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１．はじめに

近年，格差社会という言葉が話題となってい

ることからもわかるように，日本では社会の不

平等化が問題となっている。さらに，単なる不

平等化ではなく，貧しい人が貧しい状態から逃

れられず，豊かな人は豊かなままと言う階層の

固定化，階層移動性の低さも大きな問題として

扱われている。イギリスやアメリカでも８０年

代以降不平等化が進行し，研究者の大きな関心

を集めてきた。そのような関心を反映して，不

平等や階層移動性に関する多くの理論的，実証

的研究が行われてきた。それらの研究の中

で，９０年代後半から，階層移動性に関して新

しいタイプの理論モデルが開発されてきた。こ

の論文では，この新しいタイプの理論モデルを

概観した上で，世代間階層移動性に関して新た

な側面に注目したモデルを提示する。

世代間階層移動性とは，親の経済的地位とそ

の子の経済的地位の相関のことである。豊かな

親の子が豊かになり，貧しい親の子が貧しくな

るなら，世代間階層移動性が低いということに

なる。逆に，豊かな親の子が貧しく，貧しい親

の子が豊かになるなら世代間階層移動性が高い

ということになる。このような二つのタイプの

階層移動が生じるのは，各個人が二つの側面で

異質であることに依存する。一つは親の属性に

依存するような異質性であり，もう一つは親の

属性とは独立な異質性である１）。例えば，各個

人は親から相続する遺産額と本人の労働能力の

二つの点で異質であるとする。遺産額は当然親

の所得と依存し，能力は親の能力とは独立であ

るとする。このような状況では，ある個人の相

続額が少なかったとしても，その人の能力が高

ければ総所得は高くなるかもしれない。逆に相

続額が多かったとしても，能力が低ければ総所

得は少なくなるかもしれない。このように，能

力のような親の属性と無相関な側面が強く働く

なら移動性は高くなり，逆に，遺産のような親

の属性と相関する側面が強く働くなら移動性は

低くなるだろう。

このような世代間移動性を扱った初期の理論

的研究として，Becker and Tomes（１９７９），（１９８６）

や Loury（１９８１）がある。これらの研究では，親

は自分の所得の一部を子の教育の為に使い，そ

して子の能力は確率的に分布すると仮定されて

いる。その上で定常状態における移動性や，資

本市場の不完全性の影響などを分析しており，

所得再分配政策の効果などに関して興味深い結

果を導き出している。しかし，これらの研究に

は問題点もある。まず，マクロ的生産関数を考

慮せず，各個人が個別に生産を行うと仮定され

ている。したがって，マクロ的発展段階に応じ

た個人の行動の変化を一般均衡的に分析するこ

とができない。

次に，これらのモデルは投資に関する非分割

性や技術の非凸性などが存在しない標準的な技

術を想定しているために，一意な定常状態を持

つ。つまり，ファンダメンタルズが同じなら，

異なる国々の間で長期的には同じ平均所得，同

１）親の属性と相関する性質にもいろいろな可能性
がある。移動性に関する詳細なサーベイとして
Piketty（２０００）がある。
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じ移動性，同じ不平等度を示すということであ

る。しかし，このような一意性に疑問を投げか

けるような実証研究がいくつも存在する。Chec-

chi, Ichino and Rustichini（１９９９）によれば，イ

タリアはアメリカよりも平等だが移動性は低

い。Bjorklund et. al（２００２）によれば，北欧諸国

はアメリカよりも平等で移動性も高い。Dahan

and Gaviria（２００１）によれば，ラテンアメリカ

諸国はアメリカよりも不平等で移動性も低

い２）。このような現実経済の多様性を説明する

ためには，不平等，移動性，所得水準などに関

する複数の定常状態をもたらすモデルの方が望

ましいと思われる３）。

さらに，Becker and Tomes や Loury では階

層が明示的には導入されていない。子の所得

は，親による教育投資と能力や運といった確率

的な要素の組合せで決定される。つまり，彼ら

のモデルで移動性とは，親子間の所得の相関の

ことである。しかし，一般的な感覚として，階

層移動性とは単なる所得の相関のことでは無い

だろう。例えば，ホワイトカラーの子がホワイ

トカラーになる。あるいは，大卒の子が大卒に

なる，といったときに階層移動性が低いと感じ

るはずである。したがって，階層移動性を分析

するモデルでは，ホワイトカラー／ブルーカ

ラー，大卒／非大卒，経営者／労働者といった

形で明示的に階層を導入できる方が現実的であ

るとも言える４）。

９０年代以降，内生的経済成長モデルが盛ん

に研究される中で，不平等と経済成長の関係を

扱うモデルは多数作られたのに対して５），移動

性と経済成長を扱う研究はそれほど多くはな

かった。しかし，９０年代後半になって，上で

挙げた問題点に取り組む研究が現れ始めた。そ

こで，節を改めて，最近の世代間階層移動性に

関する理論的研究をサーベイすることにした

い。その上で，３節において，最近の研究に流

れに沿った新しいモデルを提示する。４節は結

論である。

２．サーベイ

２．１ 遺産と能力

代表的な研究として，Owen and Weil（１９９８）

と Maoz and Moav（１９９９）に注目する。これら

のモデルは，上述の三つの問題点の全てに答え

るものである。すなわち，標準的なマクロ生産

関数を想定し，技能労働者と非技能労働者とい

う二つの階層を明示的に導入している。具体的

には次のような生産関数である。

�����
���

����� �
��
���� ����� �

ここで��は物的資本，��は技能労働の雇用

量，��は非技能労働の雇用量である６）。このよ

うな生産関数の性質として，賃金が投入要素の

比率�����に依存することになる。技能労働と

非技能労働の比率は発展段階を表すと考えられ

る。例えば，途上国では相対的に技能労働者が

少なく非技能労働者が多いので�����が低くな

るだろう。したがって，発展段階に応じて賃金

が変化し，賃金の変化に応じて個人の行動，つ

まり，技能労働者になるかどうかの判断も変化

することになる。

技能労働者になるためには，固定的な教育費

用を払わなければならない。Owen and Weil そ

して Maoz and Moav は共に資本市場の不完全

性を想定しているので，教育費用を払えるかど

うかは親から相続した遺産の額に制約されるこ

２）Hassler, Mora and Zeira（２００７）が，このような不
平等と移動性の様々な関係を分析している。

３）複数均衡を持つ移動性モデルについては，
Mookherjee and Napel（２００７）が詳細に分析して
いる。

４）Barnerjee and Newman（１９９３）は階層を明示的に
導入している。しかし，彼らのモデルでは生産
技術が非常に単純化されている。

５）この分野のサーベイとして，Aghion, Caroli and
Garcia-Penalosa（１９９９）がある。

６）Maoz and Moav では物的資本を無視し，（１）式
のような生産関数を想定している。

経 済 学 研 究516206（ ） ５８－３

【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／北海道大学／２００８　経済学研究Ｖｏｌ．５８，Ｎｏ３／本文／２０５‐２１４　佐野様  2008.11.21 15.



とになる。このこととマクロ生産関数から得ら

れるインプリケーションを組み合わせること

で，複数均衡が生じることになる。発展途上の

段階では技能労働者が少なく，非技能労働者が

多い。その結果，技能労働者の賃金は高く，非

技能労働者の賃金は低い。この格差が十分に大

きい時，移動性の存在しない定常状態になる。

つまり，非技能労働者の賃金が低いためにその

子に残す遺産が少なくなり，非技能労働者の下

に生まれた子は，能力が高かったとしても教育

費用を払えなくなってしまう。逆に，技能労働

者の賃金は非常に高いために，技能労働者の下

に生まれた子であれば，たとえ能力が低かった

としても，教育費用を払って技能労働者にな

る。結果として，移動性の無い均衡が定常状態

となる。それに対して十分に発展した段階で

は，技能労働者の数が十分に多い。その結果，

技能労働者の賃金と非技能労働者の賃金の格差

は小さくなっている。そのため，非技能労働者

も十分多くの遺産を残すことができるようにな

り，能力の高い子であれば，教育費用を受けて

技能労働者になることができるようになる。つ

まり，階層間移動が生じる。要するに，賃金格

差が小さい状況では，どちらの親の下に生まれ

たかということは大きな意味を持たず，能力の

高低が職業選択に関して決定的な意味を持つよ

うになるということである。このようにして，

移動性が存在せず，総生産量が少ない定常状態

と，移動性が高く，総生産量が多い定常状態が

存在することになる。

これらのモデルの基本構造はシンプルでもっ

ともらしいものであり，拡張もしやすい７）。し

かし，これらの研究にも問題点はある。それは

動学的な分析が難しいということである。ある

時点において職業選択を行う個人が受け取った

遺産額は，その親世代の職業分布と同じように

分布している。そして，その個人の職業選択

は，受け取った遺産額とともに，将来時点にお

ける賃金格差にも依存している。そして，将来

時点の賃金格差は将来時点における職業分布に

依存しており，その職業分布は現時点での職業

選択に依存する。つまり，このタイプのモデル

では複雑な分布の動学を扱わなければならな

い。これは，解析的に困難である。実際，Owen

and Weil そして Maoz and Moav は共に動学

分析は数値解析によって行われている。そもそ

も，世代間階層移動性を分析するためには二つ

の側面における異質性を導入しなければならな

いのであって，動学的な分析が難しくなるのは

仕方ないことである。数値解析に頼らずに分析

を行うためには，大幅な単純化が必要である。

そのような研究として，Galor andTsiddon（１９９７）

と Hassler and Mora（２０００）を挙げることがで

きる。これらの研究は，モデルを単純化するだ

けでなく，Owen and Weil やMaoz and Moavと

は全く異なる側面に注目することで，解析的に

階層移動性を分析することを実現している。

２．２ 技術進歩，知識

Galor and Tsiddon（１９９７）は技術進歩のあり方

と移動性の関係を分析している。この研究で

は，技術進歩として新しい技術の発明と，既存

技術が扱いやすくなるというイノベーションの

二つを想定している。発明がおこると，能力の

高い人は新しい生産技術を使おうとするように

なるために移動性が高まる。イノベーションが

おこると，既存技術が扱いやすくなるために能

力の差があまり意味を持たなくなり，親と同じ

部門で働く方が有利になり，その結果移動性が

低くなる。つまり，発明とイノベーションが全

く異なる効果を持つという結果が得られてい

る。

Hassler and Mora（２０００）では，個人は経営者

になるか労働者になるかを選択する。親が経営

者だった場合，経営ノウハウなどを受け継げる

という意味で有利である。さらに各個人は知性

７）Ranjan（２００３）はMaoz and Moavを二国モデルに
拡張し，国際貿易による所得水準の収束を分析
している。
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において異なる。高い知性を持つ個人は，経済

環境が大きく変化するような場合に有利であ

る。経済成長率が高い，つまり経済環境が大き

く変化する状況では，親が経営者であるか否か

に関わらず，高い知性を持つ個人が有利であ

り，経営者になる。さらに，高い知性を持つ経

営者は新たな技術進歩をひきおこす。結果とし

て，経済成長率と移動性が共に高い均衡が生じ

る。逆に経済成長率が低い場合，経済環境はあ

まり変化しないので，知性の高低に関わらず，

親から経営ノウハウを引き継げる個人が有利で

ある。そのような経営者は，大きなイノベー

ションをもたらす訳ではない。その結果，経済

成長率と移動性が共に低い均衡が生じる。この

ようにして，Hassler and Mora モデルは複数均

衡をもたらす。

Galor and Tsiddon そして Hassler and Mora

は共に，巧妙にモデルを設定することで移動性

の動学を数値計算に頼らず分析しており，興味

深いメカニズムを明らかにしている。しかし，

どちらのモデルも仮定や設定がやや特殊である

ような印象は拭えない。拡張もしにくいであろ

う。その意味で，これらの研究は Owen and

Weil や Maoz and Moav と補完的な関係にある

と言える。

上述の研究は，階層移動性の要因として，所

得水準，能力，知識などに注目している。階層

移動性に影響を与える要因として，他にはどの

ようなものが考えられるだろうか。重要な要因

として，割引率がある。割引率が高く将来を重

視しない個人は，自分の子に対するケアも十分

には行わないだろう。割引率の高い人と低い人

の差が大きければ，階層移動性は低いものとな

るだろう。ここでは，割引率を広い意味でとらえ

なければならない。Becker and Mulligan（１９９７）

にあるように，消費，資産，中毒など様々な要

因が割引率に影響を与え得る。特に重要と思わ

れるのは死亡率である。近年，理論的にも実証

的にも死亡率の違いが経済成長や不平等に大き

な影響を与えることが明らかにされてきてい

る８）。広い意味の割引率が，経済成長や不平等

に大きな影響を与えるなら，当然，階層移動性

にも大きな影響を与えることだろう。そこで，

次節で割引率の異質性に注目した階層移動性モ

デルの構築をこころみる。次節で提示するモデ

ルは非常にシンプルな構造を持っており，複数

均衡などの多様な現象を分析するための礎石と

なりうるものと考えられる。

３．割引率と教育費用の異質性と階層移動性

３．１ モデル

この節では，時間割引率と教育費用の二つの

側面の異質性に注目したモデルを構築する。各

個人が２期間生存する世代重複モデルを考え

る。多数の個人が存在し，各個人は一人の子を

持つものとする。したがって，人口は成長しな

い。人口は１に基準化する。生産は技能労働と

非技能労働によってなされる。コブダグラス型

生産関数を想定する。

������
�����

� （１）

ここで��は技能労働者の人数，�������

は非技能労働者の人数である。代表的企業は賃

金を所与として行動するものとする。利潤最大

化の一階条件は次のようになる。

���

���
����� ����

����
����

� （２）

���

���
�����

�����
������

� （３）

これらの式を使って，���期の相対労働需要

関数を導出することができる９）。

８）実証的には Lorentzen, McMillan and Wacziarg
（２００８），理論的には Chakraborty and Das（２００５）
などがある。

９）もし������だとすると，技能労働者になる
人がいなくなる。したがって，������でなけ
ればならない。これを変形すると，��������

になる。
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�����
���

���������
�� ����� � （４）

ここで����は技能労働の相対賃金����� ������ で

ある。������� ���，������� ���，

���� ��������，���� ��������な の で，右

下がりの労働需要曲線を描くことができる。

経済主体は二つの側面で異質であるとする。

一つは割引率である。各個人は，親の属性とは

独立に，割引率の高い個人と低い個人にわかれ

る。もう一つは教育コストである。親が教育を

受けている場合その子の教育コストは低くな

り，親が教育を受けていない場合，子の教育コ

ストは高くなる。

各個人は余暇と消費から効用を得る。�期に

生まれた個人の効用関数は次のようになる。

������������	��� （５）

ここで，��は余暇，	���は消費，��は割引因

子である。割引因子は二つの値を取り得るもの

とする。

���
�
�
�

�
 with probability p

�� with probability１－p
（６）

ここで，������
��である。つまり，各

個人は親の属性とは独立に割引因子の異なる二

つのタイプにわかれる。

各個人は第１期に教育を受けることができ

る。一定の教育を受ける場合は，固定的な教育

時間�が必要になる。

��
�
�
�

�� if his parent is educated,

�� if his parent isn’t educated,
（７）

ここで，�������である。つまり，親が教

育を受けていた場合，親が教育を受けてない場

合と比べてその子の教育時間が少なくて済むと

言うことである。この違いは，家庭内における

世代間外部性によって生じる。具体的には，教

育を受けた親ほど子供の教育環境に気をつか

う，あるいは親の教育水準が高いほど子の家庭

内教育が効率的になる，といった効果が考えら

れる。

個人は第１期に１単位の時間を賦与される。

したがって，余暇の値は教育を受ける場合に

������であり，受けない場合に����とな

る。第２期には労働し，消費を行う。第１期に

教育を受けた個人は技能労働者として高い賃金

を受け取る。人々は賃金所得を全て消費するも

のとする。

	��������
� ���	�
 （８）

ここで，����� は技能労働者の賃金，����� は非

技能労働者の賃金である。

各個人は，教育時間と賃金を所与とし，教育

を受けるか否かを選択する。教育を受けた場合

の効用は次のようになる。

� ��	�� �������� ����������
� （９）

ここで，��	�は親のタイプを表す。そし

て，教育を受けない場合の効用は次のようにな

る。

� ��	�� ��������������
� （１０）

もし� ��	�� ��� ��	�� �ならば，タイプ の

親の下に生まれた割引ファクター��を持つ個

人は教育を受けることを選択する。この条件は

（９）と（１０）から，次のように変形される。

�	��� ��
�
���
� ����

�

�
����
�

����
� ����� （１１）

この式の左辺を�	��� �，��	�，����
	��

と定義する。右辺の相対賃金を上記（４）のよう

に����とあらわす。�	��� �は教育を受ける

ことの心理的コストを表していると言える。教

育時間が長くなるほど，あるいは，割引因子が

小さくなるほど，教育の心理的コストは上がる

（��	��� ������，��	��� �������）。したが

って，（１１）式は教育コストと教育を受けて技能

労働者になることの相対的なメリット����を

比較している。この経済には，親のタイプと割

引因子の違いによって四つのタイプの個人が存
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在する。それぞれのタイプの個人は，教育のコ

ストと相対賃金を比較して，教育を受けるか否

かを選択する。教育コストは個人のタイプに

よって異なる。������ �は教育を受けた親の下

に生まれ，かつ割引因子の大きな個人の教育コ

ストである。そのような個人は，教育時間が短

くかつ将来を重視するのだから，教育コストは

最も小さくなる。������ �は教育を受けていな

い親の下に生まれ，かつ割引因子の小さな個人

の教育コストであり，最も大きくなる。������ �

と������ �の大小関係はパラメータによって

次の二つのケースがある。

� ������ �������� �

� ������ �������� �

ここで，世代間移動性を定義する。上方移動性

とは，非技能労働者の子が技能労働者になるこ

とであり，下方移動性とは，技能労働者の子が

非技能労働者になることである。つまり，上方

移動性とは������ ������が成立することで

あり，下方移動性とは������ ������が成立す

ることである１０）。

完全移動性とは，上方移動性と下方移動性が

共存することであり，������ ������������� �

が成立する状況である。無移動性とは，上方移

動性も下方移動性も共に生じない状況のことで

あり，������ ������������� �が成立する。

したがって，�の経済では完全移動性が生じる

ことはなく，�の経済では無移動性が生じるこ

とはない。

命題 １．

��．割引因子の差異（�������）が十分に小さ

ければ，無移動性が生じる。

��．教育時間の差異（�������）が十分に小さ

ければ，完全移動性が生じ得る。

証明．�� ��	��
� ����	��か つ�����な の

で，������ �������� �である。さらに

��	��
� ����
��なので，十分小さな���に

関して������ �������� �������� �が成立す

る。�� ��	��
� ����
��かつ�����なので，

������ �������� �である。さらに

��	��
� ����	��なので，十分小さな���に

関して������ �������� �������� �が成立す

る。（証明終）

割引因子の差異�が十分に小さいと言うこ

とは，世代間階層移動性が相対的に教育時間の

差異に大きく依存するということである。つま

り，どちらのタイプの親の下に生まれるかが大

きな影響を持つと言うことである。逆に，割引

因子の差異は大きな影響を持たない。したがっ

て，技能労働者の子として生まれるか，非技能

労働者の子として生まれるかが決定的な重要性

を持つようになる。結果として，技能労働者の

子は技能労働者に，非技能労働者の子は非技能

労働者になるという無移動性が生じやすくな

る。

逆に，完全移動性が生じやすくなるのは，教

育時間の差異�が十分小さい場合，つまり，

割引因子の差異が相対的に大きい場合である。

この場合，どちらの親の下に生まれるかはあま

り重要ではなく，割引因子の大小が世代間階層

移動性を決定づけることになる。その結果，割

引因子の大きい個人は，非技能労働者の下に生

まれたとしても，教育を受けることを選択する

可能性が高くなる。逆に，割引因子の小さな個

人は，技能労働者の下に生まれたとしても，若

年期に教育時間を費すことをいやがる。した

がって，完全移動性が生じやすくなる。

労働者の選択から，階段状の労働供給関数が

得られる。ケース�において，相対賃金����

が������ �より小さかったら，技能労働者に

なりたがる人はいない。したがって，技能労働

供給量������ �はゼロである。賃金が������ �

１０）������ ������が成立してしまうと経済に非技
能労働者が存在しなくなる。������ ������が
成立すると，経済には技能労働者が存在しなく
なってしまう。ここでは，そのような事態が生
じないような生産関数（１）を仮定する。
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と等しい場合，親が技能労働者で割引因子が大

きい個人にとって，技能労働者になることと非

技能労働者になることが無差別である。賃金が

������ �と������ �の間にあるとき，親が技能

労働者で割引因子が大きい個人だけが技能労働

者になるので，������ ���	�である。以下，

同様に考えることで次のような階段状の労働供

給曲線������ �が得られる。

������ ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� if ����������� �

����	�� if ����������� �

�	� if ������ ������������� �

��	��	�� if ����������� �

	� if ������ ��������
���� �

�	��	������	���if ������
���� �

	�����	�� � if �
���� ��������
���� �

�	������	����� if ������
���� �

� if ������
���� �

（１２）

この労働供給曲線のグラフは図１に描かれて

いる。ケース�の労働供給は，ケース�の場合

と同様に考えることで，次のような階段状の労

働供給曲線になることがわかる。

������ ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� if ����������� �

����	�� if ����������� �

�	� if ������ ��������
���� �

��	��	�� if ������
���� �

� if �
���� ������������� �

�	��	������	���if ����������� �

	�����	�� � if ������ ��������
���� �

�	������	����� if ������
���� �

� if ������
���� �

（１３）

この労働供給曲線のグラフは図２に描かれて

いる。ケース�と�の違いは次の点にある。

ケース�では������ ���
���� �となる。相対

賃金がこれらの値の間にあるとき，割引因子の

値に関わらず技能労働者の子として生まれた人

が技能労働者になる。つまり，������ ��	�で

ある。これは無移動性に対応している。それに

対してケース�では������ ���
���� �とな

る。相対賃金がこれらの値の間にあるとき，親

が技能労働者か否かに関わらず割引因子の大き

い人が技能労働者になる。つまり，������ ���

である。これは完全移動性に対応している。

３．２ 均衡と定常状態

この節では労働市場の均衡について考える。

（４）式から分かるように，技能労働者への相対

労働需要曲線は右下がりである。それに対し

	 ����� �，������ �

������ �１

	�����	�� �

�

	�

�	�
	 ����� �

����
������ � ������ ��� �
���� � �
���� �

図１: � 無移動性均衡
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て，技能労働者の労働供給曲線は（１２）式と（１３）

式から分かるように右上がりの階段状のグラフ

になる。

均衡雇用量と均衡賃金は，労働供給曲線

������ �と労働需要曲線� ����� �の交点で決

定される。図１，２からも明らかなように，均

衡は一意に存在する。そして，それぞれの図に

おける労働供給曲線の太線部分で均衡となる場

合，その均衡は動学的に安定な定常状態であ

る。図１では a 点で均衡となっている。このと

き，�������となっているので，a 点は無移

動性定常状態である。次に，太線部分以外で交

わっているとする。例えば労働供給曲線の右上

部分，����������� �の領域で均衡となる場

合，�������となる。このとき，次期の労働

供給曲線は全体的に上シフトすることになる。

労働供給曲線の高さは��に依存しているから

である。労働供給曲線が上シフトしていくこと

で，いずれ労働需要曲線が労働供給曲線の太線

部分と交わるようになり，定常状態にいたる。

逆に，�������となる状況では徐々に労働供

給曲線が下シフトし，いずれ定常状態にいた

る。

ケース�の場合，図２の太線部分が定常状態

となる。����	� �，������ �，
の値，労働需要

曲線の位置は外生的に決定されるので，もし b

点のように����	� �と������ �の間で労働供

給曲線と労働需要曲線と交わる場合，そこが定

常状態とならざるを得ない。この定常状態では

毎期，雇用量が 
となる。つまり，太線部分

の水平部分は完全移動性定常状態である。垂直

部分，例えば���������	� �で均衡となる場

合（c 点），均衡雇用量����は 
よりも高くな

る。し か し 垂 直 部 分 の 上 端 の 高 さ は

�����
������� �であり，必ず����よりも高

くなるので，次期においてもやはり労働需要曲

線は c 点で交わることになる。したがって，c

点も定常状態である。この均衡では，割引因子

の大きな個人だけでなく，割引因子は小さいが

技能労働者の子として生まれた個人の一部も技

能労働者になる。逆に d 点で均衡となる場

合，割引因子は大きいが非技能労働者の子とし

て生まれた個人の一部が技能労働者になるよう

な定常状態である。太線部分以外で均衡となる

場合，例えば f 点が均衡となる場合，均衡雇用

量����は垂直部分の上端の高さ���
����� �

と同じである。次期における上端の高さは

�����
������� �であり，これは今期の上端の

高さ���
����� ������よりも高い。つまり，

均衡雇用量が垂直部分の上端よりも高い場合，

徐々に上端が高くなっていく。したがって，い

ずれは労働需要曲線が太線部分の垂直部分と交

わるようになる。

� ����� �，������ �

������ �
１

����
����� �

�





�


��
� ����� �

������ � ������ ��� ����	� � ����	� � ����

図２: � 完全移動性均衡
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命題 ２．ケース�における無移動性均衡とケー

ス�における完全移動性均衡は安定な定常状態

である。

４．結論

この論文では，最近の世代間階層移動性に関

する文献をサーベイした上で，新たなモデル化

の方向性を提示した。個人が，親の属性に依存

する教育時間と，親の属性には依存しない割引

因子という二つの側面で異質であるとし，均衡

の存在と動学的安定性について分析した。教育

時間の差異が小さい場合は割引因子の違いが決

定的となり完全移動性均衡が生じ，割引因子の

差異が小さい場合は教育時間の違いが決定的と

なり無移動性均衡が生じる。これらの均衡は定

常状態となることもわかった。

このような結論はシンプルなものであるが，

このモデルを基礎として拡張することで，より

豊かなインプリケーションを持つモデルを作る

ことができるだろう。具体的には，教育時間と

割引因子の内生化である。この論文では教育時

間も割引因子も外生パラメータとされていたの

で，完全移動性と無移動性のどちらが生じるか

は外生的に決定されていた。教育時間あるいは

割引因子を内生化することで，完全移動性均衡

と無移動性均衡がともに生じ得るような動学モ

デルを構築できるかもしれない。そのようなモ

デルは，移動性の高い国と低い国がともに存在

する現実の世界を理解するための一助となるだ

ろう。
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