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財経詳報（２００３年８月２５日）特別論考

経済発展、社会公正と福祉の向上を目指して

国際経済政策研究会代表

経済協力開発機構（OECD）元副事務総長

重原　久美春

　不況の長期化と企業のリストラに伴う中高年層の失職や離職、若年層の非労働力化、

職業上の理由による自殺の増大などの社会問題は今後どうなるのか。日本経済の更な

る発展のために市場競争と実績主義による経済効率の向上が重視される一方で、所得

格差を拡大し、社会の連帯感が弱まり、国民の生活不安が募ることを懸念する声も強

い。一体、市場経済原理の尊重により経済力を強化すると共に、国民全般に亘る福祉

の向上を図るためには、どのような取り組みが必要なのだろうか。

国家目的としての社会保障・福祉

　日本における社会保障・福祉は、第二次世界大戦後に制定された新憲法（第２５条）

のなかで初めて国家の責務と明定された。大戦直後は戦傷者、引揚げ者、戦災孤児や

失業者などへの救貧対策が中心であったが、１９５０年に社会保障制度審議会が発表

した「社会保障制度に関する勧告」によって社会保障という概念が規定された。この

勧告には、イギリスにおいて社会保障制度の確立のため４２年に取りまとめられたベ

バリッジ報告が大きな影響を与えた。６１年には医療保健と年金保険に関して「国民

皆保険」の礎が確立され、８３年には高齢化社会の到来に備えて老人保険が、そして

２０００年には介護保険が、付け加えられた。

　こうした幅広い分野に亘る社会保障制度の充実と共に、日本においても欧米先進工

業国におけると同様、社会保障関連の財政負担が大幅な増加傾向を辿ってきた。経済

協力開発機構（OECD）統計によれば、公的社会保障関連支出の国内総生産（GDP）に対

する比率は、１９７０年以降約３０年の間に、加盟国平均で約１０％ポイントもの大

幅な上昇をみている。日本の対 GDP 比率は７０年時点では約５％と、欧州連合（EU）

諸国平均（１５％強）やアメリカ（１０％強）をかなり下回っていたが、その後は急

激に上昇し、９８年（国際比較が可能な最近年）には EU 諸国平均（約２５％）に比べ
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れば依然として低いものの、アメリカ（１５％強）とほぼ同じ水準にまで上昇した。

　この間、多くの先進工業国において、財政赤字の拡大から国債に対する市場の信認

が弱まった。こうして財政節度の回復を迫られるなかで、増大する社会保障支出の歯

止めをかける必要性が論議されるようになった。また、各国国民の平均的な経済生活

水準を「購買力平価で計測した一人当たり実質 GDP」というおおまかな指標で捉える

と、第二次大戦後の復興期を経て８０年代末頃までは、社会保障制度の進んだ欧州諸

国や日本がアメリカとの格差を縮める傾向にあったが、９０年代に入って格差が再び

拡大に転じるようになり、これを基本的な背景として、社会保障制度と経済成長との

関係が論議を呼ぶようになった。特に欧州諸国においては、構造要因による失業の高

止まりが続くなかで、失業保健や最低賃金など労働市場に関連した社会保障制度のマ

クロ経済効果が注目されるようになった。

社会公正の観点

　他方、アメリカでは、９０年代後半に高成長に伴い雇用の増大と失業率の目覚まし

い低下がみられたにもかかわらず、高所得層と低所得層との間で所得格差の拡大傾向

が改まらず、これが社会公正の観点から問題として取り上げられた。所得格差の拡大

傾向は、欧州においても多くの国で９０年代に入って看取され、その原因と対応のあ

り方が論議の的になった。ウルグアイ貿易自由化交渉のさなかにあった当時、EU 市場

統合や北米自由貿易協定などに伴う域内競争の激化のほか、旧社会主義国の市場経済

移行、東アジア諸国の輸出攻勢も加わり、地球儀的規模での諸国間の貿易・投資・技

術移転などによる経済統合（いわゆるグローバリゼーション）が、先進工業国全体に

おける所得格差拡大の構造要因として働いているという見方が保護貿易主義者を勢い

づかせた。彼等は、新興工業国や開発途上国から安値製品の輸入が増大すると共に、

これら諸国へ先進国企業が生産拠点を移転した結果、高い技能を要しない職種に従事

している先進国の被雇用者が失職し、あるいは賃金の引き下げを迫られ、比較的高度

の技能を持つ人達との間で賃金格差が拡大している、という見解を多いに利用した。

　我が国においても、近年、構造改革や金融機関の不良債権の処理など、国内におけ

る政策ないし市場要因で生ずる非効率企業の市場退出や不採算部門の縮小に伴う失職

や賃金削減に加え、海外要因、特に中国からの安価で且つ日本の消費者の好みを満足

させることの出来る製品の大量流入に伴い、競合品を作っている国内企業で賃金を含
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む生産コストの引下げや事業の閉鎖を迫られる懸念が強まっている。

　賃金など市場で決定される所得について生ずる格差を是正するため、日本を含む先

進工業国は特に第二次世界大戦後、社会保障の充実に努めたほか、累進所得税率の引

き上げや低所得層に対する税控除など、政府による所得の再配分機能を強めてきた。

もっとも８０年代に入ると、アメリカではレーガン政権の税制改革によって所得再配

分機能が弱められ、またイギリスや日本などでも累進税率を単純化ないし平準化する

改革があった。ただしアメリカでは、９０年代にクリントン政権の下で社会公正を図

る視点から、最低賃金が若干ながら引き上げられた。

グローバリゼーションへの対応

　グローバリゼーションは、競争原理を通じて先進国経済全体としての効率化に役立

つと共に、新興工業国や開発途上国に経済発展の機会を提供するという点で、それ自

体は積極的に推進すべきものである。しかしながら、グローバリゼーションが同時に

所得格差を拡大し、これが先進国内の社会公正や社会連帯を損なう主要な要因でもあ

るという見方がある。もし、そうだとすれば、こうしたグローバリゼーションの陰を

打ち消すために、社会保障の一層の充実や税制などを通ずる所得の再分配機能を更に

強めるべきなのだろうか。一体、こうした所得再配分政策の強化は、中長期的な経済

成長にマイナスに作用し、税収の基盤を損ない、財政赤字を拡大し、経済力を更に弱

める、という悪循環を生むものなのだろうか。もしそうだとしたら、経済成長の促進

と福祉水準の向上を同時に図るために良い代替政策手段があるのだろうか。

　こうした一連の問題について OECD では、筆者が経済総局長として在任した９０年代

から、加盟国の社会経済政策の運営に役立つよう様々な研究を深めてきた。まずグロ

ーバリゼーションの進展と所得分配の動向との関係に関する OECD の分析について述べ

ると、OECD 諸国の新興工業国や開発途上国との貿易の拡大は OECD 諸国における賃金

格差拡大の背景にある非熟練労働に対する需要減少の主因ではない、という結果が得

られた。先進工業国において高い技能を持った人とそうでない人との間で賃金格差が

拡大しているのは、グローバリゼーションよりも、近年目覚ましく発展した情報通信

技術、経営革新などの結果として各種の労働に対する需要と供給のミスマッチが大き

くなったことが主因である、というのが OECD 分析の結論であった。

　ここで、より最近、日本でも注目されるようになった中国貿易の影響について見て
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みよう。まず、マクロ的には、中国の対日輸出が大幅に増加する一方で日本の中国向

け輸出も急増しているわけであり、日本の総供給と総需要のバランスが中国貿易によ

って大きくデフレ方向に傾き、ネットでみた日本の労働者の就業機会がこれによって

大きく減少している状況ではない。一方、ミクロ面をみると、確かに、動きとしては、

中国と競合する製品分野において、賃金が下押すとか廃業を迫られる動きが生じ、こ

れが中国向け輸出の好調な業種との間の賃金格差を拡大する方向にあると言えよう。

しかし、中国からの輸入総額はまだ日本の GDP の１％台半ば相当に過ぎず、日本全体

として捉えた賃金格差拡大の主因として中国貿易の影響に着目するのは行き過ぎであ

ろう。この点、技術革新や企業の経営革新などによる職能給重視の動きなどが日本の

賃金所得格差を拡げる潜在要因として重要になりつつあるという議論の方がより説得

的である。もっとも、圧倒的な人口の多さと教育水準の向上に裏打ちされた中国の潜

在的な経済発展力の大きさからみると、賃金格差が大きい中国との間の貿易や直接投

資の展開が日本の労働需給バランスにやがて大きな影響を及ぼすようになる可能性は

十分念頭に入れて置かねばなるまい。これに対する基本解は、経済発展に伴い多様化・

高度化すると見込まれる中国の消費者の需要にもマッチした付加価値の高い財・サー

ビスを提供できる態勢を作るため、日本側の労働供給構造を柔軟なものにすることで

ある。

　とどのつまり、中国との関係緊密化を含むグローバリゼーションに伴う賃金格差の

行き過ぎた拡大を防ぐには、技術革新に伴う労働需給のミスマッチという賃金格差拡

大要因に対処する場合と同様、就業者の技能の向上と適応力の強化を図ることが大切

である。学校教育においては、「生涯学習」の基本となる基礎学力の向上、そして社会

に出た後も保持することが益々重要になっている向学心の植え付け、が主眼となるべ

きであろう。低所得層の子弟の高等教育投資に関する中長期融資の仕組みの整備など

も望まれよう。一方、社会人については、企業のほか地方公共団体などの公的機関に

よる職能訓練の強化に加え、自己研鑽による技能の向上や新しい技能の習得によって

付加価値の高い職種への転換を促進するため、社会人の自己学習費用に関する税制優

遇の拡充も検討されるべきだろう。また、不幸にして失職した人達に対しては、失業

保険金の支給にあたり、より高度の職業訓練の義務付けなどによって、社会復帰へ手

立てを強化することも大切である。

経済発展、社会公正と福祉の向上
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　社会保障制度が行き届いた欧州諸国と同様、特に高齢化の進展が早い我が国でも、

制度を支える保険料や税負担の増加から、就業者の家計が更に圧迫され、また企業の

コストが高まることに対する懸念が強まっている。こうした状況下、本年６月１６日

に発表された社会保障審議会の意見書「今後の社会保障の方向性に関する意見」にお

いては、経済の活力の視点を踏まえつつ、社会保障が経済の活性化に貢献し、社会の

安定・有効需要の創出・労働力の再生産など企業活動を支える面があることに留意が

必要であると述べられている。しかし、社会保障負担については、マクロベースでみ

ると、現在の水準は、欧州諸国と比較して相対的に低く、２０２５年までを見通して

も、イギリス、アメリカよりは高いが、イギリス以外の欧州諸国の水準よりは低いと

見込まれると指摘するにとどめており、マクロ数値をもって許容される負担の上限を

示すことは行っていない。

　経済発展と社会保障などとの関わりあいについては、OECD が最近、加盟諸国を対象

とした実証分析の結果を発表した。これによれば、社会保障負担額の対 GDP 比率が１

８．５％（計測期間における中位数）から１％ポイント上昇した場合、長期的には GDP

水準が０．７％低下するという結果が得られている。一方、設備投資の対 GDP 比率の

１％ポイントの上昇は GDP 水準を１．３％、また就業人口の就学年数の１年の増加は

６％強、それぞれ上昇させるという計算結果であった。勿論、こうした計測の解釈は

慎重に行わなければならない。社会保障費用の増大が増税や保険料の増加などでファ

イナンスされてきた事実に着目すれば、計測されたのは増税などのマクロ経済に対す

るマイナス効果であるという見方もできるのである。

　一方、社会保障制度や税制による再配分後でみた所得の平等・不平等と経済成長と

の関係については、OECD が加盟諸国を対象に行った実証分析によると、前者から後者

への直接的な因果関係は検出できなかった。もっとも、この分析から直ちに、再配分

前の市場所得の段階で捉えた不平等を是正するために行われた社会保障支出や課税が

マクロ経済パフォーマンスを悪化させるものではない、という結論を導くことも早計

である。

　いずれにせよ、社会保険料や税負担が GDP 対比でどの水準に達したところでマクロ

経済に対するマイナス効果が重要になるのか、比率の更なる上昇につれてマイナス効

果がどのように変化するのか、という肝心の問題に関する決定的な答えは得られてい
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ない。OECD の研究は現在加盟国から入手出来る最も精緻な国際比較データに基づいて

行われたものであり、これ以上に説得的な実証研究の成果は当面は期待できないかも

しれない。

　こうした状況下、「福祉の行きすぎが経済活力を殺ぐ」という立場から、いわゆる国

民負担率（税と社会保険料支払いの合計額の対 GDP 比率）についてマクロ的な数値で

上限を設ける決定的な拠り所はなかなか見出し難いであろう。現状では、社会保障制

度を構成する年金、医療、介護などの各種のシステムによって、生涯のある特定の段

階の個人や家計に負担が集中し、負担の過重感が生じることを避けるため、比較的所

得水準の高い高齢者層を含めた幅広い世代が、給付とのバランスをとりながら、税と

保険料支払いによる負担を分かち合うような配慮が重要であろう。

　

　高齢化による就業人口比率の低下は、それ自体、全国民平均でみた物質的生活水準

を引き下げる要因である。大きなパイの分配であっても公平を期すことは容易でない。

大きなパイの分配の時期を経た後、より小さいパイの分配に公平を期すことは更に難

しいものとなることは疑いない。こうした事態を避けるには、今後、産業全般で就業

可能人口の一人当たり・単位時間当たり労働生産性を大きく向上させなければならな

い。これこそが、技術革新と内外競争原理の強化を柱とする構造改革の真の目的でな

ければならない。

　それと同時に、高齢化・少子化に伴う就業人口比率の趨勢的な低下を極力抑えるこ

とが経済社会福祉につながる労働政策の大きな柱にならなければならない。女性の一

層の社会進出は、男女の平等化という、それ自体独立した価値を持っているが、高齢

化に伴う労働供給の減少を是正するという経済効果を持っていることも事実である。

そして、欧米諸国の事例に照らしてみても、既婚女性の更なる就業率上昇が必ずしも

出生率低下・少子化をもたらすものではないことをはっきりと認識しなければならな

い

　

　高齢化のなかで経済活力を保持するためのもう一つの正攻法は、高齢でも就業可能

な人達が経済活動に能動的に携わる誘因を強化することである。こうした観点から、

税制や年金受給制度を見直すことが必要であろう。それと同時に、技術革新が早いテ

ンポで進む将来展望のなかで、中高年層の就業能力を高める「生涯学習」を広い意味

での社会保障・教育政策の一環として捉え、中央政府と地方自治体が企業や家庭と一
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体となって対応することが肝要である。高齢化社会において経済発展と社会公正を同

時に達成するためには、こうした幅広い政策配慮が重要であろう。
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