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（4）職員保険
ａ　戦争と職員保険制度
「職員保険法」は1911年12月20日に公布され、

条件が整っている規定から順次施行されたが
（第399条）、全面的に発効したのは13年１月１日
であった 222）。この職員保険制度も戦争の影響を
免れなかった。被保険者である職員の多くが軍
務召集され、また、戦争は職員の雇用にも大き
な変化をもたらしたからである。15年３月18日

「職員保険における軍務期間の算入に関する布
告」（11）をはじめとする一連の布告はそうした
事態に対する対応であった（第18表）。それらの
布告がとりあげた問題は、大括りにいえば、①
被保険者が軍務召集された場合の軍務期間の扱
い（（11）、 （15）、 （16）、 （46））、②保険料支払いに
関して、滞納の場合の支払期限の延長や被保険
者が死亡した場合の保険料の弁済（（20）、 （51）、 

（53））、③戦争期間中に就いた職に対する保険義
務の適用（（19）、 （29））、ことに「祖国勤労奉仕
法」による祖国補助勤務の扱い（（41）、 （50））、
④物価上昇に伴う、保険義務を負う年勤労所得
の上限の引き上げ（（54）、 （60））、であった。
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222） Verordnung, betreffend die Inkraftsetzung von 
Vorschriften des Versicherungsgesetztes für Angestellte. 
Vom 8. November 1912, in: Reichs-Gesetzblatt, 1912, S. 
533.
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職員保険制度を運用するにあたって、布告が
とりあげた問題の処理には様々な解釈や議論が
あったし、ことに軍務期間が保険料を支払うこ
となく保険料支払期間として算定されたことは
大きな意味をもった 223）。けれども、布告によっ
てなされた改正は制度の根幹にかかわるもので
はなく、状況に合わせた微調整であった、といっ
てよい。「職員保険法」によって規定された主な
給付は、職業不能または65歳以上の被保険者に
対する恩給 Ruhegeld、被保険者が死亡した場合
の遺族年金、女性被保険者を対象とする終身年

金（「職員保険法」第20、21、28、29、63条）で
あり、それらの受給資格を得るためには60カ月

223） 『労働者・職員保険月報』に掲載された以下の論稿は、
これらの問題を扱っている。Lass, Die Angestellten
versicherung während des Krieges, in: Monatsschrift für 
Arbeiter- und Angestellten-Versicherung, 3. Jg. Nr. 11, 
November 1915; Dr. Brunn, Zur Bundesratsverordnung 
über Angestelltenversicherung für Beschäftigung wäh-
rend des Krieges, in: Monatsschrift für Arbeiter- und 
Angestellten-Versicherung, 5. Jg. Nr. 1, Januar 1917, Sp. 
46-53; Dr. Dersch, Die Angestelltenversicherung im 
Kriege, in: Monatsschrift für Arbeiter- und Angestellten-
Versicherung, 6. Jg. Nr. 6, Juni 1918, Sp. 273-290; Nr. 7, Juli 
1918, Sp. 321-349. 

第49表　大戦期　職員保険管理委員会の開催と議題
開 催 日 時 出　席　者 議　　　　　題

第10回　1914年10月12日 雇用主代表　　12名
被保険者代表　12名

１）1915年見積もり
２）戦時扶助措置
３）戦争期間中の治療

第11回　1915年３月30日 雇用主代表　　11名
被保険者代表　12名 １）1914年決算

第12回　1915年５月31日 雇用主代表　　12名
被保険者代表　12名 １）戦傷者扶助

第13回　1915年11月２日 雇用主代表　　12名
被保険者代表　12名

１）ライヒ保険所職員に対する物価上昇手当て
２）1916年見積もり

第14回　1916年２月７日 雇用主代表　　12名
被保険者代表　12名

１）法的規定に関する理事会の提案
２）従軍者の性病対策における邦保険所との協力

第15回　1916年４月４日 雇用主代表　　12名
被保険者代表　10名

１）1915年決算
２）性病対策における邦保険所との協定の若干の変更
３）疾病金庫の申請の聴取

第16回　1916年11月７日 雇用主代表　　12名
被保険者代表　11名 １）1917年見積もり

第17回　1917年５月８日 雇用主代表　　12名
被保険者代表　12名

１）1916年決算
２）職員保険の自立性

第18回　1917年11月13日 雇用主代表　　12名
被保険者代表　12名

１）職員採用の原則と給与規定
２）1918年見積もり

第19回　1918年３月９日 雇用主代表　　11名
被保険者代表　10名

１）住宅状況改善のための貸付利子
２）職員住宅公益株式会社に対する参加
３）保険義務所得上限の引き上げ

第20回　1918年３月23日 雇用主代表　　７名
被保険者代表　11名 １）職員住宅株式会社計画

第21回　1918年６月１日 雇用主代表　　12名
被保険者代表　12名

１）職員住宅株式会社計画
２）決算
３）代議員活動費用の補償（第155条）

資料：  Angestelltenversicherung. Amtliche Nachrichten der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte und der Spruchbehörde der 
Angesstelltenversicherung, 2. Jg. Nr. 11, November 1914, S. 260-262; 3. Jg. Nr. 4, April 1915, S. 61-64; 3. Jg. Nr.6, Juni 1915, S. 
131-132; 3. Jg. Nr. 11, November 1915, S. 220-222; 4. Jg. Nr. 2, Frbruar 1916, S. 40; 4. Jg. Nr. 4, April 1916, S. 78-80; 4. Jg. Nr. 
11, November 1916, S. 280-282; 5. Jg. Nr. 5, Mai 1917, S. 108-112; 5. Jg. Nr. 12, Dezember 1917, S. 280-284; 6. Jg. Nr. 4, April 
1918, S. 66-72; 6. Jg. Nr. 6, Juni 1918, S. 101-104.



－59－

第１次世界大戦期ドイツの社会保険制度（7）

から120カ月の保険料支払が必要とされたから、
実際の給付開始までにはなお時間的な余裕が
あったのである 224）。

戦争期間中の職員保険制度の運営において問
題となった事項をライヒ職員保険所の機関であ
る管理委員会の議題についてみたのが第49表で
ある。これによると、管理委員会は年に２～３
回開かれており、被保険者側、雇用主側、双方
の委員の出席率は概して高かったことが分かる。
そこでの議題は、予算と決算の他に、①職員保
険の自立性、②ライヒ保険所職員の採用とその
給与、名誉職である代議員の活動費用の補償、
職員に対する物価上昇手当、③職員住宅株式会
社の設立をはじめとする住宅問題、④保険義務
所得の上限、⑤戦争期間中の治療、⑥戦傷者扶
助や従軍者の性病対策、に整理される。①は廃
疾保険との統合問題であったが、これには職員
保険側は否定的であった。また、②、④、⑤、
⑥は戦争によって引き起こされた問題に対する
対応であり、③はライヒ職員保険所の福祉活動
の一環であった。これらの議題にも、戦争が引
き起こした問題への対応が大きな比重を占めて
いたことが示されている。

以上のことを踏まえて、戦争期間中の職員保
険制度の動向をみていくこととしよう。

ｂ　戦時期の職員保険制度
職員保険制度の構成　職員保険制度における保
険者はライヒ職員保険所であり、この点につい

ては戦争期間中も変化はなかった。これに対し
て、被保険者数については、『職員保険25年史』
は、「世界大戦とその直後の数年には、経済と被
用者における大変動のために、被保険者数ははっ
きりとは捉えられない」 225）、と述べている。し
たがって、種々の数字を拾っておおよその規模
を押さえるしかない。それが第50表である。こ
れによると、保険証を入手する手続きに必要な
受付表 Aufnahmekarte の発行数（「職員保険法」
第188条）は1913年には約143万であり、翌14年
には174万にまで増加した。15～17年については
それぞれの年の３月における保険料支払者数が
示されているが、それは100万前後であった。当
然のことながら、規定どおりに保険料支払いを
しなかったケースや、軍事召集によって保険料
の支払いを免除された被保険者数はここには含
まれていない。それは同表の註３） に示される

224） ただし、この法律の施行から３年間は、保険料積立
金 Prämienreserve の払い込みに応じて給付までの待機
期間を短縮することが可能とされ、また、遺族年金の
場合の待機期間は法律施行から10年間は60カ月の保険
料支払いでよいとされていた（第395、396条）。保険料
積立金の払い込みによる待機期間短縮の実態について
はのちにとりあげる。

225） 25 Jahre Angestelltenversicherung 1913-1937, Berlin 
1937, S. 47.

第50表　大戦期の職員保険被保険者数
（単位：千人）

年 合　計 備　　考
1913 1,425 受付表
1914 1,738 受付表
1915    948 保険料支払者数
1916    980 保険料支払者数
1917 1,028 保険料支払者数
1918  －

註：１）  受付表とは、被保険者が保険証の発行を申請する
ための書類（「職員保険法」第188条）。

　　２）  保険料支払者数は当該年３月の数字。 
　　３）  1916年については以下のような指摘がある。1916

年末の登録被保険者数は197万6583人、保険料支
払から算定される被保険者数の月平均は108万
1147人。両者の差は、保険料支払の不規則性と軍
務召集による。

資料：  Angestelltenversicherung, 3. Jg. Nr. 5, Mai 1915, S. 84;  
4. Jg. Nr. 5, Mai 1916, S. 107;  5. Jg. Nr. 6, Juni 1917, S. 
126, 142; 6. Jg. Nr. 7, Juli 1918, S. 133; 7. Jg. Nr. 8, 
August 1919, S. 118.
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とおりである。これらの事実を勘案して、大戦
期の職員被保険者数は150～200万人であり、そ
のうち保険料を支払っている被保険者数はおよ
そ100万人であったと大雑把に推定しておこう。
それでも、労働者３保険に比して、被保険者数
が１桁少なく、職員保険が相対的に小規模で
あったことは確認できる。また、職員保険被保
険者のなかで保険料等級の低位にある被保険者

（A ～ E）は廃疾＝遺族保険の被保険者でもあ
り、1915年には被保険者総数に占めるその割合
は平均して70％近くに達していたことも注目に
値する 226）。

待機期間の短縮　給付を早期に受けるための待
機期間短縮の申請状況は第51表に示されるとお
りである。これによると、1913年末の時点で、
それまでになされた待機期間短縮の申請のうち、
決済されていないものが325件であった。14年に
は928件の申請があり、両者を合わせた1253件の
うち1179件については同年中に決定が下された
が、そのうち待機期間の短縮を認められたのは
482件であり、これは決定が下された件数全体の
40％にあたる。14年に未決であった74件は15年
に持ち越された。15年には待機期間短縮の申請
が2685件へと急増した。もともと待機期間短縮
の申請は法律の発効から３年間に限って認めら
れたものであり（「職員保険法」第395条）、その
期限が15年末であったことから、駆け込みの申
請もあったものと考えられる。15年のうちに決
定がなされたのは1338件にとどまり、未決件数
が1300件を超えた。保険所職員の軍事召集に

よって事務処理能力が落ちていたことが一因で
あったといわれる。決定が下された1338件のう
ち待機期間の短縮が認められたのは466件であ
り、決定件数に占めるその割合は35％に低下し
た。16年には申請数は急減し、その後も減少を
続けた。これは、15年８月26日の連邦参議院布
告「戦争期間中の職員保険に関する布告」（15）
が、従軍者については待機期間短縮の申請期限
を戦争終結の翌年末まで延長したことや、制度
が実施されて時間が経過するとともに待機期間
短縮を申請する意味が小さくなったことによる
と考えられる。そして、短縮を認められた割合
は下された決定の 前後にとどまっていた。

短縮が認められた期間は１年から10年までの
広がりをもっていたが、５年までが全体の を
占める一方、７年を超えるものは30％以内にと
どまり、ことに17、18年には後者は10％に満た

226） Angestelltenversicherung. Amtliche Nachrichten der Reichs-
versicherungsanstalt  für Angestellte und der Spruchbehörde 
der Angestelltenversicherung,  5. Jg. Nr. 6, Juni 1917, S. 142; 
6. Jg. Nr. 7, Juli 1918, S. 133; 7. Jg. Nr. 8, August 1919, S. 
118.

第51表　職員保険における待機期間の短縮
（単位：件数）

年 申請と決定 承 認 却 下 撤回など
1913年 未決    325

申請    928
1914年 決定 1,179 482 103    594

未決      74
申請 2,685

1915年 決定 1,338 466 113    759
未決 1,303
申請    910

1916年 決定 2,139 549 134 1,456
未決      74
申請    560

1917年 決定    576 130 130    316
未決      58
申請    323

1918年 決定    316   83   60    173
　 未決      65

資料：  Angestelltenversicherung, 3. Jg. Nr. 5, Mai 1915, S. 71; 
4. Jg. Nr. 5, Mai 1916, S. 90; 5. Jg. Nr. 6, Juni 1917, S. 
121-122; 6. Jg. Nr. 7, Juli 1918, S. 112; 7. Jg. Nr. 8, 
August 1919, S. 99-100.
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なかった。また、待機期間の短縮が認められた
被保険者の年齢構成をみると、30代から50代が
過半を占め、 近くになることもあった。

待機期間短縮が申請された動機については、
1914年には「待機期間の短縮によって突然の保
険事故に対して自分自身や家族に請求権を確保
しようという志向が中年の職員においてますま
すみられる」と記述された。これに対して、16
～18年には、「多くの従軍者が待機期間の短縮に
よって突然の保険事故に対して自分自身や家族
に請求権を確保しようとした」 227）ことがあげら
れた。ここにも戦争の影響がみられたのである。

恩給・年金の給付　以上のように、待機期間短
縮の申請と認可の規模は限られたものであった
から、恩給・年金の給付も小さな範囲にとど
まった。それを1913～17年の時期についてみた
のが第52表である。これによると、被保険者が
職業不能ないし65歳以上で、受給資格を満たし

た場合に支給される恩給については、14年に２
～３件であったのを手始めに、15年に４件、16
年には９件、17年には６件が認められたにすぎ
なかった。給付額は、それぞれに月額12.00～
68.20マルク、2.00～75.40マルク、4.00～34.00マ
ルクであった。

恩給の受給資格を有する被保険者が死亡した
場合にその遺族がうける遺族年金については、
15年に10件、16年には15件が認められた。17年
にも15件の遺族年金が認められ、年金額は月額
2.40～28.30マルクであった。いずれも待機期間
の短縮によるものであった 228）。
「職員保険法」は、保険義務のある職を辞めた

女性被保険者には、任意の保険継続、期待権の

227） Bericht des Direktoriums der Reichsversicherungs
anstalt für Angestellte über das Geschäftsjahr 1914, 1916, 
1917 und 1918, in: Angestelltenversicherung, 3. Jg. Nr. 5, 
Mai 1915, S. 72; 5. Jg. Nr. 6, Juni 1917, S. 122; 6. Jg. Nr. 7, 
Juli 1918, S, 113; 7. Jg. Nr. 8, August 1919, S. 100.

228）  Bericht des Direktoriums der Reichsversicherungs
anstalt für Angestellte über das Geschäftsjahr 1915,  1916 
und 1917, in: Angestelltenversicherung, 4. Jg. Nr. 5, Mai 
1916, S. 103; 5. Jg. Nr. 6, Juni 1917, S. 135; 6. Jg. Nr. 7, Juli 
1918, S, 124. なお、1916年に認定された遺族年金のうち
の１件は、従軍者寡婦に対して以前に決定された年金
額が低すぎるとして再審査されたことによるものであっ
た。これは、過去の年金認定結果を見直すことがあり
うるとする「職員保険法」第79条の規定に基づいて、軍
務期間を保険料支払期間として算入する規定を整理・
拡充した15年８月26日の連邦参議院布告（15）が適用
された結果であった。

第52表　第１次世界大戦気職員保険給付
（単位：件；マルク）

年
恩　　給 遺 族 年 金 終 身 年 金 疾 病 年 金

給付件数 月　額 給付件数 月　額 給付件数 平均年額 給付件数 月　額
1913 ３

1914 ２～３ ２～３ *　　　

1915 ４ 12.00～68.20 10   85 5.77 １

1916 ９   2.00～75.40 15 237 6.84 ―

1917 ６   4.00～34.80 15 2.40～28.30 204 8.92 ２ 26.55；33.15

註：１）  1914年には35件の終身年金の申請があったが、それについての原則や金額の決定がこの年に決まったために、決済
されず。

資料：  Angestelltenversicherung, 3. Jg. Nr. 5, Mai 1915, S. 80; 4. Jg. Nr. 5, Mai 1916, S. 103; 5. Jg. Nr. 6, Juni 1917, S. 135; 6. Jg. Nr. 7, 
Juli 1918, S. 124
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保持あるいは保険料の弁済に代えて終身年金を
認めていた。この終身年金については、1914年
に35件の申請があったものの、それは年末まで
には処理されなかった。15年には85件、16年に
は237件、17年には204件の終身年金が認められ
た。このように、認められた終身年金の件数は
相対的には多かったけれども、平均年金額は概
して低く、15年には5.77マルク、16年には6.84マ
ルク、17年には8.92マルクに過ぎなかった。さ
らに、疾病年金の給付は、15年に１件、17年に
２件にとどまっていた。
  1918年は職員保険制度にとって１つの節目と
なった年であった。13年１月１日からの被保険
者は17年12月をもって60カ月の保険料支払月を
満たし、18年１月１日からは遺族年金と女性被
保険者に対する恩給が支給されることになった
からである（「職員保険法」第48、396条）。18年
の給付申請と認可の状況は第53表に示されてい
る。これは、当時の職員保険制度の特徴をよく
示している。

第１に、1918年にはおよそ１万8000件の給付
申請があり、この１年間には前年から持ち越さ
れたものも含めて全体で２万件に近い申請が審
査された。第52表でみた前年までの実績と比較
して格段に大きな数字であり、この申請数は当
時の被保険者数を約150万人とすれば、その1.3％
に相当した。

第２に、給付申請の内訳をみると、払い込ま
れた保険料の「払戻」Erstattung と「補償一時
金」Abfindung の申請がきわめて多いことが分か
る。女性被保険者が恩給の受給資格を得た後に
結婚によって保険義務のある職を辞めた場合

（「職員保険法」第62条）の「払戻」（6474件）、
被保険者が法律施行から15年以内に請求権を得
ないままに死亡した場合（第398条）の「保険料
払戻」（6071件）に、待機期間を満了した女性被
保険者が恩給ないし終身年金の受給前に死亡し
た場合に払い込まれた保険料の半分を「補償一
時金」としての払い戻し（第60条）760件を加え
ると、１万3000件を超え、それらは申請全体の

第53表　職員保険における給付（1918年）
（単位：件数）

対　　象
申　　請 既　　決 未 決

（1919年に
持ち越し）

法 的 根 拠前年から
引 継 ぎ 1918年 合 計 受 諾 拒 絶 撤 回 合 計

保 険 料 払 戻 1,117 4,954 6,071 2,944 1,216    685 4,845 1,226 第398条
恩   給      43    974 1,017    118    116    384    618    399 第25条
疾  病  年  金      33    195    228        7        6    132    145      83 第25条
寡婦・遺児年金      40 4,494 4,534 1,901      52    358 2,311 2,223 第28、29条
補 償 一 時 金 　 －    759    759    158      25      41    224    535 第60条
年金（女性被保険者）        6        2        8 　 － 　 －        3        3        5 第61条
払   戻      74 6,400 6,474 2,778      80 1,266 4,124 2,350 第62条
終  身  年  金    150    195    345    140        9      70    219    126 第63条
払   戻        4      14      18        5        3        5      13        5 1915年８月26日布告
払   戻    134    227    361      61      22      86    169    192 1916年５月26日布告
合 計 1,601 18,214 19,815 8,112 1,529 3,030 12,671 7,144 －

註：１）「法的根拠」の欄には２つの布告を別として、「職員保険法」の条項数が示されている。
　　２）「保険料払戻」には、表示したほかに戦争により停止された32件があった。
資料：Angestelltenversicherung,  7. Jg. Nr. 8, August 1919, S. 123.
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67％を占めた。これに対して、恩給・年金の申
請は、男性被保険者の死後に寡婦や遺児が受給
する「寡婦・遺児年金」が4534件、「恩給」が
1017件、「終身年金」が345件、「疾病年金」が
228件であり、これらは申請全体の30％にとどまっ
た。なお、「寡婦・遺児年金」の大部分は、1915
年８月26日の連邦参議院布告によって従軍者が
待機期間をみたしたことによるものであった 229）。

第３に、申請の処理手続きをみれば、18年に
審査された申請のうち、同年内に１万2671件が
処理された。これは全体の64% にあたる。これ
に対して決定が翌年まで持ち越されるケースは
7144件で、審査された件数全体の36％にのぼっ
た。審査に長い時間を要するものが少なくなかっ
たのである。ことに、「補償一時金」と「寡婦・
遺児年金」では、申請のそれぞれ70％、49％の
決定が翌年に持ち越された。他方で、「保険料払
戻」については、申請の80％近くが18年内に決
定された。

第４に、18年に処理された申請１万2671件の
うち、受諾されたものは8112件で、64％であっ
た。他方、申請の撤回が3000件を超え（24％）、
却下されたものが1500件余りで12％を占めた。
処理件数の多かった項目について内訳をみれば、

「寡婦・遺児年金」では受諾が86％（2311件のう
ち1901件）と高い割合を占め、申請の却下は52
件ときわめて少なかった。また、「補償一時金」
では224件のうち158件（71％）が認められた。
女性被保険者による保険料「払戻」の申請では、

受諾が2778件で全体の67％を占める一方、却下
は80件で少なかったが、申請の撤回は1266件で
申請全体の30％を超えた。申請が撤回された
ケースは、女性被保険者に認められる「終身年
金」でも高い割合を占めた 230）。「恩給」の場合
には、決定された618件のうち、撤回されたケー
スが384件で過半数を占めた（62％）。被保険者
が死亡した場合の遺族に対する「保険料払戻」
申請では、4845件のうち、 受諾が約3000件

（60％）、却下が1200件（25％）、撤回が685件
（14％）であった。

このように、申請のなかで制度本来の給付で
ある恩給・年金のそれが相対的に少なかったこ
と、審査が長期間を要するケースが多かったこ
と、しかも、申請の撤回や却下の数が高い割合
を占めたことは、戦争と終戦にかかわる混乱と
ともに、職員制度が本格的に起動しようとする
手探りの段階にあったことを示している。

被保険者に対する医療　廃疾 = 遺族保険におい
てと同様に、職員保険制度においても、「被保険
者が罹病にる職業不能が生じるのを防ぐために、
ライヒ法による労働者保険の保険者によって既
に治療が行われていない限り、ライヒ保険所は
治療を行うことができる。治療が恩給受給者を
再び職業可能とすることが期待される場合にも
同じことが当てはまる」（「職員保険法」第36条）、

229） Bericht des Direktoriums der Reichsversicherungs
anstalt für Angestellte über das Geschäftsjahr 1918, in: 
Angestelltenversicherung, 7. Jg. Nr. 8, August 1919, S. 
110.1915年８月26日の布告「戦争中の職員保険に関する
布告」（15）では、被保険者が軍務に就いた期間は、保
険料を支払うことなく保険料納入期間に算入される、と
規定した。

230） 終身年金については、「保険料支払期間が短い場合に
は終身年金は微々たるものであるために、保険料の払
戻を請求するか保険を継続することが常に勧められて
きた」、という叙述が営業報告にある。Ebenda. 「職員保
険法」第63条では、女性の被保険者が保険義務のある
職を辞めた場合、①任意で保険を継続する、②期待権
を保持する、あるいは③保険料の払戻を請求に代わっ
て、終身年金を受ける、と規定している。また、保険
料の払戻に対する請求権は、ライヒ保険庁に対するさ
らなる請求権を排除すると規定されている点（第62条）
が関わっているのかもしれない。
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とされた。1913年４月に始まった治療の実績を
大戦期について示せば、第54表のとおりである。
これによれば、13年には１万件をこえる治療申
請があり、そのうちの9000件強については審査
が完了し、そのうちの をこえる7000件弱の治
療が認められた。それに要した費用は154万マル
クであった。申請件数は14年の２万件から翌15
年には１万5000件にまで減少したが、16年には
２万4000件に反転し、その後も17年に３万件、
18年に３万2000件へと増加を続けた。申請の年
内に処理された件数の割合は、14、15年と低下
したが（それぞれに74、81％）、16～18年には
90％を超え、とくに18年には99％であった。そ
のうち、治療承認数は14年の１万1000件から15
年には7000件にまで低下した後、16～18年には
１万7000件、１万8000件、１万9000件へと増加
した。申請数に対する治療承認件数の割合は14
年には74％、15年には61％へと低下し、16年に
は76％と13年の水準まで持ち直したけれども、
17、18年には60％前後にまで落ち込んだ。また、

治療に要した費用は15年に400万マルク、16年に
700万マルク強、17年には900万マルク弱、18年
には1100万マルクへと増大を続けた。治療の内
訳では、歯科治療の割合が低下する一方、結核
は20％台後半で推移した。

この被保険者に対する医療にも戦争は影響を
及ぼした。それは、以下のような諸点に示され
ている。１つには、保険所の官吏や医師が軍事
召集されたことは申請の審査を遅延させたり診
療を困難にした。16年の理事会報告では、不急
の場合の申請はできるだけ冬に回すことが求め
られた。第２に、保険所の療養所やサナトリウ
ムが軍事利用された。第３に、戦傷者について
は、治療に加えて職業再訓練に要する費用の一
部もこの規定によって負担された。第４に、邦
保険庁と協力して性病対策の取り組みもなされ
た。さらに、17年に申請の却下が多くなったこ
とについて、「被保険者がとくに劣悪な食糧事情
の代わりに療養所におけるましなそれを得よう
として治療の申請をしたことによる」という説

第54表　第１次世界大戦期職員保険による治療（第36～43条）
（単位：件数；千マルク）

年 申請件数
既決件数 うち、　　　

治 療 費治療承認 うち、　　　
結核療養所 サナトリウム 温泉治療 歯科治療

1913 10,464   9,125   6,892 2,031 1,394    815 1,963   1,543
1914 20,187 14,956 11,021 3,096 3,162 1,200 2,801 　
1915 15,079 12,257   7,432 2,175 2,502 1,659    867   4,313
1916 24,184 22,068 16,804 4,195 4,423 5,375 2,303   7,413
1917 30,132 29,170 17,760 4,368 4,685 4,891 3,274   8,831
1918 31,875 31,525 18,719 5,228 4,132 4,291 3,830 10,621
1919 43,040 40,133 26,275 5,314 4,542 7,290 6,994 19,716

註：１）「既決件数」には、少数ながら前年末までに申請され当該年に決定された件数を含む。
　　２）承認された治療としては、内訳で示したもののほかに、薬剤と補助の給付があった。
資料：  Angestelltenversicherung,  2. Jg. Nr. 7, Juli 1914, S. 176-177;  3. Jg. Nr. 5, Mai 1915, S. 81-83; 4. Jg. Nr. 5, Mai 1916, S. 104-106; 

5. Jg. Nr. 6, Juni 1917,  S. 136-140; 6. Jg. Nr. 7, Juli 1918, S. 125-130; 7. Jg. Nr. 8, August 1919, S. 111-115;  8. Jg. Nr. 7, Juli 
1920, S. 104-108.
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明がなされていることも付け加えておきたい 231）。

戦時福祉事業　1914年の理事会業務報告は、「わ
が祖国を見舞った深刻な時期は、戦争扶助の領
域において特別の措置と出費を必要としている。
理事会と管理委員会は、法的に認められる範囲
内でとくに予防的な医療扶助の視点から戦時福
祉事業のために利用可能な資金を準備すること
を重要な義務とみなした」、と述べている 232）。既
にみたように、戦争期間中には、従軍者とその
家族を優遇するための一連の連邦参議院布告が
公布された。それに加えて、ライヒ職員保険所
は、労働者３保険の保険者、とくに廃疾 = 遺族
保険の保険者であるライヒ保険庁と同じく、戦
時福祉事業に熱心に取り組んだのである。主な
ものを列挙しておこう。

①開戦直後に90のベッドをもつフュルステン
ベルクのサナトリウムが戦傷者の治療と扶養の
ために赤十字に提供されるとともに、18万
9265.25マルク（1915年）、12万7854.57マルク

（16年）、6170.71マルク（18年）が支出された
②戦時公債の引き受けについてはすでに第48

表で示したとおりである。
③「冬物肌着戦時委員会」Kriegsausschuß für 

Unterkleidung に1914年に150万マルクを用立て
られた。その後も引き続いて、40万マルク（15
年）、10万マルク（16年）、165万マルク（18年）
が寄付された。

④戦線にいる官吏へ義捐金が送付され（1914
年）、シベリアに抑留されたドイツ人捕虜のため
に赤十字の救援委員会に１万マルクが寄付され
た（15年）。

⑤1913年の収入総額の7.5％が戦時目的に用い
られることとなり、２つの病院列車、15台の患
者輸送車、80台のトレーラーが準備され、それ
らは15年には実際に利用できるようになった。
18年には２つの病院列車に72万マルクが支出さ
れた。

⑥理事会は、戦傷者扶助の一環をなす職業指
導と職業訓練を「職員保険法」第36条に規定さ
れた「治療」とみなすことを決定した。職業指
導と職業訓練は公的な組織で行われるから、ラ
イヒ職員保険所は、交通費、授業料と教材費、
住宅費、世帯給付金を負担するとともに、ライ
ヒ戦傷者扶助委員会の個々の委員会に常時参加
することとした。また、盲導犬の調達と訓練に
１万マルクが送られた。

⑦従軍者の結核対策で軍政部と協力した。
⑧大ベルリン家庭菜園戦時委員会 der Kriegs

ausschuß der Groß-Berliner Laubenkolonien と前
線における戦時移動図書館委員会 der Ausschuß 

für fahrbare Kriegsbüchreien an der Front にそれ
ぞれ2000、5000マルクが寄付された 233）。

ライヒ職員保険所の財務状況　ライヒ職員保険
所は毎年、損益計算書と貸借対照表を公表して
いるので、これらを手掛かりにその財務状況を

231） Bericht des Direktoriums der Reichsversicherungs
anstalt für Angestelle über das Geschäftsjahr 1914, 1915, 
1916, 1917 und 1918, in: Angestelltenversicherung, 3. Jg. Nr. 
5, Mai 1915, S. 81; 4. Jg. Nr. 5, Mai 1916, S. 104; 5. Jg. Nr. 6, 
Juni 1917, S. 136-141; 6. Jg. Nr. 7, Juli 1918, S. 125-130; 7. 
Jg. Nr. 8, August 1919, S. 111-115.

232）  Bericht des Direktoriums der Reichsversicherungs
anstalt für Angestelle über das Geschäftsjahr 1914, in: 
Angestelltenversicherung, 3. Jg. Nr. 5, Mai 1915, S.62.

233） Bericht des Direktoriums der Reichsversicherungs
anstalt für Angestelle über das Geschäftsjahr 1914, 1915, 
1916, 1917 und 1918, in: Angestelltenversicherung, 3. Jg. Nr. 
5, Mai 1915, S. 68, 4. Jg. Nr. 5, Mai 1916, S. 86-87; 5. Jg. Nr. 
6, Juni 1917, S. 116-118; 6. Jg. Nr. 7, Juli 1918, S. 108; 7. Jg. 
Nr. 8, August 1919, S. 95-96. Geschäftsbericht des 
Hauptverbandes 1914 （Jahrbuch der Krankenversicherung）, 
S.19-20をも参照。
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みることとしよう。損益計算書（第55表）の支
出＝収入合計額は1913年の１億4170万マルクか
ら年々増大して、18年には８億7060万マルクに
達していた。６倍を超える増大である。戦争期
間中に進行したインフレーションを上回るテン
ポであり、この間にも職員保険所の活動が着実
に拡大していたことが窺われる。つづいて支出
欄をみれば、この制度本来の給付である恩給・
年金は13～15年には１万マルクにも満たず、16、
17年に１～２万マルク、18年には14万マルクで
あった。その他給付を含めても支出総額の１％
にも満たない割合であった。さきにみた年金な
どの給付件数からみても当然である。また、被
保険者の治療費は、13年の給付額は150万マルク

であったが、14年には500万マルクに急増し、そ
の後も16年の600万マルク、16年の740万マルク、
17年の910万マルク、18年の1090万マルクまで上
昇を続けたけれども、支出総額に占める割合は
１％にすぎなかった。他方で、恩給・年金の積
立金 Rücklagen für Ansprüche auf Ruhegeld und 

Renten は支出総額の90％近く、また治療費積立
金 Rücklage für das Heilverfahren も７％前後を
占め、これらが翌年に繰り越された。繰越額は
13年の１億3680万マルクから18年の７億9790万
マルクまで、６倍に近い増大を示した。

他方、収入を構成したのは前年からの繰り越
しと、保険料、そして利子であった。このうち、
保険料収入は、13年には１億3810万マルクで

第55表　大戦期ライヒ職員保険所の損益計算
（単位：千マルク）

　 1913年 1914年 1915年 1916年 1917年 1918年 1919年

収
　
　
入

前 年 か ら の 繰 越 　 136,837 266,242 374,595 491,634 630,270    797,947

保 険 料 138,129 130,724 108,910 111,923 127,559 159,783    285,687

利 子     3,286   10,528   14,920   20,890   27,484   35,272      54,676

そ の 他 収 入            1        572        469        599     3,566        843        1,042

帳 簿 上 の 欠 損  44,388    133,266

合　 計　 額 141,699 278,661 390,541 508,007 650,244 870,556 1,272,617

支
　
　
　
　
出

相場損失による繰越      44,388

恩 給 ・ 年 金            0            2            6          10          20        139           931

治 療     1,543     5,006     6,002     7,351     9,081   10,871      17,423

そ の 他 給 付     1,098     1,407     1,269        4,938

事 務 費     2,928     4,030     4,889     5,420     4,518     5,308      10,940

そ の 他 支 出        391     3,382     5,051     2,494     4,947   55,023    100,969

翌 年 へ の 繰 越 136,837 266,242 374,595 491,634 630,270 797,947 1,093,029

うち、恩給・年金積立金 122,954 243,747 339,543 449,890 577,596 738,401 1,012,006

治 療 積 立 金     9,788   15,813   18,415   20,804   22,836   25,787      32,570

そ の 他 積 立 金     4,096     6,682     6,637     7,419   13,735   17,782      24,777

従軍者保険料払戻  10,000   13,270     9,198     9,163        6,615

資料：  Angestelltenversicherung,  2. Jg. Nr. 7, Juli 1914, S. 188-189; 3. Jg. Nr. 5, Mai 1915, 6. Jg. Nr. 7, Juli 1918, S. 144-145; 7. Jr. Nr. 8,  
August 1919, S. 132-133; 8. Jg. Nr. 7, Juli 1920, S. 122-123.
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あったが、14年には１億3070万マルク、15年に
は１億890万マルクへと減少し、16年にはやや持
ち直したものの13年の水準を超えたのは18年に
なってからであった。これには、従軍者の保険
料支払いが免除された措置が影響しているもの
と考えられる。そして、収入総額に占めるその
割合は、13年の92％から14年には47％、15年に
は28％へと大きく下落し、18年には18％であっ
た。繰越が年々増大したためであった。収入総
額に占める繰越の割合は、14年には49％であっ
たが、15年には68％、16年には74％、17年には
76％にまで上昇し、18年には、やや低下したと
はいえ、なお72％を占めた。なお、利子収入は
この間、収入総額の４％で安定していた。この
ように、ライヒ職員保険者には年々、莫大な額
が準備金として留保されていったのであり、こと
に恩給・年金の積立金の大きさが目立っていた。

つづいて貸借対照表をみよう（第56表）。資

産・負債の共通合計額は1913年には１億3710万
マルクであったが、その後増大を続けて18年に
は８億4060万マルクであった。これまた６倍を
超える増大であった。負債項目では、年々繰り
越される恩給・年金積立金が13年の１億2300万
マルクから18年の７億3840万マルクまで、また、
治療積立金も同期間に980万マルクから2580万マ
ルクまで増大を続けて、両者を合わせると負債
項目合計額の90％を超えていた。他方、その他
負債は、絶対額で増大しただけでなくその割合
も上昇したけれども、なお10％に達していな
かった。

資産項目では、1913年に１億1890万マルクで
あった有価証券、市町村への貸し付け、抵当権
の３項目合計額が18年の７億6640万マルクまで
増大し、資産全体に占める割合も90％をこえる
水準で推移した。但し、これらの３者間の構成
は大きく変化した。有価証券は13年には3170万

第56表　大戦期職員保険所貸借対照表
（単位：千マルク）

1913年 1914年 1915年 1916年 1917年 1918年 1919年

資
　
　
　
産

有 価 証 券  31,706   71,104 160,858 294,253 437,442 568,391    622,346

市 町 村 へ の 貸付  56,322 107,002 128,272 129,550 128,007 126,106    204,047

抵 当 権  30,908   69,978   73,422   73,560   72,322   71,951      76,907

投　資（第225条）     3,481     3,939     4,546     4,786     4,764     5,067        5,032

棚 卸 資 産        662     1,087     1,102     1,089     1,065     1,087        1,680

銀 行 預 金        683        927        127        121        134        239           413

現 金          14            8            7          13          14            6        9,365

そ の 他 債 権  13,287   12,423   12,369   15,300   18,019   67,779    178,441

合　 計　 額 137,063 266,469 380,703 518,672 661,769 840,626 1,098,231

負
　
債

恩給・年金積立金 122,954 243,747 339,543 449,890 577,596 738,401 1,012,006

治 療 積 立 金     9,788   15,813   18,415   20,804   22,836   25,787      32,570

そ の 他 債 務     4,322     6,910   22,746   47,979   61,337   76,438      53,665

資料：  Angestelltenversicherung, 2. Jg. Nr. 7, Juli 1914, S. 190-191; 3. Jg. Nr. 5, Mai 1915, S. 98-99; 4. Jg. Nr. 5, Mai 1916, S. 122-123;  
5. Jg. Nr. 6, Juni 1917, S. 157-158; 6. Jg. Nr. 7, Juli 1918, S. 146-147; 7. Jr. Nr. 8,  August 1919, S. 134-135; 8. Jg. Nr. 7, Juli 1920, 
S. 124-125.
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マルクで23％であったが、その後18年まで急テ
ンポで上昇して18年には５億6840万マルクとな
り、資産に占めるその割合は68％となった。絶
対額では18倍、割合では55ポイントの増加であ
る。他方、13年に5630万マルクで41％を占めた
市町村への貸付は18年には１億2610万マルク、
15％にまで、また、抵当権は2090万マルク、23％
から7200万マルク、９％へと変化した。絶対額
では２倍をこえる増大を示しながら、その割合
はそれぞれ26ポイント、14ポイント低下したこ
とになる。急膨張した有価証券の内訳は「職員
保険法」第220条に基づいて公債、とくにライヒ
と邦の国債であったが、戦時国債が高い比重を
占めた。

ｃ　小括
戦争期間中の職員保険制度の動向をまとめて

おこう。
①大戦期は職員保険制度が動き始めた時期に

当たった。職員保険制度では、恩給・年金の給
付を受けるには６～12年の保険料支払いが条件
とされており、1913～17年には、給付は待機期
間短縮のために保険料積立金が払いこまれた場
合に限られ、したがってその件数も少なかった。
これは、制度形成当初にみられる特徴である。

②他方で、被保険者に対する治療は、戦争後
半の1916年以降は年々２～３万件にのぼり、そ
れに要した費用も18年には1000万マルクを超え
た。官吏や医師の軍事召集、施設の軍事利用と
いった戦争の影響にもかかわらず、治療活動を
維持していく努力がなされたのである。加えて、
戦時期特有の事情をしては、戦傷者扶助も一部
はこの治療の枠組みのなかに組み込まれたこと、
食糧事情の悪化に対する対応として治療の申請
が行われたこと、があげられる。

③職員保険制度の保険者であるライヒ職員保
険所の財務状況は戦争期間中、良好に推移した。
恩給・年金の積立金を中心に多額の資金が留保
され、それが、戦時公債をはじめとする有価証券
の引き受けや市町村への貸し付けに用いられた。

④こうしたなかで、戦時扶助事業にも積極的
な取り組みがなされた。それは、戦時公債の引
き受け、冬物下着の軍隊への寄贈、保険所施設
の軍隊への提供、性病対策など、廃疾＝遺族保
険制度の場合と共通するものが多かった。

おわりに	 	
―第１次世界大戦とドイツ社会保険制度―

1880年代から成立・発展してきたドイツの社
会保険制度にとって、戦争は、それも第１次世
界大戦のように長期に及ぶ総力戦は、まったく
想定されていなかったものであり、制度にとっ
ての大きな試練となった。それに対する制度の
対処のしかたは、これまでみてきたとおりであ
る。職員保険を含めた４つの保険制度は、もと
もと制度や機能、運営においてそれぞれに異なっ
ていたし、戦争によって生じた問題もそれに対
する対処も一様ではなかった。ここでは、多少
の繰り返しになることを覚悟のうえで、疾病、
労災、廃疾＝遺族の３保険を中心に戦時期の動
向をいま一度確認し、そこで浮き彫りにされる
特徴的な事実を手掛かりにして、戦時期ドイツ
社会保険制度の特質について考えてみよう。

（1）保険制度の構成　保険者については、労災、
廃疾＝遺族、職員の３保険では変化はみられず、
疾病保険においても保険者である疾病金庫数が
やや減少したにすぎなかった。これに対して、
被保険者数は大きく変動した。開戦による経済
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的な衝撃は失業を増大させたし、それより以上
に、膨大な数の成人男性労働者が軍事召集され
たからである。

疾病金庫加入者数は1914年８月１日の1580万
人弱から開戦１カ月後の９月１日には1280万人
へと急減した。その後加入者数はやや持ち直し
たけれども、18年11月時点における加入者数は、
14年６月１日を100とする指数で77にとどまっ
た。しかも、男女間では変動に大きな相違がみ
られた。同じく14年６月を100とする指数でみれ
ば、男性加入者数が58にまで減少したのに対し
て、女性加入者数は111にまで増加したのである

（第21表、第１図）。
これに対して、労災保険の被保険者数は、13

年の2920万人から14年には2800万人に減少した
後、15～17年には2600万人台で推移して、18年
には2510万人であった。13～18年の期間で14％
減少したことになる。これよりも一層目立った
のは軍事経済化の進行に伴って同業保険組合間
で動きの違いがみられたことであった。主な保
険者である同業保険組合は産業別・地域別に編
成されていたから、軍需品生産にかかわりの深
い産業部門の拡大とともにその部門の同業保険
組が膨張する一方、そうではない部門の同業保
険組合は縮小したのである（第31、33表）。

他方、廃疾＝遺族保険の被保険者数は13年の
1630万人から戦争期間中も増え続けて、18年に
は1700万人であった（第40表）。これには、被保
険者が軍務に就いている期間は保険料を支払う
ことなく賃金等級Ⅱの保険料納入期間として算
入されるという、「ライヒ保険法」第1393条の規
定が適用されたことも作用していた。

このように、戦争期間中の被保険者数の動き
は、保険制度によってまちまちであったが、そ
の意味もそれぞれに異なっていた。労災保険制

度では労働者の離職は保険事故の可能性そのも
のがなくなることを意味したし、保険料は保険
者によって負担されていたから、被保険者数の
減少がそれだけで制度の運営に影響することは
なかった。また、廃疾＝遺族保険制度では、被保
険者の軍事召集は被保険者数の減少をもたらさな
い一方、保険料収入を減少させることとなった。

これに対して、疾病保険制度では被保険者数
の減少が直接に大きな影響を与えた。１つには、
被保険者数の減少は保険料収入を減少させるこ
ととなるが、これは疾病金庫の運営にとって容
易ならざる問題だったからである。1914年８月
４日に公布された「給付能力維持法」（2）はこ
れに対処すべくとられた措置であった。その第
１条は割増給付を廃止して通常給付だけに限定
するとともに、保険料を基本賃金の 4 ％に定
めて、疾病金庫の財政的な基盤の強化を図った。
ところが、被保険者が疾病金庫を離れると当然
のことながら給付が停止されることと相俟って、
うえの法律の規定は疾病保険制度を実質的に縮
小させることとなったのであった。

（2）保険実績　大戦期における社会保険の事業
実績を保険事故率によって確認すれば、疾病保
険における疾病率は、予想に反して開戦直後に
は低下し、その後も低水準で推移した（第24表）。
1914年の平均疾病率は3.10％であったが、15、
16年には2.28％、2.48％と、なお低位にとどまっ
た。しかし、17年になると疾病率は2.97％へと
上昇し、18年にはさらに3.65％を記録した。食
糧事情の悪化がもたらす栄養不足によるところ
が大きく、それにインフルエンザの流行が追い打
ちをかけて、18年には14年を上回った（第27表）。

労災保険における事故率を鉱工商業保険組合
についてみれば、被保険者1000人当たりの新規
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受給者数は13、14年には7.1、7.0人であったが、
15年には6.6人へとやや減少した後、16年には7.5
人へと上昇に転じて17年には8.0人、18年には8.2
人を記録した。受給合計人数は13年には49.5人、
14年には54.7人であったが、15年には66.5人へと
上昇し、その後は16年～18年には67.2人、66.3
人、66.8人と、13年の合計受給人数を約35％上
回る前後で小刻みに変動した。18年の受給合計
人数は100万人足らずであった。また、労災保険
では、同業保険組合間での違いが大きく、被保
険者1000人当たりの新規受給者数は鉱夫組合保
険組合では繊維工業保険組合のそれの５倍を超
えていた（第32、33表）。

廃疾＝遺族保険における被保険者1000人当た
りの新規受給件数は、13年の11.8から14年には
11.7へと僅かに減少した後、15年から16年にか
けて急増した（14.9；24.4）。16年の急増には、
老齢年金の受給開始年齢が70歳から65歳に引き
下げられたことが大きく作用した。その反動も
あってか、17、18年には21.4、18.5へと減少した
けれども、18年の数字は13年の50％増加となっ
ていた。また、被保険者1000人当たりの合計受
給件数は、13年の78.2から年々増加を続けて、
18年には118.5となり、これまた13年の50％を超
える増加となっていた。この年の年金合計件数
は200万強であった。こうした全体の動向ととも
に、年金種類別に動きが異なっており、廃疾年
金に比重が低下する一方、疾病年金、老齢年金、
遺児年金のそれが上昇した。ことに廃疾年金と
疾病年金の対照性が顕著であった（第41表）。

このように、３保険における保険事故率の推
移をみると、保険の事故率は戦争前半には概し
て低位であり、後半、とくに1918年には上昇し
たが、保険制度間では上昇の時期やテンポは異
なっていた。また、廃疾＝遺族保険では、16年

に老齢年金支給開始年齢が引き下げられたこと
が新規受給件数を急増させた。以上のような各
保険の事故率の変動には様々な要因が関わって
いた。

まず、制度面での変更が事故率の変動に影響
を与えた。①うえにも述べたように、廃疾＝遺
族保険制度で1916年に老齢年金支給開始年齢が
引き下げられたことは、当然のことながら新規
受給件数を急増させた。②疾病保険制度では「給
付能力維持法」が割増給付を停止したことが保
険事故の範囲を小さくし、したがって保険事故
率を引き下げる要因となった。③これに対して、
16年11月16日に公布された「疾病保険における
期待権保持に関する布告」（32）が疾病保険の継
続ないし再加入時点での疾病について給付を認
めたことは、疾病給付を増大させた。④他方で、
ベルギー人やロシア系ポーランド人を主とする
外国人労働力の調達は、制度上の措置はともか
くとして、実際には多くの場合、保険制度の外
側におかれていたと考えられる。これは狭義の
制度変更ではないけれども、保険事故率の上昇
を抑える方向に作用した。

第２に、制度の運用やそれに対する当事者の
姿勢も事故率の変動を左右する要因であった。
保険者側の事情をみると、①医師の軍事召集や
医療品の不足は十分な医療を施すことを困難に
した。また、②保険者の医療施設が軍のために
使われたことは医療給付の範囲を狭めた。さら
に、③保険者が給付抑制の姿勢をとりがちであ
ることは一般的にも指摘できよう。だが戦時期
には、保険財政悪化の懸念も手伝って、そうし
た姿勢が一層強化された。それは、労災保険に
おける多くの係争や廃疾 = 遺族保険における廃
疾年金と疾病年金の跛行的な動きに示されてい
た。これらは、いずれも保険事故率を引き下げ
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る方向に作用する。
他方、被保険者側では、①開戦直後の時期に

は、ドイツ社会を覆った戦時期特有の愛国的な
風潮によるところが大きかったのであろう、当
時の記録には、被保険者が給付請求を思いとど
まることも少なくなかったと記述されている。
②その後、働き手をとられた家族では生活維持
のために就業しなければならなかったこと、戦
時経済化とともに労働市場の逼迫が進んで労働
力の補充が求められたことも、給付請求を抑制
する方向に働いた。③他方で、女性や男性の年
少者および老年者による労働市場の補充はその
健康状態や仕事への不慣れから保険事故率を上
昇させると予想された。けれども、このことは
数字のうえでは確認されなかった。④戦争が長
期化するともに進行した食糧事情の悪化は国民
の広い層で健康を悪化させた。これは保険事故
の上昇をもたらす要因である。⑤被保険者の保
険制度に対する姿勢が戦争の長期化とともに変
化したことも記録されている。戦争終盤にあた
る1918年には、開戦直後とは逆に、疾病給付の
申請が安易に行われ、医師の側の診断や診察も
杜撰になってきたという。

（3）給付金額と保険者財政　疾病保険の場合、
疾病率の推移を給付総額および疾病金庫加入者
数のそれと対比してみると、１件当たりの給付
額は1914～18年の期間に70％近く上昇したもの
と推定される（第25、27表）。労災保険における
１件当たりの給付額（給付総額/合計給付者数）
は13年の175マルクから徐々に上昇して、17年に
は189マルク、18年には200マルクを超えた。13
年の18％増であった（第32、34表）。また、鉱工
商業保険組合に限ってみると、平均給付額は13
～18年に240マルクから278マルクへと15％強増

加した。絶対額ではかなりの格差が確認される
一方、伸び率では労災保険全体と大差なかった
ことがわかる（第35表）。また、廃疾＝遺族保険
における平均年金額を13～18年についてみると、
過半を占めた廃疾年金ではほぼ200マルクで横ば
い状況にあり、戦争期間中に急増した遺児年金
の平均額は80マルクから92マルクへと約15％上
昇した。この上昇幅は他の年金におけるそれを
上回ってもいた（他は10％に満たず）（第43表）。

戦争期間中にはインフレーションが進行した
ことはよく知られている。1913年を100とする卸
売物価指数は15年には142、16年には152、17年
には179、18年には217、また、生計費指数は16
年には170、17年には253、18年には313であった
とする推計値がある。また、男性労働者の平均
賃金は、このインフレーションによって、男性
労働者の平均所得は1914年３月を100として16年
３月には120、17年３月には150、18年３月には
190へと上昇しながらも、実質所得はうえと同じ
時期に81、64、64と低下した。

これらに照らしてみると、戦争期間中に給付
が実質的に目減りしていったことは明らかであ
る。もっとも、保険制度の当事者がこうした事
態のなかで手を拱いてわけではない。主な措置
だけでも次のようなものがあげられる。疾病保
険では1917年11月22日の布告「戦争期間中の疾
病保険と出産救済に関する布告」（55）によっ
て、保険料算定や給付の基準となる基本賃金の
上限が引き上げられ、保険料率や疾病給付金の
割増分も引き上げ可能とされた。また、廃疾＝
遺族保険については18年１月３日の「廃疾保険
による廃疾・寡婦・寡夫年金受給者に対する割
増認可に関する布告」（58）、労災保険では、18
年１月17日の「割増給付に関する布告」（59）が、
廃疾年金や傷害年金の受給者に月当たり８マル
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クの割増を認めた。この月当たり８マルクとい
う割増はうえに示した平均年金額と比較して決
して小さなものではなかった。しかし、これら
の措置を考慮に入れても、インフレーションの
進行に対する対応が十分になされたといえるか
どうか疑わしい。

それでも、保険事故率の上昇とも相俟った給
付額の増大は保険財政にとっては大きな問題と
なった。疾病金庫のなかで高い比重を占めた地
区疾病金庫と経営疾病金庫についてみると、経
常支出総額は1913年から18年までにそれぞれ
1.95、2.43倍に膨れ上がり、18年にはいずれに
あっても経常支出総額が経常収入総額を上回っ
た。疾病金庫全体でみても、給付総額は13年か
ら18年までに３億9100万マルクから８億900万マ
ルクへと２倍を超える増大を示し、18年には事
務費を含む経常支出総額は経常収入総額を上
回った。また、経常支出額に対する資産額の比
率は、地区疾病金庫では13、14年の0.64から15、
16年には１を超えるまでに上昇したけれども、
18年には0.59へと急落した。経営疾病金庫のそ
れは13～17年の間は１を超えていたが、18年に
は0.55にまで低下した。疾病金庫全体でみても
15、16年に一旦は１を超えるまでに上昇した後、
17年には１を切り、18年には、戦前の水準より
も低い0.55にまで下落した。（第25表）

廃疾＝遺族保険では、13～18年の給付総額は
２億1800万マルクから４億900万マルク近くに、
また、支出総額は２億4300万マルクから４億500
万マルク強に増大した。いずれも1.9倍の増加で
あった。それに対して収入総額は、13年には４
億1900万マルク、18年には４億5100マルク強で
あり、収支額を比較すると、13年には収入は支
出の1.7倍であったが、18年には両者は接近し
た。このように収支が拮抗するのは廃疾保険制

度が創設されて以来、初めてのことであった。
また、13年には21億500万マルクで支出総額の９
倍近くであった保険者純資産は、18年には24億
5000万マルク強で支出総額の5.4倍まで低下し
た。これまた、戦前を大きく下回るものであっ
た（第16、44表）。

このように、戦争期間中に疾病保険と廃疾＝
遺族保険では財政が悪化したのに対して、労災
保険では様相が異なっていた。1913～18年に給
付総額は１億7700万マルクから１億9300万マル
クへ、経常支出総額は２億1500万マルクから２
億8800万マルクへといずれも1.1倍の増大にとど
まったのに対して、経常収入総額は２億2900万
マルクから２億8900万マルクへと1.3倍に近い増
大を示し、収支比率も1.1から1.2近くへとわずか
ながら上昇したのである。支出総額に対する資
産の比率もこの期間をとおして2.8であった。こ
うした特徴は、鉱工商業保険組合に限定してみ
ると一層鮮明になる。その給付額は13年の１億
2600万マルクから18年の１億4200万マルクまで
13％の、支出総額は１億6700万マルクから18年
の２億800万マルクまで25％の増加を示したのに
対して、収入総額は同じ期間に１億6800万マル
クから２億2600万マルクへと、支出のそれを上
回る35％の増大を示した。給付額に対する積立
金の比率も戦争期間中をつうじて2.6倍であっ
た。ここでは、保険料率の引き上げによって保
険財政を健全に維持することがはかられたので
あり、それを可能にしたのは戦時利潤であった。
戦時経済に深い関連をもつ部門の同業保険組合
において積立金の繰り入れが多額にのぼってい
たことがそれを示唆している。（第34、35表）。

（4）戦時体制への協力・保険機能の縮小とそれ
への対応措置　戦争期間中の社会保険の動向と
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しては、以上のような、保険制度としての基本
的な諸契機の動きの他にもなお見逃すことので
きない側面があった。

まず、制度が許すギリギリの枠内で保険者が
戦争の遂行に協力したことがあげられる。それ
は多様な形をとったが、その１つは戦時公債の
引き受けであった。「ライヒ保険法」は、保険者
資産の運用に関して、保険者の資産は法律で定
められた、または認められた目的のためにだけ
使用できる（第25条）、それは被後見人の金銭と
同じように投資されねばならない（第26条）と
規定し、そのうえで保険制度ごとに、疾病保険
では疾病金庫は少なくとも過去３年間の平均支
出額に相当する積立金を集めること（第364条）、
労災保険については同業保険組合は資産の少な
くとも をライヒと邦の国債に投資すること（第
718、984、1157条）、廃疾 = 遺族保険の場合に
も、保険所は資産の少なくとも をライヒと邦
の国債に投資すること、また、資産の までは
第25、26条による規定とは異なった投資が可能
であるが、これについてはゲマインデ連合ない
し上級官庁の承認を必要とすること（第1356
条）、が規定されていた。同様に、「職員保険法」
でも資産の少なくとも をライヒと邦の国債に
投資しなければならないと規定されていた（第
226条）。これらの規定に基づいて保険者が積極
的に、積立金を用いて、さらに保有資産を抵当
とする借入によってまで戦債を引き受けたこと
は、さきの第48表が示すとおりである。とくに
廃疾保険制度の保険者である邦保険庁の場合に
それが顕著であり、邦保険庁の戦時公債引受額
はその純資産の10％を超える割合を占めていた。

戦時体制への保険者の協力のいま１つのあり
方は、保険者が所有・運営する医療施設の提供
であった。制度創設以来、保険者は自らの医療

施設を所有・経営してきた。保険事故の発生を
できるだけ抑えるべく予防医療に力を注いだの
であるが、そこには、より広い視点から国民の
健康状態の向上をはかること、長期的な人口政
策的な配慮も含められていた。これは、ライヒ
保険庁長官であったカウフマンがドイツ社会保
険制度の特徴・意義として強調した点でもあっ
た。これらの施設が、本来の目的である被保険
者の医療を圧迫してまで、戦傷者の治療のため
に利用されたのである。

さらに、戦時福祉事業への取り組みもなされ
た。「ライヒ保険法」第1274条は、廃疾 = 遺族
保険制度において、早期廃疾を予防するために
保険所の資金を使うことができると規定してい
た。この規定を適用して、赤十字や戦時福祉事
業団体などへの寄付、性病対策への参画など、
多様な形をとった戦時福祉事業への取り組みが
なされたのである。職員保険制度でも、被保険
者の職業不能を防ぐために治療を行うという、

「職員保険法」第36条の規定を援用した戦傷者扶
助が行われた。
  戦争期間中、保険者がこのように戦争遂行に
協力した一方では、社会保険本来の機能は縮小
せざるを得なかった。まず、疾病保険において
軍務召集による離職は保険関係を切断した。当
然のことながら、これは被保険者とその家族が
それまでの給付が受けられなくなることを意味
した。また、「疾病金庫給付能力維持法」（2）に
よって疾病保険制度における追加給付が停止さ
れたことも、給付の縮小をもたらした。第３に
は、保険者の医療施設が戦争目的のために優先
的に利用された。さらに、インフレーションの
進行は給付を目減りさせた。制度の切断や給付
の縮小によって生じた空隙は、とくに戦争を遂
行していくには放置できない問題であり、何ら
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かの対応が必要とされた。実際にとられた対応
策は、以下のように大別される。

①被保険者が軍事召集された場合でも、保険
料の支払いによって保険関係を継続することは
可能であった。実際にも、軍務召集された後も
被保険者が保険料支払いを継続した事例が、
ヘッセン大公国疾病金庫連合、ザクセン王国地
区疾病金庫連合、ライン = ヴェストファーレン
ではバルメン一般地区疾病金庫などから報告さ
れた。また、被保険者本人に代わって雇用主や
企業団体、労働組合、あるいは市が保険料支払
いを肩代わりし、それによって保険を継続する
こともみられた。ヘッセン大公国疾病金庫連合、
ヘッセン = ナッサウ州地区疾病金庫連合、ザク
セン = アンハルト保険所地域疾病金庫連合、
ヴュルテンベルク疾病金庫連合、シュトラース
ブルク一般地区疾病金庫、ケーニヒスベルク一
般地区疾病金庫、ライン = ヴェストファーレン
のヴィッテン一般地区疾病金庫などがそれを伝
えた。それでも、これらの事例のほとんどは戦
争が短期に終結することを想定したものであっ
たし、全体的にみれば少数にとどまった。

②また、保険関係が切れても、あるいは「給
付能力維持法」が追加給付停止を規定したにも
拘わらず、疾病金庫が召集者の家族に対する救
済をつづけたり、医療や薬品を給付したケース
もあった（ハノーファー、ヴィッテン、フェル
バート、バルメン、レムシャイト、東プロイセ
ンなど）。けれども、これまた限られたケースで
あったと考えられる。

③そこで、疾病保険制度と連携し、あるいは
その枠を超えて、企業や企業団体、地方団体、
戦時扶助組織などが従軍者家族に対する扶助を
行うこととなった。戦争勃発後間もない時期の
企業団体による戦時支援の概要は第26表によっ

て概観できるが、これまた長期にわたって継続
的になされるような性格のものであったとは考
えにくい。そうしたなかで、被保険者が軍事召
集されたあとの家族に対する支援に力を入れた
のはゲマインデであった。デュースブルクでは
市、疾病金庫、医師や薬局の間で協定が結ばれ
たし、シュトゥットガルトでは、市と町村連合
の拠出によって「戦時支援金庫」が創設され、
それは疾病金庫管理部によって管理された。こ
れらが戦争勃発後間もなくとられた措置であり、
そこでも戦争の短期終結が想定されていたとし
ても、その後、戦争の長期化に伴って支援のた
めの取り組みがあらためてなされるようになっ
た。ベルリンでは市参事会と医師会理事会との
間で従軍者家族を無料で診療するという合意が
成立したし、ミュンヘンでは市の福祉中央委員
会が困窮した従軍者家族を支援するために15年
には30万マルクを支出した。ライプツィヒでも
従軍者家族は無料で医療と薬剤を受けることが
できるような措置がとられた。これらは、ゲマイ
ンデによる従軍者家族支援の顕著な事例あった。

④戦争期間中に保険制度の枠を大きく超えて
拡充された扶助制度もあった。出産救済がそれ
である。もともと1883年「疾病保険法」は、産
婦に出産後３週間、疾病の場合と同じ給付を規
定し、被保険者の配偶者についても同じ給付の
可能性を認めていた。その後、「ライヒ保険法」
にいたるまで、出産救済の内容は拡充されていっ
た。ところが、「疾病金庫給付能力維持法」（2）
による追加給付停止の規定が被保険者の配偶者
に対する出産救済にも適用されたことから、こ
れによって生じた空隙を埋めるために、1914年
12月３日の布告に始まって22、23年の「出産救
済法」、「出産扶助法」にいたるまでの布告・法
律によって出産救済の制度が拡充されたのであ
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る。この場合、対象となった産婦は、①自ら疾
病保険の非保険者である場合、②夫が軍務に就
いている場合、③その他の場合から成っており、
これらのすべてを疾病保険制度の枠内で扱うこ
とは制度的には無理であった。そこで、一部で
はライヒ資金が投入されることとなり、出産救
済は、疾病保険制度に始まりながらもそれを超
えて制度化されていった。

以上のような、疾病保険制度の縮小に対する
対応策は、疾病保険制度の側からみれば異なっ
た性格のものを含んでいた。①は疾病保険制度
を前提として保険関係を維持しようとする措置
である。②は保険制度そのものではないけれど
も、戦争という特殊な状況が保険関係を切断し
たことに対する応急的な対応として、保険制度
の範囲内にあると解釈することも可能であろう。
それに対して、③と④は保険制度の枠をこえて
ゲマインデをはじめとする公私の組織による支
援であった。こうした支援が社会保険制度とど
のように関連づけられるのか、その点について
も触れておかねばならない。

社会保険制度は、一般的には、「社会構成員の
生活を脅かす事故に際し、特定基準の所得を保
障するための保険である」とか、「保険技術を利
用して社会政策を実現しようとする経済制度で
ある」、と定義される。それは、保険制度として
いわゆるリキジスの公式 P=wZ（P は保険料、Z

は保険給付、w は保険給付確率）に示される保
険原理を基礎とする。けれども、社会保険制度
の本来的な目的は社会の安定や発展であり、そ
の目的に合わせて保険原理の適用には融通性が
もたされ、別の社会的調整の原理である扶養主
義によって補完されることがある。そこに私的
保険との相違があるとされている。国際比較を
すると、ドイツの社会保険制度は保険性に忠実

であるといわれるが、そのドイツの制度にあっ
ても、保険原理の適用は決して厳密ではなかっ
た。制度の基本は保険者と被保険者（労働者と
職員）であるが、雇用主が保険料の全額ないし
一部を負担したし、また、広い層に対して可能
な限り同じ保険料率が設定されて、給付と反対
給付の関係は一義的なものではなかった。さら
に、1889年の「廃疾 = 老齢保険法」以降の年金
規定にはライヒ補助分が含まれていた。

このように、ドイツの社会保険制度にあって
も単なる保険原理を超えた制度設計がなされて
いたのであり、場合によっては他の扶助制度に
よる補完の余地は当初から想定されていたと考
えられる。それにしても、保険制度と組み合わ
せられる扶助制度の比重が高くなれば、それを
全体として社会保険制度として捉えることがで
きるかどうかという問題が生じることになる。
うえにみたような戦争期間中の措置は、特殊な
状況における一時的な性格の緊急措置として考
えられていたのであろう。

  第１次世界大戦中のドイツ社会保険制度の動
向を以上のように整理してみると、その特質と
してそこから次のようなことが浮かび上がって
くる。

ドイツ社会保険制度の保険者が既存の制度の
枠内でその施設や資金によって戦時体制に協力
したこと、しかしそのためには保険制度本来の
機能を縮小せざるを得ず、他の組織や機関によ
る補完を仰いだことは、社会保険制度がぎりぎ
りの状況におかれたことを物語っている。戦争
は社会保険制度に対しても大きな問題を齎した
のであり、第１次世界大戦の総力戦という性格
はここにも示されている。

それでも、社会保険制度は戦争を生き延びた。



－76－

経　済　学　研　究　　第84巻　第１号

とくに戦争末期には被保険者ならびに保険者か
ら制度の存続・正統性を問われるような動きが
みられながらも、制度はその根幹を維持したま
まで大きな試練を乗り切った。これは、社会保
険制度がドイツ社会のなかにそれだけ深く根を
おろしていたという証であるといえよう。加え
て、戦争期間中の試行錯誤のなかでの経験は、
社会保険制度が大きな試練に曝される場合にそ
れを乗り切るための制度運営の技法として生か
されうる性格を有していた。

さらに、「保険」の枠組みを超えて展開された
制度や組織の一部は、出産救済に代表されるよ

うに、戦争終了後も存続・定着し、社会保険制
度や他の扶助制度と連携して、社会保障制度の
裾野を拡大することとなった。この点では、第
１次世界大戦は社会保障制度が体系的に整備さ
れる１つのステップとなった。

付記：本稿は、平成22～24年度日本学術振興会
科学研究費補助金・基盤研究（C）「第１次世界
大戦期ドイツにおける社会保険の動向」（課題番
号22530355）に基づく研究成果の一部である。
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