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金子氏の問題関心
経済的権力論

• 「権力の源泉と関心の対立ｰ経済的権力再考」『季刊 経済理論』42巻3
号, 2005年、「抗争交換論における契約についてｰ不完備性と古典性」
『一橋論叢』134巻6号 , 2005年.

上記の業績と今回の報告とを比べると、氏の問題関心は、「USラ
ディカル派の抗争交換論・経済的権力論への批判」から、「市場の内
部で関係的に偏在する経済的権力」へと移行しつつある。すなわち、
「労働市場・労働過程における経済的権力」から「市場そのもの内部
に存在する経済的権力」へと、より一般的な形で論じられている。

• 氏の今回の「市場の内部に関係的に遍在する(ubiquitous)経済的権
力」 論は、内生的選好論の潮流に位置づけられることは了解できる。
だが、それが、①DahlやLukesの権力論に依拠して論じられているため、

また②(一見すると権力と程遠いと感じてしまう)債券市場における「選択
的選好」を事例に論じられているため、(私のような)「古風な」読者の理解
を妨げているのではないかと危惧する。



共感できる問題意識
「経済的弱者の選好形成過程における権力の
役割」の解明

• 願望の限定

「達成可能な、限られたものごとに願望を限定してしまう」
(Sen[1992])

• 受容と規範化

「普通の女性労働者たち多数の受容する、この世で望まれる
ような『女らしい規範』にそうジェンダー化された日々の慣行」
(熊沢誠[2000])

• 規範の変革の契機

「女性たちがそう選択せざるを得ない背景を洞察する一方、
ジェンダー化された慣行が変わる、その時代的な契機をつと
めて見出すことが大切なのだ」(同上)

∴そうであるならば、労働市場・労働過程に踏み留まるべきで
は?



討論者の立ち位置
労働力商品化の難点(擬制的商品)

• 主流派経済学者とは異なり、マルクス派(とくに宇野学派)は、
労働法学者の多くや、Polanyi[1957]と同様、「労働力商品化
の難点(擬制的商品)」を議論の出発点としてきた。

①労働契約は、人間そのものを取引の対象とする

という側面をもつので、契約・履行において労働

者の身体性が侵害されてしまう場合もある。

②労働者は、労働力以外に財産を持っていないの

で、契約・履行において弱い立場に立たされる。

③労働は、常に他律性を有している。

• それゆえ、観察しやすい「権力行使の場」は、労働市場・労
働過程なのではないか。



S.Bowls=H.Gintisの抗争交換論① (出発点)
ワルラシアンにおける「経済的権力」の不在

• 個人の選好は外生的に決定される。労働者
と雇い主との間には、利害の対立はない

• 外生的契約履行exogenous claim enforcement

契約は、第三者の存在により、コストをかけ
ずに履行される。取引相手とその行動に関す
る情報もコストをかけずに入手できる。契約
の履行には、制裁がない。



抗争交換論② (学説史)
選好×契約履行による分類(S.Bowls[1993])
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抗争交換論③ (概要)

• 一般均衡の枠組みを用いて、「経済的権力」を表現
する。

• ワルラシアンの生産関数、費用関数に加えて、「労
働抽出関数」を設定する。マルクス派と同様、「労
働」と「労働力」を区別して、<労働力から労働を抽
出する>と論じる。

• 労働者の反応関数を示す労働抽出関数は、e=e(W)
で表現される。雇い主は、労働抽出関数を所与とし
て、賃金単位あたりの労働努力e/wを最大にするよ

うに賃金水準を選択する。



抗争交換論④ (概要 続き)
• 権力行使のための十分条件は、雇い主が労働者に課す制裁

制裁:内生的契約履行メカニズムとしての「条件付契約更改(不満足な
労働水準の場合は解雇)」。この制裁の脅威により、労働者は規律づけ
られる。

• 現実の賃金と留保賃金(雇用されてるいことと失業していることが無差
別であるような賃金水準)との差は、「失業コスト(雇用レント)」。

• 雇い主は、高賃金⇒高い失業コストの水準のもとで、労働者から高レベ
ルの労働抽出を達成する。その時には、労働市場はnonclearing (ただし
競争均衡)であり、非自発的失業が存在する。

• 条件付契約更改という制裁の脅威が、したがって権力行使が有効であ
るような制度的環境を特定する。すなわち、需給不一致の労働市場に
おいては、非自発的失業が存在し、労働者はlong-side(過剰供給)、雇い
主はshort-side。雇い主は<short-side power >を有する。

※このような非対称的な条件を特定する理由は、一般的には、労働
者も、労働組合などを通じて、権力(=交渉力)を行使できるといいうるか
らである。青木昌彦[1984]やWilliamson[1985]は、対称的な交渉力の
行使、双方的・内生的な契約履行を説いている。



抗争交換論⑤ (問題点)

• 金子[2005]が明確に指摘したように、抗争交換論は、
結果的には、 Shapiro=Stiglitz[1984]らの効率賃金
論(およびHart[1989]らの不完備契約論)と同様のモ

デル構成・帰結になってしまっている。

⇒ラディカル性を失ってしまっている

• 想定されている労働者像の単純性

単一労働市場において、高賃金(⇒失業コストの上
昇)のアメとムチに反応する労働者

⇒抗争交換論を二重労働市場論と接合する必要
がある



抗争交換論⑥ (発展可能性)
差別の経済学の再構築

• 米国ラディカル派は、 Doeringer=Piore[1971]の二
重労働論を、<労働市場・労働過程と資本蓄積との
関係の歴史・動態>論として発展させた(Gordon, 
Edwards & Reich[1982].いわゆるSSA[Social
Structure of Accumulation]アプローチ)。

• 従来、抗争交換論は、理論的には、二重労働市場
論と接合されてこなかった。せいぜい「分断による支
配」に関する言説がなされるのみであった。
Homogeneousな仮定を取り除いた上で、抗争交換
論、二重労働市場論、そして内生的選好論を接合さ
せて、人種差別、男女差別などを真正面から取り扱
える「差別の経済学」を再構築すること。ここにラディ
カル派の未来があると考える。



二重労働市場論

• 氏原正治郎[1953]、Doeringer=Piore[1971]が
実態調査の積み上げにもとづいて帰納的に
明らかにしたように、労働市場は、第1次
(primary)労働市場と第2次(secondary)労働市

場に分断されている。

• D=P(また氏原も)は、この分断化された市場

の特徴を、それぞれの市場における労働者
の訓練機会、したがって知識・技能の差異に
よって説明している。



分断化された労働市場の特徴

• 第1次市場(いわゆる内部労働市場)においては、解雇確率
が相対的に低い。また企業内での訓練機会も多く、その結果、
年功給が普及している。労働組合の組織率も高いので、
ルール化された雇用慣行が多数存在する。

• 第2次市場においては、製品市場の変動にさらされやすく解
雇確率が高い。労働者は、第2次市場の中を転々と渡り歩く。
訓練機会は乏しく、したがって低賃金である。また、労働組合
への組織率は低いので、 ルール化された雇用慣行はない。

• したがって、「失業コスト」は、第1次市場では高いが、第2次
市場においては低い。第2次市場の労働者は、低賃金ゆえ
に、労働にたいして内面的に動機付けられることはない。

• それゆえ、第2次市場の労働者は、第1次市場の労働者とは
違った意味で(<失業コスト↑⇒解雇の脅威>ではなく)、雇い
主の直接的・原始的な指揮・監督(つまり「権力の行使」)のも
とに置かれている?←B=Gでも十分に展開されていない。



なぜ労働者は第２次市場で働くのか?

• 第2次市場における労働は、明らかに条件の悪い労働である
にもかかわらず、なぜ実際に労働を供給する人たちがいるの
だろうか。

• Doeringer=Piore[1971]によれば、第2次市場の労働者は、以
下の2つのグループからなる。

①第1次市場への就業を希望しながら目的を果たせなかっ
た非自発的な労働者(女性や非白人が多い)
②他に主たる活躍の場をもち、補助的所得の獲得を主目

標としている(自発的)労働者

• ラディカル派としては、①の労働者の「行き止まりの仕事への
非自発的な割り当て(閉じ込め)」(石川経夫[1989])が問題で
あろう。※石川・出島[1994]は、1980年と1990年の『賃金構造基本調
査』(労働省)の個票データを用いて、この問題の実証分析を行っている。



統計的差別論による賃金格差の説明
需要側からの説明

• 「(雇い主の)嗜好tasteによる差別」の理論
(Becker[1957])

⇒利潤最大化の観点から疑問が多い。

• 「統計的差別」の理論(Arrow[1970]、Phelps[1972])
によれば、個々の労働者の離職性向を知ることがで
きない雇い主は、性別などの属性別にみた平均的
な離職率を情報として用いるため、個々の労働者を、
集団的属性をもつ個人として扱ってしまう。それゆえ、
採用・昇進などの雇用機会に格差が生じる。しかし、
危険回避的な企業にとって、このような差別は経済
合理的である。

⇒通説に



統計的差別論による賃金格差の説明
男女賃金格差のケース

• 統計的差別に基づく昇進政策は、事前には能力の点でなん
ら男女格差がなくても、事後的には著しい男女格差が生れて
しまう。例えば、ある企業は、「女性には人的資本投資をしな
い」という選好にもとづいて、女性の昇進に消極的な基準を
設けてきたとすると、他方で、女性労働者は「どうせ人的資
本投資をしても昇進できない」ということを経験的に知り、
discourageされ、実際にも投資しなくなってしまったり、離職を
選択したりする。これにより、ますます賃金格差や離職率の
上昇が生じ、悪循環となる。また、第1次市場への労働移動
も困難になり、分断が固定化されてしまう。

• 石川[1989]によれば、もし離職確率やしたがって「失業コス
ト」が男性よりも女性のほうが高いと考えうるとすれば、理論
的には、労働密度は女性のほうが高くなるだろう。したがって
利潤最大化行動をとる企業は女性を優先的に雇用するだろ
う。

• 理論的な掘り下げが求められている。



自発的or非自発的就業?
労働者の選好の形成要因の説明が必要

• 統計的差別の理論には、供給側からの説明がないため、女
性が自発的に第2次市場の仕事に就業しているのか、それ
とも非自発的に就業しているのか、思い諦めてdiscourage就
業しているのかが不明である。

• 内生的選好論にもとづいて、女性の離職性向の形成要因を
理論的に分析する必要がある。(もちろん雇い主の選好も)。
※個々の女子労働者の選好⇒集団としての選好⇒個々の女子労働者
の選好を拘束
※男女雇用機会均等法が労働者(および雇い主)の選好形成に及ぼす影
響の分析

• また、統計的差別の理論のベースとなっている離職性向の
相違を、社会的環境による部分、(労使の垂直的関係および
労働者相互の水平的関係がつくりだす)職場環境による部分、
個人の選好による部分に分割する実証分析が必要である。



【参考】そもそも抗争交換論は:現代の「政

治経済学のミクロ的基礎」となりうるか？

• 条件附契約更改(解雇の脅威)というごく原始的な方
法が現代資本主義の「経済的権力」なのか？

• 「二重労働市場における経済的権力」の解明こそが、
「政治経済学のミクロ的基礎」 となりうるのでは?

• Foucault[1975]が述べたように、権力(「ミクロの権
力」)は、不可視化され、もっと巧妙な形で、個々人
の心の奥底に「内面化」されているのではないか？
J.ベンサムの考案した「パノプティコン（一望監視監
獄）」の中で、労働者たちは、「常に誰かに見はられ
ている」と感じているのでは？

⇒組織内部での「関係的な権力」の展開へ



【参考】解雇権への規制:アメリカ

• 「随意雇用(employment at will)原則」により、期間の定めのない雇用契
約については、雇い主と労働者のいずれからも、いつでもどのような理由
によっても、終了させることができる、との考え方が(現在でも)支配的で
あり、労働者保護法は、ニューディール期以前においては、ごく限られた
範囲にしか存在しなかった。

• 1935年の全国労働関係法(NLRA)の制定により、団結権、団体交渉権、
団体行動権が実体的権利として認められ、労働組合の結成や、労働協
約(集団的な労働契約)の締結による労働条件の決定が認められるよう
になった。これにより、労働組合が存在する職場では、労働協約が解雇
権を規制している(例えば、先任権ルールによる解雇の順序の規制)。

• 1960年代以降、「集団としての労働者」ではなく、「個人としての労働者」
の観点から解雇の規制を図る「個別的雇用法(Employment Law)」が発
展し、例えば、公民権法第7章、年齢差別禁止法、「障害をもつアメリカ人
法」にもとづいて、差別的解雇禁止の措置がとられてきた。(この点では、
日本はアメリカに大きく遅れをとってきた)。

• 労働組合の組織率は、2007年時点で12%であり、ニューディール期以前
の水準に戻った。新たな労使関係の制度的構造の構築が求められてい
る。



【参考】解雇権への規制:日本

• 日本では、制定法上は、「解雇自由の原則」が維持されてきた。1898年に
施行された民法627条1項は、期間の定めのない雇用契約について、2週
間の予告期間をおくことによって、いつでも自由に解約できることを定め
ている。

• このような民法上の「解雇自由の原則」は、戦後の労働法制によって、若
干修正された(労働基準法による解雇予告期間、解雇禁止事由の修正)
が、「解雇自由の原則」自体は、維持されている。

• 解雇権濫用法理が存在すれば、「解雇の脅威」はないのか?
解雇権濫用法理: 正当な理由のない解雇は民法1条3項「権利の濫用」

により無効となる。
この判例法理は、 1960年代においては下級審判例において確立され、

1975年の最高裁判決によって、定式化された。この判例法理は、2003年
の労基法改正によって18条2として条文化され、さらに、同条は、2007年
の労働契約法の制定により、改正労基法から労働契約法16条に移行さ
れた。ただし、同法も、「解雇自由の原則」を正面からは修正しておらず、
あいまいな状態が続いている。
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