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Ⅰ.	 問題意識と課題

1.	危機が露わにした脆弱性

日本は、東日本大震災・津波、および東京電力福島
第一原子力発電所事故による甚大な被害のもとで、重
苦しい景況感と財政逼迫感に包まれて、2012年を送
ろうとしている。世界もまた、政府債務危機・金融不
安に震撼し続けている。

2008年9月のリーマン・ショック後の世界金融経
済危機は「100年に1度のツナミ」と呼ばれたが、そ
こではとくに日本経済の脆弱性が露わになった。東日
本大震災が露わにしたのは、さらに根深い日本の社
会・経済の脆弱性であり、それらは従来の自民党長期
政権の所産でもある。経済的ショックにも自然災害に
も強い、タフな社会へと建て直すことは、日本にとっ
てまさに焦眉の課題である。
私は、かねて生活保障システムの比較ジェンダー分
析というアプローチを通じて、日本の社会・経済の特
徴や問題点を検討してきた［大沢2007：大沢2010；
Osawa 2011］。日本の社会・経済の諸問題を「社会的
脆弱性」として捉え返し、社会・経済の再構築への示
唆を得るためにも、本稿では生活保障アプローチの意
義を浮き彫りにしたい。

2008年9月中旬にアメリカの大手投資銀行リーマ
ン・ブラザーズが破綻した直後には、麻生太郎内閣の
経済財政担当大臣だった与謝野馨は、そのショックを
「ハチが刺した程度」と表現したものである。しかし
ほどなく、日本の株価や輸出、国内総生産（GDP）
の落ち込みが、主要先進国のなかで最大であることが
判明していった。2009年7月に内閣府が公表した平

成21年度年次経済財政報告は、それを「衝撃的」と
表現しなければならなかった［内閣府2009：99］。日
本のGDPはその後もはかばかしく回復していない。
「100年に1度のツナミ」が露わにした日本経済の脆弱
性は、自民党政府にとっては「想定外」だったといえ
よう。

2009年8月30日の総選挙では民主党が地すべり的
な勝利を収め、歴史的な政権交代が実現した。11か月
後の2010年7月に公表された平成22年度年次経済財
政報告では、荒井聡経済財政担当大臣によるはしがき
が、主要先進諸国のなかで「デフレに陥ったのは日本
だけであり、政府債務も群を抜いて高い水準にある」
と指摘した。そして、「お金の回りの悪さ」などの
「重石」をとり除き、「外からのショックに強い経済を
実現する」必要があると表明している［内閣府2010］。
さらに8か月後、2011年3月11日には、文字通り

1000年に1度の規模の大地震と津波が東日本の太平
洋岸を襲い、東電福島第1原発の危機をも引き起こし
た。東電福島第1原発の危機について東京電力やそれ
に連なる専門家からは、津波の規模が「想定外」だっ
たという弁明がおこなわれた。しかし、政府の事故調
査・検証委員会の調査によって、2011年12月中旬ま
でに以下が判明した。東京電力本社や同社福島第一原
発の所長等の幹部は、冷却装置の構造を認識していな
かったこと（1号機）、現場の運転員が所長の判断を
仰がずに冷却装置を停止したこと（3号機）、そうし
た幹部の認識不足や現場の独断専行が事故拡大を招い
たこと、である（『毎日新聞』2011年12月16日、『朝
日新聞』2011年12月18日）。
このように人災というしかない東電福島第1原発の

事故を別としても、大震災と津波によって、世界で第
2ないし3位の経済大国で、数10万の人々が水・食料
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といった究極の必需品の欠乏に苦しむ事態は、数日間
にはとどまらなかった。現代の日本社会において、い
ざという時にも最低限の生活は保障されるかといえ
ば、そのしくみは心許ないものだったのである。
リーマン・ショック後のGDPの激しい下落は、な

るほど自民党政権にとっては「想定外」だったであろ
う。小泉純一郎内閣の最後の「骨太方針2006」は、
小泉改革が日本経済を「筋肉質」の構造に変貌させた
と誇っており、自民党政権において社会・経済の脆弱
性の認識が不足していたことは明らかだ。いな、認識
不足というよりも、研究者や国際機関の指摘を無視し
てきたというのが、実情である［大沢2010］。東電・
原子力ムラが、客観的な研究者の警鐘を無視しておき
ながら、有事には「想定外」を主張した対応とのあい
だに、偶然とは思われない同型性がある。
事態から目をそむけない人びとにとっては、2000

年代半ばまでに日本の社会・経済の脆弱性が十分に明
白になっており、発信もおこなわれていた。すなわち
東日本大震災の以前に、リーマン・ショックにも先立
って、日本社会では、10年以上連続して年間3万人以
上が自殺し、統計が取れる諸国で自殺率が最も高いレ
ベルにあった。また「貧困」である人が人口に占める
割合も先進国で最も高いレベルにあった［大沢2010］。
ここでの貧困は、人並みに生活を成り立たせ、社会に
参加していくうえで、所得が低いということをさす。
さらに出生率も、10年以上にわたって世界最低水準
に低迷している。
つまり、日本は世界で最も長寿の国とはいえ、天寿
を全うすることも困難なら、新しいいのちを授かり育
てることも困難な社会である。また、世界有数の経済
大国でありながら、日々の生計を賄うことが困難な人
が少なくない。もちろん経済大国なら貧困率が低くて
当然というつもりはない。アメリカも世界トップの経
済大国でありながら、貧困率は日本より高いからだ
（アメリカの自殺率は高くないものの、平均寿命も高
くはなく、出生率は先進国で最高レベルにある）。
ともあれ、日本は先進国きっての「生きにくい」社

会であるといえるだろう。しかし政府は、2009年4
月までは日本社会に貧困が存在すること自体を認めよ
うとしなかった。2006年6月に、竹中平蔵総務大臣
は朝日新聞のインタビューに答えて、「社会的に解決
しないといけない大問題としての貧困はこの国にはな
いと思います」、と断言していたのである（『朝日新
聞』2006年6月16日；大沢2010：45－46）。このよ
うな経過に照らして、2012年12月16日の衆議院議員
選挙で、自民党が大勝し政権に返り咲いたことの意味
を、見据えなければならない。

2.	生活保障システムというアプローチと「ジェ
ンダー」

上記のように、人びとの生活が成り立ち社会に参加
できる条件について、私は、「生活保障システム」と
いうアプローチで考えてきた。そして、生活が保障さ
れるうえで社会政策が果たす機能について、国際比較
を重視して論じてきた（大沢2005；大沢2007；大沢
2010；Osawa 2011）。生活が保障されるとは、暮らし
のニーズが持続的に充足されることといいかえられ
る。暮らしのニーズが持続的に充足されるうえでは、
生活を営む場や所得を得る機会＝選択肢が必要であ
り、稼得活動や地域生活をおこなうとは、メンバーと
して承認されて社会に参加することでもある。先進国
と呼ばれるような諸国では、家族や企業、労働組合、
非営利協同などの民間の制度・慣行にたいして、政府
による税・社会保障制度や雇用維持政策、労働市場の
規制などの制度・政策がかみあいながら、生活を営む
選択肢が用意され生活が障なされている。そうした民
間の制度・慣行と政府の法・政策との接合（articulation）
が、「生活保障システム」である。このアプローチは
また、生活保障システムの「機能不全」ないし「逆機
能」のアウトカムとして、下記の「社会的排除」の概
念を取り入れている。
その際に強調したいのは、「天下国家」の「お金の
回りの悪さ」も個々人にとっての「生きにくさ」も、
「ジェンダー」、すなわち性別の分業や役割期待と強く
関連しているということだ。生み育てるという営み
は、いうまでもなく男女の役割分担（ジェンダー）と
かかわっている。また、自殺者の大多数は男性である
が、国際比較すると日本の自殺率の高さは、女性にお
いてこそ深刻である。そして、子どもを生み育てるこ
との困難や自殺は、明らかにお金だけの問題ではない
とはいえ、じつは日本では、これらの問題とお金の問
題が強く結びついてきた。
いっぽう貧困問題は、男性が職を失うことと結びつ
けられがちである。近年、日本社会に貧困が広がって
いることを強く印象づけたのは、ホームレスの問題や
2008年末から09年初めにかけての「年越し派遣村」
であり、その映像などに登場するのが圧倒的に男性だ
ったためでもあるだろう。しかし、これも国際比較す
ると、日本の労働年齢の貧困層のいちじるしい特徴の
1つは、有業者が2人以上いる世帯が占める割合が高
い点にある［OECD　2009］。有業者が2人以上の世帯
とは、多くが夫婦共稼ぎ世帯と考えられる。共稼ぎで
も貧困ということは、女性が働いてお金を稼ぐ力（稼
得力）が弱いという、ジェンダー問題を反映するので
ある。
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さて、欧州連合EUは2000年代の初めに、21世紀
の最重要課題の1つとして「貧困および社会的排除と
の闘い」を掲げ、克服するべき事態の筆頭に低所得と
いう意味の貧困をあげている。「社会的排除（social 
exclusion）」は、低所得や所得格差をはじめ、言語や
情報（教育）の格差、健康の不平等、市民権の壁など
のために、社会のいろいろな場面に参加する機会＝選
択肢が乏しいことをさす。排除を克服することが「包
摂（inclusion）」である［大沢2011a］。選択肢が限ら
れるというのは、贅沢ができないことではない。たと
えば、家族にとって必要な食料や衣服を賄えない、電
気・ガス・水道を停止されるなどは、人生の基本的な
選択肢が剥奪されている状態といえるだろう。そうし
た剥奪のリスクは、低所得の場合に明瞭に高くなる
［阿部2006］。
そして日本では、金融経済危機を追い討ちするかの
ように未曾有の自然災害が襲った。社会地理学者の池
田恵子が紹介するように、国際的な災害・復興の実践
や研究においては、自然災害の被害が自然の破壊力
（ハザード）と「社会的脆弱性（social vulnerabilities）」
の関数であるという認識が共有されてきた［池田
2011］。東日本大震災で大きな被害を受けた地域は、
以前から人口高齢化、雇用機会や所得、地方政府の財
政力などの面で、脆弱性を抱えてきた（原子力発電所
はそうした地域に集中している）。津波の不可避的な
被害と見える事態のなかにも、社会のあり方に由来す
る被害、したがって防げたかもしれない被害があると
考えられる［大沢2011b］。
社会的脆弱性としては、人口面（高齢化、過疎）や

経済面（雇用機会、所得）に言及されることが多く、
エスニックあるいは宗教的な分裂なども注目される。
「社会的排除」が脆弱性をもたらすと考えられるだろ
う。そして、高齢者や貧困者の大多数は女性であると
いうように、脆弱性の諸側面を横断する次元としてジ
ェンダーがあることが、看過されてはならない。
それにしても、なぜ生活保障システム論なのだろう
か。それはどのようなアプローチなのか。生活の保障
において、家族や企業、労働組合、非営利協同などの
民間の制度・慣行と、政府による税・社会保障制度や
雇用維持政策、労働市場の規制などの制度・政策が、
社会により時代によって、どのように接合し、いかな
る成果をもたらしているのか。このような課題は、過
去20年以上のあいだ、福祉レジーム論を焦点としつ
つ研究されてきた。生活保障システム論の意義を浮き
彫りにするために、福祉国家や福祉レジームの比較研
究の経緯とその限界を確認することが、本稿の課題で
ある。

Ⅱ.	 福祉レジーム3類型論とその内
在的批判

1.	エスピン＝アンデルセンの福祉国家3類型

広く知られているようにイェスタ・エスピン＝アン
デルセンは、1990年の著書『福祉資本主義の3つの
世界』において、福祉国家3類型論を提起し、国際的
に大きな影響を及ぼした。3類型とは、1980年前後の
実態にもとづいて設定された「自由主義的」（アング
ロサクソン）、「保守的」（大陸西欧）、「社会民主主義
的」（スカンジナビア）である［Esping-Andersen 
1990: 26－29］。
すなわち、第一群の「自由主義的」福祉国家（アメ
リカ、カナダ、オーストラリア）では、資力調査（ミー
ンズテスト）にもとづく扶助（選別主義）と、控え目な
普遍主義的移転ないし社会保険が、支配的である。公
的な福祉給付には、劣等性や落伍者の「熔印（stigma）」
がつきまとい、最低限のレベルにおさえられる。他方
で企業福利や個人年金のような私的福祉が補助されて
きた。ちなみに「普遍主義」と「選別主義」とは対に
なるタームであり、普遍主義的とは、職業や居住地
域、家族関係や、とりわけ所得によって、給付への資
格を限定したり区分したりしないことをいう。
第二群は、オーストリア、フランス、ドイツ、イタ
リアなどの「保守的」福祉国家である。そこでは諸権
利は階級と「地位（status）」に付属しており、地位の格
差を維持することが最も重視されるので、国家給付の
再分配効果は極小にされる（給付の規模は小さくない）。
このモデルはまた、伝統的な家族のあり方を維持しよ
うとする。社会保険は無業の妻を排除しており、保育
サービスなどは未発達である。個人のニーズはまず家
族が充足し、家族の能力がつきた場合にのみ国家が介
入するという「補足性（subsidiarity）」の原則が強い。
第三の「社会民主主義的」福祉国家（北欧諸国）は、

高度に「脱商品化」された普遍主義的な福祉プログラ
ムをもち、身体労働者もホワイトカラー雇用者や公務
員も、ひとつの社会保険制度に組織している。このモ
デルはまた、家族を営むさまざまな費用を社会化し
て、個人の自立能力を最大にしようとする。具体的に
は、国家が児童にたいして直接に所得を移転し（実質
的な児童手当や奨学金）、育児や高齢者介護の責任を
ひきうけることにより、個人とくに女性が、家庭より
も仕事を選択できるようにしている。この体制は完全
雇用の保障をひきうけているとともに、真に完全雇用
が達成され、なるべく多数が所得をもち社会保険料や
税を負担することに体制の存続をかけているという。
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なお、社会民主主義的体制の理想は、家族への依存
ではなく、女性の経済的自立を含めて、個人が独立す
るための諸能力を最大化することにあり、その意味で
「自由主義と社会主義の独特の融合」である。これに
たいして保守主義的伝統では女性の就業は抑止される
のであり、自由主義的理想のもとでは、市場の神聖さ
にくらべるとジェンダーへの配慮は二の次になってい
る［Esping-Andersen 1990: 28］。

2.	脱商品化と階層化

エスピン＝アンデルセンは、類型の特徴づけでは、
このようにジェンダーや家族の側面を強調したが、実
際の分類の指標にはジェンダーや家族を組み込まなか
った。すなわち、類型分けの軸となったのは、「脱商
品化（de-commodification）」という概念である。脱
商品化の度合いを示す指数の要素は、①社会保険（年
金、失業保険、疾病保険）の現金給付の標準的な純収
入にたいする比率（所得代替率）、②その受給資格を
えるための加入年数要件、③年金財政のうち個人負担
の比率、④失業保険・疾病保険のカバレッジ（労働力
人口に占める加入者の比率）および65歳以上人口に
占める公的年金受給者の比率、などである［Esping-
Andersen 1990: 49－50, 54］。
なお、「疾病保険」とは傷病によって休業する場合

の所得補償であり、医療サービスの費用が保険給付さ
れるという意味での健康（医療）保険ではない。疾病
給付は、雇用されて稼得がある者の稼得が中断するこ
とを補償するのである 2。指標のうち④の要素では、
労働力人口（就業者と失業者）であって失業・疾病保
険を適用されない者、すなわち自営業主とその家族従
業者、短時間のパートタイム雇用者、学校卒業後未就
職者（雇用者社会保険の適用歴がない）、給付期間が
すぎて失業・療養し続ける者などの規模が、スコアを
左右する。女性や学生がパート・アルバイトとして労
働力人口に参入し、（短時間就業のために）疾病・失
業保険が適用されないと、カバレッジは低下すること
になるだろう。公的年金受給者の比率については、自
営業の家族従業者や専業主婦の扱い（任意加入かどう
か）が、スコアを左右することになる。
資本主義社会では、労働者の生存が自己の労働力を
販売することにかかっているという意味で、人びとは
商品化されている。脱商品化指数が高いとは、老齢退
職や失業・傷病のために労働力が恒久的または一時的
に「売れない」場合でも、相当の所得が社会保険制度
によって補償され、かつとくに年金の費用が、本人の
拠出よりも政府や雇用主によって負担されることを意
味する。

労働力が「売れない」ことによる所得喪失のリスク
が、社会的にカバーされ、しかも権利とされているこ
とによって、労働力が純粋な商品としての地位から脱
すると捉えるのである。同書の「日本語版への序文」
は、脱商品化について、「個人（と家族）が市場に依
存することなく所得を確保し消費できる」程度を示す
ものと、いいかえている［エスピン・アンデルセン
2001：iv］。
他方でエスピン＝アンデルセンは、福祉国家が階級
と社会的秩序を構造化する主要な制度であると見て、
福祉国家の組織的特徴と社会の「階層化」のあり方と
の関連を検討した。保守的体制は伝統的な地位関係を
維持しようとし、忠実な公務員には特権的な福祉を提
供するなど、社会保険制度が「地位」によって分立し
ている。そこでこの体制は、職域によって分立してい
る公的年金制度の数（「コーポラティズム」）、および
公務員にたいする年金給付費の対GDP比（“Etatism”）
によって捉えられる。自由主義的体制は、保守主義的
な階層化は一掃しようとするいっぽうで、市場が生み
出す階層化には国家介入を控える。そこでこの体制
は、資力調査（ミーンズ・テスト）つきの扶助が公的
社会支出（公務員給与を除く）に占める比率、医療支
出総額に占める民間部門の比率、そして年金支出総額
に占める民間部門の比率を指標として捉えられる。
最後に社会主義的体制は、「普遍主義」の度合い、
および給付の平等性を指標として捉えられる。給付の
平等性は、疾病・失業・年金保険の各制度にかんし
て、法的に可能な給付最高額にたいする基準的給付額
の比率の平均をさす。社会主義のもう1つの指標であ
る「普遍主義」は、16－64歳の労働力人口のうち疾
病・失業・年金各給付の受給資格者の平均比率である
［Esping-Andersen 1990: 73, 78］。
ここでも脱商品化指標の④と同様の微妙な問題があ
る。女性が「中途半端に」労働力化するよりは、専業
主婦でいるほうが、普遍主義のスコアが高くなり、
「社会主義的」とみなされるのだ。
ようするに脱商品化指標でも階層化指標でも、国家

（社会保障給付）と市場（賃金所得）の関係、および
階級にかかわる不平等が重視されており、反面で家族
やジェンダーを組み込まない分類といえよう。

3.	福祉国家3類型論への批判―内在的批判と機
能代替論

エスピン＝アンデルセンの以上のような福祉国家3
類型論は、国際的に大きな影響を及ぼし、それだけに
また種々の批判を受けてきた。内在的には、エスピン
＝アンデルセンの分類の結果が一貫していないことが
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指摘される。たとえば日本とスイスは、脱商品化序列
ではフランス、ドイツといった保守的福祉国家にごく
近いとされ、福祉国家を社会の階層化のシステムとし
て捉えて分類する際には、自由主義的福祉国家群に位
置づけられている［Esping-Andersen 1990: 52, 74］。日
本とスイスの位置づけに一貫性がないばかりでなく、
日本の脱商品化評点そのものに不整合が見られる［大
沢1996：88］。日本の脱商品化評点については、後段
で紹介するスクラッグスたちの研究［Scruggs & Allan 
2006］によって修正されることになった。他方で、3
類型の適合度を検証した研究からは、ベルギー、フラ
ンス、イギリス、オランダのすわりが悪いことも指摘
された［Esping-Andersen 1999: 86-87］。そうした検証
作業からは、3つではなく4つ（以上）の類型を設定
する修正提案も出された。本稿では、福祉国家の機能
代替を重視する議論、フェミニスト社会政策論からの
批判、新しい4類型論 3、および2つの次元論を見よう。
福祉国家3類型論が社会保険給付の所得代替率やカ

バレッジを重視するのにたいして、労働能力者の生活
保障としては、再分配以上に1次的分配が重要である
という指摘が成り立つ。労働力が「売れなかった」場
合に事後的に所得を移転する再分配が、不要だという
のではない。しかしその前に、まずは「売れ残り」が
出ないようにし、また「売れた」場合にも不当に買い
叩かれたり、使い潰されたり使い捨てられたりしない
ように保護されていれば、再分配はさほど重要ではな
くなる。
この観点からは、経済成長促進政策や雇用維持政策
をつうずる十分な雇用機会の提供、最低賃金制度、労
働時間や職場の安全衛生の規制、労働組合による労働
条件の維持向上が、着目される。それらが機能すれば
福祉国家による再分配は小さくてすむという意味で、
労働市場政策が福祉国家の「機能代替（functional 
equivalents）」となる［Bonoli 2003a;三浦2003］。三浦
まりは具体的に、性別や年齢階層別に異なる失業リス
クと所得維持のパターンを、「雇用パフォーマンス」
と定義して 4、福祉国家による所得保障との代替関係
を検討している［Miura 2001］。
さらに、J・キャンベル［Campbell 2002；キャンベ
ル2008］やマルガリータ・エステベス＝アベ［Estévez-
Abe 2008: 31, 35-36］の研究では、日本の第2次世界
大戦後の社会政策ないし福祉資本主義にそくして、家
族支援的な税制上の優遇措置、保護貿易や農業の保
護、価格補助、公共事業、起業にたいする行政的障壁
のような競争抑制的な規制などが、公的社会支出の
「機能代替」としてとりあげられている。とくにエス
テベス＝アベは、日本政府が福祉機能の代替のために
動員した資金（「福祉基金」）として、財政投融資（に

使われる郵便貯金、簡易生命保険積立金、公的年金の
積立金など）だけでなく、生命保険会社の資金にも注
目した。エスピン＝アンデルセンがそうしたもろもろ
の機能代替を見落としたことを、彼女は「社会民主バ
イアス」と呼んでいる［Estévez-Abe 2008: 4, 41, 46］。
井手英策はエステベス＝アベの機能代替論を援用し
つつ、財政学の立場から、日本の福祉国家のありかた
を「土建国家（Construction State）」と規定している
［井手2011］。井手によれば日本の土建国家（として
の福祉国家）では、社会保障なかでもとくに対人社会
サービスが低水準であり、それを補うように高水準の
公共投資と低い租税負担率を組み合わせて、利益を分
配してきた。毎年のように減税をおこないながら高水
準の公共投資を賄うことができたのは、国債の発行と
財政投融資による［井手2011：4、12－13］。公共投
資は、農山漁村の住民に兼業先を提供することによ
り、事実上の低所得者対策として機能してきた。公共
事業の抑制によって雇用機会が乏しくなると、人口が
大都市圏、とくに東京圏に移動することになり、地域
の需要と雇用機会はいっそう低下する。縄田康光がト
レースしたように、東京・大阪・名古屋の3大都市圏
にたいする地方圏からの人口転入超過の大きさは、
1970年代初年以来、公的固定資本形成の規模（対
GDP比）と鮮明に逆行していた［縄田2008：図表8］。
生活保障という関心からは、公的社会支出だけに視
野を限定するべきでないのは当然である。ただし、も
ろもろの規制や保護策、公共事業などが公的社会支出
の機能代替であるかどうかは、雇用機会や所得の格差
の是正、自営業も含めた雇用の維持といった政策の意
図だけでなく、それらが機能した成果によっても判断
されるべきだろう。

4.	フェミニストからの批判と福祉レジーム論へ
の進化

エスピン＝アンデルセンにたいしては、フェミニス
トから早々に、福祉国家類型論はジェンダー中立的な
用語で記述や分析をおこないながら、分析概念や分析
単位が男性を起点にすることが少なくない、と批判さ
れた。ジェンダー研究ではまた、世帯主／個人モデル
やearner/care-giverモデルなどの独自の類型論が発達
してきた。そもそも、男性が稼いで妻子を扶養し女性
が家事育児を担うという想定が、第2次世界大戦の直
後には欧米諸国のいずれでも強かったとしても、福祉
国家の制度設計がジェンダー視点から見て一様だった
わけではないことも明らかにされた。たとえばスウェ
ーデンの制度では当初から「男性稼ぎ主」規範の刻印
が薄く、早くも1970年代にはそれを払拭したとされ
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る［Sainsbury 1996: chap. 3］。
これをうけてエスピン＝アンデルセン自身が、福祉
国家という枠組みでは狭いと考え、『ポスト工業化経
済の社会的基盤』（1999年）において、ジェンダー視
点も取り入れて、自説を「福祉レジーム」論に進化さ
せた［Esping-Andersen 1999］。実際、「福祉国家」とい
う枠組みでは、家族、企業、労働組合、非営利協同組
織などの民間の制度・慣行を視野に入れにくい。
そこで福祉レジーム論では、福祉供給において国

家・市場・家族の3者がどのような比重を占めるかが、
その3者が構成する福祉レジームの制度構造を決め
る、という考え方が明確にされた。社会民主主義（ス
カンジナビア）レジームでは、政府（狭義の福祉国
家）が福祉供給に大きな比重を占め、自由主義（アン
グロサクソン）レジームでは市場（企業）に福利厚
生・職業訓練などの機能が内部化されている。保守主
義（大陸ヨーロッパ）レジームでは家族の比重が大き
くて政府は家族機能を支えているとして、｢家族主義
的｣ とも呼ばれる。福祉レジーム論は福祉国家類型論
の再構成であり、やはり1980年前後の実態にそくし
て設定されている［Esping-Andersen 1999: chap. 5］。
しかし、「福祉レジーム」なら十分かというと、エ
スピン＝アンデルセンの福祉レジーム論でも、福祉国
家類型論と同様に、社会保険制度のカバレッジや給付
水準という国家福祉が、事実上、タイプを分ける指標
になっている。ただしそこでは、脱商品化指標よりも
階層化指標が重用されている。すなわちロジスティッ
ク・オッズ比を計測することで、自由主義レジームの
特徴は、資力調査つき社会扶助が社会的支出に占める
比率（1990年代初期）と私的年金が年金全体に占め
る比率（1980年代）にあるとした。社会（民主）主
義レジームの特徴は上記の意味の「普遍主義」にある
とされ、保守主義レジームの特徴は上記の意味の「コ
ーポラティズム」にあるとされた［Esping-Andersen 
1999: chap. 5］。
たしかに福祉レジーム論では、ジェンダー視点から
の批判を受け入れて、新たに「脱家族主義化（de-
familialization）」概念が導入された。脱家族主義化は、
家族メンバーの福祉やケアにかんする家族の責任が、
福祉国家からの給付ないしは市場からの供給によって
緩和される度合い、あるいは社会政策（または市場）
が女性にたいして自律性を与える度合いを示す。この
場合の「自律性」は、労働力として商品化されるうえ
での自律性、もしくは独立した世帯を営むための自律
性をさす。
定義から明らかなように、脱家族主義化には、福祉
国家を通ずるルートと市場を通ずるルートがあること
になる。福祉国家を通ずる脱家族主義化の指標は、①

家族向けサービス（保健医療を除く）にかんする公的
支出の対GNP比、②家族手当と税控除の総合的価値、
③3歳未満児童にたいする公的保育のカバレッジ、④
65歳以上高齢者にたいするホームヘルプ・サービス
のカバレッジ、である［Esping-Andersen 1999：51, 
61］。なお、保守主義レジームの特徴は、この福祉国
家の脱家族主義化が有意にマイナスである面にも見出
されるとされた。
他方で、市場を通ずる脱家族主義化の指標は、さほ
ど明確でない。エスピン＝アンデルセンによれば、3
歳以下の幼児を対象にした民間（半民間）のデイ・ケ
アの価格については、いくつかの国のデータがある
が、その他の民間福祉サービスの価格については比較
データがほとんどない。そこで彼は、民間の幼児デ
イ・ケアの費用を検討している。それは、アメリカで
はいちじるしく安く、ヨーロッパでは非常に高いとい
う。アメリカで安価な理由は、低賃金労働者の大きな
プールがあり、低賃金の保育サービス労働の供給が豊
富なためであるという［Esping-Andersen 1999：63-
64］。さらに、民間デイ・ケアの費用負担を緩和する
ような政府の助成（児童給付や税控除）、そして妻の
就業にたいする阻害要因、すなわち妻の稼得にたいす
る限界税率や妻の就業がもたらす社会保障給付のカッ
トの割合も検討している［Esping-Andersen 1999：
64-67］。
しかし、児童給付や税控除は、福祉国家を通ずる脱
家族主義化の指標の②と重なり、妻の就業の阻害要因
として検討されるのも福祉国家の特徴である。
ここで注意しておきたいのは、エスピン＝アンデル
センの「家族主義（familialism）」を「家族擁護（pro-
family）」と同一視してはならず、したがって「脱家
族主義化」は「家族敵視（anti-family）」の政策では
ない、という点だ。いわく、家族主義は、「世帯こそ
がそのメンバーの福祉に主要な責任を負うべきである
と想定する、というより固執するようなシステムであ
る」。エスピン＝アンデルセンは次のようにも念を押
している。「積極的な家族政策が非常に未発達なのは、
イタリアやスペインのように最も家族主義的なレジー
ムにおいてである［Esping-Andersen 1999: 51］。
ともあれ、脱家族主義化の指標でも、家族向けの公
的支出の大きさと社会サービスのカバレッジ、税制を
通ずる所得移転など、国家福祉が軸になっている。そ
うして国家福祉が基軸とされるのは、｢福祉｣ を公的
な現金給付や財・サービスの給付と事実上同一視する
ためと考えられる。そのため「福祉レジーム」概念で
も、国家福祉が未発達な時代や社会、国家福祉の比重
や役割が低下する時代や社会は視野に入りにくい。
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5.	あらためて4つの世界？

上にふれたように、福祉レジームの類型は、3つで
はなく4つ（以上）になるはずだという批判が、しば
しばおこなわれてきた。そうした類型の修正案のう
ち、1990年代半ばまでに提起された批判には、エス
ピン＝アンデルセン自身が『ポスト工業化経済の社会
的基盤』（1999年）で反論し（第5章）、3類型を維持
している［大沢2007：47－50］。それが2000年以降
になって、脱商品化や社会の階層化、脱家族主義化な
どの指標が再検討され、並行して新たな4類型論とと
もに、2つの次元論も提起されてきた。以下では、そ
れらを見ていこう。
まず宮本太郎の4類型論である。宮本は、日本では
最も早くにエスピン＝アンデルセンの業績に言及した
比較政治および福祉政治の論客であり、近年では「生
活保障」論を展開している。宮本の生活保障論は、社
会保障（社会保険・公的扶助・社会サービス）と雇用
保障（雇用の創出・拡大を実現する諸政策）を2つの
柱と位置づける［宮本2008：2－3］。
宮本の最近の論文によれば、エスピン＝アンデルセ
ンの3類型において日本を位置づけることが困難であ
った理由は、「福祉レジーム」の類型のみを基準とし
たことにある。福祉レジームに「雇用レジーム」を組
み合わせれば、一貫した説明ができるという［宮本
2011：196］。すなわち、フェミニスト社会政策研究
の「男性稼ぎ主モデル」と「個人モデル」をとり入れ
て、福祉レジームの両極とし、雇用レジームでは、
「完全雇用への政府の関与」の強弱で識別する。福祉
レジームを水平軸、雇用レジームを垂直軸として4つ
の象限を設定すれば、日本は第1象限の「男性雇用志
向型」、スウェーデンは第2象限の「両立支援型」、ア
メリカは第3象限の「市場志向型」、ドイツは第4象限
の「一般家族支援型」、と位置づけられる。この4類
型によって、福祉国家の規模や雇用保障のあり方にお
ける日本と大陸ヨーロッパ諸国との相違も、適切に反
映できる、というのである［宮本2011：197－200］。
ドイツの雇用レジームについて、「完全雇用への政

府の関与」が弱いと宮本が特徴づける根拠は、若年層
を中心に失業率が高かったこと、女性労働力率は低
く、男性中核労働者に早期退職を奨励しながら労働力
の世代交代を図ったこと、にあるようだ［宮本2011：
198－199］。
ちなみに、宮本がドイツの雇用レジームの特徴とし
てあげる諸点を、エスピン＝アンデルセン自身はどう
見ていただろうか。エスピン＝アンデルセンによれ
ば、各福祉レジームは、1980年代から1990年代にか
けてポスト工業化に適応してそれぞれの「ルート」を

たどった。宮本があげる諸点は、それらのうち、保守
主義レジームの動向と位置づけられている。実際、
1980年頃までの西ドイツでは日本よりも失業率が低
く、女性の労働力率も日本より顕著に低くはなかった
（1990年代初めには、50歳までの年齢層ではドイツの
女性労働力率が日本より高い）［佐々木2010；内閣府
経済社会総合研究所編 2005；図表 3－ 3、3－ 5］。
1990年の東西ドイツ統一以後は、労働市場の状況も
雇用政策も異なる位相にあると考えられる。そうした
近年の状況から、宮本がドイツの雇用レジームを特徴
づけることは、どこまで妥当だろうか。
宮本の問題意識は、福祉国家の規模や雇用保障のあ
り方を重視する場合、日本とドイツを同じグループに
くくることが適切かというものであり、この点はたし
かに重要である。しかし、上記の4類型論はいまだ発
想にとどまっている。自由主義・社会民主主義のレジ
ームにくらべて、保守主義レジームではグループ内の
分散が大きいことは、エスピン＝アンデルセン自身に
よっても、その後の研究でも、認められている［大沢
2007：49；Mandel 2009］。
最近提案されたもう一つの4類型論は、新川敏光に
よる。新川も比較政治や比較福祉レジームの有力な論
客であり、国際共同研究を精力的におこなってきた。
今回の4類型論は、エスピン＝アンデルセンの脱商品
化指標と「脱家族化」指標を、縦横に組み合わせるも
のである。保守主義レジームでは、脱商品化指標は高
いが「脱家族化」指標が低いのにたいして、南欧や日
本では両指標とも低いとして、第4類型の「家族主義
レジーム」と位置づけている［新川2011：15－17］。
エスピン＝アンデルセン自身が家族主義的な諸国と
分類したのは、オーストリア、ドイツ、イタリア、日
本、オランダ、ポルトガル、スペインであり、ベルギ
ーとフランスが以上の諸国に準ずるとしている。そし
て、ドイツとイタリアを保守主義の典型例とし、その
脱商品化指標は「稼ぎ手（breadwinner）」にとって
「高度」ではあるが、社会民主主義レジームにおける
ように「最大限」ではないと位置づけている［Esping-
Andersen 1999: 85］。エスピン＝アンデルセンの脱商
品化指標では、イタリアと日本はそれぞれ 24.1と
27.3で、フランス（27.5）、ドイツ（27.7）、スイス
（29.8）などに続く中位のグループに入り、その指標
が低いアングロサクソン諸国とは区別されるからだ。

6.	問い直されるエスピン＝アンデルセンの指標

ここで問題になるのが、先に触れた脱商品化指標の
正確さである。この点の本格的な問題提起は、コネチ
カット大学のL・スクラッグスたちによって、2006
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年に発表された［Scruggs ＆ Allan 2006］。エスピン＝
アンデルセンが『福祉資本主義の3つの世界』で脱商
品化指標を算出するために用いたデータは、彼自身を
含む研究者グループがストックホルムのスウェーデン
社会調査センターで構築したものであり、「SSIBデー
タファイル」として引用されている［Esping-Andersen 
1990: Table 2-1, 2-2］。しかし、このデータファイル
が公開されていないため、スクラッグスたちは、エス
ピン＝アンデルセンの方法に極力忠実に従いつつ、み
ずから1971－2002年のデータを構築し、「比較福祉
受 給 資 格 デ ー タ セ ッ ト（Comparative Welfare 
Entitlement Dataset）」としてウェブ上に公開した
（http://sp.uconn.edu/~scruggs/welproj.htm）。2006年の
論文では1980年時点の指標について論じている 5。
まず、脱商品化指標を構成する3つの社会保険制度
の個々にエスピン＝アンデルセンが与えた評点が正し
いとすると、日本では失業5.0、疾病6.8、年金10.5
で合計は22.3となり、（統合）脱商品化度として表示
された27.3は、明らかに単純な記入ミスである。し
かし、エスピン＝アンデルセンの方法にしたがって3
制度の評点を構成しなおすと（「模写」）、それぞれ失
業4.5、疾病6.2、年金9.4で、合計は20.0となる。ア
メリカの14.4、オーストラリアの16.0についで低い
評点である。イタリアも 24.1ではなく21.9となり、
日本についで低い。さらに、エスピン＝アンデルセン
の意図に従って各国の各制度を解釈しなおし、「給付
の手厚さ」指標を構築すると、アメリカやオーストラ
リアの評点は「模写」の結果より高く、日本では変わ
らず、イタリアやアイルランドの「給付の手厚さ」指
標は「模写」の結果より低くなる。その結果、日本は
アメリカについで2番目に低く、それにオーストラリ
ア、イタリア、アイルランド、イギリスがつづく
［Scruggs & Allan 2006］。

1980年の日本とイタリアが「給付の手厚さ」指標
において最低のグループに属するというのは、新川の
新しい4類型論と整合的な結果かもしれない。しかし、
スクラッグスたちがここから引きだす結論は、脱商品
化指標がレジームを分類する要素としては弱い、とい
う点である。同時に、3制度の評点の相互の相関が高
くないことも注意される［Scruggs & Allan 2006: 68-
69］。アメリカでは年金給付と失業給付は平均程度だ
が、疾病給付が評点ゼロであるために、統合評点が最
低となる。日本とイタリアでは、年金給付の手厚さは
平均以下とはいえドイツより高いが、疾病給付が厚く
なく、失業給付が端的に薄いために、統合評点が低く
なる。ドイツでは年金給付は平均より薄いが、失業給
付は平均以上、疾病給付はトップクラスの手厚さであ
る。統合評点が30を越える高得点国は3制度とも評

点が高いが［Scruggs & Allan 2006: 68-69］、それ以下
の諸国については、統合評点が高い（低い）からとい
って、エスピン＝アンデルセンが定義した意味での
「脱商品化」度が高い（低い）とはいいにくい。
なおスクラッグスとアランは社会の階層化指標につ
いても検証し、こちらでは1980年時点のみならず
2002年時点の結果も示している［Scruggs & Allan 
2008］。エスピン＝アンデルセンの『福祉資本主義の
3つの世界』では、検討された18か国のうち15か国
までが、保守主義、自由主義、社会主義の3つの次元
のうち1つでのみ高スコアであり、緊密なクラスター
を作っていると思われた（例外の3か国は、アイルラ
ンド、ニュージーランド、イギリス）。
ところが、スラッグスとアランが指標を再構成して

分析した結果、1980代初年でも2002年頃でも、18か
国の3分の1にあたる6か国を明確に分類できないこ
とになった（両時点で同一の6か国ではない）。たと
えばカナダとデンマークは、自由主義でも社会主義で
も高スコアとなった（カナダはエスピン＝アンデルセ
ンのスコアでは中位）。イギリスは自由主義で中位の
スコアであり社会主義で最高のスコアとなった（エス
ピン＝アンデルセンのスコアでは社会主義で中位）。
ニュージーランド、アイルランド、ノルウェー、ベル
ギーは3つのレジームのいずれでも高スコアをあげて
いない。他に目立つのは、エスピン＝アンデルセンに
よれば社会主義のスコアが高かったフィンランドとノ
ルウェーが中位または低いことになり、低かった諸国
（オーストリア、フランス、アイルランド）が中位に
位置づけなおされたことである。

1980年から2002年にかけての興味深い変化は、保
守主義の次元でスコアが高い国が減り、社会主義の次
元で高スコアの国が増えたことである。自由主義の次
元では、低スコアのグループからオランダとノルウェ
ーが中位のスコアのグループへと移っている。
［Scruggs & Allan 2008］。

7.	類型でなく2つの次元？―進歩的自由主義と
伝統的保守主義

次にスクラッグスがポンチュソンとともに取り組ん
だのは、主成分分析だった［Scruggs & Pontusson 
2008］。これはヒックスとケンワージーの2003年の
論文［Hicks & Kenworthy 2003］の方法にならいつつ、
データを入れ替えたものである。
ヒックスとケンワージーは、エスピン＝アンデルセ
ンの社会の階層化指標をはじめとする指標を主成分分
析し、3つのレジームならぬ2つの次元を見出した。2
つの次元とは、第一に「進歩的自由主義（progressive 
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liberalism）」の次元、第二は「伝統的保守主義」の次
元である。第一の進歩的自由主義の次元は、エスピン
＝アンデルセンの社会主義的体制の特徴と自由主義的
体制の特徴を両極とする単一の次元である。そのうち
社会主義の極の特徴は、「普遍主義」（16－64歳の労
働力人口のうち疾病・失業・年金各給付の受給資格者
の平均比率）と「給付の平等性」（疾病・失業・年金
保険の各制度にかんして、法的に可能な給付最高額に
たいする基準的給付額の比率の平均）だけではない。
積極的労働市場政策、政府による雇用およびジェンダ
ー平等化的な家族政策も、この極を特徴づけている。
いっぽう第二の伝統的保守主義の次元は、エスピン＝
アンデルセンの保守主義的体制の特徴と重なるが、よ
り広いという。広いというのは、エスピン＝アンデル
センのコーポラティズムとエタティズムに加えて、失
業給付が手厚く長期間にわたること、雇用主にとって
社会保険料負担が重いこと、そして労働組合の団体交
渉のカバレッジが政府によって拡張されていること、
という特徴を見ているからである（前2者は脱商品化
指標の要素でもある）。
エスピン＝アンデルセンの社会の階層化指標にヒッ
クスとケンワージーがくわえた指標群は、より詳しく
は以下の4つである。すなわち、積極的労働市場政策
への支出の対GDP比、労働年齢人口に占める公共部
門雇用のシェア、「国家労働主義（State Labourism）」、
「家族政策測定（family policy measures）」。うち、「国
家労働主義」には長期と短期があるが、要素は、「雇用
の硬直性」（生産労働者の平均賃金にたいする失業補
償給付の比率、および最低賃金の比率）、労働組合協
約の国家による拡張（団体協約適用率から労働組合組
織率を引いたもの）、社会保険料負担（対GDP比）、失
業給付の継続年数である。また、「家族政策測定」の
要素は、家族給付（家族給付や税制の税額控除・所得
控除の価値の平均産業賃金にたいする比率）、児童給
付（典型的なカップルの所得にたいする家族給付と税
控除の合計の比率）、公的保育の適用率（公的な保育
を受ける3歳未満児の比率）、家族労働参加政策（家族
休業および出産休業制度の手厚さ、公的な保育補助と
保育提供の手厚さ、老齢退職政策の柔軟性）、である。
これらの指標のうち、公共部門雇用のシェアはエス
ピン＝アンデルセンのエタティズム（公務員への年金
給付費の対GDP比）と重なり、「国家労働主義」のう
ち失業給付の賃金代替率や継続期間などは、エスピン
＝アンデルセンの脱商品化指標の要素である。また家
族政策測定は、脱家族主義化と相当に重なる（異なる
のは、家族・出産休業制度を含む点、および家族向け
サービスの公的支出の対GDP比と高齢者にたいする
ホームヘルプ・サービスのカバレッジを含まない点、

である）。
ヒックスとケンワージーはさらに、回帰分析を通じ

て、いくつかの「社会的成果」が国によって異なるこ
とが、上記の2つの次元によって相当に説明できると
主張した。社会的成果とは、所得不平等の削減、貧困
削減、15－64歳の雇用率とその増加、そして労働市
場での男女平等（20－59歳人口の稼得に占める女性
の稼得の比率、労働力人口の女性比率）である［Hicks 
& Kenworthy 2003］。

8.	類型でなく2つの次元？―国家／自由主義と
平等主義

ヒックスとケンワージーのこうした分析にたいし
て、スクラッグスとポンチュソンは、ヒックスたちが
エスピン＝アンデルセンの階層化指標をそのまま使っ
たことを批判し、自らが構築した指標で再分析する。
また、福祉国家の諸次元にたいする追加的なデータと
して、OECDが着目した「雇用保護立法」を「国家
労働主義」にくわえた。そのいっぽうで回帰分析のデ
ータから労働市場の男女平等を除いている。また、家
族政策としては「家族労働参加政策」のみを用いた
［Scruggs & Pontusson 2008: 20-21］。
家族労働参加政策は、上述のように家族休業および
出産休業制度の手厚さ、公的な保育補助と保育提供の
手厚さ、老齢退職政策の柔軟性からなる。エスピン＝
アンデルセンの福祉国家の脱家族主義化の指標と対比
すると、家族向けサービスの公的支出の対GDP比、3
歳未満児にたいする公的保育のカバレッジ、および高
齢者にたいするホームヘルプ・サービスのカバレッジ
を含んでいない。そのため、スクラッグスたちの家族
（労働参加）政策の強さを「脱家族主義化」と重ねる
ことはできない。政策が共稼ぎ支援（による脱家族主
義化）を志向しているかどうかを識別するうえで、3
歳未満児の保育サービスのカバレッジが肝要であるこ
とは、W・コルピによる福祉国家の類型論でも確認さ
れた［Korpi　2000］。OECDが 2001年の『雇用アウ
トルック』で提示した「仕事と家庭の調和政策」の要
約指標でも、3歳未満児と3歳以上とで保育サービス
を受ける比率を分けているだけでなく、30－34歳の
女性の就業率との相関係数をとっており、3歳未満で
は 0.59にたいして 3歳以上では 0.2にすぎなかった
［OECD 2001: Table 4-9］。
スクラッグスたちは、回帰分析のデータから労働市
場の男女平等を除き、保育サービスのカバレッジにか
んして3歳未満児にとくに注目しなかった。これらが
意味するのは、フェミニスト社会政策研究者が批判的
に提起し、エスピン＝アンデルセンが受け入れた肝心



福祉レジーム論から生活保障システム論へ	 015

の点を、スクラッグスたちが無視している、というこ
とだろう。だが、たとえば一般にひとり親世帯の相対
的貧困率が高いとしても、ひとり親世帯の状況には国
によって大きな差があることは、OECDの報告書など
によって2000年代半ばには広く知られるようになっ
た。スクラッグスたちが、貧困削減という「社会的成
果」に着目しながら、その際に欠かせないはずのジェ
ンダー視点がこれほど薄弱というのは、驚きである。
ともあれスクラッグスたちは分析の結果、1980年

と2002年に共通する2つの次元を見出した。1つはエ
スピン＝アンデルセンの意味で―しかしスクラッグス
たちの評点で―、自由主義と保守主義を両極とする次
元であり、保守主義の強さが国家労働主義および家族
労働参加政策の強さと対応する（スクラッグスたちは
国家／自由主義の次元と呼びかえる）。もう1つは、
やはりエスピン＝アンデルセンの意味の社会主義の強
弱の次元であり、社会主義の強さが積極的労働市場政
策への支出および政府雇用の大きさと対応する（スク
ラッグスたちは平等主義と呼びかえる）。2つの次元
を縦横に組み合わせた図も示されているが、クラスタ
ーを見出すわけではなく、4類型論には与していない。
なお、1980年の日本は第一の国家／自由主義の次元
では中ほどよりやや下に、第二の平等主義の次元では
最下位に位置づけられる。同年のイタリアは、第一の
次元ではフランス、ベルギーについで高く（国家主義
的）、第二の次元では日本、アメリカについで低い。
以上の2次元論にたいする最大の疑問は、普遍主義

ないし平等主義の要素の意義である。行論で留意して
きたように、エスピン＝アンデルセンの意味の社会主
義は、給付の平等性と普遍主義で捉えられる。前者の
給付の平等性は、疾病・失業・年金保険の各制度にか
んして、法的に可能な給付最高額にたいする基準的給
付額の比率の平均をさし、給付最高額が高くないほう
が「平等主義」のスコアが高くなる。たとえば保険料
の拠出インセンティブを高めるために、拠出および給
付の上限を引き上げて所得比例制を高め、社会保障給
付も含めて所得に総合課税する、というような社会保
障と税制をミックスした政策手段をとるとしよう。社
会保障制度だけで給付最高額を抑制する政策手段とく
らべて、結果的な可処分所得の平等性は同じでも、社
会保障・税ミックスの場合には、「平等主義」的では
ないことになる。この論法の説得力は強いだろうか。
また後者の普遍主義は、16－64歳の労働力人口の

うち疾病・失業・年金各給付の受給資格者の平均比率
である。労働力人口が分母なので、全日制の高等教育
への進学率が高い場合や、女性が「中途半端に」労働
力化せず専業主婦でいると、分母が小さくなって普遍
主義のスコアが高くなる 6。高等教育の普及は「平等

主義」的かもしれないが、専業主婦が多いことを平等
主義的と表現できるだろうか。

Ⅲ.	 福祉レジーム論に欠落するもの

1.	社会的経済ないしサードセクターの不在

次に、エスピン＝アンデルセンの類型論に欠落する
要素を2つ見ておこう。すなわち、第一に、そこでは
「社会的経済」ないし「サードセクター」が位置づけ
られていない。第二に住宅保障という側面が看過され
ている。ちなみに、第2次世界大戦後のイギリス福祉
国家にむけて青写真を提供したベヴァリッジ・プラン
は、社会政策の5大課題の一つに「陋隘（Squalor」
（環境混乱）をあげていた。そして社会保険を主要な
方法とする社会保障の設計においては、家賃負担の多
様性の問題として、住宅保障を意識していた。
「社会的経済（ソーシャル・エコノミー）」ないし
「サードセクター」とは、協同組合・共済組合・アソ
シエーションのさまざまな経済活動を包含する。ヨー
ロッパにおけるサードセクター研究のリーダーである
ボルザガとドゥフルニや、エヴァースとラヴィルによ
れば、社会的経済の原則は、目的が（利潤よりも）メ
ンバーやコミュニティへの貢献にあること、管理の自
立性、意思決定過程の民主制、所得分配において（資
本よりも）人間と労働が優越することである、という
［ボルザガとドゥフルニ 2004：7－ 12；Evers & 
Laville 2004: 13］。
社会的経済の諸原則のうち、とくに民主的な意思決
定や所得分配の優先順位は、株式会社との差異を意味
する。営利組織の代表格というべき株式会社では、株
主総会の議決権は株主が保有する株券の量に比例し、
配当も当然に株券の量に応じる。組織の目的はより高
い利潤・配当をあげること、株価を高めることにあ
る。これにたいして、たとえば協同組合の意思決定で
は組合員1人が1票をもち、割戻しも出資金額よりも
利用高による。
社会的経済の研究では、ジョンズ・ホプキンス大学
のサラモンたちがリードするNPOセクター比較プロ
ジェクトが先駆的だった［Salamon & Anheier 1998；
Salamon, Sokolowski & Anheier 2000］。サラモンらは
当初は約7か国、ついで22か国を対象として、エス
ピン＝アンデルセンの3類型にのっとりながらも、福
祉レジームとNPOセクターの関連を4類型に分類し
た。分類の1つの軸は、政府の福祉支出の規模（対
GDP比）であり、他方の軸はNPOセクターの規模
（ボランティアを除くNPOセクター就業者が労働力全



016

9 2013.3

体に占める比率）である。その結果は4種類で、第一
に、政府福祉支出が低くNPOセクター規模が大きい
「自由主義」（アメリカ、イギリス）、第二に、政府福
祉支出が高くNPOセクター規模が小さい「社会民主
主義」（スウェーデン、イタリア）、第三に両指標とも
高い「コーポラティスト」（ドイツ、フランス）、第四
に両指標とも低い「国家主義」（日本）である。
しかし、同プロジェクトには、協同組合や共済組合
をNPOセクターに含めないという重大な限定がある。
利潤を分配しない組織だけを「非営利（non-profit）」
とみなすというアメリカの基準が適用されたため、
「NPOセクター」に協同組合や共済組合が含まれない
のである。これにたいしてヨーロッパでは、協同組合
や共済組合が社会的経済の中心である点、それらが利
益を上げることを事業目的とせず、かつ利益の分配に
制約がある点を重視して、これを「非営利（not-for-
profit）」と考える。
エスピン＝アンデルセンは、福祉レジーム論を提起
した著書『ポスト工業化経済の社会的基盤』（1999年）
の第3章の注3では、サードセクターの重要性を認め
ている。すなわち、国家、市場、家族という福祉レジ
ームの「3極構造（triad）」にたいして、「福祉供給に
おけるボランタリーないし非営利的なサードセクター
を加えるべきである」と述べる［Esping-Andersen 
1999: 35］。そして、国際比較が稀であることが体系
的な検討を妨げているとことわりつつ、サラモンたち
の著作［Salamon & Anheier 1996］を引用した。しか
し、エスピン＝アンデルセンの著書の全体として、3
極構造にサードセクターが加えられているとは読み取
れない。
ドゥフルニによれば、「サードセクター」という概
念が、利潤を第一の目的とせず公的セクターに属さな
い組織のすべてを包含する意味で、明確に登場し始め
たのは、1970年代半ばだった［ボルザガとドゥフルニ
2004：4］。サラモンたちのジョンズ・ホプキンス大
学プロジェクトとして国際比較研究が始まったのは
90年代初めである。以下に述べるように、従来の福
祉国家が行き詰まった、ないしは機能不全に陥ったと
意識されるようになって、非営利協同組織が「再発
見」されたという関連もある。エスピン＝アンデルセ
ンの福祉レジーム論は、福祉資本主義の制度化がいわ
ば頂点に達した1980年前後の状況を前提としており、
サードセクターの重要性を意識はしても、それを3極
構造に取り込むことは容易ではなかったと考えられる。
サラモンたちの4類型にたいして、ヨーロッパの研
究プロジェクトでは3類型が提案された。すなわち、
第一は普遍主義ないし社会民主主義的な北欧諸国であ
り、社会サービスの分野は政府の責任で、ジェンダー

平等が公式の目標とされている。第二は、自由主義的
なイギリスと「二重システム」の南欧諸国からなり、
財やサービスの供給者としてのサードセクターの役割
は限られている。第三はコーポラティストの大陸西欧
諸国で、サードセクターは社会サービスの供給者とし
て重要な役割を担い、政府は資金提供と事業者の認可
や規制をおこなう［Evers & Laville 2004: 27-28］。
ヨーロッパでのこうした類型化は、日本はじめアジ
ア諸国を含めていない。ちなみに、ボルザガとドゥフ
ルニによる大著の社会的企業論でも、その日本語訳者
の解題が述べるように、ジェンダーの次元を組み込む
ことは今後の課題となっていた［ボルザガとドゥフル
ニ2004：526］。

2.	社会政策の限界領域としての住宅

武川正吾は住宅を、「福祉国家における社会政策の
限界領域」であると位置づけた。限界領域とは、地域
によって扱われ方が大きく異なり、同じ国でも時代に
より政策変化の幅が大きい、という意味で使われ、
「多様性」とも表現されている［武川 1999：226－
227］。年金などの社会保険制度では、給付の従前所
得代替率やカバレッジといった比較的単純な少数の指
標で、スコアをつけやすいのにくらべて、多様な住宅
政策は複雑な構成をもつことになる。武川はそれを以
下のように整理した。①居住空間の生産にかんする国
家介入（都市・農村計画などの有無や詳細さ、開発許
認可の強さなど）、②住宅基準の策定とその強制、③
住宅の取得を促進する持家政策（利子非課税や税額控
除などの税制、金利の規制、公的融資機関の設置や信
用補完など）、④賃貸住宅政策（家賃統制、借家権の
保護、民間賃貸住宅の建設にたいする助成、公的賃貸
住宅の供給、借家人にたいする住宅給付）、そして⑤
スラム除去と住宅困窮者への住宅提供、である［武川
1999：227－233］。
住宅保障は、政策分野として、国土計画、交通、土
木建築、金融政策、税制、財政政策、給付制度などに
わたり、複数の省庁にまたがることになる。関連する
統計を集めるだけでも、容易な作業ではない。EUの
社会的排除の共通目標と指標にも、住宅の保障そのも
のは含まれていない 7。

3.	住宅保障の類型論―脱商品化概念の再生？

福祉レジーム論は住宅保障を扱わなかったが、住宅
研究者たちはエスピン＝アンデルセンの福祉レジーム
論を援用してきた。バーローとダンカン［Barlow & 
Duncan 1994］やクルツとブロスフェルド［Kurz & 
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Blossfeld 2004］による住宅保障や住宅の保有形態の類
型化である。クルツとブロスフェルドの場合は、住宅
取得と社会階層の関係に主要な関心があり、自由主
義、保守主義、社会民主主義の3つに「南欧」という
レジームをくわえて、福祉レジームと住宅の供給ない
し保有形態には次のような関連があると整理している。
すなわち、自由主義レジームでは持家が最優先さ

れ、政府住宅（公営住宅）の供給は低所得者に限定し
た必要最小限にとどめられる。民間賃貸住宅の借家人
を保護するような住宅賃貸契約の規制は、おこなわれ
ない。社会民主主義レジームでは、持家、民間賃貸、
公共賃貸、コーポラティブ住宅を含めて、多様な保有
形態の住宅を横断して政府の積極的な介入（助成と規
制）がおこなわれる。保守主義レジームでは、民間と
公共の賃貸にたいする政府の関与が自由主義レジーム
より大きく、住宅供給における家族の役割が大きい。
最後に南欧レジームでは、住宅供給における家族（拡
大家族）の役割が圧倒的に大きく、家族の金銭的支援
を受けた持家の取得と民間賃貸が主な保有形態となる
［Kurz & Blossfeld 2004：9－12］。
佐藤岩夫は法社会学の立場から住宅保障を比較研究
しており、クルツとブロスフェルドの以上の類型論に
たいして、2つの点を批判している。第一に、住宅選
択が保有形態に中立的な構造になっているかどうかに
かんするメカニズムが、十分に解明されていない点、
第二に、エスピン＝アンデルセンの類型論を「無反省
に前提」とするためか、保守主義を独立の類型とする
意義が薄いといった弱点をもつこと、である［佐藤岩
夫2009:120］。保有形態に中立的な住宅選択が可能で
あるとは、賃貸住宅が持家と並ぶ対等な選択肢となる
という意味である。
佐藤自身はエスピン＝アンデルセンの「脱商品化」
の視点をいかすことを提唱する。住宅の脱商品化の程
度を、「人びとが住宅を確保する際に、労働市場・住
宅市場に依存する度合いの強弱」と定義し、この視角
で、住宅保障システムを比較分析しようというのであ
る。住宅の脱商品化を基本とする佐藤の整理は、以下
のようになる。

住宅の脱商品化　　　　　小　　　　　大
支配的イデオロギー　個人主義的　社会連帯的
政府の介入　　　　　　　小　　⇔　　大
住宅市場　　　　　　　二元的　　　統合的
持家・賃貸の選択　　 非中立的 　　中立的
持家率　　　　　　　　　高　　　　　低

住宅市場が二元的（dualist）とは、公的賃貸住宅が
住宅困窮者向けに政府によって供給・管理される部門
となり、一般の民間賃貸住宅市場から隔絶されている

ことさす。他方で統合的とは、民間賃貸住宅にも各種
の政府援助や規制がおこなわれるため、公的賃貸との
法的・制度的な区別が最小化されている状態をいう。
住宅の脱商品化の程度が高い社会では、賃貸でも持家
と遜色のない良質な住宅を確保できるため、持家率が
高くならない。その典型は、ドイツ、デンマーク、ス
ウェーデンであるという。二元的住宅システムをもち、
持ち家率が高いのは、イングランド、アイルランド、
アメリカであるという［佐藤岩夫2009：121－4］。
ところで、生活空間計画を専門とする平山洋介は、

雇用主による給与住宅（社宅・官舎など）を、賃貸住
宅市場の外側にある低家賃の「非市場住宅」と位置づ
け、日本ではそれが公的賃貸ストックの低さを補って
いたと見る［平山2012: 227］。佐藤の場合には、社宅
という住宅の保障が特定の雇用主に雇用されているこ
とを条件とし、その意味で労働市場に依存しているこ
とに着目し、社宅の提供が住宅の脱商品化の程度を大
きくする要素とは考えないのである。
引用した佐藤の整理は、事実上、「市場」か「政府」
かという二分法に傾いているが、「家族」が破格の役
割を示すと思われる南欧諸国を含めれば、特徴づけは
異なってくる8。クララ・マルダーがまとめた1990年
代中心の統計によれば、スペイン、イタリア、ギリシ
アでは持家率（コーオペラティブ所有を含む）が75
％以上であり、アングロサクソン諸国以上に高い。そ
して、18－34歳の女性のうち親の住居に同居するも
のの比率は、デンマーク、イギリス、オランダでは
20％に届かず、ドイツとフランスでは20％台の前半
であるのにたいして、スペインとイタリアでは50％
前後である（ギリシアは29％）［Mulder 2006: 287］。
佐藤が紹介するように、日本の1990年代の持家率
は60％程度で、アングロサクソン諸国よりも低い［佐
藤岩夫2009：123］。いっぽう出生動向基本調査によ
れば、39歳までの未婚の女性で、親と同居する者の
割合は70%を超えている。

4.	「新しい社会的リスク」と福祉国家の機能不全

さて、福祉国家ないしレジーム論の限界や欠落が意
識されたのは、現金給付中心の福祉国家の機能不全が
露わになってきたためでもある。1つには、「ポスト
工業化」に伴って顕在化してきた「新しい社会的リス
ク（New Social Risks）」に、対処しがたいという問
題があった［Bonoli 2003b; Taylor-Gooby 2004］。ボノ
リによれば「新しい社会的リスク」は、とくに雇用が
第3次産業にシフトし、女性が大量に労働力人口に参
入するという社会経済的転換に関連している。リスク
の例として、仕事と家族生活が調和しないリスク、ひ
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とり親になるリスク、近親者が高齢や障害により要介
護になるリスク、低い技能しかもたないか、身につけ
た技能が時代遅れになるリスク、そして「非典型的」
なキャリア・パターンのために社会保障から部分的に
排除されるリスク、などが例示されており、少子高齢
化という人口学的転換も関連していることが分かる
［Bonoli 2003b］。
第二に、金融の自由化を主軸とする経済グローバル
化によって、主権国家が経済・社会政策を独自に立案
し機能させる余地は狭められてきた。各国が国際収支
の不均衡を賄ううえで、政府の財政政策や金融政策が
コントロールできない資本の短期的移動が決定的とな
り、世界貿易機関WTO体制のもとでは、教育や福祉
サービスについても市場の開放を求められるからだ
［宮本2002：12－13；シャルプ2005］。
ようするに福祉国家論も福祉レジーム論も、国家福
祉の比重が急速に高まり、際立っていた20世紀第3
四半期の先進国の分析には、有効だったであろう（そ
こでも家族や企業の役割は大きかったが）。しかし、
それ以外の時代や社会を分析したり説明するうえでの
有効性は限られている。福祉国家論でも福祉レジーム
論でも、日本は諸類型の“ハイブリッド”や“例外”
として片付けられがちだった。エスピン＝アンデルセ
ン自身が、『福祉資本主義の三つの世界』の「日本語
版への序文」で、日本の福祉システムを発展途上であ
り分類困難なケースと認めている［エスピン⊖アンデル
セン2001：v, xiii］。それは、日本が工業化や福祉国
家の形成における後発国であることと無縁ではない。
そこで生活保障システム論では、1980年前後の実

態を念頭に置いて、先進国の生活保障システムについ
て、「男性稼ぎ主」型、「両立支援（ワークライフバラ
ンス）」型、「市場志向」型という3つの類型を設定し
たい。これらの型では、職場と家族のあり方に、性別
役割や性別分業の標準や典型が、暗黙のうちにも措定
されており、その意味でジェンダーが基軸になってい
る。節を改めてその内容を述べよう。

Ⅳ.	 生活保障システムの3類型

1.	「男性稼ぎ主」型、両立支援型、市場志向型

「男性稼ぎ主」型の生活保障システムでは、壮年男
性にたいして安定的な雇用と妻子を扶養できる「家族
賃金」を保障するべく、労働市場が規制される（保障
がすべての男性にいきわたるわけではない）。それを
前提として、男性の稼得力喪失というリスクに対応し
て社会保険が備えられ、妻子は世帯主に付随して保障

される。家庭責任は妻がフルタイムで担うものとさ
れ、それを支援する保育、介護等のサービスは、低所
得や「保育に欠ける」などのケースに限って、いわば
例外として提供される。「男性稼ぎ主」型の典型とな
ったのは、大陸ヨーロッパ諸国と日本である。そのう
ち南欧諸国と日本では、住宅の確保は家族や企業を通
ずる「男の甲斐性」であり、ドイツでは―北欧と並ん
で―公私の賃貸住宅による住宅保障が厚い。南欧と日
本では、サードセクターないし社会的経済が生活保障
に果たす役割も大きくないと考えられる。これにたい
して大陸西欧諸国では、キリスト教会系や赤十字系、
政党系などの非営利組織が福祉サービスの提供者とし
て位置づけられてきた。
いっぽう北欧諸国では、1970－80年代の積極的労

働市場政策の展開、社会福祉サービスの拡充、そして
ジェンダー平等化とともに、女性も男性も職業と家庭
や地域での活動を両立する、つまり稼ぐとともにケア
もする（べき）と見るようになった。男女各人が本人
として働きにみあった処遇と社会保障の対象となり、
家庭責任を支援する社会サービスの対象ともなる。そ
のような「両立支援」型の生活保障システムでは、雇
用平等のための規制とともに、児童手当、乳幼児期か
らの保育サービス、高齢者介護サービスや育児休業な
どの家族支援が制度化される。また、税・社会保険料
を負担する単位は世帯でなく個人になり、税の家族配
慮は控えめとなり、遺族給付が廃止される。公私の賃
貸住宅や住宅手当を通ずる住宅保障が厚いのも、この
型の特徴である。社会サービスは政府部門から提供さ
れる割合が高く、非営利アソシエーションが活発なの
は、市民の自己啓発や権利擁護の分野となる。
最後にアングロサクソン諸国に代表される「市場志
向」型では、家族の形成を支援する公共政策は薄く、
労働市場の規制は最小限である。賃金は成果にみあう
ものとされ、生活保障を意図しない。企業にとって価
値があるとみなされる労働者には、育児・教育サービ
スも含めて相当に厚い企業福祉が提供される場合があ
るが、一般には、育児や介護のサービスを市場で購入
しなければならず、価格が低ければサービスの質も低
い。住宅保障は持家を中心とする二元的システムであ
り、公的賃貸住宅は住宅困窮者向けに残余的に提供さ
れる。いっぽう非営利協同組織や協同組合が経済に占
める比重は、中位のレベルにあるといえよう。なおア
ングロサクソン諸国のなかでもアメリカは、全国民を
カバーする公的医療保険制度が存在しないという特異
性をもつ。
ところで、このように説明すると、「市場志向」型
ではジェンダーが重要な変数ではないように感じられ
るかもしれない。しかし、育児や介護などのサービス
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がカネしだいでは、ケアを担わない（ケアレス）労働
者にたいしてケアを放棄しない労働者（大多数は女
性）は、労働市場でハンディを負うことになる。

2.	基軸はジェンダー

つまり、これら3つの型では、職場と家族のあり方
に、性別役割や性別分業（ジェンダー）の標準や典型
が、暗黙のうちにも措定されており、その意味でジェ
ンダーが生活保障システムの基軸をなしている。「標
準」を措定するとは、客観的な事実認識である以上に
「規範」である。いいかえると生活保障システムの制
度設計は、家族やジェンダー関係の「実態」のたんな
る反映ないし従属変数ではなく、「実態」そのものを
形成する力の1つである。
大陸西欧諸国や日本の社会政策では、「男性稼ぎ主」
である雇用者を「標準」の被保険者とする社会保険制
度が基軸となった。とくに日本の社会保障制度では、
1950年代なかばから60年代前半にかけて、当時の強
くジェンダー化された条件を前提として、その基本的
骨格が形成された。すなわち、豊富な若年労働力人口
の増加と相対的に少ない被扶養人口という「人口ボー
ナス」、それを1つの要因とした年々実質10％以上の
高度経済成長、男性雇用者に長期安定的で年功的な雇
用を提供する企業、雇用者と専業主婦からなる「男性
稼ぎ主」世帯の増加、などの条件である。これらを前
提として、雇用者か自営（業主と家族従業者）もしく
は無業という従業上の地位によって、また雇用者なら
勤務先企業規模や労働時間・年収などによって、異な
る社会保険が適用されることとなり、それらの社会保
険制度が縦割りに分立した。日本の「男性稼ぎ主」型
については、それが「伝統的」なものではなく、高度
成長期以降に導入され、1980年代に仕上げられたもの
であることに、注意しなければならない［大沢2002：
第2章］。
以上のような生活保障システム論にもとづけば、歴
史的変遷の分析や近年のアジア諸国間の比較は進展し
やすくなるだろう。それは、生活保障に寄与する制
度・慣行として、自営業や種々の形態の非営利協同の
営み、そして無償の家事労働や家族のケアを、明示的
に組み込んでいる。

3.	福祉レジーム論の名称変更だけか

それでも、以上のような生活保障システムの3類型
は、福祉レジーム論の3類型の名称を架け替えたにす
ぎないという疑問をもつ向きもあるかもしれない。エ
スピン＝アンデルセンは『ポスト工業化経済の社会的

基盤』（1999年）のなかで、「男性稼ぎ主」アプロー
チのメリットに言及しながら、自分自身は「『家族主
義』や『脱家族主義化』の度合いを論じることを選好
する」、と述べている［Esping-Andersen 1999: 51］。
これは、「男性稼ぎ主」アプローチと福祉レジーム論
の差が、名称にすぎず、名称としても「家族主義」が
より適当であるという主張と解釈されうる。やや詳し
く検討しておこう。
エスピン＝アンデルセンが「男性稼ぎ主」アプロー
チの魅力ないしメリットと評価する点は、「福祉国家
の特徴」とのリンクをたどりやすいこと、またサービ
ス分野やより広く家族給付パッケージを扱いやすいこ
と、である。福祉国家の特徴として例示されるのが、
社会保険や職域福祉が「男性稼ぎ主」を暗黙のうちに
優遇し、女性への給付が夫を通ずる派生的なものにな
りがちなこと、それらの結果としてのシングルマザー
の貧困率や就業率、である。他方で「男性稼ぎ主」ア
プローチの問題ないしデメリットとされたのは、この
種の世帯がかつては支配的だったかもしれないが、い
まはそうではなく、いくつかの国では消滅しかかって
いるという点である［Esping-Andersen 1999: 50-51］。
「男性稼ぎ主」の類型論は、「ジェンダー関係に焦点が
あるなら興味深い」。しかし、エスピン＝アンデルセ
ン自身は「家族が社会的リスクを吸収する度合いを検
証」したいので、「家族主義」として論じる［Esping-
Andersen 1999: 51］、というのである。
しかし私が見るところでは、エスピン＝アンデルセ
ンが「男性稼ぎ主」の類型論の問題ないしデメリット
と指摘する点は、当たっていない。本稿で留意してき
たように、彼の類型そのものが1980年前後の実態に
そくして設定されており、「男性稼ぎ主」世帯の消滅
とは主としてその後に起こったことである。また、エ
スピン＝アンデルセンが同じページで、北欧ではシン
グルマザーの就業率は高く貧困率は低いと言及したよ
うに、「家族」がリスクを吸収する度合いは、家族の
内外のジェンダー関係によって異なると想定される。
そもそも「脱家族主義化」概念の定義自体に、「女性
の自律性」というジェンダー関係の要素が組み込まれ
ていた。ジェンダー関係には焦点がなく家族に焦点が
ある、というかのような上記の理由づけには、説得力
が乏しいといわなければならない。
同書でエスピン＝アンデルセンが、次のように述べ
ているのは、含蓄が深い。

「1人の稼得者と主婦という家族は、制度という
より歴史上の例外だったように見える。それはつか
の間の、20世紀半ばの幕間劇だったのだ。」
［Esping-Andersen 1999: 53］
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私はこの点に賛同する。だが同時に、この幕間劇が
演じられた時間の幅や、それが社会の制度や人々の意
識にしるした刻印の濃淡に、国によって違いがあるこ
とに、関心を寄せる。それが個々人の日々の暮らしぶ
りとも、「天下国家」の経済・社会問題とも、相互作
用していると考えている。「男性稼ぎ主」の類型論の
メリットとデメリットにかんして、エスピン＝アンデ
ルセンの指摘は、デメリットでは当たらず、メリット
では順当であれば、「男性稼ぎ主」アプローチを採用
しない理由はない。

4.	男性稼ぎ主アプローチに到達

エスピン＝アンデルセン自身が、2002年の共著『新
しい福祉国家はなぜ必要か（Why We Need a New 
Welfare State）』［Esping-Andersen 2002］では、ポスト
工業段階の知識経済において、機会の実質的な平等が
「効率」を高めるうえで必須の条件であり、なかでも
ジェンダー平等の実現が、知識経済における「プラス
の均衡」の決め手であると主張している。「進行中の
ジェンダー革命は不可逆的であるとともに、望ましい
ものでもある」と述べ、第3章を「新しいジェンダー
契約」にあてている［Esping-Andersen 2002: 3, 10, 
20］。そして、2009年の著書『未完の革命―女性の新
しい役割に適応する―（The Incomplete Revolution, 
Adapting to Women’s New Roles）』［エスピン＝アンデ
ルセン2011 9］では、事実上、男性稼ぎ主アプローチ
を採用している。
同書のテーマは、欧米諸国で20－30年前から進行
してきた女性の役割の「革命」と、その影響である。
「革命」とは、女性が主として家事や育児に携わるの
でなく、生涯を通じて職業に従事し、経済的に自律す
るという役割の変化をさす。その革命の進行には国に
よって差があるが、1国内でも社会階層、とりわけ教
育年数によって差が出ているという。すなわち、高学
歴層の女性では人生が職業を中心とするようになると
いう意味で「男性化」し、また子どもや家庭への男性
のかかわりがいくぶんか「女性化」してジェンダー平
等に近づいている。これにたいして教育年数が短い
人々のあいだでは、“男は仕事、女は家事育児”とい
った性別分業が強い。そして人びとは、教育年数のよ
うな側面で類似の（「釣り合った」）相手と伴侶となる
「同類婚」の傾向を強めている。同書の原題の「未完
の革命」とは、高学歴層ではジェンダーによるライフ
コースの差異が低下（ジェンダー平等化）しているの
にたいして、教育年数が短い層でそうした変化が少な
い、という状態をさしている。
エスピン＝アンデルセンが懸念するのは、「革命」

がそのように未完であることが、社会に深刻な不均衡
を起こしている、という点である。その不均衡が顕在
化している問題領域は、予測や期待をしのぐ急激な少
子化、子どもにたいする投資が過少であること、そし
て人口高齢化である。教育年数が短い層が従来のジェ
ンダー関係から脱却しなければ、階層間の格差が拡大
するという以上に、社会が二極化する、というのであ
る。不均衡にたいして、家族と市場では十分に対処で
きず、福祉国家が女性の役割の変化に適応する必要が
あると、主張される。
同書では、最初のページに「男性を稼ぎ主とする家
族（male breadwinner family）」ということばが登場
し、同じ序論の締めくくり近くでは「男性稼ぎ主モデ
ル（male breadwinner model）」という語も使われる
［エスピン＝アンデルセン2011：3、14］。いっぽうで
は第3章にいたって、同書のテーマを理解するうえで
「福祉レジーム」のアプローチが不可欠であること、
女性の役割の革命に適応するうえで、福祉国家の家族
政策には「脱家族主義化」が必要であること、が主張
されている［エスピン＝アンデルセン 2011：77、
103］。ただし、福祉レジームや（脱）家族主義など
の用語には、同書ではかならずしも明確な定義が与え
られていない。それでも3類型が析出されていること
はまちがいない。すなわち、デンマークに代表される
北欧諸国では、大多数の女性が高等教育を受けるとと
もに、教育年数が比較的短い層でもジェンダー平等化
が進み、女性の役割の変化に福祉国家が適応すること
で、社会的不均衡が抑えられている、という。これに
たいして、アングロサクソン諸国の脱家族主義化は市
場によるもので、子どもへの過少投資と社会の二極化
が懸念され、大陸ヨーロッパ諸国、とくに南欧では、
女性の役割の革命がもっとも未熟である、と捉えられ
ている。
こうしてエスピン＝アンデルセンの3類型は、私が

2005年以来設定している類型にきわめて近いものに
なったといえよう。

5.	ジェンダー不平等の類型論

エスピン＝アンデルセンの福祉レジーム論におい
て、実際にジェンダー関係に焦点があることは、テル
アビブ大学のマンデルの分析によっても裏付けられ
た。マンデルは欧米の14か国について、ジェンダー
（不）平等にかんする13の変数によって階層的クラス
ター分析をおこない、エスピン＝アンデルセンの3類
型に対応する3つのクラスターを見出したのである
［Mandel 2009］。
その変数とは、①25－60歳女性の労働力率、②6
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歳未満児の母親の労働力率、③共稼ぎ世帯の比率、④
男性稼ぎ主世帯の比率、⑤出産後の育児期に働く母親
の比率、⑥稼得における女性の依存度（夫婦の稼得の
差を夫婦の稼得合計で割った値×100）、⑦管理職へ
のアクセス（女性が管理職に雇われる純オッズ比）、
⑧職域分離度、⑨・⑩働く女性で男女稼得者の稼得第
1五分位（最低層）と第5五分位（最高層）にそれぞれ
属する比率、⑪ジェンダー賃金格差（時間当たり賃金
の男女差を男性の賃金率で割った値×100）、⑫学歴
による女性間の年収格差（女性の学歴による年収差を
高学歴女性の年収で割った値×100）、⑬ひとり親家
族の貧困率（貧困の基準は等価平均可処分所得の50
％未満の低所得）、である。主要なデータはルクセン
ブルグ所得研究プロジェクトの第4波と第5波からと
られているので、1990年代半ばと2000年前後の状況
を示す（やや古いデータもある）。
分析結果は下の図に表現されている。北欧諸国とと

もにカナダ・アメリカ・イギリスの3国がかなり密な
クラスターをなし、大陸ヨーロッパ諸国（およびオー
ストラリア）が、やや分散しながらも1つのクラスタ
ーを形成している。マンデルはクラスターの第1を社
会民主主義、クラスターの第2を自由主義、クラスタ
ーの第3を保守主義と名づけ、13の変数についてクラ
スター毎にジェンダー不平等要素の平均値を示してい
る［Mandel 2009: 700］。
表1が示すように、クラスターの第1（北欧諸国）
では女性全体でも幼児の母親でも労働力率は高く、男

性稼ぎ主世帯は稀で、夫婦の稼得に占める妻の稼得の
比率も高い（要素①から⑥）。これらはクラスター2
から3へと低くなる要素である。要素⑦の管理職への
アクセスでは（要素⑦、⑧）、クラスターの第2のカ
ナダ・アメリカ・イギリスでアクセスがよく、これに
クラスターの第3（大陸ヨーロッパ諸国）が続く。要
素⑧の職域分離が大きいのは北欧である。北欧の女性
は、幼児の母親も含めてほとんどが働いているが、
（大陸ヨーロッパ諸国よりも）管理職になりにくく、
職域分離は大きい。
働く女性のなかで男女稼得者の五分位の最下層と最
上層に属する比率を見ると（要素⑨、⑩）、女性が最
下層にあまり集中していないのは大陸ヨーロッパ諸国
で、このクラスターでは最上層に属する女性も他のク
ラスターより多い。要素⑪の賃金率の男女格差が最小
なのもこのクラスターである。大陸ヨーロッパ諸国で
は、女性全体でも幼児の母親でも労働力率は50％台
で、世帯の半分は男性稼ぎ主世帯であるが、働く女性
は（北欧よりも）管理職に到達しやすく、稼得力があ
り、性別賃金格差も小さいのである。なかでもイタリ
アとスペインでは、稼得五分位の最上層の女性は働く
女性の20％に近く、性別賃金格差も最小で、男性に
伍しているといえる。
マンデルはさらに、学歴と子どもの有無で女性（25

－60歳）を4つのグループに分けて労働力率を見て
いる。どのクラスターでも4年制大学卒の高学歴で子
どもがいない女性で高い値になる傾向があり、北欧で

図1　ジェンダー階層化のパターン、ワード法によるデンドログラム

出所：Mandel 2009:Figure 1 を引用
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はグループ間の差が小さい。ところがイタリアとスペ
インでは、学歴により大きな差がある反面で、子ども
の有無ではほとんど差がない（両国では実際、大卒で
子どもがいる女性のほうが、大卒で子どもがいない女
性よりも、労働力率が高い）［Mandel 2009: 704］。女
性のあいだの学歴による年収格差（要素⑫）はクラス
ター2で最大であり、北欧では小さい。要素⑬の母子
世帯の貧困率は、クラスター2で最も高く半数近いの
にたいして、北欧諸国では6％にすぎない。

6.	ジェンダー不平等の類型論の射程

マンデルの分析対象国には、残念ながら日本が含ま
れていない。その理由の1つは、2009年10月1日ま
で、日本がルクセンブルグ所得研究プロジェクトとの
あいだにデータ利用にかんする協定を結んでいなかっ
たことだろう。現在も日本は、慶應義塾大学によるパ
ネルデータを同プロジェクトの資産研究データベース
に登録したにすぎない（独立行政法人統計センター
HP http://www.nstac.go.jp/services/lis.html）。
そこで、マンデルの分析に日本を精確に組み込むこ
とは今後の課題である。しかし、労働力率や男性稼ぎ
主世帯の比率のような周知の統計から推測するだけで
も、日本がマンデルの保守主義クラスターに属するで
あろうことは、疑いない。大陸ヨーロッパ諸国と日本
の違いは、日本では性別賃金格差が大きいこと、働く
女性が管理職に到達しにくいこと、母子世帯の貧困率
が自由主義クラスター以上に高いこと、であろう。

マンデルの類型はジェンダー不平等の類型であり、
私が採用する生活保障システムにとって、重要な要素
ではあるものの、部分であるにすぎない。マンデルが
用いる女性の労働力率や男性稼ぎ主世帯の比率など
は、たとえば年金制度や税制がそれらの要素に対応し
て設計される面があり、重要である。しかし、社会保
障制度や税制が女性の働き方やジェンダー分業に影響
を与える面も軽視するべきでない。マンデルが変数と
して取りあげるひとり親世帯の貧困率（⑬）は、日本で
はきわだって高いが、全世帯に占めるひとり親世帯の
比率が低く（この比率の高低そのものが、労働市場の
条件や税制・社会保障の設計と関連する）、労働年齢
人口の貧困層の相当割合が共稼ぎ世帯である。このよ
うな問題は、生活保障システムとして重大であるが、
マンデルの枠組みでは捉えられないのである。

7.	潜在能力とニーズ―本来個別的で多様

しかも、生活保障システム論は、「男性稼ぎ主」と
いう―より適切な―名称を使って、福祉レジームを描
き直すことにとどまるものではない。生活保障システ
ム論では、「福祉」を公的な所得移転や財・サービス
の給付に限定することなく、あらゆる財・サービスの
生産・分配やそれに伴う所得の流れを視野に収めよう
とする。本稿の冒頭に触れたように、生活が保障され
るとは、暮らしのニーズが持続的に充足され、生活を
営み社会に参加するという「機能」を発揮できること
である。そうした機能を発揮するうえで、人はさまざ

表1　ジェンダー不平等要素の平均値とクラスター間の差の有意性

クラスター
第1

社会民主
第2
自由

第3
保守

Anova F
検定

p値

変数
 1．25-60歳女性の労働力率 80 71 56（41） 9.48 0.00
 2．就学前（0-6歳）児童の母親の労働力率 78 63 50（42） 10.67 0.00
 3．共稼ぎ世帯の比率 85 68 48（28） 12.88 0.00
 4．男性稼ぎ主世帯の比率 9 21 39（58） 9.73 0.00
 5．出産後育児期に働く女性の比率 75 56 52（46） 2.94 0.09
 6．稼得（年収）における女性の依存 22 39 52（66） 12.32 0.00
 7．管理職へのアクセス 37 73 47（43） 6.27 0.02
 8．職域分離の度合い 61 53 54（51） 5.12 0.03
 9．低稼得層における女性の比率 27 27 25（25） 2.56 0.12
10．高稼得層における女性の比率 11 13 16（19） 10.49 0.00
11．ジェンダー賃金格差 16 20 11（07） 7.07 0.01
12．学歴による女性間の賃金格差 29 58 38（40） 10.69 0.00
13．ひとり親家族の貧困率 6 49 26（23） 24.16 0.00

注：保守主義クラスターのうち、イタリアとスペインだけの平均値を括弧内に示す。
出所：Mandel 2009: Table 1を翻訳して引用
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まな財やサービスを利用しており、財やサービスが生
産され取引される諸関係は、人々が購買力を得る（得
ない）関係でもある。
私は、人として生活が成り立ち社会に参加できると
いう「潜在能力」を考え、その潜在能力の欠損を「ニ
ーズ（必要）」と定義している。「ニーズ」は「需要
（ディマンド）」と区別されなければならない。「需要」
が購買力に裏打ちされるものであるのにたいして、ニ
ーズはかならずしも購買力に裏打ちされず、購買以外
にもさまざまなルートで充足されなければならない。
潜在能力アプローチを創唱した経済学者のアマルテ
ィア・センは、人の状態（○○であること）や行動
（○○すること）を「機能（functioning）」と呼び、そ
れらが、その人の「暮らしぶりのよさ」、すなわち
「福祉（well-being」の現状を直接に表わすと考える。
各人が選択することのできる機能の集合が、その人の
「潜在能力（capability）」である［セン1999］。
つまり潜在能力は、個人が選択できる状態や行動の
幅であり、そうした「自由」を内包する「福祉」を表
す。たとえば、食料の供給網が絶たれたため、あるい
は所得が乏しいために十分な食事ができない人と、ま
ったく任意に絶食している人とは、空腹であるという
目下の「機能」では類似であろう。しかし、前者には
それ以外の機能を選択することが難しく、後者がいつ
でも摂食できるのであれば、両者の「潜在能力」は大
きく異なっている。
センが留意するのは、「人並み」の購買力があって

財・サービスを入手できても、ニーズを充足できない
場合が少なくないことである。ニーズは本来、個別的
であり多様である。同じ購買力があり、同じ種類と程
度の自由や機会を確保できても、実現できる「機能」
は、種々の要因によって異なってくるからだ。ややい
いかえると、財・サービスや機会を利用してどのよう
な機能を発揮しているかという「変換」には、さまざ
まな要因が介在する。その変換に介在する諸要因に
は、ジェンダー、年齢、健康状態、障がいの有無・種
類・程度、エスニシティなどの個人の属性もあれば、
外的な要因（交通・医療・ケアといったサービスへの
アクセス、ひいては気象条件）もある［セン1999：34
－36］。
センはこれらの要因のうち、階級、ジェンダーおよ
び地域について、1つの章を設けてとりあげている［セ
ン1999：第8章］。私は、これらの要因のなかでもと
くに注意されるべきは、ジェンダーであると考えてい
る。年齢やエスニシティなどの他の属性・要因と異な
り、ジェンダーは厳密に排他的な二分法である。近代
家族の世帯は性愛で結ばれた男女の対を核とするとみ
なされ、世帯を世帯主に代表させる傾向が強いなか

で、女性の利害や声は聞こえなくなってしまう。ジェ
ンダーがかかわる例として、センは、妊娠しているか
乳幼児を世話している女性にとって、同年齢で同等の
所得と基本財をもつ男性が育児を担っていない場合と
くらべれば、自分個人の目的を追求する自由は小さい
と述べている［セン1999：34－35］。
これまで、その社会で優勢な立場をもつ人、たとえ
ば中以上の教育や稼得力をもつ健常な壮年の男性で、
優勢なエスニック・グループや宗派に属する人が、
｢並」とされがちだった。ジェンダー・バイアスをは
じめさまざまなバイアスがあり、「並」でない人の追
加的な財・サービスや機会へのニーズは、ニーズとい
うより「甘え」や「贅沢」とみなされてしまう。

8.	社会に由来するニーズを「協同」で認知し充
足する

資源を機能に変換する諸要因に外的なものがあると
いう点を、さらにいいかえてみよう。それは、ニーズ
は個々人によって経験されるにしても（当事者）、社
会に由来する側面があるということだ。
たとえば、仕事と家族生活が調和しないというニー
ズには、多様な原因や程度がある。個々人に固有の原
因が皆無ではないにせよ、仕事の編成や都市計画によ
って長時間の労働や通勤を余儀なくされるためである
場合が多いだろう。仕事と家族生活のそうした多様な
不調和が、対人社会サービスだけで解消されるはずも
なく、都市や交通網といった公共的な財の再設計も求
められる。また、職業的スキルが低かったり、時代遅
れになるのも、個々人にとってコントロールしがたい
技術変化や産業・企業の再編のためであることが多い
だろう。
ニーズが本人によって―「甘え」や「わがまま」で

はなく―ニーズとして認知され表出されるとは限らな
いことも、不思議ではない。本人が意識しない場合に
は「第三者」が認知を促し、購買力がないか商品化さ
れていない財やサービスについては、公私のルートで
贈与してでも、ニーズを充足することで、生活保障が
なされる。ニーズは本来個別的でありながら、その認
知と充足は社会的な過程であり、当人の社会参加と第
三者の関与という「協同」の契機を本質的に含む。
見逃してならないのは、潜在能力アプローチが、主
流経済学の「効用」アプローチにたいする根底的な批
判を含むことである。周知のように「効用」は、主流
経済学である新古典派の最も基本的な概念の1つであ
る。効用は「幸福」や「福祉」といいかえられること
もあるが、主観的満足と理解してよい。個人（実際に
は家計）は、あらゆる財・サービスについて明確な一
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貫した効用（感じる満足度）の順位づけをもっている
ことが前提され、本人が認知しないニーズなどは存在
しないことになる。また、異なる個人のあいだで効用
を比較することはできず、他人の効用が本人の効用に
影響することもないという。
これにたいしてセンは、不利な状況にある人は自分
の手が届きそうなものしか欲さず、第三者から見てき
わめて不十分な配分にも「満足」を表明する場合が少
なくないと指摘する［セン1999：9、77-78］。意識的
にか無意識的にか、ニーズの認知を本人が拒むのであ
る。センはまた、女性は子どもや夫の効用を自分の効
用と同一視して行動しがちであるなど、他人の効用が
本人の効用を左右することに注意を促す［Sen 1990］。
そして、とくに「階級、ジェンダー、カースト、コミ
ュニティに基づく持続的な差別がある場合」に、効用
アプローチは「誤った方向に導く」、と批判した［セン
1999：9］。

9.	財・サービスを生産する4つの関係

生活を営み社会に参加する―という「機能」を発揮
する―うえで、人はさまざまな財やサービスを利用す
るが、それらの財・サービスはどのように生産される
のだろう。
財やサービスが生産され取引される諸関係は、人々
が購買力を得る（得ない）関係でもある。財・サービ
スを生産するために必要な生産要素のうち、最も本源
的な労働力を商品として購入するかどうか、つまり雇
用労働を用いるか否か、そして生産のアウトプットで
ある財・サービスを商品化しているか否かで、財やサ
ービスの生産関係を区分しよう。
するとその生産関係は、表1のように4種類となる。

すなわち、①商品労働力による商品の生産（営利企業
のほか、非営利団体の有給職員による事業を含む）、
②商品労働力による非商品の生産（公務員による公共

サービス、環境NGOの有給職員によるアドヴォカシ
ー）、③非商品の労働力による商品の生産（自営業、
ワーカーズ・コレクティブ、プランテーション奴隷）、
④非商品の労働力による非商品の生産（家族や家事奴
隷による家事サービスやケア、自営業世帯の自家消費
のための労働、ボランティア活動）。
財・サービスの分配、またはその購買力の分配は、

この4種類の生産関係のいずれに、どのような「地位」
で参加するかによって、また、同じ地位でも、性別、
年齢、障がいの有無・種類・程度、エスニシティなど
の個人の「属性」によって異なってくる。学歴・経験
その他の面で質の等しい労働力を同量投入するとして
も、その貢献が同等に承認されるとはかぎらないの
だ。むしろ、その労働者が女性、あるいは外国籍とい
うだけで（属性）、賃金が安くされることが多い（女
性や外国籍者にたいする賃金差別）。
ところで、乳児や要介護者のように、生産に積極的
には参加していない者にたいして、ニーズに応じて直
接に財・サービスまたは購買力が分配される場合は、
稀ではないという以上に、むしろ常態である。そのよ
うにニーズに応じて直接に分配される所得（たとえば
低所得であることを条件とする現金給付）や無償の
財・サービスが、常識的にも福祉レジーム論でも「福
祉」と呼ばれてきたものだろう。繰り返しになるが、
これにたいして生活保障システム論では、あらゆる
財・サービスの生産と分配、およびそれにともなう購
買力の流れを視野に入れる。
ある社会の生活保障システムの特徴は、以下を手が
かりとしてつかむことができる。すなわち、財・サー
ビスを生産し所得の流れを規定する4つの生産関係
が、相互にどのような量的関連をもつか（たとえば政
府歳出入がGDPに占める比重や自営業部門の比重）。
また、生産関係は相互にどのような質的関連をもつか
（たとえば企業が男性フルタイム労働者に支給する
「家族賃金」と世帯内性別分業、公共事業や産業規制

表2　財・サービスを生産する4つの関係：商品化を軸とする分類

使　用　さ　れ　る　労　働

商品（雇用労働） 非商品（自営業者、家族、奴隷）

生
産
さ
れ
た
財

商
　
　
品

①営利企業、非営利団体
の有給職員による事業

自営業の市場向け生産　　　　　③
生産協同組合員
奴隷を使用した市場向け生産

非
商
品

公共部門、非営利団体の
有給職員による公共的サ
ービス
②

家族や家事奴隷の家事サービス
自営業の自家消費（のための労働）
ボランティア活動

④
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表3　指標と類型／次元および説明される変数；福祉レジーム論、ジェンダー不平等の類型論、生活保障システム論

Esping-Andersen 1990;1999 Hicks & Kenworthy 2003
Scruggs & 
Pontusson 
2008

生活保障システム Mandel 
2009

脱商品化
①社会保険の現金給付の所得
代替率
②社会保険の受給資格を得る
ための加入年数要件
③年金財政のうち個人負担の
比率
④失業保険・疾病保険のカバ
レッジ（労働力人口に占める
加入者の比率）、65歳以上人
口に占める公的年金受給者の
比率

国家労働主義：
「雇用の硬直性」（生産労働者
の平均賃金にたいする失業補
償給付の比率、および最低賃
金の比率）
労働組合協約の国家による拡
張（団体協約適用率と労働組
合組織率の差）
社会保険料負担（対GDP比）
失業給付の継続年数

国家労働主
義に「雇用
保護立法」
を追加

商品労働力による商品の財・サービス
雇用パフォーマンス（性別・年齢階級
別の賃金率と失業リスク）：
雇用保護指標（正規契約と有期）
非正規比率（性別・年齢階級別）
賃金格差（性別・年齢階級別）・低賃
金の水準
労働費用（雇用者報酬）
非営利協同組織

① 25－ 60
歳女性の労
働力率
②6歳未満
児の母親の
労働力率
③共稼ぎ世
帯の比率
④男性稼ぎ
主世帯の比
率
⑤出産後の
育児期に働
く母親の比
率
⑥稼得にお
ける妻の依
存度
⑦女性が管
理職に雇わ
れる純オッ
ズ比
⑧職域分離
度
⑨男女の稼
得第1五分
位における
女性の比率
⑩男女の稼
得第5五分
位における
女性の比率
⑪ジェンダ
ー賃金格差
⑫学歴によ
る女性間の
年収格差
⑬ひとり親
家族の貧困
率

社会の階層化
保守主義：分立する公的年金
制度の数（コーポラティズ
ム）、公務員にたいする年金
給付費の対GDP比（Etatism）
自由主義：資力調査つきの扶
助が公的社会支出に占める比
率、医療支出総額・年金支出
総額に占める民間部門の比率
社会主義：普遍主義（労働力
人口のうち社会保険の受給資
格者の平均比率）
給付の平等性（社会保険の各
制度にかんして、法的に可能
な給付最高額にたいする基準
的給付額の比率の平均）

社会の階層化指標に以下を追
加
積極的労働市場政策への支出
の対GDP比
労働年齢人口に占める公共部
門雇用のシェア
国家労働主義（要素は上覧）
家族政策測定（要素は下欄）

家族政策と
しては「家
族労働参加
政策」のみ。
保育サービ
スのカバレ
ッジにかん
して3歳未
満児にとく
に注目しな
い

商品労働力による非商品の財・サービ
ス
社会保険制度の分立
老齢年金・遺族年金の受給資格・給付
水準
公的扶助の補足性
政府の歳出入の規模・累進性
社会支出（公私、構成、粗支出と純支
出）
租税支出
第1五分位の受け払い
機能代替（公共投資等）
非営利協同組織

脱家族主義化
福祉国家を通ずる：
①家族向けサービス
（保健医療を除く）への公的
支出の対GNP比
②家族手当と税控除の総合的
価値
③3歳未満児童にたいする公
的保育のカバレッジ
④65歳以上高齢者にたいす
るホームヘルプ・サービスの
カバレッジ

市場を通ずる：不明確

家族政策測定：
家族給付（家族給付や税制の
税額控除・所得控除の価値の
平均産業賃金にたいする比
率）
児童給付（典型的なカップル
の所得にたいする家族給付と
税控除の合計の比率）
3歳未満児への公的保育の適
用率
家族労働参加政策（家族休業
および出産休業制度の手厚
さ、公的な保育補助と保育提
供の手厚さ、老齢退職政策の
柔軟性）

［再掲］
家族政策と
しては「家
族労働参加
政策」のみ。
保育サービ
スのカバレ
ッジにかん
して3歳未
満児にとく
に注目しな
い

非商品の労働力による商品の財・サー
ビス
自営業部門の規模・構成
非営利協同組織

非商品の労働力による非商品の財・サ
ービス
無償労働の規模と性別分担

析出される類型／次元

3類型
自由主義

保守主義

社会民主主義

析出される類型／次元

2次元：
進歩的自由主義
伝統的保守主義

説明される変数

所得不平等の削減
貧困削減
15－64歳の雇用率とその増
加
労働市場での男女平等

析出される
類型／次元

2次元：
国家－自由
主義
平等主義
説明される
変数

労働市場の
男女平等を
除外

析出される類型／次元
3類型
「男性稼ぎ主」
両立支援
市場志向

説明される変数

貧困率・貧困削減率（年齢グループ
別、世帯の就業状態別）
子どもの住宅剥奪
高齢者介護サービスの受給者比率

析出される
類型／次元

ジェンダー
不平等の3
類型
社会民主主
義
自由主義
保 守 主 義
（オースト
ラリアを含
む）
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と農業・自営商工業）。さらに各生産関係内の労働条
件や産出される財・サービスの質的特徴はいかなるも
のか（たとえば民間企業の雇用処遇のバイアス、政府
歳出入の累進性、公共サービスの家族支援の度合い）。

Ⅴ.	 結びに代えて

結びに代えて、福祉レジーム論とジェンダー不平等
の類型論に用いられる諸指標と析出される類型／次
元、および説明される変数などを一覧し、なおかつ生
活保障システム論で用いる指標を対比してみよう。そ
れは表3のとおりである。
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註
  1 本稿では大沢2011cをもとに、直近までの研究動向を反映する
大幅な加筆をおこなった。

  2 日本の雇用者の健康保険（政府管掌健康保険、組合管掌健康保
険）の給付では、「傷病手当金」にあたる。国民健康保険には
同様の給付はない。傷病手当金は、被保険者本人が傷病で勤務
を休む場合、その4日目以降の休んだ日にたいして、標準報酬
日額の3分の2に当たる額を支給するものである。ただし休んだ
期間について事業主が傷病手当金の額より多い報酬を支給する
場合は、傷病手当金は支給されない。健保の給付を受ける被保
険者の件数にたいして傷病手当金の給付の件数は、1980年頃に
は1％程度であり（組合健保の方が低い）、2000年にかけて低下
してきた。金額的にも被保険者への給付総額の5、6％程度であ
る。これは企業の側で傷病のため休む制度（有給）が普及して
いることを反映している。人事院の民間企業の勤務条件制度等
調査によれば、最近では病気欠勤・休暇制度がある従業員の比
率は83.4％である。企業規模が大きいほうが比率は高く、従業
員数が50人以上100人未満の企業の従業員では、制度をもつ従
業員は53.5％にとどまる（人事院　2010年報道資料「平成21
年民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要」）。

  3 初期の4類型論については、大沢2007：46－50を参照。
  4 三浦は、不安定な市場の力にたいして労働者を守る「社会保護
（social protection）」の度合いと範囲を測る指標として、以下の
6つを提起した。①雇用期間の定めがない労働者の解雇からの
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保護、②非典型的労働者にかんする規制、③失業者にたいする
セーフティネット、④積極的労働市場政策、⑤最低賃金、⑥団
体交渉のカバレッジ。また、以下の6つを、「雇用パフォーマンス」
を示す基準としている。①失業率（標準と長期失業の）、②若
年者の失業率、③55－59歳の男性の就業率、④25－54歳の女
性の就業率、⑤男性労働者間の稼得の分散、⑥雇用者総数に占
めるパート労働者の比率 ［Miura 2001］。

  5 稗田健志は、スクラッグスの公開データを用いて、18か国の疾病・
失業・所得比例年金の賃金代替率について、1980年、1990年、
2000年の各数値とともに、1980年から2000年にかけての増減
を紹介している。18か国のうち、疾病給付では7か国、失業給
付では10か国が代替率を下げたのにたいして、所得比例年金で
は。フランス・ドイツ・スウェーデンでの低下とカナダ・イタリ
ア・イギリスでの上昇があり、18か国平均では上昇したという。
日本は疾病給付でやや上昇し、失業給付でやや低下しており、
所得比例年金では2000年の数値しかない［稗田2011］。日本の
傷病手当金の支給率は、従来、標準報酬日額の60％であり、
2007年4月から同3分の2に引き上げられた。スクラッグスのデ
ータで日本の疾病給付の賃金代替率が順次上がっている理由は
不明である。

  6 分子の受給資格者にかんして、自営業層（業主と家族従業者）
には、疾病保険（休業補償の現金給付）と失業保険が適用され
ず、年金も任意加入の国が少なくなかった。その場合に自営業
層が厚いと普遍主義のスコアが低くなる。自営業層にたいして
も休業・廃業への所得補償が導入され、年金の適用率が高くな
ることは、普遍主義化と表現して不自然ではあるまい。

  7 2009年までに合意された貧困・社会的排除の第1次指標に、「物
質的剥奪」が含められた。そこには、住宅ローンないし家賃の
滞納金の支払いを賄うことができなかったという項目、そして
暖房を賄えなかったという項目がある［大沢2011a：21、41］。

  8 佐藤は、2010年におこなわれた講演の記録では、「福祉レジー
ムと持家率・借家率の国際比較」と題する表で、南欧諸国を「【家
族】」の福祉レジームに分類し、日本については1993年では「【企
業】」、2007年では「【市場】」と特徴づけている［借地借家法改
悪反対全国連絡会2010: 13］。「【家族】」のレジームの指標を明
示することが望まれる。

  9 大沢真理監訳による日本語版である。英文の原書にはマイナー
な誤りが少なからず散見され、エスピン＝アンデルセンに確認
のうえで日本語訳では訂正した。原書と日本語訳が異なる箇所
は、日本語訳が正しいため、引用は日本語訳からおこなう。
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