




(財)連合総合生活開発研究所

連合総合生活開発研究所 (略称､連合総研)は､｢連合｣のシンクタンクとして､連合および傘

下の加盟労働組合が主要な闘争､政策 ･制度要求を推進するうえで必要とする国内外の経済･社会･

労働問題等に関する調査 ･分析等の活動を行なうとともに､新たな時代を先取りする創造的な政策

研究を通じて､日本経済社会の発展と国民生活全般にわたる総合的向上をはかる目的で､87年12月

に設立､その後 88年 12月､財団法人として新たなスター トを切った｡研究活動は研究所長.を中心

に､本研究､委託研究などテーマ別に学者､専門家の協力を得ながら進めている｡(後掲/調査研

究報告書一覧参照)

1.経済 ･社会 ･産業 ･労働問題に関するシンポジウム､セミナーの開催

<連合総研フォーラム>

第1回 ｢生活の質向上をめざして｣88年11月4日

第2回 ｢新成長時代にむけて｣89年11月13日

第3回 ｢調整局面をいかに乗り切るか｣90年11月8日

第4回 ｢内需主導型経済の第二段階-｣91年11月1日

第5回 ｢人間中心社会の基盤構築にむけて｣92年11月4日

第6回 ｢内需主導型経済の再構築｣93年11月1日

第7回 ｢構造調整を超え生活の新時代へ｣94年11月2日

第8回 ｢日本経済の新機軸を求めて｣95年11月9日

第9回 ｢自律的回復の道と構造改革の構図｣96年11月5日

第10回 ｢持続可能な成長と新たな経済社会モデルの構築｣97年11月4日

第11回 ｢危機の克服から経済再生-｣98年11月4日

第12回 ｢安心社会-の新たな発展の布石｣99年11月2日

第13回 ｢活力ある安心社会構築のために｣2000年11月9日

<連合総研国際フォーラム>

第1回 ｢90年代世界と新たな社会経済政策の展望｣91年7月1-2日

第2回 ｢新しい働き方を求めて- 日本的雇用システムはどこ-ゆくのか｣93年4月23日

第3回 ｢発展するアジアと日本｣94年9月2日

第4回 ｢21世紀の経済社会システムとは- 『社会的市場経済』は未来のモデルとなるか｣

95年6月7-8日

第5回 ｢生涯 『しごと』/学習社会の構築をめざして- 21世紀-の日本の教育改革｣

96年10月16-17日

<連合総研創立10周年記念シンポジウム>

｢雇用･処遇･賃金の近未来と労働組合の選択｣｢グローバル化の中の労働組合の課題｣

｢労働の未来を考える｣等 97年12月3-5日

<国際労使関係研究会第12回世界会議特別セミナー>

｢コーポレー ト･ガバナンスと産業民主制｣99年6月1日

2.経済 ･社会 ･産業 ･労働問題に関する情報の収集および提供

研究広報誌の発行一 機関誌 『DIO』(毎月)､および "RENGO ResearchInstituteReport"

(年2回)の発行など｡

3.研究シリーズ(公刊のものについては巻末を参照のこと)



はじめに

(1)本報告書の性格

経済情勢報告は､連合総合生活開発研究所(連合総研)が､毎年1回､勤労者生活を取

り巻く経済情勢をとりまとめて発表するもので､今回で14回目になります｡本報告書は､

当研究所の経済社会研究委員会の議論を踏まえ､当研究所の責任においてとりまとめた

ものです｡分析 ･政策提言については､国民福祉の向上とい う経済学の原点を重視 し､

客観的な経済分析と社会的側面の分析に基づいた提言を行っています｡また､労働組合

の積極的で責任ある活動-の助言を目的としていることから､関心の重点は､労働者の

福祉の向上､良好な雇用 ･就業の確保など､勤労者の生活に密着する諸問題に向けられ

ています｡

本報告書は､2002年の連合の政策 ･制度要求活動､賃上げ要求活動などの参考資料と

して作成されたものですが､労働組合だけでなく､わが国における生活の質の向上と新

しい経済社会の構築に向けての議論が活発化 していく一助となれば幸いです.

(2)本報告書で取り上げる課題

第 Ⅰ部では､最近1年間の内外経済情勢の分析を行います｡ 日本経済は､2000年末頃

から景気後退局面に入 り､現在､デフレの中で失業率が5%を超える非常に厳 しい状況

にあります｡このような状況に陥った直接的な原因は､アメリカ経済の減速とその需要

に依存 した ｢ITバブル｣ の崩壊です｡ しかし､同時に､デフレや不良債権問題に代表さ

れる構造的な問題が解決されていなかったことも大きな原因です｡こうした問題を解決

し､現在の深刻な状況から脱却するために何が必要なのか､その課題を検討 します｡

第Ⅱ部では､今年度の特徴として､雇用 ･失業情勢の歴史的な深刻さに立脚 して､特

別に部を起こし､わが国の労働環境の厳 しい現状を分析し､望まれる雇用対策について

提示します｡



第Ⅲ部では､安心と活力を持った未来を築くために取り組むべき諸課題について検討

します｡まず､将来の日本経済を牽引する力となるこれからの技術は何か探ります｡IT

は決して一時のブームで終わるものではなく､今後も最も重要な技術革新であり続ける

でしょう｡また､バイオやナノテクノロジーも重要です｡これら新しい技術の将来を､

勤労者の視点から展望します｡次に､｢安心｣ の基本となる社会保障制度をどのように

改革すべきか検討します｡社会保障制度改革の議論は､ともすれば財政問題の観点から

の議論のみに陥りがちです｡こうした狭い議論ではなく､より広い視点から､勤労者が

安心できる改革の方向性を提示します｡

第Ⅳ部では､厳しい経済環境の中における労働組合のあり方を探ります｡現在､失業

率が5%に達し､｢雇用の危機｣とも呼ぶべき状況にあります｡この状況をどのように打

開していくのかが大きな課題となっています｡さらに､このかつてない困難な状況にお

いて労働組合も従来と同じ取組みを進めるだけでなく､新たな視点を持つことが必要に

なっています｡そこで､まず､｢完全雇用｣をはじめとするより良き社会の実現に向け

た ｢雇用戦略｣を提示します｡さらに､閉塞状況から脱却するための労働組合運動の新

しい考え方を提示します｡

(3)今後の課題

連合総研では､これまで望ましい経済社会モデルとして福祉経済社会の構築を提唱し

てきました｡非常に厳しい経済状況に陥っている現在､こうした考え方はますます重要

になってきていると確信しており､今後もいっそうその実現のための分析や提言を行っ

ていきたいと考えています｡福祉経済社会実現のためには､まず､デフレスパイラルの

瀬戸際に立っている経済状況から脱却することが重要であり､そのためにどのような改

革を行 うことが必要なのかを示し､提言を行っていくことが重要だと考えています｡さ

らに､より長期的視点に立って､経済構造の変化と雇用 ･労働のあり方について引き続

き分析を深め､提言を行っていきたいと考えています｡このため､別途研究委員会を設

置して､活力ある安心社会のための基本政策や､経済構造の変化と雇用 ･労働について

の検討を開始する予定です｡今後とも各方面からの御教示､御協力をお願いいたします｡
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第1章 いっそう厳しさを増す景気

(1)急速に進む景気の感化

後退する景気

わが国経済は､現在､景気後退局面にあります｡そして､デフレになってお り､失業

率が5%を越えるなど､非常に厳 しい状況に陥っています★1｡ さらに､これまで世界経済

を牽引してきたアメリカ経済が急減速し､世界各地で同時に景気後退色が強まってお り､

また米国での同時多発テロの影響も懸念され､状況はいっそう深刻になっています｡

今回の景気の山の時期について､政府の公式 日付はまだ発表されていませんが､さま

ざまな指標を勘案すると2000年末頃ではなかったかとみられています｡景気後退に至っ

た過程を､実質国内総生産(実質GDP)の動きでみてみましょう(図表ト1-1)｡まず､季節調

整済前期比でみると､2000年1-3月期に2.4%増 と高い伸びを示 した後､4-6月期は0.1%増

と横這いになり､7-9月期には▲0.7%減 とマイナス成長になりました｡10-12月期に0.6%

増と再びプラスに転 じたものの､2001年1-3月期は0.1%増と横這いとなり､4-6月期には

▲0.8%減 と大きく落ち込みました｡このように､2000年4-6月期以降は総じてみるとほぼ

横這いで､成長 していないことが分かります｡このことから､2000年度の景気回復期で

あった時期においても､その回復は非常に弱々しいものであったことが分か ります｡こ

うした脆弱さが景気後退をもたらす背景になったものと考えられます0

また､名 目国内総生産の動きをみると､デフレの影響により大きく落ち込んでいます(図

表ト1-2)｡特に､2001年4-6月期には､▲2.7%減と大きく減少 し､戦後初めてすべての主

要需要項目がマイナスの成長を示しました★2｡これは､98年の不況期にもみられなかっ

た事態で､現在の景気後退の深刻さが表れています｡

★1 なお､本稿では､以下すべて ｢デフレ｣を ｢物価の持続的下落｣ という意味で用います｡したがっ
て､｢物価の下落を伴う不況｣ という意味ではありません｡
★2主要需要項目としては､民間最終消費支出､民間住宅(以上 ｢家計部門｣)､民間企業設備､民間
在庫品増加(以上 ｢企業部門｣)､政府最終消費支出､公的固定資本形成､公的在庫品増加(以上 ｢公的
部門｣)､輸出､輸入(以上 ｢純輸出｣)を指しています｡
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次に､実質GDP成長率に対する各部門の寄与度をみてみます(図表ト 1-1)｡まず､家計

部門をみると､2000年4-6月期以降ほとんど寄与はしていません｡企業部門は､2000年4-6

月期に▲0.3%ポイントのマイナスの寄与を示した後､7-9月期に0.2%ポイント､10-12月

期に1.1%ポイントと大きなプラスの寄与を示しました｡しかし､2001年1-3月期には▲0.

1%ポイント､4-6月期には▲0.5%ポイントのマイナスの寄与と一転してマイナスの寄与

となりました｡純輸出は､2000年4-6月期に0.1%ポイントのプラスの寄与を示した後､7-9

月期には寄与度ゼロ､10-12月期は▲0.4%ポイント､2001年1-3月期には▲0.2%ポイント､4

-6月期には▲0.1%ポイントのマイナスの寄与と､2000年半ば以降一貫して景気押し下げ

要因となっています｡このような2000年度の各部門の動きから､景気後退に向かう過程

は次のようなものであったと考えられます｡まず､家計部門が低迷を続け横這いで推移

するなか､好調な企業部門や純輸出により景気は牽引されてきましたが､まず純輸出が

失速し､その後企業部門も失速したことで､景気後退局面に至ったといえます｡

なお､この間の公的部門の動きをみると､2000年4-6月期に0.5%ポイントの寄与を示し

た後､7-9月期には▲0.9%ポイントのマイナスの寄与と大きく落ち込みました｡その後は､

10-12月期0.1%ポイント､2001年1-3月期0.4%ポイントのプラスの寄与とやや持ち直して

いましたが､4-6月期には▲0.2%ポイントと再びマイナスの寄与に転じました｡総じてみ

ると､2000年度中は､景気に対してほぼ中立的であったといえます｡

景気後退の背景

それでは､景気後退局面に入りした背景には､いったい何があったのでしょうか｡そ

の検討に際しては､まず､今回景気後退をもたらした循環的な要因を確認しておくこと

が重要です｡ しかし､循環的な要因だけでは十分とは思われません｡元々景気後退に至

る前の回復期においても､その回復は非常に弱いものでした｡これは､景気後退が､90

年代からの長期の低迷の基調の中から生まれてきていることを示唆しています｡したがっ

て､こうした90年代から長期間継続する構造的な問題を探ることが､あわせて非常に重

要となります｡脆弱性を表すものとして､特に2つの問題が指摘されています｡一つはデ

フレであり､もう一つは不良債権問題です｡ 日本経済の脆弱性は､これらの問題に起因

しているという見方が強まってきています｡現在非常に厳しい状況に陥っている雇用情

勢も､こうした構造的な問題の観点から考える必要があります｡さらに､現在の状況を

いっそう深刻なものにしているのが､これまで世界経済を牽引してきたアメリカ経済の
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図表 ト1-1 実質国内総生産成長率 (季節調整済前期比)への寄与

成
長
率

(
%

)

1

0

日日

0

成
長
率

(
%

)

1997年 1998年 1998年 1999年
7-9月 1-3月 7-9月 1-3月

1999年 2000年 2000年
7-9月 1-3月 7-9月

匹国≡≡≡:l公的部門 ⊂==コ家計部門 E≡E3企業部門 - 純輸出

(注)経済企画庁｢国民経済計算｣より｡

図表 ト 1-2 名目国内総生産成長率 (季節調整済前期比)への寄与

1997年 1998年 1998年 1999年
7-9月 1-3月 7-9月 卜3月

1999年 2000年 2000年 2001年
7-9月 1-3月 7-9月 1-3月

l- 総務1公的部門 l l家計部門 h､･､ユ¶企業部門 + 純輸出 - ~GDP季節調整済前期比

(注)経済企画庁｢国民経済計算｣より｡
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減速です｡したがって､現在の景気動向をみる上で､アメリカ経済の動きもしっかり把

握しておくことが重要です｡

そこで､まず第2章において､景気後退をもたらした循環的な要因を確認し､その上で

第3章でデフレ､第4章で不良債権問題を考えてみることにします｡現在深刻さを増して

いる雇用情勢については第Ⅱ部で詳しく検討することとします｡こうした経済全体の動

きを踏まえたうえで､さらに､日本-の悪影響が懸念されるアメリカ経済の動向を第5章

においてみてみます｡最後に､第6章において､必要なマクロ経済政策のあり方を検討す

ることとします｡

ただし､これらのテーマに関する詳しい検討の前に､本章の残 りの部分で､まず､各

分野ごとの2000年度内の動向を､簡単に僻略してみることとします｡

(2)一様に悪化する各部門

一転して悪化した企業活動

生産関連の動向を経済産業省 ｢鉱工業生産 ･出荷 ･在庫指数｣でみると､まず生産は98

年10-12月期を底に上昇に転じ､2000年に入ってからも､前年同期比で2000年4-6月6.9%､7

-9月期5.7%､10-12月期4.8%の上昇と高い上昇を続けました(図表 Ⅰ-1-3)｡しかし､2001

年に入ると状況は一転し､2001年1-3月期は0.3%の上昇､4-6月期は▲5.6%の低下と大幅

に落ち込みました｡このことは､2000年末頃をピークに景気が後退に転じたことを裏付

けるものです｡

また､サービスの動向を経済産業省 ｢第3次産業活動指数｣でみると､2001年に入って

も上昇を続け､2001年ト3月期に前年同期比で3.1%上昇しました(図表Ⅰ-1-3)｡しかし､2001

年4-6月期に入ると､前期比では▲0.7%低下､前年同期比では1.9%の上昇と伸びが低下

し､景気後退の影響が現れてきました｡

在庫をみると､98年7-9月期以降前年同期比で減少を続ていましたが､2000年7-9月期に0.

2%増と増加に転じました(図表Ⅰ-1-4)｡その後も､10-12月期2.0%､2001年ト3月期2.6%､4

-6月期5.3%の増加と､次第に増加幅を高めながら増加が続いています｡次に､出荷をみ

ると､99年7-9月期以降前年同期比で増加を続けていましたが､2000年7-9月期以降伸び鈍
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図表 Ⅰ-1-3 企業活動の推移
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(注)通産省｢通産統計｣､財務省｢法人企業統計調査｣より｡

図表 Ⅰ_1_4 在庫循環 (前年同期ベース)93年10-12月期～2000年4-6月期
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り､2001年に入ってから､2001年ト3月期▲1.1% ､4-6月期▲6.0%の減少と､減少に転じ

ました(前掲図表Ⅰ-1-4)｡ このため､在庫循環の局面としては､2001年に入ってから､出荷

が減り在庫が増える不況期の局面にあります｡

景気の悪化は､企業収益にも現れています｡財務省 ｢法人企業統計調査｣によると､

経常利益の前年同期差は､非製造業では99年1-3月期､製造業では99年7-9月期からプラス

に転じ､その後2000年まではプラスで推移 してきました(前掲図表Ⅰ-1-3)｡ しかし､2001

年に入ると､伸びは大幅に低下し､全産業でみると増加幅はほぼゼロで推移しています｡

設備投資は､財務省｢法人企業統計調査｣でみると､前年同期比で､2001年10-12月期7.1%､

2001年ト3月期2.5%､4-6月期2.3%の増加と､生産関連指標とは異なり､まだプラスの伸

びを保っています(図表ト1-5)0

非常に厳しい雇用

失業率が2001年7月に戦後初めて5%に達するなど､雇用情勢は非常に厳 しい状況にあ

ります｡2000年までの景気回復が弱々しいものであったこともあり､失業率は､2000年5

月と8月の4.6%より低下することなく､2000年秋以降再び上昇を続けています｡有効求人

倍率をみると､2000年には緩やかな改善が続いていましたが､2001年に入 り再び悪化が

続いています｡製造業の所定外労働時間を厚生労働省 ｢毎月勤労統計調査(事業所5人以上)｣

でみると､2000年10月まで前月比でほぼ増加していましたが､11月以降は連続して減少

を続けています｡

低迷続く所得と消費

所得は､2000年までの景気回復においても総じて低い伸びで推移しました｡内閣府 ｢国

民経済計算｣でみると､実質雇用者報酬は､景気回復期前半の99年中は前年同期比で▲1%

程度のマイナスと､景気回復期であるにもかかわらず減少しました(後掲図表ト2-8)｡その

後2000年に入ると､2%程度の上昇に転じました｡総務省統計局 ｢家計調査｣によると､

勤労者世帯のの実質収入は､98年以降は99年に景気が回復しても前年同期比で▲2%程度

のマイナスで推移しています(後掲図表ト 2-9)｡さらに､厚生労働省 ｢毎月勤労統計｣で実

質賃金の動きをみると､99年中はマイナスで推移した後､2000年に入り一時約2% の伸び

を示しました(後掲図表ト2-9)｡ しかしその後は伸び率を低下させています｡

こうした所得の伸び悩みもあり､消費も総じて低迷して推移しました｡GDP統計でみ
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図表 ト1-5 設備投資の動向
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(注)財務省｢法人企業統計調査｣より｡
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図表 Ⅰ-1-6 新設住宅着工戸数
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ると､実質民間最終消費支出は､99年から2000年半ばにかけて前年同期比でならすと1%

程度の増加で推移しました(後掲図表ト2-8)｡ しかし､2000年半ば以降は伸び率が低下し､

ならすと横這いとなっています｡総務省統計局 ｢家計調査｣でみると､勤労者世帯の実

質消費は､ならすと前年同期比で98年以降▲1%程度の減少で推移しています(後掲図表ト2

-9)｡

やや弱含む住宅建設

新設住宅着工戸数は､ここのところ年間120万戸前後の水準で推移してきましたが､2001

年に入ってからはやや弱含んでいます(図表ト1-6)｡これは､これまで好調だったマンショ

ンの着工が落ち着いてきていることや､公庫持家の着工が大きく水準を下げていること

から､持家の建設が減少しているためです｡しかし､その一方で､2001年に入ってから

貸家の着工が増加 しており､住宅建設全般を下支えし､その大きな落ち込みを防いでい

ます｡

抑制基調の公共工事

公共工事を､国土交通省 ｢建設工事受注動態統計調査｣ の公共工事受注(大手50社)でみ

ると､96年以降総じて前年同期比で減少していることが分かります(図表ト1-7)｡景気て

こ入れを念頭置いた予算が組まれた99年に一時的に増加 した後､2000年以降再び減少基

調が続いており､公共投資が抑制的になっていることを示しています｡これは国だけで

はなく､地方においても同様であり､厳しい財政状況を背景に投資的経費を抑制する動

きが続いています｡

下落する物価

物価は下落傾向を続けています｡国内卸売物価を前年同月比みると､2000年初にわず

かながらも91年以来のプラスに転じました(後掲図表ト3-2)｡しかし､2000年後半には再

びマイナスに転じています｡消費者物価(除生鮮食品)をみると､99年から前年同月比で

マイナスが続いており､そのマイナス幅は次第に拡大しています(後掲図表ト3-1)｡さらに､

GDPデフレーターをみても同様の傾向となっており､94年以来前年同期比でマイナスが

続き､最近は▲2%程度のマイナス幅で推移しています(後掲図表ト3-3)0
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図表 Ⅰ-1-7 公共工事受注 (大手50社)
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(注)国土交通省｢建設工事受注動態統計調査｣より｡

図表 Ⅰ-1-8 国際収支
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減少した輸出

輸出数量を財務省 ｢通関統計｣でみると､まず､99年から2000年初にかけて前年同月

比で大きく増加したことが分かります(後掲図表ト2-1)｡しかし､2000年2月をピークに伸

び率は低下をはじめ､2001年に入ると減少に転じてしまいました｡地域別にみると､ア

ジア向けの輸出が大きく増加した後､2001年に入って下落に転じたことが特徴です(後掲

図表 Ⅰ-2-3)｡一方､輸入数量も景気の回復にしたがって増加していましたが､2000年半ば

から伸びは次第に低下してきています(後掲図表Ⅰ-2-1)｡

この間の国際収支をみると､99年以降輸出が好調に推移する一方､景気回復にしたがっ

て輸入も増加したことから､経常収支黒字は横這いで推移していました(図表Ⅰ-1-8)｡ し

かし､2001年に入って輸出の伸びが鈍ったことから､経常収支黒字は減少傾向にありま

す｡

同時に減速する世界経済

世界経済は､98年のアジア経済危機の影響を脱し､99年､2000年と高い成長を達成し

ました(図表Ⅰ-1-9)｡特に､アメリカは2000年に5%の成長を示し世界経済を牽引しました｡

しかし､アメリカ経済は､2000末から急に変調を来たし､2001年には不況に近い状況ま

で減速しています｡このアメリカの減速は世界全体に波及し､アジア､ヨーロッパとも

に景気が減速してきています｡さらに､2001年9月の同時多発テロによるアメリカ経済の

いっそうの落ち込みが懸念され ､それが世界経済全体のさらなる減速をもたらすことが

心配されます｡こうしたことから､2001年の世界全体の経済成長率は2000年よりも低い

ものになるとみられています｡

アメリカ経済は､企業部門の活動が大きく減速しており､失業率も上昇しています｡

一方､個人消費は弱まりながらも底堅い動きを示し､経済全体の落ち込みを下支えして

います｡今後の動向は､減税や利下げの効果がどの程度現れるかが鍵の一つです｡

ヨーロッパ経済は､アメリカ経済が減速した後も暫く堅調に推移していました｡しか

し､2001年半ばになると､アメリカ経済減速の影響が波及し､主要国の景気は鈍化し始

めています｡

アジアをみると､中国は､国内需要は堅調に推移しているものの､世界経済全体の減

速を受けて輸出が減少しているため､景気全体としては拡大テンポがやや鈍化していま
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図表 ト1-9 世界の経済成長率

1997 1998 1999 2000 2001 2002

世界全体 アメリカ ユーロ圏 一 一 一 アジアNIEs- - ･その他のアジア

(注)IMF`̀world Economic Outlook''より｡2001年､2002年はIMFの見通し｡

す｡韓国等その他のアジア地域では､アメリカ経済の減速が波及し､景気の減速がみら

れます｡
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第2章 脆弱性を露呈した景気後退

99年来の景気回復は､消費が低迷したままで推移し､遂に力強い回復を示すことなく

景気後退に至ってしまいました｡景気後退をもたらした要因としては､アメリカ経済の

減速を受けた輸出の伸びの減少､ITバブルの崩壊､消費の低迷､公的下支えの不足等が

指摘できます｡これらの要因を検討することによって､なぜ景気後退に転じてしまった

のか､その主たる要因を検証してみることとします｡

輸出減少が直接的原因

景気後退に至った直接的な要因としては､まず､輸出の伸びの低下があげられます｡

輸出数量を､財務省 ｢通関統計｣により前年同月比の動きをみると､2000年2月をピーク

に伸びが低下を始め､2001年に入るとマイナスに転じています(図表ト2-1)｡ 2000年に入っ

て円安が進んだため､輸出額の伸びの低下はより緩やかとなっているものの､伸びが低

下傾向にあることは同様です｡

輸出額を主要な輸出品目別に前年同月比でみてみると､電気機械や精密機械の伸びが､

2000年末から低下していることが分かります(図表Ⅰ-2-2)｡また､全体の輸出額は､ウエ

イ トの大きい電気機械の動きと基本的に並行して推移しており､今回の輸出額の伸びの

低下は､電気機械の輸出の伸びの低下に主因があるといえます｡

さらに､輸出地域別にみてみると､2000年後半から､アジア向けの輸出額の伸びが大

きく低下しています(図表Ⅰ-2-3)｡また､99年以来のアジア向け-の輸出額の伸びの推移

が､電気機械の輸出額の伸びの推移と類似していることが分かります｡このことは､2000

年半ばまでの輸出の増加とその後の伸び悩みという現象には､IT機器を中心とする電気

機械のアジア向け輸出が中心的な役割を果たしたことをうかがわせます｡

以上のように､景気後退にやや先行して2000年半ばから輸出の伸び悩みがみられまし

た｡それでは､輸出の伸び悩みが景気全体にどの程度の影響を及ぼしたのでしょうか｡

そこで､実質GDPに対する輸出の寄与を見てみることにします(図表Ⅰ-2-4)｡まず､99年

後半からの2000年にかけての景気回復期においては1%程度の寄与をしていたことが分か

ります｡これは､99年前半の公需による景気下支えからバ トンタッチを受けて､景気を

支える役割を果たしたことを示しています｡なお､このような純粋な輸出の寄与だけで
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図表 Ⅰ-2-1 輸出入の動向
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図表 Ⅰ-2-2 品目別輸出通関額 ー

遭一般機械 ･精密機械 一一一電気機械輸送用機械

(注)財務省 ｢通関統計｣ より｡
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図表 Ⅰ-2-3 地域別輸出通関額

前

年

同
月
比

(
%
)

20

前
年

同
期

比
寄
与
度

(
%
ポ

イ
ン

ト

)

総額 一･･･ 一 アメリカ向け - - -西欧向

(注)大蔵省 ｢通関統計｣ より｡

4

2

0

アジアNIEs向け ･- ･-ASEAN向

図表 I-24 実質GDPへの寄与度 (前年同期比)

♂ ～,b叩 専 ,bq ～,b叩 鄭 ㌔ ㌔ 専 叩

- 輸出 E正三】輸入 国 内需(うち公需)⊂=::コ内需(うち民需)I- ･実質GDP前年同期比伸び率

(注)内閣府｢国民経済計算｣より｡
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なく､輸出に誘発された生産や設備投資の波及効果も大きかったものと考えられます｡

輸出の寄与は､2000年内は半ばから緩やかに低下しつつも1%ポイント程度で推移して

いました.しかし､2001年に入ると一転寄与度は1-3月期0.2% ポイントのプラス､4-6月

期▲0.7%ポイントのマイナスと大きく落ち込みました｡これは､先にみられた､アジア

向けを中心とする電気機械の輸出の伸びの低下を反映したものと考えられます｡このよ

うに､2000年までの景気回復が元々輸出に牽引された面が強かったことから､輸出の伸

びの鈍化が景気を後退させる大きな直接的要因となったといえます｡この外需の鈍化の

背景としては､これまで高成長を続けてきたアメリカ経済の減速と､そのアジア地域-

の影響を指摘できます｡

深刻なITバブル崩壊の影響

99年から2000年にかけての景気回復期の特徴は､ITブームといわれた現象が起きたこ

とです｡その背景の一つには､アメリカが90年代に長期の好景気を持続できたのはIT革

命を実現したからである､という見方が急速に広がったことにあります｡しかし､それ

とともに､99年からの景気回復過程において電気機械等のIT関連産業の伸びが高かった

こともITブームをもたらした要因でした｡このため､日本も巧くIT革命の波に乗ること

ができれば､長期の成長を続けることが可能になるとの期待が高まりました｡しかし､

実際には､2000年末頃から景気後退局面に入り､電気機械産業の生産､投資も落ち込み､

こうした期待は実現しませんでした｡

この間にIT関連業種がどのような動きを示したかを､設備投資の動向からみてみるこ

とにします｡まず､内閣府 ｢機械受注統計｣ より､機械受注を前年同月比でみると､IT

関連業種といえども基本的に景気循環にしたがって動いており､景気拡大期には増加し､

景気後退期には減少していることが分かります(図表ト2-5)｡ただし､全体の機械受注の

変動に占めるIT関連業種の寄与度は次第に高まってきています｡特に2000年までの景気

回復期においては､機械受注(船舶･電力を除く民需)の増加の半分程度の寄与を示しました｡

また､IT関連業種を､外需の影響も強く受ける電気機械と基本的に国内需要に依存する

通信+情報サービスに分けると､2000年までの景気回復期においては､外需に支えられて

電気通信の寄与が高かったことが分かります｡しかし､外需の伸びが低下した2000年末

からは､電気通信はマイナスの寄与を示すようになっている一方､この間もIT関連の国

内需要に支えられて､通信+情報サービスは堅調に推移していることが注目されます｡
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このように､今回の景気回復期においてはIT関連製品に対する外需の影響が大きかった

ことがいえます｡

生産の動向をみてみても､同様の傾向がみてとれます｡業種別の生産指数をみると､2000

年までの景気回復期においては電気機械が従来以上に景気を牽引し､その伸びの低下と

ともに全体の生産も低下したことが分かります(図表ト2-6)｡ さらに､電気機械の内訳を

みると､民生用電気機械の生産は横這いで推移する中で､IT関連である集積回路､通信

機械そして電子計算機が高い伸びを示しています(図表ト2-7)｡ このように､生産面から

みても､2000年までの景気回復期にはIT関連の品目が大きな役割を果たしたことが分か

ります｡そして､2000年後半以降､IT関連である集積回路､通信機械そして電子計算機

はいずれも伸びを大きく低下させました｡このような動きは､これまでみてきた輸出の

動向や設備投資の動向を考え合わせると､基本的にアジア向けを中心とするIT関連製品

の輸出の増減に対応した変動であったと考えられます｡

以上のように､今回の景気回復期の特徴の一つとされたITブームは､国内で自律的に

生まれてきたものというよりも､アジアを中心とするIT関連製品に対する外需に支えら

れた面が強かったといえます｡さらにいえば､アジアにおけるIT需要の背景にある､ア

メリカの旺盛な需要に支えられていたといえます｡

こうしたことから､ITブームが去った後ITを過小評価する動きもみられます｡しかし､

設備投資の動向にみられるように､中長期的な視点に立てば､IT関連業種の影響力は着

実に高まってきていることも事実です｡したがって､今回の景気後退によってITそのも

のが意味がなかったと考えるのは間違いです｡今後も､中長期的な観点からみて最も重

要な産業として積極的に取り組んでいくことが必要です｡

低迷続ける消責

99年からの景気回復期においても消費は低迷しました｡GDP統計でみると､前年同期

比で1%程度と低い伸びで推移し､総務省統計局 ｢家計調査｣でみると､実質消費は景気

回復期であるにもかかわらず前年同期比でマイナスで推移しました(図表Ⅰ-2-8及び図表ト2

19).このような消費低迷の原因としては､まず所得の低迷が考えられます｡もし､消費

性向がそれほど変化していないならば､所得の低迷は消費の低迷に結びつくことになり

ます｡そこで､所得と消費の関係をみてみることとします｡まず､GDP統計でみると､90

年代前半は実質雇用者報酬と実質消費はほぼ同じ伸び率で推移していました★3｡しかし､
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図表 ト2-5 IT関連業種の設備投資

前

年

同
月

比

(%
)

前
年
同
月
比

(
%
)

♂ 約 や♂ 押 ♂ 鮮 ♂新 約 や♂ ♂即 鮮 ♂節 約 や♂ 押 ♂

裾納 電気機械の寄与度 ■■■『通信+情報サービスの寄与度

＼W IT関連業種(前記3業種)以外の寄与度 - 民需(船舶･電力除く)伸び率

(注)経済企画庁｢機械受注統計｣より｡

図表 Ⅰ-2-6 業種別生産指数

定 や '･言

s撥 SS等bq簸敦 :芸格 等,S纏 事 肇 SbmS焼 縛 等bqを忘練 :qSiS磯 縛 SOS埠 事 #33i S埠 唐 33#bq

総合 暮 一 一鉄鋼
輸送機械 --;:;:;:;-北 学 - - ･繊叫

(注)経済産業省 ｢鉱工業生産指数｣ より｡

★3 ｢雇用者報酬｣ は､2000年にGDP統計が改訂された時に､これまでの ｢雇用者所得｣ の名称を変

更したものです｡
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図表 ト 2-7 品目別電気機械生産指数

I - , :∴ ∴ 二二I----==q
Ll
＼

遜SSiS磯縛等qS嬢:qSbQSSb等を栗q芸事等S嬢SE纏等を粟qE輝忘GS癌sSsbsS#SS唐 ;GS#9

(注)経済産業省 ｢鉱工業生産指数｣より｡

図表 ト 2-8 所得と消章 (sNA統計)

前
年
同
期
比

(
%

)

.AQ ,:q9qQ ,芸0 ,3# A,q.qa嫁 A,q:簿 A,qeqo#1,:q9q# ,̂q:##1,3##̂,q34 ,3AQ ,q:武 ?##̂,q:##1,:q9q# ,q:武 芸#̂,qnSQ ,59

実質民間最終消費支出(93SNA)- - 一 実質雇用者報酬 - - ･実質民間最終消費支出(68SNA)

(注)内閣府｢国民経済計算｣より｡
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90年代後半には必ずしも同じように変化をしているとは言い切れません｡99年には実質

雇用者報酬が低下する一方で､逆に実質消費は1-2%の増加を示しており､2000年には

実質雇用者報酬がプラスに転じたものの､逆に実質消費の伸びはやや低下しています｡

次に､｢家計調査｣をみてみると､基本的に実質消費は実質実収入の動きと同じ動きをし

ていることが分かります｡このことから､99年から2000年にかけて､実質実収入の低い

伸びが実質消費を抑制したことが窺えます｡さらに､厚生労働省 ｢毎月勤労統計調査｣

の実質賃金の動きをみると､99年までは ｢家計調査｣の実質実収入とほぼ同じ動きをし

ていました｡しかし､2000年をみると､｢家計調査｣の実質実収入が低下基調で推移して

いる中で､｢毎月勤労統計調査｣では実質賃金はプラスに転じました｡

このように､99年年からの動きは統計によって傾向がやや異なることから､単純に解

釈することが難しくなっています｡｢家計調査｣に従えば､消費低迷の原因は所得の伸び

悩みであるという解釈ができます｡しかし､GDP統計に従うと､必ずしもそう言えない

面もあります｡｢毎月勤労統計調査｣は両者の中間であり､2000年半ばを除けば消費と所

得は同じような動きを示しています｡所得が増加 しても消費が増加しないことは､消費

性向が低下していることを意味します｡幾つかのデータでそのような現象が起きている

時期も観察されることは､消費の低迷の要因として所得の低迷以外の要因も働いている

ことが示唆されます｡

そこで､次に､所得の源泉である人件費の動向を､企業側の財務統計からみてみるこ

とにします｡財務省 ｢法人統計調査｣で人件費の推移をみると､今回の景気回復期の経

常利益と人件費を合わせた額の前年同期に対する増加幅をま､過去の景気回復期と同じ程

度の規模であったことが分かります(図表Ⅰ-2-10)｡しかし､その内訳をみると､過去とは

異なり､増加幅のほとんどは経常利益に分配され､人件費はむしろ減少気味であること

が分かります｡このように企業の財務統計からみると､人件費は厳しく抑制されたこと

が分かります｡こうした動きの背景には､景気回復期であるにもかかわらず､厳しいリ

ス トラの一貫として賃金が抑制されたためであると思われます｡このように､企業財務

側の統計からは､所得の伸びが抑制され続けたことがいえます｡

以上のように､細かくみていくと統計によって解釈が難しい面があります｡しかし､

全体の基調という観点からみれば､いずれの統計をみても､実質賃金や実質収入は､低

下かせいぜい1%程度の低い伸びで推移したのであり､景気回復期に係わらず総じて低迷

していたとみることはできるでしょう｡したがって､このように景気回復期であるにも
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かかわらず基調として賃金や収入が低迷していたことが､消費を抑制する要因の一つと

なってきたことは間違いないものと考えられます｡さらに､賃金や収入が低迷の背景に

は､厳しいリス トラの一貫として人件費の伸びが抑制されたためであることも事実でしょ

う｡そして､こうした動きが底流としてあったために､景気全体の足腰が弱く脆弱なも

のであり続けたものと考えられます｡

弱い財政による下支え

景気が回復するにつれ､累増している国債残高に対する批判が高まり､次第に財政再

建に比重を移すよう求める声が強まりました｡このため､財政による景気支持のスタン

スは弱められることとなりました｡こうした動きは､GDP統計からも見て取れます(前掲

図表 ト2-4)｡今回の景気回復期の初期である99年7-9月期までは､公的需要による景気下

支えが大きな役割を果たしたことが分かります｡しかし､その後は実質経済成長率に対

する寄与はほぼゼロであり､基本的に2000年度においては財政政策は中立的に推移して

きたことが分かります｡

脆弱性に大きな問題

以上をまとめると､今回の景気後退に至ってしまった原因は､どのように考えられる

でしょうか｡まず､直接的な原因として､アメリカ経済の減速を背景とする外需の低迷

が大きかったといえます｡しかし､それとともに､消費の低迷にみられる基調としての

景気の脆弱さを指摘できます｡消費の低迷の背景としては､厳しいリス トラが継続され

たことが大きな要因として働いたといえます｡その他､消費性向を低下させる要因も働

いていました｡99年から2000年にかけての景気回復期には､基調が弱い中でも､アジア

向けを中心とするIT関連機器-の外需が盛り上がり､ITブームが一時高まり､基調の弱

さを打消すかのようにみえました｡しかし､アジアの需要をもたらしていたアメリカ経

済が減速し､外需が弱まるとともにITブームは去り､さらに財政政策が中立的なものに

変わる中で､再び基調の弱さが露呈してきたといえるのではないでしょうか｡したがっ

て､景気後退入 りの直接的原因は外需の鈍化であるといえますが､その影響を吸収でき

なかった基調としての景気の弱さにも大きな問題があったといえます｡そして､その背

後には､98年度以降名目GDPが減少を続けているという大きなデフレ問題が潜んでいま

す｡
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図表 ト2-9 所得と消費 (毎月勤労統計及び家計調査)
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(注 )厚生労働省｢毎月勤労統計｣及び総務省統計局｢家計調査｣より｡

図表 ト2-10 経常利益と人件費の増加幅
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(注)財務省｢法人企業統計季報｣､内閣府｢国民経済計算Jより｡｢法人企業統計季報｣の値をGDPデフレーターにより実質化｡
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第3章 デフレをもたらしているもの

物価の下落が続いています｡99年から2000年にかけての景気回復期においても､物価

は基本的に景気に係わらず下落を続けています｡さらに､名目金利がほぼゼロに張り付

く状況が続いても､デフレは止まりません｡こうした､主要国を見回しても戦後かつて

ない現象は何故起きているのでしょうか｡その背景を探ってみることとします｡

(1)いつまでも続く物価の下落

消費費者物価指数(生鮮食品を除く総合)を前年同月比でみると､98年半ばからマイナスか

横這いが続いています(図表ト3-1)｡ さらに､99年末からマイナス幅が拡大を続けていま

す｡消費者物価の内訳をみると､商品(生鮮食品を除く)､サービス(持家の帰属家賃を除く)とも

に下落を続けています｡商品は98年以前から下落傾向にありました｡景気回復期もプラ

スに転じることなく､マイナスで推移し続けています｡特に最近時点は､98年の時と同

じような下落となっています｡こうした下落の背景には､安価な輸入品の増加や生産コ

ス トの低下に基づく物価下落という側面とともに､消費財に対する需要が基調として依

然弱いことがあります｡サービスの価格もマイナスで推移していることは､人件費の伸

びが低く抑えられていることを反映しているといえます｡

次に､卸売物価を前年同期比でみてみると､国内卸売物価は､金融危機により景気が

悪化した98年に大きく下落した後､99年に入って景気が回復するに従い下落幅を縮小し

ていき､2000年前半には91年以来のプラスに転じました(図表ト3-2)｡このことから､日

銀は需給悪化による物価下落は解消されたと判断し､2000年夏にゼロ金利を解除するこ

ととしました｡しかし､2000年後半に景気が弱まるに従い､国内卸売物価は再び下落に

転じました｡このように､一時的にプラスとなる時期もあったものの､基調としては下

落が継続していたといえます｡なお､企業向けサービス価格をみても､この間一貫して

下落し続けました(図表ト3-2)0

GDPデフレーターでみても､同様に下落が続いています(図表Ⅰ-3-3)0 99年から下落幅

が大きくなっており､さらに､それは消費者物価より大きく▲2%近い下落となっていま

す｡以上のように､いずれの指標をみてもデフレが進行していることが分かります｡
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図表 Ⅰ-3-1 消費者物価
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(注)総務省｢消費者物価指数｣より｡2000年7月より平成12年基準｡それ以前は平成7年基準｡

図表 Ⅰ-3-2 卸売物価及び企業向けサービス価格
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(注)日本銀行資料より｡97年4月の消費税率引上げの影響を調整｡
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さて､デフレは資産の価格においてより激 しくなっています｡(財)日本不動産研究所

｢市街地価格指数｣により､バブル以前の85年の地価を基準としてみてみると､全国の商

業地の地価は､91年に2倍近くに上昇した後下落を続け､2001年には85年の8割程度の水

準にまで低下しています(図表I-3-4)｡東京の商業地は､91年に3倍にまで上昇した後下落

を続け､現在は同じく8割程度の水準となっています｡住宅地の変動は商業地に比べれば

小さかったものの､91年以降下落を続け､現在85年の1.2倍程度となっています｡この間

名目GDPは約1.6倍となっていることから考えると､地価の下落は､実質的には上記の下

落率以上に大きかったといえます｡

さらに､資産価格の下落としては､株価の下落も非常に大きなものがあります｡東証

株価指数 (TOPIX)でみると､89年末の株価と比較 して2001年7月には約40%の水準にまで

落ち込んでいます(後掲図表Ⅰ4-14)0

(2)なぜ物価は下落するのか

物価と貨幣供給量

物価は､経済全体の総需要と総供給とによって決定されると考えられます｡ここでは､

貨幣供給量との関係でみてみます｡物価は､モノのバスケットの値段であると同時に貨

幣の価値を示すものであり､長期的には貨幣供給量の伸び率と密接な関係を持っている

と考えられています｡例えば､貨幣の量が増加すれば､商品の量に比べて貨幣の量が多

くなり､商品の価値に比べて貨幣の価値が低下します｡貨幣の価値の低下は､すなわち

物価が上昇することを意味しています｡このように､基本的に貨幣の流通速度など他の

事情が等しければ物価は貨幣の量に比例していると考えることができます｡

そこで､まず､貨幣供給量の動向を､代表的な指標であるM2+CDの実質GDPに対す

る比率でみると､前年同期比で90年代前半は低い伸びとなっていましたが､90年代後半

に一時6%を越えるなど高い伸びを続け､下落する物価上昇率とは対照的な動きを示して

いることが分かります(図表Ⅰ-3-5)｡このように､年々の物価変動は､M2+CDで示され

る貨幣供給量の伸びに単純に比例しているわけではなく､それ以外の要因(貨幣の流通速度)

によっても大きな影響を受けていることが分かります｡

貨幣供給量の内訳をみると､流動性の高い現金通貨と預金通貨は大きく増加 している-

ド
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図表 I-313 GI)Pデフレーター
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(注)内閣府｢国民経済計算｣より｡97年4月消費税引上げ調整済み｡

図表 ト3-4 市街地地価
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図表 Ⅰ-3-5 貨幣供給量と物価
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図表 ト3-6 貨幣供給量
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方､流動性の低い準通貨は減少気味に推移しており､対照的な動きとなっています(図表

ト3-6)｡こうした傾向は､90年代に金利が大きく低下し金融緩和基調で推移したために､

流動性が増加 したことを示しています｡流動性が増加 しても準通貨が減少していること

から､日銀のコントロールできるベースマネー(日銀券､日銀当座預金など)が増加しても､貨

幣供給量が増加 しにくくなっていることが考えられます｡そこで､ベースマネーに対す

るM2+CDの比率である信用乗数をみると､ベースマネーに比較して貨幣供給量の伸びが

低かったため､バブル崩壊以降一貫して低下しています(図表Ⅰ-3-7)｡このことから､日

銀が金融緩和を進め､大幅にバースマネーを増加させても､信用創造の増加に結び付き

難くなってきていることが分かります｡

このように､ベースマネーを増加させても､銀行の貸出等を通じた信用創造に結びつ

かず､貨幣供給量が増加しない状況にあるといえます｡

物価と貨幣需要

総需要が増加しないために貨幣の取引需要が弱いとすれば､そのことが､貨幣量と物

価の関係に影響を与えている可能性が考えられます｡そこで､投資需要と関係が深い貸

出と物価との関係を､貸出の実質GDPに対する比率でみてみます｡貸出の実質GDPに対

する比率は､80年代のバブル期には物価と無関係にみえますが､90年代においては､貸

出の低迷と物価の低下はほぼ同じように動いています(図表ト3-8)｡なお､バブル期には､

実物経済との関連が低い不動産投機のための貸出が増加 したと考えられることから､金

融､不動産､建設向けを除いた貸出でみてみると､貸出の実質GDPに対する比率は､物

価上昇率と似たような動きで推移しています｡

貸出の実質GDPに占める比率の変化率と物価上昇率が同じような動きを示しているこ

とは､物価が投資と関連した貨幣需要に比例して動いていることを示しているものと考

えられます｡投機的な貨幣需要を除き､実際に取引に必要な貨幣量､つまり貨幣の取引

需要量は､貸出に比例していると考えることもできます｡

デフレの理由

さて､現在､物価が貸出によって代表される貨幣の取引需要量によって決まっている

とすると､貨幣の供給量を増やしても､総需要の喚起につながらなければ､物価は変化

しないことになります｡それでは､貨幣の取引需要量を上回る貨幣の供給によって増加
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図表 Ⅰ-3-7 信用乗数
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(注)日本銀行資料より｡信用乗数-M2+CD/マネタリーベース

図表 Ⅰ-318 貸出と物価
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(注)内閣府｢国民経済計算｣及び日本銀行｢国内銀行銀行勘定｣より｡
業種別貸出は､93年第一四半期までは全国銀行(当座貸越を除く)､
94年第-四半期以降は国内銀行ベース｡
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した流動性は､物価を上昇させることもなく､どうなっているのでしょうか｡それらは､

そのままいわば "箪笥預金"のように､何の働きもせず死蔵 されていると考えられます

★4､5｡つまり､貨幣の流通速度の低下を意味します｡

それでは､需要量を上回 り死蔵 されるほどの貨幣が供給されているのに､何故貨幣-

の信頼が低下し､インフレにならないのでしょうか｡その一つの解釈 として､人々が､

日銀が現在行っている金融緩和政策を､景気対策によってやむを得ず実施 している一時

的なものと判断し､永続的なものではないと判断している可能性を指摘できます｡もし､

長期的には日銀は貨幣価値維持のための政策を高い確率で堅守できると多くの人々が予

想すれば､将来を見通 した上での人々の行動は､足元の金融緩和にもかかわらず､予想

される将来の日銀の引締め政策を念頭に行われることが想定できます｡その場合は､貨

幣-の信頼の低下はなかなか起こりがたいことになり､インフレ期待も醸成されません｡

さて､仮にこの考え方が正 しいとしても､次の疑問が湧いてきます｡貨幣-の信頼が

低下せず､インフレ期待が存在 しない状況においては､貨幣供給量を増やす と､実際に

必要 とされる貨幣需要を上回ってしまいます｡これは､先にみたように現在 日本で起き

ている現象 と考えられます｡その場合には､金利の低下を通 じて投資や貸出が増加 し､

貨幣の取引需要も増加することによって､物価上昇の方向に向か うことが考えられます｡

しかし､現在の日本では､名 目金利がゼロ金利 となっても貨幣の取引需要が増加せず､

貨幣がいわば使用されず滞留 しています｡こうした現象は何故起きているのでしょうか｡

その一つの解釈 として､人々が将来経済規模が縮小する(あるいは低い成長率にとどまる)と予

想 している可能性を指摘できます★6｡簡単にい うと､将来経済規模が縮小する(あるいは低

い成長率にとどまる)と見通されるために､それに合わせて消費も投資も縮小させ(あるいは伸

びを低め)てきているとい う見方です★7｡ いくら流動性が増加 し､貨幣が滞留 したとして

も､人々が将来の経済の姿を考えて長期的視点に立って行動すると､将来低い経済水準

★4 このことは､ケインズ経済学の見方に立てば､流動性選好が無限大となる ｢流動性の民｣に陥っ
ていることを示していると解釈できます｡
★5 ただし､文字どおりに ｢箪笥預金｣として ｢死蔵｣ されているわけではなく､最終的には銀行に
よる国債の購入を通じて公的部門が使用しています｡したがって､正確に言えば､民間部門の中で貨幣
が回らず滞留しており､やむを得ず使われない貨幣を公的部門が代わりに使っているということになり
ます｡そして､その公的部門で使われたお金が､民間部門で回転していないことが問題です｡

★6 クルーグマン(Kmgman,Paul)MIT教授の論文 ｢日本の畏(Japan'sTrap)｣(1998年)の中で､こうし
た考え方が指摘されています｡
★7 長期的にみて将来の経済水準が低いレベルにとどまると予測するならば､そこに至る各年の成長
率も低いものになると予測されることになります｡
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が予測されるのに､一時的に投資や消費を大きく増加させる人は少ないものと考えられ

ます｡したがって､現在､日本において､貨幣供給量が増えても､実際に必要とされる

貨幣の需要量は変化せず､余った貨幣が滞留してしまうという現象が起きているのは､

人々が日本経済の将来に対して非常に悲観的になっているためである可能性を指摘でき

ます｡

(3)物価下落の悪影響

物価の下落が継続することで､経済にさまざまな悪影響が及ぶことが指摘されていま

す｡その中で重要な問題として､物価の下落が続くことで､売上げが名目上減少するな

どから心理的に負の作用が働き､景気の認識を冷え込ませることを指摘できます｡企業

経営などは主として名目値で判断されているケースが多いといえます｡このような作用

が強く働くと､物価の下落と不況が加速度的に進行する所謂デフレスパイラルに陥り､

不況がいっそう悪化する可能性があります｡物価の下落の影響としては､このように景

気心理を冷え込ませることが最も大きな問題であると思われます｡

一方､物価の下落による直接的な悪影響も幾つか指摘されています｡以下では､その

中から幾つか指摘されている問題点を取上げてみます｡

まず､物価の下落は､名目値で決められている債務の負担を重くするということが指

摘されています｡物価の下落が予想外のものであれば､債務の負担を重くすることは確

かです｡一方､予測されるのであれば､物価の下落と歩調をあわせて名目金利も低い水

準になるため､その分だけ債務-の影響は緩和されることになります｡つまり､将来物

価が下落することを織 り込んだ低い金利で借り入れるとすると､元利返済にかかる債務

負担は実質金利に依存することになります｡予想した以上にデフレになるほど実質金利

が高くなり債務負担は高くなります｡そこで､借入金利子率から物価上昇率を引いた事

後的に計測される実質金利をみてみます(図表Ⅰ-3-9)｡もし借入金利を決めた時に織り込

んだ以上に実際の物価が下落したとすれば､予想したよりも実質金利は高くなり､企業

の債務の負担が重くなっていることが考えられます｡最近の実質金利の動向をみると､

長期的にみると､90年代は80年代よりもむしろ総じて低くなっていることが分かります｡

このことは､90年代には借入金利子率に織り込んだ以上に大きく実際の物価が下落した

わけではないことを示しています｡しかし､97年頃まで低下していた実質金利が､デフ
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図表ト3-9 実質金利

0I=LJ■■L111■-LLl)L-■■■=■LI■=--■■JLLr..■LJ.''Ll■■■LJLJl'JLALL■I■-1J=L=■'J■l■■1'L.

sTSi&'jbqq夢を'lbqQ済藍'毒qSh藁を'lbqq毒bBuを'lbqQ済&'lbq等qbhs壷&'lbqQ済&'lbqQ済&'lbqQ済&'lbqQ毒Blq違&'lbqQ夢を'毒毒qNhq轟&'lbq等qsh蓋を'lbqQ毎造'葛qbhq壷&'毒bhaqB'lbqQ済&'毒毒bhq壷&'毒毒nhg壷&'毒bBhs壷&'nyb墓参'bq

』岳 借入金利子率一消費者物価(除生鮮)(前年同期比)- - ･借入金利子率-GDPデフレーター(前年同期比)

(注)内閣府｢国民経済計算｣､財務省｢法人企業統計調査｣及び総務省統計局｢消費者物価｣より0
借入金利子率は､支払利息･割引率/(金融負債(=長短借入金+社債+受取手形残高)期初期末平均)*4*1000
消費者物価とGDPデフレーターは消費税調整済み｡消費者物価は､2000年7-9月期より平成12年基準｡

レに伴い98年頃から上昇に転じていることは､債務負担が高まっていることを示してお

り､注意する必要があります｡また､個々の債務者についてみると､例えば､デフレに

なる前の90年代前半に､相対的に高い物価上昇率を想定して固定金利で長期の借入を行っ

ている場合には､その債務の負担はデフレによってより重いものになります｡さらに､

期待デフレは､総需要曲線を左下にシフトさせ､生産の下落とデフレの進行を促進する

方向に働くことにも注意しなければなりません｡

また､物価の下落は名目的な売上高の減少をもたらす一方で､人件費等の名目的な費

用は固定されているので､利益を圧迫することになるという見方もあります｡そこで､

売上高経常利益率をみてみると､物価上昇率とはほとんど無相関で､むしろ売上高で示

される景気の変動とより連動していることが分かります(図表Ⅰ-3-10).例えば､99年から

2000年の景気回復期には､デフレであるにもかかわらず高い利益率を保っていました｡

したがって､指摘されるような､物価の下落によって利益率が低下するというような現

象は､現時点では起きているとは言いがたいと考えられます｡

さらに､物価の下落には消費の延滞効果があることが指摘されています｡つまり､将
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図表ト3-10 物価と企業収益
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(注)内閣府｢国民経済計算｣､財務省｢法人企業統計調査｣より｡実質売上高は売上高/GDPデフレータ ー

来価格が下がると予想されている場合には､現在購入するよりも将来購入する方が有利

となると多くの人が考えるとすると､現在の消費は減少することが考えられます｡こう

した現象は､例えば食料品のように貯蔵が難しい晶よりも､資産的要素の強い耐久財の

方により強く現れることが考えられます｡こうした現象を正確に把握するためには計量

的な分析が必要ですが､ここでは簡便な方法として､家庭電化製品の総消費に占めるシェ

アをみてみます｡そのシェアは､長期的にコンスタントに低下しており､必ずしも近年

の物価低下との明確な関連を指摘することはできません(図表Ⅰ-3-ll)｡しかし､これは､

総消費に対するサービス消費のシェアが長期的に高まっていることを背景に､家庭電気

製品の消費のシェアが長期的に小さくなる傾向を持っているためと考えられます｡そこ

で､サービス等を除き､主要な財に占める家庭電気製品の消費のシェアをみると､長期

的にほぼ一定の水準で推移している中で､デフレ傾向が強まった90年代後半にシェアが

やや低下していることが分かります｡したがって､90年代後半にデフレによる消費遅延

効果があった可能性を指摘できます｡ただし､低下幅はわずかでしかないことから､計

測誤差や､その他の要因が働いている可能性もあります｡例えば､景気低迷の影響を受

売
上
高
経
常
利
益
率

(
%

)
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図表 Ⅰ-3-11 消費に占める家庭用耐久財のシェア
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(注)総務省統計局｢家計調査｣及び｢消費者物価指数｣より｡主要財消費は､食料品+家具家事用品+被服及び履物｡

図表 Ⅰ-3-12 実質賃金
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(注)内閣府｢国民経済計算｣､厚生労働省｢毎月勤労統計調査｣及び総務省統計局｢労働力調査｣より｡

｢
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けているかもしれません｡いずれにせよ､土地等の資産と異なり､資産的性格を有する

とはいえ家電製品はいずれ数年から10年以内には買い換えなければならないので､物価

の下落が長く続けばその消費遅延効果は次第に小さくなっていくことが想定されます｡

次に､名目賃金は変化が緩やかなので､物価の下落は実質賃金を高止まりさせるとい

う見方について検討してみます｡ただ､実質賃金は経済成長に伴って増加するので､単

純に過去と比較して考えるわけにはいきません｡そこで､ここでは実質賃金の動きを一

人当りGDPの動きと比較してみることとします(図表 Ⅰ-3-12)｡両者の前年同期比をみると､

90年代には､ほぼ一致した動きを示しており､デフレが強まった90年代半ば以降におい

て､実質賃金が実質GDPとは独立に高い伸びを示している､あるいは実質GDPが低下し

ても実質賃金は低下しないようにはみえません｡なお､バブルの頃は実質GDPの方が高

い伸びを示していましたが､これはこの時期法人所得が大幅に増加したためであると思

われます｡このように､実質GDPとの比較においてみると､デフレによって､経済実態

と掛け離れて実質賃金が高止まりしているとは言いがたいといえます｡なお､失業率が

高いこと自体が実質賃金が均衡値よりも高いことを示している､という考え方もありま

す｡しかし､失業の発生には､実質賃金以外のさまざまな要因も大きな影響を与えてい

ると考えられることから､失業率のみから実質賃金の水準について明確なことをいうこ

とは難しいと思われます｡

最初に述べたように､物価の下落が続くことは､心理的に景気を冷え込ませる可能性

が高く､この点が非常に大きな悪影響であると考えられます｡さらに､現在の日本経済

で想定されるように､実質金利がマイナスでないと均衡しないような経済状況では､名

目金利はゼロ以下になりませんので､物価の下落が続くことは不況からの脱出を困難に

しています｡

また､ここでは取上げなかった資産価格の下落の影響がいっそう重要な問題です｡先

にみたように､資産価格の下落幅は､物価の低下幅よりも遥かに大きく､銀行や企業の

バランスシー トによりいっそう深刻な影響を与えていると考えられます｡
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2001年に入ってから不良債権問題が再び注目を浴びています｡もっとも､不良債権問

題はバブル崩壊後10年以上にわたって繰 り返し指摘されてきた問題です｡それが再び大

きくクローズアップされることとなった背景には､外需に支えられたITブームが潰えた

後､あらためて日本経済の脆弱性が表面化し､それをもたらしている要因の一つとして

不良債権問題が再び注目されるようになったためと思われます｡特に小泉政権が2001年6

月に打ち出した ｢骨太の方針｣において､構造改革の柱として不良債権の最終処理を2-3

年以内に行 うと表明し､それをサミット等の場で国際公約としたことから､大きな議論

を呼び起こすこととなりました｡

しかし､このような政治的な注目度の問題だけでなく､実態的にも金融機関に対する

不安感が再び強まってきたことも大きな要因となっています｡2000年に入ってから株価

は下落を続け､日経平均株価でみると2001年夏以降何度もバブル後最安値が更新されま

した｡株価の下落は､銀行の株式含み益の減少をもたらし､不良債権処理のための原資

を大幅に減少させます｡このため､銀行の体力が消耗し､不良債権の重みに耐えられな

くなるのではないかという懸念が広がりました｡また､景気後退は､新たな多額の不良

債権の発生をもたらすことが予想され､このことも銀行経営-の不安感を高めることと

なりました｡さらに､金融庁によって公表されている不良債権額が過小ではないかとい

う不信感が､こうした銀行-の不安感を増幅している面があります｡

そこで､以下では､不良債権の実態､不良債権が経済に与えている影響､さらには不

良債権の処理の進め方について詳しくみていくこととします｡

(1)依然巨額な不良債権

2001年3月における不良債権額は､金融庁の公表した金融機関の自己査定結果でみると､

第三分類(破綻懸念先)と第四分類((実質)破綻先)を合わせたもので総与信額の0｡5%程度､そ

れらより危険度の低い第二分類(要注意先)を含めると総与信額の1割強となっています(図

表Ⅰ4-1)｡第三分類(破綻懸念先)と第四分類((実質)破綻先)は､額も少なく､また引当等の手

当てもほぼ済んでいるので､不良債権問題が深刻な問題であるかどうかは､.第二分類(要
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図表11-1 金融機関の自己査定による不良債権 (2001年3月期)
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長信銀･
信託等
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日実額:第二分類(要注意先) }実額:第三分類(破綻懸念先)

E]実額:第四分類((実質)破綻先) 口構成比:第四分類((実質)破綻先)

田構成比:第二分類(要注意先) 中構成比:第三分類(破綻懸念先)

(注)金融庁資料より｡

構
成
比

(
%

)

注意先)が実際にどの程度のリスクを持っているのかという判断によって決まってきます｡

ただし､現在､銀行の自己査定は甘いのではないかという疑念が強まっています｡さら

に､今後資産価格がいっそう下落し､景気の悪化が続けば､不良債権額がさらに増加す

ることになり､銀行の体力が消耗し､銀行の自己資本の不足､つまり債務超過という事

態が起きる可能性も指摘されています｡いずれにせよ､内外の信頼が得られるようなよ

り正確なディスクロジャーが求められているといえます｡

次に､過去の不良債権処理額をみると､95年以降毎年10兆円前後の処理を行っている

にも係わらず､リスク管理債権(自己査定の第二～四分類よりやや狭い不良債権の概念)が一向に減

少していないことが分かります(図表Ⅰ4-2)｡これは､景気の低迷によって､不良債権が

新たに発生し続けていることや､査定をより厳格にすることを迫られたためであると考

えられます｡このように､90年代を通じて大きな不良債権が存在し続けており､不良債

権問題は依然として解決されていません｡

なお､この間の不良債権の処理方法をみると､必ずしも引当金の計上という間接償却

に偏っていたわけではなく､間接償却と同じ程度､企業の清算等を伴 う直接償却も行わ
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図表 Ⅰ4-2 全国銀行の不良債権処分損
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(注)金融庁資料より｡

れてきていることも指摘できます｡

(2)不良債権はなぜ経済全般に悪影響を及ぼすのか

不良債権問題は､しばしば日本経済の長期低迷の主犯として指摘されます｡しかし､

実際にどのような悪影響を経済に及ぼしているのかは､必ずしも明らかになっていませ

ん｡大きく分けると､次の二つの見方があると思われます｡一つは､銀行サイ ドに注目

する見方で､多額の不良債権を抱える銀行が､リスクを小さくするために貸出を抑制し

ているという見方です｡つまり､いわゆる ｢貸し渋り｣が起きており､それが設備投資

の抑制を通じて経済全般に悪影響を及ぼしているという考え方です｡もう一つの見方は､

企業サイ ドに注目する見方で､企業が稼動していない資産に対する多額の債務を抱えて

いることによる非効率性を指摘する見方です｡つまり､不良債権は､稼動していない設

備等の資産､ひいては非効率な企業の残存を意味していると考え､それが経済全体を低

迷させていると考えます｡なお､こうした非効率な設備を抱える企業が新たな借入を受
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けられなくなる､という制約に着目する見方もあります｡

こうした見方は果たして妥当なのか､まず､銀行サイ ドの見方､つまり ｢貸し渋り｣

の問題から検討し､次いで不稼動資産の問題をみてみます｡こうした検討を受けて､不

良債権問題の本質を探っていくこととします｡

｢貸し渋り｣が問題か

｢貸し渋 り｣が実際に起きているか検証するために､最初に銀行の財務状況を検討する

こととします｡銀行の資産構成をみてみると､貸出が約6割を占め､次いで､国債､株式

の順となっています(図表Ⅰ4-3)｡時系列でみると､99年以降貸出の比率が低下する一方､

国債の比率が急上昇していることが大きな特徴として指摘できます｡

銀行が貸出から国債に資産をシフトしていることは､どのような動機によるのでしょ

うか｡もし､90年代後半以降､国債の利回りが貸出金利に比較して相対的により高くなっ

たのであれば､このような行動は合理的な行動であるといえます｡そこで､国債の利回

りと新規貸出金利を比較してみると､むしろ､90年代前半に国債金利の方が高かったも

のが､現在では国債金利は新規貸出金利よりも低くなっています(図表Ⅰ44)｡したがっ

て､90年代後半に国債利回りが貸出に比較してより有利になったとはいえません｡それ

では､90年代後半に入って貸出の方が相対的に有利になっている状況で､逆に国債-の

シフ トが起きているのは何故でしょうか｡一つの解釈として､貸出のリスクが高まり貸

出金利を高めに設定して貸出を絞っていること(｢貸し渋り｣)が指摘できます｡もう一つの

解釈としては､逆にギリギリまで貸出金利を下げているものの借り手が少ないため貸出

を行えず､止むを得ず国債を購入していること(｢借り渋り｣)が考えられます｡

不良債権問題との関連で､普通考えられているのは ｢貸し渋り｣の問題であり､特に98

年の金融危機においては ｢貸し渋 り｣が大きな問題となりました｡そこで､現在起きて

いる現象が98年の時と同じように ｢貸し渋り｣なのか､あるいは ｢借 り渋 り｣なのか検

証してみることとします｡

まず､｢貸し渋り｣が起きているのかどうかをみるために､日銀短観資金繰 りDI(｢楽で

ある｣- ｢苦しい｣)をみることとします(図表14-5)｡それによると､まず､深刻な金融危

機に陥った1998年には､資金繰りがかなり苦しくなっていたことが分かります｡しかし､

その後は､やや低めの水準ではあるものの､バブル期以前や1990年代前半と同じ程度と

なっており､総じてみると､ほぼ平常時の状態に戻っていると考えることもできます★8｡
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図表 14-3 銀行資産 (国債､株式､貸出)の内訳
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(注)日本銀行 ｢国内銀行銀行勘定｣より｡

--- 株式 :

図表 Ⅰ44 国債利回りと新規貸出約定金利
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国債最長期物利回り 新規貸出約定金利 (短期) - - ･新規貸出約定金利 (長期)

(注) 日本銀行資料より｡
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さらに､日銀短観貸出態度DI(｢緩い｣ - ｢厳しい｣)をみると､同様に1998年にはかなり厳

しくなっていましたが､その後は､以前に比較すると厳しいものの､かなり改善されて

きています｡このように､98年に比較 して現在特に貸出が抑制されているとはいえませ

ん｡

さて､次に､こうした貸出態度に対する見方が､実際の貸出行動を反映しているのか

みてみます｡そこで､日銀短観貸出態度DIと国内銀行貸出の前年同期比を比較してみる

と､必ず しも貸出態度と貸出実績は一致しているといえないことが分かります(図表Ⅰ-4-

6)｡そして､2000年以降の貸出のさらなる減少は､むしろ貸出態度がかなり改善されて

きている中で起きていることが分かります｡また､貸出の伸び率の低下は､91年と98年

の2回､貸出態度が非常に厳 しくなった後やや遅れて起きており､その拡大した低下幅は

その後も暫く継続 しています｡こうした現象は､厳 しい銀行の貸出態度を経験した企業

が､その後借入を抑制するようになってきている可能性を示唆しています｡

このことから､現在必ずしも ｢貸し渋 り｣の状態にあるとは考えがたいと思われます｡

少なくとも､98年のような厳 しい ｢貸 し渋 り｣の状態にはないことはいえます｡事実､

多くの市場関係者は､現在､銀行はいわゆるカネ余 りの状態にあり､貸出先を必死に探

しているものの､なかなか借 りて貰えないという状況にあるとみています｡

むしろ ｢借り渋り｣の存在

そこで､次に､｢借 り渋 り｣について検証してみることとします｡そのために､貸出金

利ではなく､借 り手側の企業の借入能力を資産収益率でみることとします(図表Ⅰ4 7).

それによると､90年代後半において､代表的な市場長期金利である国債利回りを大きく

上回るようになってきていることが分かります｡このように資産収益率が長期金利を上

回っている状況は､バブル期の好景気の時期 と同じ傾向であり､両者の差はむしろバブ

ル期を上回っています｡資産収益率が市場長期金利より大幅に高いことは､企業の借 り

入れ能力は十分に高いことを示していると考えられます｡このため､バブル期には企業

は借入を大幅に増加させました｡しかし､現在では､逆に借入は縮小しています｡この

ことをどう解釈すべきでしょうか｡一つの解釈として､優良な貸出先が多数存在するに

★8中′J､企業をみると､資金繰りが苦しい企業の方が多くなっていますが､中小企業の資金繰りが苦

しいのは通常の傾向であり､過去の水準と比較すると､バブル期を例外とすれば､現在特にいっそう

苦しい状況ということはできません｡

ド
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図表 14-5 日銀短観 資金繰りDI
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図表 Ⅰ47 国債利回りと資産収益率 (ROA)

■ヽ■ I
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- ･･･国債最長期物利回り 資産収益率

(注)国債利回りは､10年国債残存期間最長銘柄の公社債店頭基準気配｡
資産収益率(ROA)は､財務省｢法人企業統計調査｣より以下の式で作成｡
ROA=(営業利益+受取利息等)/総資産期初期末｣平均*4*100

もかかわらず､銀行が貸出を行わないということが考えられます｡しかし､先にみたよ

うに金融機関の貸出態度は厳しいわけではありません｡したがって､このことは､むし

ろ逆に､企業は借 り入れ能力が十分にあるにもかかわらず借 り入れを行わない､つまり

｢借り渋り｣の状況にあることを示しているといえます｡

以上の結果をまとめると､現在銀行は必ずしも貸出を渋っているわけではなく､むし

ろ､借入能力のある企業が借 り入れてくれず､銀行はやむを得ず金利の低い国債を購入

しているものと考えれられます｡したがって､銀行が貸出を減少させ､国債の購入を増

やしている原因は､｢貸し渋り｣ではなく､企業の ｢借り渋 り｣(企業の投資意欲が低いこと)

であると考えられます｡このことは､不良債権問題は ｢貸し渋 り｣を通じて経済に悪影

響を及ぼしている問題である､という見方が必ずしも妥当でないことを示しています｡

不稼動資産が問題か

次に､不良債権が経済に与える悪影響として考えられるもう一つの見方､不稼動資産

の存在､つまり非効率な企業の残存が経済を低迷させているかどうかをみてみます｡そ
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こで､先にみた資産収益率をみてみると､バブル期には約6%であったものが､90年代に

は約4%と低い水準になっています(前掲図表Ⅰ1-7)｡このことは､バブル期に比較して資

産の使われ方に非効率な部分が存在することを示唆しています｡ しかし､90年代にはほ

ぼ安定的に4%程度で推移しており､90年代を通じて資産収益率が低下し続けたわけでは

なく､資産収益率の前年比は90年代を通じてほぼ0%でした｡このことは､90年代を通じ

て､収益率の変化が経済成長率の押し下げ要因として寄与してきたわけではないことを

示しています｡つまり､バブル崩壊直後に多くの不稼動資産が発生し､それはその時点

における経済成長率を低める影響を持ったものの､その後は経済成長率に対しては寄与

度ゼロで推移したといえます｡不稼動資産のス トックはバブル崩壊直後に大幅に増加し

ましたが､その後は処分と新たな発生が均衡し､ス トックとしては大きな増加は示して

いないといえます｡例えば､いわゆる "地上げ"に失敗した虫食いの土地は､バブル崩

壊直後に大量に塩漬けにされ不稼動化しましたが､その後は塩漬けの虫食いの土地の面

積が毎年大量に増え続けているわけではありません｡不稼動資産の存在は､経済の水準

をその分低める影響を持ち続けるものの､経済の成長率-の影響に関しては､それが大

量に発生したバブル崩壊直後に限定されるものといえます｡ したがって､90年代に低い

経済の成長率を続けた主要な要因として､不稼動資産の存在を挙げることは困難です｡

さらに､90年代後半には物価の低下傾向が続いたことから､物価が上昇していた時期

より資産収益率が低くても､現在の実質的な利益額はより大きいものとなっていること

が考えられます｡この点からみても､不稼動資産の存在が90年代の低成長をもたらして

いるとは考えがたいといえます｡

｢借り渋り｣の背景には悲観的見通し

以上までの検討によると､不良債権は､銀行サイ ドからも企業サイ ドからも､90年代

の嘩成長率とは関連が薄いということになります｡それでは､不良債権問題は､巷間良

く指摘されるような ｢失われた10年｣ の主犯ではないのでしょうか0

そこで､不良債権と企業行動の関係をもう少し詳しく探るために､広範に観察されて

いる ｢借り渋り｣の背景を検討してみることとします｡まず､｢借 り渋り｣が借入固有の

問題なのか､資金調達全体の問題なのかをみるために､企業の資金調達を借入と社債で

比べてみます(図表Ⅰ4-8)｡すると､90年代には借入､社債ともに低い伸びで推移してお

り､さらに､2000年以降､社債も借入と同様に減少傾向を示しています｡このことは､
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図表Ⅰ48 借入金と社債

.肇gVibSIbSy蓋quibl等3%惑Qi塾vib:Qi33aBu;b:Qy菜galkb等"Nyaikb等 萎#uib:QyS蔓聖霊等 萎穿 :QyS33藍vib等 Sy聖qvib等泰盛 qyS還iKib篭SqenKib篭ih'bq
金融機関からの借入金残高 ･II- ･金融機関からの長期借入残高

(注)財務省｢法人企業統計調査｣より｡

社債残高

借入-の需要だけではなく､企業の資金需要全体が萎縮していることを示しているとい

えます｡したがって､｢借り渋り｣は､金融機関からの借入に問題があるためではなく､

企業の資金需要全体の低迷によって起きています｡

それでは､なぜ企業の資金需要が低迷しているのでしょうか｡企業の資金需要が少な

い理由としては､既存設備が過剰であることが考えられます｡よく知られているように､90

年代から設備の過剰感は強いままです｡ 日銀の短観をみても､バブル崩壊後の90年代以

降､企業の設備に対する認識は一貫して強い過剰感を示しています(図表149)｡しかし､

先にみたように資産収益率は市場金利よりかなり高い状態が続いています｡このことは､

新規に借入をして設備を増強しても十分に利益を出し資金を回収できることを示してい

ます｡設備増強が十分可能な状態なのに､何故設備の過剰感が強いのでしょうか｡

そこで､本来ですと設備投資関数を推定した実証研究を行わなければならないのです

が､ここではアンケー ト調査によって､企業がどのような判断基準で設備投資の決定を

行っているのかみてみることとします｡内閣府 ｢平成12年度企業行動に関するアンケー

ト調査(平成13年1月調査)｣ によると､設備投資の決定要因としては､まず､やはり ｢収益

水準｣が最も大きな要因となっていることが分かります(図表Ⅰ410). 一方で､｢内外の

二 ~
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図表 Ⅰ4-9 短観 生産 ･営業用設備DI
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(注)日本銀行｢企業短期経済観測調査｣より｡

図表 Ⅰ4-10 今後3年間の設備投資の決定要因
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(注)内閣府｢平成12年度企業行動に関するアンケート調査｣(平成13年1月調査)より｡
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需要動向｣ も､｢収益水準｣ と同じ程度の大きな影響を及ぼしていることが分かります｡

特に能力増強投資の場合にそうです｡

以上のアンケー トから類推すると､収益率が低下せず維持されているのに設備過剰感

が強いのは､将来の需要が不透明で増加が見込めないためであると考えられます｡今後

需要の増加が見込める確率が低いために､設備投資を抑制し､その結果借入を始めとし

て資金調達を抑制していることが考えられます｡

事実悲観的な需要見通し

そこで､同じく内閣府 ｢平成12年度企業行動に関するアンケー ト調査(平成13年1月調査)｣

により､企業の今後の実質需要予測をみてみると､今後3-5年間の予想実質需要成長率

は､90年代に入って大きく低下し､近年は1-1.5%で推移しています(図表1411).人口

増加率がほぼゼロに近い状況であることを考慮しても､技術進歩や資本蓄積を考えると

潜在的な成長率は2%程度であると考えられることから､1-1.5%という実質需要成長予

測は過度に悲観的な見通しを続けているものといえます｡こうした悲観的な見通しが､

経済活動全体を萎縮させ､それが資金需要を弱め､｢借 り渋り｣ という現象をもたらして

いるものと思われます｡

経済活動が萎縮して需要の伸びが低いために､経済成長率が抑制されていることは､

過去のGDP統計からも類推できます｡80年代と90年代の実質GDPの動向を比較してみる

と､90年代において､国内民間需要の伸びの低下が経済成長の頭を抑えていることが分

かります(図表Ⅰ4-12)｡つまり､人々が悲観的な見通しに立って低い成長を予想し､その

予想のように実際に需要は増加せず､この需要不足が経済全体を低迷させていることが

いえます｡

｢第3章 デフレをもたらしているもの｣ においても､人々が､将来の日本経済は低い

成長率にとどまるという悲観的な見通しを抱いている可能性を指摘しました｡このよう

に､デフレも､｢借り渋り｣ も､さらには経済の長期低迷も､人々の悲観的な将来見通し

という共通する原因から生じてきている現象であることがうかがえます｡

悲観的になる理由は何か

それでは､何故将来の需要が見込めないのでしょうか｡何故､市場金利より高い資産

収益率を続けているのに､将来の需要見通しが悲観的なものであり続けているのでしょ
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図表 Ⅰ4-11 予想業界実質需要成長率
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うか｡悲観的になる理由としては､さまざまな可能性が指摘できるでしょう｡しかし､90

年代に他の先進国が高い成長を続ける中で､日本人だけが特に悲観的になる固有の理由

を特定することはなかなか難しい問題です｡

さて､人々が悲観的になる大きな要因として､将来に対するぱくとした不安､つまり

将来の不確実性や不透明感があることはいえるのではないでしょうか｡将来の経済状況

がより不確実で不透明であると人々が感 じているとすれば､そのことにより悲観的な見

通しを持つようになる可能性は高いといえます｡したがって､日本人の悲観的見方の背

景にも､将来の不確実性や不透明性の高まりがある可能性は高いと思われます｡将来不

安の高まりは､かねて多くの人々が指摘している見方であり､妥当性は高いものと思わ

れます｡もしそうであるとすると､次に､何が将来の不確実性､不透明感をもたらして

いるのかを特定することが重要となります｡

不透明感をもたらしているもの

90年代以降の日本において､将来の経済に対する不透明性をもたらしていると考えら

れる要因は幾つか考えられます｡例えば､社会保障制度-の不安が消費を抑制させてい

るという見方があります｡確かにこうした不安は強いものと考えられます｡また､将来

の生産､供給力に強い制約が生じる可能性-の不安や石油危機のような将来のエネルギー

不足に対する不安も可能性としては考えられます｡

さらに､不良債権問題との関連で考えると､将来の不透明性をもたらしている要因の

一つとして､金融システムに対する不透明感も指摘することができます｡金融は市場経

済の根幹をなすものであり､それに対する不透明感が高まれば､経済全体に対する不透

明感も高まることは十分に考えられます｡ 日本では､間接金融が中心で､企業の資金調

達が金融機関からの信用供与に多く依存していることから､金融機関-の信頼感が経済

全体の信頼感の問題に特に繋がりやすいといえます(図表Ⅰ1-13)｡さらに､バブル崩壊を

契機 として､90年代初に急激に金融機関に対する不信､不安が高まり､それがその後常

に付き纏っていたことも事実です｡したがって､80年代と隔絶し､90年代に突如日本を

襲った経済全体-の不確実性､不透明感の高まりをもたらしている大きな要因の一つに､

金融機関-の不信､不安感の急激な高まりがある可能性は十分に考えられます｡そして､

金融機関-の不信､不安感の背景には､多額の不良債権の存在が考えられます｡そこで､

不良債権問題との関連をより詳しくみるために､以下では､経済の不透明感をもたらし
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図表 Ⅰ-4-13 企業の外部資金調達
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図表 ト4-14 業種別株価の推移
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ていると考えられるさまざまな要因の中から､特に金融システム-の不信､不安感につ

いて取上げてみることとします｡

さて､それでは､実際に90年代において金融機関-の不信､不安感は強まっているの

でしょうか｡また､それが経済全般の活動を抑制するように働いているのでしょうか｡

そこで､まず､市場における金融業の評価をみるために､市場の見方が反映される株価

の推移をみてみることとします(図表Ⅰ414)｡株価と経済活動は高い相関があり､また株

価は経済活動に先行すると考えられています｡そこで､銀行業､不動産業及び電気機器

産業の株価の推移をみると､90年代前半においては､銀行業､不動産業さらに電気機器

産業とも､全般的な景気悪化を受けて全体の株価と同じように下落しています｡しかし､90

年代半ば以降､電気機器産業は基調として景気を浮揚させる方向に引っ張っており､2000

年初にはバブル期の水準を越えていたことが分かります｡つまり､市場は､電気機器産

業を経済の牽引役と評価してきたことがいえます｡一方､銀行株は､不動産株と同様に､90

年代にほぼ一貫して低迷を続け､90年代半ば以降､電気機器産業が経済を浮揚させよう

としている中で､その足を引っ張り続ける要因となっています｡したがって､90年代以

降､市場は､銀行業を経済全般の足を引っ張る要因として､厳しい評価をしてきたこと

が分かります｡このように､90年代の銀行に対する市場の認識は非常に厳しいものがあ

り､銀行に対する不信､不安感が経済の浮揚を阻害してきたことがうかがわれます｡

さらに､金融機関-の不信､不安は､先に指摘したように､91年と98年に銀行の貸出

態度が非常に厳しくなった状況を経験をした後､企業が借入を抑制するようになってい

るとみられることからも類推できます(前掲図表14 6)｡一度銀行の厳しい ｢貸し渋り｣を

経験すると､企業は銀行に対する不信感を持つようになることはもちろんですが､それ

以上に､再びこうした ｢貸し渋り｣が発生すると考える主観的な確率が高まり､それが

将来の経済見通しを悲観的なものとし､予防的に借入を縮小し安全な事業にのみ専念す

るようになった可能性を指摘できます｡このことは投資行動からも指摘できます｡減価

償却費を上回る設備投資額は､強い投資意欲を示すと考えられます｡そこで､減価償却

費に対する設備投資額の比率をみると､91年と98年の ｢貸し渋り｣ の後その水準が低下

し､その後元の水準に戻っていないことが分かります(図表Ⅰ4-15)｡このことから､2度

の ｢貸し渋り｣の経験が､企業に強い不安感を抱かせ､それが企業の借入ひいては投資

行動に長期的な悪影響を及ぼしていることが窺えます｡
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図表Ⅰ-4-15 ｢貸し渋り｣と設備投資
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経済全体に広がる不信､不安

それでは､次に90年代を通じて強まった金融機関-の不信､不安感が､経済全般にど

のような影響を及ぼしたかをみてみます｡日本銀行 ｢生活意識に関するアンケー ト調査(平

成13年3月調査)｣によると､一般の人々は､金融機関の破綻に対して､現在においても

強い不安を抱いていることが分かります(図表Ⅰ4-16)｡さらに､その不安は､単に自分の

預金の安全性という直接的で限定的な影響にとどまらず､一部の金融機関の破綻が経済

全般に悪影響を及ぼし､それが自分の雇用や生活に跳ね返ってくるという全般的な影響

についても､同じ程度の強い不安を抱いていることが分かります｡つまり､金融機関-

の不信､不安感の高まりは､そのまま経済全般の将来-の見通し-の不安感に結びつい

ているといえます｡これまでも幾っかの金融機関が破綻しましたが､そのこと自体はミ

クロ的な問題であり､マクロ的にみれば大きな影響を及ぼさない可能性が高いとも思わ

れます｡ しかし､上記アンケー ト調査の結果から分かるように､幾つかの金融機関の破

綻は､人々に心理的に負の影響を与え､その経済活動全般の萎縮を引き起こす可能性が
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図表 ト4-16 金融機関の経営破綻に関する受け止め方
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あります｡そのような現象が起き､人々の将来の見通 しが悲観的なものになるとすれば､

マクロ経済に深刻な影響を及ぼす可能性があります｡

さらに､悲観的で萎縮 した企業の行動が､最終的に家計消費を抑制する点も指摘でき

ます｡｢第2章 脆弱性を露呈した景気後退｣ において､企業の厳 しいリス トラが所得や

消費の抑制要因になってお り､それが経済の脆弱性の大きな要因であることを指摘 しま

した(前掲図表I-2-10､図表 Ⅰ-2-8及び図表 Ⅰ-2-9)｡ こうした企業の厳 しいリス トラ姿勢の背

景には､上で示されたように､2度の厳 しい ｢貸し渋 り｣を経験した後企業が悲観的な将

来見通 しを持つようになり､借入や投資行動を抑制させていることを指摘できます(前掲

図表Ⅰ46及び図表トー 15)｡

金融機関-の不安が経済全般に及ぶことは､資金需要全体が萎縮 していることからも

類推 されます｡もし､金融機関-の不安が､個々の銀行経営-の不安だけに限定される

のであれば､資金需要者は間接金融から直接金融に切 り替え､あるいは相対的に優良な

銀行-切 り替えれば良いのであり､個々の銀行の問題にはなってもマクロ経済的な問題

にはなりません｡ しかし､先にみたように､現在の日本は資金需要全般が萎縮 していま

す｡このことは､問題が､個々の銀行の経営-の不透明感にとどまるものではなく､日
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本の銀行全般-の不透明感が経済全般を不透明､不安定化させていることにあるのであ

り･､それを通じて企業活動全般が萎縮していることを窺わせます｡

不良債権問題の新しい見方

こうした考え方に立っと､不良債権問題が経済に与えている影響に関して､｢貸し渋り｣

や不稼動資産の観点とは異なる､新しい見方をすることが可能になります｡つまり､多

額の不良債権の存在自体が直接経済に悪影響を及ぼしているのではなく､多額の不良債

権の存在が人々の金融機関に対する不信､不安感を増幅させ､それが将来の経済全般に

対する不確実性や不透明感を高め､将来の見通しを悲観的なものにすることによって､

経済全般を低迷させている一因となっている可能性を指摘できます｡

このことをもう少し詳しくみてみると､次のように考えることもできます｡ビジネス

の基本は ｢信用｣です｡そして､その ｢信用｣ を創造しているのが金融機関です｡つま

り､金融システムは､経済活動全般の基盤をなすものです｡したがって､金融機関-の

信頼度の低下は､単に-銀行や金融部門だけの問題にとどまらず､経済全般に対する信

頼度の低下に直接結びつくものと思われます｡例えば､ほとんどの金融機関が多額の不

良債権を抱え､その経営がリスキーかつルーズで不安定であれば､現在はともかく､将

来いっか多くの金融機関が破綻をきたし､そのことによって経済全体の信用秩序が不安

定化するリスクが高いものと､多くの人々が予測している可能性は十分に考えられます｡

例えば､厳しい ｢貸し渋り｣が､現時点はなくとも､将来高い確率で再び発生すると人々

が予測していることが考えられます｡将来日本の信用秩序が不安定化するリスクが高い､

という不安を市場や多くの人々が感じていれば､それが将来の経済全般の不透明感を高

め､将来見通しを悲観的にし､経済全般を低迷させる可能性があります

このような銀行-の不信､不安感をもたらしている大きな要因として､多額の不良債

権を指摘することができます｡さらに言えば､多額の不良債権を抱える基となった､バ

ブル期の余りにリスキーでルーズな銀行経営に対する根強い不信が横たわっているもの

と考えられます｡このことは､突き詰めれば､土地担保がなければ融資ができないとい

われる､低レベルの日本の銀行の審査能力に対する強い不信､不安感を示しているもの

と思われます｡
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早急な不安解消が難しい金融機関

それでは､これだけ銀行-の不信､不安感があるのに､何故銀行は不良債権を早急に

処理し､経営の健全化を図ろうとしないのでしょうか｡そこで､不良債権処理の主要な

原資である､銀行の収益をみてみることとします(図表1417)｡すると､不良債権要処理

額と比較して､銀行の収益は非常に低くなっていることが分かります｡全国銀行協会 ｢全

国銀行総合財務諸表｣より全国銀行ベースでみると､毎年10兆円前後の不良債権処理を

行っていますが､銀行収益の柱である資本収益(資金運用収益から資金調達費用を引いたもので主

として利ざや)も10兆円前後しかありません｡仮に今後新たな不良債権の発生が増加すれば､

債務超過に陥る可能性が高いといえます｡したがって､銀行は不良債権を処理しないの

ではなく､処理する十分な体力を持っていないというのが実態でしょう｡不良債権額が

余りに多く､経済の動向によっては債務超過となる可能性が高いことから､銀行として

は､安易に不良債権の処理を進めるわけには行かず､処理を先延ばしにしているものと

思われます｡そして､このような銀行の実態に人々が気が付いていることも､銀行-の

不信､不安感が払拭されない一因となっているものと考えられます｡

こうした厳しい見方は､海外でも広がっています｡IMFは日本の銀行の不良債権に関す

る厳しい見方を公言しており､日本の銀行の不良債権額の自己査定は楽観的過ぎると批

判しています｡IMFによる日本の金融機関の債権の損失予想においては､金融庁の見方に

ほぼ該当するシナリオIとともに､より厳しい3つのシナリオが示されています(図表Ⅰ4

18)｡その内厳しい不況を想定しているもっとも厳しいシナリオⅣでは､損失額は36.8兆

円に達すると試算しています｡この他､IMFは､｢市場のアナリス トは現時点では認識さ

れていない20-30兆円(GDPの5-6%)の新たな損失が発生すると考えている｣とも指摘し

ています｡全国銀行の財務諸表によると､土地や株価の差益がなくなれば､シナリオⅣ

では日本の銀行は債務超過となってしまいます｡このように､内外のアナリス トの間で

は､日本の銀行はかなり体力が損耗しているという見方が広がっています｡

不良債権問題と長期低迷

これまでの検討から､90年代からの経済の長期低迷と不良債権問題の関係に関して､

次のような見方をすることもできます｡80年代末にバブルが弾ける直前に､市場や人々

は日本の金融機関が余りにリスキーで未熟な融資行動を取っていたことに気が付き､
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図表 Ⅰ-4-17 銀行の収益構造

1998 1999 2000 (年度)

■コ己¶貸倒引当金繰入 中■『l貸出金償却

mE-二と一資金利益(資金運用収益-資金調達費用) E- l営業費用(人件費､物件費等)

ユニ幸二 経常利益

(注)全国銀行協会｢全国銀行総合財務諸表｣より全国銀行ベース｡

図表 Ⅰ-4-18 金融機関の債権の損失予測 (IMF予測)及び処理原資

葛篭竜宮1
~■甘~'~首ー甘一一~~ー~al

'ヽヽ■ヽ一､一､'ヽヽヽ ヽヽヽ㌔諜阜舘

.＼.＼＼■＼ヽ∴∴ヽ.ーヽ､ヽ_～.～.ヽヽ,ヽ,＼ヽ_ヽ.+ヽヽヽ ■ヽヽ_
/T./I.IT./～.ヽーヽヽヽヽヽヽ'ヽヽ'ヽ一､̀､
.＼ヽ_ヽ_ヽ.ヽヽヽヽヽ.～.
～.亡÷÷÷÷

(＼■ヽ.＼/,./～/,＼ヽ.＼＼ヽ.+窪藻ヽ̀ヽ'ヽ十ヽ'.(､

葦薫き蔓蔓蔓茎葉藁葺■

IMFシナリオ Ⅰ IMFシナリオⅣ
(主要行) (主要行)

不良債権 不良債権
処理原資 処理原資
(全国30行) (都銀9行)

田 延滞税金資産

山 貸倒引当金

国 資本金

田 詣 芸能な破綻先から

国 男深 ある破綻先

国 選莞謁誤 認 奄(破

団 違憲完驚 き誤 (要

田 讐孟夏担保付債権から

国 正常債権からの損失

(注)IMF"InternationalCapitalMarkets:Developments,Prospects,andKeyPolicyissues"
(2000年7月)､及び全国銀行協会｢全国銀行財務諸表｣1999年度より｡
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気に金融機関ひいては経済全般の先行き-の不透明感､不信感を高め､それが経済全般

を萎縮させる方向に働き続けているものと思われます｡そして､市場や人々が予想した

ように､あまりにリスキーで未熟な融資行動を取った日本の金融機関は､実際に実質的

に破綻といえる状態に陥ってしまっているのではないでしょうか｡そして､銀行の株価

にみられるように現在も銀行経営-の不信感が強いことは､過去のリスキーで未熟な融

資行動に対する最終的な清算がいまだほとんど済んでおらず､かつ､日本の金融機関の

体質が依然従来と同じで､低レベルのリスク審査能力しか持っていないと､市場や人々

が感じていることを示していると思われます｡

貯蓄者に代行して将来のリスクを正確に把握し､その情報を通じて経済全体としてリ

スクが適正に配分されるようにすることが､金融機関の重要な機能の一つです｡もし将

来のリスクを正確に把握できず､土地担保だけで融資を判断していたならば､経済全体

として非常に非効率な資源配分になり､将来の経済はより不透明なものとなってしまう

でしょう｡経済も地価もすべてが右肩上がりのキャッチアップ時代ならば､土地担保主

義でもうまく機能したのかもしれません｡しかし､キャッチアップがほぼ終了した現在､

未踏の将来のリスクを正確に把握する能力が問われているのではないでしょうか｡かつ

て､人々は日本の金融機関は高い能力を持っていると信頼していたのかもしれません｡

しかし､今は､実際には日本の金融機関のレベルは思っていたより低く実力がなかった

のではないか､と感じるようになっているのかもしれません｡日本で直接金融が少ない

ことは､日本の証券市場が未成熟であることが大きな要因ですが､日本人が個人でのリ

スク管理に自信がないことを示しているとも･いえます｡そのため､金融機関に期待し信I

頼していたのですが､実際には予想以上にリスク審査能力がなかったことに気が付いた

ともいえます｡もしかすると､金融は市場経済の根幹であるにもかかわらず､日本は､

かつての強い自信とは異なり､レベルの低い非効率な金融仲介機能しか持てないという

一種の諦観が生まれ､それが日本経済や日本人の能力に対する低い自己評価､自信喪失

をもたらし､さらに将来に対する悲観的な見通しをもたらしているのかもしれません｡

以上の検討をまとめると､以下のような整理が可能でしょう(図表1419)｡不良債権問

題が経済低迷の原因となっている要因として､通常､銀行サイ ドの ｢貸し渋り｣と企業

サイ ドの不稼動資産､すなわち非効率企業の残存が指摘されます｡しかし､実際には ｢貸

し渋 り｣ではなく ｢借り渋り｣という現象が起きており､また､不稼動資産の存在によ

り成長率の長期低迷を説明することは難しいといえます｡むしろ､経済の長期低迷をも
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図表 ト4-19 不良債権問題の本質

土地担保主義にみられる金融機関の低いリスク審査能力

たらしている原因は､悲観的な将来見通しであるといえます｡そして､悲観的な将来見

通しをもたらしている要因の一つとして､多額な不良債権を抱える脆弱な金融システム

-の不信､不安感も大きいものと考えられます｡つまり､不良債権問題の本質は､｢貸し

渋り｣ や不稼動資産の問題ではなく､金融機関全般-の不信､不安を高めている要因の

一つであることであるといえます｡

より単純化すれば､次のようにも言えるかもしれません｡忘れてならないことは､80

年代後半のバブルを煽ったのが金融機関であったことです｡その当時､多くの人々は金

融機関を信頼していたので､その煽りに乗りました｡しかし､今多くの人はかつてのよ

うに金融機関を信頼していません｡金融機関から貸出の申し出があっても､身の丈にあっ

た分しか借り入れようとしません｡そして､強い不信感の中で､いつかまたひどい目に

あうのではないかと恐れ､身を縮めているのではないでしょうか｡
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(3)不良債権問題の解決に向けて

さまざまな考え方

不良債権問題-の取組みは､不良債権問題の本質をどのように認識するかによって異

なってきます｡仮に ｢貸し渋り｣ や不稼動資産の存在が不良債権問題の本質だと考える

のであれば､不良債権をできるだけ早く直接償却することが最も望ましい方法というこ

とになるかもしれません｡しかし､これまで検討してきたように､必ずしも ｢貸し渋り｣

や不稼動資産の存在が､経済の長期低迷をもたらしているとは考えがたいといえます｡

むしろ､経済の先行きに対する不透明性こそが問題であるといえます｡ただし､この将

来の不透明性こそが問題であるとの立場に立っ場合にも､さらに二つの立場に分かれま

す｡一つは､将来の不透明性と金融機関ひいては不良債権とは無関係であるという立場

です｡この立場に立てば､不良債権問題は特に問題ではなく､その処理を急ぐ必要もな

いことになります｡しかし､これまで検討してきたように､金融機関に対する不安が経

済の不透明性を高めている一因となっている可能性は高いといえます.この考え方に立

つ場合には､やはり金融機関-の不安の根源である不良債権の処理は､喫緊の課題の一

つということになります｡ただし､その場合の処理は､間接償却で十分で直接償却であ

る必要なないことになります｡なぜなら､不稼動資産は不良債権問題の本質ではないか

らです★9｡また､金融機関-の不安は､不良債権の存在だけではなく､その土地担保主

義にみられる未熟な融資能力-の不安も大きな要因になっていると考えられます｡した

がって､不良債権処理は金融機関の改革､再編の一環として進める必要があるでしょう｡

さて､不良債権問題の本質が金融機関-の不信､不安感をもたらしていることである

ならば､｢貸し渋り｣や不稼動資産の存在を本質と考え､単純に不良債権の直接償却を加

速させることには問題が多いことが指摘できます｡直接償却を加速するとすれば､銀行

の自己資本が急速に低減し､かえって逆に将来の銀行経営の健全性に対する不安感を高

めることになる可能性が高いからです｡さらに､それにより､将来の経済活動全般に対

する不透明感も高まり､経済活動はいっそう悪化することになることが予想されます｡

★9 ただし､実質的に破綻している企業については､直接償却によって資源の有効活用を図ることが

必要です｡
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必要な公的介入

それでは､どのような対応がよいのでしょうか｡もちろん､一番大切なことは､銀行

に対しいっそうの厳しい自助努力を求めることです｡銀行自身の自助努力によって収益

性を高め､それによって不良債権処理を着実に進め､人々の銀行-の信頼感を取り戻す

ことが最も重要です｡しかし､前述したように銀行の収益性は非常に低く､さらに銀行

自身の自助努力の進展を疑問視する見方は根強いものがあります｡一度失われた信用は､

その回復に非常に長い時間が必要です｡バブル崩壊によって大きく傷ついた銀行-の信

頼感の回復も､銀行の自助努力だけでは非常に長い時間がかかることが予想されます｡

多くの人がこのような疑念を持っていることは､銀行の株価が下落し続けていることか

ら分かります｡したがって､不良債権処理にもかなりの時間がかかり､その間に何らか

の外的ショックにより､金融システムが破綻するリスクが高いまま放置され､非常に脆

弱な状態が継続する可能性があります｡そして､将来-の悲観的な見通しが続き､日本

経済は今後も長い低迷を続ける一因となる可能性があります.

そこで､もし､銀行の自助努力だけでは､急速に銀行-の不信､不安感を解消するこ

とが困難であると判断されるならば､経済全体の回復のために､国の介入によって強制

的に銀行の再編強化を図り､その信頼感を急速に回復させることが必要となるでしょう｡

銀行の自助努力でその不信感を急速に解消できないことは､市場が一時的に機能不全に

陥っていることを示しているともいえます｡したがって､市場機能ひいては経済全体を

回復させるという公益の目的のために､公的な介入が許容されるのではないでしょうか｡

金融機関-の不信､不安感を解消させるための公的な介入の方法としては､まず公的

資金の注入が考えられます｡この場合､銀行-の不信､不安感の解消を目的とすること

から､不良債権処理の原資が不足した場合それを補 うためという補完的な目的の場合に

比較して､より多くの公的資金の注入が必要になることが予想されます｡つまり､仮に

不良債権がすべて焦げ付いても銀行経営は全くびくともせず､将来にわたって決して ｢貸

し渋り｣は起こらないことを､市場や人々が十分に受け入れられるようになるだけの公

的資金が必要となります｡このため､場合によっては一時国営化することも必要かもし

れません｡ただし､公的資金注入の際には､モラルハザー ドを防ぎ､国民の理解を得る

ためにも､金融機関の旧経営陣に対する厳しい責任追求が絶対的に必要です｡

公的資金の注入によって金融機関-の信頼が戻ることは､98年の金融危機時の公的資本
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図表Ⅰ-4-20 98年金融危機

株
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数

(
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1
)
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(注)東京証券取引所資料より｡

注入が､金融不安沈静化に大きな役割を果たしたことからも分かります(図表Ⅰ-4-20)｡公

的資金注入を含む金融システム安定化のための金融再生関連法が成立した98年10月以降､

銀行株は上昇に転じ､次いで東証株価指数､さらには暫くして鉱工業生産も上昇に転じ

たことが分かります｡すべてが､公的資金注入方針決定の結果とはいえないかもしれま

せんが､大きな効果を持ったことはいえると思われます｡ただし､この時は最大60兆円

が用意されたものの､実際には約7兆5,000億円しか注入されず､完全な不安解消には至ら

なかったことも指摘できます｡99年半ば以降､IT関連製品の輸出増加に支えられて電気

機器株が株価全体を牽引する中で､銀行の株価は99年末から再び下落に転じました｡

金融機関-の不信､不安解消のための公的資金注入は､直接的に不良債権処理を目的

とするものではありません｡しかし､結果として不良債権の処理も進むものと考えられ

ます｡ただし､その処理は貸倒引当金による間接償却だけで十分であり､直接償却を無

理に進める必要はありません｡なぜなら､先に示したように､不稼動資産は不良債権問

題の本質的問題ではないからです｡このため､徒に直接償却を加速させることによって､

必要以上に倒産や失業を生み出す必要はありません｡したがって､この場合の国民のコ

ス トは､倒産や失業のような ｢痛み｣ として現れることはなく､注入される公的資金に
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係る国民負担に集約されることになります｡｢痛み｣は､抜本的な改革を迫られる金融機

関､特に厳しく責任を追求される金融機関旧経営陣が感じることとなります｡さて､こ

の公的資金に係る国民負担は決してただ ドブに捨てられるものではありません｡この国

民負担によって将来の不透明性が解消され､力強い経済の成長が可能になれば､国民の

所得や税収は大きく増加し､倒産や失業は最小限に抑えられることになり､この国民負

担-の負担感は相対的に小さく感じられることになるものと考えられます0

さて､公的介入においては､公的資金の注入はその一部に過ぎません｡それと同時に､

公的な枠組みの中で､銀行の自助努力ではなしえなかった経営の改革を行っていくこと

が重要です｡なぜなら､公的資金の注入だけでは金融機関-の不信､不安感が解消され

ない可能性があるからです｡公的資金の注入は､不良債権により消耗した体力を回復さ

せることによって､過去の失敗の清算を可能とするでしょう｡しかし､日本の金融機関

の未熟な審査能力-の不信､不安感は､それだけでは解消されない可能性があります｡

土地担保主義に代表される未熟な審査能力-の不信､不安感が残れば､それが依然とし

て経済全体の信頼感に対する足柳となり続ける可能性があります｡したがって､公的資

金を受けた銀行が､より高いレベルの審査能力を有し､かつてのように無謀な融資は行

わないということを､市場が素直に受け入れられるように､金融機関の経営を変革する

必要があります｡そのため､公的な管理の下で､再民営化に向けて､金融機関の経営全

般の一新､外部からの金融機関経営者の招致､金融制度や金融法制の改革等の抜本的な

金融システムの改革を進めることが､あわせて非常に重要な課題となるでしょう｡
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第5章 アメリカ経済はなぜ減速したのか

アメリカ経済が急減速を示し､その影響が世界各地に波及しています｡アメリカから

の需要に支えられていたアジア経済は大きな打撃を受け､当初余 り影響を受けないとみ

られていたヨーロッパの経済も減速を示し始めました｡もちろん､日本経済にも､輸出

減少という大きな影響が及んでいます｡このため､アメリカ経済をどう見るかというこ

とが､今後の経済動向を考える上で非常に重要となっています｡

さて､アメリカ経済は､過去10年間､例をみない長期の好景気を続けてきました｡そ

の過程で､ITを中心に高い生産性の向上が続いたことから､｢アメリカ経済はインフレな

き高成長を長期間持続できる新しい経済に飛躍した｣というニュー ･エコノミー論が一

躍脚光を浴びることとなりました｡しかし､ニュー ･エコノミー論-の支持が高まった

2000年の後半に入って､実際の経済は減速を示し始めました｡このことは､過去10年間

の好景気をもたらした要因に関して再考を促すこととなりました｡そして､その考え方

の相違は､今後のアメリカ経済の回復の道筋についての考え方の相違に直結します｡ア

メリカ経済の回復の道筋に関しては､急回復を示すⅤ字型､緩やかな回復を意味するチェッ

クマーク型､やや低迷が続くU字型､二番底のあるW字型､あるいは低迷が長引くL字型

等のさまざまな見方が指摘されてきました｡既にⅤ字型ではなかったことは明らかになり

ましたが､U字型なのかL字型なのか､その見方は減速の理由をどのように考えるか､ひ

いては過去10年間の好景気をどう考えるのかによって異なってくることになります｡

(1)修正された柴観的心理

国内需要の急減速

まず最初に､GDP統計によってアメリカ経済の減速の過程を見てみます(図表ト5-1)0

国内総生産(GDP)を前年同期比でみると､2000年4-6月期に5%を超える高い成長を示した

後伸びを低下させ､2000年10-12月期に約3%増､2001年4-6月期に約1%増と成長率は大

きく落ち込みました｡この動きを需要項目別に寄与度でみると､99年から2000年前半に

かけて4%ポイント近いプラスの寄与度を持っていた個人消費は､2000年1-3月期をピー
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図表Ⅰ-511 アメリカ実質GDP

前
年
同
期
比

'
寄
与
度

(
%
)

コ _ I

l

･1
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露 ミ藻 ささ ミ 藻 ミ量 ミ 量 芸導 き導 きき Si,:≡:i:芸事 t.lL,'Stt;=tt

民間最終消費寄与度 匹冨ヨ民間設備投資寄与度 国 政府支出寄与度

- 外需寄与度 - 実質GDP前年同期比

(注)アメリカ商務省資料より｡

クに徐々に低下し､2001年4-6月期にはプラス2%ポイント程度と､約2%ポイント寄与度

が低下しました｡また､90年代において常に2%ポイント程度のプラスの寄与度を持って

いた設備投資は､2000年10-12月期に急減速を示し､2001年1-3月期には寄与度がゼロ､同4

-6月期には▲1%ポイント強のマイナスの寄与となりました｡このように､消費も投資

も2000年後半から伸びが低下しました｡ただし､個人消費については､比較的堅調に推

移しているとみることもできます｡98-2000年を除く90年代の個人消費の寄与度は2%ポ

イント程度であり､98-2000年が異常に高い成長を示していただけで､現在はまだ堅調

であるという解釈も可能です｡

このような急減速は､何故起きたのでしょうか｡まず､今回の景気減速が､供給面の

ショックによるものではなく需要面のショックによってもたらされたことが､輸出入の

動向から分かります｡もし労働生産性の低下等による供給不足が原因であれば､輸入が

増加するはずであり､国内需要の低下が原因であれば､輸入は減少するはずです｡そこ

で､輸入の動向を見てみると､2000年10-12月期から伸びが大きく低下していることから､

今回の景気減速は､国内需要の減速が原因であることが分かります(図表ト5-2)｡なお､
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図表 Ⅰ -5-2 アメリカの輸入
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(注)アメリカ商務省資料より｡

輸出も世界経済全体の減速を受けて伸びが低下してきており､内需のみならず外需も減っ

ていることが分かります｡

さて､それではこの国内需要の急減をどう解釈すべきなのでしょうか｡その解釈とし

ては､次の3つの見方が考えられます｡一つは､需要減退の主因はFRB(連邦準備制度理事会)

による99年から2000年にかけての予防的な金利引上げであるという見方です｡もう一つ

は､IT革命の一時的な足踏みに過ぎないという見方です｡三つ目は､90年代に発生して

いたバブルが弾けた結果であるという見方です｡

小さいFRBの利上げの影響

まず､FRBによる予防的な利上げが主因であるという見方を検討してみます｡FRBは､99

年から2000年にかけて､景気過熱に対する予防的な意味で金利を逐次引上げました(図表

Ⅰ-5-3)｡その結果､短期金利(フェデラル･ファンド･レート)は､2000年にかけてここ10年間

で最も高い水準にまで高まっていきました｡しかし､その金利水準は､過去と比較して

大幅に高いというわけではなく､90年代半ばに比較して高々1%ポイント程度高いだけで

す｡長期金利(10年国債利回り)をみると､90年代前半よりむしろ低い水準にとどまっていま
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図表ト5-3 アメリカの主要金利

(%
)
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[≡
フェデラル･ファンド･レート 一一一10年国債利回り
実質金利(フェデラル･ファンド･レート)‥I･･実質金利(10年国債利回り)

(注)アメリカ連邦準備委員会､労働省資料より｡実質金利は､消費者物価上昇率で実質化｡

す｡また､経済-の影響という観点からは､名目金利ではなく､実質金利で考える必要

があります｡そこで､名目金利からインフレ率を引いた実質金利でみると､短期金利､

長期金利ともに､99年から2000年の水準は90年代半ばに比較してむしろ低い水準になっ

ています｡

このため､FRBの予防的な金利引締めによる金利上昇が､直接的に例えば設備投資を

抑制したとはいえません｡ただし､もちろん､FRBの引締め基調の金融政策スタンスが､

人々のマインドに心理的な影響を与えた可能性を考えることはできます｡しかし､こう

した心理的影響の程度を測り､その因果関係を特定することは困難で､正確なところは

分かりません｡

ニュー･エコノミ-論による解釈

次に､IT革命の一休みであるという見方を検討してみます｡IT革命論で強調されてい

る点は､労働生産性の伸びの高まりです｡多くの場合､IT革命等に基づく生産性の高い

伸びが続いている限り､ニュー ･エコノミーは続くと主張されています｡そこで､アメ

リカの労働生産性の推移を見てみます(図表Ⅰ-5-4)0 95年頃から過去の トレンドから上方
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図表ト54 アメリカの労働生産性の推移
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労働生産性指数 (目盛左)

- ･労働生産性指数前年同期比 (目盛右)

(注)アメリカ労働省資料より｡非農業部門全産業｡

1974から1995年までのトレンド(

前

年

同
期

比

(

%
)

に乗離しており､伸びが高まったことが分かります｡このことがニュー ･エコノミー論

の論拠の一つでありました｡その伸び率は､2000年半ば以降やや低下して推移していま

す｡しかし､その伸びの低下は､これまでのところまだわずかなものにとどまっていま

す｡このことに対しては､ニュー ･エコノミー論の立場からは､生産性上昇の基調は変

化しておらず､近いうちに再び経済成長率は高まるという見方が示されています｡しか

し､生産性上昇の基調が変化していないことは､今回の景気減速が生産性の減速に起因

するものではなく､需要の減退に起因するものであることを示す一つの傍証と考えるこ

ともできます｡したがって､逆に言えば､今回景気減速が起きた理由をニューエコノミー

論の立場からは説明できないことを示しています｡いずれにせよ､生産性が今後も上昇

するにしても､今後需要の回復が見込めなければ､経済成長率が再び高まることは難し

いということは言えるでしょう｡

消費財から始まった生産の減速

さて､それでは､今回の需要の減退は何故起きたのでしょうか｡そこで､まず､生産

活動の推移を詳しく見てみることにします｡鉱工業生産を､前年同月比でみると､2000

年10月から伸びが低下し2001年に入ってからは下落に転じています(図表ト5-5)｡業種別
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図表ト5-5 アメリカの鉱工業生産
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)
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(注)アメリカ連邦準備委員会資料より｡

にみると､消費財は2000年半ばから緩やかに伸びの低下を続けており､一方､投資財は､

2000年内は高い伸びを維持していたものの､2001年に入ってから大きく伸びが低下して

います｡また､これまで経済を牽引してきたIT関連産業の代表であるコンピューターや

情報関連機器の生産の伸びは､2000年11月あるいは12月から急速に低下してきています｡

したがって､生産活動は､まず消費財の伸びの2000年半ばからの緩やかな低下から始

まり､2000年末にIT関連も含む投資財の急低下によって一気に加速したものと考えられ

ます｡ただし､消費財の伸びの緩やかな低下は98年にも観察されており､今回の緩やか

な伸びの低下が2000年末の投資財の伸びの急低下の先駆けであったかどうかは､これだ

けではよく分かりません｡なお､IT関連産業の生産の伸びが大幅に低下したことは､IT

といえども景気循環に無縁ではないことを示し､景気循環が消滅 したという極端なIT革

命論を否定するものです｡

次に､稼働率をみると､耐久財は2000年10月をピークに大きく低下しています(図表Ⅰ-5

-6)｡また､コンピューター及び事務機器産業の稼働率をみると､同じく2000年10月をピー

クに大きく低下しています｡一方､非耐久財をみると､耐久財ほど振幅が激しくないも

のの､耐久財に引きずられるように2000年末から低下しています｡
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図表ト5-6 アメリカの稼働率

云学 芸ミミ 二言さ二1'-ミニミミ -1.-1き1-:::itilt.IIii悪路 1'-ささや きl'-ささミ キ ゞ

(耐久財) 製造業(非耐久財)････-

(注)アメリカ連邦準備制度委員会資料より｡

さらに､出荷は､前年同月比でみると､2000年4､5月頃にピークをつけ､その後大き

く伸びが低下し､耐久財は2000年末からマイナスとなっています(図表ト5-7)｡在庫は､99

年から2000年にかけて積み上がっていきましたが､非耐久財は､2000年7-9月期から､耐

久財も10-12月期から在庫調整が始まりました｡

需要を抑制した所得の不透明感の高まり

この生産面の動きを､次に需要面から見てみます｡実質個人消費の動向をみると､2000

年1-3月期をピークに耐久財-の需要の伸びが大きく落ち込んだことが分かります(図表ト

5-8)｡一方､サービスや非耐久財の伸び率は堅調に推移していましたが､耐久財に引きず

られるように､2000年10-12月期から伸びがやや低下し始めました｡

したがって､2000年半ばからの消費財の生産の緩やかな低下は､耐久消費財-の需要

の伸びが4-6月期から低下し始めたことによって､引き起こされたものと考えられます｡

そこで､2000年4-6月期以降の伸び率の低下に関して､耐久消費財の内訳を見てみると､

自動車及び同部品の低下幅がやや大きいものの､家具 ･家事用品やその他の耐久財も同

様に大きく低下を示しています(図表ト5-9)｡このことから､2000年半ばから､耐久消費
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図表 トト7 アメリカの出荷と在庫
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期
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(注)アメリカ商務省資料より｡
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図表 ト 5-8 アメリカの実質個人消費
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(注)アメリカ商務省資料より｡
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財全般に対して需要を減退させる要因が働いていたことが窺えます｡耐久消費財は､比

較すると奪移品に区分されると考えられることから､この耐久消費財の消費意欲を減退

させた要因は､将来の所得の見通しに対する不透明感の高まりである可能性を指摘でき

ます｡

減速をもたらしたマインドの悪化

将来の所得見通しに影響を与える要因として､ここで株価の動向に注目する必要があ

ります｡90年代のアメリカの好景気は､株価の急上昇を伴っていました｡もし､株価の

上昇が今後以前のように期待できないとすれば､将来の所得-の期待もより慎重なもの

になると考えられます｡その結果､真っ先に奪移品の消費が抑制されることになるでしょ

う｡

そこで､アメリカの株価の推移を､ニューヨーク株式取引所総合指数(NYSE株価指数)で

みると､90年代に維持されていた高い上昇率は2000年に入ってとどまり､以後ほぼ横這

いで推移していることが分かります(図表ト5-10)｡さらに､IT関連のハイテク株が中心の

NASDAQ株価指数でみると､99年中に急騰した後､2000年に入って急落しています(図表

ト5-ll)｡いわゆるITバブルとその崩壊です｡

したがって､2000年に入ってからの株価上昇の急停止､特にハイテク株の急落が､将

来の所得に対する見通しをより不透明なものとし､それがまず耐久消費財の消費の伸び

の低下として現れてきたことが考えられます｡そして､将来の不透明感が次第に高まる

につれ､悲観的な見通しが一気に強まり､それが2000年末からの設備投資の急減をもた

らしたことが考えられます｡

こうした動きは､消費者の心理からもみることができます｡ミシガン大学消費者心理

指数は､景気に先行してその動きをよく捉えている指標として知られています｡この指

数が高いほど､景気の現状や見通しを楽観的にみていることを示します｡これをみると､

消費者心理は､2000年に入ってから少しずつ低下し､2000年末に至って大きく低下した

ことが分かります(図表ト5-12)0

株価の伸び悩みがそもそもの原因なのか､将来の不透明感の高まりが原因なのかは不

明ですが､いずれにせよ､2000年に入って､株価は伸び悩み､人々は将来の所得の見通

しをより慎重なものに変え､それが､耐久消費財-の需要の抑制から始まって､経済全

体の減速を導いたものと考えられます｡グリーンスパンFRB議長は､2001年2月の上院委
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図表 ト5-9 アメリカの実質個人消費 (耐久財)
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図表 Ⅰ-5-10 アメリカの株価 (NYSE株価指数)
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(注)日銀 ｢金融経済統計月報｣､ニューヨーク証券取引所資料より｡

日経平均株価指数は､lNYSE総合株価指数と時間軸が10年ずれている｡
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図表 ト 5-11 アメリカの株価 (NASDAQ株価指数)
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(注)NYSE及びNASDAQ資料より｡

図表 ト5-12 ミシガン大学消費者心理指数
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噛騨壷景気後退期 - ミシガン大学消費者心理指数

(注)ミシガン大学資料より｡



第5章 アメリカ経済はなぜ 減速したのか

員会での証言で､今回の景気減速を念頭に､｢過去の景気循環を見れば､人々の態度は突

然変化することが分かる｡経済に対する信頼感の予測できない急落が起こることがある｡

したがって､不況の到来を予測することは困難である｡経済に対する信頼感の突然の変

化に対し､直ちに経済政策で対処することは困難である｡｣と述べています｡この証言は､

これまでの検討で明らかになった2000年後半からのアメリカ経済の減速の要因を､的確

に表しているものと思われます｡

ただし､消費者心理は悪化したといっても､2001年夏までは過去の水準と比較すると

依然楽観的な部類に入っていたといえます｡ミシガン大学消費者心理指数は､2000年末

に急落したものの､その後まだ好景気であった90年代前半の水準を保ってきました｡ま

た､株価の推移を､バブル期の日本と比較してみると､日本の場合とはかなり異なるこ

とが分かります｡日本では89年末に最高値をつけた後､90年に入ってから一気に大幅に

下落しました｡これと比べると､現在のアメリカの株価は､総合指数でみると横這いで

推移しており､バブル崩壊といえるまでの現象はアメリカの株価では起きていないと言

えます｡株価の大幅な下落はNASDAQ株式指数で代表されるIT産業の株価に限定されて

おり､その他の産業-の波及はまだそれほど大きなものとはなっていません｡

このような消費者心理の上下を､｢バブル｣ やその ｢破裂｣という表現で説明するのが

妥当なのかは難しいところです｡ただし､日本では､非常に楽観的であった心理が､90

年初に逆振れして過度に悲観的な心理に変わったのに対し､アメリカにおいては､非常

に楽観的な心理であったものが､2000年後半に修正されたものの､2001年夏の段階では

まだ悲観的というところまでには至っていなかったという解釈が可能であろうと思われ

ます｡

(2)依然残るいっそうの下振れリスク

広がる景気減速の影響

このように､まだ深刻な不況といえる状況までには至っていないものの､景気減速の

影響は､さまざまな面において顕在化してきています｡まず雇用面-の影響をみると､90

年代を通じて大幅に低下した失業率は､2000年末から再び上昇に転じ､2001年8月には一

気に4.9%に上昇しました(図表Ⅰ-5-13)｡失業者の内訳をみると､一時帰休以外の解雇者が
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大きく増加しています｡一方､労働市場-の再参入者が減少しています(図表ト5-14)｡さ

らに､90年代を通じて上昇してきた労働参加率も2000年末から再び低下に転じています

(図表Ⅰ-5-13)｡このことは､解雇される労働者が増加し雇用環境が悪化する中で､就業を

諦める人が増えていることを示しています｡失業率の水準はまだ4%台であり､アメリカ

においては歴史的にみれば依然低い水準にとどまっているとみることもできます｡しか

し､雇用の動向は景気に遅行し､失業率が上昇するのはこれからであると考えられます｡

もし､雇用環境の悪化が今後も続くと､それが所得の低下に結びつき､消費を停滞させ

る大きな要因となる可能性があります｡

一方､過剰な消費の象徴という見方もされた個人貯蓄率をみると､2000年以降も低下

を続け､2000年末から2001年4-6月期までは1%程度となっていました(図表Ⅰ-5-15)｡これ

は､景気減速を受けて可処分所得の伸びが低下している中で､先にみたように消費が比

較的堅調に推移していたためです｡

マインドの回復と政策効果がポイント

今後の動向を考える場合には､まず､今回の需要減退をもたらした楽観的見方の修正

がどの程度まで進むかという点が重要でしょう｡消費者心理の冷え込みは､2001年夏ま

ではまだ限定的なものにとどまっていました｡このため､可処分所得の伸びが低下する

中で､消費は比較的堅調に推移し､まだ深刻な景気後退にまでは至らないで済んできた

といえます｡しかし､今後雇用情勢がいっそう悪化していった場合､消費者の心理が現

在の状況を維持できるかどうかが問題となります｡仮に人々の心理がいっそう冷え込み､P

株価が大幅な下落を示すことになると､深刻な状況に陥る可能性があります｡事実､2001

年9月にミシガン大学消費者心理指数は再度大きく落ち込み､90年代初の水準にまで戻っ

てしまいました｡また､株価も9月に入り下落を示しており､人々の景気に対する心理の

いっそうの冷え込みが懸念されます｡

さらに､このように景気が微妙な段階にある9月11日に発生した同時多発テロによる悪

影響が懸念されます｡直接的な被害は直ぐに回復するものと思われますが､心理的に景

気をいっそう冷え込ませることが心配されます｡90年の湾岸危機の際に消費者心理指数

は大幅に落ち込み､アメリカは不況に陥りました(前掲図表ト5-12)｡同じような現象が起

こることが懸念されます｡

一方､生産面に目を向けてみると､在庫調整はある程度進展してきています(図表Ⅰ-5-
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図表 Ⅰ-5-13 アメリカの雇用
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失業率--･労働参加率
(注)アメリカ労働省資料より｡労働参加率は､16歳以上人口における､(就業者+求職中失業者)/人口

図表 ト5-14 アメリカの失業者の内訳
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(注)アメリカ労働省資料より｡
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図表 ト5-15 アメリカの貯蓄率と可処分所得
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個人貯蓄率 ･･･- ･-人当たり実質可処分所得(前年同期比)

(注)アメリカ商務省資料より｡

図表 Ⅰ-5-16 アメリカの在庫循環
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(注)アメリカ商務省資料より｡
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16)｡在庫循環をみると､2001年後半に入って在庫が減少に転じていることから､景気回

復局面入りを窺えるところにきています｡しかし､出荷が依然減少を続けているので､

このまま回復に結びつくか微妙な状況にあります.一方､IT関連産業における過剰設備

の調整については､これまで非常に高い水準の投資が続いてきたこともあり､まだ時間

がかかるとみられています｡したがって､2000年までIT関連産業を中心に続いた設備投

資の高い伸びが､近い将来再び再来するとは考えがたい状況です｡

さらに､政策効果がどの程度効いてくるかも今後の動向を占う重要な視点です｡まず､

2001年初からのFRBの金利引下げ効果が2001年後半から効いてくることが期待されてい

ます｡さらに､ブッシュ政権の公約が実現した大幅減税の効果も2001年後半から実施さ

れています｡これらの効果が経済のいっそうの悪化を食い止めることができるかどうか

が大きなポイントとなります｡

また､国際経済との関連では､為替政策も注目されます｡アメリカはこれまで強い ド

ル政策を続け､海外からの資本流入を促してきました｡しかし､景気減速を背景に､製

造業からのドル高政策-の批判が高まってきています｡仮に､ ドル安容認政策に転じる

とすると､アメリカの国内産業にとっては有利になりますが､わが国始めその他の国に

は非常に厳しいことになります｡ただ､アメリカにとっても､これまでアメリカ経済を

支えていた海外からの資本流入が一気に逆流する大きなリスクを抱えることになります｡

このことは､アメリカ経済をいっそう不安定化させる可能性を持っています｡
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第6章 必要なマクロ経済政策

長期低迷からの脱却に向けて

日本経済は､これまでみてきたように､非常に厳しい状況に置かれています｡さらに､

追い討ちをかけるように､アメリカ経済減速の影響で世界経済全体が景気後退に向かっ

ています｡その上､アメリカにおける同時多発テロの影響が懸念されます｡不安心理の

高まりによりアメリカの消費がいっそう落ち込むことになれば､その影響はアメリカに

とどまらず､日本を含め世界全体の景気をいっそう悪化させることが心配されます｡こ

の厳しい状況から脱却するためには､現在の日本経済の最大の問題点が需要不足である

ことを認識し､デフレ状況から脱却するために､あらゆる政策を総動員する必要があり

ます｡

今回の景気後退入りは､わが国経済の脆弱さを改めて露呈させました｡この基調の脆

弱性は､バブル崩壊以降日本経済を苦しめ続けてきたものです｡したがって､経済を本

格的な回復に導くためには､まず､この脆弱性が何に起因しているのか探り当て､その

原因を取り除くための構造的な改革が必要になります｡しかし､長期低迷の原因につい

ては､これまでさまざまな見方が提示されてきたものの､いまだコンセンサスといえる

ような見方はないのが実態です｡このため､｢構造改革｣の必要性は声高く叫ばれるもの

の､その中身は千差万別で同床異夢な場合が多いといえます｡あらゆる課題が ｢構造改

革｣ の対象として取上げられているものの､その多くは長期低迷からの脱却する道筋が

不明なものが多いといえます｡さらにいえば､このように､あらゆる課題を ｢構造改革｣

という一つの言葉で一括してしまうことは､建設的な意見を封じ込めてしまうことにも

繋がる恐れがあります｡内容を明確にしないまま ｢構造改革｣という言葉を使 うことは

避け､それぞれの課題の具体的な内容を明示した上で考えていくことが重要です｡そこ

で､まず参入規制の改革など需要を喚起するものを優先的に行 うことが要請されます｡

これまでの本書での検討では､日本に脆弱性をもたらしてきた要因は将来に対する悲

観的な見方であり､その背景の一つとして､金融機関-の強い不信､不安感がある可能

性が示されています｡もし､こうした見方が正しいならば､長期低迷から抜け出るため

には､この金融機関-の不信､不安感を取り除くことも重要な課題の一つになります｡

ls 88 !i
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金融機関-の不信､不安感を金融機関の自助努力で急速に回復できないのであれば､

経済全体の速やかな回復という公益の目的のために､公的な介入が必要とされるでしょ

う｡その場合には､まず､金融機関の責任を厳しく追及した上で､公的資金のさらなる

注入が考えられます｡その際の不良債権処理は､要注意債権に関しては間接償却で十分

で､徒に直接償却を加速することによる倒産や失業のような ｢痛み｣は必要ありません｡

次に､公的資金の注入とあわせて､土地担保主義ではなく､より高いレベルの審査能力

を有するように､公的な管理の下で､金融機関の経営を一新し､金融システムの抜本的

な改革を進めることが非常に重要な課題となるでしょう｡

このような根本的な改革を進めることと並行して､短期的な景気循環に対応して､マ

クロ経済政策を休むことなく適宜適切に実施していくことが重要です｡なぜなら､一つ

は､幾つかの ｢構造改革｣が深刻なデフレ効果を持っているからです｡もう一つは､多

くの ｢構造改革｣とマクロ経済政策は基本的に独立しており､二律背反の関係にあるわ

けではないからです｡仮に ｢構造改革｣を ｢財政赤字削減｣の意味に限定すれば､｢構造

改革｣とマクロ経済政策には二律背反の関係が生じる可能性があります｡しかし､その

他のほとんどの ｢構造改革｣にはこうした関係は生じません｡もし､日本経済の長期低

迷をもたらした主因が赤字財政であるならば､｢財政赤字削減｣ が優先されるべきです｡

しかし､財政赤字は長期低迷の結果であって原因とは考えられません｡したがって､経

済の状況に応じて､財政政策も含め適宜適切な政策対応を行うことが求められます｡

さらに､現在失業率が5%を越えるという非常に厳しい景気後退局面にあり､かつ世界

で同時に景気後退が生じていることを十分に認識する必要があります｡このため､適切

かつ十分な雇用対策を早急に実施することと併せ､景気支持のためのマクロ経済政策を

実施することは､政府の重要な使命です｡

緩和継続が必要な金融政策

金融政策に関しては､これまでの緩和基調をさらに促進していくことが重要です｡現

在の金融緩和については2つの見方があります｡一つは､適度なインフレ目標を設定すべ

きだという ｢インフレ目標論｣です｡この見方に立っと､デフレが依然進行している現

状は､金融緩和が不十分で､いっそうの量的緩和が必要であるという主張となります｡

いっそうの金融緩和の手段としては､日銀のさらなる国債買いオペによるベースマネー

のいっそうの供給や財政政策との緊密な連けいを含めた新しい手段の開発等が多く指摘
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されています｡二つ目の見方は､量的緩和には限界があるという見方です｡ 日銀やその

考え方に近い見方からすると､既に市場で消化できないほど十分にマネーは供給されて

おり､企業に資金需要が無い以上これ以上の金融緩和をしても無意味であり､企業の資

金需要を呼び起こす政策の方が肝要であるということになります★100

どちらの見方に立っかは､まず､政策的にインフレ目標を達成する可能性､さらに､

期待インフレ率の高まりによって直ちに長期金利が上昇すること-の懸念に対する見方

によって立場は異なってきます｡まず､インフレ目標を政策的に実現できるか否かに関

しては､過去スウェーデンでの例を除きほとんど例がないこともあり､実施してみない

と分からないのが実情です｡日銀の大量の国債の買いオペの実施をみて､人々が長期的

観点からの日銀のインフレ目標を信認すれば､目標を達成する可能性があります｡次に､

インフレ期待の高まりを受けて長期金利が上昇するかどうかが問題となります｡ここで､

もし､経済が均衡する実質利子率がゼロないしマイナスであれば､長期金利の上昇は経

済が回復 してくるまでは大きくならないでしょう｡この場合には､インフレ率の上昇に

よって､経済が回復するまで実質利子率は大きく低下しマイナスになることとなり､投

資が呼び起こされる可能性があります｡

｢インフレ目標論｣には幾つか問題点も指摘されており､効果があるかどうかは､これ

まで例がないだけに､実際に実施してみないと分からないことも事実です｡しかし､現

在の日本経済はデフレと長期低迷の中にあり､いわば非常事態にあるということができ

ます｡このような状況においては､デフレ克服のために ｢インフレ目標｣政策を実施す

ることも必要といえるでしょう｡

適宜適切な対応が重要な財政政策

財政政策に関しては､景気が非常に厳しい現状を考えると､その適宜適切な実施が非

常に重要であり､景気が回復するまでは積極的なスタンスを維持することが必要です｡

財政政策が重要なのは､景気後退により､需要不足がさらに深刻化すると考えられる

からです｡GDP統計により､経済全体の貯蓄と投資の差をみると､近年本来投資超過で

あるべき民間企業が大幅な貯蓄超過となっていることから●､その超過する貯蓄を､政府

部門か外需で吸収しなければならなくなっています(図表ト6-1)｡貿易摩擦問題-の懸念

★10 さらに､国債の買いオペを無制限に認めれば､それは実質的に国債の日銀引受と同じことに

なり､それは金融政策としては禁じ手であり断じて認められないという考え方もあります｡
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図表 106-1 日本の制度部門別貯蓄投資差額の対名目GDP比

lIllll l l l l I I l l l l J I≧## l

## ≧#措】 葺 #S讃#####f#

ぜ♂♂♂♂♂ぜ㊦♂ぜぜ♂♂♂♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ (暦年)

田非金融法人企業 Ea金融機関 E3一般政府 団家計 E=海外

(注)内閣府｢国民経済計算年報｣より｡
1994年までは68SNA､1995年以降は93SNA｡

や世界全体で景気が減速している現状を考慮すると､外需によってこれ以上吸収するこ

とは難しいといえます｡したがって､超過する貯蓄を政府部門が吸収せざるを得ません｡

今後景気後退局面が続けば企業の投資はさらに減少し､貯蓄超過状態はいっそう深刻化

する可能性が強いといえます｡こうした中で､仮に財政支出を縮小させるとすると､経

済はその分だけ縮小することになり､不況がいっそう深刻なものになると予想されます｡

しかも､問題なのはアメリカ経済が減速し､それに引きずられるように､アジアもヨー

ロッパも景気減速､後退に見舞われていることです｡世界全体で需要不足､供給過多と

なってきている状況で､仮に世界第二位の経済規模を持つ日本が､緊縮的財政政策を採

用することになれば､その影響は日本にとどまらず､世界経済全体にとって非常に危険

な状況をつくり出すことになる可能性を持っています｡

なお､国債残高が累増しており､これ以上の国債発行は財政破綻をもたらすという見

方があります｡しかし､日本の国債はほとんど日本人が所有しており､また日本は世界

最大の債権国であることから､単純に国債が累増すれば財政が破綻すると考えることは

できません★11｡つまり､将来の日本人は国債元利払のために税金を払う必要があります
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図表 Ⅰ-6-2 財政政策の効果

前
年
同
期
比

(
%

)
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4
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(注)内閣府｢国民経済計算｣より｡

が､その国債元利払を受けるのも将来の日本人であり､国全体としてみれば現在も将来

も帳尻は合っているからです★12｡さらに､国債残高は､その分社会資本として蓄積され

ていることも忘れてはなりません｡なお､国債の累増によりいずれ長期金利が上昇し､

景気を悪化させるという見方もあります｡しかし､これまでみてきたように､現在日本

は大幅な貯蓄超過状態で､国債以外に超過する貯蓄を吸収する方法がありません｡した

がって､国債-の需要が減少し長期金利が上昇することは､消費や投資あるいは外需が

増加 して超過貯蓄が小さくなっていること､すなわちむしろ逆に景気が上昇しているこ

とを示します｡

また､財政政策の効果はないので無意味だという意見もあります｡確かに､財政政策

の効果は呼び水効果であり､それだけでは景気を本格的に回復させることは難しいでしょ

う｡しかし､民間部門の景気が悪化した時に､その下支えをする､つまり激変緩和措置

★11 ｢現在経済が貯蓄超過になっているとはいえず､一定の仮定の下で財政の破綻が生じること

もありえる｣という考え方もあります｡

★12 もちろん､税金を支払う人と国債元利払いを受ける人は異なるので､適切な所得再分配政策

が必要になります｡



第6章 必要なマクロ経済政策

図表ト6-3 歳入輸出の対国民所得及びGDP比
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(注)内閣府｢国民経済計算｣及び財務省資料より｡
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を行 うための政策としては､非常に大きな効果を持っています｡例えば､92年から94年

にかけての不況の時期､仮に積極的な財政政策を実施しなければ､経済はマイナス成長

となっていたことが分かります(図表トか2)0

さらに､多額の公債が不必要に発行されて､無駄な公共投資に使われているという批

判もあります｡そこで､国民所得に占める税金と公債を併せた額の比率をみると､ここ2､3

年は確かにやや高めですが､基本的には過去20年間20%程度で安定的に推移しています(図

表ト6-3)｡そして､その内訳をみると､90年代には､公債が大きく増加する一方で､税収

が大幅に減少したことが分かります｡つまり､公債は不必要に発行されていたのではな

く､景気低迷に伴う税収の落ち込みを補 うために発行されていたことが分かります★13｡

逆にいえば､景気がよくならないと､なかなか公債を減らすことは難 しいと考えられま

す｡さらに､公的資本形成のGDPに占める比率をみると､90年代初にバブル後の景気落

★13 仮に､国債発行額の抑制を最優先課題とする場合､マクロ経済の観点からは､国債減少額の

埋め合わせは､支出の削減より､増税の方が望ましいことになります｡なぜなら､支出の削減はそ

の分だけ需要を縮小させますが､増税の場合は一部貯蓄から納税されるので､需要の縮小はより小

さなもので済み､マクロ経済-の影響は小さくなるからです｡
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ち込み-の対応のためやや上昇しましたが､90年代後半には一貫して比率は低下し､現

在は80年代後半の最も低かった時期の水準にまで落ちています(前掲図表I-6-3)｡したがっ

て､必ずしも公共投資額が多すぎる､あるいは無駄であると単純にはいえません｡

こうしたことから､これまで繰り返し述べてきたように､失業率が5%となり､世界全

体で景気の状況が急速に悪化している現在､景気が回復するまでは積極的な財政政策の

スタンスを維持し､景気の下支えに努めることが非常に重要です★140

その際､補正予算を組まなくても十分なだけの財政支出を当初予算段階で計上してお

くことが､財政政策の信頼を確保する上で必要です｡さらに､もちろん､行政の効率性

を高めることが重要であり､財政支出の内容については､景気動向に関わりなく､より

将来役立ちかつ波及効果の高い有効なものに変えていくように不断に見直していくこと

が重要です｡

★14 積極的な財政政策としては､財政支出の増加だけでなく､減税も対象となります｡





(1)労働市場等の動向

今回の景気回復期において､雇用 ･失業情勢の改善の動きは緩慢でした｡雇用､特に

常用雇用の改善には遅れがみられました｡これは､景気の回復テンポが弱かったこと､

雇用過剰感が高く､企業リス トラの進展等が背景と考えられます｡また､景気の回復テ

ンポが弱い中で､労働需給のミスマッチの高まりもあり､完全失業率は高水準で推移し

ました｡雇用 ･失業情勢は､2001年は､景気が悪化する中で､完全失業率が7月初めて5.0%

となるなど､さらに厳 しさを増しています (図表Ⅱ-1)｡ここでは､最近の雇用 ･失業情

勢の動向を概観するとともに､不良債権処理問題と失業､雇用創出､ワークシェアリン

グ等についても論点を整理します｡さらに､賃金 ･労働時間の動向もみることとします｡

(1)労働市場等の動向

求人倍率は低下傾向

厚生労働省 ｢職業安定業務統計｣で､公共職業安定所の求人､求職の状況をみると､2000

年平均では､景気の緩やかな回復を背景に､新規求人が前年比19.9%増と3年ぶりに増

図表Ⅱ-1 完全失業率と求人倍率の推移 (季節調整値)

(%､倍)
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完全失業率 ･一日 - 有効求人倍率 新規求人倍率

(資料出所)総務省統計局｢労働力調査｣､厚生労働省｢職業安定業務統計｣｡
(注)2001年Ⅲ期は7-8月平均｡
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加､新規求職が0.2%減と4年ぶりにわずかに減少しました｡ しかし､2001年に入ってか

らは､新規求人は､季節調整値で2001年1-3月期に大きく減少しました (図表Ⅱ-2-①)｡

新規求人の前年比を産業別にみると､2000年に大幅増となった電気機器が大きく減少し

ていること等から､製造業の落ち込みが目立っています｡また建設業は求人需要は弱く

なっています｡一方､サービス業は､医療､教育､社会福祉が堅調な増加をしてい･る中

で､伸びが鈍化しつつも増加が続いています｡こうした求人の動きは､最終需要動向に

基づく生産の落ち込み等を反映したものといえます｡また､一般､パー ト別にはいずれ

も伸びが大きく鈍化 しています｡なお､前回の景気後退局面と比較して､新規求人(季

節調整値)の低下のテンポは､2001年央現在で､小さくなっています｡これは､前回は､

サービス業も含め､おおむね各産業で大きく落ち込んだのですが､今回は､主に製造業

で大きく落ち込み､サービス業等では落ち込みが小さいことを反映しています｡また､

労働力需給のミスマッチ (ミスマッチにより､求人がなかなか充足しない)なども要因として

考えられます｡ しかし､景気が落ち込む中で､第3次産業活動指数も2001年央に低下傾

向が顕著となってきており､求人需要は弱いものと見込まれます｡

新規求職者は､季節調整値では2001年1-3月期以降増加に転じており (前出図表Ⅱ-2-

①)､ 原数値でも4-6月期以降前年比増加となっています｡ 新規求職者も前回景気後退

局面に比べると､今のところ､前年比増加テンポが緩やかです｡これは､1999年からの

景気回復期に求職があまり減少せず､高止まっていたこと等が背景として考えられます｡

新規求職者の内訳をみると､事業主都合離職､非自発的離職も増加していますが､自発

的離職求職者の増加も目立っています｡離職者以外(雇用保険受給資格決定者以外の常用新規

求職者)は､落ち着いた動きとなっています｡雇用保険の受給者実人員数も4-6月期以

降増加に転じています｡なお､自発的離職求職の増加については､後で触れます｡

こうした求人､求職の動向を反映して､2000年平均では上昇した求人倍率は､季節調

整値では､2000年10-12月期をピークに､2001年に入 り低下傾向となっています｡8月

は､新規求人倍率は1.02倍､有効求人倍率は0.59倍 と低下しています (前出図表Ⅱ-1)｡

なお､常用有効求人倍率(パートを除く)は0.45倍に対し､パー ト有効求人倍率は1.42倍と1

倍程度の差があります(2001年8月､季節調整値)0

また､職業別求人倍率(常用)をみると､専門的 ･技術的職業従事者く保安職業従事者､

サービス職業従事者は常用新規求人倍率が1倍を上回っていますが､管理的職業従事者､

事務従事者は水準が低く､また､生産活動の落ち込みから､生産工程 ･労務作業者では､
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求人倍率が低下しています(2001年1-8月平均)｡また､専門的 ･技術的職業従事者､販売

従事者は､求人倍率の水準と比べ､充足率､就職率とも低く､求人､求職者ともなかな

か就職に結びつきにくい状況にあります (図表Ⅱ-3-①)｡年齢別求人倍率 (常用)は､若

年層で相対的に高く､45歳以上では非常に低くなっており､特に60-64歳層は0.1倍を

下回っています (図表Ⅱ-3-②)｡このように職種間､年齢間で差が大きくなっています｡

高卒で厳しい新規学卒市場

新規学卒市場は､最近の特徴として､大卒に比べ､高卒でより厳しい傾向となってい

ます｡景気の緩やかな回復がみられた2001年3月卒でも､高卒は､就職率 (18.4% (｢学校

基本調査｣))､求人倍率(厚生労働省職業安定局調べ)とも過去最低を更新しました｡大卒(57.3%)､

短大卒(59.1%)は就職率はやや上昇しましたが､依然低水準です｡また､卒業者に占め

る無業者割合は高卒(9.8%(一時的な仕事に就いた者を含む))､大卒(21.3%)､短大卒(20.9%)と

も依然高水準です｡景気の悪化がみられる中で､2002年3月新規学卒市場は､高卒では､

依然厳しい状況となっています｡7月末現在の厚生労働省職業安定局調べでは､求人倍

率は0.61倍と前年を0.03ポイント下回っています(2001年3月卒の最終的な求人倍率は1.34倍)0

調査時期が早いものの､リクルー トリサーチ調べの大卒求人倍率は2002年3月卒1.39倍

と2年続けて上昇の見通しとなっています｡ただし､その後の景気悪化がどう影響する

か留意する必要はあります｡

減少に転じた所定外労働時間

生産の落ち込み等を反映し､厚生労働省 ｢毎月勤労統計調査｣ の所定外労働時間は､

季節調整済み前期比､原数値前年比とも減少に転じ､減少幅が拡大しています (図表Ⅱ-2

-②)｡特に製造業の落ち込みが大きくなっています｡

(2)企業の雇用調整､雇用過剰感の動向

再び高まる企業の雇用過剰感､雇用調整実施事業所割合

景気の悪化を背景に､日本銀行 ｢全国企業短期経済観測調査｣の企業の雇用過剰感は､

2000年12月を底に再び高まっています (図表Ⅱ-2-③)｡特に製造業､建設業で大きく高
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図表Ⅱ-2-① 新規求人 ･求職の推移 (季節調整値)
(人)
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(資料出所)厚生労働省 ｢職業安定業務統計｣ 0

(注)2001年Ⅲ期は7-8月平均｡

図表 Ⅱ-2-② 所定外労働時間の推移 (事業所規模30人以上､季節調整値)
(1995年=100)

1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001 (午)

(資料出所)厚生労働省｢毎月勤労統計調査｣｡
(注)2001年Ⅲ期は7-8月平均｡
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図表 Ⅱ-2-③ 雇用人員判断D.Ⅰ.の推移 (全国企業)

1980 198 1 1982 1983 1984 198 5 1986 1987 1988 1989 1990 199 1 1992 1993 1994 199 5 1996 1997 1998 1 9 99 2000200 1 (午 )

産業計 一 一 一 製造業 - - ･非製造業

(資料出所)日本銀行｢全国企業短期経済観測調査｣｡
(注)雇用人員判断D.Ⅰ.-｢過剰｣とする企業割合-｢不足｣とする企業割合｡

図表Ⅱ-2-④ 雇用調整実施事業所割合の推移

1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001 (午)

(資料出所)厚生労働省｢労働経済動向調査｣｡
(注) 1)産業計は､84年卜3月期までは製造業､卸売･小売業,飲食店､84年4-6月期～93年7-9月期は製造業､卸売･小売業,

飲食店､サービス業､93年10-12月期～98年7-9月期は建設業､製造業､運輸･通信業､卸売･小売業,飲食店､サービ
98年10-12月期以降は建設業､製造業､運輸･通信業､卸売･小売業,飲食店､金融･保険業､不動産業､サービス業｡

2)2001年7-9月期は実績見込み｡

｢
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図表Ⅱ-3-① 職業別常用新規求人倍率､
新規就職率､新規充足率

(2001年 1- 8月平均､原数 値)
(倍) (% ) (%)

l 求人倍率 就職率 充足奉 -i

計 l 0.80 20.4 ……;… 1 i

的.技術的職業従事者 1.28 22.5

的職業従事者 0.66 17.8

従事者 0.37 14.5 38.9

従事者 1.10 19.7 17.8

ビス職業従事者 1.12 22.7 20.3

職業従事者 2.43 53.4 22.0

漁業作業者 0.93 36.9 39.8

･通信従事者 1.06 32.0 30.2

(資料出所)厚生労働省｢職業安定業務統計｣｡

(注)就職率-就職件数/求職者数 充足率-就職件数/求人数

図表Ⅱ-3-②年齢別常用有効求人倍率

(2001年1-8月平均､原数値)

(倍)

まっています｡企業規模別には､中堅､中小企業が大企業より雇用過剰感の高まりがや

や大きくなっています｡また､厚生労働省 ｢労働経済動向調査｣ の雇用調整実施事業所

割合は､2000年7-9月期を底に上昇 しています (図表Ⅱ-2-④)｡雇用調整の手法は残業

規制､配置転換等の割合が高くなっています｡また､希望退職の募集 ･解雇の水準自体

は低いですが､建設業等ではやや高くなっています｡しかし､景気が悪化する中で､電

機メーカーを中心にリス トラ計画が相次いで発表されています｡不良債権処理等もあり､

今後､企業の雇用調整が､内容も含め､より厳しさを増すおそれがあります｡なお､同

調査の職種別労働者の過不足感をみると､専門 ･技術の不足感が高く､管理､事務で過

剰感が高い傾向が続く中で､技能工､単純工の過剰感が高まっています (図表Ⅱ｣)0

方､企業倒産件数は2001年も高水準で推移しており､また､倒産被害者数も2000年を上

回って高水準で推移しています｡

(3)労働力人口･就業者 ･雇用者の動向

労働力人口は再び減少

労働力人口は､景気回復にもかかわらず減少傾向が続き､2000年平均では､6,766万

人で､前年差13万人減と､2年連続減少となりました｡なお､労働力人口の減少と裏腹

ですが､非労働力人口の大幅な増加傾向が続いています｡労働力人口を､男女別にみる

二 ~



(3)労働力人口 ･就業者 ･雇用者の動向

図表Ⅱ-4 職種別常用労働者過不足判断D.Ⅰ.
(%ポイント)

㊥ ㊥ ㊥ ㊥ ㊥ ㊥ 車 中 夢 中 ㊥ ㊥ ㊥ 卦 や ㊥ ♂ ♂ (午)

(資料出所)厚生労働省｢労働経済動向調査｣｡
(注)過不足判断D.I.-｢不足｣とする事業所割合-｢過剰｣とする事業所割合｡

と､男性が減少傾向で推移しています｡女性は2000年10-12月期､2001年1-3月期に増

加となりましたが､4月以降は､若干の減少傾向となっています｡また､労働力率は､2000

年平均では､男女とも低下し､男性の低下幅は女性を上回りました｡2001年には､女性

は､2000年10-12月期､2001年1-3月期と上昇しましたが､4-6月期以降低下していま

す｡男性は低下が続いており､女性より低下幅が大きくなっています02001年の労働力

率の変化について､高齢化等による人口構成変化要因と各年齢層の労働力率変化要因に

分けると､男性は､人口構成変化要因､労働力率変化要因ともに低下に寄与しています｡

年齢別には､高齢者 (特に65歳以上)の大幅な低下寄与に加え､45-54歳を中心とする中

堅層の低下寄与も大きくなっています｡一方､女性は､人口構成変化要因は男性より減

少寄与が大きくなっています｡しかし､労働力率変化要因は､1-3月期は､65歳以上を

除く各年齢層で労働力率が上昇したことから､大幅な上昇寄与となり､4-6月期以降も､

55-59歳層､60-64歳層が低下寄与となったものの､若年､中堅層の労働力率はおおむ
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(%ポイント)

図表Ⅱ15 労働力変化率の要因分解

(男性)

1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

(%ポイント) (女性)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
2000

Ⅰ Ⅱ 7-8

2001 (年･期)

1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

(資料出所)総務省統計局｢労働力調査｣より試算｡
(注)要因分解については以下のとおり｡

∑Niαi
より

△Ni

△α-

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 7-8

2000 2001 (年･期)

)△αi ∑ (αi+

N+△N

△ α i
)△Ni-△-N言

N+△N

労働力率変化効果

N :15歳以上人口 α:労働力率

(~ は年齢計､添字iは各年齢別を表わす)

｢

人口構成変化効果



(3)労働力人口･就業者 ･雇用者の動向

ね上昇したため､全体の労働力率変化要因の低下寄与はわずかなものとなりました｡な

お､男女とも65歳以上層の労働力率の低下が大きくなっています (図表Ⅱ-5)｡高齢層の

労働力率の低下の背景には､後述するように､自営業主 ･家族従業者の減少が大きいこ

とがあります｡

非労働力人口の増加について､｢労働力調査特別調査｣(各年2月調査)で､いわゆる求

職意欲喪失者として､やや広く､就業希望の非労働力人口のうち､非求職理由が ｢適当

な仕事がありそうにない｣者をみると､2001年2月は420万人であり､そのうち､すぐ仕

事に就ける者 (133万人)であり､過去1年間の求職活動があった者 (失業者の求職意欲喪失

層に近い層)は63万人で､景気の緩やかな改善で2000年より減少していますが､高い水準

です｡｢適当な仕事がありそうにない｣理由の内訳では､｢勤務時間等が合わない｣(166

万人)が最も多く､次いで ｢近くに仕事がありそうにない｣(79万人)となっています｡長

期の景気低迷を反映して､｢今の景気や季節では仕事がない｣(52万人)の割合が90年代

央以降に大きく高まっています｡なお､非労働力人口に占める就業希望で非求職理由が

｢適当な仕事がありそうにない｣ 者の割合は10.1% (うちすぐ就ける者は3.2%)となってい

ます｡年齢別には35-64歳層で高くなっています｡仮に､労働力の需給緩和状況につい

て､こうした層を失業率 (-失業者/労働力人口､2001年2月4.8%)の分母 ･分子に加えた指

標を計算すると､｢適当な仕事がない｣者､うちすぐ就ける者､さらに過去1年間の求職

活動があった者では､各々､10.4%､6.6%､5.7%となります｡こうした就業希望の非

労働力人口については後でまたみます｡

就業者も再び減少

就業者数は､前年差減少傾向が続いており､2000年10-12月にようやく増加に転じま

したが､景気の悪化の中で､2001年4月以降は､再び大きく減少しています｡なお､2000

年平均では､6,446万人､前年差16万人減と3年連続して減少となっています (図表Ⅱ-6)0

雇用者数は伸びが鈍化しつつも増加

就業者の内訳をみると､雇用者数は､前年差で増加に転じたのは､2000年半ば以降で

あり､パー ト､臨時等の増加が中心でした｡常雇は､2000年は減少幅が大きく縮小し､

ようやく2000年末から増加傾向となりました｡しかし､雇用者数は､景気が悪化する中

で､臨時 ･日雇の増加幅の縮小､常雇の伸びの鈍化(8月は前年差減少)から､2001年4-6
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(万人)
図表 Ⅱ-6 従業上の地位別就業者数前年差

ぜ耳♂ぜ♂♂ぜせずぜぜ♂♂♂♂♂♂♂♂ぜ♂ ♂

(資料出所)総務省統計局｢労働力調査｣｡
(注)2001年Ⅲ期は､7-8月平均｡

(万人) 図表Ⅱ-7 従業上の地位別雇用者数前年差

♂ (午)

ぜ㊦♂ぜ♂ぜぜせず ぜ ずダ♂♂♂♂♂♂♂♂♂ ♂

(資料出所)総務省統計局｢労働力調査｣｡
(注)2001年Ⅲ期は7-8月平均｡

♂ (午)
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(万人)
図表Ⅱ-8 産業別雇用者数前年差

ぜ耳♂♂♂ ♂ ぜ ♂ ♂ ぜ ず ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ (午)

EEEEE]建設業 EZZZZ)製造業 E=≡:≡コ運輸.通信業

⊂==コ卸売.小売業,飲食店 - 金融.保険業､不動産業 区営23サービス業

(資料出所)総務省統計局｢労働力調査｣｡
(注)2001年Ⅲ期は7-8月平均｡

月期以降増加幅が縮小しています (図表Ⅱ-7)｡一方､自営業主､家族従業者は大幅な減

少が続いており､2001年は減少幅が拡大しています (前出図表Ⅱ-6)｡なお､2000年平均

では､雇用者数は､5,356万人､25万人増と､3年ぶりに増加に転じました｡その中で､

常雇は､減少幅が大きく縮小したものの､6万人減と3年連続減少となりました｡

男女別には､男性で､就業者数､常雇は減少傾向であり､また､雇用者数も増加幅が

小さく､2001年6月以降減少となり､弱い動きとなっています｡女性は､就業者数は､2000

年10-12月期､2001年1-3月期と増加に転じましたが､4-6月期以降は再び減少してい

ます｡雇用者数は前年差増加が続いていますが､4-6月期は伸びが鈍化しています｡こ

うした背景は､業種間の雇用の政行性､企業のリス トラの進展等が考えられます｡

雇用者について､産業別に前年差をみると､建設業が減少が続いているほか､製造業

は1-3月期増加となったものの､6月以降は減少に転じています (4-6月期は横這い)､金

融 ･保険業､不動産業も減少傾向です｡運輸 ･通信業は年前半は減少しました｡一方､

サービス業は堅調な増加が続いており､対事業所サービス､対個人サービス等で堅調な
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増加がみられます｡卸売 ･小売業,飲食店も増加傾向ですが､卸売業は減少傾向です (図

表Ⅱ-8)｡また､企業規模別には､500人以上規模の大企業で減少の動きがみられます｡

これに対して1-29人規模も小幅増となっており､30-499人規模は堅調な増加となって

います｡

職業別には､専門的 ･技術的職業従事者､販売従事者､保安 ･サービス従事者等が増

加 していますが､事務従事者､技能工 ･生産工程作業者で大きく減少している他､管理

的職業従事者等も減少傾向となっています｡生産活動の落ち込み､間接部門の合理化等

がうかがわれます｡なお､販売従事者は自営業主 ･家族従業者では減少しています｡

自営業主 ･家族従業者の減少の内容

自営業主､家族従業者の減少について､高年齢層の減少が大きいのですが､若年､中

堅層も減少しています｡産業別には､農林業､建設業､製造業､卸売 ･小売業,飲食店､

サービス業 (ただし1-3月は増加)で大きく減少し､職業別には､農林漁業従事者､保安

職業 ･サービス職業従事者､技能工 ･製造 ･建設作業者で大きく減少しています｡また､

自営業主の中では､雇無業主の減少幅が大きくなっています｡自営業主 ･家族従業者の

減少の背景としては､自営業主 ･家族従業者から雇用者-の転換､高齢化が進む中での

就業からの引退､規制緩和 ･競争激化等の中での廃業 ･引退等が考えられます｡例えば､

総務省 ｢個人企業営業状況調査｣(2001年3月)では､今後の経営方針が ｢事業に対して消

極的｣ とする割合 (24.4%)が調査開始以来最高であり､その内訳では､｢廃業したい｣

の割合(15.5%)が高くなっています｡実際､｢労働力調査｣の修正フローデータの試算

によると､男女とも､2001年1-8月の自営業主 ･家族従業者の減少は､自営業者及び家

族従業者から雇用者等-の大幅な純流出と､自営業者及び家族従業者から非労働力人口

-の純流出が要因と､おおむね言えます｡

男性は多くの年齢層で就業率が低下

15歳以上人口に占める就業者(雇用者)の割合を就業率(雇用率)といいます｡就業者､

雇用者の増減率が､15歳以上人口の増減率を上回れば､就業率､雇用率は上昇します｡

定義上､労働力率と就業率の差は失業者の変動､就業率と雇用率の差は自営業主 ･家族

従業者の変動に対応します｡就業率も前述した労働力率と同じ傾向ですが､雇用 ･失業

情勢が厳 しいことから､男性では多くの年齢階層で労働力率より低下幅が大きく､女性
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図表Ⅱ-9 性､年齢階級別就業状況 (2001年1-8月平均､前年差)

(単位 万人､%)

年齢計 15-19歳 20⊥24 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65歳以上

男性 15以上人口 20 - 7 -16 15 2 -5 -23 34 -21 4 37

(前年差) 労働力人口 -ll - 2 -12 14 1 - 5 -23 30 -20 2 4

就業者 -17 -2 -12 12 0 -4 -24 31 -19 3 3

自営業主 -22 -1 -4 0 0 -1 -8 7 -8 -2 -2

家族従業者 -3 0 0 -1 0 0 -1 1 0 0 0
雇用者 6 -1 -9 13 0 -3 -14 24 -ll 4 7

完全失業者 5 0 0 2 2 -1 0 0 -1 -2 1

非労働力人口 34 -4 - 3 2 1 1 0 3 -1 4 34

労働力率 -0.5 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 0.0 -0.1 -0.6 -0.1 -0.2 -0.9

就業率 -0.6 -0.2 -0.3 -0.5 -0.4 0.1 -0.5 ⊥0.2 -0.1 0.1 -1.0

雇用率 -0.1 0.0 0.2 0.0 -0.4 0.3 1.b -0.5 1.1 0.6 0.1

完全失業率 0._1 0._4 0.3 0.3 0.5 -0.2 0.1 -0.2 0.0 -0.8 0.2
女性 15以上人口 29 -6 -15 15 3 -4 -24 34 -22 4 46
(前年差) 労働力人口 12 2 -10 15 5 0 -14 25 -14 1 -i

就業者 7 2 -12 13 4 1 -13 24 -13 1 -1

自営業主 -19 -1 - 1 -3 -2 -3 -2 0 -4 - 1 -1

家族従業者 -14 0 -1 -2 -2 0 -4 2 -4 - 1 -3

雇用者 40 3 -ll 17201.5 8 3 -6 21 -5 4 2

完全失業者 5 1 2 0 -1 -1 1 0 0 0
非労働力人口 18 -9 -4 -2 -3 -9 10 -8 4 48
労働力率 -0.1 0.9 0.2 0.8 0.7 0.8 0.3 -0.2 -0.1 -0.6
就業率 -0.1 0.8 -0.5 1.1 0.6 0.9 0.8 0.3 -0.1 -0.1 -0.6
雇用率 0.5 1.1 -0.3 2.2 1.7 1.3 1.8 0.6 1.0 0.8 -0.1

(資料出所)総務省統計局｢労働力調査｣｡

も35-39歳層以下は就業率の上昇幅が小さく､15-19歳層は低下しています｡年齢計で

は､男女とも労働力率､就業率は低下しています｡特に男性で大きく低下しています｡

雇用率は､男性35-39歳層､50-54歳層､女性20-24歳層､65歳以上層で低下､男性15

-19歳層､30-34歳層で横這いとなった以外は上昇しており､特に女性の30-49歳層で

大きく上昇しています｡なお､男女とも若年層は失業率の上昇が大きいことから､総じ

て雇用率の上昇幅も小さくなっています｡男性は､女性に比べ､中堅層を中心に多くの

年齢で雇用率の上昇幅が小さくなっており､このため､年齢計でも雇用率は低下してい

ます (女性は上昇)｡また､前述したように､自営業主 ･家族従業者は､中高年層の減少

が大きいことから､男女とも中高年層では､就業率と雇用率の上昇(低下)幅の差が大き

くなっています (図表Ⅱ19)0



第Ⅱ部 厳しさを増す雇用情勢

(4)失業の動向

初めて5%台と過去最高となった完全失業率

完全失業率は､今回景気回復期でも高水準で推移し､2000年平均は､過去最高の99年

と同水準の4.7%となりました｡男女別には男性が4.9%と過去最高を更新 し､女性は過

去最高の99年と同水準の4.5%でした｡完全失業率(季節調整値)をみると､景気が悪化す

る中で上昇し､前述のように､7月に5.0%と過去最高を更新､初めて5%台となりまし

た｡8月も5.0%となっています (前出図表Ⅱ-1)｡男女別には､男性は､5%前後の高水準

で推移し､7月5.2%と過去最高を更新し､8月も5.1%となっています｡女性は､8月4.8%

と2001年1月と並び過去最高となりました (図表Ⅱ-10)｡雇用の増加が女性中心となって

いること等を反映し､最近の完全失業率は､女性に比べ､男性の方が高く､厳しくなっ

ています｡しかし､女性も年央には雇用の伸びが鈍化しており､失業率も上昇していま

す｡

完全失業者数は､2000年平均では､320万人､前年差3万人増と過去最高を更新しまし

たが､増加幅は98年､99年と比べ大きく縮小しました｡これは､98､99年と大幅増加し

た非自発的離職失業者が前年差横這い､また増加傾向にあった自発的離職失業者も前年

差横這いとなったこと､学卒未就職は1万人増､その他(新たに職探しを始めた者)が3万人

増と､99年よりともに伸びが鈍化したことによります｡非自発的離職失業者の動きは､

雇用情勢の緩やかな改善を反映したものとみられますが､100万人程度と､高水準となっ

ています｡男女別には､男性が2万人増､女性は前年差横這いとなりました (図表Ⅱ-ll)0

完全失業者数は自発的離職失業を中心に増加

2001年の動きを求職理由別を中心に､性別､年齢別もあわせてみると､非自発的離職

失業者は､年前半は減少傾向で推移しましたが､8月は､前年差6万人増となっています｡

年前半の減少は､主に男性中堅 ･高年層(35-64歳)の減少によります｡男性高齢層(55-64

歳)は､7-8月も減少 しています｡男女とも若年層(15-24歳､25-34歳層)では､増加の

動きがみられ､特に7-8月は女性で増加幅が拡大しています｡35-44歳層も男女とも7

-8月は増加 しています｡景気の悪化が続き､新規の非自発的離職者が増加 しており､
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図表Ⅱ-10 性､年齢階級別完全失業率
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(資料出所)総務省統計局｢労働力調査｣｡
(注)四半期数値､及び2001年7-8月平均は､年齢計は季節調整値､年齢階級別は原数値.
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また不良債権の処理等もあることから､非自発的離職失業者の今後の動向には留意する

必要があります｡

自発的離職失業者は､2001年1-3月期まで減少傾向でしたが､4-6月期以降増加に転

じています｡男女とも若年層(15-24歳層､25-34歳層)中心に増加がみられますが､4-6

月期､7月の増加は､主に､男性の増加によります｡8月は女性の増加が目立っています｡

学卒未就職は､2001年は､7月に前年差6万人増となりましたが､それ以外は､前年をや

や下回っています｡その他の者は増加傾向ですが､1-3月期に比べ､4-6月期以降は増

加幅が縮小しています｡男女別には､男性が増加傾向で推移しているのに対し､女性は､4

-6月期減少､7-8月も横這いとなっています (前出図表Ⅱ-ll)｡

年齢別失業率は若年層中心に上昇

年齢別に完全失業率をみると､男女15-24歳層(痔に15-19歳層)､男性60-64歳層で高

く､男性15-24歳層､男性60-64歳層は10%を上回っています (2000年平均)｡若年層の

高失業は､就業意識の変化､就業形態の多様化 (失業率の高いパート等の比率の上昇)や最近
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図表Ⅱ-11 求職理由別完全失業者数

(単位:万人)

前年差 的離職 前年差 離職 前年差 未就職 前年差 前年差

男女計1997年 230 5 54 -5 95 8 12 -1 59 4

98 279 49 85 31 101 6 15 3 68 9

99 317 38 102 17 109 8 17 2 77 9

2000 320 3 102 0 109 0 18 1 80 3

2000年 Ⅰ 328 ll 107 7 117 8 19 0013-1 75 -2

Ⅱ 332 -3 107 -6 111 1 21 81 2

Ⅲ 312 -69-2 99 -44-9 106 -5 16 82 5

Ⅳ 307 96 102 -6 15 82 8

2001年 Ⅰ 326 98 114 -3 18 84 9

Ⅱ ?4年 13 192 -5 125 14 20 -1 82 1

2001年 7月 330 23 99 06 114 15 18 6-2 86 -18 336 26 103. 120 10 17 80 5

男性 1997年 135 1 39 -4 49 445-1 7 0121 35 3

98 168 33 60 21 53 8 41 6

99 194 262 72 121 58 10 47 62000 196 73 57 ll 49 2

2000年 Ⅰ 204 12 77 6-301-8 63 8-4 ll -1112-2 47 -1Ⅱ 199. -707-6 76 55 13 48 0
Ⅲ 191 71 55 -3 10 50 5

Ⅳ 192 67 56 -3 10912 51 5
2001年 Ⅰ 198 69 60 - 3 52 5

Ⅱ 211 12 72 -4 67 12 -1 52 4

2001年 7月 203 13 66 -81 64 141 12 43 52 08 203 14 69 60 13 52 5

女性 1997年 95 416 15 -2 46 4240 5667 -1101 24 1

98 111 25 105-I 48 27 399 123 120 30 52 30 3?000 12? 29 52 31 1

200J6毎 Ⅰ 12毒 -14- 724110 30 1-4 54 06-2 88658864 1001002-5 28 -1

Ⅱ 133 31 56 33 2

Ⅲ 121 28 -32-2 51 32 0

Ⅳ 115 28 46 -31219 32 4

2001年 Ⅰ 128 28 55 32 4

Ⅱ 134 30 -185 58 30 -3
2001年 7月 127 33 50 34 0
(資料出所)総務省統計局 ｢労働力調査｣ ｡

の厳しい学卒市場の動向等が背景として考えられます｡また､高齢者の高失業は､高齢

化が進むなかで､景気の低迷下､高齢者-の需要不足が背景として考えられます｡2001

年の動きをみると､総じてみると､男女とも若年層の上昇が目をひきますが､7-8月は､

多くの年齢層で上昇しており､予断を許さない状況です (前出図表Ⅱ一10)0

世帯主との続柄別に失業率をみると､2000年平均は､世帯主､配偶者は前年差横這い､
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その他の家族､単身世帯がやや上昇しました｡2001年は､世帯主の失業率は､依然3%

台と､世帯主としては高水準横這いで推移しています｡その他の家族は上昇しています｡

単身世帯は年央以降上昇しており､また､年前半は低下の動きがみられた配偶者も､7

-8月は上昇しています (図表Ⅱ-12)0

なお､地域ブロック別の完全失業率(2001年4-6月､原数値)をみると､北海道(5.9%)､

近畿 (6.4%)､九州 (5.9%)で高く､有効求人倍率もこれらの地域では低くなっています｡

長期失業者割合は上昇

次に､｢労働力調査特別調査｣(各年2月)により､失業者の属性別について､詳しくみ

てみましょう｡まず､失業期間1年以上の長期失業者は､増加が続き､2001年2月は83万

人となっており､失業者に占める割合は26.1%にまで高まっています｡ しかも､このう

ち､失業期間が2年以上の者の増加が続き､40万人となっています｡1年以上の長期失業

者の割合は､年齢別には､中高年層で高くなっています (図表Ⅱ-13)｡また､失業理由

をみると､99年以降非自発的離職失業者が高水準であり､特に ｢人員整理 ･会社倒産な

ど｣(2001年は ｢事業所閉鎖･会社倒産･自営事業の廃業｣及び ｢解雇･人員整理｣)が大きく増加 し

ています｡なお､2001年2月では､離職失業者全体では減少していますが､｢人員整理 ･

会社倒産など｣は増加 しており､高水準の倒産や企業のリス トラや､再就職環境が厳 し

いことを示唆しているといえます｡

産業別､職業別の失業動向

主な産業別､職業別に雇用失業率 (求職理由が離職とする過去3年以内の離職失業者)をみる

と､2001年2月では､産業別には､建設業､製造業､卸売 ･小売業,飲食店が高く､サー

ビス業は低くなっています｡職業別には､保安職業 ･サービス職業従事者､販売従事者､

技能工 ･製造 ･建設作業者が高く､専門的 ･技術的職業従事者､管理的職業従事者が低

くなっています｡非自発的離職失業者の割合は､産業別には製造業､建設業､金融 ･保

険業､不動産業で高く､職業別には､技能工 ･製造 ･建設作業者､運輸 ･通信従事者等

で高くなっています｡なお､｢人員整理 ･会社倒産など｣ は､2001年は､多くの産業で

増加 し(建設業､製造業でやや増加が大きい)､職業別では､事務従事者､技能工 ･製造 ･建

設作業者の増加が大きくなっています｡1年以上の長期失業者の割合は､産業別にはサー

ビス業が低く､職業別には専門的 ･技術的職業従事者が低くなっています｡総じて､建
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図表Ⅱ-12 世帯主との続柄別完全失業率 (男女計､原数値)
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(資料出所)総務省統計局｢労働力調査｣｡

図表Ⅱ-13 失業期間別完全失業者割合 (男女計､各年2月)
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(資料出所)総務省統計局｢労働力調査特別調査｣
(注)1)年齢別は2001年2月についてみたもの｡

2)統計上の不突合のため､合計は100%にならない｡

鄭
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図表Ⅱ -14 産業別､職業別雇用失業率､非自発的離職失業者割合､1年以上失業者割合

(単位 :%､万人)

雇 用失業率 失業者数 1年以上失業者割 合非 自発的離職失業者割合 うち人員芸芸壷会 l会社倒産 ー̂ ASA#B.# うち定年

(産業)非農林業 2.9 161 47.2 21.7 8.1 13.7 11.8 14.9

建設業 3.5 18 61.1 33.3 11.1 22.2 5.6 16.7

製造業 3.1 38 60.5 31.6 13.2 18.4 18.4 15.8

運輸 .通信業 2.7 ll 45.5 18.2 9.1 9.1 9.1 18.2

卸売 .小売業,飲食店 3.8 46 37.0 17.4 6.5 10.9 6.5 17.4
金融 .保険業､不動産業 2.6 6 66.7 33.3 16.7 16.7 16.7 16.7

サー ビス業 2..4 37 37.8 13.声 2.7 10.8 10.8 10.8

(職業)専門的 .技術的職業従事者 1.5 ll 36.4 18.2 0.0 18.2 10.8 9.1

管理的職業従事者 1.1 2 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

事務従事者 2.6 32 46.9 21.9 9.4 12.5 15.6 15.6

販売従事者 3.5 29 44.8 17.2 6.9 10.3 10.3 17.2

保安職業 .サービス職業従事者 3.6 20 40.0 15.0 5.0 10.0 10.0 15.0

運輸 .通信従事者 2.7 6 66.7 16.7 0.0 16.7 16.7 16.7

技能工､製造 .建設作業者 3.4 45 60.0 28.9 11.1 17.8 13.3 15.6

(資料出所)総務省統計局 ｢労働力調査特別調査｣(2001年2月)0

(注)1)産業 (職業)別雇用失業率-産業 (職業)別離職失業者 (過去3年間の離職者)/

(産業 (職業)別雇用者+産業 (職業)別離職失業者 (過去3年間の離職者))

2)離職失業者は､求職理由が離職 とする失業者｡

3)非 自発的離職失業者は､前職の離職理由が､ ｢事業所の閉鎖 ･会社倒産 ･自営事業の廃業｣ (-会社倒産)

｢解雇 ･人員整理｣､ ｢事業不振など先行き不安｣､ ｢その他勤め先や事業の都合｣､ ｢定年又はこれに

準ずる理由のため｣ (-定年)である失業者｡

設業､製造業､技能工 ･製造 ･建設作業者で厳 しくなっています (図表Ⅱ-14)｡

自発的離職失業増加の背景

景気が後退局面に入 り､2001年は､非自発的離職求職が増加 していますが､前述した

ように､自発的離職求職も景気回復期の2000年後半から増加がみられています｡4-6月

期以降自発的離職失業者も大幅増となっています｡こうした自発的離職求職 ･失業の増

加については､就業意識の多様化による転職志向の高まりや､長期の低成長や企業リス

トラの動きの中で､職場環境の悪化､よりよい労働条件､雇用の場を求めて離職 してい

る可能性があります｡特に､若年層の自発的離職の増加には､最近の厳 しい学卒市場も

影響 している可能性があります｡厚生労働省 ｢平成13年版厚生労働白書｣ では､ 就職

時の雇用情勢が良好でない時に就職 した場合､(いわば､不本意就職である場合が多く)学卒

離職率は高まるという分析を行っています｡また､就職状況が厳 しく､滞留化している

ことが考えられます｡なお､就業者に占める転職希望者の割合は長期的に高まっていま
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図表Ⅱ-15 完全失業率､失業頻度､失業継続期間の前年差

完全失業率(%) 失業頻度 失業継続期間 (失業から就業-の (失業から非労-の(%) 就業から 非労から

発生(%) 発生(%) (か月) 流出率)(%) 流出率)(%)

男性 2001年卜3月 -0.1 -0.I -0.1 0.00 -0.15 1.ll -0.66

4-6月 0.3 0.22 0.17 0.05 0.17 -1.61 0.88

7-8月 9.4 -OTPl 9.07 -0.09 0.04 -1.18 1.03

女性 2001年1-3月 0.1 -0.09 0.02 -0.1 0.01 2.83 -2.94

4-6月 0.0 0,07 0.04 0.03 0.07 -0.97 0.17

(資料出所)総務省統計局｢労働力調査｣より試算｡

(注)1)失業頻度-1か月の失業発生件数/労働力人口

2)失業継続期間-失業状態の発生から終了までの平均月数｡

3)失業頻度､失業継続期間の試算方法は厚生労働省｢平成7年版労働 白書｣による｡

す｡｢労働力調査特別調査｣(2001年2月)では､転職希望者の割合は13.3%､うち求職者

は4.2.%となっています｡求職活動がある転職希望者の主な転職希望理由をみると､｢もっ

と収入を増やしたい｣(30.7%)､｢自分の適性のあった仕事につきたい｣(20.6%)､｢時間

的 ･肉体的につらいから｣(19.5%)､｢安定した職業につきたい｣(18.0%)等となっていま

す｡また､90年代後半は､｢安定した職業につきたい｣の割合が90年代前半に比べ高まっ

ています｡

2001年4-6月以降､失業が滞留化

以上のような失業の増加､失業率の変動について､｢労働力調査｣の修正フローデー

タを用いた失業頻度と失業継続期間を試算すると､2001年4-6月期以降､男女とも失業

から就業-の流出率が低下し､失業継続期間は長期化しており､失業の滞留化がうかが

われます｡離職(求職)の増加を反映し､就業から失業-の発生率も男女とも高まってい

ます｡男性では､失業から非労働力-の流出も高まっており､非労働力化がうかがわれ

ます (図表Ⅱ-15)｡

やや上昇している需要不足失業率､長期的に高まっている構造的 ･摩擦的失業率

完全失業率が高水準の背景として､厚生労働省試算の構造的 ･摩擦的失業率､需要不

足失業の推移をみると､構造的 ･摩擦的失業率が近年上昇傾向にあります｡また､需要

不足失業率は､景気の緩やかな改善を受け､1･999年から2000年にはやや低下しましたが､

~=
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2001年は景気の悪化の中で､やや上昇しています｡この結果､2001年8月では､完全失

業率(季節調整値)5.0%のうち､構造的 ･摩擦的失業率3.9%､需要不足失業率1.1%と､

ともに高水準となっています｡

構造的 ･摩擦的失業率の上昇の背景としては､年齢､産業､職業等のミスマッチの拡

大や失業率の高い非正規労働者割合の上昇､若年層を中心とする就業意識の変化等が背

景に考えられます｡求人倍率や失業率は､年齢､産業､職業､地域､雇用形態等で大き

な差がみられます｡年齢間のミスマッチは高水準です｡産業間 ･職業間の政行性が目立っ

ていますが､求人の堅調な増加がみられるサービス業は充足率が低く､専門的 ･技術的

職業従事者は充足率 ･就職率が低くなっています｡再就職が困難で失業継続期間が長い

中高年失業者の増加も高失業の要因と考えられます｡低成長が続いていることも､構造

的 ･摩擦的失業が高水準の要因といえます｡

ミスマッチ関連失業者の属性

ところで､こうした失業率が高水準であり､ミスマッチ (求人と求職の不適合(就職に結び

つかない))がみられる状況について､具体的に背景をみることとします｡

日本労働研究機構 ｢失業構造の実態調査｣(1998､99年)によると､求職者(再就職者､

未就職者)のうち､再就職が困難 (｢非常に大変だった｣､｢大変だった｣)とする者が7

割以上 (73.5%)です｡その理由(複数回答)としては､｢年齢制限が厳 しくて応募できる

求人が少なかった｣(55.9%)が最も高く､｢希望する賃金や労働時間の求人が少ない｣(49.

5%)も約半数であり､次いで､｢応募者が多くなかなか採用決定にいたらなかった｣(31.

4%)､｢技術や経験をいかせる求人が少なかった｣(29.0%)､｢企業が求める水準に自分の

技術 ･経験 ･資格などが達しなかった｣(24.3%)となっています｡中高年層(40代以上)

は､年齢制限の割合が非常に高くなっています｡なお､再就職に際して､こだわった条

件(複数回答)で最も多いのが､｢仕事の内容 ･職種｣ であり､希望条件を下げる場合も､

｢仕事の内容 ･職種｣は､あまり下げていません｡一方､同調査により､企業が最も充

足させたかった職種(営業･販売職 (18.9%)が最も高く､次いで､ソフト技術者(12.3%)等)につ

いて､求人が充足しなかった理由(複数回答)をみると､｢やる気のある求職者や社風に

合った人柄の求職者がいなかった｣(37.0%)､｢職業能力や経験が求人条件に合わなかっ

た｣(31.0%)､｢応募者の年齢が条件に合わなかった｣(16.0%)､｢賃金が求職者の希望と

合わなかった｣(14｡7%)､｢希望するコンピュータの操作能力を持った応募者がいなかっ
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た｣(10.1%)等が高くなっています｡専門的 ･技術的職種では､職業能力 ･経験が高く､

事務 ･営業系職種では､やる気 ･人柄が高くなっています (この理由として厚生労働省 ｢平

成13年版労働経済白書｣ は､事務･営業系職種は､職能スケールが測りにくい点を指摘しています)｡こ

のように､企業､求職者とも､賃金等労働条件､職業能力 ･経験､年齢が課題となって

います｡

賃金について､｢平成13年版労働経済白書｣ では､求人の募集賃金は､年齢間の差が

ほとんどないため､30歳以上はおおむね求人賃金は企業における賃金 (所定内給与)を下

回り､40歳代､50歳代では､求人貸金の上限平均でも､企業の平均賃金の3分の2程度と

いう分析をしています｡

年齢については､日本労働研究機構 ｢求人の年齢制限に関する調査｣(1999年)による

と､求人に上限年齢を設定している企業は90%で､上限年齢の平均は41.1歳となってい

ます｡その理由としては､体力的な理由､賃金水準の高さをあげる企業が多く､また､

職種別には､事務系職種や技術者では上限年齢が比較的低くなっています｡

なお､｢労働力調査特別調査｣(2001年2月)で､失業者が仕事につけない理由をみると､

｢求人の年齢が自分の年齢と合わない｣(21.7%)が最も高く､次いで ｢希望する種類の

仕事がない｣ (20.8%) となっています｡また､｢条件にこだわっていないがとにかく仕

事がない｣ も1割(10.1%)みられます｡｢賃金 ･給料が希望に合わない｣(7.9%)､｢勤務時

間 ･休 日などが希望と合わない｣(6.9%)を合わせると､労働条件も1割以上となってい

ます｡特に､｢求人の年齢が自分の年齢と合わない｣ は､45-54歳では約4割､55歳以上

では､過半数となっています｡中高年の失業が厳しい背景の一因として前述した､企業

の求人年齢があります｡34歳以下の若年失業者は､仕事の種類が合わない (｢希望する仕

事のかたが合わない｣ も含む)ことが大きな要因となっています (図表耳-16)0

さらに､企業､労働者とも､双方についての情報把握が十分でないことも求人､求職

が結びつきにくい要因として指摘できます｡例えば､厚生労働省 ｢平成12年版労働白書｣

では､ホワイ トカラー (正社員)の転職 (中途採用)に関してですが､企業が､中途採用

する際の問題点として､給与相場がわかりにくい､募集 ･時間コス トがかかる等をあげ

ており､労働者も転職活動をする際ちゆうちょしたり､困ったりしたこととして､自分

の職務能力の客観的価値がわからない､転職先の情報不足等をあげています｡

また､(財)連合総合生活開発研究所 ｢勤労者のキャリア形成の実態と意識に関する

調査｣(1999年)でも､企業は､中途採用に対する考え (複数回答)として､7割弱が ｢応募



(4)失業の動向

図表Ⅱ-16 年齢階級別仕事につけない理由別完全失業者割合 (2001年2月)

年齢計 15-24歳 25-34歳 35-44歳 45-54歳 55-64歳 65歳以上 (年齢)

■ その他

■ 条件にこだわっていないがとにかく仕事がない

国 近くに仕事がない

JL正職員･ハO-ト､アルハ○ィトなど希望するかたちの仕事がない

圏 求人の技術水準が高いなど自分の技術や技能にあう仕事がない

{ 自分の知識や技能をいかせる仕事がない

□ 希望する種類の仕事がない

□ 求人の年齢と自分の年齢とがあわない

■ 勤務時間･休 日などが希望とあわない

圃 貸金･給料が希望とあわない

(資料出所)総務省統計局｢労働力調査特別調査｣(2001年2月)0
(注)統計上の不突合のため､合計は100%にならない｡

者の能力を判断することが難しい｣､次いで ｢必要とする技能をもった応募者がいない｣

が3割としています｡

U指標一労働力の有効活用度 ･労働力需給の緩和状況

次に､失業者のうちの非自発的離職失業等内容が厳しい層や､失業の周辺層として､

求職意欲喪失者や不本意パー トといった層も加味すると､どの程度雇用情勢は厳しいの
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か､どの程度労働力の有効活用が図られているのかどうかについて､アメリカ労働省の

作成 しているU指標を試算してみます｡この試算によると､2001年2月は､景気の緩や

かな改善を反映しやや2000年より低下していますが､公表失業率より厳しいと考えられ

るUl､U2やディスカレッジドワーカー等を含めた04､U5､さらに経済的理由によるパー

トを含むU6､いずれの指標も99年以降大きく高まっています｡なお､その水準は､U4､U5

は5-6%程度､U6では9-10%程度となっています (図表Ⅱ-17)0

雇用不安の高まり､広がるリストラ

厳しい雇用 ･失業情勢の中で､人員削減 ･失業が身近なものとなり､また雇用不安も

高いものとなっています｡(財)連合総合生活開発研究所 ｢勤労者の仕事と暮らしにつ

いてのアンケー ト｣(2001年4月)によると､自分または家族､親類､友人 ･知人で､ここ1

年間に倒産､人員削減､解雇にあったり､失業の経験をした人がいると回答したのは､3

人に1人 (35.8%) となっています (体験者は友人･知人の割合が高くなっています)｡また､(社)

日本 リサーチ総合研究所 ｢消費者心理調査｣の失業不安 (今後1年間に自分又は家族が失業す

ることの不安)を感 じている者の割合は2001年8月70.3%と過去最高(時系列の総平均52.2%)と

なっています｡なお､｢勤労者の仕事と暮らしについてのアンケー ト｣によると､仮に

失業した場合､今の会社と賃金等同じ労働条件と同等の仕事を見つけるのが困難とする

者が7割 (70.3%) となっています｡年齢別には､20代では約5割に対し､50代では9割弱

と､年齢層が高くなるほど厳しい見通しとなっています｡

失業家計の消費

総務省 ｢全国消費実態調査｣(1999年)で､失業世帯 (世帯主が仕事を探している非就業者の

世帯)の家計(世帯主年齢30-59歳)の収支構造を勤労者家計と比較すると､実収入､可処

分所得収入は､勤労者家計の4割から5割程度に過ぎません｡消費支出は､8割程度と収

入と比べると格差は小さいですが､平均消費性向は100%を大きく上回っており､貯蓄

の取り崩 しで実収入の低下を補っていることがうかがわれます (図表Ⅱ-18)｡また､消

費支出の構成比をみると､必需的支出性格が高い食料､住居等の支出構成割合が高くなっ

ています｡なお､データは古いですが､｢全国消費実態調査｣(1994年)の特別集計によ

ると､失業世帯の実収入に占める公的年金以外の社会保障給付(失業給付の他､生活保護､

児童手当等を含む)割合は22.6%と､家計の生計費を支えています (｢平成11年版労働白書｣)0



(4)失業の動向

図表Ⅱ-17 U指標の試算

- ■ U1

- --- U2

JI■-U4過去待ち

･一･一･･U4

-｡■-･05過去待ち

---U5

- . - U6

一 ･一 一U6過去待ち

1994.2 1995.2 1996.2 1997.2 1998.2 1999.2 2000.2 2001.2 (年月)

(資料出所)総務省統計局 ｢労働力調査｣､｢労働力調査特別調査｣より推計｡

(注)1)ul:失業期間が15週間以上 (本推計では､3か月以上)の失業者/労働力人口

2)U2:非自発的離職失業者/労働力人口

3)U3:失業者/労働力人口 (米国定義失業率)

4)U :失業者/労働力人口 (日本定義公表失業率)

5)U4:(失業者+ディスカレッジドワーカー)/ (労働力人口+ディスカレッジ ドワーカー)

6)U5:(失業者+縁辺労働者)/ (労働力人口十縁辺労働者)

7)U6:(失業者+縁辺労働者+経済的理由によるパー トタイム労働者)/ (労働力人口+縁辺労働者)

8)04 (過去待ち)､U5 (過去待ち)､U6 (過去待ち):U4､U5､U6の分子､分母に､過去 (1か月以前)の求

職活動の結果待ちの失業者 (日本定義では失業者であるが､米国定義では失業者に含まれない)を加えた

もの｡

9)01-U6の失業者､労働力人口は､以下の方法で米国定義に調整したもの0

米国定義の労働力人口:米国定義の就業者+米国定義の失業者

米国定義の就業者 :日本定義の就業者一就業時間週15時間未満の家族従業者 (ただし､自衛隊を含む)0

米国定義の失業者 :日本定義の失業者一過去 (1か月以前)の求職活動の結果を待っている求職者+非

労働力人口のうち､過去の求職活動の結果を待っていないが､調査週を除く1か月以内に求職

活動を行い､仕事にすぐ就ける者 (家事通学のため続けられそうにない者を除く)+1か月以

内の就職内定者で仕事にすぐ就ける者 (※米国では､就職内定者のうち求職活動の要件をみた

す者が失業者)

なお､近年､米国定義に換算した失業率は､公表失業率より低くなっている｡

10)ディスカレッジ ドワーカー (discouragedworkers):非労働力人口のうち､就業希望者で､非求職理由

が｢適当な仕事がありそうにない｣者で､仕事があればすぐ就ける者で､過去1年間 (2月を除く)に求職活

動を行ったことがある者｡

11)縁辺労働者 (allmarginallyattachedworkers):非労働力人口のうち､就業希望者で､仕事があれば

すぐ就ける者で､過去1年間 (2月を除く)に求職活動を行ったことがある者｡

12)経済的理由によるパー トタイム労働者 (totalemployedparttimeforeconomicreasons):休業者及

び週35時間未満従業者のうち､就業時間がもともと週35時間未満で､35時間以上就業を希望する者+休業

者及び週35時間未満従業者のうち､短時間就業 (休業含む)の理由が景気が悪いとする者｡

13)1994年のU4-U6は､半年間の求職活動についてみたもの｡

14)1995年のU6は､｢労働力調査特別調査｣ の当該箇所の質問形式が他の年と異なっている｡
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図表Ⅱ-18 失業世帯と勤労者世帯の家計収支 (99年､世帯主年齢30-59歳)

(万円､%)

実収入 可処分所得 消費支出 平均消費性向

(資料出所)総務省統計局｢全国消費実態調査｣(1999年)0
(注)1)失業世帯は､世帯主が仕事を探している非就業者の世帯のうち､

世帯主年齢30-59歳の世帯について集計｡
2)勤労者世帯は､上記失業世帯の世帯人員が3.0人なので､世帯人員3人の世帯で

世帯主の年齢30-59歳の世帯について集計｡

(5)不良債権処理問題と失業､労働移動の実態

不良債権と失業

第 Ⅰ部第4章でもみたように､不良債権の処理が大きな政策課題であ り､その雇用 ･

失業-の影響が懸念 されています｡ この不良債権処理に伴 う失業増加について､内閣府

をはじめ民間機関で各種試算がなされています｡内閣府では､主要行の破綻懸念先以下

債権 (既存分)12.7兆円(2000年9月末)の2営業年度以内の最終処理により､失業者は13-19

万人 (失職者は39-69万人)と試算をし､民間機関では数万人から100万人以上 と数値に大

きな幅があります (図表Ⅱ-19)0

こうした試算結果の違いの要因としては､前提 となる､(1)不良債権の処理額の相違

(内閣府は主要行既存分､民間機関の多くは全国銀行分)､(2)不良債権の処理の対象 (最終処理の

対象をどう見込むか (倒産･清算会社だけを対象とするか､また､処理形態でどの程度の離職が出るか(例

えば､会社存続では雇用削減率は少ない))､(3)不良債権額(処理)と離職者数 との関係 をどう
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図表Ⅱ-19 主な不良債権処理に伴う離職者 (失業者)数の試算結果

処理額 離職者数(失業者数)(兆円) (万人)

内閣府 12.7 39-60(13-19)

日本経済研究センター ll.4 7

野村総研 8.0 7

東京商工リサーチ ll.7 20

ゴールドマン.サックス証券 22.2 32.4

ドイツ証券 12.7 51

日本総合研究所 15.3 (53)

第一生命経済研究所 23.9 111

ニγセイ基礎研究所 22.2 130

見込むか(内閣府は､倒産企業の債権額当たり被害従業者数を使用､民間機関の多くは

全企業ベース､前者は後者より債権額当たりの人数がかなり少ない(要因として､既に人員

整理等で従業員が減少していること､倒産企業は中小企業が多いこと等が考えられる)､(4)対象とな

るのは離職者(失職者)か失業者か(民間機関は主に離職者)等の違いが大きいです｡おそら

く､主要行の既存分処理に限定すれば､民間機関の多くの離職失業の数値は過大推計と

考えられます｡ しかし､内閣府の試算で､問題がない､とも言えません(実は､内閣府の

試算自体､留意点をいくつもあげています)0

そもそも､こうした試算以前に根本的な問題として､不良債権額はいくらなのか不明

確な点である上に､不良債権額が､今後､どの程度で推移するのか､という問題があり

ます｡不良債権額自体､景気､株価､地価等の状況で大きく変わりうるし､実際､金融

庁も､平成13-15年度は低成長が続き､新規不良債権が大量発生し､不良債権残高は横

這いが続く(その後は経済再生､不良債権新規発も正常化)と試算 しています (第16回経済財政諮

問会議 (2001年8月28日)提出資料)｡しかも､現実の不良債権処理問題では､主要行分だけ､

既存分だけ等に､問題は限定されず､さらに要注意先等も顕在化するおそれが高いです｡

同一産業内 ･職業内移動が多い労働移動

産業間､職業間の転職について､｢雇用動向調査｣(2000年)でみると､転職は､同一

産業内 ･職業内の移動が多い傾向にあり､特に､職業では同一職業内移動の割合が高く

なっています｡労働市場は産業間､職業間で緩やかに分断されています｡産業別には､

建設業では､同一産業内移動の割合が高く(特に50歳以上)､また､製造業も高い方です｡

また､同一産業-の移動割合では､卸売 ･′J､売業,飲食店も高いです (図表Ⅱ-20-①)0
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なお､発展分野と期待されるサービス業-の移動割合は､建設業､製造業､不動産業は､

他の産業よりは低くなっています｡

職業別には､専門 ･技術的職業従事者､生産工程 ･労務作業者等で同一職業内移動割

合が高くなっています｡特に､今後雇用の伸びが期待される専門的 ･技術的職業従事者

は､同一職業-の移動割合､同一職業からの移動割合がともにかなり高く､比較的閉じ

た市場といえます (図表Ⅱ-20-②)0

年齢別に､産業間移動､職業間移動をみると､中高年齢層で同一産業､同一職業-の

移動割合が高くなっています｡逆に言 うと､若年層では､他産業 ･他職業-の移動が相

対的に多いといえます (図表Ⅱ-20-③)0

しかも､他産業､他職種-の移動は同一産業 ･職業-の移動に比べ､賃金が低下し､

離職期間が長期化する等､困難となっています｡｢平成11年版労働白書｣の ｢雇用動向

調査｣(1997年)の特別集計によると､同一産業内移動に比べ､産業間移動では､平均離

職期間が長期化し､賃金変動 (上昇率)が低くなっています｡また､同一職業内移動に

比べ､職業間移動では､離職期間が長期化しています (図表Ⅱ-21-①)｡労働移動ともあ

わせてみると､建設業や中高年の他産業-の移動は､厳しいことがうかがわれます｡な

お､日本労働研究機構 ｢失業構造の実態調査｣では､再就職に伴 う年収の変化を調べて

います｡雇用情勢が厳しい中､全体平均で年収が低下しており､年齢があがるほど大き

く減少 しています｡職種別にみると(60歳以上を除く)､減少しなかった者の割合は､専門

的 ･技術的職種等で高く､管理職､一般事務職等で低くなっています｡また､同一職種

内移動に比べ､異職種間移動では､年収減少率が大きく､中高年層ほど､より大きく減

少しています｡これを､業種と職種の組合わせでみると､同業種 ･同職種が最も減少率

が少なく､異業種 ･異職種が最も減少率が大きいですが､業種間より職種間の移動の方

が年収の減少率が大きくなっています (図表Ⅱ-21-②)0

労働省 ｢人事労務管理研究会 ･労働市場ワーキンググループ調査研究報告｣(2000年)

の ｢労働力調査特別調査｣ の特別集計による分析では､失業期間は､年齢が高齢化する

ほど長期化し､男性は45歳以上で長く､55歳以上で極端に長くなること､非自発的離職

者で長くなること､男性高学歴者は短くなること､離職前産業の景況が影響を与えてい

る等の分析結果となっています (経済企画庁(現内閣府)｢規制改革分野における雇用再配置の動向｣

(2000年)でも同様の分析結果となっています)0

｢雇用動向調査｣で､地域間移動についてみると､入職者のうち､地域間ブロック移



(5)不良債権処理問題と失業､労働移動の実態

図表Ⅱ-20-① 産業別同一産業移動割合 (2000年､男女計)
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通信業 飲食店
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保険業

不動産業 サービス業

図表 Ⅱ-20-② 職業別同一職業移動割合 (2000年､男女計)

専 門･技術 管理 事務 販売 サービス 運輸･通信 生産 ･労務 その他

図表 Ⅱ-20-③ 年齢別同一産業､同一職業への移動割合 (2000年､男女計)

年齢計 15-19歳 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65歳以上(年齢)

(資料出所)厚生労働省｢雇用動向調査｣｡

｢
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図表Ⅱ-21-① 産業間､職業間移動に伴う平均離職期間､賃金変動

同一産業内移動 産業間移動 同一職業内移動 職業間移動

平均離職期間(か月) 2.9 3.3 2.9 3.4

(資料出所)厚生労働省｢平成11年版労働白書｣｡
原資料は､厚生労働省｢雇用動向調査｣(1997年)を特別集計｡

(注) 1)出向､出向元-の復帰及び前の会社の紹介による労働移動を除く｡

2)平均離職期間は､階級値をとって算出｡

｢1か月未満(0.5か月)｣､｢1-3月未満(2か月)｣､｢3-6月未満(4.5か月)｣､｢6か月～1年未満(9か月)｣

3)賃金変動は階級値をとって算出｡

｢3割以上増加 (+30%)｣､｢1-3割増加(+20%)｣､｢1割減少～1割増加 (0%)｣､｢1割～3割減少(-20%)｣

｢3割以上減少(-30%)｣

図表Ⅱ-21-② 再就職に伴う業種､職種間
移動パターン別年収変化率の平均値

(単位:%)

同業種.異業種.同業種.異業種.
同職種 同職種 異職種 異職種

年齢計 -9.9 -10.9 -16.0 -17.1

39歳以下 -5.3 -7.6 -10.0 -ll.0

(資料出所)日本労働研究機構｢失業構造の実態調査｣(1998､99年)｡

動をしている割合は､最近は10%程度です｡転職者についても､第2次産業から第3次産

莱-の移動はやや高いですが､それでも1割強です｡

不良債権処理の際の留意点

労働移動は､マクロの景気情勢､業界の業況や､失業者の滞留状況､ミスマッチの状

況でも左右されます｡ リス トラ､構造調整､景気低迷下で､ミスマッチ (産業､職業､地

域､年齢等)の問題を解消するのは困難でしょう｡同一産業での雇用需要が乏しく､発展

分野の雇用機会も大幅な拡大がすぐ見込みにくい(しかも､従来と仕事内容･要求技能が異なる)

中で､円滑な労働移動はどの程度可能かどうか､過去の数値の想定(失業化率等)より厳

しいとみるべきでしょう (例えば､建設業の離職失業率は高水準となっています)｡不良債権処

理に伴 う離職失業も存続企業や倒産に至る過程での人員整理も考慮すべきでしょう｡ま

た､再就職者も､円滑に再就職ができたのか､労働条件 ･就業環境は良好か､という問

題は重要であり､非労働力化も､あきらめ非労化は ｢痛み｣ の対象者といえます｡

不良債権処理による連鎖倒産のおそれ､企業リス トラの一層の進展､消費等-の影響､



(6)雇用回復のために- 望まれる雇用対策

心理的側面のマイナス効果､地域経済-の影響､失業増の政府財政-の影響等経済 ･社

会-のマイナス効果も考慮する必要があります｡特に､景気が悪化 し､失業が既に高水

準な中での新規離職失業であり､不況を長期 させるおそれがあります

(6)雇用 回復 の ために一一望 まれる雇用対策

厳 しい雇用 ･失業情勢に対して､政府の産業構造改革 ･雇用対策本部は9月20日､総

合雇用対策 (｢雇用の安定確保と新産業の創出を目指して｣)を決定しました｡総合雇用対策は､

Ⅰ ｢雇用の受け皿整備｣､Ⅱ ｢雇用のミスマッチ解消｣､Ⅲ ｢セーフティネットの整備｣

を課題 とした､総合的な施策パッケージとなっています｡ 総合雇用対策は､基本的な

方向性 としては､かなり適切ではないかと考えられますが､予算措置 ･実現内容がどの

程度なのか､とい うことも含め､論点はいろいろあると考えられます｡ここでは､雇用

の本格的な回復を図るうえで､政府の対策 とも関連 しつつ､雇用対策の枠組み､雇用の

セーフティネット､新規開業等の点についていくつか簡単に整理 してみます｡なお､政

府は､サービス分野で今後5年間で530万人の雇用創出を打ち出しています｡積算根拠を

含め､そのままで実現可能かどうかは大いに疑問がありますが､ここでは､検討は略し

ます｡また､雇用対策としてワークシェアリングについての検討も重要と思われます｡

ワークシェアリングは､｢(7)賃金､労働時間の動向｣で触れます｡

適度な成長率の確保が必要

まず､何より重要なことは､景気の着実な回復を図り､適度な成長経路にわが国経済

を戻すとともに､先行き不透明感を払拭 し､企業の期待成長率が上向くことが重要です｡

前述のように､需要不足失業率は､1%程度 と高水準です｡失業率の低下には､雇用 ミ

スマッチ対策だけでなく､マクロ需要対策が不可欠なことを示 しています｡なお､失業

率と実質GDPとの関係をみると､実質GDP1%上昇で､失業率は0.1%程度低下します｡

適度の経済成長が必要です｡最大の雇用のセーフティネットは､雇用の安定を図ること

です｡これまでの ｢経済情勢報告｣でも述べたように､失業の経済的 ･社会的コス ト､

安易なリス トラによる企業経営-のマイナス面等を考慮する必要があります｡企業も､

期待成長が上向かねば､本格的に雇用､常用雇用を増やそうとはしません｡また､需要

不足要因で発生した失業も､景気低迷､不透明感の拡大､期待成長の低下で､失業が長
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図表Ⅱ-22 GDPに占める雇用政策支出割合

日 本99-00 アメリカ99-00 イギリス99-00 ドイツ2000 フランス2000 OECD(単純平均)1998

1 公共職業紹介 0.ll 0.04 0.13 0.23 0.17 17

2 職業訓練 0.030.13 0.04 0.05 0.34 0.28 25

3 若年対策 0.03 0.15 0.08 0.41 ll

4 雇用助成 0.01 0.01 0.31 0.41 31

5 障害者対策 0.01 0.03 0.02 0.27 0.09 16

6 失業給付 0.54 0.23 0.58 1.88 1.47

7 早期退職 0.01 0.29

積極的雇用対策(1-5) 0..2.8 0.15 0.37 1.23 1.36 0.87
受動的雇用対策(6,7) 0.54 0.23 0.58 1.89 1.76

P F+ 0.82 0.38 0.94 3.13 3.12 2.29

(資料出所)OECD"EmploymentOutlook2001".

(注)OECD平均の1-5は､積極的雇用対策支出を100としたときの各項 目の構成比｡

期化 ･滞留化し､いわば構造化するおそれもあります｡

しかも､新規雇用創出も呼び水がいります｡後述するように､景気拡大期の方が企業

創出が活発であり､規制緩和だけでは困難です｡しかも､需要が引っ張る形の方が労働

移動が円滑に進み､また､労働力需給が引き締まっている方がミスマッチも縮小します｡

さらに発展分野と期待されるサービス分野では､介護分野等労働条件の整備が課題とい

う分野が多くなっています｡質量ともに良好な雇用機会創出策が求められます｡

雇用対策の現状と課題

OECD"EmploymentOutlook2001"により､各国の雇用政策支出の対GDP比をみる

と､日本は､OECD諸国内では､失業率が低い方である､企業の教育訓練が盛んである､

等もあって､積極的雇用対策､受動的雇用対策ともに比率が低くなっています｡また､

雇用政策支出に占める積極的雇用対策支出の割合も低くなっています (図表Ⅱ-22)｡積

極的雇用対策の内訳では､雇用助成が高い比率です｡一方､若年雇用対策 (若年失業がこ

れまで欧米ほど高くなかったことが要因と考えられます)は少なく､障害者雇用対策も少なくなっ

ています｡雇用助成については､主に民間企業雇用補助であり､公的部門の直接雇用の

支出割合は低くなっています(英米も低いです)｡公的職業紹介比率は､高い方です｡なお､

OECD等の研究では､職業紹介のカウンセリング､再就職支援､訓練対象者を絞った公

的訓練等が効果的という分析がなされています｡今後､雇用 ･失業情勢が厳しい中､雇
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図表Ⅱ-23 各国の失業保険 (雇用保険)制度

置き換え率(1994-95年) 給付期間

日 本 59 90-330日

アメリカ 60 4週～30週

イギリス一 67 6か月

｢ドイツ 79 6-32か月

フランス 75 122-1825日

(資料出所)置き換え率:JohnP.Martin(1998)"WhatAmongActiveLabourMarketPolicies:

EvidenceFromOECDCountries'Experiences〃.

失業給付期間:日本労働研究機構｢データブック国際労働比較2001｣

(注)●1)置き換え率-生産労働者平均賃金に対する失業給付の置き換え率(失業1か月日)0

置き換え率とは､税引き前平均賃金に対する失業給付の比率｡

生産労働者の設定は､40歳､扶養配偶者､子供2人､18歳から就業｡

2)給付期間について

日本 :年齢､被保険者期間､離職の理由等による｡

アメリカ :申請者の基準年における賃金額､就労日数に応じて州ごとに異なる｡

イギリス :原則として6か月｡それ以降は､新たな所得援助制度として､低所得

かつ求職者要件を満たしていれば､無期限で支給される｡

ドイツ :被保険者期間の長短､年齢に応じて｡

フランス :年齢及び離職前雇用期間に応じて｡

スウェーデン:基金により異なり､後期5日以降､最高300日(週5日分)0 55-64歳の者は最高450日｡

用対策-の支出額についても検討すべきでしょう｡ 日本でも､最近は､雇用対策も､失

業なき円滑な労働移動､能力開発-の支援 ･助成の強化がなされるようになっています｡

今回の総合雇用対策でも(情報提供､カウンセリング強化､職業紹介と職業訓練の連携等)職業紹

介機能の強化､能力開発支援の強化等を打ち出していますが､効果的な対策となるよう

望まれます｡なお､ミスマッチ対策について､求人の年齢制限については､2001年10月

から､事業主は､募集 ･採用の年齢制限緩和の努力義務化されます｡その徹底が望まれ

ます｡若年対策も課題 として取 り上げています｡若年の場合､学卒就職時の景気 ･雇用

情勢の影響をその後も受ける可能性が高いです｡また､若年時に十分な職業能力開発機

会が得 られないと､本人､社会全体にとっても損失です｡こうした政策の拡充がより求

められます｡

雇用のセーフティネットの拡充

わが国の失業給付については､OECD諸国の中では､給付期間は短い方であり､また､

給付水準も (ややデータは古いですが､賃金(賞与を含む)との比較では)低い方です (図表Ⅱ-23)0

さらに､失業給付の対一象者が雇用保険被保険者だけでよいかとい う問題 もあります｡も

ちろん､こうした失業保険制度の比較は､各国の社会保障制度､失業保険制度の位置づ
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け､制度の仕組み､税負担等様々な点を考慮することが必要です｡たしかに失業給付額

が高ければ高いほどよい､失業給付期間が長ければ長いほどよい､と結論づけることは

困難です｡また､特にわが国の場合中高年等は再就職賃金が離職前よりかなり低下する

ケースがあるため､失業給付の比較賃金が離職前賃金 (平均賃金)でよいかどうか､とい

う議論もあります｡しかし､現に､長期失業者が増加 しており､また､中高年齢者は再

就職も困難です｡生計費の負担も重いです｡また､若年失業者では､失業給付のない者

も多くなっています｡雇用保険の制度の枠外の自営業､パー ト労働や失業給付期間切れ

の者-の支援策も総合雇用対策では､打ち出していますが､今後の失業状況を考えると､

失業給付額 ･期間の見直しも含め､拡充方向での制度検討が望まれます｡なお､失業家

計の生計費については､住宅ローンや教育費等の負担についての軽減策をより拡充する

ことが求められます｡

ミスマッチ解消といっても､能力開発は､即効性は期待できません｡円滑な労働移動

を図るとしても､質量とも良好な雇用需要をどう創出するかがポイントです｡特に中高

年層は､異業種 ･異職種での再就職は困難です｡前述したように､雇用のセーフティネッ

トとしては､失業を出さない ･失業を経ないことが最も望ましいです｡企業の雇用維持

努力-の支援のほか､労働者が仕事を変わるうえでも､転職が少ない､離職期間が短く

なるような仕組みができないかどうか､工夫が必要です｡人的ネットワークの形成が､

転職の際､有効という分析もあります｡個人だけでは難しいので､企業も含めたネット

ワーク形成(出向等､これまでも行われています)というのも有効でしょう｡若年失業も含め､

職業紹介機能の拡充だけでなく､公共分野での雇用機会の拡大も有効ではないでしょう

か｡

公共分野の雇用創出

総合雇用対策では､一時的 ･臨時的な公的雇用創出が出されています｡わが国は､公

共サービスの就業者に占める割合はOECD諸国の中では低い方です｡社会福祉､環境等

をはじめ､公的サービスが必要でありながら､不足な部門が多くあります｡もちろん､

民間部門の成長も期待される部分はありますが､その場合の呼び水効果も含め､公的部

門での雇用創出(政府の直接雇用に限定せず､広く､NPO等も含め)､長期的な視野での雇用機

会の提供 (こうした事業が軌道にのれば､民間移行もありうる)というのが､検討されてよいの

ではないでしょうか｡また､今後､規制改革で事前監督から事後的監督に仕組みを変え
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図表 Ⅱ-24 事業所の新設(新規企業､事業拡大)､既存､廃止別従業者数の増減寄与度(年平均伸び率)
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(資料出所)総務省統計局 ｢事業所 ･企業統計調査｣ より推計｡

(注)1)試算方法は､厚生労働省 ｢平成10年版労働白書｣を参考とした｡

2)産業別は96-99年についてみたもの｡

3)新設事業所の寄与は､1981年以降については､新規企業と事業拡大に分けている｡

新規企業とは､新設事業所のうち､単独事業所及び本所 ･本社 ･本店事業所｡

事業拡大とは､新設事業所のうち､支所 ･支社 ･支店事業所｡

4)1981年から96年までの新規企業寄与､事業拡大寄与は､ ｢平成11年版労働白書｣ の結果を用いた｡

5)増減率には､改廃時期不詳の事業所を含む｡

るのであれば､それに必要な人員を確保する必要があります｡そういう点で､公務員の

一律削減というのも､見直すべきではないでしょうか｡

新規企業､既存企業 ともに重要な雇用創出

雇用創出について､昨年の経済情勢報告でもみたように､総務省 ｢事業所 ･企業統計

調査｣で､新設事業所､既存事業所､廃止事業所に分けて企業の従業者の増減をみると､99

年は､新設事業所の寄与は96年よりは高まっています｡しかし､事業所の廃止による雇

用喪失､既存事業所の雇用削減効果が大きかったことから､雇用は減少しました｡99年
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について業種別には､製造業で新設事業所の増加寄与が小さく､また､既存事業所の減

少寄与が大きくなっています｡また､これまで雇用が増加 していたサービス業等でも既

存 ･廃止分の減少寄与が大きく､雇用が減少しています｡卸売 ･小売莱,飲食店は事業

所の改廃による雇用変動がかなり大きくなっています (図表Ⅱ-24)｡ 景気後退期には､

起業支援だけでは､全体の雇用拡大効果を期待するのは難しいことを示唆しています｡

実際､雇用保険事業所ベースの開業率､廃業率をみると､開業率は経済活動が活発なと

きに高まる傾向がみられます｡また､廃業率は､最近高まっており､開業率と廃業率の

差は､90年代末は縮小しています (図表Ⅱ-25)｡ 需要刺激策の重要性を示唆しています｡

また､新規開業について､新規企業(単独事業所と本所･本社･本店の事業所)と事業拡大(支

所･支社･支店の事業所)に分けて雇用創出率をみると､99年はともに96年に比べ伸びが高

まっています｡しかし､80年代よりは新規企業の雇用創出率は下回ったままです (開業

率も同様の傾向となっています)｡また､事業拡大の寄与は安定しており､雇用創出につい

ては､新規企業と同程度の寄与があります (前出図表Ⅱ-24)｡ 新規企業の創出とあわせ

て､既存企業による事業展開 (新規分野-の事業展開)も重要であることを示唆しています｡

慎重な検討が必要な労働面の規制改革議論

最近の労働面の規制改革の議論については､その効果(プラス面､マイナス面)について

の理論的 ･実証的検証､労働市場､職場労働条件等の実態把握が十分になされていない

まま､議論 ･検討が進められています｡特に､現状でも雇用環境､労働条件が良くない､

処遇が不安定､労働強化､サービス残業が議論されているという点も抑えておく必要がI

あります｡さらに､規制改革は､企業の経営､働き方の仕組み､生活のパターン ･あり

方に影響を及ぼしうるので､こういう点も視野においたうえでの議論が求められます｡

人々の立場(利害)･価値観も多様です｡慎重な検討 ･対応が求められます｡また､就業

形態の多様化が進む中で､こうした非正社員の労働者の処遇 ･あり方をどう位置づけて

いくかも重要です｡

わが国の実情にあった雇用システムの模索が重要

また､昨今の議論として､労働市場の ｢流動化｣がいわれていますが､無理に人を排

出する必然性はありません｡発展分野で質量ともに良好な雇用機会があれば､雇用吸引

力はあるはずです｡外部労働市場で必要な人材が常に供給される､ということはありえ
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図表Ⅱ-25 雇用保険適用事業所間 ･廃業率と経済成長率
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(資料出所)厚生労働省｢雇用保険事業統計｣､内閣府｢国民経済計算｣｡

a-4.26+0.43yR2=0.78dw-1.20 b-3.63-0.06y-2京2-0.oldw-0.71

(21.96)(7.41) (17.33)(-1.05)

a:開業率 b:廃業率 y:実質GDP増減率 推計期間:1985-2000年度

ません｡む しろ､人材育成は､企業内で行 うのが効率的です｡また､流動性が高い(労

働移動が高い)ことが効率的とは必ず しもいえません｡IT化-の対応にしても､アメリカ

と並んで､北欧もIT化が進展 しています｡雇用調整には､さまざまな方法があります｡

労働時間や貸金(ボーナス等)調整もあります｡人員削減だけがその手段ではありません｡

わが国企業では､これまで､配置転換､出向等 内部労働市場､準内部労働市場の活用

を図ってきました｡企業内訓練を積極的に行っています｡長期雇用(雇用の安定)を基盤

に､技術革新､経済環境の変化に迅速に対応を図ってきました｡その点で､政府の総合

雇用対策が安易なリス トラ促進対策とならないよう､留意すべきです0

第Ⅲ部でも紹介 していますが､｢平成13年版労働経済白書｣ では､先進国間での労働

移動､雇用保護規制の程度､雇用調整の方法について国際比較を行っており､日本だけ

が特異でないこと､各国はそれぞれ独特の雇用システムをもっている点を指摘していま

す｡わが国の実情に合った形で､経済社会環境の変化に対応できるような雇用システム

を模索していくことが重要です｡
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政策評価の重要性

効果的な雇用対策を実現するためにも､政策評価が重要です｡政府も､政策評価に取

り組んでいますが､適切な評価とそれに基づく政策プログラムの設計や政策の機動的な

対応がより求められます｡

(7)賃金､労働時問の動向

賃金は2001年再び減少

賃金は低い伸びが続いています｡｢毎月勤労統計調査｣の現金給与総額(事業所規模5人

以上)は､2000年には､景気の緩やかな改善を受け､前年比0.5%増と3年ぶりに増加し､

また実質賃金も3年ぶりに増加しました｡なお､一般労働者は1.1%増､パー トタイム労

働者は2.6%増となり､パー トタイム労働者の構成比の高まりによる現金給与総額の押

し下げ効果は約0.6%となっています｡また､事業所規模30人以上でも名 目､実質賃金

とも3年ぶりに増加しました｡しかし､2001年は､現金給与総額 (事業所規模5人以上)は､1

-8月平均で､再び､前年を下回っています｡これは､過去最低の春季賃上げ率(厚生労

働省の主要企業の賃上げ率2.01%)､生産の減少による所定外労働時間の動向を反映した 所

定外給与の伸びの鈍化 ･減少や､特別給与が弱い動きとなったためです (図表Ⅱ-26)0

また､事業所規模30人以上の現金給与総額は前年をやや上回っています｡なお､夏季賞

与は､2001年夏は､主要企業では製造業を中心に増加という集計結果となっています(厚

生労働省調べ､2.86%)｡しかし､｢毎月勤労統計調査｣の特別給与 (6-8月合算)では､2.1%

減少 (事業所規模5人以上)となっており､中小企業の厳しい経営状況が反映されたものと

みられます｡実際､事業所規模別にみると､100人以上規模では､前年を上回っていま

す｡

ところで､賃金の伸縮性について､第 Ⅰ部第4章でみたように賃金は労働生産性の伸

びとほぼ整合的に動いています｡また､賃金について実質GDPとの弾性値や賃金調整速

度を簡単な方法で試算してみても､80年代と90年代では､ほとんど差がみられません (図

表Ⅱ-27)｡ 90年代に､賃金の調整パターンが大きく変化したとはいえないと考えてよい

のではないのでしょうか｡むしろ､今回の景気回復期では､昨年の経済情勢報告でも触

ド
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図表 Ⅱ-26 現金給与総額前年比 (名目給与内訳別寄与､事業所規模5人以上)
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(資料出所)厚生労働省｢毎月勤労統計調査｣｡
(注)2001年Ⅲ期は7-8月平均｡

図表Ⅱ-27 賃金変動について

(賃金の調整速度等)

名 目賃金 名 目資金 ■時間当り

c d c d

1980年代 0.26(5.17) 0.53(4.05) 0.28(4.67) 0.57(2.97)

W=a+bP+CGDP+(卜d)W-1の係数 C,d

w:名 目賃金 p:消費者物価 GDP:実質GDP

w,GDPは季節調整値(1995年-100とする指数化)

()はt値(dは､(1-d)のt値)

(賃金の実質GDP弾性値)

名 目賃金 実質賃金

1980年代 0.77(ll.08) 0.39(10.08)

1990年代以降 0.76(8.76) 0.36(4.69)

四半期前年比について計測
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れたように､過去の景気回復期と比べ､賃金､賞与が経常収益との関係でみて､増えて

いないのが､特徴といえます｡厳しい賃金調整がなされたといえるのではないでしょう

か｡なお､厚生労働省 ｢賃金引き上げ等の実態に関する調査｣によると､2000年におい

て､賃金の改定を行わなかった企業割合が19.1%と過去最高となっており､1人当たり

平均賃金を引き下げた企業も2.9%ありました｡その理由としては､いずれも､｢企業業

績の悪化｣が最も高く､また､賃金の改定を行わなかった企業では､｢雇用の安定｣ も

多くなっています｡日本労働研究機構のラスパイレス賃金指数の試算 (労働者構成変化要

因を取り除いた所定内給与の賃金指数(1995年-100))でも､労働者の属性調整を行った賃金は､

1998-2000年と3年連続で減少しています (図表Ⅱ-28)｡

2000年は増加した労働時間

給実労働時間 (事業所規模5人以上)は､2000年は､前年比0.9%増と4年ぶりに増加とな

りました(30人以上も4年ぶりに増加)｡これは､所定内労働時間が､祝祭 日等の暦要因もあ

り増加 (0.5%増)に転じたほか､景気の緩やかな改善を反映し､所定外労働時間が増加

(3.6%増)となったためです (図表Ⅱ-29)｡また､一般労働者は0.7%増､パー トタイム労

働者は2.6%増と､ともに増加 しており､パー トタイム労働者の構成比の上昇による総

実労働時間の押し下げ効果は約0.7% となっています｡なお､年間総実労働時間は､5

人以上では1,853時間､30人以上は1,859時間となっています｡ 2001年は､生産の減少を

背景とする所定外労働時間の減少から､総実労働時間 (事業所規模5人以上)は減少傾向と

なっています｡

年間労働時間1,800時間に向けて､今後のさらなる時間短縮については､一部特例事

業所を除き､週40時間労働制が適用となっており､所定外労働時間の削減､有給休暇の

取得促進などが課題となります｡有給休暇の取得率は約5割にとどまっています｡なお､

後述するように､仕事の分かち合いというワークシェアリングという観点からの時間短

縮も-議論されています｡

リス トラ下で労働強化の可能性

中長期的には､労働基準法の改正等から､労働者の労働時間は減少していると考えら

れます｡ しかし､昨今の低成長の下での企業のリス トラが進展する中で､労働者の労働

負荷が高まっています｡連合の ｢第4次緊急雇用実態調査｣(2001年)でも､(前年同時期と
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図表 Ⅱ-28 ラスパイレス賃金指数上昇率 (産業計)

ラスパイレス指数
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(資料出所)日本労働研究機構｢2000年のラスパイレス賃金指数｣(2001年)0

図表Ⅱ-29 総実労働時間の前年比 (事業所規模5人以上)
(%)
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(資料出所)厚生労働省｢毎月勤労統計調査｣｡
(注)2001年Ⅲ期は7-8月平均｡
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図表Ⅱ-30 1999年同時期と比較した1人当たり労働負荷
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2000年

圏重くなった ■楽になった □変化なし E)N.A
(資料出所)連合｢第4次緊急雇用実態調査｣(2001年)0

比べ)｢1人当たりの労働負荷が重くなった｣とする割合は､2000年では約6割であり､98

年､99年に比べ高まっています｡しかも雇用調整を実施､事業規模縮小､従業員数が減

少している場合には､7割以上となっています (図表Ⅱ-30)｡なお､｢労働力調査｣で､

非農林業雇用者についてみると､週60時間以上従業者割合は､90年代前半頃は低下傾向

で推移 した後､90年代後半はわずかですが上昇しています｡ただし､その水準は､80年

代よりは低くなっています｡また､NHK ｢国民生活時間調査｣ でも､勤労者の1日当た

りの労働時間が1995年に比べ2000年は男性が21分､女性が28分長くなっています (平日

の行為者の平均時間)｡労働負荷の高まり(労働時間の長期化)を示唆するものといえるのでは

ないでしょうか｡

高まるワークシェアリングについての論議

厳しい雇用情勢の中で､最近､ワークシェアリングについての論議が､労使を含め活
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発と･なっています｡ここでは､既存の研究をもとに､論点をまとめてみます｡

(財)社会経済生産性本部では､ワークシェアリングの効果分析について､一般雇用

者の労働時間を5%削減 したときの雇用効果と消費効果について､給与の取 り扱いによ

り4種類のシミュレーションを行っています｡その試算結果は､時短分の給与削減で215

万人､給与維持で285万人､パー ト雇用者の給与1%増を伴 うと､それぞれ150万人､208

万人となっています (給与維持の方が雇用増加が大きいですが､これは､一般雇用者が減少するもの

の､パート雇用者が大幅に増加するためです)｡消費支出は､数値はさほど大きくないですが､

総じてプラスとなっています｡ワークシェアリングは雇用増-の期待が十分持てる施策

であり､景気に対して限定的だが､ポジティブな効果をもつといえます｡

厚生労働省のワークシェアリング研究会では､ワークシェアリングを①雇用維持型(緊

急避難型)､②雇用維持型(中高年対策型)､③雇用創出型 (時短により失業者に新たな雇用機会

を提供)､④多様就業対応型 (正社員の勤務の仕方を多様化 (手法としては正社員の短時間勤務型､

ジョブシェアリング型等))の4類型に整理を行い､労使双方にアンケー ト調査を行っていま

す｡企業の5割､勤労者の6割がワークシェアリングに関心(関心がある､どちらかと言えば関

心がある)があり､今後重要となるワークシェアリングは､企業､勤労者とも約6割が多

様就業対応型と回答しています｡また､ワークシェアリングの類型別には､企業は､正

社員の短時間勤務型を除き､反対が過半数なのに対して､勤労者は､ジョブシェアリン

グ型を除き､賛成が過半数となっています｡このうち､特に､雇用維持型(緊急避難型)

については､企業は反対割合､実施する予定がないとする割合もかなり高くなっていま

す｡企業は時間当たり賃金の上昇や全員一律の措置を行 うことについての不公平感を指

摘しており､勤労者は､多少貸金が下がる程度なら賛成が過半数ですが､反対意見 (質

金が低下するのであれば実施すべきでない)も4割程度と多く､賛否が分かれています｡一方､

多様就業対応型は､労使とも重要と認識しており､企業は有能人材の確保や企業イメー

ジの向上など､勤労者は育児 ･介護との両立などをメリットとしてあげています｡多様

就業対応型の導入に際しての問題点については､労使とも賃金や退職金の取 り扱いをあ

げています｡さらに､ワークシェアリングを導入する場合の課題としては､①労使の合

意形成の必要性､②労働生産性の維持 ･向上､③時間を考慮した賃金設定に対する検討

と理解(労働時間と賃金の関係の明確化)､④職種による差の考慮､⑤パー トタイムとフルタ

イムの処遇格差の解消を指摘しています｡

ワークシェアリングは､(特に景気低迷･雇用過剰感がある場合)雇用の維持 ･創出､雇用



第Ⅱ部 厳しさを増す雇用情勢

不安の解消､多様な就業機会､(生活も含めた)多様な働き方が可能となる等､意義が大

きいと考えられます｡コス ト面をどう対処するか､仕事 ･社会の仕組みも含めた働き方

をどう構築するか､が鍵といえ､労使の社会的な合意が重要であり､それとともに政府

の支援策も不可欠と考えられます｡
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近年アメリカ経済再生の原動力となったとみられているITが新たな発展の基盤として

注目されています｡同時に､一時期のITに対する熱狂は ｢IT不況｣ が世界に広がるなか

で終息しつつあります｡そこではここではまず ｢IT革命｣についてこれまでの評価を冷

静に行うとともに､日本における ｢IT革命｣のこれからの課題を検討します｡次に､21

世紀の日本経済を切り拓く新しい ｢フロンティア｣ の可能性を秘めたITに続く未来技術

について検討します｡

(1)これまでの rIT革命｣の評価とこれからの課題

〔1〕｢IT革命｣の現状と評価

アメリカの経験等もふまえ､｢IT革命｣ が経済社会にもたらしたもののうち､これまで

明確になってきたことを整理しておきましょう｡

景気循環への影響

景気循環-の影響については､ITの進歩により在庫管理技術が向上することなどから

景気循環が消滅するあるいは緩和されるといった議論がみられました｡しかし､現実に

はITが進歩しても景気循環はなくなりませんでした.むしろ(丑情報化の進展のなかで ｢売

れる商品｣ と ｢売れない商品｣がはっきりしたり､それが瞬時に変わったりすること､

②ITの進歩に支えられた金融技術革新が資本移動を巨大化､加速化したこと､③ITの進

歩が急速なため生産を自ら行わず､外部に委託するEMS(エレクトロニクス･マニュファクチャ

リング･サービス)が世界規模で広がっていること､などにより現状では景気の変動が大き

くなり､かつ世界同時不況になりやすいといった状況が強まっています｡

景気の低迷が続いた90年代の日本経済においても､成長を下支えしたのはIT関連分野

でした｡第 Ⅰ部でみたように､今回の景気後退はアメリカの ｢ITバブル｣ 崩壊に伴うIT

関連製品の輸出減退が引き金になっており､IT関連産業の不振が景気悪化を先導してい

ます｡このように90年代終わりからのITブームは景気変動を大きくし､必ずしも安定的､
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持続的成長につながっていません｡

生産性向上への影響

ITの生産性向上-の影響については､マクロ的にみると米国では90年代前半頃までの

データではいわゆる ｢生産性パラドックス｣ といわれたようにコンピュータの導入が進

んでもマクロの生産性に目立った変化は見られませんでした｡しかし､95年以降はアメ

リカのマクロの生産性上昇率は年率3%と95年までの年平均1.4%から2倍以上上昇してい

ます｡2001年米国経済諮問委員会報告では95年以降経済がすでに高い資源利用度を享受

しているときにこうした生産性の顕著な上昇(構造的な生産性上昇)が生じていることに注目

しています｡この構造的生産性上昇の要因に関し同報告では､①経済全体を通じた労働

時間当たりの資本量の成長(資本の深化)､②労働力の計測可能な技能の改善､③コンピュー

ター製造産業における全要素生産性(TFP)の成長､④他の産業における全要素生産性の成

長の4つに分けて検討しています｡①の資本の深化については､95年以降コンピュータと

ソフトウェア-の投資が力強い経済成長､低い実質金利､強力な株式市場､コンピュー

タ価格の急速な低下によって､きわめて旺盛であったこと､②については労働の質改善

それ自体としては目立った改善はみられなかったこと､③のコンピュータ産業における

TFP(全要素生産性)成長率は技術進歩と価格低下で増加してきたこと､④のコンピュータ

産業以外のTFP成長率は､残差として計測するとかなりの貢献度を示しており､企業が革

新的ITをビジネスと生産方法に適用するなかで経済全体として資本と労働が利用される

方法の改善が最近の生産性向上の中心となっていること､を指摘しています｡

また同報告では､セクター別､産業別にみると､ITを大量に利用している産業におい

て95年以降生産性成長率が増加していること､流通と供給チェーン管理の改善によって､

95年以降小売 ･卸売で他の業種よりもかなり速い生産性上昇を示していること､サービ

ス産業は95年以降なおマイナスの生産性成長率となっていますが､ビジネスサービスは

個人サービスとともにマイナス成長からプラス成長に変化していること､などを指摘し

ています｡

日本については､マクロの生産性向上-の効果についてみると､90年代以降はバブル

崩壊後の経済低迷の長期化で時間あたり労働生産性の上昇率は90年代前半に2%強から後

半には年率2%以下に低下しましたが(図表Ⅲ-1-1)､昨年の ｢経済情勢報告｣でみたように90

年代後半はIT資本ス トックの蓄積による生産性上昇-の寄与率は50%を超えています｡
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図表Ⅲ -1-1 時間当たり労働生産性上昇率 (93SNA)

8182838485868788899091929394959697989900

暦年

- 時間当り労働生産性 上昇率%

(資料出所)内閣府 ｢国民経済計算年報｣､総務省 ｢労働力調査｣

厚生労働省 ｢毎月勤労統計調査｣により作成｡

産業別にみると､IT投資比率が高く､IT資本ス トックの比率の高いIT関連産業ではIT

化による需要の増加も加わって､労働生産性上昇率や全要素生産性上昇率が他産業に比

べてかなり高くなっています｡一方､IT利用産業については､90年代後半金融 ･保険､

サービスではIT資本ス トックの比率は高くなっていますが､多くの産業ではなおIT資本

ス トックの比率は低く､これら産業やサービス業では労働生産性や全要素生産性の上昇

率は低いかマイナスになっています★1｡このように日本の場合､とくにIT利用産業でIT

化が遅れていることやIT化が生産性向上にまだむすびついておらず､これがマクロの生

産性上昇を抑えていることがうかがえます｡

国際的にもOECDの資料で1980年代と90年代の全要素生産性上昇率の変化と人口当りの

パソコン利用の関係をみると､おおむね正の相関がみられ米国 ･カナダや北欧､オース

トラリアなどパソコン利用度の高い国のTFPの上昇は大きく､日本はどちらも調査国平均

よりやや低い状況となっています(図表Ⅲ-1-2)0

また､企業レベルの生産性向上効果については､経済企画庁の調査分析(2000年10月)

によれば､IT化が進むと同時に､人的資本のレベルが高く､企業組織のフラット化が進

んだ企業こそが､相対的に高い生産性を享受する可能性が高いとの結果が示されていま

す｡

このように､ITは生産性の向上につながることが次第に明白になってきましたが､そ

れは単にITを導入すれば可能となるのではなく､広くITを導入すると同時に組織やシス

★1 総務省 ｢情報通信白書｣(平成13年版)､日本経済研究センター ｢情報化と企業行動｣(2001｡6)等の

分析による｡
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図表Ⅲ -1-2 マクロの全要素生産性の向上とパソコン利用の関係
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(資料出所)OECD｡

テムあるいは働き方を変革してはじめて生産性向上にむすびつくとみられます｡

わが国の電子商取引等の動向

電子商取引については､どの範囲までをとるかにもよるが､2000年の日本におけるそ

の市場規模を情報通信白書(総務省)(以下､この項の市場規模の数値はすべて同自書による)でみる

と､最終消費財市場では6322億円､中間財市場では38兆1000億円となっています｡情報

通信白書の場合､電子商取引は ｢TCP/IPを用いたネットワーク上で財 ･サービスの受発

注を行 う商取引｣ と定義しており､最終消費財市場は家計の最終消費にともなう取引(い

わゆるB2C)のほか､企業間取引(いわゆるB2B)のうち､コンピュータ､食料品やサービスを

含んでいます｡中間財市場は企業間取引(B2B)のうちの自動車や原材料取引です｡最終財

市場について品目別でみると､コンピュータ及び周辺機器が1800億円､航空､鉄道乗車

券が776億円､ホテルなどの予約が上位3位であり､いずれも選択コス ト(ニーズにあった商

品･サービスを選び出すコスト)､利用コス ト(購入･予約に要する移動時間､移動に関する費用等)の

高い財やサービスとなっています｡中間財市場については､産業別では自動車16.5兆円､

電機12.8兆円､それ以外の製造業6.5兆円で大半を占めています｡

このように電子商取引は自動車や電機産業の企業間取引を中心に拡大してきています

~丁
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が､最終消費関連取引は電子商取引に適した一部商品が中心でまだその額は小さいもの

です｡期待されていたコンビニエンスス トアを通じた消費者向けの電子商取引も予想さ

れたほどは伸びていません｡ただ､5年後の予測では､中間財市場は98.9兆円､最終消費

財市場では8.0兆円と高い伸びが予想されています｡

また､近年複数の売り手企業と複数の買い手企業の間で行われるインターネット上の

商取引の場としてe-マーケットプレイス★2が登場しつつあります｡2000年には日本でもさ

まざまな業界においてサービスが開始あるいは新規設立の表明がなされている(図表Ⅱ-1 -

3)｡ただ市場規模としては2000年では中間財市場38兆円のうち､わずかに800億円程度と

推計されています｡

さらに､インターネットの普及や電子商取引の拡大に伴い､LANやイン トラネット構

築に必要なハー ドウェア ･ソフトウェアの販売ビジネスやインターネット上での広告ビ

ジネスなどインターネット関連ビジネスも大幅に拡大しています｡2000年におけるイン

ターネット関連ビジネスの市場規模は9兆798億円(前年比42%増)となっています｡インター

ネット関連市場の内訳をみると､インターネット･サービス ･プロバイダー(ISP)などイ

ンターネット接続ビジネス市場0.8兆円､インターネットに接続される端末機器市場2.8兆

円､ネットワーク構築に必要な管理､運用サービスやサーバー ･ルーター等のハー ドウェ

ア ･ソフトウェア市場であるインターネット構築関連市場2.2兆円､インターネット広告

･通信サービス等のインターネット周辺ビジネス市場1.4兆円､モバイルコマース関連市場

1.8兆円などとなっています(図表Ⅲ-1-4)｡

このように､電子商取引は単に財 ･サービスの交換だけでなく､新たなオープンな市

場の創造や企業間の機能的な関係を再構築する｢場｣(プラットフォーム)､手段となっていま

す｡

ITの雇用､働き方への影響

IT革命の進展でアメリカでは､経済成長と雇用の増加が実現する一方､ホワイ トカラー

層の解雇率の高まりや学歴間の賃金格差の拡大がみられました｡ 日本については ｢労働

経済白書｣(平成13年版)(以下､この項の数値は同白書による)によれば､1999年においてIT関連

★2 e-マーケットプレイスは狭義には複数の売り手と買い手が存在する ｢N対N｣型の電子的な取引の
場を､広義には狭義のものに特定の有力企業のエクストラネットを拡張した ｢1対N｣型の電子的取引の
場を含む｡ここでは狭義のものをe-マーケットプレイスとしている｡
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図表Ⅲ -1-3 2000年に設立されたe-マーケットプレイスの例

いい在庫 ドットコム 日用雑貨 .加工 ･伊藤忠商事､三井物産､オリックス､東京海上火災保険が設立･企業が抱える食品 .日用雑貨 .建材 .機 2000年

(http://www.e-zaiko.com/) 食品等の余剰品 械部品などの在庫品をインターネット上で取引･サイト上で物流機能､決済機能も提供･約1,500社が参加 12月

コンス トラクションイーシー ドットコム(http://www.construction-ec.com/) 建設資機材/ ･大手総合建設会社 5社､NTTデータ､日本オラクルが開設･建設資機材 .建設機械の調達､請負工事等の建設工事全般に関する仲介業務を 2000年

工事 行う･特売品､在庫品､購買希望品を扱う簡易電子商取引市場もサブシステムとして開設予定･約70社が参加 12月

SpaceTrader トラック荷台の ･貨物を仲介するバイヤー市場とトラック .スペースを仲介するセラー市場を提供○さらに両市場間で貨物とスペースの自 2000年

(http://www.e-treX.co.jp/) 空きスペース 動マッチング機能も提供･保険､運賃決済業務を行う･約140社 (売 り手約90社､買い手約70社)が参加 11月

eBuySell 電気通信工事用 ･電気通信工事用 (LAN工事が主体)の部材､機器等のオープンな調達市場･与信 .決済 .物流をオール .イン.ワンで組み込み､安心した取引と工事企業 2000年

(http://www.ebuysell.co.jp/) の部材 向けのコンサルティング､施工事例の提供などトータルな業務支援を行う･約50社 (うちサプライヤー11社､バイヤー40社)が参加 10月

パーティカルネット 9業種 ･米国バ ーテイカルネットとソフトバンクイーコマースが共同で日本進出･医薬､食品 .ロジスティクス､総務 .経理 .人事などの業界別ポータルサイト 2000年

(http://www.verticalnet.japn.cqn/) を運営 ′･最新の業界記事､新製品情報の提供や業界コミュニティの運営及び取引の伸介市場を提供 7月

鋼材 ドットコム 鋼材全般 ･掲載している鋼材製品の明細検索や､自社の調達希望明細から､見積 り､受発注までをインターネット上で行うこと 2000年

(http://www.kouzai.com/) が可能･物流や与信支援 .決済の機能提供を予定･約350社 (うちサプライヤー6社)が参加 6月

(注)各種報道資料､各社ヒアリングより作成｡

(資料出所)総務省 ｢情報通信自書｣(平成13年版)｡
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図表Ⅲ-1-4 インターネット関連ビジネス市場の内訳

インター ネ ッ ト接 続 ビ ジ ネ ス市場 8,108 8.9 0.5
インター ネ ッ ト接続端末 市場 28,389 31.3 6.1
インターネ ッ ト構築関連市場 21,610. 23.8 23.3

インター ネット/イントラネット構築サービス 1,426 1.6 -
インターネット/イントラネット関連ソフ トウエア 1,444 1.6 -
サーバー/ルーター等 18,740 20.6 -

インターネット周辺ビジネス市場 14,468 15.9 45.6
インターネット広告市場 590 0.6 -
インターネット決済サービス市場 118 0.1 -
通信サービス市場 13,592 15.0 -
物流サービス市場 168 0.2 -

モバイルコマース関連ビジネス市場 18,223 20.1 980.2

(注) ｢ITが産業に与える影響に関する調査｣､ ｢平成12年日本の広告費｣ (電通)より作成｡

(資料出所)総務省 ｢情報通信自書｣ (平成13年版)｡

産業の従業者数は364万人､民間総従業者に占める比率は6.8%､雇用者数では338万人､

構成比は7.4%となっています｡この比率はアメリカと比べても遜色ないものです｡IT関

連職種の就業者数も328万人にのぼります｡ただ､アメリカのIT関連の雇用はソフトウェ

ア､通信サービス関連がそれぞれ約3割を占めているのに対し､日本の場合､サービス業

や専門 ･技術職種の増加率は高いものの､IT関連の雇用は現在のところ製造業の分野が

中心です｡

また､ITの雇用全体-の影響をみると(図表Ⅲ -1-5)､1990年から1999年までの累積で①IT

による労働生産性向上による雇用減(262万人)､②IT活用部門における需要増による雇用増

(250万人)､③IT提供部門における生産増による雇用増(183万人)､④雇用者所得を通じた

効果(①～③の効果がプラスなので雇用増66万人)､合わせると､200万人以上の雇用が増加した

と推計しています｡この増減数を産業別にみると､とくにサービス産業の雇用増加が大

きく､またITに関連深い産業以外の産業でも雇用創出効果がみられます｡

ITによる仕事や働き方の変化についてみると★3､企業のITの導入により､ホワイ トカ

ラーの仕事は定型的な仕事が減少し､創造的 ･専門的な仕事の比重が高まっています｡

これにともない､賃金の成果主義も広がっています｡こうしたなかITを利用して外部環

境の変化に迅速に対応するため､組織のフラット化が進んでいますが､中間管理職の減

少は起こっておらず､むしろその重要性が高まっており､情報を収集､分析したうえで

付加価値を生み出す創造的な仕事が求められています｡一方､個別企業におけるIT導入

による雇用の削減は人事 ･労務､経理 ･財務､総務 ･秘書などの間接部門が中心ですが､

★3 厚生労働省 ｢労働経済白書｣(平成13年版)による｡
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図表Ⅲ -1-5 情報通信技術革新の進展に伴う雇用量増減発生のプロセス

草

調整方法では退職者不補充ついで配置転換､出向 ･転籍等であり､多くの企業は教育や

配置転換によりできるかぎり雇用責任を果たそうとしています｡

ITの発達によって､在宅勤務等のテレワーク雇用や在宅就業などのSOHO(非雇用)など

新 しい働き方が登場し､2000年ではテレワーク雇用250万人(うち在宅勤務117万人)､在宅就

業17万人と推計されています｡テレワーク雇用は9割が男性で満足度も高くなっています｡

一方､在宅就業は育児中の30-40歳台の女性が中心ですが､労働時間が週20時間未満で

は年収80万円､週45時間以上では450万円と2極化しており､仕事の確保や公正な取引環

境の整備が課題となっています｡

ITを利用して仕事が標準化､マニュアル化されると､それまで正社員がやっていた業

務でもパー ト､アルバイ トでも遂行できるようになることなどから､IT化の進展は非正

規雇用活用の促進要因にもなっています｡非正規雇用にも多様な形態があり､派遣労働

者数は約107万人で最近5年間で約49万人85%の増加となっています｡派遣労働はIT関係

の業務に多く､派遣労働者の45%を占めます｡その代表的な業務は事務用機器操作業務

とソフトウェア開発業務です｡前者の場合は登録型が中心で6割が常用雇用ではない派遣

労働者で賃金も全業務平均より9%程度低く､後者については､ソフトウェア業の企業が
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自社でソフトウェア開発を行いながら派遣も行 うものが多いことから､常用雇用が中心

となっており､賃金も全業務平均より5割以上高くなっています｡

また､ITの発達で業務の外部委託(アウトソーシング)も促進されます｡10年前に比べて､

アウトソーシングの業務に占めるウェイ トが増加 した企業は4割強に上り､その割合は情

報化の進展度の高い企業ほど高い傾向がみられます｡

経済システム､雇用システムへの影響

先にみたようにIT利用が生産性向上などの効果に結びつくためには組織や しくみ､働

き方もそれにともなって変化する必要がありますが､それとともに電子商取引やITの利

用拡大は組織を越えて制度や慣行など経済のシステム自体にも変革-のインパク トを与

えています｡その状況についてみてみましょう｡

当初､ITの利用により流通などで中間業者の中抜きや減少が起こるのではないかとし

ばしばいわれましたが､現実に起こっているのは卸売業者が不要になるなどの完全な中

抜きというより再編であり､生産者と消費者を結ぶ中間業者の役割がなくなったわけで

はありませんでした｡同時に､これまでのように生産者にかわって販路を開拓 ･確保 し

販売を進める卸売業者だけでなく､電子市場の発達のなかで消費者のニーズに応えで情

報を選別 ･提供しその購買を手助けする新たなタイプの中間業者(インフォミディアリ)が登

場してきています｡

また､電力業､金融業などの自由化でみられるようにむしろこれまで生産者等が一体

的に行っていた事業がITの進歩でアンパンダリングが可能となり､特定の機能のみを行

う業者が登場することにもなりました｡

次に､ITが雇用システムに及ぼす影響を検討 しましょう｡ 日本における典型的な雇用

慣行は､日本型雇用慣行といわれ､年功序列賃金､長期雇用慣行等が特徴としてあげら

れてきました｡そこでは雇用を長期的な戦略下でとらえるとい う考え方のもとで､雇用

調整も ｢残業規制｣｢中途採用の削減 ･停止｣｢配置転換｣と形が中心でしたが､1998年

以降は ｢希望退職者の募集､解雇｣が増加してきています｡OECDの調査 ･分析による雇

用保護の強さの国際比較をみると､1990年代後半においては南ヨーロッパ､フランス､

ドイツが最も雇用保護が強く､イギリスやアメリカが際立って弱く､日本は26カ国中弱

い方から14位とほぼ中位です(図表Ⅲ -1-6)0

このように､日本の雇用システムが独特であるのと同様に､アメリカやその他の国々
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図表Ⅲ-1-6 雇用保護の強さの国際比較

lLlr
ニュー ン

ル トガルギリシ ャトルコイタリアスペ イ ンフランスドイツルウエーエーデ ンベ ル ギー韓国ス トリア

日本

オランダンランドチエコーランドンガリー

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

雇用保護の強さ

(資料出所)OECD"EmploymentOutlook1999''

(注) ｢雇用保護制度の強さ｣は､解雇予告手続き (解雇予告に先立つ手続､所要期

問)､帰責事由のない個別労働者の解雇の予告期間と解雇手当､解雇の困難度

(解雇の正当性の定義､試用期間､正当性のない解雇の場合の補償､裁判所が

復職を命じる可能性)､有期雇用使用条件､有期契約連続更新可能回数､最長

累計契約期間､派遣労働使用業務の範囲､派遣労働の更新可能回数､最長累計

派遣期間､集団的解雇の困難度 (集団解雇の定義､手続､予告期間､その他の

コス ト)を点数化し､加重平均したもの｡

も独特な雇用システムといえます｡これまで技術革新に対して､日本型雇用システムは､

内部労働市場の柔軟性からうまく対応 してきました｡とくに1960年代後半の高度成長期

は外部労働市場における転職入職率も現在よりも高い状況でした｡この時期は失業率も

低水準で雇用情勢は需要超過 ･供給不足であり､需要側からのプル型の転職により円滑

な労働移動が行われたといえます｡このことは日本型雇用システムのもとでも魅力的な

雇用の場があれげ円滑な労働移動が進むことを示唆しています｡IT化の進展のなかでも

多くの企業は教育 ･訓練や配置転換によって可能なかぎり雇用責任を果たすべきである
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と考えています｡IT化は業務のやり方を変え､企業組織の変更を迫 り､賃金の成果主義

的要素も強まるとみられますが､そのなかで柔軟な内部労働市場のもと雇用の安定を確

保しながらインセンティブを高めていくしくみが求められています｡また､外部労働市

場における円滑な労働移動も不可欠ですが､それを妨げるものとして近年は基本的に企

業の雇用需要が弱いことのほか､いわゆるミスマッチの拡大がみられます｡この要因と

して､年齢制限､賃金をはじめとする労働条件に加え､能力 ･経験のミスマッチがあり

ます｡ミスマッチ解消のため労働市場における正確な情報提供､適切な職業能力開発､

民間の労働需給調整システムの強化､ITを活用した需給調整機能の強化などが必要となっ

ています｡

生活 ･社会面でのIT化とその影響

インターネッ､トの普及 ･利用状況をみると､2000年末におけるわが国の15歳以上79歳

以下の個人におけるインターネット利用者は4708万人(前年比74%増)と推計されており､

2000年11月のイン-ネットの世帯普及率は34.0%､事業所普及率は44.8%､企業普及率は

95.8%となっています★4｡こうしたインターネット利用拡大の背景には携帯電話からのイ

ンターネットの利用者が99年末に比べて2000年末は4倍になるなどインターネット接続端

末が多様化したこと､電気通信料金の低下､コンテンツの多様化などがあります｡

インターネットの用途をみると､利用率では ｢電子メールの送受信｣(88.3%)､｢趣味等

の情報検索｣(77.9%)､｢生活上の情報検索｣(63.0%)､｢仕事上の情報検索｣(54.0%)など情

報検索 ･情報入手が高く､コンテンツ入手､電子商取引関連は ｢文書 ･各種データの入

手｣(35.2%)､｢電子ショッピング｣(33.8%)などせいぜいインターネット利用者の3人に1人

の利用にとどまっています｡これに対しブロー ドバンド･アクセスの普及が進んでいる

米国 ･韓国では､日本に比べインターネットによるコンテンツ入手やコミュニティサイ

ト-の参加が多くなっています｡

ところでこうした生活面でのIT化の浸透のなかで､家計消費支出に占める電話 ･通信

料の伸びは著しいものがあります｡2000年の総務省 ｢家計調査｣によると､2人以上世帯

の消費支出全体が99年に比べ1.8%減少するなかで､パソコンなどの情報機器は名目で前

年比36.8%増､電話通信費も同8.1%となっています｡この結果､若年層を中心に生活の

★4 総務省 ｢情報通信自書｣(平成13年版)による｡
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基礎となる衣食住の支出が抑制される傾向がみられます★5｡単身世帯でも若年層でこの

傾向が目立っています｡

また､インターネット利用の個人属性別等による格差をみると､インターネット利用

は ｢年齢｣による差異がもっとも大きく､次いで ｢世帯年収｣､｢職業｣ の順となってい

ます｡逆に ｢都市規模｣や ｢性別｣｢地域｣の差異は比較的影響が小さくなっています★6｡

地域情報化をめぐる状況をみると､岡山県､高知県など先進県において地域情報ハイ

ウェイの整備などのインフラ整備とそれを活用した遠隔医療､教育､地域振興の実験的

プロジェクトが始まっています｡他の県､あるいは市町村レベルでも地域情報ハイウェ

イ等の計画は目白押しです｡また､IT産業を軸とした地域振興の動きも各地でひろがっ

ています｡ソフトウェア産業を核にすえる岐阜県､ITSのメッカを標梼する愛知県､マル

チメディア産業を軸と据える沖縄県など､それぞれ地域特性に応じた振興策を展開しつ

つあります｡一方､東京 ･渋谷の ｢ビットバレー｣や東京 ･港区等では活気あるITベン

チャー企業が自然発生的に集積し､その集積メリットを生かしています｡東京以外でも

札幌､名古屋や関西では ｢京阪バレー｣と呼ばれるIT関連の産業集積地域が形成されて

きています｡

このほか､地域商店街における電子商取引-の取組みにおいても仮想商店街の設置やⅠC

型電子マネーの利用などが行われていますが､これらまだ実験的な色彩が強く､売上げ

の拡大につながるものとはなっていません｡

保健 ･医療におけるITの活用についてみますと､1980年代後半以降大学病院や大規模

総合病院で普及の進んできた病院情報システムがここ数年中規模病院(病床100-500)にも

導入されるようになってきました｡病院情報システムは伝票の電子化や診療データの蓄

積､会計システムなど病院経営の効率化に資するだけでなく､待ち時間を少なくしたり､

受付業務をスムーズにすることで患者サービスの向上にもつながります｡一方､大規模

病院では､制度面でカルテの電子的保存が認められたこともあり､カルテの電子化に踏

み出そうとしています｡ただ､電子カルテの普及には診察中の診療情報のデジタル化入

力などで困難性も大きく､遅々として進んでいません｡また､インターネットの普及で

病院情報システムを広域医療情報ネットワークとして相互接続して必要な情報を交換 ･

★5こうした傾向(携帯電話等ネット支出の増加で食費など他の支出を切り詰める傾向)はドコモ不況と

も呼ばれている｡

★6 総務省 ｢情報通信自書｣(平成13年版)による｡

~=
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共有する動きが進んでいます｡全国の国立大学病院は大学病院医療情報ネットワークを

運営し､共通の課題の検討や情報交換を行っています｡遠隔医療については前述のよう

に岡山県で2000年11月に実験が行われました★7｡

都市 ･交通､環境､防災面では､GIS(地理情報システム)等のツールを活用して､都市や

街づくりを進める試みも増えています｡GISは整備 ･普及のための長期計画に基づき､GIS

の実証実験や地方自治体における都市計画-の活用が始まっています｡ITを用い､人､

車､道路を一体化する高度な次世代交通システムであるITSは21世紀の社会インフラとし

て世界各国でその推進が図られようとしています｡ITSは交通事故 ･交通渋滞解決-の貢

献､環境負荷軽減､新たな産業創出といった経済活性化効果から期待されています｡日

本では､ITSに関連するシステムとして､交通情報をリアルタイムで伝える道路交通情報

システム(VICS)は着実に普及が進みつつありますが､2001年3月から本格運用の始まった

自動料金収受システム(ETC)は価格面等からETC用車載器の普及が進まないことなどによ

り､十分その効果が現れていません｡

教育の情報化とIT時代に対応した人材育成

学校教育においては､情報リタラシーの向上やIT時代に対応 した人材育成に加え､IT

を活用した教育内容の充実のためコンピュータの設置､インターネット-の接続が進ん

でいます｡日本では､2000年3月時点では公立学校の99%以上にコンピュータが設置され

ており､2001年度にはすべての公立学校にインターネットを接続することを目標に整備

が進められていますが､インターネットを活用した教育活動の多様化､内容充実のため

には､回線速度の向上､パソコン台数の増加､教員の情報教育指導能力の向上が必要と

なっています｡

IT技術者については､IT企業やIT活用をめざすユーザー企業の大半で企業内ネットワー

ク構築等に際してのIT技術者の不足が目立っています｡欧米諸国においてもIT技術者の

不足から､外国人IT技術者の受け入れも加速しています｡日本でも｢e-Japan戦略｣ におい

て外国人IT技術者の受け入れを今後5年間で3万人に拡大することが打ち出されています｡

国内ではIT技術者の育成を図るIT研修サービスが拡大しています｡またIT技術者の供給

源として人材派遣会社のウェイ トが高まっています｡こうした背景にはITの技術進歩が

★7 岡山大学医学部付属病院で実施した内視鏡手術の動画像が､リアルタイムで津山中央病院に伝送さ

れ､遠隔医療の実用性が探られた｡



第Ⅲ部 安心と活力を持った未来に向けて

日進月歩であり､取得済みの技術がすぐ陳腐化してしまうことがあると考えられます｡

行政情報化の状況

国､地方自治体における情報機器の整備は急速に進み､国の行政機関13府省庁をはじ

め､すべての都道府県､政令指定都市でホームページを開設しています｡国-の申請 ･

届出等約1万件のオンライン化については実質的にすべての手続きを2003年度のできるだ

け早期にインターネット等で行えるように整備が進められています｡地方自治体でも18%

が電子申請を開始しています｡ただ､電子申請を行っている自治体の主な業務は､建築

確認(41%)､公共施設利用(41%)､港湾管理(18%)､医薬品 ･医療関係(9%)などとなってお

り､しかもその申請の形態はフロッピーディスクが35%､専用端末が32%でインターネッ

トを活用したものはまだ32%にとどまっています★8｡また､日常的にインターネットを

利用している人に対するアンケー ト調査(ウェブ上の調査)でも電子政府に関する認知度は全

体の3分の1程度にとどまっており､行政機関のホームページを日常的 ･定期的にみてい

る人は国の行政機関､地方自治体とも5%未満です★9｡ 一方､国民 ･住民の電子政府に対

する期待については､｢手続き､予約等が自宅や職場がいつでもできて便利になる｣が7

割以上の回答を得ており､次いで行政の効率化(45%)､行政 ･政治-の参加や理解促進

(20%)となっています｡

このように電子政府､電子自治体に向けての取組みは進められていますが､国民 ･住

民の期待､ニーズに十分応えられるようになるにはまだ時間がかかりそうです｡なお､

地方自治体の場合､電子自治体実現の阻害要因としては､前述(注7)の自治体に対するア

ンケー ト調査では､財政難(68%)､セキュリティ確保(55%)､個人情報保護(44%)､古い組

織体質(30%)､情報機器 ･通信設備の不足(21%)､トップ層の理解(17%)､国の法令等(15%)

などがあげられています｡

〔2〕｢IT革命｣- これからの課題

どのようなIT社会をめざすのか

★8 地方自治体の電子化のアンケー ト調査については(財)日本情報処理開発協会 ｢情報化白書2001｣に

よる｡

★9 総務庁 ｢情報通信白書｣(平成13年版)による｡

~㌻
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ITを単なる一時的ブームではなく､持続的な成長につなげるために重要なのは､結局IT

を活用してどのような社会をつくるかということに関わっています｡すなわち､｢IT革命｣

で生産サイ ドの効率向上を図るこ･とは重要ですが､それだけでは持続的に日本経済を牽

引する力はでてきません｡需要面から持続的な需要の盛 り上がりが必要であり､それに

は人々がどのような社会をのぞんでおり､ITを活用してどのような社会をめざすのかが

重要となります｡人々が望んでいるのは､高い ｢くらしの質｣を実現することと考えら

れます｡したがって､それを可能にするような財 ･サービスが誰にも入手可能な価格､

入手しやすい方法で提供されること､そのためにITが広く活用されることでしょう｡具

体的には､①現在､消費が低迷している背景の一つには､将来に対する不安､雇用不安

があることを考えれば､健康 ･医療 ･介護 ･福祉､教育 ･訓練､環境､安全､② ｢生活

の質｣の面で多くの人がまだまだ不十分と考えている住宅や生活環境､③ますます自己

実現欲求が高まるなかでニーズの高まると予想される教養 ･文化､あるいは人とのふれ

あいや社会活動､といった分野でのITの活用です｡こうした分野でITを積極的に活用し､

｢くらしの質｣の向上につながるように経済 ･社会のしくみ自体も変えていくことがこれ

からの ｢IT革命｣の重要な課題と考えられます｡しかもこうした分野は必ずしも市場や

民間企業に任せておけば､自然に供給されるものばかりとはかぎりません｡NPOを含む

民間､行政､学界の連携や適切な役割分担が必要となるでしょう｡そしてITを利用して

誰もが国民 ･住民 ･消費者としての意向 ･ニーズを政治 ･行政 ･企業に反映できる社会

が望ましいと考えられます｡

また､IT社会が勤労者にとって ｢働きがい｣があり､同時に安定した雇用 ･就業が確

保される社会であることが重要です｡｢〔1〕『IT』革命の現状と評価｣ でみたようにIT化

は創造的 ･専門的業務の比重を高め､個々の勤労者の裁量や責任も高まるとみられます

が､競争も激化するなかで努力に見合った適正な評価がなされないとモチベーションも

高まらず､仕事の内容が社会的に評価されるものでなければ働きがいもわかないと考え

られます｡同時に､内部労働市場､外部労働市場双方において､需要の変動､産業構造

の変化に対して円滑に対応できるしくみが整っており､安定した雇用 ･就業が確保され

ていることが安定した経済 ･社会の持続にとっての基本です｡

IT革命を活かす経済 ･社会システムの構築

〔1〕でみたように､ITは従来の制度､慣行にインパクトを与えるとともに､制度や規
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制がITの活用を阻害する要因にもなります｡また､ITの発展で従来想定されてされてい

なかった状況が生 じ､新たな制度､規制が必要な場合もあります｡望ましいIT社会を築

くためには ｢IT革命｣ を活かす経済 ･社会システムの構築が必要です｡

第1は､競争促進による高速ネットワーク化の普及促進です｡競争を阻害する規制等を

見直 し､低価格化を実現することによりブロー ドバン ドを普及させ､ITのより身近な生

活面 ･社会面での利用を促進することです｡

第2に､電子商取引の推進などにより経済の効率化を図るためには､電子商取引を阻害

する制度､規制等の改革､電子契約ルールや消費者保護に関する法整備等を進め､電子

商取引の信頼性､安全性を高めるしくみを整備することです｡その際､より具体的なIT

の利用に関わるルールは民間においてITを利用する個人 ･企業 ･団体等が自発的につく

りあげていくことが重要です｡

第3に､人材の育成､研究開発の促進 とそのための体制づくりです｡学校教育､生涯教

育を通 じて国民の情報 リタラシーの向上を図 り､だれもがIT革命のメリットを享受でき

るようにすることです｡そのため､ITを指導する人材の育成､ITをより人間に優 しい､

利用 しやすいものにするための研究技術開発の促進､生活に役立っコンテンツの開発､

内容の充実も重要です｡

第4に､電子政府､電子自治体の実現です｡ITを活用することによって､諸手続き等に

おける国民､住民の利便性の向上を図るとともに､誰もが行政にアクセスできる環境を

整備 し､行政の透明性の向上､住民参加の促進を図ることです｡

第5に､組織の柔軟性を高めるとともに､市場と組織のよりよい組み合わせを構築する

ことです｡ITは技術進歩､需要の変化が速いことから､企業等の組織においては環境変

化に対応するため柔軟性の高いしくみにすることが重要です｡また､ITは外部取引費用

を低減することで市場化を促進する一方､組織内や特定企業間のより深いコミュニケー

ション､協働にも役立ちます｡ したがって､ITを活用するなかで市場 と組織のよりよい

組み合わせを模索していく必要があります｡

第6に､金融システムの改善､強化等､新たな事業､革新が起こりやすいしくみの構築

です｡ITを活用 した技術開発 とその事業化を促進 して新たな需要や雇用を創出していく

ためには､技術開発､事業化にともなうリスクを受け入れるリスクマネーが必要であり､

それを円滑に供給する金融システム､資本市場の整備が不可欠です｡また､知的所有権

の適切な保護のしくみを整備 し､技術開発のインセンティブと技術の普及促進のバラン
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スを図るとともに､失敗 しても何度でも挑戦できる企業風土 ･社会風土の形成を図るこ

とが重要です｡

IT革命が引き起こす問題への対応

また､｢IT革命｣自体が新たな問題を引き起こさないこと､引き起こされた問題に適切

に対応し､問題が生じないようなしくみを構築することが重要です｡

第1に､雇用問題-の適切な対応とセーフティネットの強化です｡｢IT革命｣はこれま

での経済社会システムの変革､産業構造の変化を促進 し､それにともない雇用問題も生

じます｡〔1〕でみたように経済全体としては雇用も増加するとみられますが､雇用のミ

スマッチが拡大するおそれがあります｡このため､失業なき労働移動が促進されるよう

に､経済全体の需要の持続的安定的な拡大のための適切なマクロ経済政策､能力開発 ･

教育訓練体制の整備が重要です｡同時に､教育訓練を含むような総合的な社会保障を整

備 ･充実させることでいわゆるセーフティネットを強化する必要があります｡このセー

フティネットの強化においても､例えば､e-コマースを利用した再教育､再訓練などITの

活用が期待できるでしょう｡

第2に､大震災などの天災やサイバーテロなどによるシステムダウン､コンピュータ犯

罪､プライバシー侵害などに対するIT社会のセキュリティー確保のための対応です｡IT

社会においては社会生活に関わるネットワークが破壊されると国民生活や経済活動に重

大な影響を及ぼします｡国際的な協力体制も含め､緊急自体に備えた危機管理体制の構

築が不可欠です｡また､コンピュータ犯罪等に対しては､技術変化に対応 した法整備を

行 うとともに､情報教育等を通じネット上のモラル向上を図る必要があります｡

第3に､IT汚染の防止です｡クリーンな-イテクというイメージとは裏腹に現実にはIT

関連製品 ･部品の製造過程やその廃棄の過程で公害(｢IT汚染｣)の問題が生じています｡IT

関連製造業が率先 して生産から消費､廃棄までのプロセスの無公害化をはかり､循環型

システムを構築するとともに､長期的には環境に優 しいバイオテクノロジー等を活用し

た情報機器 ･システムをつくりだしていくことが必要でしょう｡

第4に､デジタル ･ディバイ ド-の対応です｡〔1〕でみたように､IT利用の格差は年齢､

世帯収入､職業で大きくなっています｡IT化､高齢化が進む中で､ITの教育 ･研修機会

の乏しい中高齢者等にも広く､無料あるいは低価格での基礎的な講習を実施すること等

により高齢者等の生活においてもIT利用のメリットを広く享受できるようにする必要が



第Ⅲ部 安心と活力を持った未来に向けて

あります｡また､ディジタル ･ディバイ ドは国際的には南北格差のいっそうの拡大をも
～
たらす可能性があります｡ 日本としては国際的なディジタル ･デバイ ドの是正のため､

国際的な貢献を積極的に行 う必要があります｡

第5に､｢IT革命｣の急速な進展にともなう社会的な不安､ス トレスの緩和です｡｢IT革

命｣ は他方で従来の慣行や社会的な関係 ･環境を急激に変化させ､また伝統的な価値観

と衝突することも生じます｡このため社会的な不安やス トレスも高まることが懸念され

ます｡こうした問題に対応するためには､ITを新たなコミュニティの形成や人とのつな

がり､伝統の継承 ･保存に活用して､人々の共生､連帯を深めていくしくみをつくって

いくことが重要となるでしょう｡

(2)ITにつづく未来技術

これまで ｢夢｣を実現 しようとするチャレンジ精神によって生み出された新しい技術

が未来を切 りひらいてきました｡たとえば､20世紀の科学技術は航空機､自動車､テレ

ビ､エアコンなど人々の ｢夢｣を実現し､生活の快適さ･利便さを飛躍的に高めるもの

でした｡同時に､新技術がもっていた潜在能力を具現化するためには､大きな経済的､

社会的変化が必要でした｡20世紀の科学技術発展の最大の特徴は量的拡大であり､大量

生産､大量消費､大量廃棄の社会がもたらされることとなりました｡ しかし､このよう

な20世紀の科学技術の発展は大量殺教兵器の開発､地球環境問題の深刻化をはじめ人類

の生存に関わるような多くの新たな問題をも生み出しました｡21世紀の科学技術はこう

した20世紀に生み出された種々の問題を解決するための科学技術が求められています｡

〔1〕21世紀の未来技術

21世紀の未来技術を考えると､その根幹となる技術としてはITに加え､ナノテクノロ

ジー､バイオテクノロジーがあげられるでしょう｡これら3つの技術は他の応用技術発展

の基盤 となる技術であるとともに､人類が使い方を誤らなければ､21世紀に求められる

｢人間に優しい｣､｢環境を損なわない｣､｢エネルギーや資源を無駄遣いしない｣技術です｡

いずれも方向として､環境破壊的でなく省資源省エネルギー型である生物の世界と工学

を融合 した技術です｡また､これらの技術は相互補完的であり､ナノバイオロジー､バ

イオインフォマティックスなど融合の方向に進んでいます｡
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ナノテクノロジー

ナノテクノロジーは2000年1月クリントン政権下のアメリカでNNI(NationalNanotechnology

hitiative)という科学政策が発表され一躍注目をあびるようになりました｡NNIとは､アメ

リカ政府が次なる産業革命をリー ドするために創設 したナノテクノロジー分野の研究開

発等の推進を長期にわたり強くサポー トするナノテクの国家戦略であり､①基礎的研究､

②グランドチャレンジ(挑戦的研究)､③中核的研究拠点及びネットワークの構築､④研究

的基盤整備､⑤社会､倫理､法整備及び教育 ･訓練､の5つの活動からなっています｡

一方､日本では2001年8月に発表された科学技術 ･学術審議会 ｢科学技術 ･学術振興に

関する当面の重要事項について｣(建議)のなかでもナノテクノロジー ･材料が､ライフサ

イエンス､通信､環境と並んで重点4分野の1つとして位置づけられています｡そこでは､

ナノテクノロジーに関し､①10-20年後の実用化､産業化を展望した目的指向型の挑戦

的研究の効果的推進､②次代の科学技術革命の可能性を秘めた萌芽的研究の着実な推進､

③ナノレベルの加工､計測等にかかる共通基盤技術の研究開発-の取 り組みの推進及び

分野間 ･機関間のネットワークの構築､3つが掲げられています｡

このように､近年ナノテクノロジーが注目されるようになった理由は､(丑ナノスケー

ルレベルでの計測技術の発展､②半導体微細加工技術の進歩(細かく削る科学技術の進展)､③

原子 ･分子の自己組織化現象の利用による材料組成の発展(ナノスケール部品を組み上げる科学

技術の進展)､④原子より大きく､マイクロ(1メートルの100万分のl)より小さい世界における

新たな物性 ･機能の発見､があったためです｡

わが国はナノテクノロジーの分野では､高度な製造技術をを背景に高いレベルを有 し

てお り､21世紀の製造技術をさらに飛躍的に発展させる可能性をもっています｡同時に､

基幹技術であるナノテクノロジーは､情報通信､環境､ライフサイエンス､材料など21

世紀の重要技術に革命的な変革をもたらす可能性があります｡具体的には､情報通信分

野では超微細化技術や量子効果の活用等による情報デバイスの実現､医療分野では体内

の患部に極小のシステムを直接送達する診断 ･治療､材料分野ではエネルギー ･環境､

ェレク トロニクス等多くの用途-の応用が期待されているカーボンナノチューブ★10､バ

★10 炭素原子が主に六角形の網目状に配列して構成される直径およそ1億分の1メートル(10ナノメート
ル)のチューブ状の物体｡1991年NECの飯沼澄男氏が発見｡電気自動車で使われる水素貯蔵の材料として
も注目されている｡
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イオ関連ではさまざまな生物現象をナノメー トルレベルで観察 し､そのメカニズムを活

用､制御する技術などがあります｡

なお､ナノテクノロジーの市場規模については､高密度記憶用磁気材料､光メモ リー

用材料､半導体製造装置､マイクロマシンなどを中心に2005年に8兆円､2010年には19兆

円という予測もなされています★11｡

バイオテクノロジー

人間 ･生物の生きていることの基本である生命現象の探求は20世紀後半に進んだ遺伝

子の解明と分子生物学の進展によってその緒に着きました｡遺伝子操作が技術的に可能

となり､1970年代からバイオテクノロジー★12の研究が進み始めました｡さらに近年では

生命全般の研究であるライフサイエンスが有望な研究分野として注目されています｡

ここ10年来のライフサイエンスの進歩で顕著なのはヒトゲノムの解析です｡1985年に

国際的なヒトゲノム解析計画が開始され､日本も1992年から本格的なプロジェク トを開

始しました｡ITの進歩もあって2000年6月に概要解読終了の宣言が国際コンソーシアムと

米国のベンチャー企業から出され､2001年2月にはその概要解読データが公開されました｡

もっともヒトゲノムの解析が終了したといってもそれですべての遺伝子の働きがわかっ

たわけではありません｡今後発見された遺伝子の解析をさらに加速することにより､薬

品の開発､遺伝子診断､オーダーメイ ド医療などの研究の飛躍的発展につなげていくこ

とが期待 されています｡具体的には､ヒトゲノム多様性解析､疾病遺伝子解析によって､

痴呆(アルツハイマー病等)等神経疾患､がん(悪性新生物)､糖尿病､高脂血症等代謝性疾患､

高血圧等循環器疾患の5大疾患研究-の応用､免疫､アレルギー､感染症研究､脳科学研

究､再生医学など-の応用が期待されています｡

バイオテクノロジーの医学に次ぐ重要な対象が農産物､畜産物です｡20年ぐらい前に

食糧問題の解決として食料増産に関わる遺伝子組替え作物(例えば､砂漠でもできる小麦など)

が注目されましたが､現在では､遺伝子組替え食品は除草剤や害虫に強い大豆 ･とうも

ろこし･じゃがいもなど加工食品の材料が中心となっています｡ しかし､この遺伝子組

★11 三菱総合研究所と日本経済新聞社の共同調査による｡
★12 バイオテクノロジーとは､生物体及びその構成部分(細胞､たんぱく質､核酸､炭水化物)の技術
的な応用についての研究である｡伝統的なバイオテクノロジーでは主に自然発生的な生物体とその構成
部分を扱う(例:ビール､パン､チーズ､薬品の製造)｡現代のバイオテクノロジーは定義が広がり遺伝子
その他分子を基礎とした生物学的な方法をも含むようになった(OECD ｢21世紀の技術｣(1999)より)0
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替え食品は安全性に不安をいだく消費者によってその表示などをめぐり社会問題となっ

ています｡

一方､近年イネゲノム研究が主要穀物等あらゆる作物研究の基礎となるものとして注

目を集め､国際コンソーシアムが組織され､高精度の解読を実施し､有用遺伝子の特許

化をめぐる国際競争が激化しています｡この分野は日本が進んでおり､これまでの塩基

配列の解読 ･公開のうち64%は日本が貢献しています｡今後､農業上有用な遺伝子､コ

レステロール低下作用など機能性物質生成関連遺伝子の研究の加速化により､農薬等化

学物質から脱却した循環型社会の実現､生活習慣病の予防､地球規模での食料 ･環境問

題の解決につながることが期待されています｡

動物に関しては､クローン技術があります｡1997年の英国における ｢クローン羊｣の

誕生でクローン技術の実用化が予想以上に近づいたとして世界中を驚かせました｡クロー

ン技術は家畜や実験動物の生産､あるいは動物体内での医薬品の生産に大きく寄与する

ことがありえます｡しかし､ヒト-の応用は厳しく規制､禁止されるべきですし､広く

生命倫理に関して慎重な検討を要する問題です｡

バイオテクノロジーは工業にも応用可能性があります｡開発が進められ期待が大きい

のは生分解性プラスチックなど環境問題に関連する技術です｡生分解性プラスチックは

すでに実用化が始まっていますが､生産コス トが高いことが普及のネックになっていま

す｡プラント-の応用では火力発電や鉄鋼プラントから発生する高濃度のC02を生物学的

に固定化する技術の開発が進められています｡

その他の未来技術と応用分野

IT､ナノテクノロジー､バイオテクノロジーは21世紀の基幹技術であり､広くその応

用が期待されますが､そのほかにも多くの応用分野で新しい技術の開発が進められてい

ます｡すなわち､環境分野では循環型社会形成や地球温暖化防止のための資源投入､廃

棄物等の排出の極小化技術､自然循環機能や生物資源の活用等資源の有効利用や廃棄物

抑制技術､化学物質のリスク極小化技術､温室効果ガスの排出量最小化 ･回収技術など､

エネルギー分野では､燃料電池､太陽光発電､バイオマス等の新エネルギー技術､省エ

ネルギー ･エネルギー利用高度化技術､原子力安全技術など､製造技術分野では､環境

負荷最小化技術､品質管理 ･製造現場安全確保技術､医療 ･福祉機器技術など､社会基

盤技術分野では､防災科学技術､危機管理技術､淡水製造 ･管理技術など､フロンティ
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ア開発型研究分野では､宇宙開発技術､海洋開発技術などです｡

〔2〕科学技術の発展と経済社会

成長会計の分析からも明らかなように､今日技術進歩が長期の経済成長の重要な決定

要因となっています｡投資との関係についても新技術は新投資(新資本設備)のなかに体化

されており､技術変化と投資は補完的な関係にあります｡長期にわたる経済ダイナミズ

ムの源泉となり､経済社会の持続的な発展を支えるものとしてイノベーションの役割に

は大きいものがあります｡イノベーションは､既存技術の改善のためのイノベーション

と古いものを置き換えてしまう ｢根本的イノベーション｣に分けられますが､｢根本的イ

ノベーション｣の極端な形として多目的技術(GPT)と呼ばれるものがあります｡産業革命

以降の技術でいえば､蒸気機関､電気､内燃機関などがGPTとしてあげられます｡GPT

はその利用手段が次第に拡大し､経済社会の構造自体を変えるような大きな変化をもた

らしてきました｡現代の情報通信技術はいまだ利用手段が拡大中ですが､｢IT革命｣とい

われるように､すでに完全なGPTとして確立されました｡バイオテクノロジーはまだ初

期の段階であり､ナノテクノロジーはこれからその可能性が期待されます｡

新しいGPTには､構造調整が付き物です｡現在進行中で今後もつづくとみられるIT革

命のインパクトは第(1)節でみたとおりです｡バイオテクノロジーについても､広範囲に

深い変化をもたらすことが予想されています｡農業や林業､鉱業といった多くの基礎的

な産業を全く違うものに変えてしまう可能性があります｡さらに､バイオテクノロジー

が医療分野に応用されると､非常に複雑な影響が発生するでしょう｡平均寿命が大きく

伸びればすべての面で大規模な調整が必要となるでしょう｡

ところで新しい科学技術の発達は同時にリスクも伴います｡大まかに言って､次の3つ

のリスクは重大です｡

第1は､新しい技術が強大でコントロールできない破壊力を持つ可能性です(例えば､遺

伝子操作の発展､普及のなかでのミスや悪用､コンピュータ社会でのコンピュータウィルス､サイバーテ

ロなど)0

第2は､新しい技術に生存の基礎となるシステムが依存することになった場合､組織全

体がその障害に無防備になる可能性です(例えば､ライフラインに関わるシステムの故障など)0

第3に､倫理観､価値観､思考様式に関するリスクです｡クローン技術やコンピュータ

知能の発達は従来の価値観､道徳-の挑戦となり､深刻な社会不安をもたらす可能性も
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ありえます｡

しかし､こうしたリスクに対して社会的にうまく管理することができれば､一連の科

学技術発展は人類に幸福をもたらし､世界発展の維持を助長することができるでしょう｡

〔3〕長期的発展のための潜在能力開発に関する政策のあり方

経済ダイナミズムを生み出し長期的な発展につなげるためには､科学技術を中心とし

た潜在能力の存在それ自体とその潜在能力の具現化が重要です｡とくに後者については

政府の政策の果たす役割も大きいと考えられます｡この観点から今後受け入れられるべ
>*13

き政府機能､とられるべき政策方向としては､次のような点があげられるでしょつ ｡

第1は､予測や管理が難しく､しばしば予測が不可能な技術変化が進んでいる状況では､

従来政府が行っていた活動や政策について柔軟に見直し､ダイナミズムを妨げるおそれ

のある活動等は縮小して､新たな技術変化に適切に対応する政策､活動を実施していく

必要があります｡マクロ経済政策については､低インフレ､均衡あるいは制御しうる程

度の財政赤字を有する安定的な財政政策が求められます｡また､人々のインセンティブ

を過度に低下させる(高い限界課税率や労働間接費､極端な規制負担など)ことのないようなミク

ロ政策を提供しなければなりません｡

第2は､訴訟制度や知的財産権制度､公正で自由な取引､健全な資金やよく機能する金

融システムの保証､製品の規格 ･晶質の管理や消費者保護といった市場を支える制度の

整備が重要です｡また､効率的なインフラの整備も必要です｡

第3は､人的資本の充実によって､実質的に最低水準を超える質を持った雇用のニーズ

を拡大するような新しい知識社会を創造することです｡これに関連して､知識の普及に

とって小規模企業が知識獲得に必要なサンクコス トを軽減するような支援制度等も有効

と考えられます｡

第4は､商業化前の段階の新しい技術の発明を促進するようなR&D-の支援の強化です｡

例えば､アメリカでは公的資金の援助を受けた大学や研究所でバイオテクノロジー､ナ

ノテクノロジーの基礎研究が行われています｡

第5は､地球規模での持続的発展のためのグローバルなフレームワークづくりの重要性

です｡例えば､知的財産権についての政策の一致は投資の効率的配分のためにも不可欠

★13 0ECD ｢グローバルエコノミーの未来｣(2001.6)参照｡
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です｡また､科学技術の発展には地球規模で知識の開放性､共有を保証するシステムが

必要です｡そして､地球規模での諸問題に対応するためにはグローバルな協調が不可欠

です｡

第6は､社会的コンセンサス形成-の努力です｡高い失業率､所得分配の不均衡の拡大､

既得権益保持-の執着は､長期的発展につながる新 しい技術状況に適応 した社会-の転

換を阻害する圧力になります｡新しい技術のパラダイムは新技術に適応できる能力をも

つ者 と持たざる者との間に不平等をもたらす可能性もあります｡こうした状況に陥るこ

とのないよう政策対応を行 うともに､情報の公開､市民参加を促進することなどにより､

新しい社会に向けての社会的コンセンサスづくりが重要です｡

ド
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(1)21世紀社会保障の課題

〔1〕社会保障政策の展開と転換

"健康で文化的な生活を国民に保証するのは国の任務"とする憲法第25条の規定を法源

として､社会保障の整備は戦後の国の基本政策のひとつとなりました｡しかし関係制度

が本格的に整備されるのは1960年代､｢国民皆保険｣｢国民皆年金｣ が国の基本方針とな

るのを待たねばなりませんでした｡公的年金制度が老後の所得保障と呼べる水準を達成

するのはさらに遅れて ｢福祉元年｣と呼ばれる1973年の大改正以後のことであり､民間

の被保険者の受給する実際の年金額が引退後の生活の柱になるのはさらに10数年を経て､

平均的な加入年数が30年を上回るようになってからのことです｡しかしそのとき日本社

会は高齢化の傾向を強め､制度の見直しが避けて通れない事態を迎えました｡1984年の

健康保険法改正で被保険者本人に対する給付率が10割から本則8割-引き下げられ(経過措

置として附則で婚Fl給付)､85年の厚生年金法改正は､それまで加入期間32年で到達していた

夫婦2人分の給付水準を40年加入で到達するもの-引き下げました｡ここに公的社会保障

は､それまでの給付充実から給付削減-方向を転じ､これ以後､医療保険､公的年金と

も､｢制度改正｣のたびに負担の増加と給付の引き下げを繰り返しながら今に至っていま

す｡

〔2〕環境条件の変化と公的制度の位置

社会保障をめぐる環境条件の変化として､①人口構成の変動､②成長の下方屈折､の

ふたっが上げられることが多いのですが､人口構成の変動をひとことで表わす言葉が ｢少

子高齢化｣であり､出生率の低下と平均余命の伸びとが同時に進んだこと､しかもその

変動が欧米先進国に較べて格段にはやいことが､日本の特徴としてしばしば強調されて

います｡これが特に年金の財政を根本から揺るがすものとして広く認識されています｡

また経済成長の下方屈折は ｢右肩上がりの時代の終わり｣ という言葉に集約されていま
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す｡｢福祉元年｣と呼ばれる1973年は第一次石油危機の年であり､それまで実質二桁だっ

た成長率は70年代後半には5%水準-､80年代にはさらに3%台-と下降し､｢バブル｣と

呼ばれた過熱景気の数年を経て､90年代には1-2%台-とさらに低下してきています｡

これに対して国民医療費は年率4-5%で伸び続け､賃金 ･所得に対応する保険料収入の

停滞との帝離が医療保険財政を圧迫してきました｡

だが､ヨーロッパの ｢福祉国家｣に対比して ｢日本型福祉｣といわれるときの問題に

着目すれば､医療 ･年金をはじめ公的社会保障の制度と機能をめぐる環境条件は､財政

面だけの問題だけでなく､より構造的な問題として検討を必要としています｡

この ｢日本型福祉｣の特徴は､公的制度が企業部門と家計部門によって大きく補完さ

れてきた点にあります｡医療保険における健康保険組合や年金における企業年金をはじ

めとする企業負担､育児 ･介護などにおける家計の負担､こうした私的領域での負担に

補完されて公的制度は相対的に低い保険料負担で機能してきました｡企業が負ってきた

｢生活補助｣的負担は､(旧)労働省の ｢福利厚生費用調査｣(のち ｢賃金･労働時間制度等総合

調査｣に統合)にみるとおり､社宅をはじめとする住宅関連給付や社員食堂その他の現物給

付を含めると､欧米諸国を上回るものであり､日経連などが日本における企業の ｢間接

福利費｣の高さを強調する時代が長く続きました｡育児や介護の負担が家計部門､特に

家族のなかでの女性の肩に大きくかかってきたことは言 うまでもありません｡家計部門

がこうした負担を引き受けるには､｢専業主婦｣ という存在を欠くことはできませんでし

た｡

｢構造的な問題｣の第-は､こうした負担を負 う余力を､企業と家計がともに失いっつ

あることです｡二度にわたる石油危機以後の企業が ｢減量経営｣｢総人件費管理｣｢リス

トラ｣を続けてきたこと､介護に関わる負担が家族関係を蝕み､女性の就業増加のなか

で出産 ･育児をめぐる負担が出生率の低下を直接 ･間接に招いてきたことは､あらため

て指摘するまでもありません｡かくして今日の公的社会保障制度は､財政面からの圧迫

と､企業 ･家計がもつ補完機能の低下との両面から挟撃され､あらためてその在 り方を

問われる位置に置かれているということができます｡

構造的な問題の第二は､上と関連して制度に対する社会的な信頼が深刻な動揺を始め

たことです｡医療保険については､たびかさなる大病院での重大な医療過誤事件､｢エイ

ズ薬害事件｣などを通じて医療そのものに対する信頼が深く傷ついているなか､いわゆ

る ｢薬価差益｣ や ｢不正請求｣ 問題をはじめとして無駄な支出が保険財政を蝕んでいる

~丁
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との認識が広く定着してきました｡年金については､国民年金の第1号被保険者の対象と

なる集団で傾向的に拡大する保険料拠出拒否(未登録･不払い･免除)が､制度-の不信を直

裁に表現しています｡多様化する就業形態に制度が適応し切れないことから社会保険が

適用されるべくしてされない層の存在が拡大していることも､制度の基盤を危 うくする

だけでなく制度に対する不信が広がる要因となっています｡このなかで､制度に支えら

れる高齢者と支える労働世代とのあいだの相互不信も無視できない段階に入っており､

社会保障の根幹をなす社会連帯が基本的な部分で蝕まれつつあります｡そして､制度の

管理運営に当たる行政の姿勢がこうした不信をむしろ促進してきたところに事態の深刻

さがあります｡

こうした事態を克服し､日本の社会保障制度を将来に向けて再構築するには､財政の

枠組みのなかでの模索に限定せず､あらためて制度の基礎となる理念に立ち戻ることか

ら出発する必要があります｡

〔3〕財政論から機能論へ

憲法第25条を基礎として戦後の社会保障制度整備が出発したとき､その基本的な理念

となったのは ｢平等｣原則だったということができます｡社会保障の機能においては ｢(所

得の)再分配｣ を最重視することになりました｡｢社会的貧困｣を背景とした時代の制度

のあり方としては､必然かつ自然なものだったと考えられます｡

健康保険法を基礎とする今日の医療保険の仕組みは､この事情を今に伝えて示唆的で

す｡過剰請求の温床として論難されることの多い1点単価方式出来高払診療報酬体系は､

医師も医療機関も絶対的に不足していたなかでは､医療サービスの提供を促進するイン

センティブ ･システムとして機能したと判断できます｡出来高払診療報酬体系と結びつ

いて ｢薬価差益｣を生んできた公定薬価制度も､製薬メーカーの多くが脆弱な経営基盤

にあった時代に薬剤の供給を確保するうえで､食糧確保を目的とした食管制度と同じよ

うな機能を果たしたことでしょう｡

だが､こうした医療資源の供給が不足から過剰-と転じたとき､この制度体系は不要

･不当な費用膨張をもたらすシステムに変質しました｡コメ ･国鉄と並ぶ ｢3K赤字｣ に健

保が数えられた理由はここにあります｡端的に言えば､｢貧しい時代の医療｣ には適合的

であった制度がそのまま温存されたところから､｢豊かな時代の医療｣にさまざまな問題

を生み出してきたのです｡保険財政の傾向的な赤字は､その結果のひとつとして捉える
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べきものであり､したがって医療保険の直面する問題は､財政論の視点からのアプロー

チでは解決方向を兄いだすことはむずかしいといえます｡

以下では､現代社会で社会保障はいかなる機能を果たすべきかを視点に､言い換えれ

ば､財政論的アプローチからではなく機能論的アプローチに立っことによって問題解決

を探っていくことにします｡それは､財政論の枠組みの拘束から思考を解放するために

も､財政論的観点(配慮)から機能を逆規定するという転倒を避けるうえでも有効なはずで

す｡

社会保障システムは社会問題の諸領域との関わりで機能するものであり､社会総体の

あり方のなかで構想することを必要としています｡その将来社会の姿を､連合総研のい

くつかの研究報告は ｢活力ある福祉社会｣として展望してきました｡社会保障関係費は

将来にかけて膨らむでしょう｡だがそれは､単なる費用ではありません｡費用負担を可

能にする経済の活力を維持し再生産する源泉でもあります｡この意味で､社会保障を ｢負

担｣ の面からだけ捉えるのは､方法として一面的であるばかりでなく､給付抑制で財政

均衡を図ろうとすれば､社会保障の存在基盤そのものを危 うくするような政策的結論を

さえ導きかねないという意味で危険なものといわねばなりません｡｡

〔4〕社会保障の基本理念と制度再構築の視点

では､現代社会で社会保障に要求される機能とは何でしょうか｡端的に言えば ｢所得

の再分配｣よりも ｢安心｣を給付することです｡この ｢安心｣ の給付は､社会保障の基

礎要件である社会的な連帯に深く関わり､経済問題というよりもはるかに社会的な問題

領域にあります｡そして､｢安心｣を給付すべき制度にとって､制度自身の持続可能性は

基本要件です｡持続可能性のないような制度が国民に ｢安心｣をもたらすはずがありま

せん｡

暮らしのなかの ｢安心｣とは､人間の活動を支える活力の基盤です｡公的制度だけが

それを提供するわけではありません｡家族という暮らしの基礎単位も､企業という労働

の場も､あるいは "向こう三軒両隣"という地域社会も､それぞれに ｢安心｣の基礎と

なり､活力を再生産する笹割を帯びており､担っています｡こうした諸領域の役割なし

に公的制度に効果的な機能を期待することはできません｡だが､今日の日本にあっては､

これら諸領域の機能がいちじるしく脆弱になっていることが大きな問題です｡特に地域

社会が持ってきた助け合いの機能は､都市化と産業化の過程で急速に後退し崩壊してき



第2章 安心できる社会保障制度に向けて

ました｡それを ｢旧共同体の解体｣ という普遍的なプロセスとだけみることはできませ

ん｡｢旧共同体の解体｣ に ｢市民社会の形成｣ が伴わぬまま ｢産業化｣が一面的に進展し

てきたことは､普遍史的なプロセスというよりもきわだって日本的な現象です｡

この現象をもたらした基本的な要因は､企業社会原理の日本的な展開に求めることが

できます｡戦後型従業員平等制を基礎としてひたすら効率を追求した日本の企業社会原

理は､企業を ｢労働の場｣(労働を通じて人がつながり､自己を表現する場)にとどまらず､従業

員の生涯生活と人格とをそのうちに繰 り込むひとつの ｢擬似共同体｣的なシステムとし

ました｡日本の企業の法定外福利費はこのシステムの維持 ･運営コス トであり､それを

基礎として日本企業､特に製造業は､高い生産性と強い競争力を実現しました｡

地域社会のもっていた共同体的なっながりはこの企業共同体のなかに吸収され解体を

とげました｡またそれは､｢核家族化｣する家族に強い緊張をもたらしました｡家族は地

域社会のつながりと助け合いの支えを失って孤立しながら､公的システムの不備な子育

てや高齢者介護の負担を負い､他方､企業社会の疑似共同体的機能に依存しつつ､その

拘束がもたらす圧力 (端的な例が ｢単身赴任｣でしょう)に耐えることを求められました｡こ

うした緊張がある閥値を越えれば､その基本機能が危機に瀕することは避けられません｡

今日その影響は､端的に ｢子ども｣の問題に､あるいは悲惨な､あるいは残酷なかたち

をとって現れています｡学校教育の崩壊現象のひとつの要因もまた､家族と地域の基本

機能が迎えている危機の反映とみることができます｡

社会生活に ｢安心｣を給付する社会保障システムは､こうした社会問題の諸領域との

関わりで機能するものであり､そのような総合的な視点を踏まえることを要求します｡

制度の管理運営に当たる行政機構は､個別制度に対応して個別的 ･｢縦割 り｣的に編成さ

れ機能しています｡それは､制度の枠組みが安定している時代には効率的であっても､

制度全体の基本的な枠組みが問い直されるような状況にあっては､個別制度ごとの対応

に追い込まれ､制度運営として分解的に作用する危険性を免れません｡したがって､社

会保障システムの将来像を展望する作業は､個別制度ごとに分断された行政機構の個別

性を越えた トータルな視点を要求します｡その視点から､行政を福祉 ･社会保障の主体

のひとつとしてあらためて位置づけ､その機能を再定義することが必要です｡
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(2)社会保障諸制度の条件

〔1〕｢トータル ･ピジョン｣:4つの検討次元

社会保障をトータルな視点から構想しようとするとき､およそ4つの次元で方向を明確

にすることが必要と考えられます｡ひとつは､分野ごとの社会保障制度を相互連関のな

かで考える制度論の次元､ふたっ目は､雇用 ･労働と社会保障との関連にかかわる次元､

三つ目は､年金 ･医療 ･介護など各制度-の資源配分のあり方を含めた､国民経済全体

のなかでの社会保障の位置と影響に関する次元です｡最後に､公的制度と民間との役割

分担の問題次元があります｡それぞれ要点を記せば次のようになるでしょう｡

まず､制度論の次元では､分立する各制度のあいだの機能面での重複や帝離を再点検

し､相互の分担と連携でカバレッジを確保するとともに二重給付のような不効率を排除

することです｡適用漏れが生じないような制度整備の問題もここに含まれます｡

雇用 ･労働との関連では､労働生活からの引退と年金給付の接続が当面の重要課題と

なっていますが､生産年齢世代の期間限定的な所得保障を考えれば､医療保険の現金給

付と雇用保険関連給付との整合性も含まれます｡また､女性の就業が拡大している実情

をふまえ､それと両立する育児の支援策も､大きな課題となります｡

国民経済のなかでの位置づけは､資源配分と財源問題を含んで特に重要です｡資源配

分をめぐっては､社会保障関連の トータルな資源量を固定してその各制度-の配分割合

を考えるのか､国民経済全体のなかで社会保障関連-配分される資源総量そのものを見

直すのかという基本問題があります｡1997年の社会保障関連審議会会長会議(通称 ｢8会長

会議｣)が行なったシミュレーション作業をはじめ､一般には前者の立場から語られるこ

とが多いのですが､中期的な時間射程で考える場合は後者の立場を明確にすることが求

められます｡

社会保障の財政システムとの関連で､年金積立金の影響をどうみるかの検討も欠かせ

ません｡金融 ･証券市場の動きや全体の投資 ･貯蓄バランスを考えれば､180兆円規模に

達しているその影響は､特に財政投融資改革に伴い資金運用部から独立した自主運用-

移ることを考慮すれば､とうてい無視できるものではありません｡さらに､財源調達に

かかわって､保険料と税､直接税と間接税､国税と地方税などのあり方も大きなテーマ
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です｡これについての方向確定には､各制度ごとの事情を勘案した合理的な判断が必要

となります｡

最後の ｢官民の役割分担｣は､制度運営主体の問題と家計から見たときの直接負担 ･

間接負担の配分の問題とを区別して考えることが必要です｡いわゆる ｢民営化｣問題は

前者であり､私的負担か公的負担かというのは後者の問題に属します｡後者の問題につ

いて基本となるのは､原則的に負担の総量は変わらないという事情です｡年金や健康保

険の公的制度が縮小し､あるいは究極的なケースとして崩壊したからといって高齢者比

率が小さくなるわけも病気にかかる人が減るわけでもありません｡それを支える家計の

負担が､保険料や税を通じた間接負担から､民間保険の掛け金や直接の費用負担に振り

替わるだけです｡ちがいは､リスク分散機能が縮小し､再分配機能がなくなるという点

です｡制度主体の問題では､同じく ｢官｣といっても､国民健康保険や発足したての介

護保険にみるとおり､国と地方との役割分担が重要なテーマに浮上しています｡

本章は ｢トータル ･ビジョン｣そのものを提示することが役割ではありませんので､

以上素描した問題領域を念頭においたうえで､個別制度の問われる条件について具体的

に考えてみることにします｡

〔2〕医療 ･介護 ･福祉をめくって

社会保障の諸制度のなかで､まず年金とその他とを区別して扱います｡医療や介護保

障は生じ得るリスクに対応して ｢安心｣を確保するためのものであり､すべての人が必

ずその給付を受けるわけでもなければ､受けることが望ましいわけでもありません｡健

康で生涯を全うし医療や介護保障のサービスを受けなかったとしても､拠出した保険料

などは ｢無駄｣ だったのではなく､いったん事故あるときの安心が担保されていたから

こそ健康で暮らすことができた､その ｢安心｣ の給付を受けていたということになりま

す｡

これに対して､1年1歳の加齢は､確率的なリスクではなくすべての個人にとって必然

であり､その加齢に伴い稼得能力を失ったときの所得保障として給付される老齢年金は､

医療や介護の保障と本質的に区別されなければなりません｡長寿を保険事故のように考

えるとすれば､それは基本的なところで人間性の尊重と背反する思想でしょう｡｢年齢差

別｣のない (ェイジ･フリー)社会とは､年齢にかかわらず同じ身体的能力を一律に要求す

るものではなくi異なる年齢段階にふさわしい生活条件を共同で保障し合い､人格とし
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ての平等を確保し尊重し合う社会であってこそ社会政策上の実現目標として価値を持ち

ます｡

以上の前提に立って､まず年金以外の代表的な諸制度が備えるべき条件を考えてみま

しょう｡

<医療保障>

90年代後半の ｢医療 ･医療保険抜本改革｣をめぐって重ねられた議論は､費用膨張と

負担増との悪循環が限界に達しているとの認識を基礎として､公的医療保険をその基礎

から再構築することをめざすものでした｡保険財政のバランス回復と膨張する国民医療

費の抑制を強く意識して始まった議論は､｢医療提供体制｣ において医療サービスそのも

ののあり方を問い直すものとなり､サービス受容側の患者の立場やサービス提供を担 う

医療従事者の処遇と育成など広範な領域-拡大し､関係団体の利害対立もきわだった結

果､自社さ連立政権が合意した ｢改革｣は先送 りされましたが､問題の多くはこの時期

に出揃ったと言うことができます｡

｢安心｣を支えるに足る医療保障の根幹は､提供される医療サービスそのものの量と

質を確保することです｡医療技術がめざましい発達を遂げるかたわら､｢安心｣を支える

サービスは､質量両面で崩れつつあること′は先に触れました｡それはまた､医療サービ

スの提供に当たる医療従事者とサービスを受ける患者との信頼関係が崩れつつあること

を意味します｡医療保険は､財政問題の範囲を越えてこの傷っいた信頼関係を立て直す

課題に直面しています｡

財政問題では､9兆円とも3兆円とも1兆円ともいわれる ｢不正請求｣や､高価薬シフト､

過剰検査など医療費の無駄遣いを解消することが大きな課題ですが､費用の圧縮だけに

目を奪われては､医療それじたいの改革にはつながりません｡｢医療保険と国民経済との

整合性｣という表現に合意された医療費支出の伸び率抑制は､保険財政の均衡にとって

は大きな問題ですが､日本の医療費総額の水準の評価はそれとは別の問題です｡対GNP

比でみた日本の国民医療費の水準はなお低位にあり､｢安心の医療｣ を実現するうえで必

要な費用を確保することは今後の重要な課題です｡

医療費に着目すれば､高齢者医療の伸びが年平均8%程度と特に高く､国民医療費総額

の3割を越えて4割-近づきつつあることから､その抑制が特に話題になっています｡高

齢者の1人当たり医療費が生産年齢層に較べて5倍に近づいている事実は､他国のそれが3
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倍前後にあることを考えると､受診率の高さなど高齢者の特性だけでは説明できない構

造的な問題を示唆する数字といわねばなりません｡｢ターミナル ･ケア｣と呼ばれる終末

期医療-の過重な費用投入がしばしばとりざたされますが､とらわれずに実態をみれば

その費用構成が特に高いわけではありません｡問題はむしろ､長期入院と外来にあり､

そこで不要なサービス､投薬､検査などがなされている可能性が高いのです｡それらは

患者の立場からみても適切な医療とはいえず､もっぱら医療提供側の経営的動機にもと

づいています｡

抜本改革の柱のひとつとされてきた ｢医療保険における高齢者の位置づけ｣について

は､破綻に瀕している老人保健制度に替わる制度を創出することが基本的なテーマです｡

これについて連合 ･日経連 ･健保連が基本的に合意してきた制度改革､すなわち､被用

者保険の被保険者を､退職後も地域保険-移動することなく被用者保険全体でカバーす

る制度構想は､これに対する基本的な回答です｡他方､日本医師会や経団連などからは､

一定年齢以上の高齢者を一般医療保険から切 り離した独自の制度で扱 う方向が提起され

ています｡

<介護保障と障害者福祉>

介護保険制度の導入は､日本の社会保障に新しいページを開くものとして準備され､

大きな期待をもって制度化されて､2000年4月から実施に入りました｡さまざまな混乱や

試行錯誤は新しい制度の発足時につきものですが､当初期待された高齢者の長期入院の

解消ははかばかしくは進んでいません｡2000年度の国民医療費が前年の額を約1兆円､0.3%

程度縮減したのは介護保険制度の実施を一部反映したものとみられますが､その効果は

2001年度にはほとんど消滅しました｡医療から介護-のシフトは期待されたほど円滑に

進んではいないといわなければなりません｡

それとは別に､この介護保険制度は基本的な問題を内在させています｡ひとつは給付

対象を高齢者に限っていることで､正確にいえば ｢高齢者介護保険｣というのが適切で

しょう｡すべての年齢層を対象に､あらゆる事由による要介護者にサービスを給付して

はじめて ｢介護保険｣ と呼ぶに値します｡その保険料拠出義務を40歳以上に限っている

ことは､老人保健制度の保健事業と対応しており､その意味でこの介護保険制度は､老

人保健制度を一部拡大したものとみることさえできます｡その帰結として､医療と介護

の分別が不鮮明になるのも必然であり､事実､医療に端を発する ｢療養型病床群｣が両



第Ⅲ部 安心と活力を持った未来に向けて

制度にまたがり､コス トの高い医療側の方が患者負担が低いという奇怪な事態を招いて

います｡ 日本医師会や一部の研究者からは､医療を含めて高齢者を別制度に切り離し､

そこにおいて医療と介護とを積極的に一体化すべLとの主張さえ出されるのも､こうし

た制度的現実に根拠をもつものと理解できます｡そこにはまた､在宅介護よりも施設介

護に重きを置く発想も働いています｡

しかし､｢医療保障｣と ｢介護保障｣とは､そもそも提供されるサービスの内容が本質

的に異なり､実施主体もちがう機能です｡その介護機能を医療から分離し独立させるこ

とこそ介護保険導入の出発点でした｡この点を確認するなら､現在の介護保険制度は､

全年齢 ･全事由を対象とする包括的な介護保障制度-と組み替えることが基本方向とな

ります｡その場合は当然､若年障害者を対象に含むことになります｡これまで全額公費

となってきた障害者福祉関連給付のうち､介護 ･介助関係給付については､その水準を

維持しつつ制度の統合をはかることになります｡それは､現在の介護保険制度が保障す

る給付水準を全体として引き上げることなしには実現しません｡それはまた､介護保険

が当初構想された ｢寝たきり老人対策｣の枠組みを完全に抜け出すことを意味します｡｢寝

たきり対策｣の介護ではなく､｢寝たきりにさせない｣ことを本旨とした自立支援のシス

テム-と再編することです｡障害者福祉制度が伝統的な ｢措置制度｣の枠組みから脱却

する改革の途についたことによって､こうした方向はすでに現実的な根拠を獲得してい

ます｡

他方､要介護者-のサービス提供と並んで､要介護者を抱える家族に対する支援策の

拡充も､欠くことのできないテーマです｡特に雇用労働者については､介護休業制度と

休業期間中の所得保障が基本になります｡この点､現行の制度は育児休業関係に較べて

も見劣りする点が多く､大幅な改善が期待されます｡

<育児 ･子育て支援策>

｢少子 ･高齢化｣傾向に対応するためには､高齢者関係と並んで出産や育児にかかわ

る支援と保障の充実が課題となります｡①育児 ･保育サービスの提供体制､②妊産婦と

小児を対象とする医療 ･保健サービスの提供体制､③育児にかかわる休業権と休業期間

中の所得保障､④子育て世帯に対する財政的支援､がその柱となります｡



第2章 安心できる社会保障制度に向けて

〔3〕年金をめくって

公的年金制度には､老齢年金､遺族年金､障害年金があり､労働災害で労働能力を失っ

た場合には労災年金の制度があります｡ここでは､制度の基幹をなす高齢期の所得保障

である老齢年金に議論を限定しましょう｡

<水準について>

医療や介護などの現物給付が充実しても､それによって必要な年金水準が下がるわけ

ではありません｡先にも触れたとおり､こうした現物給付は確率的な事故に対応するも

ので､健康な状態で暮らすかぎりそれらサービスを受けることはありませんから､老齢

年金の水準は､この健康な状態での生計を基準に考えることが基本になります｡いった

ん事故あるときの備えとして医療や介護にかかわる保険料もしくは租税なども､高齢者

はこの年金から負担しなくてはなりません｡

老後の生計費全額を公的年金でカバーすることは考えにくいでしょう｡生活には誰に

も必要な基本的部分と､それぞれの家計や個人の噂好や選択で決まる要素があり､公的

年金制度で給付するのは､およそ共通に必要と考えられる基本部分に限られます｡噂好

的な選択要素を含めて余裕やゆとりのある生活を送るには､この基本部分を超える分を

貯蓄その他の自助努力で用意することは当然必要です｡

老後(退職後)とはいえ､生活意識も住環境も含めて個々人の暮らしは､退職以前の暮ら

しの水準となんらかの相関性をもっことは当然です｡したがって､たとえ基本部分に限っ

てみても､老齢年金の水準を一律とすることは無理があります｡けれども退職後の年金

は賃金と違って ｢労働の対価｣ではありませんから､給付水準の格差も賃金の場合より

は圧縮されてしかるべきでしょう｡この圧縮は､同じ年金世代のなかでの再分配という

ことになります｡この観点からすると､定額部分と定率部分とを組み合わせる現在の仕

組みは合理的なものということができます｡特に在職期間や賃金水準の差が大きい女性

にとって､この再分配がない場合､受給できる年金額はきわめて低いものとなりかねま

せん｡

<高齢化と財政方式>

日本の公的年金は積立方式で出発しましたが(共済年金の｢掛け金｣という用語はその名残でしょ
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う)､1973年の改正でスライ ド制が導入されて以後､疑武課方式の要素が次第に高まってき

ました｡こうしたあり方を称して行政用語では ｢修正積立方式｣といいます｡実はこの

用語法はいくつかの意味転換を経てきました｡スライ ド制導入以前には､本体は積立方

式で､物価上昇に伴う価値減価を税で補填することを意味していました｡スライ ド制導

入後は､将来完全な賦課方式-移行するまで積立金が残る過渡形態を意味しました｡最

近では､将来とも相当額の積立金を保持してその運用収益を給付財源のひとつに組み込

むことが意味されています｡

高齢化が進んで就業者数に対する年金受給者数が相対的に多くなると､賦課方式では

財政破綻が避けられないとする立場から､積立方式-の (再)転換が必要だとする主張が

あります｡他方､積立方式-転換するには過渡期にいわゆる ｢二重の負担｣が避けられ

ないこと､また完全積立方式では物価や金利の変動に対応できないことが指摘されてい

ます｡

金利が完全に自由化されれば､物価変動と金利は強度に相関的になり､積立方式でも

運用収益により給付額の価値を維持できるとの説もあります｡しかし､物価変動と金利

との相関性が長期にわたって観察できるとしても､実際の年金支給額は受給開始の一時

点で裁定されるものであり､急激な物価変動期に退職時を迎える時期に即時に価値が保

全される保障はありません｡そして､急激で突発的な物価上昇が多くの問題を引き起こ

してきたことは経験されています｡仮に1973年のスライ ド制導入がなかったとすれば､

日本の年金はその直後の第一次石油危機でとうに破綻していたでしょう｡このことから

して､積立方式のリスクはきわめて高いのです｡

他方､高齢化の影響はどうでしょうか｡第一に､1人当たり生産性の上昇を考慮すれば､

年金受給者数の相対的な増加(すなわち拠出する就業者数の相対的減少)も一定程度吸収されま

す｡また､スライ ド率を就業者の所得の手取りベース(税･社会保険料控除後)基準で考える

なら､受給者数が増えて就業者(拠出者)の手取り収入が相対的に減れば年金支給額もそれ

につれて調整されることから､財政バランスは発散的に崩れることなく､ある点に収束

します (自動調整機能)｡就業所得に対する年金給付額の比率を定めれば､結果として決ま

る年金拠出額の率が無限に上昇することはありえません｡

なお､先に触れた積立金のあり方は､年金の観点よりも経済運営の観点からの検討が

重要です｡現在の被用者年金を完全積立方式とした場合の積立金水準は､現在価格でお

よそ450兆円と推計されますが､このような規模の積立金を保有するとき､それが経済全

ill,:8 .
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体に及ぼす影響は､今の日本経済の貯蓄過剰体質をさらにつのらせ､ISバランスを崩し

て財政赤字と対外収支黒字とを増加させるでしょう｡また､それが現在規模であっても､

公的年金部門での自主運用に移るとき､運用にともなうリスクは決して小さなものでは

ありません｡公的社会保障制度は､金融 ･証券市場の変動リスクによる影響を最小限に

することが､制度の長期的安定と持続性を確保する要件のひとつです｡

以上から､年金制度の安定と持続性を将来にわたって保障するには､通説とはちがい､

定額部分 ･定率(所得比例)部分とも､完全賦課方式により優位性があると判断されます｡

<財源と制度設計>

完全賦課方式を採る場合も､その財源を保険料で確保するか税によるかは大きな問題

です｡保険料のチェックオフができる被用者年金に限れば保険方式でも問題は少ないで

しょう｡しかし自営業者を含む基礎年金については､保険方式で徴収率を確保すること

は容易ではありません｡また､定額給付の制度を保険方式で設計すると､保険料額を低

所得層にも無理のない水準に決めれば不充分な額しか給付できず､給付水準を上げれば

払えない層が出るという(戦後のイギリスが直面した)問題に逢着します｡この陸路を避けるに

は､税を財源とすることが､おそらく唯一の解答となります｡税を財源とする基礎年金

については､生活保護との性格上の区別を明確にすることがキーポイントです｡｢皆年金｣

を前提とした基礎年金は､ミ-ンズ ･テス トの対象であってはなりません｡そのために

は､生活保護基準の最低ランクが妥当な水準となるでしょう｡その基準からすれば､現

在の基礎年金水準はおおむね妥当なものと考えられます｡

<将来像>

前回の年金法改正で､基礎年金の国庫負担分を2分の1とすることは決まっています｡

これを現在と同じく一般財源によるとすれば､残 り2分の1の財源として､直接税か間接

税かが問題になりますが､現状を踏まえれば両者の組み合わせが妥当なところでしょう｡

ただし､間接税とする場合､｢益税｣その他現在の一般消費税に指摘される欠陥を是正す

ることが当然の前提となります｡

この基礎年金の水準を現在程度とする場合､夫婦2人の年金水準を先の水準検討に即し

て就業年齢層の賃金に対する平均的な所得代替率を55%程度(40年加入モデルで20万円程度)と

おけば､2025年段階に予測される人口を前提にして､就業年齢層の保険料拠出負担は年
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間総賃金比で14%程度､また基礎年金にかかわる間接税の税率は2% 強程度と推計されま

す｡

(3)当面する問題 :医療関係を中心に

97年の健康保険法改正で時の政府が約束 した ｢抜本改革｣は2000年度から2002年度-

先送 りされました｡その2002年度が来年に迫っています｡当面する社会保障問題の焦点

がここにあることは､広く認識 されているところです｡厚生労働省はこれに対して ｢広

く国民の論議に供する｣として､｢医療制度改革試案- 少子高齢化社会に対応 した医療

制度の構築｣(以下､｢試案｣ と略記)をとりまとめ､9月25日に公表しました｡これは来年度

予算編成に向けて結論を出し､次期通常国会に改正法案として提出することを前提にし

たもので､97年に約束された改革を具体化することが期待されます｡そこで最後に､こ

の ｢試案｣ の内容をみておくことにします｡

｢試案｣ は ｢第1 医療制度改革の基本視点｣､｢第2 保健医療システムの改革- 21世

紀保険医療ビジョン｣､｢第3 持続可能で安定的な医療保険制度の構築｣ の3つのパー ト

からなり､第2のパー トで健康づくりと予防､および医療提供体制について､また第3の

パー トで給付 と保険料の見直し､高齢者医療制度､診療報酬､薬価基準､その他につい

て述べています｡97年の与党医療改革協議会の合意 した項 目をひととお りカバーしてい

ると言っていいでしょう｡問題はその具体的な内容です｡何より全17ページ中12ページ､

全5項目からなる第3パー トが中心になります｡

〔1〕厚生労働省 ｢試案｣の内容骨子

｢試案｣ はまず ｢近年､高齢化の一層の進展等により､老人医療費が増嵩を続け､拠出

金の負担の増大が保険財政に対する大きな圧迫要因となっている｡また､一般の医療険

制度においては､かねてより制度間で給付率が異なる点などについて格差是正が求めら

れてきた｣という認識に立ち､｢増大する老人医療費の抑制､後期高齢者-の施策の重点

化､制度間の給付率の統一などの措置を講じる｣ことを打ち出しました｡

これらを具体化 した施策が､老人医療費について伸び率の目標値を設け､それを超過

した場合は翌々年の診療報酬で調整する､給付面では､給付率を各制度とも7割で統一す

る (被用者保険本人では現状2割の患者自己負担が3割となる)､現在70歳以上を対象としている老

ド
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人医廉 (自己負担1割)の対象を75歳以上 (後期高齢者)とする､現在政管健保の平均標準報

酬の22%程度となっている高額療養費の自己負担限度額を25%程痩-引き上げる､負担

面では､被用者保険の保険料について線報酬制 (一時金も賦課対象とする)を導入する､保

険料率の上限を見直す (引き上げる)､として以下に述べられています｡これらと並んで､

薬剤一部負担を廃止し､3歳未満の乳幼児の給付率を現在の家族給付率3割から2割にする

など部分的な負担引き下げ措置も盛 り込まれていますが､全体としては大幅な負担増が

全体の基調になっていることは明らかです｡重病に罷ったときの高額療養費の自己負担

限度額の変化は上の標記ではわかりにくいのですが､一般のケースでは ｢63,600円+1%｣

が ｢72,300円+1%｣になると試算されます｡中高年サラリーマンが該当する ｢上位所得

者｣というランクでは､｢121,800円+1%｣から ｢139,800円+1%｣に引き上がります｡

〔2〕｢試案｣の問題点(1)

以上のような負担増が ｢痛みの分かち合い｣と言えるかどうかがまず問題です｡患者

･被保険者､保険者､医療提供側､そして政府とのあいだでの負担配分を考えてみます｡

老人医療費の伸び率に上限目標を設け､それを超えた場合は翌々年の診療報酬に跳ね

返らせる措置が､患者 ･被保険者ではなく医療提供側の負担増であることは確かです｡

しかし､これが ｢痛みの分かち合い｣と言えるでしょうか｡97年改正で本人負担は1割か

ら2割-引き上げられ､次いで99年改正で ｢上位所得者｣ というランクが新設されて､家

庭責任を負 う中高年-の負担がほぼ2倍に引き上げられていること､他方診療報酬は前回

改正で引き上げられていることを考えれば､患者 ･被保険者はすでに繰 り返し ｢痛み｣

を負わされてきています｡老人医療の対象年齢を引き上げることは､老人保険拠出金の

負担を小さくするように考えられますが､必ずしもそうとは言えません｡元サラリーマ

ンだった ｢退職者｣グループからの拠出金の負担があり､現在国民健保と被用者保険で

折半となっているこの拠出金を全額被用者保険に負わせることになっているためです｡

政府の負担はどうかというと､この老人医療費に対する公費負担分を3割から5割に引き

上げるとしていますが､対象が70歳以上から75歳以上-引き上げられることで人数が大

幅に減 り､さらにその75歳以上の人でも ｢一定以上の所得の者｣はこの公費負担の対象

から除くこととなるので､公費負担は全体として増えるとも言えないことになります｡

このようにみてくると､今回の厚生労働省 ｢試案｣が提起 した制度改正は､もっぱら

負担を患者 ･被保険者に負わせるものであること､保険者の老人保険拠出金も軽減され
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るとは言えないこと､さらに政府の負担が増えるとは言えないことがわかります｡｢負担

の分かち合い｣の実態はきわめて偏ったものといわなくてはなりません｡特に老人医療

の対象年齢の引き上げは急激です｡｢5年間で順次引き上げる｣ という ｢試論｣の文章は､

徐々に引き上げられるかのような印象を誘いますが､誰でも1年に1歳ずつ歳をとること

を考えれば､これはある年齢を境にして､適用される年齢が70歳から75歳に一挙に変わ

ることを意味します｡制度が実施されるとき70歳になっている人は70歳からですが､そ

のとき69歳の人は75歳になるまで3割自己負担が続くわけです｡所得の高い人はそれでも

負担できるでしょう｡しかし､年金受給額の分布などからもわかるとおり､低所得の高

齢者はまだまだ多いのが現状です｡｢低所得者対策の拡充｣が謳われていますが､その内

容は ｢拡充｣ ではなく現状維持にすぎません｡

〔3〕｢試案｣の問題点(2)

いっそう大きな問題は､この ｢試案｣が､90年代後半から広範な論議を呼んで問題点

が整理されてきたはずの ｢抜本改革｣の具体化を含んでいないことです｡出来高払診療

報酬体系､公定薬価制度､高齢者の位置付けなど､すべてをまたも先送りしたまま､財

政バランスの枠内で問題を考えるというこれまでの発想は基本的に変わっていません｡

特に議論が多かった高齢者の位置づけについて､すでに破綻している老人保健制度の枠

組みはそのままに､ただ対象年齢を引き上げ､負担を患者と被保険者 ･保険者に転嫁し

ているにすぎません｡小泉内閣は ｢改革｣ 断行､それに伴う ｢痛み｣ の分かち合いを国

民に呼びかけてきました｡しかしその柱のひとつとされた社会保障の当面の焦点である

医療 ･医療制度の具体策として出されているのは､以上に見たとおり ｢改革なき負担増｣

にすぎません｡｢改革｣ の内実を欠いた負担増に ｢改革｣ という文字を書き込んでみただ

け､それがこの ｢試案｣です｡

三たび ｢改革｣を先送りするこの施策は将来何をもたらすでしょうか｡このような負

担増は､病気に罷ったときの不安を強め､相当の額の消費力を現役 ･退職者から剥ぎ取

り､低迷する個人消費をいっそう冷え込ませるように作用すること必定です｡そして､

すべての高齢者医療の対象が75歳以上となる5年後になれば､またも医療費の増加が保険

財政を圧迫し､次の負担増を避けられないものとするにちがいありません｡

この点を捉えて､財務省からはさらにいちだんと強硬な負担増の案が出されています｡

それによれば､｢老人医療｣という範噂を廃止して年齢にかかわらず原則一律3割の自己

声 1
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負担とする､外来1回 ･入院1日あたり500円の保険明噺制度を導入するとしています｡

このような具体案が財務省から独自に出されたのは初めてのことで､政府内の不⊥敦を

露呈したものといわねばなりませんが､負担の引き上げで財政バランスをとるという姿

勢としては､より一貫し徹底したものということができます｡そのマイナス効果は厚生

労働省案について指摘したとおりです｡

〔4〕21世紀社会保障の試練

このような負担増の政策が意味するところは明らかです｡それは､公的医療保険の機

能を低め､足りないところを民間保険に移管することです｡民間保険-の移管とは､公

的負担を私的負担に振り替え､政府の責任を縮小させることにほかなりません｡財務省

案は冒頭から､｢公的医療保険の守備範囲の見直し (混合診療の拡大､民間活力の活用等)｣ と

明記し､この点を包み隠すことなく前面に押し出してそれを ｢持続可能な制度｣ と称し

ています｡厚生労働省の ｢試案｣も､ただ表現が露骨でないだけで､この基本方向は同

じということができます｡たしかに公的制度を縮小させれば政府の負担も､したがって

その役割も小さくなるでしょう｡役割を小さくすれば ｢持続可能｣とみえるかもしれま

せん.しかしそれは政府の都合であって､国民の都合とは一致しません｡公的負担が縮

小しても私的負担がその分増えるのなら､個人や家計にとっての負担全体は低くならな

いからです｡民間制度による私的負担の非効率や重複､また関係業界の利益などを考慮

すると､同じ給付に対して､公的制度での負担より私的負担のほうが増えるとも考えら

れます｡

厚生労働省が ｢試案｣で隠然と提出し､財務省が公然と表明している政策姿勢の基本

方向は､社会保障の単なる ｢後退｣にとどまるものではありません｡それは､社会保障

の担い手としての政府の ｢自己否定｣につながるものです｡厚生労働省 ｢試案｣ と財務

省案との差は､この ｢自己否定｣の温度差に帰着するものと考えてよい性質のものと言っ

ていいでしょう｡そこに共通しているのは､社会保障をもっぱら ｢負担｣の面から捉え､

社会保障制度を ｢負担と給付のバランス｣という財政均衡の視点から考える姿勢です｡

そこに真の意味での ｢改革｣がないことは､先に具体的にみたとおりです｡

連合総研が提起してきた ｢活力ある安心社会｣､連合が主張している ｢労働を中心とし

た福祉社会｣ という将来像は､これと対照的に､社会経済の活力の基礎を国民生活に安

心と安定を保証するシステムに置き､そのシステムを構築するための改革を提起するも
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のです｡ある知日派外国人がその著書の書名に選んだ ｢人間を幸福にしない日本という

システム｣は､今あらゆる面でその限界を露呈し､その限界を突破することを求めてい

ます｡

社会保障は国民の助け合いです｡助け合いが足りないばかりに､特定の人､不運な人

に過剰な負担がしわ寄せされ､あるいはその不安に脅かされる社会か､自分の責任でな

い不運によって人生を失う危険を避け､その危険に対する不安をなるべく小さくできる

社会か- 21世紀の社会保障は今､社会保障が本来の役割を果たしうるかどうか､大き

な試練に直面していると言わなければなりません｡

参考文献

(1)栗林世 ･連合総研編 『活力ある安心社会をめざして』第一書林､2001年｡

(2)厚生労働省 『厚生労働白書』｡

(3)同 ｢医療制度改革試案｣(平成13年9月25日)0

(4)正村公宏 『福祉国家から福祉社会-』筑摩書房､2000年｡

(5)神野直彦 ･金子勝 『｢福祉政府｣ -の提言』岩波書店､1999年｡

(6)三浦文夫 ･橋本正明 ｡小笠原浩一 『社会福祉の新次元』中央法規出版､1999年｡
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第1章 労働組合の ｢雇用戦略｣

(1)｢雇用の危機｣を打開するために

｢雇用の危機｣と広がる社会的閉塞感

第 Ⅰ部及び第Ⅱ部の分析が明らかにしたように､いま私たちは ｢困難な時代｣ の只中

にいます｡ 日本経済は､再び深刻な景気後退に陥り､しかも一方では世界同時不況の進

行がますます顕著となっています｡また､雇用情勢をみれば､完全失業率はついに5%台

に乗 り､｢高失業時代｣ が現実のものになりつつあります｡同時に､失業の中身も悪化し

ています｡さらに､職場では不況にもかかわらず労働負荷の増大がみられ､正規雇用の

非典型雇用-の代替も進行しています｡このような ｢雇用の危機｣ とも呼ぶべき状況が､

社会全体に閉塞感を押し広げています｡

就業が続くことを前提にして巨額の住宅ローンを支払っている多くの労働者にとって､

職を失 うことはそのまま住む場所を失 うことにつながりかねません｡住宅金融公庫でも

厚生年金の住宅融資でも､返済の長期延滞者が増えつづけており､金融機関の不良債権

を押し上げる一因となっています｡中高年男子の自殺者の急増にみられるように､借金

のくびきに締め上げられたあげくに自殺に追い込まれるまでにこの閉塞状況は深刻な段

階に達しています｡そうした世相は､子どもに集中的に現われています｡年少犯罪の急

増､児童虐待､学校教育の危機的状況など､今日の ｢子ども｣ 問題は､今の社会的閉塞

状況の投影にほかなりません｡｢雇用は社会の様相を映す鏡｣といわれます｡最近顕著に

なりつつある社会病理現象の背後には､｢雇用の危機｣に直面した勤労国民の不安と焦慮

が横たわっています｡

雇用の危機を打開するための戦略

このような ｢雇用の危機｣を打開するには､当面する短期的な対策にとどまらず､そ

こに映し出された社会現象全体を視野に入れた中長期的で計画的な取り組みが必要とな

ります｡そして､雇用に関わる政策は､財政金融政策を含むマクロ経済政策(マクロの労働
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需給均衡達成)､職業安定､職業訓練､特定労働者層対象の雇用政策など､直接的にはより

限定された対象に向けて展開される狭義の雇用政策､さらには､地域開発政策や産業政

策など､マクロ経済政策と狭義の雇用政策の中間にあって､それらを媒介する政策､さ

らには教育政策､福祉政策などによって構成される諸政策の複合体として理解されなけ

ればなりません｡このように広義にとらえた雇用政策複合体が有効にその役割を果たし

うるためには､政策複合体全体を視野に入れた上での戦略が必要となるでしょう｡それ

が､ここでいう ｢雇用戦略｣にほかなりません｡

(2)｢雇用戦略｣の基本理念としての ｢完全雇用｣
- ｢全員就業型福祉社会｣をめざして

｢雇用戦略｣は ｢福祉経済社会｣実現の基礎条件

｢雇用戦略｣は狭義の ｢雇用対策｣を越えて ｢よりよい社会｣ に向けた包括的なビジョ

ンの一部を構成するものです｡

｢よりよい社会｣としてめざすものを､私たちは ｢福祉経済社会｣と呼んできました｡

この ｢福祉経済社会｣とは､｢福祉と経済の間に相互補完的関係を保持しつつ､効率と公

平の調和をはかるための社会のあり方｣を意味しています｡それは､個人の自由と尊厳

を前提としつつ､｢完全雇用｣｢福祉国家｣｢機会均等｣｢誰も排除されない社会(Inclusive

society)｣の4つの目標の実現をめざすものでもあります★l｡

｢福祉経済社会｣ の構想は､雇用と福祉の統合が重要な前提条件と想定しています｡そ

して､それこそが経済社会の持続可能性を保障する条件であると考えています｡この意

味で､｢雇用戦略｣を明らかにすることは､｢福祉経済社会｣構想を具体化するうえでの

不可欠のステップであるといえます｡

雇用戦略の基本としての ｢完全雇用｣

雇用戦略の基本となるのは､完全雇用です｡ここでは､完全雇用を働く意思と能力のあ

るすべての人に就業機会が提供され､仕事を通じての社会参画と自己実現が保障されて

★1 栗林世 ･連合総研編 『活力ある安心社会をめざして一一福祉経済社会の創造』第-書林､2001年.
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いる状態と定義します｡そのような意味での ｢完全雇用｣は､個人と社会の双方の立場

からみて重要な意義をもちます｡

まず､個人の立場からみて､働く意思にもとづき､能力を発揮する場が保障されるこ

とによって､生活の安心 ･安定がえられると同時に､仕事を通じた自己実現によって社

会-の貢献を保障するものです｡

一方､社会の立場からみた時､｢完全雇用｣は､経済的効率の達成と､社会的安定を確

保するための不可欠の前提条件にほかなりません｡失業は､貴重な人的資源を有効に活

用しないという意味で非効率の極みです｡失業は､個人にとって ｢人生最大の不幸｣で

あることはいうまでもありませんが､そうした不幸な個人を多く生み出してしまう社会

は､社会不安や社会病理現象の広がりという形で､大きな社会的損失を免れえないので

す｡

｢完全雇用｣は福祉の持続可能性を担保する

さらに､働く意思と能力をもつすべての人々に就業機会が保障されることは､福祉の

持続可能性を担保するものでもあります｡

急速な高齢化の進展を前に､増大する従属人口をこれ以上支えきれないとする福祉後

退論が主張されます｡けれども､問題は単なる年齢構成の変化にあるのではなく､就業

人口と非就業人口の比率にあることを銘記すべきです｡高齢化は､年をとっても元気な

人が多くなったから平均寿命が延びているという積極面があることにも注目しなければ

なりません｡また､女性の就業意識の高まりもまた､就業人口と非就業人口の比率を変

える大きな要素です｡

｢働く意思と能力｣を持つすべての人に雇用機会を保障することは､国民所得を増やす

ことによって､負担と給付のバランスにおける対応の可能性を広げます｡すなわち､社

会的機能分担による連帯の実現です｡このような ｢全員就業型福祉社会｣ の実現は､｢福

祉経済社会｣ の基礎をなすものといえます｡

｢完全雇用｣実現のための適切なマクロ経済運営

雇用は､企業の生産活動の結果として派生的に決まるという意味で派生需要です｡制

度の下支えや適切な政策の発動なしに ｢完全雇用｣は実現しません｡そこで､短期マク

ロ経済政策の適切な発動が不可欠となります｡
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景気対策は､雇用に関しては､需要不足失業の解消をターゲットとするものです｡さ

らに､実は構造的 ･摩擦的失業もまた景気循環とともに変動していることも忘れてはな

りません｡循環的な需要不足要因によって発生した失業も､失業の長期化によって滞留

する事態が生じれば､構造的 ･摩擦的失業に転化してしまいます｡いわゆる失業の大き

な "コア"を形成してしまいます｡そのような事態をいかに回避するかが問題となりま

す｡

とりわけ､現在のような不況局面にあっては､経済が回復軌道に乗るまでの間は､短

期的に財政は積極的スタンスで運営することが求められます｡このことは公共投資の配

分を見直し､財政の構造改革をはかることと､必ずしも矛盾するものではありません｡

将来の成長やゆとりある生活の実現に重点を置いた社会資本整備を長期計画にもとづい

て推進し､その進捗状況の調整によって景気対策をはかることは今後とも必要です｡不

況局面では､財政難によってそのような調整が困難となること-の対応としては､たと

えば ｢景気調整 ･新社会資本勘定｣ の創設によって､単年度予算主義の弊害をなくす工
>*2

夫なども必要でしょつ ｡

21世紀型の公共投資再編を

公共投資の配分を見直すにあたっては､変化する時代のニーズに対応する社会基盤整

備として､福祉､医療､教育､環境などの分野-の重点投資を積極的に進めるべきです｡

これらの生活関連分野-の投資､とりわけ福祉､医療分野-の投資は､公共建設工事よ

りも大幅に高い雇用誘発効果をもっことも注目されます★3｡従来型の ｢ハコもの｣中心

の公共投資がゆきづまっていることは明らかです｡けれども､公共投資の役割が終わっ

たわけではありません｡問題は､いかに将来性をみすえた有効な公共投資を行なうかと

いうことであって､総量の縮小を自己目的化することではありません｡少子 ･高齢化の

中で変化する時代のニーズに対応した21世紀型の公共投資の再編成が必要なのです｡そ

うした基本認識の上にたって､短期的な有効需要の下支えと中長期的な社会資本整備の

課題を結合し､公共的社会サービス分野での雇用創出をはかっていくことが､いま戦略

的に求められています｡

★2 連合総研 ｢財政改革の論点｣1998年3月｡

★3 宮津健一 ｢高齢社会の重点投資､公共事業から福祉医療-｣日経新聞2000/3/21朝刊 ･経済教室｡
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労働者の職業的生涯という視点から雇用を考える

働く者にとって雇用の持っ意味は､雇用戦略のもっとも基礎的な価値基準です｡働く

意思と能力をもち,実際に求職活動を行ないながらも､仕事に就くことができずに失業し

ている状態は､働くものにとって人生の最大の不幸にほかなりません｡それは､単に生

計の手段を失うのみでなく､社会から疎外され､能力発揮と自己実現の機会を失うこと

でもあります｡職業生活は､単に生計の維持のみを契機として営まれているのではなく､

仕事を通じての能力発揮 ･自己実現､社会的機能分担の遂行による連帯の実現をはかる

ものでもあります★4｡個性の発揮､連帯の実現､および生計の維持という職業の3要素は､

雇用戦略を働く者の立場から考えていくときの重要な前提条件となります｡

職業が継続な営みであることは特に留意すべき点です｡雇用労働者としてであれ､自

分で自分を雇用する自営業としてであれ､就業機会を得て仕事に従事していることは､

職業として継続的に営まれている人間の活動であって､たまたま一回限りで行った仕事

とは性格を異にします｡職業を通じて社会的人間としてのアイデンティティを確立する

上で､その継続性はきわめて重要な要素です｡失業による職業生活の中断は､職業の継

続性をおびやかす深刻なリスクにほかなりません｡したがって､雇用情勢の悪化は人々

の不安をかきたてます｡雇用環境の改善は､職業生活安定の基礎といえます｡

ところで､人生を幼児期､就学期､就労期､引退期とに分けてみると､就労期は成人

になってから引退するまでの40数年､時間的には人生の過半以上を占め､またそのもっ

とも中核的な部分を形作っています｡この就労期の状態は､その後の引退期の生活に影

響し､さらには ｢子産み ･子育て｣を担う時期で､次世代の再生産を大きく規定します｡

人生における働くことの意味は限りなく重いといえます｡こうした個人の生涯を社会的

に横断面でみれば､ライフ ･ステージの異なる段階に位置する各世代が､職業生活を通

じて相互依存関係を形成していることにもなります｡

以上を考慮すると､｢雇用戦略｣は､①労働者の職業的生涯を視野に入れながら､②個

性の発揮､連帯の実現､および生計の維持という職業の3要素が充足されるための条件を

探ることを基本的な視点におくこととなります｡｢雇用戦略｣ の目標は､失業を減らすこ

とにとどまるものではありません｡それは ｢よりよい仕事を安定的に確保し､そのこと

★4 尾高邦雄 『職業の倫理』1970年｡
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を通じて経済社会の活性化をはかるための戦略(JobsStrategy)｣をめざすものです｡｢より

よい社会｣ は､｢よい仕事(goodjobs)｣の基礎の上にしか実現できないと考えます｡

(3)｢雇用戦略｣の4つの柱

｢よりよい社会｣の基礎としての ｢よい仕事｣をあまねく保障することは､一朝一夕

で実現することではありません｡中長期的な戦略が必要となります｡ここでは､それを4

つの柱に整理して考えてみることとします｡

〔1〕人に投資する

人に投資することは経済活力と職業安定の基礎

｢活力ある安心社会｣ の構築という視点からは､まず ｢人に投資する｣ことが戦略的に

重要となるでしょう｡

｢人に投資する｣ことは､経済活性化の不可欠の要件となっています｡先進工業国の経

済は､｢生産､流通に加え､知識と情報の活用に直接立脚した経済｣､すなわち ｢知識基

盤型経済｣に向かって動いているといわれます｡技術やソフトウェアなどの無形資産-

の投資の比重が高まっています｡けれども､そうした投資が生産力に転化するためには､

技術やソフトウェアを効果的に使いこなす人材が不可欠です｡経済成長に対する人的資

本の寄与率は､近年の知識基盤型経済-の移行を反映して格段に高まっており､いまや

競争力の比較優位の源泉は人的資本の優劣にあるとさえいわれています｡人的資本-の

投資は､物的資本-の投資以上に重要となっています｡

同時に､個人にとっても､職業生活の安定と充実のためには､不断の職業能力開発に

よるスキルの向上が欠かせません｡職業能力は ｢よい仕事｣を実現する基盤であり､ま

た環境変化-の適応性を担保するものでもあります｡とりわけ､情報技術革新の急速な

進歩は､能力開発の必要性を倍化させているといえます｡

総合的生涯学習政策の構築

職業能力開発は､生涯にわたる学習環境を整備するための総合的な政策の中に､正当

に位置づけられる必要があります｡2001年4月のOECD教育大臣会合でも､IT時代-の教
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育面での対応という観点から､総合的な生涯学習戦略の必要性が強調されています｡ 日

本でも､かねてより生涯学習の重要性が指摘されてきました｡けれども､省庁間の枠を

超えた総合的施策の展開にまではいたっていません｡なによりも､いわゆる学校法人の

行なう教育とそれ以外の機関の行なう教育が分断されており､また学校教育は一般教育

中心で､職業教育が正当に位置付けられていません｡職業人の自己啓発ニーズや産業界

の人材ニーズに応 じられるようなプログラムを､生涯を通じた学習機会の中に整備 ･拡

充する必要があります｡

また､学校教育が､健全な職業人の育成を基礎的な任務のひとつとすることを明確に

することも重要です｡学校教育が産業界に人を送り出す際の社会的選別装置としてしか

機能していない現状は､教育と産業の間の関係を歪めているのみならず､子供たちに与

えている悪影響もまたはかり知れないことを自覚すべきです｡各個人の長所を活かした

｢学校から職業生活-の円滑な移行｣を促進することが現在急務となっています｡それは､

卒業時点での学校の職業紹介機能のみに視点を当てていては解決しうる問題ではありま

せん｡教育課程そのもののなかに職業生活-の準備を適切に配置すべきです｡

雇用の持続性 .安定性が能力開発の基盤

職業能力開発にとってもっとも重要な要件は､実は､働いていることそれじたいです｡

｢仕事をしながら腕を磨くこと(leaningbydoing)｣が最大の職業訓練機会であることは多く

の実証研究が明らかにしています｡とすれば､個人にとって継続的な職業能力開発が保

証されるためには､雇用の安定性がきわめて大切であるといえます｡さらに､日本では､

企業内訓練の比重が高いことを考えると､なおさら雇用の安定性が重要であることがわ

かります｡企業が行なう人的資源-の投資は､その回収の見込みがたっような､将来も

定着してくれる労働者に対して行なわれるからです｡能力開発と雇用の安定性は相互補

完関係に立っていることをふまえて政策を考えることが重要といえます｡

社会的職業訓練システム機会

ところで､企業内における職業能力開発は､それに積極的に応ずる労働者と､生産性

向上のために人的投資を重視する企業の姿勢がなければ成立しません｡実際､多くの労

働者が職業能力の開発を望んでおり､｢自己啓発｣によって自前でそれを実践するという

意識にもきわめて強いものがあります｡他方､企業もまた､競争力の源泉の維持強化と
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いう観点から能力開発を重視していることは､現在でも変わりません｡けれども､近年

は職場でのOJT､Off-JTの実施率が徐々に低下しつつあるとともに､能力開発の方針も､

次第に選別化､個人化の方向にシフトしつつある傾向もうかがわれます｡

こうした状況のなかで､個人の ｢自己責任｣ばかりが強調されれば､社会的にみて人

的資本-の過小投資が懸念されるとともに､訓練機会の不均等が拡大する恐れもありま

す｡人的資本の高い外部性を考慮すれば､社会も企業も応分の負担をすべきものといえ

ます｡

労働組合は､企業内における教育訓練について､労働者の全体的利害をふまえた発言

を強化する必要があります｡

また､教育訓練機会の面で特に不利な立場に立たされている人たち-の公的支援も欠

かせません｡90年代の日本における失業率の高まりは､求人側の求める労働力の質と､

求職者のそれとが一致しないという需給ミスマッチの拡大が大きな要因のひとつでした｡

失業者の職業転換訓練は雇用対策としてもいっそうの強化が望まれます｡

さらには､労働者が自発的なキャリア形成を行なうためには,自らのキャリア形成につ

いて再確認した上で,将来のキャリア形成について綿密な計画を立てることが不可欠です｡

そこで､キャリア ･カウンセリング制度による支援や､スキルのリフレッシュをはかる

ための ｢長期教育訓練休暇｣の制度化も課題となってきます｡

〔2〕雇用の柔軟性と安定性を両立させる

ところで､｢人に投資した｣結果､人的資本が高度化したとしても､それが効率よく使

われるための条件がなければ､経済活力には結びつかず､また職業生活の安定性をもた

らすものとはなりません｡そこで､どのような雇用システムを構築すべきかという課題

が､雇用戦略の次の柱となります｡

｢持続可能な柔軟性｣でなければ社会的には受容されない

｢知識基盤型経済｣ -の動きは､工業からサービス業-の産業構造のシフトと同時並行

で展開しています｡激化する国際競争と生産分業構造の国際的な再編もまた､産業構造

転換を促す圧力として作用しています｡こうした内外の経済環境変化に､労働市場が柔

軟に対応しうるような雇用システムの改革が90年代を通じて議論の焦点となってきまし

た｡けれども､労働市場の柔軟性は､果たして職業生活の安定性と両立しうるのかが問
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題です｡

｢新自由主義｣の立場に立っアプローチは､規制緩和と公共政策の縮小を提唱します｡

市場の調整機能を阻害する ｢硬直的｣ 要因を除くことによって､市場の自由な働きを促

進することが､すなわち ｢柔軟性｣ の内実をなすというのが､そうした立場に立っ議論

の基本的立脚点です｡しかしながら､このアプローチには､実質賃金の停滞､不平等化､

雇用の不安定化といった負の側面を伴います｡これらを放置したままでは､社会的一体

性は解体の方向に向かい､なんのための経済パフォーマンスかという懐疑が生じ､やが

ては国民的信認の揺らぎがもたらされかねません｡結局､｢市場に委ねよ｣というスロー

ガンによる柔軟性は､持続可能とはいえません｡80年代､90年代における幾多の政策的

試行錯誤を経て､社会的一体性を損なうことなく､労働市場における ｢持続可能な柔軟

性｣ をいかに獲得するかということが､いま各国の政策当事者の中心的問題関心となっ

ています｡

長期安定雇用の柔軟性に着目する必要がある

日本は長期安定雇用により､失業を抑制することには成功したものの､産業構造の転

換にとっては､それがもたらす雇用の固定性が､いまや桂棺に化しつつあるという議論

があります｡この議論が前提としているのは､日本の労働市場は､｢終身雇用と年功賃金

にしぼられているから､硬直的である｣ という事実認識です｡けれども､はたして､こ

の認識は正しいのでしょうか? 日本の労働市場は､それほど柔軟性にかけるのでしょう

か｡

この問題を考えるときに､これまでの日本における産業間の労働力配分は､硬直的ど

ころか､終始ダイナミックに変化してきたことを忘れてはならないでしょう｡それは､

①新規学卒者の入職先の変化､②企業内 ･企業グループ内人材移動､というふたっのルー

トを通じて実現してきました｡高度成長期においても､そして2度の石油危機を乗り越え

た1970年代後半～80年代においても､このふたっのルー トによる産業間の労働力再配分

が大規模に展開されました｡そうした過去の経験は､長期安定雇用慣行のもとでも構造

変化-の柔軟な対応が十分に可能であることを示しています｡

しかし､企業を超えた転職は限られており､その意味で日本の労働市場は閉鎖的であっ

た､という主張もありえます｡けれども､この場合､企業を移る転職による労働力配分

は､産業構造の高度化に､はたしてどれほど貢献したのかについて､客観的な評価を行
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なう必要があります｡最近の研究結果によれば､1970-80年代において､リーディング

産業-の就業者のシフトに貢献したのは､新規学卒と一般未就業者のそれらの産業-の

就職であり､企業を超えた離転職の効果はむしろマイナスであったことが明らかにされ

ています★5｡さらには､労働者の職業的生涯にとって､それはすべてプラスとなること.

なのかどうか､も慎重に考慮されなければなりません｡長い間携わってきた仕事を捨て

て､別の仕事を探すことは本来非常に困難であり､キャリアの長い労働者は簡単には移

動できないものなのです｡その意味で､入職口の新規労働力の配分に力点を置いて産業

構造変化に対応してきたこれまでの方式には､社会的な合理性があったとみるべきです｡

個人の立場から考えてみると､波乱万丈の職業的生涯を意図して送る人もいるものの､

そうした人はごく稀な例外というべきであって､多くの働く者にとっては､職業生活の

安定こそが求められているといってよいでしょう｡もちろん､たとえ会社を変わっても､

それまでにつちかってきた技能や知識が生かされるような雇用機会が得られて､波乗り

のように持続性が保障されていれば､転職と職業生活の安定性は両立します｡けれども､

現実には､転職はハイリスク ･ハイリターンの世界であって､浮かぶ瀬もあれば､それ

以上に沈む瀬の危険も多いのが現実です｡世帯の核所得者として生活を担っている中高

年にもなれば､あえてそのリスクをとる､ あるいはとることができる人が少なくなる

のは､当然の成り行きといってよいでしょう｡

そこで､長期安定雇用は維持しつつ､その長所を活かしながら､雇用の安定性と柔軟

性の調和をはかっていくことが重要な課題となります｡

風通しのよい長期安定雇用を

けれども､これまでの日本の雇用システムに問題がなかったといえば､決してそうで

はありません｡特に､労働市場の企業内閉鎖的性格を是正し､もっと風通しのよい職場

をつくる必要があります｡とりわけ､企業間で移動しても不利にならない仕組みづくり

が重要です｡雇用の理想状態は､自由な開放的労働市場が一方で確立されていながら､

しかも労働者は一定の企業や職場に愛着をもって長くそこにとどまる傾向をもつという

状態であると考えられます｡そこで､自発的移動可能性の保障のもとでの長期安定雇用

の実現がのぞまれるところです｡

★5 依光正哲 ･石水善夫 『現代雇用政策の論理』新評論､1999年｡

ド
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こうした改革にあたって､労働組合は､労働者を代表しての発言を強化し､労使自治

の中でのワーク ･ルールの確立に努め､｢参加発言型産業社会｣の形成を追及することが

求められます｡日本の企業別組合は､企業内訓練による熟練形成と長期安定雇用慣行を

特色とする内部労働市場に適合的な組織として生成発展をとげてきました｡そして､結

果としてみれば､企業別組合のもとでの ｢相互信頼的労使関係｣は､技術革新や産業構

造の変化､あるいは労働力の地域間再配分などの諸変化に対する､内部労働市場の柔軟

な適応力を促進する機能を持ちました｡雇用安定と成長の成果の適正な配分がある限り､

企業別組合は企業内の労働移動にも､あるいは技術変化による仕事の変化にも､きわめ

て柔軟に対応したからです｡

こうした労使関係の安定性と柔軟性は､解雇をめぐる長い間の労使間の激しい闘いを

通して､いわば労使双方が ｢信頼｣ という財こそがお互いにとってもっとも重要である

ことを学び取ることによって､歴史的に形成されてきたものに他なりません｡ところが､

企業組織再編の動きに限らず､最近の企業法制をめぐるの一連の変化は､日本企業の競

争力の源泉としての ｢信頼｣という財を希釈化しかねない状況を生んでいます｡こうし

た状況をふまえると､従業員の経営参加の社会的制度化をも展望した企業内における参

加 ･発言の強化をはかる取り組みは､労働組合にとっての雇用戦略の重要な課題といえ

ます｡

〔3〕雇用における機会均等を保障する

日本では､雇用における機会均等待遇の対策は､依然として相対的に対策の遅れた分

野として残されています｡｢誰も排除されない社会(インクルーシブ･ソサイエティ)｣の構築

によって､雇用を通じた社会統合をはかっていくためには､男女間､正社員とパー トタ

イマーなどの非典型雇用など､さまざまな領域での均等待遇の保障をはかっていく必要

があります｡また､これに関連して､職業生活と家庭生活の両立をはかるファミリー ･

フレンドリーな職場の確立もまた､重要な課題として登場しています0

非典型雇用の処遇改善

近年､正社員の雇用が停滞する一方､パー トタイマーや派遣労働者など､非典型雇用

の急拡大が続いており､いまや就業者全体の中での非典型雇用労働者の比率は20%を超

えています｡ところが､正社員雇用とこれらの非典型雇用との間には､雇用の安定性や
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処遇の面で明確な差別があります｡この状態を放置しておけば､正社員雇用が非典型雇

用に代替される傾向が進むと同時に､全体として雇用の質の劣化が進行する恐れがあり

ます｡非典型雇用と正社員雇用との間の均等待遇の実現に向けて社会的なルールを確立

しなければなりません｡しかしながら､非典型雇用拡大の背景には､労働時間や働く場

所､あるいは組織からの拘束の度合いなどに関して､多様な選択肢を求める就業者意識

の変化があったことにも着目する必要があります｡正社員とは違う多様な働き方が､｢よ

い仕事｣になるための条件整備が求められています｡就業機会の多様化は､女性や高齢

者の労働市場参加率を高める効果を持ちます｡この点では､短時間雇用とフルタイム雇

用との間の均等処遇を確立し､ワークシェアリングによって雇用拡大に成功したオラン

ダの事例には大いに学ぶところがあります｡雇用の質を下げずに､多様な就業機会を増

やす道を探らなければなりません｡

男女共同参画社会実現のためのファミリー tフレンドリーな職場

女性の職場進出､家族形態の変化､男女労働者の意識の変化､人口の少子 ･高齢化の

進行などを背景に､仕事と家庭生活の両立を促進する施策の強化が求められています｡

それは､女性にのみ適用されるものではなく､男性もまた家庭内での家事や育児を分担

できるような条件を整備することが重要です｡そのようなファミリー ･フレンドリーな

職場環境を実現することは､少子 ･高齢化時代にその有効活用が期待されている女性の

労働市場-の参加を促進すると同時に､雇用の質を向上させることでもあります｡この

ような男女共同参画社会の実現のための職場環境の整備は､雇用機会における均等待遇

の確立と密接に関わっています｡

〔4〕生涯生活時間の最適配分を

生涯生活のステージごとの課題への対応

人間の一生を考えると､いうまでもなく､職業的生涯はそれ自体で自己完結している

ものではありません｡幼児期､就学期､就労期､引退期というライフステージの各段階

は､個人の一生の中でも､また世代と世代の間でも､相互依存関係を形成しています｡

いま､人生80年とし､典型的なフルタイムの雇用労働者の生涯生活時間を試算してみる

と､図表Ⅳ-ト1のようになります｡

i1981
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図表Ⅳ-1J 生涯生活時間の試算

生活時間の区分 時間数 (概数) 備 考

生活時間 70万時間 (100.0) 24時間×芦65日×80年

労働時間 10万時間 (14.3) 1日8時間労働+通勤時間1時間

実労働日数245日 (年間休日120日)

就労期間45年間 (20-65歳)

生理的必要時間 32万時間 (45.7) 11時間×365日×80年

(睡眠8時間､食事+身の回りの用事3時間)

約70万時間の生涯生活時間のうち､働いている時間は約10万時間程度です｡生涯生活

時間の7分の1を職業生活にあてていることになります｡この働いている時間を､個人に

とって､個性の発揮､連帯の実現､および生計の維持という職業の3要素を満たせるよう

な充実したものにすることは､実は社会の基礎的条件を強化することでもあります｡な

お､ここで例示したフルタイムの雇用労働者の生涯生活時間のパータンがもっともあて

はまるのは男性です｡女性の場合は､フルタイマーの比率が男性に比べて少ないことと､

また家庭内での性別役割分業の関係から､図表Ⅳ-ト1の労働時間が相対的に少なくなり､

家事時間が多くなります｡この問題は､フルタイム労働者の労働時間を短縮すること､

仕事の分かち合い(ワークシェアリング)､男性の家事 ･育児分担や男女共同参画社会の実現

などの課題を考えるときに非常に重要なポイントとなります｡

ところで､雇用問題は､職業的生涯の節目ごとに､異なった現われ方をします｡雇用問

題は一律に解くことは難しく､その多様性に適切な政策対応を行なうことが求められま

す｡

｢スクール ･トウ･ワーク｣､｢ワーク･トウ･スクール｣

まず､就学期を終えて就労期に入る新規学卒の時期で問題になるのは､学校から職業

生活-の円滑な移行(｢スクール･トウ･ワーク｣)です｡学校を卒業した後に､適当な雇用機

会が見出せずに､無業あるいは希望に反した ｢フリーター｣状態が長引くことは､継続

した職業生活-の展望を見出すことを困難にします｡これが個人の一生にとって不幸で

あることはいうまでもありません｡のみならず､職業能力や､あるいは職業人としての

人格は､職業経験を通じてはじめて形成されるものです｡若者の間で学校から職業生活

-の円滑な移行が進まないことは､日本の将来の人的資源を枯渇させてしまうにつなが
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ります｡

また､就労期では､今度は ｢学ぶこと｣ -の道筋を太くすることが必要です｡職業能

力のリフレッシュのためのリカレント教育-の参加(｢ワーク･トウ･スクール｣)がもっと促

進されなければなりません｡現役時代の働きすぎは､この不況下でも依然として深刻な

問題で､もう少し余裕を持ちたいという要望には根強いものがあります｡労働時間短縮

のいっそうの推進が望まれます｡それによって生まれた余裕を ｢ワーク ･トウ･スクー

ル｣ の形で能力開発に結びつけることを考えれば､環境変化に対する労働者の適応可能

性(アダプタビリティ)の向上にもつながります｡

余暇の充実､社会活動への参加､家事労働の分担

働いている時間を充実させるためには､学ぶこと-の参加だけでなく､自由時間をエ

ンジョイすることや､あるいは社会活動への参加､家事労働の分担など､さまざまな分

野での非労働時間の充実が欠かせません｡これらも労働時間短縮に期待されることです｡

地域社会や家族が崩壊の危機に瀕することは､実は労働力の再生産の基盤が脆弱化する

ことにほかなりません｡非労働時間を充実させるための条件を整えることは､個人から

みて生涯生活時間のバランスをとることであると同時に､社会的には長期的にみた労働

力政策の一環として考えることができます｡

ワークシェアリング

失業者が350万人にも及ぶ一方で､長時間労働は一向に減らないどころか､リストラに

よる要員減によりむしろ増加傾向にあります｡こうしたなかで､ワークシェアリング(｢仕

事の分かち合い｣)をめぐる議論が盛んになってきました｡この問題も､生涯生活時間の最

適配分をはかるという視点から考えてみる必要があります｡過重な時間外労働やサービ

ス残業は可及的すみやかに解消すべきです｡また､短時間の雇用機会が増加することも､

社会全体としてはワークシェアリング効果を持ちます｡ただし､賃金コス ト圧縮に力点

をおいたワークシェアリング導入には慎重であるべきです｡短時間雇用で得られる収入

が生計費をまかなうに足りなければ､複数就業あるいは他の家族員の就業によって家計

を補 う必要が出てきます｡それが極端に進めば､家族単位でみた労働時間はかえって増

加することとなります｡現にそのような経験が80-90年代のアメリカにおいて指摘され

ました｡ワークシェアリングが労働の人間化や生涯生活時間の最適配分につながること

~㌻
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がめざされるべきです｡そうした視点からは､パー トタイム労働を良好な雇用機会とす

ることがきわめて重要となります｡また､引退期における職業生活からの ｢なだらかな

引退｣もまた､日本におけるワークシェアリングを考えるときに重要な意味をもってい

るといえます｡

職業生活からの ｢なだらかな引退｣

職業生活からの引退期については､｢なだらかな引退｣(フレキシブル･リタイアメント)を

可能とする制度をつくり上げることが重要です｡年金支給開始年齢の65歳-の延長に対

応して､年金と雇用の結合をはかることが喫緊の課題となっています｡ただし､高齢者

の個別的事情や就業意識は一様ではなく､これに対応して引退年齢をいつにするか､ま

たどのような働き方を選ぶかについては､多様な選択肢が用意されることが望ましいと

いえます｡在職老齢年金を改善し､部分就労 ･部分年金の形で所得を保障しながら､｢な

だらかな引退｣ を実現する枠組みを形成していく必要があります｡現実に､短時間勤務

や短日勤務を希望する高齢者は多く存在します｡それによって余った時間を余暇や社会

参加活動に振り向けることができれば老後生活の豊かさにもつながることが展望できる

でしょう｡

｢生涯 仕事/学習社会｣の構築を

以上のように､生涯生活時間の配分を見直すことは､図表Ⅳ-1-2に示すような､働くこ

と､学ぶこと､余暇 ･社会活動､のバランスのとれた社会を実現することにつながりま

す｡

連合総研は､労働者の生涯にわたる仕事と能力形成という視点から､｢生涯 仕事/学習

社会｣ というビジョンを提起しました｡それは､｢仕事と学習は不可分｣という認識のも

とに､｢多くの人々が仕事を通じて生きがいを見出せると同時に､仕事を通じて有益な学

習ができるような社会｣であり､その実現のためには､①人生全般を年齢や世代によっ

てしきる年齢主義を廃し､② ｢知識基盤型社会｣を勤労者が生き抜いていくための生涯

学習機会の保障が重要であるとしました★6｡

｢生涯にわたりゆとりある暮らしを楽しみながら､同時にできる限りいつまでも働き､

★6 連合総研編 『生涯かがやき続けるために- 21世紀の ｢しごと｣と学習のビジョン』第-書林､1996
年｡
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図表Ⅳ -1-2 21世紀のライフ･ステージとスタイル

〔これまでのライフ ･ステージとスタイル〕

0歳 20歳 30 40 50 60歳 70歳 80歳

エユ
〔21世紀のライフ ･ステージとスタイル〕

仕事
学習

生涯学習 学習/i一一-一一一一
一一一一一■余暇の融合

0歳 20歳 30 40 50 60歳 70歳 80歳

(出所)宮揮健一 ･連合総研編 『福祉経済社会への選択- 21世紀 日本 ･市場 と連帯

の社会システム』1995年､p.76｡

学びつつ､仕事の中に自己実現の場を確保していく｣ というライフスタイルの革新のた

めには､労働時間の短縮や柔軟化､雇用就業形態における選択肢の多様化など､さまざ

まな環境整備が大切となります｡

働く者の立場からみた ｢雇用戦略｣は､個人の一生の中での ｢働く時間｣ を豊かにし､

そのことを通じて社会連帯にもとづく ｢よりよい社会｣ の基盤形成をめざすものです｡

そこで想定されている個人は､市場の中で原子のように孤立して存在するものではあり

ません｡自己の一生を充実して送りたいと願 うと同時に､仕事を通じた連帯にもとづい

て社会に貢献することを願 う個人です｡そうした個人を支援するための自助 ･共助 ･公

助のネットワーク形成こそが ｢雇用戦略｣の内実をなすといえます｡
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開くか

労働組合運動と21世紀 ｢福祉経済社会｣の未来ビジョン

(1)｢デフレ惑循環(スパイラル)｣に立ち向かう労助組合の視点

低成長でも雇用や社会は相対的に安定 しているとい う､これまでの 日本の経済社会の

様相が一変 しています｡完全失業率は2001年7月についに5%を越え､失業者数は330万人

台となっています｡株価 (日経指数)は15年前の水準､ピーク時にくらべるとおよそ4分の1

の水準までに下落 し､IT関連のみならず､ほとんどの産業分野で企業業績､設備投資も

マイナスに転 じています｡経済危機から回復 しかけたアジア経済はまたIT不況に直撃さ

れています｡アメリカ経済も大規模テロの影響もありいっそ う後退色を強め､欧州経済

も成長率の低下がみられます｡

小泉政権は圧倒的な高支持率を背景に､｢構造改革なくして景気回復なし｣として､2001

年6月には ｢基本方針 (骨太方針)｣をだし､9月には構造改革工程表を決め､不良債権の早

期償却､特殊法人改革などを打ち出しました｡ しかし､9月に公表 された4-6月期の成長

率の速報値が前期比でマイナスになったことを受け､2001年度補正予算の容認､新年度

予算編成方針などで揺れ幅を増 しています｡

政府 ｢基本方針｣の問題性

私たちが懸念 しているのは､不良債権処理をはじめ構造改革の推進は当然のこととし

ても､その政策手順､政策手段を含め政策戦略の総体について､大きな死角､欠落があ

り､そのことが日本経済社会の再建 と将来像をいっそ う危 ういものとしているとい うこ

とです｡

今回の小泉内閣の ｢基本方針 (骨太方針)｣は､適切なマクロ経済政策がともなわなけれ

ば､さきのブパル崩壊で溜まった不良債権が､いったん償却 ･整理 してもあとからあと

から累積するために､いわば3年間を期限とする ｢人為的な政策恐慌｣を起こそうとする

側面をもつものだったといえるでしょう｡ しかし､実際には､この方針の公表以降の経
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済の推移は､成長率がゼロからマイナスに振れはじめ ｢デフレ･スパイラル｣-の落ち

込みが明白になるなかで､今度は柳沢金融担当相が9月になって不良再建処理には7年は

かかり､当初予定の3年後になってもほとんどその規模は減らないという数値を公表した

ことで､枠組み自体があやしくなっています｡しかも問題なのは､その暗い長い トンネ

ルを抜けたあとに､いかなる日本の経済社会をつくりだそうとするのかについてのビジョ

ンは全く欠落している､ということです｡

失業率が5%を越え､設備投資計画が相次いで下方修正され､新卒採用抑制がさらに加

速してすすむなかで､中高年層をはじめとする労働者が産業 ･企業リス トラを ｢名義｣

として ｢自発的に｣退職を強いられる現象が急速に広がりつつあるようにみえます｡

企業経営のなかには､この小泉内閣の構造改革に ｢便乗｣し､企業収益確保の手段と

して配置すべき労働者定数の削減や労働条件の引下げ､非正規労働者-の意図的置き換

えなどの雇用リス トラを一挙に押し進めようする動きがめだちます｡外部労働市場から

の人材調達ということで､これまでは大切にされるべきだとした､職場での人材育成や

系統的な人事 ･処遇制度が軽視され､人をその場限りでの使い棄て可能な ｢モノ｣扱い

する言動が幅をきかせようとしています｡

｢デフレ･スパイラル｣ と景気底割れ懸念

実はこのような動きこそが､次の局面での日本の経済社会の未来をいっそう困難にす

るものなのです｡そもそも今回の経済失速も､前回1997年の ｢橋本6大改革｣ 下の金融 ･

経済破綻と同様に､雇用不安と将来生活不安が底にあって､消費停滞が深刻で､めざす

べき持続性ある内需主導型経済社会の展望が開かれないところにありました｡今日の政

策環境は､橋本政権下の構造改革時よりもはるかに悪いマクロ経済条件下にあります｡

消費者物価は2000年春以来､下げ幅をひろげ､先行して国内卸売物価はすでにここ数年

来下げ続けています｡主要先進国でこのようなデフレ状態を続けているのは日本だけな

のです｡このなかで､またしても政府の政策を背景にくらしの将来不安をあおりたてる

雇用リス トラの推進や､医療保険での ｢3割自己負担｣構想など社会保障の無原則的な後

退気配､地方経済低迷の放置などほとんどの政策要素が相乗効果をもって働く危険性が

大きいのです｡これらが､さらに ｢デフレ･スパイラル｣ を押し進め､日本経済を奈落

の底に突き落とす懸念があります｡本筋としての構造改革を堅持するには､前回の橋本

内閣当時よりもはるかに悪い環境下での政策展開となることが自覚されていなければな

~=
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りません｡そうでなければ､わずか数年前の ｢過去の歴史的失敗｣ を繰り返す最悪のコー

ス突入となりかねません｡

もしもそうなってしまえば､日本社会のこれまでの長所､すなわち安定した雇用とく

らし､長期経済停滞にもかかわらず社会荒廃や社会分裂を回避 しえてきたという局面か

ら､社会荒廃と社会対立が経済停滞と共存するいっそう暗い局面-と暗転してゆきかね

ません｡

需要不足経済と供給サイド政策の問題点

そもそも日本経済の長期停滞の根底には､デフレに基づく企業のバランスシー トの悪

化､金融システム不安､および将来不安を基礎とする需要不足ということがあります｡｢本

質的原因は需要不足｣(｢産業構造審議会新成長部会報告｣5頁､2001年7月)という基本認識が重

要なのです｡しかし､小泉政権の基本方針はこのような基本認識ではなく､｢供給サイ ド｣

に偏した部分が色濃いのです｡金融市場を活性化させるための業界-の税の減免措置や

規制緩和､企業収益回復のためのさまざまの優遇措置をあたえる｡それだけでなく､そ

れとは対照的に経済のグローバル化を理由とする雇用 ･労働条件の水準切下げ､団体交

渉や春闘方式を含む社会的ルール ･規制-の攻撃を内包している面があります｡そこに

は雇用やくらしの改善が政策の目的であるという考え方がなくなっているように思われ

ます｡これは､くらしと日本社会の将来的需要に着目した持続的な需要成長に重きをお

き､需要不足こそが短期的にも長期的に問題であるとする､私たちの見方と対立してい

ます｡

構造改革を進める目標のひとつ､不良債権の削減ということも､小泉政権のデフレ･

スパイラルを押し進める方向のなかで､日経株価指数 ｢1万円台割れ｣(9月11日)が生じ､

それが､かえって不良債権を累増させる結果となっているのです｡デフレ･スパイラル

をいかに遮断するか､これが2001年から2002年の最大の経済政策課題となっています｡

この局面での労働組合の位置はまた明白です｡

これまでの不況では､経営側に迫られたのは ｢雇用か賃金か｣でした｡今回は ｢雇用

も賃金も｣ともにダメという全面譲歩を求められています｡しかも先行きになんの保障

もみえないのです｡企業内のミクロの論理に依拠しようとしても､それは困難ですし､

マクロでは ｢合成の誤謬｣､デフレ･スパイラルに巻き込まれるだけでしょう｡組合員の

雇用とくらしを守るための交渉の論理 ･基準というのは､もはや企業の中や産業の状況
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には兄いだLがたいところが多くなっていることは事実です｡

あらゆる労働組合が結束 し､社会的合理性ある共通の要求､｢自前の論理 ･政策｣を立

て(連合や産業別組合の基準形成)､全組合員の行動力を示すことによって､経営側とのパー ト

ナーシップを求めるしかありません｡その自前の論理で､政府の政策転換を含め､社会

のパー トナーシップのリーダーシップをとる責任を引き受ける以外にはないということ

でしょう｡

そしてこの困難の不況の局面において､労働組合がいかにそれ と闘い､未来に向けて

いかなる ｢よりよい社会｣の視点 ･展望を確立して､すべての労働組合がその認識を共

有しうるのか｡このことが､暗い トンネルの先の日本の社会のあり方についても大きな

影響をあたえうることを見逃 してはなりません｡｢21世紀挑戦委員会の連合ビジョン｣の

｢労働を中心とする福祉型社会｣ や連合総研の ｢福祉経済社会｣の ｢よりよい社会｣はそ

れを指 し示そうとする努力にほかなりません★1｡ 労働組合の ｢自律性｣ がいまほど問わ

れているときはありません｡

(2)日本社会の ｢荒廃 ･分裂｣を回避し､｢よりよい社会｣-
｢高失業社会｣-の転落を防ぐ

以上みたように､小泉内閣の ｢基本方針｣は､マクロ経済政策としては世界景気後退

とデフレ ･スパイラルのなかで､さらにそれを破綻の極にまで追い込もうとするバラン

スを欠いた政策であるとい う問題点がひとつあります｡｢構造改革なくして景気回復なし｣

とい うこともありますが､当初想定されていた実質ゼロから1%の成長率の下限を割 り込

むような局面では､景気の底割れ回避をはかりつつ構造改革を進めるという視点が不可

避です｡

しかし､2001年9月時点での政策展開は､そのまま景気底割れに向けて突入 していく方

向を転換 してはいません｡｢歴史から学ばない｣愚は回避しなければなりません｡

小泉内閣の基本政策を機能的に評価すると､インフレ時代(1980年代)のインフレ抑制策

としての新自由主義型の政策(イギリスのサッチャー政権､アメリカのレーガン政権)を､21世紀初

頭の世界で ｢同時デフレ時代｣の懸念が増すなかで､デフレ ･スパイラルの先頭を走っ

ている日本に適用しようとしているとみざるをえません｡

★1 連合21世紀挑戦委員会 ｢連合21世紀ビジョン｣2001年10月大会提出文書｡栗林世 ･連合総研編 『活

力ある安心社会をめざして一一福祉経済社会の創造』第-書林､2001年｡
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｢市場万能主義｣･欧米での反省

この新自由主義政策､市場万能主義政策がイギリスやアメリカの社会にいかなる結果

をもたらしたかは､いまやよく知られています｡失業率の上昇､所得格差の拡大､ごく

一部の ｢勝ち組｣ の富豪化､圧倒的多数の勤労者の雇用の不安定化と賃金水準の長期に

わたる停滞 ･下落 (アメリカ)､社会の一体性(socialcohesion)の喪失という影の面も生みだし

たことでした｡犯罪率が上がり､自殺率が上がるという社会荒廃が進むなかで､イギリ

スではブレア一新労働党政権が､経済効率と社会発展の両立をはかるべく ｢第三の道｣

をかかげて登場したわけです｡欧州の政策潮流は､その前後からイギリスだけでなく､

社会協調と経済発展の両立をめざすオランダ ･モデルが高く評価され､ ドイツではシュ

レーダー社会民主党政権が ｢雇用のための同盟｣を再建し､フランス ･ジョスパン内閣

は時短を雇用創出政策にむすびつけるなど､新たな流れがめだっています｡ここでは､

外部労働市場の流動化と格差による競争ということでなく､人的能力開発と安定した福

祉を軸とする社会開発による政策戦略によって成長率を高めることに成功しています｡

結局､市場原理主義､市場万能主義が見落としのは､経済発展の基礎には社会システ

ムとしての人的能力開発や社会統合のための制度構築(社会保障など)が大切であること､そ

してそれを通じた ｢信頼｣できる社会などの人間的要素が社会の活力と発展の源泉なの

だということです｡｢孤立した系｣ としての個人の利己心を競争によって煽り立てるだけ

では ｢よりよい社会｣は生まれないということでしょう｡

｢経済的側面｣と ｢社会的側面｣のバランスをとる

よく知られているように､欧州統合は､政治統合 ･経済統合 ･社会統合という三位一

体の系統的政策によって実現しつつあり､経済統合のための社会統合でもなければ､政

治統合のための社会統合でもありません｡｢経済的側面｣ と ｢社会的側面｣がバランスし

てはじめて発展の基礎がきずかれるのです｡しかしながら､小泉政権の政策は ｢経済的

側面｣に偏し､まずは産業 ･企業の活性化､経済競争による淘汰､｢勝ち組｣｢負け組｣

のふるい分けということであり､｢社会的側面｣については､せいぜい敗者のための補完

的なセーフティーネットのための対策という考えにとどまっています0

いま､職場と地域で起ころうとしているのは､団体交渉や本人同意､また雇用整理の

｢4要件｣などの､しっかりした手続きを踏まえたやむをえざるリス トラだけではありま
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せん｡労働組合のないところはなおですが､あるところでさえもできるかぎり労働組合

の交渉が回避され､さまざまの手段を通じて個々の労働者が ｢自発的に｣退職に追い込

まれるケースや､仕事はそれほど減らないのに定数削減が強制され､それだけ個人の業

務範囲が拡大したり労働の負荷が重くなる､残業がふえ､なかでも ｢サービス残業｣が

求められる､などもしばしば起こっています｡正規労働者のポス トは意図的に低賃金の

非正規雇用に置換されることが日常化し､したがって自分で会社をやめ､外部労働市場

に出されても､当初期待したような ｢良好な雇用機会｣はなく､本人の意向に反する非

正規雇用の機会しかみつからないのです｡

日本社会 ･劣化の懸念

連合総研の ｢勤労者の仕事とくらしについてのアンケー ト調査報告｣(2001年6月)による

と､約半数が ｢勤め先で最近なんらかの雇用調整が実施された｣ と回答｡ここ1年くらい

での自分の､または自分の家族､親類､友人 ･知人で倒産､失業等の経験者が ｢いる｣

割合は3分の1強､勤め先での仕事や労働条件の低下に ｢不安を感じている｣割合は約7割

もいるとのことです｡職場のなかの荒廃が懸念されるようになっています｡1998年以来

自殺率が3年連続で3万人を越え､ことに一家の大黒柱ともいえる中高年男子の自殺が急

増したこと､犯罪の発生率が漸増しているのも､このような職場や社会の状況とは無縁

ではないでしょう｡採用抑制で高卒､大卒の新規学卒の就職率が大きく低下し､高卒 ･

大卒ともに6-7割にしかならないこと､新規大卒女子の派遣労働やパー ト労働化がこの10

年急激に進んでいることなどは､たんにフリーター志向の ｢パラサイ ト･シングル｣ 現

象にすぎないというのは見誤りでしょう｡青年のかなり大きな割合がまともな職につけ

ず､20歳台の職業能力のもっとも伸びる時期に短期雇用で技能 ･技術が身につかないま

まで過ごしてしまうことは､長期的にみて日本の経済社会の潜在的成長能力を削ぐこと

が懸念されます｡

(3)雇用を確保し､雇用創出する力の源泉
-一一一一一労使の責任と政策の力

日本型雇用モデル形成の背景と社会的合理性

従来､日本型モデルとされていた長期雇用慣行 ･年功序列的賃金､従業員参加型の経

声 1
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営などは､決して市場経済そのものに対立して形成されてきたわけではありません｡ま

た労働運動や社会の大きな対抗力の影響と無関係に形成されてきたわけではありません｡

長期雇用慣行は､戦後最初の20年くらいの間で､窓意的な解雇が乱発され､そこから

激しい労使対立が生じたこと､毎年全国で何千何万件の解雇反対闘争が僚原の火のよう

にひろがり､争議が泥沼化すると経営側は経営の信用を失い､労働者は生活苦に追い込

まれる､そのような労使双方の多くの経験からの ｢妥協｣のルールとして生まれた面が

あります｡仕事に関して､欧米では自分にあたえられた守備範囲は限定され､職種転換

も配置転換も原則的に困難です｡日本では経営は長期雇用を受け入れる代わりに､職場

配置のしばしばの転換や職場での訓練､自己啓発を含め生涯にわたり労働技能を高めて

ゆく努力が従業員に求められています｡内部の柔軟な労働配置ができること､労働者が

継続的に自分の能力開発を行 うことが長期雇用と生産性を両立させることはよく知られ

ています｡年功賃金といっても文字通り年齢と勤続で賃金を決めているところはほとん

どありませんが､仕事の能力が勤続と年齢に見合って上がっていくことが前提となって

おり､ことに若年の頃は割安な賃金しか支払われない代わりに中高年の賃金が順次あがっ

てゆく､というのが年功貸金の一側面です｡

従業員参加型の経営(稲上毅･連合総研編 『現代日本のコーポレート･ガバナンス』2000年､参照)

も経営の効率と労働者の参加要求の合成物という側面があります｡ 日本の洗練され､系

統的に発達した人事管理システムはその一部ともいえましょう｡

いずれにしても､日本型モデルというのも市場経済と労働の論理の戦後日本の相互作

用から生まれてきたものであり､今後も労働者 ･労働組合の志向､経営の論理の変化に

よっては変動しうるものなのです｡いいかえれば､労働者や労働組合がいかなる職場ルー

ルがよいかについて ｢発言(voice)｣し､｢行動｣するか､あるいはしないか､が未来のあ

り方に着実に影響をあたえるのです｡

雇用確保 ･雇用保障の最大の責任は労 ･使の関係- 政府政策の前提となるもの

このような日本モデルは､したがってこれまでは成長率の変動や生産量の変動に対し

て､企業がかかえる雇用総量については残業時間や不安定雇用で調整 し､正規雇用はで

きるかぎり温存する､つまり景気が悪くなっても正規雇用はそれほど乱暴な削減をしな

いということが通常でした｡だから失業率は成長率が低くなってもそれほど上がらなかっ

たということでしょう｡
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しかしながら､1998年に急増し2001年7月にはついに5%に乗った失業率がこれからさ

らに累増 していかないという保障はありません｡政府の政策が労働力の外部市場での流

動化を推奨し､経営側が世代交代して､また労働者 ･労働組合が異議申立てをしないと

いう時代潮流となってゆくとするなら､戦後日本の労働慣行は変化しないとは言えない

のです｡

雇用状況は､たんに政府の財政政策や金融政策などのマクロ政策､また新たなさまざ

まの雇用創出政策によって左右されますが､それよりも､企業 ･産業の労使関係にもと

づく雇用保護の能力が最大の力である､ということを決して見落としてはならないので

す｡

失業は社会の能力の浪費です｡個々の労働者にとって生活苦が待っているというだけ

でもありません｡働くことによって､社会的活動を行うことによって人間はその尊厳を

確認 し､自己実現をはかることができます｡ですから昔から労働組合は人間の ｢よりよ

い社会｣の前提条件として ｢完全雇用｣を掲げ続けてきたわけです｡雇用保障こそがま

ずは最大のセーフティーネットにほかなりません｡5%に乗った失業率を分水嶺として日

本が ｢高失業社会の時代｣に突入することは何としても阻止すべきでしょう｡

賃上げ率は経済変動とともに変化しますが､日本の ｢春闘装置｣は､勤労者の雇用と

くらしというミクロの合理性をマクロ経済にマッチングさせる ｢社会的な合意装置｣で

あることは､これまでの ｢経済情勢報告｣が明らかにしてきたとおりです★2｡

これまでの日本社会が安定したまとまりと比較的小さな格差を維持しえたのには､長

期にわたり積み上げてきた社会的合意装置としての春闘メカニズムの産物という側面を

もっています｡その点では､春闘装置は ｢オランダ ･モデル｣(中央労使のワッセナー合意に

もとづく)や ドイツの ｢雇用のための同盟｣がもつ機能と重なるところがあります｡ただし､

ナショナルセンターや産業別組合を軸として一元性をもつ社会合意形成の制度的保障が

ないところが残された大きな課題でしょう｡経済 ･雇用危機に直面する2002年春闘は､

このようなしっかりした制度構築が強く求められます｡

｢3つの誤解｣- 労働市場の柔軟性 ･セーフティーネットIr雇用可能性｣

一部のエコノミス ト､政策当局にある市場原理主義的考え方には､労働市場について

★2 連合総研 『経済情勢報告』1997年版､1998年版｡前掲栗林編著､第Ⅱ部第8章､pp.267o274｡
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しばしば ｢3つの誤解｣がみられます｡

第1は日本の労働市場は柔軟性がたいそう低いのではないか､ということです｡これは､

すでにみたように､外部労働市場についてのみ議論するからであって､日本の企業内の

労働市場､あるいは関連企業を含む準内部労働市場を計算に入れていません｡その双方

を合計すると日本の労働市場が一般に硬直的であるという議論はなりたちません★3｡

問題とされている不動産 ･建設､金融などバブル崩壊､不良債権処理に失敗 した分野

についても､まず問われるべきは経営責任で､一般従業員の解雇が先決ということでは

ないでしょう｡

第2には､雇用保険などのセーフティーネットが日本には十分ある｡したがって雇用整

理 ･解雇は経済上の理由から積極的に進めてゆくべきではないか､という議論です｡し

かし､失業というのは､労働者という人間にとってくらし方､生き方にかかわる最大の

不幸です｡最大限の雇用保護努力を放棄して安易に雇用削減を主張する､｢人間の痛み｣

を理解しない一部エリー トのこのような議論を社会は容認すべきでないでしょう｡セー

フティーネットということを､企業からはじきだされた人間を拾う ｢網｣という理解は

最低限の定義にすぎず､本来は雇用を留保しながら､たとえば大学に通うこと､職業訓

練を新たな仕事がみつかるまで､そしてそれを生活保障のうえで続けていくというもの

です｡セーフティーネットとは外部市場に ｢落ちたもの｣を拾うことというより､｢落ち

ない｣ように防止することがなによりも先決です｡雇用保険の適用期限が切れる人びと､

もともと雇用保険にカバーされていない人びとが､失業者のうちの3分の2近くいること

が認識されなければなりません｡

第3に ｢雇用可能性(エンプロイヤビリティー)｣についても多くの誤解があります｡雇用の

量は雇用の質を切り離して議論さるべきではありません｡｢雇用可能性｣の名のもとに雇

用機会の数量を拡大すればよい､もっと短期雇用や期間雇用を拡大してゆくこと､とい

うことで､単純にいえば賃金を半分ずつ分かちあえば雇用は2倍に増えるなどというワー

クシェアリングに名を借 りた奇妙な議論すらあります｡ここにはアジア諸国とのグロー

バル経済競争に対抗するために賃金の絶対水準を引下げよという主張を伴 うこともしば

しばです｡雇用とはその労働の尊厳と ｢品位ある(decent)生活｣ができるものでなけれ

ばなりません｡雇用機会を安易に非正規雇用におきかえてゆく風潮は阻止されなければ

★3 0ECD ｢日本経済の柔軟性と雇用｣(日本労働研究機構訳)｡



第Ⅳ部 ｢困難な時代｣と労働組合運動の課題

なりません｡

私たちは､雇用の安定と保障､そしてこれに労働者本人の ｢適応能力をあげてゆく

(adaptability)｣ための教育 ･訓練機会の保障を組み合わせた ｢柔軟だが保障のある雇用(

フレックスキュリティー･flexcurity)｣という､世界の労働組合運動の考え方を支持し､その

視点に立った労使関係 ･政策展開を求めるものです★4｡

(4)｢福祉経済社会｣ と雇用安定- ｢力と行動｣にもとづく社会的合意形成

最近の政府 ･財界の考え方のなかには､｢個人の自立と責任｣｢個人がリスクをとる社

会｣｢小さな政府｣ という3点セットでの議論がよくなされています｡ここでは ｢個人化｣

｢柔軟化｣がそのキーワー ドとしてしばしば使われます｡私たちはこれについては個々の

主張点は共鳴しうるところもありますが､この3点を貫く考え方にはかならずLも賛成で

きません｡

ひとつの社会のなかで､大量の人が失業していること､大きすぎる所得の格差､恵ま

れたものと恵まれざるものとのあまりに大きな格差をもつことが ｢市場の力｣がもたら

すものであるとするなら､それを是正する政策や社会的ルールを立ててゆくべきだと考

えます｡すなわちこれをすべて ｢個人の責任｣に還元することに賛成できないのです｡

大量失業のような ｢市場の失敗｣ を是正するのが､社会と政治の責任であり､労働組

合の責任であると考えます｡｢よりよい社会｣は､｢個人の自立と責任｣のうえに社会と

政治がそれを連帯して制度的に保障してゆくことだと考えます｡

｢よりよい社会｣は､EUが目標として ｢完全雇用｣｢福祉国家｣｢機会均等｣の3本柱の

セットとしておいていることが参考になります｡連合の ｢21世紀ビジョン｣ の ｢労働を

中心とした福祉型社会｣ もその方向を示しています｡そこには､これまでの ｢上｣から

の ｢公共部門 ･公共性｣の押しつけではなく､市民､労働組合､社会組織､自治体によっ

て建設される ｢市民的公共性｣と社会連帯のうえに立つ公共部門であるべきです｡人び

との雇用とくらしは ｢信頼｣｢連帯｣､それを担保する社会的保障の装置としての ｢社会

的関係資本｣によって支えられるべきです｡

日本の企業システムや春闘装置は､この ｢社会的関係資本｣とともに､市場の暴走に

★4 前掲栗林編著､pp.61-630
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第2章 閉塞状況下の日本経済社会とその脱出口をいかに切り開くか

歯止めをかけ､社会進歩と両立する市場機構として､日本の社会と労使関係が長い時間

をかけてつくりあげてきた側面があります｡けれどもいま､第2次大戦後の最大の経済危

機に直面して､私たちは大きな試練にさらされ､未来-の勇気をもった挑戦を求められ

ています｡労使による真撃な団体交渉､産業 ･企業 ･地域レベルの雇用保障と雇用創出･

政策､日本社会全体の枠組みをなす社会政策体系､雇用政策体系､そして経済変動に対

処するマクロ経済政策などの全装置が活用され､また欠けているシステムを新たに創出

していくことが求められます｡

ことに今回のように､政府の基本政策として産業リス トラが3-7年の期間が示されなが

ら推進されるのであれば､その緊急的期間については政府の責任で公共部門を中心とす

る雇用創出が担保されなければならないといえましょう｡連合の緊急雇用対策法は中央

労使合意の重要な素材となります｡

むすぴ - ｢力｣の源泉は職場と地域の行動

いずれにしても､雇用と社会の長所を守り､新たな政策制度面での保障をつくりだす

｢力｣ の源泉は､より多くの市民､組合員がその内容を理解し､たんに社会組織の上部に

委任､依存するのではなく､職場と地域で自発的 ･創造的に行動 し､その必要性を全社

会的なものとして共有してゆく行動にあります｡これまでも労働基準や環境基準などの

新たな社会的規範はそうした行動から生まれてきました｡私たちの求める政策のあり方

は､企業や産業の経営の立場と重なる部分もありますが､あくまでそれは社会組織とし

ての｢自律性｣､労働組合としての｢自律性｣の論理に立っています｡労働組合の ｢行動と

力｣は､労働組合が日常活動で ｢職場の代表性｣ をもっていること､そして地域や社会

の日時活動で社会の信頼と ｢社会的代表性｣をかちえているところに源泉があります★5｡

社会的合意形成というのは､その上にはじめて可能となるのです｡労働組合にとって

の ｢困難な時代｣-の直面は､むしろその存在価値を全面的に発揮するチャンスが到来

したものとして受けとめるべきでしょう｡

★5 前掲 ｢連合21世紀ビジョン｣第3章｡



(1)きわめて厳しい不況に陥っている日本経済

わが国経済は､2000年末頃から景気後退局面に入っています｡デフレの中で､失業率

が5%を越えるなど､現在景気の状況は非常に厳しいものとなっています｡さらに､これ

まで世界経済を牽引してきたアメリカ経済が急減速し､世界各地で同時に景気後退色が

強まっており､その上､同時多発テロの影響も懸念され､状況は一層深刻になっていま

す｡

不況に陥った直接的な要因としては､アメリカ経済の減速を背景としたIT関連の輸出

の減少があげられます｡しかし､それと同時に､消費の低迷にみられる基調としての経

済の弱さが大きな問題です｡このように民間需要が総崩れになっている時に､財政政策

は緊縮的となっており､公的需要による下支えがなくなっていることも状況を一層深刻

なものとしています｡

このようなことから､2001年度の実質経済成長率は､非常に厳しいものになると予想

されます｡民間最終消費(前年度比▲0.1%減)は減少し､民間設備投資(前年度比▲4.3%

演)や純輸出(寄与度▲0 .3%のマイナス)は大きく減少するものと見込まれます｡このよう



に民間需要が大幅に減少する中で､政府投資(同▲7.2%減)も大幅に減少することから､

全体として実質経済成長率は▲1.5%程度の低下と､深刻な状況に陥るものと見込まれま

す｡

(2)デフレスパイラルを是非とも防ぐ必要のある2002年度

2002年度においては､これ以上景気の悪化が進むことを防ぎ､デフレスパイラルに陥

ることを避けることが最も重要な課題です｡現下の深刻な状況を考えれば､2002年度に

おいていきなり2%を超える高い成長は無理かもしれません｡しかし､適切な政策を実施

すれば､さらに一層深刻な状況に陥ることを防ぎ､デフレスパイラルを避けることは可

能です｡

深刻な状況を抜け出るためには､長期低迷をもたらした構造的な問題を解決すること

が重要です｡しかし､こうした取組みには長い時間がかかります｡また､こうした課題

とマクロ経済政策は基本的に二律背反の関係にはないといえます｡一方で､いくつかの

｢構造改革｣ は､厳しいデフレ効果を持つものと考えられます｡したがって､現在の深刻

な状況を抜け出し､デフレスパイラルを避けるためには､適宜適切なマクロ経済性政策

が必要になります｡

そこで､今回のシミュレーションでは､デフレスパイラルを防ぐために適宜適切なマ

クロ経済政策を実施したケース[ケースA]と､景気の状況が悪化してもなお引き続き緊縮

的な財政政策が続けられる[ケースB]を想定し､結果をみてみることにします｡

[ケースA]

ケースAでは､デフレスパイラルを防ぐことを最優先に考えます｡まず､所得の低迷が

消費を一層低迷させないように､春季賃上げ率3% を確保するとともに､雇用維持努力を

十分に行っていくことをめざしています｡また､財政政策に関しては､民間需要が大き

く落ち込み景気の状況が深刻なものになる中で､公的需要によって景気の下支えを行う

ために､積極的な財政運営を行います｡まず､公共投資では､介護､保育､教育､環境

などの施設整備の促進を図るとともに､これら分野における公的雇用(1兆円)を進めます｡

また､大規模な能力開発事業の実施(1兆円)や失業給付期間の延長(4,000億円)など､強力

な雇用対策を実行します｡さらに､社会保障基盤の強化のために基礎年金の国庫負担を2
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[参考]計量モデルによる2002年度日本経済の展望

分の1に引き上げる(2.3兆円)ことなど､必要な政府支出を確保しつつ､適切に財政改革を

進めていくことを想定しています｡これらにより､総額で5兆円規模の家計に対する給付

増 ･負担減の実現を想定しています(公共投資にかかわる公的雇用を除けば3.8兆円)｡

このケースでは､民間需要の落ち込みを公的需要によって下支えすることにより､所

得ひいては消費の落ち込みを防ぎ､深刻なデフレスパイラルに陥ることを防ぐことがで

きます｡2001年度の実質経済成長率は､これだけの政策の下支えにより､ようやく1.7%

増と2%には達しないもののプラスの成長に戻ることが可能となり､2003年度からの成長

軌道を正常なものとするための展望をひらくことができるようになるものと見込まれま

す｡さらに､失業率の加速度的な悪化を防ぐことができ､今後の失業率低下-向けた足

掛りを築くことができます｡

[ケースB]

ケースBでは､政府は緊縮的な財政政策を継続し､支出削減を行い､企業は依然として

厳しいリス トラを継続し､人件費を抑制し､賃上げ率も低いものにとどまることを想定

しています｡

こうしたケースでは､深刻なデフレスパイラルに陥り､設備投資は急激な落ち込みを

示すこととなり､2002年度の実質経済成長率は､▲1.5%と2001年度に引き続き低下を示

すことになると見込まれます｡また､失業率は加速度的に悪化し6%に達します｡

以上､2つのケースの比較で明らかなように､2002年度に深刻なデフレスパイラルに陥

らないためには､積極的なマクロ経済政策の持続と所得の増加に繋がる適切な収益の分

配が必要であるといえます｡こうしたシナリオを着実に実現することによって､国民の

安心が高まり経済の回復-の道筋が切りひらかれると考えられます｡



(付表) 連合総研モデルによるシミュレーション結果

- 前提条件と結果-

2000年度 2001年度 2002年度予測ケース ケース

実績 予測 A B

予 名 目政府消費 (伸び率) 3.OQA 1.2% 1.7% 0.0%

刺 名 目政府投資 (伸び率) -7.4% -10.0% 10.0% -10.0%

の■ 給付増 .負担減 (兆円) 3.8

前 公定歩合 0.5% 0.1% 0.1% 0.1%

-= 春季賃上げ率 2.06% 2.01% 3.0% 1.5%

条 対 ドル円レー ト (円/ ドル) 110.5 120.7 120.0 120.0

件 実質世界GDP (伸び率) 4.8% 2.6QA 3.5% 3.5%

原油価格 (ドル/バーレル) 28.4 27.2 27.5 27.5

国 実質GDP成長率 I+001 -1.5% 1.7% -1.5%

内需寄与度 0.80A -1.2% 1.5% -2.0%

外需寄与度 9.2% T9.3% 0.3% 0.5%
実質民間最終消費 (伸び率) 0.00jE -0.1% 1.5% 0.6%

氏 実質民間住宅投資 (伸び率) -1.9% -4.8% 0.9% -2.7%

経 実質民間設備投資 (伸び率) 4.6% -4.30A -1.0% -9.4%

済 実質民間在庫投資 (寄与度) 0.10j6 -0.1% -0.2% -0.3%

計 実質政府最終消費 (伸び率) 3.3% 2.2% 1.0% 0.2%

算 実質公的固定資本形成.(伸び率) -6.1% -7.2% ll.1% -8.7%

実質財貨 .サービスの輸出 (伸び率) 9.3% -6.5% 0.5% 0.5%

実質財貨 ｣サービスの輸入 (伸び率) 9.8% -4.6% -2丁5% -5.4%

名 目GDP (兆円) 510.8 500.5 507.9 490.5

同 増加率 -0.6% -2.10A 1.5% -2.0%

物 国内卸売物価上昇率 0.0% -1.5% -1.0% -1.0%

価 消費者物価上昇率-全国.総合- -0.5% -0.7% -0.4% -0.9%

労 名 目1人当たり雇用者所得 (伸び率) 0.4% 0.4% 0.9% -0.4%

働 名 目雇用者所得 (伸び率) 1.3% 0.9% 1.5% -0.4%

関 失業率 4.7% 5.2% 5.1% 6.0%

係 有効求人倍率 0.62 0.55% 0.60% 0.40%

描 就業者数 (伸び率) 0.0% -0.8% 9.2% -0̀3%

標 年間総実労働時間 1846 1839 1840 1838

そ 鉱工業生産指数 (伸び率) 4.0% -9.3% 0.8% -1.7%

の 経常収支 (兆円) 12.1 9.3 10.3 ll.7

他 同 対GDP比率 2.4% 1.9% 2.0% 2.4%
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[シンポジウム ･フォーラム]

1988年2月 ｢先進国モデル-の転換に向けて｣(連合総研提言フォーラム議事録)

1991年12月 ｢90年代世界 と新たな社会経済政策の展望- 問われる労働組合の役割｣(91年連合総

研国際シンポジウム)

1993年8月 ｢新 しい働き方を求めて- 日本的雇用システムはどこ-ゆくのか｣(93年連合総研公開

シンポジウム)[月刊労働レーダー刊]

1995年3月 ｢アジアの経済発展 と産業民主主義の可能性｣(94年連合総研国際フォーラム)

1995年12月 ｢社会的市場経済は21世紀のモデル となるか｣(95年エーベル ト研究所 ･連合総研共催

日独シンポシウム)

1996年12月※ ｢生涯 『しごと』/学習社会の構築をめざして- 21世紀-の日本の教育改革｣

1998年8月 ｢グローバ リゼーションと労働の未来｣(連合総研創立10周年記念国際シンポジウム)

[経済情勢報告]

1988年11月 ｢生活の質向上をめざして- 88年度経済情勢報告｣(経済社会研究委員会)

1989年11月 ｢新成長時代にむけて- 89年度経済情勢報告｣(経済社会研究委員会)

1990年11月※ ｢調整局面をいかに乗 り切るか- 90年度経済情勢報告｣(経済社会研究委員会)

1991年11月※ ｢内需主導型経済の第二段階-- 91年度経済情勢報告｣(経済社会研究委員会)

1992年11月※ ｢人間中心社会の基盤構築にむけて一一92年度経済情勢報告｣(経済社会研究委員会)

1993年11月※ ｢内需主導型経済の再構築- 93年度経済情勢報告｣(経済社会研究委員会)

1994年11月※ ｢構造調整を超え生活の新時代-- 94年度経済情勢報告｣(経済社会研究委員会)

1995年11月※ ｢日本経済の新機軸を求めて- 95年度経済情勢報告｣(経済社会研究委員会)

1996年11月※ ｢自律的回復の道と構造改革の構図---96年度経済情勢報告｣(経済社会研究委員会)

1997年11月※ ｢持続可能な成長 と新たな経済社会モデルの構築- 97年度経済情勢報告｣(経済社

会研究委員会)

1998年11月※ ｢危機の克服から経済再生-- 98年度経済情勢報告｣(経済社会研究委員会)

1999年11月※ ｢安心社会-の新たな発展の布石- 99-2000年度経済情勢報告｣(経済社会研究委員会)

2000年11月※ ｢活力ある安J蟻と会構築のために- 2000-2001年度経済情勢報告｣(経済社会研究委員

会)

｢



[研究報告書]

1988年2月 ｢欧米なみの生活をめざして｣

1988年11)月 ｢生活の豊かさをめざして｣(総合生活開発研究委員会)

1989年10月 ｢主婦の目からみた日本と西 ドイツ- 日独の生活意識比較｣(総合生活開発研究委員会)

1989年11月 ｢ゆとりある生活の構図- 経済先進国にふさわしい家庭の幸せのために｣(総合生活開

発研究委員会)

1990年6月 ｢労働時間短縮の経済効果の研究｣(計量モデル開発研究委員会)

1990年10月※ ｢人間優先の経済社会システムの創造-- 新時代の産業 ･雇用政策と労働組合の役

割｣(産業雇用調整研究委員会)

1991年5月※ ｢生活者優先の地域創造をめざして- 地域政策 ･地域づくりと労働組合の役割｣(地

域開発研究委員会)

1991年5月 ｢地域づくり･活性化の事例 ･資料集 (地域開発研究委員会報告別冊)｣(地域開発研究

委員会)

1992年1月 ｢労働組合-の期待と効果- 『労働条件と労使コミュニケーション調査』および 『仕事

と職場環境に関する調査』結果｣(労使関係研究委員会)

1990年10月 ｢現代の分配を考える- "バブル"をめぐる資産所得格差問題｣(資産所得格差問題研

究委員会)

1992年10月 ｢人間尊重の中小企業政策- 中小企業の第三の道｣(産業構造格差研究委員会)

1992年11月 ｢90年代の賃金- 賃金決定の課題と政策｣(賃金問題研究委員会)

同上のリライ ト版 『給与ショック』[読売新聞社刊]

1993年1月 『労働組合の経済学』(労使関係研究委員会)[東洋経済新報社刊]

1993年4月 ｢生活の豊かさ- イメージと現実｣(社会指標研究委員会)

1993年8月 ｢連立政権時代の政治システム改革｣(政治 ･政策システム研究委員会)

1993年11月 ｢生活者のための金融制度改革｣(金融と国民生活研究委員会)

1993年11月 ｢環境 と経済- 地球環境と経済生活の調和をめざして｣(環境と経済研究委員会)

1993年11月 ｢生活の豊かさ指標｣(社会指標研究委員会)

1993年12月 ｢新時代の経済構造改革- 生活者の視点からの企業 ･公共システムの再構築｣(経済 ･

財政システム研究委員会/社会 ･企業システム研究委員会)

1993年12月 ｢21世紀のライフビジョン｣(生活ビジョン研究委員会)

1994年5月 ｢中小製造業の技能形成に関する調査熟練技能の再生産が可能な社会に向けて｣(中小

企業技能形成プロジェクト- 連合との連携調査)

1994年8月 ｢発展するアジアと日本- 奇跡の成長を超えて ･アジアからの発信｣(アジアと日本研



究委員会)

1994年9月 ｢しあわせの未来形- 2020年-の選択｣(生活ビジョン研究委員会)

1995年5月 ｢『昇進』の経済学｣(雇用システム研究委員会)[東洋経済新報社刊]

1995年10月 ｢新 しい働き方の創造をめざして｣(新しい働き方研究委員会)

1995年10月 ｢2010年の産業と雇用- 生活開発型産業構造-のシナリオ｣(21世紀産業構造研究委員会)

1995年11月※ 『福祉経済社会-の選択- 21世紀日本 ･市場と連帯の社会システム』(福祉経済社会研

究委員会)[第一書林刊]

1996年10月※ 『生涯かがやき続けるために- 21世紀の ｢しごと｣と学習のビジョン』(教育改革

研究委員会)[第-書林刊]

1997年1月※『新しし倒会セクターの可能性- NPOと労働組合』(非営利組織研究委員会)[第一書林刊]

1997年1月※ 『労働組合とボランティア活動- 阪神 ･淡路大震災とボランティア』(非営利組織研

究委員会)[第一書林刊]

1997年3月 ｢参加 ･発言型産業社会の実現に向けて｣(労働法制研究委員会)

1997年3月 ｢地域における高齢者福祉サービス調査 (中間報告)｣(地域福祉社会研究委員会)

1997年5月 ｢地域における高齢者福祉サービス調査｣(地域福祉社会研究委員会)

1997年12月※ 『労働の未来を創る- グローバル化時代の労働組合の挑戦』(労働の未来研究委

員会)[第一書林刊]

1997年12月 『創造的キャリア時代のサラリーマン』[日本評論社刊]

1998年3月 ｢財政改革の論点｣(財政改革研究委員会)

1998年10月 『ゆとりの構造- 生活時間の5カ国比較』[日本労働研究機構刊]

1998年12月 『社会的公正のアジアをめざして』[日本評論社刊]

1999年3月 『グローバル経済時代の産業と雇用』[東洋経済新報社刊]

2000年5月※ 『新福祉経済社会の構築- すべての人びとの｢安心｣と社会的連帯をめざして』[第一書林刊]

2000年5月 『グローバルアジアの社会的発展』[日本評論社刊]

2000年6月※ 『環境新時代-の挑戦一一循環型社会の実現をめざして』[第一書林刊]

2000年6月 『現代 日本のコーポレー ト･ガバナンス』[東洋経済新報社刊]

2001年5月 『会社法改正-一企業のあり方と労働組合の関わり方』[労働問題研究会議刊]

2001年5月 『労働組合の未来をさぐる』(労働組合の未来研究委員会)

2001年6月※ 『活力ある安心社会をめざして--福祉経済社会の創造』[第一書林刊]

2001年7月 『｢転職｣の経済学』[東洋経済新報社刊]

iii



[委託調査報告書]

1990年3月 ｢労働時間短縮の取り組みと経営効果に関する調査研究報告書｣(通商産業省)

1990年7月 ｢労働時間短縮に関する勤労者意識の日独比較調査結果報告書｣(労働省)

1991年3月 ｢所定外労働時間の削減に関する調査研究報告書｣(労働省)

1991年3月 ｢新時代の労使関係に関する調査研究- 女性労働に関する調査研究報告書｣(通商産業省)

1991年3月 ｢企業内雇用諸施策の形成過程に於ける労使関係の在り方に関する調査研究報告書｣

(雇用促進事業団)

1991年6月 ｢5カ国生活時間調査報告書｣(日本労働研究機構)

1991年3月 ｢ソフトウェア産業の人材開発と教育プ ログラムについての労使の取り組みに関する

調査研究報告書｣(雇用促進事業団)

1992年3月 ｢新時代の労使関係に関する調査研究- 労働時間短縮と生産性に関する調査研究報告書｣

(通商産業省)

1992年3月 ｢労働時間の短縮と労働時間制度に関する調査研究報告書｣(労働省)

1992年3月 ｢ホワイ トカラーの雇用と処遇における労使の取り組みに関する調査研究報告書｣(雇

用促進事業団)

1992年3月 ｢雇用 ･人事諸施策と労使コミュニケーションの実態に関する調査研究報告書｣(雇用

促進事業団)

1993年3月 ｢年次有給休暇と連続体蝦に関する調査研究報告書｣(労働省)

1993年3月 ｢個人尊重時代のホワイ トカラーの雇用と処遇に関する労使の取り組みについての調

査研究報告書｣(雇用促進事業団)

1993年3月 ｢高齢者の雇用政策に関する労使の取り組みについての調査研究報告書｣(雇用促進事

業団)

1993年3月 ｢中高年労働者の就業意識に関する調査研究報告書｣(通商産業省)

1993年3月 ｢日本的雇用システムに関する国際比較研究報告書｣(通商産業省)

1994年3月 ｢賃金要求水準及び賃金交渉方式等の国際比較｣(日本労働研究機構)

1994年3月 ｢大都市圏通勤問題に関する調査研究報告書｣(通商産業省)

1994年3月 ｢中高年齢者の自己啓発等に関する調査研究報告書｣(通商産業省)

1994年3月 ｢ホワイ トカラーの社会的資格に関する調査研究報告書｣(雇用促進事業団)

1994年3月 ｢労働組合における組合員の範囲に関する調査研究報告書｣(雇用促進事業団)

1994年3月 ｢生産性 ･貸金を含めた労働時間制度のあり方に関する調査研究報告書｣(労働省)

1995年3月 ｢中堅管理者層の雇用 ･処遇と組合ニーズに関する調査研究｣(労働省雇用政策課 ･雇

用促進事業団)



1995年3月

1995年3月

1995年3月

1995年3月

1995年3月

1995年3月

｢技術者の雇用 と資格取得に関する調査研究｣(労働省雇用政策課 ･雇用促進事業団)

｢仕事の変化と労働時間の弾力化に関する調査研究｣(労働省労働時間課)

｢労使協議制と賃金決定に関する国際比較研究｣(労働省労働組合課 ･日本労働研究機構)

｢海外における雇用機会の創出等に関する調査研究｣(労働省外国人雇用対策室)

｢勤労者家族問題の総合的調査研究｣(労働省婦人福祉課)

｢時間管理の柔軟化における環境整備に関する調査研究｣(通商産業省企業行動課)

1995年3月 ｢高齢者の雇用環境の整備調査研究- サラリーマンの企業帰属意識と職業転換能力に

関する調査研究｣(通商産業省企業行動課)

1997年3月

1997年3月

1997年3月

1997年3月

1997年3月

1997年3月

1997年3月

1997年9月

1998年3月

業団)

｢職種別賃金に関する調査研究報告書｣(雇用促進事業団)

｢生計費構造と生活給賃金に関する調査研究パー トⅡ｣(雇用促進事業団)

｢生活時間の実態に関する調査研究報告書｣(労働省労働時間課)

｢勤労者の生活意識に関する5カ国調査研究報告書｣(日本労働研究機構)

｢海外における雇用機会創出等に関する調査研究報告書Ⅲ｣(労働省外国人雇用対策課)

｢会社とサラリーマンの新しい関係に関する調査研究報告書｣(通商産業省企業行動課)

｢規制緩和の雇用労働領域に与える影響に関する調査研究報告書｣(通商産業省企業行動課)

｢現代アメリカ産業社会の変化と雇用労働に関する調査研究報告書｣(連合総合労働局)

｢賃金制度改革と労働組合の貸金政策の新たな展開に関する調査研究報告書｣(雇用促進事

1998年3月 ｢海外における雇用機会の創出等に関する調査研究報告書Ⅳ｣(労働省外国人雇用対策課)

1998年3月 ｢新時代の労使関係の実態および動向に関する調査研究報告書｣(通商産業省企業行動課)

1998年3月 ｢ゆとりある就労と豊かな生活時間に関する調査研究報告書｣(労働省労働時間課)

1998年3月 ｢職場労使関係の構造と労働組合の機能に関する国際比較研究｣(日本労働研究機構)

1998年3月 ｢経済構造改革が雇用問題 と労使関係に及ぼす影響についての調査研究｣(雇用促進事

業団)

1999年3月 ｢経済構造改革が雇用問題 と労使関係に及ぼす影響についての調査研究パー ト2｣(雇

用 ･能力開発機構)

1999年3月 ｢労働組合の賃金決定政策及び賃金体系政策の新たな展開に関する調査研究｣(雇用 ･

能力開発機構)

1999年3月 ｢職場労使関係の構造に関する国際比較研究｣(日本労働研究機構)

1999年3月 ｢雇用機会の就業形態の多様化の中での休憩時間に関する調査研究｣(労働省労働時間課)

1999年3月 ｢海外における創出等に関する調査研究報告書Ⅴ｣(労働省外国人雇用対策課)

1999年3月 ｢雇用と人事処遇の将来展望に関する調査研究｣(連合総合労働局)



1999年3月 ｢少子社会に対する企業及び労働組合の意識 と対応に関する調査研究｣(厚生省官房政

策課助成)

2000年3月 ｢若年労働者の雇用意識 ･行動の変化と労使の取 り組みに関する調査報告書｣(雇用 ･

能力開発機構)

2000年3月 ｢新 しい生産システム下における中核的技能者の育成に関する調査報告書｣(雇用 ･能

力開発機構)

2000年3月 ｢裁量労働制の適用可能性に関する調査報告書｣(日本労働研究機構)

2000年3月 ｢海外における雇用機会の創出等に関する調査報告書Ⅵ｣(労働省外国人雇用対策課)

2000年3月 ｢アジア諸国における労働時間関係諸制度の実施状況等に関する調査報告書｣(労働省

労働時間課)

2000年3月 ｢少子社会における勤労者の家族観に関する調査｣(厚生省官房政策課助成)

2001年3月 ｢若年労働者の雇用意識 ･行動の変化と労使の取 り組みに関する調査研究｣(雇用 ･能

力開発機構)

2001年3月 ｢新 しい生産システム下における中核的技能者の育成に関する調査研究｣(雇用 ･能力

開発機構)

2001年3月 ｢多様な就業形態の組み合わせと労使関係に関する調査研究｣(日本労働研究機構)

2001年3月 ｢国際的な人の移動に関する国内専門家による調査研究｣(日本労働研究機構)

2001年3月 ｢1週間単位の非定型的変形労働時間の実態に関する調査研究｣(厚生労働省労働時間

課)

2001年7月 ｢少子化社会における勤労者の仕事観 ･家族観に関する調査研究｣(厚生労働省科学研

究費補助)

※印は第一書林公刊
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