
まず、わが国医療経済システムにおいて重要な

役割を担う社会保険制度が直面した一連の出来事

の描写から始めたい。図1に、日本の中小零細

規模企業等に勤める従業員ならびにその扶養家族

のために医療給付を行う被用者健康保険の財政動

向を示す。同図から分かるように、累積赤字が最

大となった年（図中のyear0）の3年前と2年

前、年度の保険給付額が同じ年度の保険料収入を

20％前後も上回る赤字決算が連続した。その後、

単年度収支の赤字幅はおよそ15％、8％、6％と

減少していったものの、累積赤字額が年度保険料

収入の1/4を超える苦しい財政状態が続いた。何

もしなければこの比率は50％近くになるとも予

想された。

後述するごとく、勤労者の生活リスクに備え、

ひいては社会の安寧を維持するという重要機能を

担う社会保険制度のサステイナビリティに対し、

政府も大きな危機意識を抱いた。ゆえに政府は、

保険財政安定化のための法案（保険料率を1割

以上引き上げるとともに国庫補助を5割増額す

るなどの内容）を4月に国会に提出した。しか

し、中小零細企業等の労使が負担する保険料の大

幅上昇をめぐってしばしば審議が紛糾・中段して

いるうちに、7月21日に会期末を迎え、同法案

は廃案となってしまう。

そこで、改めて健康保険法案だけを審議する臨

時国会が7月27日に召集された。臨時国会召集

にあたり、担当大臣と与党幹事長の合意に基づき、

保険料引上幅の縮小や低所得者の受診時一部負担

軽減などを含む議員修正案が作成・提出された。

衆議院社会労働委員会における同修正案の審議、

および野党との舞台裏折衝が行われている中、与

党は8月2日に同委員会での強行採決に踏み切っ

た。委員会強行採決を受けた本会議開催に当然な

がら野党は強く反対し、衆議院本会議は議長職権

で開催せざるをえない厳しい対決構図が発生した。

そうした構図の下、ようやく開かれた衆議院本会

議には関係閣僚不信任案や議長解任決議案が提出

され、野党がそれらの採決に際して牛歩戦術をとっ

たため、いわゆる徹夜国会となった。

こうした膠着状態から脱却すべく、衆議院議長

が第三党案に基づく斡旋案を提示する。斡旋案の

取扱いを党から一任されていた野党第一党の党首

は受諾と裁断するものの、党に持ち帰ったところ

代議士会において否決されてしまった。そして同

党は斡旋案を拒否した。とはいえ、斡旋案はそれ

以外の三党の合意により8月18日に衆参両院に

て可決され、時限法として成立した。8月24日

公布を経て、主たる内容は9月1日に実施され

た。他方、党内の混乱と法案成立阻止失敗を受け、
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8月19日には、月初めより辞意を表明していた

野党第一党の党首と筆頭幹部が正式に辞任した。

11月には与党調査会の要請を受けて、省より

「医療保険制度改革試案」が発表された。基本方

針は、①保険財政の長期的安定を図る、②医療給

付割合の格差を是正する、③保険料負担の均衡を

図るなどであった。制度の体系としては、①被用

者保険と地域保険の2本建てにまとめる、②保

険者間に生ずる格差は財政調整によって是正する、

③財政力の弱い保険者には国庫補助を行って財政

の長期的安定を図るなどが骨子とされた。なお保

険給付割合については原則7割、また特別の配

慮を要する者についてはそれ以上とし、すべての

国民が医療を必要とするときにはそれを受けられ

ることがうたわれた。

医療政策に詳しい読者は、ここまでの記述が、

日付等の細部を別にすれば、政府管掌健康保険

（以下「政管健保」）、およびその後身である全国

健康保険協会（以下「協会けんぽ」）に関して

「最近50年間のいつの話として聞いてもおかし

くない」ことに気付いたのではなかろうか。実は

上記は半世紀近い昔、1967年の健康保険特例法

案審議についての描写である注1。医療保険制度

改革試案の内容に至っては、「昨日発表されたば

かり」と捉えても違和感がなく、つまりは保険制

度にかかわるあり方論は延々と堂々めぐりを繰り

返してきたとも言える。

なお上記文中の「健康保険」とは政管健保、

「省」は当時の厚生省、「大臣」は厚生大臣、「与
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２．全国健康保険協会財政の現状

図1 健康保険財政の推移（１）

対保険料収入（％）

出所：厚生白書等を元に筆者作成



党」は自由民主党、「与党幹事長」は福田赳夫氏、

「野党第一党」は日本社会党、「同党首」は佐々木

更三委員長、「筆頭幹部」は成田知己書記長、「第

三党」は民社党、そして「三党合意」は自由民主

党・民社党・公明党による合意を表わしている。

ところで協会けんぽの最近の財政状態はどうで

あろうか。実際のところ財政状態は1967年当時

の政管健保と驚くほど類似している。保険財政の

赤字が続き、図2のyear0（2009年）には、

リーマンショックに伴う中小零細企業等従業員給

与の急速な低下による保険料収入減少を主因とし

て、4,893億円、同年度の保険料収入に対して

25％という巨大な規模の単年度赤字を計上せざ

るを得なかった。

他方、準備金残高については、2003年に賞与

からも健康保険料を徴収するようになって以来、

保険料率が8.2％のまま推移してきたにもかかわ

らず、2004年からプラスの値を保っていた。し

かし、引き続く単年度赤字をファイナンスするた

め、準備金残高は2006年のプラス4,983億円か

ら2009年のマイナス3,179億円（年度保険料収

入に対してマイナス5.3％）へと一気に8,000億

円以上も悪化し、2009年度には協会は借入金に

頼らざるを得ない状況に陥った。単年度収支均衡

化のみならず、借入金返済のためもあって協会け

んぽ保険料は2010年から3年連続して引き上げ

られ、2012年にはついに2ケタの10％になっ

てしまった注2。

では、1967年と同じような苦境にありながら、

どうして協会けんぽ財政は…関係各方面に苦境を

伝える協会けんぽ経営幹部の全力を尽くした活動

にもかかわらず…大きな政争テーマとならないの

だろうか。そもそもの理由は、「政府管掌」でな

くなり、“民営化”されたためかもしれない。こ
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対保険料収入（％）

図2 健康保険財政の推移（２）

出所：協会けんぽ事業年報等を元に筆者作成



の構造的理由はさておき、財政悪化の根源的な理

由が、上記のリーマンショックに起因する保険料

収入低下という短期的事象を別にすれば、協会け

んぽ加入者（被保険者＋被扶養者）に対する保険

給付額の増加ではなく、「制度間財政調整のため

の支出増」だからと筆者は考える。図3に示す

ように、毎年の拠出金等支出の当該年度保険料収

入比は、2005年にはいったん35％程度まで低下

したものの、その後はほぼ一貫して増え続け、今

や保険料収入の50％に近づいている注3。

保険者が自ら守るべき加入者の医療費＝実支出

をファイナンスできないかもしれない危機がもた

らした健保財政問題は、人々に「健保国会」とし

て記憶される非常事態を1967年に引き起こした。

それに比べ、他制度に対する拠出金、支援金、納

付金等の「取り決めごと」による支出に起因する

赤字は、制度や国庫補助率の変更は元より、高齢

者医療制度等に対する公費投入増大や支援金算定

にあたっての総報酬制導入などの工夫によって、

たとえ実支出に変化が無くとも減少させうるため、

政争課題としての切迫感・危機感が（当事者であ

る協会けんぽを別として）低いままにとどまって

いるのではなかろうか…実際には協会けんぽ財政

の苦境が続くにもかかわらず。

くわえて、保険料負担は協会けんぽ適用事業所

の経営に直接影響する。図4に見られるように、

協会けんぽ適用事業所の3/4は従業員10人未満

であり、2/5が1人ないし2人を雇う零細規模で

ある。こうした規模の事業所では、保険料の事業

主負担増大が経営費用およびキャッシュフローに

与える影響を無視できないケースが多い。他方、

従業員規模が大きく、一般に1人当たり付加価

値生産額が高い組合管掌健康保険（以下「組合健

保」）を設立している企業等、および本質的にキャッ

シュフローについての心配が少ない共済組合設立

の官庁・自治体、そして国民健康保険（以下「国

保」）の無職高齢加入者では、保険料支払いが事

業財務状態に与える負荷が問題となる確率は低い。
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図3 協会けんぽ拠出金等の対保険料収入割合（％） 年度別推移（政管健保時代を含む）

出所：協会けんぽ事業年報等より筆者作成



事業所経営の観点を意識しつつ協会けんぽ保険

料収納率を見ると、現に近年は低下傾向にあり、

未納率が4％に近づいていることが分かる（図5）。

協会では、この理由は国保や国民年金で取沙汰さ

れるような被保険者による保険料未納ではなく、

事業主が日本年金機構年金事務所注4に保険料を

納めない(納めたくとも資金繰りの困難さゆえに

納められない)事態が増えたせいではないかと推

察している。比較のため、国保の保険料収納率を

見てみよう（図6）。協会けんぽの保険料収納率

は、国保の若年加入者よりは高いものの、国保

65歳�74歳加入者で年収が100万円を超える層

の収納率より低くなっており注5、見過ごせない

課題と考えられる。

ここで、社会保険制度、ならびにそれを含む社

会保障制度の目的と機能について簡単に確認して

おきたい。周知のように、文明発生以来数千年に

およぶ人類の歴史の中で見れば、社会保障制度は

新しい注6。19世紀なかば、英国に後れを取って

いた欧州大陸諸強国でも製鉄などの近代工業の発
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３．社会保険制度の機能

図4 協会けんぽ適用事業所規模別構成（2011年7月）

出所：協会けんぽデータ

図5 協会けんぽ保険料収納率（％）の推移

資料出所：協会けんぽデータより筆者作成



達を基盤とした資本主義が発達し、国家間の「富

国強兵」競争意識も強まっていった。こうした流

れを主導した1人であるビスマルクなどによっ

て、古くから存在していた侵略・飢饉・疫病といっ

た社会の持続にとってのリスク以外に、新たなリ

スクが生まれていることが意識された。それは農

林牧漁村等における地縁血縁と切り離され、また

昔から都市に居住していた職人・商人層とも異な

る新たな職種＝賃労働者が困窮した際に起こしう

る騒動・暴動、ならびにそれと社会主義の結びつ

きによる革命注7に対する恐れである。

労働者の医療ニーズや老後生活に対し、一定程

度の費用を連帯拠出により負担する社会保障制度

の目的は、社会安寧の維持、すなわち社会防衛に

他ならない。この目的は、古代でも中世でも時折

見られた「慈悲心等からのお上による困窮者救済

策」とは性質がまったく違っている。たしかに社

会保障制度が発揮する機能（＝給付）の直接対象

者は受給者と言えるだろう。しかし制度の真の受

益者、つまり社会不安によって被る損失の防御と

いう機能の中核的受益者は、政府（統治機構）、

および相対的に豊かな層（とはいえ国外に資産を

分散保有するほどではない中の上層）なのである。

こうした上位目的をもつ社会保障制度のうち、

共助の仕組み（詳しくは5節参照）である社会

保険制度に特徴的な第2の機能として防貧があ

げられる。本人あるいは家族の疾病や要介護状態

はそれ自体不幸な事態である。社会保険は、そう

した不幸な事態の発生防止には（一部の予防策を

除き）なかなか貢献しえない。しかし、「不幸な

事態に対応するための金銭的負担」ゆえに貧困と

いう第二の不幸な事態に陥ることに対しては、社

会保険は有力な手立てである。また、第一の不幸

な事態が重度化する前の初期に、保険給付を得て

医療サービス等を利用し、悪化防止を図る働きも

有する。
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図6 国保 世帯所得階級別 保険料収納率（％、市町村国保 2009年度）

出所：国民健康保険実態調査（2010）より筆者作成



防貧機能は、貧しい人や家計を救う救貧機能と

は別の役割である注8。よって受給の際に「貧困

であること」は条件にならず、基本的に保険加入

者の疾病・介護ニーズ等に応じて、経済力を問わ

ず普遍的に保険給付が行われる。とはいえ、医療

費支払いに起因する貧困化防止機能は、高所得者・

富裕層よりも一般勤労者にとって効果が大きいだろ

う。つまり現代日本では協会けんぽ加入者が社会保

険のもつ防貧機能の中心的な対象と言ってよい注9。

社会安寧および防貧という2つの機能を鑑み

れば、社会保険制度とは「統治のツール」の一つ

とみなしても間違いではない。

社会保険制度は、社会の安寧・安定と勤労者層

の防貧という目的に対して有効に機能してきたし、

これからも機能するだろう。しかし、社会保険制

度だけでは対応が難しいニーズも存在する。第一

は、勤労世代と比べた高齢者世代の相対的人員の

増大である。各種公的医療保険がさまざまな理由

で一本化しえない場合、医療保険による皆受療保

障体制（＝“皆保険”）を続けるには保険間財政調

整政策を導入せざるを得ない。かつての老人保健

制度（1983～2008）、現在の前期高齢者医療制

度、後期高齢者医療制度、退職者医療制度がわが

国において実際に制度として運営されてきた。た

だし、調整規模が大きくなりすぎると勤労者世代

の保険が…比喩的には…「徴税代理機構」化して

しまう。先の図3に見られる趨勢が続けば、徴

税代理機構化は懸念にとどまらない。

もう一つは勤労者間の所得格差拡大である。図

7は協会けんぽと組合健保の被保険者所得格差を
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４．社会保険制度が対応しなければなら
ない新たなニーズ

図7 組合健保加入者との所得格差（万円）

注1：各制度事業年報等を基に作成
注2：1989～2012年度は、被保険者1人当たり標準報酬月額を単純に12倍。2013年度以降は、賞与を含む被保険者１人当たり標準報酬総額（年額）
出所：協会けんぽ作成図を元に筆者修正



明確に映し出している。図8に示された組合健

保被保険者の年間平均標準賞与額に比べ、図9�1

より読み取れる協会けんぽ被保険者の年間賞与額

ははるかに少ない。しかも図9-1は年間賞与を

得ている被保険者だけのグラフであり、年間賞与

ゼロの被保険者700万人を加えると図9�2のよ

うな分布となることを意識しなくてはならない。

続く図10は2012年3月の協会けんぽ標準報酬

月額の分布を表すが、図11�1から分かるように、

毎年度末平均標準報酬月額は長期低落を続けてき

た。さらに図11�2から分かるように、月別平均

標準報酬月額は、2012年になってもリーマンショッ

クにより低下した水準がら抜け出せていない。保

険財政の支出額（＝分子）は増え続けているため、

協会けんぽ被保険者は所得総額（＝分母）低下の

結果、組合健保加入者より4割近く高い保険料

率負担（＝商）を強いられているのである（図

12）。

以上述べてきたような医療保険制度（共助）が

直面するニーズの変化を踏まえ、自助・互助・共

助・公助の役割を論じて筆を措くこととする。

西村周三（2012）は、新たに推進すべき社会

的機能を精緻に論じ、かつ提案を行った優れた諸

論文を収載した文献である。なおこの書物では、

社会保険制度を含む社会保障制度を「官」固有の

業務と一緒に公助に分類し、共助を互いの助け合

いの意味で用いている。しかし本稿では、政府機

能と、民間主体による運営もありえる社会保険機

能（組合健保や協会けんぽ）は概念的に分けて考

えたい。社会保険機能を公助とは分けて共助と名

付ける場合、互いの助け合いは互助という言葉で

表わすことにする。

われわれが推進してきた、そして推進しつつあ

る「地域包括ケアシステム」の背景におかれた考

え方は、自助・互助・共助・公助の4つのヘル

プの協働である注10。また近年の日本政府の用語

社会保険制度の本質と新たなニーズに対応する考え方 11

５．自助・互助・共助・公助

図8 組合健康保険 被保険者 年間平均標準賞与額（万円）の推移

出所：健康保険・船員保険 被保険者実態調査報告（2010）より筆者作成
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図9�1 年間賞与額別 協会けんぽ被保険者数分布（2010年度、万円）賞与なしの者を除く

出所：協会けんぽデータより筆者作成

図9�2 年間賞与額別 協会けんぽ被保険者数分布（2010年度、万円）

出所：協会けんぽデータより筆者作成
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図10 協会けんぽ標準報酬月額の分布（2012年3月）

出所：協会けんぽデータより筆者作成

図11�1 協会けんぽ毎年度末の平均標準報酬月額（円）の推移

出所：協会けんぽ作成図を元に筆者修正
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図11�2 協会けんぽ月別平均標準報酬の推移（千円）

出所：協会けんぽ作成図を元に筆者修正

図12 被用者健康保険の保険料率推移

出所：健康保険・船員保険 被保険者実態調査報告（2010）および協会けんぽデータより筆者作成
なお協会けんぽ保険料は2009年9月以降都道府県別。グラフの値は平均値。



法においても、社会保険制度は共助に分類されて

いる。例をあげよう。

（ 1）経済財政白書（2012）は次のように社会

保険制度を共助として論じている注11。

「自助」のみでは達成できない国民生活の安定

に対して、生活保障機能として、国民が集まって

リスクを分散し支え合うことが、「共助」である。

例えば、政府が運営する年金・医療・介護等の社

会保険制度が該当する。「共助」により生活の安

定を補強し、それでも安定が図れない場合には、

公的に最低限の生活を保障することが、「公助」

である。例えば、政府による生活保護が該当する。

また、民間が運営する生命保険等が、政府が運営

する年金・医療・介護等の社会保険制度を補完す

る役割を果たしている。「防貧」、「救貧」との関

係では、おおむね、「共助」が「防貧」機能を、

「公助」が「救貧」機能を担っているといえる

＜引用終わり＞。

（ 2）厚生労働白書（2012）も連帯の仕組みた

る共助が社会保険に発達したと説く注12。

当時、社会保障の概念はまだ確立していなかっ

たが、連帯思想は個々人の抱えるリスクへの社会

的対応を促進する役割を担った。すなわち、社会

保障の萌芽ともいうべき福利厚生や共済などの共

助の仕組みが発展するに当たっての媒介として機

能した。フランスでは、連帯思想が社会保険制度

の段階的な充実過程につながり、強制加入を最大

の特徴とする1930年の「社会保険法」の成立に

結実した＜引用終わり＞。

（ 3）同じ厚生労働白書はさらに次のように

まとめている注13。

社会保険制度は、保険料を支払った人々が、給

付を受けられるという自立・自助の精神を生かし

つつ、強制加入の下で所得水準を勘案して負担し

やすい保険料水準を工夫することで、社会連帯や

共助の側面を併せ持っている仕組みである＜引用

終わり＞。

（ 4）社会保障・税一体改革成案（2011）でも

社会保険は共助の枠組みに含まれる注14。

負担と給付の関係が明確な社会保険（＝共助・

連帯）の枠組みの強化による機能強化を基本とす

る＜引用終わり＞。

以下は筆者の見解のまとめである。まずは「自

助」が社会の基盤をなす。自助とは、生活面では

自己能力を活用し、経済面でも年金を含めた収入

によりできるかぎりのところは自ら賄うことを意

味する。自らの意欲による社会参加は人間の基本

的権利と言えるだろう。他方、自助の力が乏しけ

れば、社会も組織も継続しえない。医療や介護サー

ビスを提供する事業主体の運営もまた自助が基本

である。

しかし、相互扶助や他者による支援のない自助

だけでは、疾病や高齢化等に伴って心身が弱った

場合、生活継続が難しくなるケースもありえるし、

コミュニティの一体感が喪失してしまう危険性が

高い。そこで次に重要となる要素が 2番目の

「互助」である。上述のように、インフォーマル

な相互扶助については互助という言葉を使いたい。

昔からの近隣の助け合いや現代的なボランティア・

NPO法人などによるインフォーマル・サポート

と社会的包摂の努力、あるいはアメリカ流の多額

の寄附などが該当する。

3番目の「共助」は、主に金銭面について連帯

制度化された相互扶助を意味し、日本では社会保

険制度がこれに相当する。医療も介護も、保険が

定義する保険事故状態とみなされれば、所得や住

居の具合、あるいは家族関係などとは基本的に関

社会保険制度の本質と新たなニーズに対応する考え方 15



係せずに普遍的に給付を受ける権利を主張してよ

い。なお保険料納入が権利行使の条件となる点に

着目すれば、共助は「自助の連帯」と表せる側面

を持つ。一方、サービス提供側にとっても共助の

世界における支払いを得ることの意義を理解すべ

きである。共助の仕組みからの支払対象となるサー

ビスの担当者は、専門的スキルを持つプロフェッ

ショナルあるいはエキスパートとして、質の確保

向上に努める義務を負う。

以上の3つのヘルプによっても生活保障に不

足・不安をきたす場合の最後の守りが4番目の

「公助」である。個別事例では、貧困や虐待など

については社会保険制度では対処しえない。また

制度論では先に述べたごとく、高齢者人口対勤労

世代人口の著しい比率変化や勤労世代における所

得格差拡大に対しても、共助の仕組みでは対処し

きれない。困窮者などに対しては、所得や生活水

準・家庭状況などの受給要件を定めた上で、必要

な扶助を行う社会福祉の機能や公営住宅の整備を

行う。同様に、制度論としても社会保険を補完す

る公費の在り方を正面から論ずるべき時ではなか

ろうか。社会保険制度の加入者が自分たちの医療

費を賄う保険料を負担して制度を支え、機能を利

用し続けられるようにするためにも、公助との組

み合わせにかかわる新たな視点からの検討が欠か

せない。

本稿は、2012年7月21日に開催された医療

経済学会第 7回研究大会における大会長講演

「医療保険制度の本質と変遷」を元に加筆修正を

行ったものである。

注
1 原資料：吉原健二・和田勝（2008）、日本医師会

（1997）、厚生白書（1968）等。

2 2009年9月以降は都道府県ごとに保険料に差が

つくようになった。上記は全国平均値である。

3 図中の後期高齢者支援金は、2007年までは老人

保健拠出金の数値を表す。なお退職者給付拠出金は

合計には含まれているが、個別には示していない

4 2010年初頭までは社会保険事務所。

5 図 6グラフの一番上の線からは細かい値が読み取り

にくいと思われるので、実際の数値を示すと、100万

円以上200万円未満では97.2%、200万円台が97.4

%、300・400万円台が 97.9%、500万円以上では

98.8%であった。

6 一方、医療ニーズ、ならびにそれに対する何らか

のサービス提供は、手段は祈祷・薬草・もしくはそ

の他の非科学的対応であったとしても、古代より存

在してきた。

7 領主層による革命（英国ピューリタン革命）やブ

ルジョワ層による革命（フランス革命）とは異なる。

8 なお救貧機能を担う社会装置や制度は社会保険と

は別途に不可欠である。今では救貧制度の規模は防

貧を担う制度より小さいが、歴史的には救貧の方が

古い。

9 同じ被用者保険でも、組合管掌健康保険加入者は

相対的に所得が高いことに加え、保険料の労使負担

割合や法定外給付などを通じ、事業主が望む従業員

の確保などの個別組織内の労使関係にかかわる側面

も持つ。なお医療機関支払窓口（「医事課」等）で

はかつて、「社保」とは社会保障どころか、社会保

険制度あるいは被用者保険全体のことでもなく、政

管健保を指して使われていた。

10 地域包括ケア研究会（2010）、池田（2011）を参

照。

11 経済財政白書（2012）第3章「グローバル化・人

口減少時代の財政のあり方」の第3節「財政健全化

に向けた取り組み」p.301

12 厚生労働白書（2012）第1部「社会保障を考える」

の第2章「社会保障と関連する理念や哲学」p.21

13 厚生労働白書（2012）第1部「社会保障を考える」

の第3章「日本の社会保障の仕組み」p.40

14 社会保障・税一体改革成案（2011）Ⅰ「社会保障

改革の全体像」 2「改革の優先順位と個別分野にお

ける具体的改革の方向」（2）個別分野における具体

的改革の② p.4
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2）小塩隆士ほか,「特集：健康格差の社会経済的要因」

の各論文,医療と社会（医療科学研究所）2012;22-1:
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