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Ⅰ　基礎考察
　「社会保障構造の在り方について考える有識者
会議」が、平成12年10月に提出した「21世紀に
向けての社会保障」という提言について考察す
る。最初に、評者自身の基本的な観点を提起して
おきたい。
　本提言は、「社会連帯の形としては、古くから
地域社会における相互扶助があり、最近ではNPO
のようなネットワークが発展しつつあるところで
ある。」と述べているが、しかし、この議論から
想定される固有の社会領域についての論議は、ご
くわずかしか触れられてはいない。特に、「社会
保障の果たすべき役割」の項目においては、「広
く国民を対象にして、個人の責任や自助努力では
対応し難いリスクに対して、社会全体で支え合
い、個人の自立や家庭の機能を支援し、健やかで
安心できる生活を保障することを目的とする社会
保障制度」といい、「社会保障は、個人の自立、自
助努力を基礎とした国民連帯の中心」と規定しな
がらも、結局、市場に対する国家の役割に議論が
集約されていくのである。
　こうした事情を引き起こしているのは、「急速
な工業化や都市化、核家族化など、戦後の我が国
の経済社会の変化の中で、伝統的な家族や地域社
会による相互扶助の機能が低下し、国民生活の安
定を支える社会的な安全装置（セイフティネッ
ト）である社会保障制度は、不可欠なものとなっ
た。」ということがあって、市場を補う仕組みと
しての固有の社会を次第に無力化し、それだけ、
国家の提供する社会保障制度が、主要なセイフ
ティネットたらざるをえないものとなったと見て
いるのであるが、それは実は、国家による工業化
政策自体が、伝統的社会制度を食い物にして進め
られたものということの結果ではなかったか。欧

米の資本主義化においては、国家は国民の内に保
たれてきた共同性を保守し、それに基礎を置いて
国家統合を確立してきたところがある。イギリス
における囲い込みに対する抑制策や救貧制度の全
国化はその一例といえるが、日本に始まる開発国
家では、伝統的社会関係の破壊を国家が促進し
て、市場経済化を進めてきたところがある。その
ことが、社会保障という問題を全面的に国家に引
き込んできたのである。すなわち、社会領域につ
いては、急速な人口高齢化のなかでの「家族関係
の脆弱」とおさえ、市場領域については、「経済
成長の鈍化」と「雇用をめぐる状況の不安定」と
して捉えながら、そこで、セイフティネットとし
て頼りになるのはただ国家による社会保障制度と
言うことになっているのである。こうして、ほと
んど全ての責務を負うこととされた国家が、その
課題を現実に果たすことができるかと言うことに
なるのであるが、それについてのこの提言の結論
は、冒頭において、「高福祉・高負担」は「今後
の社会保障システムのモデルとなりにくい」と、
方向を限定してしまっている。
　しかしながら一般的には、広義での生活保障の
制度も、市場・国家・社会に対応する交換・再分
配・互酬という基本形態により構成されていると
見ることができそうである（1）。殊に、労働能力
のない人々に対する生活保護などの救済の制度
は、基本的には再分配の形態をとっている。ま
た、民間の金融機関が退職後の生活に備えるため
の長期預金を受け入れたり管理したりする場合
は、基本的には交換の形態をとっていると見るこ
とができる。こうした考え方の延長上に、ここで
主として考察しようとしているのは、年金・介護・
医療保険における保険という制度が、基本的には
固有の社会領域に特徴的な互酬という形態からな
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るのではないかということである。このことを、
より詳しくみることからはじめよう。
　初めに確認したいことは、一般に保険は相互扶
助の制度であるということである。例えば、年々
一定額の資金を拠出し、死亡時に満額を遺族が取
得する保険は、不慮の死に対して遺族の生活資金
を協力して備えるところに相互扶助の関係が入っ
ている。また別の例を挙げると、65歳時点で相当
額の拠出をし、以後生存する期間年々一定額の生
活資金を受け取る年金保険にも、先に死亡する
人々が、生き残る人々のために生活資金を残して
いくという相互扶助の関係が秘められている。介
護・医療保険の場合にも、介護・医療を必要とし
ない人々の、それらを必要とする人々への、相互
扶助関係が入っている。こうした保険において、
人々は、ある時には助け、別の時には助けられ
る。互いに助け合うわけであり、そうして力を合
わせるのである。
　民間の保険契約においては、保険金の払い込み
と給付の受け取りは一連の一体的な過程になって
いるので、保険は交換の形態であるようにも思わ
れがちであるが、実は、交換においては、相手の
所持するものに対する欲求があって、それを得る
ことを確実にしたうえで、自分の所持物を引き渡
しているのに対して、保険契約関係では、例え
ば、満額受け取りの時期を確定する前に保険金を
自発的に支払っているし、医療保険の場合にも、
自分が病気になることは確定できないうちに保険
金を自発的に払い込む。自分がいずれ受け取るこ
とがあることを当てにしているといっても、それ
はいつとも分からない将来のことであって、そこ
には不確定の将来に対する信頼が含まれている。
これは、交換とは決定的に異なる人間関係であ
る。おそらく、お互い他者に対する贈与とその返
礼の関係から構成される互酬と同様の構造をもつ
人間関係である。互酬関係においては、返礼を得
るのを確定して贈与をするわけではなく、自発的
に贈与されるわけであるし、返礼を当てにすると
いっても、それは不確定の将来に対する信頼に基
づくというほかないからである（2）。
　したがって、保険契約を、市場経済における交
換形態に特徴的な利己的合理性に帰着させること
には大きな問題があるといわざるを得ない。市場
の基本形態が交換であるのに対して、保険は、も

ともと互酬を基本形態とし、相互扶助や連帯の原
理によって構成されたものである。しかしなが
ら、保険契約関係が市場経済における一つの制度
として確定してくると、形態的には互酬に近い保
険関係も、それが維持される中で、利己的合理性
の要請にかなうものになることなしには、自主的
制度として存続できない。年金・介護・医療に関
する保険が、構成員たちの間の相互扶助あるいは
互酬の関係としてよりも、保険団体と各構成員の
間の保険サービスの交換関係として捉えられるに
いたり、保険契約関係も、商品の需給メカニズム
のうちに包摂されるものと理解されるに至る。保
険が制度として維持されるなかで、利己的合理性
にも適うべきものとなることによって、市場関係
にからみとられるに至ったものと理解している。
もちろん、保険サービスには、保険金の払い込み
と給付の受け取りとの間に不確定な期間の信頼関
係を含む点で、交換関係を超えた取引関係である
ことは明らかであるが、これが、繰り返しのうち
に制度化されるに至れば、一つの一貫した過程と
して、互いにとっての有利・不利の判断にさらさ
れるに至るのである。そこで、保険団体は、より
有利な保険サービスを提供しようと競争するに至
るし、その利用者も、自分だけしか知らない情報
を隠して利己的に契約しようとするのである。
　ここで、情報の非対称性があることが、保険関
係そのものの存立をも危険に陥れることもありう
る。しかも、こうした情報の非対称性に起因する
困難には、万能薬的な対応策は存在しない。例え
ば、基礎的年金保険ということになると、早く死
亡するだろうと感ずる人は保険契約に入らず、
自ら老後の貯蓄をする方が有利であると思うだろ
う。そうした予感は現実を捉えていることがある
ので長命な人ばかりが加入して保険制度の維持が
困難になる。だから、それを防いで、全国民に基
礎的生活資金を保障するためには全国民加入制に
するほかないとされる。また、基礎的医療保険の
場合には、健康を維持できると感じている人はや
はり自分で病気に備えた方が有利であると思うだ
ろう。そうした自信は結構現実となって病気にな
りやすい人ばかりが加入して保険制度の維持は困
難になる。だから、基礎的医療サービスの分野で
保険制度を成り立たせるためには、強制加盟にし
なければならないとされているのである。
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　こうして相互扶助や連帯などを原理とする固有
の社会領域にあるべき人間関係に、市場関係のみ
ならず、国家による強制という関係が重ねられ、
結合してくる。ただ、この国家による強制加入に
ついては、八田達夫・小口登良『年金改革論－積
立方式へ移行せよ－』日本経済新聞社、1999年に
あるように、もともと市場関係である年金関係
が、市場の失敗のために市場の効率性を実現でき
ないので、市場の失敗の克服のため政府が市場に
介入し、効率的な資源配分を実現しようとすると
考えられることがある。むしろ、政府が介入する
ことによって、本来市場メカニズムがもつ効率的
資源配分を達成しうる、とするのであるが、こう
した効率的資源配分にしぼって政府介入の是非を
考察することができるかどうか疑問である。ま
ず、政府介入には、諸々の公的根拠が考えられる
のであって、再配分という財政の基本的機能は、
効率的資源配分に帰着しうるわけではない。
　また、実際に、公的年金により、より効率的資
源配分がなされうると見ることができるのかどう
か、その点についても疑問がないわけではない。
とくに、「より効率的な資源配分」が達成される
根拠として、「モラルハザード」と「逆選択」と
いう2つの要因を挙げることがあるので、それに
ついて考察しておく必要がある。
　モラルハザードというのは、「生活保護制度が
あるのに公的年金制度がなければ、かなり多くの
人が生活保護というシステムのために、貯蓄しな
くなってしまう」ということをいうのであって、
「公的年金を通じて、全ての人に老後のための貯
蓄を強制する」ことによって、「モラルハザード」
を防ぎ、「無駄な政府支出をせずにすむようにな
る」というのである。ただ、この理由づけについ
ては、問題がある。生活保護制度については、そ
れを容認しているようにもみえるが、これまでの
あらゆる社会に再分配の形態が存在してきたとい
う独自の意味を明確に認識しているようにはみえ
ない。そして、全体の論調は、市場経済的な自助
self-helpの原理で貫かれている。しかし、労働
能力のないものが、再分配や互酬に関わる何らか
の仕方で社会の世話を受けるのはやむをえないこ
とであるが、それを公的年金制度なしの生活保護
制度で行うと、かなり多くの人がその制度に依存
して政府の支出が大幅に拡大してしまうというこ

とになるのであろうか。それぞれの社会は、単に
市場経済のみから成るわけではなく、それぞれの
領域で、固有のモラルや生活規律を有しているは
ずであって、そうした一般的な道徳世界を想定す
ることなしに、個々人の利己的合理性のみによる
市場社会の構成を試みるタイプの自由主義には、
疑問を感ぜざるをえない。後に、もともとは互酬
形態に基礎を置く保険の制度が老齢化に対する不
必要な備えを防ぐ役割を果たすことを示していく
が、そのことは、自発的に年金保険に加入しよう
とする人が、老後のために貯蓄をしようとしてい
ることを促進するものである。ただし、そこから
一歩進めて、強制年金制度は、人々に老後のため
に貯蓄をしようという生活信条を付与するものに
なるのであろうか。もともとは相互扶助の原理で
成り立つものを国が強制することによって、租税
の性格を帯びるものにしてしまうことにならない
であろうか。
　事実として、強制年金制度導入後、生活保護の
受給者が減少したことから、強制年金制度が、老
後のための貯蓄性向を高めたという論議もある
が、1960年代以降の日本経済については、別の解
釈もありうる。高度成長期には所得のレベルが一
般的に上昇する傾向があったので、旧来の生活水
準を維持することによってだけでも貯蓄を増進し
えたであろう。おそらく、戦中および戦後の困難
な経験を積んだ人々にとって、所得の増加のうち
相当部分を蓄えるという行動には無理はなかった
のではないだろうか。公的年金の導入によって、
どこまで生活信条を変更しうることができたか、
必ずしも明らかではない。
　次に、逆選択というのは、任意加入の保険制度
であると、「給付の確立の高い人ばかりが被保険
者となることを選択する」ということをいうので
あるが、情報の非対称性のもとでの逆選択が起
こって、「大多数の人を対象とした保険が市場に
存在しなくなる」から、強制保険にすることが求
められるということである。この理由で、国民年
金や基礎年金のみならず、厚生年金の報酬比例部
分の強制加入制の理由も説かれている。しかし、
国家が、国民全体に対して最低限の生活水準とし
て保障すべきであるというレベルについて、強制
加入の保険制度をもつというのは、一つの選択で
あるにすぎない。ここでは、選択肢として示され
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てはいないが、それを財政によってまかなうこと
もありうる。ただし、保障すべき最低限の生活水
準を超える部分についても強制加入制が妥当であ
るといえるのであろうか。この点については著者
たちも、3分の1の人が保険金支払いを拒んでい
るのにもかかわらず、「給付水準が低ければ、た
いていの人が、そのような年金に入りたいであろ
う」から、「強制加入によって一部の人の犠牲を
強いても、大半の人にとって助かるサービスを供
給すべきだ」という仕方で、容認されているよう
にもみえるが、そうした選択も、保険制度で行う
ということが前提されたうえでのものであること
が無視された議論である。多くの人が保険金を支
払わない制度よりも、財政によって支えられる制
度を選択することも十分な理由があるのであっ
て、加入が強制されると、この議論は、保険とい
う相互扶助・連帯の制度における自発性が充分活
かされないことに配慮されていない。
　そこで、国民皆保険にすれば、年金・医療・介
護を全て保険制度で行うということになるが、そ
れが実際的に可能であるかというと、特に高度か
つ高額の医療・介護に対しては、現実には対応不
可能になってくる。サービスに対する要求は無限
に拡大しうるのに対して、原資は限られているか
らである。このような高度かつ高額の医療・介護
の領域については、むしろ、自発的な保険を利用
するほかない。ただ、そのためには入会に、生活
習慣や信条などの諸々の条件を設けて、限られた
人々の間での相互扶助の関係を展開するほかない
であろう。それでも健康かつ裕福な人々は、こう
した保険に加入することも不利と見る可能性はあ
るだろう。そして、加入条件をやっと満たし得る
ような人々が増加する可能性はないとはいえな
い。その場合、より健康度の高い人にとっては、
贈与の側面が強くでてくるが、それにも関わら
ず、保険制度を通ずる相互扶助あるいは社会的な
協力関係は、贈与の側面が強い人にとっても有利
なものである。この意味での有利さは、単純に利
己的合理性によって説明できる性質のものではな
い（3）。
　年金・医療・介護保険において、個人としては
相対的に有利であったり不利であったりするが、
こうした相対的有利・不利に関わらず、両者とも
に相互扶助という協力によって、大きな利益を得

ることができるのである。それは、繰り返し協力
ゲームにおける長期的利益に似ている。たとえ、
相対的に不利な位置にある人も、保険契約を結
び、保険金を払い込むことによって、老後の生活
や将来の健康にとって大きな安心を確保している
のである。保険契約が用意する不慮の事態に、個
人として備えるのは、極めて大きな資産を必要と
するのであって、保険による利益は、給付におけ
る多少の有利・不利よりも大きなものがあるとい
えよう。
　保険は、このように、市場経済的交換というよ
りも、互酬の形態に発するものであって、相互扶
助や連帯の原理に基づくものでありながら、それ
がすでに与えられた制度になると、構成員の利己
的合理性にもかなうものとならざるを得ないとい
う仕方で、市場関係にはいってきた点が重要であ
る。そのようにして、保険も市場経済的交換と同
質の関係のうちにおかれるものとなったのであ
る。それゆえ、例えば年金保険を本来市場経済関
係であるとみなすべきではなくて、強制加入制と
すべきであるという議論は、全国民一律に実施さ
れる基礎年金部分については妥当であるが、それ
を上回って、民間が年金保険をそれに相応する条
件で構成する可能性を無にするものではないので
ある。ここでは、情報の非対称性から来る困難が
除去されているわけではないが、固有の条件の下
での相互扶助的な関係が形成されえないわけでは
ない。
　こうして、保険は交換形態というよりも互酬形
態と解さなければならないのだが、そのことは運
用方式として、直ちに積み立て方式たるべきこと
をいうものではないことを示している。相互扶助
や連帯を原理とするということになると、拠出に
応じてしか給付を受けることはないことを厳密に
主張できるわけではないからである。ただし、保
険関係も、利己的合理性にかなうべきものである
とすれば、その運用は原則として積み立て方式で
なければならないことになる。そこには、本来、
再分配機能は含まれているのではないのであっ
て、賦課方式が理論的に導き出されるわけではな
い。世代交代を軸とする国民経済としては、現役
世代の剰余によって老齢世代の生活が支えられざ
るを得ないから、賦課方式が、現役世代の年金貯
蓄で老齢世代の給付をまかなう形をとったことに
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一定の根拠があるようにもみえるが、それは保険
という形態に固有の相互扶助から発するものとは
いえない。それは、むしろ、財政の再分配機能を
通ずる現役世代による老齢世代の扶助という意義
をもつものといわざるを得ない。それは、形態的
には互酬と解さざるを得ない保険を、再分配形態
に引き寄せて把握するものであって、理論的な混
乱が持ち込まれることになる。

（註）
（1）拙稿「多元的経済社会の構想と経済学の課
題」参照（杉浦克己・柴田徳太郎・丸山真人『多
元的経済社会の構想』日本評論社、2001年）
（2）将来を当てにするということは、人間関係自
体が、繰り返し・慣習に基づいて形成されること
のうちに予定されている。しかし、繰り返し・慣
習といっても、それが変わらないわけではない。
そこに、将来を当てにしながら、当てにしきれな
い、不確定性がひそんでいる。他者の将来の行為
を当てにすることが信頼の出発点になるが、互酬
関係や相互助け合いにおける信頼と、契約関係や
信用関係における信頼とでは、大きな違いがあ
る。前者においては、返礼を当てにするといって
も、他者に対する信頼が強いのに対して、後者に
おいては、自己が得たものを確実にする形式を確
立している。保険も、市場関係においては、利己
的合理性に適うものとなるのではあるが、保険契
約にあって計算の基礎となる予想利率の不確実性
という無理を抱え込んでいる。この無理は、もと
もとは相互扶助であるものを、市場経済において
合理的なものとすることによるといってよい。
（3）八田達夫・小口登良は、終身個人年金の、「完
全民営化」を支持しているようであるが、その際
にも、強制加入制は維持し、民間の保険会社は保
険料について競争するものとされている。被保険
者としては、保険料が低い会社の方が有利である
が、保険会社としては、長命な人を抱え込むこと
が有利である。長命な被保険者が増えれば保険料
はより低く設定できるが、そうすると短命と思っ
ている人も多数入ってくる。こうした種類の競争
において、先に、情報の非対称性があるところで
の逆選択があるために、私的に経営される個人年
金は成立しがたいとされた困難は除去されている
のであろうか。少なくとも、個別の会社にとって

は、加入強制性はないのであるから、著者たちが
先に指摘した論拠が妥当であるなら、年金保険は
成立しないことになるのではないだろうか。

Ⅱ　世代間の公平性という点から見た持続可能な
社会保障

　本有識者会議のテーマは、「少子高齢化、経済
成長の鈍化、家族形態の変化、労働市場の変貌な
どの21世紀我が国社会の構造変化を展望し、国
民の社会保障に対する不安を解消し、将来にわた
り持続可能で国民が信頼できる社会保障制度の構
築」という点にある。そして、提言は、「長期的
に安定的な社会保障制度の構築に向けた社会保障
改革の方向性について、最終的な選択を行う国民
に対して、その判断材料を示すという立場から、
まとめ」られてきた。ただし、この中で特に重視
されてきたのは、「特に若い世代が納得し、進ん
で参画でき、安心を託すことのできる社会保障が
構築されること」であった。今後の日本経済の担
い手との関わりで、この社会保障制度のあり方や
費用負担が問題とされているところに、この提言
の一つのポイントがあるのである。そこで、この
提言において、世代間の公平の問題とされている
ことについて検討してみよう。
　持続可能な負担の可能性を特に深刻にしている
のは、少子高齢化という事情である。それは現役
世代（20代以上65歳未満）と高齢者（65歳以上）
の比率が、今後25年の内に4：1から2：1に急激
に変わることによって、世代間の負担の違いが大
きくなるからである。こうした事情はすでに多く
の国民によって意識されている。提言自体もそれ
に注目するところである。すなわち、提言は、註
（1）において、社会保障制度の将来について、約
6割が「大いに不安を感じている」、約4割が「少
し不安を感じている」と答えていることを知って
おり、不安を感じている理由については、「社会
保険料を支払っていても将来確実に給付を受けら
れるかどうかわからないから」という人がもっと
も多く（79.6％）、次いで「税金や社会保険料が
引き上げられ、ますます負担が重くなっていくか
ら」（75.5％）、「年金の給付水準が大幅に引き下
げられたり、医療費の自己負担が一層重くなって
いくから」（65.4％）と考える人が多いというこ
と、ことに20代、30代では、「社会保険料を支払っ
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ていても将来確実に給付を受けられるかどうかわ
からないから」（20代82.3％、30代86.4％）、「税
金や社会保険料が引き上げられ、ますます負担が
重くなっていくから」（20代78.1％、30代79.1
％）、「若い世代ほど負担が重くなり、世代間にお
ける不公平が拡大していくから」（20代53.7％、
30代49.9％）の理由が、40代、50代より多くあ
げられていることに注目している。実際、若者が
年金に加入しないことも深刻であって、補論Ⅰに
掲げられている表を見て、若い人々が、国民年金
は自分たちの生活を守る制度であると意識する
であろうとはとても期待できない。多くの若者は
年金制度そのものに敵意すら抱くであろうと警戒
して取り組む必要があるのである。それにもかか
わらず、提言は次のように述べていく。
「①社会保障制度における世代間の不公平と指摘
されているもののかなりの程度は、社会保障制度
がなければ少子化に伴って家庭における老親の私
的な扶養や介護の負担が増大したものを、結果的
に社会保障制度が肩代わりしていると考えられる
こと」
「②世代間の不公平を論ずるのであれば、教育や
相続など社会の営み全体で論じることが必要であ
り、前世代から受け継いでいるものもあることを
考えると、一方的に負担増のみを負っているので
はないこと」
　しかし、こういう仕方での議論の立て方につい
ては大きな問題がある。というのは、①まず、25
年後の現役世代の負担が大きいのは事実であっ
て、それは外国との関係により調整されなけれ
ば、高齢世代の受ける利益を減少するか、現役世
代の貢献を増加する他ないにもかかわらず、「老
親の私的な扶養や介護の負担」が社会保障制度に
肩代わりされる」といってみても、それが本人に
とって楽になったことを意味するかどうか分から
ないからである。社会制度によって老齢者の扶養
と介護がどう変わるか、そこのところがポイント
であって、ここでの指摘は負担の増大を押さえ込
もうとする論理のみが表面にたっているからであ
る。
　次に、②少ない人々に、親の教育や相続が集中
する利益があるというのであれば、この教育や相
続によって、最も困難な時期をどう克服していく
かと言うことが、議論されなければならないはず

であるのに、その点については、全く触れること
はない。親世代が、来るべき最も困難な時期に対
応する用意を示すことなく、次代に相続するもの
が相対的に大きくなると言っても、全く無意味で
あるといえよう。
　いずれにしても少子高齢化に伴う大きな困難が
あることは否定しがたいのであって、25年後の
現役世代にそれを克服するうえでのより大きな苦
難が予想されるのである。それが、現行社会保障
制度における「不公平」の形をとって表明されて
いる以上、この困難をどのように解消していくか
を明らかにしていくのか、その必要があるのであ
る。

　ここで、［補論1］を取り上げておきたい。ここ
での議論も、本文と変わるものではないのだが、
今一歩踏み込んで説得しようとするところに、本
提言の意図が明らかにでていると思うからであ
る。
　ここでの基本の筋として説かれる、①「損得
論」ではなく「連帯の在り方の問題」であり、②
世代間の公平を論ずるのであれば、教育や相続な
ども考慮に入れる必要があるとの議論は、もっと
もらしくみえるが、重要な問題を含んでいる。社
会の「連帯」を問題とするのであるならば、世代
間の問題は、まず第1に、親の世代が子の世代に
将来に備えるべき資産を残していく点が問われる
べきである。社会の発展という観点からは、子の
世代が親の世代を養うのは、第2義的な要素でな
ければならない。「連帯」といいながら、結局、現
実の損得を論じているのがこの提言である。教育
や相続も考慮に入れるべきだというのは、損得論
の最たるものである。これこそ親としての本性に
根ざすものには反しているのであって、こうした
理屈を根拠に親世代が高い年金を要求するのは世
代的な利己性といわざるをえない。
　少子化が、家族単位で生じたときの老親の扶養
と社会保障における世代間の不公平は同じことだ
というが、明確な相違がある。仮に、家族単位で
考えれば、子供が少ないと言うことは、老親の扶
養にあたるべき所得が減少すると言うことを示
す。老親の扶養費が減少することが可能性として
含まれているのだが、現在の年金計算はそれを否
定している。契約にあたり既に一定の給付が確定
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していると見るからである。しかし、翻って、家
族単位で考慮し直してみれば、最低年金水準を維
持しなければならないと言う要請は必ずしも生じ
てくるとはいえない。現在年金で暮らしている
人々の生活を維持するために、現役世代の生活が
破壊されるようなことが起こってきたとき、制度
なるが故に柔軟な対応ができないと言うのであれ
ば、それは社会としての存続そのものにかかわる
わけであって、そこにおける無理は家族単位の思
考との決定的なずれの形で表明されることにな
る。この補論に述べられている最後の2つの指摘
は、こうした観点から見て、現在の老齢世代の利
己性の表明といわざるをえない。
　こうした「世代間の不公平」に対しては、積立
方式に転換する以外にはないといわれている。も
ちろん、積立方式によっても、少子高齢化によっ
て生ずる困難を全て解決できるとは思われないと
ころではあるが、賦課方式によっては、この世代
間の公平性の問題には対応できない。そこに現在
に深刻な問題がひそんでいるのである。ところ
が、実は、この賦課方式なるものは、日本におい
ては、複雑な過程を経て実施されてきたのであっ
た。提言がいうには、「制度の初期においては積
立方式を原則として運営されてきた制度が、徐々
に賦課方式に傾斜した運営となり、このことによ
り、積立要素が減少することになった」ことが
「世代間の不公平」をもたらす一因になっていた
という。そこで、むしろこうした不公平を生まな
い（「世代間の給付と負担の関係を等しいものと
する」）積立方式への転換を説く議論が繰り返し
説かれてきていたのであった。しかし、提言の方
では、こうした議論についても、積立方式では、
給付が確定せず、「老後の生活設計が立ちにくい」
とか、これまでの賦課方式重視の方式が、「経済
的な変動に対応して給付の実質的な価値を維持
し、高齢者の生活の安定に寄与してきた」ことを
強調している。ただ、こうした議論は現状を追認
するために一面的な議論である。高齢者の生活の
安定を確かにする制度が、現役世代に生活の見通
しを不確定にしているのであって、それが現実に
極めて鋭い形での消費の抑制を引き起こしてし
まっている以上、老齢者の生活の安定化を求める
政策が経済全体としての利益となっているといえ
るのかどうか、疑問の多いところである。高齢者

の生活も、当然に、現役世代の生活と密接な関連
をもって存在しているはずであって、現役世代を
犠牲にして高齢者の生活安定を確保するというの
は、まさに、「親としての性向」に反する行為と
いえよう。ということは、こうした少子高齢化が
見通されるに至った段階では、早々に、賦課方式
ではなく、積立方式に転換すべきものではなかっ
ただろうか。

Ⅲ　持続可能な社会保障の構築に向けた方策
　提言によると、基本は、負担の裾野を拡げるこ
と、および、給付の増加を抑えることにある。こ
のうち、前者については、支え手を増やすこと
と、高齢者も能力に応じ負担を分かち合うことが
説かれており、つぎに、後者については、給付の
見直しと効率化の必要性が挙げられている。た
だ、ここでは、まず前者のみ検討し、後者に挙げ
られた要因については、項を改めて、Ⅳで論ずる
ことにしたい。
①支え手を増やす方策について
　ここでは、就労者の増大、女性の就労、高齢者
の就労、障害者の就労が挙げられていくが妥当で
ある。その中で、個々人が諸々の選択をするにあ
たって、不利を受けないような中立的な制度を構
築することを主張している点については、ことの
ほか注目すべきであろう。特に、日本の制度にお
いては、家族を単位にする側面を特殊に強化して
いると見られているが、共働きや単身世帯がむし
ろ増えるのに伴って、そうした選択が不利になら
ないように配慮されなければならないであろう。
　ただし、そうした議論は、セイフティネットそ
のものを、個人を前提としたうえでの国家の仕組
みとして設定すればよいと言うことにはならな
い。そこに固有の社会領域の意義を重視しなけれ
ばならないのである。片働き世帯、共働き世帯、
単身世帯が、協力して作る市場・国家の中間領域
が、積極的に生かせる仕組みとなっていなければ
ならない。こうした中間領域に結成される自由な
組織において、身近な人々相互の間で、片働き世
帯、共働き世帯、単身世帯の間の公平さをどう確
かめていくかという点にある。国家という、個人
にとって遠大にして抽象的な存在において、バラ
ンスをとるのに対して、身近な生活者として相互
の連帯を進めるなかで公平の原則を見いだして行
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くべき問題でないかと思われる。そこでは、個人
単位の制度化も、家計を夫婦で2分割する方式
も、おそらく採用されることはないであろう。そ
れにしてもこうした「より公平かつ合理的な制
度」を国家が全国一律に構築するのは危険であっ
て、むしろ、比較的小さな単位において自生的に
育つのを待つことが妥当な路ではないかと思われ
る。
　ことに「健康づくり、疾病・介護予防に向けた
個人の努力と行政や地域社会による支援」という
ことになると、個人や国家のレベルよりも、生活
習慣そのものを包み込んだ形の自主的な組織の意
義が大きい。こうした自主的組織が医療保険を組
織化したり、「医学・医療の進歩の成果」をどう
取り入れるか、自立して決定していくことになれ
ば、人々の協力が、社会保障の支え手を強化する
ことにもなるのである。
　子育ても、もはや個別の家族にゆだねることは
できないし、それを国家が全面的に抱え込む余裕
もない以上、両者の中間領域に地域社会などの自
主的組織を構築するほかないはずである。「出産
や子育てを社会全体で支援」（補論3）しようとす
るとき、この「社会」は、単純に国家とみなすべ
きではないのである。
　なお、外国人労働者の受け入れを増加して社会
保障制度の支え手を強化しようとする議論につい
ては、補論3に言う問題点があるほかに、こうし
た外国人労働者が本国に本来の生活拠点を持ち続
ける可能性も高く、送金等によって効果が充分現
れることがない可能性もあるという問題もある。
　ところで、老齢者の就労を促進するためには、
極端な見解ではあるが、平均寿命の延長に対応し
て現役労働年齢を延長するほかない。それは、日
本的な雇用慣行と、整合的とはいえないから、制
度間の調整問題は残るが、現役世代と老齢世代の
人口比率を、このような仕方で引き下げることを
無視すべきではない。それは労働につく年齢の上
昇にもみ合った考え方であるといってよいだろ
う。
　［補論２］についての議論も加味されるべきで
あるが、ここでは省略する。
②高齢者も能力に応じ負担を分かち合う方策につ
いて
　ここで指摘されていることは、「高齢者であっ

ても負担能力のある者には適切な負担を求めてい
くことが重要である」ということである。実際に
は、公的年金収入への課税、高齢者医療費自己負
担の増額が考えられているが、あまり無理のない
ところであろう。注意すべきこととして、提言で
は、原則として、「高齢になるほど心身の状態像
は多様化する」事実を考慮に入れて、「高齢者そ
れぞれの経済的能力に見合った税負担や、社会保
障制度における保険料負担、自己負担を求め」て
行くべきであるとしていることである。このこと
自身には無理はないが、強調したいことは、こう
した負担も、高齢者自身の努力によって節約しう
る性格の制度にしておくことが望ましいと言うこ
とである。よりすぐれた生活習慣を維持すること
によって、医療コストを削減しえれば、それが保
険料そのものを引き下げえたり、相互扶助を通じ
て、自主的な社会保障の負担を全体として減額し
たりする制度構築が望ましい。
　高齢者であって、負担能力がなく、自ら生活習
慣をコントロールしたり、相互扶助の組織に加盟
したりする意欲を欠くような人々の場合が問題と
して残るけれども、こうした人々については、も
ともと社会全体で支えて行くべきものであった。
具体的な条件にもよるが、これは、いかなる時代
においても、人類の共通のルールであったと理解
して良い。しかし、共同して、相互に支え合う組
織・制度を促進していけば、生活保護世帯などの
割合は比較的に小さなものにおさえていくことが
できるであろうし、自主的な組織・制度との釣り
合いという関係で限度を設定していくこともでき
るであろう。すなわち、自主的な組織・制度で採
用できないような最高の技術を、国の経費で実施
することはできないということになるであろう。
　同様に高齢者の資産の問題がある。高齢者が資
産を有しながら、フローの所得に乏しい場合に
は、当然その資産を動かしていく必要がある。も
ともと、資産の相続が、高齢者に対する介護と独
立に行われるものとみなすべきではない。高齢者
の資産は、市場経済的には、それによって高齢者
の老後を支えるべきものであって、資産を保有す
る老齢者は、負担能力あるものとして、社会的な
負担に対応すべきである。
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Ⅳ　給付の効率化と合理化
　社会保障において過剰給付やモラルハザードの
発生を防止するのは、社会における観察者の眼以
外にはない。国の制度として社会保障が行われる
ようになると、仕組みがあまりに巨大化してしま
い、全体を概観することは一部の者にしかできな
くなる。こうなると、客観的な観察者による公平
の感覚も、充分働かなくなるのである。既得権益
化してしまったものを訂正しにくくなるので、そ
れを防止するためには、社会保障をより身近な制
度にする必要があるだろう。そうして、制度の内
容を熟知し、保険金を支払う者のみが給付を受け
られるという仕組みにすべきであろう。その中
で、周囲の客観的な眼から見て、公平に配慮され
るようにすべきであって、制度自体も個々の場合
に柔軟に運用されねばならないであろう。そのた
めには、制度の規模は、人々の手の届く範囲の大
きさに限定される必要があるのである。
　このことは、全国的な制度が存在してはならな
いと考えるべきではないが、全国的な制度につい
ては、出来だけわかりやすい制度とすべきであっ
て、恣意的な運用を避けなければならないのであ
る。

Ⅴ　高齢者医療の見直し
　現在、「老人医療費のために保険者の拠出して
いる拠出金は保険費の支出の3割を超えている」
という事実があり、「現行の老人保健制度は、こ
のままの姿ではこれ以上立ち行かないという点で
関係者の間には合意がある」という。しかし「こ
れに代わる姿を見出すには至っていない」。そこ
で、「高齢化が急速に進行するなかで、増大する
医療費をどのように負担していくか」が問題だと
いう。この際に、「医療費、とくに伸びが著しい
老人医療費については、経済の動向と大きく乖離
しないよう、何らかの形でその伸びを抑制する枠
組みをつくらなければならない」とまで述べる。
しかし、それをどう実現していくのか。
　→〔補説6〕
　高齢者医療制度についての4つの考え方がある
という。これらについて順次検討していこう。
①高齢者医療をその他の医療から区分し、独立の
仕組みとすべき考え方
　この考え方の意図としては、ことに高齢者を

75歳以上の者とするという考え方が予定されて
いる。その利点としては、
（1）高齢者にふさわしい医療を提供する。
（2）高齢者の医療に重点的に公費を投入する。
ということが考えられるが、反対に、この考え方
に対する反論としては、次の諸点が挙げられると
いう。
（1）高齢者も社会・経済の担い手であるべき成熟
社会の下での医療制度としてふさわしくない。
（2）大部分を公費に依存する制度では、保険者に
医療費効率化の誘因が働きにくい。
（3）保険者をどうするか？という問題が残る。
　このほかに、高齢者の場合でも、積極的に健康
に生活する前向きの姿勢が必要であるが、これ
は、それにつながる議論になっているとはいえな
い。
②国民健康保険グループと被用者保険グループの
各グループごとに、それぞれ医療費を負担すべき
との考え方
　この「突き抜け型」の考え方は、「被用者年金
の加入期間が一定期間以上の被用者保険OBのみ
を対象とする新たな医療保険制度を創設」しよう
とするもの。これによって、「健康づくり・予防・
リハビリなどを生涯を通じて実施していく」こと
ができるし、保険グループOBに対して、被用者
保険OBとして「より連帯感のある保険制度とし
よう」とするもの。
　実は、私自身の考え方は、保険グループOBと
か被用者保険OBとかのみではなくて、もっと多
様な自主的組合を創設すべきであるとするもので
ある。この考えにおいては、「年金の水準」や「生
活実態」などが異なることをふまえるとあるが、
医療保険制度においては、加入者たちがどのよう
な生活習慣を確定するかが決定的に重要であっ
て、そうした習慣を確定するうえでの連帯こそが
軸にならなければならないであろう。そうした点
をふまえるならば、より多様な形態の組合が実験
さるべきであって、それぞれがそれぞれの考え方
で「健康づくり・予防・リハビリ」を追求すべき
ではないかと考える。
　こうした保険制度の分立化に対して、提言では
「社会連帯の理念から見て、現行の老人保健制度
より後退する」し、「被用者年金の加入期間が一
定期間以上のもののみ新たな制度の対象とする」
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など、加入に条件を付すことを「公平に反する」
と述べて批判しているが、これについては同意で
きない。というのは、提言本文でも述べているよ
うに、現在の老人医療制度が破綻の危機にあっ
て、何らかの仕方で社会的負担を経済の規模に調
和あるものにしなければならないと述べている。
もし、こうした要請を全国民的な制度で果たすと
したら、それは政府が強制するしかないだろう。
そうした抑制のルールがどのような合理性をもっ
て導入されうるだろうか。それこそ、医療の発展
そのものを抑え込むことになる可能性が大きい。
そこで、現在社会的負担を抑え込むことこそが社
会的要請であるのならば、この、社会的負担とい
うマイナスをマイナスすることに成功した人々
に、報償としての利益を与えること以外に社会的
負担の引き下げを自発的に実現しえないのではな
いだろうか。特定の協定を結び、一定の生活習慣
を実現した人々の形成する組合が、老人医療にお
いて成功し、その社会的負担を低減すれば、それ
が、その人々にとって、保険料を削減するなどの
利益をもたらすようにすれば、こうした競争の結
果として、社会的に老人医療費の削減目標をも達
成しうると考えられる。その場合にも、国保グ
ループが残るだろうが、その他の組合との比較を
通じて、ここでも限界が設定しやすくなる。
　社会的負担を抑制することが公共善だからと
いって、人々が、公共のために自主的に負担を抑
制するよう行動すると期待することはできない。
むしろ、人々が自己中心的であるという性格を利
用して、社会の利益を実現すべく努めるべきであ
る。そのためには、国が老齢者に、年齢に応じて
一定の医療費を与え、老齢者が協力して健康を維
持する習慣を確定したり、それを条件とする医療
保健組合を自主的に結成して医療費を節約するこ
とに成功したら、それが、加入者の利益となるよ
うにすれば、人々は自分の考えで、社会的利益を
実現すべく努力するに至るのである。社会的負担
の削減という目標が切実であるだけに、こうした
仕組みは一刻も早く実現させなければならないで
あろう。
③リスク構造調整を行う考え方
　高齢化に伴って発生する病気がかなりあるの
で、全年齢を通じて加入者のリスクをおおむね把
握するというのは間違った考え方ではない。した

がって、保健制度ごとに、全年齢を通じたリスク
構造に対応して、国家が医療費の一定率を負担す
ることにすべきである。
　コメントにあるように、国保グループと被用者
保険グループとでは、生活実態に相違はあるが、
こうした部分を全国的な医療保健制度に持ち込む
べきではない。経済学的には、それは資金や俸給
の産業部門間の相違の問題である。もし、この部
門間構造が、非経済的な要因によってゆがめられ
ているというのであれば、それは医療保健制度に
取り込むべき問題ではないのであって、構造的な
不平等問題自体として、解決していくべき対象と
いえよう。
④医療保険制度を一本化する考え方
　医療保険制度が、将来少子高齢化の進行ととも
に、維持困難になることが、大前提である以上、
その制度を一本化しても、困難が解消されるわけ
ではない。結局、国の負担が減少するのにとも
なって、医療サービス自体を抑えざるをえなくな
る。そして医療サービスの削減ということになる
と、どうしても新規の先端部門ということになる
ので、医療分野の技術開発も抑制されてくること
になる。もし、それを突破しようとすれば、私的
な保険組合を結成して、充実した医療サービスを
求めることになるだけである。こうした将来が予
想されるだけに、むしろ国民が、各自自主的に自
らの健康を維持し、病気を予防して、医療負担を
抑制する方向に進むべき制度を構築すべき必要が
あるのである。
（効率的で良質な医療の確保）
　「医療を提供する側、受ける側のコスト意識の
喚起」が重要である。それは国家が国民のために
医療サービスを提供する仕組みにしておいたので
は、国民の意向は、政治の機構や国の官僚制を通
じてしか働かないので、なかなか喚起されない。
ここで提案してきているように、国民が、一定の
生活習慣を条件として結成する保険組合の場合に
は、医療を受ける側が、はるかに積極的であり、
自ずとコスト意識も喚起される。各々の負担と相
談して、保険で、どこまで新しい技術を導入する
かを決定することになれば、定番の医療サービス
を圧縮しても、新しい技術を導入するという選択
がなされうる。こうした中で、医療を受ける側が
アクティブに自分の健康を守ろうとするとき、
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「カルテやレセプトなどの医療情報の開示、医療
機関の第三者評価」なども一挙に進展するものと
考える。

Ⅵ　介護・福祉について
　ここにきて提言は、国家と個人の中間領域にあ
る市場と固有の社会領域に注目している。それを
ことに介護にかかわって「NPO、企業などをサー
ビスの担い手として最大限活用」するという。そ
してまた「介護を必要とする高齢者の自立を、高
齢者自身も制度の担い手としつつ、社会全体で支
えるという制度」の創設を唱え、それを「地域住
民の参画」をえて進めようという。この延長上に
「介護予防、生活支援」という仕方で「地域にお
いて高齢者の自立を支援する活動が、行政と、地
域社会の相互扶助活動やNPOのパートナーシップ
により充実していく」ことを期待している。「ボ
ランティアやNPOの活動の重要性はこれまで以上
に大きくなり、社会保障を補完する大きな役割を
担ってくる」というわけである。ただ、この限り
では、ボランティアやNPOの活動は、直接国家の
社会保障制度にとりこまれてはいないし、社会保
障制度は、介護にかかわってはじめて民間団体に
開放されているにすぎない。社会保障を受ける側
の自主性を生かすとしたら、その組織化の中に、
この「ボランティアやNPOの活動」を生かす仕組
みを見出すべきではないかと考える。こうした方
向性が明確にされていない点に、この提言の不十
分さが顕著に出ているといえよう。

Ⅶ　社会保障の財政方式
　社会保障を社会保険方式で運営するか、財政方
式で運営するかの選択に関しては、その負担が租
税負担よりも逆進的か否かという問題を、わきに
おいて考察する必要がある。逆進性は、現在の保
険料負担の仕方によって起こる問題であるからで
あって、負担方法を変えれば、逆進性の問題はな
くなるからである。そのうえで、両方式について
考える必要がある。
　そうすると、この問題は国家としては皆保険も
広義の財政と見れば両者を併合した財政方法を採
るか、財政の内社会保障領域を特別会計として分
離するかという選択問題に転化する。この点で

は、近代国家の歴史は、諸々の特別会計を併合し
て、一般会計に転化する傾向をもってきたし、も
し皆保険制度ということであれば、最終的には国
家が責任を持つべきものとしてあるので、併合す
る方が合理的であるといえる。
　しかしながら、提言は「社会保険方式の意義」
を強調している。そして、その理由として「事前
の備え」を相互扶助により行う仕組み」すなわち
「「自助を共同化した」仕組み（共助）」という点
と、「拠出なくて給付はない」「拠出に応じて給付
がなされる」仕組み、すなわち「給付と負担が連
動する」という点とを挙げている。ただし、もし
皆保険ということで、社会保障が国家全体が一体
となって行われるとしたら、この共助も連動性
も、極めて分かりにくいことになろう。財政の原
理を単純化すれば、それは国民が国家という中心
に向かう再分配関係といえるが、それは形態とし
て互酬的な相互扶助の関係とはいえない。もし共
助や連動性を重んずるならば、諸々の社会保険
が、各々独立化していて、その中で構成員の間
に、相互扶助の精神が形成されうる性格のもので
あり、しかも社会保険の運営がそれぞれの責任に
おいてなされることによって、給付と負担が連動
しうるものであることが、示されなければならな
い。
　ところが、国民保険制度の形成においてもその
運営においても、こうした相互扶助も、給付と負
担の連動も現実的とはいえない。政府は実態とし
ては、社会保険の実質を喪失している制度につい
て、ただ今後、負担がトータルに増大せざるをえ
ない状況を受容しやすくするために、相互扶助や
給付・負担の連動性をいうにすぎないように思え
る。現在にあっては、むしろ積極的にこの原理を
生かすべきで、そのためには、保険において扶助
し合う人々が、相手を想像できるような仕組みを
現実に形成し、そのなかで運営を合理化すること
によって給付・負担の連動性を自らの問題として
考察しうるようにすべきではないかと思う。
　ただし、保険といっても加入者の間に条件の違
いが大きい。年金・介護・医療の全てに関して一
般に老齢化とともに困難が増すわけで、純粋に保
険方式で足りるわけではないだろう。公的負担に
よる基礎づけが必要となるはずである。むろん、
公的負担が現実の社会保障負担をこえるような規
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模のものであっては少子高齢化の過程で持続困難
に陥らざるをえない。公的負担を切りつめなが
ら、他方で各々の拠出と責任による保険制度の維
持が目標とされなければならない。

Ⅷ　公費負担の問題
　給付と負担の成長率を経済の低成長率に適合す
るよう低く抑えて、世代間で給付の負担に対する
倍率に大きな不公平が生じないようにすべきであ
る。公費負担についても給付、負担の成長率に合
わせて拡大するようにすべきである。その結果、
少子高齢化のはじまる時期には、保険会計には大

幅な黒字が生じ、その進行とともに黒字は減少
し、赤字に転化することにならざるをえない。も
し対外関係を通ずる調整を考慮しなければ、それ
は現役世代の可処分所得が、急激に抑えられる傾
向をもつことになる。したがって、この現役世代
の可処分所得との関係のなかで、老齢世代の所得
保障も考えられざるをえないであろう。
　もちろん可処分所得といっても、そのうち相当
部分は投資に向かうべきである。したがって、少
子高齢化のはじめの時期には将来の少子高齢化に
対応するのに加えて追加の貯蓄⇒投資がおこなわ
れなければならないであろう。
　こうした追加の貯蓄⇒投資は、将来のための資
本を増加して、将来における備えとなるべきもの
と解さなければならない。将来は、現役世代の減
少することもあり、現役世代1人当たりの資本を
増大することによって所得の増大を期待しなけれ
ばならないであろう。現在の日本にそれだけの準
備があるといえるか、そうした点も将来の公費負
担を考慮するさいに念頭に置くべきことになるだ

    　　　現役世代消費                   投資                 老齢世代消費
         　　                                                  （老齢世代のマイナス貯蓄）

初期
                                                追加貯蓄＝投資
        　現役世代消費                   投資
展開期
                     　　　　　　　　　　現役世代の貯蓄

ろう。

Ⅸ　21世紀の社会保障に向けての国民の選択の
ために
　いまや、持続可能な社会保障としていくための
給付と負担のバランスが不可欠である。将来の選
択においては、「負担を増大させても、現行のま
まの給付を確保していく」か、「負担を増大させ
ずに、給付を見直していく」か、が両極をなすで
あろう。一方の極端である、「負担を増大させて
も給付は確保していく選択」をするためには、国

民所得比でみた社会保障費が2025年に1.5倍にな
るし、その比率で独・仏と英の間に入ることにな
る。それが、将来世代の理解をえられるか？うた
がわしいし、経済社会の活力を損なう恐れはない
のか？という問題も避けがたい。
　もう一つの極端な場合である「負担を増大せず
に給付を見直していく選択についても、すでに、
年金では平成12年に改訂がなされているが、かり
に保険料を現行の水準（17.35％）に維持すると
すれば、平成12年改正水準よりさらに4分の1削
減することが必要になる。ここで特に問題なのは
医療費であって、それは現在年4.4％で増えてお
り、医療給付費は、平成12年の24兆円から、平
成37年には71兆円に増えるであろう。自己負担
を含めた医療費をとると、平成12年の29兆円か
ら、平成37年には81兆円になるであろう。そこ
で、国の負担を削減するわけであるが、かりに、
医療費を国民所得の伸びの見込み2.2％増におさ
えるとすると、それは平成37年42兆円。そうな
ると、差額の約40兆円は患者負担とするのか？あ
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るいは医療費そのものの伸びの減少といった形で
吸収させるのか？
　後者の選択をした場合に、「医療機関等から提
供される医療サービスが全体として国民にとって
適切な水準・内容になるかどうか、自己負担の水
準が適切なものになるかどうか」。この医療問題
に21世紀構想における難点が集約している。
　結局、社会保障の進むべき途は、上述の両極端
の幅の中間ということにならざるをえない。すな
わち、「給付は削減、負担は増大」ということで
ある。
　その際「支え手を増やす」「高齢者も能力に応
じ負担を分かち合う」「給付の見直しと効率化」
という方策を実施するが、前提となるであろう。
　ただその際、社会保障を全体に、2つのレベル
に分けて、民間の活力を活用することが望まし
い。そうした相互扶助にもとづいて、給付と負担
の連動性の緊張を解いていくべきであろう。例え
ば、医療についてみるならば、そのサービスを二
つのレベルに分割して、基礎的なレベルは基礎的
医療サービスとして皆保険で処理し、より上級の
レベルについては、専門的医療サービスとして民
間の健保組合で対応する。この民間の組合につい
ては、年金に対応して国の補助がそそがれるが、
それぞれの組合が、組合結成の意義を明らかに
し、組合員の条件を明確にして、相互扶助的性格
をより強化する。保険料も各々の保険組合で違っ
てよいし、対応医療サービスも異なってよい。ま
た、各々の組合が、予防医学に積極的に取り組む
ことによって、むしろ負担を軽減することを目指
してよい。この場合、組合員の条件としては、例
えばたばこを吸わないとか、日常的にスポーツを
するとかいった生活習慣などが考えられるが、こ
れを仲間同士で観察することになる。
　全くいかなる組合にも入会しないこともありう
るが、個人で専門的医療を受けるときには、基礎
年金に相当する国の提供する基礎的医療サービス
は限られたものとならざるをえない。しかし、そ
れも個々人の選択の問題であるといえよう。こう
した二つのレベルへの分割により、医療面での国
民のセイフティネットも二層化することになる。
それは、自己責任を加味した形での相互扶助によ
る制度であって、単に全国民的な給付の制限をす
るよりも、個々人の自発性・意欲を引き出しうる

だけすぐれた制度といえるのではないだろうか。
（2001.6.8記、財政構造研究会の10月例会で発表
の予定でした）


