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スペインにおける労働市場改革の効果
衽衲オークン法則を利用した実証分析＊

畠山光史 岡山大学

I

はじめに

本稿の目的は，1975年のフランコ体制崩壊以降の

スペインにおける労働市場改革という制度変化の経済

効果を，オークン法則を用いて実証することである。

1980年代前半以降の欧州の高失業率の原因は，労

働市場の制度的硬直性にあると指摘されてきた。Blan-

chard［2005］によれば，1980年代前半まで欧州の高失業

率の原因は経済ショックであると認識されていたが，

1980年代中頃以降は高失業率の持続という現実をふま

えて，硬直的な労働市場制度が高失業率の主因であ

ると主張されるようになった。これ以降，制度の硬直性

を強調する研究が多く見られるようになり，こうした理解

は当然のようにスペインにも適用されてきた。

しかし，このような理解は統計的に十分に実証され

たとはいえない
❖1）
。実際，欧州の労働市場制度が高

失業率の主因であると実証した先行研究にはOECD

［2006］等があるが，Howell et al.［2007］によれば，労働者

保護の程度の変化によって失業率が大きく変化すると

いうことは実証できない。さらに，Lavoie and Stockham-

mer eds.［2013］は，多くの大陸欧州諸国の成長レジーム

は賃金主導型であることを実証した上で，賃金引き下

げ政策は失業率を低下させられないと指摘した。

同様の議論はスペインについても妥当し，制度の硬

直性がスペインの高失業率の主因であると実証すること

は困難だと思われる。例えば，Cochard et al.［2010］の分

析によると，2008年の世界同時不況以降，スペインは

英米と同様に外部フレキシビリティーによって景気後退

に対処した。この事実をふまえれば，スペインにおける

労働市場のフレキシブル化はすでに十分に進んでいた

と思われる。

よって本稿では，スペインにおける労働市場改革に

よる労働市場のフレキシブル化が失業率の変化に与え

た効果を検討する。すなわち，労働市場改革は，一

方で景気変動に対する企業の雇用調整をフレキシブル

化し，他方で労働者の求職活動を変化させることで，

労働市場における需給関係を変化させると考えられる。

その場合，労働市場改革が失業率に及ぼす影響は，

経済成長を通じた効果（以下，需要要因と呼ぶ）と労働供給

構造の変化を通じた効果（以下，供給要因と呼ぶ）の両面か

ら検討する必要がある。このような観点から行われた先

行研究には畠山［2012］があるが，同研究は労働市場改

革の効果を，全体失業率のみを被説明変数としたオー

クン法則の定義式の定数項と係数項に政策ダミーを追

加することによって実証したに過ぎない。さらに，労働

市場改革が労働需給構造に与える影響は性別・年齢別

によって異なると思われる。よって，労働市場改革が

性別・年齢別社会集団に対して与える効果を検討する

必要がある。本研究では，同研究よりも推定モデルと

実証方法を精緻化するとともに，同研究では検討され

ていない異なる社会集団に対する制度変化の効果を実

証することにする。

以下では，まずスペインで実施された労働市場改革

の要点を簡潔に概観した上で，その効果を実証した先

行研究を紹介し，研究の到達点を明らかにする（ II）。

次いで，オークン法則の定数項と係数項に政策ダミー

を導入したモデルを用いて，スペインで実施された労働

市場改革による制度変化の経済効果を実証分析し，失

業率の変動要因を明らかにする（III）。最後に，実証

分析の結果から得られるファクトファインディングを示す

ことにする（IV）。

II

スペインにおける労働市場改革

本節では，次節以降の議論のために予めスペインに

おける労働市場改革の要点とその効果に関する先行研
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究の成果を，畠山・清水［2014］に従って簡潔に説明して

おきたい。

スペインでは，1984年の改革以降，1994年，1997

年及び 2001年と計 4度の労働市場改革が行われた。

これらの改革はいずれも新自由主義的な労働市場改革

であった。これは，高失業率の原因を硬直的な労働市

場制度に求めた結果であり，さらには1980年代以降に

新自由主義的な政治的潮流が支配的になった結果で

あった。

1984年と1994年に労働市場改革を実施した左派の

社会労働党は，労働市場に対する規制緩和によって非

正規雇用の適用範囲を拡大し，解雇補償金の削減に

よって解雇費用を低下させ，企業に新規雇用増加のイ

ンセンティブを与えようとした。その結果，社会労働党

政権下で正規雇用が減少し非正規雇用が増加した。

このことに危機感を覚えた社会労働党は，1994年の改

革において，失業率や非正規雇用率が相対的に高い

若年層を対象に職業訓練契約を導入した。1997年と

2001年の改革を進めた右派の国民党は，一方で前政

権と同様に企業に対する新規雇用促進政策を進め，

他方で1984年の改革以降に急増した非正規雇用の抑

制策も実施した。

このように1984年以降の4度の労働市場改革は，左

右いずれの政権であっても規制緩和によって企業の雇

用費用を低下させようとした点で新自由主義的であり，

非正規雇用が増加していった（OECDによれば，スペイ

ンの雇用に占める非正規雇用の割合は1987年に15.6％

であったが，1994年には 33.7％に上昇し，2007年で

も31.7％であった）。1994年以降は非正規雇用の抑制

策が採られるが効果は小さかった。

以上の労働市場改革の効果を実証した先行研究に

は，1984年の改革についてのBlanchard et al.［1995］，

1994年の改革についてのMartin［2002］，1997年の改革

についてのKugler et al.［2003］とArellano［2005］，2001年

の改革についてのArellano［2005］，及び畠山［2012］があ

る。以下に上記諸研究の実証結果の要点を示しておく

（詳しくは畠山・清水［2014］を参照）。

まず，Blanchard et al.［1995］によると，1986年〜1990

年までに創出された新規雇用の約8割が非正規雇用で

あった。非正規雇用が高卒以下または非熟練の労働

者に集中し，特に農業，建設業，サービス業といった

生産性の低い産業で活用されていた。Martin［2002］に

よれば，1994年改革の若年層の非正規雇用率への効

果は皆無であり，新規雇用創出も進まなかった。Kug-

ler et al.［2003］の分析によると，1997年改革以後，失業

率が低下したのは29歳以下と45歳以上の労働人口で

あったが，Arellano［2005］は逆に45歳以上で失業率が

上昇したことを示した。Arellano［2005］によれば，2001

年改革の効果は高齢層と高学歴層で大きかった。最

後に，畠山［2012］では，1984年の改革では構造的失

業が減少し，2001年の改革では労働市場のフレキシブ

ル化が進んだことが示された。

全体としていえば，労働市場改革は 1980年代後半

と1990年代後半以降の失業率低下に効果があったが，

非正規雇用が急増し，1994年以降の非正規雇用抑制

策も効果がなかったことが示されている。ただし，以上

の実証研究には，労働市場改革による制度変化の経

済効果を明示的に実証していないこと，分析期間が短

期にとどまっていること，または長期であっても全体失

業率のみを対象に実証したに過ぎないという限界があ

る。

III

労働市場改革による制度変化の
経済効果の実証分析
本節では，上記のような先行研究の成果と限界をふ

まえて，スペインで実施された労働市場改革による制度

変化の経済効果，つまり労働市場改革が失業率に及

ぼす効果を要因別に検討する。すなわち，失業率の変

動要因を需要要因と供給要因に分け，スペインで実施

された4度の労働市場改革が失業率に与えた効果を明

らかにする。一般的には，労働市場改革によって労働

市場がフレキシブル化すれば，雇用が経済成長率に応

じて硬直的な労働市場よりも迅速に調整されると考えら

れる。しかし，労働市場改革が労働者の求職行動に

影響を与える場合，失業率の変化は労働市場のフレキ

シブル化のみによって説明することはできない。ゆえに，

労働市場改革が性別・年齢別の社会集団の行動に与

えた影響も検討する必要がある。以上の制度改革の効

果に関する推定は，第 1次的接近方法ではあるが，

オークン法則を用いることにする。

3.1 使用データと単位根検定

まず，使用するデータの種類と出所，基本統計量，

単位根の有無について説明しておきたい。

利用可能なデータは，OECDの1977年〜2008年ま
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での失業率（全体・社会集団別）とスペイン統計局（INE）の

1976年〜2008年までの実質GDP水準の年次データで

ある。

利用可能な四半期データは，1980年第 1四半期以

降の全体失業率と実質GDP成長率（以下，実質成長率と呼

ぶ），1995年以降の社会集団別失業率である。そのた

め，1980年代以降の労働市場改革の各社会集団に対

する効果の推定には四半期データを用いることができな

い。よって本稿では，年次データを用い，推定期間

（1978年〜2008年）の 1階階差やギャップ等を計算した。

具体的には，ホドリック・プレスコットフィルター（HPフィル

ター）を用いて，失業率のトレンド（以下，潜在失業率と呼ぶ）

と実質GDPのトレンド（以下，潜在成長率と呼ぶ）を求めてい

る。それらを用いてギャップを計算した。それらの基

本統計量のうち実際の推定に用いた失業率（1階階差

［but6u t,u t-1］と1階階差ギャップ［b(u t,u t
*)6

(u t,u t
*),(u t-1,u t-1

*); u t
*は潜在失業率］）と実質成

長率（階差なしとGDPギャップ）の標本数は31個である。

ここで，データの平均と変動係数（Coefficient of Variance:

CV）に依拠すれば，以下の特徴を指摘できる。

まず，失業率1階階差の特徴は以下の4つである。

第 1に，男性は女性より平均は低く変動が大きい（男

性：平均 0.17％，CV 11.23，女性：平均 0.24％，CV

9.27）。第2に，男性は年齢が上昇するほど平均は低く

変動が大きい（男性15〜19歳：平均0.71％，CV 6.78，

男性 55〜59歳：平均 0.09％，CV 16.00）。第 3に，女

性の平均は男性と同様の傾向であるが，変動は 20〜

24歳が最大（CV 9.83）で，55〜59歳で最小（CV 4.63）

である。ただし，この特徴は女性年齢別の 1階階差

ギャップでは見られない。第 4に，男女ともに15〜24

歳の若年層では平均は高く変動は小さい（男性15〜19

歳：平 均 0.71％，CV 6.31，男 性 25〜54 歳：平 均

0.18％，CV 8.13，女性 15〜19歳：平均 0.66％，CV

6.31，女性25〜54歳：平均0.07％，CV 21.47）。

よって，スペインの失業率の特徴として女性や若年

層では1階階差が相対的に高水準でばらつきが小さい

が，男性や 55歳以上の高齢層は 1階階差のばらつき

は大きいが低水準である。つまり，女性や若年層では

失業率が高止まりする傾向があるのに対して，男性や

高齢層では失業率は低いが景気変動の影響を受ける

可能性が大きい。

次に，実質成長率とGDPギャップには以下の2つの

特徴がある。第1に，階差なしの実質成長率の平均は

2.78％で安定的に成長（CV 0.59）しており，不況に陥

ることはほとんどなかった。第 2に，GDPギャップは平

均的に負であり変動が大きい（平均−0.12％，CV−

12.36）。よって，推定期間においてスペイン経済は成

長したが，HPフィルターが予測するトレンドよりも低水

準であった。

以上のデータについて単位根検定（修正ディッキー・フラー

検定：ADF検定）を行った結果，第 1表のADF検定統計

量より，実際の推定に用いたデータには単位根がない

ことが確認できた。

これらの結果をふまえた上で，以下で実際の推定を

行う。

3.2 推定モデルの構築

3.2.1 オークン法則の定式化

周知のように，オークン法則は失業率の変化と経済

成長率の負の関係を示す法則である。以下では，本

稿の分析目的に照らし，Okun［1970］よりもBlanchard

［2009］に依拠する。なぜなら，経済成長率が失業率を

変化させるという因果関係を仮定すれば，失業率の変

動要因の経済学的解釈が容易になるからである。ここ

で，u tを失業率，u t
*を潜在失業率，g tを実質成長

率，g t
*を潜在成長率とし，bu t6u t,u t-1，bu t

*

6

u t,u t
*，bg t6g t,g t-1，bg t

*

6g t,g t
*と定義すれば，

オークン法則は，

bu t/Y+Zbg t+ε t, Y>0, Z?0衽衲（3.1）
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第1表 単位根検定（ADF検定）の結果
（1）経済成長率 種類 係数の推定値 ADF検定統計量
実質GDP成長率 階差なし －1.83＊＊＊ 5.96＊

ギャップ階差なし －0.42＊＊ －2.64＊＊＊

（2）失業率 種類 係数の推定値 ADF検定統計量

全体 ギャップ1階階差 －2.04＊＊＊ 7.18＊＊

男性 1階階差 －0.32＊＊ －2.12＊＊

男15～19歳 ギャップ1階階差 －0.41＊＊ －2.28＊＊

男20～24歳 －0.41＊＊ －2.50＊＊

男25～54歳 1階階差 －0.31＊ －2.00＊＊

男55～59歳 －0.61＊＊＊ －3.50＊＊＊

女性 －2.51＊＊＊ －3.72＊＊

女15～19歳 －0.50＊＊＊ －2.79＊＊＊

女20～24歳 ギャップ1階階差 －6.64＊＊＊ －5.51＊＊＊

女25～54歳 －1.94＊＊＊ －3.13＊＊

女55～59歳 －1.14＊＊＊ －6.03＊＊＊

注：推定結果をもとに作成。推定期間は1978年～2008年である。具体的
な検定手順は田中［2008］に従った。＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ有意水準
1％，5％，10％での統計的有意性を示す。係数，検定統計量は小数
点以下2桁まで示す。
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bu t
*

/Y+Zbg t
*

+ε t, Y>0, Z?0衽衲（3.2）

と表せる。

（3.1）式を用いれば，実質成長率が前期に比べ大き

く（小さく）なると失業率は前期と比べ低下（上昇）する。

オークン法則はこのような単純な関係を表す。ここで，

（3.2）式を用いても，前期の実質成長率を潜在成長率

に，前期の失業率を潜在失業率に読み替えれば，同

様の解釈が可能である。

しかし，実際の推定で（3.2）式を用いる場合の最大

の問題は，潜在成長率の特定化の方法である。例え

ば，Blanchard and Jimeno［1999］は労働成長率と資本成

長率の和を潜在成長率と定義するが，Kaldor［1978］が

指摘するように資本成長率は厳密には計算できない。

潜在成長率にHPフィルターを用いることもあるが，新し

いデータの追加によって過去の値が変化するという問題

がある。よって，Krugman［1998］のように潜在成長率を

用いないモデルも考えられる。

以上のことをふまえた上で，本稿では（3.1）式と（3.2）

式で用いられる変数に加え，失業率と実質成長率の階

差なしとギャップの1階階差を試した。以下では社会集

団毎に想定可能なモデル全16式
❖2）
のうち，赤池

情報量基準（Akaike Information Criterion: AIC）が最小の

モデルを推定することにする。

ところで，スペインの経済データにはオークン法

則が妥当しない可能性があるため，次節でスペイ

ンの経済データを用いたときのオークン法則の妥

当性を検証する。

3.2.2 スペイン経済におけるオークン法則

スペインでのオークン法則の妥当性を実証した

先行研究にはVillaverde and Maza［2009］がある。同

研究は，1980年〜2004年の期間についてスペイ

ン全体と17自治州について，実質成長率を被説

明変数としたオークン法則の妥当性を実証した。

しかし，本稿では同研究とは被説明変数と説明変

数を逆にし，失業率を被説明変数としたモデルを

推定することにする。

AICが最小の推定式は社会集団によって異なり，

本稿では以下の3つの式を推定する。すなわち，

亜全体，男女 15〜19歳と女性（25〜54歳，55〜

59歳）の推定式は，被説明変数を失業率（ギャッ

プ 1階階差），説明変数を実質成長率（ギャップ）

とした b(u t,u t
*)/Y+Zbg t

*

+ε t，娃男性失業

率（全体と20〜24歳，25〜54歳，55〜59歳）の

推定式は，被説明変数を失業率（1階階差），説明変

数を実質成長率（階差なし）とした bu t=Y+Zg t+ε t，

阿女性失業率（全体と20〜24歳）の推定式は，被説明

変数を失業率（ギャップ1階階差），説明変数を実質成

長率（階差なし）とした b(u t,u t
*)/Y+Zg t+ε tである。

以上のモデルを推定した回帰分析の結果を第2表に

示す。例として男性（モデルB）を取り上げて表の読み

方を説明しておきたい。モデルBの定数項の推定値は

3.04，標準誤差は 0.26，係数項の推定値は,1.03，

標準誤差は0.07であり，いずれも有意水準1％で統計

的に有意である。定数項と係数項の符号はオークン法

則の定義式において期待された符号である。自由度修

正済決定係数は0.80であり，男性失業率（1階階差）の

8割は実質成長率（階差なし）で説明できる。ダービンワ

トソン比（DW）は1.98である。標本数 31個，パラメータ

1個の場合のDW値の上限（du）は 1.50であり，4−du

＝2.50となることから，DW＝1.98は duと4−duの範

囲内にある。よって男性の推定では系列相関はないと

判断できる。最後に，F値は120.00であり，有意水準

1％で統計的に有意である。以上の回帰結果から，男
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第2表 オークン法則の推定結果（推定法：最小2乗法，誤差項の分散の修正：
Newy Westの方法）

推定対象 定数 係数 R2 DW F値
（A）全体 0.10

（0.16）
－0.89＊＊＊
（0.13） 0.62 1.99 50.51＊＊＊

（B）男性 3.04＊＊＊
（0.26）

－1.03＊＊＊
（0.07） 0.80 1.98 120.00＊＊＊

（C）男15～19歳 0.40
（0.32）

－2.65＊＊＊
（0.18） 0.74 1.89 86.65＊＊＊

（D）男20～24歳 5.79＊＊＊
（0.54）

－1.94＊＊＊
（0.16） 0.75 2.04 92.45＊＊＊

（E）男25～54歳 2.54＊＊＊
（0.30）

－0.86＊＊＊
（0.09） 0.76 1.74 97.38＊＊＊

（F）男55～59歳 1.91＊＊＊
（0.28）

－0.65＊＊＊
（0.08） 0.54 2.21 36.30＊＊＊

（G）女性 2.84＊＊＊
（0.50）

－0.94＊＊＊
（0.27） 0.45 1.59 25.63＊＊＊

（H）女15～19歳 0.40
（0.37）

－2.15＊＊＊
（0.24） 0.56 2.27 39.43＊＊＊

（ I）女20～24歳 5.22＊＊＊
（0.83）

－1.75＊＊＊
（0.30） 0.63 1.45 51.06＊＊＊

（J）女25～54歳 0.02
（0.27）

－0.43＊
（0.25） 0.14 1.77 5.75＊＊

（K）女55～59歳 －0.02
（0.15）

－0.22＊＊
（0.09） 0.05 2.48 2.45

注：推定結果をもとに作成。＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ有意水準1％，5％，10％での統
計的有意性を示す。（ ）内は標準誤差，R2は自由度修正済決定係数，DWはダー
ビンワトソン比を示す。推定値，統計量は小数点以下2桁まで示す。AIC最小値は，
（A）全体90.07，（B）男性79.42，（C）男15～19歳141.09，（D）男20～24歳
126.49，（E）男25～54歳74.20，（F）男55～59歳88.04，（G）女 性110.17，
（H）女15～19歳152.74，（ I）女20～24歳125.21，（J）女25～54歳112.76，
（K）女55～59歳97.38である。
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性についてオークン法則が妥当するといえる。

以上の回帰結果の解釈は，モデル B以外でも同様

である。ただし，第 2表のモデル Kの結果より，女性

55〜59歳では定数項の符号は負であるとともに，F値

も有意水準10％で統計的に有意ではない。つまり，女

性 55〜59歳ではオークン法則は妥当しないといえる。

よって，女性 55〜59歳は以下で行う実証分析の対象

から除外する。

3.2.3 実際の推定モデル

本節では，労働市場改革の実施された 1984年，

1994年，1997年，2001年に政策ダミーD t
year（労働市

場改ありは 1，なしは 0で表す。yearは改革年を表し，

1984，1994，1997，2001が入る。t/1，2，…は

改革実施からの年数を表す）を導入し，オークン法則を

推定する。ただし，労働市場改革が失業率に及ぼす

効果は供給要因を通じる場合と需要要因を通じる場合

があることから定数項ダミーと係数ダミーを導入して，

それぞれの効果を推定することにする。

さらに，現実経済では履歴効果が存在する。つまり，

労働市場改革による制度変化が経済主体の行動を変

化させるまでには，タイムラグが生じると考えられる。そ

のため，ダミー期間を1年，2年，……と1年毎に変化

させることとする。

推定手順としては，最初に社会集団毎に労働市場

改革の長期的な重複効果の有無を評価する。次いで

労働市場改革の単独効果を評価する。なお，以下の

推定では最小2乗法（OLS）を用いる。

1）重複効果の推定式

被説明変数：全体失業率，男女 15〜19歳失業率，

女性25〜54歳失業率の場合

b(u t,u t
*)

/Y1+Y2(D t
1984

+D t
1994

+D t
1997

+D t
2001)

+Z1bg t
*

+Z2(D t
1984

+D t
1994

+D t
1997

+D t
2001)bg t

*

+ε t衽衲（3.3）

被説明変数：男性失業率（全体と20〜24歳，25〜54

歳，55〜59歳）の場合

bu t

/Y1+Y2(D t
1984

+D t
1994

+D t
1997

+D t
2001)

+Z1g t+Z2(D t
1984

+D t
1994

+D t
1997

+D t
2001)g t

+ε t衽衲（3.4）

被説明変数：女性失業率（全体と20〜24歳）の場合

b(u t,u t
*)

/Y1+Y2(D t
1984

+D t
1994

+D t
1997

+D t
2001)

+Z1g t+Z2(D t
1984

+D t
1994

+D t
1997

+D t
2001)g t

+ε t衽衲（3.5）

2）労働市場改革の単独効果の推定式

被説明変数：全体失業率，男女 15〜19歳失業率，

女性25〜54歳失業率の場合

b(u t,u t
*)/Y1+Y iD t

year
+Z1bg t

*

+Z iD t
yearbg t

*

+ε t衽衲（3.6）

被説明変数：男性失業率（全体と20〜24歳，25〜54

歳，55〜59歳）の場合

bu t/Y1+Y iD t
year

+Z1g t+Z iD t
yearg t

+ε t衽衲（3.7）

被説明変数：女性失業率（全体と20〜24歳）の場合

b(u t,u t
*)/Y1+Y iD t

year
+Z1g t+Z iD t

yearg t

+ε t衽衲（3.8）

ここで，それぞれ year/1984，i/3のとき1984年，

year/1994，i/4のとき1994年，year/1997，i/5

のとき1997年，year/2001，i/6のとき2001年の改

革の効果を評価する。なお，推定期間は2008年秋以

降の世界同時不況による影響を除外するために1978年

〜2008年までとする。

3.3 政策ダミーの解釈と経済学的理由付け

本節では，労働市場改革による制度変化の異なる社

会集団への効果を評価するため，（3.1）式と（3.2）式を

用いてYとZの経済学的意味を考察する。その上で，

考察結果を政策ダミーの推定値 Y i(i/2, �, 6)と

Zi(i/2, �, 6)の経済学的解釈に適用する。

最初に，オークン法則の定義に依拠すると，経済攪

乱要因は誤差項に含まれる。さらに，自明なことである

が，Zには総需要の変動による失業率の変化が，Yに

は総需要以外のすべての要因の変動による失業率の変

化が含まれる。本稿では，この Yは労働市場改革によ

る労働供給構造の変化を通じた失業率の変化を反映す

るものと仮定する。このような仮定の背景にある経済メ

カニズムについて，第1図を用いて説明する。

まず，第1図の上側のループにおいては，労働市場
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改革によって雇用のフレキシブル化が進めば，企業の

雇用調整速度が速くなりZの絶対値が大きくなる。他

方で，第1図の下側のループにおいては，労働市場改

革によって労働者の求職行動が変化すれば，労働供

給が増減するために，需給関係が変化し失業率に影

響する。こうした影響は Yの値の変化に現れる。この

Yの意味は（3.1）式を例とすれば以下のように説明でき

る。

（3.1）式について誤差項を無視して変形すれば，

bu t/Y+Zbg t/Z(bg t+Y/Z)となる。定義よりZが

負なので bg t/*Y/ Z*であれば，bu t/0であり失業率

は変化しない。換言すれば，Y/,Zbg t，すなわちY

が実質成長率の1階階差に,Zを掛けた値に等しい限

り失業率は不変である。しかし，Zbg tが不変であって

も，何らかの要因によってYの値が小さく（大きく）なれ

ば，Y?(>),Zbg tとなり失業率は低下（上昇）する。

ゆえに，Yが実質成長率の 1階階差または GDP

ギャップに,Zを掛けた値より小さい（大きい）限り，現

実の失業率は 1期前の失業率または潜在失業率に比

べて低下（上昇）する。

それゆえ，現実の失業率は経済成長率とY，Zの大

きさに依存して変化する。上述のように，YとZの値は

労働市場に構造変化が生じれば変化すると仮定してい

る。よって，係数ダミー Z iは労働市場改革による雇用

調整速度の変化を反映した効果を，定数項ダミー Y i

は労働市場改革による労働供給行動の変化を反映した

効果を評価するものと解釈できる。

このような定数項や係数項を変化させる具体的な例

としては以下のものがある。解雇補償金の企業負担減

免は解雇費用を低下させ，企業にとって従業員解雇が

容易になる。非正規雇用の適用範囲の拡大は，賃金

費用を抑制するとともに雇用調整を容易にする。これら

の政策は企業の雇用調整速度を速め，Zの絶対値を

大きくすると考えられる。これに対して，フランコ時代の

労働移動制限の撤廃は，労働移動を活発化し労働需

給不均衡の是正を促進したが，このような政策は Yの

値を小さくすると考えられる。さらには，高等教育への

進学率の上昇は若年層の労働参加率を低下させること

からYの値を小さくするが，同時に高学歴女性の社会

進出を促進する場合，Yの値を大きくする可能性があ

る。

したがって，推定された Y iとZ iは労働市場改革に

失業率を低下させる効果があれば，負であると期待さ

れる。ただし，現実経済では，何らかの要因によって

労働供給が労働需要以上に増加するために Y iが正に

なる（従って失業率に上昇圧力が働く）場合がある。例

えば畠山・清水［2014］が女性の労働力化や移民の流入

による労働力供給の増加を指摘している。

3.4 推定結果と労働市場改革の評価

以上を断った上で以下では，実証分析の結果（重複

効果は第 3表，単独効果は第 4-1表及び第 4-2表）を

用いて，労働市場改革による制度変化の効果の経済

学的解釈を試みる。なお，本稿は有意水準5％を政策

効果有無の判断基準として用いている。つまり，他の

条件が一定なら，推定値の P値が5％以下であれば，

労働市場改革による制度変化の効果があると判断する。

ただし，労働市場改革の単独効果の推定では，推定

対象とする労働市場改革以外の効果はないと仮定する。

3.4.1 労働市場改革の重複効果の推定結果

1984年以降のすべての労働市場改革の重複効果を

推定した結果，改革の効果は社会集団毎に異なること

が明らかとなった。第3表の推定結果より，以下の2点

を指摘できる。

亜失業率の変動要因に依拠すれば，社会集団を2

つに分けられる。第 1に，モデル B，D，E，F，G，Iの

男女（全体，20〜24歳）及び男性（25〜54歳，55〜59

歳）であり，需要要因による失業率低下効果と供給要

因による失業率上昇効果が認められる。第 2に，モデ

ル A，C，H，Jの全体及び男女 15〜19歳，女性 25〜

54歳であり，需要要因による失業率低下効果が認めら

れる。

娃改革の時期に依拠しても同様に，社会集団を2つ

に分けられる。第 1に，モデル A，B，D，E，G，H，J
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第1図 政策ダミーを通じた失業率への効果

注：Blanchard［2009］を参考に作成。α及びβは本文で定義したオークン法則
の定数項と係数項である。
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の全体と男女全年齢，男性 20〜24 歳，男女

25〜54歳，女性 15〜19歳であり，4度の改革すべ

てに効果が認められる。第 2に，モデル C，F，Iの

男性（15〜19歳，55〜59歳），女性 20〜24歳であ

り，3度の改革の重複効果が認められる。ただし，

男性15〜19歳は1994年，男性55〜59歳は1997年，

女性 20〜24歳は 2001年の改革の重複効果が認め

られない。これらの改革の重複効果はなかったとい

える。

3.4.2 労働市場改革の単独効果の推定結果

次に，労働市場改革の単独効果について，第

4-1表と第4-2表を用いて，失業率の低下要因に依

拠しながら，性別・年齢別の短期，中期，長期の効

果を示しておく。

1）1984年の労働市場改革の単独効果

亜第 4-1表（改革年 1984年）より，短期で失業率

低下効果が認められるのは，2つの集団である。第

1に，モデル B，D，E，G，Iの男女（全体，20〜24

歳）と男性 25〜54歳であり，需要要因による失業率

低下と供給要因による失業率上昇という相反する効

果が認められる。第2に，モデル C，Hの男女15〜

19歳であり，需要及び供給要因による失業率低下と

いう相乗効果が認められる。

娃第 4-1表（改革年 1984年）より，中期で失業率

低下効果が認められるのは，2つの集団である。第

1に，モデル Cの男性 15〜19歳で，供給要因によ

る失業率低下効果が認められる。第 2に，モデル F

の男性 55〜59歳で，需要要因による失業率低下と

供給要因による失業率上昇という相反する効果が認

められる。

阿第 4-1表（改革年 1984年）より，長期で失業率

低下効果が認められるのは，3つの集団である。第

1に，モデル B，E，F，G，Iの男女及び男性（25〜

54歳，55〜59歳）と女性 20〜24歳であり，需要要

因による失業率低下と供給要因による失業率上昇と

いう相反する効果が認められる。第 2に，モデル C，

Hの男女 15〜19歳であり，需要及び供給要因によ

る失業率低下という相乗効果が認められる。最後に，

モデル Jの女性 25〜54歳で，需要要因による失業

率低下効果が認められる。
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第3表 労働市場改革の重複効果のまとめ
推定対象 改革年 変動要因
（A）全体

1984年，1994年，1997年，2001年
D（－）

（B）男性 D（－）S（＋）

（C）男15～19歳 1984年，1997年，2001年 D（－）

（D）男20～24歳
1984年，1994年，1997年，2001年

D（－）S（＋）
（E）男25～54歳

（F）男55～59歳 1984年，1994年，2001年

（G）女性
1984年，1994年，1997年，2001年

（H）女15～19歳 D（－）

（ I）女20～24歳 1984年，1994年，1997年 D（－）S（＋）

（J）女25～54歳 1984年，1994年，1997年，2001年 D（－）

注：1）推定結果をもとに作成。改革年は改革効果が認められる労働市場改革，D
は需要要因，Sは供給要因を示す。（ ）内は，－は失業率低下効果，＋は
失業率上昇効果を示す。

2）推定対象が全体，男女15～19歳，女性25～54歳の場合は（3.3）式，男性
（全体と20～24歳，25～54歳，55～59歳）の場合は（3.4）式，女性（全体
と20～24歳）の場合は（3.5）式で推定した。

第4-1表 労働市場改革の単独効果のまとめ（1）
（1984年及び1994年の改革）

改革年：1984年 ダミー期間
短期 中期 長期

（A）全体 D（－） NE D（－）S（－）

（B）男性 D（－）S（＋） S（＋） D（－）S（＋）

（C）男15～19歳 D（－）S（－） S（－） D（－）S（－）

（D）男20～24歳
D（－）S（＋）

S（＋）

（E）男25～54歳 NE D（－）S（＋）

（F）男55～59歳 S（＋） D（－）S（＋）

（G）女性 D（－）S（＋）
D（＋）

D（－）S（＋）

（H）女15～19歳 D（－）S（－） D（－）S（－）

（ I）女20～24歳 D（－）S（＋） NE D（－）S（＋）

（J）女25～54歳 NE D（＋）S（＋） D（－）

改革年：1994年 ダミー期間
短期 中期 長期

（A）全体 D（－）

NE

（B）男性 D（－）S（＋） D（＋）S（－）

（C）男15～19歳 NE

（D）男20～24歳

D（－）S（＋）

S（－）

（E）男25～54歳 D（－）

（F）男55～59歳 S（－）

（G）女性 NE
D（－）

D（－）S（＋）

（H）女15～19歳 D（－）S（－） D（－）

（ I）女20～24歳
NE

D（－）S（＋）

（J）女25～54歳 NE D（－）

注：1）推定結果をもとに作成。Dは需要要因，Sは供給要因，NEは改革の効果な
しを示す。（ ）内は，－は失業率低下効果，＋は失業率上昇効果を示す。

2）ダミー期間は，1984年改革は短期1～3年，中期4～14年，長期15～25
年とした。1994年改革は，短期1～3年，中期4～9年，長期10～15年と
した。

3）推定対象が全体，男女15～19歳，女性25～54歳の場合は（3.6）式，男性
（全体と20～24歳，25～54歳，55～59歳）の場合は（3.7）式，女性（全体と
20～24歳）の場合は（3.8）式で推定した。
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2）1994年の労働市場改革の単独効果

亜第 4-1表（改革年 1994年）より，短期で失業率低

下効果が認められるのは，2つの集団である。第1に，

モデル B，D，E，Fの男性（全体，20〜24歳，25〜54

歳，55〜59歳）であり，需要要因による失業率低下と

供給要因による失業率上昇という相反する効果が認め

られる。第 2に，モデルHの女性 15〜19歳で，需要

及び供給要因による失業率低下という相乗効果が認め

られる。

娃第 4-1表（改革年 1994年）より，中期で失業率低

下効果が認められるのは，4つの集団である。第1に，

モデル E，G，Hの男性 25〜54歳及び女性（全体，

15〜19歳）であり，需要要因による失業率低下効果が

認められる。第2に，モデルD，Fの男性（20〜24歳，

55〜59歳）であり，供給要因による失業率低下効果が

認められる。第 3に，モデルBの男性で，需要要因に

よる失業率上昇と供給要因による失業率低下という相

反する効果が認められる。最後に，モデル Iの女性

20〜24歳で，男性と逆の効果が認められる。

阿第 4-1表（改革年 1994年）より，長期で失業率低

下効果が認められるのは，2つの集団である。第1に，

モデルG，Iの女性（全体，20〜24歳）であり，需要要

因による失業率低下と供給要因による失業率上昇とい

う相反する効果が認められる。第2に，モデルH，Jの

女性（15〜19歳，25〜54歳）であり，需要要因による

失業率低下効果が認められる。

3）1997年の労働市場改革の単独効果

亜第 4-2表（改革年 1997年）より，短期で失業率低

下効果が認められるのは，2つの集団である。第1に，

モデル B，Jの男性全体及び女性 25〜54歳であり，

需要要因による失業率低下効果が認められる。第 2

に，モデル C，E，G，Hの男女 15〜19歳及び男性

25〜54歳と女性全体であり，需要要因による失業率

低下と供給要因による失業率上昇という相反する効

果が認められる。

娃第 4-2表（改革年 1997年）より，中期で失業率

低下効果が認められるのは，3つの集団である。第

1に，モデル B，D，E，Iの男女 20〜24歳及び男性

（全体，25〜54歳）であり，需要要因による失業率

上昇と供給要因による失業率低下という相反する効

果が認められる。第 2に，モデルHの女性 15〜19

歳で，需要及び供給要因による失業率低下という相

乗効果が認められる。最後に，モデルG，Jの女性

（全体，25〜54歳）であり，需要要因による失業率

低下効果が認められる。

阿第 4-2表（改革年 1997年）より，長期で失業率

低下効果が認められるのは，2つの集団である。第

1に，モデル E，H，Jの男女25〜54歳と女性15〜19

歳であり，需要要因による失業率低下効果が認めら

れる。第 2に，モデルD，G，Iの男女 20〜24歳及

び女性全体であり，需要要因による失業率低下と供

給要因による失業率上昇という相反する効果が認め

られる。

4）2001年の労働市場改革の単独効果

亜第 4-2表（改革年 2001年）より，短期で失業率

低下効果が認められるのは，3つの集団である。第

1に，モデル Jの女性 25〜54歳で，需要及び供給
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第4-2表 労働市場改革の単独効果のまとめ（2）
（1997年及び2001年の改革）

改革年：1997年 ダミー期間
短期 中期 長期

（A）全体
D（－）

D（－）S（－） D（－）

（B）男性 D（＋）S（－） NE

（C）男15～19歳 D（－）S（＋） NE

（D）男20～24歳 NE
D（＋）S（－）

D（－）S（＋）

（E）男25～54歳 D（－）S（＋） D（－）

（F）男55～59歳 NE

（G）女性
D（－）S（＋）

D（－） D（－）S（＋）

（H）女15～19歳 D（－）S（－） D（－）

（ I）女20～24歳 NE D（＋）S（－） D（－）S（＋）

（J）女25～54歳 D（－）

改革年：2001年 ダミー期間
短期 中期 長期

（A）全体 D（－）S（－） S（－） NE

（B）男性 D（－）S（＋）

（C）男15～19歳 D（－）

（D）男20～24歳

D（－）S（＋）

D（－）S（＋）
（E）男25～54歳

（F）男55～59歳 NE

（G）女性 S（＋）

（H）女15～19歳 D（－） D（－）S（－） D（－）

（ I）女20～24歳 NE

（J）女25～54歳 D（－）S（－） D（－）

注：1）推定結果をもとに作成。Dは需要要因，Sは供給要因，NEは改革の効果な
しを示す。（ ）内は，－は失業率低下効果，＋は失業率上昇効果を示す。

2）ダミー期間は，1997年改革は短期1～3年，中期4～7年，長期8～12年と
した。2001年改革は，短期1～3年，中期4～6年，長期7～8年とした。

3）推定対象が全体，男女15～19歳，女性25～54歳の場合は（3.6）式，男性
（全体と20～24歳，25～54歳，55～59歳）の場合は（3.7）式，女性（全体と
20～24歳）の場合は（3.8）式で推定した。
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要因による失業率低下という相乗効果が認められる。

第 2に，モデル B，D，E，F，Gの男女全体及び男性

（20〜24歳，25〜54歳，55〜59歳）であり，需要要因

による失業率低下と供給要因による失業率上昇という

相反する効果が認められる。最後に，モデル C，Hの

男女 15〜19歳であり，需要要因による失業率低下効

果が認められる。

娃第 4-2表（改革年 2001年）より，中期で失業率低

下効果が認められるのは，3つの集団である。第1に，

モデル B，D，E，F，Gの男女全体及び男性（20〜24歳，

25〜54歳，55〜59歳）であり，需要要因による失業率

低下と供給要因による失業率上昇という相反する効果

が認められる。第 2に，モデル C，Jの男性 15〜19歳

と女性25〜54歳であり，需要要因による失業率低下効

果が認められる。最後に，モデルHの女性 15〜19歳

で，需要及び供給要因による失業率低下という相乗効

果が認められる。

阿第 4-2表（改革年 2001年）より，長期で失業率低

下効果が認められるのは，2つの集団である。第1に，

モデル B，D，Eの男性（全体，20〜24歳，25〜54歳）

であり，需要要因による失業率低下と供給要因による

失業率上昇という相反する効果が認められる。第2に，

モデル C，H，Jの男女 15〜19歳と女性 25〜54歳であ

り，需要要因による失業率低下効果が認められる。

3.4.3 労働市場改革の効果の評価

以上の重複効果及び単独効果の推定結果から，ス

ペインの労働市場改革の効果について，以下の結論

が得られる。

第 1に，労働市場改革全般についていえば，1984

年以降のすべての改革によって労働市場のフレキシブ

ル化が進んだ。

第2に，好況局面においては，改革による労働市場

のフレキシブル化（需要要因）が失業率の低下に貢献し

た。

第3に，社会集団別に見れば，需要要因による失業

率低下効果は供給要因による失業率上昇効果によって

小さくなることが多かった。

第4に，1994年の改革の失業率低下効果は1984年

の改革より小さかった。しかし，長期では需要要因によ

る失業率低下効果が女性で大きかった。

第5に，1997年の改革は1990年代後半以降の失業

率の低下に効果があった。

第 6に，2001年の改革には全般的な失業率低下効

果があった。

全体として見れば，1984年以降に実施された改革に

よって労働市場がフレキシブル化し，経済成長を背景

にスペインの失業率は低下した。しかし，労働市場改

革の効果が現れるまでのタイムラグ，効果の持続性，

改革が影響を及ぼした社会集団については，労働市

場改革毎に相違があった。

一般に需要要因は好況期には失業率を低下させ，

労働市場のフレキシブル化はこの効果を大きくする。し

かし，第 4-1表（改革年 1984年）のモデルG，H，Jの

女性（全体，15〜19 歳，25〜54 歳）と同表（改革年

1994年）のモデル Bの男性及び第4-2表（改革年 1997

年）のモデル B，D，E，Iの男女 20〜24歳と男性（全体，

25〜54歳）では，中期において需要要因による失業率

上昇効果が認められる。これは，好況期であったにも

関わらず，当該社会集団に対する労働需要が労働供

給に比べて十分に増加しなかったことを反映していると

思われる。

他方，供給要因は，労働供給が増加する場合には

失業率を上昇させるが，中高等教育への進学率が上

昇して労働力人口が減少する場合には失業率を低下さ

せる。以下では，性別・年齢別の効果を示しておく。

まず，24歳以下の若年層で供給要因による失業率

低下効果が認められるのは，第 4-1表（改革年 1984

年）のモデル C（全期間）の男性 15〜19歳とモデルH

（短・長期）の女性15〜19歳及び同表（改革年 1994年）

のモデルH（短期）の女性 15〜19歳，モデルD（中期）

の男性20〜24歳である。同様の効果は，第4-2表（改

革年 1997年，中期）のモデルD，H，Iの男女 20〜24

歳と女性 15〜19歳及び同表（改革年 2001年，中期）

のモデルH（女性 15〜19歳）でも認められる。以上は

進学率の上昇が労働供給を減少させ，労働需給関係

を通じて失業率を低下させたと考えられる。しかし，第

4-2表（改革年 1997年，短期）のモデル C，Hの男女

15〜19歳では供給要因による失業率上昇効果が認め

られる。これは中退率の上昇による労働供給の増加が

原因であると思われる（European Commission［2011］）。

供給要因による失業率低下効果は，他に第 4-1表

（改革年 1994年，中期）のモデル Fの男性55〜59歳，

第 4-2表（改革年 1997年，中期）のモデル Eの男性

25〜54歳，同表（改革年 2001年，短期）のモデル Jの

女性 25〜54歳でも認められる。これらの社会集団は

元々就業率が高いが，好況下で就業率が更に高まり
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求職者数が少なくなった結果であると思われる（畠山・清

水［2014］）。

逆に，供給要因による失業率上昇効果は，第4-1表

（改革年 1984年）のモデルD，F（全期間）の男性（20〜

24歳，55〜59歳）及びモデル E，I（短・長期）の男性

25〜54歳と女性 20〜24歳，モデル J（中期）の女性

25〜54歳で認められる。同様の効果は，第 4-1表（改

革年 1994年）のモデルD，E，F（短期）の男性（20〜24

歳，25〜54歳，55〜59歳），モデル I（中・長期）の女

性 20〜24歳及び第 4-2表（改革年 1997年）のモデルE

（短期）の男性 25〜54歳，モデルD，I（長期）の男女

20〜24歳と同表（改革年 2001年）のモデルD，E（全期

間）の男性（20〜24歳，25〜54歳）及びモデル F（短・

中期）の男性55〜59歳にも認められる。以上は，労働

市場改革によって当該社会集団の労働供給が増加した

結果であったと思われる。

IV

おわりに

本稿の目的は，1980年代から2000年代中頃までの

スペインにおける労働市場改革による制度変化の異な

る社会集団への効果を実証することであった。

本稿の議論をまとめれば，以下のごとくである。

まず，第 II節では，スペインの労働市場改革の要

点を説明し，その効果に関する先行研究を紹介した。

スペインでは，非正規雇用の多用，正規雇用者の労

働費用削減という新自由主義的な労働市場改革によっ

て，1980年代以降の失業問題に取り組んできたことは

明らかである。労働市場改革を評価した先行研究は，

労働市場改革による制度変化の効果を説明しているが

その経済効果についての分析は不十分であった。

次いで，第 III節では，労働市場改革の経済効果に

ついて，需要要因と供給要因に分解して実証分析を

行った。オークン法則を用いた推定結果によると，

1984年以降 4度に渡って実施された労働市場改革が

失業率を低下させたということが明らかとなった。その

中でも特に1997年と2001年の改革の失業率低下効果

が大きかった。

以上のように，スペインでは民主化以降に実施され

た労働市場改革によって非正規雇用が急増し，雇用が

景気変動に対応して迅速に調整されるようになったとい

える。

全体として，スペインでは1984年の改革以降労働市

場はフレキシブル化し，1980年代後半から失業率が傾

向的に低下した。特に2000年代前半の好況期には，

失業率は著しい低下を示している。しかし，畠山・清水

［2014］が指摘するように，失業率の低下は主に労働市

場改革による不安定雇用の急増によるものであった。

結局，スペインの労働市場において，1984年以降

の労働市場改革によって，雇用調整が非正規雇用者

を中心とした外部フレキシビリティーに依存するように

なったといえる。すなわち，雇用調整は非正規雇用の

数量調整を中心に行われ，非正規雇用者が景気の調

整弁として機能するようになった。よって，Cochard et

al.［2010］が指摘したように，好況期が持続すれば失業

率は低下するが，一旦不況になれば失業率が急上昇

する可能性がある。

以上，本稿ではオークン法則を用いた労働市場改革

の効果の推定を通じて，スペインにおける労働市場改

革の効果を社会集団毎に実証した。ただし，本稿は第

1次的接近としてオークン法則を用いて労働市場改革の

経済効果を推定したに過ぎない。さらに，分析におい

ては経済成長を与件として扱った。したがって，スペイ

ンの経済成長体制を考慮した構造モデルを用いて再検

討する必要があると思われる。

注

＊ 本誌編集委員会，匿名の査読者並びに学会等で本稿の草稿に

対し有益なご意見を提示された方々に感謝致します。

❖1） 労働市場制度を明示したモデルによる実証分析の研究上の展開

はBassanini and Duval［2006］を参照。

❖2） 本稿で想定するのは，

（1）ut/Y+Zgt+εt，

（2）ut/Y+Zbgt+εt，

（3）ut/Y+Zbgt
*

+εt，

（4）ut/Y+Zb(gt,gt
*)+εt，

（5）but/Y+Zgt+εt，

（6）but/Y+Zbgt+εt，

（7）but/Y+Zbgt
*

+εt，

（8）but/Y+Zb(gt,gt
*)+εt，

（9）but
*

/Y+Zgt+εt，

（10）but
*

/Y+Zbgt+εt，

（11）but
*

/Y+Zbgt
*

+εt，

（12）but
*

/Y+Zb(gt,gt
*)+εt，

（13）b(ut,ut
*)/Y+Zgt+εt，
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（14）b(ut,ut
*)/Y+Zbgt+εt，

（15）b(ut,ut
*)/Y+Zbgt

*

+εt，

（16）b(ut,ut
*)/Y+Zb(gt,gt

*)+εt

である。

ただし，

but6ut,ut-1，

but
*

6ut,ut
*，

b(ut,ut
*)6［(ut,ut

*),(ut-1,ut-1
*)］，

bgt6gt,gt-1，

bgt
*

6gt,gt
*，

b(gt,gt
*)6［(gt,gt

*),(gt-1,gt-1
*)］

である。
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