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はじめに 

 本稿は、生活保障の再構築をめぐる諸議論を整理することによって、これからの日本に

おける生活保障の方向性を考える際の一種の判断材料となることを目的としたものである。 

 生活保障とは人々の暮らしを持続可能にする仕組みのことをいい、一般に社会保障と雇

用の連携から構成されるもののことを指す1。この生活保障の二つの柱のうち、社会保障や

福祉の制度の体系を「福祉レジーム」、雇用の制度の体系のことを「雇用レジーム」と呼ぶ2。

日本の福祉レジームが形成されたのは戦時期であり、雇用レジームが形成されたのは60年

代から70年代にかけてである。この60年代から70年代にかけては雇用レジームが生活保障

の機能を高めたと同時に、福祉レジームも発展しながら両者の連携が深まったという特徴

がある。この雇用レジームと福祉レジームの連携をもとに、日本は「社会保障が家族を支

える国家」を目指した。 

 80年代の日本においては、「日本型福祉社会」のスローガンのもとに、社会政策の多くの

分野で改正が行われてきた。すなわち、行政改革が行われてきたのである。これを機に福

祉レジームの削減は進み、雇用レジームが生活保障の機能を代替するという仕組みがうま

れた。つまり、世帯主である男性（夫）だけが就労し家計を支え、女性（妻）は家事・育

児等を担ういわゆる「男性稼ぎ主」型が強化されるに至ったのである。この男性稼ぎ主の

強化を機に日本では「家族が社会保障を支える国家」と呼ばれるようになった。 

 しかし、90年代になると構造改革がおこり、その流れは小泉内閣における改革で頂点に

                              
1 宮本太郎『生活保障 排除しない社会へ』ⅳ頁（岩波書店,2009） 
2 レジームは、一般に体制などと訳されるが、体制といっても（資本主義体制や社会主義体制といった）

高位レベルのシステムに比べてより中位レベルの体制であって、個々の政権や内閣などよりはずっと

一貫したものである。宮本太郎『福祉政治 日本の生活保障とデモクラシー』12頁（有斐閣,2008） 
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達する。この構造改革と人口の高齢化、家族の変容などが相まって、これまでの日本にお

ける雇用レジームの制度的基盤は解体3へと進むと同時に、福祉レジームの再編も進むこと

になる。つまり、これまでの男性稼ぎ主と主婦という典型的なライフサイクルを念頭にお

いた生活保障制度では、失業や疾病などの新しい社会的リスクに対処できなくなってきた

のである4。こうした状況を打破するために、雇用と社会保障の関係を再構築する必要が高

まってきている。 

 論者の中にはこうした今までの生活保障制度では対処できないという問題を指摘し、解

決策を提示するものもいる5。しかし、用語説明や問題点を指摘するものは多いが、メリッ

トとデメリットの両方を列挙し、そこに重点を置きながら論じているものはまだ多くはな

い。そこで本稿では、生活保障の議論で代表的な三つの言説や歴史的背景に触れたうえで、

肯定的・批判的見解を重点的に検討することとしたい。社会保障と雇用の関係を再構築す

る必要性が高まってきている中で、従来の先行研究ではまだ十分に述べられていないであ

ろう、その制度を取り入れることによってどのような利点がもたらされるのか、またその

制度を取り入れた際の難点はどういったところにあるのかを論じることで、これからの日

本において生活保障を検討する際の一種の判断材料になることが期待されるであろう。具

体的には、まず第 1 章で就労と社会保障を切り離したアプローチ、すなわちベーシック・

インカムの議論について考察する。第 2 章では就労と社会保障を切り離したアプローチの

一つであるワーク・フェアの議論について検討し、さらに第 3 章でもう一つのアプローチ

であるアクティベーションの議論について取り上げる。 

 

第１章 ベーシック・インカム 

 本章では、就労と社会保障を切り離したアプローチとして代表的なベーシック・インカ

ムの議論について言及する。その際には、ベーシック・インカムの歴史や分類、肯定的見

解や批判的見解について触れていくこととする。 

                              
3 従来の終身雇用制、年功序列という日本型の雇用システムは、中核的業務を担う正規雇用者と、パー

トやアルバイト等の雇用調整が比較的容易な非正規雇用を組み合わせるポートフォリオ型の雇用シス

テムへと変化している。その結果、正規雇用は400万人程度減少し、それを代替する形で非正規雇用は

600万人以上増加している。全労済協会『所得保障システムから考える日本の将来 研究会報告書』   

3－4 頁（2007） 
4 大沢真理『現代日本の生活保障システム―座標とゆくえ』191頁（岩波書店,2007） 
5 例えば、武川正吾・宮本太郎・小沢修司「座談会 ワーク・フェアとベーシック・インカム：福祉国

家における新しい対立軸」『海外保障研究』No,147、3－18頁（2004）や廣澤孝之「福祉国家再編をめ

ぐる政策原理」『福岡大学法学論叢』第57号第 2 巻、187－210頁（2012）においては、それぞれの概念

説明と問題点を指摘したうえで主張へと広げている。また、三浦まり・濱田江里子「能力開発国家へ

の道：ワーク・フェア/アクティベーションによる福祉国家の再編」『上智大学法学論集』第56巻第 2 号、

1－35頁（2012）では、概念説明をして区別をしたうえで主張へと展開している。 
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第１節 ベーシック・インカムの背景及び分類 

 ベーシック・インカムとは、「所得や就労状況にかかわりなく、すべての国民を対象とし

て定額の給付を行う」という考え方である。別の言い方をすると、生活保護に支出されて

いるレベルを下げて、それをすべての人にアクセスできるようにするものである。これは

「社会保障」と「就労」を切り離したものであり、近年の福祉政策のオルタナティブとし

て重要視されている。ベーシック・インカムがこれまでの公的扶助制度と大きく異なる点

は、受給に伴うミーンズテスト6などを一切廃止し、市民権の有無だけを給付の条件とする、

個人を対象とした制度ということである。これまではミーンズテストを行うことで生じる

時間やコスト等がネックとして挙げられていたが、ベーシック・インカムはこの問題を解

決することもできる。 

 ベーシック・インカムの類型としては、まず大きく無条件のものと条件付きのものに分

けることができる。さらに、無条件のものは定額給付と一括給付、条件付きのものは期間

限定、所得制限、社会参加に分けることができる。実際にこの中で導入された制度として

は、一括給付にあてはまる児童信託基金や、期間限定にあてはまるフリーイヤー制度7、所得

制限にあてはまる勤労所得税額控除（ＥＩＴＣ）、児童税額控除（ＣＴＣ）などがあたる8。 

 ベーシック・インカム制度の起源としては18世紀まで遡る。それは、トマス・ペインや

トマス・スペンスといった思想家たちが「権利としての福祉」といった考え方でベーシッ

ク・インカム的な提案をしたことがあてはまる。それからベーシック・インカムの思想に

新たな息を吹き込んだのは、ミルトン・フリードマンである。彼は、負の所得税9を提唱し

たことで有名で、実際にアメリカでは1970年代に議会で法案が審議されたこともあった。

この負の所得税は、先ほどのベーシック・インカムの類型として所得制限に分類されてお

り、現行の公的扶助制度や医療扶助などを廃止し、 低保障額を一律に給付するものとな

っていた10。また1970年前後では、アメリカ、イタリア、イギリスなどで女性たち主導の

運動というものがうまれた。これは、家庭で育児や家事を行っている女性たちが、家で働

くことに対して賃金を要求したことがきっかけとしておこったものである。こうした運動

というのは日本でも起こっており、1970年代の障害者運動のなかで 初に主張されたとさ

れている11。このように、ベーシック・インカムの議論というものは 近になって行われ

                              
6 申請者が要件を満たすかどうか行政側が判断する資力調査のことである。 
7 長 1 年間を上限に従前の所得の 8 割基準で支給されている失業保険の85％を無条件で給付するとい

う制度。宮本太郎『社会的包摂の政治学 : ワーク・フェアと対抗構想』 8 頁（2006） 
8 宮本、前掲注（ 1 ）129頁。 
9 所得税課税にあたり一定水準以下の低所得者には政府が負の税金を与える、すなわち所得を給付する

という制度。原田泰『ベーシック・インカム － 国家は貧困問題を解決できるか』64頁（中公新書,2015） 
10 廣澤・前掲注（ 5 ）13頁。 
11 そこでは雇用中心の社会的価値を否定して、人間には働くことを免除される期間が必要であること、

たとえ労働市場では仕事を見つけられなくても必要 低限の生活保障が社会的合意として行われる必
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たものではなく、以前からなされてきたものであるということがわかる。 

 

第２節 ベーシック・インカムに対する肯定的・批判的見解 

 ここからは、ベーシック・インカム制度を行う上での肯定的見解について触れていく。

一つ目は、いかなるライフスタイルにも対応して生活保障を実現する柔軟性があるという

ことである。先ほども述べたように、日本は90年代の構造改革により、家族の変容や労働

の変化というものが起こった。そのような新たな変化に対応するために留意したいことと

して、小沢は、「労働の人間化」、「個の自立にもとづく多様な家族形成と両性関係」、「環境

との調和」を挙げている12。こうして築かれる社会保障制度の上に、自由な人生設計を豊

かに選択できる人間の生活がすべての人に保障されていく。つまり、ベーシック・インカ

ムは、特に「労働」「家族」「環境」の新たな変化に対応しうる制度なのである。 

 二つ目は、制度の簡素化である。たとえば、種々の社会保障制度のうち、失業保険、生

活保護、および基礎的な年金等はベーシック・インカムで代替し、簡素化することができ

ると考えられる。これにより、 近問題になっている生活保護の不正受給問題を解決でき、

その一方で、コストの削減も可能となるのである。 

 三つ目は、働けば働くほど収入が増えるということである。ベーシック・インカムは一

時的に支給されるものではなく収入に追加されるため、ミーンズテスト付きの給付とは違

って給付が減額されることはないのである。ベーシック・インカムが導入されることによ

り、現在80％以上である実効限界税率が、35％から50％まで引き下げられるとの予測もあ

る13。したがって、ベーシック・インカムは就労のインセンティブと収入増のインセンテ

ィブを高めることになる。 

 四つ目は、受給に伴うスティグマ（恥辱感）の廃止である。「救済に値する」として無拠

出の所得保障を受けてきた人たち、例えば典型的には障害者たちは、賃金労働を中心とす

る福祉国家の仕組みのなかで、受給に伴うスティグマを引き受けてきた14。しかし、ベー

シック・インカム制度を行うことによって、所得や就労状況にかかわりなく、すべての国

民に対して給付されるため、そのようなスティグマを廃止することが可能である。 

 以上に述べたように、ベーシック・インカムには様々な肯定的見解が見られるが、批判

的見解も存在する。まずは、財源の問題に関する批判である。ごく低額のベーシック・イ

ンカムであれば、財源の確保は可能であろうが、仮に低い水準で導入されてしまうと、給

付をさらに押し下げようとする圧力が生じかねないのである。また、財源を確保するため

                                                                       

要があることが強く訴えられていた。廣澤・前掲注（ 5 ）12頁。 
12 小沢修司「持続可能な福祉社会とベーシック・インカム」『千葉大学 公共研究 第 3 巻第 4 号』57

頁（2007） 
13 トニー・フィッツパトリック『自由の保障 ベーシック・インカム論争』67頁（勁草書房,2005） 
14 山森亮『ベーシック・インカム入門』56頁（光文社新書,2009） 
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に職業訓練や職業紹介などの就労支援が削減されるならば、結果的に失業者が増大してい

く可能性がある15。次に、すべての国民を対象として定額の給付を行うものであるから、

フリーライダーが出現してしまうという批判である。つまり、ベーシック・インカムは「タ

ダで貰える」所得のことであるから、何もしないことを選択した場合でも受給できるので

ある。これは、誰かが生産のために行った努力に、別の者がただ乗りするのを助長し、経

済的な意味での社会の持続可能性に脅威を与えることになるであろう16。 

 そして 後に、政治的な実現可能性が低いという批判である。この反対論によると、ベ

ーシック・インカムが効果的であることを認めたとしても、依然として実行困難な理由が

三つあるという。第一に、ベーシック・インカムを当然支持するような政治連合がないこ

と。第二に、選挙でベーシック・インカムの支持を取り付けるのが難しいこと。第三に、

選挙での支持を得られたとしても、部分的に導入するのに10年ほどかかってしまうことで

挙げられている17。 

 

第２章 ワーク・フェア 

 前章では、就労と社会保障を分離させたアプローチ、すなわちベーシック・インカムに

ついて触れてきた。第 2 章では、就労と社会保障を結合したアプローチの一つであるワー

ク・フェアについて触れていく。 

 

第１節 ワーク・フェアの背景及び分類 

 ワーク・フェアとは、「福祉給付受給者やその予備軍の就労インセンティブを高め、でき

る限り多くの人々の勤労を促すべき」とする理念のことをいう。先ほどの福祉と就労を切

り離すベーシック・インカムとは対極的なものとなっており、特に、失業保険や公的扶助

の給付において就労義務を強調する点に特徴が見られる。 

 ワーク・フェアという言葉の起源は、1970年代のアメリカにおいて、ニクソン政権が  

ＡＦＤＣ（要保護児童家族扶助）に就労義務を導入するにあたり、これを正当化するため

に大統領のスピーチライターが造語したと言われている18。このワーク・フェアの考え方

は、1990年代に登場したイギリスのブレア政権にも大きな影響を与え、従来の労働党の路

線と異なる政策指針に取り込まれることになった。ブレア政権のもとで実施された、ニュ

ーディール政策における福祉政策転換のスローガンとして「福祉から就労へ」という言葉

が使用されていることからも影響を受けていたことがわかる。このように、ワーク・フェ

                              
15 宮本・前掲注（ 1 ）141－142頁。 
16 トニー・フィッツパトリック・前掲注（13）69頁。 
17 トニー・フィッツパトリック・前掲注（13）81－82頁。 
18 武川正吾・宮本太郎・小沢修司・前掲注（ 5 ）4 頁。 
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アという概念は新自由主義的要素をもっていたアメリカやイギリスにおいて提唱された政

策原理であったが、やがて他国にも広まっていき、影響を与えることになっていく。ちな

みに、宮本（2012）によると、「イギリスで2001年に導入されたステークホルダー年金や、

アメリカで2005年に打ち出された個人年金勘定の構想は、公的な貯金箱機能を縮小しつつ、

年金の柔軟性を確保しようとするものであり、ワーク・フェアは、社会保障に対して市場

原理を浸透させようとする流れの一環となっていた」とされている19。 

 ワーク・フェアに関しては留意しておくことが二点ある。第一に、ワーク・フェアとい

う言葉は人々によって使われ方が異なるという点である。後にワーク・フェアを区別して

いる主張を紹介するが、教育訓練を重視するものから、厳しい罰則規定を持ち強制力の強

いもの、自治体の公的雇用を拡大するものなど、内容的にかなり幅の広いものとなっている20。

第二に、ワーク・フェア政策が国際的に伝わっていく際にもっとも注目されたのは、国レ

ベルでの福祉改革であるということである。埋橋（2007）によると、「これによって現金給

付の受給期間が生涯で 5 年に制限されて、受給開始後 2 年間以内での職業教育、訓練への

参加が義務づけられた」のである21。 

 ワーク・フェアに関するこれまでの研究では、すでにいくつかのタイプ分けが行われて

いるが、その中で、埋橋と宮本の試みをここでは紹介していく。まず、埋橋は「ソフトな

ワーク・フェア」と「ハードなワーク・フェア」の区別を試みている。「ソフトなワーク・

フェア」とは、職業訓練や福祉就労の整備によって雇用可能性を高めて、労働市場への参

加を促進していくものである。一方、「ハードなワーク・フェア」とは、ある一定の労働時

間に満たない者には手当を支給しなかったり、公的扶助を受給できる期間を設けたりして、

就労の機会を得ようとするインセンティブを高めようとするものである22。 

 埋橋がこのようにワーク・フェアを区別している一方で、宮本は「ワークファースト・

モデル」と「サービスインセンティブ・モデル」の分類を試みている。「ワークファースト・

モデル」とは、失業保険・公的扶助の給付に際しての就労義務を 重視するアメリカ型の

ワーク・フェアのことを指す。つまり、貧困の原因が怠惰にあるとして、社会保障給付に

就労を課していくという意味でのワーク・フェアである23。他方、「サービスインセンティ

ブ・モデル」とは、北欧諸国における、積極的労働市場政策24を 重視するものである。

この「サービスインセンティブ・モデル」や先ほどの「ソフトなワーク・フェア」は後の

                              
19 宮本太郎『福祉政治 (福祉＋α) ワーク・フェアと福祉政治』宮本太郎編、10頁（ミネルヴァ書房,2012） 
20 この区別の仕方については、三浦まり・濱田江里子・前掲注（ 5 ） 1 －35頁を参照するとよい。 
21 埋橋孝文『ワーク・フェア―排除から包摂へ?』17頁（法律文化社,2007） 
22 埋橋・前掲注（21）19頁。 
23 神野直彦『分かち合いの経済学』169頁（岩波新書,2010） 
24 厚生労働省 「ＯＥＣＤ新雇用戦略」 

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/oecd/senryaku.html）（2015年11月24日）。 
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議論で取り扱う「アクティベーション」と重なる部分が大きいことが特徴としてある25。

ここで注意しておくこととして、埋橋（2007）は、『こうしたワーク・フェアの区別はある

意味では「相対的」なものであり、特定の国にその中のひとつを当てはめて特徴づける試

みがあるが、それも一定の限定つきで理解されなければならないことである26』と主張し

ている点が挙げられる。 

 

第２節 ワーク・フェアに対する肯定的・批判的見解 

 ここからは、ワーク・フェアの政策における肯定的評価について触れていく。一つは、

社会全体の利益につながるという点である。ワーク・フェアによって人々は職を得ること

になるが、これらの仕事は共同体の環境改善、高齢者や障碍者の支援サービス、慈善活動

につながる。つまり、ワーク・フェアは個人単位での金銭的な利益のみならず、社会的な

利益ももたらすことが可能なのである。 

 もう一つは、社会の基本的な存立条件としてのモラル面に注目すると、受給者の自立が

可能になるという点である。この点について山田（2007）は、「ワーク・フェアの基本理念

に裏付けられた新しい国民生活安定化システムの在り方において強調されるのは職業人と

しての自立を社会の基本原理に据えることである。それは、時代の変化が要請する新しい

知識や技能を、不断に主体的に学び修得し続けることが求められるからである27」と主張

している。 

 以上に述べたような肯定的評価がワーク・フェアには存在するが、批判的見解も存在す

る。一つは、主に「ハードなワーク・フェア」において、新しい排除につながっていると

いうことである28。つまり、職業訓練や福祉就労の整備によって雇用可能性を高めて、労

働市場への参加を促進していくが、同時に、求職活動の要請に対して応じない場合の罰則

や福祉給付期間の制限なども課すことになるため、それが排除につながってしまうという

ことである。公的な手段によって提供された労働の機会や仕事は正当な理由がない限り拒

否することができないことが一般的であるため、ワーク・フェアは労働の強制を内包して

いるが、これは日本国憲法の22条にある職業選択の自由に反するのではないかということ

も考えられる。 

 もう一つは、ワーク・フェアと結びついた保障制度を運営していくためには、莫大な行

政費用がかかってしまうという点である。先ほどのベーシック・インカムの議論でも扱っ

たが、受給資格があるものを選別するためには受給対象となる個人や世帯の所得や財産と

いったものを調査する必要があり、コストや時間がかかってしまうのである。ワーク・フ

                              
25 山田久『ワーク・フェア : 雇用劣化・階層社会からの脱却』191－192頁（東洋経済新報社,2007） 
26 埋橋・前掲注（21）20頁。 
27 山田・前掲注（25）262－263頁。 
28 埋橋・前掲注（21） 3 頁。 
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ェアにおいて、これは避けられないと考えられる。 

 

第３章 アクティベーション 

 前章では、就労と社会保障の連携を重視したアプローチの一つとして、就労から福祉を

意味するワーク・フェアについての議論について、背景や分類、肯定的・批判的見解を整

理した。そこで本章では、就労と社会保障の連携を重視したもう一つのアプローチである

アクティベーションについての議論について取り上げる。その際にはワーク・フェアとの

相違点にも注意しながら述べていくこととする。 

 

第１節 アクティベーションの背景及び分類 

 アクティベーションとは「就労を促進させるために福祉を提供する」政策のことをいい、

職業訓練や教育などに政策の重点が置かれる。これは、「仕事を選ばずに就労せよ」と指導・

指示するのではなく、就労可能な要扶助者の生活をまずは安定させて、日常生活、社会生

活支援を行っていき、それと並行して長期的な視点から就労能力を高め、就労につなげて

いく援助が成果をあげていくものである。アクティベーションという用語を初めて公式に

使用したのは、1990年デンマークの保守党と自由党といわれている。若年手当事業におけ

る参加を義務付けた教育・職業訓練プログラムをアクティベーションと名付けたのである。

ちなみにアクティベーションそのものはすでにデンマークで1970年代に始まっていた。デ

ンマークは1970年代半ばから高い失業率を有していたが、この問題に対応するために政策

が打ち出された。この政策は失業保険に加入する者のうち、失業から 2 年以上経過する長

期失業者が、補助金付き雇用を受け入れる義務を負うというものであったが、これが現在

のアクティベーションのように見えることは明らかである。 終的にこの政策は失敗に終

わったものの、失業手当を与える代わりに就労の努力をせよという主張につながっていく

こととなり、アクティベーションの本格化につながった29。これがアクティベーションの

起源である。 

 アクティベーションは先ほどのワーク・フェアと同じように就労と社会保障の連携を強

くするといった点では同じであるが、相違点がいくつか挙げられるためここで述べておく。

一つ目に、直接労働市場に還元しない職業訓練や生涯教育のような教育を含めて、就労自

立に連動するかぎりで生活自立も重視し、保育・介護サービスなど、公的支援を強めた社

会的包摂政策を展開しているという点である30。ワーク・フェアは必ずしも十全な公的支

                              
29 福原宏幸『21世紀のヨーロッパ福祉レジーム―アクティベーション改革の多様性と日本』74－77頁（糺

の森書房,2012） 
30 宮本・前掲注（ 7 ）7 頁。 



生活保障における諸政策の検討 

－ 21 － 

援を行わないのに対し、アクティベーションは公共職業訓練や保育サービスなどで人々の

経済的自立性を確保しようとするのである。 

 二つ目に労働市場における処遇や組織の在り方からも雇用の吸引力を高めようとする点

である。ワーク・フェアにおいては、労働市場そのものの改革に関心を寄せなかったが、

アクティベーションは労働市場への介入、つまり、賃金の底上げや労働組織改革などによ

って雇用の就労インセンティブを高めることを重視しているのである。 

 三つ目に、貯金箱機能による水面的再分配を前面に掲げようとする点である。宮本（2012）

によると、「すべての人々が労働市場とつながって、社会保険に加入する条件を確保したう

えで、貯金箱機能は柔軟性を高めて、一元化をすすめて維持していこうとするもの」と主

張している31。このように、アクティベーションはワーク・フェアと相似な部分が存在す

る一方で相違点も存在するのである。 

 アクティベーション政策についても今までの議論と同様に区分することは可能である。

福原の区分の仕方によると、アクティベーションは「就労アクティベーション」と「社会

的アクティベーション」に分類することが可能であるとしている。「就労アクティベーショ

ン」とは、「社会的包摂」の場として労働市場を重視するアプロ―チのことをいう。つまり、

社会的給付はあくまでも、職業訓練、就労支援への単なる動機づけの手段に過ぎないので

あり、給付それ自体には積極的な価値を認めていないということを意味しているのである。

一方、「社会的アクティベーション」とは、「社会的包摂」の場を労働市場に限定しないア

プローチのことをいう。つまり、失業者に対して就労だけではなく、広く社会参加などの

幅広い選択の自由が与えられていることを意味している32。 

 アクティベーションは、社会的な排除を生み出さないですべての人々を包摂していくこ

とを重視し、雇用のために福祉を強化することを目的としているが、宮本は、雇用を支え

る政策は機能的に大きく四つにまとめられると述べている。第一に、人々の就労や社会参

加を目的とする政策領域である。具体的には、職業訓練や職業紹介などの積極的労働市場

におけるプログラムや生涯教育などの教育関連の施策があてはまる。参加支援の仕組みは

人々の生活に直接かかわるため、その生活を大きく変えることができるというところに特

徴がある。第二に、労働市場や関連制度に働きかけて、就労の見返りを大きくするための

政策領域である。 低賃金制度や均等待遇などがこれにあてはまり、働いた見返りが十分

に得られるようにすることが目的である。第三に、雇用の創出と維持のための諸政策であ

る。六次産業や公共事業などがこれにあてはまる。第四に、雇用労働の時間短縮・一時休

職である。人々を働かせることだけが目的ではなく、教育や訓練、子育てや介護に割く時

間が必要であり、ワークシェアリングなどがこれにあてはまる。以上のような四つの領域

                              
31 宮本・前掲注（19）10頁。 
32 福原・前掲注（28）ⅵ－ⅶ頁。 
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における政策が相互に結び付けられ、推し進められることによってアクティベーション型

の生活保障は成り立つのである33。 

 

第２節 アクティベーションに対する肯定的・批判的見解 

 これまでアクティベーションの分類やアクティベーション型の生活保障が成り立つため

の条件を四つの政策領域から見てきたが、ここではアクティベーション型の生活保障の肯

定的見解について触れていく。一つ目はすでに述べているが、社会的な排除を受けてきた

人々に対して包摂をもたらすという点である。社会的な排除というと、社会保険制度など

の制度そのものに加入できないことや、制度には加入していても、保険料や自己負担を担

うことができない排除などが考えられるが、アクティベーション型の生活保障はこのよう

な社会的排除にあった人々に対して職業訓練などの機会を提供することによって、包摂す

ることが可能なのである。 

 二つ目に、アクティベーションは合意可能性の高い生活保障であるということである。

ベーシック・インカムの議論で扱ったように、ベーシック・インカムには「タダ乗り」を

意味するフリーライダーの出現の可能性があり、賛同しない人たちがいる。しかし、その

ような人々も、「自助の公助」という観点から就労を支援することには支持することが多い

のである34。 

 三つ目に、多様なライフスタイルに対応した生活保障であるということである。アクテ

ィベーションは、人々がその生涯で様々なタイミングで働き始めたり退職したりすること

を前提に就労や社会参加の支援を行っているのである。つまり、アクティベーションは柔

軟性を備えた生活保障の政策であるということができるのである35。 

 以上のような肯定的見解がアクティベーションに存在することを確認してきた。次に批

判的見解について述べていく。第一に、人々の生活に介入するパターナリズムに発展する

恐れがあるということが挙げられる。アクティベーションの制度は、参加奨励型の所得保

障と公共サービスが連携しており、場合によっては制度が複雑化し不透明なものになった

りする。その結果、パターナリズムになる可能性が生じるのである36。第二に、公的扶助

受給者に対するアクティベーションのプログラムは、相対的にニーズが反映されにくい構

造となっているという点である。失業手当受給者のニーズは利益集団の影響力によって、

プログラムに反映されやすい構造になっているが、利益集団のサポートが無い公的扶助受

給者は、個人で行政側と立ち向かうことになるため、ニーズが反映されにくくなっている

                              
33 宮本・前掲注（ 1 ）143－166頁。 
34 宮本・前掲注（ 1 ）126頁。 
35 宮本・前掲注（ 1 ）125頁。 
36 宮本・前掲注（ 1 ）126頁。 
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のである37。 

 

おわりに 

 以上、本稿では生活保障の再構築の必要性が高まってきているという指摘のもと、生活

保障の再構築をめぐる諸議論を整理してきた。いま一度議論をまとめると、第 1 章では就

労と社会保障を切り離したアプローチであるベーシック・インカムの議論について取り上

げた。肯定的見解としては、①いかなるライフスタイルにも対応して生活保障を実現する

柔軟性、②制度の簡素化、③働けば働くほど収入が増えること、④受給に伴うスティグマ

（恥辱感）の廃止といったものが挙げられる。一方、批判的見解としては、①財源の問題、

②フリーライダーの出現、③政治的な実現可能性が低いといったことが挙げられる。第 2 章

からは就労と社会保障の連携を重視した政策に着目し、まずは就労から福祉を意味するワ

ーク・フェアの議論について述べた。肯定的見解としては、①社会全体の利益につながる、

②受給者の自立が可能といったものがある。批判的見解としては、①新しい排除につなが

る、②莫大な行政費用がかかる点がある。第 3 章では、ワーク・フェアと類似しているが、

福祉から就労を意味するアクティベーションについての議論を取り上げた。肯定的見解と

して、①社会的な排除を受けてきた人々に対して包摂をもたらす、②合意可能性が高い、

③多様なライフスタイルに対応した柔軟性があることが挙げられる。批判的見解として、

①人々の生活に介入するパターナリズムに発展する恐れ、②相対的にニーズが反映されに

くい構造をもっているといったものが挙げられる。 

 本稿での肯定的・批判的見解を中心とした議論の整理は、今後の日本における生活保障

の方向性をきめる際の一種の判断材料として機能することが期待できるであろう。他方で、

本稿では生活保障の再構築をめぐる議論を整理することにとどまり、これからの日本が具

体的にどの政策を採用し、推し進めていけばよいかについての考察ができなかった。この

点については今後の課題としたい。 

 

                              
37 嶋内健「デンマークにおけるアクティベーション政策の現状と課題」『立命館産業社会論集』第44巻第 

2 号、98頁（2008） 


