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1．はじめに

　近年の多くの経験的研究が明らかにするところによれ

ば，1980年代以降のアメリカ労働市場は，「新体制」の

到来を告知している．この「新体制」は，1980年代初頭

の深い景気後退の中から現われてきた名目賃金の伸縮性，

とりわけ労働組合の組織されたセクターにおける賃金の

伸縮性の増大によって特徴づけることができる．賃金決

定における「新体制」のこの出現は，1980年以前の時期に

関して計測された賃金変化方程式の予測する軌道よりも

はるかに低い水準で1980年以降の現実の賃金変化が推

移するという結果によって，しばしば証拠づけられてき

た（Flallagan（1984），Mitclle11（1985），Vroman－Abowd

（1988），Gordon（1988））．わたくしも，異なる観点からで

はあるが，1980年以前の諸期間に関して名目賃金変化方

程式を計測するのと同様にして，1980年以後の時期それ

自体に関しても方程式を計測し，その需要圧力の係数に

とりわけ顕著な相違があることを見い出したことがある．

そして，こうした結果は，次節で説明される産業予備軍

効果の期間から期間にかけての変動および1980年代に

おけるその効果の回復として解釈された（Tsum（1989a））．

さらに，名目賃金に対する産業予備軍効果のこうした変

動は，日本労働出鉱においても等しく観察され，しかも

近年におけるその回復は，1970年代中期以降であって，

アメリカの揚合よりもはるかに早いという証拠が提出さ

れた（Tsuru（1988））．

　この研究の目的は，産業予備軍効果のこの変動が，名

目賃金に留まらず，単位当り労働コストの変化一名彫

賃金変化率から実質蛍働生産性変化率を差し引いた値と
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して定義される一にも幽い出されるか否かという問題

を，戦後日米労働痴愚の双方のケースに関して考察する

ことにある．ここで，単位当り労働コストの変化を取り

扱う理由は，それがたんなる名目賃金よりも企業にとっ

ての費用条件をより直接に表示する変数だからである．「

加えて，単位当り労働コストは，1国民経済の国際競争

力に密接に関連する変数としても重要であろう．

　分析は，以下のような順序で進められる．第2節では，

産業予備軍効果に関する政治経済学の核心的議論が要約

され批判される．そして，この見地から，仮説二産業

予備軍効果の強度は期間から期間にかけて長期変動し，

団体交渉制度がその変動に対して顕著な効果を．もつ一

が導き出される．第3節では，仮説の計量経済学的検証

のためのデータと計測式が説明される．第4節では，そ

の仮説を支持する計測結果が提示され，その経済的・制

度的解釈が与えられる，第5節では，結論が要約され，

その含意が指摘される・

2・失業の政治経済学一産業予備軍効果

　2・1・「完全雇用の政治的側面」

　この節では，仮説を構成するために2っの新しい政治

経済学的アプローチが検討される。1つは「社会的蓄積

構造（Social　Structures　of　Acculhulatio且，以下SSAと

略記する）」理論であり，いま1っは「レギュラシオン

（r6gulation）」理論である．これらのアプローチは，資

本主義経済における失業め経済的機能に関して，伝統的

理解とは異なる見方を提供している．すなわち，失業は，

労働市揚における超過供給のたんなる代理変数を意味す

るだけではなく，労働市場に関連する社会的・制度的諸

条件を反映するものと見なされる．

　いうまでもなく，この見方は，その淵源をマルクスの

産業予備軍理論にまで遡ることができる．そこでは，失

業（産業予備軍）の存在は，生産の突発的拡大のための労

働力のプールとなるだけでなく，2重の機能をもつと考

えられる．第1に，「就業者により多くの労働を流動さ

せ」，第2に，より高い賃金を求める「現役軍の要求を抑
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制する」（Marx（1867）669，668）という役割がそれである．

けれども，この論理を現代の文脈においてより鮮明によ

みがえらせたのはカレツキである．「完全雇用の政治的

側面」と題された，今では古典となった作品において，

カレツキは，次のような洞察を与えている．完全雇用の

持続は，「社会的・政治的諸変化を生み出」し，その中

心には，「永続的完全雇用体制の下では解雇は懲戒手段

としての役割を果たさなくな」るという問題がある．そ

こでは，労働者の政治的力の増大と使用者の社会的地位

の低下が不可避となる．この結果，賃金上昇と労働条件

の改善をめぐる政治的緊張が醸成される．このために，

使用者の観点から見て，「完全雇用の持続は不健全であ

り，失業こそ「正常な」資本主義システムのかなめであ

る」（K：alecki（1943）326），　と．

　賃金と労働生産性の変動を規制する要因として，失業

が決定的に重要であるというカレッキの認識は，近年多

くの政治経済学者たちによって継承され，現代経済問題

の経験的分析に応用されてきた．そこでは，失業は，端

的に，生産過程と分配過程の双方において労働者の行動

を規制する懲戒手段という経済的機能を果たすものとし

て理解される・この理解にi基づいて，失業の脅威を通ず

る労働者の規律づけという失業の機能が重視され，その

機能が「産業予備軍効果」と呼ばれるのである1）．いい

かえれば，産業予備軍効果とは，賃金加速や生産性上昇

鈍化という問題を解決する資本主義的機構を意味する．

つまり，労働規律が低下して単位当り労働コストの上昇

が発生するような場合には，この問題を解決するものは，

究極的には失業の脅威にほかならない．したがって，こ

の理論的系譜においては，産業予備軍効果は，資本主義

経済の正常な作動にとって1つの必要条件であると位置

づけられている．

　2．2．SSAアプローチ

　SSAアプローチを提唱するアメリカの理論家たちの

貢献は，この産業予備軍効果が作用するメカニズムを定

式化す．るとともに，戦後期における産業予備軍効果の変

容を捉えたこ・と托ある．

　1）賃金と労働生産性の変動に対する産業予備軍効果
の理論的・経験的分析は，例えば，Boddy－Crotty（1975），

Kahn（1980），　Oster（1980），．およびGreeかWeisskopf

（1988）によって与えられている．カレツキの命題が多く

の関心を集めたのは，1960年代における完全雇用の実現，

1970年代における賃金爆発と生産性停滞，そして1980

年置における大量失業の発生と政府介入水準の低下とい

う現実の推移をその命題がいいあてていたためである．

この点については，Henley（1988）を見よ．
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　理論的には，労働者によって投入される労働努力が，

雇用時の稼得所得と失業時の代替的所得の期待値の開差

（失業コスト）の関数として調整されるタイプの，いわゆ

る労働規律モデルを展開することによって，SSA理論家

は，賃金と労働生産性に対して産業予備軍効果がいかに

作用するのかをミクロ経済的に明らかにした．ここで，

失業コストとは，代表的労働者にとっての職務中断にと

もなう失業の経済的脅威を測定する変数である．このモ

デルの比較静学分析から，彼らは以下の結論を導いてい

る．第1に，失業が減少するにともなって，利潤最大化

行動をとる使用者は，特定水準の労働努力を維持する目

的でより高い賃金を提示しなければならないので，賃金

は上昇する（BOwles（1985））．第2に，標準以下の仕方で

作業した劣働者を解雇するときに，企業が容易に他の労

働者で代替できないような労働市場条件の下では，失業

の減少にともなう失業コストの低下によって，労働努力

の水準ならびに労働生産性は低下せざるをえない（Rebi－

tzer（1987））．この結果，賃金と労働生産性の双方を反映

する単位当り労働コストの変動もまた，失業によって規

制されることになる（Rebitzer（1988，1989））．

　こうした理論的考察に劣らず重要なSSAアプローチ

の理論家たちの貢献は，上記の産業予備軍効果が，1960

年代末期までは正常に作用していたけれどもその後低減

したという経験的証拠を提出したことである．ゴードン，

ショァーを初めとする人々の分析によれば，アメリカの

民間非農業セクターにおける単位当り労働コストの変動

は，景気後退局面において，失業増にともなって低下す

るパターン（1948－69年）から失業増にもかかわらず上昇

するパターン（1970－79年）へと変化した（Gordon　et　a1．

（1984），Schor（1985a））．また，賃金変動のケースに限

定したものではあるけれども，ショアーは，産業予備軍

効果の正常な作用から低減へという推移が，アメリカと

日本を含むOECD主要9四国のグループに関して見、・

串されることを報告している（Schor（1985b））．産業予備

軍効果のこうした低減を生み出した要因は，1960年代を

通じた高雇用状態の持続と1970年代における所得代替

的社会支出の増大に帰することができる．なぜなら，こ

の推移によって，彼らの主張によれば，労働者に有利な

交渉力の長期的シフトが生じ，その結果，労働市場で発

生する失業がもはや労働者にとっての脅威に有効には直

結しなくなったからである（Weisskopf　et　a1．（1983），

Schor（1985b））．

　このように，SSA理論家は，単位当り労働コストに対

する産業予備軍効果の強度が1960年代後半以降顕著に
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低下していること，そしてその低減が使用者に対する蛍

働者に有利な交渉上の地位のシフトに相関すること，こ

の2点を適切に捉えているといえる．

　しかしながら，このアプローチは，そうした産業予備

軍効果の変動と労働市揚の制度的枠組の展開とがいかに

関連するかという中心問題に関して，不明確に留まって

いる．「社会的蓄積構造」という概念が，資本蓄積を支

える制度的諸要因を重視するために提唱されたことを想

起するとき，この不明確性は深刻である．SSA理論家

によって，戦後期の支配的雇用関係は，「労使間の暗黙

の合意（1a㎞r　accord）」と呼ばれ，その核心は団体交渉

制度にあるものとされた（Gordon　et　a1．（1982））．「労使

間の暗黙の合意」の下では，使用者と雇用者は，交渉を

通じて労働条件を規制するとともに，賃金p給付の水準

と構造の決定に焦点を定める．SSA理論家によれば，

「暗黙の合意」に立脚した労使関係は，1960年置に最盛

期を迎え，1970年代初頭以降，労使対立の激化や労働組

合の組織され’ていない事業所からの競争圧力等の要因の

ために瓦解しはじめた（Edwards－Podgursky（1986））．

「労使間の暗黙の合意」は，賃金と労働生産性の決定の

制度的枠組を形成するので，その確立と解体は，産業予

備軍効果の作用状態の変化と強い連関をもつはずである．

ところが，以上のような「労使間の暗黙の合意」に関す

る観察は，さきに見た産業予備軍効果の計量経済分析

にはうまく統合されていない・これに加えて，産業予備

軍効果の分析は，より最近の推移を含むように最新のも

のにされていないという問題もある・もっと特定化して

いえば，SSA理論家は，1980年代における失業の脅威

の増大や団体交渉制度の内部における転換一それは後

に述べるように，譲歩交渉に関する広範な経験的研究

（Koc11飢et　a1．（1986）など）によって証拠づけられてい

る一が，産業予備軍効果の作用状態にいかなる変化を

もたらしているのかという問題に十分な注意を払ってい

ないのである（補論1参照）．

　2・3・レギュラシオン・アプローチ

　以上で指摘された問題は，レギュラシォン・アプロ出

チを提起するフランスの理論家によって取り上げられ，

より詳しく分析された。レギュラシオン理論の命題を産

業予備軍効果の作用状態の変化という問題に焦点を絞っ

て要約すれば，以下のようになる．

　第1に，レギュラシオン理論家は，団体交渉制度の確

立と産業予備軍効果の低減との間の理論的対応関係を重

視する．彼らは，第2次大戦後の資本蓄積の経験をフォ

ーディズム（大量消費と結合した大量生産のシステム）と
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して特徴づける．このマクロ経済モデルにおいて，規則

化された賃金上昇は，消費財およびその他の関連産業へ

の内需の安定的成長を保障する．そして，この需要増加

は，投資のいっそうの増大を刺激し，規模の経済性を通

じて労働生産性の上昇を帰結する．さらに，生産性上

昇は，翻って賃金上昇に必要とされる資源を提供する

（Boyer（1988a））．こうしたフォーディズムに基づく成長

の好循環の下で，労働二二の需給状態のいかんにかかわ

らず持続的賃金上昇を規則化するものが，団体交渉制度

にほかならない．成長体制のこのモデルを一与えられたも

のとすると，賃金や労働生産性は，もはや労働二二の需

要条件の短期的変動に対して反応する必要はない．むし

ろ，必要とされるのは，賃金と生産性の非伸縮的な調整

（「独占的レギュラシオン」）である．したがって，産業予

備軍効果は，フォーディズムという成長体制の下では，

完金にその機能を停止するものと見なされる（Aglietta

（1979），Boyer（1979））．

　第2に，レギュラシオン・アプローチにおいては，フ

ォーディズムに基づく蓄積パターンが瓦解した1970年

代末期以降の労使関係と労働市場の再編成の方向が分析

される．ボワイエらによれば，内需の成長に支えられた

フォーディズムという成長体制は，国際競争の激化と供

給ショックの発生によって，1970年代末期までに解体し

た．その結果，フォーディズムという成長体制に適合的

であった社会的諸制度，とりわけ団体交渉制度が，激

化した競争環境の下で資本蓄積にとって拘束となりはじ

めた．そこで，先進資本主義諸国では，フォーディズム

の瓦解を受けて制度的再編成が模索され，その一環とし

て国際競争力の強化をめざした労働のフレクシピリティ

が追求されてきた．こうした労働のフレクシビリティは，

彼らの概念構成によれば，生産組織から社会保障制度に

至る労働力の再生産過程の各段階における変化を含む広

範な現象として理解されるべきものである．けれども，

その典型的な事例は，団体交渉制度の範囲外にある（例

えば人材派遣業やパートタイム雇用等のような）新たな

雇用形態の拡大に見い出すことができる．したがって，

労働のフレクシビリティの追求は，団体交渉制度に対し

て明確に否定的な効果をもった．つまり，そうした雇用

形態が拡大するにつれて，それは，団体交渉制度の存立

を脅かし，未組織労働者というよりも組織労働者が賃金

と労働条件の悪化を受け入れざるをえないという，戦後

の慣行とは正反対の状況を生み出したのである（Margi－

rier（1983），Boyer（1988b））．

　この理論は，フォーディズムに基づく蓄積パターンの
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瓦解の結果として，フォーディズム以後の制度的再編成

が生じてきたこと，とりわけ労働のフレクシピリティの

追求がその再編成のかなめであることを明らかにしてい

る．そして，この変化を通じて，先進資本主義諸国にお

ける労使関係と労働市町が，1970年代末期以降根本的な』

変化を経験してきたことを示唆している．

　けれども，レギュラシオン理論家によって行われ，る議

論にも問題がある．第1に，フォーディズムの下では，

団体交渉制度とその影響によって産業予備軍効果が完全

にその機能を停止するという主張は，明快ではあるが明

らかに誇張を含んでいる．例えば，1980年以前の労働組

合効果に関する標準的研究によれば，名目賃金に関して

は，組合の存在は，賃金の需要圧力に対する反応性を著

しく弱めるが，その反応性を完全に除去することはない

（M：itche11（1980））．また，産業予備軍効果の完全な機能

停止という命題は，先ほど紹介した単位当り労働コスト

に対するその効果が，少なくとも1960年代末期までは

作用した後にはじめて低減したというSSA理論家によ

って提出された経験的証拠とも背反する．第2に，先進

諸国において追求され’ている労働のフレクシビリティの

諸相に関する詳細な制度的観察にもかかわらず，近年に

おけるそうした制度的再編成は，産業予備軍効果の作用

状態に何をもたらしているかという問題の分析がきわめ

て不十分である（難論1参照）．

　2・4・仮説

　これまでの検討から明らかになったように，SSAおよ

びレギュラシオン・アプローチは，ともに戦後期を通じ

た産業予備軍効果の変化に関する完結した説明を提供す

ることには成功していない．しかしながら，それらの理論

は，労働市揚における産業予備軍効果の作用状態の変化

と労働市揚の制度的枠組の推移との関連に新たな光をあ

てることによって，従来の分析とは異なる戦後労働市揚

の時期区分の基準を設定し，仮説を構成するのに必要な

要素を提供している、すなわち，戦後期は，1960年代末

期と1970年代末期を2つの分水嶺として，・産業予備軍効

果の作用状態を異にする3つの期間にわかれると見るこ

とができる，一方において，SSAアプローチによって指摘

されるように，使用者と労働者の間の相対的力関係が長

期的に労働側に有利にシフトし1たことを反映して，1960

年代末期を転換点として産業予備軍効果の強度が低減し

た．他方において，レギュラシオッ・アプローチによっ

て示唆されるように，1970年代末期以降フォーディズム

に立脚した成長体制の解体を受けて，労働のフレクシビ

リティが追求された結果として，産業予備軍効果は第2
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の転換点を経験し，再びその作用を取り戻した．

　こうして，SSAおよびレギュラシオン・アプローチの

理論家たちによって提供された産業予備軍効果に関する

命題を批判的に統合することによって，今や以下の仮説

を構成することが可能となる．第1に，単位当り蛍働コ

ストの変動に対する産業予備軍効果の強度は，戦後期に

おいて期間から期間にかけて変動している．それは，

1960年代末期までは相対的に強かったけれども，1970

年忌には低減し，1980年代には回復している．第2に，

産業予備軍効果の強度の期間から期間にかけてのそうし

た変動に対して，団体交渉制度の動向が顕著なインパク

トを与えているという仮説がそれである．

3・データと計測式

　3・1・セクター分割と期間区分

　以上で要約された政治経済学的観点からすれば，産業

予備軍効果に対する団体交渉制度の影響に明示的な注意

を払いながら，その効果の期間から期間にかけての変動

を分析することが重要である．この検討のためには，単

位当り労働コストが団体交渉制度の影響を受けているか

否かを識別したデータが必要とされる．けれ，ども，アメ

リカおよび日本経済の双方に関して，そうしたデータは

利用可能でない．そこで，ミッチェル（M：itclle11（1980））

に従って，間接的方法を用いてそのデータを構築した．

アメリカ経済に関しては，非農林28産業を，20．4％（1970

年の平均組織率）以上の組織率をもつ高位に組織された

セクターと20．4％以下の組織率をもつ低位に組織された

セクターへと分類した2）．日本経済に関しては，非農林

18産業を，35．0％（1970年の平均組織率）以上の高位に組

織されたセクターと35．0％以下の低位に組織されたセク

　2）産業の分類は次の通りである．高位に組織された
セクターに属するのは，（1）鉱業，（2）建設業，（3）食品，

（4）タバコ，（5）衣服，（6）木材・木製品，（7）家具・装備品，

（8）紙・パルプ，（9）出版・印刷，（10）化学，（11）石油・石

炭，（12）ゴム・プラスティック，（13）皮革，（14）窯業・土

石，（15）1次金属，（16）金属製品，（17）一般機械，（18）電気

機械，（19）輪送機械，（20）その他製造業，（21）トラック運

輸・倉庫業，（22）天然ガスを除くパイプライン業，（23）

電話通信業，（24）電気・ガス・上下水道業である．低位

に組織されたセクターに分類されるのは，（25）繊維，（26）

精密機械，（27）卸売業，（28）銀行業である．

　3）産業の分類は次の通りである．高位に組織された
セクターに属するのは，（1）鉱業，（2）繊維，（3）化学，（4）

石油・石炭製品，（5）1次金属，（6）電気機械，（7）輸送機械，

（8）精密機械，（9）電気・ガス・水道業，（10）運輸・通信業，

（11）金融・保険業である．低位に組織されたセクターに
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表1　単位当り労働コスト変動に対する需要圧力の

　正規化された循環的効果，アメリカおよび冨本匹

景気循環
の後退局面

単位当り実質
労働コストb
　　（1）

単位当り名目
労働コスト
　　（2）

1．アメリカ

　　1960－1961

　1969－1970

　1973－1975

　　1980－1980c

　1981－1982
2．日本

　1961－1962

　1964－1965

　．1970－1971

　1973－1975

　1977－1977d

　1980－1983

　1985－1986

一10．705．

一4．098

十〇．531

十4．584

－1．497

一18．433

－26．606

－12．487

－3．117

－29．022

－1．960

－73．020

一4．524

－5．619

－9．508

十2．039

－17．941

一15．667

－24．178

－14．553

－13．049

－37．756

－14．320

－59．160

邑数字は次式によって計算された．

　　　　　　　　ひしσP＋1，ゴーひしσ‘＋1，ゴ＋1

　　　　　　　　　PPp，ゴー1）Pδ，’＋1

ただし，σゐ0は単位当り実質または名目労働コストの変化率，1）Pは、

労働市場の需要圧力の指標，pは景気循環の叫哲は景気循環の谷，ゴ
は景気循環番号である．アメリカに関して用いられた需要圧力の指標は

求人広告・失業比率である。日本に関して用いられたその指標は有効求

人倍率である。

b単位当り実質労働コストは，単位当り名目労働コストをインプリシッ

ト価格デフレータでデフレートしたものとして定義される．

cこの計算は1979年を景気循環の山としてなされている。

dこの計算は1976年を景気循環の山としてなされている．

ターに分類した3）．次いで，単位当り労働コスト変化率

一産業別の時間当り名目賃金変化率から産業別の時間

当り産出量の変化率を差し引いた二一を，全産業とと

もに，高位に組織されたセクターおよび低位に組織され

たセクターに関して計算した4）．

　セクター分割に続いて必要とされるのは，適切な期間

区分を行うことである．前節で論じられたように，SSA

およびレギュラシオン・アプローチによって，1960年代

末期と1970年代末期が転換点であると推測されている，

けれども，それ，らのアプローチによっては，転換の具体

的年次までは特定化されない．そこで，この特定化を行

うために，以下のような計算を試みた．景気循環の山と

谷の間の需要圧力の指標の差で割られた，単位当り労働

コストの変化率の百分率変化の計算がそれである．その

結果は表1に掲げられている．

分類されるのは，（12）食料品，（13）パルプ9紙，（14）金属

製品，（15）窯業・土石製品，（16）一般機械，（17）建設業，

（18）卸売・小売業である．

　4）以下の分析で使用される変数とそのデータ・ソー

スの説明は，補論2．で一括して与えられる．

　表示された数字は，景気後退にともなう需要圧力の指

標の変動の程度で正規化された，単位当り労働コストの

変化の減速（一）また‘ホ加速（＋）を意味している．こうし

た正規化がなされる理由は，単位当り労働コストの観察

された変動がどの程度激しい景気後退によってもたらさ

れたのかを考慮するためである．1「 �ﾍ単位当り実質労

働コストに関する結果であり，2列は単位当り名目労働

コストに関する結果である．いずれの揚合でも，単位当

り労働コストの上昇は，1960年代における景気後退にあ

っては，アメリカと日本の双方において強い減速のパタ

ーンを呈していた．けれども，アメリカにおいては，

1973－75年景気後退と1980年景気後退中に，その減速の

程度が弱まるかあるいはむしろ加速してしまうようにな

った．同様にして，日本の1970－71年および1973－75年

景気後退においても，単位当り労働コストの減速の程度

は，それ以前の時期と比較して低下が見られた，しかし，

単位当り労働コストは，アメリカにおいては1980年景

気後退に続く時期において，また日本において1ま1973

－75年景気後退に続く時期において，再び強い減速のパ

ターンを回復している．

　こうした観察に基づいて，以下のような期聞分割が行

われた．アメリカに関しては，全期間（1959－87年）が，

1959－69年，1970－79年，および1980－87年に区分され

た．日本に関しては，その同じ全期問が，1959－70年，

1971－76年，および1977－87年に分割された．、この時期

区分は，景気循環の谷・谷基準に基づいてなされている．

　3．2・単位当り労働コスト方程式

　第2節で与えられた仮説を検証するためには，産業予

備軍効果の作用状態を表示する単位当り労働コスト方程

式を計測する必要がある．産業予備軍効果．に注目する見

方は，景気循環の各局面において単位当り労働コストの

変化を調整する労働市場の需要圧力の能力を強調するか

ら，景気循環の局面を観察の単位として方程式を計測す

ることが望ましいかもしれない5）．けれども，各期間と

各セクダγごとのサンプル数の制約のために，その種の

分析は不可能である，このため，’こ．こでは単位当り労働

コスト方程式の通常の時系列分析を行わざるをえない．

　と．ころで，失業に連関する単位当り労働コストの調整

に関しては，例えば賃金の揚蓋のフィリップス方程式の

ような，一般的に受け入れられた関数形というものは存

　5）実際，ショアーによるOECD　9力国｝≒関する産業

予備軍効果の分析は，景気循環の拡張局面と後退局面を
観察の単位として，実質賃金の加速または減速を問題と
している（Schor（1985b）），

「
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在しない．したがって，ここでは単位当り労働コストの

決定要因である名目賃金と実質労働生産性を説明する方

程式，およびその両者の決定に関連する物価に関する方

程式を利用することによって，単位当り労働コスト方程

式を特定化するという手順を踏むことにしたい．

　利用される名目賃金，実質労働生産性，および物価に

関する方程式は，それぞれ次のようにきわめて標準的な

ものである．第1に，名目賃金決定方程式は，従属変数

としての名目賃金変化率が，独立変数としての労働市場

の需要圧力の変数，ラグ付き消費者物価指数変化率，お

よび価値労働生産性変化率に依存するという関係を想定

する．第2に，実質労働生産性の変化は，実質賃金の変

化と実質産出量の成長によって決定されると想定する．

蛍働生産性の変化がこの2つの要因に関係づけられるの

は，CES生産関数が前提され，実質賃金と労働の限界生

産力の比例性，および規模の経済性が考慮されるためで

ある．第3に，物価の変化は，単位当り名目労働コスト

の変化だけによって規定されると想定する．以上3つの

関係が前提されるならば，その一種の誘導形として，た

だちに次のような単位当り労働コスト方程式が導き出さ

れ，る6）．

　（1）　σ加Fα。＋α11）P8＋α2為‘．、＋α3ナ8＋秘～，

ただし，ひしO8は単位当り労働コスト変化率，1）P‘は労

働市揚における需要圧力の指標，真‘一1は消費者物価指

数変化率，島は実質産出量変化率，％は確率的誤差項

である．

　この式の意味するところは，．生産物1単位当りの賃金

コストの変化を表現する単位当り労働コストの変化は，

基礎にある名目賃金，実質労働生産性，および物価の決

定要因を反映して，労働市揚の需要圧力，消費者物価指

数変化率，および実質産体量の変化率によって説明され

るということである．

　ここで，分析の焦点は，需要圧力の係数に定められる．

つまり，それが産業予備軍効果の強度を表示するものと

して解釈される．この点に関して，労働市揚の需要圧力

の指標としでの民間失業率（アメリカ）と即金失業率（日

本）は，労働力の人口学的構成の変化のために上方にシ

フトし，それゆえ需要圧力の適切な尺度ではないという

主張がしばしば行われてきた・この問題に対処するため

に，失業率とならんで，アメリカに関しては求人広告数

と失業者数の比率が用いられ，日本に関しては有効求人

倍率（学卒を除く）が用いられる・
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　ところで，さきの産業予備軍効果に関する仮説を検証

するためには，方程式（1）式は，各期間と各セクターご

とに計測されなければならない・このことは，サンプル

数の確保のために，プールされた横断面・時系列データ

の構築を要請する．その結果，計測にあたっては，（1）

式は（2）式へと転換される．

（2） σL（為8勃。＋ゐρ・P‘＋ゐ、為ε．、＋ゐ，】㌔

　　　　十ゐ45彿勿1：γ∫加。ん1診

　　　　＋ゐ5sゆμツ5ゐooた玩

　　　　＋1％伽3〃ツDπ㈱3づθs＋勿蛋‘2，

ここで，ひしσ鶴は産業盛時間孟における単位当り労働

コスト変化率，刀．P‘は，アメリカの揚合には民間失業率

の逆数または求人広告・失業比率が用いられ，日本の揚

合には完全失業率の逆数または有効求人倍率（学卒を除

く）が用いられる．マ鶴は産業6時間亡における実質産

出量変化率である．その他の変数は（1）式の定義と同じ

である．ただし，外生的ショックの影響をコントロール

するために，1973－74年号1978－79年に関するダミー変

数（5％鍾そγ5ゐ06ん1と5z4rρ」ニソ5ゐoρた1τ）が導入される．

また，産業に関するダミー変数（動引導yD吻禰θε）も

っけ加えられている．

　以上から明らかなように，（2）式は，横断面単位のダ

ミー変数が現われるが時間単位のダミー変数が省略され

るタイプの共分散モデルである7）．以下では，通常の最

小自乗法を用いて（2）式が計測される．

4・経験的分析

　6）　ζ．の特定化に際しては，小野（1973）307－77および

小野（1985a）が参照された．

　4・1・計測結果

　戦後アメリカおよび日本経済における単位当り労働コ

スト方程式の計測結果は，表∬に要約されている．1959

－6911959－70年に関しては，需要圧力の指標の変化が単

位当り労働コストに与える効果の推定値は，期待される

符号をもって5％水準で有意である（1－4列）．需要圧力

の係数は，1970－79／1971－76年の期間中に，その予測さ

れる符号とは反対の符号になっている（8列を除いて）．

これに反して1需要圧力の変数は，1980－8711977－87年

に関しては，再び符号条件を満たし5％水準での統計的

有意性を回復している（9－12列）．

　需要圧力とは異なって，消費者物価の上昇に関する結

果は不明確である．どちらかといえば，その係数は，

　7）　このタイプのモデルは，最小自乗ダミー変数モデ

ルとも呼ばれ，横断面・時蘭単位の双方に関するダミー

変数をともなう共分散モデルよりも一般的である．これ
については，例えば，K：mellta（1986）630－5を見よ．
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表II単位当り労働コスト：方程式の計測結果，全産業，アメり

　　　　　　　　　（従属変数＝単位当り労働コスト変化率）

1959－1969 1959－1970 1970－1979 1971－1976

独立変数 アメリカ 日本 アメリカ 日本

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）

1．需要圧力

a．求人広告・失業比率　　　4．368＊＊
　　　　　　　　　　　（6．640）

b．民間失業率

。．有効求人倍率．．

d．完全失業率

2．消費者物価変化率

3．実質産出量変化率

4．供給ショックIb

5．供給シ。ックHC

6．定数項

Adj．　R2

S，E．　E．

Duτbin－Watson

サンプル数

　0．328
　（1．550）

　一〇．504＊掌

（一15．447）

一3．059串＊

（一3．448）

　0．625

　2，686

　2．143

　308

30．473率ホ

（6．750）

　0．413林
　（2．050）

　一〇．506＊環

（一15．559）

一6．642寧零

（一5．915）

　0．627

　2．680

　2．130

　308

4。672＊虚

（4．621）

　0．229串
　（1．672）

　一〇．846＊準

（一25．205）

一1．567
（一1．121）

　0．809

　3，874

．1．847

　216

　10β94＊掌
　（2．748）

　一〇．006
（一〇．028）

　一〇．835寧＊

（一23．849）

一4．607＊
（一1．854）

　0．796

　4．003

　1．817

　216

一9陰432象寮

（一2．037）

　一　　　　一84．181掌＊
　　　　　（一4．796）

　一〇．367　　　　　－0．810＊＊

（一1．213）　　　（一3．282）

　一〇．403寧牟　　　一〇．460ホ＊

（一10．666）　　（一11。879）

　3。475孝掌　　　　　3．034＊寧

　（3．754）　　　　　（4．443）

　6．333ホ＊　　　　　5。120索＊

　（4．833）　　　　　（7．979）

　18。763瑠串　　　　30．204ホホ

　（4．266）　　　　　（6．862）

　0．454　　　　　　　0．492

　4。000　　　　　　3．858

　1．948　　　　　　　2．074

　　280　　　　　　280

一2．690
（一〇．900）

　　　　　　　9．830ホ
　　　　　　（1．729）

　一〇．390＊ボ　　　一0．135

（一2曾539）　　　（一1．074）

　一〇．966ホ宰　　　一〇．962＊＊

（一25曾738）　　（一25．860）

　11．759＊率　　　　10．089＊掌

　（6．741）　　　　　（9．374）

12．735ホ禦　　　　　1．071

（2．728）　　　　　（0．207）

0．899　　　　　　　0．901

4畳912　　　　　　4．851

2．287　　　　　　　2●317

108　　　　　108

＆カッコ内の数値は‘一統計量である．＊は90％の信頼水準で有意であり，＊＊は95％の信頼水準で有意であることを意味する．変化率は100＊（10g

b供給ショック1は1973および74年に1，その他の年に0であるダミー変数である．
o供給ショッ．クHは1978および79年に1，その他の年に0であるダミー変数である．

1959－69！1959－70年および1980－8711977－87年に関して，

期待される符号をともなって有意であるように見える

（2－3列と9－11列）．他方，単位当り労働コストの変化に

対する実質産出量の変動の効果は，きわめて明瞭であっ

て，アメリカよりも日本において強い．さらに，1970年

代1とおける供給ショックの影響をコントロールするため

に導入されたダミー変数は，次のことを示している．す

なわち，第1次シ目ックは，日米両国において，単位当

り労働コスト変化率を上方に押し上げたけれども，第2

次シ目ックは，アメリカの揚合にのみ正の有意な効果を

もった（5－8　螂と11－12　の．

　表皿は，アメリカにおける高位ならびに低位に組織さ

れたセクター．別の結果を掲げたものである．．1959－69年

に関しては，高位に組織されたセクター．の需要圧力の係

数は，低位に組織されたセクターのそれとほぼ同程度か，

またはそれよりもわずかに小さい（1－4ケ日・需要圧力の

係数は，1970－79年の期間中には，期待され’る符号また

は統計的有意性を失っている（5唱列），しかしながら，

1980－87年においては，その係数は，高位に組織された

セクターに関して，期待される符号をともなって5％水

準で有意性を回復．している（9－10列）．．これとは対照的に，

低位に組織されたセクタ四に関する係数は，いずれの揚

合にもいぜんとして棄却域に落ちる（11－12． �j．

　全産業の場合と同様に，消費者物価の上昇に関する結

果は，確定的ではない．概して，高位に組織されたセク

ターにおいて，あるいは1980－87年の期間中に，消費者

物価の影響は，より強いように見える（2列と9－12列）．

また，産出量の成長が単位当り労働コストの変化に対し

てもつ効果は，1959－69年については，高位に組織され

たセクターよりも低位に組織されたセクターにおいてよ

り強いけれども，1980－87年については，それと逆にな

っている（1－4列と9－12列）．さらに，供給ショックの影

響は，高位に組織されたセクターに関してより明瞭であ

る（5－8列）．

　日本における高位ならびに低位に組織されたセクター

に関する計測結果は」表IVで与えられている．主要な発

見事実は，需要圧力の変数にかかわる．1959－70年に関

しては，需要圧力の変数が単位当り労働コスト変化率に

およぼす効果は，低位に組織されたセクターにおいてよ

りも高位に組織されたセクターにおいて相対的に弱いか，

またはほぼ同程度である（1－4列）．1971－76年の期間中

は，需要圧力の係数は，例外なく統計的にゼロと異なら
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1980－1987

アメリカ
（9） （10）

　1977－1987

　　日本
（11） （12）

8．181桝
（2．854）

48。273零寧

（2．641）

一　　　　　　24．241噂零

　　　　　（4．750）

　0。776毒率　　　　　0．766寧零　　　　　0．598喀零

　（8．259）　　　　　（8．158）　　　　　（5．109）

　一〇．474率零　　　一〇．473傘＊　　「一〇．983ホ串

（一10ピ485）　　（一10即し33）　　（一52．078）

一6。921零＊

（一3．049）

　0．581

　4．552

　2125

　224

　51．956＊事
　（7．456）

　一〇．389零ホ

（一2。948）

　一〇．988＊ホ

（一56456）

　　　　　　0．203　　　　　－0．769
　　　　　　（0齢288）　　　（甲1．142）

一9．636＊事　　一15。936串曝　　一17．892＊零

（一3．054）　　　（一4，252）　　　（一6沸98）

　0．578　　　　　　　0．938　　　　　　　0，947

　4．565　　　　　　3．661　　　　　　3．390

　2．126　　　　　　2．043　　　　　　1．936

　224　　　　　　　　198　　　　　　　　198

－‘一109忍‘辱Dで計算される．

ない（5－8列）．ところが，1977－87年に関しては，需要

圧力の効果は再び観察されるようになる．しかも，1959

－70年に関する結果とは逆転して，低位に組織されたセ

クターに対して高位に組織されたセクターが，より大き

な係数を生み出している（9－12列）・

　他方，消費者物価上昇に関する結果は，一貫性をもた

ない．他の時期と比較して，1977－87年期に統計的有意

性が高いけれども，符号は不安定である（9－12列）・これ

に対して，産出量の成長が単位当り労働コストの変化に

与える影響に関する結果は，期間とセクターを問わず安

定的である．最後に，第2次供給ショックの作用は無視

できるほどであるが，第1次シ目ックの衝撃は，いずれ

のセクターでも単位当り労働コストを上方へと押し上げ

ている． i5－8列と9－12列）8）・

　4・2・計測結果の解釈

　以上で提出された回帰分析の結果は，単位当り労働コ

ストに対する産業予備軍効果の強度が期間から期間にか

けて変動したという仮説に対して，強力な支持を与えて

　8）表H－IVで報告が割愛され’ている産業ダミー変数

に関する結果は，請求により著者から利用可能である．

いる．戦後アメリカおよび日本経済において，産業予備

軍効果は，1950－60年代には正常に作用していたけれど

も，1970年代には低減した．だが，1980年代には再び

その作用を取り戻している．

　しかしながら，以上の結果が同時に浮かび上がらせて

いるのは，団体交渉制度の産業予備軍効果に対してもつ

インパクトが，1950－60年代と1980年代との間でけっし

て同じではないという事実である．1950－60年代におい

ては，高位に組織されたセクターが，低位に組織された

セクターと比較して相対的に弱いか，あるいは同程度の

産業予備軍効果を生み出していた．これとは対照的に，

1980年代においては，産業予備軍効果は，低位に組織さ

れたセクターよりも高位に組織されたセクターにおいて，

より強力にその作用を貫いている・

　1980年以前のアメリカ労働市場を対象とした諸研究

の結果ではあるけれども，団体交渉制度の存在は，賃金

の失業に対する反応性を顕著に弱め，失業が労働生産性

に対してもつ効果を減殺することが明らかにされている

（Mitche11（1980），Oster（1980））．そして，より重要なこ

とであるが，団体交渉制度の存在は，単位当り労働コス

トの失業に連関する変化を小さくするということも確認

されている（Rebitzer（1988，1989））．石皿と表IVの結果

は，そうした結論とおおむね整合的である．したがって，

ここで取り扱うべき問題の核心は，アメリカに関しては

1980年以降，日本に関しては1977年以降，なぜ低位に

組織されたセクターと比較して高位に組織されたセクタ

ーが，単位当り労働コストの変動に対する産業予備軍効

果の回復により積極的に寄与してきたかということにあ

る．この問題に対する確定的解答は，これまでのところ

体系的な実証分析を通じて与えられていない・けれども，

先行諸研究に基づいて，以下の指摘をすることは可能で

ある。

　アメリカの経験　アメリカにおいては，1980年置初頭

以降広範に拡大してきた譲歩交渉の影響が決定的に重要

である．ここで，譲歩交渉とは，賃金切下げ・凍結と労

働慣行の劇的な見直しを含む妥結を意味する．注意すべ

き点は，譲歩交渉が労働組合の既存の交渉構造に手をつ

けることなく，1970年代と1980年代初頭に組織労働者

によって獲得された組合賃金プレミアムの使用者へのた

んなる払い戻しを意味するものではないということであ

る．むしろ，譲歩交渉は，判司関係システムの構造それ

自体を根本的に変更するものと考えるべきである．その

変化は，2っの部面で捉えることができる．

　分配過程においては，譲歩交渉は，賃金交渉の主たる
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表111 単位当リ労働コスト方程式の計測結果， 高位および低位に組織された

（従属変数冒単位当り労働コス ト変化率）

1959－1969 1970－1979

独立変数 高位 低位 高位 低位
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）

1・需要圧力

＝E求人広告・失業比率 4。399帥

『
4．936軸

一
一11．100韓

一
1，368

一（6，269） （2．592） （一2。193） （0．118）

h民間失業率
一

3α683榊

一
34．290軸

一
一91．122軸

｝
一38．243

（6．375） （2．618） （一4．766） （一〇．846）

2・消費者物価変化率 0，302 0．387零 0，349 0，449 一〇408 一〇．841帥 一〇．029 一〇．536
（1．337） （1．805） （0．573） （o．775） （一1．226） （一3．105） （一〇加9） （一〇，880）

3・実質産出量変化率 一〇．481串串 一〇．483軸 一（L664帥 一〇．665牌 一〇．395躰 一〇．454艸 一〇沸36牌 一〇．476帥
（一13。882） （一13．997） （一6．763） （一6．785） （一9．659） （一10£84） （一4．139） （一匹291）

4。供給シ日ックIb
一 一 一 一

3．500帥 2．910躰 3，254 3．779寧
（3．463） （3．921） （L391） （2，124）

5・供給シ日ックHC
｝ 一 一 一

6．631縣 5．104申率 4，300 5．128＊率

（4。628） （7．303） （1．312） （3，112）

6．定数項 一3．109鱒 一6．715輯 0，330 一3．693 19．949韓 31．579軸 4，125 14，391
（一3．505） （一5．822） （0．227） （一1．542） （4．169） （6．608） （0．386） （L302）

Adj，R2 0，628 0，630 0，618 0，619 0，448 0，490 0，449 0，461

S．E．　E． 2，645 2，639 2，913 2，908 4，041 3，883 3，820 3，777

D江rbin－Watson 2，095 2，081 2，236 2，235 1，943 2，063 ’2：081 2，220

サンプル数 264 264 44 44 240 240 40 40

魯　カッコ内の数値は‘一 統計量である． ＊は90％の信頼水準で有意であり，＊＊は95％ の信頼水準で有意であることを意味する． 変化率は 100＊（109
b 供給シ霧ック1は1973および74年に1，その他の年に0であるダミー変数である。
o 供給ショック皿は1978および79年に1，その他の年に0であるダミー変数である．

衰IV 単位当り労働コスト方程式の計測結果， 高位および低位に組載された

（従罵変数＝単位当り労働コス 卜蛮化率）

1959－1970 1971－1976

独立変数 高位 低位 高位 低位
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）

1．需要圧力

＝D有効求人倍率 4．042牌

一
5．653韓

一
一2．885

『
一2．720

一（2・937） （ふ845） ’（一〇．698） （一〇．620）

b．完全失業率

『
1α137韓

『
10．876嘩

一
10，959

一
8，191

（1．998） （L911） （1．392） （1．007）

2．消費者物価変化率 0，244 一〇．018 0，207 0，016 一〇．324 一〇．044 一〇．488韓 一〇．262
（1・312） （一〇．060） （1，029） （0．048） （一1．520） （一〇。257） （一2．216） （一1．311）

3．実質産出量変化率 一〇．849榊 一〇．841韓 一〇．842艸 一〇．817牌 一〇．972韓 一〇．966軸 一〇．939紳 一〇．942林
（一20421） （一19．702） （一14．054） （一12．629） （一22．021） （一22．091） ．（一10．681） （一11．095）

4．供給シ。ックIb
一 一 一 『

11，745軸 9．936＊寧 12．017帥 10．381林
（4．885） （6．681） （4．602） （6．678）

5．供給シ闘ック皿c

一 『 一 ｝ 一 一 一 一
6．定数項 一1．085 一4．323 5。335輔 2，405 12．289零 一〇．570 19．813牌 9，536

（一〇．660） （一1・360） （3．189） （0・671） （1・965） （一〇．082） （3．176） （1・307）

Adl．　R2 0，813 0，805 0，785 O，754 0，907 0，909 0，851 0，854

S．］暖］臥 4，121 4，199 3，511 3，754 5，325 5，252 4，354 4，311

1地r1）㎞一Watsαn 1，710 1，693 1，831 1，790 2，318 2，358 2，211 2，256

サンプル数 132 132 84 84 66 66 42 42

亀　カッコ内の数値は‘一 統計量である． ＊は90％の個頼水準で有意であり，＊宰は95％の信頼水準で有意であることを意味する， 変化率は100＊（109
．b．供給シロック1は1973および74年に1，その他の年に0であるダミー変数である．

。　供給シBヅク皿は1978および79年に1，その他の年に0であるダミー変数である．
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1980－1987

高位 低位
（9） （10） （11） （12）

8．306樽
（2．607）

　0．810牌
　（7．711）

　一〇。480零＊

（一10．008）

一7．198率零

（一2。961）

　0．596

　4，684

　2．101

　192

7．605

（L251）

48。939＊ホ　　　　　　　　　　　　　　45．625

　（2．409）　　　　　　　　　　　　　　　．（1．177）

　0．799寧串　　　　　0．605ホ率　　　　　0．597索準

　（7●618）　　　　　（3。118）　　　　　（3．078）

一〇．479寧寧　　　一〇．273ホ　　　　一0．272

（一9●959）　　　（一1．715）　　　（一1●701）

一9．945零串　　　一2．401　　　　　－5．035

（一2β91）　　　（一〇．655）　　　（一〇β50）

　0．594　　　　　　0．336　　　　　　0．332

　4，698　　　　　　3．647　　　　　　3．660

　2．102　　　　　　2．090　　　　　　2．087

　192　　　　　　　32　　　　　　　32

瓦一10g濁一三）で計算される．

セクター，日本，1959－1987年a

1977－1987

高位 低位
（9） （10） （11） （12）

24．067＊＊

（3。747）

　0．635榊
　（4・308）

　一〇．991掌事

（一51，682）

　0．174
　（0．195）

一15．970零露

（一3．445）

　0．960

　3．607

　2．011

　121

　53．709ホ串
　（6。223）

　一〇．374纏
（一26288）

　一〇．995牌
（一56．919）

一〇．851

　（1・020）

一18．680＊寧

（一5．633）

　0．967

　3．285

　1。932

　121

21．765ホホ

（2．516）

　0．474宰寧
　（2．387）

　一〇．859寧「

（一10357）

一〇・．019

（一〇．016）

一10．562＊
（一1．698）

　0．671

　3．780

　2．102

　　77

　46．102零牟
　（3．854）

　一〇．402ホ

（一1．803）’

　一〇．869率零

（一11．168）

一〇．855
（一〇．746）

一12．140寧象

（一2．666）

　0．705

　3．575

　2．007

　　77

」島一10g」隣一1）で計算される．

領域を集権化された全国レベルから分権化された会社またはプラ

ント・レベルへと移し，それによってパターン・バーゲニングの

消滅を導いた．加えて，それは，労働者の賃金と企業の業績とを

直接にリンクさせる条件付き賃金支払い方式一項列えぱ，一時金

支払い，ボーナス・プラン，2重賃金構造一の導入と普及によ

って，賃金決定基準を変更した．こうして，生計費調整条項と年

次改善要素に裏打ちされた従来の標準的賃金方式は，根本的に改

訂された（CapPelli－McKersie（1985），　K：ocha■et　a1．（1986），　Bell

eta1．（1988））．

　生産過程においては，譲歩交渉は，伝統的ジ日ブ・コントロー

ルに基づく職務の組合規制に変更を加えた．よく知られているよ

うに，ジョブ・コント回一ルのシステムにおいては，労働者の権

利・義務は，高度に区分化され，厳密に線引きされた職務と結び

ついていた．ところが，製造業の諸産業において，経営と組合の

協調を内包する包括的な雇用契約の一環として，譲歩交渉を通じ

て妥結された多くの新たな協約は，職務分類数の顕著な削減と労

働慣行の大胆な簡素化を含むものであった．非製造業においてさ

え，例えば電話通信業のように，職務再設計のための様々のプロ

グラムが実行されたのである（仁田（1986），K：assalow（1988））．

　こうした譲歩をともなう妥結は，ほとんど高位に組織されたセ

クターに属する産業に集中する現象である．表Vは，産業別の譲

歩交渉の分布状況を報告するものである．1982年において，当該

産業の組織労働力の20％以上が譲歩交渉によって影響を受けた

13の産業が存在した．このうちのすべての産業が，ここでの分類

にいう高位に組織されたセクターに属し，低位に組織されたセク

ターに含まれたものは皆無である．しかも，高い頻度で譲歩交渉

を経験した産業が製造業に集中している点が注目される．このよ

うに，使用者と雇用者をして譲歩交渉へと向かわせた要因として

は，大半の産業に関しては，1981－82年の深い景気後退に起因す

る経済停滞が指摘される．また，1次金属，機械，木材産業の場

合には輸入浸透が，また建設業，運輸産業については規制緩和の

影響が重要である（Mitche11（1985））．

　これに対して，低位に組織されたセクターにおいて産業予備軍

効果がいぜんとして回復していないのは，そこに高位に組織され

たセクターが置かれたのとは対極的な状況が存在するためである．

　第1に，高位に組織されたセクターが第2次産業に立脚するの

に対して，低位に組織されたセクターは第3次産業にほぼ照応す

る．．経済のこの部分は，アメリカ経済の急速なサービス産業への

シフトの便益を受けて，1980年代初頭の景気後退のインパクトか

ら相対的に免れていた．このことは，表VIによって確かめること

ができる・見られるように，1980年代において，高位に組織され

たセクターでは雇用減少が生じているのに対して，低位に組織さ

れたセクターでは雇用は増大している・これに加えて，低位に組織

されたセクターにおいては，輸入浸透や規制緩和の影響がほとん
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表V　高位および低位に組繊されたセクター

　別の譲歩交渉のパターン，アメリカ，1982年

目・ター聖ド産業
譲歩交渉を
経験した組合
員の割合（％）

Vo1．41　No．2

1．高位に組織　　　一

　され，たセクター　一

　　　　　　　　20

　　　　　　　　21

　　　　　　　　23

　　　　　　　　24

　　　　　　　　25

　　　　　　　　26

　　　　　　　　27

　　　　　　　　28

　　　　　　　　29

　　　　　　　　30

　　　　　　　　31

　　　　　　　　32

　　　　　　　　33

　　　　　　　　34

　　　　　　　　35

　　　　　　　　36

　　　　　　　　37

　　　　　　　　39

　　　　　　　　42

　　　　　　　　46

　　　　　　　481
　　　　　　　　49
2．低位に組織　　　22

　され，たセクター　38

　　　　　　　50，51

　　　　　　　　60

鉱業

建設業

食品

タバコ

衣服

木材・木製品

家具・装備品

紙・パルプ

出版・印刷

化学

石油・石炭

ゴム・プラスティック

皮革

窯業・土石

1次金属

金属製品

一般機械

電気機械

輸送機械

その他製造業

トラック運輸・倉庫業

＆
b2
3
0
0
0
5
0
5
2
8
5
4
5
0
0
1
5
5
8
3
5

a
1
2
　
3
　
　
　
2
2
2
4
3
2
4
　
3
4
4
3
1

天然ガスを除くパイプライン業0

電話通回帰

電気・ガス・上下水道業

灘
精密機械

卸売業

銀行業

n。a．

　0

　3

　0
』0。8c

　O

墨これは，金属鉱業（SIC　10），無煙炭鉱桑（SIC　11），渥青炭・褐炭鉱桑

　（SIC　12），原油・天然ガス鉱業（SIC　13），および燃料を除く非鉄金属

　鉱業（SIC　14）の平均である．

bこれは，土木工事業（SIC　16）および職別工事業（SIC　17）の平均であ

　る．

cこれは，［卸売藁・耐久財（SIC　50）と卸売粟・非耐久財（SIC　51）の平均

　である，

表V1高位および低位に組織されたセクター別の雇

　用変化率，アメリカおよび日本，1959－1987年（％）

　　高位に　　　　　　低位に
組織されたセクター　組織されたセクター
　　　　（1）　　　　　　　（2）

ど見られないという事情も重要である（Mitche11（1985））．

　第2に，低位に組織されたセクターの内部にも労働組

合の組織された事業所が存在するけれども，このセクタ

ーは，事実上非組合セクターに等しいといってよい．非

組合セクターにおいては，譲歩の広がりは見られなかっ

たし，組合セクターが譲歩交渉の結果として経験したよ

うな類いの制度変化も発生していない．賃金決定に関

して例を挙げるならば，非組合セクターの賃金決定慣行

が，1980年代における推移によって変更されたという

証拠はほとんどないのである（Vefma－Klochan（1985），

運itclle11（1986））．

　日本の経験　日本において，高位に組織されたセクタ

ーが低位に組織されたセクターよりもいっそう積極的に

産業予備軍効果の回復に貢献している理由は，経済的困

難に直面した使用者と雇用者の特定のタイプの行動に求

めることができる．

　1970年代初頭において，高位に組織されたセクターに

属する産業の使用者は，経済成長の鈍化，および賃金・

外部投入価格の急速な上昇を被った．稼働率の低下から

生じた大量の過剰雇用の結果として，彼らは，まず余剰

労働力を企業内に保蔵し，次いで雇用調整に着手した。

使用者が雇用水準を調整する場合でも，それは正規雇用

者の解雇をできるだけ回避する漸次的手続きを経るもの

であった・すなわち，まず，残業時間の削減にはじまり，

欠員不補充，中途採用削減，非正規雇用者の削減を経て，

企業内での正規従業員の応援と配置転換，系列企業への

一時的派遣，出向と恒久的転籍や最後の手段としての解

雇に至るという手続きがそれである・しかしながら，こ

の手続きは，日本の年功的賃金構造の下では，労働コス

トの顕著な上昇をもたらした．こうしたコスト上昇に対

処するために，以下のような措置が講じられた．

　分配過程においては，賃金改訂の基準を世間相場から

企業業績へとより強くリンクさせることによって，1960

年代に典型的に見られたような春闘体制下のパターン・

バーゲニング（佐野（1970））の性格を変更する試みが行わ

れ，た9）．これは，日経連の提唱した「生産性基準原理」

1．アメリカ

　　1959－1969

　　1970－1979

　　1980－1987

2．日本

　　1959－1970、

　　1971－1976

　　1977－1987

　2．018

　0．980

－0．638

　4．344

－0．894

　0．241

2．500

2．520

1．100

8．200

0．427

1．207

　9）　民間企業において，賃上げ額の決定にあたって重

視された要素別の企業数構成比の推移を見ると，第1順

位に「世間相場」を重視した企業の割合は，この項目の

調査がはじまった1970年の325％から87年の18．4％
へと低下している．これに対して，第1順位に「企業業

績」と回答した企業の割合は，1970年の41．2％から87

年目7L6％へと著増している．データは，労働省労働
大臣官房政策調査部『賃金引上げ等の実態に関する調査
報告（1986年）』（1987年2月）第8表，および『賃金引上・
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表VII高位および低位に組織されたセクター。

　　別の輸出依存度，日本，1959－1987年（％）

　　高位に　　　　　　低位に
組織され，たセクター　組織されたセクター
　　　（1）　　　　　　　　（2）
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1959－1970

1971－1976

1977－1987

9．184

12．917

13．927

2．845

3．583

5．023

の概念によって示唆されていたことであるが，1970年

代にはそれが徹底されたわけである．さらに，同じく日

経連によって設定された目標であるガイド・ポストの範

囲内に賃金上昇率を誘導することによって，使用者は，

賃金上昇率そのものを抑え込んだ．この戦略は，1970

年代中期までに成功的に適用されたということができる

（兵藤（1981））．

　生産の部面では，使用者は，労働コストの上昇を吸収

するために，生産過程を全面的に合理化する本格的な努

力を行った．技術的には，マイクロエレクトロニクス機

器を用いた設備に新投資を集中し，コスト削減がはから

れた．また組織的には，TgCを初めとする非公式職揚

集団による小集団活動を展開して，品質向上がめざされ

た．これらの努力は，当然のことながら，より高い水準

の生産性上昇に帰着した10）．

　こうした推移に対して，日本の労働組合は，総じて協

力的であった．なぜなら，彼らは，主観的には，これが

雇用の相対的安定の代償であると理解したからである

（森口（1988））．また，客観的には，労働組合をとりまく

環境的条件が悪化したからである．例えば，組合組織率

の低下とともに，伝統的には組織蛍働者に提供されてき

た「良好な雇用機会」の減少という状況を指摘すること

ができる（神代（1982））．

　これに対して，低位に組織されたセクターにおいて産

業予備軍効果の回復が相対的に弱いのは，以下の要因が

作用しているためであると考えられる．

　第1に，アメリカの陛下と同様に産業構造のシフトの

影響を受けて，低位に組織されたセクターの諸産業は，

1970年代における経済成長の鈍化にもかかわらず雇用

減少を経験していない．この点は，さきの表VIからも明

らかである，とりわけ，低位に組織されたセクターの最

も重要な構成要素の1ヒ）である卸売・小売業は，1970年

代の低成長下においても着実に雇用を増やしてきた（中

げ等の実態に関する調査報告（1988年）』（1989年2月）第

8表から得られた．

10）以上の日本の経験に関する解釈は，橋本（1989）に

依拠している．

島（1980））．このことが意味するのは，低位に組織された

セクターは，高位に組織されたセクターが経験したよう

な雇用調整という問題には直面していないということで

ある．

　第2に，低位に組織されたセクターは，国際競争の圧

力から免れている．表Wは，セクター別の輸出依存度

（産出額に占める輸出の割合）を計算したものである・高

位に組織されたセクターは，1970年代にはいると急速に

輸出依存に傾斜し，70年代後半以降その傾向を強めたの

であるが，低位に組織されたセクターの輸出依存度は相

対的に低水準で推移している．

　さらに，低位に組織されたセクターのいくつかの産業

は，政府規制と競争制限によって守られている・例えば，

卸売・小売業は，大規模小売店舗法（1974年），系列販売

店制度，再販価格制度等によって激烈な競争からある程

度仕切られている（関口（1981））．こうして，低位に組織

されたセクターの諸産業は，高位に組織されたセクター

のそれがさらされているのと同程度の競争圧力には直面

していないということができる．

5．おわりに

　これまでの経験的分析は，1959－87年の期間中のアメ

リカおよび日本経済を対象として，単位当り労働コスト

の変動に対する産業予備軍効果が，1950－60年代には作

用し，1970年代にはその作用を低減し，1980年代には

作用を再開するという長期変動に服していることを明ら

かにした．さらに，アメリカにおいては1980年以降の，

日本においては1977年以降の，産業予備軍効果の作用

の仕方は1950－60年代におけるそれとは明確に異なるも

のであることを見い出した．つまり，、1950－60年代とは

対照的に，近年においては，低位に組織されたセクター

というよりもむしろ高位に組織されたセクターが，産業

予備軍効果の作用に，より積極的に貢献しているのであ

る．そして，こうした相違は，変化した競争環境に直面

した使用者と雇用者の異なるビヘイヴィアと，それによ

って発生した団体交渉制度の変容に関係するという解釈

が提示され，た．

　この研究は，』アメリカと日本との間の国際競争力の問

題を直接に取り扱うものではない．けれども，単位当り

労働コストに関する分析結果から以下のような含意を導

くことができる．アメリカと日本の双方に関して，近年

における産業予備軍効果の回復に貢献したのは，主とし

て高位に組織されたセクターであった．アメリカにおい

ては，1980年代初頭以降の譲歩交渉がこれに対して重
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勢なインパクトをもった・他方，日本においては，譲歩交

渉によって生み出されたのと類似の変化が，すでに1970

年代中期において先取的に達成されていた．高位に組織

されたセクターは，アメリカにおいても日本においても，

国際貿易上鍵を握る産業，例えば輸送機械，電気機械，

1次金属等の諸産業を含んでいる．したがって，高位に

組織されたセクターにおける産業予備軍効果の回復の時

期とパターンの検出された日米間のギャップが，少なく

とも部分的には，国際競争力の格差と，その結果として

生じた両国間の国際的不均衡に寄与していると思われる．

　　　　　　　　　　　　　　（一橋大学経済研究所）

確論1・1980年代の転換をどう評価するか

　本論の分析結果は，1980年代の推移に関するSSAお
よびレギュラシオン・アプローチの理論家による解釈の

いくつかに問題を投げかけている．

　まず初めは，SSA理論家の主張への疑義である．シ日

アーとボールズは，アメリカにおける争議行為の計：量経

済分析において，1980年代に「労使関係が根本的な構造

変化を遂げてきたという広く受け入れられている見方」

は棄却されるべきであると主張している（Scllor・Bowles

（1987）591）．その理由は以下の2つである．第1は，使

用者にとってのコストに対比しての労働組合員のコスト

（失業コスト）によって争議の発生が決定されるというモ

デルを，1955－83年の期間に関して計測することを通じ

て，争議参加人員の変動の大部分が失業コストの変動に

よって説明されるということ，第2は，1980年以降の時

期に関するダミ「変数が統計的有意性をもたないという

二とである．これと同様の主張は，アメリカの実質賃金

水準の分析を企てた最近の研究において，より強力な形
で行われ，ている（Bowles（1989））．そこでは，まず，企

業が労働努力水準を最大化する最適な実質賃金を設定す

るモデルが展開され，次いで，その賃金関数が1954－87

年に関して計測される．そして，第1に，、失業コストが

実質賃金水準の統計的に有意な説明要因であり，第2に，

1980年代に関するダミー変数の有意性が低いという結
果を得ることによって，争議行為の分析の揚合と同様に，

労使関係の構造シフトという見方が退けられる．このこ

とから，1980年代における実質賃金の低下は，その期間

における「労働の地位の弱体化に関するその他の証拠を

参照することなく，失業給付水準の低下と失業期間の長
期化によって完全に説明できる」（Bowles（1989）18）とボ

ールズは結論づけている．

　しかしながら，これは，1980年代にアメリカの労使関

係・労働市場において発生した変化の過小評価である．

第4節で紹介したように，企業レベルの実証研究の多く

が，1980年代の譲歩交渉の過程で，賃金交渉プロセスに

はじまり生産組織や労働問題に関する意思決定機構に至

る労使関係の各段階で根本的構造変化が発生したことを
証拠づけている（CapPelli－McKeτsie（1985），、　Koclla且et

a1．（1986），Vroman－Abowd（1988））．わたくしの研究は，

Vol．41　No．2

ボールズらの採用した定式化と変数に正確に対応するも

のではないけれども，少なくとも名目賃金と労働生産性

の双方を反映する単位当り労働コストの変動は，1980年

代において失業に対して1970年代とまったく異なる反
応を示すことを検出している11）．さらに，わたくしのそ

れと類似の結論は，労働分配率を従属変数とする計量経

済分析において，1980年以前と対比して1980年以降に
失業率の有意な係数が見い出されるという結果によって
も確認されている（Buchele・Cllristianse11（1989））．これ

らの結論は，さきの企業レベルの実証研究に含意された

1980年代における「労働の地位の弱体化」という事実
が正当に注目されるべきことを示唆している．

　SSA理論家に対して，レギュラシオン・アプローチの

理論家は，1980年代における変化をより正確に評価して
いる．

　ボワイエは，OECD主要8力国を対象として，1972－88

年の期間中に各国の労使関係にいかなる制度的変化が生

じてきたのかを観察し，あわせて名目賃金方程式の計測

とその安定性テストを行っている（Boyeτ（1989））．その

結果，上記の期間中にほとんどの国で失業の有意な係数

が生み出され，アメリカや日本を初めとする諸国で1977

年から79年目での間を分割点として安定性が棄却され
ることを確認している．

　この結論は，第1に，名目賃金決定プロセスの部面に

おける労使関係の構造変化を捉え，第2に，アメリカよ

りもやや早く日本の構造変化が発生しているという事実

を発見する点において，わたくしの結論と対応するもの

である．けれども，その発見事実の理論的意味づけは必
ずしも明らかではない．ボワイエは，フォーディズムに

基づく成長体制が1970年代を通じて瓦解してきた結果
として，上記のような失業の効果が現われはじめたとい

う解釈を与えている，しかし，仮に分析期間の起点をボ

ワイエが行うように1972年ではなく，1950年代末期に
まで遡らせる揚合にも，つまりフォーディズムが確立し

ていた期間においてさえも，上記OECD諸国の大半で
名目賃金に対する失業の有意な効果が見い出されるにち
がいない12）．このことが意味するのは；レギュラシオン

理論家のように，フォーディズムの下で産業予備軍効果

の完全な機能停止が生じ，その後フォーディズムの解体

にともなってその効果の回復が現われたとする理解は事

実経過と一致していないということである．’むしろ必要

とされるのは，本論で行われているように，産業予備軍

効果の強度の期間から期間にかけての長期変動という見

方をとり，そうした長期変動をもたらした要因を検出す
ることである．わたくしは，その要因を経済的環境の変

11）　単位当り労働コストの変動に関する同様の分析は，

Tsuru（1989b）でも与えられている．

12）　この点については，例えば小野（1985b）および黒

坂（1988）の実証分析を見よ。なお，そこで，名目賃金の

失業に対する反応性が，フランスについてだけ見い出さ

れていない点は，レギュラシオン理論における産業予備

軍効果の機能停止という命題の特殊性を理解する上で興
味深い．
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化に直面した労働組合の行動様式の変化とそれに随伴す

る団体交渉制度の変容に求めた．この結論をいっそう確

かなものにするためには，ボワイエが与えているような

マクロ経済分析だけでは不十分であって，フォーディズ

ムの核心的制度としての団体交渉制度にいかなる変化が

生じたのかを識別することのできる，より細分された産

業または企業レベルの実証分析が必要である．

迷論2．データの説明と出所

　以下では，本論で使用された変数とそのデータ・ソー

スが説明される．

　［1］　産業別組織率一産業別組織率は，産業別労働

組合員数を産業別雇用者数で除したものである．アメリ
カに関する産業別組織率は，U．　S．　Departlnent　of　Labor，

Bureau　of　I迅bor　Statistics，88乙θo渉θ4　Eωγ幅箆gs　伽㎡

DθηLO9γαP肋0んα7αo孟θγ臨づ03（ゾ翫づ。η伽ηめ8γ81970，

（1972），Table　2から得られた．同割では与えられない

トラック運輸・倉庫業，天然ガスを除くパイプライン業，

銀行業の組織率を推計するために，Freeman－Medo貸
（1979），rrable　1の組織率から計算される比率が用いら

れた．日本に関しては，産業別労働組合員数は，労働省

労働大臣官房労働統計調査部『労働組合基本調査報告
（1970年）』（1971年1月）第1表より，産業別雇用者数は，

経済企画庁未公表磁気テープより得られた．

　［2］　単位当り労働コストー単位当り労働コストの
百分率変化は，雇用労働時間当りの実質産出量の百分率

変化を時間当り里山賃金の百分率変化から差し引いたも

のとして定義される，アメリカに関しては，産業別国民
総生産（1982年不変価格）は，U．　S．　Departlnent　of　Com・

meroe，　Bureau　of　Eoo■omic　Analysis，　Tゐ6思掛；o隅

瓦ooη昭α嘱Pr醐瓢σ孟，4000％π孟3げ伽翫伽48弼88，　data

diskette，（August　1988）より，産業別就業者数は，同じ

く71漉ハ励腰明伽0㎜ω幅Pγo欲ω6．40σ働蛎8｛ゾ亡んθ
乙際目θ♂　86ωεθ3，1929－1982，（September　1986），　Table　6．

10B，　Sπγ”θ膨q／0％7γ6π亡．B％画πθ∬，（July　1986），Table　6．

10B，　S％γηθ写己ゾC励γ7θ儒βπε伽θ∬，（July　1988），Table　6．

10Bより得られた，生産または非監督労働者の産業別
週当り平均労働時聞は，U．　S．　Departlnent　of■abor，

Bureau　of　I君bor　Statistics，　Eηψ‘o写η昭蛎αη4　Eαγ幅πg3，

ひ箆髭θ♂　8孟α孟β3，1909－1978，（J1ユ1y　1979），8瓢ppZθπ昭π孟　如

E挽ρJoツ蜘β甥　απd　Eα糀f惣7ε，（July　1983），　Eη』pZoΨ㎜‘

απd翫開壇g8，　various　issuesより得られた．また，生産

または非監督労働者の産業別時間当り平均感得賃金は，
U．S，　Departmeロt　of　Labor，　Bureau　of　Labor　Statistics，

Eηゆ吻ηL8嬬ωπ♂翫7％盛πσ3，こ1嬬θd＆磁θ3，1909－1978，

（July　1979），s％ppz67η協7諾孟。　EηゆZo写η38π診απd　Eωγ幅πσ8，

（July　1983），1軌pZo押オω鋸Eα7πごπρ8，　various　issues

によって与えられた．日本に関しては，産業別国内総生
産（1980年不変価格）は，経済企画庁『長期遡及推計国民

経済計算報告（1955－1969年）』（1988年5月）第1部付表2，

『昭和55年基準改訂国民経済計算報告』下巻（1985年10

月）第4部付表2，および『国民経済計算年報（1989年置』

（1989年3月）第1部付表2より得られた．産業別就業者

数は，経済企画庁未公表磁気テープから得られた．産業

別総実労働時間指数は，労働省労働大臣官房政策調李部

『毎月勤労統計・雇用，賃金，労働時間指数』（1988年7

月）第5表によって与えられた．また，産業別現金給与

総額および総実労働時間指数は，労働省労働大臣官房政

策調査部『毎月勤労統計・雇用，賃金，労働時間指数：』

（1988年7月）第2および第5表から得られ，た．

　［3］　インプリシット価格デフレーターインプリシ
ット価格デフレータが単位当り名目労働コストをデフレ

ート．するために用いられた．アメリカに関しては，産業

別国民総生産デフレータは，U．　S．　Department　of　Com－

1nerce，　Bureau　of　Eoonomic　A　nalysis，丁肋N副

1㎜㎝肥ω醐Pro識ω診五〇〇㏄磁8｛ゾ孟ん8砺伽d　S観θ8，　data

diskette，（August　1988）より得られた．日本に関しては，

産業別国内総生産デフレータは，経済企画庁『長期遡及
推計国民経済計算報告（1955－1969年）』（1988年5月）第

1部付表2，『昭和55．年基準改訂国民経済計算報告』下巻

（1985年10月）第4部付表2，および『国民経済計算年報

（1989年）』（1989年3月号第1部付表2より得られた．

　［4］　求人広告・失業比率一求人広告指数の失業者
数に対する比率は，U。　S．　Department　of　Commerce，

Bureau　of　Economic　Analysis，　B脇瑠∬（凋6伽3
1万gθ3孟，（Febmary　1988），Table　60，．Bπ画駕88（蘭月伽8

窃gθ8ち（Maτch　1988），Table　B　1より得られた．

　［5］　民間失業率一民間労働力に対する失業者の比
率は，Council　of　Ecollomic　Advisors，　Eo㎜おRθp薦

〔ゾ〃短Pγθ8粥8％ち（Januray　1989），Table　B－39より得ら

れた．

　［6］　有効求人倍率一有効求人数（学卒を除く）の有

効求職数（学卒を除く）に対する割合は，経済企画庁『経

済変動観測資料年報（1970年）』（1970年7月）表186，お

よび『経済変動観測資料年報（1988年）』（1988年9月）表

199より得られた．

　［7］　完全失業率一労働力人口に占．める完全失業者

の割合は，総務庁統計局『労働力調査年報（1987年）』

（1988年3月）参考表2によって与えられた．

　［8］　消費者物価変化率一消費者物価指数の百分率
変化は，アメリカに関しては，Council　of　E◎o皿omic

Advisors，　Eo㎜ご。丑θpor6｛ゾ孟ゐθPγ8曲π孟，（January

1989），Table　H＝58から計算された．日本に関しては，

総務庁統計局『消費者物価指数年報（1988年）』（1989年

3月）第1表一1「持家の帰属家賃を除く総合」より計算

された．

　［9］　実質産出量変化率一実質産出量変化率は産業

別産出量の百分率変化である．アメリカに関しては，産
業別国民総生産（1982年不変価格）は，U．　S．　Depa鴬ment

of　Commerce，Bureau　of　Ecollonユic　A且alysis，丁外転履・

飢認肋㎝昭α㎡Pγo痂ω‘・4σoo％π亡ε｛ゾ伽翫髭嘱8弼θ5，

data　diskette，（August　1988）よ．り得られた．日本に関レ

ては，産業別国内総生産（1980年不変価格）は，経済企画

庁『長期遡及推計国民経済計算報告（1955－1969年）』

（1988年5月）第1部付表2，『昭和55年基準改訂国民経

済計算報告』下巻（1985年10月）第4部付表2，および
『国民経済計算年報（1989年）』（1989年3月）第1部付表

2より得られた．
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　［10］　譲歩交渉を経験した労働組合員の割合　　各産

業の労働組合員に占める譲歩交渉によって影響を受けた

組合員の割合に関するデータは，Cappelli（1983）364－66

より得られた．

　［11］雇用変化率　　高位および低位に組織されたセ

クター別の雇用変化率は，アメリカに関しては，非農業

事業所における産業別全雇用者数から計算され’，データ

はU．S．　Department　of　Labor，　Bureau　of　Labor　Sta．

tistics，　E㎎吻㎜勧π♂翫γ％吻3，翫髭θ♂8臨θ3，1909－

1978，（July　1979），　8初PP‘θηθπ6．ご0　1動zp‘o〃7πθπ孟　απ4

翫7切』6㎎8，（July　1983），　E㎜pZo〃η昭π舌　α幅　　1銑Lγπぢπ9ε，

variOus　issuesから得られた．日本に関しては，セクタ
ー別の．ﾙ用変化率は，事業所規模30人以上の産業別推
計常用労働者数から計算された．常用労働者数の推計に

は，1987年12月末の産業別常用労働者数とそれ’に対応

する常用雇用指数，および各年の常用雇用指数が用いら

れ，それぞれ労働省労働大臣官房政策調査部『毎月勤労

統計調査年報（1987年）』（1988年7月）第21表，『毎月勤

労統計速報（1988年9月1日）』（1988年9月）第5表，『毎

月勤労統計・雇用，賃金，労働時間指数』（1988年7月）

第1表から得られた．

　［12］　輸出依存度　　輸出依存度は，産出額に占める

輸出の割合である．数値は，経済企画庁『長期遡及推計
国民経済計算報告（1955－1969年）』（1988年5月）第1部

付表1，『昭和55年基準改．訂国民経済計算報告』下巻

（1985年10月）第4部付表1，および『国民経済計算年報

（1989年）』（1989年3月）第1部付表1より計算された．
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