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終0章

労働市場，政府の役割，
そして，労働の法と経済学

　

 労働市場とは何か

　この本のなかでは，繰り返し「労働市場」という言葉が出てき
た。ところが，この市場は，魚市場のように特定の取引場所があ
るものではないので，普通の人には，なかなかイメージしにくい。
むしろ，アダム・スミスの「神の見えざる手」という言葉から連
想されるような，「現実から離れたもの」というのが，市場とい
う言葉のもつイメージである。しかし実際には，多数の労働者と
企業がいて，労働というサービスが取引されており，観念的に言
えば，労働力に関する市場（つまり，労働市場）が成立しているこ
とは疑うべくもない。労働者の賃金がいくらになるのか，どれだ
けの労働者が企業に雇われるのか，といったことは，この市場で
の取引によって決まっている。私たちが日常的に抱える労働問題，
つまり賃金等の労働条件の問題や失業等に関する雇用問題は，労
働市場を分析することにより解決の糸口をつかめることが少なく
ない。経済学では，こうした分析を行っているのであり，読者は
本書から，その知見の重要性を学んだことであろう。
　それと同時に，読者は，労働法学において，労働市場がポピュ
ラーでない理由も，本書から学んだであろう。労働法学では，労
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働者と企業との取引を市場における「神の見えざる手」に任せて
いてはならず，政府の手できちんと制御すべきもの考えている。
労働市場が，労働者にとって望ましい取引を実現してくれる場と
は限らないからである。実は，経済学においても，市場が社会に
とって望ましいものとして存在するためには前提条件があるとし
ており，その前提が崩れる場合には，「神の見えざる手」に任せ
てはいけないと考えている。「市場の失敗」である。労働法の存
在価値は，法学だけでなく，市場の失敗の補正という意味では，
経済学からも認められるのである。
　いずれにせよ，現実に生起する労働問題を学問的に考えていく
際には，労働市場というものを中心に据えて，その機能のメリッ
トやデメリットを検討していくことが，どうしても必要となる。
それは経済学においては当然のことであるが，労働法学において
も，抽象的とはいえ，労働市場というものが成立している以上，
それを無視した議論をするのは現実的ではない。
　そこで本書の最後に，これまでの本書の内容の理解を深めるた
めに，この労働市場がどういうものか，ということについて詳し
く見ておくこととしたい。そのためには，経済学の分析ツールを
用いて説明していくことが必要となる。

⑴　労働者による働く時間と自由な時間の選択 ︱ ︱労働供給

　ある商品について，多数の買い手と多数の売り手がいるとき，
そこに市場が成立する。実際，魚という商品については魚市場が
成立しているし，株式や証券のような金融商品については金融市
場が成立している。市場では，商品（モノ）と代金（カネ）の交
換が行われる。これは労働力という商品についても，同様である。
多数の企業と多数の労働者がいるとき，そこに労働市場が成立し
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て，労働力という商品と賃金との交換が行われる。
　では，市場において商品と代金の交換取引が成立するのはどう
いう場合であろうか。それは，買い手の提示する条件と売り手の
提示する条件とが合致するときである。このことは労働市場にお
いても同様である。企業が，ある労働者の労働力を欲し，労働者
が労働力に対して提示される賃金に同意をすれば，そこで取引は
成立する。つまり，労働契約が成立するのである。
　ところで，労働市場における賃金は，時と場所が違えば変わる。
そして賃金が変われば，企業と労働者の行動も変わってくる。企
業にとっても労働者にとっても，互いにその相手と労働契約を締
結するかどうかを決定する際に指標とするのは賃金である。そこ
でまず，個々の労働者が，どの程度の賃金が提示されたら，労働
サービスを提供しようと考えるのかについて見てみることとする。
　そのためには，まず一定の賃金（ここでは「世間相場の賃金」と
する）が示されたときに労働者はどう行動するか，次いで，その
賃金が変動した場合に労働者はどう行動するかを見ていくのが，
わかりやすい。
　まず，仮に「世間相場の賃金」が支払われるとした場合，労働
者がどれだけ働こうとするか（労働供給）を見てみよう。経済学
では，労働者は，自分の限られた時間のうち，どこまでを労働時
間にあて，どこまでを自由時間にあてるかの二者択一に迫られて
いると考える。労働者は自由時間を過ごすことで満足度（効用）
を高めることができるが，自由時間を削り労働時間を増やすと，
賃金所得を得ることができ，この賃金所得で消費を行うことでも
満足度を高めることができる。食料を買ったり住居費を支払った
りといった労働力の再生産に必要な消費もこの賃金所得で賄われ
る。労働時間が長ければ長いほど賃金所得総額は増えていき，そ
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れにより消費を増やすことができるが，一方で自由時間は減って
いく。つまり，消費と自由時間はトレードオフの関係にあるので
ある。
　では，実際に労働者は，労働時間と自由時間の配分をどのよう
に決定するのであろうか。労働時間を増やすことで賃金所得が増
えると，消費量は増えていくが，消費から得られる満足度はだん
だんと減っていくと考えられる。これは月に 10万円しか消費し
ていないときにさらに 1万円を消費したときと，すでに月に 50

万円消費しているときにさらに 1万円を消費したときでは，前者
のほうが後者よりも満足度の上がり方は大きいということから理
解できるだろう。これを「限界効用の逓減の法則」という。
　その一方で労働時間を増やし，自由時間を減らしていくとその
自由時間にはだんだんと価値が出てくる。自由時間 1時間の価値
は，1日のうちの自由時間が 10時間あるときよりも，3時間しか
ないときとのほうが大きいであろう。
　以上をまとめると，労働時間を増やして消費を増やすと消費の
価値は下がっていくが，自由時間は減って自由時間の価値は上が
っていく。仮に消費の価値のほうが自由時間の価値よりも高いな
らば，労働時間を増やしたほうがいいし，自由時間の価値が消費
の価値よりも高いならば，労働時間を減らしたほうがいい。結局，
消費の価値と自由時間の価値が等しいところが，その労働者が選
ぶ労働時間となる。ここまでが「世間相場の賃金」が示されたと
きの労働時間決定の仕組みである。
　それでは，この賃金が上がったときに労働者がどのように行動
を変えるかを考えてみよう。実は，賃金が上がるということは，
労働者の労働供給行動に，相反する 2つの影響を及ぼすことにな
る。それは，賃金の引上げがもつ 2つの効果が関係している。
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　1つは，賃金が上がると，同じ時間働いたときの労働者の所得
が増える。そのため，労働者が得たいと考えている労働所得を得
るのに必要な時間が減ることになる。つまり，賃金が上がるとい
うことは，労働者の労働時間を減少させる方向に作用することに
なる。これを「所得効果」という（⇒第 7章，148頁）。
　一方，賃金が上がると，自由時間の費用が上がることになる。
これは，労働時間と自由時間が表裏の関係に立っていることから
説明される。賃金というのは労働時間の対価である。自由時間を
増やすと，労働時間が減り，賃金所得が減ることになる。労働者
は，実際には自由時間を得るために費用を支払っているわけでな
いが，働いたならば得られていたはずの賃金を犠牲にしているの
で，自由時間を楽しむためには費用が発生していると言える。こ
のような費用のことを経済学では「機会費用」という。自由時間
の機会費用である賃金が上がると，労働者は機会費用を抑えるた
めに自由時間を減らして，労働時間を増やそうとするだろう。こ
の効果が「代替効果」と呼ばれるものである（⇒第 7章，149頁）。
　賃金の上昇は，代替効果を通じて，労働時間を増加させるが，
所得効果を通じて，労働時間を減少させる。つまり，賃金の上昇
が労働時間を増加させるのか，減少させるのかは，所得効果と代
替効果のどちらの影響がより強いかによって変わってくる。
　ただし，ある時点での個々人のデータを集めて行われた実証分
析の結果によると，賃金が高い労働者のほうが賃金の低い労働者
よりも長い時間働く傾向があることが明らかになっている。この
ことは代替効果が所得効果を上回っていることを示している。ま
た，今は働いていない人への影響を考えると，賃金が上昇すると，
働かないことの機会費用が上がるので代替効果が働き，働いてい
ない人も働こうとする一方，今は働いていない人の所得は賃金が
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上がっても変化しないので，所得効果は働かない。そのため，短
期間の間では，賃金が上がると市場全体の労働時間は伸びるとい
う関係を想定するのが一般的である。その一方で，第 7章で触れ
たとおり，長期的には所得効果が代替効果を上回り，賃金の上昇
が労働時間を短くするという実証研究の結果が知られている。以
下では，ある一時点の労働市場の均衡を分析することとするので，
短期の関係を分析の対象とし，賃金が上がると労働時間が増える
という関係を労働供給側には想定する。

⑵　企業は労働者にどれだけ働いてもらうか ︱ ︱労働需要

　次に，企業が「世間相場の賃金」を支払わなければならないと
されたときに，どれだけの人数の労働者に，どれだけの時間働い
てもらおうとするかを見てみよう。ここでは単純化して，企業は
「労働者数× 1人当たり労働時間」で計算される全員の総労働時
間を労働市場で買うという想定をする。企業は労働とともに機械
や工場などの資本を用いて，財やサービスを売って収入（＝価格
×生産量）を得る。労働時間を 1時間増やすと生産量が増加し，
その結果として売上が増えるが，それに見合った賃金支払いも増
えていく。
　総労働時間が増える（これには，①労働者の数が増える場合，②各
労働者の労働時間の長さが増える場合，③その両方の場合がある）と労
働時間 1時間当たりの生産性は低下していく。これは企業は労働
者を生産性が高い仕事から順番に割り振っていくため，労働者数
が増えて総労働時間が増えるに従って，生産性の低い仕事に労働
者が従事するようになるためである。たとえばファーストフード
のハンバーガーショップを想像してほしい。初めに雇われる数名
の労働者はハンバーガーを焼いたり，レジで接客をしたりといっ
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た基幹的な仕事について大忙しで働くことになるから彼らの生産
性は高い。しかし，同時に基幹的な仕事ができる人数はスペース
や道具の問題から限られているので，雇われる人数が増えてくる
に従って，まだあまり減っていない紙ナプキンの補充など売上に
はあまり影響しない仕事に人が回されるようになっていくので生
産性が下がってくる。このように，総労働時間がある程度の量に
達すると，そこから先は総労働時間が増えても，これまでと同じ
程度には収入（生産性）は上がらなくなる。その一方で，賃金は
一定なので，生産性の上昇程度が減るのに相応して費用が下がる
というわけではない。
　総労働時間をだんだんと増やしていき，伸びが減少していく収
入（生産性）が賃金額と等しくなったときに，企業は総労働時間
を増やすことをやめるはずである。もしも総労働時間を増やすこ
とで得られる収入が賃金を上回っているならば，労働投入を増や
したほうがいいし，総労働時間を増やすことで得られる収入が賃
金を下回っているならば，労働投入を減らしたほうがいい。結果
として，総労働時間を増やすことにより得られる収入と賃金が等
しくなるところが，企業の選ぶ労働投入量となるのである。
　では，賃金が変動すると，企業の行動はどう変わるだろうか。
賃金が下がれば，さらに多くの労働を投入してそれによって得ら
れる収入が再び賃金に等しくなるまで労働投入は続く。逆に賃金
が上がれば，労働投入は減らされるはずである。つまり，労働需
要は，賃金が上がると減ることになる。

⑶　賃金はどのように決まるか ︱ ︱労働市場の均衡

　ここまで，各労働者や各企業は，賃金（世間相場の賃金）を指標
として，労働供給や労働需要を決めるということを見てきた。そ
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れでは，この「世間相場の賃金」はどのように決まるのであろう
か。ある賃金の額に応じて各労働者は労働供給量を決める。そし
て，市場に参加するすべての労働者の労働供給量を足し合わせた
ものが「市場の労働供給」である。前述のように，一般的に，賃
金が上がると全体の労働供給量は増える。一方企業側でも，賃金
額に応じて人をどの程度雇い，どの程度働かせるかを決める。そ
して市場に参加するすべての企業の労働需要量を足し合わせたも
のが「市場の労働需要」となる。これも前述のように，賃金が上
がると全体の労働需要量は減る。
　仮に賃金が高すぎると労働供給が労働需要を上回るので，賃金
は下がるし，賃金が低すぎると労働需要が労働供給を上回るので，
賃金は上がる。こうして，もはや賃金が動かなくなるポイントに
到達することになり，そのときの賃金を「均衡賃金」と呼ぶ。ま
た，「均衡賃金」においては労働供給量と労働需要量が等しくな
る。これが社会全体で投入される「均衡雇用量」である。
　ここで「均衡」という言葉が使われているのは，生産技術の変
化や，労働者の嗜好の変化といった外的な環境の変化がなければ，
この状態からの乖離が起こらないためである。何らかの理由で均
衡賃金よりも賃金が上がると，労働供給が労働需要を上回ること
になるので，供給過多の影響で賃金が下がる。同様に均衡賃金よ
りも賃金が下がると，労働需要が労働供給を上回り労働力不足が
起こるため，賃金は上昇する。結局のところ，一度労働市場が均
衡に達すると，その均衡状態から変化する理由はないのである。
　また，労働市場が均衡状態にあるとき，労働者も企業も現在の
行動を変える動機をもたない。前述のように，均衡状態では労働
者の自由時間の金銭的価値と自由時間を犠牲にして得た賃金によ
り得る消費の金銭的価値とが同じである。したがって，労働者が
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労働時間を増やす（つまり，自由時間を減らす）と，自由時間の金
銭的価値は賃金（＝消費による金銭的価値）を上回ることになるた
め，すぐに自由時間を増やし労働時間を減らすだろう。同様に，
ある労働者が労働時間を減らして自由時間を増加させると，自由
時間の金銭的価値は賃金がもたらす消費による金銭的価値を下回
るため，すぐに労働時間を増やすだろう。企業についても，同様
の議論が当てはまり，すぐに元の雇用量に戻ってくることになる。
すなわち，均衡状態では生産性と賃金が同じであるが，もし企業
が労働投入量を増やすと，生産性が賃金を下回るので，すぐに労
働投入量を減少させるし，労働投入量を減らすと，生産性が賃金
を上回るので，すぐに労働投入量を増加させるであろう。
　つまり，いったん労働市場が均衡状態になると，賃金は変化し
ないし，労働者も企業も行動を変えない。そのため，労働市場で
決まる賃金や雇用量は，外部の環境が変化しない限り，変化しな
いことになる。
　結局，賃金はどのように決まるのか，という問いに対して，経
済学では，「労働供給量と労働需要量が等しくなったところ（労
働市場が均衡しているところ）」で決まると答えるのである。各労働
者，各企業が賃金という指標をもとにバラバラに行動するが，そ
れぞれの行動した結果として集計された労働供給の総量と労働需
要の総量のバランスがとれたところで賃金が決まるのである。
　労働供給量と労働需要量が交わるところで賃金が決まるという
労働市場の均衡という考え方は，あくまで 1つの理論モデルにす
ぎない。しかもそれは，各企業や各労働者が，賃金という指標に
もとづき合理的な行動をとることを前提としている。そのため，
この理論モデルは，どこまで現実と合致しているのかという批判
もある。しかし，この理論モデルの前提とする当事者の合理的な
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行動様式というのは，平均的な当事者のそれとそう乖離してはい
ないはずである。労働市場においては，多数の労働者と多数の企
業が取引をしている以上，その動きを大局的に捉えるためには，
合理的な行動をとる平均的な当事者を想定して分析をせざるをえ
ないのである。
　個人と社会の関係は，個人の集合が社会であり，その一方で，
個人の行動は社会的な制約のもとで決まるという，複雑な相互作
用構造になっている。一定の賃金のもとで，労働者と企業がそれ
ぞれ労働供給と労働需要を決め，それら個々の労働者と個々の企
業の行動が集結する労働市場で賃金が決まるという構図は，個人
と社会の交わりを非常に単純化したものである。しかし，それゆ
えに個人と社会の相互作用をクリアに記述することできるのであ
り，それは経済学の大きな功績だろう。

 市場で決まることは良いことか

　ここまでは労働市場の均衡という考え方を使って，賃金がどう
決まるのか，社会全体の労働投入量（総労働時間）がどう決まる
か，という問いに答えてきた。これは社会がどのように動いてい
るか，という問いかけへの答えである。さらに一歩進めて，この
ように市場で実現される賃金や労働投入量（総労働時間）は労働
者や企業にとって望ましいのか，という問いにも答えてみよう。
この問いに対する答えは基本的に YESである。
　先ほども見たように，労働者がある労働時間を選択したという
ことは，その時間労働することによって得る賃金がもたらす消費
による金銭的価値が，労働することにより失う自由時間の金銭で

 市場で決まることは良いことか
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測った価値を上回っているというということである。労働者は，
このときに，実際に貰っている賃金と労働者にとっての自由時間
の金銭的価値の差の利益を得ると考える。一方，企業の側で，あ
る労働投入量を選択したということは，投入された労働による生
産性の金銭価値が賃金を上回っているということである。そのと
きの企業は，労働者の生産性と賃金の差の利益を得ると考える。
　結局，一定の賃金のもとで，一定の労働時間働くという契約が
成立しているのは，

労働者の自由時間の
金銭的価値 ＜賃金＜労働者の生産性の金銭的価値

という不等式が成立しているからである。労働者の自由時間の価
値と労働者の生産性との差が，労働契約が成立することによって
労働者と企業の双方，すなわち社会に生じる利益となる。この不
等式が成り立つ限りは，労働者は労働時間を増やそうとし，企業
は労働投入量を増やそうとするので，取引が行われる。しかし，
労働時間が長くなると自由時間が減るから，労働者にとっての自
由時間の価値は上がり，労働投入量を増やすと労働者の生産性は
下がってくる。こうして最終的に，

労働者の自由時間の
金銭的価値 ＝賃金＝労働者の生産性の金銭的価値

が成立することになる。労働市場全体でみて，このような状況が
成立したとき，その賃金は「均衡賃金」となる。そして，この均
衡賃金で決まる雇用量が「均衡雇用量」である。これは，労働市
場の均衡点であり，「パレートの意味での効率性」（⇒序章，4頁）

が実現している状態でもある。
　企業にとっての労働時間の価値（生産性）が労働者にとっての
自由時間の価値（機会費用）を上回っているとき，労働者はその
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時間という財を企業に売り，賃金を得るという交換が成立し，そ
れにより双方に利益が発生する。そうした交換取引は，最終的に
は労働者にとっての時間価値と企業にとっての時間価値（生産性）
が等しくなる均衡状態に至るまで続けられる。つまり，均衡賃金
で取引がなされるということは，均衡状態に至るまでの「時間」
と「賃金」についての，労働者と企業の双方に利益のある交換取
引が最大限行われたということである。これを労働市場全体でみ
ると，均衡状態は，労働者全体と企業全体の利益を最も大きくし
ているということであり，そうした状況は社会的に望ましいもの
と考えられる。この見方による限り，労働市場における取引は必
ずしも，企業が得をしたら労働者が損をするとか，労働者が得を
したら企業が損をするとかいったゼロサム・ゲームではないこと
になる。

 市場は万能ではない――市場の失敗

　ここまでの議論に従えば，企業と労働者に労働市場を通じて自
由に賃金や雇用量（総労働時間）を決めさせれば社会的に望まし
い状態が実現するということになる。そうだとすると法が規制を
加えて取引の自由を制限すること（自由に締結された労働契約の内
容を規制すること）は，経済的には非効率をもたらし望ましくない
こととなる。法に期待される役割は，せいぜいこの労働市場にお
ける取引がよりスムーズに行われるような環境を整えることに限
定されることになる（合意された契約内容の履行確保の仕組みの整備，
個別に交渉するコストを節約するための労働契約モデルの提示など）。
　しかしながら，労働市場で自由にかつスムーズに取引されてい

 市場は万能ではない
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ても，なお賃金や総労働時間が，社会的にみて望ましいものとな
らないときがある。労働市場のイメージは賃金という社会全体の
労働の価値に関する指標を見ながら，企業は雇い入れる量（総労
働時間）を決め，労働者は働く時間を決めるというものであった。
そして指標である賃金自体は需要と供給を反映して決まり，誰も
直接的に賃金を操作できないということが，市場が望ましい賃金
と総労働時間を決定するという議論の前提であった。このように
企業も労働者も賃金に影響を与えることができない状態を労働市
場が「完全競争」であるという。この完全競争が成立するのは，
労働市場に参加している労働者と企業がそれぞれ，市場全体から
見ればちっぽけな存在で，個々が労働時間や雇用量を増減させて
も市場全体で決まっている賃金には影響力を及ぼすことができず，
逆にそれを受け入れるしかない，という状態である。

⑴　賃金支配力

　それでは，企業や労働者が自分たちに都合よく労働の価値に関
する指標である賃金を操作できるとすると，どういうことが起こ
るのだろうか。結論から言うと，そのような場合には，賃金が労
働の社会的な価値を正しく反映しなくなり，総労働時間は社会的
にみて望ましい水準にならない。
　このことを具体的に説明してみよう。まず企業が賃金を自由に
決定できるとしよう。読者のなかには，そもそも企業が賃金を決
めるのは普通だと思う人もいるかもしれない。しかし，現実には，
意外とそうでもなく，企業は世間相場を見ながら賃金を決めてい
ることも多い。現に多くの人事担当者は労務管理の専門誌を熟読
し，それらの専門誌に掲載されている世間の賃金相場に強い関心
を寄せている。世間相場を下回る賃金しか提示できないと労働者
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は自分の企業で働いてくれないが，世間相場で労働者を雇えるな
ら世間相場よりも高い賃金を支払う必要もないので，企業は世間
相場に見合った賃金を労働者に支払うことになる。これが通常の
労働市場で想定されている状態であり，こうなると企業は賃金を
決める力をもっていないことになる。
　ただ，ある企業が，その属する産業や地域で巨大な雇用のシェ
アを占めるような場合には，その企業の行動そのものが賃金の世
間相場に影響を与えるケースがある。たとえば，ある企業城下町
に巨大な工場があり，その地域の労働者のほぼすべてがその工場
で働いているというケースを考えてみよう。この企業が，その工
場の生産量を増やすために，その工場の総労働時間を増やそうと
すると，人を確保するために賃金を上げざるをえなくなる。とい
うのは，この場合にはこれまで工場で働く意思があった労働者だ
けでなく，進学を考えていた人や専業主婦（夫）からも募集する
必要が生じるが，彼／彼女らは工場で働くよりも各人の自由な時
間の価値を高く見積もってそれぞれ生活していたはずなので，そ
のような人々にとっても，工場で働くことが魅力的になるような
高い賃金を提示しなければ，さらなる労働力の確保ができないの
である。逆に，この企業が生産を減らし，その工場の総労働時間
を減らそうとすると，少ない働き口に多くの労働者が職を求める
ため，賃金下落の圧力がかかり，賃金は下落して，企業は自由時
間の価値を低く見積もっている労働者だけを雇うことになる。こ
のように，ある企業の総労働時間の決定が賃金に影響を与えるよ
うな状態を企業が賃金支配力をもつ状況（独占・寡占状況）という。
　企業が賃金支配力をもつ状況では，上述のように企業は雇い入
れる総労働時間を増やすためには賃金を上げざるをえないが，実
は，それのみならず，すでに雇っている労働者の賃金も上げなく
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てはいけなくなると考えるのが現実的だ。これは，新規雇用の労
働者が同じ仕事をしている既存の労働者よりも高い賃金をもらう
といったことが，労務管理上，あまり現実的でないからである。
たとえば，スーパーのパートを例として考えよう。1年前から時
給 800円で働いている労働者がいるときに，もはや 800円では人
が集まらないので，時給 820円で求人をかけたときに，すでに働
いている労働者の時給を 800円に留め置くことはできるだろうか。
新しく入ってきた同じ仕事をする労働者がより高い時給をもらう
ことは，既存の労働者の大きな不満の種になると考えて多くの企
業はそのような労務管理をしないだろう。そのためより多くの労
働者を雇うためには，既存の労働者の賃上げも含めた賃金総額の
大幅な増加を覚悟しなければいけなくなる。これは完全競争の状
態では，それぞれの企業は労働市場全体からみれば小さな存在で
あり，求職意思のある労働者も豊富なので，自社だけが雇用量を
増やしても賃金には影響を与えないため，世間相場の賃金でいく
らでも労働者を雇えるのと対照的である。
　そのため，企業に賃金支配力がある状態では，企業はあえて完
全競争の状態よりも雇用を抑制し，仕事の機会を希少にすること
で，労働者同士に賃金切り下げ競争をさせ，賃金を低く抑えよう
とする。この場合は，雇用量（総労働時間）を抑えることで労働
者の生産性が高い水準にとどまるので，労働者の生産性は賃金よ
りも高くなる。その一方で，低い賃金水準でも働きたいという労
働者だけが働くようになるため，賃金と労働者にとっての自由時
間の金銭的価値は等しくなる。よって，企業が賃金支配力をもつ
ケースでは，

労働者の生産性
の金銭的価値 ＞賃金＝労働者の自由時間の金銭的価値
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という状態になってしまうので，社会的にみれば企業にとっての
労働時間の価値（生産性）が労働者にとっての自由時間の金銭的
価値を上回っているので，もっと総労働時間を増やすことが望ま
しかったし，その余地があったことになる。
　企業ではなくて労働者の側が賃金に影響を与えうる状態もある。
完全競争の状態では，それぞれの労働者が世間相場よりも高い賃
金を求めれば，ほかの労働者が雇われてしまうので，それぞれの
労働者は世間相場の賃金を受け入れざるをえない。しかし労働組
合を作って，その組合が認める賃金以下では誰も働かないという
状況を作り出すことができれば，労働者の側にも賃金支配力が生
まれてくる。労働組合が完全競争の賃金よりも高い賃金を求める
と，企業は高い賃金に見合った労働生産性が得られるまで雇用量
（総労働時間）を減らす対応をすることになる。
　そのため，雇用は抑制されるが，しばしば雇用量（総労働時間）
の減少は，（退職者の補充をしないで）新規採用を抑制するという
形で行われるため，すでに雇われている労働組合に所属する労働
者は高賃金を享受することができる。このとき，低い賃金で働い
てもよいと思っている労働者でも雇用の機会がないため，労働組
合が決める賃金は労働者にとっての自由時間の金銭的価値を上回
っている。結局，労働組合が賃金支配力をもつときには，

労働者の生産性
の金銭的価値 ＝賃金＞労働者の自由時間の金銭的価値

という関係が成立する。ここでも労働者の生産性（企業にとって
の労働時間の金銭的価値）が労働者にとっての自由時間の金銭的価
値を上回っているので，本来ならば，もっと雇用量（総労働時間）
を増やすことができたはずということになる。
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⑵　情報の非対称性と外部性

　ここまで，完全競争的な労働市場では賃金が労働の価値（自由
時間の金銭的価値，生産性）を示す指標の役割を果たすが，企業や
労働者が賃金支配力をもつと，その指標が正しく労働の価値を示
さなくなってしまって，効率性が損なわれるということを見てき
た。このほかに，企業や労働者が賃金支配力をもたなくても，賃
金という指標が労働の価値を正しく反映しなくなってしまうケー
スとして情報の非対称性の問題がある。ここでは 2つの場合に分
けて説明しよう。
　1つは，企業の側が労働者の能力や適性がよくわからないとき
である。仮に労働者の間に能力差があるとしよう。このとき 1人
ひとりの労働者の能力が企業にもわかるならば，能力が高い労働
者と能力が低い労働者についてそれぞれ別の労働市場が成立して，
能力が高い労働者には高い賃金がつき，能力が低い労働者には低
い賃金がつく。このとき，賃金は労働の価値を正確に反映してい
る。すなわち，複雑な仕事をこなしてもらうことで高い生産性を
実現している企業は，高い賃金を支払ってでも高い能力をもつ労
働者を雇い入れる。また単純な仕事をこなしてもらえればいいと
考える企業は低い賃金で能力の低い労働者を雇い入れることにな
る。つまり適材適所の労働者の配分が実現することになる。
　しかし，実際に雇う前に企業が労働者の能力を知ることが難し
いケースがある。このときにあえて，自分の能力が低いと申告す
る正直な労働者がいないとすると，すべての労働者は能力が高い
と主張することになり，1つの労働市場に能力の高い労働者と低
い労働者が混在することになる。企業としては，労働者の能力が
わからない以上，賃金は労働者の平均的な生産性に相当する額を
提示することになる。そのため，能力の高い労働者にとっては賃
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金が生産性を下回るし，能力の低い労働者にとっては賃金が生産
性を上回ることになる。この場合，賃金をその労働者の生産性に
あわせて事後的に調整することはそれほど容易ではなく，そうな
ると賃金が労働の価値を正しく反映しなくなるので，高い能力が
必要とされる職場で能力の低い労働者が働いてしまったり，能力
の高い労働者がその能力を発揮できない職場で働いてしまったり
するというミスマッチが起こる。さらに解雇や希望退職などによ
るミスマッチの解消は法的にも実際上も容易ではないので，企業
と労働者の双方にとって望ましいマッチングができないことにな
り，それだけ社会全体の生産量は，適材適所の人材配置ができた
ときの生産量を下回ることになる。これは，労働市場が効率的な
労働の配分に失敗したということを意味する。
　賃金が労働の価値を正しく反映しなくなってしまうもう 1つの
例として，労働者の側が企業の労働環境がよくわからないケース
を考えよう。たとえば，ある労働市場のなかに良質な労働環境を
提供する「ホワイト企業」と劣悪な労働条件を提供する「ブラッ
ク企業」があるとしよう。多くの場合，ブラック企業は，自分は
ブラック企業です，と正直に申告しないので，労働者から見ると
どの企業がホワイトでどの企業がブラックかはわからず，すべて
の企業がどちらか不透明なグレー企業に見えてしまう。世の中に
ブラック企業が増えてくると，市場全体のグレー度は上がってき
て，ブラック企業では働きたくないと思っている労働者が働くこ
と自体を躊躇するようになり，ホワイト企業まで人集めに苦労す
ることになってしまう。この場合，ブラック企業が求人を出すこ
とはホワイト企業の求人活動の費用を上昇させているが，ブラッ
ク企業はその費用上昇分を負担していない。この例は情報の非対
称性があることが，「外部性」につながっているケースである。
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外部性とは，それぞれの労働者や企業が社会に対してもたらすメ
リットやコストが，それぞれの収入や支出には直結しないことを
いう。上記の例はコストをもたらす場合であり，こうした外部性
を，とくに「負の外部性」あるいは「外部不経済」と呼ぶ。
　メリットをもたらす外部性（「正の外部性」「外部経済」）の例も紹
介しておこう。それは労働者が仕事についてから受ける職業訓練
についてである。仮にある会社での職業訓練で身に付けられる技
能がほかの会社でも使える一般的な技能であるとしよう。ある企
業が自社の費用負担で労働者に訓練を施すと，ほかの企業は訓練
の終わった労働者を引き抜くことで，訓練費用の負担なしで技能
を身に付けた労働者を雇うことができる。このように自分自身で
は費用負担をせず，他者の努力の果実だけをつまみ食いする行為
をフリーライド（ただ乗り）するという。この例では，中途採用
をする企業は，他社の提供している訓練にフリーライドしている
と言える。日本の労働市場では中途採用がそれほど盛んではなか
ったため，この訓練機会へのフリーライド問題はあまり深刻では
なかった。しかし，中途採用の市場が拡大してくると，この問題
が顕在化してくる可能性がある。そうなると，訓練の費用を直接
の受益者である労働者に，低賃金を受け入れてもらうことで，直
接負担してもらうといった動きが出てくる可能性が高い。そして，
この費用負担の仕組みがうまく機能しなければ，訓練機会が縮小
する可能性も出てくる（⇒第 9章，200頁）。

 政府は何ができるのか

　ここまでは，企業や労働者が賃金支配力をもつときや情報の非

 政府は何ができるのか
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対称性や外部性があるときには，賃金が労働の価値を適切に反映
しなくなってしまうため，労働市場での自由な取引の結果決まる
雇用量（総労働時間量）や労働者と企業の組合せが効率的でなく
なることがあるということを見てきた。
　労働市場では企業や労働組合が賃金支配力をもっているのは一
般的に見えるし，情報の非対称性がない労働市場というのも現実
的には考えにくい。そうであれば，政府が労働市場に介入して，
どの労働者がどの企業でどんな賃金のもとで働くべきであるかを
決めたほうがいいとも言えそうである。しかし，政府の介入には
いくつかの問題がある。
　まずは政府と言ったところで実質的には政治家や官僚によって
構成されているわけで，こうした人たちが社会全体の効率性を向
上させるために政策を決定するとは限らないことである。加えて，
労働政策の策定には公益代表委員・労働者代表委員・使用者代表
委員が参加する三者構成の審議会での議論も尊重される。しかし
労働者代表委員にせよ，使用者代表委員にせよ，公選で選ばれて
いるわけではなくて，結局のところ，三者構成のそれぞれの代表
がどのような団体のどのような利益を代表しているのかは明確で
ないところもある。仮に，政治家や官僚や審議会が社会全体のこ
とを考えて行動したとしても，企業の質や労働者の質といったさ
まざまな情報を政府が十分に集めることができるとは限らない。
このように考えると，労働市場で市場の失敗が発生しているから
といって直ちに政府が介入すべきだという話にはならないのであ
る。政府が介入するコストのほうが，市場の失敗によるコストよ
りも高い可能性も十分にある。また，規制が必要という政策判断
をした場合であっても，規制のコストが小さくなるような方法を
考えていく必要があるのである。
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　また，賃金が労働の価値を正しく反映する完全競争的な労働市
場は，労働市場における情報の非対称性の大きさなどを考えると，
現実にはほぼ存在しない。契約の自由に否定的な労働法は，暗黙
のうちに，労働市場は独占または寡占状況で，企業が賃金支配力
をもっていて，賃金（その他の労働条件）を低く抑えられているの
で，法が介入する必要があると想定しているとみることもできる。
しかし，仮に独占または寡占的な状況があるとするのならば，そ
れを解消するような競争政策をとったり，参入の障害となってい
る規制を改革するという方法もある。自由な取引による効率的な
マッチングが実現できるようにするという観点からは，こうした
解決策のほうが望ましいとも言える。これも競争政策などをとる
のに必要なコストと労働市場を規制するコストのどちらが大きい
かという観点からの議論が可能であるが，それだけでなく，自由
という価値にどれだけの重きを置くか，政府の規制と市民の自由
の対立を意識し，後者の自由をどれだけ重視するか，という哲学
的な問題ともかかわっている。

 再分配の問題

　労働市場が効率的なマッチングを実現し，社会的に望ましい雇
用量（総労働時間量）をもたらしていたとしても，それだけで十
分というわけではない。それは社会全体でみた資源配分の効率性
を実現するだけであって，個々の労働者の所得状況への配慮はな
されていないからである。労働法は，こうした分配の不公正さが
企業と労働者との間に存在していると考えて，取引（労働契約）
の内容を規制する必要があると考えている。そして，この分配の

 再分配の問題
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不公正さを是正するためには，効率性を害してもかまわないと考
えるのである。
　もちろん，経済学において，個々の労働者の所得状況への配慮
がなされないわけではない。経済学では市場において効率的な資
源配分がなされたとしても，なお個々人の保有する財産などに差
があり，それを是正する必要があると考える場合には，所得の再
分配をする必要があると考えるのである。これは具体的には社会
保険料や税金で富裕者から多くの拠出をさせ，それを貧困者に分
配するということであり，日本では，生活保護制度や累進課税が
その典型である。再分配を社会保障制度等に任せるという発想は，
効率的な資源配分を市場にゆだね，政府はその状態から再分配を
するという明確な役割分担を示すもので，それは魅力的なもので
ある。これを法的に言うと，企業と労働者の締結する労働契約に
おいては契約の自由を妥当させ，自由な交渉の結果としての契約
内容がもたらす不当性は社会保障法等による所得保障によって補
正するということである（たとえば，最低賃金規制をせず，貧困者に
は生活保護で所得保障するということである）。
　ただ，労働法学の根幹を揺るがすようなこの主張が説得力をも
つためには，個々の労働者に対する公的な所得保障施策がどこま
でうまく機能するのかということにかかっている。また，これを
市場と政府の役割分担という観点からみたときには，取引それ自
体は当事者の自由にゆだねたうえで，政府による財政の投入によ
り所得保障を図るという政策と，市場の効率性を歪め，雇用量の
減少をともなうとしても，契約内容の最低基準を強制的に設定す
るという形で労働者の所得保障を図る政策の，どちらが社会全体
にとってよいのかという問題でもある。
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 市場メカニズムの活用

　契約の自由に否定的な労働法学の発想に対して，契約内容に不
満がある労働者は転職すればよいという考えもある。伝統的な経
済学では，労働市場におけるマッチングにおいて，労働者の移動
コストは考慮してこなかった。仮に移動コストが高いとなると，
これは独占あるいは寡占の状況と近いものとなり，市場の失敗が
起こるとみることになる。
　問題は，現実の労働市場はどうなのかである。労働法学におい
ては，とくに正社員は，労働市場が企業内において形成されてい
て（内部労働市場），企業間の移動は難しいということを暗黙の前
提にしており，転職して問題を解決するという発想は希薄である。
つまり，外部労働市場による解決ではなく，内部労働市場におい
て規制による解決を選択する傾向が強い。
　転職の自由がどの程度あるかは実証研究を待つほかないが，仮
に現状では転職の自由が小さいとしても，あくまで効率性を重視
し，市場におけるマッチングを促進することが望ましいという考
え方に立てば，内部労働市場の形成に積極的に寄与している政策
や法制度（解雇規制等）を見直して，むしろ外部労働市場の活性
化（マッチングのための情報提供の充実化や仲介者の機能強化など）を
図るべきことになる。

 法学と経済学の協働できる可能性

　先にも述べたように完全競争の労働市場というのは，1つのモ

 市場メカニズムの活用

 法学と経済学の協働できる可能性
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デルにすぎない。現実にそのような労働市場が存在しているわけ
ではない。ただ，このモデルは，現実の労働市場に起きている問
題を考えるときに，大切な参照点を与えてくれる。ある労働問題
が発生しているときに，それは市場の失敗という枠組みでとらえ
ることができるかを検討できるし，仮に市場の失敗があるとする
と，それを補正するために政府がどのように介入すべきかについ
て，頭の整理をする枠組みを与えてくれる。また，市場の失敗と
いう角度から問題を整理していくことで，それが政府に解決でき
る問題なのかどうかも見えてくる。実は，労働法上のさまざまな
規制についても，市場の失敗の補正という観点から説明の付くも
のが少なくない。ある法制度の妥当性を，市場の失敗の補正策と
して適切かという観点から検証することは，法学においても重要
なことである。
　また，労働問題はさまざまな事象が複雑につながりあうなかで
起こることが多いから，ある問題の解決を図ることができても，
それが他の問題を引き起こすという副作用が出るケースがある。
経済学は，このように現実に生起する現象をよく観察した後で，
一歩引いて問題の構造を把握して対策を考えようとするものであ
る。こうしたアプローチは，ややもすれば部分的な公正さに目を
奪われがちな法学の議論に，より広い視点を与えてくれるもので
ある。もちろん，法解釈論において，あるいは，司法の場におい
て，ある規範を適用することがもつ社会へのインパクトや副作用
のようなものを考えることが適切であるかについては否定的な考
え方も強い。ただ，少なくとも労働市場をどう法的に規律すべき
かという立法論や政策論のレベルでは，現象全体をトータルに把
握して，解決策をみつけていくという大局的な視座が必要であり，
そこでは，経済学の知見を十分に活用することができるであろう。
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まさに，この点において，法学と経済学の協働できる可能性があ
ると言えるのである。


