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巻頭言

巻頭言

ためには、自らが動き他の人と意見交換
し解決の糸口を探すことが求められて
いた。しかし、新型コロナウイルスの感
染対策では、ワクチンや治療薬ができる
までは、とにかく人との接触を避け、外
出せずじっとしていることしか対処法は
ない。
　このような状況では、インターネットな
どのデジタル技術は、情報収集やお互い
の連絡で大きな救いになっている。しか
し、行動が制限されると経済活動だけ
でなく、スポーツやライブコンサートもな
く映画館や美術館も閉鎖され、いわゆる
文化活動も阻害される。加えて、飲食店
の灯も消え、食事会や飲み会もできない。
　人間が成長する過程は、他の人と接
触することにある。人間は信頼できる人
の輪を広げるように進化してきたと言わ
れる。喜びや悲しみ、感動や共感を分
かち合う場は、人とのつながりや交わり
によって生み出される。接触が制限され
心身が疲れてくると、私的に自粛を強い
て攻撃する「自粛警察」や、正しさを振
りかざし、自分の価値観や行動基準に
合わないものを極端に排除し感情的に
なる「正義中毒」などが生み出される。
寛容性がなくなった組織や社会は、持
続可能性を失う。
　人と人が触れ合い時間と空間と感情
を共有しながら、自由な意思疎通の中
で刺激やひらめきや出会いが生まれるこ
とは極めて重要だが、そんな日常は完
全には取り戻せないかもしれない。しか
し、私たちはこれまで経験したことのな
い環境の中でも、共助の規範を大切に
しながら、真の人と人がつながり相互に
関係を保ちながら助け支え合える社会
を目指すことが求められている。
　感染の第2波、第3波はその時期や規
模は別にしても、必ずやってくると覚悟し
ておかなければならない。これからの日
常はどうなっていくのか?それはウイルス
との共生を前提に、一人ひとりが行動を
見つめ直し創り出すべきものである。そ
の答えは一つではないかもしれないが、
私たち自身の新しい価値観のもとでの
構想力が問われている。

の働き・暮らす社会は、少し落ち着い
た状況になっていて欲しいものだが、
どうであろうか。この原稿を書いてい
るのは締め切りの関係で5月21日、1週
間ほど前の14日に39県で緊急事態宣言
が解除され、本日（21日）には近畿3府
県で解除された。北海道と首都圏の1
都3県は継続となり、25日に改めて解
除の是非を判断することになった。少
しずつ段階的に経済・社会活動が、再
開された時期である。
　これほど新型コロナウイルスの影響
が、世界中に拡大するとは想像だにし
なかった。5月21日時点で感染者は500
万人を超え、死者は30万人を数える。
国内では既に780人を超える人が帰ら
ぬ人となった。長期に亘る対応を覚悟
しながら、人の命を第一に、秩序と自由、
感染症対策と経済・社会活動のバラン
スをどうとるのか、難しい舵取りが求め
られている。
　それにしても、こんなに短期間に私
たちの日常が壊れてしまうとは思わな
かった。生活も仕事もついこの前まで
当たり前だった日常、朝起きて仕事の
ため家を出る、学校に行く、友人と話
をする、この当たり前のことが、そうで
はなくなったのだ。多くの人たちの生活
はすっかり変わってしまった。
　私も電車の乗客が少ない休日には
時々事務所に出るが、その他は在宅勤
務。自慢にもならないが、こんなに長
く自宅にいるのは、かつてなかったこと
であり、今まで想像したこともない生
活が続いている。いくつかの関係組織
とはオンライン会議だ。もちろん、オン
ライン会議は感染のリスクは少なく移動
時間も省けるし、身体はリラックスでき
る。しかし、何か物足りなさを感じる
のも事実である。それはおそらく、他
の人の発言に対する表情を通じての思
いや、自分の発言に対する他の人の関
心度合いなどが画面を通じては、なか
なか感じられないからだ。
　これまでは、何かの課題を解決する

の月刊レポートDIO6月号が皆さん
のお手元に届くころには、私たちこ
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　 視　点

日本をはじめ、世界が新型コロナウイルスの感染拡

大を経験する中、感染症に対する徹底した対策と経済

対策の両立が急がれている。一方、感染症拡大前と拡

大後においても変わらない課題が日本にはある。進行

している超少子高齢化の中でどのような社会保障制度

をつくっていくべきかという議論である。かつて、菅

内閣で社会保障税一体改革担当大臣を担った故与謝野

馨氏は、2011年3月の東日本大震災にあたっても、発

災後、1か月後には社会保障改革の検討会を精力的に

再開した。その努力が、今日の社会保障制度の維持と

充実につながっている。

新型コロナウイルス感染拡大という非常事態を経験

した中であっても、ポスト社会保障と税の一体改革議

論は必要であるという問題意識のもと、4名の有識者

より、社会保障改革の到達点と今後の課題、ビッグデー

タの活用による社会保障改革の可能性、更なる社会保

障改革の財源確保の必要性と政治的課題をテーマに執

筆をいただいた。

山崎論文では、これまでの社会保障改革の状況を俯

瞰し、今日的な制度改革の課題について分析していた

だいた。例えば、医療保険にみられるような疾病構造

に着目したリスク構造による制度間調整の必要性、地

域包括ケアの一層の推進に向けた後期高齢者医療と介

護保険の統合の提言、年金給付の十分性を確保するた

めの課題と年金課税の見直しが示され、2040年に向

け、恒久的な財源を確保した上で普遍的な制度枠組み

の必要性が示されている。

田極論文では、健康・医療・介護分野におけるデー

タの活用についてその展望を寄稿していただいた。個

人情報保護やセキュリティ対策を徹底しつつ、データ

ベースの横断的な活用によって、効率的な提供体制の

構築や科学的効果に裏付けされた医療・介護の実現、

個人データ閲覧によって自らの健康管理や予防に役立

つことや、事業所においては健康経営の可能性も指摘

されている。今後の社会保障改革の重要な課題となる

ことが示唆されている。

梶本論文では、社会保障改革に必要な政治的な推進

力について解説いただいた。本来は、社会保障給付と

負担の在り方は、国民の政治選択であるはずが、日本

は均衡を失した状態が続いていることを指摘している。

しかしその中においても、野田政権の役割を評価しつ

つ、そこに至った背景として、小泉政権による社会保

障抑制政策に対する国民の反発があったとする。一方、

安倍政権については、負担問題の議論を避け続けてい

ることを問題視している。

峰崎論文では、財政再建の重要性とＭＭＴ理論の問

題点を解説いただいた。国債債務残高が、GDPの

230％を超すという現実の中、日本の財政は金利上昇

に対して極めて脆弱であること。ＭＭＴ理論では、財

政赤字が累積しても国の財政はデフォルトしないとし

ているが、それはインフレが起きないことを前提とし、

財政の維持可能性を考える一つの尺度であるドーマー

条件を無視しているという重大な矛盾があることを批

判している。その上で、社会的な共通資本の財源の確

保・税制改革の必要性を訴えている。

このように、社会保障改革の到達点や今後の可能性

を示す一方で、改革議論が進まない政治・社会情勢の

課題や財政再建の重要性について各執筆者よりご提言

をいただいた。しかし、寄稿にもあるように、政府が

ポスト社会保障と税の一体改革の議論の先送りを続け

てきた影響は大きい。連合総研は、2020年4月に勤

労者短観のインターネット調査を実施し、社会保障に

対する意識を聞いた。そこでは、社会保障制度に対す

る信頼度が低下している問題点が指摘された他に、「社

会保障給付費の増加への対応策」について「わからない」

と回答した方が3割を超えた。これは、社会保障制度

の重要な課題である「負担と給付」という関係性につ

いて意識していない人が多いということではないか。

政府がこれまでその議論を避けてきた結果とも指摘で

きる。

新型コロナウイルスの感染拡大によって、社会的共

通資本の重要性が認識されつつあるが、その財源の確

保も含めて、どのような社会をつくっていくのか、そ

のためにも、ポスト社会保障と税の一体改革議論が強

く求められている。

（連合総研主幹研究員　平川則男）

ポスト・社会保障と税の一体改革に向けた課題
〈特集解題〉
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1． 財政審「建議」：平成の財政と社会保障
　2018年11月、財政制度等審議会は、平成最
後の予算編成に関する「建議」の総論におい
て、平成の税財政運営を振り返り、「財政健
全化どころか一段と財政を悪化させてしまっ
た平成という時代における過ちを二度と繰り
返すことがあってはならず、手をこまねくこ
とは許されない」と厳しく総括した。
　財政審によれば、債務残高の累増要因の約
７割（地方交付税等による補填部分を含めれ
ば約８割）は、社会保障関係費の増加と税収
の減少による。この財政悪化の最大の要因は、
わが国の社会保障制度が「受益と負担の対応
関係が明確な社会保険方式を基本」としなが
らも、「現実には保険料より公費への依存が
増しており、しかも本来税財源により賄われ
るべき公費について、特例公債を通じて将来
世代へ負担が先送りされているため、受益と
負担の対応関係が断ち切られている」ことだ
という。

2． 社会保険の公費依存度の高まり
　財政審がいう通り、わが国の社会保障制度
は、社会保険方式を基本に置き、医療に始ま
り、年金、失業、労働災害、今では介護まで、
社会保険方式により運営している。
　社会保険方式には、①自立自助と社会連帯
の調和を図るもので、共助のシステムとして
現代社会に適合的であること、②拠出と給付
に牽連性があることから、財政規律・財政の
安定性を確保しやすいこと、③拠出に伴う権
利として受給権が確保されるため権利性が強
いこと、などの意義がある。

　このような社会保険方式の優位性は、多く
の国が社会保険方式を主体に社会保障制度
を運営していることからも確認できる。とは
いえ現状では、社会保険が給付費の約９割を
占めるにもかかわらず、財源には多額の公費
が投入され、しかも公費の割合は1990年度当
時の約３割から今では約４割にまで膨らん
だ。
　制度別には、公費の5割強が社会保険に充
てられ、公費負担の社会扶助（生活保護、社
会福祉、公費負担医療等）を上回る。公費の
配分は医療保険が年金保険を上回り、公費の
割合は、年金保険の２割強に対して、医療保
険は４割弱、介護保険は5割である。
　この間、基礎年金の国庫負担割合が３分の
１から2009年度には２分の１に引上げられ
た。その他、公費への依存度の上昇には、地
域保険が大きく関わっている。高齢化の進展
により社会保険の比重が、被用者保険から公
費負担割合の高い後期高齢者医療や介護保
険へシフトしてきたからである。これにより、
事業主負担から公費へのシフトが進んだ。

３．社会保障費の将来見通しと課題
　2018年5月に公表された社会保障費の将来
推計によれば、社会保障給付費の対ＧＤＰ比
は、「経済ベースライン・計画ケース」（以下
同じ）で2018年度の21.5％から2040年度には
23.8 ～ 24.0％へ2.3 ～ 2.5ポイント上昇する。
上昇幅は小さいが、これには年金保険料に上
限が設定され、マクロ経済スライドにより給
付水準が抑制されることが大きい。
　しかし、決して楽観はできない。社会保障

社会保障改革の残された
課題とこれから
山﨑　泰彦

（神奈川県立保健福祉大学名誉教授）
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負担増の内訳をみると、対ＧＤＰ比で保険料
が約１ポイント増に対して、公費は約２ポイ
ント増である。総額では、保険料が約５割増
に対して、公費は約７割増であり、今後の負
担増は保険料と公費でほぼ折半する。
　その結果、社会保障負担に占める公費の割
合は、40％から43％へと高まる。公費負担の
割合が高い医療・介護給付費の割合が、約４
割から約５割へと膨らむことによる。公費負
担増は、現在の規模で約10兆円、消費税率で
は４％の引上げになる。
　保険料は、現役世代は、年金が増えず、協
会けんぽも17％の上昇にとどまる。一方、高
齢世代は負担が急増し、後期高齢者医療は
40％、介護保険は56％上昇する。この負担増
が受け入れられるとは思われない。保険料負
担増の緩和策が不可避だ。

４． 社会保障・税一体改革の路線の再構築を
　三党合意による社会保障・税一体改革が目
指したものは、社会保障の維持・機能強化と
財政健全化であり、安定財源として消費税を
社会保障の目的税化し、将来的には社会保障
の税財源の全額を消費税により賄うこととし
ていた。しかし、消費税率10％への引上げ後
でも消費税率で７％不足している。それに更
に４％上乗せされることになる。
　現状では、たとえ社会保障財源だとはいえ、
消費増税を推進する政治勢力も世論もほとん
どない。三党合意の一方の当事者であった民
主党は、すでに解体・消滅した。他方、現政
権は、2度にわたり消費税率の引上げを延期
した上、追加的な安定財源を確保しないまま
に消費税の使途組替えという安易な手法で、
幼児教育・保育の無償化を行った。
　将来に向けては、社会保障・税一体改革の
路線とそれを担保する協調的な政治の枠組み
の再構築が課題ではないか。

５． リスク構造調整による制度間調整の推進
　財政審「建議」が指摘する時代の趨勢に
対して、政策的に手をこまねいていたわけで
はない。北欧の税方式の公的介護が喧伝され
るなかで、わが国が社会保険方式を選択した
のは賢明な選択であった。また、公費負担割
合の高い医療保険において、高齢化の影響を
ストレートに受ける国保への際限のない税財

源の投入を回避すべく、年齢構成や報酬水準
という構造的リスク要因に着目して、高齢者
医療や介護保険の制度間調整を強化したこと
にも、社会保障の財政規律を維持したいとい
う強い意志を見ることができる。
　この路線は今後も継承される可能性が高
い。当面、短時間労働者の被用者年金・保険
への適用拡大が急がれているが、その財政効
果として、基礎年金の拠出金負担では自営業
者等（第１号被保険者）から被用者（第２号
被保険者）へ、医療保険では国保から被用者
保険への負担のシフトをもたらす。
　将来に向けては、医療保険で更なるリスク
構造調整の余地がある。現状では、保険医療
費の５割強を占める高齢者医療費について、
リスク構造調整による費用負担の共同化を達
成している。また、医療保険本体についても、
協会けんぽや国保への国庫負担の傾斜配分
により、格差をかなり調整しているが、今後、
本体の調整を徹底するとすれば、保険者機能
の発揮という観点からも、リスク構造調整が
現実的である。
　その場合の調整指標は、被用者保険の保
険者間は年齢構成と報酬水準、国保と被用者
保険の制度間は年齢構成になろう。
　被用者保険の調整を徹底すれば、組合健
保の負担が増加し、協会けんぽの国庫負担は
廃止されるが、これにより組合健保の価値が
損なわれるものではない。若い年齢構成や高
い報酬水準という組合健保の構造的優位性
は失われるにしても、効率的経営という優位
性は依然として残る。
　国保と被用者保険の間では、高齢者医療・
介護保険の拠出金負担についてはほぼ調整を
終えたが、65歳未満の年齢構成において国保
への偏りがある。さらに、疾病構造において
も、「精神及び行動の障害」や「神経系の疾患」
による入院が国保に偏り、被用者保険との医
療費水準の差の主要因になっている。働き盛
りの被用者が心の病にかかり、休業を経て退
職し、一時的には健保に任意継続加入するに
せよ、最終的には国保に加入し、長期入院に
より国保の財政を圧迫する。これも国保の保
険者努力の及び難い構造的要因である。国保
に対して追加的な国庫負担を投入するか、被
用者保険との間で疾病構造に着目した新たな
財政調整を行うかの選択肢になる。
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6． 後期高齢者医療と介護保険の統合
　医療では、2025年に向けて、高度急性期・
急性期から回復期や在宅医療等への大幅な
医療機能の転換が叫ばれるなかで、地域医療
構想の進捗の遅れが懸念されている。
　その一つが医療療養病床の転換の遅れで
ある。介護医療院は、医療が必要な要介護者
のための長期療養・生活施設として2018年4
月に発足し、在宅医療等への転換を図る上で
大きな役割を担っている。最大の問題は、医
療療養病床から介護医療院へ転換すると、報
酬の支払いが医療保険から介護保険へ変わ
るため、市町村の介護保険の負担増になるこ
とである。特に小規模市町村ではその影響が
大きい。そのため、医療療養病床からの転換
に尻込みしている医療機関が少なくない。
　これは従来からあった問題である。介護を
引き受ける市町村の介護費用の負担が増加す
る一方、要介護者の大半を占める後期高齢者
の医療費負担は市町村レベルではほとんど軽
減されない。市町村が後期高齢者の医療費適
正化に取り組んだとしても同様である。問題
は、都道府県単位の広域連合が保険者であ
る後期高齢者医療制度と市町村保険者であ
る介護保険の費用負担に整合性がないことで
ある。将来的にも、一般病床からの介護医療
院等の介護保険施設や在宅医療・介護サー
ビスへの転換を進める上で、大きな制約にな
る。
　医療提供体制の改革が目指すものが高齢
社会に適合的な医療・介護サービス提供体
制の構築だという理解からすれば、それとよ
り密接に向き合うのは後期高齢者医療制度と
介護保険制度である。
　課題は高齢者の保健・医療・介護の実施
主体と費用負担の一体化である。現行制度か
らの移行を図るとすれば、後期高齢者医療制
度と介護保険を統合し、保健・医療・介護サ
ービスを一体的に提供する総合保険へと発展
させ、地域包括ケアを効果的・効率的に推進
することではないか。
　制度の枠組みは、新国保制度と同様に都道
府県と市町村の共同保険者とし、地域包括ケ
アを第一線で担う市町村と、これを支援し広
域的な調整を行う都道府県が共同で保険者
機能を分担する。さらに、地域間の公平性を
確保し、保険者努力を促す上で、所得水準と

年齢構成調整後の医療費・介護費の水準を
保険料水準に反映させるべきだ。
　しかし、その先の各論になると難題山積で
ある。被保険者・費用負担者の範囲はどうす
るか。財源については、公費と保険料で折半
するにしても、公費の国・地方の負担割合、
保険料の算定方法をどうするかなど、とても
一筋縄ではいかない。

7． 年金の十分性の確保に向けて
　公的年金制度の残された最大の課題は給
付の十分性の確保である。2019年財政検証結
果では、経済成長と労働参加が進む３つのケ
ースでは、所得代替率50％を確保できるにし
ても51 ～ 52％程度であり、余裕があるわけ
ではない。しかも、所得代替率の低下が全体
では２割弱に対して、基礎年金は３割近くに
なり、老後の基礎的生活費を賄える水準とし
て設定された当初の水準から大きく乖離す
る。
　給付の十分性を確保するには、給付水準
調整後においても現状程度の水準は確保した
い。財政検証のオプション試算によれば、厚
生年金の適用拡大が大きいほど所得代替率
や基礎年金の水準確保の効果が大きく、また、
保険料拠出期間の延長と受給開始時期の選
択肢の拡大のいずれも効果が大きい。しかし、
改正法案では所得代替率の改善はわずか
0.2％（基礎年金＋0.4％、報酬比例▲0.1％）
にとどまった。
　改正の中心になるのは被用者保険の適用拡
大であるが、50人超の企業への適用拡大（新
たに適用拡大となる人数は65万人）に限定さ
れた。将来の向けては被用者の全員適用を目
指すべきだ。仮に、一定の賃金収入（月額5・
8万円以上）がある全ての被用者へ適用拡大
した場合（1,050万人ベース）、所得代替率は＋
4.8％（基礎年金＋5.7％、報酬比例▲0.9％）
になる（ケースⅢの場合）。
　現行制度でも繰下げ受給を活用すれば相
当な所得代替率の改善が可能であり、改正案
では75歳までの繰下げが可能になるが、現状
では繰下げの選択は約１％にすぎない。繰下
げの選択を促すには安定した所得が前提にな
り、70歳まで就業機会の確保を企業の努力義
務化する高年齢者雇用安定法の改正に注目し
たい。
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　65歳以降の就業確保に課題がシフトするな
かでは、少なくとも65歳までは支える世代と
して位置づけ、国民年金（基礎年金）の適用
範囲を拡大すべきであろう。これにより、基
礎年金と厚生年金がともに拠出期間40年モデ
ルから45年モデルに切り替わることにより、
ケースⅢの場合でみると、所得代替率＋6.8％

（基礎年金＋3.8％、報酬比例＋3.0％）の効果
がある。ただし、これに伴って国庫負担が将
来的には年額1.2兆円増えるから、その財源を
確保する必要がある。

8． 世代間・高齢世代内の公平確保と年金課
税の見直し

　年金改正に向けた年金部会の審議におい
てもっとも議論が難航したのは、高在老（65
歳以上の高齢者在職老齢年金）の見直しで
あった。改革の司令塔ともいうべき「骨太の
方針2019」は、「就労意欲を阻害しない観点
から、将来的な制度の廃止を展望しつつ在職
老齢年金の在り方を検討し、社会保障審議会
での議論を経て、速やかに制度の見直しを行
う」としていた。これを受けて年金局は高在
老の廃止・縮小案を提案したが、これには賛
否両論あり、見送りになった。
　被用者保険の適用拡大が所得代替率+0.3％
の改善効果にとどまるなかで、その改善を帳
消しにするような高在老の廃止・縮小は受け
入れ難いものになった。しかし、仮にその制
約がなかったとしても、解決すべき本質的な
問題がある。たしかに高在老を廃止すれば、
高齢期の多様な働き方の選択における制度の
中立性は確保できるが、高齢世代内・世代間
の不公平は解消されない。
　障害になっているのは年金課税等の税制で
ある。公的年金等控除（65歳以上で最低保障
110万円）は給与所得控除（最低55万円）よ
り優遇され、しかも高齢在職者には両者が同
時に適用される。そのため、同じ高齢世代に
あっても両者の適用を受けるか公的年金等控
除の適用のみかによる不公平がある。また、
公的年金等控除による優遇措置により、国民
健康保険、後期高齢者医療、介護保険の保
険料負担や患者・利用者負担においても、現
役世代と年金受給者の間での世代間の不公
平が生じている。その他、障害・遺族年金が
非課税になっていることや、公的年金等控除

の対象である企業年金と密接に関連する退職
所得控除の優遇措置も無視できない。
　高在老の将来的な廃止を展望するには、こ
れらの問題を同時に解消する必要がある。そ
のためには、年金課税等の全面的な見直しを
行い、年金を含む所得全体を賦課ベースとし
て税・社会保険料等を課すことにより、高齢
世代内・世代間を通して担税力に応じた適切
な負担を求める必要があろう。

9． 少子化対策に拠出制による普遍的支援を
　2040年に向けて最大の課題は少子化対策
の推進である。持論であるが、年金・医療・
介護を社会保険方式により社会全体で支えて
いることからすれば、子ども・子育てについ
ても、社会保険方式等の拠出制の仕組みを活
用して同様な支援を行うことが、財政基盤の
安定性を確保するとともに、世代間連帯を機
能させる上で必要ではないかと考えてきた。
　そういうわけで小泉進次郎氏ら自民党の若
手議員による「こども保険」構想にも共鳴す
るところがあったのであるが、消費税の使途
の組替えと事業主拠出金の引上げに置き替え
られた。しかしそれでもなお、少子化の流れ
が反転する兆しはみえず、働き方改革の推進、
保育サービスの充実のほか、与党内からは児
童手当などの現金給付の拡充を求めるが高ま
っている。が、致命的な問題は、安定財源の
裏付けがないことである。
　全世代型社会保障の構築を高齢者向けの
給付の抑制・負担増だけで終わらせてはなら
ない。将来展望を切り開くには、恒久的な安
定財源を得て子育て世代の皆が支援を実感
できる普遍的な枠組みが必要である。

【参考資料】
・財政制度等審議会、「建議」、2018年11月20日。
・国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」

各年版、厚生労働省保険局「医療保険に関する基礎資料」
各年版。

・内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省「2040年を見
据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）」、2018年
５月21日。
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はじめに
　現在、厚生労働省による「データヘルス
改革」が進められている。このデータヘルス
改革は、健康保険組合や協会けんぽ、国保
等の保険者が現在取り組んでいる保健事業
としてのデータヘルスの強化にとどまらず、
審査支払機関の改革やビッグデータ解析に
よる創薬支援、保健医療分野でのAI活用の
推進など多岐にわたる構想を含むものであ
る。「経済財政運営と改革の基本方針2018」

（「骨太の方針2018」、平成30（2018）年6月
15日閣議決定）では、「データヘルス改革を
推進し、（略）、『保健医療データプラットフ
ォーム』について、2020年度の本格運用開
始を目指し取り組む」とされており、今年度
の本格運用開始が計画されている。
　データヘルス改革は今後のデータの活用
可能性だけではなく医療・介護そのものを
変えていく可能性があり、本稿ではこのデー
タヘルス改革推進の背景やその具体的内容
等を紹介する。

1． なぜ、データヘルス改革か
　データヘルス改革の背景には、わが国が直
面する超高齢社会がある。わが国の少子高
齢化は急速に進んでおり、2040年には2.8人
に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上とな
り、75歳以上の人口が19歳以下の人口を大
きく上回ることが見込まれている。国立社会
保障・人口問題研究所の推計によると、2020
年 から2040年 の 約20年 間 で、75歳 以 上 は
1,872万人から2,239万人へと367万人増加し、
現役世代ともいえる20歳～ 64歳は6,841万人
から5,543万人へと1,298万人減少する。つま

り、医療・介護ニーズは高まるもののそのサ
ービスの担い手や財源の支え手が大きく減
少する社会が到来する。
　こうした超高齢社会においても社会保障
制度の持続可能性を確保していくためには、
質を確保した上で効率化を図ること、また、
国民一人ひとりの「健康寿命の延伸」を図
ることが重要となってくるが、その中で保健
医療分野のビッグデータの活用に期待が高
まっている。しかし、これまでも様々な事業
でデータ活用は進められてきたものの、「健
康・医療・介護施策におけるICTの利活用は、
さまざまな縦割り構造を背景に、その前提と
なるデータが分散し、相互につながらない
形で取組が進められてきた結果、一体的に
機能せず、必ずしも現場や産官学の力を引
き出したり、患者・国民がメリットを実感で
きる形とはなっていなかった1」。データヘル
ス改革は、厚生労働省の部局横断的な取組
とすることで、こうした問題の是正を図ると
ともに、早期に健康・医療・介護分野にわ
たる保健医療データプラットフォームを構築
し、国民の目線に立ったビッグデータの有効
活用を図り、超高齢社会の問題解決のための

「重要な糸口の1つ」としての役割を果たそう
とするものである。

2．データヘルス改革のこれまでの経緯
　平成29（2017）年１月に、厚生労働省は、
これまでの縦割り構造の弊害を是正し部局
横断的に具体的な検討を加速化するため、
厚生労働大臣を本部長とし各部局長、政策
統括官、審議官などを構成員とする「デー
タヘルス改革推進本部」を設置した。また、

田極　春美
（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　主任研究員）

データヘルス改革～超高齢社会に向けた
健康・医療・介護データ活用の展望
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改革推進本部の下には、4つのテーマごとに
ワーキンググループを設置した。改革推進
本部については随時体制の強化を図りつつ
令和元（2019）年9月9日までに6回の会議を
開催している。
　平成29（2017）年7月には「国民の健康確
保のためのビッグデータ活用推進に関する
データヘルス改革推進計画」（以下、「改革
推進計画」とする）等が策定され、令和２

（2020）年度に実現を目指す８つのサービス
が公表された。この８つのサービスとは、①
保健医療記録共有サービス、②救急時医療
情報共有サービス、③PHR・健康スコアリ
ングサービス、④データヘルス分析関連サ
ービス、⑤乳幼児期学童期の健康情報サー
ビス、⑥科学的介護データ提供サービス、
⑦がんゲノム関連サービス、⑧保健医療分
野での人工知能（AI）関連サービスである。
平成30（2018）年７月には、これら８つのサ
ービスの提供開始に向けた詳細な工程表も
策定されている

3． データヘルス改革の内容
　データヘルス改革の目標は、ビッグデータ
である保健医療データを徹底活用することに
より国民の「より健康的な生活」を実現する
ことである。このため、改革推進計画には、
①個人情報の確実な保護を前提に、健康・医療・
介護の縦割り構造を排除し、「データを有機的
に連結可能にするICT環境の整備」、「保健医
療データプラットフォームの構築」や「ゲノ
ム解析やAIなどの最先端技術の医療への導
入」等に向けた体制を整備すること、②膨大
なデータを扱う審査支払機関を「業務集団」
から「自ら考え、自ら行動する頭脳集団」に
改革し、審査の全国統一化や、より円滑なビ
ッグデータ活用の推進等を実現すること、③
国民の医療・介護情報を守るため、AIを活用
した先進的なセキュリティ監視や防御技術を
導入し、データ利用に関して、セキュリティ
を確保するためのガイドラインや、利用状況
のセキュリティ評価・監査結果を公開するこ
とにより、安心して保健医療データを利用で
きる環境を整備すること、が盛り込まれてい
る。こうしたインフラを整備した上で8つのサ
ービスを概ね令和２（2020）年度に実施・提
供することが記載されている。この８つのサ
ービスを提供し、「医療・介護従事者、研究者、
保険者、企業、行政などが一丸となり、国民

や患者を支え、健康に導く」ことで国民の「よ
り健康的な生活」の実現を目指している。
　改革推進計画に盛り込まれた8つのサービス
の概要は、次のとおりである。
　第一に「保健医療記録共有サービス」である。
このサービスは、患者の同意の下、複数の医
療機関・薬局等で患者の診療情報や服薬情報
等を共有することで、無駄な検査や投薬を減
らし最適な健康管理・診療・ケアを提供する
ことを目指している。2020年度には保健医療
記録共有サービスの運用を開始し、複数の医
療機関・薬局等の間で患者の診療情報や服薬
情報等を共有すること、2020年度以降は、診
療情報や服薬情報に加え、介護情報などさら
に幅広い情報の共有を可能にすることが計画
されている。
　第二に「救急時医療情報共有サービス」で
ある。このサービスは、医療的ケア児等の医
療情報について救急時に医療情報を共有し、
搬送先の医療機関において適切な医療が受け
られる体制を整備するものであり、「将来的に
は、保健医療記録共有サービスと一体的な運
用を図る方向で更に検討を進める」とされて
いる。
　第三に「PHR・健康スコアリングサービス」
である。このうち「PHR」とはPersonal Health 
Recordの略であり、個人の健診データや医療
情報をサマリー化・ヒストリー化して個人に
わかりやすく提供することで、自らの健康管
理・予防行動につなげられるようにしようと
するものである。また、「健康スコアリング」
とは保険者が保有する「加入者の健康管理に
関するデータ」を集約・分析し、個人情報の
確実な保護を前提としつつ、保険者や事業主
に対して、その保険者や事業所全体の「全国
平均と比較した場合の健康傾向に関する情
報」や「必要な健康行動についての情報」を
提供しようとするものである。このサービス
では保険者のデータヘルス対策を強化し、企
業の健康経営との連携（コラボヘルス）を推
進するため、経営者が従業員等の健康状態等
を全国との比較で客観的に把握した上で、保
険者と連携して健康づくりに取り組める仕組
みを構築することを目指している。2020年度
には保険者単位に加え事業所単位の健康スコ
アリングの実施が計画されている。
　第四に「データヘルス分析関連サービス」
である。国民の健康・医療・介護、各々の分
野で抱える課題の解決に際してエビデンスと
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なる、科学的な分析に必要なビッグデータを
匿名化して収集の上、個人単位で連結・解析
可能とし、保険者や研究者、民間企業等が今
まで以上に保健医療分野で精密な研究・開発
や実効性のある施策の実施に活用できるよう
にすることを目指すものである。具体的には、
レセプト情報・特定健診等情報データベース

（NDB）と介護保険総合データベース（介護
DB）の情報の連結解析を可能にし、地域包括
ケアシステムの構築や効果的・効率的な医療
介護提供体制の整備、医療・介護サービスの
効果向上等に関する分析に役立てることが期
待されている。
　第五に「乳幼児期学童期の健康情報サービ
ス」である。子ども時代に受ける健診や予防
接種等の個人の健康情報を一元的に確認した
り、引っ越しや子どもの成長にあわせて記録
を転居先や進学先へ引き継げるようにするサ
ービスである。2020 年度には妊婦健診・子ど
も時代に受ける健診・予防接種等の個人の健
康情報歴がマイナポータル上で確認できるよ
うになる予定である。
　第六に「科学的介護データ提供サービス」
である。自立支援や認知症等の治療やケアに
おける科学的効果に裏付けされた介護を実現
するために、科学的分析に必要なデータ（日
常の生活行動やリハビリテーション、栄養摂
取状況、医学的な診断情報等）を収集しつつ、
データベースの構築とその有効活用を推進し、
保健・医療・介護の現場や研究者等に提供し
ようというものである。2020年度の実現目標
としては、科学的に自立支援等の効果が裏付
けられた介護を実現するため、分析に必要な
データを新たに収集するデータベースを構築
すること、データベースを分析し、科学的に
自立支援等の効果が裏付けられたサービスを
国民に提示することが掲げられている。
　第七に「がんゲノム関連サービス」である。
国民・患者の意向に十分配慮した上で、がん
患者に関するゲノム情報や、診療及び治療に
関する最新の情報、治験情報等を効率的に収
集し医療関係者や研究者等に提供することで、
新たな治療法の開発や創薬につなげることを
目指すものである。これにより、最終的には「国
民、患者は、最適で効率的かつ個別化された
医療を享受することができ、がんとの闘いに
終止符を打つことができる」としている。
　第八に「保健医療分野での人工知能（AI）
関連サービス」である。文献読み込み等によ

る診断補助などあらゆる臨床行為はもとより、
レセプト審査や医療・介護における予防策の
因果関係解明など、広く保健医療分野におい
てクラウドコンピューティングを含めたAIの
フル活用を促進するものである。わが国の保
健医療分野におけるAI開発を促進し、がん等
の診断精度の向上や不足する病理医の負担軽
減など、患者に対する最適な医療・ケアの選
択肢の提供、並びに医療関係者の負担軽減を
目指すものである。
　以上のように、データヘルス改革は多岐に
わたる内容となっている。

4．今後のデータヘルス改革
　改革推進計画策定以降、「医療保険制度の
適正かつ効率的な運営を図るための健康保
険法等の一部を改正する法律（令和元年法
律第９号）」が成立し、データヘルス改革の
基盤となるオンライン資格確認の導入や被
保険者番号の個人単位化に伴う措置、医療
情報化支援基金の創設、NDBと介護DB等の
連結解析等、審査支払機関の機能の強化等
に関する規定が整備され、着実に取組を進
めることが可能となった。また、「情報通信
技術の活用による行政手続等に係る関係者
の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及
び効率化を図るための行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する法律等の一
部を改正する法律（令和元年法律第16 号）」
も成立し、乳幼児健診の受診の有無等の情
報を転居時に市町村間で引き継げるよう規
定が整備された。
　令和元（2019）年6月21日にはデータヘル
ス改革の推進を盛り込んだ「経済財政運営
と改革の基本方針2019 ～「令和」新時代：

「Society 5.0」への挑戦～」、「成長戦略フォ
ローアップ」、「規制改革実施計画」が閣議
決定された。
　こうした背景もあり、同年9月に、データ
ヘルス改革推進本部は「今後のデータヘル
ス改革の進め方について」（以下、「新計画」
とする）をとりまとめ、令和3（2021）年度
以降のデータヘルス改革の計画内容を示し
た。また、同時に推進本部の実施体制の見
直しも行った。これらにより、データヘルス
改革がより強力に進められる見込みである。
　新計画では、「令和３（2021）年度以降に
目指すべき未来の基本的な考え方」として、
① 「国民、患者、利用者」目線に立って、最
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先端技術の導入を可能とする環境整備や健
康・医療・介護のデータの収集・有機的な
連結及びその利活用の取組を更に進めるこ
と、②その際には、個人情報保護やセキュ
リティ対策を徹底しつつ、費用対効果の視
点を踏まえたものとすること、が示された。
そして改革の柱として、①ゲノム医療・AI
活用の推進、②PHRの推進、③医療・介護
現場での情報利活用の推進、④データベー
スの効果的な利活用の推進の4つが示され
た。
　「ゲノム医療・AI 活用の推進」では、全
ゲノム情報等を活用したがんや難病の原因
究明や新たな診断・治療法等の開発が進み、
個人に最適化された患者本位の医療が提供
されるとともに、AIを用いて保健医療サー
ビスの高度化や現場の負担が軽減される未
来を目指す。
　「PHRの推進」では、 国民が健康・医療等
の情報をスマートフォンやパソコンを通じて
閲覧・確認し、自らの健康管理や予防等に
容易に役立てることが可能となる未来を目
指す。
　「医療・介護現場での情報利活用の推進」
では、医療・介護現場において、患者等の
過去の医療等情報が適切に確認でき、より
質の高いサービスの提供が可能となる未来
を目指す。
　「データベースの効果的な利活用の推進」
では、保健医療に関するビッグデータの利活
用が進むことにより、行政による効果的な政
策立案、民間企業・研究者による研究の活
性化、患者の状態に応じた治療や科学的に
効果が裏付けられた介護サービスの提供等、
民間企業、研究者、国民等の幅広い主体が
メリットを享受する未来を目指す。
　令和７（2025）年度を目指して本計画に
よる取組を推進することとなっている。

おわりに
　わが国では、現在、このように大規模なデ
ータヘルス改革が工程表に沿って強力に進め
られており、今後、医療・介護分野でのデー
タの活用の場面は大きく広がり、患者・利用
者は必要なサービスを効率よく受けられる可
能性が高まると思われる。例えば、介護サー
ビス利用者に対して医療職・介護職などの多
職種が連携してサービスを提供する場面では、
利用者の最新の状況がタイムリーに把握・共

有できるようになり、適切なサービスの提供
や医療・介護従事者の業務負担の軽減にもつ
ながることが期待できる。また、データから
自分の健康リスクが「見える化」されることで、
健康意識の向上や生活習慣の改善などの行動
変容につなげることが期待できる。
　ビッグデータやICTの活用は医療・介護サ
ービスの質の向上や効率化、新たな医療技術
の開発等に大きく貢献することが期待できる
一方で、個人の遺伝子情報やヒストリカルデ
ータなど非常にデリケートな情報を含むデー
タの集積・活用であり、厳重なセキュリティ
管理はもちろんのこと、こうしたデータがど
のようなデータと突合・連結され、どのよう
に活用されるかといった点について注意深く
監視していくことが必要となるだろう。

 1  厚生労働省「データヘルス改革推進本部について」（第
1回データヘルス改革推進本部資料、平成29年1月12
日）
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はじめに
　2012年の民主、自民、公明による3党合意
で打ち出された「社会保障と税の一体改革」
は、2019年10月に消費税を10％引き上げ、当
初の目標を曲がりなりにも達成したといわれ
る。本稿はこの増税を伴う改革がなぜ実現で
きたのか、その政治的要因を分析し、併せて
日本の高齢者人口が最高水準に到達する
2040年に向けた社会保障の新たな負担増を伴
う改革の可能性を探るものである。筆者は政
治記者として与野党の政治攻防と年金、医療
などの社会保障改革の動向を取材してきた。
本稿はそうした立場からの論考であることを
あらかじめお断りしておきたい。

１. 政治選択としての社会保障
　社会保障は一言でいえば、限られた財源の
中で年金、医療・介護、子育てなどの給付・
サ～ビスを支給する仕組みである。制度の組

み立ては議会制民主主義下の我が国の場合、
最終的に国民の選択に委ねられ、国民が選挙
で選んだ政党によって大枠が決められ、厚労
省が制度化して運営する。（図１）
　そこで最大の問題となるのが、給付と負担
のバランスをどう保つのかということであ
る。国民から見れば税や社会保険料などの負
担は少なければ少ないほどよく、現金やサー
ビスなどの給付は多ければ多いほどいい。一
方、政党・政治家にしてみれば経済・人口の
変動にあわせ全体の給付と負担を均衡させて
いかなければならないが、同時に自ら属する
政党の党勢を維持・拡大し、職業としての議
員の地位を継続させなければいけない。その
匙加減をめぐり与野党の対決が生まれ、北欧
のような「高福祉・高負担」か、米国のよう
な「低福祉・低負担」か、あるいはドイツの
ような「中福祉・中負担」なのかの選択肢が
形成され、選挙を通じて国民がその方向を選

2040年に向けた社会保障改革
−給付と負担の不均衡は是正されるのか
梶本　章

（医療介護福祉政策研究フォーラム理事・元朝日新聞論説委員）

図１　政策決定の構図

（筆者作成）
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び取ることになる。
　ところが日本の場合、有権者の抵抗が強い
負担増、給付カット案を政党が回避してきた
ため、社会保障の質は中福祉水準なのに負担
は低負担で、その財源不足を国債で穴埋めす
るという均衡を失した状態が続いてきた（図
２）。その結果が国内総生産（ＧＤＰ）の2倍
に及ぶ借金の累積で、それが社会保障を含め
た国の財政を揺るがすこととなっている。こ
うした経過のなかで、現行の中福祉と評価さ
れる社会保障水準を維持していくため、1980
年頃から消費税の導入・引き上げが政治課題
となってきた。
　しかし、歴代政権の消費税の取組みを振り
返ると、1979年に財政再建のため初めて制度
化を表明し、党内外に及ぶ政争の果て、選挙

中に死去した大平首相に始まるその歴史は、
引き上げを達成した首相も含め、まさに死屍
累々といってよい（表１）

２. 野田政権、一体改革の成功要因
　そのなかで野田民主党政権が道筋を立てた

「社会保障と税の一体改革」は、３％消費税
を創設した竹下自民党政権と並ぶ数少ない成
功例ではないか（表２）。もっとも国会審議
の中で民主党が分裂、その後の総選挙で惨
敗し、政権は第二次安倍自民党政権へ交代
するという「犠牲」を伴うものでもあった。
以下、その「成功」の要因を考える。

①1994年の小選挙区制導入により、分立し
ていた野党の再編が進み、2大政党的な
様相となり2009年に政権交代が実現し

表１　消費税引き上げや大幅歳出削減等に取り組んだ歴代政権

図２　社会保障給付に見合った安定的財源確保のイメージ

（2008.11.20　経済財政諮問会議資料）
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た。消費税が導入された直後、政権を取
る気がない旧社会党が「ダメなものはダ
メ」と参院選でアピールし、自民党を過
半数割れに追い込んだことはあったが、
そのような政治的土壌は影を潜めてい
た。

② 歳出削減一本鎗で構造改革を進めた小
泉純一郎政権後、「医師不足」「医療崩壊」

「介護難民」「後期高齢者医療制度に対
する反発」など社会保障をめぐる矛盾・
不満が噴出。小泉後の第一次安倍、福田、
麻生政権はそれぞれ短命に終わり、自民
党内にこのままでは立ち行かないという
意識が一般化した。

③ 一方、民主党は政権獲得後、消費税を

引き上げなくても財政の無駄をなくせば
財源は確保できると「事業仕分け」に取
り組んだが、失敗。このままではマニフ
ェストで約束した子育て、年金、医療な
どの制度改革ができなくなるとの危機感
が強まった。さらに2010年の参院選で敗
北し、自民党との合意を図らざるを得な
くなった。

④ こうした与野党の変化が一体となって改
革を進めようという機運を生み、2012年
6月の３党合意につながった。分かりや
すくいえば「消費税、みんなで渡れれば
怖くない」ということだろう。実は1994
年の村山自社さ政権で減税を先行させ3
年後に消費税を5％引き上げる法案が成

表２　消費税５％引上げによる社会保障制度の安定財源確保
厚生労働省資料

表３　社会保障・税一体改革の経緯

 《福田自公政権》2007年9月～2008年9月
08年 1月　社会保障国民会議（吉川洋座長）→11月最終報告

 《麻生政権》2008年9月～2009年9年9月
08年12月　持続可能な社会保障構築と安定財源確保に向けた中期

プログラム
09年 3月　09年度税制改正関連法付則104条＝11年度までに必要

な措置
09年  4月　安心社会実現会議（成田豊座長）→6月報告「安心と活

力の日本へ」
8月　総選挙で民主党が大勝、麻生氏引責辞任。
9月　鳩山民主党政権が発足。副総理・菅直人氏

　
 《菅民主党政権》2010年6月～2011年9月
10年10月　政府与党社会保障改革本部
12月　社会保障改革に関する有識者検討会議（宮本太郎座

長）報告
12月　社会保障改革の推進について（閣議決定）＝11年半ば

までに成案
11年 1月　元自民党の与謝野馨氏が菅内閣の一体改革担当大臣に

就任
 1月　社会保障改革に関する集中検討会議→6月「社会保障

改革案」
  6月　政府・与党社会保障改革検討本部・成案検討会合
       （5回開催）
  7月　「社会保障・税一体改革成案」を閣議報告

 《野田政権》2011年9月～2012年12月
12年 1月　政府・与党、素案を決定→2月大綱を閣議決定

3月　社会保障・税一体改革関連法案を国会提出
 6月　15日　民主、自民、公明3党で法案修正に合意 →法案衆

院可決
7月　修正に反対した小沢一郎氏ら計50人が民主党を離党
 8月　社会保障・税一体改革関連法成立（社会保障制度改革

推進法、子ども・子育て３法、年金２法、税制２法）
＝衆院129時間、参院85時間

11月　社会保障制度改革国民会議発足（会長：清家篤 慶應義
塾長）＝ 改革推進法により設置される（以後、20回に
わたり議論）

12月　総選挙で民主が惨敗、自民が圧勝。野田首相総辞職、
安倍政権発足

 《第二次安倍自公政権》2012年12月～
13年 8月　社会保障制度改革国民会議報告書。 総論、少子化、医

療、介護、年金の改革方向を提言
12月　社会保障改革プログラム法成立＝社会保障改革の全体

像を明示
14年 4月　消費税率を5％から8％へ引き上げ
19年 9月　全世代型社会保障検討会議発足→12月中間報告
19年10月　2回の延長を経て消費税率を８％から10％へ引き上げ

（筆者作成）
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立し、続く橋本政権で実現したのも、か
つての仇敵同士が手を結んでいたことが
大きかった。

⑤ 加えて与野党党首がいずれも財務相経
験者で、財務省の「教育」が行き届き、
問題の重要性を理解していた。さらに自
民党の政策通、与謝野馨氏が菅政権時
代に民主党へ招かれ、麻生政権時代に
成立した改正所得税法付則104条に「消
費税を含む税制の抜本改革を行うため11
年度までに必要な法制上の措置を講じ
る」と自ら書き込んだ規定を根拠に、一
体改革の推進役となったことも大きい。

⑥ 同時に、削減一本やりの痛みをさんざん
体験した国民の、安定した財政がなけれ
ば社会保障が大変なことになるという体
験が、敵・味方の関係にある与野党の共
同作業（表３）を下支えした。

　こうしたいくつかの要因が重なって一体改
革が実現した。そんな中で筆者は、消費税増
税を否定しなかったが、自分の首相在任期間
中は「もうこれ以上予算削減はやめて、消費
税を上げてくれ」と言われるまで歳出削減を
続けるとの姿勢を公言し、「自民党をぶっ壊
す」とまで叫んでいた小泉首相が印象に残る。
その一方で、大平首相を尊敬すると公言し、
党首討論で「通知表に野田君は正直の上に馬
鹿が付くと書かれた」と発言した野田首相も
忘れられない。

３. マンパワーと財源の不足＝2040年の社
会保障

　今後20年を展望し、社会保障をどう改革し
ていかなければならないのか。ここで厚労省
が2018年、内閣官房や内閣府、財務省ととも

に試算した「2040年を見据えた社会保障の将
来見通し」を振り返り、併せて厚労省が何を
課題として掲げているのかをみてみよう。
　はじめに人口構造はどう変化するのか。社
会保障と税の一体改革は「団塊の世代」が後
期高齢者となる2025年を目標としていたが、
2040年は高齢者人口がピークとなる（2042年、
3935万人）ものの、増加のペースは一体改革
時より緩やかになる。その一方で、団塊ジュ
ニア世代が65歳以上の高齢者となるため、生
産年齢人口の減少は急ピッチとなり、医療、
介護分野をはじめ各方面で人手不足が目立
つようになる（図３）。
　一方、年金、医療、介護、子ども・子育て
などの費用を積み上げた社会保障給付費は
2018年度で121・3兆円（ＧＤＰ比21・5％）
だったが、2040年度に190兆円（同24％）に
及ぶと見込まれている（表４）。今後22年間
で約70兆円増やさなければいけないとなると
厳しいと感じるが、「国民経済に対する割合
である対ＧＤＰ比でみれば約1・12倍で、負
担不可能な額ではない」「独仏スウェーデン
の社会保障の現在の給付水準にも及ばない」
というのが、厚労省の見解だ。
　こうした将来の給付見通しに基づいて厚労
省が示した新しい改革ポイントは以下のよう
なものである。
　①既に一部の欧州諸国が2040年の日本の
給付水準を超えている状況をみれば、負担の
問題は不可能な水準ではない。問題はサービ
ス提供者となるマンパワー不足だ　②医療や
介護の分野にロボット、ＡＩ、ＩＣＴなど新
しい技術を取り入れたり、データヘルス改革
を進めたりして生産性の向上に努める　③高
齢者の疾病予防や介護予防に努めて健康寿

図３　2040 年までの人口構造の変化

（厚生労働省資料）

―  15  ―



DIO 2020, 6

命の延伸を図り、医療介護の世話になるフレ
イル高齢者を減らす　④雇用・年金制度を改
革し、高齢者雇用の拡大に向けた環境を整備
し、地域共生・地域の支え合いや多様な就労・
社会参加を進める。もちろん給付と負担の見
直し等による社会保障の持続可能性の確保に
は、「引き続き取り組む」と添えられたものの、
具体策は示されていなかった。
　2019年9月、安倍首相は「社会保障制度改
革国民会議」を引き継ぐ「全世代型社会保障
検討会議」を新たに立ち上げ、「安倍政権に
とって、全世代型社会保障への改革は最大の
チャレンジ。社会保障システムの改善にとど
まらず、システム自体の改革を進めていく」
と強調した。
　もっとも、「全世代型社会保障」という考
え方は、すでに一体改革の際に打ち出された
ものだが、有識者メンバーとなった前慶応義
塾長（元国民会議会長）の清家篤氏は会合後、

「給付と負担の問題は当然、社会保障改革を
考える際の中心的な課題になっていく」と訴
え、また中西宏明・経団連会長は「負担のあ
り方について大いに前向きに検討したらい
い」と述べた。
　しかし、年末にまとめられた検討会議の中
間報告は、これまで原則1割負担だった後期
高齢者の医療費に一部2割負担を導入するこ
とが話題になった程度で、「大きな痛みを伴
わない改革ばかり」と評された。この程度の
負担増では安倍首相が退任予定の21年秋に
取り組まれる22年度予算編成で社会保障分野
の自然増を賄う効果もないといわれ、検討会
議で安倍政権が社会保障の中心課題とされ

る給付と負担の問題に本気で取り組む意思が
ないことをうかがわせた。

４. 安倍政権と今後の社会保障改革
　最後に新型コロナウイルスの世界的な感染
拡大という現下の危機も視野に入れ、安倍政
権やその後継首相が取り組むこととなる2040
年を目標とした社会保障改革の行方を展望し
ておこう。
　まず安倍政権を取り巻く現在の政治的状況
はどうだろうか。野田政権が消費税10％引き
上げを柱とした改革を実現させた時と比べる
と、①野党の主軸だった民主党が３分裂して
以来、野党全体の低迷・混迷が続いており、
安倍政権と競い合うといった緊張感はない　
②与野党の党首に財務省の薫陶を受けた財
政通はおらず、かつての与謝野氏のようなこ
の問題に政治生命をかけたまとめ役も見当た
らない　③安倍政権はこの7年間、3党合意に
よる消費税10％引き上げの「果実」を引き継
ぎ、医療・介護の本格的な利用者負担導入を
避け、適度に充実させてきたので、「難民」
や「崩壊」が叫ばれるような危機が叫ばれる
ようなことはなくなった。
　ということで、3党合意が成立した8年前と
比べ状況は一変している。厚労省は2040年に
向けた社会保障改革の重点を「給付と負担の
見直しよりマンパワー不足の解消」に移した。
また安倍首相は昨年７月の党首討論会で消費
税について、「安倍政権ではこれ以上引き上
げることは全く考えていない」「今後10年く
らい上げる必要はないと思っている」と公言
した。コロナの感染拡大による経済情勢悪化

表４　社会保障給付費の見通し（経済：ベースラインケース）

（厚生労働省資料）
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に伴う経済対策が問題となった際、野党や与
党議員から昨年引き上げたばかりの10％消費
税の引き下げが叫ばれたほどだ。
　そもそも第２次安倍政政権が発足した際の
中心政策は「大胆な金融政策」「機動的な財
政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」の
三本の矢によるアベノミクスの推進である。
その主軸は「質的・量的な異次元の金融緩和」
であり、日銀が国債を無制限に引き受け市中
に出回るマネーを増加させ、株価上昇や円高
修正によって、デフレからの脱却・景気回復
を図り、経済成長を促そうという政策だ。
　こうした考えは経済の高成長が実現すれば
自ずと税収は増え、消費税を引き上げなくて
も財政再建は可能だという「上げ潮路線」と
もつながる。アベノミクス全体の評価は筆者
の手に余るが、そもそも人口減少のなかで高
齢者が増え、働き手が減っていく社会でまと
もな成長が可能なのか、というのが筆者の素
朴な疑問だ。
　ということで安倍首相はこの7年間、事あ
るごとに歳入増を進言してくる財務省を遠ざ
け、もともと経済成長を所管しアベノミクス
策定にも関与したといわれる経産省を重用し
てきた。同省ＯＢの今井直哉氏は秘書官から
補佐官に昇格し、アベノミクスに陰りが生じ
れば、「一億総活躍」という新しい3本の矢を
用意し、さらに「女性活躍推進」、「働き方改
革」といった新しい看板政策を次々と打ち出
し、安倍首相の「やっている感」を演出して、
高支持率の維持に貢献してきた。首相にとっ
てこんなに頼りになる官庁はないであろう。

×　　　　　×　　　　　×

　かくして安倍政権は社会保障改革でも負担
問題に手を付けることなく、順当にいけば後
継者に道を譲るのかというのが大方の見方だ
った。が、「政界一寸先は闇」といわれるよ
うに、ここで100年に一度と評されるパンデ
ミックが世界を襲う。日本の感染者は17369
人、死者は851人（5月24日現在）に及び、緊
急事態宣言の対象区域は7都府県から全国に
拡大され、知事から外出の自粛や施設使用の
禁止が要請・指示されるようになった。また、
とりあえず第一次分として総額108兆円の緊
急経済対策もまとめられた。新型コロナウイ
ルスに対するワクチンや特効薬が開発されて
おらず、社会的・経済的な活動を抑制するし
か対応策はなく、多くの人が亡くなっていっ
ている以上、政府が先頭に立って国民を支援
するのは当然のことだ。
　また全世界で生産活動が縮小するのだから
経済が停滞し、マイナス成長となるのはやむ

を得ない。国際通貨基金（ＩＭＦ）は世界経
済全体の成長は前年比3・0％減で、09年リー
マン・ショック時の0.1％減を大幅に上回ると
予想。「1929年世界大恐慌以来の景気後退」
を示唆している。当面、マイナス成長下での
膨大な財政拡大が必要となり、赤字国債を発
行してしのぐしない。財政の均衡とか成長の
優先などと論争している余地はない。
　ここから先のことは分からない。が、多大
な犠牲を払ってパンデミックが制圧されたあ
と、以下のような二つ道筋が見えるのではな
いか。①今回のコロナ対策で発行した赤字国
債の償還財源は、東日本大震災の時と同じよ
うに所得税で確保し、その後、感染症対策や
少子化対策を理由に消費税を引き上げ、財政
再建との両立をめざす。②新型コロナ対策の
歳出増がとどめとなって国債管理不可能とな
りハイパーインフレが発生。否応なしに消費
増税が行われ、同時に大規模な給付カットも
余儀なくされ、財政再建の道を歩む。
　2021年9月に安倍首相は自民党総裁の任期
を終え、首相を退任することになる。その任
期は憲政史上最長なのに、際立った業績、遺
産（レガシー）がないと指摘され、首相もそ
のことを気にかけているのは間違いない。パ
ンデミックがいつ収束するのか分からない
が、社会保障を含めた給付と負担の問題に道
筋を付ければ、それこそ最大のレガシーにな
るのではないか。それとも、やはり期待薄だ
ろうか。
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１.  社会保障・税一体改革と消費税率10%
への引き上げ

（1）第2期安倍政権と社会保障・税一体改革
　昨年10月、消費税率が10%へと引き上げら
れ、2012年の「三党合意」が実現した。だが、
安倍政権の下で財政再建に向けて、2020年に
は一般歳出を税収だけで賄える基礎的財政
収支（プライマリーバランスで以下PBと略
す）の均衡を目指すとしていたのに、簡単に
2025年へと延期され、新しい財政再建目標で
もPBの均衡があまり重視されてはいない。
消費税率引き上げは、14年4月の8%は予定通
り実現したが、10%へは2度も延期される始
末だ。さらに、社会保障4経費だけに充当の
約束が反故にされ、食料品と新聞代に8%の
軽減税率適用で約1兆円減少し、社会保障税
一体改革が変質されたのだ。考えてみれば、
三党合意の際に自民党総裁は谷垣氏であり、
総裁が安倍晋三氏へ代わったことで、官邸内
官僚の力関係も三党合意を主導した厚労省・
財務省主導から経産省主導へと転換したこと
も見ておくべきだ。

（2）  「給付先行型社会保障」1という現実、消
費税のさらなる引き上げの行方

　三党合意から遅れること4年、10%到達は
できたもののこれからどうするのか。「社会
保障・税一体改革」で合意した時、消費税は
社会保障4経費以外には使わない約束をして
実現した。では、引き上げ分5%はすべて社
会保障4経費の改善分に充てられたのか。す
でに社会保障の一部を赤字国債で賄っていた
わけで、「給付先行型社会保障」という実態
にあった。2012年当時の年金・医療・介護と

いう消費税で賄うとされた社会保障3経費へ
の財政支出額は一般会計で20兆円を超え、消
費税5%の税収分約12兆円をはるかに上回っ
ていたし、さらに10%へと引き上げたものの
少子化も含めた4経費のすべてを賄えていな
い。
　安倍総理は、昨年参議院選挙直前に公開
の場で「これから10年間ぐらいの間は、私は
上げる必要がないと思っています」2と発言
したわけだが、はたして日本の財政は消費税
の増税なくして維持可能なのか。世界最速で
進展する少子高齢社会の下で、「全世代型の
社会保障」が実現できるのか。さらに、何よ
りもGDPの約230%にも達する国の財政赤字
は持続可能なのか、厳しく問われている。
　そうした中で、MMT（現代貨幣理論）が
内外で喧伝され、MMT支持の学者・専門家
も出てきている。すでに昨年の参議院選挙で

「れいわ新 選 組 」代表 の山本 太 郎 氏は、
MMTを引っ提げて消費税の廃止・引き下げ
を公約し、次の総選挙で選挙協力の絶対条件
として「消費税5%への引き下げ」を提起し
てきている。山本代表らは、日本の財政は赤
字額が大きくとも自国通貨を発行している主
権国家は財政破綻しないと述べており、これ
までの財政再建論議を「混乱」させ始めてい
る。さらに、新型コロナウイルス対応として
国民一人10万円支給など、さらに膨大な国債
発行が現実に始まっている。
　果たして、これからの日本の財政再建はど
う進めるべきか、民主党政権時代に社会保
障・税一体改革の内部にいた者の一人として
検討してみたい。

財政再建とMMT
峰崎　直樹

（元内閣官房参与、元財務副大臣）
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２.  財政再建に向けて何が必要になっている
のか

（1）  国債費負担の増大は「逆所得再分配」と
なる危険性

　日本の財政は、消費税を引き上げたが好況
時でも毎年PB赤字が続き、「給付先行型社会
保障」という実態は何ら変わっていない。
2019年度の財政に占める国債費と社会保障費
の割合は、それぞれ24.3%、34.2%であり、こ
の2経費だけで6割近く占めている。
　いま、もし10年間も消費税を含む国民から
の負担を求めなければ、国の財政はどうなる
のか。国債費、すなわち過去の国債の元利分
は何よりも優先して支払わなければデフォル
トとなり、次からは誰にも国債を買ってもら
えなくなる。国民からの負担増を求めなけれ
ば、最大の支出項目の社会保障費が削減され
ることは必至で、国民生活は大打撃を受ける。
　考えてみれば、国債保有は富裕層に多く、
中流層や貧困層は少ない。とすれば、国債発
行に頼ることは富裕層の返済を優先し中流層
や貧困層が恩恵を多く受ける社会保障を削減
することになる。つまり、富裕層に支払うた
めに社会保障費を削減するという、あっては
ならない逆所得再分配政策をとることにな
る。今直ちに過去の国債の元利払いを無くす
ことはできないが、その支払い分を早く少な
くすべきことは言うまでもない。財政再建が
必要なのは、こうした背景があることを国民
に理解してもらう必要がある。

（2）  日本の国家財政は金利上昇に脆弱、ドー
マー条件とMMT

　もう一つ指摘すべきは、国の債務残高がグ
ロスで1,000兆円を突破、GDPの230%を超す
まで肥大化している現実である。考えるべき
は、日本財政は金利上昇に対し極めて脆弱な
体質を持っていることだ。　
　財務状況を表す指標の一つに公的債務残
高の対GDP比がある。名目金利r、名目成長
率g、そしてPB（=税収T－政策的経費G）と
一体的に考える必要がある。そして、次の論
点は、日本の財政を議論する際に必要最低限
の知識であるドーマー条件3から演繹される
重要な視点である。
　「公的債務残高の対GDP比は、2つの要因
に依存して決まる。一つは、金利と成長率の

大小関係、もう一つはPBが赤字か黒字かに
よってである。金利が成長率よりも高く、ま
たPBが赤字であるときには公的債務残高の
対GDP比は上昇していく。つまり、財政赤字
が発散する。たとえPBが均衡していても長
期的に名目金利が名目成長率を上回るとすれ
ば発散し、発散を避けるとすればPBを黒字
にしなければならない」ということである。
　ここで、今話題になっているMMTについ
て検討したい。先述したように、MMTは財
政赤字がいくら累積しても、自国通貨建てで
金融政策を展開している国の財政はデフォル
トしない、と断言される。もっとも、一定以
上のインフレが起きない限りという条件が付
く。一定とは、政府日銀が目指しているイン
フレ目標2%で、それを上回れば増税や歳出
削減によってインフレを抑え込む必要がある
と認めている。増税や歳出削減の政治的・時
間的困難さには何故か言及は少ない。と同時
に、日本のMMT論者の方たちは、ドーマー
条件についても触れることが少ない。日本経
済はデフレ下にあり、2%のインフレ目標を上
回るまで財政赤字を増やし続けても財政破綻
にはならないと主張されている。彼らは、貨
幣は納税により位置づけられ、貨幣それ自体
が持つ不安定性を考慮に入れていないよう 
だ4。
　問題は、ドーマー条件にある成長率gと金
利rの関係であり、成長率g>金利rであるの
かどうかである。この点は、かつて経済財政
諮問会議の場5で竹中平蔵大臣と吉川洋東京
大学教授（当時）の間で激しく議論された論
点である。
　現実に金利rと成長率gの伸びを過去の実
績で見てみると（図1）、金利rが成長率gを上
回っていることが多い。最近の日銀の金融緩
和政策によって、ゼロ金利が常態化している
中で、成長率gは金利rの伸び率を上回ってい
るが、これはむしろ例外的とみるべきだろう。
日本にとっては、PB均衡化だけの財政再建
目標だけでなくPBの大幅な黒字化を目指す
必要がある。

（3）  GDPの成長率を高められるのか、ピケ 
ティの論証6は「r>g」なのだ

　それならGDPの成長率gを高め、金利rより
高くすれば良いではないか、土台1%前後の
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低い成長率こそ問題なのであり、政府が言う
ように実質で2 ～ 3%、名目で4 ～ 5%を目指
していけば、低金利の下でg>rが成立し、対
GDP比公的債務残高の比率は徐々に低下し
ていくはず、と考える人が出ても不思議では
ない。実際に政府は財政再建の展望を打ち出
すとき、成長率が高めの楽観的な目標と現状
程度でとどまるケースを設定し、国民向けに
は高めのケースで財政再建目標の時期を設定
したりしている。
　その場合フランスの経済学者トマ・ピケテ
ィが『21世紀の資本』で論証したように、一
人当たり実質で年平均4%もの高い成長率の
伸びを示した高度成長時代は終焉し、もはや
先進国の経済成長率は一人当たり実質で1 ～
1.5%程度の伸び率しか実現できていない（図
2）。先進国においては需要が飽和化した今日、

どの国においても4%もの高成長は実現でき
ていない。第二次世界大戦後アメリカを除く
先進各国は、戦争による被害が少なくイノベ
ーションが進んだアメリカの技術を模倣・導
入することで4 ～ 5%といった高い成長率が
実現できた。今や、先進国の生活水準は物質
的には豊かになり、様々な電化製品などに対
する需要は飽和化し（図3）、サービス化経済
へと転換する。サービス化は急激な生産性の
伸びが期待できないが、それでも民間主導の
イノベーションによって1 ～ 2%前後の生産
性の伸びは実現できている。

（4）  日本のGDP成長率はそれほど見劣りして
いない7

　ちなみに、日本の成長率が低下していると
悲観的にみている方たちに対して、成長率の
伸びは名目値ではなく実質で、グロスではな

図 2　産業革命以来の 1 人当たり産出の成長率

出所：トマ・ピケティ『21世紀の資本』103ページより

図 1　国債金利（加重平均）と名目ＧＤＰ成長率の推移

（出所）財務省資料および内閣府ＳＮＡデータから作成。
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く人口一人当たり、もっと言えば生産年齢人
口一人当たりで見なければ、日本のように人
口や生産年齢人口が激減している国の成長率
を正しく国際比較できないことに注意すべき
だ。日本経済は健闘しており（図4）、決して
悲観的にみる必要がない。1%の伸びが30年
間続けばGDPは1.35倍、1.5%の伸びが30年間
続くと1.5倍になるわけで、年率1 ～ 1.5%の伸
びは社会の在り方を大きく変える力を持つ8。
かつての4%を超えるような成長を夢見る「上
げ潮派」の無責任な主張から、堅実で安定し
た成長の下で社会保障・税一体改革の道を
歩むべき時なのだ。

3. これからの日本財政をどう舵とるべきか
（1）  新型コロナウイルスによる経済危機、求

められる財政支出増
　2020年に入って突如として世界を襲った新

型コロナウイルス（COVID-19）によって、
世界経済は世界大恐慌以来ともいわれる危機
的状況に突入している。日本も感染は続いて
おり、人々の経済活動を大きく人為的に低下
させている。この先どうなるか、本稿執筆時
まで明らかになっていない。ワクチンや特効
薬開発には1年以上かかるし、仮に先進国だ
け感染が一段落しても、途上国での感染が持
続すれば、それだけ長引く可能性を秘めてい
る。政府は補正予算を組み、国民一人当たり
10万円の支給をはじめ、経済活動の自粛を余
儀なくされている方たちにも財政的な措置を
とり、すべて赤字国債で賄うことになる。支
給が1回だけで終わるとはいえないし、頼み
の税収も大きく落ち込むことは必至だ。日本
の財政赤字は持続可能性が問題視されている
のに、さらに一層の困難性を増すことになる。

出所：小野喜康（2012）『成熟社会の経済学』 (岩波新書) ３Ｐより

図 3　税率区分毎の課税所得の逆さ漏斗型グラフ

図 4　先進国のＧＤＰ

出所：白川方明氏講演録（2012）「物価安定の下での持続的成長に向けて」
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（2）  日銀の金融政策も転換へ、国の財政支出
を全面的に買い支えへ

　こうした中で、日銀の政策も大きく変わり
つつある。2016年に導入したYCC（イールド
カーブコントロール）は、コロナショックに
対応して国債発行が増発されれば、いかにし
て国債金利の上昇を抑制するのか、力点が置
かれ始めたようだ。というのも、さすがに大
量かつ急激に国債の発行が進めば、やがて有
効需要が刺激され、利子率上昇リスクが高ま
ると予想される。となれば国債金利を人為的
に抑制しなければ、財政に跳ね返って支払い
不能になってしまう。4月27日の金融政策決
定会合で、国債買い入れ額80兆円目途が撤
廃された背景には、大量の国債発行する安倍
政 権に 対 する国 債ファイナンス化 が あ 
る9と見ている。今後の金融政策の行方が心
配だ。

（3）  国民生活や経済を安定させるに足る社会
保障財源規模を賄う税制の在り方

　問題は成長率が低下した時代において、ど
う経済政策を展開すればよいのか。成長のエ
ンジンたるイノベーションは、民間中心に進
められていくしかない。政府が進めるべきは
社会保障・教育といった「社会的共通資本」
と呼ばれる分野の充実・強化であることの重
要性を強調したい。
　社会保障分野の充実・強化は、格差社会
の是正や国民の生活の安定・充実に貢献する
だけではない。経済の安定的な発展にも貢献
することを見失ってはなるまい。社会保障の
充実・強化は、再分配政策を強化して消費性
向を高めて内需の拡大をもたらし、需要不足
による経済の停滞から脱却することに貢献す
る。教育の持つ意義も、ここで強調する必要
はなかろう。これからの日本にとって、人的
資本の持つ重要性は計り知れないだけに、貧
弱な教育レベルの引き上げは、格差社会の是
正にとっても不可欠だ。そのためには、極め
て大きな財源が必要なのであり、これ以上赤
字国債に依存し続けていくわけにはいかな
い。
　では、財源をどう確保すればよいのか。結
論からすれば「全員野球型の税・社会保険
料」引き上げを、早急に進めていく必要を強
調したい。以下、社会保障目的税化している

消費税や所得税など税の引き上げに絞って言
及したい。
①消費税の引き上げについて
　考えたいのは、社会保障や教育といった国
民全体が必要とする財源の規模である。今コ
ロナ対策の国民一人当たり10万円支出で、何
と12兆円を超え、消費税率に換算しても5%
もの財源を必要とする。何回支出されるのか
わからないが、1億2千万人を超す国民に関す
る社会保障費だけでも膨大な予算が必要で、
この財源を賄うには広く国民全体が負担する
税源を求める必要がある。まさに消費税は、
こうした国民全体をカバーする社会保障の財
源としてふさわしい。よく指摘される「逆進
性」だが、比例税率ゆえに高額所得層が多く
支出していることもあるが、むしろ歳入だけ
でなく歳出たる社会保障分野に支出されるこ
とで格差是正や国民生活（経済）の安定に寄
与することを指摘したい。
　また、景気変動の影響も、かつて公的年金
保険料を13年間かけて毎年引き上げたよう
に、これからは1%ずつ着実に引き上げるこ
とで景気循環が乱高下する欠陥や消費へのダ
メージを緩和できよう。景気には、賃金が上
がらないことが最大の問題なのだ。軽減税率
の解消やインボイスの導入など、消費税率の
引き上げとともに公平性を担保すべきは言う
までもない。
②所得税の在り方
　もう一つ、日本の税を考えるにあたって重
要なのは所得税だ。今や、主役の座を消費税
に譲ったものの、今でも約20兆円の税収を上
げており、消費税と並んで基幹税の座を占め
ている。超過累進性をもち所得再分配機能を
発揮すべき所得税だが、今では課税ベース
が狭くなりすぎている。今、その実態を図示
すれば、（図5）のように逆さ漏斗のようにな
っている。高額所得者層の課税対象金額・人
数は極めて少なく、最高税率を引き上げても、
増収額はとても社会保障財源を賄いきれるレ
ベルではない。今後、分離課税となっている
金融所得の税率20%をさらに上げたり、徐々
に総合課税化を進めていく必要性がある。だ
が、所得税収を上げるには中低所得者層にも
負担を求めない限り、到底消費税に代わって
主役の座を奪回はできない。むしろ、これほ
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どの債務残高を前にしたとき、フランスの一
般社会税（CSG）のような、課税ベースの広
い所得課税の導入すらやがて必要になる時が
くるのではないか、とさえ思ってしまう。
③法人税・その他税制について
　もう一つの基幹税である法人税について
は、国際的に対GDP比で見た日本の法人税
率負担は先進国でも高い方だが、400兆円を
超す内部留保を見た時、何らかの形で法人負
担を求めていくべき時だろう。さらに、多く
の高齢者が亡くなられた際の資産が大きくな
っている。相続税の改革を進めながら、資産
課税の分野での改革が求められるべきだろう。

（4）  全員野球型の税・社会保険料で社会保
障・税一体改革を着実に進めよう

　まだまだ社会保障財源をどうするのか、と
いう点に関して多くの論点があろう。税では
なく、社会保険料が日本の社会保障制度の根
幹をなしており、制度的にはほぼ成熟を見た
年金制度は別にして、医療・介護・少子化の
保険料の在り方についても改革が求められて
いる10。こうした税や社会保険料を含め、文
字通り全員野球型の財源確保策が求められて
いる。幸い、日本の税・社会保険料を合わせ
た国民負担率はまだまだ低く、引き上げる余
地は十分にある。
　その上に立って、新型コロナウイルス感染
ショックがひと段落ついた段階から、財政再
建に向けた検討に着手する必要がある。その
際、東日本大震災からの復旧・復興の財源に
ついては特別会計としてきたことに倣ってコ
ロナ関連の対策を進めていくべきだろう。
　それと並行して、日本の「全世代型社会保

障」実現と財政再建に向けた本格的な議論の
場を早急に作り、2040年までの長期展望と
2030年までの中期目標策定に向けて直ちに準
備に入るべきであろう。政権をうかがう野党
にとっても、重大な課題だ。

 1  「給付先行型の社会保障国家」ということをはじめ多
くの点で、権丈善一慶應義塾大学教授から学んでい
る。

 2  2019年7月3日　日本記者クラブ主催の参議院選挙直
前の党首討論会での発言より。

 3  ドーマー条件とは

 4  この点に関して、『岩井克人「欲望の貨幣論」を語る』
（丸山俊一著　東洋経済新報社刊）の36ページ以降
のなかで、貨幣法制説に立脚するMMTを批判して
いる。特に164ページ以降の注2が大変参考になった。

 5  2005年12月から、翌年3月にかけて、経済財政諮問会
議の場で激しく論争が展開された。

 6  トマ・ピケティ『21世紀の資本』（山形浩生他訳みす
ず書房刊）において、産業革命期から今日に至るま
での資本の蓄積や伸びからr>gという結論を導いて
いる。なお、その際のrは、国債金利ではなく、総資
産の生み出す金利であることに注意。

 7  トマ・ピケティ『21世紀の資本』182ページの表5-1富
裕国の成長率と貯蓄率1970-2010年参照。さらに、最
近の状況について日米比較されたものに、権丈善一

「日本経済はどんな病気にかかっているのか」『東洋
経済オンライン』2019年10月31日参照。

 8  トマ・ピケティ『21世紀の資本』101ページ「年率1パー
セントの経済成長は大規模な社会変革をもたらす」以
下参照。

 9  この点について、BNP PARIBASの河野龍太郎チーフエ
コノミストの書かれた「Economic Spotlight」2020年4月
24日号の「無制限国債購入のインプリケーション」が
参考になった。

10  権丈教授は（権丈（2018）『ちょっと気になる政策思
想』（勁草書房）69ページ参照）介護保険を20歳か
らへと引き下げ、少子化対策に向けて年金・医療・
介護保険からの拠出金で賄う方向を打ち出している
ことに注目したい。

図 5　税率区分毎の課税所得の逆さ漏斗型グラフ

出所：権丈　善一『ちょっと気になる社会保障 V3』（勁草書房刊273ページより）
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産業別労働組合の機能・役割の現状と課題に関す
る調査研究報告書

（2020年３月）1,500円（税込）

企業危機の克服と労働組合の存在意義の最大化に
向けて－コーポレートガバナンスと労働組合の役
割に関する調査研究報告－

（2019年12月）1,500円（税込）

・FAXでお申し込みの場合：申込書に必要事項をご記入のうえFAXでお送り下さい。
・インターネットでお申し込みの場合：専用フォームに必要事項をご記入のうえ送信してください。
・�報告書ならびに請求書（有償の場合）を送付します。
・代金の振込手数料はご負担いただきますようお願い申し上げます。送料は連合総研が負担します。

連合総合生活開発研究所　書籍担当
TEL�03-5210-0851
FAX�03-5210-0852

連合総研・出版物案内
書籍・報告書のご購入・お申込みは、連合総研ホームページをご覧ください。

連合総研　https://www.rengo-soken.or.jp/

公共交通再生への方策－地方での円滑な経済・
社会活動を支えるために－
交通労働者の労働条件改善と公共交通のあり方
に関する調査研究報告

（2020年２月）1,500円（税込）

誰もが働きがいと生きがいを実感できる社会の
実現－ 2019 ～ 2020 経済情勢報告

（2019年10月）1,600円（税込）
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読んだころテレビニュースでは、コロ
ナ禍にEUの枠組みがうまく対応でき
ずEU内での国家間の摩擦が生じてい
る、などと報じていた。どうやらペス
トによって中世ヨーロッパに起きたよ
うな変革が、いま新型コロナによって
地球規模で起きようとしているらし
い。そこでもうすこしこの課題、感染
症が人間の社会や文化にどのような影
響を与えてきたのかを勉強してみたい
と考えた。
　そんな時この本に出会った。執筆者
の山本太郎氏は長崎大学教授（国際保
健学）であり、アフリカ、ハイチなど
で感染症対策に従事してこられた専門
家である。新書版の出版はこの５月だ
が、初版は2011年の出版である。
　冒頭、19世紀半ばからの麻疹の流
行についての話で、この本は始まる。

「集団免疫」という一般人には最近よ
うやく聞きなれた言葉が、さっそく出
てくる。フェロー諸島（デンマーク自
治領）での感染調査の事例、1875年
のフィジー諸島での感染で15万人の
うち４万人が死亡した事例を紹介しつ
つ、麻疹という感染症に初めて出会っ
た社会で起きた事態にまず触れる。そ
ののち、狩猟採集社会が移動を伴う小
規模集団であり感染症は流行を維持で
きなかったこと、農耕・定住・野生動
物の家畜化が、人を宿主とする寄生虫
感染症やウイルス感染症を生み多様性
を増加させたこと、メソポタミア文明
が初めて数十万人を擁する社会を各地
に出現させ感染症が流行を繰り返し集
団免疫を生んだ結果、小児疾病化し、
感染症が人類と共生をするに至った歴
史を語る。
　また、メソポタミア文明をはじめ、
黄河・揚子江文明、インダス文明など
を例に、感染症が生物学的障壁として

文明を保護する役割を果たしたり、感
染症からの集団相互の隔離がカースト
制度につながったとする考えもあるな
ど、文明の勢力の盛衰やその文化にも
深く影響を及ぼしたことなどを紹介す
る。
　さらにこの本では、絹の道による原
始疾病の交換、中国とヨーロッパでの
人口増加とモンゴル帝国による交通網
整備による感染交換の影響、新世界（ア
メリカ）と旧世界（ヨーロッパ）の出
会いが「感染症を持つ者と持たざる者
の遭遇」の意味を持っていたことなど、
紙幅にも限りがあるので詳しくは本書
をお読みいただくとして、感染症は人
類の歴史に時折姿を現して影響を与え
る存在などではなく、人類との相互関
係で影響を与え合ってきた、まさに人
類の歴史の一部であることについて、
興味深い事実が多数紹介されている。
　そして筆者は、ひとの命を守るため
に感染症とは闘わなければならない
が、一方人類と感染症の歴史、またウ
イルスの人への適応という観点から
は、感染症との共生は危険をもたらす
と同時に人の生存確率拡大に役立つ可
能性もある、という。そして「共生は
進むべき大きな道」と語る。
　今回の新型コロナ禍が今後どのよう
な変化を社会や暮らしにもたらしてい
くのかは、まだわからない。だがすで
に多くの変化が始まっていることは、
だれもが感じているところである。新
型コロナがありふれた病気として人類
と「共生」し、またペストが中世を終
了させて国家を生んだように新しい秩
序や体制がこの先現れるのか。はっき
りするのは、今回の事態をゆっくりと
振り返ることができるようになる、ま
だかなり先のことなのかもしれない。

うして原稿を書いている今日
も、在宅勤務である。いまアフ

ターコロナの社会がどうなっていくの
か、あるいはどうすべきと考えられる
のか、巷間では多くの予測や提言が行
われている。オフィスは必要なくなる
のではないか、テレワークが定着する
ことで仕事の評価の基準が変わるので
はないか、などという身の回りの話か
ら、今回の事態でグローバル化の弱点
が判明し後退するのでは、あるいはウ
イルスとの「戦争」に際しては国家の
役割がより強まるのではないか、など
という、世界経済や政治体制の話まで、
あらゆる分野にわたってである。
　それほど今回の新型コロナのインパ
クトは大きい。個人のライフスタイル
から社会の在り方まで、極めて大きな
影響が実際に与えられているし、いず
れにしても社会はさらに大きく変わっ
ていくであろうという予感を、多くの
人が感じているであろう。
　そんななか、先日ある専門家が、中
世のペストの流行がそれまで絶大だっ
た教会の権威を失墜させ、それが社会
の変革につながった、という記事を新
聞に書いていた。ちょうどその記事を

浦
野
　
高
宏
　
連
合
総
研
主
任
研
究
員

山本太郎　著
岩波書店
定価720円（税別）

『感染症と文明　共生への道』

感染症とともに紡がれてきた人類の歴史
戦いつつも「共生は進むべき大きな道」

こ

最近の書棚から
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今月のデータ
新型コロナウイルスの感染拡大も踏まえ、今後の地域医療

構想の議論についてはより冷静な分析が必要

厚生労働省　感染症指定医療機関の指定状況（2019年4月1日現在）
厚生労働省　2018年医療施設調査（2020年1月31日公表）

　2019年9月、厚労省は、地域医療構想の議論を促進するため、高
度急性期もしくは急性期の病床を持つ公立・公的医療機関等11455
病院中、424病院（29.1％）が具体的対応方針の再検証を要請する
対象として、その病院名を公表した。しかし、地方自治体から大き
な反発の声があがり、厚労省はその釈明に追われる事態となった。
　本来、地域医療構想は、地域の大きな人口構造の変化の中、2025
年に向けて「医療の機能に見合った資源の効果的かつ効率的な配置
を促し、急性期から回復期、慢性期まで患者が状態に見合った病床で、
状態にふさわしい、より良質な医療サービスを受けられる体制を作
ることが必要（平成27年度都道府県等栄養施策担当者会議資料�
2015年8月7日）」とされていたものである。それは、2018年の医
療施設調査（図1）を見ても、病院病床数が明らかに西高東低となっ
ており、貴重な医療資源の偏在が顕著であることが見て取れること。
それに比例して、県別医療費にも格差が見られる（図2）こともあり、
医療圏ごとのあるべき医療提供体制を議論し、効率的な医療提供体
制を実現していこうということが目的であった。しかし、病床削減
は経営に大きな影響があるとして、日本医師会などの反発を受けて、
厚労省は、「公立・公的医療機関等の役割が当該医療機関でなければ
担えないものに重点化されているかどうか」という指標に基づき、公
立・公的病院のデータのみが公表された。要するに、公立・公的病
院は、民間病院と同じような診療を実施していれば撤退し、不採算
医療に特化すべき、ということである。これに唯一、厚労省の社会
保障審議会で異を唱えたのは連合で、「公的・公立も民間も、被保険
者からみれば変わらない。同じテーブルで議論すべき」「県内の病院
病床数に占める公的・公立の割合は、2割程度であり（図3）、ここだ

けを議論するのはおかしい」と主張してきた。
　そうした中、2020年に入り新型コロナウイルスの感染拡大により、
感染症病床の重要性が認識されてきている。最新のデータは公表さ
れていないので不明だが、感染拡大前の2019年3月31日時点におけ
る病床数は公表されており、これによると、特定感染症指定医療機
関の病床（新感染症の患者の入院医療を担当できる基準に合致する
病床）は全国で10床、第一種感染症指定医療機関の病床（一類感染
症（エボラ出血熱など）の患者の入院医療を担当できる基準に合致
する病床）で103床、結核と精神を除く第二種感染症指定医療機関
の病床(急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群
（SARSコロナウイルスに限る）、鳥インフルエンザ（H5N1））で
351床が確保されている。これらは、主に公的・公立病院が担って
きており、全体の70%を占めている（図4）。
　感染症の他にも、不採算医療と言われるものに、周産期、救急、へ
き地、高度専門医療などがあげられるが、公的・公立等病院が重要
な役割を担っている地域が多く、これらを維持していくためには安
定した経営が求められている。今後の地域医療構想においては、民
間病院データの公開も含め、偏在する医療提供体制が過不足なく構
築されるよう、医療圏全体のあるべき提供体制について真摯な議論
が強く求められる。

図１　県別人口10万人あたり病院病床数

平成28年医療施設（動態）調査より平川作成

DIO 2020, 6

1��都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会及び国民健康
保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会、
社会福祉法人北海道社会事業協会
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図２　都道府県別にみた人口一人当たり国民医療費

厚労省:平成29年度 国民医療費の概況より平川作成

図３　県別公的・民間病院施設割合

2018年医療施設調査から平川作成

図４　感染症病床数

床

床

床

床

厚生労働省　感染症指定医療機関の指定状況（2019年４月１日現在、結核病床、精神病床は除く）
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I NFORMATION

D I O
２０２０　

　新型コロナウイルス感染拡大の中
での発行となった。この間、事務局
では、特集のテーマを変更すること
も一時検討したが、予定通りの内容
で各寄稿者に執筆をお願いした。寄
稿者の方々には大変なご苦労をお掛
けしたことにお詫び申し上げたい。
　変更しなかった理由は、視点でも
ふれたが、日本の超少子高齢化の進
行は、感染拡大があっても待ってく
れない、という事実である。かつて
社会保障と税の一体改革においても、

2011年の東日本大震災時において
も、改革の検討は継続された。
　現在、政府に「全世代型社会保障
検討会議」が設置され、昨年12月に
は中間報告が出されたものの、現在、
その動きは止まっている。感染症対
策に全力を傾けることは当然だが、
日本社会の危機的な状況は日々深化
していることを認識し、社会保障改
革の検討を進めていく必要がある。

（時計台）
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【４月の主な行事】

 4 月 1 日 所内・研究部門会議（持ち回り） 

  15 日 所内・研究部門会議（持ち回り） 

 22 日 所内・研究部門会議（持ち回り）

日頃は連合総研月刊誌DIOをご愛読いただき、ありがとうございます。
毎年合併号で発刊致しております次号・２０２０年7・８月号ですが、新型コロナ
ウイルス感染症への対応による編集・制作作業等への影響により、休刊とさせてい
ただきます。
何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

DIO2020 年 7・8 合併号の休刊について


