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ではなく今後も続く大きな流れであること
を改めて示したということかもしれない。
話は単純ではないが、生産年齢人口比
率が低下を続ける限り人手不足の深刻化
が続くとすれば、その可能性は高いし、
目指している方向でもある。この結果、
今後も正規雇用者数の女性と男性の差
は若い世代から着実に縮まっていくであ
ろう。例えば女性管理職比率の向上とい
った課題も、希望的に考えれば、時間の
問題かもしれない。
　ところで、女性の正規雇用増加の流れ
は、その担い手の面では未婚女性だけ
でなく有配偶女性の就労によって支えら
れている点が以前と大きく異なる。この
流れも、昨年以降も変わっていない。女
性人口に対する有配偶正規雇用率は、
いずれの年齢階層でも上昇傾向で推移し
ている。特に20歳代後半～ 40歳代前半
において上昇が大きい。結婚・出産・育
児・子育てのライフサイクルに当たる年齢
層でもある。
　共にフルタイムで働く共稼ぎ世帯が今
後も着実に増えることによって、社会が
変化、対応していかないといけないこと
も出てくる。その一つに、女性が家庭や
地域で過ごす生活時間が自ずと少なくな
っていくため、これまで女性が家庭生活
や地域コミュニティで担ってきた役割や
存在を、別の形で補い、確保する必要が
ある。男性との役割シェア、高齢者との
役割シェア、外部サービスの利用、公的
サービスの提供、等 、々仕事と生活の両
立支援として議論されてきた点が、社会
的に益々求められるだろう。あわせて働
く人達が生活の中で必要となる時間（生
活時間）そのものを確保していくことも、
男女、正規・非正規雇用者を問わず益々
大事になってこよう。
　毛塚勝利・労働法学研究者が主査と
なり、生活時間の確保を基軸にした労働
時間法制の今後のあり方について議論を
重ねてきた研究会の成果が近くまとまる。
従来の発想を転換した画期的な提案が
なされている。生活時間の確保について
議論が深まることを期待している。

ス業等で働く女性の非正規雇用の減少
を始め、仕事と生活の両面で女性に様々
な困難や負担がもたらされた。このため、
今回のコロナショックをShe-cessionと呼
んだりする。こうした中、女性の正規雇
用が昨年以降も増加傾向を続け、働く
女性の活躍と存在が引き続き高まってき
ている面もみられた。そこで、関連する
データの動きを改めて確認してみた。
　男女計でみた正規雇用者数は、1990
年代終盤から続いてきた減少の動きか
ら2015年以降増加に転じていた。その
増加の動きが、2020年も続いた。業種
別にみると、医療・福祉に限らず、近年
増加を続けてきた情報通信業、教育・
学習支援業、製造業、等で増加した。
また正社員の新規求人倍率をみると、
2014年以降1倍を上回って上昇を続ける
中、2020年前半に急低下したが、同年
6月の1.25倍を底に回復に向かった。リ
ーマンショック後に0.4倍台にまで低下し
たのと比べると、状況が大きく異なる。
このように、感染拡大の影響を強く受
けた宿泊・飲食サービス業等では人手
過剰感が強いが、他では人手不足感が
強い。
　ところが、男性の正規雇用は、2020
年に増加しなかった。なぜ、男女間で
差が生じたのだろうか。正規雇用の需
要増に対して、マクロ的には男性の労働
供給余力がいよいよ限界に近づきつつ
ある可能性が考えられる。25-54歳層で
は、男性人口に対する正規雇用率は高
く、上昇の余地は自ずと限られる。しか
もこれらの層の人口数自体も一段と減少
してきた。実際、感染拡大前の2018年
頃から男性の正規雇用増加に頭打ち感
がみられていた。このような供給側の要
因が関係しているのか、それとも一時的
な現象か、今後の動向が注目される。
　いずれにしても、女性の正規雇用が
コロナショックにもかかわらず増加を続
けたことは、2010年代半ばに増加に転
じたこの動きが簡単に向きを変えるもの

ンデミックから1年半以上が経過
した。この間、宿泊・飲食サービパ
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　 視　点

最近、「安い日本」と題された書籍やビジネス誌の特
集を目にする機会が多い。
「世界でも高い賃金の水準を、さらに引き上げれば国

内の雇用を守ることはできない」このように日本の賃
金がいわれてきたのは、いつ頃までであろうか。手元
に日本貿易振興機構（ジェトロ）が2013年5月に出し
た報告書（おもな都市間の比較）がある。これによると、
ワーカー（一般職工）の月額基本給について、日本（横
浜）は、中国（北京）の約7倍、韓国（ソウル）の約2
倍の賃金水準となっている（当時の為替レートは、人
民元16.07円、ウォン9.03円/2013年5月1日、直近
であれば人民元17.97円、ウォン9.78円/2021年11
月10日）。また、最近、各国の大幅な引き上げが話題
となっている法定最低賃金についての比較でも日本は、
中国（同）の約２．８倍、韓国（同）との比較でも、１．６
倍の水準となっていた。

加えて、この調査対象年の翌年、2014年には、春
季生活闘争での「ベースアップ要求」の「復活」が話
題になり、現在、2021年までこの流れは「定着」して
いるはずである。

しかし、近年、日本の賃金は、ＯＥＣＤ各国の中で
も低位の水準であり、同じ東アジアと比較しても、近
年の上昇幅が小さいことが話題となっている。さらに

「最低賃金」「初任給」については、既に東アジアが日
本の水準を上回っているとの報告もある。

賃金問題を考える場合、「比較」が重要な要素になる。
しかし、国際的な比較というのは、為替レートや物価、
購買力などさまざまな要素を加味して行う必要があり、
全体像がなかなか見えてこないというのも現実である。
そこで、日本以外の東アジアの賃金が、この間、どの
ように推移し、現在、どのような実態にあるのか、さ
らに、現在の水準に至った要因は何であるか、加えて、
現状それぞれが抱える課題についても、それぞれの国・
地域の専門家の方々に論じていただくこととした。断
片的なマスコミ記事や報告はあるものの、地理的に隣
接し、また、産業によっては日本と激しい国際競争を
行い、一方では重要な取引先でもある東アジアの賃金
事情を知ることは、きわめて重要な意味があると考え
ている。

そして、そこから日本の賃金が「高水準」であると
いうことが既に「幻想」であるのかを検証したい。

加えて、東アジアの賃金事情を知ることから日本の
賃金の抱える課題を明らかにすることを試みてみたい。
賃上げの「復活」とともに日本では、賃金をめぐる論
議が活発に行われている。あるものは「格差」に注目
したもの、また、あるものはこれまでの「年功賃金」
や「成果主義賃金」などの「次にある賃金制度」に関
するもの、とさまざまなテーマについて行われている。

そのなかには、最近であれば「アフター/ウイズ　コロ
ナ時代」を見据えた賃金制度とはいかなるものかなど
多彩なものがある。そうした中で、日本の賃金水準、
賃金制度を考えていくうえで、他国の賃金に関する動
向を確認することは、さまざまな示唆を私たちに与え
てくれると考えている。

まず、中国、韓国、そして台湾の３つの国・地域の
賃金事情についてみていくことにする。

中国の賃金事情について、馬論文では、中国におけ
る中間層の拡大が凄まじい勢いをもっており、その層
の厚さを示す意味で「オリーブ型」という表現がされ
ている。一方で、都市と農村の大きな賃金格差が指摘
され、さらに今後、「中所得国の罠」に陥る危険性を孕
んでいることも指摘している。

韓国の賃金事情について、禹論文は韓国が経済成長
につながるよう、半導体などの「高位技術産業群」に
移行し付加価値の高い製造業を維持してきたこと、さ
らに、労働組合の賃金交渉力が一定程度の影響を与え
ていると指摘している。

そして、台湾の賃金事情について、國分論文では、
台湾経済のＩＴ関連企業に支えられた堅調な経済成長、
少子高齢化が進展しているといわれながらも人口、労
働力人口が増加し、さらに高学歴化も進み、経済成長
を支えている。職種による賃金格差や、若年層の失業
問題があると指摘している。

このような、大きく変化している東アジアの賃金事
情を知ったうえで、日本の賃金について、どのような
論議がなされているのだろうか。冒頭にも記述したと
おり、確かに久々にさまざまな話題が論議されている
ように思われる。しかし、このような状況について、
石田論文は、「格差」「同一労働同一賃金」「ジョブ型雇
用」など、この間、さまざまな話題の論議がなされて
きたものの、そこに「熱気が感じられない」と述べて
いる。その理由として論議の対象が多岐に亘り論点が
絞られていないこと、また「テクニカルな手法」の論
議となっていることを指摘している。

賃金を論議する場合、現状の把握、ベンチマーク対
象との比較は論議の入口になるであろう。そして、そ
の先は、やはり「賃金水準」についての論議に行き着
くのではないだろうか。そのための課題を明確にし、
目標を示し、そして課題解決に向けた論議を行う必要
があるように思われる。今回の特集がその論議に資す
ることになれば幸甚である。

（連合総研主任研究員　萩原文隆）

日本の賃金は高いという「幻想」
〈特集解題〉
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１.  視点
　「働き方改革」の一環で同一労働同一賃金
が提起され、世の中ではジョブ型賃金の提
唱に関する書籍が多数出版されている。一
見して賃金に関する熱い議論が久方ぶりに
復活したかのようである。しかし、率直に言
って私は議論の熱気を実感できていない。
　それはなぜか。第一に賃金に関わる論題
が多岐にわたっていて、議論の焦点が明確
でないことによる。単に、正規雇用従業員と
非正規雇用従業員の格差是正を眼目とした
同一労働同一賃金の実現の課題だけでなく、
日本企業の海外拠点での現地マネジャーの
賃金水準が高騰し、日本企業に在籍して出
向する経営者の賃金水準を凌駕していると
いう事実にみられるような、日本の経営者の
賃金水準の国際競争力の問題、あるいは、
より一般的に、80年代中葉には先進国の中
でトップクラスの日本の賃金水準はなぜ停
滞したままであるのか等、多岐にわたる。
　第二に、「働き方改革」で多様な働き方の
実現が謳われているように、賃金と交換され
るべき「働き方」＝仕事の仕方がセットで改
革される必要があるということによる。賃金
と仕事がセットで改革されるべきであるとい
うことは、雇用関係が仕事と賃金の取引（交
換）の関係である以上、結局、雇用関係の
改革に行きつく。このように考えると、非常
に総合的で歴史的な視野からの改革の議論
になることは避けられないはずが、ジョブ型
賃金の提唱というテクニカルな手法の議論

に委縮していることが、議論に熱気が感じ
られないもう一つの理由である。
　当初、日本の賃金水準の停滞の原因につ
いての寄稿依頼を受けたが主として私の勉
強不足が原因で躊躇があった。私にかろう
じて可能なことは自分が長年勉強してきて
分かったことをベースに、私なりの総括的な
議論をして議論の活性化にわずかながら貢
献することである。

2. 雇用関係としての賃金の理解
　賃金単独ではなく仕事との交換として賃
金を理解する必要があることに私が気付い
たのは、英米の賃金制度調査の経験に基づ
く。

（１）日本の賃金の特性
　英国の労働者の賃金制度の原則は「仕事
に一つの賃金」a rate for the jobであること
がどのテキストにも書かれているだけでな
く、現場でもその通りであった。これは同じ
ジョッブに従事していれば賃金は全員同じで
あるべきであるという原則である。私は、日
本人なら誰でも疑問に思うように、「頑張っ
ている人とそうでない人との差をなぜ付けな
いのか」という質問を訪問した企業の人事
担当者に幾度となく尋ねた。
　返答は驚くべき内容であった。シェフィー
ルドの窯業の中堅企業の人事課長の言。「我
が国の労使関係の背景として、人はまあみ
んなが認めるような水準でもって仕事をす
るのだという前提で考えられ、そこでは優秀

石田　光男
（同志社大学名誉教授）

日本の雇用関係と賃金改革に
関する私見
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さなどの余地はないものと考えられている。
職務はそうした水準にみあったものとして設
定される。そしてそうした職務に対して支払
うということになります。これが科学的経営
管理というものです。」（石田1990:122）また、
パーキンス社のエンジン工場の人事部長は
人事考課のない基本給についてこう言う。

「伝統的に人々は自分の労働を時間あたりい
くらという形で売ってきたので、個々の労働
者に査定の入った賃金を支払ってこなかっ
たわけです。」どうして個々人に着目しない
のかという問いに対しては、「製造業という
環境では個人の努力はチームとしてでなけ
れば無意味だからです。一人の労働者がア
ッセンブリーラインで2倍速く働いても意味
がないでしょう。」（同上:147）と語る。 
　大雑把に言って欧米諸国では、そもそも
賃金というものは、日本のように個別企業が
管理の手段として活用できるものとは考えら
れていなかった。この職業（英国）、この職
務（米国）、この熟練（ドイツ）がいくらか
は市場で決まる。企業はその賃金水準を受
け入れる以外にない。（石田2017:4）
　日本の賃金が大違いであることは敢えて
言う必要はないだろう。日本では、賃金は人
基準であり人事考課によって決まるのが当
たり前の国である。ただし、歴史的に見れば、
人基準内部での主要な決定要因は年功から
能力へ（終戦の混乱期から1960年代末1980
年代の能力主義の時代）、能力から役割の大
きさへ（90年代から今日の成果主義の時代）
と推移したことは留意すべきであるが。（石
田・樋口2009）
　この欧米と日本の大きな違いをどのように
説明したらよいのか。国民性や歴史の違いと
言ってしまえば議論は拡散するだけである。
何がこの相違をもたらしているのか。

（２）日本の仕事の特性
　仕事への対応関係が日本の賃金には曖昧
であるという通念を認めるとしても、なお、
賃金が仕事への対価であるという関係性を
根本から否定できない以上、上の賃金の相
違は、仕事の側の違いに起因しているので
はないかという問いは発するに値する問いで
ある。

　欧米諸国の場合、経営者は、その職業や
職務、熟練に応じて決まる市場賃金を与件
として受け入れざるを得ないが、その上で、
できるだけ必要な課業（個々の具体的な業
務）を労働者に受容させようとする。これに
対して、労働者は、社会的にあらかじめ決
められていると想定される職業・職務・熟練
の課業の範囲に固執し、範囲を越える課業
の受容を拒否する。受容させようとする力と
拒否する力との対抗が、課業の範囲とレベ
ルを巡る取引になる。この取引が職場の労
使関係である。（石田2017:4）
  読者の皆様には分かり切ったことである
が、日本にはあらかじめ決められていると想
定される職業・職務・熟練の課業の範囲の
社会的合意はなく、仕事は企業内のPDCAに
統御されている。職場の末端までPDCAは浸
透している。目標であるPの達成は容易では
なく改善を重ねなくてはならない。その改善
の努力が仕事の不可欠な内容を構成する。
そこに個人差も発生し、個人差に報いるた
めの人事考課も不可欠となる。ここでの仕
事と賃金の交換は取引としては認識されず、
仕事の一環であると認識されている。
　重要な補足であるが、欧米の経営であっ
てもPDCAが回っていないなどという経営が
ありうるのだろうかという疑問があろう。詳
述する紙幅はないが、PDCAのPはマネジャ
ー止まりであり、経営過程は、各専門職（マ
ネジャー層）とジョッブ（現場労働者および
監督層）の結合（combination of expertise）
として表現される。より分かりやすく言えば、
日本のごときPDCAの職場末端までの浸透
は、専門職制度とジョッブ制度によって阻止
されている（Freidson.2001）。PDCAの運行
が阻止されながら、必ずしも欧米の経営実
績が劣っているわけではない。それはなぜ
か、私の宿題にさせていただきたい。だが、
この欧米の様式は、日本の改革を考える上
で重要な参照点になる。
　以上、賃金単独での賃金論は間違いであ
って、賃金改革は（仕事改革を含めた）雇
用関係の改革と切り離して論ずるわけには
いかないということである。
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3.  日本の雇用関係の達成と弊害
　改革を言う以上、日本の雇用関係の達成と
弊害を整理しておかなくてはならない。

（１）達成
　第一に、頑張りが報われる賃金を達成した
ことである。第二に、何に向けて頑張るのか、
いかに頑張るのかの仕事のガバナンス（＝
PDCA）を定着させたことである。
　こう言うと実に素っ気ないが、この達成は
諸外国からみて、極めて稀有な達成であった
ことを忘れてはいけない。上の二つの達成の
前提には、現場に裁量の余地のある労働を委
譲し、その労働が経営の業績に連結されるガ
バナンスの構築が必要になる。今は忘れた人
も多いだろうが、1980年代、欧米が日本の生
産システムのキャッチアップに向けて払った
努力とその報われざる帰結を思い出していた
だく必要がある（石田・篠原2010）。日本も
容易に達成したわけではない。GHQの誘導
で始まった品質管理が、母国アメリカの常識
を超えて大卒の専門的技術者の専一的管理業
務にするのではなく、職長と職場労働者の現
場の知識と技能をも活用するQCサークルと
して社員全員の取り組みになる創意工夫によ
って、徐々に熟成された達成である（Gordon 
1998.小川2020）。
　このような意味で、上の二点は日本の雇用
関係の他国の追随を許さない高い到達点と言
って過言ではない。
　この観察が理屈倒れの抽象論と思われるか
もしれないので多少の補足をしておきたい。
2010年から15年にかけてドイツのVWの調査
で、「改善」を始め、その内容は「各職場1週
間」だけの改善であり、生産性向上目標は
10％だという説明を聞いた。私には「どの職
場も毎日毎日が改善であり永遠の終わりなき
取り組みである」トヨタの経験に照らして、
これは同じ改善でも全く違うと思った。案の
定、VWの「改善」は物流等の専門職の経営
者が机上でプランして現場に実施させること
を「改善」と称していた。英国では、労働組
合の退潮が顕著になったことを受けて、現場
作業者への一定の権限移譲を織り込んだ作業
組織を導入した1990年代の食品工場の調査報

告書の結論はこうなっている。「コミットメ
ントを生み出すには経営の一方的決定を超え
た何かが必要である。…経営自ら真に心を開
いた経営にコミットし、しばらくは追加的な
コストに耐え、業績の後退に耐える覚悟をす
る必要がある。さもなければ、待ち受けてい
るものは、信頼関係のない労使関係と有能な
労働の浪費でしかない。」（Scott: 158）コミ
ットメントの確保がいかに英国にとって難題
であるのか。
　もはや日本の達成について贅言を要さない
と思う。

（２）弊害
　仕事と報酬の取引の両側面でのガバナンス
機構の形成の成功の裏面には、二つの弊害が
秘められていた。一つは、雇用関係の経済計
算に関わって、コミットメントの確保には労
務費の増嵩というコストがかかるという事実
であり、二つには、雇用関係それ自体が本来
の取引関係という性格を希薄にし、いわば「取
引なき取引」に転ずる傾きを強く持っていた
ことである。過去四半世紀雇用関係の分野で
交渉という言葉が影を潜めコミュニケーショ
ンという言葉が多用されてきたことがこの点
を裏付けている。
　前者の労務費の増嵩（＝年功的上昇）は、
効率的な仕事のガバナンスを見返り無しには
受け入れなかった労働組合の交渉力の一つの
表現であったことを無視してはならないけれ
ど、80年代までの経済成長下で製品価格の上
昇が許容されていた時代には隠された問題で
あった。90年代以降のデフレ経済の常態化と
アジア諸国からの価格競争の深刻化は、この
問題を顕在化し、企業経営は、企業分割、非
正規労働の拡大を通じて上にみたガバナンス
機構の適用範囲の縮小に動いた。この結果、
社会的な賃金格差の拡大を生んだ。これは、
冷静に言えば、達成として確保したガバナン
ス機構が制度的惰性となり、コミットメント
の最適点の精査を遅延させ、市場的な解決に
委ねざるを得なかった結果でもある。
　後者の過剰なコミットメントに伴う「取引
なき取引」としての雇用関係は、「無理のな
い働き方」の許容度を著しく下げ、ワークラ
イフバランスの逸脱や、女性や高齢者の活躍
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を制約してきた。
4.  雇用関係改革に向けて
　以上は私が分かっていることだけを書い
た。以下はよくわからないけれど炉端談義で
あればこんな発言をするだろうという発言
を、恥を忍んで述べたものである。一つの未
熟な議題（アジェンダ）としてお読みいただ
ければ幸いである。

（１）労使自治への懐疑
　「働き方改革」は、政府が主導して労働者
の待遇の改善を図ろうとする国際的にみて極
めて変則的な改革である。同一労働同一賃金
の実現による格差是正、多様な働き方の実現
による労働時間の短縮は、元来、労働組合の
主張であった。わざわざ政府が乗り出すとい
う変則は、誤解を恐れずに言えば、個別企業
中心主義的な労使自治が社会全体の公益に結
びついていないという労使自治に対する根深
い懐疑が埋め込められている。

（２）労働組合の取るべき基本態度
　このような懐疑に対して、「無理のない実
現可能な方途」を明確にすることが労働組合
にとって堅実な態度であると思う。この場合、

「実現可能な方途」をぎりぎりまで突き詰め
た雇用関係についての熱い議論を持つ必要が
ある。そこから必然化する課題は、前述した
日本の雇用関係の達成と弊害を踏まえ、達成
を活かしつつ弊害を緩和する方策を固めるこ
とになろう。弊害は労働力の取引様式である
雇用関係が「取引なき取引」となり、「それ
は否応もなく、［報酬（人事考課、昇格、昇進）］
と引き換えに［制約なき労働支出の受容］が
慣習化する取引であった。この取引の下では、
多くの女性労働者や高齢労働者は働くことが
困難である。［制約なき労働支出⇔報酬（人
事考課、昇格、昇進）］という伝統的な取引
のみでなく、［労働支出の制限⇔賃金の制限］
という取引の選択肢を、組織として公認され
た取引のオプションとして定着させる必要が
ある。」（石田2018:8）これは［賃金の制限］
を伴うので、労働組合による丁寧な職場討議
によって従業員相互の納得を調達する必要が
ある。それと同時にこのような制約の下で、
PDCAを完遂する仕事のガバナンスを維持す
るためには投入労働量の質量をめぐる労使協

議が不可避となる。従来にない労使協議の質
的深化が求められる。

（３）結語
　これらのアジェンダは、仕事と報酬の取引
の両側面での、欧米諸外国ではみられなかっ
た緻密なガバナンス機構の形成に成功した戦
後日本の労使の組織能力への深い信念から自
ずとほころび出た論題である。というのも、
雇用関係における「過剰な働き方」を制限し
ている欧米の専門職制度やジョッブ制度を欠
落している日本にあって、その欠落を補う制
度的遺産はこの労使の組織能力以外にないか
らである。
　以上は拙い私見である。読者諸氏の炉端談
義の材料になれば幸甚である。
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特集  2

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

韓国の賃金：現状と
課題

特
集

日
本
の
賃
金
は
高
い
と
い
う「
幻
想
」

禹　宗　
（埼玉大学経済学部教授）

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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１. はじめに
　2018年、中国社会科学院（CASS）が発表
した2018年社会青書によると、2017年中国
経済が安定成長し、中間所得層の割合が急
速に拡大した。CASSのレポート「中間所得
層の分布と中間所得層の拡大に関する戦略
の選択」によると、中国では4億5千万人が
中間所得層に属し、中間所得層と高所得層
を合わせると、約6億人であると発表された。
また、2018年、北京師範大学中国所得分配
研究院執行院長の李実教授は、『経済参考報』
記者の取材に対し、中国所得分配研究院が
発表した最新調査データに基づき、中国で
中間所得層がすでに30％を超えており、2025
年には50％に達する見込みと述べた。経済
発展の視点からみると、中間所得層が多い

「オリーブ型」の所得分配構造は相対的に健
全で、社会安定・経済発展につながる。中
国の中間所得層が増加することにより、中国
国内のみならず、世界の消費市場にも大きく
影響を与えると推測できる。一方、2020年5月、
中国全国人民代表大会閉幕後、李克強首相
が月収（税金・社会保険料等を支払った後
の可処分所得）1,000元（約1万5,650円）で暮
らす人々が約6億人いると公表し、世界に衝
撃を与えた。1 多くの研究者にとって、信憑
性があるデータ取得の制約上で、中国の所
得実態はブラックボックスのようなものであ
り、その真実を把握することは困難となって
いる。
　そこで本稿では、中国国家統計局の公表
データおよび信憑性が高い中国家計所得調
査（Chinese Household Income Project 
Survey: CHIPs）のミクロデータ2に基づいて、

中国における中間所得層の実態を把握し、そ
れに関連する所得格差の問題も指摘したい。

２.  中国における中間所得層の実態
　学者や研究機関の公表資料では、中国に
おける中間所得層の定義は統一していない。
国際比較できる基準としては、以下の2種類
が挙げられる。一つは世界銀行基準である。
所得は平均1日10 ～ 100ドル（約年間所得
23,652 ～ 236,500元）であれば、中間所得層と
定 義 さ れ る。 も う 一 つ は、Euromonitor 
International資料による基準である。年間所
得5,000 ～ 35,000ドル（約年間所得32,400 ～
226,800元）の層は中間所得層と定義される。
両者の差は小さい。本稿では、主に世界銀
行の基準値に基づいて中国中間所得層の実
態を明らかにする。
　図１は、中国国家統計局が公表した所得
階層別一人あたり世帯可処分所得（年間）
の平均値を示している。2018年、中上所得
層（所得第4分位）、高所得層（所得第5分位）
の平均年間所得は、世界銀行の中間層基準
値の下限（年間所得3,650ドル）を上回った。
2018年中国では中間所得層の割合は4割程度
であったことがうかがえる。中国国家統計局
のデータ（国家統計局　2019）によると、
2018年中国農村部一人あたり可処分所得は
14,617元であり、世界銀行の中間層基準値の
下限を下回った。したがって、大多数の中間
所得層は都市戸籍住民であることがうかが
える。
　次に、中国家計所得調査の最新調査デー
タ（CHIP2018）のミクロデータを用い、年
間一人あたり世帯可処分所得を計測したう

中国における中間所得層と
所得格差の実態
馬欣欣

（法政大学経済学部教授）
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図 1　中国所得階層別一人あたり可処分所得の平均値

出所：国家統計局『中国統計年鑑2019』の公表データに基づき作成。
注：各所得階層グループにおける該当年度一人あたり可処分所得の平均値を示す。

が23,652 ～ 32,400元未満［3,650 ～ 5,000ドル］
グループ）、（４）中間所得層II　（所得が
32,400 ～ 236,520元［5,000 ～ 36,500ドル］未
満グループ）、および（５）高所得層　（所得
が236,520元［36,500ドル］以上のグループ）
の５つのグループに分けて、各所得層の分
布割合を計算した。表１にはこれらの計測結

えで、中国都市部における中間所得層の分
布実態を把握する。中国の事情を考慮し、ま
た世界銀行およびEuromonitor International
の基準値を参照にし、（１）低所得層I（所得
が12,000元より低いグループ）、（２）低所得
層II　（所得が12,000元～ 23,652元未満［3,650
ドル］グループ）、（３）中間所得層I　（所得

表１　中国都市部における中間所得層の割合（2018 年）

出所：CHIPｓ 2018に基づき筆者計測。
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果をまとめている。以下のことが示された。
　第1に、全体的に中間所得層は66.5％（中
間所得層I　19.7％、中間所得層II　46.8％）、
低所得層は3.2％（低所得層I 7.2％、低所得
層II 26.1％）となっている。都市部人口の全
国人口に占める割合は約50％であるため、世
界銀行の基準値によると、中国で中間所得
層の割合は約3 ～ 4 割程度と推測できる。
　第2に、グループによって中間所得層の分
布割合が異なる。例えば、（１）低、中レベ
ルの学歴者（小学校、中学校、高校）グル
ープに比べ、高学歴者（短大、大学及び以上）
グループで、中間所得層割合はそれぞれ
79％、87.1％で高い。（２）自営業者および
非就業者に比べ、雇用者グループで中間所
得層の割合がやや高いが、就業形態別グル
ープ間の差異が小さい。（３）外資系企業、
その他の所有制形態の企業に勤める者グル
ープに比べ、国有企業および民営企業に勤
める者グループで、中間所得層の割合はそ
れぞれ83.4％、78.4％で高い。（4）党員グル
ープで、中間所得層の割合は85.3％で、非党
員グループ（64.0％）より高い。（5）都市戸
籍住民グループで、中間所得層割合は71.8％
で、都市での農村戸籍を有する者（多くは
出稼ぎ労働者）グループ（56.3％）に比べて
高い。要するに、高学歴、雇用者、国有部門、
党員、都市戸籍住民グループで中間所得層
となった者の割合は、低学歴者、自営業者・
非就業者、非国有部門就業者、非党員、出

稼ぎ労働者より高い。
　第3に、世界銀行の中間層基準値の上限（1
日100ドル、年間所得が36,500ドル、約236,520
元）を用いると、その基準を上回る高所得層
は、わずか0.1 ～ 0.5％で極めて低い。中国で、
ごく一部が豪富者となったが、多くの者は、
低・中所得者であることがうかがえる。

３. 中国における所得格差の実態
　中間所得層割合の拡大によって、所得格
差が縮小すると、社会安定・消費拡大につ
ながり、経済成長にプラスの影響を与えると
考えられる。しかし、中国で所得格差が拡
大している。図２には、国家統計局が公表
した中国ジニ係数を示している。2003年から
2019年にかけて、中国ジニ係数は0.46 ～ 0.49
で推移して高い。３　ジニ係数は2003年の
0.479から2008年の0.491と上昇し、その後ジ
ニ係数が2015年の0.462までに低下したが、
2015年以降、ジニ係数は再び上昇する傾向
にある。
　中国所得格差拡大の主な原因は、制度に
よる市場の分断化にある。中国経済社会は、
欧米や日本などの先進国と異なる特徴を持
つ。たとえば、市場化の改革が促進されてい
る一方で、一党独裁の政治体制は維持されて
いる。また、計画経済時期に実施された諸制
度（たとえば、戸籍制度４、国有所有制など）
に関しては、漸進型改革が実施されている。
そのため、市場は、制度的に分断されてい

図２　中国ジニ係数の推移（2003―2019）

出所：中国国家統計局公表データに基づき作成。
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る（馬・岩﨑　2019；Ma 2018abc）。こうし
た中国市場の特有な構造は、所得格差の拡
大をもたらした。
　まず、戸籍制度による都市部と農村部間
の格差問題である。1958年に実施された戸
籍制度によって、中国国民は、都市戸籍住
民と農村戸籍住民の２つのグループに分け
られている。生活水準、教育、住宅、社会
保障、労働雇用などの面で、都市部と農村
部間の格差が存在している。つまり、戸籍
制度によって、中国社会は二重構造となって
いる。図３には、都市部と農村部の一人あた
り年間可処分所得の推移を示している。市
場化の進展とともに、都市部と農村部の所
得水準が上昇しているが、両者間の格差が
拡大している。その倍率は改革開始時（1978
年）の2.56倍から、2018年の2.69倍へと上昇し、
ほぼ3.0程度に維持している。都市部と農村
部の格差は依然として大きい。世界銀行の
基準値によると、2012年以降、都市部一人
あたり平均可処分所得は、基準値の下限を
上回った。2012年以降、都市戸籍住民の半
数は中間所得層となったことがうかがえる。
一方、農村部で、2018年までに、平均所得
は基準値の下限を下回った。2014年までに、
平均所得は年間12,000元より低かった。李克
強総理が指摘した「中国で約6億人の月収は
1,000元（年間12,000元）未満」であることが
うかがえる。
　次に、就業部門間の格差問題である。中

国経済においては、最も注目されたのは、国
有企業のやり方およびその行方である。計
画経済期（1949年～ 77年）に、「社会主義改
造」を経て、1956年までに民営企業（個人
企業、私営企業）、外資系企業が消滅し、所
有制形態はすべて公有制（国有部門、集団
企業）となった。重工業優先発展政策を実
施するため、政府は低賃金・雇用促進政策
や統一管理賃金政策などの労働政策を実施
した（丸川　2002；馬　2014；Ma　2018c）。
例としては、1951年、1956年に政府は２度に
わたる賃金制度の改革を行い、公有制部門
で職務等級賃金制度を導入・実施した。資
本財、労働財の価格決定を行う際に、市場
のメカニズムは機能せず、これらの生産要素
の価格がすべて政府により決定されていた。
賃金決定メカニズムは政府の統一管理賃金
政策に従うものであった。体制移行期になる
と、国有企業の改革とともに賃金決定制度
の改革が行われている。しかし、生産財・
消費財の価格改革に比べて、賃金決定制度
の改革は遅れている。また体制移行の改革
が不徹底であった（林等1996）。そのため、
一部の産業および大型国有企業を中心とし
た独占部門が存在し、中国労働市場は、国
有部門と非国有部門によって分断されてい
る　（Demurger et al. 2012;馬　2014；Ma 
2018abc）。
　表２には、中国国有企業、集団企業、そ
の他（民営・外資系企業）の雇用者年間平

図３　中国都市部と農村部間の所得格差

出所：国家統計局『中国統計年鑑2020』の公表データに基づき作成。
注：縦軸は一人あたり可処分所得の平均値を示す。
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均賃金の推移を示している。国有企業と民
営・外資系企業の賃金格差の変化に注目し
たい。国有企業の改革を促進する以前の時
期（たとえば1995年）、雇用者平均賃金水準
は、民営・外資企業（7,728元）が国有企業
5,553元より高かったが、1990年代後期以降、
国有企業改革の進展とともに、国有企業の
賃金水準が上昇し、2005年以降、賃金格差
は逆転となり、雇用者平均賃金水準は、国
有企業が民営・外資系企業より高くなってき
た。2018年国有企業と民営・外資系企業間
の賃金格差は1.13倍、国有企業と集団企業間
の賃金格差は1.47倍と拡大している。賃金水
準の平均上昇率は国有企業が67.13％で民営・
外資系企業（5.14％）より高いことが明らか
である。つまり、近年になるほど、国有企業
と非国有企業間の賃金格差が拡大している。
こうした賃金格差が生じた原因に関しては、
要因分解分析によると、学歴、経験年数な
どの人的資本要因の差異が賃金格差の形成

に影響を与えると同時に、賃金決定のメカニ
ズムの違いの影響も大きいことが指摘され
ている（邢　2005；張・薛　2008；葉等2011；
馬　2014）。国有企業は独占企業として高い賃
金水準を設定することがうかがえる。
　世界銀行の中間所得層基準値の下限（年
間約23,652元）を用いると、2010年以降、国
有企業、集団企業、民営・外資系企業の雇
用者のいずれも、平均的に中間所得層とな
っている。市場独占や政府の政策に優遇さ
れる国有企業の雇用者が高い賃金を獲得し、
中間所得層になることによって、不平等と感
じた者が不満を持つことになり、社会不安
定をもたらす可能性が存在する。また、国
有部門の独占によって、資源配分の効率性
が低下し、持続的な経済成長は損なわれる
と考えられる。

表 2　中国国有部門と非国有部門間の賃金格差

出所：国家統計局『中国統計年鑑2019』の公表データに基づき作成。
注：１．該当年度の雇用者年間平均賃金（元）を示す。

２． 全体は国有企業、集団企業およびその他を含む。その他は、国有企業と集団企業以外の企業を指す。
例えば、8人以上の民営企業、外資系企業、混合型所有制企業などである。本調査データには、8人以
下の個人企業と自営業者は含まれていない。

３． 年間平均上昇率は「2018年と1995年間の賃金上昇倍率/24年間」のように計測。2018年と1995年間の
賃金上昇倍率＝2018年平均賃金/1995年平均賃金。

―  18  ―



DIO 2021, 10・11

４.  まとめ
　本稿では、中国政府の公表データおよび
中国家計所得調査のミクロデータ（CHIP）
を活用し、世界銀行の基準に基づいて、中
国における中間所得層及び所得格差の実態
を明らかにした。主な結論は以下の3点でま
とめられる。
　第１に、政府公表データによると、2018年
中国で中間所得層の割合は4割程度であり、
大多数の中間所得層は都市戸籍住民である。
　第２に、CHIPs調査データに基づいて計測
した結果によると、中間所得層の割合は約3
割程度となっている。社会経済地位が高い
者―①高い人的資本を持つ者（高学歴者）、
②政治エリート（党員グループ）、③経済地
位が高い者（雇用者、国有部門就業者）、④
社会地位が高い者（都市戸籍を有する者）
の多くは、中間所得層となっている。
　第３に、中国で所得格差が拡大しており、
ジニ係数は0.4の高い水準で推移している。
その主な要因は、制度による市場の分断化
にある。たとえば、戸籍制度による都市部と
農村部間の所得格差、国有独占政策による
国有部門と非国有部門間の賃金格差が存在
している。
　中国は経済成長とともに、中間所得層が
増加し、世界銀行の基準によると、その割
合は4割程度となっている。欧米や日本など
の先進国では、中間所得層の割合は約6 ～ 7
割である。今後中国では経済成長が続けば、
中間所得層の割合がますます増えるだろう。
一方、市場の分断化による格差拡大の問題
は深刻化している。格差問題が解決されな
いと、中間所得層のさらなる拡大ができなく
なり、「中所得国の罠」に落ちる恐れがある。
そのため、中国政府は、今後経済成長を促
進すると同時に、格差問題も重視すべきで
ある。短期的GDP成長促進政策から、持続的
経済成長やSDGｓ（Sustainable Development 
Goals）を重視する社会経済政策への転換は
必要である。

 1  万海遠・孟凡強（2019）（「月収1,000元にも満たない6億人
はどこにいるのか」論文）は、収入ゼロから月収1,090元（約
1万7,060円）までの人が5億9,992万人存在し、これは中国
人口総額の42.85％を占めると指摘している。これは李首
相の発言の根拠となった。

 2  CHIPsデータは、代表性および信憑性が高いミクロデータと
して中国所得および所得格差に関する学術研究でよく用い
られるものである。データの詳細に関しては、李等　（2017）、
Sicular　et al. （2020）などをご参照されたい。

 3  ジニ係数の大きさによると、①0 ～ 0.2未満の場合は絶対
的平等、②0.2 ～ 0.3未満の場合は相対的平等、③0.3 ～
0.4未満の場合は合理的範囲内の平等、④0.4 ～ 0.5未満の
場合は所得格差が相対的に大きいこと、および⑤0.5以上
の場合は所得格差が大きいことと分類される。

 4  1958年1月8日、1期全国人大常務委員会91回会議での審議
と採択を経て、同日、新中国で初めての統一的な戸籍管
理法規である『戸籍登録管理条約』（『戸口登記管理条例』）
が公布された。戸籍登録条例では、戸籍の移転を伴う移動、
特に農村地域から都市地域への移動に対し厳しい制限と
なった。
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寄
稿

特集  4

はじめに
　本稿では、最近の台湾の賃金事情につい
て、中華民国政府1によって公表された統計
データからアプローチする。まず、最近の経
済成長状況を俯瞰し、次に労働市場、さら
に産業別の平均賃金の推移、初任給と焦点
を絞りながら賃金の現状を把握する。加え
て最低賃金や労働運動など市場外要因も含
めて考察し、台湾における賃金の実態を浮
き彫りにする。

１.   近年の台湾における経済成長と産業構
造の特徴

　まず、賃金を決定する背景となる経済成
長状況を確認する。図1に示したように、リ
ーマンショックからV字回復して以降、10年

間の台湾経済は比較的堅調に成長しており、
年平均の成長率は4.1%である。同統計によ
れば、その間の消費者物価指数の上昇幅は
年率0.9%であるから、実質値でも相当の成
長率を確保していると言える。また、産業構
造に特徴があり、2012年以降、サービス業
の比率が下がり、工業の比率が上昇してい
る。半導体製造大手のTSMC（台湾セミコ
ンダクター・マニュファクチュアリング）に
代表されるIT関連企業の成長が著しいため
である。製造業が名目国内総生産（以後
GDPと略す）に占める割合は、2012年は
27.2%であったが、2020年には31.5%にまで
上昇した。一方、サービス業でも工業に比
べれば成長率が鈍るものの、新型コロナウ
イルスの封じ込めに一定程度成功している

國府　俊一郎
（大東文化大学経営学部経営学科教授）

最近の台湾の賃金事情
−市場と政策による賃金上昇−

特
集

日
本
の
賃
金
は
高
い
と
い
う「
幻
想
」

図１ 近年の名目国内総生産（GDP）と産業別構成比の推移

： 棒グラフ）

出所）中華民國立法院主計局統計資訊網「國民所得及經濟成長」から筆者作成。＊NT$（ニュー台湾ドル。台湾の通貨）
の為替レートは 2021 年 9 月 23 日現在、1NT$=3.91 円である。４倍すれば日本円での価値に概算できる。
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こともあって、2020年も年率1.8%の成長率を
維持している。

２． 台湾における労働市場の変化と特徴
　図2では労働市場の概況を示した。台湾で
は少子高齢化が進展しつつあるが、人口は
増加を続けており、労働力人口も増加傾向
にある。また、高学歴化が進んでいるのも
特徴の一つである。中華民国内政部の提供
する2020年の人口統計調査によれば25-29歳
の若年者のうち67.6%が4年制大学の学歴を
もち、8.8%が修士以上の学歴を持つ。労働
力人口において専門的知識を擁す高学歴の
人材が蓄積されている。2012年以来の景気

回復を受けて失業率は低下傾向にあり、概
ね低水準で推移している。同統計によれば、
中卒、高卒、専科（日本でいう高専や短大）
卒に比較して、大卒以上、特に4年制大学の
学歴を持つ者の失業率が2020年では5.48%と
比較的高い水準にあり、急激な高学歴化に
伴う学歴と雇用のミスマッチが懸念されて
いる2。
　他方で大学院卒の失業率は3.10%と比較的
低いことから、大学院まで進学することによ
って就職が有利になる側面も看取できる。

３． 台湾における平均賃金と産業格差
　図3に示したように、賃金は年平均1.8%で

図２　学歴別労働力人口と失業率の推移
（千人：棒グラフ）

出所）中華民國立法院主計局統計資訊網「人力資源統計調査 109 年」から筆者作成。

図 3 　平均賃金（月当たり）の推移と雇用者報酬の割合
（NT＄：折線グラフ）

出所）平均賃金は中華民國立法院主計局統計資訊網「人力資源統計調査」から、雇用者報酬の割合は「國民所得
及經濟成長」から、筆者作成。
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成長を続けている。
　賃金の上昇が顕著になった2017年以降、
GDPに占める雇用者報酬の割合も上昇して
いる3。
　また、産業別平均賃金の推移を見れば、
金融保険業は高賃金産業で平均2.3%と成長
幅が大きいことがわかる。卸売小売業でも
2.3%、製造業では2.1%であったが、低賃金
産業である宿泊・外食サービス業では1.8%
にとどまり、低賃金産業の賃金上昇幅は高
賃金産業の賃金成長に及ばず、結果として
産業別賃金の格差が拡大していることがわ
かる。

４． 産業内の職種による賃金格差
　安定的な賃金成長をみせる製造業である
が、職種別に見ると均等に成長しているわ
けではないことがわかる。表1-1に示したよ

うに、同じ産業でも職種別の賃金の格差が
あって、その格差が拡大したことがわかる。
製造業における準専門職にあたる専門助手・
技術職の平均所定内賃金は5年間4で14.6%上
昇したのに対し、工場労働者を中心とする
技能・機械操作職は8.6%、非熟練労働者に
ついては6.8%に留まった。高賃金職の賃金
がさらに高くなり、低賃金はそれなりに上昇
した結果として、賃金格差が広がる現象が
同産業内の職種間でも確認できる。
　製造業の中でも半導体などを生産する電
子部品製造業では、賃金上昇幅が大きい。
成長著しい当該産業では工場労働者の賃金
も大きく上昇し、管理監督者の賃金も製造
業平均より1.25倍高い。
　表1-2では、さらに細かく職種別賃金を見
る。大卒以上が多い職種（以下、上位職と
呼ぶ）である、管理監督職、専門職、専門

表 1-1　製造業と電子部品製造業における賃金変化

表 1-2　上位職における賃金と上昇幅

出所）表 1-1、1-2 ともに中華民國勞動部「職類別薪資調査」より筆者作成。
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助手・技術職に分類される職種ごとの所定
内月額賃金を比較してみる。
　専門職と専門助手・技術職についてはボ
リュームの大きい（前者は3万人以上、後者
は5万人以上）職種の賃金を示した。製造業
平均と比較して電子部品製造業の上位職の
賃金は高かったが、それがこの5年間でさら
に大きな格差になっている。エンジニアだけ
でなく、日本の営業職と意味が近い工商販
売代表職も大幅に賃金が上昇した。また、
管理監督職の中にも上、中、現場で賃金に
大きな格差があることもわかる。

5.  学歴別初任給のこの10年における変化
　表2に示したように、この10年で初任給も
上昇した。産業全体では大卒でおおよそ
12％程度、高卒は職によっては25％以上上
昇した。以前は大卒にしては低賃金である

と批判されていた宿泊・外食サービス業の
サービス・販売職ではどの学歴でも30％程
度初任給が引き上げられている。低賃金と
されてきた産業、職種で初任給が上昇した
主な原因は、後で述べる最低賃金の引き上
げであると考えられる。また、同じ学歴、同
じ職種であっても産業によって平均初任給
に格差があることがわかる。最も初任給が
高いのは、金融保険業の大学院卒の初任給
である。台湾では、大学院への進学は高賃
金で報われる。産業において修士以上の高
等教育が活かされる地盤があることを意味
する。

６． 法定最低賃金の引き上げ5の推移と変化
　表3に法定最低賃金の推移を示した。台湾
の最低賃金は月給と時給のそれぞれで定め
られる。労働運動と親和性の強い民進党（正

表 2 　学歴別産業別初任給とこの 10 年の変化

出所）中華民國勞動部「職類別薪資調査」より筆者作成。
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式名称：民主進歩党）の蔡英文氏が総統に
なった2016年以降、不定期だった最低賃金
の改正が定期的になり、また、コロナ禍の
2020年を除き、引き上げ幅も大きくなった。
　また、2016年以降、時給の最低賃金の引
き上げも顕著であり、月給の最低賃金額を
時給で割った値も2020年には150.0にまで低
下した。台湾では時給の仕事では150時間働
けば正社員の最低賃金に達する。日本では
大卒初任給を21万円として、最低賃金の時
給千円では210時間働かなければならないこ
とと比較すれば、台湾では、パートタイム労
働者の使用が必ずしも人件費の削減につな
がらないことがわかる。台湾のパートタイム
労働者の比率は７%程度で、この10年でほと
んど変化がない。

7.  台湾における労働組合組織と労働争議発
生件数の趨勢

　台湾における労働組合法にあたる「工會
法」は1929年に制定された。2010年の改正
前は、労働組合は一つの企業に一つの「企
業組合」と地域で一つの職業別の「職業組合」

しか認められなかったのであるが、改正後
は、同じ産業内で結成する「産業組合」を
結成できるようになった。他方で、「企業組合」
と「職業組合」への加入義務がなくなった6

ために、組織率は低下傾向にある。2021年9
月現在、政権を執る民進党は、戒厳令下で
違法とされていた体制外の労働組合運動と
ともに弾圧された共通経験を持つ。2016年
に民進党の蔡英文氏が台湾総統に当選する
と、労働基準法の改正も相俟って労働組合
運動が活発化し、図4に示したように労働争
議件数が2万5千件を超えるようになった。労
働基準法の改正によって時間外労働に対す
る規制も強化された。また先に述べたように
最低賃金も引き上げられた。そのため、時間
外手当や未払い賃金支払いに関する争議が
頻発している。2020年にはコロナ禍の影響と
考えられるが、この10年間で最も高い争議件
数が記録されている。

まとめに
　台湾経済はこの10年間、年率平均4.1％で
経済成長を続けてきた。TSMCに代表され

表 3　台湾における最低賃金の推移

出所）中華民國勞動部「基本工資之制訂與調整經過」より筆者作成。
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る半導体などの電子部品製造業を擁する工
業のGDP貢献が上昇している。また、台湾
の労働市場における労働力人口は安定的に
増加し、失業率も2015年以降3%後半で安定
的に推移している。何よりも労働市場を特
徴づけるのは高学歴化である。若年層の７
割近くが4年制大学に進学し、大学院に進学
する者も多く、労働市場の知的水準を向上
させている。
　GDP成長に伴い、賃金も安定的に上昇し
ている。高賃金産業では特に大きく上昇し
た。そのため、賃金の産業格差が拡大して
いる。また、2017年以降、雇用者収入のGDP
に占める割合が上昇しているのも特徴的であ
るといえよう。職種別では管理監督職や専門
職などの上位職における賃金上昇幅は、事務
支援職や工場労働者などの下位職位と比較
して大きい。成長の著しい電子部品産業で
はとりわけ上昇幅が大きくなっている。さら
に細かい職種分類を見れば、元々賃金の高
かった電子部品産業の専門職では20%程度の
上昇を示す職種もある。競争力の強い産業
において、専門職人材が特に厚遇されてい
る。台湾の初任給も上昇傾向にある。特に
低学歴者や下位職において上昇幅が大きい。
産業別低賃金産業では全ての職種において
初任給が上昇しているのに対し、高賃金産
業では高学歴の専門職での上昇幅が大きい
ことがわかった。
　2016年5月から台湾総統の地位にある蔡英

 1  台湾の政府について、本稿では統計での表記に準じ、
中華民国政府と呼称する。

 2  國府俊一郎「台湾における高学歴化と不完全就業-宿
泊業・飲食サービス業を中心に-」『日本台湾学会報』
第20号、日本台湾学会、2018年、を参照。学歴と職
業のミスマッチとそれの引き起こす離職率上昇につ
いて論じた。

 3  当統計における雇用者報酬の2020年の数値は2021年9
月時点では未発表であった。

 4  当統計の所定内賃金は、単年ではその年の景気によ
るぶれが大きくなるので、3年間の平均値をとった。
従って、それぞれの期間の中間である2014年から
2019年までの5年間と考える。

 5  本節は中華民國勞動部「基本工資之制訂與調整經過」
からデータを抽出した。

 6  國府俊一郎「労働時間規制と労使自治－日本と台湾
の比較から－」『大東文化大学紀要：社会科学』第
57号pp.149-166、大東文化大学、2019年、では、台
湾労働運動についてレビューした。

図 4　台湾における労働組合組織率と労働争議発生件数

出所）中華民國勞動部「勞動統計月報」より筆者作成。

文氏は民進党から出た。民進党は最低賃金
の引き上げや残業規制、労働組合の保護・
育成など労働側に親和的な政策をとってき
た。2016年以降の民進党の政策は低賃金産
業や低学歴の下位職種の賃金引き上げのほ
か、GDPに占める雇用者報酬の増加に寄与
したと言える。
　まとめれば、近年の台湾における賃金上
昇は、市場の働きによる専門職などの高賃
金職の賃金上昇と政策による低賃金職の賃
金引き上げという二つの揚力を持っていたと
説明できる。
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報 告 コロナ後を見据えて
「2021～2022年度経済情勢報告」（概要）

第１章　2020年以降の日本経済

■ 新型コロナウイルスの感染拡大続く
　2021年に入り、ワクチン接種が進展した先進国では、

経済社会活動に関する制限を緩和・撤廃させるなど経

済正常化に向けた動きが進展する一方で、ワクチン接

種が遅れているアフリカ諸国等の新興国・発展途上国

では感染拡大が止まらず、経済の回復が遅れている。

しかし、夏以降、感染力が強いインド由来の変異ウイ

ルス「デルタ株」による感染が急速に拡大し、先行し

て規制を緩和していた欧米諸国においても再度制限を

一定程度課す動きがみられるなど、世界経済の回復の

足取りはやや鈍っている。加えて、世界全体としては

ワクチンの供給が不足している中、わが国を含め先進

第Ⅰ部　新型コロナ・ショックから景気回復への道

　連合総研は、10月25日に連合総研HPにて、
「2021 〜 2022年度経済情勢報告」を公表した。
今回の報告書では、第Ⅰ部では、新型コロナウイ
ルスの感染拡大の影響を受けた2020年以降の
我が国及び世界の経済動向について分析してい
る。まず、我が国については、2020年度の実質
GDP成長率は、世界金融危機時を下回る▲4.4％
減となった。これは、主としてGDPの約６割弱
を占める個人消費が感染拡大の影響を受け人為的
に抑制されたことによる。21年に入ってからは、
中国や米国等海外経済の一早い景気回復を受けた
輸出の増加にけん引され、製造業を中心とした持
ち直しの動きが続いているものの、その足取りは
極めて弱いものとなっている。また、非製造業に
ついては度重なる緊急事態宣言等の影響を直接的
に受けた業種を中心に低迷が続いており、いわゆ
る「K字型回復」となっていることには留意が必
要である。とりわけ、夏以降は感染力の強い「デ
ルタ株」の発現により、ワクチン接種が進んだ国
においても感染の再拡大がみられるほか、世界的
な需要回復を受けた原材料や部品の供給制約問題
の深刻化、及びそれに伴うインフレ加速懸念によ
り、国内外共に景気回復のペースが当初予測され
たよりも鈍化するなど、依然予断を許さない状況
となっている。
　第Ⅱ部では、感染拡大が長期化する中での雇用
情勢及び生活の変化について分析している。第１
章では、雇用の安定・生活保障に向けて講じられ
てきた政策対応を概観及び評価し、第２、３、４
章では、この１年余りの雇用情勢の変化について
明らかにしている。各種政策の効果もあり、マク
ロ的な数字の上では失業率の上昇を抑制に成功し
ているものの、中身をみると、失業期間の長期化

や雇用者数の伸び悩み、業種間格差の拡大、低所
得者層を中心とした収入の減少といった問題が生
じており、特に女性や非正規雇用の労働者は依然
厳しい状況におかれている。第５章では、働き方
の変化の視点から、テレワーク実施・定着上の課
題に加え、人材育成の重要性を指摘している。ま
た、第６章では、家計収入への影響を取り上げ、
配偶者の有業状況による世帯年収への影響につい
て分析している。
　第Ⅲ部では、第Ⅰ部、第Ⅱ部での分析を踏ま
え、連合総研の研究委員会の委員をはじめ有識者
の方々に、コロナ後を見据えた課題と提言につい
て、マクロ経済、労働経済、働き方、女性活躍・
男女共同参画、社会保障等といった観点から、ご
寄稿いただいた。
　補論において、2022年度の我が国の経済情勢
を展望している。
　本稿においては第Ⅰ部・第Ⅱ部及び補論の概要
について報告するとともに、第Ⅲ部の紹介を行っ
ている。
　なお、「経済情勢報告」の作成にあたっては、
連合総研の常設の委員会である「経済社会研究委
員会」（主査：吉川　洋　立正大学学長）から様々
な助言や指摘を頂いている。委員の方々には、こ
の場を借りて、御礼申し上げたい。ただし、本報
告は連合総研の責任において取りまとめたもので
あり、委員の方々の見解を示すものではないこと
をお断りしておく。
　（文中の図表番号は、報告書本体における番号
であり、連続した番号となっていない。また、内
容の詳細や引用に当たっては、報告書本体を参照
されたい。）
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国では一定の条件を満たす者を対象に3度目のワクチ

ン接種を実施する動きがみられるなど、先進国と発展

途上国・新興国間の「ワクチン格差」は一層拡大しつ

つあり、国際的な懸念事項となっている。

　日本も、2021年4月以降本格的にワクチン接種を開

始し、その後は急ピッチで接種を進めたものの、デル

タ株の流行を受けて累次にわたり緊急事態宣言が発

令され、その都度経済活動が抑制された。10月末時

点においても、経済活動の全面的な再開までには至っ

ていない。

■マクロ経済
　2020年度の実質GDP成長率は▲4.4％減と前年度に

引き続きマイナス成長となり、世界金融危機時の2008

年同▲3.6％を下回った。今回の景気後退の特徴とし

て、通常では景気変動に対し比較的中立な需要項目

である消費が、サービス消費を中心に人為的に抑制さ

れたことにより大きく落ち込んだことが挙げられる。こ

の意味で、我々がこれまでに経験したことのない新し

い形の景気後退といえよう（図表Ⅰ−1−2）。

　21年に入り、米中等の海外経済の一早い回復を受

けて外需主導で回復しつつあるものの、相次ぐ緊急事

態宣言をはじめとする各種感染拡大防止対策による

経済活動制限措置により、我が国の景気回復の足取り

は、引き続き極めて弱いものとなっている。

■ 製造業を中心に外需主導で回復に転じた企業
活動－Ｋ字型回復

　企業活動に目を転ずると、中国や米国等の海外の

一早い景気回復を受けた輸出の増加等の追い風を受

けた製造業と、感染拡大防止策の影響を長期にわた

り受けた飲食・宿泊、生活娯楽関連サービス等の非

製造との間で生産や収益の回復度合いが二極化して

いる。このような「Ｋ字型回復」が今回の景気回復の

特徴となっている（図表Ⅰ―１―８（２）及び９）。また、

実質無利子・無担保融資等の財政支援策により、企

業の倒産件数を抑制することに成功している一方で、

企業が抱える債務残高は急増しており、今後、事業

再構築や事業再生を進める上で過剰債務問題の解決

が重要となってこよう（図表Ⅰ−1−13）。

　設備投資は製造業・外需関連によるけん引によるも

ののほか、非製造業においても非接触・人省化投資

が進展する動きがみられており、総じて持ち直してお

り、年後半の景気回復に寄与している。

■ 新型コロナの感染状況に左右される消費者マ
インドと低迷が続く消費

　新型コロナウイルスの感染拡大動向と個人消費は高

い相関があることから、感染が収束しない限りは支援

策を講じたとしても、個人消費の本格的な回復には至

らないと考えられる。感染が収束し、経済活動が正常

図表Ⅰ－１－２ 実質ＧＤＰ（季節調整値）の推移

資料出所：内閣府「国民経済計算」。
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化した場合に、コロナ禍で蓄積された過剰貯蓄を取り

崩す形での消費ブームが、我が国においても米国と同

様に生じるかどうかが景気回復の鍵を握っている。

■過熱する金融市場
　各国中央銀行による感染拡大初期における迅速な

政策対応もあって、国際金融市場の混乱は回避されて

いるが、2021年に入り、国際金融市場の過熱感や市

場の歪みを示唆する事例も生じている。こうした過剰

流動性の存在により、新たな危機の発生あるいは急激

な金融引き締めを余儀なくされるおそれがある。

■財政・金融政策の動向
　新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、財

政面では、2020年度に３度の補正予算が編成され、

国の財政状況は大幅に悪化している。こうした政策対

応の効果により、企業の倒産件数や失業率の上昇は

かなり抑制されている。金融面においても、日本銀行

図表Ⅰ－１－８ 企業の生産活動の動向
（２）業種別の鉱工業生産

（注）季節調整値。
資料出所：経済産業省「鉱工業生産指数」より作成。

図表Ⅰ－１－９ 第３次産業活動の動向
第３次産業活動指数

（注）季節調整値。
資料出所：経済産業省「第３次産業活動指数」より作成。
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が強力な金融緩和を実施し、企業等の資金繰り支援

や金融市場の安定、及びそれらを通じた緩和的な金

融環境の維持に努めている。その結果、日本銀行の

バランスシート及びマネタリーベースが急激に膨張して

いる。

■コロナ後を見据えた国民的議論の必要性
　新型コロナウイルスの感染拡大は、デジタル化の遅

れをはじめ、わが国が従来から抱えてきた経済社会の

脆弱性や課題を顕在化させた。

　政府・日本銀行は、コロナ禍に対し前例のない規模

及び手段により財政・金融政策を迅速に講じた結果、

企業の倒産や国民の生活破綻の回避には成功した。

しかし、一段と拡大した政府の財政赤字は社会保障

の持続性をはじめ国民の将来に対する不安をさらに高

め、また、長期にわたる超金融緩和は出口戦略をます

ます困難にしている。コロナ後を見据えつつ、これら

の問題に対し具体的にどのような対応策を講じるべき

かにつき国民的な議論を深めるとともに、これらの制

度を支える賃金の引上げに向け、労働生産性の向上を

いかに実現させるかが喫緊の課題である。

コロナ後を見据えて「2021～2022年度経済情勢報告」（概要）

図表Ⅰ－１－13 日本の非金融法人企業の債務残高の動向

資料出所：内閣官房成長戦略会議事務局（令和３年５月）より抜粋。

図表Ⅰ－２－２ 世界主要国の実質ＧＤＰ成長率の推移

資料出所：各国政府公表資料。
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第１章　雇用対策の動向

■ 雇用維持に向けた諸政策の実績と課題
　コロナ禍における我が国の失業率は、他の主要国と

比較しても極めて低い水準に抑制されている。雇用調

整助成金（雇調金）をはじめとする各種給付・貸付金

に特例措置が設けられた結果、これらが積極的に活

用され、失業率の抑制につながったものとみられる。

他方、そのための財源確保や、企業の助成金依存の

助長、産業・事業分野を跨ぐ労働移動の阻害といった

問題が指摘されている。このほか、フリーランスとし

て働く者に対するセーフティネットの構築も急務である

と指摘されている。

第Ⅱ部　雇用情勢と生活の変化

図表Ⅱ－２－２ 完全失業率（前年差）の要因分解

（注）計算方法は、以下の通り。第１項が人口要因、第２項が労働力人口比率要因、第３項が就業者要因。
　　  ＵＲ：完全失業率、Ｎ：人口（15 歳以上）、Ｌ：労働力人口、Ｅ：就業者数、ＬＲ：労働力人口比率

資料出所：総務省「労働力調査」より作成。

第２章　世界経済の現状とリスク

■ 世界経済の不均一な回復
　2021年に入り、世界経済は回復を続けているものの、

景気回復のスピードは国や地域により大きく異なってい

る。ワクチン接種の進捗による社会経済活動の正常化

が景気回復の鍵を握るが、世界全体としてワクチン供

給が不足する中、先進国と新興市場国・発展途上国と

の間のワクチン格差は一層拡大している。こうした状

況は、中長期的に世界経済の成長力の低下を招きかね

ないとして懸念されている（図表Ⅰ−２−２）。

■ 世界各国の財政・金融政策
　新型コロナ・ショックに対処するため、各国は前例

のない規模及び手段による財政・金融政策を実施し、

経済の落ち込みを最小限に抑えるとともに、金融市場

の機能及び安定を維持することに成功した。しかし、

これにより各国の財政状況は大幅に悪化し、主要中

央銀行のバランスシートも急速に膨張している。どの

ようなタイミング及びプロセスにより縮小・正常化を図

っていくかが、各国共通の課題となっている。
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図表Ⅱ－３－４ 現金給与総額、所定内給与、所定外給与（前年比）の推移（事業所規模５人以上）

（注）１． 所定外給与の前年比は右目盛り、その他は左目盛り。
　　 ２． 各月の指数（現金給与総額、きまって支給する給与、所定内給与）にそれぞれの基準数値（2015 年平均）を乗じ

て実数を試算し、所定外給与及び特別に支払われた給与は以下の式により算出し、（2019 年までは四半期化した
上で）寄与度等を計算。

所定外給与＝きまって支給する給与－所定内給与
特別に支払われた給与＝現金給与総額－きまって支給する給与

　　 ３． 2011 年以前は時系列比較のための推計値、2012 年１月～ 2019 年５月は再集計値、2019 年６月以降は 500 人以
上規模の事業所について全数調査した値を使用。

資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成。

　他方、社会保障制度の活用状況をみると、引き続き

社会福祉協議会の貸付制度や住居確保給付制度の活

用が多い。生活保護の申請及び受給世帯数は共に2020

年度1年間で２％程度増加にとどまっている。また、生

活困窮者に対する自立相談支援については、申請件数

の急増に対し、相談対応が追い付いていない状況で

ある。

第２章　雇用情勢

■ 雇用情勢は弱い動き
　雇用情勢は2020年以降弱い動きとなっている。完

全失業率は、2020年後半は３％台が続いたが、2021

年に入り、15歳以上人口の減少や就業者数が4月以降

増加に転じたことを受け、7月には前年同月比で低下

に転じた（図表Ⅱ―２−２）。

コロナ後を見据えて「2021～2022年度経済情勢報告」（概要）

（２）一般労働者

（３）パートタイム労働者
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資料出所：総務省「労働力調査」より作成。

図表Ⅱ－４－６ 主な産業別雇用者数の増減の推移（前年との実数の比較）

　就業者数は、主に雇用者数が2021年4月以降増加

に転じたことにより増加しているが、その増加数は

2020年の減少数を大きく下回っている。

　このうち、休業者については、2020年4月に過去最

多を記録した後、多くは休業を継続するか仕事に戻っ

ていることが窺われる。前月に休業者であって、完全失

業者となった者ないし非労働力化した者は、2021年に入

りコロナ前の水準程度でほぼ横ばいで推移している。

　完全失業者数は200万人前後で高止まりしており、

失業期間は長期化する傾向にある。多くの場合、求職

者の希望を満たす仕事が見つかりにくいことが背景に

あるとみられる。

　人手の不足感は一定程度戻ってはきているものの、

コロナ前の水準には達していない上、業種間のばらつ

きが極めて大きい。特に宿泊・飲食サービスについて

は依然過剰超過の状態が続いている。同様に、新規

求人数も、2020年央を底に製造業を中心に回復の動

きがみられるが、その増加数は前年の減少数を下回っ

ている。

第３章　賃金の動向

■  現金給与総額は増加に転じたが、前年の減少
額を下回る

　感染症に関連した雇用や収入への影響としては、収

入の減少、勤務日数や労働時間の減少が多く挙げられ

ている。2020年は、所定外労働時間の大幅減により

総実労働時間は減少したが、2021年4月以降は所定外

労働時間が増加に転じたことにより、総実労働時間も

増加した。ただし、その増加数は前年の減少数を下

回っている。現金給与総額も、労働時間の動きに連動

し同時期に増加に転じているが、その増加額も前年の

減少額を下回っている。

　賞与などの特別給与の現金給与総額に対する寄与

をみると、一般労働者では、コロナ禍による企業業績

の悪化によりマイナスが続く一方、パートタイム労働者

では、2020年４月以降の同一労働同一賃金導入を反

映し、プラスが続いている（図表Ⅱ―3−４（２）、（３））。

第４章　女性・非正規雇用等の状況

■  女性労働者を取り巻く厳しい環境

　～She-Cession（女性不況）の継続～

　新型コロナ・ショックにより、世界的にShe-Cession

（女性不況）とも呼ばれる現象が報告されているが、

前年に引き続いて2021年も厳しい状況が続いている。

女性の雇用者数の減少が男性に比べ著しい要因とし
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コロナ後を見据えて「2021～2022年度経済情勢報告」（概要）

て、新型コロナ・ショックの影響を最も大きく受けた宿

泊業、飲食サービス業、娯楽業といった対人サービス

における女性の労働者割合が高く、しかも、雇用調

整の対象となりやすい非正規雇用の割合が高いことが

ある（図表Ⅱ−４−６）。

■ 職種ごとに異なるコロナ・ショックの影響
　他方、「医療・福祉業」では、新型コロナ・ショック

以前から人手不足が深刻化していたこともあり、女性

の正規雇用者数は、コロナ禍にも拘わらず増加傾向が

続いている。

第５章　働き方の変化

■  テレワークの現状―新型コロナウイルス感染
拡大、緊急事態宣言とテレワーク

　新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、我が国

においてもテレワークが急速に普及したが、その後1年

半余り経過し、一部揺り戻しの動きもみられる。

　テレワークの実施割合は、地域、業種、雇用形態、

年収、勤め先の従業員規模といった労働者の属性によ

り大きな差が生じており、連合総研の実施した調査に

よると、大企業勤務における正社員の実施割合が高い

との結果が得られている（図表Ⅱ―５―４）。

　テレワークの継続を希望する労働者は全体の８割を

超えるとの調査結果もあり、テレワークを実施した労

働者の多くがワーク・ライフ・バランスの向上をはじ

め、なんらかのメリットを感じていることが窺われる。

　その一方で、生活空間や生活時間の浸食や対面コミ

ュニケーションの希薄化といった課題も浮上している。

■ 働き方の変化と人材育成の重要性
　上記に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大は、

労働者・企業双方にとって「仕事のやり方や「働き方」

を見直す機会ともなった。コロナ後の変化として、労

働者側では、生産性や効率性の重視を挙げている。

一方、企業側は労働者個人に焦点を当てた人材育成

を重視する意向を示しており、両者の間で乖離がみら

れる。企業には、労働者の能力開発を行うにあたり、

雇用形態の違いのみを理由として能力開発の機会に

格差を設けるといったことがないよう、十分留意する

ことが求められる。

（注）Ｎ＝ 4,307、従業員規模が「わからない」の回答を除いて表を作成。
資料出所：連合総研「第 41 回勤労者短観」（2021 年４月実施）をもとに作成。

図表Ⅱ－５－４ 在宅勤務・テレワークの実施割合の推移
（従業員規模別、雇用形態別）（労働者調査）



DIO 2021, 10・11 ―  34  ―

第６章　家計収入の変化

■  家計収入の推移～コロナ禍でも落ち込まない
実収入

　感染症拡大による家計への影響は、世帯構造や世

帯年収により大きく異なる。

　二人以上世帯のうち勤労者世帯の実収入の対前年

実質増減率は、リーマンショック時と異なり、コロナ

禍の下でもプラスで推移した。これは、世帯主の配偶

者の勤め先収入の伸び、及び2020年に実施された特

別定額給付金が寄与したものと考えられる。二人以上

世帯のうち勤労者世帯の世帯年収格差について過去

20年間のジニ係数でみると、2006年をピークに縮小傾

向となっていたが、コロナ前の2018年からは再度緩や

かな拡大傾向となっている。中・低収入層での世帯主

の勤め先収入の減少が大きかったことに加え、高収入

層における配偶者の勤め先収入が大きく増加したこと

が寄与したものとみられる。後者については、高収入

層ほど一世帯当たりの有業人員が多く、妻が有業かつ

正規雇用である割合が高いことがその背景となってい

る（図表Ⅱ―6−3）。

■ 単身世帯の年収格差～コロナ前から縮小傾向
　他方、単身世帯のうち勤労者世帯についてジニ係数

をみると、コロナ前から縮小傾向にある。その要因と

して、低収入層における勤め先収入の増加に加え、

2019年の社会保障給付や2020年の特別定額給付金が

勤め先収入を補足するかたちで家計を下支えしたため

と考えられる。このほか、単身世帯の正規雇用率の上

昇も格差縮小に寄与したものとみられる。ただし、単

身世帯の女性の半数近くが依然非正規雇用であるこ

とを踏まえれば、格差是正にあたっては、単に正規化

を促進するだけでなく、同一労働同一賃金といった非

正規雇用の処遇改善が重要といえよう。

（注）「特別収入」の費目に特別定額給付金が含まれている。「その他」は実収入から上記３費目を除くすべての合計を示す。
資料出所：総務省統計局「家計調査」より作成。

図表Ⅱ－６－３ 世帯年収五分位別にみた１ヵ月間の実収入の対前年名目増減率と
寄与度（二人以上世帯のうち勤労者世帯）
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[補論]　2022年度日本経済の姿

コロナ後を見据えて「2021～2022年度経済情勢報告」（概要）

第Ⅲ部　コロナ後を見据えた課題

　連合総研の研究委員会等の委員をはじめ有識者の方々に、コロナ後を見据えた課題及び提言について、マク

ロ経済、労働経済、働き方、女性活躍・男女共同参画、社会保障等の観点からご寄稿いただいた。

　ご寄稿者は以下のとおり（敬称略）。

吉川　洋　　立正大学学長／東京大学名誉教授　「コロナ禍で明らかになった日本経済の課題」

齋藤　潤　　（公社）日本経済研究センター研究顧問　「コロナを契機に日本経済の構造的な脆弱性の克服を」

山田　久　　㈱日本総合研究所副理事長／主席研究員　「ポスト・コロナ時代に向けた課題について」

太田　聰一　慶應義塾大学経済学部教授　「失業から見るコロナ期の労働市場」　　

神林　龍　　一橋大学経済研究所教授　「賃金の動向」

山本　勲　　慶應義塾大学商学部教授　「コロナ禍での働き方の変化と今後の課題」　　

周　燕飛　　日本女子大学人間社会学部教授／ＪＩＬＰＴ客員研究員　

　　　　　　「コロナ禍での女性雇用－「シーセッション」現象を読み解く－」

金井　郁　　埼玉大学大学院人文社会科学研究科教授　

　　　　　　「ジェンダー化されたマネジメントとコロナ禍のインパクト」

鬼丸　朋子　中央大学経済学部教授　「ポスト・コロナ時代に向けて－テレワーク定着の可能性について考える」

丸山　桂　　上智大学総合人間科学部教授　「コロナ後を見据えた社会保障の課題：雇用との連携からの視点」

１．世界経済の先行きについての様々な見方

　2021年後半以降の世界経済がどのような成長経路

を描くかについては、前年に引き続き、新型コロナウ

イルスの感染状況に大きく依存しているが、それに加

えて21年に入ってからは、世界経済の回復に伴う急速

な需要回復による物価上昇圧力及びそれに伴う金融

資産市場の動向についても不確実性が高まっている。

したがって、各機関の見通しも、どのようなシナリオを

前提とし、またいつの時点のデータに基づいているか

により大きく異なる点には留意が必要である。

　例えば、国際機関の見通しとして2021年10月中旬に

公表されたIMFの見通しを紹介すると、世界経済の成

長率は、2020年の▲3.1％から、2021年5.9％、2022

年4.9％となるという見通しを示している。依然として

経済の先行きに係る不確実性が極めて高いものの、世

界経済全体としては、国・地域間でばらつきを伴いつ

つも、感染の再拡大にも拘らず回復を続けるとしてい

る。ただし、ワクチン接種の進捗状況や感染初期の

政府対応状況の差を主たる要因として、先進国とそれ

以外の国 と々の間で景気回復の進捗格差がますます

拡大していることは、中期的にも経済パフォーマンスに

負の影響を残す可能性があると指摘している。そのた

め、成長に係るリスクは下方に傾いているとの見解を

示している。なお、インフレリスクに関しては上方に傾

いているとしている。

２．日本経済の先行きについて

　わが国経済の先行きについて、現下の国内外の状況

を踏まえつつ、以下のとおり３つのシナリオを想定し、

各シナリオごとに経済成長率の試算を行った。

 各シナリオ共通 ：2021年７－９月期の実質ＧＤＰは本

報告書公表時点では不明であるものの、緊急事態宣
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言延長に伴い当該期間がほぼ緊急事態宣言の発令期

間と重なったことに加え、世界的な感染再拡大や原材

料及び部品等の供給制約問題が深刻化する下で海外

経済の回復ペースが鈍り、輸出の減少及び自動車の減

産が生じていることを勘案し、マイナス成長を仮定す

る。また、ベンチマークを原則、実質ＧＤＰの水準が

過去最大となった2019年７－９月期の実質ＧＤＰ（557.8

兆円）と設定し、当該水準の回復時期がいつ頃とな

るかについて、一定の仮定の下で機械的な試算を行う。

 前提

・ 中心シナリオとダウンサイド・シナリオの差異は、

2021年10－12月期に経済活動が同程度正常化した

後、感染動向が異なるものとして設定した。

・ アップサイド・シナリオと中心シナリオの差異は、

2021年10－12月期及び22年１－３月期の景気回復ペ

ース（主としてペントアップ需要（pent-up demand）1

及び輸出の回復による）が異なるものとし、22年度

以降の四半期別成長率については同一とした。

　①中心シナリオ：

　2021年10月以降、段階的な経済活動の正常化により、

過剰貯蓄の一部が旅行・宿泊や外食といったペントア

ップ需要として消費に転換されるとともに、感染者数

が一時的に増加する局面があっても、ワクチン接種等

の効果により、経済活動の制限はごく限定的なものに

留まる。また、景況感及び収益の改善から、設備投

資は堅調に推移する。さらに、22年前半にかけて世界

的な供給制約問題やそれに伴うインフレ圧力の高まり

も解消に向かい、輸出も徐々に回復する。その結果、

22年度は２％台後半のやや高めの成長となり、22年後

半には実質ＧＤＰが2019年７－９月期の水準（557.8兆

円）を超え、過去最高となる。

　②ダウンサイド・シナリオ：

　緊急事態宣言の解除を受け、経済活動が段階的に

正常化されるが、同時に人々の感染予防に対する意識

が低下し、マスク着用をはじめ感染予防対策行動がと

られないまま人流がコロナ前の状況に戻る。そのため、

10－12月期は中心シナリオと同様に景気回復が加速す

るものの、22年初にかけて第六波に見舞われるなど、

再度経済活動に対し厳しい制限が課される事態とな

り、同年１－３月期はマイナス成長となる。さらに、そ

の後も既存のワクチンが無効な変異株の発現などによ

り、感染者の急拡大が度々発生し、その都度経済活

動に厳格な制限が課される。同様に海外も、感染拡

大によって景気回復が遅れる一方、供給制約は引き続

き22年度も解消されず、輸出及び生産の減少やそれに

伴う企業の景況感の悪化が続くことから、設備投資の

回復も力強さに欠けるものとなる。消費も、経済対策

などにより一定程度は下支えされるものの、先行きの

不透明感が増していることから家計における過剰貯蓄

の大半はそのままとなり、期待されたペントアップ需要

は実現しない。その結果、21年度に２％半ば程度の

成長となった後、22年度は潜在成長率程度の成長に留

まるため、23年後半になってようやく2019年10－12月

期（547.0兆円）の経済水準を回復する。 

　③アップサイド・シナリオ：

　ワクチン接種の進展や新薬の普及により、2021年秋

以降、経済活動の正常化が中心シナリオの想定より早

い時期に実現する。消費者マインドの大幅な改善に加

え、経済対策の効果もあって、21年度内を中心に想定

を上回る大規模なペントアップ需要が顕在化する。輸

出についても、半導体や原材料の世界的な供給制約

問題と、それに伴うインフレ懸念もおおむね年内に解

消され、世界経済の回復ペースが再加速することを受

け、大幅な増加に転じるとともに、設備投資の増勢も

一層強まる。その結果、21年度の成長率は３％台後半

の高い成長となり、2022年１－３月期には2019年７－９

月期の経済水準を超え、22年度も前年に引き続き年率

３％台前半の高成長を維持する。

（図表４）

３．民間エコノミストによる景気予測

　不確実な先行きを民間エコノミストがどのように見て

いるかについて、（公社）日本経済研究センターが毎月

公表している「ESPフォーキャスト」の10月調査による

と、平均での実質経済成長率は、2021年度前年比

3.34％、22年度同2.78％と、潜在成長率と比べ高めの

成長率で推移すると見込んでいる。なお、消費者物価
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１  公衆衛生措置や感染への警戒感によって抑制されてき
た民間消費が、それらの解除によって一挙に顕在化す
ることによって発生すること。
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上昇率（生鮮食料品を除く総合）については、2021年

度については携帯通信料の引き下げ等により前年比▲

0.10％減と引き続きマイナスを見込んでいるが、22年度

は21年央以降顕著となっている国際商品市場の高騰を

受けた企業の価格転嫁の動きを受けて、同0.51％増と

わずかながらもプラスに転じるとしている。

コロナ後を見据えて「2021～2022年度経済情勢報告」（概要）

図表４ 実質ＧＤＰの成長シナリオ
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１．日時　2021 年 12 月 3 日（金）13：30 ～ 15：30　

　　＊フォーラム（ZOOM ビデオウェビナー）へは、10 分前から入室可能となります。

２．開催形態　ZOOM（ウェビナー形式）　参加費　無料

３．＜プログラム＞（一部内容を変更する場合があります）

４．お申し込み（事前登録）

　以下の QR コードより 11 月 25 日（木）までにご登録下さい。

　なお、関連資料のご案内については、別途ご連絡いたします。

（担当　松岡・野澤）

TEL：03-5210-0851

e-mail：k-matsuoka@rengo-soken.or.jp（松岡）

k-nozawa@rengo-soken.or.jp（野澤）

〇主催者代表挨拶：連合総研　理事長　古賀　伸明

〇基調講演：　　　「日本経済の現状と課題（仮題）」

立正大学　学長　吉川　洋　氏

　（連合総研経済社会研究委員会　主査）

〇パネル・ディスカッション：「新型コロナウイルス感染拡大による雇用・生活への影響と今後の動向」

＜パネリスト（50 音順）＞

日本経済研究センター研究顧問　齋藤　潤 氏　

日本女子大学人間社会学部教授　周　燕飛 氏　

日本総合研究所副理事長　　　　山田　久 氏  

＜コメンテーター＞　　立正大学　学長　　吉川　洋　氏

＜コーディネーター＞　連合総研副所長　　平川　則男

第33回「連合総研フォーラム」のご案内

　新型コロナウイルスが引き起こしたパンデミックは、今もなお社会・経済に大きな影響を与えています。とりわけ、勤

労者にとっては、雇用形態間による収入や資産の格差拡大など様々な構造的課題が再びクローズアップされ、各方面で活

発な論議が促進されているところです。

　日本経済が今後も安定・持続的に成長していくためには、これらの構造的課題を分析し、パンデミックなどで引き起こ

される経済危機の被害を最小限におさえ、回復に向かえる社会的仕組みづくりが急務となっています。

　今回のフォーラムでは、こうした認識の下、「新型コロナウイルス感染拡大による雇用・生活への影響と今後の動向」を

テーマに今後の課題について分析します。

　感染拡大防止の観点からＷＥＢを通じての開催となりますが、多くの皆様のご参加をお待ちしています。　

―  38  ―
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・第１号議案　2021年度事業計画に関する件

・第２号議案　2021年度収支予算に関する件

・第３号議案　規則・規程の一部改正に関する件

・第４号議案　40周年記念事業準備資金の積み立てに関する件

・第５号議案　役員等の報酬総額に関する件

・第６号議案　評議員の一部選任に関する件

・第７号議案　理事の一部選任に関する件

・第１号議案　総務委員会委員の選任に関する件

　（公財）連合総研は、定款に定められた手続きに従い2021年9月21日に、第51回定例理事会・第24回

評議員会、第52回理事会をオンラインで開催しました。この定例理事会・評議員会では、連合総研の

2021年度の事業計画及び収支予算が提案され、いずれも承認されました。

　また、2017年よりご就任いただいていた髙倉明理事（前自動車総連会長）が退任され、金子晃浩理事（自

動車総連会長）が就任されました。評議員は、2013年よりご就任いただいていた野田三七生評議員（前

情報労連委員長）が退任され、安藤京一評議員（情報労連委員長）が就任されました。

理事会・評議員会 報告
2021年度事業計画・予算が承認されました【第51回定例理事会・第24回評議員会、第52回理事会】

理 事 長　古賀　伸明 （連合総研理事長） 清水　秀行 （日教組委員長）
副理事長　藤本　一郎 （連合総研所長） 末廣　啓子 （目白大学教授） 
専務理事　新谷　信幸 （連合総研事務局長） 金子　晃浩 （自動車総連会長） 
理　　事　相原　康伸 （連合事務局長） 中富　道隆 （日本機械工業連合会副会長・専務理事）
　　　　　毛塚　勝利 （労働法学研究者） 松浦　昭彦 （ＵＡゼンセン会長）　　
　　　　　佐藤　博樹 （中央大学教授） 松迫　卓男 （中央労働金庫理事長）

安藤　京一 （情報労連委員長） 中村　圭介 （法政大学教授）
今野浩一郎 （学習院大学名誉教授） 南雲　弘行 （教育文化協会理事長）
川本　　淳 （自治労委員長） 廣田　政巳 （こくみん共済 coop 理事長）
坂田　幸治 （電力総連会長） 三浦　まり （上智大学教授）
塩田　正行 （国際労働財団常務理事） 吉川　　薫 （白鷗大学名誉教授）
神保　政史 （電機連合委員長）

小熊　　栄 （連合総合総務財政局長） 森　　一夫 （元日本経済新聞特別編集委員）

【理　事】

【監　事】

【評議員】

●（公財）連合総研 理事・監事・評議員名簿（2021年9月21日評議員会終結時)

第51回定例理事会・第24回評議員会

第52回理事会

―  39  ―
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　連合総研の事業年度の期間は10月1日から翌9月末日ま

での1年間で、毎年9月下旬には定例理事会・評議員会を開

催し、関係者の皆さまに新年度の事業計画と収支予算を中

心にご審議を頂いています。今年は9月21日にオンライン

で定例理事会・評議員会を開催し、すべての議案に対しご

承認を頂くことができました。

　新年度の事業計画については次回以降の機会に触れると

して、今回は2020年度末を区切りとして、秋から冬にか

けて、いくつかの研究会で報告書の取りまとめができる見

込みとなりましたので、その一部をご紹介したいと思いま

す。

　「今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会

（主査：毛塚勝利先生）」は、2019年６月に第1回の研究

委員会を開催して以降、16回にわたる研究委員会を開催

し、労働法だけでなく社会学での知見も踏まえ、現行法が

定める労働時間規制に必ずしもとらわれることなく論議を

行い、委員会で甲論乙駁、ホットな議論が重ねられてきま

した。本研究会の報告書は、10年先、20年先をも見据え

た形で「労働時間法のあるべき方向性」を示した内容となり

そうです。労働時間の決定を使用者が一方的になすのでは

なく、労働者にとって重要な法益である私生活・家庭生活・

社会生活の確保を念頭に、労働者の働く時間の主権（「時間

主権」）を尊重した総合的規制の定立をめざす提言内容と

なっています。

　また、「男女共同参画社会の実現に向けた労働組合の役

割に関する調査研究委員会（主査：権丈英子 亜細亜大学副

学長）」は、2020年２月の第1回研究委員会以降、10回に

わたる論議を重ねてきました。諸外国で男女共同参画が進

む中で、日本では取り組みの実効性が上がっておらず、欧

米先進国から取り残されつつあるという現状にあります。

本研究会では、欧州先進国の労働組合が職場での男女共

同参画の実現に向け、政治、経済、法規制などを含めどの

ような運動を行ってきたのかを明らかにし、日本の労働組

合運動への示唆を導くという研究方針で取り組んできまし

た。途中コロナ禍となりましたが、逆にZoomの機能を生

かして、研究委員会としてドイツDGB、ノルウェーLOへ

のヒヤリングなども実現できました。報告書ではドイツ、

フランス、イギリス、北欧の各国の取り組みを分析し、日

本の労働運動への示唆についてとりまとめができそうで

す。各級の労働組合が運動方針を審議する際に、男女共同

参画担当の組合役員だけでなく、ぜひ単組や産別のトップ

リーダーの方にお読み頂きたい内容です。

　「外国人労働者の受け入れのあり方と多文化共生社会の

形成に関する調査研究委員会（主査：山脇啓造 明治大学教

授）」も2019年６月以降12回にわたって研究会を開催し、

報告書をとりまとめる予定です。オンラインが中心となり

ましたが、この間、6ヵ所の国の関係機関や、外国人が多

く暮らす13ヵ所の地方自治体等へのヒヤリングも行って

きました。報告書は、急増する外国人労働者の適正な受け

入れのあり方について、法政策上の課題や、技能実習制度・

特定技能の課題、労働市場の課題などを第1部としてまと

め、後段の第２部では多文化共生社会にむけて日本語教育、

学校教育、医療、人権保障などの政策提言をまとめていま

す。外国人労働者の適正な受け入れと多文化共生社会のあ

り方をめぐっては、国民世論としても多様な意見がありま

すし、この研究会においても委員間で見解が異なり、委員

会としての合意形成が難しかった点も少なくありませんで

した。それらも含めて、この報告書が今後の国民的議論の

素材となれば幸いです。

　紙数の関係上、詳しくは触れられませんでしたが、「障

害者の更なる雇用促進と職場定着に向けた課題と方策に関

する調査研究委員会（主査：眞保智子 法政大学教授）」、「持

続可能な発展に向けた事業承継をはじめとする中小企業の

発展と労働者の労働条件向上に関する調査研究委員会（主

査：黒瀬直宏 元嘉悦大学教授)」も報告書を近々取りまとめ

る予定です。

　文末になりましたが、連合総研に10月1日より中村天江

主幹研究員が着任しました。他の研究員と同様に皆様のご

支援をお願い申し上げます。

連合総研2020年度を終えて
－研究会報告書とりまとめに奮闘中－

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り

連合総研　事務局長（専務理事）　新谷　信幸
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係については、直接かかわりのない人

はほとんど知らないのではないだろう

か。少なくとも、私は「そういう存在

がある」ということ以外は、ほとんど

知らなかった。

　本書は、そうした消防団の今の日本

社会での活動について、東日本大震災

時の実際の活動記録を取り上げながら

その姿を明らかにするとともに、地域

防災に一層力を発揮できる、これから

の消防団のあり方のための諸課題を幅

広く指摘している。

　序章は、東日本大震災に直面した岩

手県のある消防団の取り組みについ

て、当時の分団長のメモを中心に詳細

に描いている。団員の減少した消防団

同士の合併により生じる課題、必要な

交通規制を行うにあたっての権限や役

所との関係の問題、消防団員と地域住

民の意思疎通や団員の心の傷のケアへ

の努力など、現在の消防団の直面して

いる課題が、実際の災害の中で生々し

く姿を現す様子が描かれる。

　そのうえで第1章からは、おおむね

江戸時代以前からの「若者契約」、江

戸の町火消、明治時代の消防組と警察

と一体化した消防組織改革、東京と大

阪で始まる常備消防の設立など、近代

にいたる消防の歴史が語られる。第2

章ではロシアとの緊迫した状況を背景

に、青壮年の団結と精神高揚を狙った

「大日本消防協会」とその後の警防団

の誕生、3章では戦後のGHQ消防担

当主導による自治体消防設立、および

警防団の廃止と消防団の改革など、社

会状況の変化とともに役割や組織体制

を変えてきた、地域の「防災・災害対

応」組織の歴史が語られ、4章以降で

現在の日本で求められる役割と組織の

あり方などの考察につなげられる。

　地震や津波台風をはじめ、災害が多

発する日本では、防災や災害対応に地

域でかかわることのできる地域住民自

身の組織の役割は大きく、また重い。

消防団はその代表的なものだ。一方災

害は、例えば新型コロナ禍によって大

規模水害と避難所対応などは複雑化

し、また特に風水害などは年々規模も

大きくなり、復興に至るまでの期間も

長期化しつつある。さらに避難誘導や

救助を行わなければならない対象も高

齢化や分散化が進んだり、また外国か

らの労働者が多い地域などはそうした

時の意思疎通の問題などもある。

　状況は厳しく必要な対応も多様にな

る半面、高齢化や人口減少による団員

不足、また自宅での自営よりも雇用労

働者が増えてきたことによる災害発生

時の集合の問題など、社会や人々の暮

らし方の変化に伴い現れてきた課題は

多い。消防団が地域の中で力を一層発

揮していくためには、団員や組織のあ

り方、地域での諸団体との連携などに

ついて、これまでのあり方にとらわれ

ない取り組みも必要になっている。本

書は豊富な実例でそれらを示しなが

ら、考えるヒントを示している。

　そういえば私の地元の消防団は、ど

のような状況なのだろう。自治体消 

防と消防団の連携など、課題も多いよ

うなのだが。考えてみたら、何も知ら

ない・・・。

防団」の存在は、知らない人が、

いないほどよく知られているも

のだろう。街を歩いていれば、消防団

の資機材が置いてある倉庫をしばしば

見かけるし、公園などで消火のための

訓練を行っている消防団の方々を見る

こともある。

　また、消火活動だけでなく、災害時

に避難誘導を行ったり、消防署や自衛

隊などと連携して災害対応に当たる様

子も、ニュースなどではしばしば見か

ける。本年7月3日に熱海・伊豆山地

区で発生した土石流では、消防団の

方々が各家屋を回って避難を呼びかけ

ていたまさにその時、最大規模の土石

流が被災地を襲い、間一髪で走りなが

らそれを逃れる消防団の方の姿が繰り

返しニュースで流れた。危険と隣り合

わせに、地域の中で地域住民を守る活

動をしている人々であり、組織である

ことは、ことあるごとに意識される。

　ただ、消防団活動の実態や、消防団

の活動する場である地域や住民との関

浦
野
　
高
宏
　
連
合
総
研
主
任
研
究
員

後藤　一蔵 著
近代消防社新書
定価1,100円（税別）

『消防団　―生い立ちと壁、そして未来―』

変化する社会と消防団の役割
地域防災で力を発揮し続けるために

「消

最近の書棚から



今月のデータ
コロナ禍による影響が大きい観光地への支援は、

現地が希望することを支援意向がある人々に伝えることが重要

公益財団法人日本交通公社「JTBF旅行意識調査　新型コロナウイルス感染症流行

下の日本人旅行者の動向」（2021年10月公表）

　公益財団法人日本交通公社では、全国18～79歳の男女を対象に、国民の人口構成に近いパネルを確保し旅行に対する意識について把握す

ることを目的とした「JTBF旅行意識調査」を実施している。

　さらに、最近の調査実施にあたっては、現状のコロナ禍に大きく影響を受けている観光業における新型コロナウイルス感染症の流行が旅行

市場におよぼした影響把握を目的とした質問項目を加えて実施をしている。

　今回は、この調査から、特にコロナ禍による影響が大きい観光地に対する「支援」についての意識について見ていくことにする。

　まず、「新型コロナウイルスの流行によって、観光客数が大幅に減少し経済的な影響を受けている観光地に対して、何か支援を行いたいと思

いますか」という質問に対して、2020年5月と2020年12月の回答を比較しながら見ていくことにする。

　新型コロナウイルスの流行によって被害を受けた観光地に対する支援意向について、「支援したいと思う」という回答は、20年5月調査では

57.2％、20年12月調査では62.2％となっている。いずれも約6割となっており、さらに「支援したいと思わない」という回答が低下し、観

光地への支援の意向が高まっているといえる。

　次に、「支援意向がある人」を対象に「新型コロナウイルスの流行によって影響を受けた観光地に対して、支援を実施したことがありますか」

と支援の実施有無を質問したところ、「既に実施した」は2020年5月調査では17.9％であったものの、12月調査では6.6％に留まっている。

そして、「支援をしたいが具体的な支援方法がわからない」という回答が、2020年5月、12月調査ともに、7割強となっている。

　この結果について、この報告書では「支援意向がある人々に対し観光地がしてほしいことを伝えることで、支援につなげられる可能性がある」

新型コロナウイルスの流行によって、観光客数が大幅に減少し経済的な影響を受けている観光地に対して、何か
支援を行いたいと思いますか

資料出所： （公財）日本交通公社「JTBF 旅行意識調査　新型コロナウイルス感染症流行下の日本人旅行者の動向」
から筆者作成。
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と分析をしている。

　そして、「これから支援を行う予定で具体的な支援の方法を知っている」と「既に支援を行った・行っている」と回答（複数回答）した人に

対して、その具体的な支援の内容をたずねると、「インターネットを通じての現地商品の購入」（50.0％）、「ふるさと納税での寄付」（30.7％）

など、現地には出向かないものの、すぐにできる支援があげられている。しかし、一方で、実際に観光地を訪問する「現地への旅行」や「新

型コロナウイルスの流行収束後に利用できるチケットの先行購入」もそれぞれ上位にあげられており、さらに20年５月に実施された調査結果

と比較しても、「現地への旅行」は38.7％から49.2％へ、「チケットの先行購入」も9.7％から20.6％と大きく伸びており、新型コロナ感染症

の収束を念頭に「現地への来訪意向が高まっている」ことにより、この結果から本報告書では現地への来訪意向が高まり実際に観光地の訪問

が回復するであろうことを期待すると述べている。

新型コロナウイルスの流行によって影響を受けた観光地に対して、支援を実施したことがありますか

20年12月調査（n=1,472）【複数回答】

新型コロナウイルスの流行によって影響を受けた観光地に対して、具体的にどのような支援を実施しましたか  
（する予定ですか）

資料出所： （公財）日本交通公社「JTBF 旅行意識調査　新型コロナウイルス感染症流行下の日本人旅行者の動向」
から筆者作成。

資料出所： （公財）日本交通公社「JTBF 旅行意識調査　新型コロナウイルス感染症流行下の日本人旅行者の動向」
から筆者作成。
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　ちょうどこの号が発行される頃に
東アジアの４ヵ国・地域によるオン
ライン国際会議が開催される。これ
らの国は観光や貿易などでは緊密な
関係にあるものの、労働組合の活動
や社会制度などは、あまり知る機会
がない。今回は日本（連合総研）が

事務局を務めるが、ちょうど詰めの
作業でばたばたとしている。各国・
地域から送られてきた事前のレポー
トはこの会議が終了したら、じっく
りと読むこととする。もちろん日本
語訳にしていただいたものである。

（雲隠十帖）
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【8月の主な行事】
 8 月 3 日 第 10 回男女共同参画社会の実現に向けた労働組合の役割に関する

調査研究委員会
（主査 : 権丈　英子　亜細亜大学副学長・経済学部教授）

  4 日 所内・研究部門会議
 6 日 第 16 回持続可能な発展に向けた事業承継をはじめとする

中小企業の発展と労働者の労働条件向上に関する調査研究委員会
（主査 : 黒瀬　直宏　特定非営利活動法人アジア中小企業協力機構理事長）

  第 11 回外国人労働者の受け入れと社会的包摂のあり方に関する調査研究委員会
（主査：山脇　啓造　明治大学教授）

 18 日 第 2 回経済社会研究委員会
  所内会議・研究部門
 19 日 第 7 回地域コミュニティの一翼を担う労働者自主福祉運動の
 人材育成等に関する調査研究委員会

（主査 : 中村　圭介　法政大学大学院連帯社会インスティテュート教授）
 25 日 所内勉強会（全員オンライン）
 30 日 第 6 回 with/after コロナの雇用・生活のセーフティーネットに関する

調査研究委員会
（主査 : 玄田　有史  東京大学社会科学研究所教授）

【9月の主な行事】
 9 月 1 日 所内・研究部門会議
 2 日 第 6 回未来塾「ワークルール教育のすすめ」

（講師 : 道幸　哲也　北海道大学名誉教授）
 6 日 第 8 回「良い会社」であることの情報開示と労働者の立場からの

責任投資原則促進に関する調査研究委員会
（主査 : 水口　剛　高崎経済大学学長）

 15 日 所内・研究部門会議
 16 日 第 12 回外国人労働者の受け入れと社会的包摂のあり方に関する調査研究委員会

（主査：山脇　啓造　明治大学教授）
　  第 3 回経済社会研究委員会
 21 日 第 51 回定例理事会・第 24 回評議員会、第 52 回理事会
 29 日 所内勉強会
 30 日 第 8 回地域コミュニティの一翼を担う労働者自主福祉運動の

人材育成等に関する調査研究委員会
（主査 : 中村　圭介　法政大学大学院連帯社会インスティテュート教授）
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［職員の異動］

＜退任＞　
金沢　紀和子（かなざわ　きわこ）　主任研究員　
10月6日付退任

〔ご挨拶〕］2017年より連合本部から出向し、多くの研究活
動に参加することができました。例を挙げるときりがありま
せんが、特に主担当を務めた「勤労者短観」、外国人の受け
入れと共生にかかる研究委員会は、着任前から深めたかった
テーマであっただけに、研究者をはじめ多くの方と交流し得
られた知見は、大きな財産となりました。４年間、温かく楽
しい職場環境で仕事ができたことに、心より感謝申し上げま
す。

＜着任＞　
野澤　郁代（のざわ　かよ）　主任研究員　
9月1日付着任

〔ご挨拶〕内閣府で月例や経済財政白書を担当する部署で5か
月ほど勉強した後着任いたしました。これまで、海外経済を
はじめ男女共同参画、地方創生、NPO、ODAなど多岐にわ
たる分野を渡ってきましたが、日本経済についてはこの直前
の5か月が全ての経験です。それでも、コロナ感染拡大を契
機に働き方や仕事への価値観が大きく変わりつつあるのを如
実に感じています。いろいろ行き届かないところあるかと存
じますがどうぞよろしくお願いいたします。

中村　天江（なかむら　あきえ）　主幹研究員　
10月1日付採用

〔ご挨拶〕労働市場における人と企業のマッチングについて
調査研究をするなかで、企業内の労使関係に関心が広がり、
この度、連合総研に参画させていただきました。
労使関係は雇用システムの基盤。さまざまな方の声に耳を傾
けながら、「これからの労使関係」について調査研究や提言
をしてまいります。
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