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福祉国家の理念と
民主主義を支える社会保障



福祉国家の理念

• 民生の安定

構成員の生命・生存と生活を守ること

社会の安定がなければ社会も経済も発展しない。

• 社会経済の発展

社会の分断の回避・社会統合 公正の実現 → 統治の正統性

所得再分配・中低所得者層の所得の「底上げ」→有効需要の創出

• 相互扶助機能の代替

弱体化した社会—communityーの相互扶助の機能の代替・補完
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社会保障とは何か

• 近現代国家における社会保障の機能とは

近代国家：個人の自由と自立を基本とする市民社会を基盤とする国家

：民生の安定 国家の４機能（国家の存続、国富の確保・拡大、国民生活の保障・向上、

教育や国民文化の継承）の一つ

：社会統合・正統性の獲得 社会を支える中核層（中間層）の形成 市民社会の基盤

☆ 社会保障は救貧（弱者）対策ではない。社会とすべての構成員のためのもの。

マクロ：社会全体のリスクの最適化 例）公的年金制度

ミクロ：自助の共同化 自己実現の支援

☆ 社会保障を支える哲学 自立支援（自己実現の支援）

社会経済発展の基礎は構成員の活力 Σ構成員の活力＝社会の活力
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：経済・社会発展の原動力は、その社会の構成員＝市民一人一人の自己実現・

自己発展に向けての営為。

→社会の活力は、自らの能力と可能性の発現にむけた市民一人一人の営為の

集積値に他ならない。

☆セーフティネットの意味：

落ちた時のためにあるのではない。思い切って飛ぶためにある。

： 個人の自由と選択を基本とする近代市民社会において、社会保障は、

経済社会の発展と持続可能性を支える不可欠のサブシステム
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＜社会経済の発展と持続可能性を支える＞とは？

：経済成長の成果＝付加価値の最適分配（市場機能の補完）

→経済のサブシステムとしての機能

構成員（市民）の厚生の最大化にとどまらず、社会経済の持続的成長に

とって最適の分配を実現し、経済成長の基礎を支える。

（社会の活力維持・格差拡大の抑制）

：社会の安定＝社会統合の実現

→社会＝共同体のサブシステムとしての機能

構成員=市民の生涯を通じ、またその活動領域（職場・家庭・地域）を通

じて、自立した人間としての尊厳・自由な創意の発現と自己実現の機会を

保障し、「人間の能力・可能性」を最大限に引き出す.
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∴社会保障の機能不全は、

：保障のネットワークの破綻＝格差･貧困の再生産を通じて中間層の崩壊ー

社会の分裂と社会不安の増大を招き，社会統合を危機に陥れ、さらなる

社会保障の機能不全と社会不安･経済の混乱をもたらす。

：資源分配（付加価値分配）の歪みは、市場の縮小・消費の萎縮・投資の

縮小等を招いて経済成長を阻害し、社会の自律的発展を妨げる。

☆ 社会保障が直面する課題は，この国の社会･経済が直面する課題と表裏一体。

社会システム･経済システム･社会保障を一体的に考えていく視点、即ち

｢この国の経済社会全体の課題を解決する｣という視点なくして、社会

保障それ自身の課題を解決するための道筋もまた見えてこない。

ゆえに、社会保障政策（社会保障改革）とは政治そのものである。
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社会保障理解の難しさ
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社会保障を理解することはなぜ難しいのか

(1)  制度の全体像（マクロの風景）と生活実感（個人と制度との関わり

～ミクロの風景）との間の乖離

壮大な制度・政策の体系としての社会保障

vs 個人が日々の生活の中で出会う個別具体のサービスとしての社会保障

(2)  人間の持つ「合理的無知」

医療・介護・年金・子育て・障碍・生活保護など、制度の外延は極めて広範

だが、個人にとっての社会保障は個別的・多面的。年齢・性別や社会階層、家族

形態・就労/生活形態等によって果たしている機能・役割は様々に異なる。

→人は自分に関わりのある範囲でしか制度を理解しない（∵その必要がない）
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(3)  公教育の不在

この国の公教育は、社会の仕組みや政治制度、それを支える理念哲学

を体系的に教えていない。

→社会保障の姿は、その国・社会のあり方に規定される。

社会のあり方に対する共通理解がなければ、社会保障

制度への理解は形成されない。

☆スウェーデンの中学校社会科教科書

「私たちの社会」
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社会保障は誰のためにあるか

社会保障は、この社会を支える全ての市民のためにある。
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社会保障の持続可能性とは、社会経済の持続可能性と同義である。

社会保障は分配のシステム。
社会が生み出し、市場機能を通じて分配された富（付加価値）を再分配する。

故に
① 社会保障が社会経済の実力を上回って大きくなることはない（できない）。
② 社会（市場）における付加価値の分配が公正であるかどうか（その社会が

どれ位フェアな社会であるか）によって、社会保障の規模・役割は変わる。

社会保障と社会・経済は相互に関連している。
社会保障の機能役割は、社会経済の持続的発展を支えること。

→格差がなく、付加価値分配が公正な社会であれば、社会保障にかかる負荷は
小さくなる。不公正な社会では社会保障には大きな負荷がかかる
社会保障が抱える課題は、社会経済が抱える課題と通底している。
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社会保障改革を考える視点

ー「日本の抱える課題の解決に貢献すること」ー
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日本が直面する課題-----もちろん山ほどあるが、極言すれば、、、

：日本経済の安定的成長を確保すること 成長戦略

：持続可能な政府 国家の問題解決・政策遂行能力を確保すること 財政再建

：社会の安定と統合を確保し、社会の活力を維持すること 社会保障

の３つに収斂する。

☆経済・財政・社会保障は相互に連関し依存しあう関係にある。

→ ｢この国の経済社会全体の課題を解決する｣という視点なくし

て、社会保障それ自身の課題を解決するための道筋もまた見

えてこない。
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社会保障は民主主義とどう関わる？
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民主主義とは

「民主主義」は、単に政治的意思決定や統治の原理ということに止るものではない。

民主主義は、

「基本的人権（les droits inaliénables）」(＊inaliénables：不可侵・不可分）

「自由（liberté）」「平等（égalitée）」「参加（engagement）」

そして

「法の支配（rule of law）」 （not 「法治主義（Rechtsstaat））

といった「理念」と深く結びついている。

☆ Democracyの語源 「民衆（demos）＋力・統治（kratia）」

↔️Aristocracy 最上の者・貴い者（arist）＋kratia 貴族制

Monarchy 唯一・単一（monos）＋kratia 君主制
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「民主主義」が近現代社会の普遍的価値原理となったのは、

民主主義（とそれを支えている理念）が、政治的平等や政治への

参加の保障（＝普通選挙）といった政治的意思決定や統治に関わる

ものであるからだけではない。

民主主義を支える土台となる経済社会での平等・参加の保障、

という経済社会の価値原理をも内包しているからに他ならない。
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民主主義は「制度」を作っただけでは機能しない。

民主主義が機能するためには、それを支える人々が必要であり、

社会が一定の「発展段階」に達し、社会の中核を担う安定的な中間

階層が形成されていることが必要。

分厚い中間所得層を形成するには持続的な社会の発展＝一定の経済

成長＝豊かさが必要であり、そのためには、社会の発展の原動力で

ある市民一人ひとりの活力、自己実現を保障すること、つまりは

それを生み出す「市民的自由の保障」が不可欠。



経済成長と民主主義はいわば相互に支え合う車の両輪の関係にある。

すなわち、

成長の果実を公正に分配することによって形成される中間層が社会の安定を

もたらし、民主主義を支え、経済社会のさらなる発展を支える。

民主主義を支える中間層が形成されなければ民主主義は「実装」されず、衆愚

に陥る。

衆愚に陥った民主政治の行き着く先はポピュリズム、そしてファシズム。

「独裁（寡頭独裁）は民主制の中から生まれる」（プラトン「国家」）
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危機にある21世紀の民主主義

「過去20年（1995～1997→2010～2014）の間に、国家の統

治のあり方として、「議会や選挙に煩わされる必要のない強い指導者

による統治の方が望ましい」と考える人が世界中で増加している。」

（ 「世界価値観調査」（2017） ミュンヘン安全保障会議

（Munich Security Conference Foundation））

☆その傾向は旧東側諸国や新興国でより顕著であり、新興国のみなら

ず北米や西欧のような成熟した民主主義国でもその傾向が見て取れる。
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民主主義を支える社会保障

エスピン・アンデルセンによれば、

戦後の福祉国家は、コミュニズムやファシズムの挑戦を受けた戦前

の反省に立って、資本主義（市場経済）と民主主義の両立をめざす

中で生まれた、とされている。

日本がそうであったように、戦後の民主主義社会～リベラル・デモ

クラシー〜を支えたのは、市場経済を基礎とする自由経済体制の

下、経済発展による豊かさを背景に形成され、社会の中核を担うこ

ととなった中間層。
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戦後の日本は、豊かさと平等を同時に実現した数少ない国。

｢社会の構成員の活力・自己実現の集積値｣がその社会の発展を支える

活力であり、そこで形成される｢中間層｣こそが社会の安定とさらなる

経済社会の発展を支える中核となる。

政治的・経済的・社会的自由が保障されている社会、即ち民主主義と

市場経済が社会の基底を構成している社会こそ我々が目指すべき社会

であり、まさにそれを実現した国の一つが戦後の日本。
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中間層の崩壊ー社会の分断ー民主主義の危機

中間層は世界中で崩壊しつつある。

世界経済の変調、産業構造の変化、グローバリズムの進行などによって、

世界全体で、そして日本でも格差の拡大、社会的疎外、社会の分断が問題

視されるようになった。

「経済成長による豊かさと社会の安定の好循環」が崩れ、経済的な不安定

さと将来への不安が｢社会の不安と分断」を生む。

→人々は「より強権的な指導者」を求めるようになる。

中間層の崩壊、格差の拡大は、民主主義の基盤を掘り崩し、脅かす
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21世紀の独裁者はいかにして生まれるか

かつてのような、選挙を経ずにクーデターなどで権力を握る独裁政権や軍事政権

のような「あからさまな反民主的指導者」は少ない。

多くの現代の独裁者は､民主主義的政治体制の中から（あるいは「民主的」に選ば

れたように装いながら）生まれている。

社会の不安定化、経済の混乱、社会の分断、人々の心を襲う不安、無関心、絶望、

諦観、｢合理的無知｣や｢フェイクニュース｣を喜んで称揚するような｢反知性主義｣の

広がり、保護主義の台頭、移民排斥、極端なナショナリズム、レイシズム、ヘイト

スピーチ、極右/ポピュリズム政党の台頭、、、、、。

今世界中で、市民自身が自らの内にある「ダークサイド」に取り込まれ、自ら進ん

で「権威への服従」「集団への埋没」の道を選んでいるようである。
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かの大ヒット映画「Star Wars」シリーズでも、シスの暗黒帝国は

共和国の内側から、共和国の衰退・崩壊から生まれる。

ダークサイドは共和国の中で広がって行く。

｢人権｣も｢市民的自由｣も、｢平等｣も｢参加｣も｢法の支配｣も、当事者

＝主権者である市民自らがそれを守り、実践していかなければ、

いともたやすく失われていく。

これは多くの歴史が示す厳然たる事実。
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民主主義を支える社会保障

現代の福祉国家における社会保障の機能とは、かつての救貧院や施療
院のような「救貧」を目的としているものではない。

その機能の中心は、社会の中間層の貧困化を未然に防ぐ「防貧機能」
にある。

この「分厚い中間層」こそ、安定的な消費＝需要を生み出すコア層で
あり、同時に社会（＝民主社会）の中核を担い、政治の安定を支える
層でもある。

民主主義と社会保障の親和性は、まさにここにある。
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社会保障から日本経済の成長可能性を問う



＜社会保障（福祉国家）と経済との発展段階＞

（神野直彦、広井良典、エスピン・アンデルセン等による）

① 福祉国家の黄金時代（～１９６０年代）

「社会保障と経済成長の幸せな結婚の時代」

再配分を通じた総需要の拡大 「平等と成長」の同時達成

ケインズ主義的な福祉国家 「産業社会モデル」－労働生産性の持続的向上

② 福祉国家の危機（～８０年代） 「新自由主義の時代」

オイルショック 産業構造の転換 「ポスト産業社会」

ブレトンウッズ体制の崩壊—資本の流動化・グローバリズムの進行

総需要そのものの飽和（成熟社会化）・再配分による需要拡大機能の低下

高齢化の進行、社会保障の「世代間移転」化
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③ 福祉と経済の新たな段階 失われた１０年 成功の１０年（神野）

二つの成長モデル アメリカ型と北欧型

奏功しなかった日本の選択

日本：減税・規制緩和による成長政策 産業構造転換の遅れ

北欧：知識社会への転換・産業構造の転換による持続的成長の実現

☆EUの政策提言(2006） 大陸型モデルから北欧型モデルへ

EU諸国が「第三の道（New Labour）」「積極的労働市場政策（flexicurity）」

の道を模索している時、日本は周回遅れの新自由主義政策（規制緩和）に取り組ん

でいた。
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☆ 知識産業社会では公共部門・非公共部門を問わずサービス産業部門が拡大し

第三次産業比率が上昇する。

：日本は明らかに第三次産業の発展が遅れている （日本は「ものづくり大国」？）。

：必然的に求められる労働の質と形態（働き方）も変化。

→フォーディズムモデルからポストフォーディズムモデルへ

「労働生産性」概念＝製造業型生産性評価指標の見直し。

「付加価値」の源泉は「モノの産出」ではなくなる。

☆ 知識産業社会では女性の社会進出が進行し女性労働力の果たす役割が増大。

DIVERSITYの重要性

知識産業社会では、成長の基軸となる「労働」が変わる

→サービス労働・知識労働を支えるための社会サービス（広義の社会保障）の整備が不可欠

になる。

→介護・子育ての社会化なき女性の労働市場進出は、労働市場の分断（常用雇用と非常用

雇用）を招き、人的資源の浪費・生産性の低下、格差と貧困を生み、最終的には社会統合

を脅かす。 29



スウェーデンパラドックス〜高福祉と高成長の両立

• 典型的高福祉・高負担国家

高負担≠低活力・非効率・停滞・他者依存社会

産業政策・労働政策両面で高付加価値分野への転換を重視

：産業政策における市場メカニズム・効率性の重視

「産業政策における小さい政府」 衰退産業分野は支援しない

：Activation、 Employability 重視 積極的労働市場政策

→厳しい競争社会 結果としての高福祉ーpositive welfare

・企業競争力は世界８位（日本は３０位、中国・韓国以下）

（世界競争力年鑑（IMD）2019年版）

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-
ranking-2019/
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＜新たな成長モデルの可能性 人的資本･知識集約型経済モデル＞

①知識産業社会への転換 新たな成長モデル

②産業構造の転換を支える教育・労働・社会保障政策の転換

：ゴールデントライアングル・トランポリン型セーフティネット

（労働市場の弾力化・手厚い雇用保障（失業保障・生活保障）・積極的労働市場政策

（職業能力開発・人的投資）の組み合わせ）

：ポストフォーディズムに対応した積極的人材教育システム

（競争力の源泉は「人的資源・人間的能力」）

：人的資源への投資・女性の社会進出を支えるサービス給付の充実

（介護・子育てなどの「社会サービス化」）

③新たな社会統合モデル

雇用保障を通じた生活保障（現役世代=人生前半の社会保障）

参加・活動の保障を通じた自己実現・能力発揮による格差と貧困の回避、社会の活性化
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＜日本において「新たな社会経済モデル」の構築は可能か＞

①経済と社会保障の相互依存関係の再確認 成長と安心の両立

②教育・労働・社会保障の一体的改革 雇用を軸にした生活保障

③人への投資・知識集積による社会・産業・経済の活性化

④社会の分裂・遠心化の阻止 「社会統合」「自立と連帯」「参加と承認」

⑤社会保障の機能・役割の再構築

→知識産業社会にあっては、従来のような「経済と社会保障のトレードオフ、「政府の規模

（負担）と経済成長のトレードオフ」をめぐる議論は意味を持たない。

→一般的に社会保障の充実は格差と貧困を抑制する効果を持つが、何をどのように充実させ

るかによって経済は成長もすれば抑制もされる。

☆ポイントは、経済と社会保障の好循環＝成長と安心の両立にある。

社会全体の活力が経済を支えるのであり、「人間の能力・可能性を最大限に引き出す」こと、

すなわち「参加」「活動保障」を目指すことが重要。社会全体の活力をいかに生み出すかが

広義の社会保障の課題。 32



経済専門誌の指摘

「週刊東洋経済」2021.11.6号 特集/ニッポン再生計画
「高度成長モデルと決別を」（野村明弘 解説部長/コラムニスト）より引用
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• 現在の日本経済にも高成長の構造や要因があるのなら、アベノミクスのような大胆な
金融政策や財政政策をきっかけに、持続的な強い経済成長が生じるだろう。またそう
であれば「富裕層や大企業が富めば、低所得層にも徐々に富が行き渡る」というトリ
クルダウンも多少は機能したかもしれない。 低成長経済では、高成長の要因がある
ことを前提とした政策は効きにくいばかりか有害ですらある。 とくに注意すべきは財政
政策だ。

• 10月末に行われた衆院選では、コロナ禍への対応もあり、アベノミクスを一段と強化
するような積極的財政政策により経済成長を目指す公約が与野党から打ち出され
た。 しかし、供給力先行経済だった高度成長期のロジックは「旺盛な設備投資で生み
出される生産能力を吸収する有効需要の創出策として財政政策が必要」というもので
あったことを認識すべきだ。対して現在の与野党は、「財政財政政策により需要を創
出し、設備投資の呼び水にする」ことを狙いとしており、主客転倒が著しい。

• 人口減少の影響を含めた低成長体質の経済は、仮に財政政策によって回復したとし
ても、あくまで一時的で弱いものになる。高度成長期なら、その後の累積的な経済成
長と税収増で財政は均衡したが、 低成長下では財政赤字が続いてし まう。財政赤字
を一段と積み上げ「成長なくして財政再建なし」に 固執する危険は大きい。

「週刊東洋経済」2021.11.6号 特集/ニッポン再生計画
「高度成長モデルと決別を」（野村明弘 解説部長/コラムニスト）より引用
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格差の拡大は、民主主義を脅かし、成長の足枷になっている
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成長戦略で取り組むべきこと
～日本経済を持続的に成長させること～

• 経済成長を実現すること。

成長の実現＝生み出す付加価値を増やすこと

＝付加価値生産性を高めること

• 成長の果実を確実かつ公正に分配すること。

確実かつ公正な分配＝社会の構成員の厚生を最大化すること

＋社会経済の持続的発展にとって最も効率的

かつ効果的な部門間付加価値分配を行うこと
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成長の実現のための 「分配」の経済学

「付加価値」は、

①家計の所得（雇用者所得、利子）、

②公の所得（公共費用＝税金）、そして

③資本の所得（配当、企業の内部留保（利益））

で構成される。

→付加価値をこの３部門にいかに分配するかは、マクロ経済の大きなポイント。

社会保障の機能はまさにこの点に関わる。
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すなわち、

「経済活動により生みだされた豊かさ（付加価値）は、個人の厚生

のみならず、社会経済の発展と持続可能性にとって最大効用を

もたらすように各部門に分配されているか」が問われる。

→社会経済システムとして「分配」「再分配」をいかに行うのか、

が問題なのであり、ワンショットの給付金や経済支援、ましてや

財源措置のない給付は「付加価値の分配」ですらなく、「分配の

経済学」に値しない。
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日本経済の異常事態 「分配」の歪み
ー分配の歪みが格差を拡大し、社会の安定を脅かし成長も抑制しているー

• 所得（賃金）格差・資産格差の拡大

世代間格差・世代内格差の拡大

非正規化の進行

中間層の崩壊・貧困層の増加ー現代の貧困

• 貯蓄・投資のインバランス～民間部門の貯蓄過剰～

企業部門・家計部門に黒字が集中し、一般政府部門が膨大な赤字

企業部門に膨大な内部留保・家計部門の貯蓄は特定層に集中
↓

資産格差の拡大が進行する中、マクロ的には家計部門・企業部門共に

大幅な貯蓄（内部留保）を保有し、かつ投資に回っていない。
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家計・企業の賃借と経常収支（対GDP比）
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日本企業の貯蓄・投資バランス
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内部留保（利益剰余金）の推移
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大企業の内部留保額と民間平均賃金の推移
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超富裕層の税負担 「一億円の壁」

株式等の保有が高所得者層に偏っていること、金融所得が分離課税となっていること、金融所得の税率
が低いこと等によって、高所得層で所得税負担率は低下する
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平均年収（実質）の推移の国際比較 （1997年＝100）
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給与所得者（男性）の給与階級構成比

（資料） 国税庁（2020）「民間給与実態統計調査（令和元年度）」

年間給与階級 1999 2004 2009 2014 2019 1999→2009 2009→2019 1999→2019

2,500万円超 3 3 4 4 4 ＋1
＋1

±0
＋1

＋2
＋3

2,500万円以下 3 3 3 3 4 ±0 ＋1 ＋1

2,000万円以下 14 11 9 10 13 －5
－24

＋4
＋15

－2
－10

1,500万円以下 63 55 44 49 55 －19 ＋11 －8

1,000万円以下 36 30 24 27 30 －12
－26

＋6
＋13

－6
－13

900万円以下 52 46 38 40 45 －14 ＋7 －7

800万円以下 74 68 55 59 64 －19
－42

＋9
＋20

－10
－23

700万円以下 102 92 79 84 90 －23 ＋11 －11

600万円以下 143 135 122 128 135 －21
－30

＋13
＋15

－8
－15

500万円以下 182 180 173 174 175 －9 ＋2 －7

400万円以下 173 175 200 183 165 ＋27
＋73

－35
－67

－7
＋8

300万円以下 94 113 141 132 109 ＋46 －32 ＋15

200万円以下 42 64 79 75 72 ＋37
＋48

－7
－2

＋25
＋34

100万円以下 19 23 31 33 38 ＋11 ＋5 ＋19

（注） １年を通じて勤務した給与所得者の平均給与。
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表10



表11



金融資産保有額別の世帯の割合
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（資料）金融広報中央委員会（2021）「家計の金融行動に関する世論調査［二人以上世帯調査］」

（注） 二人以上世帯の金融資産保有世帯における割合。「金融資産保有世帯」は、2017年までは、金融資産を「保有している」と回答した世帯。2018年からは、日常的な出し入れ、
引落しに備えている部分を除く運用または将来の備えのための金融資産を保有している世帯。2020年は新型コロナウイルス感染拡大のため、調査方法を変更した影響で、
以前の結果とは単純に比較できない。
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「21世紀の資本」（トマ・ピケティ 2014）

「21世紀の不平等」（アンソニー・アトキンソン 2015）

・ピケティ： 「r＞g」

経済成長の過程では、長期的に資本収益率は経済成長率を上回る。

故に格差はゆっくりとしかし確実に拡大していく。

• アトキンソン：

1970年代までの格差縮小は、①再分配政策 ②労働分配率の拡大（資本

分配率の縮小） ③個人資産の集中の減少 ④労働運動（団体交渉）・最低

賃金引き上げによる格差縮小 等によって実現したもの。

1980年代以降、このいずれもが逆転・縮小したことが格差拡大の原因。
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「資本主義経済のもとでは、長期的に「r>g」が成立している。」
（トマ・ピケティ「21世紀の資本」）

→長期的に資本収益率は成長率を上回る。すなわち付加価値は資本の側に
より分配されていくということであり、より富めるものにより多くの付加
価値が分配されていく。

∴付加価値の分配を市場機能のみに委ねれば、ゆっくりと、しかし確実に
格差は拡大していく、ということになる。

21世紀の世界経済が直面している大きな課題は「格差」。

格差の拡大は社会を分裂させ、民主社会の基盤を掘り崩し、消費＝需要の鈍化、

そして投資の縮小を招き、成長の足かせとなる。

このことは2015のOECDのレポート
（“In It Together: Why Less Inequality Benefits All )
の中でも明確に指摘されている。 51



OECDの指摘（ “In It Together: Why Less Inequality Benefits All”(2015)）

1 再分配後の格差(可処分所得のジニ係数)が大きいほど、OECD諸国

の成長率が押し下げられる。

2 税や社会保障による再分配それ自体は、成長を阻害しない。

3 格差が大きいほど、低所得層において人的資本への投資(子どもへ

の教育投資など) が低下する。

• 再分配後の所得格差の拡大は、低所得層における人的資本への投資

の低下を通じ、長期的な経済成長を損なう。
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• 再分配による格差の縮小は経済成長に寄与するが、それぞれの施策が経済成長に
与えるインパクトは異なる。

• 再分配は成長を阻害しないとの分析結果は「分配政策が全て同等に成長に良い影
響をもたらすということを意味しているわけではない」。

↓

☆ 経済社会の支え手となる現役世代、特に現役低所得層が自身のキャリア形成や子

どもの教育などの人的投資を十分に行えるように支援するという観点からの分配

政策

☆ 現役世代による自身の将来や老親の扶養などへの負担や不安を軽減し、将来の

見通しを明るくするという観点からの分配政策

☆ 同じ人の所得を増やすのであれば、市場で得られる所得(賃金など)の増加を促す

方が、単に他の人の所得を再分配するよりも、労働供給の増大や生産性向上など

を通じて直接的に経済成長につながる。
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「現代の所得再分配は、金持ちから貧乏人への所得移転を行うのではない。
（中略）むしろ、おおむね万人にとって平等な公共サービスや代替所得、特に
保健医療や教育、年金などの分野の支出をまかなう、ということなのだ。」
（トマス・ピケティ 同書）

社会保障は、単なる高額所得者から低所得者への所得移転（救貧）ではなく、
安定的な中間層を維持・形成するために、彼らを襲う「個人の力ではヘッジし
きれない生活上のリスク」から彼らを守ること（＝防貧）にある。

このことを通じて、社会保障は社会を支える安定的中間層を守り、社会の安定
と持続的成長、そして「民主主義＝市民的自由」を支えている。

社会保障が果たしている「政治的意義」は、まさにここにある。
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社会保障は社会的弱者や低所得者など「特定の人たち」のための制度ではない。

社会保障は「全ての人」のための制度。

社会保障は、

・困窮に陥った人や社会的弱者の「救貧」「支援」だけでなく

・「防貧」の機能によって社会の中核を担う中間層の崩壊を防ぎ、

・所得再分配を通じて経済成長の果実を広く国民に分配することで国民の生活の

安心と社会の安定を実現し、民主主義とさらなる社会の発展を実現するもの。

ミクロでは構成員（個人）の自助の共同化によって自己実現を支援し、

マクロでは社会全体のリスク回避費用を最適化して民生を安定化させ

それによって経済社会の持続的な発展を支える。

まとめ
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終わりにかえて

President Biden’s First speech to Congress  

28/April/2021
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”The American Families Plan”

• 低所得・中間層支援を軸とする「米国の家族のための計画」

財源規模約１兆ドル（約108兆円）

• 財源確保のため富裕層への増税

：年間所得40万ドル超の個人（アメリカの最も富裕な1％）の所得税

の最高税率引き上げ（→39.6％）

：年間所得100万ドル超の超富裕層（0.3％）のキャピタルゲイン課税

の強化（「抜け穴封じ」）

• キャリードインタレスト（PE投資会社・ヘッジファンドの運用マネジャー

が受け取る成功報酬）への税優遇措置廃止
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The American Families Plan will finally provide up to 12 
weeks of paid leave and medical leave -- family and medical 
leave. We're one of the few industrial countries in the world 
-- (applause).

No one should have to choose between a job and 
paycheck or taking care of themselves and their loved ones 
-- a parent, a spouse, or child.

（米国家族計画は最終的に最長12週間の有給の家族休暇と医療休暇を提供する。米国はこのよ
うな休暇を提供していない世界で数少ない先進国の1つなのだ。

誰も、仕事や給料を得ることと、自分自身や自分の愛する人たちー親、配偶者、子供ーの世話
をすることのどちらかを選ばざるを得ないようなことがあってはならない。
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Wall Street didn't build this country. The middle class built 
this country.
（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。）

So, how do we pay for my Jobs and Family Plan? I made it 
clear, we can do it without increasing the deficits.
（どうやって私の雇用と家族のための計画の費用を賄うのか。はっきりさせておく。我々は財政
赤字を拡大することなく実現できる。）

I will not impose any tax increase on people making less than 
$400,000. -- but it‘s time for corporate America and the 
wealthiest 1% of Americans to just begin to pay their fair 
share. (Applause.) Just their fair share.
(私は年収40万ドル以下の以下の人々への増税はしない。そうではなく、今はアメリカ人の１％
の最も 裕福な人々に公正な分担をーただ公正な分担をー求めるべき時だ）。
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I will not add a tax burden -- an additional tax burden 
to the middle class in this country. They're already 
paying enough. I believe what I propose is fair --
(applause) -- fiscally responsible, and it raises revenue 
to pay for the plans I have proposed, and will create 
millions of jobs that will grow the economy and 
enhance our financial standing in the country.

(私は中間層の人々に追加の税負担を求めない。彼らはすでに十分負担をしている。私の
提案は公正で財政に責任を持ったものだと信じている（拍手）。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、この国の経済を成長させ財政を強化する数
百万の雇用を創出するために歳入を引き上げるものだからだ。）
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Look, the big tax cut of 2017 -- Instead of using the 
tax saving to raise wages and invest in research and 
development, it poured billions of dollars into the 
pockets of CEOs. In fact, the pay gap between CEOs 
and their workers is now among the largest in history.--
----According to one study, CEOs make 320 times 
what the average worker in their corporation makes. 

（2007年の大減税（トランプ減税）のことを見よ。あの時CEOたちは何をしたか。給
与も上げず投資も増やさない代わりに、何十億ドルという金を自分のポケットに入れたの
だ。労働者とCEOの給与差は歴史上最大になった。ある調査によれば、CEOたちと彼ら
の会社の平均的な労働者の給与差は320倍に達している。）
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• The pandemic has only made things worse. Twenty million 
Americans lost their job in the pandemic - working and 
middle-class Americans. At the same time, roughly 650 
billionaires in America saw their net worth increase by more 
than $1 trillion -- in the same exact period. Let me say it 
again: 650 people increased their wealth by more than $1 
trillion during this pandemic. And they're now worth more 
than $4 trillion.

（パンデミックは事態を悪化させた。2000万人の労働者層・中間層のアメリカ市民が職を失った
その時に650人のビリオネアは資産を1兆ドル以上増やした。同じパンデミックの間に、だ。もう
一度いう。650人がパンデミックの間に自分の資産を1兆ドル以上増やしたのだ。今や彼らの資産
は4兆ドルを超えている。

• My fellow Americans, trickle-down -- trickle-down economics 
has never worked and it's time to grow the economy from 
the bottom and the middle out (applause). 

• （我が同胞のアメリカ市民よ、トリクルダウンなど起こったことはないのだ。今こそ下から、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。） 65
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Thank you for your kind attention


