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私

の好物のひとつであり、正月には

巻頭言

欠かせない料理に雑煮がある。平

しかし、オミクロン株の感染力は予想

安時代からすでに食べられていたと言

以上に強く、年が明けても欧米を中心に

われているが、正月に食べる習慣は室

世界中で感染者の増加が続いている。

町時代に始まり、長寿や円満などの意

日本でもオミクロン株の市中感染者も含

味も込められているという。
武家社会では「烹雑（ほうぞう）
」と

巻頭言

と書き添えた。

めて急激に増加し、第6波の様相になっ
てきた。この原稿を書いている時点で、

いい、
「烹」は煮るの意味で、さまざま

沖縄、山口、広島の３県に「まん延防止

な雑多な具材を煮合わせて「煮雑（にま

等重点措置」が適用されている。引き続

ぜ）
」とも呼ばれ、これが語源となり反

きの感染対策の徹底や、感染拡大局面

転して「雑煮」になったらしい。雑煮は

に備えた医療体制のさらなる充実・強化

宴の最初に食べる縁起の良い料理であ

が求められる。

年賀状

るとともに、飲む前に食べて胃を落ち着

そんな情勢の中でも、今年もたくさん

かせるものであったようだ。江戸時代に

の方から年賀状をいただいた。心に残る

なると、
参勤交代によって全国に伝搬し、 言葉を紙面の許す限りになるが紹介した
い。
地域ごとに変化していった。
雑煮に欠かせない餅も地域によって

「困難から逃げると辛くなる。立ち向か

異なり、関西では円満の意味を持つ縁

った方がよい。やれない理由は百でも見

起物としての丸餅を用いるケースが多く、 付かる。しかしそれは何の価値もない。
一方、江戸では人口が集中していたた やれる理由が一つあればよい。しかしそ
め、一つ一つ手で丸める丸餅よりも早く

れが見付からない。見付からないなら作

作れる「のし餅」を切った角餅が使わ

る。新たな道が見えてくる」

れたと考えられている。また、関ヶ原の

「物忘れが多くなり、日常の技術革新

合戦の影響で、岐阜県を境に西日本が にも遅れがちで年齢を感じていたところ、
丸餅、東日本が角餅になった説もある。 かねてから愛読している小林秀雄が“歳
汁の味付けも、その地域や文化によ をとってもいつまでも若いというのでは歳
って特徴があり、関西地方では白味噌

をとった甲斐がないということだ。歳をと

が多く、近畿地方を除く西日本と関東

ったら歳をとったように考えるようになれ

地方では、
すまし汁仕立てが多いようだ。 る”と語っていたのにわずかな慰めを感
また、汁に入れる前に餅を焼いて香ば じている次第」
しさを出したものと、そのまま入れて煮

「コロナに翻弄された毎日でしたが、
東京オリ・パラで努力することの大切さ

る地域もある。
白味噌にあん餅を入れるあん餅雑
煮、白味噌の中に入っている餅を取り出

を改めて学びました。小積もりて大にな
るという二宮尊徳の
“積小為大”に倣って、

して、
きな粉を付けて食べるきな粉雑煮、 今年も一日一日を大切にしていきたいと
思っています」

くるみだれを付けて食べる雑煮など、ひ

とくちに雑煮と言っても、地域によって

「
“空振りは許されるが、見送りは許さ

だし汁の味付けや具材、食べ方まで大

れない”東日本大震災の際に、自分に何

きく違う。

ができるのかと問い返しながら自分の無

私は九州の育ちなので、雑煮といった

力さに情けなくなった時に耳にし、行動

らすまし汁でしか食べたことはない。餅

を起こすきっかけになった言葉です。約2

はその年年で、丸餅だったり角餅だった

年続くコロナ禍や、いつ起きるかわから

り。

ない自然災害の不安は、日常がいったい

連合総研理事長

古賀伸明

新しい年2022年は、角餅でいただき

いつのことなのかわからなくなっているよ

スタートした。今年はコロナ禍の経験を

うに感じます。日常という言葉に安堵を求

生かしながら、次のステージに向かう年

めるのではなく、起きてくることにその都

でありたいと思い、年賀状には「従来の

度適切に対応できるように、常に危機感

発想から脱却する柔軟性と、さまざまな

を持ち、想像の翼を広げていきたいと思

課題をプラスのエネルギーに変える創造

います」

性を持つことが重要だと思っています」
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〈特集解題〉

２つの国政選挙をはさんで
求められる政策とは

新型コロナ感染拡大以降、
初の国政選挙
（補選を除く）

その要因にも鋭く踏み込んで分析をするとともに、経

となった2021年10月の衆議院議員選挙（総選挙）は、

済全体の供給能力を基本とした
「中長期試算」
に見直し、

感染防止対策等による経済への打撃はもとより、国民

その試算に基づく成長戦略や財政健全化政策の追求を

生活の疲弊、雇用、経済、ジェンダー等に見られる「格

訴えている。

差」が改めてクローズアップされたこともあり、与野

香取論文では、格差の拡大が中間層の崩壊を招き、

党はそれらを強く意識した「目玉公約」を打ち出し、

社会・経済・政治の安定を支える中核層がいなくなる

国民に投票を訴えた。

との観点から、
「分配」を出発点にした成長戦略への転

これら公約については、コロナ禍に苦しむ国民や貧

換を提言するとともに、財源問題を真正面から語らな

困・格差等に目が向けられたことを評価する意見があ

い各政党の問題を鋭く指摘。約500兆円ともいわれる

る一方、いわゆる選挙前の「バラマキ」との厳しい見

企業の内部留保の実態や、超富裕層への課税問題にも

方もあった。また、同じカテゴリの公約においても、

言及しつつ将来世代への責任として安定財源への道筋

与野党間での考え方や方向性には大きな違いがあった

を、政治が国民に示すことについて訴えている。

ことや、今次総選挙における野党共闘のさらなる拡大

阿部論文では、中長期を見据えた労働政策の大きな

等が、有権者の投票動向に影響を与えたものと想定さ

課題として人口減少と高齢化への対応をあげ、多様な

れる。

人材が活躍するための人への投資や柔軟な働き方を広

この想定を踏まえ、今特集では有権者の求める政策

める取組みが必要と指摘している。また労働市場のマッ

と政党の政策との課題をはじめ、経済、労働、社会保障、

チングの高度化についても、企業の新陳代謝と労働者

多様性に関する政策にスポットを当て、有識者へ寄稿

へのキャリア自律の促しの必要性、労働市場における

をお願いした。

マッチング自体の技術革新にも提言している。

齋藤論文では、2021年衆議院議員選挙を実例に、

大倉論文では、多様性について、先の衆議院議員選

政策をめぐる政党、有権者の意識、構造的な課題につ

挙での女性候補擁立・当選者が低位に留まっているこ

いて概括的に論じている。とりわけ、市民の政治的意

とに加え、40歳未満の衆議院議員やマイノリティであ

思構築の問題点については、開かれた意見交換や検討

ることを公表した候補者（数）にも着目し、候補・当

を通じて政策を練り上げ、フィードバックしていくこと

選者ともに多様性が欠けていることを指摘。また要因

が、政党側に決定的に不足していることを指摘してい

として現職優先の慣行などの候補者選定過程や、いわ

る。また今後の野党連携についても雇用保障・社会保

ゆる世襲等の課題をあげるとともに、多様性に関わる

障など、すでに野党間でコンセンサスが取れている基

政策の前進には候補者・議員の多様性の確保が重要で

本政策を連携の基盤とし、政権与党とのさらなる差別

あると訴えている。

化を図るべきと指摘する。

どの各論も難しい課題に真正面から向き合い、指摘・

小塩論文では、岸田政権の経済政策の前提となる経

提言ともに示唆に富んでいる。論じられた内容に留意

済財政「中長期試算」に着目し、試算に大きな影響を

しつつ、今夏に行われる参議院議員選挙に向け、各政

及ぼす「潜在成長率」について、政権の楽観的な「潜

党の政策における成果と課題を見極めたい。

在成長率」
は裏付けが乏しいことを指摘している。また、
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松岡康司）
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政党間の連携と
政策の共有
齋藤

寄稿

特

特集 1

純一

（早稲田大学政治経済学術院 政治経済学部教授）

昨年秋に行われた衆議院選挙の結果は、選
挙前の各党に対する支持率をほぼ映し出した
ものとなった。維新の獲得議席が大きく伸び

ったという、より根本的な問題について少し
考えてみたい。
時事通信の出口調査によれば（10月31日）
、

たことが注目されるものの、それ以外には特

投票先を決めるに当たって有権者が最も重視

筆すべき変化は見られなかった。

した政策分野は、
「景気・雇用対策」が24. 8％、

選挙後には、今夏の参議院選をひかえ、野

「新型コロナウイルス対策」が19.3％、
「年金・

党共闘をどう評価するかの議論が活発になっ

介護・医療」が13.5％、そして「子育て・少

ている。野党共闘に対する大方の評価は、小

子化対策」が11.5％であった。一方、
「外交・

選挙区では得票率５％以内の接戦区が増える

安全保障」は4.8％、
「憲法改正」は1.8％にと

など、比例での集票率と比較すれば立憲民主

どまった。喫緊の課題であるコロナ対策が政

党も善戦したというものであろう。小選挙区

策分野として挙げられたことを除けば、雇用

比例代表並立制のもとでは、小選挙区で野党

保障や社会保障、要するに生活の安全・安心

間の連携を積極的にはからなければ政権与党

を重視する有権者の関心に大きな変化は見ら

にはまともに対抗できない以上、問われるの

れない。その是非は措くとして、憲法、安全

は共闘それ自体の是非ではなく、共闘をどう

保障、あるいは原発を含むエネルギー政策は

組むかの問題である。

今回もまた有権者からは重要政策とはみなさ

周知のように、芳野友子連合会長は、連合
の支持する立憲民主党と国民民主党との連携
のいっそうの強化を求める一方で、両党（と

れなかった（そして、このことは野党間の連
携を考えるうえでも重要である）
。
このような生活の安全・安心への関心は、

くに立民）が共産党と袂を分かつべきである

40歳未満の若い世代の自民党支持の強さとを

とのコメントをこの間繰り返してきた。もと

併せて考える必要があるだろう。20歳、30歳

より大きなボリュームを占める中道の有権者

代の若い有権者の自民党支持の傾向が今回

が両党から離反することを避けるのを重視し

の衆院選でも顕著だったことはいくつかの出

てのことと思われるが、政党全体の布置が右

口調査によって確かめられている（朝日新聞

寄りにシフトするという問題、その裏返しで

11月8日など）
。日本経済新聞によれば（11月

あるが、これまで立民を支持してきたよりリ

７日電子版）
、かりに40歳未満の票だけで議

ベラルな層の離反を招きかねないという問題

席配分が決まるとすると、自民党は299.5もの

がある。この選挙戦術に関わる問題について

議席を得る計算になる（逆に、60歳以上の票

は後で立ち返るとして、今回の衆議院選挙で

だけにかぎれば自民党の獲得する議席は223

は（でも）
、政策論争がほとんど深まらなか

議席にとどまる）
。
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この若い世代に見られる自民党支持の傾向

ての「枢要なインフラ」として位置づけてい

はどのように説明できるだろうか。実証研究

る。彼によれば、政党が果たすべき重要な役

にもとづくより精緻な分析を待ちたいと思う

割の一つは、国家と市民社会を媒介すること、

が、それを説明する一つのファクターは、こ

より具体的に言えば、政策課題（アジェンダ）

の世代に特有の安全志向である。つまり、こ

を市民に対して提示し、政策をめぐる意見形

の世代はバブル経済崩壊後の「下り坂」の社

成に貢献することにある。当たり前といえば

会のなかで生きてきた世代であり、すでに悪

当たり前であるが、ミュラーの主張は、意見

い状況にあるのであるから、さらに悪くなる

形成の媒介を欠いた、
「中抜き」の民意の動

かもしれないような選択を避けようとする、

員がポピュリズムないしプレビシットの政治

と見ることができるだろう。自民党への支持

によって行われている現状を省みてのもので

は、比較的安定しているものの積極的なもの

ある。

ではなく「他よりはまし」という消極的なも
のにとどまっている。

「民意」というのはそこにあるもの、誰か
に代表されることを待つ所与ではない。市民

実際、若い世代の観点から将来を眺めるな

の政治的意思は、政党をはじめ、
「代表する者」

ら、希望をもてそうな要素はほとんどない。

の働きかけによって構築される面を多分にも

雇用はますます不安定なものになるだろうし

っている（M. サワードをはじめとする構築

（AIによる労働代替も考えられる）
、十分と言

主義的な代表論はこの面を強調する）
。より

えるだけの年金がもらえる見込みはない。産

正確に言えば、
「民意」は、
「代表する者」と

業（それを支える科学技術）の競争力はじり

「代表される者」との間のフィードバックに

貧であり、国家の財政赤字はますます膨らん

よって不断に構築され、構築し直されるもの

でいる。気候変動に起因する災害は頻発が予

である。重要なのは、その過程が持続的な時

想されるし、近い将来に必ず起こるとされる

間のなかで行われているということであり、

巨大地震にも備えが必要である……。

選挙というスナップショットの時間はその一

若い世代が抱く——もちろん若い世代に限
らないが——生活不安にはそれなりの合理的

部でしかないということである。
残念ながら、日本の政治においては（も）
、

な理由がある。先の衆議院選では、コロナ禍

政策を市民との開かれた意見交換や検討を通

のなかでの対症療法としての生活救済ないし

じて練り直していく努力が政党の側に決定的

生活支援の仕方については一定の議論はあっ

に不足しているように思われる。政党の基本

たが、将来の生活不安を軽減するような中長

政策に対して一過的ではない持続的なコミッ

期的な政策指針については論争は深まらなか

トメントをもつ支持者を拡げることは課題と

った。選挙は、各政党の異なる政策について

して認識されながらも、むしろ政党のエネル

有権者が理解を深め、自らを取り巻く状況に

ギーは、選挙区に張り付いて既存の支持者を

ついてあらためて認識をはかる重要な機会で

かためたり、共闘を築くための調整に費やさ

ある。選挙はその意味でデモクラシーにリズ

れてきた（比例区名簿の一部に、ジェンダー

ムを与えている。しかし、今回はとくに、告

間の不平等を是正するための工夫をするだけ

示から投票までの選挙期間が極めて短かった

でなく、政策形成と政策論争に専念できる候

こともあり、有権者の政策への関心が高まっ

補者を含めることは初期設定になっていいよ

たとは言えない（日本における選挙期間の短

うに思う）
。

さはもともと問題である）
。

政策をめぐる市民とのフィードバックを重

ポピュリズム論やデモクラシーの近現代史

視し、政党の基本政策について市民の間に安

研究でもよく知られているヤン=ヴェルナー・

定した理解を築いていくためには、党におけ

ミュラー（プリンストン大学教授）は、政党

る政策形成の過程を目に見えるかたちにする

と（主流の）メディアをデモクラシーにとっ

ことが必要であるように思われる。どの政党
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もけっして一枚岩ではなく、政策については

小選挙区（一人区）に比重がある以上、選挙

多元的な意見が存在する。諸々の政策の中で

区での連携を強化することは避けられないこ

何が重視されるべきかについての——たとえ

とであり、先に触れたように、今回の衆議院

ば党員のみならず市民の代表も参加する熟議

選挙でも選挙区での野党共闘は有効であっ

フォーラムを設けて——議論が可視的になれ

た。

ば、すでに出来上がった政策パッケージが選

小選挙区比例代表並立制には、
「並立」ゆ

挙時に示されるのとは異なった効果も生まれ

えの有権者にとっての分かりにくさがもとも

てくるはずである。内閣支持率が急落しても

とあり、選挙制度それ自体をどう再編すべき

それが政党支持率の変化につながらないこと

かは近い将来の大きな課題としてある。とは

にも看取されるように、立憲民主党や国民民

いえ、選挙前の政党支持率が8％～ 10％の立

主党がどのように政策課題に真剣に取り組も

憲民主党、1％〜２％の国民民主党は、比例

うとしているのかは有権者にはまだまだ見え

区ではほぼそれに見合った議席を獲得するに

ていない。

とどまった。政党への持続的な支持を拡げる

先に言及した有権者が関心を示している政
策分野については、行政の効率化など新自由
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ことがまず取り組むべき優先課題であること
に変わりはない。

主義的な政策をいまだに掲げる維新を別にす

アメリカ合衆国における投票行動について

れば、野党各党の政策指針に大きな違いは見

は、近年、集団への帰属意識（アイデンティ

られない。つまり、当初分配の適正化（賃金

ティ）によってそれを説明する研究が有力で

の引き上げなど）
、再分配の強化（格差拡大

ある（代表的な研究として、C. H. エイクン・

に歯止めをかける税制など）
、子育てや教育

L. M. バーテルス『現実主義者のためのデモ

への公的支援の拡充、看護師・保育士・介護

クラシー』
）
。有権者の投票は、自身が属して

福祉士など広い意味でのケア提供者への報

いると感じている集団の「仲間」がどこに投

酬の引き上げや労働条件の改善、安心できる

票するかによっておおむね規定されており、

老後の生活保障、激化しつつある災害への備

かりに政策内容への支持が理由として持ち出

えなどである。しかも、政権与党が及び腰に

されるとしてもそれは後付け以上のものでは

なった金融所得課税、家族頼みではない社会

ない、つまり、ほとんどの有権者は政策の比

的ケアの構築、選択的夫婦別姓などいわゆる

較検討や政策内容への評価にもとづいて投票

ダイバーシティの尊重などにおいては、与党

しているわけではない、という説明である。

との差異化を図りながらの連携が十分に可能

この説明が日本の有権者にどれだけ当ては

である。言いかえれば、広い意味での生活保

まるかについての検討は措くとして、重要な

障（雇用保障・社会保障）にかかわる基本政

のは、政策の是非ではなく集合的なアイデン

策において、野党の間にはいわば「重なり合

ティティによって有権者の判断が決定される

うコンセンサス」がすでに成立しているので

ような事態は望ましくはないということであ

あり、このコンセンサスを共通の基盤にして

る。少なくとも、
「赤」
（共和党）と「青」
（民

いくことができる。

主党）への分断・固着といった事態は日本に

安全保障政策や原発・エネルギー政策など

は現れておらず、政策へのアピールを通じて

において各党間に違いがあることはたしかに

有権者の持続的な支持を拡げる余地は十分

事実であるが、それらは政党間の連携を妨げ

にあるように思われる。参議院選挙に向けて、

るものとして過度に強調されるべきものでは

野党各党には、日本の社会が直面しているよ

ないだろう（逆に、すべての重要政策におい

り構造的な問題に取り組む政策を積極的に示

て一致しなければならないとするなら、政党

し、それを市民との間の開かれた回路で検討

間の違いは意味をなさなくなる）
。衆議院で

するフィードバック・ループを積極的に築い

あれ参議院であれ、現行の選挙制度において

ていってほしい。
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２つの国政選挙をはさんで求められる政策とは

集

経済政策と成長戦略

寄稿

特

特集 2

−新政権下における「中長期試算」の在り方
小塩

隆士

（一橋大学経済研究所教授）

１. はじめに

政府による中長期の政策運営の「手法」の問

岸田新政権は、成長と分配の好循環を旗印

題点を指摘するとともに、それをどのように

に新たな経済運営に着手した。分配面に配慮

改めるべきかを検討する。アベノミクス期を

した政策としては、来年度の税制改正で賃上

含め、政府のこれまでの政策方針の打ち立て

げに積極的な企業に対して法人税の税額控

方については問題点が多い。その問題点が克

除を引き上げることや、介護・保育の現場で

服されない限り、政府の政策運営には現実か

働く人の収入を引き上げることのほか、コロ

ら遊離し、空回りする面がどうしても出てく

ナ対応に当たる看護師の収入についても段階

る。新政権には、その問題をぜひ認識し、解

的に引き上げていく方針が示されている。

決していただきたい。とりわけここで取り上

一方、経済成長を目指した戦略としては、
「2050年カーボンニュートラル」実現に向け
て、再生可能エネルギーの普及に必要な蓄電

げるのは、
内閣府が定期的に公表している「中
長期の経済財政に関する試算」
（以下、中長
期試算と呼ぶ）の在り方である。

池や送電網への投資や自動車の電動化を推
進すること、
「デジタル田園都市国家構想」

２. 中
 長期試算をどう読むか

のもとで、テレワークの普及や過疎地での自

中長期試算は毎年1月に公表され、7月に改

動配送ロボットの実用化を推進すること、さ

訂される。このパターンは、新政権下でも引

らには、大学の研究レベルを世界最高水準に

き継がれるはずである。以下の議論の参考に

高めるため、10兆円規模の大学ファンドを運

するため、今年1月14日の経済財政諮問会議

用することなどが目指されている。

で報告された試算に示された重要な経済変数

こうした長期的な経済政策が、18歳以下を

を表にまとめた。この表からも分かるように、

対象とした1人当たり10万円相当の給付や住

この中長期試算には、
「成長実現ケース」と「ベ

民税非課税世帯に対する1世帯当たり10万円

ースラインケース」という2つのケースの試

の現金給付など、当面の経済支援策の効果と

算結果が示されている。このうち、成長実現

相俟って、日本経済を長期的な拡大経路に復

ケースとは、政府が掲げるデフレ脱却・経済

帰させられるかどうかが注目点となってい

再生という目標に向けて、政策効果が過去の

る。しかし、新型コロナウイルスの新規感染

実績も踏まえたペースで発現する姿を試算し

の新たな波が繰り返し到来するリスクも高ま

たものである。これに対して、ベースライン

っており、経済成長をめぐる不透明感は払拭

ケースは、経済が足元の潜在成長率並みで将

されないままとなっている。

来にわたって推移する姿を試算している。

以上の点を念頭において、この小論では、
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この中長期試算が注目されるのは、経済成

DIO 2022, 2

表

成長実現ケースとベースラインケースで異なる経済財政の姿

（出所）内閣府「中長期の経済財政に関する試算」
（2020年1月14日）より。

長の見通しそのものよりも、国と地方を合わ

factor productivity）の上昇率―をどう見込

せた基礎的財政収支（プライマリーバランス；

むかでほぼ決まってしまう。資本や労働の投

PB）が黒字化するタイミングかもしれない。

入量の変化の想定は結果にあまり影響しな

これまでの例では、PBが黒字化するシナリ

い。そして、このTFP上昇率の値は、計量モ

オを描いているのは成長実現ケースのほうで

デルで推計するのではなく、内閣府の担当者

ある。現行の中長期試算でも、ベースライン

が外から与える。要するに、如何ようにも設

ケースでは、PBは赤字のままである。どち

定できる値である。以前からもしばしば指摘

らのケースを想定するかで、状況はかなり異

されていることだが、中長期試算では、この

なってくる。

TFPの上昇ペースに関する想定が非現実的

しかし、ここで注目したいのは、それぞれ
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なほど楽観的になっている。しかも、意外な

のケースの前提となっている潜在成長率の想

ことに内閣府はそれをほとんど意に介せず、

定である。潜在成長率とは、資本や労働とい

楽観的な想定を置き続けている。それを確認

った生産要素が無理のない形で経済に投入さ

しておこう。

れ、しかも一定の技術進歩率を想定した場合

図は、2014年以降に公表された中長期試算

に計算される経済成長率のことである。景気

（毎年1月ないし2月に公表されている１回目

循環の影響をならすと、実際の実質GDP成長

の分）のうち、
成長実現ケース（2014年は「経

率はこの潜在成長率を軸として変動する。こ

済再生ケース」
）で示された、潜在成長率が

の意味で、潜在成長率は、その国のいわば「自

辿ると想定された姿と、その潜在成長率の実

然体」の成長率を意味すると考えてよい。

績値を比較したものである。前者は上の方に

もちろん、実質GDP成長率の動きを見ても

向かっている数本の曲線で、後者は黒の太い

よいが、中長期の話をする場合は、景気変動

実線で示されている。2022年については、成

による影響はとりあえず横に置いておく、潜

長実現ケースの姿のほか、ベースラインケー

在成長率のほうが分かりやすい。前出の表で

スの姿も併せて示している。

も明らかなように、潜在成長率と実質GDP成

中長期試算の成長実現ケースでは、数年の

長率の予測値は長期的に等しくなるように設

うちに潜在成長率が極めて順調に上昇するシ

定されている。具体的には、成長実現ケース、

ナリオをつねに想定してきた。しかし、事後

ベースラインケースでそれぞれ1.8％、0.8％

的に計算される潜在成長率の実績値を見れば

に落ち着いていく。

分かるように、その想定は繰り返し大きく上

潜在成長率の想定は、技術進歩率―専門

に外れている。実際の潜在成長率がこの10年

用 語 で は、
「全要素生産性」
（TFP; total

間、１％を若干下回る水準で極めて安定的に
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推移してきたのとは対照的である（2008、09

営に取り組む姿勢としても、無責任だと言え

年度の値がほぼゼロになっているのは、いわ

る。

ゆるリーマン・ショック〔世界金融危機〕の
影響を反映したものと思われる）
。

しかし、内閣府としてはほかに手だてがな
いのだろう。誰が見ても現実的なベースライ

昨年7月の中長期試算に示された成長実現

ンケースを採用すると、こんどは財政健全化

ケースでも、潜在成長率は今後数年のうちに

という、もう一つの政策目標が達成困難とな

現在の１％弱から１ポイント程度上昇すると

るからだ。成長実現ケースを採用しなければ、

見込んでいる。その背景として、TFP上昇率

2030年度になってもPB黒字化は実現できな

が、日本経済がデフレ状況に入る前に実際に

い。ベースラインケースの採用は、財務省が

経 験した 上 昇 幅とペースで、足 元 の 水 準

受け入れない。だとすれば、内閣府としても、

（0.4％程度）から1.3％程度まで上昇するもの

成長実現ケースを前面に押し出し続けていく

と想定されている。今回も、これまでと同じ

しかない。

パターンが繰り返された形になっている。し

ついでに言うと、成長実現ケースとベース

かし、これまでの経験を振り返った図からも

ラインケースとの間で、財政政策のスタンス

明らかなように、足元の0.7％前後で推移する

に大きな違いはない。成長実現ケースのほう

と想定するベースラインケースのほうが現実

が経済成長率は高いから、財政政策もケイン

的だと考えてよい。

ジアン型の積極財政を想定しているように思
われがちだが、そんなことはない。いずれの

３. 裏付けの乏しい成長実現ケース

ケースでも、歳出については、社会保障歳出

内閣府が楽観的な潜在成長率、そしてその

は高齢化要因や物価・賃金上昇率等を反映し

裏側にあるTFP上昇率の想定を現実的なも

て増加し、それ以外の一般歳出は物価上昇率

のに修正してこなかったのはなぜなのだろう

並みに増加すると想定されている。歳入につ

か。それはおそらく、アベノミクスの「３本

いては、税収等はマクロ経済の姿と整合的な

の矢」政策以降（あるいはそれ以前からも）

形で推移すると想定している。

進めてきた経済構造改革の旗を自ら降ろして
しまうことになるからだろう。
潜在成長率が過去10年間、上向く兆しをま

要するに、中長期試算の枠組みの中では、
財政スタンスは景気に中立的であり、景気が
よければ税収が増えて財政収支が改善する、

ったく見せていなかったことは、一連の改革

というだけの構造になっている。官庁間の関

が１％を若干下回る水準の潜在成長率をかろ

係から言えば、
「成長実現はあくまで内閣府

うじて維持するだけの効果しかなかったこと

の仕事だ。財務省の管轄ではない」というこ

を物語るものである。しかし、それでも、改

とになる。財政からの支援なしで成長実現を

革の旗を降ろすことは改革の自己否定につな

任された内閣府としては、構造改革でTFP上

がる。役所の論理としては、100％あり得な

昇率を引き上げ、潜在成長率を高めるしか方

い選択であろう。むしろ、
「これまで効果が

策はない。これは、数字だけで処理できる話

出なかったのは、政策努力が足りなかったか

であり、内閣府としても楽と言えば楽である。

らだ。もっと頑張ろう。そうしたら効果が出

そして、数字がよくなれば、なんの政策も打

るはずだ」という発想になる。

たずに税収がよくなるので、財務省にとって

そうした考え方は、説得力を失いつつある。

もありがたい。

過去10年近くにもわたって、実現しそうもな

ところが、当然ながら、成長実現ケースの

い楽観的すぎる潜在成長率の見通しを打ち立

描く成長を実現させるためには、TFP上昇率

て続け、その見通しが外れ続けたのにも拘わ

や潜在成長率を引き上げるという責任が内閣

らず、見通しのスタイルを頑固に維持する政

府に残る。内閣府は、経済財政諮問会議の下

府の姿勢には首を傾けざるを得ない。政策運

に専門調査会として経済・財政一体改革推進
― 9 ―
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委員会を設置し、各省庁による改革の進捗状

４. 新政権が設定すべきベースラインケース

況の評価・点検を行い、結果をその後の改革

一方、中長期試算に示されているもう一つ

の進捗管理に反映させるとしている。そのた

のケース、つまり、ベースラインケースには、

めに、おびただしい数の委員会やワーキング・

ネーミングとして絶妙なところがある。政府

グループ会合が開催される。他省庁にも、膨

はおそらく、自分たちが目指す改革を行う前

大な資料作成が求められる。事務局がそのた

の、予測の基準となる状況という意味を込め

めに投入するエネルギーは並大抵のものでは

てベースラインという言葉を使っているはず

なく、敬意を表する。しかし、前述の通り、

だ。政策効果を数字で示すためには、それも

その肝心の成果は図で示した潜在成長率の実

悪くない発想である。しかし、外資系金融機

績値が示唆している。残念ながら、成果はほ

関の経済予測リポートなどを読んでいると、

とんど上がっていないと言わざるを得ない。

その機関が最も基本的だとして顧客に示す予

筆者は経済・財政一体改革推進委員会に

測をベースライン予測と呼ぶことも多い。

少し関わっているので、各省庁による一体改

中長期試算のベースラインケースも、政府

革の取り組みが、どのような形で中長期試算

の意図はどうであれ、私たちが日本の経済財

におけるTFP上昇率や潜在的成長率の想定

政の中長期的な姿を見通す上で、最も基本と

に反映されているのか、担当者に質問したこ

なるシナリオとして受け止めたほうがよさそ

とがある。回答は、両者は基本的に別物であ

うだ。コロナ禍が収束すれば―その見通しは

り、特に関連づけていないというものであっ

現在かなり不透明になっているが―景気も少

た。担当部署も違うからかもしれない。中長

しは上向くだろうが、基調的な経済成長率は

期試算の想定は、一体改革に代表されるよう

当面、せいぜい１％程度で推移し、財政健全

な成長戦略とは無関係であり、担当者がどの

化はさらに遠のく、というはなはだ鬱陶しい

ような数字を仮置きするかという次元の話に

状況が当分続くことになる。

とどまっていることになる。日本の経済政策

中長期試算は、そうしたシナリオをまさし

運営は肝心のところで空回りしている、とい

くベースラインとして描いていることにな

うのが筆者の印象だ。

る。その意味では、中長期試算の中から読み
取るべき最も重要な政策情報は、ベースライ

図

各年の中長期試算「成長実現ケース」で想定された潜在成長率の推移

（注）2014年は「経済再生ケース」。各年1月または2月に発表された試算に基づく。
（出所）内閣府「中長期の経済財政に関する試算」
（各年）より筆者作成。
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ンの数字に盛り込まれている、ということに

中長期試算の用語で言えば、TFP上昇率の

なる。さらに、新型コロナウイルスのさらな

引き上げやそれを反映した潜在成長率の上方

る感染拡大の危険性、オリンピック・パラビ

修正が要請される。冒頭に紹介したように、

ンピックが残した「負の遺産」を考慮すると、

新政権は成長促進のための長期戦略を幾つ

そのベースラインには下振れリスクが掛かっ

か打ち立てている。問題は、それらがどのよ

ていると考えておいたほうがよい。

うな形で具体的に生産性や潜在成長率を押し

したがって、中長期試算をめぐる当面の注

上げるのか、そして、そうした成長戦略と

目点は、新政権がどのようなベースラインケ

PB黒字化という財政健全化目標がどこまで

ースを設定し、また、実際の政権運営の中で

整合的に追求されるのか、である。

それをどのように調整していくかである。成

これまでの成長実現ケースのように、表面

長と分配の好循環を目指すことは、それ自体

的にはきれいに見えるが、政策の裏付けがな

としては望ましいことだが、分配によって成

いために、いつまでたっても実現しないシナ

長を促すことには限度がある。また、10万円

リオを提示し続けることには無理が来てい

の給付金政策は、あくまでも一時的な生活支

る。政策に対する信認自体が揺らぎかねない

援策であり、成長戦略とははじめから無関係

状態にもなっている。新政権には、政策にし

のものである。こうしたタイプの給付金の大

っかり裏付けられたベースラインケースを改

部分が貯蓄に回り、消費喚起にあまり役立た

めて提示し、しかも、そのベースラインを持

なかったことも、これまでの実証研究で明ら

続的に引き上げていく姿勢が求められる。

かになっている。
長期的な経済成長の実現のためには、やは
り、経済全体の供給能力の向上が基本となる。
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特集 3

分配政策と財政

２つの国政選挙をはさんで求められる政策とは

集

香取

寄稿

特

照幸

（上智大学総合人間科学部社会福祉学科教授／一般社団法人未来研究所臥龍 代表理事）

菅義偉前首相の突然の辞任表明に始まり、
自民党総裁選、岸田文雄新総裁の誕生、首

分断・遠心化、左右両極政党の伸長が顕著
になってきている。

班指名、解散総選挙、そして与党の絶対安

つまりこの問題は経済の問題にとどまらな

定多数を確保しての勝利と、2021年の政治は

い。大袈裟ではなく、民主主義の危機、統治

目まぐるしく動き、2022年通常国会の開幕と

の危機を招きかねない重大問題であり、格差

なった。

問題にどう取り組むかは日本においても最大

オミクロン株の急速な拡大で再び感染拡大
の兆候が見える中、COVID-19禍収束の見通

の政治課題と認識すべきであろう。
岸田首相が提唱する
「分配と成長の好循環」

しは依然として立たない。当面の最大の政治

「中間層拡大」という「分配重視」の政策に

課題が、COVID-19対応とともに、傷んだ経

対しては、早速に「分配する原資はどうする

済をどう立て直すか、そして疲弊した国民生

のか、成長しなければ話にならない」という

活をどう支えるかであることは論を待たない

批判が出ている。批判を意識してか、岸田総

だろう。

理の言い方も「分配」と「成長」の順番を入

危機は常に社会で最も弱い層を直撃する。
COVID-19禍で改めて浮き彫りになった格差

れ替えて「成長と分配の好循環」という表現
に変わったようである。

の問題をどう解決するのか、格差を生んだ一

成長なくして分配なし、まず成長が大事だ、

因でもあるこの間の経済政策をどう変えるの

というのはその通りだが、そうであるなら、

か、さらにはそれらの対策の財源確保を含め、

では今までの成長戦略、アベノミクスを支え

すでに巨額の赤字を抱えている国家財政をど

てきた「リフレ派」
、さらに言えば主流派経

う立て直していくのか、それぞれ深く関係す

済学に基づく積極財政―財政出動主導の経

る３つの基本問題で、政治に関わる人々には

済政策がどの程度効果があったのか、民間部

責任ある政策論争が求められる。

門の自律的成長が実現できたのかということ
が問われなければならないだろう。

1.「分配」を出発点にした成長戦略への転換

第二次安倍政権の７年８ヶ月、結局は財政

格差の拡大は世界中で進行しており、各国

赤字を積み上げ、格差を拡大しただけで所期

経済の成長の足枷になっていることはOECD

の目標である「物価上昇率２％、名目成長率

（経済協力開発機構）も指摘している。

DIO 2022, 2

格差の拡大は中間層の崩壊を招き、社会と

３％の安定的・持続的成長」は一度も実現で
きなかった。

経済のみならず、政治の安定を支える社会の

いや、大きく言えば２度の政権交代を挟ん

中核層がいなくなることを意味する。そのた

でこの20年余り、歴代政権が毎年のように作

め発展途上国のみならず、先進国でも社会の

ってきた成長戦略はいずれも結果を出せてい
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ないのだ。

成長を生まない。科学技術振興も再生可能エ

とすれば、今問われているのは、依って立

ネルギー対策も国土強靭化もデジタル化支援

つ経済理論にまで立ち戻って、
「経済政策―

も重要だろうが、そもそも今問われているの

成長戦略の発想の転換」
「成長のトリガー（引

はそういった供給サイドからの成長戦略では

き金）の転換」
、という「政策の組み立てそ

なく、
「分配の歪み」をいかに是正し、経済

のものの再構築」なのではないのか。

の構造そのものを改革して自律的・持続的成

慶應大学の権丈善一教授は、
「右側の経済

長への道筋をつけていくのかということだ。

学と左側の経済学」という表現で、供給サイ

痩せた畑にいくら種を蒔いても芽は出ない。

ド重視、トリクルダウン型の経済政策理論と

分配の歪みは、極めて深刻な事態を招いて

分配重視・需要重視の経済政策理論を対比

いる。

している。そしてこれまで学会でも現実の政

第一に所得（賃金）の格差、すなわちフロ

策形成への影響力という意味でも圧倒的な力

ーの格差の拡大であり、フローの格差の集積

を持ってきた
「右側の経済学―主流派経済学」

の結果生まれている資産（ストック）の格差

が、格差の拡大が大きな影を落としている現

の拡大だ。

代社会の中で果たして真の成長を導き出せる

こうした格差の拡大は、労働分配率自体が

のか、と問うている。アベノミクスが依って

低下する中で、中間層の崩壊や貧困層の増加

立ついわゆるリフレ派の経済学も、異端と言

を招き、そのことが社会の「遠心化」や不安

われてはいるが基本的には右側の経済学の範

定化を招き、消費の萎縮を招いている。

疇に入るものだ。

そしてもう一つの分配の歪みは、政府・家

だとすれば、
「新しい資本主義」
「分配と成

計・企業というマクロの3部門間の分配の歪

長の好循環」とは、
「分配」を出発点に、成

み、具体的にいえば民間部門の過剰貯蓄と貯

長の足枷になっている格差の是正や国民の安

蓄投資のインバランスという問題だ。

心を実現する、要するに需要―消費サイドか

国民経済計算を見れば明らかなように、日

ら成長を促していく政策への転換ということ

本は企業部門・家計部門に巨額の黒字が集中

を意味しているはずである。とすればここで

して累積し、一般政府部門が膨大な赤字を背

いう「分配」とは、給付金を配るとか手当を

負っている。

配るといった一時的な施策のことではないは

企業部門の黒字は、この20年間で2.5倍に

ずだ。付加価値分配の構造を変えなければ格

拡大し、今や500兆になろうとしている。家

差は是正できない。

計部門の貯蓄（金融資産）は、特定層（高齢

まさに経済構造改革を目指すもの、依って

富裕層）に集中し、貯蓄残高300万未満世帯

立つ経済理論の転換を意味するものでなけれ

が全世帯の30％を超える一方で、9.5％の世

ばならないだろう。

帯が全貯蓄残高の40％を保有するという二極
化状態だ。

2. 分配の歪みが成長を妨げる
今の日本経済には明らかに「分配の歪み」

マクロ経済には、生産（供給）＝分配＝消
費（需要）という、読者ご存じの「三面等価

が生じていて、それが社会的厚生の実現を阻

の原則」があるのだが、残念ながら、分配（付

害しているだけでなく、持続的成長の足枷に

加価値の分配）に関しては、現実の市場は必

もなっている。

ずしも最適解をもたらしていない。

日本は社会主義経済国家ではないのだか

それは、
「社会厚生＝社会政策」的な観点で、

ら、付加価値は市場メカニズムを通じて分配

必要な人に必要なものが公平に行き渡らない

されている。とすれば、取り組むべきは、現

だけではなく、
「消費性向の最大化＝有効需

在の経済システムにおける「分配」の構造を

要の創出」という観点からも指摘することが

改革することであり、さらには適切な「再分

できる。

配」政策を実施すること。それこそが政治の
課題となるはずだ。
「分配戦略なき成長戦略」は経済の持続的

「分配の歪み」によって引き起こされる格
差の拡大は、中間層の崩壊を招き、いずれ消
費＝需要の鈍化、人的資本の劣化、そして投
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資の縮小を招いて成長の足枷となる。
このことは2014年12月のOECDのレポート
（“Trends in Income Inequality and Its
Impact on Economic Growth"

邦題「格差

と成長」
）の中でも明確に指摘されている。

語らないというのはいくら何でも無責任では
ないか。
子ども関係予算を倍増する、その財源とし
て「こども国債」を提案する、という類の公
約も同様だ。将来の子どものため、未来への
投資と言いながら、その金を自分で出さずに

3. 財源を語らない政治の無責任

将来の子どもたちに負担させるということで

今回の総選挙における各党の公約でも、
COVID-19対策、経済対策、さまざまな政策
がそれぞれに掲げられていた。しかし率直に
言って、各党揃って「バラマキのオンパレー
ド」といわざるを得ない。

はないか。
それがどうして「未来への投資」の名に値
するのか。
出口戦略のない財政出動は結局バラマキに
終わり、財政赤字、つまり将来世代の負担だ

「大型補正」
「〇〇兆円の経済対策」
「消費

けが残る。財政出動として何をやるのか、い

税減税」
「給付金・手当」
、果ては「全国民月

かに効果的な財政支出をするのかはもちろん

10万円のベーシックインカム」と、どれを見

大事だが、それ以上にまずは財源の手当をど

てもバラマキとしかいいようがないものばか

うするのかをきちんと示すべきだろう。諸外

り。COVID-19対策ということにすれば「何

国と異なり、今の日本にはこれ以上財政赤字

でもあり」状態だ。

を積み上げる余裕はないはずである。

確かに、コロナで傷んだ経済を癒やし、国

この点は政治家だけでなく、国民も感覚が

民生活を守るため、世界中の国が大規模な財

麻痺しているように思えてならない。その金

政出動をしている。それは事実だが、日本は

がどこからきているのかも考えず、もらえる

すでに相当の大盤振る舞いをしている。

ものはもらってそれでよしとするのは、次世

対人口比のコロナの累計患者数も死者もア

代に対する責任放棄でしかない。

メリカやイギリスの10分の１で、経済へのダ
メージも欧米に比べれば浅い。しかもコロナ

4.「一億円の壁」―金融所得課税をめぐって

の中でも増収増益になった分野・企業も相当

岸田首相が総裁選の中で提起した金融所

数あり、株高で所得を増やした富裕層もいる。

得課税の強化は、当然ながら資産家や証券会

そんな状況で、日本のコロナ対策の規模は

社系エコノミストたちからは評判が良くな

既に対GDP比で主要国最大規模だ。しかも

い。
「貯蓄から投資へ」政策に反する、投資

全国民一律10万円にはじまる既存のコロナ対

が冷え込む、増税＝経済の足を引っ張る、と

策の財源は全て国債、すでに総額100兆円の

いうお決まりの反論だ。株価が下がったのも

赤字公債を追加発行している。さらに岸田政

首相の「金融所得課税」への言及のせい、と

権は2020年度の補正予算を上回る77兆円もの

いうわけである。

補正予算を組んだ。

何であれ増税を喜ぶ人はいないのだから反

日本の財政赤字は極めて深刻で、現役の財

発がでるのは当然だろう。しかし他方で、こ

務次官が異例の論考を月刊誌に公表するよう

の間、日本は成長していないのに格差は確実

な状況だ。コロナで人々の意識や行動に大き

に拡大していて、そのことが大きな社会の不

な変容が生じ、働き方や消費性向が様変わり

安定化や国民の先行き不安、不満、そして消

してしまった今、経済対策そのものの発想を

費の萎縮を招いている。

変えなければコロナ後の経済回復は実現でき

企業部門に500兆円近い内部留保があり、

ないだろうことは明らかなのに、
「対案」を

政府には1200兆円の借金＝後代負担がある。

提起すべき野党までもが揃いも揃って目先の

株価上昇で資産を増やす一握りの超富裕層が

バラマキを競っている状態だ。

いる一方、コロナ禍で多くの国民の生活が脅

給付金・手当の拡大を言い立て、他方で減
税や免税、消費税率引き下げを掲げておきな
がら、与野党揃って誰も責任ある財源措置を
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かされ、巷には非正規労働者ばかりが増え、
給与は上がらないままだ。
所得が一億円を超えると実効税負担率が

下がっていく「一億円の壁」は、金融資産所

を成長させ財政を強化する数百万の雇用を創

得の分離課税が原因だ。これは古くて新しい

出するために歳入を引き上げるものだから

「不公平税制」の代表例であり、この問題は

だ。
」

単に財源対策としてだけではなく、
「現時点

「トランプ政権が大減税をやった時CEOは

まで積み上がってきた分配の歪みの集積の是

何をしたか。給与も上げず投資もしないで、

正」という意味を持つ象徴的な対策でもある。

減税分を自分のポケットに入れた。労働者と

格差是正を言うのであれば避けて通れない

CEOの給与差は今や320倍、歴史上最大にな

「政治の課題」なのではないのか。

った。

結局この課題は来年度税制改正でも先送り

パンデミックで2000万人のアメリカ市民が

となってしまったが、目先のこと、自分たち

職を失っている間に、650人のビリオネアは

のことだけを考えていては、政（マツリごと）

資産を1兆ドル増やした。同じパンデミック

はできない。

の間に、だ。今や彼らの資産は4兆ドルを超
える。
」

5. バイデン演説にみえる為政者の使命感
欧米先進国が、アフターコロナを見据えた
経済対策について、財政規律を意識し財源措

「トリクルダウンなんて、起こったことは
ない。今は下から、そして中間層の人々の間
から経済を成長させる時なのだ。
」

置を明言するようになってきているのに、世
界一財政が痛んでいる日本で、政治家も国民
も財源論に無頓着というのは深刻かつ恥ずべ
き事態というべきである。

6. 責任ある政策論議を
アメリカだけでなくドイツやフランスなど
主要欧州諸国も、コロナからの回復過程で行

昨年４月、アメリカのバイデン大統領は最

う経済対策の財源を賄うために増税を行うと

初の議会演説（日本で言う「施政方針演説」

している。アメリカ議会の中には「財政赤字

に相当する）の中で、3兆ドルの経済再生プ

が増えるくらいなら、増税が必要になるのな

ランを打ち出した。だが同時に「このプラン

ら、経済対策の規模を縮小すべき」という声

で財政を悪化させることはしない」として、

すらある。

富裕層への増税強化・キャピタルゲイン課税

かつて、リーマンショック対応で大規模補

など、富裕層やコロナで収益を上げた企業へ

正を組んだ当時の麻生太郎首相は、国会の本

の増税でこのプランの財源を賄う、と明言し

会議でこう述べている。

た。

「75兆円もの大胆な財政出動を行うからに

バイデン演説の一部を引用しよう（筆者

は、中期の財政責任を明確にしなければなら

訳）
。格差と成長と財政の問題を解決しよう

ない。子や孫に負担を先送りしない、そのた

という為政者の覚悟と責任感、使命感を感じ

めには、安定財源確保に向けた道筋を従来以

させるものだ。

上に明確な形で国民に示す必要がある。
」

「この国を作ったのはウォールストリート
ではない。中間層がこの国を作ったのだ。
」
「私の雇用と家族のための計画は、財政赤
字を拡大することなく実現できる」
「私は年収40万ドル以下の人々への増税は

その通りだ。
聞こえのいい公約も結構だが、将来世代へ
の責任についても語るのが政治の責任という
ものだ。
「責任ある政策」
「
、建設的な政策論議」
を国民の前で展開してほしい。

しない。今はアメリカ人の最も裕福な１％の
人々に公正な分担を−ただ公正な分担を−求
めるべき時だ。
」
「私は中間層の人々に追加の税負担を求め
ない。彼らはすでに十分に負担をしている。
私の提案は財政に責任を持った公正なものだ
と信じる。この提案（富裕層への増税案）は、
私の提案するプランを実行し、この国の経済
― 15 ―
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２つの国政選挙をはさんで求められる政策とは
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中長期を見据えた労働政策

寄稿

特

特集 4

−多様な人材が多様な働き方で生産
性向上に取り組む労働市場へ−
阿部

正浩

（中央大学経済学部教授）

１. 課
 題はコロナショック対策だけではない

策資源を投入したい。幸運と言えるかは別に

この2年間で我々の生活は一変した。三密

して、コロナ禍でも人手不足基調は続いてお

を避け、日常的にマスクを着用し、不要不急

り、職種によっては有効求人倍率が2をはる

の外出を避けるなど、新しい生活様式への対

かに超えている。雇用保蔵に政策資源を振り

応が求められた。職業生活においてもオンラ

向けるのではなく、人手不足の成長分野へ働

インを活用して在宅ワークを行う人が増加し

き手を移動させる政策が求められるだろう。

た。こうした新様式が功を奏したのか、他の

コロナ対策は短期的な政策だが、中長期的

先進各国と比較しても罹患者数は多くはな

な労働市場の課題に目を向けることも必要

く、失業率もリーマン・ショック時のように

だ。というのも、コロナ禍以前から変わらな

は高まることはなかった。

い課題が山積しているからだ。

とは言え、新年を迎えて苦労されている方
たちは大勢いる。仕事を失ってしまった方々、

２. 少
 子高齢化の日本経済への影響

休業を余儀なくされている方々、新しい仕事

中長期的課題としての第一は、人口減少と

に就けない方々、こうした方々に政治がどの

高齢化への対応だ。20年の出生数は、コロナ

ような支援ができるのかは、当然のことなが

禍の影響もあって約84万人となり、一段と少

ら重要なことだ。

子化が進んだ。1人の女性が生涯に産む子ど

ところで、コロナ対策としての雇用政策は、

もの数である合計特殊出生率は1.34で、5年

雇用調整助成金（雇調金）に頼り切っている

連続で前年を下回った（厚生労働省「人口動

といっても過言ではない。雇調金の特例措置

態統計」
）
。少子化対策の重要性が謳われて

を議論していた当初、コロナ禍がこれほど長

久しいが、その流れに歯止めがかからない。

期化するとは考えられなかった。むしろ一時

この一方で、高齢化も進む。20年の65歳以

的なもので、
（20年の）夏頃には一定程度落

上人口は約3603万人で、これは総人口の28.7％

ち着くと考えた。その意味で、一時的に景気

にあたる。10年と比較すると約654万人の増

が悪化しても、一段落して元通りになるなら

加で、総人口に占めるシェアは5.7%ポイント

雇用保蔵は合理的であり、雇調金の活用は正

増となった（総務省『国勢調査』
。平均寿命

しかった。

も長くなっており、20年には男性のそれは

しかし2年を超えようともなると、雇用政

81.64歳、女性は87.74歳で、10年と比べて男

策もコロナとの共存を模索すべきだ。雇調金

性では2.09歳、女性でも1.44歳ほど寿命が伸

を活用して労働保蔵するよりも、テレワーク

びている（厚生労働省『簡易生命表』
）
。

の活用を促し、仕事を失った方たちがスムー

出生数から死亡数を引いた数を自然増減数

ズに次の仕事に就けるような支援に対して政

と呼ぶが、2005年にマイナスとなって以来、
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人口減少数は毎年大きくなっている。少子化

この数値は約92.2％なので、就業者の確保は

で出生数が減少し、高齢化により死亡数も増

今以上に難しくなることが予想される。

えているからだ。20年には約53万人減と、人
口減少は一段と進んだ。この結果、20年の総

３. 多
 様な人材の活躍、多様な働き方の確保

人口は1億2615万人で、10年前と比較して191

ところで、コロナ禍でも最近の失業率は3％

万人ほど減少した。ただし、日本人に限ると

を切っており、労働市場は完全雇用に近づい

20年の人口は約1億2340万人で、10年前と比

ている。生産年齢人口が減少する今後は壮年

較すると約298万人の減少だ。

男性の就業率を引き上げるのはさらに難しく

こうした少子高齢化の進展は、日本経済に

なる。そこで、女性や高齢者など多様な人材

大きな影響をもたらす。少子化の進展は労働

の活躍をこれまで以上に促していくことにな

力不足に、高齢化は医療や介護など社会保

るが、それには多様な働き方を確保してワー

障費の増大に、それぞれつながるからだ。少

ク･ライフ･バランスを一層すすめていく必要

子高齢化の進展が日本経済にどれだけ影響

がある。

するかを見るため、一国の経済の大きさを示

19年から、長時間労働の是正、多様で柔軟

すGDP（国内総生産）が以下のような定義式

な働き方の実現、そして雇用形態にかかわら

で表すことが出来ることを利用して、簡単な

ない公正な待遇の確保をうたった働き方改革

予測を試みてみよう。

が始まっている。しかしながら、その動きは

GDP=就業者1人あたりGDP×就業者数
=人口1人あたりGDP×人口
ここでコロナ禍にあう直前の2019年度は、

緩慢だ。まず長時間労働の是正に関して、コ
ロナ禍の影響もあってそれがどの程度進捗し
たかを見極めることは難しいのだが、厚生労

実 質GDPは 約550兆 円、人 口 が 約1億2614万

働省「毎月勤労統計」を見る限りでは一般労

人、就業者数は約6883万人だった。したがっ

働者の総労働時間に変化はほとんどなさそう

て、就業者1人あたりGDPは799万円、人口1

だ。豊かな生活と仕事の両立を目指し、長時

人あたりGDPは436万円となる。これは、現

間労働の是正を定着させるべく、今後もその

役の労働者が平均799万円を稼いで、赤ちゃ

取り組みをすすめる必要がある。

んからお年寄りまでが平均436万円の生活を
した、ということを意味する。

また、多様で柔軟な働き方の実現も道半ば
だ。議論が錯綜した高度プロフェッショナル

では、今後これらの数値はどうなるだろう

制度だが、適切に運用されれば生活と仕事の

か。今から13年後、2035年時点の数値を予測

両立が可能な柔軟な働き方を人々に提供でき

してみよう。国立社会保障・人口問題研究所

る。しかし、厚生労働省「就労条件総合調査

の『日本の将来推計人口（平成29年推計）
』

（令和2年）
」によれば、高度プロフェッショ

によると、35年の総人口は1億1522万人にな

ナル制度を適用する企業も適用される労働者

ると予 測されている。もし人口1人あたり

もほとんどない。さらに、裁量労働制やフレ

GDPが436万 円 で 不 変 と す ると、GDPは 約

ックスタイム制が適用されている労働者も多

502兆円でマイナス成長となる。一方、就業

くはない。今後とも柔軟な働き方を広める取

者1人あたりGDPも799万円で不変とすると、

り組みも必要だ。

502兆円のGDPを産出するには約6287万人が
必要となる。

関連して21年から施行された改正高年齢者
雇用安定法では、70歳までの就業確保措置

ここで、約6287万人の就業者をその時点で

が企業の努力義務とされ、その方法として継

確保出来るかどうかが問題となる。もし全て

続雇用以外に創業支援等措置が新たに加わ

の就業者を15 〜 64歳の生産年齢人口から確

った。創業支援等措置に対しては高齢者の就

保しようとすると、35年時点の生産年齢人口

業が雇用ではないために異論もある。しかし、

は6494万人と推計されており、単純に計算す

高齢者が体力や健康状態などと両立を図りつ

ると就業率は約96.8％となる。19年時点では

つ仕事を継続していく上では、フリーランス
― 17 ―
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などによる就業は理に適う面も多い。適切に

のそれは約807万円であり、約10年間で労働

運用されることを担保した上で、70歳までの

生産性を39万円ほど高めることは非現実的な

就業確保を広めていくことが大事だ。

ことではない。

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確
保、いわゆる同一労働同一賃金に関しては、

５. 必
 要な人材投資の活性化

就業者の確保の観点からは公正性とは異なる

労働生産性を高めるには、労働者の質を高

点に着目する必要もある。というのも、税や

め、労働者が努力して生産高を高めることが

社会保険料における配偶者控除や扶養者控

まずは思い浮かぶだろう。日本企業の多くは

除により、多くのパートタイム労働者には所

OJTを中心に企業内教育訓練を行い、人を重

得の天井が現れ、それに合わせて労働供給を

視した経営を行ってきた。高度成長期は、こ

調整するからだ。同一労働同一賃金や法定最

うした日本的経営が労働生産性を高めると同

低賃金の上昇があっても、控除内で働こうと

時に、労働者の賃金も高め、経済成長に貢献

すれば所得も上がらないし、労働供給の調整

した。

でむしろ人手不足が助長されかねない。税や

しかし、バブル崩壊以降の教育訓練は停滞

社会保険制度も働き方に中立的になるよう

傾向にあり、宮川（2018）によれば日本の人

に、制度の見直しを早急に検討すべきだ。

材投資はGDP比で0.1％程度と、他の先進諸
国が1 〜 2％であるのと比べて大きく見劣り

４. 生産性向上が欠かせない

する水準となっている。

上で見たように、35年時点で人口一人当た

加えて、日本企業はOJTを中心に訓練を行

りGDPを19年水準に維持しようとすると、生

う傾向にあるが、最近の研究では就業者のウ

産年齢人口に占める就業率を約96.8％まで引

ェ イト が 高 い サ ー ビ ス 業 で はOJTよりも

き上げる必要がある。多様な人材が活躍した

OFF-JTが生産性を向上させるとされている

としても、はっきり言ってその達成は困難だ。

（森川（2018）
）
。厚生労働省『能力開発基本

もし就業率が19年時点の92.2％のままで変

調査』によれば、8年以降にOFF-JTに費用

わらないとなると、どうなるだろうか。この

支出した企業割合は5割程度、その労働者一

場合、35年の就業者数は約5987万人となり、

人当たり平均額は1.5万円程度で推移してお

就業者1人当たりＧＤＰが19年時点のままな

り、OFF-JTは熱心に行われていない。教育

ら、ＧＤＰは約478兆円と予想され、その時

訓練を時代に即したものへ変えていくことも

の人口1人当たりＧＤＰは415万円となる。先

必要だ。

ほどの予測よりもＧＤＰは約24兆円減少し、

さらに、正社員に比べて非正規社員に対す

人口1人当たりＧＤＰは約21万円も少なくな

る教育訓練はその量と質の両方において見劣

る。つまり、就業者1人当たりＧＤＰが19年

りしているのが現状だが、多様な人材、多様

と同じで、就業率が高まらなければ、我々の

な働き方を促進していく上ではこうした訓練

生活水準は低下することになるだろう。

格差を縮小していく必要もある。

しかし、もし就業者一人当たりＧＤＰを約

政府は21年12月に「人への投資を抜本的に

838万円まで引き上げることができれば、就

強化するための３年間で4000億円規模の施策

業率が不変であっても、人口1人当たりＧＤ

パッケージ」を発表した。これから制度設計

Ｐは約436万円を維持できる。就業者1人当た

することになるが、今後の人材投資の呼び水

りＧＤＰは労働生産性とも呼ばれる。今後10

になり、成長につながる政策を目指すべきだ。

年程度の期間で、労働生産性を799万円から

また、3年間だけでなく、その後も人材投資

838万円まで、39万円ほど高められれば我々

を継続的に行うことは言うまでもない。

の生活水準は低下しない。ちなみに、2000年
から09年 まで の10年 間 の 就 業 者1人 当 たり
GDPの平均は約766万円、10年から19年まで
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６. イ
 ノベーションに向けた人材育成
技術革新もまた労働生産性に影響する。技

術革新は、研究開発投資により新しい知識が

ン・ショック時の雇調金の効果を検証した研

生まれることから、結局のところ研究開発に

究によれば、助成金受給終了後も経営状況が

携わる研究者や高度専門職への投資とも言え

改善せず、結果として従業員を解雇する事業

る。18年度のGDPに占める研究開発費の割合

所があったとされている（労働政策研究・研

は約3.28%と他の先進各国に比べて高い水準

修機構（2017）
）
。つまり、雇調金は解雇を先

にあるが、絶対額では米国やEUに比べて少

送りしているだけで、人材を必要とする企業

ない（UNESCO Institute for Statistics）
。

への労働移動を阻害しただけだ。

また、将来の研究者や高度専門職となる大

ただし、技術革新や企業の新陳代謝が進

学院生の数は減少傾向にある。修士課程には

めば生産性を向上させるが、その一方では離

10年には17万人ほどの学生が在籍していた

職者も増える。新しい技術へのキャッチアッ

が、20年には16万人ほどと減少傾向にある。

プや新しい企業が求める知識や技能を会得

加えて、この間に外国人留学生が1.5万人増

できなければ、離職者の失業期間は長期化し

加していることから、日本人の修士課程在籍

かねない。これまでは企業内教育訓練で技能

者は大きく減少している。博士課程は在籍者

形成が促されてきたが、外部労働市場での職

数に大きな変化はなくても、修士課程と同様

業訓練を拡充することが望まれる。同時に、

に外国人留学生がこの10年で増加しており、

技術革新や企業の新陳代謝に労働者自身が

日本人在籍者は減少傾向にある。

対抗するため、キャリア自律を労働者に促し

政府は、
「これまでの工業化社会とは違う

ていくことも望まれる。

『思考・発想』が求められている」などとす

さらに、離職者の長期失業を防止するには

る「Society 5.0の実現に向けた教育・人材育

労働市場のマッチング機能を向上させること

成に関する政策パッケージ＜中間まとめ＞」

も重要だ。情報通信技術の進展でオンライン

を21年12月に取りまとめている。教育の質的

上のマッチングが一般的になるにしたがっ

転換も重要だが、教育に対する公的支出は対

て、従来の労働法では対応出来ないサービス

GDP比 でOECD平 均4.1 ％ の と こ ろ 日 本 は

も増加している。個人情報保護に十分配慮し

2.9％と相当に低い（OECD Education at a

ながら、マッチングを向上させる労働市場の

Glance 2020）
。財政状況が悪化する中で困難

技術革新も促していくべきだ。

を極めるが、奨学金を含めた教育に対する公

東京オリンピック・パラリンピックの終了

的支出の増加は今後の生産性向上には欠かせ

とともにコロナ禍も落ち着くかと思われた

ない。

が、ここにきてオミクロン株の出現でまた先
行き不透明となった。政府は雇調金の特例措

７. 労
 働市場のマッチングの高度化

置を延長するが、労働政策の原資とも言える

労働生産性を高める上で企業の新陳代謝

雇用保険財政は風前の灯だ。中長期的課題

も欠かせない。生産性の低い企業には市場か

に対応するために、早々に雇調金の特例措置

ら退出してもらい、生産性の高い企業の創出

をやめて、多様な人材が多様な働き方で活躍

を促すことで、社会全体の労働生産性を高め

できるように、また労働生産性が向上するよ

ることが出来る。しかし、日本の開業率は

うに、積極的労働市場政策の実施が望まれる。

1988年の7.4％をピークに減少傾向にあり、
2019年には4.2％となっており
（厚生労働省
「雇
用保険業務統計」
）
、他の先進諸国に比べて
低い水準にあると指摘されている（中小企業
庁「2021年版中小企業白書」
）
。
今回のコロナ禍でも雇用調整助成金の特例
措置が長期化されたことにより、こうした新
陳代謝が阻害された可能性がある。リーマ

【参考文献】
宮川努（2018）
『生産性とは何か−日本経済の活力を問い
直す』
、ちくま新書
森川正之（2018）
「企業の教育訓練投資と生産性」
、RIETI
Discussion Paper Series 18-J-021
労働政策研究・研修機構（2017）
『雇用調整助成金の政策
効果に関する研究』
、労働政策研究報告書 No.187、平成
29年1月10日
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２つの国政選挙をはさんで求められる政策とは

集

誰が候補者になるのか？

ジェンダー平等や多様な社会の
実現に関わる政策の前進に向けて
大倉

沙江

（筑波大学人文社会系助教）

１. は
 じめに

を確保するための政策が存在する。もっとも

本稿の目的は、2021年10月に行われた衆議

代表的なものは、選挙において男女の候補者

院議員総選挙（以下、
衆議院選挙と呼ぶ）で、

数をできる限り均等とすることを目指す「政

各政党がどのような候補者を擁立したのかを

治分野における男女共同参画推進法」
（2018

明らかにすることである。具体的には、候補者

年公布・施行）であるだろう。
「第5次男女共

を性別、年齢、障害の有無、LGBTQ＋であ

同参画基本計画」
（2021 ～ 2025年）において

ることや外国にルーツがあることを公表して

もまた、各種選挙の候補者に占める女性の割

いるかどうかなどの観点から概観する。

合を「2025年までに35％」とする努力目標が

ジェンダー平等や多様な社会の実現に関わ

掲げられている。

る政策を前進させるために、様々な属性の異
なる人材が国会議員や候補者となることは重
要である。これは、意思決定の場に女性や若

2．女性候補者・当選者の少なさ
それでは、2021年の衆議院選挙において、

者等（以下、マイノリティと呼ぶ）が少ない

女性候補者はどれくらい擁立されたのであろ

ことによって、彼らが必要とする政策が実現

うか。他国と比較して日本で女性議員・候補

しにくくなる可能性があるためである。たと

者が少ないということは広く知られている

えば、男性議員と女性議員では、政策選好が

が1、まずは改めて、候補者と当選者に占め

異なることがわかっており（Lovenduski and

る女性の少なさを確認しておきたい。表1は、

Norris 2003; Inter-Parliamentary Union

女性候補者と女性当選者の実数と割合を政

2008）
、日本においても男性国会議員が「景

党ごとに示した結果である。候補者について

気対策」
「外交・安全保障」
「産業政策」を重

は、候補者全体と新人候補者とを区別して示

視する傾向にあるのに対して、女性国会議員

している。

は「雇用・就職」
「震災復興・防災」
「教育・

立候補者に占める女性の割合は17.7％（186

子育て」などを重視する傾向にあることが知

人）であり、2017年衆議院選挙の17.7％（209

られている（大山2016）
。政策選好が必ずしも

人）から足踏みが続いた。当選者に占める女

直接的に立法行動に反映されるとは限らない

性の割合に至っては9.7％（45人）であり、前

ものの（Wängnerud 2009：59）
、意思決定の

回選挙の10.1％（47人）から微減している。

場からマイノリティが締め出されることは、

総じて、女性候補者・当選者という点では、

男性とマイノリティの意見がわかれる場面に

目立った前進のない選挙であった。

おいて、後者の意見が代表されにくくなるこ
とを示唆している。

候補者に占める女性の割合を政党ごとにみ
ると、
「第5次男女共同参画基本計画」で努力

もちろん、日本においても候補者の多様性
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目標とされた35％を上回るのは共産党
（35.4％、

表1

女性候補者・当選者の実数と割合

出典：総務省「令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調
（https://www.soumu.go.jp/main_content/000776531.pdf）から筆者作成。
注：
「候補者」と「新人候補者」の網掛けは35％以上を示している。

46人）と社民党（60.0％、9人）のみであり、

令和3年11月9日」

なお、全国の小選挙区のうち、秋田県、富

これにNHK党（33.3％、10人）
、国民民主党

山県、石川県、鳥取県、高知県、佐賀県の6

（29.6％、８人）
、れいわ新選組（23.8％、5人）

県では、女性の候補者がゼロであり、福島県、

と続く。野党第1党である立憲民主党
（18.3％、

栃木県、福井県、長野県、三重県、滋賀県、

44人 ） と 野 党 第2党 で あ る 日 本 維 新 の 会

香川県、愛媛県、熊本県、宮崎県、沖縄県

（14.6％、14人）では2割に満たず、与党であ

の11県では女性候補者が1人のみであった2。

る自民党（9.8％、
33人）と公明党（7.5％、
4人）
では、
1割を下回っている。主要政党において、
女性の擁立がすすんでいないことが確認でき
る。

3．若年層や当事者候補の少なさ
少ないのは、女性ばかりではない。40歳未
満の候補者・当選者の少なさも、日本の特徴

主要政党で女性の擁立がすすまない原因と

のひとつである。列国議会同盟の調査による

して、現職を優先して公認する慣行の存在が

と、日本の衆議院における40歳未満の議員の

しばしば指摘される。現職の男性議員がいる

割合は、110か国中96位と低位に位置してい

選挙区において、現職候補を公認せずに、代

る（Inter-Parliamentary Union 2021: 62）
。

わりに女性候補者を擁立するのは難しいとい

この傾向は、2021年の衆議院選挙でも大きな

うのである。しかしながら、このような慣行

変化はなかった。具体的には、小選挙区にお

に縛られない新人候補に限定しても、女性の

ける立候補者857人のうち、40歳未満の立候

擁立がすすんでいないのは重要である。具体

補者は74人（8.6％）に留まる。京都府、奈良

的には、小選挙区に立候補する新人候補412

県、愛媛県、長崎県、愛媛県、熊本県、鹿児

人のうち女性は97人（23.5％）であり、とく

島県、沖縄県などを含む17県では40歳未満の

に自民党では3人（8.6％）に留まる。この結

候補者はゼロであり、岩手県、秋田県、山形

果からは、現職優先の慣行だけでなく、各政

県、福井県などを含む12県では40歳未満の候

党における候補者の選定過程に、女性候補

補者は1名のみであった3。さらに、小選挙区

者の立候補を阻害する要因があることが示唆

における40歳未満の当選者は23人（当選者全

される。

体の4.9%）であり、20代で当選したのは、小
― 21 ―
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表2

マイノリティであることを公表する候補者の例

選挙区（福島2区）で落選し、比例代表（東

LGBTQ＋など、他の属性の人にも開かれて

北ブロック）で復活当選をした馬場雄基（立

いない。

4

憲民主）のみであった 。
表2には、その他のマイノリティ候補につ
5

いて示した。立憲民主党からは 、車椅子利
6

4．ジェンダー平等や多様性に関わる政策の
前進に向けて

用者である大河原雅子 、レズビアンである

以上、2021年の衆議院選挙において、各政

ことを公表する尾辻かな子が、国民民主党か

党がどのような候補者を擁立していたのかを

らは外国にルーツのある斎藤アレックスが擁

明らかにすることを目的として、候補者を性

立された。特筆すべき候補者たちであると言

別、年齢、障害の有無、LGBTQ＋であるこ

えるだろう。

とや外国にルーツがあることを公表している

なお、容易に想像されることではあるが、
もっとも多くの候補者を擁立する自民党で
7

は、障害があること やLGBTQ＋であること

かどうかなどの観点から概観をした。分析の
結果、以下の3点が示された。
1つ目に、女性の擁立については、自民党、

を広く公表する候補者は、管見の限りみられ

公明党、立憲民主党、日本維新の会といった

なかった。2019年の参議院選挙で木村英子と

主要政党において、20%を下回っていた。そ

船後靖彦という障害当事者や、安冨歩という

れは現職を優先して公認するという慣行にし

女性装の研究者を擁立したれいわ新選組もま

ばられない新人に限定しても同様であった。

た（OUT JAPAN 2019）
、今回の衆議院選挙

2つ目に、40歳未満の候補者も1割を下回って

ではマイノリティであることを広く公表する

おり、とくに20歳代の当選者は1名のみであ

候補者を擁立していない。古くは1989年の参

った。3つ目に、LGBTQ＋であることや外国

議院選挙におけるマドンナ・ブームにみられ

にルーツがあることを公表する議員や障害者

るように、女性やマイノリティは、政党のイ

であることを公表する議員は、立憲民主党や

メージを変革する際に「活用」される（岩本

国民民主党といった野党から擁立をされてい

2021）
。裏を返せば、そのような局面にない

た。ただし、野党のなかでも2019年の参議院

場合は、擁立が進みにくいのかもしれない。

選挙でマイノリティ候補を複数擁立して注目

女性や40歳未満の候補者が限定的であっ

を集めたれいわ新選組からは、当事者の擁立

たいっぽうで、目立ったのは世襲の候補者の

がなかった。

当選率の高さである。立候補者1051人のうち

総じて、マイノリティ候補者の擁立といっ

131人（12.4％）が、当選者465人のうち108人

た面では、2021年の衆議院選挙は大きな前進

（23.2％）が世襲（父母、義父母、祖父母、

のない選挙であったことがわかる。ジェンダ

あるいは三親等内の親族に国会議員がいて同

ー平等や多様性に関わる政策を前進させるた

一選挙区から立候補したことがある者）であ

めに、遠回りのようであるが、その推進力と

8

った 。政党別にみると、自民党の87人が最

DIO 2022, 2

なる候補者・議員の多様性の担保は重要とな

多であり 、当選者の33.3％に上った。総じて、

る。マスメディアや有権者は、各政党が多様

日本の国会は世襲の中高年男性を中心に構成

な候補者を擁立しているのか、注視していく

されており、女性だけでなく、若者や障害者、

必要があるだろう。

9
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1 世界経済フォーラムが公表する「ジェンダーギャッ
プ指数2021」によると、日本の順位は156か国中120
位であった（内閣府男女共同参画局2021：8）
。
2 『朝日新聞デジタル』で公表された候補者一覧から確
認した。
3 総務省（2021：8、24）から算出した。
4 「平均年齢55.5歳、最年長は二階氏 20代当選は1人
【21衆 院 選 】
」
『 時 事 通 信 』2021年11月1日、https://
www.jiji.com/jc/article?k=2021110100861&g=pol
（最終閲覧日：2021年11月30日）
。
5 なお、立憲民主党は2019年の参議院選挙でも、増原
裕子と石川大我という2名のLGBTQ＋を擁立してい
た（LGBT政策情報センター 2019）
。
6 2007年の参議院選挙に民主党から立候補し、初当選。
2017年の衆議院選挙に立憲民主党から立候補し、当
選。2021年3月、
脳出血により中途障害者となった
（
「衆
院選 大河原さんが小選挙区苦杯」
『読売新聞』2021
年11月1日（朝刊）
。
7 ただし、自民党にはかつて車椅子利用者である八代
英太が所属していた。
8 「世襲候補は131人【21衆院選】
」
『時事ドットコム』
2 0 2 1 年 1 0 月1 9日、h t t p s : / / w w w . j i j i . c o m / j c /
article?k=2021101901402&g=pol（最終閲覧日：2022
年1月3日）
。
9 「新人当選、大幅増の97人 自民、3分の1が世襲【21
衆院選】
」
『時事ドットコム』2021年11月1日、https://
www.jiji.com/jc/article?k=2021110100954&g=pol
（最終閲覧日：2022年1月3日）
。

【参考文献】
（邦語）
OUT JAPAN（2019）
「参院選に史上最多の3名のLGBTが
立候補、同性婚も主要な争点の一つに」
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LGBTQ＋Ally PRIDE JAPAN』https://www.outjapan.
co.jp/pride_japan/news/2019/7/11.html（最終閲覧日：
2021年11月30日）
）
。
岩本美砂子（2021）
『百合子とたか子 : 女性政治リーダー
の運命』岩波書店。
LGBT政策情報センター（2019）
「日本の選挙におけるト
ランスジェンダー等」
『LGBT政策情報センター』https://
lgbtjapan.org/blog/lgbt/600/（ 最 終 閲 覧日：2021年11
月30日）
。
大山七穂（2016）
「女性議員と男性議員は何が違うのか」
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朝日新聞出版：218-270。
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、
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。
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10日）
。
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2022年度日本経済の姿
（改定）

連合総研は、この度、昨年10月の「2022年度日本

こうした状況を踏まえ、アメリカのワシントン大

経済の姿」を改定し、22年1月19日に連合総研HPに

学の保健指標評価研究所（IHME）の1月17日時点の

て公表した。内容は以下のとおり。

見通しによれば、新型コロナウイルス感染症による
世界各国の累積死者数は、2022年５月1日までに630
万人前後に達し、また、1日当たり新規感染者数（潜

１．世界経済の先行き

在的な感染者を含む推計値）は同年1月中旬にピーク

（１）新型コロナウイルスの感染状況
世界の新規感染者数は、8月をピークに一旦小康状
態となっていたが、10月以降再度拡大に転じ、その

の1.3億人程度となった後は減少に転じ、５月1日ま
でに110万人程度に収束するという見通しを示して
いる1。

後はかつてない速いペースで拡大しており、22年1月
12日には一日あたり新規感染者数が370万人を超え

（２）欧米諸国における対応状況

た。この背景として、2021年11月26日にWHOに「懸

「オミクロン株」流行による新型コロナウイルスの

念される変異株（VOC）
」に指定された「オミクロン

感染再拡大を受け、ヨーロッパを中心に、行動制限

株」の発現がある。オミクロン株は、他の変異株と

の再導入や部分的なロックダウンを再開する動きが

比べ感染力が極めて強く、流行株は、昨年猛威を振

みられる。我が国でも22年1月に入り、蔓延防止等重

るったデルタ株からオミクロン株に急速に置き換わ

点措置が適用される自治体が相次いで決定されてい

りつつある。既に欧米では、21年末に一日当たり新

る。ただし、過去のロックダウンの経験及びワクチ

規感染者数は過去最高を更新したが、我が国におい

ン接種の進捗に伴う重症化リスクの抑制状況等を踏

ても、2021年末以降、感染者数の水準自体は欧米と

まえ、経済活動への影響に配慮した内容が主となっ

比較し相対的には低いものの、増加ペースが急速に

ている。

加速しており、1月18日時点で一日当たりの新規感染
者数は３万人を超えている。

図表１

新型コロナウイルスの感染状況（2022年1月17日時点）

資料出所：ジョンズ・ホプキンス大学 "Covid-19 Dashboard"より作成。
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ける感染爆発の危険性は否定できず、引き続き予断
図表２

先進主要国における感染状況
（2022年1月17日時点）

を許さない状況となっている。他方、21年末以降、
先進国を中心に経口抗ウイルス薬も次々に開発され
つつあり、こうした新薬の普及スピードも、感染状
況を大きく左右すると考えられる。
（４）国際機関による世界経済の見通し
■ＯＥＣＤによる見通し（2021年12月）
OECDは、12月に公表された経済見通しにおいて、
世界経済は引き続き回復を続けており、全体ではコ

（出所）ジョンズ・ホプキンス大学のCovid-19 Dashboard （2022年
1月17日現在）
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
（注） 日本のデータはNHK特設サイト「新型コロナウイルス」
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all

図表３ 欧米主要国における対応状況（2022年1月17日公表時点）

ロナ前の経済水準を上回ったものの、その回復度合
いは地域や国によって大きく異なっている。こうし
た景気回復の不均一性は、将来に対する不確実性を
高め、アップサイドリスクを上回るダウンサイドリス
クが生じている。
世界経済の見通し
世界の成長率は2021年5.6％（９月見通し比▲0.1％
ポイント減）
、2022年同4.5％（同±0.0％ポイント）と
なり、今回新たに示された2023年については3.2％の
成長を見込んでいる。
本見通しに当たっては以下が仮定されている。
①自 動車関連をはじめとした供給制約については、
2022年から2023年にかけて徐々に解消され、世界
的なワクチン接種の進展に伴い、2022年末までに国
境を越えた人の移動の制限が全面的に撤廃される。
②緩和的な財政金融政策の下、コロナ禍で家計部門に
積みあがった過剰貯蓄が円滑に消費に転換される。
③物 価は、2021年末までに５％に迫るピークレベル
に達した後は、2022年末に３％半ば程度、23年に
は労働コストの緩やかな上昇や需給ギャップの縮
小に見合った３％程度に収斂する。

（３）ワクチンの接種状況について
ワクチンの接種状況については、2021年に入り各

ただし、経済の回復度合いは、ワクチン接種の進

国で急速に進められた結果、2021年末には世界平均

捗状況やマクロ経済政策、経済構造等により、各国

で、少なくとも一回接種した者の割合は約６割、接

間でばらつきが拡大している。とりわけ、ワクチン

種が完了した者の割合も5割となっている。また、感

接種の進捗が遅れている新興国や低所得国において

染再拡大がみられている欧米諸国のワクチン接種完

景気回復の遅れが著しい。他方、多くの先進国は

了割合は、欧州では概ね７～８割程度、米国はやや

2023年までにコロナ前の成長経路に復すと見込まれ

下がるものの６割程度となっているのに加え、効果

るものの、コロナ禍の下で急拡大した財政赤字や構

を確実なものとするために昨年秋以降、３回目接種

造改革の遅れによる成長力の低下といった問題を抱

も開始されている。しかし、今般のオミクロン株は、

えている。さらに、国境を越えた労働力の移動が引

他の変異株と比較して重症化リスクは低いとされる

き続き制限されていることを受け、いくつかの分野

一方で、ブレークスルー感染（ワクチン接種を完了

においては労働供給不足が深刻化しているほか、供

しているにもかかわらず感染すること）しやすいと

給制約や物価上昇圧力の亢進といった問題も顕在化

もされ、諸外国の感染状況を鑑みれば、我が国にお

している点には留意が必要である。
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図表４

OECD による経済見通し（2021 年 12 月）

ＧＤＰ（557.3兆円）を超えることとなる。
四度目の緊急事態宣言の影響や、2021年夏以降の
一層深刻化した供給制約や一次産品価格の高騰によ
り、自動車産業を中心とした製造業の回復が大幅に
鈍化したことを受け、景気回復のタイミングは2021
年９月の見通し時点と比較してかなり後ずれしてい
る。ただし、2021年10月以降の経済活動の段階的な
正常化に伴う個人消費及び設備投資の回復が期待さ
れるとともに、新たに策定された経済対策の効果に
より2022年は高い成長となる。2023年も前年からは
やや減速するものの、引き続きプラスの成長を維持
する。新たな経済対策により、医療体制の強化、人
及び技術やインフラへの投資を通じ、短期的のみな
らず長期的な成長を高めることが見込まれている。

資料出所：OECD "OECD Economic Outlook, Volume
2021 Issue 2"（2021年12月）

見通しに係るリスク評価
ＯＥＣＤは、上記見通しをとりまく不確実性は極
めて高く、ダウンサイドリスク
がアップサイドリスクを上回る

図表５

全世界のＧＤＰの見通し

としている。
（１）ダウンサイドリスク
①ワクチン接種の進捗の遅れや
既存ワクチンの効果の低減に
より、より感染力の高い変異
株が新たに発現し、経済活動
に影響する。
②中国における不動産問題や電
力供給不足が更に長期化・深
刻化した場合、中国経済の減
速のみならず、原材料輸出国
やアジア諸国の経済にも悪影
響を及ぼす。
③給制約が想定以上に継続、深
刻化、広範化した場合や、資
源価格の高騰が更に進むこと
により、インフレ率の上昇が

日本経済の見通し
日本の2021年の成長率は1.8％（同0.7％ポイント減）

続く場合、家計や企業のインフレ期待の大幅な上
昇を招き、賃金の上昇圧力も高まる。こうした状

と下方修正されたが、2022年は3.4％（同1.3％ポイン

況を受けて先進国における金融政策の引き締めを

ト増）
、2023年は1.1％としている。これらの成長率を、

見込んだ金融市場における調整が行われ、新興国・

本見通しが公表された後に内閣府から公表された

途上国の景気回復が遅れる。

2021年7 ～ 9月期四半期別ＧＤＰ速報（２次速報値）
を用いて試算した場合、2022年度末には実質ＧＤＰ
の水準が過去最大となった2019年４－６月期の実質
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（２）アップサイドリスク
ワクチン接種の進捗や家計及び企業部門における
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貯蓄の取り崩しが想定よりも早く進むことにより、

イント及び1.5％ポイント上方修正されている。なお、

消費や投資が大幅に増加する。

両当局共に2023年には物価上昇率２％という目標に
向かって収斂していくとしている。

■欧米の中央銀行による見通し（2021年12月）

以上のような見通しを踏まえ、FRBは量的緩和終

2021年に入って以降、欧米諸国を中心に海外の物

了時期について、テーパリングを開始した2021年11

価上昇圧力は急速に高まっている。この背景として、

月時点の計画を変更し、当初の2022年央から同年３

世界経済の回復を受けた原油や穀物等一次産品価格

月へと前倒した。その後は政策金利を段階的に引き

の高騰、感染の再拡大による国際サプライチェーン

上げるとともに、できるだけ早くバランスシートの

の混乱に加え、経済活動の持ち直しを背景とする財・

縮小に着手することが見込まれている。また、ECB

サービス価格自体の上昇とそれに伴う家計をはじめ

も当初予定通り量的緩和を３月に終了させ、正常化

とした経済主体の期待インフレ率の上昇が挙げられ

に向け、取り組む方針を示している。2021年12月の

る。こうした中、すでに米国では賃金上昇ペースへ

理事会を開催した段階では、利上げの可能性につい

の波及がみられている。

ては、依然賃金上昇は弱く、引き続き金融緩和は必

具体的に、物価の安定を担う米国連邦準備制度理

要との見解を示し、2022年中は実施しないとしては

事会（FRB）及び欧州中央銀行（ECB）が四半期に

いるものの、物価上昇圧力の状況はユーロ加盟国毎

一度公表する見通しの変化をみると、2021年秋の段

に異なることから、予断を許さない状況にある。

階では一過性の現象として捉えられていたインフレ

このような主要中央銀行による金融緩和終了前倒

圧力の高まりは2022年も継続すると見込んでいるこ

しの動きは、新興国だけでなく、我が国にとっても、

とがわかる。2021年９月に引き続き、12月までのわ

急激な円安による輸入物価の上昇を通じ、物価上昇

ずか3か月間で21年及び22年の物価上昇率（総合）は

や企業収益の減少といった影響が出る可能性がある

各々、米国では1.1％ポイント及び0.4％ポイント、ユ

ことから、今後の動向には十分注視する必要がある。

ーロ圏においても資源価格高騰を背景に、同0.4％ポ

図表６

米国の経済見通し
（FOMC21年12月会合）

資料出所：FOMCメンバーによる経済見通し（SEP：
Summary of EconomicProjections）より作成。
注：コアPCE（個人消費支出価格指数）は食品・エネルギー
が除外されている。

図表７

ユーロ圏の経済見通し（EBC21年12月理事会）

資料出所：EBCスタッフによる経済見通し（EBC staff
macroeconomic projections ）より作成。
注：HICP（Harmonised Index of Consumer Prices）はEU加
盟国でのマーストリヒト条約統一基準に基づく物価指数。

っている。我が国の新規感染者数は、2021年8月下旬

２．日本経済の見通し

に２万5000人/日を記録した後は減少に転じ、欧米諸

昨年度に引き続き、日本経済の先行きは新型コロ

国とは異なり、21年末までは200人前後/日と低水準

ナウイルスの国内外の感染状況及び政府の対応に大

で推移していた。しかしコロナ前の水準にまで人流

きく依存しており、極めて不確実性の高い状況とな

が回復した年末年始以降、水準としては欧米よりも
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低水準ながら、1月中旬には全国で新規感染者数が全
国で2.5万人を超えるなど、我が国においてもオミク

① 中心シナリオ
22年1－3月期は、感染再拡大によって国内外の経

ロン株により感染拡大ペースの急速な加速がみられ、

済活動は影響は受けるものの、ワクチン接種率向上

感染の第六波が本格化しつつある。他方、我が国の

の効果や経口治療薬の普及などもあり、我が国の消

ワクチン接種完了率は約８割に達していることや、

費活動への影響は比較的軽微なものに留まる。更に、

オミクロン株の重症化リスクが比較的低いとされて

補正予算の一部執行に加え、供給制約の緩和や海外

いること等を踏まえ、新型コロナウイルス感染拡大

需要の持ち直しが続くことによる輸出の回復にも支

当初のような経済活動制限は課されないという想定

えられ、プラス成長となる。

をした場合には、22年度通年としては、景気は持ち
直しを続けることが期待される。

22年度に入り後は、本格的な経済活動の正常化に
伴って、消費は、
「経済対策」をはじめ各種政策の効

このように、景気の先行きに係るダウンサイドリ

果や、所得環境及び消費者マインドの継続的な改善

スクが急速に高まっていることを踏まえつつ、感染

を受けて増加を続けるとともに、感染収束により旅

再拡大による経済への影響度合い及び収束時期によ

行・宿泊や外食等のペントアップ需要も大きく発現

り、経済水準が既往最高水準である2019年4－6月期

するため、力強い回復を実現する。また、輸出につ

（557.3兆円）を回復する時期（2022年1－3月期から）

いても供給制約の解消と海外需要の力強い回復を受

を①22年末、②23年末、③24年末とする３通りのシ

けて高い伸びとなり、企業の景況感及び収益の大幅

ナリオを以下のとおり想定し、シナリオごとに経済

な改善を背景に、設備投資も堅調に回復する。その

成長率の機械的な試算を行った。

結果、1年後の2022年10－12月期には実質ＧＤＰは既
往最高水準である2019年4－6月期（557.3兆円）を超

全シナリオ共通

え、過去最高となる。

・2021年10－12月期の成長率は、緊急事態宣言が解
除され、段階的に経済活動が正常化したことや、
自動車をはじめ製造業の生産活動を阻害していた

② ダウンサイド・シナリオ①
22年1－3月期は、国内については、中心シナリオ

供給制約が緩和される動きがみられたことから、

と同様、感染再拡大による経済活動への影響は比較

消費や投資、輸出が大きく回復し、後述する「ESP

的軽微に留まる。一方、海外経済は、途上国を含む

フォーキャスト調査」
（1月調査結果）の平均値で

感染再拡大により、相当程度の経済的影響を受け、

ある前期比1.58％を用いた。

供給制約問題が再燃するとともに、需要の回復のペ

・22年度以降の四半期別成長率は、同一年度内は定
率に設定した。

ースも鈍化することから、我が国の輸出及び生産の
回復も遅れる。そのため、企業の景況感が悪化し、
収益も当初見込みを下回り、設備投資等の回復も緩

前提
・中心シナリオとダウンサイド・シナリオ①におけ

やかなものとなる。この結果、21年10－12月期から
の反動もあり、マイナス成長となる。

る国内経済の感染拡大による影響の収束時期につ

22年度入り後は、輸出及び投資は海外の感染収束

いては同一とする。他方、同時期の海外経済に対

に伴い回復する一方で、消費は、経済対策の効果に

する感染拡大による影響が異なるものと仮定し、

より22年度前半を中心に一定程度の高い伸びとなる

これが22年度以降の我が国経済の回復ペース（主

ものの、恒常的な所得環境の改善が定期昇給程度に

として消費、投資、及び輸出の回復による）にも

とどまり、消費者マインド及び所得環境の大幅な改

影響すると仮定。

善が期待できない場合には、年度末にかけて鈍化す

・ダウンサイド・シナリオ②については、22年1－3

るとともに、ペントアップ需要の発現も小規模にと

月期以降、国内外経済共に感染力の強い変異株に

どまる。このため、実質ＧＤＰが既往最高水準であ

よる感染拡大に伴う相当程度の影響を複数回にわ

る2019年4－6月期を超え、過去最高となるのは2023

たり受けると仮定。そのため、
22年度も経済対策等、

年10－12月期となる。

政府による景気支援策の実施にもかかわらず、景
気回復の足取りは非常に弱いものに留まると仮定。
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る形で民需主導による自律的な成長に着実につなげ

③ ダウンサイド・シナリオ②
オミクロン株による感染爆発を受け、22年１－３

ていくためには、
「成長と分配の好循環」の実現を通

月期は国内外共に、経済活動に一定程度制限が課さ

じ、将来にわたって持続的に労働者の所得環境の改

れるほか、21年10－12月期からの反動もあり、マイ

善及び消費者マインドの改善を図ることが極めて重

ナス成長となる。

要である。

感染は、22年央に一旦収束するものの、新たな感
染力の強い変異株の発現により、22年後半にも感染
拡大によって国内外の経済活動に再度一定の制限が

３．民間エコノミストによる景気予測

課される局面が生じる。加えて、供給制約問題の深

以上見てきたように、今後の経済情勢をめぐる不

刻化・長期化に伴うインフレ圧力が一層高まりを受

確実性が極めて高い中、民間エコノミストは我が国

け、22年４－６月期以降、欧米諸国では急激な金融

の先行きについてどのように見ているのであろうか。

政策の引き締めが着手され、新興国からの資金逃避

（公社）日本経済研究センターが毎月公表している「Ｅ

等の金融市場に混乱が生じる。このため、世界経済

ＳＰフォーキャスト調査」2021年１月調査3によれば、

の回復は更に遅れ、我が国の輸出も低迷する。更に、

民間エコノミストが予測する実質成長率の平均は、

恒常的な家計の所得環境の改善も定期昇給程度に留

2021年10－12月期は前期比年率6.50％となっている。

まる場合には、企業、家計共に22年度を通じて大幅

21年10月以降の、４回目の緊急事態宣言解除後の段

にマインドが悪化し、経済対策の効果は極めて限定

階的な経済活動の正常化及び7－9月期同▲3.9％とな

的かつ短期的なものとなることから、年度末にかけ

った反動を受け、消費を中心に非常に高い成長率を

て成長率は潜在成長率程度に減速していく。この結

見込んでいる。また、21年12月には経済対策の裏付

果、実質GDPは、24年10－12月期にようやく2019年

けとなる令和３年度補正予算が成立し、22年度にわ

４－６月期（557.3兆円）の経済水準を回復する。

たり執行されることとなった。そのため、23年１－３

以上で示された通り、経済対策による景気の下支

月期段階においても前期比年率5.05％と、引き続き極

え効果を、消費の回復や堅調な設備投資に牽引され

めて高い成長率を見込んでいる。この結果、年度単
位でみた実質経済成長率も、2020年度の前年比▲

図表８

連合総研による経済見通し
（2022年1月）

4.5％（実績）から21年度同2.72％となり、22年度に
ついても同3.07％と、過去の実績に比べかなり高い
成長率で推移することが見込まれている。また、名
目経済成長率は、2020年度同▲3.9％（実績）から、
21年度同2.76％、22年度同3.28％とされている。ただ
し、22年1月中旬現在、先述のとおり、オミクロン株
による新型コロナウイルスの感染が我が国において

図表９

も猛スピードで拡大しているところであり、これを

実質GDPの成長シナリオ

受けた今後の政府の対応や海外経済への影響次第で
大きく変わりうる。したがって、見通しにかかる不確
実性はかつてないほど高いことには十分留意が必要で
ある。
次に、失業率の見通しについては、見通し機関平
均で2021年10－12月期2.76％、2022年１－３月期2.70％
と徐々に低下し、24年１－３月期には2.47％と、ほぼ
コロナ前の水準に戻ることが見込まれている。また、
年度単位での失業率は、2020年度2.9％（実績）から、
21年度2.79％、22年度2.60％になるとしている。
最後に、我が国の消費者物価上昇率（生鮮食品を
除く総合）の前年比見通しを確認する。2020年４－
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６月期以降、感染拡大による景気後退を受けてマイ

ことがあると考えられる。他方、世界的に急激な物

ナスで推移してきたが、2021年10－12月期には景気

価上昇圧力が継続し、欧米の中央銀行による金融政

回復や一次産品価格の高騰を受けた企業による価格

策の正常化が急速に図られた場合には、円安を通じ

転嫁の動きを反映し、前年比0.42％とプラスに転じる

た更なるコスト高や供給制約のタイト化等を通じ、

とみられている。その後も2022年１－３月期同0.28％、

我が国の期待インフレ率も著しく押上げられるおそ

４－６月期には同0.96%まで上昇し、それ以降は22年

れがある。その場合には、現在想定されている以上

度末に向け徐々に低下し、23年度は同0.6 ～ 0.7％程

に消費者物価が上昇する可能性があることには十分

度で安定的に推移すると見込まれている。こうした

留意する必要があろう。

動きを受け、年度単位では、2021年度は前年比▲
0.01％と若 干マイナス圏内にあるが、22年 度は同
0.80％、23年度も同0.65％とプラスで推移するとして
いる。我が国も欧米と同様に、国際商品価格の高騰
に直面しながらも、このように消費者物価上昇率の
動きに差異が生じている背景として、長年にわたる
我が国の消費の低迷や国際競争の激化により、企業
による消費者への価格転嫁力が著しく弱まっている

図表10

1 IHME（the Institute for Health Metrics and Evaluation）
による予測
https://covid19.healthdata.org/global?view=dailydeaths&tab=trend
2 The Oxford COVID-19 Government Response Tracker
(OxCGRT)
Coronavirus Government Response Tracker | Blavatnik
School of Government (ox.ac.uk)
3 （公社）日本経済研究センター「ＥＳＰフォーキャスト調査」
（2022年１月13日）

民間エコノミストによる予測（ＧＤＰ成長率：2022年１月時点）

（１）
四半期別実質成長率（前期比年率）
の予測

（２）
年度の予測

（４）
コア物価上昇率の予測
（３）
失業率の予測

資料出所：
（公財）日本経済研究センター
「ＥＳＰフォーキャスト調査（2022年1月13日公表）
」より作成。
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連合総研

副所長

平川

則男

貧困・格差の拡大は、子どもの生活・教育に大きな影響
「2022連合白書」が2021年12月28日に発行された。
「未来をつくる。みんなでつくる。
」をテーマに、新型コロ

り多くの影響を与えていることが、この調査でも明らかと
なっている。

ナウイルス感染拡大によって、中小企業や非正規雇用の労

いずれも、これまで地方自治体で実施してきた調査結果

働者が厳しい状況におかれているとして、格差拡大の問題

が、全国的な傾向であることが改めて証明されたこととな

に言及をしている。特に、国税庁の「民間給与実態統計調

るが、このような状況を変えるには、多面的な政策が必要

査」をもとにした給与所得者の給与分布の変化を分析して

となる。例えば、分配の面から考えると、連合がこの間、

いるが、1997年と2020年を比較すると中間層が薄く

春闘で掲げてきた、格差是正の取り組みを更に強化してい

なっていることを明らかにしている。

くことが必要であり、再分配の面からみると、税制におけ

そこで、この国税庁の調査を更に分析し、1995年と

る所得再分配機能の強化と社会保障による児童手当や児童

2019年を比較すると、給与所得2000 ～ 2500万円以

扶養手当、ひとり親家庭への支援、子どもの教育への支援

上が1.36倍、2500万円以上が2.13倍に増えているの

などが求められる。

に対し、年収600万円前後はほとんど変化がなく、年収
100 ～ 200万円は1.62倍となっている。

加えて、
この内閣府の調査で明らかになったことがある。
それは、支援の利用状況である。収入の水準が最も低い世

このような所得格差の拡大は、格差の固定化とともに、

帯(等価世帯収入中央値317万円の2分の1の世帯)におい

子どもの貧困につながることが言われてきた。
こうした中、

ては、就学援助や児童扶養手当の利用割合は5割にとどま

内閣府は、2021年12月に「子供の生活状況調査の分析」

り、その理由は、制度を知らなかったり、手続きがわから

を公表した。これまで、子どもの生活実態の調査は、内閣

ない、利用しにくいことを挙げている。実は、連合総研の

府からの補助制度もあったため、地方自治体で独自に行わ

「with/afterコロナの雇用・生活のセーフティネットに関

れてきたが、今回は、国として初めて試行的に実施したも

する研究委員会」でも、感染拡大によって生活が不安定と

のとなっている。

なっても、支援の制度が届かない事例について議論を進め

分析結果のまとめとしては、
「世帯収入の水準や親の婚
姻状況によって、子供の学習・生活・心理面など様々な面

ており、この調査も踏まえ、重大な課題として受け止める
必要がある。

が影響を受け」ているとしている。そこで、個別に特徴的

いずれにしても、このような格差の固定化につながる事

な回答を見てみると、収入の水準が低い世帯やひとり親世

態は、当事者たる子どもにとって、生まれたときから、社

帯で、食料が買えなかったり衣服が買えなかった経験が生

会的に不利な立場にたたされることに加え、社会の分断を

じている割合が高いこと。頼れる人がいないと回答した割

招き日本社会の活力を低下させることとなる。
その意味で、

合が高いこと。子供との関わり方や学校との関わり方、更

「未来をつくる。みんなでつくる。
」ために、子どもの育ち

には進学の希望にも差が生じていることがわかる。
加えて、

を社会全体で支えるための、様々な制度改善と、制度が必

連合総研の勤労者短観でも明らかになっているが、新型コ

要な人に届く体制が求められる。

ロナウイルス感染拡大の負の影響は、収入の低い世帯によ

九 段 南 だ よ り
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最近の書棚から
『社会保障・税一体改革の十年』

社会保障改革をぶれない姿勢で提言

案が世の中を賑わした。著者は、これ 検討が必然であると提言（予言？）さ
らの改革案に対して一貫して批判的な れていることに驚かされる。
姿勢を示し、
改革の実行可能性を問い、

最後に、子ども子育てについてであ

現実的な改革案を提起し続けてきた。 るが、著者は一貫して、
「子ども保険」
さて、本書の構成は、制度別・時系 の必要性を訴えてきている。評者自身
列となっているので、
大変読みやすく、 は、それまで、
「子育てを保険事故と
更に今後の制度改革のヒントにつなが して扱ってよいのか」という疑問を持
るものも含まれている。例えば、年金 ち続けてきた方だが、子育てを家庭責

山㟢泰彦

著

社会保険出版社
定価3,600円（税別）

本

制度改革については、田村前厚労大臣 任とするのは、もはや限界であり、
「社
が熱心に提言していたが、マクロ経済 会化」の必要性が高まってきていると
スライドの調整期間を厚生年金と国民 感じる。それであれば、子育て支援を
年金を一致させるという考え方がにわ 社会全体で支える仕組みが必要であ

の著者である山㟢名誉教授は、 かに浮上し、その方法として積立金の り、そのための財源確保として「子ど

「社会保障と税の一体改革」の 統合や実質的な財政移転としての財政 も保険」も一つの考え方として成り立

しかし著者は、 つのではないかと考えられる。なお、
推進過程で設置された、社会保障改革 調整などの議論もある。
国民会議の委員として活躍された。こ 費用負担調整の原則から逸脱すること これに関する著者の最新のご論稿は、
の委員会の報告書は、その後に続いた や、現行制度の改革推進力を低下させ 弊所の連合総研レポートDIO12月号

平川

社会保障改革の原点となっている。さ るとして、警告を発している。
て、本書の章の最初の日付は、2011

に掲載されており、是非、ご一読をお

一方、短期保険である、医療保険と 願いしたい。

則男

年1月である。社会保障と税の一体改 介護保険については、大胆な提起がさ

社会保障と税の一体改革の検討が始

革の本格的な検討が始まった月であ れている。これは提起というよりも、 まって10年が経過した今、新たな改
る。私事ながら、ちょうどこの時期、 社会情勢の変化による、制度の必然と 革が求められているにもかかわらず、

連合総研副所長

内閣官房社会保障改革担当室の勤務を 言っても良いかもしれない。後期高齢 ここ数年は、政治の世界では責任ある
2011年1月より開始し、2013年か 者医療制度と介護保険制度の在り方に 議論が避け続けられている。特に、分
らは連合で社会保障政策を担当するな ついてである。特に、後期高齢者医療 配・再分配政策の重要性が語られてい
ど、様々な社会保障改革に関わってき 制度は、市町村によって都道府県単位 るが、その前提としての財源確保政策
た経験と一致するもので、感慨深い。 での広域連合で運営されているが、そ については、真逆の減税が語られるな
それにしても驚かされるのは、著者 の保険者機能が十分ではないのではな ど、新自由主義的な政策を誘発するよ
「閉塞
の一貫してぶれない姿勢である。とか いか、という問題が指摘されている。 うな動きも見られる。著者は、
く、社会保障制度は、「抜本改革」と 一方、介護保険制度は、市町村が保険 状況にある」と表現しているが、改め
いう名のもとで、大胆な改革案が跋扈 者となっているが、保険料の格差や提 てポスト社会保障と税の一体改革の議
してきた。例えば、公的年金制度をめ 供体制の格差が大きいことが課題とな 論を進めていく必要がある。
ぐっても、賦課方式から積立方式、基 っている。医療と介護の連携の強化が
礎年金の税方式、最低保障年金という 強まる中においては、両制度の在り方
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今月のデータ
「衆議院議員選挙 投票率」
今月の特集である「２つの国政選挙をはさんで求められる政策とは」に関連し、衆議院議員選挙の投票率を中心に見ていきたい。
まず、日本の投票率（第47回投票率52.7％）と他国の国政選挙を比較したのが、図表１1である。日本の投票率は低いという認識はあったが、
世界的に見てもかなり低いことが見てととれる。主要先進国で日本より投票率が唯一低かったのがフランスであるが、大規模なデモやストラ
イキなどが多いお国柄であり、日本の投票率の低さとは違う背景があるものと思われる。
次に図表２「衆議院議員選挙の投票率の推移と投票率にかかわる

図表１ 国政選挙の投票率

主な出来事」において、まずは、投票率が下落した上位二つの選挙
に着目する。
投票率の下落ポイントが一番高かったのは第46回（投票率59.3％
前回から▲10.0ポイント）で、民主党が下野し、自民党が政権を奪
還した選挙である。当時の専門家は、投票率への影響について、い
くつかのマニフェストは実現したものの非自民政権においても決定
段階での政策に大きな違いが見られなかった2ことや、選挙前に政党
が乱立した3ことなどを指摘している。
第46回に続いて下落ポイントが高かったのが第41回（投票率
59.7％前回から▲7.6ポイント）で、戦後初めて投票率が60％を切
った選挙である。以降、41 ～ 49回の８回の衆議院議員選挙で60％
に到達した選挙はわずか３回しかなく、投票率が低調傾向に変わる
節目となっている。低投票率となった要因として、小選挙区の導入4
やバブル崩壊や短期間に総理大臣が何人も変わるなど、国民の政治
不信5が指摘されている。
しかし、今に続く低調傾向の中においても、投票時間の延長や期
日前投票制度の導入、選挙権年齢の引き下げなどの対応は一時的に
しても投票率を上げており、電子投票の早期実現など、投票率向上
のさらなる環境整備を期待したい。また、当然のことではあるが、争
点の内容が良くも悪くもはっきりしていた第44回や非自民政権が樹
立した第45回の投票率は高いことからも、国民の政治への関心を高
めていくことが投票率向上への特効薬であると言えよう。
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図表２ 衆議院議員選挙の投票率の推移と投票率にかかわる主な出来事

総務省 HP「ニュース一覧＜投票制度・選挙制度・その他＞」
（https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/ritu/index.html）の「国政選挙における投票率の推移」を参考に執
筆者が作成。

次に、直近に実施された第49回の投票率の上位５県と下位５県に

も衆議院議員に占める野党議員の比率（26％）と大きな違いは見ら

おける小選挙区の状況（図表３ー１、２）を詳しく見ていきたい。上

れなかった。しかし、得票率については、野党候補の一本化ができ

位５県と下位５県において小選挙区の数に偏りはあるものの、上位

た選挙区では37.4％、できなかった選挙区は27.4％と10ポイント

５県の与党・野党 候補 の比例重複を含む当選率（５県の当選者数／

の差が見られた7。

6

５県の立候補者数）は87.5％・43.8％であるのに対し、下位５県で

「政治家は当選しなければただの人」と言われるとおり、当落の結

は、91.2％・26.5％と、下位５県で与党・野党間の差がより大きく

果がすべてである。しかし、次期選挙の当選に向けた戦略は、投票

なっている。

率や得票率などのデータの中にもヒントがあり、詳細に見ていく必

また、第49回で注目された野党共闘については、野党候補の一本
化ができた選挙区の比率はともに約75％程度であり、当選率（28％）

要がある。次期選挙によって、緊張感のある建設的な論議が交わさ
れる政治となるよう期待したい。

図表３ー１

ＮＨＫ「衆議院選挙 2021 特設サイト」
（https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/shugiin/2021/）の各都道府県ごとのデータより執筆者が作成。
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図表３ー２

ＮＨＫ「衆議院選挙 2021 特設サイト」
（https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/shugiin/2021/）の各都道府県ごとの
データより執筆者が作成。

1国
 際データランキング 明治大学国際日本学部 鈴木研究室ＨＰ
http://www.dataranking.com/table.cgi?RG=3&CO=Japan&GE=pg&TP=
Voterturnoutinthenationalelection&TM=As%20of%20March%20
2021&LG=j
2発
 足当初の民主党政権は、
「国民の生活が第一」をモットーに（中略）それまでの
自民党政権の政策と一線を画しているように見えた。しかし、あまり時をおかず
に成長戦略を提示するようになった。結局のところ、自民党も民主党も成長戦略
に対する考え方に大きな差がなかったと考えられる。＜三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング発行「季刊 政策・経営研究2013 vol.1」総点検：民主党政権の
政策 成長戦略は必要なのか～成長戦略が経済成長率を高めるという幻想～ 鈴
木明彦氏（当時三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング調査部長）＞
3選
 挙直前に政治家たちが見せた、自己保身とも思えるにわか仕立ての政党の結成
により、12におよぶ政党が乱立した。しかも、政策･争点に関する賛否と政党の
スタンスとが整合せず、選びようのない状況も現出した。自分の選択と全体の結
果との対応関係をイメージしながら投票するという、選挙本来の一票の手応え＝
「一票のリアリティ」を実感できない中で、多くの人たちが悩んだ末の棄権を余儀
なくされたのかもしれない。＜公益財団法人明るい選挙推進協会発行「VOTERS
No.13 2013年4月25日 松本 正生（埼玉大学経済学部教授）＞

4選
 挙制度が、25年前、1996年の選挙から今の小選挙区と比例代表を組み合わせ
た制度に変ったことが影響しているという指摘があります。それ以前は、中選挙
区制度で、定員は３人から５人。同じ政党から複数の候補者が争うこともありま
した。一方、小選挙区で選ぶのは１人で、選択の幅が狭まったため、投票する意
欲がそがれたのではないかという見方です。＜ＮＨＫホームページ解説委員会室
「衆院選 投票率を考える」
（みみより！ くらし解説）https://www.nhk.or.jp/
kaisetsu-blog/700/456234.html＞
5実
 はこの時期、日本では、トップリーダーが短期間で交代していたんだ。
「バブル
崩壊」による不況からはなかなか立ち直れないし、
国民の政治不信は募っていった。
それが如実に表れたのが、
選挙の投票率だ。1995年に行われた参院選の投票率は、
44.52％まで落ち込んでしまった。＜ＮＨＫ選挙ＷＥＢ「選挙を知ろう 選挙で
振り返る戦後日本（後編）
」＞https://www.nhk.or.jp/senkyo/chisiki/ch18/
20170223.html
6こ
 こでは、立憲民主党、国民民主党、社民党、共産党、れいわ新選組およびそれ
らの党に推薦された無所属を野党とした。
7野
 党共闘の詳細な分析は以下のサイトに詳しい。
三春充希（はる）☆みらい選挙プロジェクト「野党共闘は失敗か？」
https://note.com/miraisyakai/n/n8aaba30c436a
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【12月の主な行事】
12 月 3 日 第 33 回連合総研フォーラム
6 日 JILPT との意見交換会
		 第 15 回労働力人口減少下における持続可能な経済社会と働き方
		（公正分配と多様性）に関する調査研究委員会
（主査 : 藤村 博之 法政大学教授）
13 日 日本の未来塾 「民主主義のための社会保障」
（講師 : 香取 照幸 上智大学総合人間科学部教授）
14 日 第 10 回「良い会社」であることの情報開示と労働者の立場からの
		 責任投資原則促進に関する調査研究委員会
（主査 : 水口 剛 高崎経済大学学長）
15 日 所内・研究部門会議
17 日 労働関係シンクタンク交流フォーラム（電機連合会館）
22 日 所内勉強会
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の国政選挙をはさんで求められる政

て、早や半年。仕事のやり方や職場

策とは」はいかがでしたでしょうか。

環境の変化にもようやくなれつつあ

ご寄稿頂いた先生からの熱いメッセ

ります。とりわけ、ものの見方や考

ージは届きましたでしょうか。

え方を「研究員」として切り替えて

多くの産別労組や単組では春闘方

いくことは難しくもありましたが、自

針とならんで昨秋に実施された衆議

分の新しい側面が見えてきたように感

院議員選挙の総括や、今夏の参議院

じます。とはいえ、
「皆で論議し、決

議員選挙に向けた取り組み方針が、

めたことは守る」
、
「不条理を許さず、

それぞれの決議機関で確認・決定し

困難な人たちに寄り添う」など、これ

始めている時期かと思います。今後

までの職場で培われてきたマインド

の方針の具体化に向けて、今月の特

は、どこにでも通用する共通基盤なの

集を参考にしていただければ幸いで

だなと改めて思った次第です。

す。

さて、今月号の特集テーマ「２つ

（逆に考えたジョナサン）

