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はじめに

は、特に子どもに着目し、不平等の原因が環

国際比較においてデンマークは格差が小さ

境－特に養育環境－にあるのか本人の能力・

い国であることが注目されるが、デンマーク

努力にあるのかを冒頭で分析している。2021

国内では近年の格差の拡大が深刻な社会問

年版は、特に資産に着目し、貯蓄・不動産・

題になっている。2019年６月に自由党政権か

遺産の不平等とその構造を分析している。本

らメッテ・フレゼリクセン率いる社会民主党

稿では2020年版第２章が実施した可処分所

政権に移行した。2019年12月19日、2020財政

得の不平等の分析を紹介する。

年度に向けた予算の中に、社会民主党、ラデ
ィケル党、
社会人民［国民］党、
統一リスト党、

ジニ係数等格差指数の推移

オールタナティヴ党が合意をして、
『不平等

2020年版では、1994年と2018年のデータを

白書［報告書］
』"Ulighedsredgørelsen"を作

比較し、ジニ係数、パルマ指標の変化を分析

1

成することになった 。その目的は「不平等の

している。その結果をまず紹介する。

様々な側面について、認識を強め、趨勢を把

総人口のジニ係数とパルマ比率の推移をみ

握し、全体像を作ることにある。例えば、福

たものが図表1である。ジニ係数は、等価尺

祉領域、所得と収入の格差、世代を超えた社

度で補正した可処分所得である3。これをみ

会階層移動を妨げるものなどである」2と書

ると1994年はおよそ20％と極めて小さい値で

かれている。財務大臣のもとで報告書が作成

あったが、2002年と2009年を除いて継続的に

され、2020年12月に初めての『不平等白書』

上昇している。そして2018年は28％強に上昇

が公表された。続いて2021年12月に2021年版

している。

の『不平等白書』が公表された。2020年版で
図表１

パルマ比率は所得上位10％人口の総所得と

ジニ係数とパルマ比率の推移（1994年～2018年）
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所得下位40％人口の総所得の比率であり、
4

市場所得では1994年と2018年でほとんど変化

OECDを参考に独自に再集計している 。中

していないことが分かる（配当・利子で2018

間所得層（第5十分位～第9十分位）が国民

年で格差が拡大しているが）
。これは注目す

所得のほぼ50％を占めることは多くの国に共

べきことである。四半世紀のグローバル競争

通している。このため、パルマ比率は所得格

のなかで一次所得の格差は拡大していないか

差を直感的に把握するには上位所得10％と下

らである。そして、所得再分配によるジニ係

位所得40％の人口の総所得の割合で計測す

数の改善度合が弱まっていることが分かる。

ることが望ましいということで開発された。

さらに、課税・税引後をみると、課税による

特に、途上国、中進国の所得格差を分かりや

ジニ係数改善効果がやや弱くなっていること

5

すく計測する指標として開発された 。先進

をうかがわせる。すなわち、社会保障改革、

国デンマークの推移をみるとジニ係数と見事

税制改革が格差改善に寄与していないことが

に同じ趨勢であることが分かる。デンマーク

うかがえる。

では総人口を計測したジニ係数と中間所得層
を除外したパルマ指標が相互に代替可能な尺

ジニ係数変化の要因分析

度であることを示唆している。
『不平等白書』

『白書』では、ジニ係数の２時点間変動の

では、この他、タイル指標、平均対数偏差、

要因分解を試みている。ここでは、異なる２

パーセンタイル比率（例：所得階層第1・十

つの方法が採用されている。
「方法１」は完

分位と第10・十分位の割合など）の計測もさ

全平等状態（ジニ係数０％）を想定し、どの

れているが、いずれの尺度でも同様の趨勢を

要因がジニ係数の上昇に寄与しているのか、

示している。格差が拡大していることは客観

その差分をみたもので、
「方法２」は、２時

的に確認できている。

点のジニ係数の変化の差を要因分解したもの
である6。

所得再分配・税によるジニ係数の改善度

その結果が図表３である。
「方法１」と「方

不平等の変化の要因分析となると、母集団

法２」で正負に分かれているものがあるが、

全体を扱うジニ係数が適当である。図表２は、

所得移転、株式収入、帰属家賃はいずれの

一次所得、配当・利子、所得再分配、税によ

方法でもプラスで格差拡大の要因になってい

りジニ係数がどのように変化したのかを測定

ることが分かる。所得移転は、社会保障移転

したものである。これによると一次所得、配

を意味するから、この四半世紀の間に、社会

当・利子ではジニ係数は43％程度であり、非

保障による格差縮小の機能が低下しているこ

常に格差が大きいことが分かる。これが再分

とが分かる。また、株式収入が増大し、配当

配により大幅に低下し、さらに課税によって

課税がマイナスであることから、配当・利子

低下していることが分かる。福祉国家の再分

を享受できる者とできない者の格差が拡大し

配能力が高いことがうかがえる。

ていることが分かる。帰属家賃の増大は、不

また、２時点間を比較すると、一次所得、
図表２

動産価格の上昇を意味しており、格差拡大の

一次所得、再分配、税制によるジニ係数の改善度（1994年、2018年）

注. : 一
 次所得は、賃金、役員報酬、事業所得、民間年金などの私的移転を含む。
出所）独自集計による。
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図表３ ジニ指数変化の要因分解（1994年と2018年）

図表４

実質賃金の推移（1996年と2018年）
（デンマーク・クローナ）

出所）Danmarks Statistik (INDKP201)より賃金（4 løn)のみ抽出

大きな要因になっていることが分かる。
雇用所得・事業所得については「方法１」

は年齢構成、外国人の増大、教育、学生の増
加などが格差に及ぼす影響をみたものであ

と「方法２」で異なる結果になっているが、
「方

る。これをみると年齢構成のみマイナスであ

法２」のプラス（格差拡大）効果は小さく、

り、デンマークも、日本ほどではないが、人

全体として所得格差を縮小させる効果がある

口高齢化が進行しつつある。高齢化が格差縮

ことがうかがえる。ちなみに、入手できるデ

小に寄与するということは、年金の給付水準

ータの都合で1996年と2018年の比較になる

がそれなりに充実していることを示唆してい

が、賃金の増加率を年齢別にみてみよう。図

る。

表４によると、20代前半ではマイナスになっ

出生国は、デンマーク生まれ、デンマーク

ており、20代後半も賃金の伸びは小さい。だ

以外の欧州、欧州外に分類されて分析されて

が、30歳以降の賃金は着実に増大しているこ

いる。デンマーク生まれは人口比で低下し、

とが分かる。男女間賃金格差は2018年でも20

欧州外生まれの移民が増大している。移民が

～ 25％あり、格差の是正は十分ではない。

低所得、高い失業率、低い就業率で、社会

だが、女性の賃金の伸び率が男性を上回って

的な分断も深刻であり、これが格差の拡大の

おり、格差が縮小していることがうかがえる。

一因になっている。

ちなみに、1996年から2018年の間にデンマー

教育はいわゆる「教育格差」であり、中等

クの１人あたりGDPは31％増大している。持

教育未修了者、職業訓練未修了者と各種教

続的に経済成長していることがうかがえる。

育・訓練を修了した者との間で所得の格差が
拡大していることを意味している。

構造変化要因
次に、様々な人口変動についてみてみよう。
『白書』によると、これら人口変動がジニ係
数の上昇の25％を説明できるという。図表５

学生というのは分かりにくいが、特に大学
生の増加を意味している。大学生は低所得が
多いので、大学生数が増大すると低所得者が
増え、格差が拡大することになる。
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図表５

高齢化、外国人、教育、家族構造のジニ係数寄与度（1994年～2018年）

注記 : 家族構造は大人と子どもが世帯形成することも含む。

図表６

低所得者の推移

注記：低 所得者は等価可処分所得で中位50％以下のものを意味する。

家族構造は、特に１人暮らし、１人親世帯
の増大によるものである。

③教 育訓練水準の上昇と、外国人の増大
が格差の拡大の原因になっている。

同棲については、説明が不十分で内容が不
明である。

④株 式配当、不動産収入、公的所得再分
配と個人所得税は、格差の拡大の要因に

低所得者の推移をみたものが図表６であ
る。2018年現在総人口の８％が低所得者にな

なっている。だが、資産課税の引上げに
より、所得格差を相殺している。

っており、近年増加傾向にある。低所得者の

⑤賃 金と企業所得を含む事業所所得は、

半数が学生であることが分かる。また、３年

―人口動態的・構造的な変化を考慮した

以上低所得状態にとどまる者は２％以下と非

場合は―所得格差の拡大に影響を与え

常に少ない。低所得者が非常に少ないことが

ていない。

デンマークの特徴になっている。

⑥総 人口の中で相対的に可処分所得が低
い所得グループは、測定期間中に3.8％

要約

から8.2％に増大している。

『白書』は1994年から2018年の所得格差の
拡大について次のようにまとめている。

⑦低所得グループの増大は、今日では際だ
って学生と外国人の増大による。

①所得格差はいかなる指標でみても、1990

⑧長期間低所得グループにとどまる者はあ

年代半ばから拡大している。ジニ係数で

まりいないが、3年以上低所得グループに

は測定期間中に20％から28％に、およそ

とどまる者は2018年で1.6％となっている。

８％拡大している。
②人口動態的・構造的な要素を取り出して
みると、
［８％のうちの］４分の１であ
る２％を説明することができる。
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考察
デンマークは相対的に社会的格差が小さ
く、日本からみると高度福祉国家の遺産がま

だ残っているようにみえる。持続的な経済成
長も達成しており、GDPも給与もこの四半世
紀の間に30％程度増加した。したがって、全
体としては福祉国家の良好なガバナンスに成
功してきたように思える。特に留意すべきは
雇用者所得の持続的な増大であり、GDPの
増大とほぼ同程度の雇用者所得の増大がみら
れる。成長の成果を労働者が享受しうる仕組
みが形成されていることは明らかである。そ
の仕組みについては別の課題になるが、労働
組合が時には大規模なストライキも辞さず粘
り強い賃金交渉を行っていることが重要であ
ろう。
この点でデンマークから学ぶ点は多いと考
えられる。デンマークは世界競争力ランキン
グで、2020年と2021年においてそれぞれ２位、
３位となっている7。これは投資環境などさま
ざまな条件が重なった賜であるが、労働組合
が積極的に技術革新・イノベーションに参画
していることも重要な要因である。例えば、
労働組合の全国連合LO（現FH）は2007年に

１ 2 020年版 https://fm.dk/media/18359/ulighedsrede
goerelsen-2020_web.pdf 。2021年版https://fm.dk/media/
25426/ulighedsredegoerelsen-2021_web_a.pdf
２ Finansministeriet,"Finansloven for 2020",p.33.
３同
 報告書が「独自に集計した」ものとされ、デンマー
ク統計庁Danmarks Statistikとそれに基づいたOECD
の等価可処分所得ジニ係数と数値が異なっている。同
庁の数値では1994年22.5％、2018年29.1％となっている。
４パ
 ルマ指標については、次のものを参照。José Gabriel
Palma（2011）,'Homogeneous middles vs. heterogeneous
tails,and the end of the‘Inverted-U’
:the share of the
rich is what it’s all about'
５パ
 ルマ比率の国際比較については次のものを参照。
United Nations"Human Development Indices and
Indicators: 2018 Statistical update",Table 3.
６こ
 の操作はやや専門的になるが次の論文の方法が採用
されている。
「方法１」についてはPodder & Chatterjee
（2002）,' Sharing the national cake in postreform New
Zealand: income inequality trends in terms of income
sources',in Journal of Public Economics 86（2002）
1–27を
参照。
「方法２」についてはHoffmann 'How to measure
the progressivity of an income component,' 2013,in"
Applied Economics Letters" Volume 20, 2013 - Issue 4
を参照。
７W
 orld Competitiveness Ranking. https://www.imd.org/
centers/world-competitiveness-center/rankings/worldcompetitiveness/【2022/Feb/23参照】
８デ
 ンマークのイノベーションシステムと労働者の参加
については次のものが基本文献である。Bengt-Åke
Lundvall（2002）,"Innovation,Growth and Social
Cohesion",Edward Elgar.

「従業員主導のイノベーション」という概念
を提唱した。その背景には、デンマークのイ
ノベーションシステムが、労働者も参画し、
職業訓練制度も活用し、学習とコミュニケー
ションに基づく、変化に積極的に対応できる
イノベーティブな労働者が育っていることが
挙げられる。このイノベーティブな人材が育
つ社会をデンマークのイノベーション研究の
第一人者のルンバルは「学習経済」と呼んで
いる8。
だが、デンマークでも格差拡大は持続的に
進展している。所得再分配効果が小さくなり、
社会保障給付が後退している。2000年代に自
由党連立政権の時代が10年間続き、失業保険
の給付制限、生活保護への就労強化、社会
保障予算の抑制、法人税減税など新自由主義
的改革も行われてきた。このことは『白書』
の分析と整合的である。この趨勢が続くとデ
ンマーク型福祉国家が消滅するのではないか
という危機意識が高まりつつある。
『不平等
白書』の刊行はその現れである。政権が積極
的にこのような『白書』を刊行したことも我々
は学ぶ必要があると思われる。
（本稿は科研費21H00797の助成を受けたもの
である。
）
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