、財・ サ ービスの交換 を可能 にす る価値 という形態 は「 人
間 自身 の労働 の社会的性格」
「 異種 の諸労働 の同等性 とい う社会的性格」 の「 反映」 だ と捉 え られ
て い る。労働 の社会的性格 が労働 その ものにお いて現 れず、価値 とい う形態 一一 もしくはそ うした
価値 とい う形態をまとった商品 の関係 一 ―において現れ る、 その意味 において、 これは「 置 き換え
QuidprOquO」

(s.86、

邦訳 135ペ ージ)で あり、
「 奇異 な形態 verruckte Form」

(s.90、

邦訳 141ペ ー

ジ)で ある。 したが って、
「共同的 な、す なわち直接 に社会化 された労働」 (s.92、 邦訳 144ペ ージ)、
もしくは「 自由な人 々の結合体」 ―― そ こでは自由な人 々 は「 共同 の生産手段 で労働 し自分 たちの
た くさんの個人的労働力 を 自分で意識 して 1つ の社会的労働力 として支出す る」 (s.92、 邦訳 145ペ ー
ジ)一―の実現 は、
「 奇異 な形態」を否定す ること、同 じことであるが、商品交換 (=
「 置 き換 え」
市場)の 廃棄 を意 味す ることになる。 そ うした「 置 き換 え」 や「奇異 な形態」 は市場 に固有 の もの
であり、市場 を否定す ることが「 直接 に社会化 された労働」 や「 自由な人 々の結合体」 の回復 とな
る。後期 マル クスにお いて も、規範的目標 の実現 が市場 の否定 に直結 し、市場 の彼岸 に置 かれる。
こうした市場 もしくは資本主義批判 の論理構造 は、市場 その ものの中 における平等 とい う規範的課
題 とは相容 れない もので あろう。 マル クスの市場 もしくは資本主義批判 は、 ボール ズとギ ンタスの
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言葉 を借 りれば、平等主義 を、社会主義 に「 里子」 に出す に等 しいことである4。
Ⅱ‑2

効率性 と平等

市場 の失敗 が存在 しない場合、 自由競争市場 はパ レー ト効率的である。 しか し、 たとえ競争経済
が効率的であるとして も、 それによって もた らされる所得分配 が望 ましい ものではない、 と受 け止
め られ ることがあるか もしれない。 そうした場合、経済的効率性 と所得分配 に対す る結果 が比較、
評価 されなければな らない。 しか し、如何 なる状態 を もって公正な資源配分 と呼 びうるか。 よ く知
られて い るように、新古典派経済学 には系統 だ った評価 を可能 にす る尺度 について合意 は存在 しな
い。
いま、 2人 の個人 か らなる簡単 な経済 を考 えてみよう。図 Ⅱ‑1は この経済 にお ける効用可能性
集合を描 いた ものである。効用可能性集合 のフロ ンティアは Fか らGで ある。新古典派パ ラダイ ム
は競争経済が効用可能性集合 のフロンティアの、 たとえばA点 を実現す ると見 る。周知 の厚生経済
学 の第 1基 本定理 によれば、 ある条件下 では競争経済 が効用可能性曲線上 のある 1つ の点 を実現す
る、す なわち、パ レー ト効率的配分を実現す るとい う。だが、パ レー ト原理 は、効用可能性曲線上
にあるAや Bの よ うな点を ラ ンクづ けるための規準を提供 しない。所得分配 の問題 に関 しては何 の
指針 も与 えない。
新古典派パ ラダイム
個人 2
の効用

F

H

G

個人 1の 効用

4「 ラデ ィカルな平等主義 は今 では社会主義崩壊 の跡 に残 された孤児 である。 自由啓蒙 の手 に余 る、見捨 て ら

れた子 どもは、 19世 紀中頃 に社会主義 にひき取 られた。新 しい里親 によって守 られ庇護 され、 ラデ ィカルな
平等主義 は自分 自身 の言 い分 を主 張す る重荷 か ら解放 されたのであ った。 それ というの も、社会主義 の里子
としての平等 は、未 だ見 ない資本主義的秩序 の後 に副次的 に生み出 され るものであ り、それ独 自の理由で現
実 の世界 の中で道徳的に擁護 された り、政治的 に促進 されるべ きもので はない と受 け止 め られたか らである。
」
(Bowles and Gintis[1998b],p.361)
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か りに分配 に関す る厚生主義的 アプ ローチをとれば、 そ うした問題 を解決す ることはできるか も
しれない。 だが、周知 の ように、厚生主義的 アプ ローチ5は 、望 ま しい社会状態 を選択す るさい、
個 々人 の厚生 に対す る評価 を唯一 の情報 とす る。個 々人 の効用 が基数的に測定可能 で個人間比較が
可能 である場合、資源配分 の公正 は、パ レー ト効率的 な配分 と、分配 された資源 の消費 をつ うじて
得 るすべての個人 の効用水準が均等 であることを要請す る。 これは、究極的 には、各個人 が受 け取
る所得 に対す る社会的評価を必要 とするため、当該社会 に一般的 な価値観 に依存 せざ るを得 ない。
したが って分配 に関す る厚生主義的 アプ ローチをとったとして も、問題 は依然 として解決 されない。
新古典派経済学 においては、規範的問題 の取 り扱 いはきわめて難 しい もの とな っていると言 えるで
あろう。
ここで、 後 の議論 のため に、 簡単 に、 新古典 派 パ ラダイ ム に代替的 な「 情報」 パ ラダイ ム
(Stiglitz[1993])一 一 も し くは「 対抗 的交換 Contested Exchange」

パ ラダイ ム (BOwles and

Gintis[1988])6̲̲に 触 れてお きたい。新古典派経済学 において は、実現可能 な配分を定義する場
合 に含 まれ る制約 は、資源 と技術 だ けである。 だが、Stiglitz[1993]に よれば、不完全 な情報や、
情報 の取得 に費用 を要す る場合、 あるいは不完備 な リス ク市場 が存在す る場合、市場 はパ レー ト効
率的ではない。 この場合、所得分配 が経済的効率性 にとって重要 となる。新古典派パ ラダイムを特
徴づ けて きた分配 と効率性 の 2分 法 は有効 ではない。す なわち効率性 と公平 の問題 は切 り離す こと
がで きないことになる7。 新古典派パ ラダイムの下 での厚生分析 はファース トベ ス トと呼 ばれるが、
何 らかの制約 一― 多様 な制度的、 および政治経済的な制約 一一 を追加する ことによって、 その分析
はセカ ン ドベ ス トとなる。 こうした ことは、資源 と技術 の制約 に加 え、他 の制約 を加 えた場合、効
用可能性集合 が新古典派 のそれよ りも小 さい、 とい うことを含意す る。 それは図 Ⅱ‑1に おいて H
か ら Jの 効用可能性曲線 として描 かれている。 この場合、 自由競争市場 は効率的な結果を生み出 さ
ない。 これ は効率性 と平等 の両方 を高 め るよ うな政 策 的余地 を残 す もので あろ う (Putterman,
Roemer and Silvestre[1998])。

したが って、 ここで は、平等 が効率性 とと もに上昇す る方向 を

5厚 生主義的アプ ローチの問題点 については、 たとえば、吉原 [1999]を 参照 されたい。

6こ ぅしたパ ラダイ ムはポス ト
・ ヮル ラシア ン経済学 と総称 されている。 ワル ラス・ モデルが、①選好 が外生
的 に決定 される、②契約 が外生的 に執行 される、③経済 エー ジェン トが無限 の情報処理能力を持 つ、 とい う
点をその特徴 とす るのに対 し、 ポス ト
・ ヮル ラシア ン経済学 はその仮定 の 1つ 以上を否定す る。代 わ って、
限界 づ け られた合理性 bounded rationality、 不完備契約 一― もしくは完全 には執行不可能 な契約 一 、嗜
好 の社会的起源、価値や コ ミッ トメ ン トを とりあげる (Bowles and Gintis[1993b])。
7こ の点 について は Bowles,[1985],Bowles and Gintis[1988],Bowles and Gintis[1993a],Bowles and
Gintis[1993b],BoWles and Gintis[1999]お よびボウルズ・ ギ ンタス [1999]も 参照 されたい。本稿 で採
用 され る交換および市場パ ラダイムは彼 らによ って展開 された「 対抗的交換 Contested Exchange」 パ ラダ
イ ムである。交換 は未解決 の政治問題であるとい う認 識 である。交換 され る財 0サ ー ビスの性格 が複雑 であ
り、あるい はモニ ター困難 であるため、完備 された契約が実現 できない、 もしくは第二者 (一 般的 には国家)
がその契約 の履行 を強制で きない。 そ うした場合、契約関係 をモニ タ リングし、執行す るために コス トが必
要 とされ るが、 その結果、不効率 な資源配分 が発生す る。 こうしたパ ラダイムについては第 6節 においてよ
り詳細 に取 りあげる。
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見出す ことがで きる。
Ⅱ‑3

規範的価値 と しての平等主義

これ までに見てきたように、 マル クスの市場・ 資本主義批判 および新古典派経済学 にお いては、
理 由 は何 であれ ―― 規範的 な問題設定 が成立 しない、 もしくは規範的問題 の取 り扱 いが難 しい 一
平等主義 が如何 なる意味で規範的価値 た りうるか、 とい う基本的な問題が問われることはなか った。
そ こで本小節 では、平等主義経済的 モデルの議論 に先立 ち、何故平等主義 が追求 されるべ き価値 な
のかを明確 に しておきたい。価値中立的な観点か ら、所得 もしくは資産を基礎 に効率性 と両立可能
な平等主義経済的 モデルを 1つ の実行可能 なモデル として提示す ることは可能 なことか もしれない。
しか し依然 として残 る問題 は、何故平等主義 が追求 されるべ き価値なのか とい う根本的 な問題 であ
る。何故平等主義的政策 に賛同す るのか、不平等 を低下 させ る ことが どうして良 いことなのか。
平等主義的政策 が所得 の再分配 をつ うじて貧 しい人 々の生活状態を改善す ると信 じ、 そ うした理
由か ら平等主義的政策 を支持す ることもで きるであろう。功利主義者 の観点 に立てば、限界効用逓
減 とい う理 由か ら不平等 の低下 が望 ま しい ものといえるか もしれない

8。

ぁるい は民主主義者 であ

れば、平等主義的政策 が効果的 な民主主義 の前提条件 だとい う理由で平等主義的政策を支持す るこ
とができるか もしれない。
平等 が他 の 目的を達成す る手段 として価値 あるものだとい う点 についてはすでに多様 な理 由が存
在す る。 だが、 これは、平等主義 それ 自体 が追求 されるべ き価値 であるかどうかを説明す るもので
はない。平等 はその道具主義的有用性 を離 れて も、価値あるものだろうか。不平等 は、人 間か ら尊
厳 と充実 した生活 を追求す る能力 を奪 い、人間的価値 の剥奪、不公正 および社会的冷遇 に結 びつ く
ため、一般的 に非難 されるべ きものだ と受 け止 め られて い る。 われわれは、Hausman[1997]に し
たが って、平等主義 が如何 なる理 由か ら追求 され るべ き規範的価値 なのか、 ここで、 その点 を明示
しておきたい。
第 1に 、平等 は公正 fairnessを 確保す るために必要 とされる。分配 すべ き便益 もしくは負担が
あるとすれば、 そ うした便益 や負担 を不平等 に分配 す る ことは不公正である。不平等 な分配 に対す
る正 当な道徳的理由が存在 しなければ、公正 は平等 を必要 とす る。発生す る結果 が関係す る経済主
体 の責任 ではない場合、 そ うした結果 における格差 はどのよ うなもので あれ公正ではないとい う見
方 である。
第 2に 、平等 が望 ま しい もので ある理 由 は、平等 な扱 いが個人 の 自尊心 self― reslectの 維持 に不
8功 利主義者 は限界効用逓減 とい う理由か ら不平等 の低下 を提唱す る。富裕 な人 々か ら貧 しい人 々へ、 たとえ
ばある一 定 の金額を移転すれば貧 しい人 々の幸福 well̲fareが 、富裕 な人 々の幸福度 の低下分以上 に高 まる
ために、富 の平等化 は全体 の幸福 を高 める傾向 にある。

―‑32‑―

平等主義、効率性および制度
可欠 な ものだ とい う点にある。 それは、 マル クスが1844年 の『 経済学・ 哲学草稿』 の中で描 いた創
造的 な 自己実現 を想起 させ るものであろ う。
第 3の 理由は、平等 な処遇が平等 な敬意 equal respectを 払 うことにつ なが るとい う点 にある。
平等 な敬意を払 うとい うことは、すべての人々が 自分 で考 え、本来的 に有益 な関係や活動 に従事 し、
自己の技能や個性 を伸 ばす能力 を持 つのだ と認 め る ことを意 味す る。経済的不平等 は、誰 もがその
よ うな能力を持 つ とい う社会認識 と両立 しない、 したが ってそうした不平等 は平等 な敬意 を払 う義
務 を侵害す る。
最後 に平等 は友愛 fraternityに と り不可欠である。人 々の間 の連帯 に関す る何 らか の尺度 が存
在すべ きであり、社会的交流 に対 して如何 なる制度的 な障壁 も設 けられるべ きではない。不平等 は、
友情、 コ ミュニテ ィおよび愛情 の障害 となるために疎 まれる。
したが って平等 は他 の 目標 を達成す るための手段 にとどまるものではない。平等 は、公正、 自尊
心、平等な敬意および友愛 と結 びついているため、本来的 に道徳的な重要性 を持 つ。人 々の道徳意
識 を損 な うものは所得 その ものの不平等 ではない。 その不平等 に伴 う重大な価値剥奪、不公正お よ
び社会的冷遇 である。本稿 において、
「 規範的価値 としての平等主義」 によって意 味 され るの は、
まさ しく、 そうした意味にお いてである。
もちろん、平等主義 の 目的 を尊厳 と幸福 のよ り根本的 な決定要因 に置 いたとして も、 そのことが、
よ り公平な社会 を追求す るさいに経済学 の重要性 を低下 させ るものではないことは言 うまで もない
ことである。 とい うの も、経済的平等 一一 所得、資産 あるいは厚生等 の平等 ― ―は、平等主義的 な
人間生活を形成す るさい、個人 の幸福 と尊厳 を実現す るための有効 な手段 を提供す るか らである。
Ⅱ‑4

平等化 されるもの

最後 に、次節以降 の議論 のために、平等化 されるべ き対象 の問題 に簡単 に触 れておきたい。
何 が平等化 され るべ きなのか。経済学 では厚生 welfareが とりあげ られ るのが一般的である。 し
か し、厚生 には問題 がある。第 1に 、厚生 を比較す るさいの尺度 の問題 である。第 2に 、比較 が可
能 だ と して も、 倫 理 的 な観点 か らみ て 、 それが 望 ま しい ことか ど うか 、 とい う問題 で あ る
(Putterman,Roemer and Silvestre[1998])。
第 1に 、尺度 の問題 が ある。厚生 の個人間 の比較をお こな うことは可能 であろ うかど そ して もし
可能 だ として も、如何 に して個人間で比較可能 な単位 で厚生 を尺度す るのか。上述 の厚生主義的 ア
プ ローチを除 けば、経済学 はこの問題 に対 して 1つ の答 えを示 している。一般均衡理論 が必要 とす
るのは個人間 の比較 な しに序数的選好 に関す る情報 だけである。 こうした事実 か ら、次 のよ うに結
論づ けられ る。す なわち、個人間 の比較 は無意味である、 もしくは不可能 である、 と。 だが、 たと
えば、対象 の特殊 な比重を知 るために対象 の色 が何 であるかを知 る必要 はないか もしれないが、 こ
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れは対象 が色を もたない とい うことを意 味す るものではない。 これ と同 じように、 たとえ市場均衡
の理論 がそのよ うな情報 を必要 としないと して も、個人間 の厚生を比較す ることは意味 あることで
あり、可能 な ことで あるか もしれない。
第 2に 、個人間 の厚生 の比較可能 な尺度 が可能 だとして も、個人間で厚生水準を平等化す ること
が倫理 的 に望 ましい ものであるかどうかは少 な くとも次 の 2つ の理 由で明 らかではない。すなわち、
周知 の「 高価 な嗜好」 と「 安価 な嗜好」 の問題 である。
最初 に高価 な嗜好 の問題 を取 り上 げよう。 いま個人 1が 個人 2よ りも高価 な嗜好 をもつ としよう。
す なわち、個人 1が 個人 2と 同 じ水準 の厚生 に達す るために、個人 2以 上 に多 くの資源 を必要 とす
る。個人 1の 高価 な嗜好 のために、個人 2が 個人 1と 同一の資源 を受 け取 る場合 に有 する厚生水準
以下 に、個人 2の 厚生 を引き下げなければな らない。 この場合、個人 1と 個人 2の 厚生水準 を均等
にす るとすれば、 それは個人 2に は不公平 な分配 と受 け止 め られるであろう。社会 が個人 1を 甘や
か して い ると受 け止 め られ るであろう。
第 2の 問題 は安価 な嗜好 の問題 である。 たとえば、経済的困窮 のために自分 の行動 が いち じるし
く制約 される結婚生活を選択 した女性を考えてみよう。彼女 は 1日 中家 を掃除 した り、料理を した
り、子供 の世話 を した り しなければな らない。 こうした過酷 な状況 に対処す るため、彼女 は従順 な
主婦 の選好 一― す なわち、辛 い仕事 にもかかわ らず、 そこか ら高水準 の厚生 を引 き出す 一一 を持 つ
ことになる。 そうした意味で、従順 な主婦 は安価 な嗜好 を有す る。 こうした場合、厚生水準を平等
にす るために、 そうした主婦 に振 り向ける資源 を低下 させる ことは公正 な ことで あろうか。厚生 が
個人間 で比較可能 だ として も、 その平等化 は、倫理 的観点 か らみた場合、 かな らず しも望 ましい も
のとはいえないのである。
厚生 その ものを平等化 される対象 とす るには問題 がある。 そこで本稿 において は、一般的 な方法
に したが って平等化 され るべ き対象を、所得 と資産 とす る。 た しかに、所得 や資産は最善 の ものと
はいえないか もしれないが、平等 を尺度す るもっとも簡便 な方法 であると言 うことはで きるであろ
う。 また、所得 や資産 は、資源 の コン トロールや機会 にとっての優 れた代理変数 だと言 うこともで
きるであろう9。

Ⅲ 平等主義的経済 の経験
いわゆる資本主義 の黄金時代 は第 2次 世界大戦後 のほぼ25年 間 にわたるが、 その時代 の楽観主義
を育 んだのは次 のよ うな確信 であ った。 すなわち、民間部門 の賃金 が上昇 し、 それに加 えて国家 が
資金供給 した社会 サ ー ビス と移転支出が拡大 すれば、完全雇用 と経済成長 が促進 されるとい う確信
であ った。 この確信 を支え たの は、社会・ 制度的側面 では「 フォーデ ィス ト・ ベ ヴァリッジ・ ケイ

9平等化 の対象 については、松井 [1999]が 簡潔 な整理を与 えてい る。
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ンズ的妥協」 (Boyer[1995],p.21)で あ り、 マ ク ロ経済 的側面 で は「 ナ シ ョナ ル・ ケイ ンジアニ ズ
ム」 (BOwles and Gintis[1998a],p.14)と

呼 ぶ こ とがで きるマ ク ロ経済 モ デ ル で あ った。 国民経

済 の産 出高水準 が財 とサ ー ビス に対 す る国内需要 によ って制約 され る下 で、所得分配 が平等主義 的
で あれ ばあ るほど (す なわ ち、 資本側 か ら労働側 へ の分配 が拡 大 すれ ば)、 総需要水準 が ます ます
高 まるとい うもの で あ った。言 いか えれば、実質賃金 の上 昇 と福祉 国家 によ る総需要 の 引 き上 げが
経済成長 に帰結 す るとい う理 解 で あ る。

しか し、 こうした黄金時代 の平等主義 と経済成長 に対す る楽観主義的見方は、1970年 代初頭以降、
経済成長が鈍化 し、失業 とイ ンフレが昂進 してい くにつれて悲観主義にとって代わ られることになっ
た。 そうした中において注 目されたのが北欧社会民主主義 モデルである。北欧社会民主主義経済 は、
他 の先進資本主義経済 の多 くが失業率 とイ ンフレの上昇 に悩 まされ る中、高水準 の雇用 と低水準 の
賃金分散 (=賃 金 の平等化 )を 達成 した (Glyn and Rowthorn[1988],Rowthorn[1992a])。

そ

うした経済諸国 において見出 され る共通 の特徴 は、平等 や連帯 といった価値 に対す る強 い コ ミット
メン トである。平等主義的 イデオ ロギーヘ の コ ミッ トメン トは、経済成長を損な うことな しに所得
の不平等を低下 させ るとい うマ ク ロ経済的政策 目標 に反映されていた。 よ り正確に言 えば、平等主
義的価値を実現するための、相互 に補完的で適合的な、 しか も効率 的 に機能す る特有 の諸制度 と政
策 の組 み合 わせに体現 されていた。北欧社会民主主義経済 が注 目されたのはまさにそうした性格 に
お いてであった。す なわち、新 たな平等主義的経済 モデル としてであった。
本節 では、 こうした資本主義 の黄金時代下 の先進資本主義経済 と1970年 代以降 の社会民主主義経
済 について、 い くうかのマ クロ経済的事実を確認 してお きたい。 その 目的 は、経済成長、労働生産
性 の上昇 と同時 に所得 の平等 一一 および関連す る雇用 と実質賃金 の上昇 一 が実現 されたかど うか、
とい う点を確認す る点 にある。
Ⅲ‑1

資本主義 の黄金時代

歴史的にみれば、第 2次 世界大戦後 に続 くお よそ25年 間 は、資本主義経済にとって空前 の繁栄 と
拡張 の時代 であった。 この時期 に先立 つ戦間期 には、労働生産性が上昇すればす るほど、雇用 は縮
小 した。 だが、 この時代 には、労働生産性、成長そ して雇用 が同時 に、 しか も急速に成長 していっ
た。雇用 の安定的 な伸 びと実質賃金 の規則的な上昇 は所得分配 における平等 を促進 し、労働側 に好
ま しい結果 を もた らした (BOyer[1988],Glyn,Hughes,Lipietz and Singh[1990])。 た しカヨこ、
こうした事実 は必ず しも平等主義的 な所得分配 が力強 い経済パ フォーマ ンスを誘発す るとい うこと
ではない。 だが、少 な くともある制度的環境 の下 では 2つ の 目標 一一 平等主義的分配 と経済的効率
性 一 が両立する ことを示唆す るものか もしれない。
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Ⅲ‑1‑1

成長

Ю
1973年 までに先進資本主義諸国 の産出高 は1950年 よ りも150パ ーセ ント高 くな って い る。 それは
おおよそ 3倍 の規模 である。表 Ⅲ‑1は 1820年 か ら1973年 まで の先進資本主義諸国 の長期的成長 を
概観 した ものである。 1950‑1973年 期間 の GDPの 年平均成長率 は4.9パ ーセ ン トであ り、 それは、
1820年 以降 の どの時期 と比較 して も、 2倍 以上 の値 を示 して い る。労働生産性

(1人 あたりGDP)

に関 して も、 3.8パ ーセ ン トときわ めて高 い成長率 を達成 して いる。他 の時期 と比較す ると、 4倍
近 い値 である。資本 ス トックについて言 えば、5.5パ ーセ ン トと驚 くべ き程 の加速 を示 して いる。
表 Ⅲ‑1

長期的成長、 1820‐ 1973(年 平均成長率 %)

産出高

人 口 1人 あたり産出高

固定資本 ス トック

1820‑1870

2.2

1.0

n.a.

1870‑1913

2.5

1.4

2.9

1913‑1950

1.9

1.2

1.7

1950‑1973

4.9

3.8

5。

(出 所)Armstrong,Glyn

5

and Harrison[1991],p.117

Glyn,Hughes,Lipietz and Singh[1990]の

指摘 によれば、黄金時代 のマ ク ロ経済的パ タ ンの

基本的特徴 は、生産性 と労働者 1人 当 た り資本 ス トックの急速 かつ並行的 な上昇、実質賃金 と生産
性 の並行的的上昇 である

(p.46)。

実質賃金 と生産性 の上昇 のバ ラ ンスの維持 は、一方 で、一定水

準 の利潤率 を保証 し、 それによ つて高水準 の資本蓄積 を誘発 し、生産性上昇 の加速化 を促 した。他
方 では消費 と生産 の並行的 な拡大 を促進 した。 こうしたマ クロ経済的パ タ ンによ つて長期 にわたる
持続的 な成長 が可能 とな った。

1950‑73年 時期 の成長 は安定的 な もので もあ った。 GDPの 成長率 の変動 は以前 の時期 と比較す
ると、 きわ めて小 さい (Glyn,Hughes,Lipietz and Singh[1990],p.45)。

したが って、生産能力

と需要 の不一致が発生 したとして も、それ は システム内部 において 自己修正 されていたと言 えよう。
バ
黄金時代 にお いては、生産 のいち じるしい拡大 がそれに匹敵 す る消費 の拡大 と ラ ンスを維持 され
て いたといえる。

こでい う先進資本主義諸国 は、 カナダ、 フラ ンス、 ドイツ、 イタ リア、 日本、 イギ リスおよびアメ リカの
7カ 国 を指す。

10こ
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Ⅲ ‑1‑2

雇用 と賃金

平等 主義 イデオ ロギ ー に強 くコ ミッ トす る北欧社会民 主主義経済 は完全雇用政策 を最優先課 題 に
位置 づ けていた。 それ は失業 が所得 の不平等 を生 み 出す もっとも大 きな要因だ とい う認識か らであ っ
た。黄 金時代 の雇用 を見 ると、雇用 の伸 び は生産 の拡大 ほどで はなか った。被雇用者数 (軍 人 を除
く)は 1952年 か ら1973年 にか けてわ ず か29パ ーセ ン ト上昇 した にす ぎなか った。 生産 の拡大 はどち
らか とい えば雇用 の拡大 で はな く、労働者 1人 あた りの産 出高 の拡大 にお いて表現 されて い る。実
際、労働 生産性 の上昇率 は 1年 あた り3.3パ ーセ ン トで あ った。
だが、生産 の伸 び ほどで はなか った ものの、図 Ⅲ ‑1か ら伺 われ るよ うに、生産 の拡大 は雇用 の
安定 を もた ら した。 実 際、 1960‑73年 期 間 に は、 OECD加 盟諸 国 をみ る と、 経済 全体 の労働生 産
性 が年平均成長率 で 3.8パ ーセ ン トとい う大 幅 な上 昇 を示 して いたが 、雇用 も全体 で 1.1パ ーセ ン ト
の成長率 を示 して い る (Rowthorn and Glyn[1990],p.219)。
先進資本 主義諸国 の生 産、
図 Ⅲ ‑1
資本 ス トック、生産性 お よび雇 用

1952‑70

240
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ツ ク
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雇 墨
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120

ダ

=三

1952

1954 1956

1958

1960

(出 所)Armstrong,Glyn

(注 )

1962

1964

1966

1968

1970

and Harrison[1991].p.118

1952年 =100(対 数表示)

賃金 は個 々の資本 に と って は主 た る コス ト要因 で あ り、 そ の動 きは企業収益 に と りきわ めて重要
で あ る。 だが、賃 金 は所得 の も っ とも大 きな源泉 で もあ り、賃金 か らの支 出 は市場 の重要 な ソース
であ る。言 いかえ れ ば、賃 金 は需要 に と って も決定 的 な要因 で あ る。
実質賃 金 は 1年 当 た り 3パ ーセ ン ト強 で ほぼ生産 性 と並 行 的 に上 昇 して い た。 こ うした展 開 は需
要 したが って市場 の拡大 に と って好 ま しい もので あ った。 しか も、 そ う した展 開 は、実質賃 金 と生
産性 の上昇 のバ ラ ンスの保持 が利潤率 を も確 か な もの とす る以上、個 々の資本 に と って も好 ま しい
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もの であ ったH。
両者 の並 行的展 開 は、 Boyer[1995]が 指摘 す るよ うに、 中期的 にみて分配 シェアが きわめて一定
だ とい う ことを示す。労働契約 一― 複数年 にわ た る もの、 もしくは各年 の もの 一一 をつ うじて生産
性 の分配 が保証 されて い た

2。

皿‑1‑3

福祉支出

資本主義 の黄金時代、福祉国家 は驚 くべ き程 の拡大 を見 た。GDPに 占め る政府支出 (軍 事支出
を除 く)の シェアは、先進資本主義諸国全体で1952年 の15パ ーセ ン トか ら1973年 の24パ ーセ ン トに
まで拡大 した。 こうした支出の拡大 を見たの は左派政権下 の経済 だけではなか った。実際、 1950年
か ら1973年 の期間 に主要先進 7カ 国の うち左派政権下 にあ ったのはイギ リス

(ウ

ィル ソン政権1964‑

70年 )と ドイツ (ブ ラ ン ト政権 1970‑3年 )だ けであ った。 だが、福祉支出 は他 の 5カ 国 一― フラ

ンス、 アメ リカ、 カナダ、 イタ リア、 日本 一 で も同様 に増加 した。
労働者 の生活水準 は賃金所得 だけではな く政府 による福祉 サ ービスに も依存す る。 そうしたサ ー
ビスヘ の支出 は、表 Ⅲ‑2か ら理解 で きるように、 1960年 代 に着実 に上昇 して い る。民間へ の政府
支出 は、先進資本主義諸国全体 で1960年 には対 GDP比 19.2パ ーセ ン ト、 1968年 には21.9パ ーセ ン
表 Ⅲ‑2

公的支出、 1960‑73(対 GDP比 )
1960

1968

1973

19。 2

21.9

24.2

8

4.1

8

19.4

22.5

9.1

8.8

先進 資本主義諸国全体
対民間支出
軍事支出

6.6

5。

アメ リカ合衆国
対民間支出
軍事支出

16。

3 - E y,r\o

27.4

対民間支出
軍事支出

23.1

対民間支出
軍事支出

15。 2

16.0

9

0.7

4.4

3.7

5。

7

28.8
3.4

日本

(ffiffi) Armstrons, Glyn and

0。

18。 7
0。

7

Haruison [1991], p.187.

11利 潤率 は利潤 シェアに依存す る。利潤 シェアは生産物賃

金 の上昇率 に依存 しているが、Armstrong,Glyn
(p.121)。 ま
た、産出量・ 資本比率 が安定化 していた ことで利潤率 は一定 に保 たれたのであった。
12Boyer[1995]に よれば、 1969‑73年 期間 の賃金 の生産性 弾力性 は、 フランスで0。 4、 イタ リアで0.35、 イギ
リ
スで0.1、 アメ リカで0.30、 ドイツ (西 )で 1.20、 日本 で0.25で あ った。

and Hrrison[1991]が 示 して い るよ うに、生産物賃金 は労働生産性 と並行的 に上昇 している
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卜、 そ して1973年 には24.2パ ーセ ン トと拡大 して いった。 これ と並行 して軍事支出 は低下 して いっ
た。 とりわけ、 アメ リカで はall的 に低下 して い る。 こうした展 開が民間へ の支出の急激な拡大を可
・ 。 しか も軍事支出の大幅 な削減 は、福祉 サ ー ビスの拡大 に伴 う課税 負担 を
能 に したと理解 される
引 き上げる ことな しに、福祉 サ ー ビスの拡大 を可能 に したのであ ったH。
戦後直後 に導入 された福祉制度 は既存 の制度 の上 に構築 されたものである。一般的 に言 えば、戦
前 の制度 が復活 した り、整理統合 された りした。 そ うした戦前 の制度 との連続性 は、 た しかに、福
祉制度 において各国別 の多様性 を生み出 した。 たとえば、 イギ リスの福祉制度 は同額 の社会保険料
と給付 に基 づいていたが、他 の ヨーロ ッパ諸国や アメ リカで は保険料や給付 は稼働所得 に応 じて変
動 した。 だが、 そ うした戦後直後 のギ ャップは1960年 代 をつ うじて着実 に埋 め られていった。実際、
各国別多様性 にもかかわ らず、上述 のよ うに福祉 サー ビスの拡大 に伴 う支出 は一貫 して上昇 してい
る。Stephens,Huber and Ray[1999]の 調査 は福祉国家 の タイプ (す なわち、
、
「 キ リス ト教民主」
馬
「 リベ ラル」 および「 社会民主主義」 の 3類 型 )と 福祉関連支出を示 している。 それによれば、福
祉国家 の型 の相違 にもかかわ らず、 いずれの指標 で も1979年 までは上昇 トレン ドを示 して い る。 そ
れが逆転 もしくは停滞す るのは1980年 代 に入 ってか らである (Stephens,Huber and Ray[1999],
p。

169)。

福祉支出が拡大 した結果、資本主義 の黄金時代 には労働者 の便益 が拡大 した。 1970年 代初

頭 には、労働者 は、高水準 の安定的 な雇用 ととと もに、手取 り給与 と公共 サー ビスの拡大 のおかげ
で大幅 な利益 を受 け取 ることがで きたのであ った。
Ⅲ‑1‑4

所得 の平等化

以上 のマ クロ経済的指標 の観察 か ら、資本主義 の黄金時代 には、労働生産性、成長が急速に成長
すると同時 に雇用 も安定化 し実質賃金 も規則的に上昇 して いたことが確認 された。 しか もこれに福
祉 サ ービスの拡大 が伴 い、所得 の平等化 が促進 されたのであ った。 こうしたマ クロ経済的観察 の結
果、資本主義 の黄金時代 の制度的環境下では、経済的効率性 と平等主義的所得分配が両立 して いた
と結論 づ ける ことがで きるであろう。
こうした所得 の平等化 は ジニ係数 の長期的動向 において再確認 される。 アメ リカにお いて1968年
は戦後 の公式統計上各世帯間 の所得が もっとも平等 であった年 であ った。図 Ⅲ‑2に はアメ リカ合
13総 生産 に占め る政府支出 (軍 事支出を除 く)の うち、 ほぼ
半分が政府 サ ー ビス (健 康保険 と教育)に よ って

説明 され、他 の半分 は移転支出 (年 金、失業給付等)に よって説明 される。

141960年 代 のGDPに 占める福祉支出 の上 昇 を説明す るもっとも大 きな
要因 は福祉 サ ー ビス対象者 の範囲 の拡

大 である。人 口構成、受給者 1人 あた りの実質 コス トと給付額、 そのそれぞれが福祉支出 に与 える効果 と比
較 した場合、その上昇 の うち優 に半分以上 はその範囲 の拡大 が説明す る (Armstrong,Glyn and HttrisOn
[1991]:p.140)。

15「 キ リス ト民主」 に含 め られるのはベルギー、 フランス、西 ドイツ

、 アイル ラン ド、 イタリア、 オランダ、 ス
イスであ り、
「 社会民主主義」 にはオース トリア、 デ ンマーク、 フィンラン ド、 スウェーデ ン、 ノルウェーが入
る。 そ して「 リベ ラル」 にはオース トラリア、 カナダ、 日本、 ニュージー ラン ド、 イギ リス、 アメ リカが入 る。
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衆 国 の ジニ係数 の長期 的 な動 向 が 描 か れて い る。 そ こで は1968年 を基 準 に各年 の ジニ係数 の変化
(所 得 の不平等 の変化 )を 示 して あ る。 それ よれば、 1968年 以 降、所得 の不平等 は上 昇 し、 1982年

には1947年 水準 に達 し、 それ以 降 さ らに上 昇 を続 けて い る 。 だが 、各世帯 の所得 の不平等 は1947
年 の7.4パ ーセ ン トか ら1968年 にか けて 低下 して い った ことが 理 解 され る。 70年 代 に入 りそ の傾 向
が逆 転 し上 昇傾 向 に転 じる ものの、 資本 主義 の黄金 時代 には所得 の不平等 は低下傾 向 にあ った の で
ある。

図 Ⅲ‑2

所得 の不平等 の変化

Fanlilv index vs. 1968

Household index
vs. 1968
0

1947

1952

1957

1962

1967

1972

1977

1982

1987

1992

(出 所)Weinberg[1996].p.1

(注 )

1968年 の ジニ係数 =100

16日 本経済 で もアメ リカ経済 と同様 の長期 的傾 向 が観察 され る。 1970年 まで は ジニ係数 は低下傾 向 にあ り、 そ

れ以 降 そ の傾 向 が鈍 化 し、 80年 代 に入 り上昇 に転 じて い る (経 済企画庁「 新 国民生活指標 (平 成 11年 版 )」 、
57ペ ー ジ)。
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