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１．日本を追い越した韓国の賃金水準
　近年、韓国の賃金水準は日本より高くなっ
ている。図１をみよう。これは日本、韓国お
よびOECD平均の年間賃金の推移を示したも
のである。日本の賃金が停滞しているうちに、
韓国の賃金はOECD平均を若干上回る年率
で伸び、2014年を境目に日本を追い越して
いることがわかる。2020年現在、日本の年
間賃金は38,515ドル、韓国の平 均賃金は
41,960ドルで、韓国のほうが3千ドル以上高
い。
　ただし、この数値は、あくまでも購買力評
価によるものだから、という向きがあるかも
しれない。では、実額はどうか。2020年現在、

日本の５人以上事業所で働く従事者の現金
給与総額（きまって支給する給与と特別に
支払われた給与の合計額）は、月当たり
318,387円である。このうち、「パートタイム
労働者」を除き「一般労働者」だけを取り
出すと417,453円となる。これに対し、同年、
韓国の５人以上事業所で働く従事者の現金
給与総額は365,906円であった。このうち、「臨
時・日雇労働者」を除き「常用労働者」だけ
を取り出すと382,703円となる（以上は、2020
年の為替レート、100円＝1,051.2ウォンで換
算）。日本の「一般労働者」は韓国の「常用
労働者」より現金給与総額が高いが、労働
者全体では韓国の現金給与総額が日本のそ
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図 1　年間賃金の推移（日本、韓国、OECD 平均）

出所：OECD https://stats.oecd.org/ （2021年9月26日閲覧）。
注１：数値は、フルタイム換算一人当たり年間賃金額を、2020年の購買力評価（PPP）によるUSドルで表したもの。
注２：OECD平均は、コロンビアとトルコを除いた35 ヵ国の平均。
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れより高いことがわかる。
　では、どのような要因で韓国の賃金水準
が高まってきたのだろうか。それを検討する
前提として、いくつかの賃上げ率を日韓比較
した図２をみよう。図のうち2つのグラフは、
うえで述べた5人以上事業所の賃金の前年比
増加率を示したものである。そして、もう2
つのグラフは、相対的に大きな企業の団体
交渉による賃上げ率を示したものである。後
者の2つは、調査対象が異なる（日本は1,000
人以上、韓国は100人以上）うえ、その数値
も「定期昇給込みの賃上げ額など妥結額」
を表し、事業所において実際に支払った賃
金額を示していない点で、前者の2つと同レ
ベルで比較するのは困難である。にもかかわ
らず、長期的な傾向を観察するには役立つ。
　日本の場合、一般労働者賃金増加率と主
要企業賃上げ率ともに水平的な曲線を描き、
両者の距離もほぼパラレルであることが特
徴的である。この時期、両者の距離の平均
は1.89％ pである。一般労働者賃金増加率が
ほぼベースアップに相当するものと見做せ
ば、主要企業賃上げ率がそれより2％近く高
いとしても、定昇が通常1.5 ～ 2.0％であるこ
とに鑑みると、ごくわずかなベースアップし

か行われなかったことがわかる。それに比べ
ると、韓国はこの期間を通して一定程度のベ
ースアップを行っており、特にリーマンショ
ック前までは常用労働者の賃金上昇率が協
約賃金の引上げ率を上回っていた。韓国の
場合も近年は協約賃金のなかに定昇が含ま
れる傾向があるので、それまでを勘案すると、
全体的に中小企業を含めたベースアップが
韓国の賃上げをけん引してきたといえる。

２． 賃金を引き上げた要因その一：生産性
と人的資源

　では、それを可能とした要因は何だろうか。
まずは、一般的に名目賃金上昇率は、いわ
ゆる国民経済生産性上昇率（実質GDPの上
昇率＋消費者物価上昇率－就業者増加率）
と同様の動きを見せていることに留意する必
要がある。つまり、賃金は基本的に生産性と
連動しており、それを生み出す人的資源の
性格と密接にかかわっているということであ
る。これは、韓国にも当てはまる。
　韓国の場合、特に産業構造の変化のなか
でも比較的付加価値の高い製造業を維持し
てきた点が注目される。むろん、韓国におい
てもサービス化は進んだ。全体の付加価値

図 2　賃上げ率の日韓比較

出所： 日本は、厚生労働省「毎月勤労統計調査」および厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」；
韓国は雇用労働部「事業所労働力調査報告」（고용노동부「사업체노동력조사보고」）および雇用労働部「賃
金決定現況調査」（旧「賃金交渉妥結現況調査」）（고용노동부「임금결정현황조사」（구 「임금교섭타결현황
조사」））

注： 現金給与総額引上げ率は、日本と韓国ともに5人以上事業所のものである（ただし、日本は一般労働者、韓国
は常用労働者）。
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（名目）に占めるサービス業の割合は、1970
年43.8％から2020年62.3％まで18.5％ p増加
し、従事者の比率も全体の74.2％を占める

（2019年）。ただし、その分、製造業が衰え
ることはなかった。全体の付加価値（名目）
に占める製造業の割合は、1970年19.0％から
1988年30.5％までほぼ一直線に上昇して後、
若干の起伏を伴いながらも、2020年現在
27.2％の水準を保っている。サービス化のな
かでも製造業は健在ぶりを示しているので
ある。ただし、その従事者は減っており、全
体の18.2％を占めるに過ぎない（2019年）。
なお、製造業のなかでは低位技術産業群（繊
維など）や中低位技術産業群（石油精製など）
から中高位技術産業群（自動車など）や高
位技術産業群（半導体など）へと移行した
ことも重要である。企業の行動も、1990年
代末のアジア金融危機を契機として、従来
の「売上重視」から「利益重視」に転換した。
　このような変動は、人的資源の変化を伴
った。一般的に、高技能に対する労働需要
が高まるにつれ、1980年代以降、ほとんど
の先進国では特に学歴別の賃金不平等度が
高まったとされる。ただし、韓国は、この動
向とは若干異なる。1980 ～ 2016年のデータ
を分析した研究によると（高2019）、韓国の
学歴別賃金不平等度は高まるばかりではな
く、上下する姿を見せているのである。具体
的には、1980 ～ 94年（1期 ）には下 がり、
1995 ～ 2007年（2期）には上昇したものの、
2008 ～ 16年（3期）には再び下がる傾向を示
している。その理由は、1期は重工業化のな
かで高卒労働需要が急増した結果、大卒の
賃金が相対的に低下したのに対し、2期には
高位技術産業群への移行に伴って大卒労働
需要が急増した結果、大卒の賃金が相対的
に上昇し、なお3期には大卒需要の方向性が
はっきりしないなかで大卒供給が増え続け
た結果、大卒の賃金は相対的に下がったと
説明することができる。
　留意すべきは、製造業を中心とした成長
パターンが、いまや限界にぶつかっているこ
とである。前述した3期に入ってから大卒需
要の展望が見えなくなったことが、それを典
型的に示す。現に、労働供給に見合う労働

需要は創出されず、人的資源は消耗され、
15-29歳の失業率は2014年以降9％台に高止ま
りしている。突破口を開けない限り、経済成
長と賃金上昇の持続は困難といえよう。

３． 賃金を引き上げた要因その二：組合の
交渉力

　すでに韓国の100人以上企業の協約賃上げ
率が一定以上の水準を保ってきたことをみ
たが、これは、労働組合の交渉力が賃金上
昇にそれなりの影響を及ぼしていることを示
唆する。ただし、賃金上昇率が傾向的に下
がっているなか、交渉力の影響度も下がっ
ていることに注意する必要がある。
　1980年代から20年間にわたる賃金データ
を分析した研究は、この期間賃金上昇率は
生産性向上率と基本的に一致するが、一定
規模以上の正規労働者の賃金上昇率は生産
性上昇率を若干上回っていることを確認し
た（黄ほか2005）。この層は、組合員である
確率が比較的高く、交渉力の恩恵を受けて
いる可能性がある。では、その程度はどのく
らいだろうか。
　日本の労働力調査に当たる「経済活動人
口調査」（2006年）を利用したクロスセッシ
ョン分析では、組合員である労働者が、同
じ属性を有する非組合員の労働者に比べて、
時間当たり8％程度高い賃金を受け取る結果
であった（趙2008a）。ただし、クロスセッシ
ョン分析よりは、同一の調査対象を時間軸に
沿って追うパネル分析のほうが、より厳密な
測定ができるとされる。それで、「韓国労働
パネル調査」の1998年から2006年までの資
料を利用したところ、組合員の賃金が同じ
属性を有する非組合員の賃金より5％程度高
いと推定された（趙2008b）。よって、リー
マンショック前までは、労働組合の賃上げ効
果は5 ～ 8％程度あったとみることができる。
しかし、その後は、賃金上昇率自体が下が
るなかで、労働組合の賃上げ効果も低下し
ている。上記パネル調査の2006年から2012
までの資料を利用して推定した結果、「自ら
好んで組合に加入した労働者」にとって、
というより厳しい限定付きではあるものの、
その効果は3.7 ～ 3.8％に止まった（尹・金
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2014）。
　労働組合の賃上げ効果と関連して提起さ
れる論点の一つは、この効果が、賃金の格
差を広げるのか、それとも賃金の格差を縮
めるのかである。論理的には両者あり得る。
組織された部門と組織されていない部門と
の間に、または組織しやすい大企業と組織
しにくい中小企業との間に格差を拡大する
かもしれない。あるいは組合のとる賃金標準
化戦略を通して、または組織されない部門・
企業群への波及効果を通して、賃金の格差
を縮小するかもしれない。では、韓国ではど
うだろうか。1987年から2016年までの資料を
利用して分析したところ、2016年現在、労
働組合の賃金効果は、10分位数のうち5分位
に当たる労働者すなわち中賃金の労働者に
おいて9.7％ともっとも大きかった。それに
対し、低賃金の1分位の労働者には1.8％の賃
上げ効果があり、高賃金の9分位の労働者に
はむしろ8.8％の賃下げ

4 4 4

効果が観察された（李
2017）。この結果から、労働組合が全般的に
賃金格差を抑制し、平等化をもたらしている
ことがわかる。ただし、2000年代半ばを過ぎ
てからは、企業規模間の賃金格差について
組合がそれを縮める働きは観察されなくな
っており、賃金格差を縮める労働組合効果
は制限されつつある。

４．賃金を引き上げた要因その三：国の政策
　国の政策、特に最低賃金を引き上げる政
策が、全体の賃金水準の上昇にも影響を及
ぼした。図３をみよう。これは、韓国におけ
る最低賃金の引き上げ率を、常用労働者5-9
人規模事業所の賃上げ率および常用労働者
10-29人規模事業所の賃上げ率とともに示し
たものである。リーマンショックの影響をこ
うむった2010年を除き、基本的に最賃の引き
上げ率が小規模事業所の賃上げ率を上回っ
ていることがわかる。このように、その額が
毎年引き上げられた結果、2011年に中位賃
金に対して45％の水準にあった最低賃金は、
2020年には中位賃金の60％を超える水準と
なった。
　最賃の効果を簡単に示す指標に「影響率」
というものがある。これは、最賃額を改正し
た後に、（現行の賃金のままでは）改正後の
最賃額を下回ることとなる労働者の割合を
いう。法に違反しないためには、改正後の
最賃額に合わせて現行の賃金を引き上げる
必要があり、したがって、最賃の影響率が
高いほど、現行の賃金に対する最賃の政策
効果は高いこととなる。韓国の場合、その推
移を見ると、2000 ～ 2020年の年平均影響率
は12.9％で、そのうち2011 ～ 2020年の年平
均影響率は17.7％である。2019年は25.0％で、
全体の4分の1の労働者が最賃引き上げの直

図 3　韓国における賃上げ率の推移

出所：最低賃金は、韓国最低賃金委員会のHPから引用。
https://www.minimumwage.go.kr/stat/statMiniStat.jsp（2021年9月26日閲覧）
ほかは、雇用労働部「事業所労働力調査報告」。
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接的な影響を受けることとなった。一方、最
賃周辺の賃金が上がると、それと連動して
上の層の賃金も引き上げられる、いわば最
賃の間接的な影響も無視することはできな
い。要するに、韓国においては、特に小規
模事業所に働く組織化されていない労働者
の賃上げを、最賃の引き上げが下支えして
いるといえよう。

5．韓国の賃金の課題
　順調に上がってきているように見える韓
国の賃金であるが、しかし、抱えている問
題は少なくない。まずは、賃上げできる余力
が落ちていることである。第一に、製造業に
おいてより付加価値の高い成長産業へ移行
する動きが鈍いこと、第二に、大企業間に
おいても技術力の格差は大きく、第4次産業
革命が円滑に行われていないこと、そして、
これがもっとも深刻な問題であるが、第三に、
多くの女性が働く医療福祉を含めサービス
業において生産性が低く、高付加価値への
転換がなかなか進まないことである。産業
構造の再編とともに企業と国による人的投
資を増やし、賃金上昇と生産性向上が好循
環を生み出すようにしなければならない。
　次は、必ずしも納得のいかない賃金格差
が相当程度存在していることである。さて、
格差は、データの性格と測定の方式によって
その程度は異なることとなるが、ここでは立
ち入らない。なお、2020年はコロナの影響に
より非正規や女性、低学歴者など社会的弱者
が相対的に大きな打撃を受けているので、そ
れが表れる前の2019年現在の数値でみる。
　韓国における賃金格差の最たるものは雇
用形態間の格差である。1時間当たりで比較
すると、非正規の賃金総額は、正規の72.4％
である。3割近い差があることがわかる。こ
の格差は近年縮まってきた。2011年にはその
比率が61.3％で、11％ pも低かったのである。
しかしながら、非正規は労働時間が短いゆ
え、月平均で比較すれば、非正規の賃金総
額は正規の半分強に止まることとなる。しか
も、 そ の 水 準 は2011年56.5 ％ か ら2019年
54.6％へとむしろ低下しているのである。
　雇用形態間格差は性別格差と連動する。

非正規の多数を占めるのは女性だからであ
る。2019年現在、女性の月当たり賃金総額は、
男性の64.7％で、3分の2以下の水準にある。
ただし、2011年には61.5％だったので、動き
が鈍いものの、性別格差は少しは縮小して
きたといえる。
　学歴間ではどうだろうか。高卒の月当たり
賃金総額は、大卒以上の61.6％である。2011
年には60.8％だった。前述した通り、近年は
大卒の供給が増えるなか、その賃金プレミ
アムもあまりないゆえ、学歴間格差は比較的
安定した推移を示している。一方、いわゆ
る年功賃金とかかわって、年齢や勤続年数
による賃金差もトピックとなるが、ここでは
論じない。日本と比べて、20代により高く上
がり、40代にピークを迎え、50代にはすでに
賃金が下がっていることだけ記しておこう。
　韓国においてホットな関心事の1つは企業
規模間格差である。2019年現在、5-9人規模
事業所常用労働者の月当たり賃金総額は、
300人以上の55.4％である。なお、30-99人の
場合は、300人以上の69.5％であった。2011
年の水準はそれぞれ51.2％、67.0％だったの
で、企業間格差は少しずつ縮まっていると
いえる。
　では、これら諸々の差が合わさって編み
出す賃金分配の全体の姿はどうなっている
のだろうか。賃金の不平等度を表すジニ係数

（低いほど平等）の推移を見ると、重化学工
業期に低下したものの（1980年0.375→1994
年0.277）、1997年のアジア金融危機前後から
上昇し続け（1995年0.278→2015年0.345）、わ
りと近年になって低下し始めている（2016年
0.340→2019年0.322）。韓国では1997年のアジ
ア金融危機の影響が大きかった。それをき
っかけとして新自由主義的構造調整と経済
運用が一般化したのである。これが賃金格
差を広げた。しかし、最近それに歯止めが
かかっているとみることができよう。
　ただし、格差問題が改善されていると喜
ぶばかりではいられない。まず、その程度で
ある。若干縮まっているとはいえ、依然とし
て格差は大きい。次に、その理由である。
格差が縮小した背景を調べると、前述した
賃金を引き上げた要因とかかわるが、組合
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の交渉力と国の政策というポジティブな要因
が作用しただけでなく、生産性の伸び悩み
や人的資源投資の縮小というネガティブな
要因も働いていることがわかる。つまり、人
的資源投資をバネに第4次産業革命を推し進
めると、（組合の交渉力と国の政策がなけれ
ば）賃金格差が広がるかもしれないが、現
在産業革命めいた動きが鈍いので、結果的
に賃金格差も抑えられているということであ
る。今こそ、人に大いに投資しながら格差
を縮小させ、それをテコとして、第一により
多くの人に質のいい仕事を与え、第二に全
体的に付加価値を高めることが、切実に求
められているといえよう。
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