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■　概　要　■

OECD加盟国における所得格差拡大の概観

　この概観は、本報告書の各章の主な分析結果を要約したものである。ここで
は、OECD加盟国における所得格差拡大の現状を簡潔にまとめ、その背景にあ
るさまざまな要因を示している。また、これらの格差拡大要因の変化や、これ
らが所得格差の拡大に与える相対的な影響も検証している。特に、グローバル
化、技術革新、労働市場や製品市場における規制改革、世帯構造の変化、税と
給付の規則の変化に注目している。そして、格差拡大に対して政府ができるこ
とを検証し、実現可能性のある特定の政策の選択肢を検討することで結論をま
とめている。

概要
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概要 第1節　大まかな傾向：ほとんどのOECD加盟国で格差が拡大している
　世界的な経済危機の発生に先立つ過去20年以上の間に、OECD加盟国の実質可処分所得は平
均で年率1.7％の増加であった。しかし、大部分の加盟国では、最も豊かな10％の者の所得が、
最も豊でない10％の者の所得よりも大きく増加したため、所得格差は拡大した。世帯の所得階
層間の所得の増加率の格差は、英語圏諸国、北欧諸国とイスラエルで顕著であった1。日本では、
所得が最も低い階層の実質所得は1980年代半ばと比較して、現に低下している（表1）。

　現在のOECD加盟国で、総人口の中で最も豊かな10％の者の平均所得は、最も豊でない10％
のそれのおよそ9倍、つまり9対1の比になっている。しかし、その比は国によって大きく異な
っている。北欧諸国や多くの大陸欧州諸国では、その比はOECD加盟国の平均を大きく下回っ
ているが、イタリア、日本、韓国、イギリスでは10対1であり、イスラエル、トルコ、アメリ
カでは14対1、メキシコ、チリでは27対1となっている。

　ジニ係数は、所得格差の代表的な指標であり、0（すべての人の所得が同じ）から1（すべて
の所得が1人に集中）までの値をとる。1980年代半ば、ジニ係数のOECD平均は0.29であった。
しかし、2000年代後半までに、ジニ係数のOECD平均は10％上昇し、0.316となった。特に、長
期のデータが利用できるOECD加盟22か国のうち17か国でジニ係数は上昇しており、フィンラ
ンド、ドイツ、イスラエル、ルクセンブルク、ニュージーランド、スウェーデン、アメリカで
は4％ポイントの上昇となっている。トルコ、ギリシャ、フランス、ハンガリー、ベルギーでは、
ジニ係数の増加がなかったか、小幅な上昇にとどまっている（図1）。

　OECD加盟国の所得格差を時系列でみると、異なる傾向をとってきた（図2）。まず、1970年
代後半から1980年代初めにかけて、一部の英語圏諸国、特にイギリス、アメリカ、イスラエル
で所得格差が拡大しはじめた。1980年代後半から、所得格差の拡大は多くの国でみられるよう
になった。2000年代の最近の傾向をみると、豊かな者とそうでない者との格差の拡大は、イス
ラエルやアメリカなど、格差がすでに大きな国にとどまらなかった。ドイツ、デンマーク、ス
ウェーデン（その他の北欧諸国）といった伝統的に格差が小さな国でも初めて格差の拡大が起
きはじめ、2000年代のその速度は、他の国よりも大きかった。同時に、チリ、メキシコ、ギリ
シャ、トルコ、ハンガリーでは、すでに非常に高い水準を示していた所得格差がある程度縮小
した。このように、OECD加盟国の間で、共通した、かなり高い水準の平均値に向かって、所
得格差の水準が収斂する可能性が現れる兆しがみられる2。

　世帯所得の格差の拡大は、その多くは賃金や給与の格差の変化によってもたらされた。賃金
や給与は就労年齢の者の世帯所得の75％を占めている。きわめて少数の例外（フランス、日本、
スペイン）を除いて、最も賃金が高い10％の者の賃金は、最も低い10％の者のそれと比較した
値が大きくなった。これは、最も賃金が高い階層の賃金が総賃金に占める割合が高くなる一方

OECD加盟国における所得格差拡大の概観概　要
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で、最も賃金が低い階層のそれが低下していることの両方によってもたらされた。しかも、賃
金が最も高い階層の人々は、自分たちの所得がかなり急速に上昇したと感じている（Atkinson, 
2009）。賃金が最も高い10％の人々は中間層との格差を拡大させている。その程度は、中間層が
低所得層を引き離すペースを上回っている。

　2008年のOECD報告書『格差は拡大しているか：OECD加盟国における所得分布と貧困
（Growing unequal? income distribution and poverty in OECD countries）』では、市場所得（雇

OECD加盟国における所得格差拡大の概観 概　要

表1　世帯所得は、高所得層で上昇した
所得階層別にみた実質所得の変化、1980 年代半ば～ 2000 年代後半

年平均増加率（％）

総人口 第 1十分位 第 10十分位
オーストラリア 3.6 3.0 4.5
オーストリア 0.3 0.6 1.1
ベルギー 1.1 1.7 1.2
カナダ 1.1 0.9 1.6
チリ 1.7 2.4 1.2
チェコ 2.7 1.8 3.0
デンマーク 1.1 0.7 1.5
フィンランド 1.7 1.2 2.5
フランス 1.2 1.6 1.3
ドイツ 0.9 0.1 1.6
ギリシャ 2.1 3.4 1.8
ハンガリー 0.6 0.4 0.6
アイルランド 3.6 3.9 2.5
イスラエル1 2.3 0.8 2.8
イタリア 0.8 0.2 1.1
日本 0.3 -0.5 0.3
ルクセンブルク 2.2 1.5 2.9
メキシコ 1.4 0.8 1.7
オランダ 1.4 0.5 1.6
ニュージーランド 1.5 1.1 2.5
ノルウェー 2.3 1.4 2.7
ポルトガル 2.0 3.6 1.1
スペイン 3.1 3.9 2.5
スウェーデン 1.8 0.4 2.4
トルコ 0.5 0.8 0.1
イギリス 2.1 0.9 2.5
アメリカ 0.9 0.1 1.5

OECD平均（27か国） 1.7 1.3 1.9

注：所得は世帯規模と消費者物価指数（CPI）で調整した可処分所得。所得の年平均増加率は、一部の例外を除いては、1985
年から2008年の平均である。例外は次の通りである。オーストリア、ベルギー、スウェーデンの期首年は1983年である。
同様に、フランス、イタリア、メキシコ、アメリカは1984年、フィンランド、ルクセンブルク、ノルウェーは1986年、ア
イルランドは1987年、ギリシャは1988年、ハンガリーは1991年、チェコは1992年、オーストラリアとポルトガルは1995
年である。また、期末年の例外として、チリは2009年、デンマーク、ハンガリー、トルコは2007年、日本は2006年である。
オーストリア、ベルギー、アイルランド、ポルトガル、スペインでは、調査データの時系列比較ができない2000～2004年
を除く。

1.. イスラエルのデータに関する情報：http://dx.doi.org/10.1787/888932315602。
資料：OECD世帯所得分布・貧困データベース（OECD Database on Household Income Distribution and Poverty）。
StatLink：http://dx.doi.org/10.1787/888932537370
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用所得、事業所得、財産所得等を合計したもの）の分布の不平等を取り上げた。市場所得の格
差は、ほとんどすべてのOECD加盟国で1980年代半ばから2000年代半ばにかけて拡大した。人
口高齢化あるいは平均世帯規模の縮小といった世帯の変化も一部の国では所得格差の変化に重
要な役割を果たしていた。そして、OECD加盟国の半数では、税と現金給付は、市場所得の大
きな格差の是正にはあまり効果がなく、特にその傾向は1990年代後半と2000年代初めにかけて
顕著であった。

　これらのさまざまな直接の要因が指摘され、深く分析され、そして現在よりよく理解されて
いる一方で、それらは、一般的には個別に研究されてきた。さらに、特に賃金格差の拡大にみ
られるように、市場所得の格差の拡大が、所得格差拡大の主たる要因として認識される一方で、
格差拡大の明らかにされていない間接的な要因に関する議論もある。グローバル化が主犯なの
か。労働市場や製品市場に対する政策と規制の変化はどの程度寄与しているのか。世帯構造の
変化が重要なのか。そして、政府は拡大する格差に対して何ができるのか。本報告書では、就
労世代の間の格差に対応するために、最も重要な要因や政策手段について提示し、その中でこ
れらの疑問や他の疑問についても触れていく。

　グローバル化は、格差拡大の主要因としてよく議論されている。政治的な見地からすると、
過去20年間の生産性上昇の利益は、主に、場合によっては専ら、OECD加盟国の技能の高い、

OECD加盟国における所得格差拡大の概観概　要

図1　所得格差は、ほとんどのOECD加盟国で拡大した
ジニ係数の変化、1980 年代半ば～ 2000 年代後半
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注：対象データの期間は表1を参照。所得格差「変化なし」は、2％ポイント未満の変化を指す。
1．イスラエルのデータに関する情報：http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
資料：OECD世帯所得分布・貧困データベース（OECD Database on Household Income Distribution and Poverty）。
StatLink：http://dx.doi.org/10.1787/888932535185
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図2　所得格差は、長期間では拡大傾向にあり、所得格差の大きな一部の国では縮小している
ジニ係数でみた所得格差、OECD 加盟 27 か国、1975 ～ 2008 年
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注：オーストラリア、チリ、フィンランド、ノルウェー、ニュージーランド、スウェーデンについては、各国のデータを標準
化されたOECDデータを補完するために用いた。各国のデータの算出方法は、可能な限りOECDの定義に従っている。オ
ーストリア、ベルギー、アイルランド、ポルトガル、スペインの2000年から2004年についてはデータの断絶がある。同様
の断絶は、1997年のイスラエルにもある。

1．イスラエルのデータに関する情報：http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
資料：OECD世帯所得分布・貧困データベース（OECD Database on Household Income Distribution and Poverty）。
StatLink：http://dx.doi.org/10.1787/888932535204
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概要 より教育を受けた者に帰属し、より技能の低い者は落伍したままであることが観察されたこと
で、保護貿易主義的な感情に拍車をかけた。理論的な見地からすると、伝統的な国際貿易理論3

を普通に読み解くと、貿易がより統合されていくことは、豊かな国の技能のある労働者の相対
賃金の上昇と関係しており、このことは豊かな国の格差の拡大につながる（たとえば、Kremer 
and Masking, 2006）。

　しかし、格差拡大に対するグローバル化の役割を実証するのは、複雑である。多くの国際比
較研究が示すところによると、貿易の統合度が増すことで、高賃金、低賃金の両方の国の格差
が拡大しており、このことは、伝統的な貿易理論と矛盾している（Milanovic and Squire, 2005
参照）。これに対して、別の研究によると、開発途上国からの輸入が増えることは、先進国の所
得格差が縮小することと関係しているとしている（Jaumotte et al., 2008）。最近では、Krugman

（2007）やSlaughter（Scheve and Slaughter, 2007）などの世界的な国際経済学者は、貿易が格
差に与える影響に関する知見を変えている。「貿易が格差に与える影響は中程度である」という
ものから、「グローバル化は、貿易や海外直接投資（FDI）やオフショア取引のような別の経路
を通じて、アメリカの所得格差により大きな影響を与える要因になっていると考えられる」と
いうものになっている。

　しかし、グローバル化と同じように、市場所得の分布の格差が拡大していることを説明する
説得力のある他の理由もある。特に技術革新がよく引き合いに出される。例えば、情報通信
技術（ICT）の進歩は技能のある者に便益があるため、格差を拡大させる要因になると考えら
れている。ICTの進歩を格差拡大の解明の最前線に位置づけている研究がある。例えば、IMF

（2007）は、「技術革新は、国内の格差拡大において、グローバル化よりも大きな影響がある」
としている。また、OECDの報告書（OECD, 2007）も「技術革新は、賃金格差の拡大に対して、
貿易の統合よりも強力な要因となっている」としている。しかし実際には、グローバル化と技
術革新の要因を分離することは非常に困難である。それは、グローバル化も技能の価値を高め
る側面があるためである。例えば、技術革新の背後には、経済活動の細分化と海外展開がある。
Freeman（2009）は、「経済活動の海外展開とデジタル化はいっしょに進んでいく」としている。

　そして、政策の選択、規制と制度は決定的な影響を与えることがありうる。これらが、グロ
ーバル化や技術革新が所得格差に与える影響を形作ることもある。例えば、製品市場における
規制緩和、社会移転、賃金決定、労働組合の交渉力の変化を通じて、所得格差に直接影響を与
えることがある。しかし、これらの要因を賃金格差と世帯所得の格差に結びつけることは、簡
単ではない。規制や政策の変更は、雇用や労働者の賃金格差に対して互いを打ち消し合うよう
な双方向の複数の影響を与える可能性もある。

　格差の主な要因に関する実証分析は、多くは決定的な要因を明確に示すまでには至っていな

OECD加盟国における所得格差拡大の概観概　要
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概要いばかりか、格差に関する用語等の正確な定義や考え方を欠いたまま行っているものも多い。
格差拡大のありうる原因を検証する際に、特に正確な定義を要する3つの論点がある。1）格差
そのもの、2）グローバル化、3）対象となる者である。

　第一に、「格差」という言葉を使うときに、「何の」「誰の間での」格差であるかを明確にする
必要がある。さまざまな所得の構成要素4や人口を構成する社会集団は、さまざまな要因から、
それぞれ異なる影響を受けていると考えられる。そこで、次のことを考えることが有効である。

 ●フルタイム労働者（または、フルタイム換算）の時間当たり賃金の格差

 ●労働者の賃金格差（例えば、パートタイム労働者、1年間の一部だけ就労する労働者の賃金を

含めた年間賃金）

 ●すべての労働者（自営業者を含む）の個人所得の格差

 ●生産年齢人口全体（経済活動に参加していない、つまり就労していない者も含む）の個人所得

の格差

 ●世帯の就労所得（全世帯員の就労所得の合計）の格差

 ●世帯の市場所得（財産所得や私的移転を含む所得）の格差

 ●世帯の可処分所得（公的移転による現金収入や直接税を考慮に入れた所得）の格差

 ●調整後の世帯可処分所得（保健医療や教育等の公的に提供されたサービスの価値を含めたもの）

の格差

　第二に、「グローバル化」という用語の定義を明確にする必要がある。経済のグローバル化5

にはさまざまな側面があり、ある形またはそれとは反対の形で、賃金、給与、所得の格差の動
向に影響を与えうる。

 ●貿易統合（財やサービスの移動性）

 ●金融統合（資本の移動性）

 ●技術移転（情報の移動性）

 ●生産移転（企業の移動性）

 ●国際移住（労働力の移動性）

OECD加盟国における所得格差拡大の概観 概　要
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コラム1　本報告書の分析枠組みと構成

　グローバル化や、技能のある者にとって便益が大きな技術革新は、複数のルートを通じ

て政策に影響を与える。そして、今度は政策が市場所得や可処分所得の格差の両方に影響

を与える。つまり、世帯所得の格差の変化を、マクロ経済変数から直接導き出す形で説明

するシンプルな実証分析モデルを構築することは困難である。その代わり本研究では、部

分的ではあるが、ステップを踏んでいく形での分析方法を採用する。この方法により、所

得格差とその拡大の主たる要因の関係を検証することになる。

　分析方法は以下の図の通りであるが、マクロ経済の説明変数が世帯所得の格差につなが

る道筋のさまざまなつながり方を示している。第一の道筋は、労働からの所得の格差に与

える影響を通じてのものであり、図中の白抜き文字で示された枠から濃いグレーの枠に至

るものである。この枠組みにおける就労所得の格差は、労働者間の格差と、失業者や労働

力でない者も含む生産年齢人口全体の格差で検証される。第二の道筋は、就労所得の格差

から世帯所得の格差に至るものであり、図中の濃いグレーの枠から白地の枠への道筋であ

る。この道筋には、いくつかのステップがある。それは、就労による所得の格差だけでな

く、他の要因（例えば、世帯構造の変化や他の所得の格差）をともに考慮している。第三

の道筋は、最終的な世帯可処分所得と調整済み世帯可処分所得へのそれであり、白地の枠

から薄いグレーの枠への道筋である。この道筋では、税と社会移転、後者は現金給付と現

本報告書で用いられる所得格差の分析枠組み
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概要

　第三に、どのような人々を分析の対象にするのかを明確にする必要がある。大半の研究では、
総人口ベースでみた所得格差について、その要因を分析している。しかし、グローバル化、技
術革新、規制改革が、就労年齢の世代に与える影響は、それらが高齢者や子どもに与える影響
とは異なる。その理由の1つは、ある特定の政策は、人々の特定のニーズを反映したものである
ためである。例えば、（過去の）年金制度の改革は、退職世代の現在の所得の状況に影響を与え
るであろう。しかし、そうした改革から明らかになることなどは、はっきりとしない場合もあ
る。本報告書の分析は、就労年齢の人々に焦点を当て、彼らが労働市場にとどまり続ける過程
や世帯に所得をもたらす過程を明確にする6。本報告書の分析枠組みは、コラム1で示した通り
である。

　コラム1で示した分析枠組みをもとに、格差について取り上げる本報告書は、次の3つに分け
ることができる。第Ⅰ部では、グローバル化、技術革新、制度や政策の変更が賃金や給与の格
差に影響を与えたか否か、あるとすればどのように影響を与えたかについて取り上げる。その
焦点は、各国間よりもむしろ各国内の賃金や給与の格差を拡大させた主な要因を明らかにする
ことである。第Ⅱ部では、給与の格差が世帯所得の格差に伝播するメカニズムとして何がある
のかを分析する。特に、世帯の可処分所得の格差を説明する要因――世帯の就労による収入の
格差、世帯の家族構成の変化、その他の所得の源となる収入の格差――に着目する。第Ⅲ部で
は、OECD加盟国で税や社会移転の影響が変化した理由について分析する。OECD（2008）で
示した成果を更新したり拡充したりする形で、公的に提供される社会サービスについても言及
する。そして、現在最も所得が高い人々にとって、租税政策が意味するものについて論じてい
く。

OECD加盟国における所得格差拡大の概観 概　要

物給付の両方を考慮したものである＊。

　第一段階での実証分析は、グローバル化、技術革新、制度や政策の変更が賃金や給与の

格差になって現れているか否か、そうであればどのように現れているかを検証するもので

ある。次に第二段階では、就労からの所得の格差は所得格差の変化にどの程度影響を与え

たかを明らかにする。第三段階では、税や社会移転による所得再分配効果の時系列での変

化に与えた考えられる理由の検証を行うとともに、公的な社会サービスの効果を検証する。

＊ この「ステップを踏んだ形」および部分的な分析手法は、変化プロセスのすべての結果やその変化の複雑さのすべて

をカバーするわけではない。例えば、グローバル化は税や社会移転の政策に直接の影響を与え、制度や政策は貯蓄や

財産所得の分布に直接の影響をもたらす。しかし、これらの相互作用は、ここで示されたシンプルな分析枠組みには

組み込まれていない。


