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はじめに

　上野千鶴子・加藤周一「耕論　われわれはど
こへ」『朝日新聞』2008年1月6日（日）朝刊は、
その一部で、介護保険について論じている。そ
こで本稿では、その論述の大半を論者ごとに論
述の順序に従って分割し、それぞれ線分で囲み
をつけて引用し、その直後でそれぞれ検討する
ことにする。そのような検討によって、筆者の
介護保険研究の礎の一つとしたい。
　

介護保険について

上野　日本に国民皆保険で介護保険が出来
たのは快挙だ。健康保険さえ出来ない国がた
くさんある。介護保険は二つめの国民皆保険
で、運用開始から8年の経験がある。世界で
も未曽有だろう。高齢化が進む各国は、日本
でうまくいくかどうか固

か た ず

唾をのんでみてい
る。

　しかし、果して、「日本に国民皆保険で介護保
険が出来たのは快挙だ。健康保険さえ出来ない
国がたくさんある」と、決めつけることが可能
であろうか。「日本に国民皆保険で介護保険が
出来たのは」、一つには、保険料を、本人だけで
なく、雇用主の企業も負担するようにしたから
である。介護保険の導入以前に、国民皆保険が
出来ていたのは、企業も保険料を負担するよう
にしたからである。本人だけでなく、企業も負
担するのを正当化する、そういう社会を構築し
たからである。

　これに対して、「健康保険さえ出来ない国」例
えばアメリカは、企業は保険料を負担すべきで
はない、とし、保険料は個人が負担するのを是
とする、そういう社会を構築している。厳密に
言えば、健康保険が「出来ない」のではなく、企
業は保険料を負担すべきでないとし、そもそ
も、健康保険を制度化する意志がないのであ
る。企業に保険料を負担させるとするか、ある
いは、負担させないとするかは、各国民が自由
に選択して良い権利であって、「快挙だ」とか、
そうではないとか、あるいは、「出来た」とか「出
来ない」とかいうような事柄ではないように思
われる。
　「日本に国民皆保険で介護保険が出来たの
は」、もう一つには、現役就業時に、将来の自分
の被介護のために、貯蓄をしない人が居る可能
性があるから、現役就業時に、一方で介護保険
料を強制的に徴収し、他方で介護の公費負担の
ために税を当然強制的に徴収するという社会的
合意が出来たからである。これに対して「健康
保険さえ出来ない国」例えばアメリカでは、現
役就業者は、将来の自分の被介護のために、各
自で貯蓄をすべきである、という社会的合意が
出来ているのである。何れを選択するかは、各
国民の自由のように思われるのである。

加藤　明治以降、日本の倫理的体系は儒教
で、家族制度が中心だった。それが戦後に崩
壊した。そのため提供できなくなった介護を
この保険が穴うめしているのでは。

　しかし、「提供できなくなった介護」という認
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識は誤りである。と言うのは、横断的に見ると、
つまり、被介護時において、家族は現役就業者
として、税を納め、その税の一部が公費負担と
して、介護に支出されているからである。つま
り、家族は、介護を「提供」しているからであ
る。従って、家族制度が「戦後に崩壊した」とい
う認識も誤りであり、逆に、家族制度は現在も
生きている、というのが正しい。同じく、「介護
をこの保険が穴うめしている」という認識も誤
りである。「崩壊」していないのであるから、「穴
うめ」する必要もないからである。

上野　儒教的家族主義の破綻を政府が認め
た。そのことが大きい。介護保険は「家族革
命」だ。介護を他人が行う。家族に頼らない
介護を常識化した。

　しかし、「介護を他人が行う」という認識は誤
りであり、被介護者は自分の介護は自分で行っ
ている、というのが正しい。と言うのは、被介
護者は、自分の介護のために、現役就業時に自
分で介護保険料を納めているからである。介護
保険料への対価として、「介護を他人が行う」よ
うになっているに過ぎない。
　又、「家族に頼らない介護を常識化した」とい
う認識は誤りであり、横断的に見ると、つまり、
被介護時においては、被介護者は家族に頼って
いる、というのが正しい。と言うのは、被介護
者の家族は現役就業者として税を納め、その一
部は公費負担として介護サービスに支出されて
いるからである。つまり、被介護者は、自分の
家族の納める税に、自分の介護を頼っているか
らである。
　そして時系列的に見ると、つまり、被介護者
自身を生涯で見ると、家族にも他人にも頼らず
に、自分の介護は自分で行っている、というよ
うになっている。と言うのは、被介護者も、過
去の現役就業時には税を納め、それが過去の介
護への公費負担として支出され、自分の被介護

時にはそれを取戻していることになっているか
らである。つまり、過去の現役就業時の介護の
ための税負担は、将来の自分の介護のための介
護保険料を支払ったも同然になっているからで
ある。
　結局、被介護者は、過去の現役就業時におけ
る、文字通りの介護保険料と、介護のための税
負担の両者によって、自分の介護は自分で行っ
ている、ということになる。
　「儒教的家族主義の破綻」と言うが、このよう
な認識は誤りである。と言うのは、介護制度が
導入される以前において、介護が家族によって
行われていたとは、時系列的には言えないから
である。被介護時には家族によって介護が全面
的に行われていたが、被介護者も、現役就業時
には介護を全面的に行っていたのであり、被介
護時には、それを取戻したのであって、結局、
自分の介護は自分で行っていたことになるから
である。
　それならば、何故に介護保険制度が導入され
たのであろうか。介護を自分の家族だけで世代
間で全面的に行うのは負担が大き過ぎる、そこ
で負担軽減の観点から介護保険制度が導入され
たのである。一方で、現在の介護のための税と、
将来の被介護のための介護保険料との、両者の
負担を行い、他方で、多くの被介護者を施設に
集中して介護することによって費用軽減を図
り、前者の両者の負担の合計を、導入以前の負
担よりは縮小するようにしたのである。
　現在の介護制度は社会保険として制度化され
法的に強制されているが、これは民営化によっ
ても実現可能である。社会保険が廃止され民営
化されれば、一方で社会保険料として徴収され
ていた介護保険料が徴収されなくなるので、そ
の非徴収分を各人が貯蓄し、他方で公費負担の
ための税が減税となるので、その減税分を各人
が貯蓄し、その両者の貯蓄を、将来の被介護時
に取崩して、介護料として支払えば良いからで
ある。実現可能か否かは、そのような貯蓄を各
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人が行うか否かに係っているのである。

加藤　儒教的家族主義の破綻は介護保険だ
けでなく、社会のいろいろなところに現れて
いる。だから介護保険が世界に自慢できるこ
と、希望の旗といえるのかどうか、私にはわ
からない。ただ、家族に頼らない介護が達成
できれば、大いに国民を引っ張る旗印になる
し、世界に向けて発信できる一つの価値観に
なると思う。仏教も儒教もキリスト教も信じ
ない、でも有効に機能する社会秩序を作り出
すことが可能だ、と。

　しかし、「儒教的家族主義の破綻は介護保険
だけでなく、社会のいろいろなところに現れて
いる。だから介護保険が世界に自慢できるこ
と、希望の旗といえるのかどうか、私にはわか
らない」という認識は誤りである。
　そもそも、家族が現役就業者として税を納
め、その一部が公費負担として介護に支出され
ている限りにおいて、「儒教的家族主義の破綻」
は生じていない。むしろ逆に、「儒教的家族主
義」は現存しているし、それが介護保険にも貫
徹している、と認識するのが正しい。「儒教的家
族主義の破綻は介護保険」にも「現れている」
という認識は誤りなのである。
　従って、「儒教的家族主義の破綻」の結果とし
て介護保険が現出したのではなく、その貫徹と
して介護保険が現出したのであれば、「介護保
険が世界に自慢できること、希望の旗といえる
のかどうか、私にはわからない」、という認識は
誤りである。「儒教的家族主義」の貫徹として介
護保険が現出したのであれば、「介護保険が世
界に自慢でき」、「希望の旗といえる」ことにな
るからである。「希望の旗といえるのかどうか、
私にはわからない」、つまり、希望の旗ともいえ
ない、と認識しているのは、「儒教的家族主義の
破綻」と認識し、その結果として介護保険を捉
えているからである。「儒教的家族主義」の貫徹

として介護保険を捉えれば、希望があるともい
えない、とはならないからである。
　しかし、「儒教的家族主義の破綻」が見られ
ず、その貫徹として介護保険が現出していると
しても、「介護保険が世界に自慢でき」、「希望の
旗といえる」とは限らない。介護保険は、各人
が現役就業時に将来の自分の介護のために貯蓄
するとは限らない、といういわば価値観を根拠
として成立している。これに対して、各人は現
役就業時に将来の自分の介護のために貯蓄す
べきである、といういわば価値観を国民が選択
した場合には、介護は制度化されず民営化され
ることになる。後者の価値観は、前者の価値観
を、各人が個として軟弱であるとして、受容し
ない。従って、後者の価値観を選択する国民に
対しては、「介護保険が世界に自慢でき」、「希望
の旗といえる」、というようにはならないので
ある。

　「家族に頼らない介護が達成できれば、大い
に国民を引っ張る旗印になるし、世界に向けて
発信できる一つの価値観になる」、という認識
も誤りである。
　「家族に頼らない介護が達成できれば」と言っ
て、あたかも現行の介護保険が、「家族に頼らな
い介護」であるかのように認識しているが、現
行の介護保険は、横断的に見ると、つまり、被
介護時には家族に頼っているのである。と言う
のは、家族は現役就業者として税を納め、その
税の一部が公費負担として介護に支出され、結
局、被介護者は、自分の家族の税によっても介
護を受けているからである。もちろん、自分の
現役就業時に納めた介護保険料によっても、自
分の介護を支えている。
　介護保険が家族に頼るものであっても、それ
は「大いに国民を引っ張る」ことが可能である。
と言うのは、施設において集中して介護を行う
ことによって、介護保険の導入以前の負担より
も、介護保険における現役就業時の税負担と介
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護保険料の合計を縮小できるからである。
　尚、「国民を引っ張る」という表現は、あたか
も国民以外の第三者が「国民を引っ張る」かの
ような事態を表現しているように見えるが、介
護保険は国会で法律として立法化されているの
であり、国会議員は国民が選出しているのであ
るから、厳密に言えば、自分で決定して自分で
実行しているのである。
　「世界に向けて発信できる一つの価値観にな
る」とは思われない。現行の日本の介護保険は、
介護保険料は本人だけでなく企業も負担すべき
であり、又、仮に民営化した場合に現役就業時
に将来の介護のために貯蓄しない人がいる可能
性があり従って強制的に介護保険料を税と共に
徴収する、という価値観に基づいている。しか
し、現在、介護を民営化している国の国民の価
値観は、介護保険料は本人だけが負担すべきで
企業は負担すべきではなく、又、各人の将来の
介護のために各人は現役就業時に貯蓄すべきで
ある、という価値観である。後者の価値観は、
前者の価値観では、個が確立していない軟弱な
ものとして、それを拒絶する可能性があり、そ
の限りで、前者の価値観が「世界に向けて発信
できる一つの価値観になる」とは到底思われな
い。各国の国民はそれぞれ価値観を自由に選択
するのは当然である。
　

上野　日本では宗教の代わりに、家族主義と
「世間教」があった。国民皆保険はアメリカ
では出来ない。アメリカは社会連帯の成立し
ない社会を作ってしまったから。でも、ヨー
ロッパと日本にはまだ社会的な連帯がある。
これは良くも悪くも働くが、よい方に働いた
のが介護保険だ。女性や若者に雇用を作り出
せる。

　しかし、果して、「ヨーロッパと日本にはま
だ社会的な連帯がある。これは良くも悪くも働
くが、よい方に働いたのが介護保険だ」と言っ

て、介護を社会保険として制度化することを「よ
い」とし、他方、「国民皆保険はアメリカでは出
来ない。アメリカは社会連帯の成立しない社会
を作ってしまったから」と言って、介護を民営
化していることを「悪い」と決めつける権利が、
他国民にあるだろうか。アメリカ国民は、現役
就業時に将来の被介護のために各自で貯蓄を
し、被介護時にそれを取崩して介護料に充当す
る、という制度を選択しているのであるが、そ
ういう選択を「悪い」と決めつける権利が、他
国民にあるのであろうか。

加藤　希望なしとはいえない。希望があると
もいえない。「ある」と言いたいが、「証拠は」
といわれるとつらい。そういう時代だと思
う。

　「家族に頼らない介護が達成」できていると
認識し、それに対して「希望なしとはいえない」
と言い、又、介護保険は「儒教的家族主義の破
綻」の現われと認識し、それに対して「希望が
あるともいえない」と言っているのである。「家
族に頼らない介護が達成」できているという世
界は、現実の世界ではないので、これを、一つ
の空中楼閣とし、又、「儒教的家族主義の破綻」
が現れている世界は、現実の世界ではないの
で、これをもう一つの空中楼閣とすれば、何れ
にしても、現実の世界ではない空中楼閣におい
て、「希望なしとはいえない。希望があるともい
えない」と言っているのである。
　「『ある』と言いたいが、『証拠は』といわれる
とつらい」というのも、自分の構築した妄想の
世界で、つらがっている、に過ぎない。「そうい
う時代だと思う」というのも、単なる御託宣で
しかない。
　

おわりに

　本稿では、介護保険においては時系列的に見
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れば自分の介護は自分の負担で行うようになっ
ており、その際に導入後の負担は導入前に比べ
て縮小している、ということを強調し、介護を
介護保険で行うか、あるいは、民営化で行うか
は、各人が現役就業時に将来の介護のために、
強制的に貯蓄を行うか、あるいは自主的に行う
か如何に係っている、ということを強調した。
　ところで介護保険は、現役就業時ならびに被
介護時に世代内

4

所得格差が存在し、従って世代
内
4

所得再分配を行う、ということを随伴してい
る。民営化の場合には、このような世代内

4

所得
再分配は存在しない。本稿では、このような世
代内

4

所得再分配の有無については述べなかっ
た。先ずは、自分の介護の自己負担的性格につ
いて論じたかったからであるが、世代内

4

所得再
分配については、別稿を期したい。

以上




