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連合総研　前理事長　古賀　伸明

地下鉄の九段下駅は、東京メトロの東西線と半蔵
門線、都営地下鉄の新宿線の合計3路線が乗り入れ
ている。

4番出口から九段下交差点を南に歩いて1 ～ 2分で
九段会館。ご存知の通り、世に言う2.26事件（1936年）
の勃発を受け、翌日2月27日に厳戒司令部が設置さ
れた建物である。レストランや宿泊施設などを備え、
会議やイベントなどに使用されていたが、2011年の
東日本大震災により天井崩壊事故の影響で同年4月
に廃業。そして、今年10月、九段会館の一部を残し
ながら、17階建ての複合ビル「九段会館テラス」と
して再開業された。リニューアルした歴史的建造物
を感慨深く眺める。

2番出口から、九段坂を登り始めると約50mほどで
北の丸公園の看板が見え、左手が公園の入り口のひ
とつであり、国の重要文化財に指定されている旧江
戸城・田安門。日本武道館の入り口に位置する。

田安門と桜の名所として有名な千鳥ヶ淵の間にあ
り、靖国通りと千鳥ヶ淵に挟まれた、東西に細長く
約120mの小さな公園が九段坂公園だ。2020年3月に
リニューアルオープンした。

小さな公園ではあるが、園内には1871年靖国神社
の正面に常夜灯として建造され、当時東京湾の漁船
の目印になったと言われる常燈明台がある。道路の
拡幅工事に伴い1930年に現在地に移転した。

その隣には、品川弥次郎像が建っている。彼は長
州藩・松下村塾出身で、明治維新後、1870年に明治
政府が普仏戦争見学に選んだ一人として、欧州に派
遣されている。ドイツでは協同組合運動を学び、
1890年には協同組合を規定した画期的な法律として
知られる産業組合法を帝国議会に提案している。

10年前、2012年は国連が定めた「国際協同組合年」
であった。その背景には、グローバル経済の進展と
市場原理主義のもとで世界的に格差と貧困が拡大し
ている中、協同組合が健全性を発揮していることが
挙げられた。

これまでともすれば存在が埋もれ気味だった品川
弥次郎の顕彰をと、その国際協同組合年・山口県実

行委員会の企画事業として提案されたことに山口新
聞が呼応し、「志士・品川弥次郎の風雪」の連載が
決定したそうだ。その実行委員会の構成団体であっ
た、山口県生活協同組合連合会の有吉政博・前会長
から、私の約4年前の山口市での講演を聞いて、後
日ご丁寧に単行本の古川薫著「志士の風雪―品川弥
次郎の生涯」をお送りいただいた。職務柄、多くの
著書などをいただくが、思い出に残る書籍である。

品川弥次郎像の隣には、普仏戦争見学に一緒に選
ばれた薩摩藩出身の大山巌像が建っている。ちなみ
に、普仏戦争見学のもう一人の派遣者は土佐藩出身
の板垣退助だ。

九段下駅から九段坂公園の側道を歩いて7 ～ 8分
で、連合総研の事務所に着く。事務所への道は九段
坂と名がつくように上り坂である。江戸時代までは9
層の階段となっており、徒歩でしか通行できず、明
治以降、段差を廃して坂道となったが、見上げるよ
うな急斜面であったため、普通の人では荷車を上げ
ることは相当困難であったという。

九段坂上の交差点を過ぎ、次の靖国神社の交差点
を左に曲がると、すぐに事務所のあるビルに着く。
2015年12月に飯田橋からこのビルに移転して以来、
約7年間のいわば通勤路であった。この九段坂を、
もう頻繁には登ることもないだろう。

2012年4月の臨時理事会で、連合総研理事長に就
任した。私の理事長就任は、草野忠義・前理事長の
突然のご逝去によるものだった。当然のことながら、
連合会長との兼務であり、関連各位にはご迷惑をお
かけした。そして、3年数か月後の2015年10月連合
会長退任を機に、そのまま専任の理事長を務め、去
る12月2日の理事会・評議員会にて、古希（70歳）
を節目に理事長を退任した。

今日までの皆さまのご指導・ご支援に心より感謝
申し上げる。

大きな時代の転換期で課題山積ではあるが、連合
総研の益々の発展と、皆さまのそれぞれのお立場で
のご活躍をお祈りし、お礼の挨拶としたい。ありが
とうございました。

退 任 の 挨 拶

―  2  ―
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連合総研　理事長　神津　里季生

12月2日の理事会・評議員会のご承認をいただき、
このたび理事長に就任をいたしました神津です。ど
うかよろしくお願い申し上げます。

古賀前理事長は10年余りの間、その任にあたられ、
連合総研の発展をリードされてこられました。あら
ためて敬意を表するとともに、しっかりとバトンを
引き継ぎ、さらなる前進に向けて微力を尽くしてま
いる所存です。

以下に若干の抱負を申し述べておきたいと思いま
す。

１．連合運動との有機的つながり
連合総研は連合運動を先取りする形で1987年に発

足し、爾来、勤労者及び生活者の立場を踏まえたシ
ンクタンクとしての機能を果たしつつ、「力と政策」
を標榜する連合運動を研究の側面から支える役割を
担ってきたところです。

連合との間には、様々な側面において有機的なつ
ながりを有するわけですが、30年を超える長い歴史
を経てきているだけに、そのつながりをブラッシュ
アップする努力も怠ってはなりません。

一方では2020年初頭からのパンデミック、新型コ
ロナウイルスの猛威は、私たち人類のコミュニケー
ションに大きな影響を与えました。連合総研として
もこの難局において模索を重ねつつ、十分な研究成
果の醸成を担保してきたわけですが、今後はこの苦
労を逆手にとって、前進を図るチャンスととらえた
いと思います。

この間に得られた知見をもとにしつつ、オンライ
ンという新たなツールも有効に活用しながら、連合
運動との有機的なつながりを具体的に支えるコミュ
ニケーションの姿を、原点に立ち返って再設定する
良い機会だと思っています。

２．アピール性～知ってもらうこと
私は2013年に事務局長として連合本部専従の立場

になったのですが、その頃一番痛切に感じたことは、
「皆、すごく良いことをやっているのに、そのことが

あまりにも知られていない」、ということでした。
会長職を含めた在任中に、「連合」の意味と意義

をもっと世の中に知らしめたいと努力を重ねたつも
りですが、なかなか思うようにはいかなかったとい
うのが正直なところです。

古今東西を問わずメディアの常として、取材の対
象は世間の耳目をひくものに偏ります。極端な言説
や、不祥事、見てくれのインパクト等々。

しかし連合運動は、極端な右でも極端な左でもな
い、幅広の道をまっすぐに進む地味な存在です。そ
して傘下組織は、使用者の言いなりの御用組合でも
なく、騒ぎを起こすことを旨とした無責任な集団で
もない、是々非々の労使関係を基軸にした運動路線
です。

そういうまともな運動は残念ながら取り上げられ
る機会は少ないのが実情です。興味本位での、ストー
リーありきの、政治中心の記事ばかりが出回ってし
まうのです。

シンクタンクとしての連合総研は、労働運動の組
織体である連合よりもさらに地味な存在ですから、

「知ってもらうこと」には一段の苦労が伴います。
そんななかでも、様々な調査結果は定番のものを

含めてそれなりにメディアに扱われてきていますが、
やはり、連合と同様に「すごく良いことをやってい
るのに知られていない」という問題は抱え続けてい
るのではないかと思います。
「連合総研」という名前自体には、これまでの多く

の方々の取り組みの積み重ねもあって、一定の知名
度とネームバリューは備わっています。そのことを土
台にしながら、「やっている良いこと」のアピール性
を高めていくことに力を注いで参りたいと思います。

３．社会の持続性
あらゆる意味で社会の持続性が問われています。
ここで申し上げてきたことは、「連合総研の取り組

みが世の中に活かされれば、多くの問題は解決に向
かうはずだ」という認識があればこそです。

皆様の叱咤激励を切にお願い申し上げます。

就 任 に 際 し て

―  3  ―
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　 視　点

日本では人口減少と高齢化が急速に進んでいる。要

介護者および家族介護者は共に増加の一途で、年間約

10万人が介護・看護のために離職している（総務省　

平成29年就業構造基本調査結果）。今後、団塊の世代

がすべて後期高齢者となる2025年以降も高齢化はさ

らに進行し、世帯人数の減少も進む。

2040年ごろからは団塊ジュニア世代の高齢化で、

高齢者、介護サービス需要の継続的な増加と同時に、

労働力人口の減少が大きな課題となる。すでに訪問介

護で従事者が大幅に減少しているが、今後仕事と介護

の両立の社会的要請が一層高まることにより、介護人

材の需給のひっ迫が激化することは必至である。

介護提供体制確保の一環として、技術革新の加速と

介護現場への実装に、介護現場の期待が高まっている。

一方で、介護労働者からは、介護職員の配置基準の引

き下げが行われることにより、むしろ職員の負担増と

なるのではないかといった懸念のほか、技術の習得や

安全性の確保についての懸念も聞かれる。

生活の場である介護現場への新たなテクノロジーの

導入にあたっては、要介護者のプライバシーなどの人

権尊重はもとより、QOLの向上という視点が重要であ

る。また、在宅介護の負担の軽減や、単身者を含めた

在宅限界の延伸につながる可能性、介護データの収集

による「科学的介護」の推進による介護技術の向上など、

積極的な活用も期待される。

本特集は、こうした観点から、とかく「生産性の向上」

の手段としてとらえられがちである介護分野のテクノ

ロジーが、要介護者のQOL改善、介護人材や家族等介

護者の負担軽減に寄与するものとして期待し、その可

能性や課題等について有識者に論じていただいた。

早稲田大学教授の菊池馨実氏は「介護サービス需要

の増大と提供体制－生産性向上の観点からみた介護保

障のあり方－」として、介護分野における「生産性」

の解釈を解き明かしたうえで、社会保障審議会介護保

険部会の論点に対する様々な課題を示し、テクノロジー

活用の推進にあたり「ケアの質をどう捉え、測定する

かが問われなければならない」と指摘する。

大阪大学教授の石黒暢氏は、公共支出の増大を抑制

しつつ、サービスの向上を図るためにテクノロジー活

用を積極的に推進する、デンマークの「ウェルフェア・

テクノロジー」政策を解説するとともに、自治体、労

働者、高齢者の各組織によるガバナンスが行われてい

ることを報告し、介護分野のテクノロジー活用におい

て市民や労働組合の参加の重要性を説いている。

東洋大学准教授の高野龍昭氏は「2040年問題と介

護保険制度・高齢者介護」として、LIFE（科学的介護

情報システム）を含む介護分野でのICT/DX化の動向

や可能性を解説するとともに、介護における利用者の

心理社会的な側面の評価の必要性などの課題について

も指摘する。

UAゼンセン日本介護クラフトユニオン副会長の村上

久美子氏は「介護技術革新への期待と課題～従事者の

立場から～」として、同組織が毎年実施している就業

意識実態調査や介護現場で働く組合員の声から、介護

ロボットやＩＣＴに対する介護従事者の意識を検証す

るとともに、活用に向けた課題を論じている。

最後に拙稿として「高齢者像と介護職員の移動状況

から見た介護テックへの期待と課題」として、高齢者

の意識やサービス別の介護従事者の状況等を概観しつ

つ、要介護者、介護労働者及び家族等介護者の視点か

らの課題を示した。

現在社会保障審議会介護保険部会において第9期介

護保険事業計画期間に向けた制度改正についての議論

が進められている。また、その後は2024年度介護報

酬改定に向けた検討が進められることとなる。各論文

の報告や示唆、提起が、介護人材確保対策や介護テッ

クに関する政策の検討の一助となることを期待する。

（連合総研主任研究員　伊藤彰久）

介護サービスの質を上げる
～テクノロジーの可能性を探る～

〈特集解題〉
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寄稿  1

介護サービス需要の増大と提供体制
−生産性向上の観点からみた介護保障のあり方−

菊池　馨実
（早稲田大学教授）

１．はじめに
　超少子高齢社会・人口減少社会の本格的
な到来は、将来の介護保険財政に大きな影響
を及ぼすことが予想される。給付範囲の適正
化、通いの場など地域づくりまで見据えた介
護予防対策の展開、保険料・一部負担金のあ
り方など、議論されるべき論点は多岐にわた
る1。
　他方、介護保険制度をめぐる論議にあって
は、「負担と給付」のあり方にとどまらない
介護供給体制のあり方も、重要な位置を占め
ると言わねばならない。かつて国民皆保険の
黎明期に、無医村などを意識して用いられた

「保険あって医療なし」の表現になぞらえて、
「保険あって介護なし」という状況に陥るよ
うでは、実質的な介護サービスの保障が図ら
れ得ないからである。
　2022（令和4）年7月25日に開催された社会
保障審議会介護保険部会（第95回）の議題は、

「介護人材の確保、介護現場の生産性向上の
推進」であった。このテーマは、同年10月17
日の介護保険部会（第99回）でも取り上げら
れ、次期制度改正に向けた議論が行われてい
る。また同年9月に開催され、筆者も参加し
た第41回全国社会福祉法人経営者大会（於・
青森県青森市）のパネルディスカッションも、

「ふくしの生産性を問う～新たな社会課題へ
の挑戦に向けて～」をテーマとして行われた。
このように、近時、介護分野に限らず福祉分
野においては、「生産性向上」という観点から、
提供体制の在り方に関心が向けられている。
　本稿では、介護分野を中心に、「生産性向�
上」の観点からみた介護サービス保障のあり

方につき検討を行うことにしたい2。

２．介護分野の生産性向上とは
　そもそも介護分野で「生産性」という文言
を用いることに対して、とりわけ現場を担う
立場からみれば、違和感があることは否めな
いだろう。もとより生産性向上は、福祉領域
から先行的に語られ始めた言葉ではない。政
府の各種会議において、各産業分野における
生産性の向上が重点課題とされる中、福祉分
野でも生産性向上が語られるに至ったと考え
られる。
　それでは介護分野の生産性向上とは何か。
厚生労働省老健局が施設・事業所向けと自治
体向けに示している手引書3を手掛かりに考
えてみたい。
　それによれば、人口減少社会の到来で生産
年齢の介護人材の確保が困難になる中で、介
護の質を確保し、向上させていくことが、介
護現場が直面する課題であるとする。このた
め、①人材不足の中でも介護サービスの質を
維持・向上するためのマネジメントモデルの
構築、②ロボット・センサー・ＩＣＴの活用、
③介護業界のイメージ改善と人材確保に取り
組むことが必要とされており4、介護分野の
生産性向上は、こうした3つの観点を踏まえ
て、自治体、関係団体、介護施設・事業所等
が一体となって進めていくことが重要であ
り、これにより介護の質を維持・向上しつつ、
急増・多様化する介護ニーズに的確に対応す
ることが可能になるとしている5。
　ここでは、生産性向上そのものについては
定義されていない。ただし、その後に続けて、
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「業務改善」の語を用い、業務改善とは一般
的に、業務のやり方を工夫することで、現状
の業務から「ムリ」「ムダ」「ムラ」を無くし、
現状の業務をより安全に、正確に、効率的に
行うことや、負担を軽くすることなどを目的
として取り組む活動であるとしたうえで、実
際の生産性を向上させるためには、「Input」
と「Output」の間にある過程「Process」に
着目して取り組む重要性が指摘されるとして
いる。つまり、生産性向上を業務改善の過程
として捉えた上で、介護サービスにおいては
業務改善の上位目的を「サービスの質の向上」
とし、業務改善に取り組む意義を、①人材育
成、②チームケアの質の向上、③情報共有の
効率化にあると捉えている6。

３．全世代型社会保障構築会議
　戦後日本の福祉国家の進展に伴い構築さ
れてきた高齢者中心型の社会保障の在り方を
修正し、全世代対応型の持続可能な社会保
障制度を構築する観点から、社会保障全般の
総合的な検討を行うため、2021（令和3）年
11月に設置された全世代型社会保障構築会
議は、2022（令和4）年5月、議論の中間整理
を取りまとめた。
　その中で、5頁にわたる中間整理の最後の
項目である「６．医療・介護・福祉サービス」
の末尾の項目に、以下の記述がなされている。

〇�このほか、サービスの質の向上、人材配置
の効率化、働き方改革等の観点から、

　・�医療・介護・福祉サービス（障害、児童
福祉など）におけるＩＣＴの活用や資格
の養成課程の見直しなど

　・�看護、介護、保育などの現場で働く人の
処遇改善を進めるに際して事業報告書等
を活用した費用の見える化などの促進策
のパッケージ

　・�処遇改善も勘案したタスクシェア・タス
クシフティングや経営の大規模化・協働
化

も進めるべきである。

　いずれも項目の羅列にとどまっており、文
章化されている「中間整理」全体の中での位
置づけは付随的である。
　むしろ介護との関係では、「４．家庭にお
ける介護の負担軽減」との関連で詳しく触れ

られており、家族の介護力の低下が見込まれ
ることを前提に、①圏域ごとの介護ニーズの
将来予測を踏まえ、サービスの基盤整備を着
実に実施していく必要性、在宅高齢者につい
ての地域全体でのサービス基盤を整備してい
くことや、介護予防や社会参加活動の場の充
実の観点からの地域全体での活動を支援して
いくことの重要性、②仕事との両立の観点か
ら、介護休業制度についてのより一層の周知、
介護離職を防ぐための対応の必要性、③認知
症に関する総合的な施策の更なる推進のため
の要介護者及び家族介護者等への伴走型支
援や成年後見・権利擁護支援などについて指
摘が及んでいる。このように、介護供給体制
というより家庭における介護の負担軽減をめ
ぐる施策に重きが置かれている印象を受け
る。

４．介護保険部会の論点と課題
　冒頭に掲げた介護保険部会（第95回）では、

「介護人材の確保、介護現場の生産性向上の
推進」との議題の下、ⅰ総合的な介護人材確
保、ⅱ地域における生産性向上の推進体制、
ⅲ施設や在宅におけるテクノロジーの活用の
推進、ⅳ介護現場のタスクシェア・タスクシ
フティング、ⅴ経営の大規模化・協働化、ⅵ
文書負担の軽減、ⅶ財務状況等の見える化
が、項目として挙げられた7。ⅱ以下が生産
性向上に資する取り組みといえようが、挙げ
られた項目の多くが、先に掲げた全世代型社
会保障構築会議の中間整理で指摘された事
項と重なっている。
　ⅰは、生産性向上の議論が、人口減少社会
を迎えた日本で、介護職員の必要数が大幅に
増加するとの未曾有の事態への対応策という
大前提の下で展開せざるを得ないことを如実
に示している。例えば、第8期介護保険事業
計画の介護サービス見込み量等に基づき、都
道府県が推計した介護職員の必要数を集計
すると、介護職員の必要数は2019年度211万
人に対し、2040年度には約280万人になると
見込まれている8。この間、生産年齢人口（15
歳～ 64歳の人口）が優に1000万人以上減少
すると想定される中で、70万人近くもの新た
な介護人材の増加が求められているのであ
る。そのためにも、ⅱ以下で挙げられている
生産性向上に取り組む必要があるとともに、
職員の専門性を高めるための資格制度の整備
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や、職員の処遇改善が欠かせない。前者の関
連では、介護福祉士資格取得方法の一元化

（教育課程修了と国家試験の義務付け）に係
る経過措置（令和８年度卒業者までは、養成
施設卒業者の国家試験未受験者及び不合格
者について介護福祉士の資格を付与する）の
度重なる再延長はこれ以上認めるべきでな
い。また後者の関連では、筆者が従前から主
張しているように9、直接処遇にあたらない
相談支援（ソーシャルワーク）業務の専門性
を評価し、単に処遇改善加算の実績を積み上
げるのではなく相談支援職等に加算対象者の
拡大を図るとともに、各制度における相談支
援業務において社会福祉士の配置を加算対
象とし、必置化するなどの方策を検討すべき
である。
　将来的な生産年齢人口の大幅減を見据え
た場合、現在の特定技能１号といった限定的
な在留資格での対応には限界がある。出入国
管理・労働政策の在り方とも関連して、外国
人労働力の本格的な導入に関わる議論を、早
期に開始する必要がある。
　ⅱで紹介されているのは、先に挙げた介護
現場革新会議パイロット事業の実施拡大や、
地域医療介護総合確保基金を活用した支援
の取組などである。個々の介護事業者の自助
努力だけでなく、自治体主導で地域の多様な
関係者の参画の下で、地域全体で取組を推
進するため、都道府県主導で生産性向上に資
する様々な支援・施策を一括して取り扱い、
適切な支援につなぐワンストップ型の総合的
な事業者支援スキームを検討することが提案
されている。
　ⅲでは、介護ロボットの開発・実証・普及
に向けた政策的取り組みや、テクノロジーの
活用や人員・運営基準の緩和を通じた業務効
率化・業務負担軽減の推進に向けた介護報
酬改定が紹介されている。先述のように人口
減少社会の到来で介護職員の必要数とのミス
マッチが生じることが議論の出発点にあるた
め、テクノロジーの活用を如何に業務効率化・
業務負担軽減とケアの質向上につなげるかと
いうだけの単線的な議論ではなく、テクノロ
ジーの活用とそれによる人員・運営基準の緩
和を不可欠の前提として、その上でケアの質
向上等を問わざるを得ない点が問題の根幹に
ある。仮に基準緩和がなされ得るとしても、
その一方で職員の業務負担軽減につながって

いるのかを、検証していく必要がある。また
業務効率化や業務負担軽減が比較的指標化
し易いようにみられるのに対し、そもそもケ
アの質をどう捉え、測定するかが問われなけ
ればならない10。
　ⅳでは、介護現場における介護助手の本格
活用が課題とされている。この語感から筆者
が思い出すのは、かつて病院等で勤務してい
た看護助手の存在である。仕事を切り分け、
直接介護以外の間接業務を担う職員を活用す
る方向性に異論はない。こうした発想は、最
近の障害者雇用にもみられるといえよう。た
だし、介護の場合、看護助手のように業務独
占の下で看護師の指示の下に業務を行うとの
性格をもたないのであるから、退職後の元気
高齢者などシニア世代を主な担い手として期
待するのであれば、上下関係を連想させる文
言は避けるのが賢明である。実は、社会保障・
社会福祉の側からこうした高齢者へのアプロ
ーチとしては、「地域共生社会」における地
域の担い手・支え手といった捉え方がなされ
がちである。しかし、これからの高齢者施策
としては、「やりがい」「生きがい」といった
面と同時に（あるいはそれ以上に）、マクロ
経済スライドの下、逓減が避けられない公的
年金に大部分を依存する高齢者に対する積
極的所得保障施策として取り組んだ方がより
効果的な面がある。さらに地域の現場で話を
していてよく聞かれるのは、たとえ年金で何
とか生活のやりくりができるとしても、収入
が月々の年金のみになったことで生活資金の

「遊び」の部分が失われることの不便さであ
る。交際費、旅行費、お歳暮・お中元、孫の
お小遣いなど、ちょっとした副収入があれば
より健康で文化的な生活を送ることができ
る。そうした一助となるためにも、現役時代
に第一線で活躍された方々にふさわしいポジ
ティブな名称を付けた方がよい。
　ⅴに関しては、既に令和2年社会福祉法改
正により、社会福祉連携推進法人制度が創設
された。単に経営基盤の強化が図られるだけ
でなく、新規採用者募集の優位性、人材の適
材適所への配置、研修の体系化による資質の
向上など、規模を生かした法人運営のもたら
すメリットがあると考えられる。今後に向け
て、一定の普及が図られることが期待される。
　ⅵは、現場サイドから強く対応が求められ
ている課題であり、既に介護保険部会の下に
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専門委員会（介護分野の文書に係る負担軽減
に関する専門委員会）が設置され、2019（令
和元）年８月以来、検討を行っている。既に
同年12月の中間とりまとめでは、Ⅰ．簡素化

（様式・添付書類や手続きの見直し）、Ⅱ．標
準化（自治体ごとのローカルルールの解消）、
Ⅲ．ICT等の活用（ウェブ入力・電子申請）
の３つの視点が掲げられ、取り組みが進めら
れている11。2021（令和3）年9月デジタル庁
創設に象徴されるデジタル化の一層の進展の
中で、さらなる加速化が期待される。
　ⅶについては、介護サービス情報公表制度
の整備・推進も取り上げられているものの、
その主たるねらいは、職員の処遇改善を図る
うえで施設・事業所等の経営状況の「見える
化」を図るところにあると考えられる12。社
会福祉法人等の内部留保を念頭においた議
論であるか否かは定かでないものの、仮にそ
うであるとすれば、平成27年社会福祉法等改
正による社会福祉法人制度改革の検証とセッ
トで行う必要がある。

５．むすびにかえて
　以上述べた介護現場における生産性向上
をめぐる取り組みは、介護保険の財政問題と
いう特殊性を有する一方で、人口減少社会へ
の対応という面では障害・子ども・生活困窮
といった他の福祉分野と共通する課題を含ん
でいる。人数的なボリュームという点で介護
に焦点が当たるのはやむを得ないとしても、
今後は制度横断的な検討も不可欠であると思
われる。

�1��近い将来、これまで繰り返し議論されてきた40歳未満の
若年障害者への適用拡大など、制度枠組みにかかわる大
きな議論も、再度検討対象となることが見込まれる。

�2��本稿は、菊池馨実「介護現場の生産性向上」『週刊社会保�
障』3136号（2022年）36－37頁をもとに、大幅に加筆修
正を行ったものである。

�3��厚生労働省老健局「より良い職場・サービスのために今�
日からできること（業務改善の手引き）パイロット事業
令和2年度版（令和4年3月一部改訂）」。

�4���「介護現場革新会議基本方針」（2019年3月28日）。
�5���前掲・（注3）（施設・事業所向け手引き）8頁。
�6���同9頁。
�7��制度改正に向けた2巡目の議論である第99回部会では、第95

回でのⅰないしⅴの5点にほぼ相当する項目に絞られ、議論
がなされた。問題状況は第95回の議論で明らかにされてい
ると考えられるため、以下でも第95回の項目に沿って検討
を行う。

�8��「介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進について」
（第95回社会保障審議会介護保険部会〔令和4年7月25日〕
資料1）4頁。

�9�� 菊池馨実『社会保障再考－〈地域〉で支える－』（岩波新書、
2019年）参照。

�10��「規制改革実施計画」（令和4年6月7日閣議決定）」によれば、
「厚生労働省は、当該検証（現行の人員配置基準より少な
い人員配置であっても、介護の質が確保され、かつ、介護
職員の負担が軽減されるかに関する検証･･･筆者注）の結
果を踏まえ、先進的な取組を行うなど一定の要件を満たす
高齢者施設における人員配置基準の特例的な柔軟化の可否
について、社会保障審議会介護給付費分科会の意見を聴き、
論点を整理する。厚生労働省は、当該論点整理を踏まえ、
同分科会の意見を聴き、当該特例的な柔軟化の可否を含め
た内容に関する所要の検討を行い、結論を得次第速やかに
必要な措置を講ずる」としている。

�11�さらに同専門委員会では、2022（令和4）年11月7日付で取
りまとめを公表した。

�12�第5回公的価格評価検討委員会（令和4年8月30日）「『費用の
見える化』及び『デジタル等の活用』の方向性（資料1）」
によれば、（1）人件費以外の費用や積立金の分析、（2）人
件費の職種間の配分状況、（3）収入・支出及び資産の関係、

（4）計算書類・事業報告書の記載項目の充実による見える
化の項目が並んでいる。
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１．はじめに
　近年、高齢社会の諸課題に高度な技術を
活用しようという動きがみられる。2010年に
政府が発表した「新成長戦略」と2013年の「日
本再興戦略」で介護ロボットの開発を進める
ことが示され、それ以降、厚生労働省と経済
産業省が中心となって、介護ロボットの開発・
普及支援が行われてきた。とりわけ、今後、
介護を担う介護人材の不足が深刻化すること
が予測されているなか、国は「総合的な介護
人材確保対策」を打ち出している。そこでは、
介護職員の処遇改善や多様な人材の確保・
育成などとともに「離職防止、定着促進、生
産性向上」が目指されており、「介護ロボット・
ICT等テクノロジーの活用」も推進していく
とされている。しかし、現実には介護ロボッ
トが介護現場で効果的に利用されているケー
スはまだ多くない。介護労働安定センターの

「事業所における介護労働実態調査」1による
と、介護事業所が導入している介護ロボット
は「見守り・コミュニケーション（施設型）」
がもっとも多いが、その導入割合は事業所の
2.8％にすぎない。次に「介護業務支援」の
1.6％、「移乗介助（装着型）」が1.6％、「入浴
支援」が1.3％と続く。何も導入していない介
護事業所が80.9％と大半を占めるのが現状で
ある。このように介護ロボットの導入が進ま
ない背景には、制度的・構造的な問題や、介
護にロボットや機器を導入することに対する
抵抗感や「人手による介護」を重視する意識
や文化など、複雑な事情がある。

　テクノロジーを高齢社会の課題解決に結び
付けようとしているのは日本だけではない。
人口の高齢化に伴う課題を抱える多くの先進
諸国でも、介護にロボットやICTを開発・活
用する流れが加速している。たとえばEU諸
国は2008年頃からテクノロジーとイノベーシ
ョンによって高齢者のQOLを向上させるプロ
ジェクトを重点的に進めている。特にEU諸
国の１つであるデンマークでは2007年頃から

「ウェルフェア・テクノロジー 2（以下WTと
記す）の活用促進」が国家ぐるみで進められ、
高齢者介護現場においても多様なテクノロジ
ーがすでに積極的かつ効果的に実装化されて
いる。その背景の１つには、多様なアクター
を巻き込んで官民協働でWTの導入を推進し
ようとするデンマークのガバナンスがあると
考えられる。本稿では、政策形成・決定過程
において行政と協働する労働組合や高齢者組
織などのステークホルダーがWT施策とどの
ように関わっているかを示したい。

２． デンマークのウェルフェア・テクノロジ
ー関連戦略

　デンマークのWT戦略は電子政府戦略のな
かに位置づけられており、2001年に最初の電
子政府戦略を発表して以来、国をあげて取り
組み、大きな成果をあげてきた。このような
取り組みの背景には、社会の高齢化という人
口学的状況とともに、国民の公的サービスに
対する期待や要求が高まっており、公的部門
の対応能力が求められているという現状があ

寄稿  2

デンマークにおけるウェルフェア・テクノロ
ジーの推進とガバナンス

石黒　暢
（大阪大学大学院人文学研究科 教授）
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る。さらに、社会保障において公共の役割が
大きいデンマークでは、公的部門を効率化し
て公共支出の増大を抑制し、かつサービスの
向上をはかることが強く求められている。こ
のような状況を切り抜けるうえで鍵となるの
が電子政府戦略であるとデンマーク政府は考
えている。当初は公的部門の労働力削減に大
きな焦点が当たっていたが、次第に国民の
QOL向上や自立支援につながるものとして取
り組みを強化している。
　電子政府戦略に加えて、国、全国基礎自治
体連合（後述）、全国広域自治体連合は2013
年に「デジタル・ウェルフェアの共通戦略
2013－2020」を策定した。基本理念は、①市
民の活発な参画（デジタル・ソリューション
によって市民が福祉に貢献し、社会に活発に
参加できるようにする）、②効率的で一貫性
のある福祉（デジタル化とテクノロジーの活
用によって効率化をはかり、連携して情報共
有ができるようにする）である。その後、
2016年には「電子政府戦略2016－2020」が発
表され、前述の「デジタル・ウェルフェアの
共通戦略2013－2020」はこの「電子政府戦略
2016－2020」のなかの一部分として組み込ま
れることとなった。具体的には、「電子政府
戦略2016－2020」の目標1の重点項目「1.3.�
福祉の向上と一貫性の確保」が該当する部分
である。同重点項目の具体的な取り組みにつ
いては、①福祉手続きの一貫性、②障害者・
困難を抱えた人に関するデータの質向上、③
デジタル化された福祉サービスの拡大、④教
育におけるデジタル化、⑤公務員のデジタル
リテラシー、であり、WTは「③デジタル化
された福祉サービスの拡大」に含まれている。�
　電子政府戦略やWT共通戦略は、国、全国
基礎自治体連合、全国広域自治体連合の三
者が策定主体となっているところに特徴があ
る。すべての行政レベルが連携して電子政府
やWTの取り組みを進めることが明確となっ
ている。
　高齢者介護におけるWT活用推進は、主に
高齢者介護サービス提供に責任を負う基礎自
治体の管轄である（広域自治体は主に医療分
野を管轄している）。国家レベルでの電子政
府戦略を受けて、基礎自治体レベルでの戦略

「基礎自治体共通電子政府戦略2016－2020」
が全国基礎自治体連合によって策定された。
さらに、WTの導入を進めるための計画「基
礎自治体共通WTプログラム2017－2020」も
策定された。プログラムの目的は、①知見を
集め、コーディネートし、取り組みを記録す
ることによって、WT戦略を推進するととも
に、すでに経験が蓄積されたWTソリューシ
ョンの導入と効果達成に向けて基礎自治体を
支援すること、②すでに経験が蓄積された
WTソリューションの各基礎自治体の導入状
況について知見を共有することによって、市
民のQOL向上と基礎自治体の財政状況改善
に寄与することと定められていた。

３． デンマークの高齢者介護の福祉ガバナ
ンス

　すでに述べたようにデンマークの行政は、
国、広域自治体、基礎自治体の3つのレベル
に分かれている。本稿で着目する社会サービ
スとしてのWT給付は、基礎自治体の福祉用
具支給制度のなかで必要と認められた利用者
に提供される。国レベルの諸政策のうち基礎
自治体に関係があるものの政策形成プロセス
においては、国と全国基礎自治体連合が協議
して合意を形成していく。�
　また、高齢者介護政策の決定過程に影響を
与える行政機関以外の主要な主体は、介護労
働者の多くが加入する労働組合FOA�（Fag�
og�Arbejde）と高齢者問題全国連盟（Ældre�
Sagen）の２つである。以下では、デンマー
クのWT関連のガバナンスに関わる主要なス
テークホルダーとして、全国基礎自治体連合、
労働組合FOA、高齢者問題全国連盟につい
て述べる。

3.1. 全国基礎自治体連合

　全国基礎自治体連合はデンマークの全国98
の基礎自治体の全国連合組織である。非常に
社会的な影響力が強い組織であり、「第２の
国会」とも呼ばれている。基礎自治体の利益
を代表する立場であり、国やEU、民間団体、
メディアに対して全国の基礎自治体のスポー
クスマンとしての役割を果たす。また、全国
の基礎自治体の予算は、毎年、全国基礎自治
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体連合が政府と財政交渉を行って決められる。
全国基礎自治体連合は、基礎自治体に相談サ
ービス、最新情報の提供なども行っている。
　デンマークは労働者に占める公務員の割合
が高く、全国の基礎自治体職員の数は約50万
9千人（労働人口の2割弱）に上る（2020年現
在）3。デンマークの労働者と使用者の間での
交渉（労使交渉）は全国レベルで行われるた
め、基礎自治体職員（労）と基礎自治体（使）
の場合、各職域の労働組合の全国組織と全
国基礎自治体連合とが交渉を行い、賃金や労
働条件などの労使協定を結ぶ。その意味から
全国基礎自治体連合はデンマーク最大規模の
雇用者団体でもある。高齢者介護に関してみ
ると、デンマークにおいて介護サービスを提
供している事業所の大半が基礎自治体の事
業所であるため、介護労働者を組織する労働
組合であるFOA（労）と全国基礎自治体連
合（使）が交渉を行い、労使協定を結ぶ。
　全国基礎自治体連合の福祉・保健部の下
にウェルフェア・テクノロジーセンターが
2013年に設置されたことも、全国基礎自治体
連合がWTの普及を積極的に進めようとして
いることを示している。具体的には、WT導
入に関する基礎自治体からの相談を受け付け
たり、全国の基礎自治体がどのようなWTを
どの程度導入しているかを知ることができる
ネットワークを構築したりなどの取り組みを
行っている。
　このように、全国基礎自治体連合は高齢者
介護施策を管轄する基礎自治体の代表として
の立場と、介護労働者を雇用する雇用者団体
としての立場の両方の立場からWT施策に関
わっている。また、介護労働者の労働組合と
連携した共同研究プロジェクトも行われ、労
使がWT活用促進に協力して取り組んでいる
といえる。

3.2. 労働組合FOA

　社会に対する大きな発言力と影響力をもつ
デンマークの労働組合は職域で組織されてお
り、組織率は国際的にみて高い。日本の労働
組合の組織率が16.9％（2021年）であるのに
対して、デンマークは67.0％（2019年）であ
る4。

　デンマークで加入者数が3番目に多い労働
組合であるFOAは、約17万人の組合員をか
かえ、全国に32の地方支部をもつ5。FOAの
組合員の主な職域は、福祉・保健、保育・幼
児教育、調理・清掃、技術・サービスで、公
的部門で働く労働者がほとんどである。
　FOAは介護労働者を多く組織しているた
め、職務でWTを扱う労働者の立場から積極
的に意見を表明している。前述のように、雇
用者組織である全国基礎自治体連合と常に
協議を行っており、WT使用の現状と問題点
についても共有し、改善策を常に議論してい
る。
　FOAは介護現場におけるWT活用につい
て、利用者の生活の質を向上させ、介護労働
者の負担を大いに軽減させるものであると肯
定的な姿勢を示している6。
　FOAはまた、WTに関する現状調査や活動
を積極的に行っている。たとえば2014年に
FOAは福祉・保健セクターの組合員を対象
にインターネットのアンケート調査を実施し
た。全国の介護労働者がVTをどのように活
用し、どのような認識をもっているのかをき
め細かく把握して吸い上げようとしている。
　FOAは、介護労働者のWTに関する能力・
資質を向上させる必要があると主張し、その
対応を国や基礎自治体に要請してきた。その
結果、介護者養成の教育課程のなかにWTの
課程が導入され、介護者養成学校においても
WTを理論と実践の両面から学び、介護実践
につなげることが目指されている。
　
3.3. デンマーク高齢者問題全国連盟

　高齢者問題全国連盟は国内最大の高齢者
組織である。高齢者の利益を代表した活動を
行っており、メディアでの影響力も強い。20
世紀初頭に牧師によって創設された「孤独な
高齢者を守る会」にルーツをもち、1986年に
全国的な高齢者組織として誕生したデンマー
クの非営利組織である。会員数は約93万人（デ
ンマーク人口の約16％に相当）で、全国に
215の地方支部がある。高齢者問題全国連盟
のミッションは、すべての人が長生きし、よ
い人生を送ることができる社会をつくるため
に貢献することで、具体的には、高齢者のた
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めのアドボカシー活動（国や自治体に働きか
ける）、高齢化社会に関する啓蒙活動、ボラ
ンティア活動、地域でのイベント開催、会員
への相談サービスなどを行っている7。国や
自治体の高齢者関連施策に対して積極的に意
見表明をしており、政策決定過程においても
非常に大きな影響力を持っている。
　同連盟は、WTに関する調査や提言などの
活動も積極的に行っている。たとえば、WT
の活用が積極的に議論され始めた2009年には

「デンマークのWT ～人間を中心に据えて」
という提言を出し、WT活用に関する高齢者
問題全国連盟の考え方を示した。�2012年に
は、国民のWTに対する意識調査をYouGov
社と共同で実施するとともに、WT施策に対
する市民の関与や市民の生活に対する影響等
について議論する大規模なセミナーも開催し
ている。ほかにも、頻繁にメディアに出演し
て高齢者問題全国連盟の立場からWT活用に
ついてコメントしたり、FOAや国、自治体な
どと連携してさまざまな研修や共同研究プロ
ジェクトを行ったりして、高齢者の視点から
適切なWT導入が実現できるよう活動してい
る。
　高齢者問題全国連盟は、FOAと同様にWT
に対して肯定的な見解を示しており、「WT
は、利用者それぞれの生活の柔軟性を向上さ
せ、生きる力を高め、安心感を与えるもので
ある」というビジョンを明確化している。同
時に、介護現場への導入においては、高齢者
の意思を尊重しなければならないことも強調
している。

４．おわりに
　ここまで、デンマークのWTに関わるステ
ークホルダーとそのガバナンスについて現状
を述べてきた。高齢者問題連盟やFOAとい
ったWTに関わる市民の組織がそれぞれの立
場から熟議を重ね、合意を形成するガバナン
スの1つのモデルを示しているといえる。こ
のようなモデルは、導入に困難を伴いがちな
新しいシステムの実施可能性を高める。なぜ
なら、制度やサービスを使いやすいものにす
るために市民参加は不可欠であり、市民の政
策策定への関与は、政策策定者の行動を変容

させ、市民のニーズに近い政策が策定される
可能性が高くなるからである8。
　一方、日本に目を向けると、介護ロボット
を高齢者介護に導入しようとする動きはみら
れるが、国主導であり、全国の自治体と連携
して進めようとする動きはあまりみられな
い。介護労働者や高齢者の参加の機会をもう
けて、WTを何のためにどのように導入する
のか、ビジョンや具体的な施策について、熟
議を重ねようとする動きもほとんどみられな
い。行政や労働市場の構造上の違いがあるた
め、デンマークと同じガバナンスを目指すこ
とは現実的ではないが、労働組合や市民組織
も巻き込んだより水平方向への広がりのある
日本型のガバナンスを構築し、多くのステー
クホルダーの参加を保障することが、今後介
護ロボットを高齢社会に有効に活用するため
に求められるといえるだろう。

�1��介護労働安定センター，令和3年度介護労働実態調査�事業
所における介護労働実態調査結果報告書
http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/2022r01_
chousa_jigyousho_kekka.pdf

�2��ウェルフェア・テクノロジー（velfærdsteknologi）の定義
は統一されたものがないが、デンマーク社会庁は「福祉
サービスを維持・発展させることに貢献する技術的ソリ
ューションであり、福祉用具を含む」という幅広い定義を
示している。

�3��KL
　� https://www.kl.dk/media/28084/det-kommunale-

arbejdsmarked-i-tal-2020.pdf
�4���厚生労働省，令和3年労働組合基礎調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/
kiso/21/dl/gaikyou.pdf
OECD,�Trade�Union�Dataset
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD

�5���FOA,�Om�FOA
https://www.foa.dk/om-foa

�6���石黒�暢．2017．「高齢者介護のガバナンス：デンマークのウ
ェルフェア・テクノロジー施策からの検討」，『IDUN�－北
欧研究－』vol.22,�195-222.�大阪：大阪大学デンマーク語・
スウェーデン語研究室��

�7��Ældre�Sagen,�Om�os
https ://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/
aeldresagen/organisation

�8�� 松田憲忠．2008．「第2章�市民参加の可能性とガバナンス」，
『ローカル・ガバメントとローカル・ガバナンス』．35-52．
東京：法政大学出版局．
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１．はじめに
　介護保険制度見直しの議論は、①費用額
増大による財源の逼迫、②要介護高齢者の増
加、③介護人材の不足という３点が主要な論
点であった。しかし近年は、それらを包含す
る形で④地域共生社会の構築、⑤2040年問
題への対応という点が論点に加わり、その２
点の議論に軸足を移しているように概観でき
る。とりわけこの⑤の点、すなわち急激な人
口減少局面における介護保険制度の持続可
能性確保が最大の課題と見なされ始めた感も
強い。
　こうした政策的な問題意識から、最近は、
労働集約型サービスの典型例とされてきた介
護サービスに「生産性向上」を期待するさま
ざまな施策や、属人的なヒューマン・サービ
スという印象の強い介護実践に「データヘル
ス改革」を促す施策が登場している。
　これらのことを背景として、本稿では介護
保険制度の分野における生産性向上とデータ
ヘルス改革に関する「光」と「影」について
検討を行う。

２．介護保険制度と2040年問題
　2040年問題とは、一般に、わが国における
2040年代半ばまでの急激な人口減少局面の
諸問題を指すと言ってよい。介護保険制度見
直しの政府内の議論においても「いわゆる団
塊ジュニア世代が65歳以上となる�2040年に
は、高齢人口がピークを迎えるとともに、介
護ニーズの高い85歳以上人口が急速に増加す

ることが見込まれる」1として論点に上げら
れている。
　これに関し、政府の研究機関による人口推
計データ2を参照し、筆者がグラフに示した
ものが図１である。これは、人口３区分（0
～ 14歳：年少人口、15 ～ 64歳：生産年齢人口、
65歳～：老年人口）について、さらに老年人
口を65 ～ 74歳・75 ～ 84歳・85歳～と３つに
区分し、そのうえで2015年の人口を起点に
2030年・2045年の推計値と照らしてそれぞれ
の増減を指数で表したものである。
　この図からは2040年問題とは、①生産年齢
人口の急減（2045年の推計値は2015年と比べ
て約28％の減少）と、②85歳以上の人口の急
増（同：約2倍の増加）が同時進行的に生じ
ることだということもできる。一方、図２で
示すとおり、85歳以上の高齢者は要介護認定
率が約6割（2021年のデータ）という実態も
ある。したがって、2040年に向け、社会的に
介護ニーズが急増することは自明である。
　また、厚生労働省の推計では、2019年度に
全国で約211万人の介護職員が従事している
ものの、2040年度にその必要数が約280万人
に達すると示されている3。前述のとおり、
2015-2045年に生産年齢人口が約28％減少す
ることが見込まれるなか、2019-2040年に介
護職員を約33%増やす必要性が示されている
こととなる。
　こうしたことを鑑みると、筆者は「介護従
事者の処遇改善や若年層の介護への参入促
進策をいくら講じても、それだけでは介護従

寄稿  3

2040年問題と介護保険制度・高齢者介護
～ICT/DX化とデータヘルス改革の期待と課題～

高野　龍昭
（東洋大学ライフデザイン学部准教授）
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図１　2040年問題～総人口と生産年齢人口の減少
（2015年の実数を100としたときのその後の伸び率）

出典：国立社会保障人口問題研究所『日本の将来推計人口（平成29年推計）』をもとに筆者作成

図２　年齢階級別の要介護認定率

（厚生労働省老健局『介護保険事業状況報告（月報：2021年9月末）』 および総務省統計局『人口推計
（2021年10月1日人口）』 をもとに筆者にて作成）

図３　『医療・福祉サービス改革プラン』における生産性向上のための主要施策

出典：厚生労働省『医療・福祉サービス改革プラン』（2019）をもとに筆者にて作図
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事者の確保が真に行き詰まる時がいずれ到来
する」と考えている。
　この意味で、介護保険制度の持続可能性
の確保に向け、介護人材を拡充する施策だけ
では限界があることから、それに代わる「生
産性向上」策を講じることが喫緊の課題のひ
とつだと指摘できる。
　このことに関しては、2019年に厚生労働省
が示した『医療・福祉サービス改革プラン』（以
下「改革プラン」）では図３に示す４つの主
要施策を示して「医療・福祉サービス改革に
よる生産性の向上を図る」としている。その
うえで「2040�年時点において、医療・福祉
分野の単位時間サービス提供量について５％

（医師は７％）以上の改善を目指す」という
数値目標も示している4。

３．介護分野でのICT/DX化の推進
　改革プランにおいて、生産性向上のために
最初に示されているものは「ロボット・AI・
ICT�等の実用化推進」である。これを受け
る形で、2021年度の介護報酬改定等で介護
実践現場でのICT/DX化やAIの利活用に向
けた経済的誘導策も講じられている。また、
各都道府県に設置されている地域医療介護
総合確保基金において2019年度以降はICT導
入支援事業（補助事業）も創設・拡充された。
　これらの施策で示されている介護分野での
ICT機器は、①介護の業務を支援するソフト
ウェア、②タブレット端末などの情報通信機
器、③事業所・施設内外の通信環境などの
情報通信環境整備のための機器などである。
いずれも、従前の「手書き」「電話」「FAX」「手
入力」などで行われていた実践現場での情報
共有等を効率化し、介護現場の業務負担を
軽減することをねらいとしている。
　このような介護実践現場でのICT/DX化に
ついては、暫く前までは絵空事のようにとら
えられていたが、その利活用に関してはさま
ざまな実践が蓄積されつつある。
　たとえば、神奈川県の社会福祉法人では、
8カ所の施設（特養5・老健3）での業務改善
の取り組みによって、人員配置（介護・看護
職員と入所者の比率）を「2.1：1」（2016）か
ら「2.5：1」（2021）に効率化でき、さらに今

後ICT化を進めることで「3.0：1」の実現に
向かって創意工夫を進めているという報告が
ある5。また、最大手の民間介護事業者では、
デジタル技術の活用・介護補助者等の活用・
利用者の心身のデータ活用という３つの手段
の活用によって、介護付有料老人ホーム（定
員100名）において「2.7：1」（2020）を「3：1」

（2022見込）に効率化でき、実質的には「4.1：
1」も可能という見通しを示している6。
　この２つの取り組みは、いずれも介護の質
や安全性を犠牲にすることなく効率化を進め
ることができているという面も含めて、2040
年問題に対する大きな可能性を示していると
言える。

４． 介護分野でのLIFE（科学的介護情報シ
ステム）の利活用の推進

　改革プランにおいては「データヘルス改革」
も強調されている。高齢者介護分野でのデー
タヘルス改革は、2021年度の介護保険制度改
正で登場した介護保険総合データベース（介
護DB）に収集されたデータの分析や現場へ
の周知・普及等を通して、科学的裏付けに基
づく介護の実践を進めることと言ってよい。
　介護における標準的なサービスがデータか
ら把握できるようになれば、介護におけるア
セスメントやケアプラン作成における業務も
効率化が可能となり、その意味でデータヘル
ス改革は介護分野での生産性向上の一環だと
理解できる。また、根拠に基づく標準的なサ
ービスが現場で実践できるようになれば、介
護の社会的評価も高まる。
　この介護DBの主要なものとして2021年度
から本格稼働し始めたものが「LIFE（Long-
term� care� Information� system� For�
Evidence：科学的介護情報システム）」とい
う高齢者一人ひとりに関して数百のデータ項
目を収集するデータベースである（介護保険
法第118条の2第1項に規定）。これは、介護サ
ービス事業所・施設等から個々の利用者に関
する心身機能等の「状態」・「介入（介護サー
ビス等の提供状況）」・「イベント（転倒や入院、
在宅復帰など改善や悪化の変化）」に関する
情報を定量化されたデータで３～６ヶ月ごと
に提出を求め、それを厚労省のデータベース
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に蓄積する。
　LIFEのデータ提出等については、多くの
介護サービス種別を対象に新設された20項目
ほどの加算の算定要件としてその利活用（デ
ータ提出およびフィードバック・データによ
る質の改善の取り組み）が求められている（提
出が求められるデータの範囲は、加算の種類
ごとにLIFEの全項目から一部を抽出・限定）。
つまり、事業所等に対してLIFE利活用に関
する報酬上のインセンティブが付与された形
である。
　この利活用については、2021年度当初にシ
ステムの不具合が相次ぐとともに、事業者等
に示されるフィードバック・データが現状で
は期待された水準のものになっていないなど
の批判もあり、さほどに進んでいるとは言え
ない。ある全国規模の事業者団体の調査によ
ると、LIFEに関連する各種加算のうちで最
も基本的な加算である「科学的介護推進体制
加算」の2022年5月時点での算定率は、特養
ホームで約6割、通所介護で約5割、特定施設
入居者生活介護では約3割にとどまっており、
利活用の動きは鈍いと言える。
　しかしながら、LIFEなどデータヘルス改
革の動きは、今後の介護実践において大きな
期待ができる。たとえば、LIFEに蓄積され
るデータ（変数）の相関関係や因果関係を統
計的に分析することで「Ａという『状態』に
ある利用者には、Ｂという『介入』を行えば、
Ｃという『（新たな）状態』に改善できたり、
Ｄという『イベント』を防止することができる」
といったことが明確になり、そうしたデータ
を基にした「根拠に基づく介護」の実現が可
能になる。さらに、LIFEによるデータの蓄
積と分析が深化し、高齢者の「状態」の改善
のための根拠が明確となれば、医療などでは
古くから取り組まれている「標準化」（専門
職の判断や技術が根拠に基づいて体系化さ
れ、経験や勘などに左右されないこと）が可
能となり、介護に対する社会的信頼性も高ま
るはずである。
　こうしたデータヘルス改革は、高齢者の要
介護状態の重度化や認知症の症状の進行の
速度を緩やかにするという効果も期待でき
る。このことは介護分野での生産性向上にも

少なからず寄与するはずである。

５． 考察～ ICT/DX化・データヘルス改革
の「光」と「影」

　本稿の前半で説明した2040年問題に対す
る筆者の問題意識（今後20年ほどの間に、生
産年齢人口が約28%減少するなかで、介護職
員は約33%増やさなければならない点など）
に、改革プランの数値目標（医療・福祉分野
の単位時間サービス提供量について５％以上
の改善を目指すなど）を照らすと、この数値
目標は控え目に過ぎる。この程度の生産性向
上では、少なくとも介護保険制度・高齢者介
護システムは2040年問題を乗り切ることはで
きないであろう。
　この意味で、介護分野でのICT/DX化の推
進やデータヘルス改革は伸展をさせていく必
要がある。介護人材確保に対する施策に「打
つ手」が限られるなか、生産性向上に関する
こうした施策には期待をすべきであろう。こ
れらの動向は2040年問題に向けたひとつの

「光明」とも言える。
　しかし、その一方で留意すべき「影」も見
え隠れする。最後にその点を指摘しておきた
い。
　ICT/DX化の推進については、まず、生産
性向上というアウトカムをもたらすまでには
一定の時間とノウハウが必要であり、即効性
に欠けることに留意が必要である。新しい技
術の定着のために暫くは不慣れな業務に取り
組むことになり、逆に生産性は下がる。その
時期を乗り越えるためには先見性が必要とな
る。次に、導入のための費用の問題も指摘で
きる。初期費用がかかる点は先行事例・好事
例においても指摘されており、特に小規模事
業者にとっては大きな負担となることが予測
できる。
　なによりも懸念されるのは、生産性向上が
命題となるあまり、介護の質や安全性が犠牲
となったり、合理化＝人員削減に傾倒してし
まうと、逆に介護の実践現場の労働意欲や雇
用に悪影響を及ぼすことである。
　また、データヘルス改革では、事業所等の
介護実践現場がICT/DX化を同時並行的に進
める必要があることに理解が必要である。デ
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ータを扱うことを重視する業務はICTと親和
性が高い。逆に言えば、ICT化なしにLIFE
の利活用は望めない。また、従来は介護分野
ではなじみのないデータ（心身機能に関する
さまざまな尺度・スケールなど）で情報収集
を行うといった取り組みや、データをみて利
用者の変化を理解するといったスキルなど、
新たな業務の負担も求められることになる。
　最も懸念されるのは、現行のLIFEで求め
られている利用者データが心身機能に関する
もので大部分を占め、心理社会的な側面に関
するものはわずかしか見当たらないことであ
る。このことは、データヘルス改革が心身機
能の維持・改善という面（医学モデル）に偏
り、QOLの向上や社会参加・自己実現の拡
大といった伝統的に社会福祉・介護で重視し
てきた面（生活モデル）の支援を軽視する懸
念をうかがわせる。介護従事者の価値観や労
働意欲にも影響するポイントともなるかも知
れない。
　介護サービス事業者・従事者においては、
ICT/DX化推進とデータヘルス改革にこうし
た「影」の側面も存在することを理解しつつ、
これに対峙することが必要であることを指摘
しておきたい。
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　2018年12月、厚生労働省は、「介護施設に
おいては、現状の人手不足はもとより、将来
の支援ニーズの増加に対応して、持続可能性
を高める取り組みが不可欠である」として介
護現場革新会議を設置し、翌2019年３月28日
には基本方針をとりまとめた。この方針をも
とに、厚生労働省と関係団体が一体となって

「ロボット・センサー・ICTを用いることで、
介護職員の身体的・精神的負担を軽減し、介
護の質を維持しながら、効果的な業務運営を
実現する」としていることから、介護現場に
おける介護ロボットやICT導入支援が加速し
てきた。
　このような国の施策が推進される中、介護
ロボットやICTに対して介護従事者の意識が
どのように変化しているのかを、UAゼンセ
ン日本介護クラフトユニオン（以下、NCCU）
が毎年行っている就業意識実態調査や介護
現場で働く組合員の声から検証するととも
に、今後の課題について考察する。

１． 介護ロボットに対する介護従事者の意識
変化

　介護現場では、介護職の職業病とも言える
腰痛が蔓延しており、それによって離職する
介護従事者も少なくない。国としても、高齢
者介護などの社会福祉施設での腰痛発生件
数が大幅に増加している状況を鑑み、2014年
に開催された「ロボット革命実現会議」で取
りまとめられた『ロボット新戦略』において、
介護・医療分野での具体的取り組みの一つに

以下の目標を示した。
　「移乗介助等に介護ロボット等を用いるこ
とで介護者が腰痛を引き起こすハイリスク機
会をゼロにすることを目指す。」
　このように、介護ロボットについての議論
が始まった当初、国は主に介護従事者の腰痛
予防対策の一環として介護ロボットを捉えて
いた。
　それはNCCUも同様であった。毎年４月に
組合員を対象に実施している『就業意識実態
調査』（以下、意識調査）で、まずは2012年に、
腰痛を予防するための政策を立案するために
組合員のうちどのくらいの割合で腰痛が発生
しているのかを調査（有効回答数3,020名）
した。「仕事が原因による健康問題があるか」
との設問に、「ある」と回答した1,477名のう
ちの69.8%が「腰が痛い」との症状を訴えて
おり、腰痛が介護職の職業病であることが当
時の調査であらためてあきらかになった。
　「腰が痛い」と回答した組合員に対して、
その予防策を設問したところ「腰痛ベルトの
着用」（61.1%）が最も多くなっており、「介
護機器の導入」との回答は5.4％にとどまった。
なお、この「介護機器」には現在の介護ロボ
ットに該当するものも包含しており、当時は
介護ロボットの認識が今ほど浸透していなか
ったことが思い出される。
　この調査結果を受けて、また、介護ロボッ
トの開発・導入が推進され始めたこともあり、
2015年７月、腰痛と介護ロボットに特化した
アンケートを実施した（NCCUホームページ

寄稿  4

介護技術革新への期待と課題
～介護従事者の立場から～

村上　久美子
（ＵＡゼンセン　日本介護クラフトユニオン　副会長）
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内のアンケート機能を使用　有効回答数327
名）。
　その中で、「事業所に介護ロボットが導入
されているか」との設問をしたところ、「導
入されている」と回答した割合は0.6%、「介
護ロボットを使用したことがある」と回答し
た割合は0.3%となっており、この時点ではま
だ介護ロボットは介護従事者にとって身近な
ものではなかったことが読み取れる。
　一方、「介護ロボットを利用したい」と回
答した割合は44.6%で、その理由は「負担の
大きい介助が楽になる」（45.9%）が最も多く、

「腰痛予防になる」（36.0%）、「利用者の自立
支援に役立つ」（13.2%）となっている。そし
て、「今後介護ロボットは介護業界のために
活用するべきだ（「活用するべき」「懸念材料
がなくなれば活用するべき」合算）」と回答
した割合が86.9%となり、介護ロボットに対
する期待の大きさがうかがえる結果となっ
た。しかし、当時の介護ロボットに対する介
護従事者の認識は、まだほとんどが腰痛予防
対策の機器の一種という理解であった。
　2018年４月に施行された介護報酬改定は、
介護ロボットやICTを用いた負担軽減や効率
化を推進する内容であった。国として、テク
ノロジーの活用によって人材不足に対応する
方向性を示したと言っても過言ではない。
　そして、国による介護ロボットの導入支援
が進む中で実施した2021年の意識調査（有効
回答数6,333名）でも、腰痛と介護ロボットに
ついて設問した。この調査において、「事業
所に介護ロボットが導入されている」と回答
した割合は2.4%であり、まだ事業所で使用し
ている介護従事者は少ないが、「今後介護ロ
ボットは介護業界のために活用するべきだ

（「活用するべき」「懸念材料がなくなれば活
用するべき」合算）」と回答した割合が90.6%
と高い割合であった。懸念材料（導入コスト
や維持管理、使いやすさ等）はあるものの、
介護ロボットの活用に高い関心があることが
読み取れる結果となった。
　また、「介護ロボット等テクノロジーの活
用は人材確保・定着につながると思うか」と
の問いには、「つながる（「非常につながる」「つ
ながる」合算）」との回答が36.1％となった。

徐々にではあるが、介護従事者の介護ロボッ
トへの認識が変化してきたことが推測され
る。
　現在、『介護ロボット等による生産性向上
の取組に関する効果測定事業』が実施されて
いるところである。国の規制改革推進会議に
おいても『先進的な特定施設の人員配置基準
について』の議論が行われ、「特例的な柔軟
化」の考え方が書面決議されるなど、介護ロ
ボットの推進はかつての腰痛予防対策から人
材不足対策の一環へと確実に変化した。
　そこで、2022年の意識調査（有効回答数
6,044名）では、介護ロボットやICT等のテク
ノロジーの導入によって人員配置基準を特例
的に緩和することについての意見や懸念され
る課題を聞いた。
　その結果、「人員削減により安全性が確保
できなくなる」（42.4%）、「人員削減でサービ
スの質が低下する」（41.3%）、「夜間等突発的
な事故や救急搬送の時の対応が心配」

（37.9%）等、安全面やサービスの質を心配す
る介護従事者が多いことがわかった。
　しかし、介護ロボットについての自由記述
に注目すると、
　「介護現場の人材は、今後もっと不足する。
議論を重ね、早急に全介護事業所に取り入れ
てほしい」
　「超高齢時代＋人材不足の流れから、介護
ロボットは必須だと思われる。実用までは時
間を要すると思うので、ある程度普及してか
らの人員配置基準変更は仕方がない」
　「2025年問題が目前となり、介護スタッフ
が今後足りなくなることを考えると仕方のな
いことかなと思う」
等、人材不足に対応するためには介護ロボッ
トは不可欠、といった前向きな意見も多く見
られた。これは、国が推進する施策に対して
一定の理解を示しているという見方ができ
る。そして、介護従事者の介護ロボットに対
する意識も、腰痛予防対策から人材不足対策
へと変化してきた、と言えるだろう。

２． テクノロジーの活用について介護現場か
らの声

　　2021年に実施された介護報酬改定では、
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テクノロジー活用を評価する見直しが行われ
た。
　NCCUは、現場の課題や意見等を組合員か
ら直接聞く場として毎年「NCCUフォーラム」
を開催しており、2022年１月と９月に行った
NCCUフォーラムでは、前年の介護報酬改定
を踏まえ、テクノロジーの導入状況やメリッ
ト・デメリットについて意見交換を行った。
その際に聞かれたのは、介護現場からのリア
ルな声であった。

（1）介護ロボットに対する介護従事者の思い

　まず、介護現場の現状として、見守りセン
サーを導入している施設が増えてきており、
これについて次のような発言があった。
　「センサーを活用して入居者の睡眠状態が
把握できており、夜間巡回等の参考にしてい
る」
　「導入当初は、『直接見に行った方がいいの
では』という声もあったが、データの蓄積や
経験によってうまく活用できるようになっ
た」
　「センサー対応を始めたことにより、転倒
事故が減少した」
　「施設系で導入している眠りスキャンとい
うツールに関しては、ケアステーションにい
ながら各居室の入居者がベッドにいるのか、
寝ているのか、脈拍・呼吸状況などもPC画
面上で把握できるので、以前のように定期的
な巡視時に必ずトイレ誘導やおむつ交換など
を実施するような業務負担や、非定時の援助
などの軽減につながった」
　このように、導入により業務の効率化が進
み職員の負担軽減に一定の効果があった、と
いう声を聞くことができた。
　同時に次のような意見があったのも事実で
ある。
　「介護ロボットの導入は良い事だと感じる
が、それを使う側の人材の教育、確保を第一
に考えていかなければならないと思う」
　「介護ロボットを使用し、業務の負担が軽
減できるのであれば活用してほしいが、誰も
が安全に活用できるか不安」
　「技術は活用すべきだが、運用・開発には
現場の視点が反映されていないと余計に負担

が増える」
　現時点では、導入には前向きだが活用への
懸念が払しょくされない介護従事者も多く存
在することがわかる。
　一方、在宅サービスにはまだ普及が進んで
いないのが現状で、
　「施設系は導入しやすく、業務軽減しやす
いと思うが、在宅系は介護ロボット等の導入
はしにくいと思っている」
　「自分は居宅なのでロボットのことはあま
り考えたことがない。施設で使うことかな、
という印象で在宅ではあまりイメージがな
い」
という声も聞かれた。施設だけにとどまらず、
在宅サービスにも導入しやすい介護ロボット
の開発が待たれるところである。

（2）ICTの現状と課題

　介護保険制度が始まって以来、介護現場
では過重な事務負担が発生しており、介護従
事者の長時間労働、ひいてはサービス残業に
繋がっている。国としてもその実態を把握し
ており、2016年６月に閣議決定された『ニッ
ポン一億総活躍プラン』の中には「ICT活用
や作成文書量の半減などにより事務負担を軽
減し、業務プロセスを改善すること」を明記
している。
　しかし、介護業界ではICTに苦手意識を持
つ、特に年齢層の高い介護従事者が多く、「年
齢的に楽とは思えない」「操作の仕方がわか
らない」という声は以前から聞かれていた。
そのうえ、介護ソフトやタブレットの導入に
は高額な費用が発生するため、主に中小零細
規模の事業者においてはICTの導入が進んで
いなかった。
　そこで国は、地域医療介護総合確保基金
を利用したICT導入支援事業を展開し、現在
介護ソフトや情報端末への補助が行われてい
るところである。また、2020年初頭から始ま
った新型コロナウイルス拡大の影響もあり、
非対面でのコミュニケーションの重要性を感
じたことでICTを導入する事業者が増えてき
ている。
　実際に、2022年９月のNCCUフォーラムで
も
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　「iPadの導入など、ペースが速くてついて
いけないところもあるが、紙媒体はほぼ使わ
なくなった」
　「ICT化で業務の効率はかなり良くなり、
残業も減った」
　「iPhoneに１日の業務が表示されるので、
効率的になったと思う。最初は大変だったが
仕事の漏れがなくなった」
　「過去の介護記録などを確認する上でとて
も便利」
という肯定的な声が以前にも増して多く聞か
れ、ICTの導入は業務の効率化に効果的であ
ることが実体験として報告されている。中に
は、
　「若手が大活躍し、良い意味で世代間の交
流になっている」
という声もあった。
　しかし、その一方で、
　「勤務者の年齢幅が広く、最高齢で70代の
職員が介護職として業務を行っているので、
新しいものへの移行がなかなか難しいという
問題がある。誰かがフォローしなければなら
なくなり、その分、別の人の負担も増える」
　「訪問へルパーには、一人1台スマホが貸与
されている。利用者の家にQRコードを置き、
それを読み取ればいいだけで、２年前に導入
され、最初は大変そうだったが、２年経つと
　『今のほうが楽』という方が多くなってい
る。ただし、直行直帰のヘルパーとのコミュ
ニケーション不足が見受けられる」
といった問題点も浮かび上がってきた。
　また、
　「ICT化は全く進んでいない。報告は電話
やFAXを使用している」
　「全員に携帯が貸与されず、パソコンも大
変古い」
　「まだ紙ベースのやりとりが行われていて、
　『届いている』『届いていない』を確認する
のが大変」
等、ICTの導入が進んでいないため相変わら
ず業務負担が減っていない職場もある。
　今後、多くの介護事業所にICTが導入され、
事業所間での情報伝達がスムーズにいけば、
介護従事者の事務負担もより一層軽減される
ことは間違いない。

３． 介護現場から見えてきた課題と未来へ
の期待

　前述のとおり、実際に介護ロボットやICT
を活用している介護従事者からは、「業務の
効率化や職員の負担軽減に非常に役立ってい
る」という意見が多く聞かれ、テクノロジー
の活用が生産性向上に一定の効果がある、と
いうことが明らかとなった。
　一方で、まだ活用に至っていない介護従事
者は、懸念事項を解決することができないた
め、介護ロボットやICTの推進について前向
きに考えることが困難なようだ。
　介護ロボットやICT等テクノロジーを導入
して介護現場における業務改善を進めてい
く、という国の方向性について異論はない。
今後は、これまで導入が十分進まなかった中
小零細規模の事業者で働く介護従事者もそ
の流れに乗れるよう、是非とも強力に推進を
していただきたい。
　なぜなら、介護現場全体にテクノロジーが
行き届き、それを活用できるようになれば、
確実に介護従事者の負担軽減や生産性向上
に結び付くからである。そして、介護現場の
生産性が向上すれば、必然的に介護従事者
の処遇改善につながり、それが人材の確保・
定着にもつながっていくことは明白である。
　介護従事者が、安心、安定して働き続けら
れる職場環境を構築するために、今やテクノ
ロジーの活用は必要不可欠である。少子高齢
化が進展する中、生産年齢人口の減少は顕著
となるが、介護人材の確保・定着とともに介
護保険制度の持続可能性を確保できるよう、
介護における今後の技術革新の取り組みに期
待したい。
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　近年の介護サービスの需要及び供給の動
向について、近年の高齢者世帯像と高齢期の
過ごし方に関する高齢者の意識、サービス類
型別の介護職員の推移等を概観したうえで、
介護分野において求められる技術革新（以下、
本稿においては介護テックという。）の方向
性と課題について検討することとする。

１． 高齢者の人口と世帯の動向
　人口と世帯について、本稿では団塊ジュ
ニア世代が65歳に達し高齢者人口1がピーク
に達する2040年を念頭に置くとともに、要介
護認定率が高まる75歳以上に着目すること
にする。75歳以上人口は、2022年５月の1905.8
万人から、2040年には2312.1万人に406.3万人

（＋21.3％）増加する。一方、20 ～ 65歳人口
は6866.0万人から5542.6万人に1323.4万人（▲
19.3％）減少する2。要介護者の増加とともに
介護と仕事の両立の要請が今以上に強まる
とともに、介護保険財政の持続可能性の課
題が一層深刻になるほか、介護人材の確保
にあたって他業種との間の競争が一層厳し
くなることが予想される。
　また、近親者による介護が期待しにくい、
世帯主75歳以上単独世帯の数は2020年の
395.8万世帯（世帯主75歳以上世帯に占める
割合38.0％）から、2040年には512万世帯（同
42.1％）に増加が見込まれている。男女別に
みると、男性高齢単独世帯は2020年に101.6

万世帯（同15.8％）から2040年に165.0万世帯
（同22.1％）に、同女性単独世帯は294.2万世
帯（同73.4％）から347.2万世帯（同73.9％）に、
それぞれ増加するとされる。75歳以上人口
に占める単独世帯主の割合（独居率）は、
男性は13.8％から18.4％に上昇するのに対し、
女性は25.9％から25.8％とあまり変化しない。
平均世帯人数は2020年の2.26人から2040年に
は2.08人まで減少3し、若者を含む家族等介
護者の介護負担増が懸念される。

２． 高齢者の生活意識
　内閣府「国民生活に関する世論調査」（2015
年６月調査）の「老後はだれとどのように暮
らすのがよいか」との設問への回答で、男女
とも60歳代では「子どもたちとは別に暮らす」
が40％弱であるが、高齢になるほど同居など
家族への依存が強まる傾向がみられる。
　また、同府「住生活に関する世論調査」

（2015.10）では、65歳以上の高齢期における
理想の住宅について、「持ち家」の割合が30
～ 50％台で全世代を通じて最も高く、年齢
階層が高くなるほど顕著である。「介護保険
施設」の比率は０～７％弱と小さいが、年齢
が高くなるほど割合が高く、また、「高齢者
向け住宅」と「介護保険施設」は世帯人数が
少ないほど割合が高くなる傾向がみられる。
　同府「一人暮らし高齢者に関する意識調
査」の2014年調査によると、65歳以上高齢

高齢者像と介護職員の移動の状況から見た
介護テックへの期待と課題

伊藤　彰久
（連合総研主任研究員）
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者は介護必要度が低い状態では「現在の自
宅」での生活を望む人が最も多いが、一部
または全介助が必要な状態や認知症により
意思疎通も困難で介護が必要な状態におい
ては、「介護施設」が最多となっている。し
かし、65 ～ 74歳より75歳以上の方が「現在
の自宅」の割合は高い。
　日本財団の「人生の最期の迎え方に関す
る全国調査」（2020年11月）では、「あなたは、
死期が迫っているとわかったときに、人生の
最期をどこで迎えたいか」との問いに、67
～ 81歳の回答は、一番望ましい場所として

「自宅」、「医療施設」の順に多く、絶対に避
けたい場所は「子の家」、「介護施設」の順
に多い。「介護施設」への忌避は年齢が高い
ほど強く、「医療機関」、「自宅」には弱い。
一人暮らしの人においても、一番望ましい場
所は「自宅」、「医療施設」だが、絶対に避
けたい場所は「介護施設」、「子の家」の順
に多い。

３．サービス類型ごとの介護従事者の推移
　厚生労働省の「介護サービス施設・事業
所調査」結果によると、2018年から2020年
までの３年間で約2.9万人の介護従事者が増
加したが、その内訳は常勤兼務が約2.5万人
の増加、非常勤が約４千人の増加に対し、常
勤専従は約1千人減少している（図表）。介護
報酬改定の際に人員配置基準の緩和4が進め
られていることによる影響と考えられる。
　介護老人福祉施設（特養）は約1.4万人、
認知症対応型共同生活介護（グループホー
ム）は1.2万人、有料老人ホーム等の特定施
設は約８千人、小規模多機能型居宅介護（小
多機）は約３千人、それぞれ増加したが、
特養や小多機では常勤専従の伸びに比べ非
常勤の伸びが大きく、特定施設では顕著で
ある。グループホームでは常勤専従の伸び
に対し、常勤兼務と非常勤の伸びが著しい。
　介護老人保健施設では約２千人増加した
が、常勤専従が減少しており、常勤兼務と
非常勤の増加で埋めている形となっている。
訪問入浴介護では常勤専従と同兼務が減少

したにもかかわらず非常勤が増加し、全体
として約１千人増加した。
　また、通所介護では全体として約8千人増
加しているが、常勤専従が１万人以上減少
し、常勤兼務への置き換えが進んでいる。
短期入所生活介護（ショートステイ）では、
従事者数はほぼ変わらないが常勤専従が減
少する一方、非常勤が増加している。
　極めて深刻なのは訪問介護である。事業
所数が横ばいであるにもかかわらず、非常
勤が2.2万人以上、常勤が３千人以上減少し、
常勤兼務が６千人弱増加したものの、全体
として２万人以上の従事者が減少した。兼
務による穴埋めによりサービスを維持してい
るものと思われる。居宅介護支援と認知症
対応型通所介護ではいずれも事業所数が減
少しており、非常勤及び常勤兼務が大きく
減少し、常勤専従が若干増加しているもの
の、全体としては従事者が減少している。

４．介護ロボット等の導入状況
　公益財団法人介護労働安定センター「介
護労働実態調査（事業所調査）」の2018 ～
21年度の調査結果によると、特養において
は介護ロボットの導入が進みつつあるが、訪
問介護においては進捗がみられない。他方、
同調査の労働者調査の結果では、働く上で
の悩み、不安、不満等を解消するのに福祉
機器やロボットの導入が役立っていると評
価している労働者の割合は、特養で15 ～
20％程度、通所介護で7 ～ 8％程度、訪問介
護で6％前後で推移している。（今月のデー
タを参照）

５．介護テックに求められること
　高齢者の生活環境や生活意識、介護分野
における人材確保の状況等を踏まえ、介護
テックの開発と活用のめざすべき方向性に
ついて、以下に示していきたい。

（1） 自立生活期間の延伸、単身高齢者の増

加への対応

　日本の平均寿命は年々延伸しており、2019
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図表　サービス類型別介護従事者数及び事業所数の増減（2018～20年）

（注） 厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」結果から伊藤が作成。居宅介護支援事業所と介護予防支援事業所の従事者数は、
介護支援専門員数に対し、厚生労働省「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究事業報告書」
に記載されている平成30年度の各事業所における介護支援専門員の介護福祉士資格保有者の割合72.0％、48.5％を乗じて算出。
ただし、介護予防支援事業所数は、社会保障審議会介護保険部会（第97回）参考資料記載の地域包括支援センター数。

年の男性81.41年、女性87.45年から、2040年
にはそれぞれ83.27年、89.63年に達すること
が見込まれている。他方、同年の健康寿命（日
常生活に制限のない期間の平均）はそれぞ
れ72.68年、75.38年であり、男性で8.73年、女
性で12.06年の平均寿命とのギャップが生じ
ている5。高齢者はできるだけ長い期間自宅
で暮らしたいと考えていることから、高齢者
自身が居宅で利用できるテクノロジーの開

発・実装の加速化が期待される。
　在宅限界の延伸には、日常生活に必要な
運動機能や認知・判断機能等の低下を補う
ための技術の開発と実装が有用である。例
えば薬の飲み忘れ防止装置は施設等で介護
者が使用するものが開発されているが、居
宅で要介護者自身が広く使用できるものが
開発され普及したらよいだろう。強い筋力を
必要とせずに開封が可能となるパッケージ
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の開発などは、ユニバーサルデザインの観点
からも検討されるべきと考える。車いすや歩
行補助具は軽量化や電動化が進み、省スペ
ースの階段昇降機の商品化も進んでいるが、
狭隘で段差の多い室内外での移動を自らの
意思により円滑に行えるための機器のさらな
る開発が待たれる。
　EUの“Social�Situation�Monitor�Monitor-
The�Role�of�New�Technologies�in�Modernising�
Long-term�Care�Systems�-�A�Scoping�Review”

（2020.7）が着目しているように、介護テッ
クは「ネットワークやデジタルコンポーネン
トを持ち、ソフトウェアとハードウェアの組
み合わせである技術」が潮流となっている。
センサーやカメラ、介護職員による端末から
のさまざまな入力情報等をシステム管理し、
他の情報と結び付けることにより、要介護者
にとってより適切な医療・介護の提供や、介
護従事者の負担軽減、医療・介護政策の推
進に活用されることは重要である。
　今後は要介護者が自ら利用する介護機器
においてもICT連携が急速に進むことが予想
されるが、その際、まず高齢者のデジタルリ
テラシーを考慮したユーザーインターフェイ
スが重要である。また、介護サービスにおい
ては個人情報等に係る本人同意が取りにく
い場合が多く、家族等の代筆が広く行われ
ているが、介護サービスが利用者の尊厳の
保持を旨として生活の場で（として）提供さ
れるものであることを踏まえ、幅広い議論を
行い、データ活用に関するルール化をあらた
めて検討する必要があると考える6。

（2） 介護労働者の負担軽減、人的資源の希

少化への対応

　「介護労働実態調査」の労働者調査結果
（2021年度）では、「労働条件等の悩み、不安、
不満等」（複数回答）として、「身体的負担
が大きい（腰痛や体力に不安がある）」の回
答割合が最も多い。サービス種類別では、
割合が高い順に介護医療院（57.9％）、介護
老人福祉施設（47.5％）、介護老人保健施設

（46.5％）、訪問入浴介護（45.5％）、短期入所

生活介護（42.7％）などとなっている。また、
全年齢階級を通じて20％台前半から30％台
前半までに分布しており、65歳以上を除き最
も回答割合が高い7。なお、これらの結果は
2018 ～ 21年度の調査結果で変動はあるもの
の、概ね同様の傾向がみられる。
　労働災害を減少させるために国や事業者、
労働者等が重点的に取り組む事項を定めた

「第13次労働災害防止計画」（2018 ～ 22年度）
の重点業種の一つに、社会福祉施設が含ま
れている。同施設の2021年度の労働災害死
傷者数は、「転倒」、「動作の反動・無理な動作」
のほか、新型コロナウイルス感染症へのり患
により、前年比�5,154人（38.8％）増の18,421
人に上る。これは全労災死傷者の12.3％を占
める。同施設の死傷者数は60歳以上の占め
る割合が�28.7％であり、同施設における雇
用者数に占める60歳以上の割合24.3％を上回
っている。介護労働者の負担軽減と労働災
害の防止に資する技術開発にあたり、介護
現場で働く労働者のニーズを積極的に吸い
上げ、技術開発に結びつける取り組みと事
業所規模を問わず導入できるための支援の
強化が求められる8。
　厚生労働省、経済産業省は、介護人材確
保のために介護分野の生産性の向上が喫緊
の課題との認識のもと、介護ロボットの開発・
普及の促進に取り組んでいる。2021年度介
護報酬改定においては、見守り機器を導入
した特養やショートステイにおける夜間の人
員配置基準が緩和されたが、その検討過程
において、介護労働者からは強い不安の声
が聞かれた。介護人材確保のためにも、介
護ロボットが労働条件の改善のために利用
されるよう、現在厚生労働省で行われてい
る「介護現場でのテクノロジー活用に関する
調査研究事業」による検証報告の内容を分
析したうえで、あらためて人員配置基準につ
いて慎重に検討する必要があると考える。

（3）介護労働の魅力向上

　介護人材確保対策として、厚生労働省は
介護職員の処遇改善、多様な人材の確保・
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育成、離職防止、定着促進、生産性の向上、
就業希望者支援、介護職の魅力向上、外国
人材の受け入れ環境の整備について各種施
策を実施している。介護職の魅力向上につ
いては、介護の仕事の理解促進や体験型イ
ベントの開催、介護職の魅力、ケアコンテス
トの取組等の情報発信に取り組んでいる。
　同省は2040年に必要となる介護職員数に
ついて、2019年度の2,105,885人から約69万人
増の約280万人が必要になるとしている9。ま
た、2023年度の現状推移シナリオによる介
護職員数を2,182,387人、同年度の第８期介護
保険事業計画による必要数を2,328,460人と見
込んでおり、単純に計算すれば2019年度か
ら１年あたり約55,600人が必要になる。しか
し、新型コロナウイルス感染症、外国人の
入国規制などもあり、これらの職員数の見積
もりを達成できるかは不透明である10。
　特に、訪問介護人材の確保は大きな課題
である。「介護職員」�の平均年齢が47.3歳で、
60歳以上が20.3％、70歳以上が4.5％であるの
に対し、「訪問介護員」はそれぞれ54.4歳、
37.6％、12.2％となっている11。訪問介護は、
一人で居宅を訪問し利用者とコミュニケーシ
ョンをとりながら状態を把握し、ケアプラン
に即したケアを時間内に行うもので、専門性
の高い業務であり、介護業務の経験及び人
生の経験が短い若年者が担うのは難しい面
がある。施設介護から訪問介護への転職の
ハードルを下げる意味でも、訪問介護員の
業務負担の軽減に資するテクノロジーの開
発・実装が待たれる。
　厚生労働省の社会保障審議会の介護給付
費分科会及び介護保険部会において介護人
材確保対策の議論が行われる際には、労働
市場の現状を認識したうえで、従事者や就
職希望者を介護業界に惹きつけるための絶
対的な魅力を醸成するため検討を期待した
い。「『介護ロボットを使ってみたい』『導入
している施設で新しい介護技術を身につけ
たい』という入職者も増えてきているよう」
との報告もあり12、介護テックは大きな可能
性を秘めているといえよう。

�1���65歳以上人口
�2��2022年は総務省統計局「人口推計」2022年5月1日現在（確

定値）、2040年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の
将来推計人口」平成29年推計

�3��「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（2018（平成30）
年推計）

�4�� 2016年度介護報酬改定において、訪問介護におけるサービ
ス提供責任者の配置基準の緩和、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護におけるオペレーターの配置基準等の緩和、
小規模多機能型居宅介護事業所と認知症対応型共同生活
介護事業所との併設型における夜間の職員配置の緩和や、
介護老人保健施設における看護・介護職員に係る専従常
勤要件の緩和などの人員配置基準の緩和が行われた。

�5���厚生労働省「第16回健康日本21（第二次）推進専門委員会」
（2021.12.20）資料

�6���国連障害者権利委員会は、代替的な意思決定体制の廃止を
視野に入れ、すべての差別的な法規定と政策の廃止を求
める勧告を含む「日本の報告に関する総括所見」を第27
回会期（2022年8月15日－9月9日）において採択した。

�7�� 65歳以上の最多の回答は「健康面（感染症、怪我）の不安
がある」。

� 8��厚生労働省は2022年6月から「介護ロボットのニーズ・シ
ーズ支援事業」を開始し、介護現場のニーズや開発する
ロボットの提案を公開し、開発企業の技術情報等を募集
し、ニーズの情報提供や開発に関する助言を行っている。
https://www.kaigo-ns-plat.com/

�9��「第８期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数につい
て」https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207323_00005.
html

10�� 第6期介護保険事業計画ベースの「2025年に向けた介護人
材にかかる需給推計（確定値）」（2015年6月）では2025年
度に253万人の介護職員の需要があるとしていたが、第8
期計画ベースでは必要数2,426,079人と、10万人前後下方
修正されている。

11��介護労働安定センター「令和3年度�介護労働実態調査結果」
（事業所調査）

12��「厚生労働2022年4月号」社会福祉法人野の花会の事例紹
介から。

�

（4）家族等介護者の負担軽減

　できるだけ在宅生活を続けたいという家
族の意向を尊重したいとの意識、労働力人
口の減少に伴うワークライフバランス施策の
一層推進、訪問介護サービスの供給不足は、
家族等介護者による介護負担の増加要因と
なる。「老老介護」や「老障介護」、ヤング
ケアラーによる介護が行われている世帯を
中心に、介護力が不十分であり、また、経
済的にも不安定であり、生活基盤が脆弱で
ある場合が少なくない。在宅介護に資する
技術の開発にあたっては、住居の広さや階
段等段差の有無、屋内コンセントの多寡、イ
ンターネット環境の有無、家計の状況等にか
かわらず利用できる汎用性の確保が極めて
重要である。また、いずれの世帯においても
活用できるよう、ランニングコストを含めた
支援も併せて講ずることが求められる。
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報 告

　 連 合 総 研 は10月28日 に 連 合 総 研HPに て
「2022 ～ 2023年度経済情勢報告」を公表し
た。今回の報告書では、まず、第Ⅰ部において、
2021年秋以降の我が国の雇用情勢を含む経済動
向及び世界経済の動向について分析している。
　第Ⅱ部では、労働者に対する公正な分配を実
現するにあたっての課題や取組、そして労働組
合の新たな役割について扱っている。第１章で
は、ILOの主たる目標であるディーセント・ワー
クの実現に向け、いわゆる日本版「ジョブ型雇用」
の導入をはじめ、近年の経済社会の変化に対応
した各種取組の動向について概観するとともに、
我が国の労働市場が抱える課題を分析した上で、
労働組合に求められる役割について提言してい
る。第２章では、生産性の向上やDXの推進など
の我が国にとって喫緊の課題の解決や、人口減
少・少子高齢化が進む中、地域の支え合いの担
い手として新たに労働組合が果たし得る役割に
ついて提言している。
　第Ⅲ部では、第Ⅰ部、第Ⅱ部の分析も踏まえ
つつ、有識者の方々により、経済の好循環実現に
向けた課題と提言について、マクロ経済学及び労

働経済学、雇用労働政策、戦略的人的資源管理、
労使関係などの観点から、ご寄稿いただいた。
　補論では、2023年度の我が国の経済情勢を
展望している。
　このうち、本号では第Ⅰ部及び補論の概要並び
に第Ⅲ部目次について掲載し、次号（23年1月号）
において第Ⅱ部の概要を掲載することとする。
　なお、「経済情勢報告」の作成にあたっては、
連合総研の常設の委員会である「経済社会研究
委員会」（主査：吉川　洋　東京大学名誉教授）
から様々な助言や指摘をいただいている。委員
の方々には、この場を借りて御礼申し上げたい。
ただし、本報告書は連合総研の責任において取
りまとめたものであり、委員の方々の見解を示
すものではないことをお断りしておく。
　（本文の記述は一部を除き、原則9月中旬時点
のデータに基づく。また、文中の図表番号は報
告書本体における番号であり、連続した番号と
なっていない。なお、内容の詳細や引用に当た
っては、報告書本体を参照されたい。）
URL（連合総研HP）https://www.rengo-soken.
or.jp/work/2022/10/281330.html

新たな時代における経済の好循環実現に
向けて

「2022 ～ 2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）※2回に分けて掲載

第１章　2021年秋以降の日本経済

第１節　 日本経済を襲った二つの外生シ
ョックと物価上昇・円安急進

　21年秋以降の日本経済は、（1）新型コロナウイル

スの変異株の一つで、感染力の極めて高い変異種で

あるオミクロン株亜種の相次ぐ発現による感染爆

発、（2）ロシアによるウクライナ侵攻及び中国のゼ

ロコロナ政策といった地政学リスクの高まりという

二つの大きな外生ショックに見舞われた。更に、こ

れらに起因する供給制約の再度の深刻化や国際商品

市況の一段の高騰により、我が国においても22年春

以降、物価上昇圧力が急速に高まっている。また、

世界的なインフレ亢進が続く中、21年後半以降多く

の中央銀行で金融引締めが進められており、内外金

利差を主因として円安が急進し、輸入物価の上昇を

通じ物価上昇圧力の高まりにさらに拍車をかけてい

る。このように、日本経済が抱える下振れリスクは

昨年よりもむしろ高まっている。

第2節　 上昇ペースが加速する消費者物価
■ 企業物価上昇率は歴史的高水準を記録

　企業物価上昇率は、輸入物価の急激な上昇を主な

要因として、約１年半にわたり上昇を続け、21年10

月以降前年比８～９％台の歴史的な高水準で推移し

ている。押し上げ要因となっている輸入物価（円ベ

第Ⅰ部　感染症及び地政学リスクに揺れる日本経済
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ース）の動向をみると、21年３月以降前年比プラス

に転じて以降、上昇幅を急速に拡大させた。特に、

22年４月以降はウクライナ情勢の長期化や円安の急

激な進行を背景に、前年比40％台の高い上昇率で推

移している。このうち為替要因が占める割合も、４

　一方、企業の価格転嫁の程度を示す疑似交易条件

（販売価格DIと仕入価格DIの差分）をみると、我が

国の弱い需要を背景に総じて悪化しており、特に加

工業種、中小企業を中心に価格転嫁が十分に進んで

いないことがわかる。

月以降急速に高まって５割程度となり、商品市況要

因と並ぶまでになった。企業物価上昇率も21年３月

以降前年比でプラスに転じて以降加速し、原油のみ

ならず鉄鋼・非鉄金属や化学製品、木材、食料品な

ど幅広い財に及んでいる。

　円滑な価格転嫁の実現は、原油や原材料価格の高

騰下における収益環境を確保し、賃上げの原資を確

保する上で極めて重要であることから、今後の価格

転嫁の進捗が注目されている。

図表Ⅰ－１－３　国内企業物価上昇率の内訳

（備考）日本銀行「企業物価指数」により作成。

図表Ⅰ－１－４　製造業の疑似交易条件の変化幅

（備考）１．日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（22年９月）より作成。
　　　 ２． 疑似交易条件＝販売価格ＤＩ－仕入価格ＤＩ。マイナスの幅が大きいほど価格転嫁が進

んでいないことを示す。
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）

及んでいるが、これは、穀類や調理食品を中心に食

料品全般の値上げが今年に入り相次いで実施された

ことや、第６波、第７波と感染拡大が相次ぐ中、テ

レワークの普及や巣ごもり需要の高まりによりノー

トＰＣ及び周辺機器等、幅広い財で価格が上昇した

ことなどが背景となっている。さらに一時的要因と

して、21年１月のGo�Toトラベル停止に伴う宿泊料

の対消費者における上昇のほか、21年４月から10月

にかけて実施された大手通信業者による携帯電話通

信料金の大幅な引下げの影響が一部剥落したこと

も、消費者物価上昇率の押上げに寄与した。

22年に入り後は、オミクロン株による感染再拡大及

びまん延防止等重点措置の適用による影響により大

幅に鈍化した。その結果、21年度全体では前年比

2.3％となったが、20年度同▲4.6％からの反動を考

慮すれば、景気の回復ペースは極めて緩やかといえ

よう。

■ 消費者物価上昇率は幅広い財・サービスで加速

　企業物価動向を受けて消費者物価も、22年入り後

は海外に比較して緩やかながらも急速に上昇圧力が

高まっている。１月下旬以降適用されている燃料油

価格激変緩和補助金の段階的強化・拡充や、世界経

済の減速に伴った原油市況の軟化も加わって、ガソ

リンや灯油など石油製品価格の伸びは５月以降鈍化

した一方で、料金制度要因によりタイムラグを伴っ

て電気代やガス代の上昇率が前年比２割程度にまで

高まったことから、エネルギー価格の上昇率は同年

６月以降、前年比16％台の高水準で推移している。

エネルギー価格のみならず、物価上昇率は広範囲に

第3節　 実質GDP及び主要需要項目の動
向　−景気回復のペースは依然緩
やか−

　2021年９月末に緊急事態宣言及びまん延防止等重

点措置が解除されたことによる経済活動の再開や、

自動車部品や半導体等の供給制約の影響の緩和を受

け、年末にかけ景気の回復ペースは堅調であったが、

図表Ⅰ－１－５　消費者物価上昇率（コアの内訳及び総合）

（備考）１．総務省「消費者物価指数」により作成。
２．公表系列のないものは2020年基準のウエイトを基に試算。
３．「サービス」は携帯通信料の引き下げ及びGO TOトラベルの一時停止の影響を除く。
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図表Ⅰ－１－７　実質ＧＤＰの推移

（備考）内閣府「国民経済計算」 により作成。

　22年度に入り感染が一時小康状態を迎え、経済活

動の正常化が進んだことを背景に、22年４－６月期

になってようやく19年10－12月期のいわゆる「コロ

ナ前」の実質GDPの水準（539.1兆円）を超えた。

しかし、当該期間は消費税引き上げ直後の反動減で

景気が落ち込んだ時期であり、既往最高水準である

18年４－６月期の水準（557.4兆円）は未だ取り戻せ

ておらず、欧米に比べ我が国の景気の回復ペースは

かなり鈍いことがわかる。

図表Ⅰ－１－８　日米欧実質ＧＤＰ比較

（備考）米国商務省、ユーロスタット、内閣府国民経済計算により作成。
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）

1.　消費： 感染再拡大及び物価上昇により伸び悩む

　所得環境は、消費者物価の上昇圧力が急速に高ま

っていることから、名目では緩やかに改善している

ものの、円安の急進により物価上昇が加速している

ため、実質では22年４月以降悪化が続いている。更に、

度重なる感染拡大のたびに、行動規制が課されてい

ないにもかかわらず、外出自粛等により人流の抑制

がみられ、サービス消費を中心に消費の伸びは低迷

している。経済対策をはじめ各種政策により家計の

下支えが講じられているものの、ペントアップ需要

の発現は未だ十分になされていないとみられる。ま

た、今般の物価上昇は、食料品をはじめ広い範囲の

品目に及んでいることに加え、円安やウクライナ情

勢の長期化に伴い、当面は上昇率が高まることが見

込まれることから、先行きの不透明感の強まりによ

り消費者マインドも悪化し、消費の回復の下押し圧

力となっている。こうしたことから、消費の回復ペ

ースは総じて緩やかであり、経済全体の回復ペース

も緩やかなものにとどまっている。

図表Ⅰ－１－10　実質可処分所得

（備考）総務省「家計調査」により作成。２人以上世帯のうち勤労者世帯。

図表Ⅰ－１－14　人流と消費の関係

（1）小売・娯楽施設の人流とサービス消費 （2）実質サービス消費の推移

（備考）１．“GOOGLE COVID-19 Community Mobility 
　　　　　  Reports”により作成。

２．人流はベースライン（2020年１月３日～２月６日に
おける同曜日の中央値）との乖離を示す。

（備考）１．日本銀行「消費活動指数」により作成。
２．季節調整値。
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2．不均一ながら回復が続く企業部門

■製造業・非製造業ともに業績はコロナ前を超え回

復

　法人企業の売上高は、21年４－６月期以降、製造

業・非製造業ともに前年比で増加を続けるとともに

経常利益も総じて大きく改善している。特に、経済

活動の正常化が進んだ22年４－６月期は、21年以降

６四半期連続の増益となり、製造業のみならず回復

の遅れていた非製造業も過去最高益となった。

　ただし、業種別にみると、企業の収益環境は産業

間で依然ばらつきがみられる。特に、22年以降は原

材料価格の高騰を受け、価格転嫁力による業績への

影響が製造業・非製造業を問わず強まっている。

■企業収益の分配動向

　企業が生み出した付加価値の使途は、大別すると、

①賃金支払いを通じた労働者への還元のほか、②実

物投資及び金融投資、③株主への配当、④企業の内

部資金として蓄積、が考えられる。このうち、①の

賃金に関しては第２章で扱うこととし、以下では②

～④の動向について確認する。

（1） 設備投資は回復に向かうものの企業の慎重姿勢

は継続

　まず、②のうち設備投資について、財務省「法人

企業統計」により設備投資（ソフトウェアを含む）

の動向を確認すると、全産業では、昨年以降22年４－

６月期までで５四半期連続で増加した。しかし、製

造業・非製造業共に企業業績が大幅に改善している

ことに鑑みれば、設備投資の回復ペースは鈍く、依

然コロナ前の水準を取り戻していない。内外の感染

症動向による影響、ウクライナ情勢の深刻化、海外

の経済の急減速、原材料価格高騰の長期化など、景

気の先行き不透明感が22年に入り一段と強まってい

ることが背景にあると考えられる。こちらも業種別、

産業別で回復度合いのばらつきが大きい。

　しかし、企業の設備投資意欲を「設備投資／キャ

ッシュフロー比率」により確認すると、総じて過去

最低水準にまで低下していることから、設備投資に

対する企業の慎重姿勢は依然として相当強いことが

窺われる。

（3）実質消費支出（２人以上世帯）

（備考）総務省「家計調査」により作成。季節調整値。
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）

（2）配当は業績に連動し増加傾向

　08年のリーマンショック以降、企業は人件費をは

じめ、あらゆるコストを極力抑制することで収益体

質の改善を図るとともに、収益の大半を内部留保や

株主への配当に回す傾向を強めていたが、コロナ禍

を経てこの傾向が更に強まった可能性がある。

（3）内部留保は10年連続で最高額を更新

　④について、21年度の利益剰余金（いわゆる内部

留保）残高をみると、20年度から6.6％増加して

516.5兆円となり、10年連続で過去最高額を更新する

とともに、現預金保有残高も281兆円となった。

図表Ⅰ－１－16　設備投資・キャッシュフロー比率

（備考）１．財務省「法人企業統計季報」より作成。いずれも後方４四半期移動平均。
２．営業キャッシュフロー＝経常利益×0.5＋減価償却費、設備投資はソフトウエア含む。

図表Ⅰ－１－17　配当・付加価値比率

（備考）１.財務省「法人企業統計年報」により作成。
２.付加価値＝人件費＋営業利益＋動産・不動産賃借料＋租税公課
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■製造業を中心に投資意欲は高いが不確実性も高い

　企業の設備投資計画について、「日銀短観」をみ

ると、設備の過剰感は製造業・非製造業共に全ての

規模で解消し、設備投資の不足感は強まっており、

22年度の設備投資計画においては、大企業を中心に

DX関連投資やカーボンニュートラル投資への需要

の高まりを反映し、直近の22年９月調査における設

備投資計画（土地投資を除く）では、全規模・全産

業で22年度は前年比14.9％増となり、21年度（実績）

同1.2％増から大幅な増加を見込んでいる。ただし、

景況感については、先行きの不透明感を背景に概ね

横ばいで推移しており、計画の実現性については不

確実性がかなり高いことには留意が必要である。ま

た、大企業と中小企業の間でも前者が二桁台の伸び

となっているのに対し、後者は一桁台と格差がある。

■輸出・生産

　第Ⅰ部第３章を参照のこと。

第4節　 我が国の対外経済構造の変化と円
安の急進

■約32年ぶりの水準まで進んだ円安

　2022年３月以降、円安の動きが加速している。21

年初来、日米間の景況感格差や米国の金融引締め観

測等により日米金利差が拡大したことを背景に円安

傾向になってはいたが�、22年３月以降、米国が金利・

量の両面から金融引締めを加速させる一方で、日本

は大規模な金融緩和を維持する姿勢を明確にしてい

ることから、市場参加者による円売りが加速し、10

月下旬には32年ぶりとなる1ドル150円を一時超えた。

■我が国の対外経済構造の変化

　今般の円安局面においては、輸出が従前のように

伸びなくなっており、日本経済にとって負の影響の

ほうが大きいのではないかという議論が活発になさ

れている。円安のメリットが従前と比べ小さくなっ

たとされる背景には、我が国のここ10年余の対外経

済構造の変化があるとみられる。それを経常収支の

動向により確認する。

　90年代、我が国の経常収支黒字を支えてきたのは

貿易収支黒字であった。しかし、2000年代半ば以降

の原油価格の上昇やエネルギー輸入が拡大する一方

で輸出は、2013年４月の日銀による本格的な量的・

質的金融緩和の導入以降、円安に伴う輸出価格の低

下は輸出数量の増加を一定程度は支えたものの、生

産拠点の海外シフトや海外拠点による現地調達の拡

大が進んだことから、輸出数量の増加が抑制される

ようになった。この結果、2012年から2015年にかけ

図表Ⅰ－１－18　利益剰余金残高

（備考）財務省「法人企業統計年報」により作成。
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）

て貿易収支は赤字となった。

　また、21年の製造業の海外現地生産比率は22.3％

と、2000年と比べ約２倍となった。このような現地

生産比率の上昇は、企業が自社の海外拠点への原材

料や中間材を輸出する比率を高めることを通じ、為

替変動の影響を受けにくい企業内貿易を増加させる

など、円安になっても従前のようには輸出数量が伸

びにくい構造を深化させている。

　このほか、円安による価格競争力の維持に過度に

依存した結果、日本の国際競争力の低下を招き、中

国をはじめとする新興国に世界市場シェアを奪われ

た結果1、輸出に向けた我が国の生産活動自体が縮

小していることも、円安による輸出促進効果が従前

と比べ低下した要因として指摘されている。

図表Ⅰ－１－20　（2）実質輸出と実質実効為替レート

（備考）日本銀行「金融経済統計月報」により作成。後方３か月移動平均。

図表Ⅰ－１－21　経常収支及び内訳

（備考）１．財務省・日本銀行「国際収支統計」により作成。
２．季節調整値。経常収支及び貿易・サービス収支（折れ線）は後方３ヵ月移動平均。
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■経常収支の黒字幅は大幅に縮小

　貿易収支は、21年８月以降赤字に転じ、その赤字

幅は拡大傾向にある。世界経済の回復や経済活動の

正常化に加え、我が国の輸出・輸入共に外貨建てで

取引される傾向にあるため、輸出額、輸入額とも増

加しているものの、資源価格の高騰及び円安の急進

に伴い、輸入額の増加ペースが輸出額のそれを上回

っていることが背景となっている。次に経常収支を

みると、これまで主に第一次所得収支における巨額

の黒字によって貿易収支赤字を相殺することで黒字

が維持されてきたが、その黒字幅は貿易赤字の拡大

により急速に縮小している。さらに、22年７月につ

いては2014年３月以来８年４か月ぶりに▲6,290億

円の赤字となり、８月も▲5,305億円となるなど、２

か月連続の赤字となった。

第5節　 未曾有の大規模緩和が続く金融政
策

■日銀は大規模金融緩和スタンスを当面堅持

　日米の金融政策スタンスの差を主因として、22年

３月以降急速に円安が進行しているが、これが一次

産品価格自体の高騰と相まって二重に物価上昇圧力

をもたらしている。

　22年４月にコア消費者物価上昇率が日銀が物価安

定目標とする２％に到達し、その後も同指標は更に

上昇を続けているが、本件に関して当時の日銀は、

海外発のコストプッシュ要因によりもたらされたエ

ネルギーや食料品価格の上昇によるものであり、賃

金の引き上げを伴う持続的・安定的な２％目標の実

現を達成できるような状況にはないとの見解を示す

とともに、長短金利操作（イールドカーブ・コント

ロール、YCC）政策における10年国債金利の変動許

容幅の上限「0.25％程度」を維持するため、２月以

降断続的に実施していた連続指値オペを、５月以降

原則毎営業日実施することとした。　

　確かに、我が国の消費者物価上昇率は欧米諸国と

比べれば依然低水準ではあるものの、四半世紀以上

にわたるデフレ状況に慣れた家計及び企業に対する

負のインパクトは、数字以上のものがある可能性が

ある。

　日銀短観における企業の物価見通しも上昇を続け

ており、９月調査では、１年後前年比2.6％、３年後

も同2.1％、５年後も同2.0％を見込むなど、本件調

査を開始した14年以降ではじめて、全ての年限にお

いて物価安定目標の２％を上回った。また、消費者

についても、内閣府「消費動向調査」によると、１

図表Ⅰ－１－24

（1）企業による物価見通し （2）消費者による１年後の物価見通し

（備考）１．日本銀行「全国企業短期経済観測調査」により作成。
２．全規模全産業。

（備考）１．内閣府「消費動向調査」により作成。
２．２人以上世帯、原数値。
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）

年後の物価の見通しにおいては、物価の上昇を見込

むとする回答の割合が５月に94.4％と既往最高値に

達し、それ以降も９割台で高止まりしている。また、

２％以上の物価上昇を見込む回答は９月に87.8％、

このうち、５％以上とする回答の割合も９月に63.0％

と各々ピークをつけた。

　このような中長期的な期待インフレ率の大幅な上

振れを見る限り、日銀と国民及び市場との間の対話

（コミュニケーション）が円滑に行われていない可

能性が高い。

　日銀は政策を維持する根拠としてコアコアCPI

（除く生鮮食品及びエネルギー）上昇率が23年度以

降は１％半ば前後に留まることを挙げているが、国

民の生活実感からかけ離れた指標に依拠した金融政

策運営が国民の信認を得ることは必ずしも容易では

ないと考えられ、日銀には国民に対して平時以上に

より丁寧な説明が期待される。

　また、異次元緩和が長期化するほど様々な副作用

も増大するため、出口戦略を含めた今後の政策の方

向性について具体的に国内外に示すことも、喫緊の

課題であるといえよう。

第6節　 財政健全化をめぐる状況
　　　　−積極財政路線を継続−
■中長期的な財政の見通しとリスク

　新型コロナウイルス感染拡大が始まった20年度以

来、当初予算の規模は過去最大を更新し続けている

が、それに加えて累次の補正予算も編成されている。

その結果、我が国の歳出総額は、20年度に続き21年

度も140兆円を超える高水準となった。

　22年７月下旬に改定された中長期試算において

も、足元の経済情勢を踏まえた前提条件の下方修正

はあったものの、成長実現ケースの下では、①中長

期的に実質２％程度、名目３％程度の成長率が実現

すること、②歳出自然体の姿でＰＢ黒字化は26年度

となることや、③これまでの歳出効率化努力を継続

した場合にはＰＢ黒字化が25年度と１年程度の前倒

しが視野に入る2といった基本的な柱は堅持された。

ただし、中長期試算では将来の補正予算の編成につ

いては考慮されていない点には留意が必要である。

10月末には経済対策が策定され、その裏付けとなる

第二次補正予算を編成することが決定されており、

その規模は約30兆円とされた。

図表Ｉ－１－25　中長期の財政の見通し

（1）国・地方の基礎的財政収支の試算 （2）公債等残高の推移

（備考）１．内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（2022年７月）により作成。
２．復旧・復興対策の経費及び財源の金額を除いたベース。
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図表Ⅰ－１－26　国の予算・決算額の推移

（備考）財務省ホームページより作成。

　更に、23年度一般会計予算の概算要求額の総額は、

一般会計分で110兆484億円と、過去最大だった22年

度の111兆6559億円に次ぐ規模となった。しかも、「骨

太の方針2022」において重点事項として掲げられた

抜本的な防衛力の強化に向けた事業を筆頭に、新型

コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策

予備費、脱炭素・GX（グリーン・トランスフォー

メーション）関連や少子化対策・子育て関連など、

「骨太方針2022」において重要政策とされた予算に

ついては、概算要求段階では具体的な金額を示さず、

予算編成過程において規模が検討される「事項要求」

が多く含まれており、最終的な額は更に膨らむリス

クがある。中長期的にも歳出拡大路線が継続される

可能性は高く、財政再建への道のりはかなり険しい

状況にある。

■財政健全化目標の堅持及び国民的な議論の必要性

　他方、2025年度のＰＢ黒字化目標をあくまで堅持

すべきとする意見も強い3。

　いわゆる「2025年問題」4を目前に控え、我が国の

財政再建はもはや先送りできない課題であり、それ

に向けた国民的な議論の実施だけでなく、中長期的

な財政運営の客観的評価と監視を行う独立財政機関

の設置についても、真剣に検討されるべきであろう。

第２章　 改善の動きが緩やかな雇用情勢
と賃金

　2019年まで改善を続けていた雇用情勢は、2020年

に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて悪化し

たが、その後、緩やかに改善している。

　完全失業者数は減少傾向にあり、完全失業率もほ

ぼコロナ前に近い水準にまで低下している。ただし、

失業期間が「１年以上」となる長期失業者の割合が

高まっていることや、労働力人口比率の低下や労働

力人口の減少が失業率を引き下げている点には留意

が必要である。他方、企業における人手不足感はほ

ぼ全産業で高まっており、感染症拡大による影響か

ら最も回復が遅れていた、宿泊・飲食サービス業に

おいても、2022年に入り、経済活動の正常化に伴っ

て人手が過剰から不足の状況に転じるとともに、新

規求人数も大幅に回復している。

　雇用者数は、2021年秋に一旦減少したが、2022年

に入った後は持ち直している。雇用者数（役員を除

く）を男女別、正規・非正規別にみると、女性の雇

用者数（役員を除く）は、正規の職員・従業員は引
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）

図表Ⅰ－２－１　完全失業率と求人倍率の推移（季節調整値）

（備考）１．総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」より作成。
２．有効求人倍率及び新規求人倍率は、新規学卒者を除きパートを含む。
３．完全失業率は右目盛り、有効求人倍率及び新規求人倍率は左目盛り。
４． 2020年１月から求人票の記載項目が拡充され、一部に求人の提出を見送る動きがあった

ことから、求人数の減少を通じて有効求人倍率の低下に影響していることに留意が必要。

図表Ⅰ－２－７　男女別、雇用形態別雇用者数の推移（季節調整値）

正規雇用者数（男性）

非正規雇用者数（男性）

正規雇用者数（女性）

非正規雇用者数（女性）

（備考）総務省「労働力調査」より作成。値は季節調整値。
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図表Ⅰ－２－８　男女別・雇用形態別にみた産業別雇用者数（2022年7月）

（備考）総務省「労働力調査」より作成。

き続き増加傾向となっていることに加え、2021年４

月以降、非正規の職員・従業員も「宿泊・飲食サービ

ス業」「サービス業」「卸売業、小売業」などを中心に

増加に転じ、回復基調にある。他方、男性の雇用者

数は、男性の非正規雇用者数は2021年後半まで減少

が続き、2022年に入り持ち直している一方で、正規

雇用者数は2019年以降、横ばい圏内で推移している。

　感染拡大の影響により、収入の減少、勤務日数や

労働時間の大幅な減少が見られていたが、2021年４

月以降は増加傾向となったものの、コロナ前の水準

を取り戻すまでには至らず、2022年に入ってからは、

総実労働時間は横ばい圏内で推移している。

　労働分配率は、コロナ禍により営業利益が経済活

動制限により大幅に減少する中で雇用が一定程度維

持されたことを背景に、20年は上昇したものの、そ

の後は低下傾向にある。先行きの不透明感が高まる

中、企業が人件費の拡大に慎重な姿勢を強める一方

で、分母である付加価値が経済活動の正常化に連動

し人件費よりも先行して増加に転じたことが背景に

あるとみられる。他方、我が国の労働分配率は長期

的にみても低下傾向にあり、しかも足元の水準は世

界金融危機以降でみて最低水準となっていることを

図表Ⅰ－２－15　労働分配率の推移
製造業
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）

非製造業

（備考）１．財務省「法人企業統計調査」より作成。
２．労働分配率＝人件費／付加価値として算出。付加価値は人件費、減価償却費、営業利益の合計。

グラフは後方４四半期移動平均の値。
３．シャドーは景気後退期を表す。
４．破線は労働分配率の10年ごとの平均値（1990年代、2000年代、2010年代、2020年代）。

踏まえると、賃上げを通じ労働分配率を向上させる

余地はあると考えられる。

　コロナ禍により減少した現金給与総額は、2021年

に持ち直し、2022年も堅調な動きをみせている。

2020年以降の現金給与総額のうち、特別に支払われ

た給与（６月、12月）も、2020年、2021年は前年を

下回っていたが、2022年６月、７月は前年を上回っ

た。しかしながら、2021年９月以降は、物価が上昇

に転じ、さらには名目賃金の上昇をも上回るように

なったことから、2022年４月以降、実質賃金は前年

図表Ⅰ－２－20　実質賃金（前年同月比）の推移と増減要因（事業所規模５人以上）

（備考）１．厚生労働省「毎月勤労統計調査」、総務省「消費者物価指数」より作成。
２． 消費者物価指数には、「持家の帰属家賃を除く総合指数」を用いている。「消費者物価指数の寄与」は、消費者物価指

数の前年同月比の符号を反転させている。
３．「名目賃金の寄与」は、就業形態計の現金給与総額の前年同月比を使用。

実質賃金指数（前年同月比）＝名目賃金の寄与+消費者物価指数の寄与、として試算。
４． 毎月勤労統計の値は、2019年５月までは再集計値、2019年６月以降は500人以上規模の事業所について全数調査した値

を使用。
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比マイナスが継続している。

　最低賃金は、2022年度は全国平均31円（3.3％）の

引き上げとなり、2002年度以降で最大となった。一

方で、長引く感染症拡大の影響や原材料価格の高騰

により、収益環境が悪化している企業も少なくない

ため、生産性の向上や適正な価格転嫁の促進をはじ

め、賃金引上げ環境の整備に向けた政府による支援

が求められる。

第３章　 世界経済の回復ペースは大幅に
減速

第１節　 世界経済の概況

−高まる下方リスク−
　21年秋以降も、引き続き新型コロナウイルスの感

染拡大による影響が世界経済の下振れリスクとなっ

ている。21年夏に猛威を振るった変異株であるデル

タ株に続き、それよりも更に感染力が強いオミクロ

ン株による感染爆発に伴い、22年入り後も世界経済

は大きく下押しされた。

　オミクロン株亜種の相次ぐ発現に加え、同年２月

以降は、ロシアによるウクライナ侵攻や中国におけ

るロックダウンの影響による、グローバル・サプラ

イチェーンの混乱や供給制約問題の再度の深刻化、

インフレの亢進、さらにはこれらに起因する先行き

不透明感の高まりに伴う家計及び企業のマインド悪

化などにより、世界経済は急速に減速している。

　こうした中、20年のコロナ感染拡大以来、財政政

策及び金融政策は共に大幅な緩和方向で実施されて

きたが、世界的なインフレの加速を受けて21年秋以

降、先進国を中心に金融引締めが急速に進められて

いる。途上国・新興国もこうした動きに連動して、

通貨防衛や資金流出を防ぐ観点から、景気回復度合

いとは関係なく利上げを余儀なくされている。この

ため、景気の回復度合いは国・地域間の間で依然と

して大きく異なる状況が続いている。

　他方、財政政策は、急激なインフレ対策のため引

き続き拡張的スタンスが維持されており、金融政策

との間で方向性に乖離が生じている。その結果、コ

ロナ禍の下でとられた超緩和的マクロ経済政策によ

り生じた過剰流動性が流れ込んだ金融資本市場や不

動産市場などで大幅な調整局面を迎えている。この

ように、あたかもブレーキとアクセルを同時に踏む

ような政策運営は持続可能性に乏しいばかりではな

く、景気の下振れリスクを一層増幅させている可能

性がある。

第２節　 主要国・地域の経済およびマク
ロ経済政策の動向
−我が国の貿易・生産への影響
を中心に−

　これまでも、日本の景気は主要貿易相手国の景気

動向に大きく影響されてきたが、今般も例外ではな

い。そこで、以下では輸出先として上位３位を占め

る、米国、ユーロ圏、そして中国の経済動向を概観

した上で、我が国の輸出・生産活動を通じた日本経

済への影響をみることとする。

■米国

　米国の景気は、22年３月以降金融引締めが本格化

した影響により減速し、22年に入ってからは２四半

期連続でマイナスとなったものの、ユーロ圏や日本

と比べれば、内需主導により底堅く推移している。

コロナ禍の影響から回復が遅れていた雇用について

も、経済活動の正常化や人手不足を背景に21年後半

以降改善が続いており、失業率が低下するとともに

賃金上昇率も５％程度の高水準で推移している。政

府による物価高対策等の効果もあり、物価上昇の影

響は受けながらも、主として個人消費が米国の景気

回復をけん引している。

　他方、消費者物価上昇率は、経済活動の正常化に

伴う需要増や人手不足の深刻化による賃金上昇圧力

の高まりに加え、ウクライナ情勢の長期化による資

源価格の高騰の長期化などを背景に、22年に入って

からますます加速している。消費者物価指数（総合）

の上昇率は、22年６月には前年比9.1％と、1981年11
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）

図表Ⅰ－３－１　我が国の輸出動向

（1） 輸出相手国の構成（2021年）

（3）地域別実質輸出

（2）我が国の輸出品目（2021年：総額83.1兆円）

（4）財別実質輸出

（備考）１．（1）及び（2）は財務省「貿易統計」により作成。いずれも単位は％。
２．（3）及び（4）は日本銀行「貿易統計速報」により作成。季節調整値。

月の9.6％以来の高い伸びとなった後も８％台の高

水準で推移し、コア消費者物価上昇率も、年初来６％

前後の高水準で推移している。しかも、物価上昇圧

力はサービス価格及び賃金、家賃などを含め経済全

般に及んでいる。

　FRBは21年11月末に、それまで「一時的」として

きた物価上昇の判断を撤回した。その上で、FRBの

二つの政策目的である「物価の安定」と「雇用の最

大化」のうち、後者については既に達成されたとし

て、21年12月以降、政策運営の軸足を雇用回復から

インフレの抑制に完全にシフトさせた。ＦＲＢは、

量的緩和の終了時期を３月に前倒しするとともに、

利上げを開始した。インフレの亢進に伴い利上げペ

ースは会合毎に加速し、３月の0.25ポイントから、

５月に0.5ポイント、６月、７月、９月は３会合連続

で0.75ポイントずつ引き上げた。一連の急速な金融

引締めを背景に米国の景気は急減速しており、自動

車をはじめとする我が国の輸出や、中国の対米輸出

の鈍化を通じた中国経済の更なる下押しなどを通

じ、直接的・間接的に日本経済の景気回復に負の影

響をもたらしている。しかし、FRBは９月段階では、

引き続き景気を犠牲にしてでも需給が一層ひっ迫し

ている労働市場を調整し、物価上昇率を抑制するこ

とを優先する姿勢を堅持していることから、米国経

済のオーバーキルへの懸念が高まっており、金融資

本市場のボラティリティも拡大している。

■ユーロ圏

　ユーロ圏も、米国と比較すれば回復ペースは弱い
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ものの、コロナ禍からの経済活動の正常化に伴って

昨年来内需に牽引されてプラスの成長を続け、21年

末にコロナ前の既往最高水準を回復した。米国と同

様、ユーロ圏も22年に入り物価上昇に拍車がかかっ

ている。22年９月の消費者物価上昇率は前年比

10.0％の上昇となり、コア物価上昇率も９月には同

4.8％上昇となるなど、いずれもユーロ発足後最高値

を更新し続けている。

　こうした状況を受け、ＥＣＢも量的緩和を７月に

終了するとともに利上げを開始した。7月の0.5％の

引上げに続き、９月には0.75％の引上げを実施する

とともに、以後数回は同幅の引上げの実施を示唆す

るなど、米国を追う形で急速な金融引締めを実施し

ている。欧州はロシアに対するエネルギー依存が極

めて高く、想定以上に長期化したウクライナ情勢の

影響を最も受けている。とりわけロシアによる天然

ガス供給の縮小・停止の影響は大きく、エネルギー

需要の高まる冬を控えて、インフレ圧力は今後一層

高まることが見込まれていることから、金融引締め

も当面継続されるとみられる。このため、22年後半

以降の景気は急速に減速しており、景気後退リスク

も高まっていることから、我が国の自動車関連輸出

にも下押し圧力が高まることが懸念される。

■中国

　中国は、日本にとって輸出・輸入双方において最

大の貿易相手国である。サプライチェーンが複雑化

する下で、我が国の中国との貿易関係は深化してお

り、日本の景気動向は従前にも増して中国の景気動

向に影響を受けるようになっている。財別では、中

国は半導体等電子部品や半導体等製造装置、自動車

の最大輸出先となっている。これらの財は関連産業

も多く、製造業の基幹を担っていることから、その

影響は極めて大きい。

　中国の景気は、オミクロン株による感染拡大に対

しても厳格なロックダウンを実施する「ゼロコロナ

政策」の影響や不動産市況の悪化などにより、急減

速している。特に、本年３月末から５月にかけての

上海のロックダウンによる我が国の経済への影響は

大きく、中国向け輸出の低迷のみならず、自動車部

品や半導体部品の輸入が減少するなど供給制約の深

刻化に伴い生産活動の縮小・停止したほか、サプラ

イチェーンの混乱などを通じ、22年前半の中国経済

のみならず、日本及び世界経済の回復に対する大き

な下押し圧力となった。

図表Ⅰ－３－７　対中財別輸出動向

（1） 情報関連財 （2）自動車関連財

（備考）財務省「貿易統計」により作成。
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図表Ⅰ－３－８　対中中間財輸入

（備考）財務省「貿易統計」により作成。

[補論]　2023年度の日本経済の姿

１． 世界経済の先行きについての様々な
見方

　2020年に始まった新型コロナウイルスの感染拡大

から本年で３年目を迎えたが、相次ぐ変異株の発現

により、世界経済は依然感染動向に左右される状況

が続いている。21年夏のデルタ株の流行に続き、21

年秋以降は、より感染力の強いオミクロン株が世界

的に大流行し、サプライチェーンの混乱による影響

や、それに伴う生産活動の停止・縮小を余儀なくさ

れたことにより、景気は大きく下押しされた。そう

した中にあっても、ワクチン接種の進展や治療薬の

開発を背景として、先進国を中心に感染防止と社会

経済活動の両立が図られた結果、完全ではないにせ

よ経済活動の正常化は進んでいる。

　新型コロナウイルス感染拡大に代わって世界経済

への影響を強めているのが、資源・食料品価格の高

騰や感染拡大による需給不均衡に起因した物価上昇

の加速である。21年以降、世界経済の回復に伴って

既に多くの国・地域で物価上昇率の高まりがみられ

ていたが、22年以降はロシアによるウクライナ侵攻

や中国のロックダウンによるグローバル・サプライ

チェーンの混乱の影響が加わり、物価上昇圧力は一

段と強まった。多くの国・地域において物価上昇率

は歴史的な高水準に達し、その影響も賃金や家賃等、

より広範囲に及ぶとともに長期化し、家計の実質可

処分所得の低下や消費者マインドの悪化に加え、企

業の収益環境の悪化や投資意欲の減退を招いている。

　こうした状況を受けて、22年に入り、欧米をはじ

め多くの主要国・地域において、金融政策の急速な

引締めが実施されている。しかし、コロナ禍の下で

多くの国で講じられた拡張財政と大規模金融緩和に

より巨大な過剰流動性が生じていることもあり、物

価上昇率は引き続き高止まりしている。そのため、

多くの主要国・地域の中央銀行が景気よりもインフ

レ抑制を優先して大幅な金融引締めを実施している

ことから、世界経済は急減速している。同時に、新

興国・途上国においても通貨防衛や資金流出防止等

の観点から先進国に追随して利上げする動きが強ま

っており、国・地域間の景気回復のばらつきがます
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ます拡大している。

　これらの下押し要因に加え、ロックダウンや不動

産危機による中国経済の失速や、ウクライナ情勢の

悪化・長期化に伴う先行きの不透明感の高まりな

ど、世界経済は22年後半以降も複数の下方リスクを

抱え、極めて不確実性が高い状況に置かれている。

したがって、各機関の見通しも、どのようなシナリ

オを前提とするか、また、いつ時点のデータに基づ

いたものかにより大きく異なる点には留意が必要で

ある。

　以下では、まず、OECDやIMFなどの主要国際機

関による世界経済の見通しにつき概説する。

国際機関による世界経済の見通し
（1） OECDによる見通し（2022年９月26日）

　　：戦争の代償（Paying the Price of War）

　OECDは、９月26日に公表した中間経済見通し5に

おいて、22年後半に続き23年の景気はさらに減速す

るとし、世界の実質成長率を22年は３％弱、23年は

2.2％程度と見込んでいる。景気の下押し要因として、

①多くの主要国における金融引締めの継続、②物価

上昇の加速による家計の実質可処分所得の減少及び

消費者マインドの悪化、③ウクライナ戦争の影響に

よる欧州の天然ガスの供給不足をはじめとした、世

界的なエネルギー価格の高騰を挙げている。なお、

図表１　OECDによる中間経済見通し（2022年９月26日）

（1） ウクライナ問題勃発前の見通し（21年12月）との比較

（3）【参考】消費者物価上昇率見通し

（2）主要国・地域の実質 GDP 成長率見通し

（備考）１．ＯＥＣＤ中間経済見通し（2022年９月26日）により作成。
２．括弧書きはコア物価上昇率（一部の国のみ）。ここでは、食料及びエネルギーを除く総合指数。
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これらの下方リスクの高まりを受けて、昨年以降、

回を重ねるごとに多くの国・地域の見通しが下方改

定されている。なお、日本は欧米に比べれば強めの

成長を維持するものの、外需の悪化により、22年、

23年共に１％台半ば程度の成長が見込まれている。

（2） IMFによる見通し（2022年10月11日）

：生活費危機への対処（Countering the Cost-

of-Living Crisis）

　IMFが22年10月11日に公表した世界経済見通し6�

によれば、世界経済の成長率は、21年は感染症拡大

による影響からの回復により前年比6.0％と高い成

長となったものの、その後は様々な不確実性が時間

の経過とともに高まる中、22年前年比3.2％に続き、

23年は同2.7％と更に鈍化するとの見通しを示して

いる。この背景として、欧米等先進国をはじめ多く

の国・地域における急速な金融引締めの影響、中国

経済の失速、ロシアによる欧州へのガス供給の削

減・停止など複数の下方リスクの高まりなどを指摘

している。なお、23年の見通しは、07年の世界金融

危機及び20年の新型コロナウイルスの感染拡大によ

図表２ IMFによる世界経済見通し（2022年10月11日）

（1）主要国・地域の実質 GDP 成長率見通し

（2）【参考】消費者物価上昇率の見通し

（備考）１．IMF "World Economic Outlook" （2022年10月11日）により作成。
２．括弧内は2022年７月見通しからの変化幅。

（備考）１．IMF "World Economic Outlook" （2022年10月11日）により作成。
２．括弧内は2022年７月見通しからの変化幅。
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る影響が甚大だった時期を除き、2001年以降におい

て最も低い成長率となる。また、世界経済の先行き

に係る不確実性及び下振れリスクとして、いくつか

の先進主要国でとられている金融政策の引締めの行

き過ぎに伴う景気のオーバーキルや、他の主要国間

における金融政策スタンスの乖離によるドル高の一

段の進行、インフレの亢進及び長期化、ロシアによ

る欧州向け天然ガス供給の完全停止、中国の不動産

市況の悪化、新興国・途上国からの資本流出・債務

問題の深刻化などを挙げている。

　なお、日本については、他の主要国と比べれば安

定的な成長を遂げると見込まれている。ただし、世

界経済の減速による外需の悪化や、エネルギー価格

の高騰、実質賃金の低下に伴う交易条件の悪化を受

け、成長率は22年の前年比1.7％から23年は同1.6％

と若干低下する。

　いずれにせよ、世界経済の回復は国・地域による

ばらつきが依然大きく、経済の先行きに関しては、

OECDと同様、下振れリスクがより優勢となってい

るとした。

２．日本経済の先行きについて

　日本経済の先行きについては、引続き国内外の感

染症の動向に左右される状況が続いているが、それ

に加え、ウクライナ情勢の帰趨、世界的な金融引締

め継続による影響及び国際金融資本市場の変動とい

った海外要因が加わり、22年に入って以降、先行き

の不確実性はますます高まっている。

　2022年７－９月期は、感染「第７波」を迎えた時期

にあたる。７月半ば以降、オミクロン株亜種「BA.5」

による新規感染者が急増し、１日当たり新規感染者

数は、８月下旬には約25万人となり、過去最多を記

録した。９月中旬段階でも９万人前後で高止まりし、

行動規制は課されなかったものの、消費の回復ペー

スの鈍化を招いた。そのため、７－９月期の実質

GDP成長率は４－６月期の前期比年率3.5％から

１％半ば程度へ減速すると想定した。その上で、

2022年10－12月以降の成長経路について以下の３つ

のシナリオを想定し、実質GDPの水準が既往最高と

なった2018年４－６月期（557.3兆円）をベンチマー

クとした上で、同水準を超える時期がいつ頃になる

かについて一定の仮定の下で機械的に試算した。

全シナリオ共通

（1）�先進主要国・地域における急速な金融引締め政

策の実施により、世界経済の減速が22年後半以

降顕著となっていることを踏まえ、我が国につ

いても外需の悪化の影響により成長率は22年度

よりも23年度の方が低くなる。

（2）�新型コロナウイルスの感染は完全には終息せず、

感染爆発は引き続き発生する。

（3）�前年比でみた消費者物価上昇率は、23年以降、

コスト高の押上げ寄与が一巡することによるベ

ース効果の剥落や、携帯電話通信料の引き下げ

などの制度要因による影響の剥落により、技術

的に押し下げられる。

（4）�日本、米国共に基本的な金融政策スタンス（日

本は大規模緩和の継続、米国はインフレが完全

に抑制されるまで引締めを継続）は試算期間中

堅持され、日米金利差は期間中拡大する。

（5）�物価高対策として政府による追加的各種政策支

援が秋以降23年度にわたり実施される。

①中心シナリオ

　22年10－12月期は、ウクライナ情勢や円安による

資源価格や原材料価格の上昇を受け、企業による価

格転嫁が一定程度進展し、コア消費者物価上昇率が

食料品等を中心に年末にかけて一時的に高まるた

め、家計の実質所得及び消費マインドの下押し圧力

となる。しかし一方で、感染症と経済活動の両立が

徐々に進むにつれ、これまで各種政策支援や行動制

限下で積み上がってきた貯蓄等を原資とする旅行・

宿泊などのペントアップ需要の一部顕在化に支えら

れて、消費は緩やかなペースで回復する。22年度末

までにはウクライナ情勢が収束するとともに、金融
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引締めの継続に伴う欧米経済の急減速もあって、23

年度以降は国際商品市況が軟化し、世界的な物価上

昇圧力も弱まっていく。23年度後半にかけて欧米に

おける金融引締めペースも鈍化し、過度な円安は是

正に向かう。このため、ベース効果及び政策要因の

剥落と併せ、物価上昇率は低下傾向となり、消費の

回復を下支えする。企業については、23年度以降は

コスト上昇圧力や供給制約が緩和され、価格転嫁も

徐々に進む一方で、欧米向けをはじめとする輸出の

低迷が収益環境や景況感を下押しすることから、設

備投資は当初計画をやや下回って実施され、賃金引

上げについても消費者物価上昇率をカバーしうる程

度の水準で実現する。このため、22年度の実質経済

成長率は２％弱程度、また23年度の成長率は１％台

前半程度となり、既往最高である2018年４－６月期

の経済水準を回復する時期は24年度前半となる。

②ダウンサイド・シナリオ

　ウクライナ情勢は23年に入っても終息せず、国際

商品市況は更に高騰し、世界的なインフレ亢進を受

けて欧米における金融引締めは継続される。同時に

日米金利差の拡大等を背景とした円安も一段と進行

する。物価上昇圧力が極めて高い状況が続き、企業

による価格転嫁の動きも一定程度進むことから、コ

ア消費者物価上昇率は、ベース効果及び政策要因の

剥落にもかかわらず、23年度も２％を上回る水準と

なる。家計の実質所得の減少及び消費者マインドの

悪化が続くとともに、先行きの不透明感が強まる中、

各種政策支援も大半が貯蓄に回る。また、引き続き

度々感染爆発に見舞われ、政府による行動制限は課

されないものの、高齢者を中心に外出自粛の動きが

強く残ることから、その都度人流が抑制され、ペン

トアップ需要の発現は極めて限定的となるため、消

費の回復は極めて弱いものに留まる。企業について

も、原材料コストの一段の上昇に加え、グローバル・

サプライチェーンの混乱の長期化、金融引締め継続

に伴う欧米経済の後退及び中国経済の回復の遅れに

伴う輸出の減少に加え、国内外の需要の弱さを背景

とした不十分な価格転嫁などにより、収益環境及び

景況感は大幅に悪化する。このため、企業は当初計

図表３　実質GDPの成長シナリオ
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画した設備投資を大幅に手控えるとともに、賃金引

き上げに対しても消極的となり、物価上昇率を下回る

程度でしか実現せず、消費を更に下押しする。22年度

の実質経済成長率は１％台半ば程度、23年度の成長率

も０％台後半程度にとどまり、2018年４－６月の経済

水準を回復する時期は26年度以降にずれ込む。

③アップサイド・シナリオ

　22年10－12月期は、ウクライナ情勢や円安による

資源価格や原材料価格の上昇を受けた企業による価

格転嫁が大幅に進展し、コア消費者物価上昇率が食

料品等を中心に年末にかけて一時的に大幅に高まる

ため、家計の実質所得及び消費マインドの下押し圧

力となるものの、感染症と経済活動の両立の急速な

進展を背景に、これまで各種政策支援や行動制限下

で積み上がってきた貯蓄等を原資とする旅行・宿泊

などのペントアップ需要の顕在化に牽引されて、消

費は堅調に回復する。23年以降は、ウクライナ情勢

の収束や金融引締めに伴う欧米経済の減速に伴って

国際商品市況が軟化し、世界的に物価上昇圧力が弱

まる。併せて、欧米における金融引締めペースも鈍

化することから、外需の悪化は軽微にとどまるとと

もに、日米金利差に起因する過度な円安は是正され

ていく。このため、ベース効果及び制度要因の剥落

と併せて物価上昇圧力は低下し、消費を押し上げる。

企業は、コスト上昇圧力や供給制約の緩和、堅調な

需要を背景とした価格転嫁の進展や、中国経済の回

復による輸出増など、収益環境及び景況感の改善を

背景に、設備投資を計画通り大幅に拡大させるとと

もに、賃金引き上げについても実質賃金の上昇が十

分に担保されうる水準を実現する。このように家計

の所得環境の着実な改善により、23年度にわたり消

費は安定的に回復を続ける。以上のような内需の堅

調な回復に牽引されて、22年度の実質経済成長率が

２％台前半程度となった後、23年度の成長率も１％

台半ば程度となり、23年度後半に既往最高である

2018年４－６月期の経済水準を回復する。

３．民間エコノミストによる景気予測 
　　（2022年10月11日公表）

　以上みてきたとおり、今後の経済情勢をめぐる不

確実性がますます高まる中、民間エコノミストは経

済の先行きについてどのように見ているのだろう

か。公益社団法人　日本経済研究センターが毎月公

表している「ESPフォーキャスト調査」の10月調�

査7�によると、民間エコノミストが見込む四半期実

図表４　民間エコノミストによる予測（GDP成長率：2022年10月時点）

（1） 四半期別実質成長率（前期比年率）の予測 （2）年度予想

（備考）１．公益社団法人　日本経済研究センター「ESPフォーキャスト調査（2022年10月）」により作成。
回答期間は９月27日～ 10月４日。

２．（2）の22年度、23年度の予測は36機関の総平均。
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）

　連合総研の研究委員会等の委員をはじめ有識者の方々に、経済の好循環実現に向けた課題及び提言について、

マクロ経済学及び労働経済学、雇用労働政策、戦略的人的資源管理、労使関係などの観点から、ご寄稿いただ

いた。

　ご寄稿者は以下のとおり（敬称略）。

吉川　　洋　東京大学名誉教授�「賃金と労働分配率」

齋藤　　潤�　（公社）日本経済研究センター研究顧問�「逆風に立ち向かう日本経済：その現状と政策課題」

太田　聰一　慶應義塾大学経済学部教授�「迫りくる労働力不足時代の足音」

永瀬　伸子　お茶の水女子大学基幹研究院教授�「正規・非正規及び男女格差の現状及びその是正に向けた課題」

仁田　道夫　東京大学名誉教授「法定最低賃金制の動向：派遣最賃をめぐって」

中田　喜文　同志社大学政策学部教授「『ジョブ型雇用』を中心とする雇用システムの見直しの動向」

金井　　郁　�埼玉大学人文社会科学研究科教授　「日本版ディーセント・ワーク８指標の必要性と普及の鍵

－少子高齢社会における『ケアの問題』に着目して－」

藤村　博之　�法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授�「労働組合は異論を唱えることで経営

の質を高める」

大嶋　寧子　�リクルートワークス研究所主任研究員　「未だ低調なリスキリング。先進自治体や企業の実践に

学び、本格的な機会拡大を」

伊丹謙太郎　法政大学連帯社会インスティテュート教授　「地域における支え合い」

第Ⅲ部　経済の好循環実現に向けた課題

質成長率は、平均で2022年７－９月期前期比年率

1.40％と４－６月期同3.5％からは鈍化するものの、

四半期連続でプラス成長となる。10－12月期は同

2.18％となり、その後は概ね１％台前半で推移する

としている。年度の実質経済成長率は、2021年度前

年比2.3％（実績）から22年度同1.92％、23年度同

1.26％と徐々に成長率は低下すると見込んでいる。

なお、名目経済成長率は、2021年度同1.3％（実績）

から、22年度同2.27％、23年度同2.44％と見込んで

いる。

�1��国連貿易開発会議（UNCTAD）によると、世界の輸出総額に占
める日本の輸出のシェアは1998年の7.0％から21年に3.4％へ低下
した一方で、中国は3.3％から15.1％へ上昇。

�2��25年度のＰＢは2.8兆円の黒字となり、対GDP比では0.5％となる
としている。

�3��財政制度等審議会　「歴史の転換点における財政運営」（令和４
年５月25日）参照。

�4�� 2025年に1947 ～ 49年生まれのいわゆる「団塊の世代」が75歳（後
期高齢者）を迎え、国民の４人に１人が後期高齢者となること
から、医療・介護費を中心に社会保障費が一段と増加すると見
込まれている。

�5��OECD,�“OECD�Economic�Outlook,�Interim�Report－Paying�the�
Price�of�War－”�（September�2022）
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-
outlook/volume-2022/issue-1_ae8c39ec-en

� 6� � IMF,�“World�Economic�Outlook� －Countering�the�Cost-of-
Living�Crisis－”（October�2022�）
https://www.imf .org/en/Publications/WEO/Issues/�
2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022

�7��（公社）日本経済研究センター「ESPフォーキャスト調査」（2022
年10月11日公表）
https://www.jcer.or.jp/esp-forecast-top/forecast�
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　ロシアがウクライナに軍事侵攻してから10か月が経過

した。この侵攻によって、多くの罪のない方々が亡くなっ

ている。ウクライナの領土と主権を侵害し、紛争の平和的

解決を義務付ける国際法に反するものであり、即時の作戦

中止・撤退を強く求めるものである。

　このような戦闘や市街地へのミサイル攻撃は直接的に多

くの方の命を奪っているが、戦争は直接的な戦闘によって

だけでなく社会の急激な変動・動揺をもたらし、それによ

って命を落とす方も多くいると思われる。特に、高齢者や

障害者は、社会的な支援が手薄になり、医療の確保や必要

な薬の流通が滞るとなると、命に係わる深刻な問題が生じ

ている可能性がある。

　では、第二次世界大戦下の日本の状態はどうだったのか。

「社会福祉の歴史」という書籍1で簡単に解説がされている。

まず、当時の内務省の官僚の回想によれば、「厚生省の行

政も如何にして一人でも多く健康な壮丁を職場に送る事が

出来るか、如何にして貧弱な資材を有効に使って戦力増強

に役立たせるかと云ふ様な事にのみ集中されるやうな傾向

となった。（中略）貧困で食べない、又病弱で働けない、

或は老衰の為に食へないといふ様な者は全然行政の考慮の

外に置かれた」という。そうなると、どのような事態が招

来したか。書籍では、1936年から1956年の松沢病院

及び岩倉病院（共に著名な精神病院）の死亡者数の変化が

記載されている。そのうち、松沢病院は、栄養障害による

死亡者は1936年はゼロであったが、1945年には298

名にも上っている。また岩倉病院については、死亡者数し

か記載されていないが、1936年は56名だったものが、

1943年には144名まで増え続けている（1944年以降

は不明）。直接的な原因についての記載はないが、戦争に

よる社会事業への配慮の低下がもたらした悲劇と言える。

　もう一つ例をあげると、今回の戦争の侵略者であるロシ

アである。1991年のソビエト連邦崩壊という急激な社会

変動によって、長期にわたった景気後退、社会保障制度の

崩壊、法・秩序および治安を扱う国の制度が崩壊したこと

に伴い、アルコールの消費量の増加、暴力的な犯罪の増加、

予防可能な感染症の蔓延、「無料」の公的医療サービス消

失など、まさに急激な社会変動が生じた。これにより、

1994年には男性の平均寿命が57.6歳まで低下したので

ある（2021年は67.3歳）2。

　では現代の日本ではどうか。近年の急激な社会変動とし

て、まずは東日本大震災がある。これに対しては、災害復

興に向け、国民から広く薄く負担を分かち合うため、復興

特別所得税などにより財源を確保し復興に努めた。一方、

現在進行している新型コロナウイルス感染拡大に対しては

どうか。大規模な財政出動を行い、雇用調整助成金や社協

の特例貸付などの対処を行った一方で、これに対する財源

は、赤字国債を発行したものの、その財源確保については

何も議論していないばかりか、2022年度補正予算で更に

大規模な経済対策を行うという。

　しかし、今後も財源の担保がない中で、急激な社会変動

が発生してしまったとき、果たして対処できるのか。対処

ができないとなると、そのしわ寄せは、高齢者や障害者を

真っ先に直撃することとなる。急激な社会変動があっても、

社会保障を支えるシステムの維持は重要であり、そのため

にも、国の財政再建も含めた、社会や社会保障の持続可能

性に向けて真剣に議論すべきである。

1   田中和男他　2017年　社会福祉の歴史　法律文化社
2   国連開発計画　「人間開発報告書2005」

九 段 南 だ よ り 連合総研　副所長　平川　則男
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急激な社会変動、そのしわ寄せはどこに行くのか

九 段 南 だ よ り
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の低成長は、先進国として当然の事象
であるが、この間の生産性上昇率は他
の先進国に劣っていないことから、成
長の「伸びしろ」が大きいという認識
には異を唱え、むしろ低成長を前提と
し、潜在成長力を低下させない観点か
ら構造改革や成長戦略に粘り強く取り
組むべきという主張が、全編を通じた
ベースとなっている。企業が国際的な
競争環境に置かれている以上、十分な
賃金の引き上げを実現するためには、
雇用セーフティネットの強化、経営者
や従業員の転職や技能獲得支援など、
広範囲かつ手厚い「アメ型」の政策を
中心に据えるとともに、市場メカニズ
ムだけでは成長しきれない分野の政策
的な補強が不可欠としている。
　メインとなる第３章及び第4章で
は、金融政策の現状及びその限界につ
いて論じ、それを踏まえた上で第5章
では、低成長・資金余剰時代の財政政
策に関する試論を展開している。
　著者は物価安定目標２％を導入した
当事者ではあるが、日銀が10年にわ
たり金融政策枠組みを維持し続けたこ
とへの評価は辛い。名目中立金利が
0.5％程度の低水準と推計される状況
の下では、「異次元緩和」が緩和にな
ってなかった可能性すらあると指摘
し、異次元緩和に「出口はない」とし
ながらも、２％の物価目標については
実績に照らし「現実的ではない」とす
るとともに、「その存在自体が経済政
策全体を歪める」と断じ、YCC（イ
ールドカーブ・コントロール）につい
ても「為替変動を必要以上に増幅する
など副作用が深刻な政策手段は、折を
見て撤廃すべき」と述べている。
　異次元緩和が導入された2013年
頃は、折しも「中央銀行万能論」が世
界を席巻していた時期である。しかし、
著者によると、自然利子率がゼロ近傍

まで低下する中、金融政策は既に90
年代半ばには有効な政策手段が尽きて
いたという。財政政策こそマクロ経済
政策の実質的な担い手であり、その役
割の重要性は今後一層増すと見込んで
いる。
　財政政策についても独自の考察を展
開している。民間だけで資金余剰を吸
収しきれない経済構造の下では、その
裏側に当たる政府債務残高も恒久的に
相応の規模を維持しなければならず、

「いずれゼロにすべき」という主流派
の主張を正面から否定している。その
上で、MMT（現代貨幣理論）につい
ては、財政赤字を抑制すべき理由とし
て、「インフレ以外の問題が起きる可
能性を十分考慮していない」としつつ
も、適切な政府債務残高の規模を財・
サービスの需給と関連づけて考える
MMTの姿勢を、「主流派よりは筋が
良い」と評価している。
　このように本書は、マクロ経済政策
を「経済に大きな変動をもたらすリス
クはないか」という視点に一貫して立
ち、一般的にまかり通る「通説」に切
り込み、本来追及すべきものを中立的
立場から問い直している点で、議論の
端緒としても優れているといえよう。
　現在の財政金融政策の理論的な基盤
は、経済成長率が相応に高く、金利が
上下に動ける余地があった時代に確立
され、低成長、資金余剰、ゼロ金利が
常態化した「ニューノーマル」を前提
としたものではない。そのため、「金
融政策の正常化」「中立的な財政政策」
といった言葉を経済の現況を踏まえ再
定義し、経済政策論者のみならず国民
を含めた共通理解の醸成を図ること
が、不確実性の高いマクロ経済運営を
円滑に進めていく上で不可欠とするな
ど、今般の「経済情勢報告」にも通じ
るところが極めて多いと感じた。

型コロナウイルス感染拡大から
３年目を迎え、経済社会活動の

維持と感染拡大の両立は一定程度図ら
れているものの、我が国の景気回復は
依然力強さを欠く。ウクライナ戦争や
世界的な金融引締めの影響による物価
上昇、世界経済の急減速、供給制約の
再深刻化など、景気の下振れリスクは
むしろ今年に入り拡大している。
　政府は「新しい資本主義」を掲げ、「成
長と分配の好循環」を目指すとしてい
るが、国民の期待感は決して高まって
はいない。本書は、その背景として日
本経済が抱えている根本的な問題を明
らかにするとともに、中長期的かつマ
クロ的な視点から金融政策、財政政策
について論じたものである。
　なお、著者は、日本銀行出身で、白
川方明総裁の下で「2％物価安定目標」
の採択に至る局面を担当し、2013年
3月から国際担当理事として黒田東彦
総裁を補佐したという経歴の持ち主で
ある。
　まず、第１章及び第２章では、アベ
ノミクスの時期を中心に、日本経済の
現状認識と政策的な含意について考察
している。世界に先駆け人口減少・少
子高齢化が進んだ我が国の過去30年

野
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合
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主
任
研
究
員

門間 一夫 著
日経BP
定価2,400円（税別）

『日本経済の見えない真実　低成長・低金利の「出口」
はあるか』

元日銀理事が明らかにする日本
経済の看過されてきた実像

新

最近の書棚から
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低下する要介護認定率、在宅・通所で伸び悩む
介護ロボットの導入

　高齢化の進展により、介護保険第１号被保険者（65歳以上）の要

介護認定者数（要支援者を含む。以下同じ）は増加し続けており、第

6期介護保険事業計画中の2016年から21年（いずれも３月分）の６

年間で約58万人（9.4％）増加している。同期間の65歳以上人口の

伸び（5.7％）を上回るペースで増えている一方、現役世代人口の減

少により第2号被保険者数が減少しており、介護保険財政のひっ迫は

すでに大きな課題となっている。

　要介護認定者数は年齢階層によって異なる推移をしている。65～

69歳は約8.0万人、75～79歳は2019年度から21年度の3年間で

6.6万人、それぞれ減少している一方で、70～74歳、85歳以上は6

年間で62.8万人増加している（図表1）。人口動態や健康寿命の延伸、

介護保険制度の改正等が影響していると考えられる。

　他方、要介護認定率はいずれの年代においても低下している。特

に65～69歳の低下については、2017年度より、訪問介護と通所介

護が全国一律の介護保険給付から市町村による「介護予防・日常生

活支援総合事業（総合事業）」に移行したことによる影響と考えられ

る。90歳以上の認定率の大幅な低下については、2021年度介護保

険制度改正等その原因と、当該年齢高齢者の生活への影響等を分析

していく必要がある（図表2）。

　また、介護ロボットの導入状況については、サービス類型ごとに

導入状況は大きく異なっている。最も導入が進んでいるのは特養を

はじめとする介護保険施設である。見守り・コミュニケーション（セ

ンサーやカメラによる利用者の状態把握システム、ナースコールシ

ステム等との連携、コミュニケーションロボット等）が20％近くに

及んでおり、続いて介護業務支援（携帯端末やセンサー等と連結し

た介護記録システムやインターコミュニケーションシステム（イン

カム）等）、移乗介助（アシストスーツやリフト等）、入浴支援（バ

スチェア、リフト付き浴槽・シャワー、ナノミストバス等）が5～8％

程度である（図表3）。

　他方、通所介護では入浴支援、介護業務支援、移乗介助、見守り・

コミュニケーションで1％台、訪問介護ではそれぞれ1％未満にとど

まっている。特集で述べたとおり、訪問介護の人材確保難はすでに

深刻な状況となっており、ポータビリティに優れ、様々な居住環境

の居宅で活用できる介護ロボットの開発と普及に向けた支援の一層

の強化が求められる。

今月のデータ 厚生労働省「介護保険事業状況報告」、介護労働安定センター
「介護労働実態調査（事業所調査）」

図表１　要介護認定者数（第１号被保険者）

厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」。ただし2021年度のみ2021年3月分（暫定）
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図表２　認定率（第１号被保険者）

認定者数（図表1と同じ。）と各年齢人口（総務省統計局「人口推計」の各翌年度4月1日現在人口。）から算出

図表３　導入している介護ロボット（複数回答）

出所：介護労働安定センター「事業所における介護労働実態調査　結果報告書」
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DIO への
ご感想を

お寄せください

　

I NFORMATION

D I O
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　高齢の親族を見送った。一人は独
居で、自宅で倒れているところを発
見され、私が身元引受人となり有料
老人ホームに入所させた。コロナで
他に見舞いに訪れる人もなく寂しい
最期であった。もう一人は在宅で看
取った。死期が近くなるほどに介護
する家族も荒んだ。いつまでこの日々
が続くのかという気持ちも持ってし
まった。そんな気持ちを察してか、
ほどなく息を引き取った。要介護者

の唸り声と家族の叫び声が消えた静
寂が自省と己の死にざまを迫ってきた。
　在宅医療や介護サービスがなけれ
ば介護と仕事の両立が不可能である
どころか、生活が破滅しかねなかっ
た。深くなる闇に光明を与えてくれ
たのはケアマネだった。どこで暮ら
していても、だれもが将来にわたっ
て必要な医療や介護が利用できる世
の中であってほしい。

（キジトラ雄6歳）
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【９月の主な行事】

 9 月 2 日 第 44 回勤労者短観アドバイザー会議
 6 日 第 13 回地域コミュニティの一翼を担う労働者自主福祉運動の人材育成等に関する
  調査研究委員会

（主査：中村　圭介　法政大学大学院連帯社会インスティテュート教授）
 7 日 所内・研究部門会議
  シンポジウム「子どもたちと向き合う時間のために」～教職員の働き方は変わった
  のか？～　　　　　　（TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町・オンライン併用）
 9 日 第 11 回 with/after コロナの雇用・生活のセーフティネットに関する研究委員会

（主査 : 玄田　有史　東京大学社会科学研究所所長）
 12 日 第 5 回非正規で雇用される労働者の働き方・意識に関する実態調査と労働組合の
  役割に関する調査研究委員会　　　　（主査：森　ます美　昭和女子大学名誉教授）
　　 20 日 第 56 回定例理事会・第 26 回評議員会、第 57 回理事会
　　 21 日 所内・研究部門会議
　　 27 日 第 17 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）
　　 28 日 第６回日本における教職員の働き方・労働時間の実態に関する調査研究委員会

（主査：清水　敏　早稲田大学名誉教授）
　　 29 日 第 3 回「理解・共感・参加を推進する労働組合の未来」に関する調査研究委員会

（主査：玄田　有史　東京大学社会科学研究所所長）
　　 30 日 シンポジウム「ジェンダー主流化の実現に向けて」（オンライン）

【10月の主な行事】
 10 月 3 日 第 6 回非正規で雇用される労働者の働き方・意識に関する実態調査と労働組合の
  役割に関する調査研究委員会　　　　（主査：森　ます美　昭和女子大学名誉教授）
  令和 4 年度経済財政白書研究会
 5 日 所内・研究部門会議
 17 日 第 7 回非正規で雇用される労働者の働き方・意識に関する実態調査と労働組合の
  役割に関する調査研究委員会　　　　（主査：森　ます美　昭和女子大学名誉教授）
 18 日 令和 4 年度労働経済白書学習会
 19 日 所内会議
 26 日 所内会議
 28 日 第 34 回連合総研フォーラム～持続可能な成長を支える公正な分配を目指して～
  （オンライン）
 31 日 第 44 回勤労者短観　首都圏・関西圏版分析結果


