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1.序

効率賃金仮説は，賃金格差が，労働者と雇い主の聞

の諸要閃が労働市場での均衡成立を阻害するために発

生すると主張する o I労働関係に内在する諸要因」と

して重視されるものは，労働者の労働意欲 (Shapiro

and Stiglitz [1984]等)や労働者の質 (Weiss[1980， 

1991]等)である。前者についてはすで、に考察を行っ

ている。そのメカニズムは，高い賃金の支払いは，労

働者による怠業の防止になり他企業への移動が賃金の

下落を引き起こし，怠業による解雇は労働者にとって

損失を引き起こす。また，企業が他の企業を上回る賃

金の支払いを行った場合，労働者は労働意欲を高める

というものであった。本稿においては Weissに従つて

なぜ労働者の質が不完全雇用の成立を導くかについて

検討してみたい。

2. 観察上は区別できない労働者たち

Weiss (Andrew Weiss) はその著書 rEfficiency

WagesJ， Claarendon Press， Oxford 1991において多

重均衡賃金をもっ不完全雇用均衡について論じている。

異質な労働者が存在するがその差異が観察できない労

働市場の場合と，労働者間の能力の差異が観察できる

が，職を変えることの実質的費用がかかる労働市場の

両方について多重賃金均衡を特徴づけている。ここで

は，まず，労働者が異質で、あるが観察上は区別できな

い労働者の分析から行う。

下の図は高い賃金において職についての待ち行列
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Gob queue) をもっ二重賃金均衡をもっケースについ

て Q(w)/w関数を表わす。なお Q(w)/wは労働投入

の効率単位当たりの費用であり，それが貨幣賃金 Woと

Wjにおいて同一になるように描かれている。ここでも

し全ての企業が賃金woの賃金を申し出るなら労働に対

する超過需要が存在し，一方もし全ての企業が Wjの賃

金を申し出るなら労働に対する超過供給が存在するで

あろうケースを仮定しよう O また労働者の応募費用が

ゼロで，それ故にある企業で不採用となった労働者は

他の企業に応募すると仮定しよう O

この労働市場において失業を伴う 2つの賃金均衡が

存在することが証明できる。企業が申し出た 2つの賃

金を WoとWjとしよう。 Wj以下の留保賃金をもっすべ

ての労働者は Wjの賃金を申し出ている賃金の企業で働

くように応募する。

仮定により，賃金 Wjにおいて労働の超過供給が存在

するから，それらの応募者の幾人かは不採用となる。

WoとWjの留保賃金をもっ不採用となった労働者者た
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て我キは 3つの労働者のコーホートに対する労働投入

の効率単位当たりの費用表をを示す。すなわち aとb

とcである。

図から分かるように，それぞれのコーホートの効率

賃金は異なる。市場均衡においてコーホート bの労働

者を求めて競争しているが，コーホート aとcは雇わ

ない。

例えば，コーホート bの労働者に対する Wb*におい

て，超過労働需要が存在するとしよう。

槻

ちは非産業部門において働くか，あるいは失業者とな

るかのどちらかである。 Wo以下の留保賃金をもっ不採

用となった労働者たちはより低い賃金の企業に応募す

る。高い賃金 W]における企業の求職者数は低い賃金の

企業において労働供給が労働需要と等しくなるところ

である。それを図示すれば下の図のようになる。
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コーホート bの労働者に支払われる賃金はそのとき

引き上げられ，それらの労働者への効率単位当たりの

費用を増加させるだろう。そして市場均衡においては

失業がないがコーホート bの労働者のみが雇われるだ

ろう O そのコーホート bの労働者に関しては，労働需

要は労働供給に等しい。雇い主がタイプb (コーホー

トb) の労働者を求めて積極的に競争していると言う

事実にも関わらず，いかなる雇い主も bの労働者が生

む労働の効率単位当たりの費用が，他のコーホートの

労働者が生む労働の効率単位当たりの最小費用 (Wa*

かwJのW/Q)より小さい限りはタイプaあるいはタ

イプcの労働者を雇うことは望まない。すなわち上の

図において，もしコーホート bの超過労働供給が命b以

下の賃金においてなくなるなら，タイプaあるいはタ

イプ cの労働者のどちらも雇われることはない。

需要の十分に大きな噌加があるとき，企業はこの効
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W]の賃金の企業において超過労働供給(図の ab 

間)が存在するけれども，もし高い賃金の企業の Iつ

がその賃金を引き下げるなら，低い留保賃金の労働者

が応募してくるので，その企業の労働費用は逆に増加

するであろう。このことは第2図の W]からの下方への

移動を意味し，よって第 1図の Q(W)/Wの下落から分

かるように単位当たりの費用を引き上げている。 Wo以

下の賃金を申し出る企業は，もし低い賃金で労働者を

雇うことができるなら，それらの労働費用を減じるこ

とができるであろう。しかし.Woという低い賃金にお

いて図から分かるように労働の超過供給は存在しない

ので賃金はヲ|き下げられない。我々は WoとWJの聞の

留保賃金をもっ不採用となった労働者たちを非自発的

失業と呼ぶ。なぜなら.W]という高い賃金の企業で雇

用されている同じ留保賃金をもっ労働者よりも，雇用

されていないがため状況が悪い労働者がいるからであ

るO

3. 観察上区別できる労働者たちのグループ

さて，今度は観察上区別できる労働者たちのいくつ

かのグループがある場合を考えてみる。この場合，市

場均衡は他のグループは完全に雇用されているのに，

また別のグループは長期にわたって失業の高い水準に

悩むことで特徴づけられる O

我キは企業が観察上区別できないと分かった労働者

を同ーのコーホート (cohort) という O 下の図におい
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率賃金 Wa*においてコーホート aの労働者を雇い始め に評価することがより簡単であるという理由による。

る。そのケースにおいて我身は，コーホート bの労働 重要な情報の非対称性がある場合，市場における労

者に対しての職の待ち行列がなくて合bの賃金が支払わ 働の配分は必ずしも効率的でないことは明白である。

れ，コーホート aに対しては wJで何人かは雇われ何 例えば，無作為に選ばれた排除されたグループのメン

人かは雇われない職の割り当てがあり，コーホート c バーのほうが，労働者が雇われているグループのあら

の労働者に対しては誰も雇用されない。 ゆるメンバーと比べても相対的に産業への雇用で比較

我キは効率賃金 Wa*とWc*においてコーホート aと 優位をもっとき，そのグループが産業部門の雇用から

Cから雇われるであろう労働者と比較し，コーホート 排除されることはありうる O その理由は情報の非対称

bから雇われる労働者が産業での雇用において比較優 性をもっ市場での労働の配分は効率的ではないからで

位をもつかどうかについて何も述べていなし、。すなわ ある。そのようなケースにおいて排除されたグループ

ち，タイプbの限界内労働者は wdに全く近い留保賃 から企業が労働者を雇い入れるように仕向ける政府の

金をもつかもしれないが，他方タイプaとタイプ Cの 政策は労働の配分を改善するだろう O

限界内労働者は大変低い留保賃金を持っかもしれない。 我々はこの結果を簡単な例によって示すことができ

それ故，賃金wJとWc*で彼らを雇用することは，と るo 2つのコーホート iとjを考えよう O コーホート

りわけ彼らの厚生に非常に大きな影響を与えるかもし iにおいて全ての労働者は同一で、かれらは 1の留保賃金

れない。そしてもし留保賃金が非産業部門における生 と2の労働投入をもっ。コーホート jにおいて半分の

産性を反映するならばタイプbよりむしろタイプaと 労働者は0.6の留保賃金と 1の労働投入をもっ。そして

cを雇用することは総産出高を増加することになる O 他の半分は 3の留保賃金と10の労働投入をもっ。企業

異なる労働者のコーホートの均衡雇用は infIw/Q はコーホート iから労働者を0.5という労働の単位当た

(w)1の値の順序付けから決まる O すなわち労働需要が りの期待費用で雇うことができる。コーホート jから

一番低い時に雇われるコーホートは労働の効率単位当 雇い入れているとき，その企業における労働の単位当

たり私的費用が最も低いコーホート bである。これら たりの最小期待費用は0.54545である。これはコーホー

は必ずしも労働の効率単位当たり社会的費用が最小値 トiが 1の賃金で2の労働投入，コーホート jが，半

のコーホートでもないし，企業が労働の効率単位当た 分は0.6の賃金と 1の労働投入で半分は 3の賃金と10の

りの私的費用を最小にする賃金をそれぞれのコーホー 労働投入だから， 0.6と3の大きい方の 3の賃金を支

トに支払うとき，労働の効率単位当たりの社会的費用 払ったとき w/Q(w) =3 -;-(11/2) =0.54545である。

を最小にするコーホートでもない。これは w/Q(w)に これはコーホート jの労働者を 3の賃金で雇い入れる

より bから aへそして Eへと順に雇用が決まるがそれ ことによって達成され，コーホート jの労働者は5.5

が必ずしも社会的厚生の上で意味があるわけではない。(11/2)の期待される労働投入をもっO

それぞれのコーホートの中で労働者を観察上区別す 賃金3でコーホート jの労働者が雇われたとき，供

ることができない，そして全ての労働者は同・の賃金 給される労働投入の単位当たりの期待される機会費用

を支払わねばならないので，一般的に雇い主は比較的 が 0.32727にすぎないという事実にもかかわらず均衡

同質的な労働者のコーホートを好みがちである。いわ において，企業は労働者をコーホート iからのみ雇い

ゆるコーホートが同質的であるとき，その企業が比較 入れるだろう。なぜならば，情報が対称的なら，賃金

的に生産性の高い労働者の留保賃金を支払う時に，低 は3と0.6で1/2の確率をもっ。 1/2(3+0.6)=1.8の

い生産性の労働者が応募することは低い生産性が分か 予想賃金となる。労働投入の予想値が 1/2(1+10)=

るから少ない。このことは，生産性がより容易に観察 5.5であるので1.8 -;-5. 5=0. 32737であり， jのほうが

される労働者が産業部門でより雇われやすいことを意 Iより低いので jを選ぶだろうが情報が非対称性のとき

味するだろう。 はiを選ぶ。かくして雇用されたコーホート iの労働者

我々は雇い主に背景 (background)がよく知られて の単位当たりの機会費用は0.5で，もし労働投入がコー

いる労働者(たとえば中産階級の白人のような)はよ ホート iよりむしろコーホート jに変わるなら配分上の

く知られていない背景の労働者よりもより雇い入れや 効率性は増加するであろう O

すいことをしばしば見つける。このこと
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まで分布を引きのばすということは，その労働者の

コーホートに対する労働の効率単位当たりの均衡(そ

して最小値の)費用を減じるだろう。このいくぶん逆

説的な (perverse)効果を例示するために，単位区間

[1， 2Jにおいて， 市長に分布している留保賃金をもち，

そして q(w)=w という労働投入関数をもっ労働者の

コーホートを考えよう。もし有限の数の労働者が雇わ

れるなら，この経済における労働の単位当たりの費用

は厳密に 1より大きくなるだろう。なぜなら，ある市

場賃金wが支払われたときw以下の労働者が入ってく

るから全員にwを支払いから wの関の労働投入

Oabor endownment) をもっ労働者が雇い入れられる

だろうから。

労働需要(効率単位において)を N/2と仮定しよう，

そのとき企業は集計的労働需要が満たされるところの

もっとも低い賃金を申し出る。

さて，このコーホート内での労働者の分布において

平均は変わらないままで分布を引きのばすことを考え

よう。新しい分布において半分の労働者は留保賃金 l

と対応する労働投入 1をもっ，そして他の半分は留保

賃金 2と対応する労働投入 2をもっ。集計的労働需要

は N/2だから，均衡において企業は 1の賃金を支払い

そして Iという効率単位当たりの費用をもっ。これは，

前は 1より大きかったが，今度は N/2人しか労働需要

がないので下の w= 1の人を雇うからである。平均は

変わらないままで分布を引きのばすことは，このコー

ホートから雇い入れている労働者の費用を減少させる

ことであり，コストが下がることを意味する。

ところで，これまで導かれた結果は観察上異なる労

働者グループの数が増えた場合，情報の非対称性に

よって引き起こされた資源、の誤った配分が消滅すると

いうことを意味していなし、。そのことはもしそれらの

グループがより同質的になりつつあるなら，その結果

それらのグループ内ですべての労働者が同じ(あるい

はとても近似的な)労働の資質や投入をもっときにの

み成り立つ。

人口の分割をだんだんと細かくするとき，グループ

がより近似的になっていったとしても，異質性をグ

ループ内に残しているなら，観察上分割されるグルー

プの数が多くなるときでさえも，情報の非対称性が依

然として重要な厚生や資源配分上の効果を持つ。とり

わけ 2つのグループがたとえとても近似的であった

としても雇用されたグループのメンバーの期待効用は

雇用されないグループのメンバーに対するよりは不連

続的に高し、。どのように人口が分割されるかに依存，

情報の非対称性に伴うこの期待効用の下落と資源の

誤った配分はグループの数が増加するときでさえも増

加しうる。

このことを見るために，全ての労働者が観察上区別

されない経済を考えよう。さて，情報の利用可能性の

改善のため労働者が観察上 2つの別今のグループに区

分されたとしよう。すなわち，命以上の留保賃金をも

っグループと w以下の留保賃金をもっグループである。

さらに前者のグループは非常に同質的でありそして

後者のグループは相対的に異質的であると仮定する。

我々は後者(命以下)のグループが平均において産業

部門の雇用において比較優位をもっとしても，高い留

保賃金をもっ労働者の完全雇用を行って，より低い留

保賃金労働者の産業的雇用はしない。失業した労働者

は低い留保賃金をもっ労働者であるから，雇用された

労働者と失業した労働者間の期待効用の差は分割前よ

りも分割後の方が大きいだろう。

結局，労働者を見分けることの効率性の改善は必ず

しも社会的厚生を改善しない。同質的グループのメン

バーと見なされることにより労働者は便益を得る。し

かしそれらはこの同質性の確認が，他の労働者に課す

ところの負の外部性を考慮していない。
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Summary 

If all workers wεre identical， or if all firms were perfectly informed about the productivity of workers， and 

both firms and workers were risk neu廿al，a firm would respond to a fall in the value of a worker's output by 

cutting the worker's wage. If the value of the worker's marginal product were greaterεlsewhere (or if his 

utility from unemployment exceeded the wage) ， the worker would quit 

Howεver， if a firm is imperfectly informed about the productivity of its workers， the firm would care about 

which workers would be induced to quit by a wage cut. The firm most wants to retain - workers whose 

productivity exceeds their wage 

In this artic1e 1 have focused on how unobserved workεr heterogenity can explain persistent of job 

queuesー involuntarylong term unemployment - and can cause a misal1ocation of workers between the 

industrial sector and the non - indus凶alsector or unemployment. 




