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講演Ⅲ●社会保障をめぐる政治の展望

北海道大学法学部教授

山口　二郎

　これは昨年の11月の下旬に、私が代表をし
ております科学研究費のプロジェクトの予算
で、全国世論調査を行った結果です。1,500
サンプルでＲＤＤ法という、要するに電話番
号をランダムに発生させて行う調査で、ＮＨ
Ｋとか朝日新聞とかがやっているのと全く同
じ調査で、1,500サンプルあれば大体全国の
動向は分かるわけです。国民の現状認識、あ
るいは望ましい政治や社会経済システムのあ
り方について、率直に問いを投げかけてみた
わけです。まずその結果を順番に見ていきま
す。
　問 1番、小泉・安倍政権の改革の結果をど
う評価するか。これは 6つの選択肢のうち 2
つを選ぶという設問でして、肯定的な評価が
3、否定的な評価が 3、そのうち 2つを選ん
でもらいました。そうすると、第 1位は「貧
富の差、地域間格差の拡大」を選んだ人が65
％です。第 2位は「教育・福祉などの公共サ
ービスの質の低下」、第 3 位が「金儲け主義

トリクル・ダウンしなかった
小泉・安倍政権の改革

　皆さんこんにちは。講演の最後ということ
でちょっとお疲れかもしれませんが、よろし
くお付き合いをお願いいたします。
　私はわりと悲観的に、日本の政治はだめだ
というようなことをずっと言ってきたのです
が、去年の参議院選挙のちょっと前ぐらいか
ら、ようやく日本人も小泉構造改革というイ
ンチキに騙されていたことに気づいた、多少
ましな方向に政治意識が向いているのではな
いかということを考えて、わりと最近、楽観
的な議論をしています。今日は少しその楽観
的な話から始めていきたいと思います。
　それは根拠がないわけではありません。ま
ず図表 1をご覧いただきたいと思います。要
するに民意の現状がどこにあるのかというこ
とについて、まずご紹介をしたいと思うわけ
です。

社会保障をめぐる
政治の展望

講 演 Ⅲ



48

（図表１）

問 1  小泉、安倍政権が進めた
改革の結果、日本の世の中はど
のようになったと思いますか。

（MA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1
経済的な活力が高まり、豊かさ
を取り戻した

242 7.8

2
政治家や官僚の不透明な特権が
是正された

727 23.6

3 税金の無駄遣いがなくなった 232 7.5

4
金儲けのためなら手段を選ばな
いという風潮が広まった

945 30.6

5
貧富の差や都市と地方の格差が
広がった

2001 64.9

6
教育や福祉など公共サービスの
質が低下した

1290 41.8

7 わからない・答えない 151 4.9

不明 0 0.0

サンプル数（％ベース） 3083 100.0

問 2 　あなたは自分の老後や子
どもの将来についてどのような
イメージを持っていますか。

（SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1 豊かな生活を続けられ、安心 121 3.9 

2
今の生活を維持できないかもし
れないが、おおむね安心

737 23.9 

3
今の生活を切り下げなければな
らず、やや不安

1296 42.0 

4 生活はかなり厳しくなり、不安 898 29.1 

5 わからない・答えない 31 1.0 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 

問 3 　これからの生活を脅かす
ものは何だと思いますか。

（MA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1 経済の停滞 500 16.2 

2 財政赤字 896 29.1 

3 年金制度の破綻 1714 55.6 

4 医療の崩壊 1063 34.5 

5 環境破壊 947 30.7 

6 治安の悪化 481 15.6 

7 外国の脅威 229 7.4 

8 特にない 29 1.0 

9 わからない・答えない 18 0.6 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 

〈調査概要〉
1．調査期間 2007年11月24日～27日
2．対象地域 全国
3．対 象 者 20歳以上の男女
4．調査主体者　北海道大学
5．調査手法 RDD法
6．備　　考  数表内の3083はウエート処理後の架

空の数値。実際の総サンプル数は
1514である。
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問 4 － 2  今の日本で次に困っ
ている人は誰だと思いますか。

（SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1 高齢者 580 19.0 

2
フリーターや派遣など正社員で
はない若者

560 18.4

3 農家 340 11.2

4 働く女性 232 7.6 

5 地方の自営業者 456 15.0 

6 障害者 594 19.5 

7 特にいない 121 4.0 

8 わからない・答えない 55 1.8 

不明 108 3.5 

サンプル数（％ベース） 3047 100.0 

問 5 　貧困問題に対して、どの
ように対処すべきだと思います
か。

（SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1
最低限の経済的援助を政府が行
うべき

1020 33.1 

2
職業訓練の機会や、働き口を増
やすなど政府が自立を支援すべ
き

1429 46.3 

3
家族や地域社会の助け合いで対
処すべき

287 9.3 

4
原則として自己責任で対処すべ
きで、社会的支援は必要ない

284 9.2 

5 わからない・答えない 64 2.1 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 

問 6 　これからの日本のあるべ
き姿として、あなたのイメージ
に最も近いのはどれですか。

（SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1
アメリカのような競争と効率を
重視した社会

208 6.7 

2
北欧のような福祉を重視した社
会

1802 58.4 

3
かつての日本のような終身雇用
を重視した社会

970 31.5 

4 わからない・答えない 104 3.4 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 

問 4 － 1 　今の日本で最も困っ
ている人は誰だと思いますか。

（SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1 高齢者 900 29.2 

2
フリーターや派遣など正社員で
はない若者

827 26.8 

3 農家 407 13.2 

4 働く女性 125 4.0 

5 地方の自営業者 296 9.6 

6 障害者 384 12.5 

7 特にいない 101 3.3 

8 わからない・答えない 44 1.4 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 
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問 7　小泉、安倍政権の改革の
後で、日本型制度をどうするか
が改めて問われています。これ
までの日本型の制度のなかで最
も維持、あるいは復活させるも
のは何ですか。

（SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1 地域間の平等 388 12.6 

2
男女の役割が異なった伝統的な
家族のあり方

367 11.9 

3
中小企業、自営業や流通業の保
護

543 17.6 

4 雇用の保障 1013 32.9 

5 地域の緊密な人間関係 554 18.0 

6 特にない 155 5.0 

7 わからない・答えない 64 2.1 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 

問 8 　逆に最も改善が必要だと
思う点は何ですか。

（SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1
多様な生き方や個性を実現する
こと

284 9.2 

2 男女平等を進めること 210 6.8 

3 官僚の力を弱めること 882 28.6 

4 公的な社会保障を強化すること 1133 36.7 

5
競争原理を導入し、平等の行き
過ぎを見直すこと

325 10.6 

6 特にない 167 5.4 

7 わからない・答えない 82 2.6 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 

問 9 　社会保障について伺いま
す。社会保障の財源として、消
費税率の引き上げが論議されて
いますが、あなたはどう思いま
すか。

（SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1
消費税率の引き上げはやむを得
ない

540 17.5 

2
消費税ではなく、法人税や所得
税など裕福な人や企業に負担さ
せるべき

1090 35.4 

3
行財政改革を進めるなど国民の
負担を増やす以外の方法を採る
べき

1357 44.0 

4 そもそも今の社会保障で十分 62 2.0 

5 わからない・答えない 34 1.1 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 

問10　雇用について伺います。
フリーターや派遣など正社員で
はない働き方が増えていますが、
これについてどう思いますか。

（SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1
会社に縛られたくない生き方も
あり、多様な働き方があっても
よい

910 29.5 

2
企業が競争を勝ち抜くには、賃
金を抑えることも必要なので仕
方がない

463 15.0 

3
仕事の内容が同じなら正社員の
賃金を少し下げても、待遇は平
等にすべき

1504 48.8 

4 わからない・答えない 206 6.7 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 
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F 1 　性別 （SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1 男性 1486 48.2 

2 女性 1597 51.8 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 

F 2 　年代別 （SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1 20代 461 15.0 

2 30代 548 17.8 

3 40代 471 15.3 

4 50代 572 18.6 

5 60代 481 15.6 

6 70歳以上 550 17.8 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 

F 5 　地域別 （SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1 北海道 125 4.1 

2 東北 255 8.3 

3 関東 1017 33.0 

4 北陸・甲信越 226 7.3 

5 東海 333 10.8 

6 近畿 480 15.6 

7 中国 186 6.0 

8 四国 84 2.7 

9 九州 378 12.3 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 

F 4 　市郡別 （SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1
大都市（東京都区部・政令指定
都市）

817 26.5 

2 中都市（有権者10万人以上の市） 1091 35.4 

3 小都市（有権者10万人未満の市） 805 26.1 

4 町村 370 12.0 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 

F 3 　職業別 （SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1 農林漁業 90 2.9 

2 商工サービス業（自営業） 232 7.5 

3 自由業 80 2.6 

4 管理職 92 3.0 

5 事務・技術職 837 27.2 

6 現業職 450 14.6 

7 専業主婦 622 20.2 

8 その他・無職 679 22.0 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 

問11　あなたはどの政党を支持
していますか。

（SA）

№ カテゴリ 件数 （全体）％

1 自民党 732 23.7 

2 民主党 687 22.3 

3 公明党 104 3.4 

4 共産党 97 3.2 

5 社民党 57 1.9 

6 国民新党 20 0.6 

7 新党日本 17 0.6 

8 その他の政党 29 0.9 

9 支持政党はない 1301 42.2 

10 わからない・答えない 39 1.2 

不明 0 0.0 

サンプル数（％ベース） 3083 100.0 
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の蔓延」と、きれいに否定的な評価が上位 3
位を占めています。「経済的活力の回復」な
どという、肯定的な評価をした人が10％もい
ないということです。
　先ほど田中先生や神野先生のお話にありま
したように、構造改革で確かに景気は回復し
た、あるいは企業の収益は回復しましたが、
一般の人々には行き渡っていない、トリクル・
ダウンしていないということは、国民自身が
はっきりと感じているわけです。
　問 2番、これは生活のイメージ、将来展望
です。 4つの選択肢のうちから 1つを選んで
もらいましたが、第 1 位は「やや不安」、第
2位が「本当に不安」、「やや不安」と「不安」
を合わせた悲観派が70％強です。「おおむね
安心」が1/4弱、「本当に安心」が 4％弱とい
うことで、悲観と楽観が大体 7対 3という割
合になっています。
　ちなみに政党支持とこの問いの 2番の答え
をクロスさせてみると、自民党支持者は楽観
派が多くなっています。自民党支持者に限っ
てみれば、楽観派が 4で悲観派が 6なのです。
他方、民主党支持者は悲観派が多くなってい
ます。悲観派が 8で楽観派が 2、このような
ことから、政党支持と現状認識や将来展望と
いうのはかなり重なっているなと感じました。

生活不安の最大の原因は
年金・医療など社会保障の破綻

　問 3番、これは今言った、将来の不安の原
因はいったい何かという質問で、 7つのうち
から 2つ選んでもらいました。そうすると、
やはり断然トップは「年金問題」です。 2番
目が「医療の崩壊」、そして、 3 番目が「環
境破壊」ということでして、やはり年金・医
療、社会保障の破綻が将来生活の不安の最大

の原因であるということを、国民ははっきり
と認識をしていると見て間違いありません。
それから最近の地球環境問題等に対する関心
の高まりから、環境破壊というのが結構上位
に来ているということも面白い結果です。そ
れに対して「経済の停滞」、つまり日本の経
済力が低下して、他の国に負けるのではない
かとか、そういう問題についての恐怖感とい
うのは思ったほど大きくはないということで
す。
　少し飛ばして、問 6番、ここでは率直に社
会経済システムのモデルとして、アメリカ型、
北欧型、それから日本の伝統回帰といった 3
つの選択肢を示して選んでもらったのですが、
何と「北欧型の福祉社会」というのが 6割近
い支持を得ています。「アメリカ型の自由競
争」、競争万能社会というものは最下位、 6
％ちょっとしか支持を得ていないといった結
果になりました。小泉政権時代に、竹中平蔵
氏その他いろいろな学者やエコノミストがカ
ネ太鼓を叩いて「アメリカ型モデルこそが日
本の改革の目指すべきあり方だ」というよう
なことを言ったわりには、国民にはそれが浸
透していないということが分かります。北欧
型福祉というのがこんなに多いとは、私も全
く意外な感じがいたしました。

小さな政府路線による社会保障、
公共サービスの削減で高まる国民の不安
　それから、問 8番です。日本的なシステム、
要するに従来の日本型の雇用とか家族とか地
域社会とか、そういった日本的なシステムの
なかで、どこを修正、改善すべきかという質
問を出しました。これについてやはり一番大
きいのは「公的な社会保障を強化する」とい
う答え、これが30数％ということです。もう
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1 つ「官僚の力を弱める」というのが第 2位
で、 3 割弱ということです。この日本的な
1億総中流社会をつくった社会経済政策とい
うのはどんなものだったのかというのは、こ
のあと解説をいたします。要するに公的な、
制度的な社会保障をきちんとやってほしいと
いうことに対して、国民が大変強い希望を持
っているということは、ぜひ覚えておいてい
ただきたいと思います。
　それから、問 9番、これは財源の問題です。 
「昨今の消費税率引き上げ問題についてどう
思いますか」という質問なのですけれども、
やはり消費税率を上げるということについて
は否定的な反応が大きいようです。「消費税
の引き上げは仕方がない」という人は全体の
20％もいません。「裕福な個人や企業に負担
してもらいたい」、あるいは「無駄を省く」
こういう答えが出てきています。
　ざっとご紹介いたしましたが、詳しい解説、
もっと詳しい分析は、私どもの研究プロジェ
クトのホームページにも掲載していますので、

あとで興味のある方はご覧いただきたいと思
います（http：//www.csdemocracy.com/opendata
/200801.html）。
　要するに国民が今考えていることは何かと
いえば、やはり小さな政府路線でどんどん社
会保障、教育等を中心として財政削減をし、
公共サービスを削減してきたことに対して、
大変に不安が高まっているということです
（図表 2）。したがって、昨年の参議院選挙で
自民党が大敗し、生活第一を訴えた民主党が
大勝したのも、単に政治的スキャンダルとか、
突発的な事件というよりは、もっと根深い、
小泉政権、安倍政権の政策に対する国民の厳
しい否定的な評価があると考えるべきです。

なぜ、国民は小泉構造改革を
歓迎したのか

　そういたしますと、非常に不思議なという
か、難しい問いを、私たちは考えなければな
りません。要するに、皆、アメリカ型の社会

（図表2）

１　構造改革の帰結と民意
・自民党の深い矛盾 資本の圧力と再分配の要求
 官僚依存と部分的最適化
 小泉政治という薬物依存
・民主党の勝因 小沢代表の政治的リアリズム
 生活優先というメッセージのわかりやすさ
 地方の疲弊と１人区の大勝
・国民は何を望んでいるか 構造改革に対する否定的評価
 大きな将来不安
 不安の源泉としての社会保障危機
 北欧型福祉社会への大きな支持
 負担増に対するためらい
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などは嫌だと思っています。あるいは医療、
年金、教育、こういったものをきちんとやっ
てほしいと思っています。しかし、なぜ2001
年から小泉構造改革という名の社会保障破壊
や格差拡大路線を国民が歓迎したのか。そこ
のところについて、私は政治学が専門なので
少し絵解きというか、分析をしたいと思うわ
けです。
　そこでまず小泉さんが破壊した、あるいは
小泉さんのシンパから見れば改革をした、従

来の戦後日本の平等システムとはいったい何
であったのかということを、ごく簡単に説明
しておきたいと思います。
　よく日本経済新聞のような構造改革を推進
するメディアで、戦後日本について「成功し
た社会民主主義」という言い方をいたします
（図表 3）。社会民主主義というのは最前から
お話がありましたように、スウェーデン、ド
イツなどヨーロッパの福祉国家における政治
理念で、市場経済システムの下で最大限福祉

（図表3）

２　日本における《成功した社会民主主義》とは何か？
⑴　日本型経済社会システムの特徴──日本は決して社会民主主義ではない
・社会民主主義イメージの源泉 階層間の平等
 地域間格差の縮小
 官僚支配と民の弱体
・平等をもたらしたもの 貧弱な社会保障　　
 地方重視の公共事業と税の再分配
 護送船団方式の規制
 会社単位の社会政策
・日本的再分配政策の特徴 裁量的政策＋リスクの社会化（→図１）
 欧米の社会経済システムとの比較
 ＝ハイブリッドとしての日本的福祉国家
・囲い込み社会におけるリスクの社会化 会社というセーフティネット
 ムラ社会の安定
 同調主義と裏腹の安全、安心

⑵　日本型システムの行き詰まり なぜ構造改革が必要か？
・1990年代におけるグローバル化の進展 競争原理の浸透
 財政危機
・リスク社会化の限界 高コスト社会
 モラルハザードの蔓延
・裁量的政策の弊害 官僚腐敗と護送船団方式の限界
 あっせん政治の横行と政治腐敗がもたらす諸問題
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を追求していくというのが、社会民主主義な
のです。
　日本は残念ながら社会保障小国でありまし
て、社会民主主義ではないのですが、しかし、
1億総中流社会とかいって、国民の 9割が中
流意識を持つ、あるいは高度成長期から1970
年代ぐらいまではジニ係数も大変低い、都市
と農村の格差も縮小した、非常に均質的な、
ある意味では平等な社会をつくりました。そ
このところを捉えて「社会民主主義だ」とい
うようなことを新自由主義の皆さんが言うわ
けです。もう 1つ、官僚が威張っている、公
共事業をたくさんやって、金を使っている、
規制が大きい、こういうところで大きな政府
のように見えるので、社会主義のような連想
が働いたわけなのですが、そこの実態はどう

かということです。
　日本の場合、平等というものは、決して普
遍的な平等、要するにお金持ちと貧乏人の間
の格差を縮小していくということではなくて、
むしろ、特に政治家の皆さんが一生懸命追求
した平等は、空間的・地理的な平等です。大
都市と田舎、農村部でのいろいろな面での格
差を縮小して、生活の利便性とか、所得水準
をなるべく揃えていく。これが政治の目標で
ありました。

「裁量的政策」の比重が
大きかった日本

　そういう目標を達成するために、どんな政
策があったのかということです。ここは図表

（図表4）

図１　政策分類と政治勢力の位置付け
リスクの社会化

伝統的自民党

小泉改革Ⅱ?

西欧福祉国家
日本版第三の道

アメリカ型競争社会
小泉改革Ⅰ

リスクの個人化

普遍的政策裁量的政策
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4を見ながらお話を聞いていただきたいと思
います。これは生活の仕組みについて特徴付
けをしようと思って作った図です。
　縦軸にある「リスクの社会化」「リスクの
個人化」というのは、今日の神野先生のお話
にありましたオムソーリというのと同じです。
要するに人間が生きていくうえで遭遇するさ
まざまな困難とか不幸とか、いろいろ難しい
問題を個人個人で引き受けるのか、社会全体
の問題として取り組むのかという理念の対立
軸です。
　今の田中先生のお話にありましたように、
アメリカという国はリスクの個人化路線のも
と、自己責任で生きていくという社会原理で
成り立っています。これに対してヨーロッパ
と日本は、制度の違いはかなりありますが、
リスクを社会化していくという理念で、社会
保障制度やあるいは地域間の格差是正のため
の、たとえば地方交付税、補助金、こういっ
た制度を構築しています。
　しかし、日本とヨーロッパでは全く違うと
ころがあるわけです。そこを捉えようと思っ
たのが横軸で、右に「普遍」、左に「裁量」
と書いてあります。
　「普遍的政策」というのはルールや基準が
はっきりしていて透明性が高い。たとえば25
年年金保険料を払った人は65歳になったら毎
月いくらかの年金が貰えるとか、 6歳の子ど
もは小学校に行って、ただで教育を受けるこ
とができるとか、そういうルール、基準がは
っきりしています。役人の恣意とか、あるい
は政治家の圧力とか、そういったものが入っ
てくる余地がないタイプの政策です。公的年
金とか医療保険とか介護保険とか、本来はこ
ういう制度が普遍的政策に入るわけです。
　しかしながら、日本の場合は、そこの部分
がやはり貧弱でした。リスクを社会化する手

段として、左側にある「裁量的政策」という
ものの比重が非常に大きかった。この裁量的
政策というのは、ルール、基準がありません。
逆に言うと、権限、財源を持った役人のさじ
加減で何とでもなります。したがって、そこ
に政治的圧力が働きやすい。斡旋・口利きの
政治というのは、ここではびこります。
　立花隆さんというのは、私にとっては大変
な憧れの人でありまして、私は高校生のとき
に立花さんの『田中角栄研究』というのを読
んで、これで政治学者になろうと思ったぐら
いでありまして、大変に思い出深い論文なの
ですけれども、まさに立花さんが戦ってきた
田中角栄型の政治というのは、裁量型政策に
よってお金をあちこちに分配、ばらまいてい
きます。
　これは一概に悪いことばかりではなかった
というか、そういうものを必要としていた人
もいた、あるいは地域もあったということも、
一方で見ておく必要があります。つまり、新
潟県とか北海道とか、そういう経済発展から
遅れた地域から選ばれた政治家が、大蔵省や
建設省や農林省と関わって、地域に金を持っ
てくる。そのおかげで、公共事業を通して雇
用が増え、所得水準が上がる、こういうこと
があったわけです。

裁量型政策の終焉を
迎える1990年代

　しかしながら、裁量型政策は、実は本当の
意味の公平性はありません。たまたま新潟県
はたくさん貰えた、新幹線も早くできた。し
かし、隣の山形県は遅れている。そういうふ
うにデコボコがあります。しかしながら、お
しなべて自民党という政党は、やはり田舎出
身の政治家がきわめて多いし、力も持ってい
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たから、そうやって裁量型政策に皆、食い込
んでいって、我田引水の競争をして、地域に
お金を持ってきました。そのことが、巨視的
に見れば、大都市と農村の格差を縮小し、田
舎での雇用や公共サービスの拡充をもたらし
た。こういう話になるわけです。
　したがいまして、戦後日本の平等というの
は、私の言葉を使えば、裁量型政策によるリ
スクの社会化の帰結であるということになり
ます。しかし、そこにはやはりいろいろな欠
陥、問題点もあったわけでして、その欠陥、
問題点が吹き出してきたのが大体1990年代以

降、つまり、バブルが崩壊し、財政的な赤字
が広がっていく。あるいはいわゆるグローバ
リゼーションがどんどん伸展して、国内のあ
らゆる産業分野で競争原理というものが大々
的に展開されていくようになります。そうす
ると、リスクを社会化していって弱者を守る、
あるいは競争を抑制していく、こういった政
策に対する不満が高まっていくということに
なり、またそういう不満を背景に、改革路線
というものが登場してくることになったわけ
です（図表 5）。
　小泉政治というのは、言ってみればその改

（図表5）

３　弱者はなぜ「小さな政府」を支持したのか
・否定的イメージとしての再分配政治 非効率性と大都市の不満
 自民党の停滞と機能不全
 官僚の硬直化と予算の無駄遣い
 「囲い込み社会」崩壊の爽快感
・民主政治のモデルチェンジ

橋本派政治：親切な政治と非効率や腐敗
　　　　　　既得権の累積と決定の停滞
　　　　　　不透明な政治過程と無党派層の疎外感
小泉政治：　冷淡な政治と効率化
　　　　　　既得権を破壊する権力の行使
　　　　　　透明な政治過程とメディアポリティクス
　　　　　　無党派層の疑似参加感覚

・大きな不平等と小さな不平等 グローバル資本主義が生み出す大きな不平等
 公共セクターが生み出すプチ不平等
 プチ不平等を怨む人々の正義感と平等意識
・リスク社会化システムの機能不全 搾取としての社会保険システム
 リスクに対する共感、連帯の欠如
 小さな政府がもたらす平等という錯覚
　 下に向かっての平等
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革の仕上げであったわけですが、その前提と
して、従来型の裁量型政策によるリスクの社
会化というのは、やはりいろいろな意味で否
定的なイメージを帯びていたわけで、効率が
低い、要するに無駄な公共事業をたくさんや
って、金を本当にドブに捨てるような形にな
ってしまっている、あるいは政治や行政の腐
敗が起こる、こういった面で弊害がたくさん
見えてきました。
　政治のほうにそれを投影してみると、いわ
ばモデルチェンジが起こったわけです。つま
り、立花さんが批判してやまなかった田中・
竹下、経世会型の政治というものは、一面で
親切な政治でもありました。田舎から陳情に
行ったら親切に応対してくれて、役人に口を
利いてくれて、金が来る。こういう意味で親
切な面もあったけれども、実に腐敗を起こし
やすいし、無駄も多くなります。そこにはさ
まざまな既得権というものが累積し、必要な
意思決定ができません。特に歳出削減とか規
制緩和とか地方分権のような、官僚の権限や
財源を削るという方向の政策決定ができませ
ん。政治過程というのはまことに不透明です。
先ほどの田中先生のモデルであったように、
族議員、官僚、一部の有力な圧力団体・利益
団体、こういったものがいわゆる「鉄の三角
形」というのを形成して、普通の人からは全
然見えない、密室で何か物事を決めている、と。
そうすると、普通の人はすごく距離感、疎外
感を感じてしまう。こういうことです。

福祉国家攻撃、社会保障破壊が
支持された小泉政治

　このような政治に対して小泉さんは、要す
るに自民党をぶっ壊すとか言って、改革の姿
勢を明らかにしたわけです。小泉政治という

のは、一面で非常に冷淡です。弱者に対して
もまことに冷たい。しかし、効率化を図って
いく、無駄を省く、そういうイメージがあり
ます。それから既得権を破壊して、正面から
権力を行使する。要するに議論をしない。聞
く耳を持たない。一方的に権力を使う、こう
いう姿勢です。あるいは、政治過程というの
は一見透明になったように見えます。首相が
自らさまざまな言葉を発し、また官邸直属に
いろいろな会議を作って、そこで何か有名な
エコノミストや財界人が議論をしています。
小泉官邸からメールマガジンか何か貰うと、
自分も参加したような、擬似的参加感覚とい
うものが味わえる。こういうあたりにモデル
チェンジがあったわけです。
　結果として非常に大きな格差が拡大し、社
会が本当にギスギスしてきたということは、
先ほど私が紹介したとおりで、人々もそうい
うことが分かってきたわけですが、 1つ気を
つけておかなければいけないことは、従来の
リスクの社会化の仕組みが、特に雇用を中心
とする経済環境の大きな変化のなかで機能不
全を起こしています。リスクを社会化するた
めの仕組みが、むしろ格差を部分的には広げ
ている、リスクを大きくしているという現象
があります。そこに小泉流福祉国家攻撃、社
会保障破壊が支持を受けた原因があるという
ことを、ここで指摘しておきたいわけです。
　たとえば社会保障の面でいえば、国民健康
保険、国民年金という仕組みが今、いろいろ
な意味で動揺しています。昔であれば終身雇
用というものがあって、人が 1回仕事に就け
ば会社が定年まで面倒を見てくれて、保険料
も労使折半で払ってくれたということなので
すが、この10年ぐらいどんどん非正規雇用が
増え、そうするとパートや派遣の人たちは会
社の保険に入れなくて、国民健康保険、国民
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年金に入らざるをえません。特に若い世代で
時給800円とか時給1,000円で必死に働いて、
ようやく 1か月15～16万円稼ぐなどという人
にとっては、毎月14,000円の国民年金の保険
料などというのはものすごい収奪です。場所
によって違いますけれども、 2万、 3万ぐら
いの国民健康保険の保険料を払うなどという
のは、大変な収奪です。
　つまり、国民全体としてリスクを社会化す
るためにできているはずの仕組みなのですが、
今日のような雇用情勢においては、むしろ一
番弱いところに重荷となって、このリスクの
社会化の仕組みがのしかかっていくという、
まことに皮肉な現状があるわけです。そうす
ると、不利な立場の人間が、もっともっと不
利を広げていけという方向で、変に欲求不満
を解消するという困った状況があります。
2005年の総選挙で、若者の投票率がガクッと
上がって、しかもそれが小泉の支持につなが
ったなどというのは、私はそういう背景があ
ると考えています。

リスクに対して社会全体が
対応していく仕組みを再建する

　時間もあまりないので結論部分に行きます
が、今、起こっている状況というのは、リス
クの普遍化状況です（図表 6）。今、一見安
定した豊かな生活をしている人も、リスクを
たくさん抱えています。要するに親が年をと
って、要介護状態になる。子どもが引き籠も
りになる。いろいろなリスクを皆、潜在的に
抱えているわけで、したがって、このリスク
に、社会全体として対応していく仕組みを再
建することが急務です。そのことは、国民も
総論としては分かっているということです。
　私はやはり小泉時代の政策決定を見ていま

して、価値観に関わる問題について、国民的
な議論をさせない。経済財政諮問会議などの
有力な審議機関が、いわば結論を先取りして、
政策の方向付けを決めてしまう。こういう弊
害を強く感じるわけです。日本の政策決定に
は、実に根拠のない命題が当たり前の前提と
しておかれています。誰もそれを疑いません。
メディアが特にそれを疑わないという問題が
あります。
　国民負担率の神話、あるいは先ほど出てき
た医療費亡国論、こういったものはことごと
く事実の根拠は何もありません。一方的な思
いこみです。大体、租税、社会保険料負担率
と経済成長率、ＧＤＰ成長率をプロットして
みると、相関関係はないのです。日本のよう
に負担率が低くても成長しない国もあるし、
スウェーデンのように負担率が高くても成長
する国があるし、要するに負担率が大きくな
ったら経済の活力がなくなるなどというのは
嘘です。
　それから、小さな政府が国民の経済的自由
をもたらすというのも錯覚で、これは先ほど
の田中先生のお話にあったことなので、もう
割愛をしますが、要するに税金で払う分が減
っても、個人個人で学校や病院や介護施設に
払うお金が増える。それだけの話です。
　もう 1つ申し上げておきたいのは、財務省
主導の政策決定において、「プロクラステス
のベッド」というべき症候群があるというこ
とです。この「プロクラステス」というのは、
ギリシアの神話に出てくる追いはぎでありま
して、この追いはぎは大変残酷な追いはぎで、
旅人を捕まえてきて自分の家のベッドに縛り
付ける。ベッドからはみ出す手や足をちょん
切るという残虐な趣味を持った強盗なのです
が、平成の日本では、財務省こそがプロクラ
ステスであると言いたい。
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　私は多田富雄先生がお書きになった一連の
本を読みまして、脳梗塞のあとのリハビリテ
ーションについて、保険適用が180日で打ち
切りになるという暴挙を、日本の政府が決め
たということを、本当に憤りをもって読んだ
わけです。つまり、リハビリの保険適用を
180日で止めるなどというのは、まさに「プ

ロクラステスのベッド」です。日本の国家財
政という小さいベッドに国民を縛り付けて、
無理矢理ベッドからはみ出す手や足をちょん
切るということを、平気で「改革」という名
の下にやっているわけです。
　こういう国はやはり文明国ではないし、だ
いぶ国民の意識も変わってきました。冒頭紹

（図表6）

４　日本の現状と誤った処方箋
・リスクの普遍化 日本的セーフティネットの崩壊
 　　企業　地域社会　公共事業
 民のモラルハザードがもたらすリスク
 　　粉飾　耐震偽装＝生命、財産への脅威
 自然災害と環境リスク
 　　過疎と高齢化→地域における危機管理能力の低下
 生活に関わるリスクの増加
 　　医療、介護の不備→高齢者の犯罪増
 　　次世代育成のリスク
 　　家族の疲弊
 リスク普遍化状況における福祉
 　　例外的恩恵ではない
 　　誰もが脆弱性を抱えているからこそ福祉が必要
・リスクの受け止め方 リスク無縁の富裕層→ミニバブル
 リスク執行猶予の中下層社会
 リスクフリーの人々に対する反感、憎悪
・政策決定システムのひずみ
①根拠のない命題が政策形成における自明の前提にされる
　＝国民負担率の神話 国民負担率が50％を超えたら経済はだめになる
②医療費亡国論の嘘 医療費増加率をＧＤＰ成長率以下に抑えよというデマ
③「小さな政府」＝自由という錯覚
④財務省主導と「プロクラステスのベッド」症候群
⑤自己責任原則の濫用 人間には自由に選べる事柄と選べない事柄がある

 「病院がないと言うならある町へ移ればよい !?」
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介しましたように、日本人は今こそ社会保障
が必要だということを強く感じているところ
です。私は、先ほどの座標軸で書きましたよ
うに、従来型の自民党政治における裁量型の
政策によるリスクの社会化の問題点というの
は、国民も結構分かっているのではないか。
先ほど言ったように、日本型システムを改善
する必要がある、特に社会保障が大事なのだ
ということは、まさに裁量型の政策ではなく
て、きちんと制度的に確立された、普遍的で
公平で透明性の高いシステムによって社会保
障を行うべきだという世論だと理解をしてよ
いと思います。そういう意味で、リスクを社
会化していく。そのための政治的なインフラ
をもう 1回作り直していく。これこそが政治
の急務であります（図表 7）。
　結論として、小泉さんのおかげで、自民党
というのはかなり新自由主義的な色彩を濃く
して、リスクの社会化路線の人がいわば追放
されたり、党内で非常に弱い立場に置かれた
りしました。他方民主党はとにかく自民党と

対決をしていくといううえで、「生活第一」
というスローガンを出しまして、リスクの社
会化路線を打ち出しているということで、こ
このところがまさに 2大政党制の大きな対立
の焦点となっていく形勢であります。
　細かいことは省きますが、私は今年の秋に
は、たぶん総選挙があるだろうと予想をして
います。そうすると、まさに構造改革の総括
をどのようにするか。そして、これからの日
本の世の中において、このリスクの社会化路
線を回復するのか、それともリスクの個人化
路線でそのままいくのか、これが争点になる
と思います。
　もう 1つ希望を言えば、アメリカ大統領選
挙とほぼ同じ時期に日本の総選挙があれば、
アメリカのよい意味での影響を受けて、やは
りそろそろ新自由主義的な路線から転換をす
るのが世界の趨勢だというような形で、政策
が日本でも転換をしていくのではないか。こ
のような、まことに私としては珍しい楽観的
なシナリオを申し上げて、講演を終わります。

（図表7）

５　これからの社会保障政策論議をどう進めるか？
・理念 リスクの社会化と社会的インフラの再構築
 平等理念の再定義
 お金で買えるものと買えないものをはっきりと識別する
 自己責任領域と共同・相互扶助領域を識別する
・プロセス 透明性と公開性の確保
 関係者による「一歩後退二歩前進」
 新たな連携、協力関係の模索─政策におけるネットワーキング
・望ましい政党政治 世界標準型の二大政党制へ
 分水嶺としての社会保障政策
 日本版「第３の道」を誰が担うのか
 医師会と政治の関わり方はどうあるべきか
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表２　 公的社会支出と民間の社会支出（対家計支出比）
 （権丈善一氏の著書より）

スウェーデン アメリカ

民間保険・教育・
私的年金

 2.7 18.8

デイケア  1.7 10.4

計  4.4 29.2

税 36.8 10.4

計＋税 41.2 39.6

表１　社会的支出（医療＋介護）の対ＧＤＰ比

社会的支出総額
公的支出

（％対GDP）

アメリカ 26 16

スウェーデン 30 28

イギリス 27 24

カナダ 23 19

ドイツ 30 29

OECD 22 21

表５　社会経済モデルの対比（神野直彦氏の著書より整理）

国 税負担 社会保険料負担 政策目標

アメリカ 所得税中心 低 治安と防衛

スウェーデン 所得税・消費課税 高 標準生活の保障

イギリス 所得税・消費課税 低 最低生活の保障

表３　国民経済に対する社会保障、医療費の割合

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン

社会保障給付費 23.9 20.5 26.7 36.8 39.8 44.1

公的医療費  6.5  6.8  6.7  8.5  8.1  7.8

私的医療費  1.5  8.4  1.2  2.4  2.3  1.4

注　社会保障給付費は、対ＧＤＰ比　　医療費は、対国民所得比 権丈善一氏の著書より整理 .

表４　社会保障制度の水準や負担の在り方についての内閣府調査（平成17年9月）

たとえ現役世代・将来世代の税や保険料の負担を増やすこととなっても，社会保障制度はより
充実を図るべき

22.0%

たとえ現役世代・将来世代の税や保険料の負担を増やすこととなっても，社会保障制度の現在
の水準はできるだけ維持すべき

44.4%

できるだけ現役世代・将来世代の税や保険料の負担を増やさないようにするためには，社会保
障制度の現在の水準が下がってもやむを得ない

22.2%

その他・分からない 11.4%

 （該当者数：1,896人）


