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１．はじめに

（1）基礎条件の変化

　日本社会を支える基礎条件が、大きく変化しています。まず、具体的

な現象として外から見え易いものとして 3つのものがあると思います。

まず、官僚機関車時代の終焉です。1853 年にペリーが浦賀に来航して

以来、日本社会は、如何に早く欧米社会に追いつくかという近代化のた

めの努力を、東京に権限・予算・人材を集中することにより続けてきま

した。歴史の試練を乗り越えた正解が既に欧米社会に存在するので、こ

れに向かって如何に早く進むかが日本社会の共通課題でした。正解のあ

る問題に対して、早く正確に答えを出す作業は、官僚機構の得意とする

もので、実際、その期待に応え得る実績をあげてきました。ここに、官

僚機構が社会の機関車として位置づけられ、天下りなどの特権的な地位

が与えられる根拠がありました。特に、社会保障については、市場では

なく、全面的に、官僚機構が差配するという仕組が作られてきました。

しかし、キャッチアップ時代の終わりとともに、官僚機構の神通力が消

え、逆に中立性の裏返しである形式主義の弊害などが目立つようになっ

てきました。たとえば、会議をしていれば、義務を果たしているので、

給料をもらう権利があるというような、付加価値を無視した考え方が、

官僚機構から伝染して、社会全体を覆うようになり、日本の国際競争力

を大きく低下させました。秦の始皇帝の時代には既に強固な官僚機構が

あったように、社会がある限り、官僚機構は永遠ですが、時代によって、
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その位置づけの強弱を変えるべきで、現在は、官僚機構の力を弱めるべ

き時期であると思われます。

　次に、国債発行困難時代の到来です。2011 年の東日本大震災により、

その復興資金まで考えると、国債などの公的債務累積額が個人資産総額

を突破すると考えられます。これまでは、国債を発行しても、日本国内

で買うのであるから、国が国民から借金するだけなので、大きな問題は

ないと言われてきました。仮にその通りだとしても、今後は、国民の貯

金という裏付けのない借金ということになりますから、国債発行にブ

レーキがかかることになるでしょう。しかし、だから、ここで消費税率

を上げるべきであるということにはならないと思います。なぜなら、公

的債務がここまで膨張してしまったのは、社会保障の無責任体質・公共

事業に頼る景気回復策・官に頼る資産バブル崩壊対策などに原因がある

からです。この体質を変えない限り、消費税率を永久に上げ続けること

になってしまいます。

　最後に、食料・資源・エネルギー価格の上昇です。中国・インド・ブ

ラジル・ロシア（BRICs）に代表される新興国民の生活レベルが、急速

に先進国民に追いついてきたため、食料・資源の消費が急増し、その価

格が高騰しています。しかも、2011年には、Facebookなどのソーシャル・

ネットワーキング・サービスと呼ばれる情報伝達手段の大衆化により、

アラブ産油地帯で民主化運動が高揚し（ジャスミン革命）、独裁政権を

次々と打倒しましたが、これも原油価格の上昇につながりました。今後

は、安い一次産品をふんだんに使うビジネスモデルは崩壊すると思われ、

東日本大震災による計画停電は、一時的な事象ではなく、新時代の始ま

りを知らせるシグナルと見るべきでしょう。加工貿易立国の日本にとっ

ては、これからは向い風の時代です。食料自給率が低いことも、日本に

とっては重荷になります。食料資源価格上昇・相対的な技術力低下・円

高で日本企業の国際競争力は相対的に低下せざるを得ず、貿易収支が赤

字になることも考えなければなりません。

　このような環境変化の背景には、3つの歴史的変化があると思われま
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す。まず、情報革命の進展です。農業革命は定住化を促し、社会の階層

分化が起こりました。産業革命は工業製品の生産性アップと都市化を推

し進め、商品生産量が急増しました。情報革命は、効率的な情報伝達を

支える技術的基盤をつくり、社会のネットワーク化・中抜きと価値多様

化が進展するでしょう。次は、低成長時代の到来です。第 2次世界大戦

後の高度成長時期は人類史上特異な時期で、人類社会の平均的な経済成

長はずっと低いものでした。今後も、宇宙版大航海時代の到来までは、

高技術中世とでもいうべき「定常社会」が続くものと思われます。ただ、

アジア諸国成長の取込みに成功すれば、日本も、当面、ある程度の成長

が可能でしょう。最後は、少子化傾向の継続です。明治以来の高い人口

増加率は、日本史の中でも特異な時期で、人類社会の平均的な人口増加

率はずっと低いものでした。自己実現と個人主義の要請の中で、少子化

傾向には、政策では変えられない部分が大きいと思われます。

（2）社会保障改革の要点

　このような基礎条件の変化に伴い、社会保障制度も変化しなければな

りません。しかし、平時に変化することは、容易なことではありません。

変化する契機になるのは、増税でしょう。増税の機会をとらえて、仕組

の変更に踏み切らなければなりません。それでは、どのような仕組の変

更を行えばよいのでありましょうか。それは、近年急速に発達した情報

技術を使って、今までの官主体の仕組をやめることだと思います。具体

的には、選択化・透明化・重点化の 3つの点から、現在の制度を根本か

ら改めることです。まず、選択化ですが、これは、競争がないところに

は進歩がありませんから、社会保険における役所の独占体制をやめて、

民間会社も保険者になれるようにすることです。強制加入にすることは

現行のままですが、加入先を自分で選べる「鉄道型・学校型」にするわ

けです。次の透明化は、負担・支出・官僚手数料などの内訳明細が、個

人単位で誕生から死亡まで明確になる社会保障個人口座をつくることで

す。たとえば、単に支出といっても、所得再配分をする福祉部分・リス
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クを分散する保険部分・本人の老後のための貯蓄部分・仕組を維持する

ための官僚手数料部分など様々な要素がありますが、現在は、その区別

が見えにくく無駄が生まれやすいのです。何よりも、個人単位の収支が

分からないので、レベルアップために各人が知恵を絞る余地がないこと

が致命的な欠陥です。また、病気・介護が必要になる確率、すなわち保

険事故発生率は、個人ごとに違うはずですが、現在は、福祉原理を貫徹

し、完全に一律という仕組にしています。しかし、今後は、福祉部分の

保障をしっかり確保したうえで、実際の保険事故発生率に基づいた保険

料率にすべきです。最後に、重点化ですが、これは、選択化・透明化の

成果を具体的な形にするということです。すなわち、給付の優先順位を

つけ、全体をスリムにして、弱者保護と既得権保護をはっきり分けるこ

とです。現在のままであると制度全体が崩壊し、弱者に最もしわ寄せが

いくことになってしまいます。そうならないために、風邪・腹いたなど

の軽微医療を保険から外す代わりに窓口負担・保険料減額やその地域の

産婦人科を維持することなどを各人が選ぶことができるような仕組にす

る必要があります。

　以上の 3つの対策をまとめると、情報技術の活用により、官主体の仕

組の是正、すなわち、お上に全てをお任せするという「パターナリズム」

の是正といえましょう。国民共通番号制による中抜き・総合化を行うこ

とにより、無駄を排除し、制度の崩壊を救うということです。たとえば、

情報技術の活用によって、ネットによる申請ができれば、そのための人

件費を節約でき、「窓口職員の仕事」を省略することができます。そう

すれば、省略できた「窓口職員の仕事」を、「制度救済から漏れてしまっ

た弱者を、職員の方から出向いて救済する仕事」に振り替えることがで

きます。また、情報技術の活用によって、制度の一元化を容易に行うこ

とができるはずです。社会保険は、社会的なリスクを分散するために、

経済力の強いところから、保険集団を作ってきましたが、そのために、

制度が複雑になり、職場ごとに作った職域保険が林立し、残った部分を

市町村ごとにまとめた地域保険ですくい上げるという仕組になってしま
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いました。震災による電力不足に直面して、東日本と西日本で電力の周

波数が違うことに気づき、明治初期に電力供給体制を作ったときにはや

むを得なかったとしても、もっと早く統一しておくべきだったと悔やみ

ました。社会保険も同じです。歴史的な産物にすぎないはずの職域保険

と地域保険の区別を、早く、無意味化しなければなりません。

２．一番先に必要なのは社会保障個人口座

（1）当たり前のことを忘れた日本人

　公的借金が、一千兆円に迫る状況の中で、社会保障の改革が、国政上

の急務になっています。しかし、議論されている対策は、結局のところ、

給付削減＋負担増に尽きると言ってもよいでしょう。これでは、能がな

いと言わざるを得ません。最大の問題は、「個人レベルで無駄を無くす

べく、各人が創意工夫して決定できる仕組」が、社会保障制度に組み込

まれていないことです。自分が、どのくらい負担し、どのくらい給付を

受けているかということが、個人単位で、はっきりしません。そして、

赤字を減らすために、個人レベルで、工夫するということができません。

たとえば、医療で考えてみると、医療情報の普及が、不十分なため、国

民にとっては「病院に行くか行かないかの選択肢」しかありません。し

かも、自分の払った保険料だけでは費用を賄いきれないということで、

補助金が出ますが、この額は、使った医療費の一定割合という、定率補

助ですから、病院に行けば、財政赤字も自動的に増加してしまいます。

実際に、個人が、コストとして認識するのは、窓口負担ですから、実額

費用よりはるかに少なく、給付内容についての評価が甘くなり、無駄を

なくすための消費者側からの圧力が、さらに小さくなることになります。

急速な高齢化で、医療費が増大するのは、仕方がない、当然である、と

いうところから、すべての議論が始まります。でも、本当にそうなので

しょうか。高齢化の波にのって、医学知識を国民全般が共有することが

できれば、却って医療費を減らすことだってできるはずではないでしょ
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うか。老人になれば、食べる量も減り、活動量も減りますから、けがを

したり、ウィルスやバクテリアと接触する機会も、少なくなるはずです

から、「ピンピンコロリ」に成功すれば、医療費が増えるとは、限らな

いと思います。とにかく、個人の利己心を、うまく取り入れた制度設計

をすることがどうしても必要です。

　貧しい東南アジアの中で、唯一、先進国並みの所得を誇るのが、シン

ガポールです。この経済的な成功は、初代首相、リークアンユーの力量

によるところが大きいと思います。彼は、外交・内政の両面にわたって、

卓抜な手腕を見せましたが、社会保障についても、他国の政治家と違っ

た視点からの発言をしています。リークアンユーは、1970 年代に既に、

「先進国の社会保障は、将来きっと破綻するであろう。なぜなら、彼ら

の制度には、相互の助け合いを言うのみで、個人の利己心が取り入れら

れていないからだ。」と発言しています。彼が作り上げたシンガポール

の社会保障制度は、すべての国民が給料の何割かを国の管理下にある

個々人の口座に積み立てることが義務づけられる CPF（中央積立基金）

という強制積立貯金を中核にしています。自分が積み立てた金を自分で

使うのであるから、大事に使うことになります。また、無駄遣いしない

で、口座に残った金は、住宅建設など自分自身の他のことに使うことが

できますから、制度の効率が極めてよくなります。

　現在の日本の社会保障制度の基本的な考えは、「世代と世代の助け合

い」です。賦課方式とも言われるこの考え方は、麗しく素晴らしい理念

ですが、人間性の本質を過大評価したものと言わざるを得ません。現在

の日本では、医療費をなるべく無駄にしないようにしようと思っても、

どれだけ、医療費を使うかについて、本人は、病院に行くか行かないか

の選択しかできません。病院に行くことを選んだ場合も、無駄なく安い

病院かどうかについての情報は、ほとんどありません。その結果、医療

保険を使わなくては損だということになって、医療費の増大が止まらな

いことになります。しかも、医療においては、情報の非対称性が大きい

のです。すなわち、医師は、病気についてよく知っていますが、患者は、
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病気についてほとんど知らない状態にあります。診察している医師自身

には、患者を治そうという教育は徹底的に受けますが、医療費の無駄を

なるべくなくそうという教育は、ほとんど受けていません。その結果、

医師は、様々な治療方法の中から、高くても最も効果がある治療方法を

とることになりやすいです。個人の利己心を制度にうまく取り入れてい

ないという意味で、現在の日本の社会保険制度は底が抜けている状態に

あると言えるでしょう。

　このような、底が抜けている状態を直して、人間性の原点に根差した

制度に変えるための制度が社会保障個人口座です。しかし、その前提と

して、共通番号制が導入されなければなりません。これまでの、社会保

障制度が、極めて大雑把な負担と給付の仕組しかしてこなかったのは、

技術的に、あまりに緻密な仕組は、機能しないことが明らかだったから

です。しかし、近年の情報技術の発達は、全国民の多様な行動を子細に

追跡することが可能です。情報技術が、最も力を発揮するのは、サンプ

ルの数が多くて、それが不規則な変化をする場合で、社会保障に適した

技術といえます。社会保障個人口座が、支出面での情報化であるとすれ

ば、共通番号制は、収入面での情報化でしょう。人間は、本来、秘密を

好きです。秘密があるから、頑張ろうというところがあり、秘密は活力

の源泉という面すらあります。すべて、秘密を白日のもとに晒してしま

うと、人が、働く意欲をなくしてしまうかもしれません。しかし、共通

番号制の導入の利点は、そのようなデメリットを補って余りあります。

　まず、不公平の是正ができます。所得の捕捉率は、源泉徴収されるサ

ラリーマンが九割、自ら納税申告する自営業者は六割、農業などは四割

にとどまるとされます。これが、長く「クロヨン問題」（九・六・四）

と言われてきた問題です。「クロヨン」と呼ばれる捕捉率の不公平が、

所得税の公平に関する国民の信頼を大きく傷つけてきました。また、現

在の消費税は、中小企業は事務負担軽減を理由にインボイス（送り状）

を使わない簡易課税が認められ、事業主が益税を懐に入れる事例に事欠

きません。公正さを欠く税制を正すだけで十兆円規模の税収増が見込め
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るとの指摘もあります。これらの問題が、共通番号制の導入で、解決に

向かって、大きく前進すると思います。

　次に、公務員配置や仕事内容の無駄排除ができます。現在は、税務署

の把握している情報は社会保障には使えないので、本人確認や所得の把

握に膨大なコストがかかります。麻生内閣の行なった定額給付金のとき

も、事務処理に 800 億円もかかったと言われています。スウェーデンや

韓国では、「税務、社会保障、住民登録、選挙、教育、兵役」のすべて

を共通番号で管理するオールインワンの制度をとっています。そして、

更に幅広く「社会歴」全体に利用範囲を拡大し、個人の既往症やアレル

ギーなどの「医療情報」まで加えれば、利便性はぐっと高まります。各

人の IDカードから、既往症やアレルギーの情報をすぐに引き出せるよ

うになれば、医療現場でもより迅速な対応が可能になります。そして、

パスポートや運転免許証、健康保険証、厚生年金手帳、印鑑登録証、さ

らに医療情報や交通事故の履歴まで、すべての情報を一元化して、IC

カードにして各人が持ち、バイオメトリクス（生体）認証を組み合わせ

れば、あらゆる行政上の手続きが自宅のパソコンでできるようになりま

すから、利便性は格段に向上します。共通番号を活用すれば、選挙制度

の電子化も一気に進められます。衆参の国政選挙であれ、市町村選挙で

あれ、電子投票できるようになり、ネットや携帯電話を活用して、自宅

に居ながらにして、あるいは海外から投票できるようにもなります。

　以上のことには、プライバシーの問題がありそうですが、セキュリティ

技術の発達した現在では、行政の把握している個人データが漏洩するリ

スクはきわめて小さく、それは共通番号制によって大きくなるわけでも

ありません。むしろ今までいい加減に管理されてきた基礎年金番号を住

民票コードに移行して合理化すれば、「消えた年金」のような事故もな

くなると思います。

（2）一周遅れの行政手法

　「ああせい厚生省」という言葉があります。これは、社会保障の様々
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な局面で、霞が関から計画案ということで、指令を出し、自治体にやら

せるという行政手法を皮肉った言葉です。その背景になる哲学は、先進

国に追いつくという発展途上国が、その国の人材・資金・権限を国の中

央に集め、配電盤として、その国全体に普及してゆくという途上国型の

手法が大事であるというものです。ところが、成熟社会では、追いつく

べき正解がだれにもわからないのですから、とにかくいろいろチャレン

ジしてみて、うまくいったものを残してゆくしかありません。組織論的

にいえば、「ピラミッド型からネットワーク型へ」です。上意下達で、

上から下へ流すというやり方では、うまくゆかないのです。ところが、

実際には、このような権力型行政から、ソフトパワーを使った情報社会

型の行政に転換することが、なかなかできません。これはなぜなのでしょ

うか。

　社会保障を所管する厚生労働省は、明治維新の立役者、大久保利通卿

が作った内務省から、分離した役所です。厚生省は、日華事変翌年の

1938 年に、兵士の体力増強を目的として、新しく作られました。内務

省には、民を羊にみたて、自分たち官僚は羊飼いであるという「牧民官」

という言葉があったそうです。官僚主導のDNAがとりわけ強いわけで、

先進国に追いつく場合には、最適の仕組を持っている組織です。第二次

世界大戦後の高度成長の中で、当時の大蔵省・通産省という経済官庁が、

急速に力を伸ばし、その予算・許認可権・天下り先などが、大きく拡大

していきました。その姿を、羨望のまなざしで見ていた厚生省も、高齢

化の進展に伴い、社会保障対策の充実が叫ばれるようになり、その結果、

予算・許認可権・天下り先などが、大きく拡大しました。そして、先行

していた大蔵省・通産省の真似をしようとしたわけです。その姿は、あ

たかも、戦国時代、織田信長・豊臣秀吉を横目でにらみながら、天下と

りレースに遅れて参加した、「遅れてきた青年」とでもいえる伊達政宗

の姿を彷彿させます。イギリス・フランスが先行して各地に植民地を建

設し終わった後で、帝国主義レースに参加した日本が、イギリスの東イ

ンド会社を真似て、満鉄を作り、中国東北部の植民地化を推し進めた姿
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に似ているとも言えます。時代は既に、武力を使った露骨な帝国主義的

な手法を取らずに、金融などを使った間接的な、より洗練された支配が

主流になっていました。補助金や許認可権で社会を引っ張るのではなく、

民間活力を活用するソフトパワーで行政を進める時期に来ていたのに、

高度成長期の様な補助金や許認可権を使った権力行政に頼りすぎてし

まったことに、今日の社会保障行政行き詰まりの原因があるように思い

ます。

　日本は、200 近くある世界の国の中でも、極めて特殊な国です。まず、

陸の国境がありません。極めて同質性が高い社会で、国民の運命共同体

的な意識がとても強いのです。多くの国では、その国の政府が、ダメに

なると、その国を捨て、新天地で、新たな運命を切り開こうと言う人が、

必ず出てきます。しかし、日本では、そのような人はほとんどおらず、

とにかく、この日本列島で、頑張るしかないと思っている人が、大多数

です。外国で大事故が起きた場合、被害者の中に日本人がいないことが

分かると、ニュースの扱いが、急に小さくなります。日本人は、結局、

この 4つの島で、未来永劫、一緒に住んでいくしかないという意識が、

極めて強いのです。そして、日本のいろいろな制度は、この共同体意識

の上に立っています。その典型例が、社会保障です。世代と世代の助け

合いという考え方が登場してくる背景には、この共同体意識の強さがあ

ると思われます。しかし、急速なグローバル化の中で、この意識に変化

が見られてきました。また、この共同体意識の異常な強さが、日本社会

の発展の足を引っ張ることにもなってきました。たとえば、日本の若者

が、外国留学・外国勤務を嫌い、居心地の良い日本国内で、小さくまと

まっていこうという気持ちを強く持ちはじめています。天然資源が少な

く、人的資源しかない日本にとっては、国民各自が、自らの資質を高め、

積極的に外に打って出る気概がなければ、これからの厳しい国際状況の

中で、生き残っていくことができません。現在の内向きの共同体意識を

拡大強化するような仕組は、日本の将来を切り開くようには、思えませ

ん。
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　ロシアには、「神は天上におわし、皇帝は遠方におわす」という言葉

があります。広大な国土・厳しい気候の中で、ロシアの国民は、権力を

信じて、国造りに励んできました。ですから、この言葉は、ロシア民衆

の権力に対する気持ちを象徴するような言葉といえましょう。これに対

して、日本は、世界でもまれに見るほど、本音で、平等意識が高い国民

といえましょう。国民の知的レベル・教育水準が極めて高く、政治に対

する理解も、深いものがあります。当然、政府に対する要求レベルも高

くなることになります。日本の様な国民性を持つ国では、政府に対する

高度な信頼を前提とする制度は、限界があると思います。「お上を無用

にあがめない」という国民性は、民間病院と公立病院の競争条件が同じ

（イコールフッティング）でないなどの合理性のない官尊民卑的な仕組

を、許しません。救急医療・試験研究など、特別な分野は、税金を十分

に投入して支えることが必要ですが、一般の診療部分に、補助金・税制

優遇などで、官民の格差をつける根拠は、まったくありません。民間活

力を医療に導入するためには、イコールフッティングの原則を貫徹しな

ければなりません。

　最近の医学部入学定員・医師数の動向を見てみると、これまでの行政

手法の限界を感じます。もともと、第 2次世界大戦中の軍医を養成する

ための臨時医学専門学校を大量に廃止した後、戦後の高度成長の中で、

1970 年度から、新設医大のラッシュが起こりました。そして、「一県一

医大構想」の閣議決定により、1970 年度から 1981 年度にかけて、国立

17 校、私立 16 校、合計 33 校が新設され、医学部総計 80 校の時代が始

まりました。ところが、厚生省保険局長吉村仁の医療費亡国論一つの契

機として、翌年の 1982 年から医学部入学定員の 10％削減が必要とされ、

定員は 8280 名から 7625 名に減らされたのです。しかし、いわゆる、僻

地医療・産科婦人科・小児科などの不足が、2004 年の新臨床研修制度

の発足から、一挙に顕在化しました。そこで、医学部定員を再度増やし、

更に医大新設を含めて、医師養成の増強が叫ばれています。増やしたり

減らしたりの目まぐるしさに目が回ります。確かに、必要な医師数を事
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前に正確に予測するのは、難しいですし、政治の影響を色濃く受けるこ

とを避けることはできないにしても、あまりに、一貫性のない医師養成

政策と言わざるを得ません。ここにも、従来の行政手法の限界が感じら

れ、情報社会を踏まえた新しい行政手法の開発が望まれる理由があると

思います。

（3）社会保障の無駄を削って成長の原資に

　現在の社会保障の仕組の根幹ができたのは、日本の高度成長期でした。

1961 年に国民皆保険・国民皆年金という大枠ができています。したがっ

て、社会保障の仕組は、日本企業の年功序列・終身雇用という仕組と同

様、高度成長を前提に作られています。人類史的にみれば、1960 年代

の日本の成長は、極めて、特殊な時代であったと言えます。したがって、

特殊な時代状況を前提にした制度が、行き詰まるのは、ある意味で、当

然です。人類史の平均成長率を前提にした制度設計をしなければ、持続

可能性のある制度にはなりません。現在の社会保障制度の問題の本質は、

現実を無視した高成長を前提にしたもので、妥当な成長を前提とした仕

組ではなく、しかも、成長の原動力が組み込まれていないことにありま

す。

　どんな社会にも、矛盾があります。その矛盾が、表面化しないために

は、その構成員に希望を与えなければなりません。希望があれば、人間

は、かなりのことを我慢できるものです。古代・中世社会は、経済成長

が、あまりない社会でした。そこで、宗教界の開祖たちは、あの世とい

うものを作りだし、極楽浄土に生まれ変わるということで、人々に希望

を与え、人倫を守らせる仕組を作りました。現代社会においては、現実

の経済成長が、極楽浄土の代わりになっています。2010 年のアメリカ

の中間選挙で与党である民主党が大敗し、オバマ政権が苦境に陥ったの

も、経済の状況が悪く、若者やマイノリティーに職がないからです。満

員の通勤列車でも、目的地に向かって快走しておれば、乗客は、騒ぎま

せんが、列車が、止まってしまうと、3分も持たずに、騒ぎだすそうです。
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この 20 年の日本の状況は、この満員の通勤列車に似ています。官僚の

天下りなどの既得権は、これまでもずっと存在しましたが、国民が、特

に不満を表さなかったのは、経済が順調に拡大していたためです。空白

の 20 年といわれる現在は、目的地に向かって快走している列車が、急

にとまってしまったようなもので、ここに様々な不満が一気に表面化し

た原因があるといえましょう。

　1980 － 90 年代のブラジルは、ハイパーインフレに悩まされていまし

た。しかし、当時のブラジルの経営陣は、「我々は、船に乗っているよ

うなものである。水面（物価）が上がれば、船の喫水線（賃金）もあが

る。水面が下がれば、船の喫水線もさがる。何もあわてることはない。」

と豪語していました。人間は、不思議なもので、賃金が、倍になっても

物価も倍になれば、買えるものは、同じですから、何も変わらないはず

なのに、見かけの賃金が上がるだけで、何か気分がよくなり、将来に希

望が持てます。インフレターゲット論というものがあります。これは、

政府が、インフレ率の目標を決め、その範囲内になるように経済運営す

るというものです。情報社会は、生産性が、極めて高くなる社会であり

ますから、物が豊富になり、デフレになりやすいのです。金を持ってい

るものは、金のまま持っている方が、財産を増えることになり、資金を

投資して、チャレンジをしようという気になりません。既得権層が、現

状に甘んじようという気になることが、デフレ社会の一番の問題点です。

やはり、社会矛盾は、経済成長で吸収しなければなりません。成長する

ための原資を、今までの仕組を根本から考え直すことで、生み出すこと

が必要で、現在の日本社会の最大の無駄は、社会保障それ自身の中にあ

るということをもっと自覚するべきです。この無駄をあぶり出して、成

長の原資にしなければなりません。
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３．鉄道型にしなければならない年金保険

（1）保険と福祉の分離

　若者の年金に対する不信感は、想像以上のものがあります。ここを何

とかしないと、今後の円滑な制度運営はできないでしょう。その決め手

は、「最大の既得権は現在の老人の年金給付である」ことを正しく認識

することでしょう。現在、年金の積立不足は、800兆円と言われています。

賦課方式の年金には、積立不足はないという意見もありますが、ポイン

トは、この 800 兆円のために、若者が、年金に対して、不信感を持って

しまっているという事実があることです。少子化により、世代間の年金

についての負担と給付の違いがあることは、否定できない事実です。以

前は、戦争で苦労した世代だから、優遇するのは、当然であるという議

論がありました。しかし、団塊の世代は、戦後生まれの世代ですから、

若者世代より優遇される理由はありません。むしろ、現代における最大

の既得権は、団塊の世代の年金給付であるという現実を認めるべきです。

最大の既得権であるかどうかを判断する決め手になるのが、共通番号制

をベースにした社会保障個人口座でしょう。給付と負担を個人単位の口

座にすれば、透明性が増し、不公正がよく見えるようになります。年金

保険料は、自分自身の老後生活のための積立部分と現在の老人の年金に

充当するための賦課部分に明確に分けるべきです。そのことにより、団

塊の世代の年金給付は、健康で文化的な最低限度の生活を保障する生活

保障部分を超えた、いわゆる所得保障の部分を一定限度削減して、長期

的な年金財政を安定させることを優先しなければならないことが分かる

はずです。

　蟻とキリギリスのイソップ童話がありますが、蟻型の積立方式を守り

ぬいているのが年金基金です。従って、年金不信の中でも、年金基金制

度に対する信頼は、揺らいでいません。それは、この制度が、本人のた

めの老後の貯蓄であるという制度の趣旨が明確になっているからです。
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これに反して、公的年金の本体部分は、積立方式で始めましたが、なし

崩し的に賦課方式なってしまい、現在は、修正積立方式と呼んでいます。

まさに、日本的な命名です。今までの日本文化の特色は、白黒をはっき

りさせず、曖昧なままにしておくというものでした。これは、温和な気

候のもとで、争いを好まない文化を反映しています。同一言語・同一民

族・同一宗教のもとで、論理や言葉で説明しなくても簡単に分かりあえ

るという特殊事情のもとで育ってきたものです。ところが、グローバリ

ズムの進展とともに、このような前提条件が急速に変わってきました。

今後は、論理がはっきりしない制度は、長続きしないと思われます。年

金には、本人の長生きのリスクを回避する保険機能と前の世代の老後を

支える福祉機能と自分の老後の蓄えをする貯蓄機能の 3つがあると言わ

れています。今までは、これらの機能を区別せず、同じ経理上の処理を

してきましたが、今後は、明確に区分していかないと制度の公正さが疑

われ、若者の信頼をつなぎとめることができなくなってくると思われま

す。

（2）所得保障部分の民営化

　若者の信頼をつなぎとめるためには、国が関与する年金は、福祉目的

で生活保障の年金目的税を原資にしたものであるという性格付けをはっ

きりさせ、保険機能や所得保障機能を担うものは、民間の手に委ねると

いう制度改正を行うべきです。具体的には、基礎年金と生活保護の生活

扶助を融合させ、厚生年金は民営化し、その方法は、国鉄民営化に倣い、

鉄道型にすべきであると考えます。なぜならば、現在の年金制度が劣化

してしまった原因は、役所が制度を運営していたので、少子高齢化への

対応が遅くなってしまったからです。対応の遅さは、業績に関係なく給

与が保障される役所という組織の避けがたい属性です。人類は、変化に

迅速に対応するために市場というものを発明しました。会社という仕組

が誕生したのも、この流れの中で説明できます。年金の再生についても、

この人類の英知を使わない手はありません。
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　年金不信の原因は、逃げ水のように、支給開始年齢や支給額が、毎回

変わり、その変更が、官に甘く民に厳しいような印象を一般国民に与え、

しかも、「消えた年金」問題やグリーンピアのスキャンダルなど、明ら

かに、当事者に問題があるようなケースでも、その担当者の責任が充分

追及されていないように見えてしまったことにあります。民間には、市

場原理が働くので、問題を起こす企業は、倒産して、市場から退場を余

儀なくされることで、公正が保たれます。従って、残念ながら、年金に

対する若者の信頼を回復するには、民間のこの力を借りる以外に方法が

ないように思われます。その際に参考になるのが、日本の鉄道の歴史で

す。

　日清戦争期に、日本の鉄道は、民間鉄道を全て国が買い上げ、国有化

されました。その後、また民鉄とよばれる民間鉄道会社が、次々生まれ、

最後には国鉄自身も民営化され、JR株式会社となりました。このプロ

セスを年金にも、あてはめてゆくことが必要だと思います。現在、年金

は、2階建てになっていますが、1階・2階ともに国しか保険者になれ

ません。これを、2階部分は、国と民間が同じ土俵で競争する仕組にし、

国が行っている部分も民営化して、各当事者が、競争を通じて切磋琢磨

できる仕組にすることが大事だと思います。生活保障の部分は、国が直

接行うが、その上の所得保障の部分は、国鉄民営化に倣って民営化し、

国民が保険者を選べる形にすべきです。具体的には、厚生年金・共済年

金以外にも、選択できる年金を作り、最終的には、厚生年金・共済年金

も民営化して、「すべての国民は、どこかの年金制度に所属しなければ

ならないが、自分で加入する年金の主体を選択できる」形にすることで

す。丁度、義務教育のように、国民は、どこかの中学校に行かなければ

ならないけれども、同じ条件で競争している公立中学校と私立中学校が

あり、どこにするかは自分で選べるというような仕組です。その手順は、

まず、自動的に自分の年金が決まる現在の仕組を自由化して、入る年金

を自分で決められるようにしたうえで、民間企業が新規に 2階部分の年

金事業を始められるようにし、同時に現在の厚生年金・共済年金を分割
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民営化するというものが良いと思います。

（3）生活保護と基礎年金の合体

　1階部分は、生活保護・基礎年金の合体組織にして、国が責任を持って、

運営すべきです。公的な累積債務が大きいことは、社会保障の原点を考

える上では、よいチャンスです。社会保障の最低限やるべきことは、す

べての人々に健康で文化的な最低限度の生活を保障することでしょう。

このように考えると、公的年金の使命は、現役時代の暮らしぶりを保障

する所得保障ではなく、最低限の生活を保障する生活保障に限られるべ

きだということになります。そして、健康で文化的な制定限度の生活を

保障する制度として、生活保護がありますから、生活保護と生活保障と

しての年金制度は合体して、一つの制度になるべきです。そうすれば、

現在のように、生活保護基準が、基礎年金の水準より、高くなってしま

い、年金保険料を払う意欲を失わせるようなことは起こりません。

　セイフティーネットがあって初めて、サーカスの練習ができます。こ

のセイフティーネットにあたるのが、生活保護であり、社会保障の最後

の砦と言われるゆえんです。生活保護は、暴力団が受給して無駄に使わ

れている一方、水際作戦と称して、本当に必要な人の受給が窓口で制限

されています。しかも、申請主義が原則ですので、自ら「助けて」と言

い得ない人は、保護の手から滑り落ちてしまいます。日本国憲法25条は、

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定めていますか

ら、援助が必要な人に無駄なく給付できるかが問われています。ちょう

ど、金融業界において、担保がないが、金融支援が必要で、しっかり働

いて、ちゃんと返す能力を持っている人をどうやって選びだすかが問わ

れているのと、極めて似た状況にあります。

　生活保護制度の運営には、補足性の原理というものがあります。これ

は、生活保護が適用されるのは、最後の手段であるというものです。ま

ず、働ける者は自ら働いて生活費を稼ぎ、財産のある者は財産を使いきっ

てから、はじめて、生活保護を使えます。次に、家族の援助が見込める
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者は、それを先に受け、他の福祉の制度があれば、そちらを先に使うと

いうもので、とにかく、生活保護が適用されるのは、最後の手段である

ということです。考え方としては、当然のもので、だれもこの原理に反

対する者は、いないはずです。しかし、現実は、この原理ゆえに、暴力

団の受給と水際作戦に象徴される事態が起きています。まず、本当に困っ

ている、病気のない若者は、生活保護が受けられません。病気のない若

者は、働けという意見は、一見、しごく正論に思えます。しかし、情報

会の進展の中で、就職戦線における勝ち組と負け組がはっきり分かれる

ようになり、負け組の若者は、短期間でも、生活保護が受けられれば、

戦線復帰の可能性がとても大きいにもかかわらず、補足性の原理によっ

て、その道が閉ざされています。

　現在の日本の生活保護は、立派だが重すぎます。生活保護基準は基礎

年金の水準より高額ですが、生活保護を具体的に受給できるまでの手続

きと受給要件が、厳しすぎます。その反面、最大の強者であるはずの高

額所得者も、社会保険に強制加入させられ、保護の対象になります。建

前を貫徹させるために中身が空洞化しているわけです。水泳の練習をす

るときにビート板というものを使います。浮力をつけるために使う発泡

スチロール製の四角い板ですが、これからの生活保護は、ビート板のよ

うにならなければいけないと思います。今後の生活保護は、「気軽に使

えて一時的に使う」ことが普通の使い方であるという制度にすべきです。

生活保護には、stigmaがあると言われます。Stigmaとは、生活保護を

受けることは、社会の敗者になることであり、恥ずかしいことであると

いう意識です。生活保護と基礎年金を合体させれば、stigmaを小さくし、

実質的な最低保障を確保することに役立ちます。これからは、セイフ

ティーネット部分だけ、もっと気軽に使える形にモデルチェンジして官

が運営し、その上乗せ部分は民が行う形が、望ましいと思います。

（4）消費税増税の是非

　日本的曖昧さを表すよい例が、年金制度の財源だと思います。保険と
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福祉・生活保障と所得保障を、世代と世代の助け合いという言葉で、曖

昧なまま一緒にした制度になっているのは、保険料と税金の双方を財源

としているためです。そもそも、年金保険料と年金目的税の違いは、結

局、前者が厚生労働省、後者が財務省、と所管官庁が違うことだけであ

ると思います。そのうえで、安易に税金を入れると、コスト意識が失わ

れ、自己責任が曖昧になって、結局、高くつくことをしっかり認識すべ

きです。しかし、現状では、増税は、不可避で、どのような形で、増税

すべきかを、検討する必要があります。私は、増税の手段として、消費

税しかないという議論には賛成しかねます。むしろ、所得に着目した負

担である収入課税のアップで賄うべきだと思います。なぜならば、共通

番号制＋社会保障個人口座を導入して、仕組の透明化を図ることの最大

の目的は、近年急速に発展した情報技術の成果を生かして、制度を一元

化し、官僚機構の無駄を省くことだからです。全国民が個人単位で、か

なり正確に収入が分かるようになりますから、逆進的な消費税と異なり、

応能応益負担のバランスをとった公平な負担を図ることができます。何

よりも、国税庁・県税事務所・日本年金機構・全国健康協会・労働基準

監督署・ハローワークなどと国民から金を集める組織が乱立し、それぞ

れで類似した業務を行う現状を改めることができます。

　そこで、増税方法として、目的消費税と所得税の両者を比較してみた

いと思います。まず、負担者数ですが、これは、従来の保険料の場合は、

老人は、もはや負担しないのに対し、消費税であれば、すべての世代が

負担しますから、消費税の方がはるかに負担者数が多く、税収も大きい

です。しかし、年金という所得のある高齢者層も負担する所得税であれ

ば、全国民が対象ですから、消費税と同じということになります。負担

逃れ易さからみると、従来の所得税の場合は、俗に言うクロヨンという

所得把握の問題があります。サラリーマンは、収入の 9割、自営業者は

6割、農民は 4割しか、税務署に把握されていないので、サラリーマン

ほど、事実上の負担が大きく、公平でないというのです。消費税の場合

は、消費という点をとらえて課税しますから、この問題が発生しません。
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しかし、金融機関の利用や不動産・証券売買には共通番号をつかわなけ

ればならないとすれば、両者の差は小さくなるでしょう。ヨーロッパな

どの消費税率が高い国では、売主が「領収書を出さなくていいのなら 3

割引にする」からと、買主と交渉してしまう形での脱税がかなり行われ

ていることも事実ですから、消費税が万能なわけでもありません。徴収

コストについてみても、消費税のほうは、大手小売業者を中心に、全国

一律に取ることができますから、徴収コストは小さくて済むと言われま

す。この点、従来の年金保険料は、天引きできる給与所得者の場合は別

として、未納されると役所側が取りに行かなければなりません。国民年

金加入者は、自営業者ですから、その保険料徴収コストが高くかかりま

したが、共通番号制は、このコストを大幅に引き下げてくれるはずです。

勿論、制度設計にはバランスが必要ですから、所得課税だけに偏らず、

消費課税や資産課税も合わせてアップする必要があるでしょうが、基本

的には共通番号制＋社会保障個人口座と一体になった所得課税のアップ

で賄う方が合理的であると思います。

４．国民皆保険をやめなければならない医療制度

（1）仕組の単純化

　新たな視点は、医療保険でも必要ですが、新時代に合わせるためには、

どこから手をつけていったらよいでしょうか？　それは、保険者機能の

純化からだと思います。個人口座が完成すると、個人単位で医療費の管

理ができます。これまでの制度は、保険・貯蓄・所得再配分が、一つの

制度の中で区別されずに行われてきたため、無駄が見えにくかったので

す。そのため、現在の保険者は、単なる資金を流すパイプの役割しか果

たしていないところも多いのです。保険者機能の純化によって、保険者

は、保険というリスクの分散だけをしっかりすることにより、医療の給

付と負担が、個人単位で、はっきり見えるようになり、国民一人一人の

意識が変わってくると思います。また、現在の保険者制度には、以下の
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ような問題点があります。

　今までの、医療改革が、ことごとく失敗してきたのは、仕組が複雑す

ぎて、この責任を最終的に引き受ける主体を決めることができなかった

ことにあります。もともと旧厚生省が責任者であったわけですが、その

あまりの責任の大きさに、1982 年に老人保健制度を作って、老人医療

部分を別建てにしました。しかし、老人保健制度は、主体がなく、健保

組合などからの拠出金を流し込むパイプにすぎなかったことから失敗し

てしまいました。そこで、地方分権の掛け声の中で、市町村や県にその

責任を移そうとしました。しかし、抵抗されてうまくゆかず、広域連合

なるものをでっち上げたというのが、現状でしょう。問題は、医療の責

任を一つの団体にすべてまとめて、負わせてしまおうとした所にあると

思います。高齢化が、ますます進行し、財政的な負担が増大することが

目に見えている現在、あえて火中の栗を拾おうとするところがないこと

は当然でしょう。ここは、発想を変えて、個人ごとに自分の責任を果た

してもらう仕組に変えることが、唯一の解決策だと思われます。個人単

位に責任を小分けにして、役所の責任を軽くする代わりに、役所も既得

権を手放す必要があります。

　後期高齢者医療制度への反対運動が、2009 年の民主党への政権交代

の原動力の一つになりました。それは、高齢者が、この制度改正で、よ

くわからないまま分離される恐怖を味わったからです。しかし、本来の

改正趣旨は、老人医療費の財政負担の重みに耐えかねた保険財政を救う

ことにありました。今の制度では、老人医療費の財政負担を支えきれな

いので、保険者集団の組み方を変えようというわけです。政府は、保険

者集団の組み方の変え方には、突き抜け方式という職業別に縦に切る方

式か、後期高齢者医療制度という年齢別に横に切る方式しかないと主張

し、両者を比較した結果、職業移動を阻害しないために、横に切る方が

望ましいとしたのです。政権交代により、後期高齢者医療制度の見直し

を迫られた厚労省は、今度は、縦に切ることにしたというところでしょ

うか。どのように切っても、問題がある以上、この際、発想を変えて、
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切らない、保険者ごとに分けない方式にすることが必要です。現在の情

報技術水準であれば、充分できることです。

　とにかく、制度が複雑になりすぎて、素人にはわからない制度になっ

てしまいました。たとえば、交通事故における医療費の負担の問題です。

国民皆保険のもとで、当然医療保険が使えますが、交通事故ということ

で、強制加入の自動車損害賠償責任保険も使えます。診療報酬点数表の

1点単価や、窓口負担が異なるため、関係者の利害が、微妙に異なり、

当事者にとっては、どちらが得かは、わかりにくいものです。現実には、

現場の力関係で、どの保険を使うかが決まってしまうのが現状です。

　今の日本は、中学入学の段階で、この先どのような医療保障を受けら

れるかが、決まってしまうように思われています。偏差値の高い大学に

入って大企業に入社すれば、健保組合が保障する健康保険に、公務員に

なれば、共済組合が保障する共済組合に、偏差値の高い大学に入れなく

て就職も有名企業に行けず中小企業に入れば、協会健保（これまでの政

管健保）に、偏差値の高い大学に入れなくて就職自体がうまくいかずに、

パート・フリーターになれば、国保とよばれる国民健康保険に入るとい

う具合です。日本社会の強みは、中産階級が大きく、社会の流動性が高

いことでした。現在、日本社会は、とても強い閉塞感に覆われています

が、その大きな原因は、希望の格差です。一部のエリートを除き、多く

の若者は、20 代で、自分の将来が皆見えてしまったような気持ちを持っ

てしまいます。堅実を求めるあまり、冒険を嫌い、それなりに生きるの

が、よい人生だと決めつけています。学校の偏差値が保険給付偏差値に

なってしまうような印象を与える仕組が、若者のチャレンジ精神を奪っ

ています。複雑に細分化され、若者の希望を奪ってしまうような制度を

早く単純化しなければなりません。

（2）国民皆保険の廃止

　「社会保険」という言葉は、極めて不思議な言葉です。すなわち、社

会主義的発想から「社会」を、資本主義的発想から「保険」を持ってき



社会保障改革に関する一考察 425

て、合体させたわけです。言ってみれば、平等主義と自由主義を合体さ

せた言葉です。哲学的な観点からみれば、奇妙なものと言わざるを得ま

せん。どうしてこのような言葉が生まれてきたのかというと、深い歴史

的背景があることが分かってきます。最初に社会保険という制度を作っ

たのは、ドイツ（当時のプロシャ）のビスマルクです。隣国のフランス

やイギリスに比べて、国家統一が遅れた当時のドイツは、鉄血政策とい

う、力による、強力な統一政策を実施しました。当時のドイツは、マル

クスが活躍していた時期でもあり、社会主義運動が、とても高揚してい

ました。ビスマルクは、この運動を抑えるために、国民全体が、恩恵を

受けられるような制度を、政府主導で、上から、先に、実施してしまお

うとしたのです。しかし、その様な制度を作るためには、ドイツの国庫

に、充分な金がありませんでした。そこで、彼が目をつけたのが、ギル

ドであり、会社です。そして、保険事故発生の統計的な確率を無視して

均一保険料を、労働者本人と会社が、半分ずつ出し（労使折半）、ギル

ドが運営するという仕組を作りました。すなわち、「保険」的な厳密さは、

あまり追求せずに、福祉的な側面を大きく出し、伝統的は互助組織であ

るギルドの信頼を利用する制度を作ったわけです。実際、この制度の登

場によって、ドイツの社会主義運動は、急速に力を失っていきました。

また、弱者の医療・老後の生活が、この制度の導入で、大きく改善され

たことも事実です。社会保険制度は、社会全体で、強者の富を弱者に回

すうまい仕組であることは確かです。

　この概念は、19 世紀半ばのドイツという極めて、限定された時代と

場所で考えられたものでしたから、発展途上国が、民政を充実させよう

とする時期には、極めて有用な制度でした。そのため、20 世紀になると、

社会保険制度は、多くの国で、取り入れられてきました。しかし、この

制度が、大きな力を発揮できるのは、高い経済成長を維持できる時期の、

追いつく対象がはっきりしている発展途上国だけです。20 世紀後半の

世界的な高度成長期が終わるとともに、どの先進国も、社会保険制度の

財政が急速に悪化してきました。
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　その原因は、主に 2つあります。第一は、本来、弱者保護であったは

ずのこの制度が、国民皆保険の名のもとに強者をも支給対象にしたため、

親方日の丸的な効率の悪さが、前面に出てきてしまったことです。保険

制度は、本来、対等な当事者間で、リスクを分散し合うというものであ

りますが、全国民強制加入の制度になった途端に、「強者から取って弱

者に配る制度」に変化します。従って、その仕組を維持するためには、

強者は保護される対象ではないと自覚させるものでなければならないは

ずです。ところが実際は、国民皆保険の名のもとに、強者をも保護の対

象としたために、使わなければ損だというモラルハザードが大きくなっ

てしまいました。甘えの構造を助長する仕組の結末は、大きな赤字とい

うことになります。第二は、民主主義の名のもとにより高い給付とより

低い負担の組み合わせという傾向を止めることができなかったことで

す。議会制民主主義のもとで、選挙で多くの投票を集めるためには、ど

うしても、給付にあった負担を求めることはできません。制度の存続の

ためには、社会保障個人口座のような仕組が、必要な理由はここにもあ

ります。

　現在、「国民皆保険」は、現代社会における絶対的な正義であるよう

に思われており、これに反対することは、とても勇気がいりますが、改

革のためには、ここにメスを入れなければなりません。たとえば、平均

的な所得階層の人が、普通の風邪をひいて、病院に行くとしましょう。

もし、強制加入の医療保険がなければ、彼は、自分で、全額の医療費を

払わなければなりません。しかし、彼は、自分の行きたい病院を自由に

選べますし、事前に、医療の保険料を払う必要もありません。自動車を

買ったり、肉を買ったりするのと同様、市場経済の中で、自分の判断に

従って、医療という商品を購入することになります。医療には、情報の

非対称性という特質があるにしても、それを補ってあまりある、自由競

争から生まれてくるメリットが、彼には与えられます。

　まず、自由競争の中で、各病院は、安くて、効果のある治療法を研究

し、広告することにより、お互い、切磋琢磨して、医療水準が急速に向
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上します。ちょうど、携帯電話が、激しい企業競争の中で、急速に進化

したようなものです。また、親方日の丸的な保険行政の中で、払った保

険料が、すべて、被保険者の医療に使われるとは限らず、中間で管理す

る法人の経費になり、結局、いわゆる天下りの財源になってしまう部分

が必ず出てしまいますが、自由競争の中では、この部分が、最小限に抑

えられます。更に、保険から給付費を出すほかに、役所から補助金も出

て、患者は安く済んだと錯覚しますから、「安いのだから、質が悪く、

無駄があっても、我慢しなければならない」という気分になります。し

かし、自分で全額の医療費を払う場合は、自分の医療費の全貌を、自分

個人で掴むことができ、自分自身を最終責任者として、自分の医療を自

分自身でマネージメントできることです。自分の健康情報を自分自身で

管理し、自分の健康に関する関心が高まらざるを得なくなることです。

これこそが、情報化した高齢社会において、医療の質の維持と無駄の削

減を両立させる切り札になります。

　医療保険も年金保険と同じく、分割民営化して、鉄道型のものにする

必要があると思います。その目的は、国民が選べる形にするためですが、

その選択化の最大の目的は、軽微医療を保険から外すタイプの保険制度

を作ることです。たとえば、軽微医療を保険から外すかわりに、窓口負

担を現行の 3割から 1割に減額し、現行制度では保険診療の枠外である

抗がん剤治療をすべて保険診療の対象にするというタイプの保険制度を

運営する保険者が現れ、国民がそのタイプを選ぶこともできるようにす

るわけです。医療保険料率は、全国一律なものにしますが、その財源の

範囲内で、様々な給付形態を持った医療保険が存在し、国民が自由に選

べるようにします。勿論、現在と同じタイプの医療保険を選ぶこともで

きるわけです。

　今の制度は、肝心な時には役に立たないと言われます。鼻風邪のとき

には、自分でも負担できる額なのに、充分保険でカバーされますが、高

額の抗がん剤治療のときには、保険がきかず、全額、自己負担しなけれ

ばならないという現実があります。誰もが、風邪をひき、おなかを壊し
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ます。誰にも起こることは、本来、保険制度でカバーするリスクではな

いはずです。これを保険制度でカバーしようとすれば、余計な費用がか

かります。もし、風邪などの軽微医療を保険から外せば、現在は、保険

診療の対象外になっている医療行為の一定部分を、対象内にすることが

できます。ですから、一定額の医療費以下のものは、保険給付されない

というタイプのものを国民が選べるようにすべきです。これは、コスト

意識を社会全体が持つことによって、医療の無駄がなくなることにつな

がります。早期発見早期治療と言いますが、豊かな社会は自己管理が社

会の基本になるべきです。鼻風邪には使えるが抗がん剤には使えないと

いう現在の保険制度こそ、信頼を裏切るものです。貧富の差によって、

受ける医療に差が出てくるというのは誤解です。差が出るとすれば、高

額医療の部分であって、これこそ保険がきくようにすべきです。

（3）保険と福祉の分離

　国民皆保険を機能面からいえば、保険と福祉を合体させたものといえ

ます。なぜならば、日本の医療保険制度では、若く収入の多い人ほど、

多くの負担をしているからです。たとえば、健保組合は、自分の組合員

の医療費のほかに、後期高齢者支援金と呼ばれる「老人医療費お助け金」

を払っています。危険の分散という保険原理からすれば、病気になるリ

スクの小さい人ほど負担が多いという実態と反対のことが行われている

わけで、福祉原理に基づき負担しているわけです。自分自身のリスクで

はありませんが、世代と世代の助け合いという意味で、弱者を助けよう

ということです。しかも、各組合員の医療保険料は、リスクの大きさと

は関係なく、給料の一定割合が天引きされています。その意味で、日本

の医療保険制度は、保険とは言うものの、実際は福祉的な要素がかなり

強いものといえます。しかし、このような味噌も糞も一緒にするような

曖昧さが、若者のこの制度に対する信頼を失わせる原因になりました。

共通番号制のうえに社会保障個人口座を作れば、この点に対する不信感

を薄めることができます。
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　自己責任の原理が貫けない福祉の世界だからこそ、真の弱者は、だれ

であるかを明確にして、そのうえで、十分な保護を図るべきです。小泉

構造改革では、この部分にも、毎年、2200 億円の削減の網をかけたので、

全体が失敗してしまいました。障害者自立支援法で、障害者に対しても

1割の自己負担を求めたり、生活保護の母子加算や老齢加算を廃止した

のは、この失敗例です。しかし、保険部分では、自己責任の原理が貫い

て、合理性を追求しなければなりません。客観的なリスクを計算し、福

祉的な見地から下駄をはかせる部分と、保険的な見地から合理化を図る

部分を、国民全体に見える形にしなければなりません。その中で、生活

保護水準が、基礎年金水準や最低賃金水準より高いというおかしな状況

は、直さなければなりません。

　リスクが、極端に異なる人々を、異なる沿革の中で、様々な保険集団

に分類し、日本人という共同体意識をベースにして、リスクと正反対の

係数で負担を求める制度が、現在、国民皆保険制度を呼ばれているもの

の実態です。確かに、よく考えられたうまい制度ではあるのですが、そ

ろそろ耐用年数が過ぎた制度であると思います。日本的な曖昧さの上に、

性善説を積み上げたような制度です。この際、共通番号制度を導入した

うえで、制度の一元化を一気に行い、軽微医療分＋福祉充当分＋高額医

療分が明確に分かるようにすべきです。自分の軽微医療を賄う自己積み

立て分と、自分の高額医療費を賄う医療保険料と、老人・低所得者の様

な高リスク集団を援助する連帯保険料に、負担を明確に分類し、老人・

低所得者の様な高リスク集団の個人口座は、現役世代からリスクに応じ

て資金を受け入れ、国民全体がリスク調整を個人単位で行います。そし

て、自己部分の節約は、自分の住宅建設などの自己目的に転用できるよ

うにすべきだと思います。

（4）弱者保護は医療情報で

　この新制度は、老人・低所得者などの弱者が病院に行けなくなる制度

ではありません。医療情報流通を充分に行うからです。今までの弱者保
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護は、金の援助だけでした。しかし、真の弱者保護は、弱者にこそ、情

報がふんだんに行き渡らせることだと思います。団塊の世代が一斉に退

職する現在、団塊の世代の中から、民生委員を多く出してもらい、彼ら

が、家庭に入った看護師・薬剤師と連携して、社会の軽微医療のマネー

ジメントをする仕組を作れるはずです。低所得者は、ただでさえ、言わ

れとおりの医療費を払うことは大変なことで、病院に行きにくいもので

す。地域のパラメディカルによる健康教育を通じて、予防活動に力を入

れるのです。

　重要なのは、情報の非対称性と命の平等を踏まえた制度設計をするこ

とです。医療というサービスが、他のサービスと最も違うのは、売り手

である医者側が、医療という商品の中身をよく知っていて、買い手であ

る患者側が、ほとんど知らないという点です。この状況は、医療という

商品特有の事情に基づくものですから、基本的には、変えることができ

ないものです。しかし、買い手側の状況を、なるべく改善する工夫は必

要です。会社でも、財務諸表の公開が義務づけられています。これと同

じように、手術数・失敗率・患者が自由に書き込める感想欄などの公開

を義務づけたらどうでしょうか。義務教育の中に、医療についての認識

を深める授業を必修にし、役所が、医学情報についてのネットを開設す

ることを義務付けることのも一案だと思います。

（5）改革の資金源は医療ツーリズム

　このような改革の資金は、医療ツーリズムに求めるべきです。観光立

国、なかんずく医療ツーリズムを、国策の要にし、人間ドック・高度医

療などを求めるアジアの富裕層などが来日して、観光旅行とともに治療

する仕組を作るべきです。加工貿易立国とは国外に物を売り、内需拡大

とは国内にサービス・物を売るわけですが、観光立国の本質は、国外の

人にサービスを売ることだと思います。アジアの経済成長をとりこんで、

日本国内の高齢化・少子化対策経費にすることが必要です。また、外の

人を呼んでくるだけでなく、外に出ていくことも必要です。たとえば、
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脳神経外科で国内有数の北原脳神経外科病院（東京都八王子市）が、カ

ンボジアに進出するそうです。

　航空業界が発展した一つの原因に、ファーストクラス制度の導入があ

ると思います。ファーストクラス・ビジネスクラス・エコノミークラス・

格安航空券と、4段階あるのが、現実の航空券の姿ですが、ファースト

クラスで稼いだ利益が、航空業界の設備投資に充てられました。この資

金があったからこそ、サービスを向上させ、エコノミー切符の料金を低

く抑え、結果的に航空機を使う階層を拡大し、市場のすそ野を広げるこ

とができたのです。医療も同じだと思います。混合診療というものがあ

ります。これは、保険診療の枠を超えた高度医療をやろうとするときは、

上乗せ分だけ、自由診療として自己負担すればよいという制度で、多く

の国で行われているものです。ところが、現在の日本では、上乗せ分が

あるなら、今まで医療保険から給付されていた部分も、自由診療扱いに

なって、全額を自己負担しなければならないとされています。

　一種の懲罰的な制度と言わざるを得ません。現行制度では、一般国民

は、高度医療は、全額自己負担の極端に高いものになってしまい、手が

出せなくて諦めてしまうか、アメリカなど国外で治療を受けることに

なってしまいます。これでは、この治療の代金が、日本の医療の向上の

ための資金になりません。混合診療を安易に認めると、金持ち優遇の医

療になり、所得によって命の値段が違うようになる可能性があります。

難しい問題であることは間違いないので、混合診療を認める地域限定の

特区制度を作って、社会実験をすべき問題だと思います。また、景気対

策として大変成功したのがエコポイント制度を医療ツーリズムに応用す

べきです。この制度は、民間企業の自由競争を前提としながら、スポッ

ト的に政策目的に合致するものに税金を投入するというものです。残念

ながら、政府の信頼度が高くない日本には、ぴったりの制度だったから

こそ成功したのだと思います。情報社会における医療政策も、このよう

な考え方・手法をとるべきです。
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５．なくさなければならない正社員制度

（1）官僚の行かないハローワーク

　日本の雇用保障は、世界的にみても手厚いものがあり、少なくとも、

現在までは、首切りはできないものであるという一種の社会的な合意が

あったように思います。その結果、企業は、新規採用に、極めて慎重に

なります。正社員保護が若者の失業を生むという現実があります。年功

序列社会の中で、50 代の社員を 1人減らせば新卒が 3人雇えるのに、

それができず、企業の競争力が落ちる一方であるという話をよく聞きま

す。正社員保護が若者の失業を生むとでもいうべき、手厚い雇用保障が、

失業を生むというパラドックスが乗じているのです。

　失業者のための機関としてハローワークがあります。ハローワークが、

職業紹介を行うわけですが、所管する厚生労働省の官僚でさえ、自分の

再就職のためには、ハローワークにはいきません。監督している官僚自

身の行かないハローワークが機能するはずはありません。職業紹介の

データベースを一般に開放して、携帯からでもアクセスできるようにす

ることが、第一歩です。現状では、ハローワークは、厚生労働省の役人

のための仕事づくりの機関と言わざるを得ません。

（2）企業が担っていた社会保障の限界

　日本は、世界に先駆けて、無縁社会に突入しました。高齢化の進展と

地域社会・企業一家という仕組の崩壊が、同時に進行し、皆婚思想の崩

壊とともに、縁が全くない人間が急増しました。江戸時代は、武士は藩

が、農民は村が、「縁」製造機として機能し、一部の「無宿者」以外は、

無縁死することはまれでした。明治以降は、藩は企業に代わりましたが、

基本的な構造は、同じでした。しかし、グローバル化の進展とともに、

大競争時代が到来し、企業に余裕がなくなってきました。この事情は、

役所も同じです。大蔵一家・河川一家・警察一家など様々な代名詞があ
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りましたが、その根幹は、天下りを斡旋し、終身雇用を保障することに

ありましたから、近年の天下りたたきとともに、構成員の組織に対する

忠誠心は、大きく傷つきました。いずれにせよ、従来の仕組では、無縁

社会の蔓延を阻止できないことだけは確かです。

　日本を代表する一流企業である JALが倒産しました。法的に言うと

会社更生法の適用を受けたということになります。JALの経営が、ここ

まで苦しくなった原因は、グローバル化の波の直撃を受けたからです。

オープンスカイポリシーで路線の設定や運賃も、航空会社が自由に決め

られるようになりました。航空機は、ボーイング社やエアバス社から買

い、航空燃料は、中東から買うという経営環境の中で、航空会社は、経

営努力というものは存在しないと錯覚していました。JALはコスト＋利

益＝価格という経営を、親方日の丸の意識の中でやってきました。これ

が長年通用してきたことの方が、不思議なくらいですが、経済合理性を

無視した規制強化では、雇用は守れないことを、はからずも証明した形

になりました。

（3）グローバリズムと雇用

　いま中国では、蟻族と呼ばれる若者が、増えています。蟻族とは、中

国の大学卒業者が、仕事がなく、アルバイトで食いつなぎながら、蟻の

ように狭いところに集まって住んでいることを言います。蟻族増加の背

景は、中国は、世界の工場として、ブルーワーカー的な仕事は、たくさ

んありますが、ホワイトカラー的な仕事は、大変不足しているというこ

とだと思います。そして、この事実は、日本で、非正規雇用が急速に増

加していることと対応しています。世界経済の中で、先進国が頭脳部分

を、中国などのエマージングカントリーが手足部分を担当するように機

能分化してきて、そのような機能を担えない人が、居場所を失っている

ということです。

　堺屋太一氏が団塊の世代という言葉を作りだしました。その子供たち

の世代が、団塊ジュニアです。その前後の世代と比べて、人数が、圧倒
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的に多いので、競争が激しいのです。団塊の世代が就職するときは、高

度成長期でありましたから、就職先に困るということはありませんでし

た。しかし、団塊ジュニアが就職するときは、グローバル化の波の中で

非正規雇用が激増したため、社会人としての教育を受ける機会を失って

しまう若者が多いのです。そのような若者は、単純作業の繰り返しの中

で、スキルも身に付かず、賃金のベースアップもなく、ボーナスもない

中で、将来に対する希望を失ってゆきます。現状に格差がなければ、経

済は発展しませんが、希望に格差がある社会は、なお発展しません。「努

力すれば報われる。同じ付加価値の労働に対しては同じ賃金を支払う。」

という原則が通らないところでは、人々は、頑張りようがないからです。

　働き方には、少なくとも 3種類あっていいと思います。Jリーガーの

ように高い報酬を約束されるが将来の雇用の保証がないもの、会社員の

ように将来の雇用の保証があるが組織に拘束される度合いが強いもの、

吉野家のバイトのように低賃金だが組織に束縛されないものです。問題

は、働き方が 1種類に固定されてしまって、吉野家のバイトを一生する

人が出てくることです。チャレンジして失敗した人が、一時的に、この

ような非正規の仕事について、生活費を稼げることは、とても重要なこ

とです。しかし、一旦、このような非正規の仕事に就くと、もう、正社

員としての道が閉ざされてしまうような社会は、これからの発展性があ

りません。また、正社員になると、慢性的な残業や、配置転換・転勤を

受け入れざるを得ない「無限定な働き方」の代償としてしか、厳しい解

雇規制による将来の雇用の保障がありません。しかも、経済合理性も無

視して、規制強化で雇用が守れるはずもありません。

（4）希望格差の縮小方策

　それでは、このような希望格差が増大するトレンドに対して、どのよ

うな方策を立てていけばよいのでしょうか。それは、同一労働同一賃金

原則の確立による正社員制度の廃止と、会議・電話応対・通勤などの極

小化による勤務付加価値の極大化だと思います。サラリーマンの生涯時
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間の統計を取ってみると、会議・電話・通勤に費やされる時間がいかに

多いかに驚かされます。主観的には、仕事をしていても、客観的には、

ほとんど何も付加価値を生み出していない時間が多すぎます。情報技術

の進歩により、これらの時間を最小にして、生産性を更に上げることが、

大競争時代の中で求められています。

　また、同一労働同一賃金の原則を、文字通り、実現することも、極め

て大事です。同じ付加価値を生み出したなら、同じ報酬を与えるという

原則です。現在、日本社会において、希望の格差が急速に拡大している

のは、中学受験のころから、試験の点数で、進学する学校のふるい分け

が行われ、大学卒業時点で、正社員と非正規労働者が、振り分けられ、

それで、一生が決まってしまうという錯覚を、多くの人が持っているこ

とによります。実際は、そのようなことは、ないのですが、そのような

雰囲気を社会が醸し出していることが問題で、一部には、そのような事

実も確かに存在します。したがって、同一労働同一賃金の原則を法律で

明記し、罰則を持って担保することが、必要だと思います。これは、実

際には、かなり厳しいことです。なぜなら、これは、単に、正規労働者・

非正規労働者だけの問題ではなく、女性・外国人の差別をやめることに

もつながるし、農耕社会の伝統である年功序列社会の組み替えまで意味

するからです。

　更に、あるだけましな登録型派遣の問題もあります。景気変動など、

外部条件の変化に対応するために、企業には、いつでも切れる労働力が

必要であると言われます。登録型派遣という仕組があれば、少なくとも、

そのような働き口が、新しく生まれることになります。このような労働

力に対しても同一労働同一賃金の原則を、文字通り適用することが必要

ですが、付加価値の測定を客観的に素早く行うことは、かなり難しいの

です。しかし、企業がグローバリズムに対応し、社会の希望格差を縮小

するためには、乗り越えなければならない壁でしょう。

　以上のことをまとめると、まず、同一労働同一賃金の原則を法律で明

記し罰則をもって担保することが必要です。たとえば、大学において、
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同じ授業をしながらも、非常勤講師の給与が不当に安く、教授の給与と

大きな差があることなどは、早急に是正しなければなりません。それか

ら、有期雇用契約保障の明確にしなければなりません。現在、非正規雇

用が急速に増えていますが、その大部分は、有期雇用契約です。現在の

労働基準法における有期雇用契約に関する規定は、3年を超えるものは、

認めないという、芸者置屋における芸妓の拘束などを想定した規定しか

ありません。有期雇用契約の更新をしない場合には、勤続年数に応じて

これまで払った賃金の 1割を支給するなどの保護規定を法律上明記する

ことなどが必要であると思われます。そのうえで、新規採用者の試用期

間を有期雇用契約と明確に位置付け、本採用しない場合の補償規定を置

くことも必要でしょう。更に、専門職正社員制度のような、現在の正社

員と非正規労働者の中間形態を法的に規定し、正規労働者と非正規労働

者の 2種類しかないということではなく、多様な働き方が存在し、働き

方の違いに応じて、保障の在り方が異なる仕組を早く作るべきです。そ

の流れの中で、登録型派遣や製造業への派遣を一律に禁止するのではな

く、実態を認めたうえで、保護の方法を考えることが必要でしょう。

６．止めなければいけない少子化対策

（1）会社の活用

　日本史における人口動態を見てみると、明治以降の高い人口増加率は、

例外的なものであることが分かります。出産は為替と同じで、権力で強

制することは不可能です。効果がある少子化対策があるとすれば、生物

学的なものだけです。植物に種をつけさせる方法は、気温の低下や日照

の減少など、その植物の生存に危険がある状況を作り出すことです。豊

かな社会での草食系男子が増えるのは、本人の生存に少しも危険がない

わけですから、生物学的に考えれば当然の現象ということになります。

中国では、一人子政策実現するために、民法で、婚姻年齢を遅くしまし

た。早く結婚すれば、どうしても子供の数も増えるのです。独身税に意
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義があるとすれば、早い結婚を促すことで、カップル単位の子供の数を

増やすことにあります。

　役所ができる少子化対策は、出産したいのに外部的な理由で出産でき

ない人の救済だけで、具体的には保育所作りぐらいです。少子化対策と

して金を配っても、効果はほとんどないと思います。今後、グローバリ

ズムによる賃金低下で共働きせざるを得ない家庭が増え、専業主婦と言

う言葉は、死滅すると思われます。従って、保育所待機児童は、今後も

増えていくでしょう。保育所に対する需要があるのに供給が増加しない

のはなぜでしょうか。それは、保育所の 2世経営者が、現状に安住し、

業界への新規参入を極端に嫌っているからだと思います。役所も、どん

どん保育所を認可すると、最終的に役所の出費がかさむので、実は、な

かなか認可をしようとしないことも問題です。運営主体の官民格差があ

りすぎるのです。保育所は、運営主体別に社会福祉法人立と市町村立が

ありますが、市町村立の職員は公務員であり、社会福祉法人立と違い、

その給与は経営状態に関係なく役所から出さねばなりませんので、役所

の大きな負担になります。また、両者の運営費補助金には大きな差があ

り、これも役所の大きな負担になります。営利法人立も制度上は認めら

れていますが、現実の補助金を既存の保育所と比べると、雲泥の差があ

ります。親から相続税なしで保育所運営を相続した2世経営者の中には、

既得権の上に胡坐をかいているケースも見られます。

　保育所問題には、厚生労働省と文部科学省という役所の縄張りの問題、

現物（保育所）か現金（子ども手当）かという給付の形態の問題、社会

保障給付費を老人と子供でどう分けるかという支給対象の問題など、

様々な側面があります。しかし、幼稚園・保育園やこども園の問題は、

族議員や保育協会が絡まり複雑化していますが、基本的には役所の縄張

り争いにすぎず、本質的な問題ではありません。最大の論点は、保育の

世界にビジネス界の人の参入をどのくらい認めるかということだと思い

ます。言いかえれば、金儲けをしたいバイタリティーは充分あるがガメ

ツイ人たちの力をどう活用できるかということです。現在、保育所をや
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れるのは、市町村などの役所を除けば、事実上、社会福祉法人と呼ばれ

る公益法人だけです。現代社会を動かしている株式会社などの営利法人

は、法律的には保育所を作れるようになりましたが、事実上、認可が下

りないなど、作ることが許されていません。考えてみれば、福祉・医療・

教育など役所の関与が大きい分野は、皆大きな問題を抱えています。お

役所仕事が、社会の急激な変化に対応しきれないからです。確かに悪徳

業者は、しっかり監視しなければなりませんが、社会的ニーズにこたえ

るためには、この分野の建前だけでない規制緩和をもっと行わなければ、

問題は永久に解決しないと思います。

　しかし、不用意に規制を外すと、弱いところだけにしわ寄せが行き、

反発が強まって、改革全体が頓挫することになってしまいます。小泉内

閣の時には、財政のプライマリーバランスを回復するために、社会保障

分野においても、自然増を認めたうえで、毎年 2200 億円の削減を実行

しました。極めて正しい政策であったと思いますが、削減内容を厚生労

働省に丸投げしてしまったため、現場の力関係の弱い障害者対策・生活

保護の母子加算や産婦人科救急医療などにしわ寄せが来てしまいまし

た。今回も、これまでの保育所運営費（1兆円）が、地方自治の名のも

とに一般財源化され、使途自由な地方交付税として薄く広く撒かれ、保

育以外の費用に充てられてしまう可能性が高いと思います。安定財源確

保が行われない設置基準の弾力化も、保育の質の劣化を招くでしょう。

　大事なことは、補助金や公的保険に頼る運営をやめ、社会保障関連の

産業も、市場からサービスに見合った代金を得るという当たり前の形に、

早くなるべきだということです。低所得者には、バウチャー支給などの

形で援助すればよいわけです。思えば、繊維・鉄鋼産業なども官営工場

で始め、民間に払い下げて、競争力をつけていったわけで、このような

過去の知恵にもっと学ぶべきです。そうすれば、霞が関の力関係で給与

が決まってしまい、家族を養っていけない低給与なので寿退社するとい

う介護労働者の現実もなくなるでしょう。「措置から契約」のスローガ

ンのもとでやってきた社会福祉基礎構造改革を推し進めるべきです。
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　それでは、弱いところだけにしわ寄せが行かないようにしながら、規

制緩和の実を上げるにはどうしたらよいでしょうか。それは、補助金の

エコポイント化だと思います。エコポイント成功の原因は、期間を限っ

た最終消費者に対するピンポイントの補助金という形をとったことだと

思います。補助金の既得権化を防ぎながら、利用者に決定権を与え、潜

在化している待機児童をあぶり出し、育児の社会化・控除から手当とい

う要請にもこたえるものです。縦割り行政の弊害は大きいですが、これ

は永遠になくならないものであり、利用者が選ぶことで、保育所・幼稚

園・こども園・株式会社立など様々な施設が自然淘汰されていく形が望

ましいと思います。さらに、介護問題から類推しても、自分の家が一番

いいはずで、母親の在宅勤務をすすめることが育児問題の最終的な解決

策であると思われます。

（2）婚外子の活用

　経済や衛生水準の向上に伴い、人口動態は、過酸化し多産多死から多

産少死、少産少死へと変化してゆき、その過程で人口増加率も低下して

いくのが普通です。しかし、日本の場合は、その変化が極端すぎます。

その理由は、日本社会が、まれにみるほど同質性が高いことの裏返しと

して、排除型の社会になっているからだと思います。そのよい例が、非

嫡出子差別です。日本民法の規定では、非嫡出子の相続分は嫡出子の相

続分の半分しかありませんし、非嫡出子は父親の名字を使う権利があり

ません。先進諸国でこのような差別規定を持っている国はありません。

この規定が憲法 14 条の平等権の規定に違反するかどうかの裁判では、

最高裁は一貫して合憲判決を下しています。これは、最高裁判事の社会

の変化を無視した頑固な保守性を示すものですが、最高裁判事は内閣に

よって任命されるわけですから、内閣の責任でもあります。アメリカの

場合は、歴代の連邦最高裁には、何々コートと固有名詞がつけられるく

らい社会を先導するポリシーが明確なのと比較すると、日本の戦略のな

さが際立ちます。その背景にあるのは、日本社会においても、既に皆婚
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社会が崩壊しているのに、建前としての皆婚と法律婚主義を前提として、

それに合わないものは排除するという日本社会の傾向を表しているもの

と思われます。

　また、日本社会では、出産に対する敷居が高すぎるため、これを低く

することが必要だと思います。欧米の婚姻は、世俗婚と宗教婚の二重の

仕組が、宗教改革と政教分離の中で、次第に自由になり、離婚も認めら

れてきたという歴史があります。近年は、フランスの PACSに代表され

る事実婚主義も強まってきました。婚外子の比率も日本と比べて比較に

ならないほど高く、その結果、出生率も高くなっています。女性の地位

を保障する法律婚主義を堅持している方が出生率が小さいわけで、身分

が保障されている官僚機構の方がパフォーマンスが悪いことと似ていま

す。日本や韓国の様な儒教文化圏の出生率が極端に低いのは、社会の男

尊女卑傾向の強さと関係があるように思います。同一労働同一賃金の原

則が確立されておらず、その結果、男女の賃金差が大きいことが、その

原因でしょう。成熟社会では、母親の生活力と出生率に、正の相関関係

があるのです。選択的夫婦別姓の本当の意味は、名のる名字の選択性を

認めることによって、真の男女平等を図ろうということにあります。夫

婦別姓を絶対に認めない考え方は、一見、社会の原点である家族を強固

にし、女性を守るように見えますが、結果的には、女性の労働を正当に

評価せず、いつまでも同一労働同一賃金の原則を実現させないことにつ

ながるのではないでしょうか。

（3）移民の活用

　移民を安易に受け入れると大きなデメリットがあります。まず、治安

が悪化し、社会保障や教育に関する支出も増加します。歴史的にみても、

カンボジアの領土であったメコンデルタやメキシコの領土であったカリ

フォルニアは、安易な移民受け入れで、ベトナム・アメリカの領土になっ

てしまいました。アメリカ人移民を大量に受け入れたハワイ王国がアメ

リカ合衆国の一つの州になってしまったことも有名です。どこの国も移
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民の受け入れには苦労し、日本でも、7世紀に同盟国であった百済や高

句麗の滅亡に際して、大量に発生した難民を渡来人という形で受入れた

り、明治期に欧米の先進文明を吸収するため、「お雇い外国人」として

多数の知識人を受け入れました。いずれの場合も、現在のシンガポール

のように、彼らに決定権は持たせず、破格の待遇を与えながら、その知

識のみを活用したのです。現在の中国人の水源地購買についても、投資

呼び込みと外国人コントロールのバランスが難しいところです。国民年

金や国民健康保険の受給に日本国籍を持っていなくてもよいという、国

籍要件の撤廃にむけた制度改正を続けてきた外国人に対する社会保障制

度改革の方向性は正しかったと言えるでしょう。外国人の権利・行為能

力についての制限は、極力、撤廃すべきです。日本への赴任を嫌がらな

いようにするためにも、外国人学校のレベルアップも必要です。一方で、

外国人の公務員就任権や参政権については、慎重に考える必要があると

思います。

　しかし、移民の受け入れることのメリットも大きなものがあります。

ブラジルは、日系移民受け入れることによって、近郊農業から始まって

あらゆる分野で発展の原動力を得ることができました。アメリカの強さ

は、世界中から優秀な人材を受け入れることにあることは、衆目の一致

するところですし、多国籍企業の強さは、一地域の常識にたら割れない

斬新な発想と明快な論理にあります。アジア・アフリカ・ヨーロッパと

いう三大陸にまたがり 600 年以上にわたって繁栄を続けることができた

オスマントルコの強さは、人種・門族民族・出身地にかかわらず優秀な

人材を帝国宰相の地位につけるというような柔らかな専制にあったと言

われています。その意味で、現在、日本が行っている東南アジアからの

外国人看護師導入政策は、見せかけだけの人材導入と評価されてもやむ

を得ません。

　21 世紀半ばには、人口ではフィリピンやベトナムが、GDPではイン

ドとブラジルが、日本を追い抜くでしょう。人口や経済規模が大きけれ

ばよいというものではありませんが、高齢化した国家の最大の問題は、
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社会が保守的になり、新しいことにチャレンジしようとしなくなり、す

べての面が停滞して、歴史のお荷物になってしまう危険性が大きいこと

だと思います。国境をまたぐ人の動きに関する仕組として、永久会員権

に当たる「国籍」と一時滞在の資格である「ビザ」があります。「国籍」

についての考え方には、親の国籍を引き継ぐという「血統主義」と生ま

れた土地の国籍を獲得するという「生地主義」があり、日本は血統主義

の考え方で仕組を作っています。経済の世界では、グローバル化に対応

して、国民総生産 GNPから国内総生産 GDPと、一般的に使われる指

標が変化しています。国籍要件の哲学についても、民族国家である欧州

でも「血統主義」から「生地主義」に考え方を変える国が出てきました。

戦略的に優秀な外国人の受け入れることが必要なことは言うまでもあり

ませんが、世界の変化は想像以上に早く、TPPと東アジア共同体とい

う問題は、この点からも考えなければなりません。少なくとも、「ビザ」

をもっと活用すべきでしょう。歴史をみる限り、移民を受け入れると刺

激を受けるのか社会全体の出生率が上昇します。現在までの出生率の結

果である 3割の人口減を容認し、欧州並みの 1割の移民を受容して、日

本社会の出生率をアップさせる決断をすべき時が来ていると思います。

７．公務員制度の直し方

（1）日本の公務員制度の特色と問題

　日本の公務員数は、欧米諸国と比べると多くはありませんし、汚職件

数も多くはありません。それにもかかわらず、日本人の公務員に対する

信頼度は、諸外国と比べると極端に低いのが現状です。ここに、日本の

公務員制度の不思議があります。その原因は、公務員制度の社会的位置

づけの変化・戦前の旧制高校教育に象徴されるノブレスオブリージュ教

育の廃止・現場を重視する日本文化の伝統の強さ、などにあると思われ

ます。現在、多くの先進諸国は、財政的に破綻し、それが、経済危機の

引き金になっているため財政収入増加（増税）が必要ですが、官の信頼
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の低下が、その障害になっています。また、少子高齢化の進展で、社会

保障の拡大が必要にならざるを得ませんが、現在の社会保障は、官主体

で運営されていますので、官の信頼の低下が、その障害になっています。

ここに、公務員制度改革が最優先の課題になっている背景があります。

　まず、公務員制度の社会的位置づけの変化ですが、キャッチアップの

時代には、官僚機構は、社会の機関車として、現実に存在する欧米社会

という答えのある問題に関して、如何に早く正答するかが求められまし

た。答えのある問題に如何に早く正確に答えるかは、官僚機構の得意技

です。この時代、官僚機構は実力以上の社会の信頼を勝ち得ることにな

りました。ところが、社会が成熟し、情報革命が進行し、未来が五里霧

中の状態になる時代になると、現場々々で、試行錯誤しながら、時代の

正解を探さなければならなくなります。そうなると巨大なピラミッド型

の組織である官僚機構の打つ手は、遅く不正確で、このことにより、官

僚機構は社会の信頼を急速に失っていきました。

　次に、戦前の旧制高校教育に象徴されるノブレスオブリージュ教育の

廃止があります。明治時代ほどではないにしても、戦後の高度成長期ま

では、東大卒の肩書は、それなりに権威がありました。しかし、日本社

会は、もともと、世界的にみても珍しいほど、平等意識の強い社会です。

能力の平等感もそれなりに強いわけです。大学進学率が 50％を超える

と、受験戦争の勝者である東大卒の肩書は、他人を蹴落とすのがうまい

試験巧者、たくさん塾に行った反射能力だけが高い者といった評価しか

受けないようになってきました。しかも、国際機関や外資系企業では、

幹部はみな博士号をもった大学院卒であり、日本の幹部公務員は、学歴

負けするようになりました。このことも、官僚機構が出す政策を国民が

信用しなくなる傾向に拍車をかけました。決定的だったのは、戦前の旧

制高校教育に象徴されるノブレスオブリージュ教育の廃止です。エリー

トに社会的責任を自覚させ、厳しい自己抑制を求める教育は、どの社会

でも行われていますが、戦後の日本は、平等主義の名のもとに、これを

廃止してしまいました。実際、日本の官庁の倫理性は決して低くはあり
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ません。しかし、民間企業と比べて、高いとも言えません。民間企業の

場合は、法令違反の行動は、長期的には、市場原理によって、排除され

ていきます。薬害エイズ事件や消えた年金問題にみられるように、官庁

の場合は、これがない分だけ、コンプライアンス機能が弱くなりやすい

のです。社会の強い反発にもかかわらず、天下りがなくならないのも、

官僚自身の心の底に、「自分はこれだけ勉強して公務員試験に合格し、

厳しい職務に耐えてきたのだから、その代償をよこせ」という気持ちが

あるからでしょう。

　最後に、現場を重視する日本文化の伝統の強さです。歴史学によると、

地方に主権が移動したという純粋な意味での封建社会が存在したのは、

欧州と日本だけだそうです。中国や南アジアでも中央政府の力が衰えれ

ば、国家は分裂し、地方は中央の言うことを聞かなくなりますが、建前

上は、各地域に主権があるわけではなく、一時的に国王の主権を代行し

ているだけなのです。封建時代には、中央政府の力が衰え、軍事・徴税・

司法などの権限が地方に移ります。現場の決定が、中央政府の決定に優

先することになるわけで、もともと、日本社会は、現場が強い社会なの

です。また、中国・朝鮮・日本・ベトナムという漢字文化圏の中で、日

本だけが科挙を行いませんでした。唐の文化を何でも受け入れた当時の

日本においては、試験の合格者に極端に強い力を与えることの危険性を

自覚していたものと思われます。このような歴史的背景があったのにも

かかわらず、日本の官僚機構は、自己目的化する仕組・責任を取らない

仕組・変化に対応しにくい仕組から脱却することができず、社会の信頼

を大きく失ったわけです。

　国家が誕生すると、最初にできる組織は、軍隊と官僚です。秦の始皇

帝が、中国を統一できたのは、秦の軍隊と官僚が、他の 6国より、組織

体として、優れていたからです。組織体として、優れているということ

の意味は、ある目的を掲げたら、それをどのくらい早く、コスト少なく、

確実に実行できるかです。実行のためにその組織には、大変なストレス

がかかります。そのストレスをはねのけるために、組織は、その構成員
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に運命共同体的な意識を持たせます。何々一家という言葉はそれを表し

ているわけです。年金という制度は、軍隊に対する恩給から始まりまし

た。生涯面倒をみると約束することほど、その組織に対する忠誠心を高

めることはありません。現代の日本において、組織に対する忠誠心が、

最も高いものは、官庁でしょう。このような共同体意識の強い官僚組織

は、諸刃の剣であり、使い方次第によって、国を飛躍させるし、崩壊に

も導きます。

　オスマントルコは、700 年にわたって、アジア・ヨーロッパ・アフリ

カにまたがる大帝国を建設・維持しました。この帝国を支えたのは、イェ

ニチェリと呼ばれる特殊な軍隊でした。オスマントルコは、征服した地

域のキリスト教徒の子弟を集め、徹底的に教育して、当時のヨーロッパ

のどの国にもない、効率的な軍隊を作り上げました。16 世紀まで、オ

スマントルコとヨーロッパ諸国の軍事バランスが、圧倒的にオスマント

ルコに有利だったのは、イェニチェリの存在によるところが大きいので

す。しかし、17 世紀になると、イェニチェリは、自分たちの権益を守

ることに汲々とし、改革に抵抗しました。ついに、ムハンマド＝アリー

は、玉石共に砕くと、イェニチェリを皆殺しにしなければ、近代化を始

めることができなかったのです。有能な君主、有能な政治家が、適切な

目標を提示し、組織を乗りこなしていかなければ、暴れ馬の様な組織は、

必ず暴走します。戦前の軍部も、それなりに、国家の行く末を案じ、そ

の問いに自ら解答を示して、国難を救おうとしました。しかし、その共

同体の強さゆえに、組織の論理が先立ってしまい、国家としての意思を

なかなか形成することができず、戦略的にみると最悪の決定をしてしま

いました。結果は、太平洋戦争への突入であり、国土は廃墟となりまし

た。軍部が提示した救国案は、どう考えても、正しい解答ではありませ

んでした。平成の官僚が、同じような行動をするのなら、昭和の軍人と

平成の官僚が国を滅ぼしたと言われることになるでしょう。

　官僚制には、長い歴史があります。アケメネス朝ペルシャのキュロス

2世や、秦の始皇帝が、官僚制を作ったのは、それまでの世襲貴族によ
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る恣意的な行政をやめようとしたからです。そのために、官僚制の匿名

性が強調されました。誰が、その問題を担当しても、同じ結果を出すた

めに、個人の名前を出さず、官僚機構を一つのマシンとして機能させよ

うというものです。しかし、このことにより、責任があいまいになり、

失敗しても、その教訓を組織に生かせなくなり、同じような失敗を繰り

返すようになってきました。薬害に対する対応などは、その典型例です。

2－ 3年の人事異動で、職員の担当部署が変わり、前の担当者と約束し

たことがウヤムヤになり、陳情をタライまわしすることに象徴されるよ

うな無責任体制が蔓延してしまいました。匿名による行政の恣意性の排

除という利点よりも、責任をとらないという、悪い面の方が大きくなっ

てきたわけです。国家賠償請求訴訟でも、公務員個人の賠償責任は問え

ないというのが、判例であり、最近は職務を萎縮させないという利点よ

り、無責任を助長するという欠点のほうが目立ってきました。

　オオジカは、大きな角が武器になり、生存競争に打ち勝っていきまし

た。しかし、その角は、どんどん大きくなって、移動の支障になってし

まっても、大きくなり続けてしまいました。外部環境の変化に対応でき

ず、一定の方向に変化が進んでしまうことを定向進化といいますが、現

在の役所の状況は、これに似ています。役所という組織は、税金という

形で、収入が自動的に入ってくるため、外部環境の変化が、組織の基盤

を切り崩していることが、なかなかわかりません。外部変化を組織に取

り入れる仕組が弱いことが、国民の信頼を失う原因になっています。た

とえば、会議をしていれば、義務を果たしているので、給料をもらう権

利があるというような、付加価値を無視した考え方が、官僚機構から伝

染して、社会全体を覆うようになり、日本は厳しい国際競争に勝てなく

なってきたのです。中立性の裏返しである形式主義の弊害などが目立つ

ようになってきたわけです。

（2）公務員の権利と義務

　公務員には、労働基本権が与えられていません。これは、全体の奉仕
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者であるから、自分たちの給与のことは、考えずに、しっかり仕事をし

ろという意味だと言われています。そのかわり、人事院勧告というもの

があって、社会全体の状況を専門家が鑑みて、それなりの給与を保障す

るというのです。しかし、これこそ、巨大な虚構です。すなわち、発展

途上国が、とにかく先進国に追いつこうと言うときのように、目標が明

確で、そのための手段である官僚機構にできるだけの力を与えようとい

うときにのみ通用する論理です。民主党は、公務員の総人件費 2割削減

を公約に政権を奪取しました。明治の公務員は、国民の平均所得と比べ

て、現在より、ずっと給与が高かったのです。しかし、その数は、相対

的にみてもずっと少なかったのです。公務員の総人件費 2割削減するた

めには、明治期の官僚制度を目指すべきだと思います。官でしかできな

い仕事だけを官がやり、そのかわり、優秀な人材を集めるために、高い

給与を出すべきです。しかし、その給与は、結果に連動したもので、し

かも、金銭を直接出すのではなく、国債などのストックオプション的な

ものにする必要があります。そして、人件費 2割削減の根拠は、仕事の

削減に求めなければなりません。

　よくいわれる議論に、日本の公務員の人口当たりの数は、欧米に比べ

て、少ないという事実です。しかし、日本の場合は、公社・公団・事業

団・公益法人などに努める疑似公務員が多いのです。したがって、それ

らを含めないと巨大な官僚帝国の実態が見えてきません。これらの疑似

公務員は、正規の公務員と比べると、法律によるコントロールがはるか

に弱いのに、市場経済によるチェックも受けません。官民の悪いところ

を併せ持ったような存在が、大きな社会的比重を占めているのです。し

たがって、この部分にメスを入れることがぜひとも必要です。

　税金の無駄はどこにもありません。役所が、税金を使うときには、必

ず合理的な理由をつけます。公務員試験に合格するくらいの法律や経済

の知識がある彼らの論理を、一般国民が打ち破れるはずはありません。

したがって、税金の無駄はどこにも見つけることはできないはずです。

しかし、これだけ借金ができてしまった現在の日本国においては、ある
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にこしたことはないが、優先度の低い事業は、止めなければならなりま

せん。人間は、自分に近い金ほど大事に使えます。自分の金、家族の金、

会社の金、国の金、など自分から離れれば離れるほど、どうでもよくな

ります。だから、金がないときには、それを最大限有効に使うために、

なるべく自分自身に金を集中させなければならなりません。財政は、国

も地方も、一般会計と特別会計に分かれます。税金一般の収入は、一般

会計に入り、保険料や着陸料の様な個別収入は、特別会計に入ります。

したがって、特別会計だから悪いという理屈はないはずです。どんなに

透明化しても、担当者の裁量の幅は必ずありますから、担当者自身が、

無駄をなくすような仕組を制度に組み込まなければならなりません。財

務省の前身の大蔵省があったころは、大蔵官僚の「官僚の中の官僚」と

いう誇りが、均衡財政を支える砦になっていました。これからは、全省

庁の幹部公務員の給与を国債にすることが、一つの歯止めになると思い

ます。

（3）公務員労働基本権の歴史

　第二次世界大戦終戦前の大日本帝国憲法の下においては、法により認

められた労働者の権利というものは存在せず、労働運動に対しては弾圧

的な政策がとられ、官吏は国家に対して、忠実に無定量の勤務に服する

ものとされていました。1945 年 GHQは、治安立法を廃止し、公務員に

も民間労働者と同様に、労働基本権を保障し、警察・消防・刑事施設職

員に団結権を禁止したのみでした。しかし、第二次世界大戦終戦後、公

務員に対しても、労働基本権が全面的に認められたこともあり、労働運

動は激化を極め、危機感を強めた GHQは、1947 年 2 月 1 日に予定され

ていた国鉄を含むゼネラルストライキを中止させ、政令 201 号を公布し、

一切の公務員について団体交渉権・争議行為を禁止し、争議を行った者

に対して懲役刑を含む罰則が設けられました。この時期の解釈は、公務

員は、全体の奉仕者であり、公共の利益のために勤務し、職務の遂行に

当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないので、争議行
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為を全面的に禁止することは合憲であるというものでした。

　その後、1966 年のいわゆる「全逓東京中郵事件」について、最高裁

判所は、従前の公共の福祉等を理由とした公務員の労働基本権規制は、

全面的に合憲であるという立場から、憲法第 28 条の労働基本権の保障

については公務員にも基本的には及ぶものとし、労働基本権を制約する

法規定は一定の考慮がなされてはじめて合憲であるとする「限定的合憲

論（合憲限定解釈）」をとりました。更に、1973 年の全農林警職法事件で、

それまでの合憲限定解釈を否定し、争議行為を一律に禁止する国家公務

員法の規定を合憲としました。

　太平洋戦争以前には、労働基本権なるものは、日本に存在しませんで

した。GHQの指令により、財閥が解体され、労働組合を作ることが、

奨励されました。その結果、公務員を含めたすべての労働者が、労働基

本権を持つようになりました。しかし、2.1 ゼネストが計画されると日

本経済の復興にとって、致命傷になると班案した判断したに GHQよっ

て、2.1 ゼネスト中止指令が出されました。そして、公務員の労働基本

権が、制限されたのです。このように考えると、公務員労働基本権の制

限は、何よりも政治的な産物であるということがわかります。

（4）諸外国の状況

　財政赤字が大きい無には国は、どこでも、財政再建のために、公務員

制度改革に取り組んでいます。しかし、それに対する反発も大きく、多

くのストライキが起こっています。特に、ユーロ危機の引き金を引いた

ギリシャでは、激しい公務員のストライキが起こっています。2010 年 5

月に政権交代が起こったイギリスでは、議会第 1党となった保守党の

キャメロン党首が首相に就任し、公的部門の改革を断行しようとしてい

ます。すなわち、2015年度までに財政赤字のGDP比率を10.1％から1.1％

に下げるために、公務員を中心とした激しいストライキが起こっている

にもかかわらず、公務員 49 万人の削減し、医療と対外援助を除く各省

庁のすべての予算は今後 4年間で最低 25％削減し、地方自治体予算の 3
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分の 1のカットと削減した公共サービスの外注・民営化を行っています。

また、年金支給年齢を 2020 年までに 65 歳から 66 歳に引き上げ、付加

価値税を 11 年 1 月に 17.5％から 20％に引き上げ　、銀行新税を 11 年 1

月から導入し、法人税率を 15 年までに 28％から 24％に引き下げました。

　フランスでは、財政支出削減目標を達成するため、今後 3年間に 450

億ユーロ（5兆 1000 億円）の支出を削減する計画を発表しました。ニ

コラ・サルコジ大統領は、年金受給開始年齢を現行の 60 歳から 62 歳に

引き上げ、最高所得階層にも、所得税の 1％追加を求めました。年金受

給開始年齢はミッテラン政権の 1983 年に 65 歳から 60 歳に引き下げら

れたわけで、国民運動が獲得した大きな成果だったわけです。それを後

退させる今回の改革は、国民にとって容易に妥協できる内容ではありま

せんが、改革の必要性の方が大きいのです。ユーロ危機の発端となった

ギリシャ、PIGS（ポルトガル・アイルランド・ギリシャ・スペイン）

と呼ばれる財政状態の悪い国の中で、ついに危機が顕在化したアイルラ

ンドなど、欧州では、どこでも公務員制度改革に躍起になっています。

なぜならば、経済危機の引き金が財政危機だったわけですから、増税を

国民に飲んでもらわなければなりません。しかし、多くの国民が、穴の

あいたバケツに、水を注いでもしょうがないと思っています。バケツの

穴をふさぐ象徴が公務員制度改革ということになります。国民が増税を

支持する前提が公務員制度改革という状況が、多くの国で生じているわ

けです。

　公務員労働基本権については、欧米諸国は、軍人、警察官等を明文で

禁止しているほかは、争議権も認めています。かつて、民営化に反対し

た国鉄が、順法闘争という形で、ストライキを強行したことは、まだ我々

の記憶に鮮明に残っています。どんな形にせよ、ある政策に絶対反対し

ようという集団が、実力行使を決意したら、それを止めることはできず、

政府は、その行動に対して、毅然として対抗するしかありません。特に、

ゴミ収集、公営交通機関、水道・電気・ガス、学校給食調理師、用務員、

公用車の運転手のように、公権力に直接係わらない仕事をする現業公務
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員を、特別扱いして、身分保障する必要性は、ないと思います。大胆な

公務員のリストラを断行するためにも、公務員労働基本権について、根

本から、考え直す時期に来ていると思います。

（5）公務員改革の基本方針

　平時の組織改革は、極めて難しいことですから、増税の機会をとらえ

て、増税と引き換えにやるしかありません。しかも、これは、現在のピ

ラミッド型の組織をネットワーク型に変える起爆剤にならなければなり

ません。公務員改革の基本方針は、雑務廃止・給与業績連動・身分保障

廃止の 3方針で行うべきだと思います。

　まず、公務員に無駄な作業をさせてはいけません。優秀な人間に無駄

な作業をさせるのは、社会の損失です。無駄な作業の最たるものが、国

会・議会答弁のレクチャーです。無駄な国会待機や明け方までの資料作

りは、大幅に節減できるはずです。そのためには、選挙の洗礼を受けた

官僚が、役所の幹部になるという仕組を作る必要があります。局長職以

上（指定職）は、政治任命とし、よく事情が分かった人間を、その職に

つけるべきです。そして、彼らが、野党の質問に対して、自分自身の見

解をもとに答弁し、国会は、実質的な議論をする場にならなければなり

ません。そのためには、霞が関から、人材が、もっと政界に出ていくべ

きだと思います。専門知識を持った人間が、選挙の洗礼を受けて、責任

を持って、国会答弁する仕組作りが、ぜひとも必要です。政治家と官僚

の役割分担は、どの社会でも、議論の多い、普遍的なテーマです。政治

任用のあり方については国によって定義・形態とも様々です。人的規模

でみるとアメリカの政治任用職は数千人に及びますが、イギリスでは

100 人に達しません。フランスの政治任用職は、職業公務員出身者が大

半を占め、基本的に退職後は、また、職業公務員へ復帰します。一方、

ドイツでは職業公務員出身者が大半ですが、退職後には元の職場には戻

らないことが多いのです。これらの制度の優劣を一概に論ずることはで

きず、時代と場所により、正解が変わりうるものだと思いますが、今後
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10 年間の日本社会にとっては、大きな時代の変革期にあるという意味

で、専門知識と使命感のある人間が、政治家になって官僚組織を引っ張っ

てゆける政治主導が、ぜひとも必要だと思います。そのためには、役所

の局長クラスを、現在の職業公務員職から政治任用職に変えるべきで

しょう。

　次に、給与の仕組を変えなければなりません。給与を業績と連動する

仕組が必要です。そのためには、現在の給与法の年功序列的な給与表を

廃止すべきです。また、幹部公務員の給与は、少なくとも、その一部は、

国債で支給することだと思います。民間でも、ストックオプションは、

一般化しています。現代社会において、会社が大きな存在感を持つのは、

その効率性と変化対応力です。進化論が教えるところでは、生存競争を

続ける生物の世界で、どの生物が生き残るのかは、最も強いものではな

く、最も変化に対応できたものであったことは、広く知られています。

　役所の幹部は、経営者でもなければなりません。経営に責任を持たな

ければなりません。会社という仕組は、経営に責任を持たせるという仕

組ゆえに、現代社会において、重きをなしています。この仕組を、公務

員制度にも取り入れなければなりません。財務省が大蔵省と呼ばれてい

た時代には、「官僚の中の官僚」といわれた大蔵官僚の誇りが、国債の

乱発の歯止めになっていました。しかし、今や、その誇りもなくなって

しまいました。国債を増発し続ければ、いつかは、国債が紙くずになる

ことは、だれの目にも明らかです。それを阻止する力が、政府部内で生

まれてこないのは、国債発行者である官僚の生活と、国債の増発が何も

関係ないからです。日本経済の強さは、中小企業の強さであると言われ

ます。それは、中小企業の社長は、自分の生存と会社の生存が、同義で

あるからです。自分自身の生死がかかっているために、必死で、会社が

生き延びる道を模索します。この仕組を、役所にも、導入しなければな

りません。そして、給与法を改正して年功序列的な俸給表を廃止し、同

一業務に民間企業の参入を許すことによって業績本位の給与体系に改め

ざるを得ないようにし、結果的に 50 代の給与を削って 30 代へまわし、
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公約であった給与 2割カットへの道筋をつけないと国民負担増への支持

を得られません。

　更に、身分保障の仕組を変えるべきです。何故、公務員だけ、身分保

障が必要なのでしょうか？成績主義の公務員制度を維持するためには、

任命権者による恣意的な人事を禁ずる必要があるからと説かれますが、

これは、公務員に限ったことではありません。一般の労働法で、保護さ

れれば充分です。全体の奉仕者・職務の中立性を言うのであれば、裁判

官の身分保障・国会議員の不逮捕特権など、職種ごとに必要な身分保障

をすればよいのであって、一律の身分保障は、官界のぬるま湯化を助長

してしまいます。日本の公務員数は、欧米と比べた場合は多くはありま

せん。しかし、官僚機構が、日本社会の機関車として、全体を引っ張っ

てきたという位置づけから、官僚機構の雰囲気が、社会全体の雰囲気を

決定しています。そして、この官僚機構の気分が、日本社会全体に、蔓

延し、日本丸の船底に穴があいて、水がなだれ込んできているのに、何

とかなるという気持ちを国民全体に与えています。

　それから、幹部公務員の一括採用が、必要です。あらゆる組織には、

縄張り争いがあります。これは、動物界全般について言えることであり、

これが、活力の源泉になっている面もあります。しかし、現在の縄張り

争いはひどすぎます。兄弟会社が、過当競争をしている状態であり、そ

の弊害をなくすためには、各省庁の局長以上（指定職）は、政治任用す

る形で、一括採用するしかありません。労働基本権については、公務員

を一律に考える必要はなく、治安・防衛関係の公務員は、特別にしても、

それ以外は同じはずです。現業公務員が行っている業務は、なるべく民

営化して、その職員の権利義務は、一般の労働法で取り扱うようにし、

非現業公務員には、争議権を与えるようにします。以上の様な前提条件

をクリアしたうえで、徹底した官僚機構のリストラ（地方支分部局・公

益法人・社会保障）を行う必要があります。そのポイントは、必要だが

優先度の低い物を切る物差しと共通番号制・社会保障個人口座の導入の

二つです。市場や選挙の洗礼を受けない役所は、常に膨張を続ける性癖
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があります。その対策として、定期的なリストラを制度に組み込まなけ

ればなりません。歴代の政権は、今まで、定員や予算を通じて、この課

題に取り組んできましたが、この手法だけでは、限界があります。

　それは、今後のリストラは、無駄排除ではなくて、優先順位の低いも

のの排除へと大きく力点が変わるからです。ものごとに優先順位をつけ

るためには、判断のための物差しがはっきりしていなくてはなりません。

その物差しは、個人でできることは個人にゆだねることと、将来の知恵

を増やすことを大事にすることの 2つだと思います。すなわち、国から

基礎自治体に、そして基礎自治体から個人に権限を移し、各人が自己決

定するように仕組を変えることが必要です。また、一票の格差を是正し

て、子育て・教育・研究に金を使わざるをえない仕組を作ることです。

具体的には、重複行政を排し、身近なところで、金の使い道を決められ

るようにすることに基づく、リストラを行うべきで、その最大のものが、

社会保障です。

　重複行政の象徴である日本年金機構と国税庁の統合問題も、役所に金

がなくなれば、自然と解決します。年金・医療などの社会保障制度への

不信の原因の一つは、これらの制度を役所だけが担っていて、自分たち

が負担した保険料や税金などが、役所のいいように使われているという

ことにあると思います。この不信感を解消するためには、共通番号制・

社会保障個人口座の制度を作り、自分が出した金の使い方を透明化し、

無駄を自分で省ける仕組を作ることが必要です。この基準は、「民でで

きることは民で」、「地方でできることは地方で」という新自由主義的な

考えと、将来の知恵を増やすための芽を育てるために「ヒラの人を大事

にする」と言う趣旨の共同体主義的な考えを調和させるものでなければ

ならないということになります。

　リストラとは、本来、首切りの意味ではなく、外部環境の変化に合わ

せて、組織を再構成することであったはずです。維新の元勲、大久保利

通卿が、先進国に追いつくために、日本の官僚機構の原型を作ってから

1世紀半、その基本原理に大きな変更はありませんでしたが、今回は、
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その基本原理に変更を加えなければならないのです。基本原理に変更を

一言でいえば、インターネットを利用した重複のあぶり出し・中抜き・

ピラミッド型からネットワーク型へ変更ということになると思います。

たとえば、国税庁と日本年金機構の業務は、国民から金を集めるという

点で似ており、一体化した方が、重複部分を省略できるので効率的です。

しかし、現在のように業務の競争相手がおらず、職員の給与が業績と関

係なく決まる現状では、一体化しようという動機が生まれません。リス

トラとは、結果的にそうなるという動機がなければ成功しません。

　以上のことは、長期的な改革点ですが、短期的には、以下の様な、改

革を実施する必要があります。まず、公務員の職務専念義務を外し、国

会議員などに立候補しても、落選した場合は、元の職場に戻れるように

して、官界から政界への人材移動を容易にします。そのうえで、議員・

幹部公務員の給与を国債で、支給することを給与の 1割から始めるべき

です。また、政務官が局長を兼任することによる政治主導の徹底を、局

長数の 1割から始めます。これらことにより、日本官僚機構の士気は下

がり、効率は、大幅に低下するものと思われます。しかし、それにもか

かわらず、この変革は、是非とも必要であり、日本の官僚機構は、それ

を乗り越える力を持っていると信じています。

（6）日本の運命を決める三策

　情報革命の波に襲われている現在の東アジアの状況は、19 世紀半ば

の状況と、よく似ていると思います。それは、19 世紀半ばに産業革命

の波に襲われた日本・中国・朝鮮などの各国のとった政策の善し悪しが、

その後 1世紀の各国の基本的な力関係を決めてしまったという意味にお

いてです。この数年間に、日本がどのような政策をとるかは、これから

1世紀の日本の運命を決めてしまう可能性が大きいと思います。

　上策は、まず、一票の格差を是正して若者の意見を実現しやすくした

うえで、情報技術の多用や年金・医療保険・保育所などへの会社参入の

容認で、レベルアップと役所の無駄排除を行い、国民負担率は 50％以
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内に止め、消費税率も 10％までとして、今後の経費増や累積債務の解

消は、共通番号制を基礎にした所得税アップとインフレで賄うものです。

補助金廃止による天下り根絶・公務員給与の業績連動や一部国債支給な

どの構造改革を行い、結果的に国税庁と日本年金機構の一体化などの行

政機構改革が行われ、それから、共通番号制を基礎に社会保障個人口座

制を確立し、これにより把握された各人の収入に基づく負担で、高齢化

対応経費を賄うのです。中策は、消費税増税により高齢化に対応します

が、事前に高齢化による経費増の全貌を明らかにし、それに対応する歳

出削減を行うというものです。下策は、必要に迫られ、小出しに消費税

を上げていき、基本的には、現在の仕組のまま、ヨーロッパ並みの消費

税率になってしまうというものです。国民の英知を結集して、上策をと

ることができることを心から願っています。


