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  Ⅰ．はじめに―「境界線上の科学」としての
人間福祉学 

 　自然科学であろうと，社会科学であろうと，学
問の営みとは，人間が生きている状況を「理解」
することにある．科学が目指す真理の探究とは，
人間が生きている「状況」の真実を解明すること
にあるけれども，「理解」するとは単に知ること
ではない．解明した真実を，自己の「生」と結び
つけて，初めて「状況」を「理解」したというこ
とができる．したがって，学問を学ぶということ
は，科学の目指す「真理の探究」を通して，人間
の「生きる意義の探究」にあると言い換えてもよ
い． 
 　しかし，真実を追求するアプローチは，科学と
いうアプローチだけではない．宗教というアプ
ローチもある．科学と宗教との真実へのアプロー
チの相違は，科学は考察する対象を限定して，部
分真実を解明しようとするのに対して，宗教は

「状況」全体の全体真実を解明しようとする点に
ある．もちろん，「コペルニクス的転回」という
言葉に象徴されるようにルネサンス以降，真実の
解釈権は宗教から科学へと移ったと認められる． 
 　とはいえ，科学は常に真実を語っているわけで
はない．というよりも，科学も過ちを繰り返しな
がら，真実に近づこうと苦悩しているといってよ
い．科学が真実を見誤る最大の要因は，科学が部
分真実のみを追求しようとするからである．確か
に，宗教のように全体真実をまず説こうとはしな
いために，神秘の世界に紛れ込むことなく，部分
真実には接近することができる．しかし，ジグ
ソー・パズルの小片のみの紋様を考察するよう
に，全体真実との関連を見忘れ，部分真実を追求
すると，思わぬ過ちを犯してしまうことになる． 
 　「神聖な」を意味する holly も，「全体な」を意
意味するwholly も，語源も発音も同じであるこ
とを忘れてはならない．万物は結びつき，神が創
造した神聖なるもの（hel-ig）は，全体（hel-het）
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を形成する 1） ．ところが，科学は考察対象をます
ます細分化された小片に分断してしまっている． 
 　しかし，「状況」の真実を解明し，「状況」を「理
解」しようとするのであれば，全体真実に近づこ
うとする真摯な努力を積み重ねなければならな
い．それには部分真実と部分真実を，常に突き合
わせる必要がある．つまり，部分真実を探求する
科学も，自己の考察対象であるジグソー・パズル
の小片のみを深めるだけではなく，小片と小片を
つなぎ合わせようとする努力を怠らずに，常に全
体真実への接近する営為を積み重ねる必要がある． 
 　そうだとすれば，科学を専門化し，細分化して
いくだけではなく，隣接する個別科学の境界領域
を研究する「境界線上の科学」を築いていくこと
が求められる．人間福祉学はこうした「境界線上
の科学」として提起されたものと思われる． 

 Ⅱ．科学の対象としての「人間福祉」 

 1．幸福と政策としての福祉 
 　「境界線上の科学」の科学としての人間福祉学
は，当然のことながら「人間福祉」を学問の対象
としている．人間福祉学を学ぶといっても，人間
福祉学が対象としている「人間福祉」という学問
の対象が明解でなければ，学問の学びようがな
い．といっても，学問の対象を明確に定義するこ
とは困難である．学問を深めていっても，学問の
対象が何かは暗中模索の状態にあることが，学問
の学問たる所以だといってもよい．とはいえ，学
問の対象が明確でなければ，学問を考究していく
術がないのである． 
 　そこで学問の対象を常識的に漠然と定義してお
いて，学問を深めていきながら，学問の対象を考
究していくしかない．「人間福祉」を常識的に捉
えると，「人間の福祉」ということになる． 
 　「福祉」の「福」も「祉」も，偏

へん

は示
しめす

偏
へん

である．
示偏は神や祭礼を表す．「福」の旁

つくり

である「畐」は，
「ふっくらとした酒樽」の象形に由来して，「みち
る」ことを意味している． 

 　「祉」の旁である「止」は，足の「とまる」こ
とを意味する．つまり，「祉」は神が足をとめて，
福を与えることとなる．このように「福」も「祉」
も，神によって満たされて幸せな状態を意味して
いる．したがって，福祉は「幸せ」，「幸い」，「幸
福」などを意味することになる． 
 　そうだとすれば，「人間福祉」は人間にとって
の「幸せ」を意味し，人間福祉学は人間にとって
の「幸せ」を考究する学問だということになる．
もっとも，「福祉」を辞書で繙くと，「幸福」とと
もに，「公的扶助やサービスによる生活の安定，
充足」という語意が示されている．「公的扶助や
サービスによる安定，充足」という語意は，社会
保障あるいは社会福祉と表現している「政策とし
ての福祉」を表している．つまり，「福祉」には
幸福という一般的な意味とともに，「政策として
の福祉」という意味もあるのである 2） ． 
 　「公共の福祉」という時の「福祉」は，「幸福」
あるいは「幸せ」という意味ではあるけれども，
「社会福祉」という時の「福祉」は政策としての
福祉あるいは制度化された福祉と考えてよい．「人
間福祉」という時の「福祉」は，「公共の福祉」
と同様に，「幸福」あるいは「幸せ」という意味
を想定している． 
 　とはいえ，「人間福祉」という概念提起は，「社
会福祉」と密接に関連している．というのも，「人
間福祉」という概念は，「社会福祉」あるいは「社
会福祉学」の限界を克服するために，「人間福祉」
あるいは「人間福祉学」として提起しているから
である． 

 2．社会福祉と社会福祉学 
 　「社会福祉」の「福祉」は，「政策としての福祉」
と考えられるけれども「社会福祉」という概念は，
そのように単純に割り切れるものでもない．確か
に「政策としての福祉」は，社会保障あるいは社
会福祉として表現されてきた．社会保障（social 
security）という言葉は，アメリカで 1935 年に「社
会保障法（Social Security Act）」が成立するこ
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とをもって誕生する． 
 　この「社会保障法」は，1933 年にアメリカの
大統領に就任したルーズベルト（F. Roosevelt）
の推進したニュー・ディール政策の一環として実
現している．しかし，「社会保障法」の内実をみ
ると，既にヨーロッパの先進諸国で実施されてき
た施策の域を出るものではなかったといってよい． 
 　とはいえ，社会保障という言葉は，1938 年に
ニュージーランドで成立した社会保障法でも用い
られていく．しかも，第二次大戦中の 1942 年に
国際労働機構（ILO）が『社会保障への途』を発
表し，時を同じくしてイギリスで『社会保険およ
び関連サービス（ Social Insurance and Allied 
Services ）』と銘打った報告書，所謂ベバリッジ
報告書（Beveridge Report）が社会保障の概念を
取り上げ，社会保障という言葉が市民権を獲得し
ていくことになる． 
 　日本では社会保障の定義といえば，ILOの『社
会保障の途』やベバリッジ報告の影響を受けなが
ら，第二次大戦後の 1950 年（昭和 25 年）に社会
保障審議会が発表した「社会保障制度の勧告」で
述べている定義が，常識的に用いられている．そ
の社会保障の定義とは，「疾病，負傷，分娩，廃
疾，死亡，老齢，失業，多子その他困窮の原因に
対し，保険的方法又は直接公の負担において経済
保障の途を講じ，生活困窮に陥った者に対して
は，国家扶助によって最低生活の保障をするとと
もに，公衆衛生及び社会福祉の向上を図り，もっ
てすべての国民が文化的社会の成員なるに値する
生活を営むことができるようにすること」という
ものである． 
 　この社会保障審議会の定義によると，社会保障
は大きく（一）社会保険，（二）公的扶助，（三）
公衆衛生および医療，（四）社会福祉，という四
つの部門から構成されている．ここで社会福祉と
は，「国家扶助の適用を受けている者，身体障害
者，児童，その他の援護育成を要する者が，自立
してその能力を発揮できるよう，必要な生活指
導，厚生指導その他の援護育成を行うこと」と定

義されている． 
 　このように社会福祉は社会保障の一分野として
位置づけられるとともに，政策課題への実践とし
て考えられている．そのため社会福祉学も，「福
祉ニーズを有する人々の生活の自立支援を物心両
面のサービスをめぐって実践科学 3） 」だと唱えら
れることになる．つまり，社会福祉は検証可能な
事実を関連づけ，体系的整理した科学というより
も，応用科学なのである． 
 　もちろん，社会福祉学も「境界線上の科学」と
なる．社会福祉学は「社会哲学をはじめ社会学，
心理学，医学などの基礎科学を基盤としつつ，保
健学，教育学，行政学などの臨床領域のすべての
学問的成果を組み込み，体系化されていくべき学
際的科学（interdisciplinary science）あるいは複
合的科学（multi-science）である 4） 」と主張される．
とはいえ，社会福祉学は政策，経営，臨床という
実践的課題に結びつけた考察対象を設定している
といってよい． 

 3．人間福祉の追求 
 　人間福祉という概念提起では「福祉」を「幸福」
あるいは「幸せ」と理解していると指摘したけれ
ども，「政策としての福祉」を包摂しているといっ
てもよい．とはいえ，人間福祉では「福祉」を社
会現象として把握する．社会福祉のように福祉を
「政策としての福祉」に限定し，実践的課題と結
びつけて考察することはしない． 
 　福祉は英訳をすると，ウェルフェア（welfare）
ともウェルビーイング（well-being）とも訳され
る．人間福祉でいう福祉には，ウェルフェアもウェ
ルビーイングも包含される．社会福祉のように福
祉を実践的課題と結びつけずに，社会現象として
とらえようとする背景は，経済成長よりも幸福度
を追求する政策運営が抬頭してくる歴史の動きと
軌を一にしている． 
 　国民総生産（GDP）を高める政策運営よりも，
国民総幸福（GNH）を高める政策運営を重視す
ることは，1976 年にブータンのジグミ・シンゲ・
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ワンチュク国王が提唱したことに始まるといわれ
ている．幸福度に関わる研究は，アマルティア・
セン（Amartya Kunar Sen）やステグリッツ
（Joseph Eugene Stiglitz）によって発展され，日
本でも 2010 年に内閣府が「幸福度」調査を実施
したのである． 
 　このように政策目標として「幸福」への関心の
高まりは，「黄金 30 年」といわれた第二次世界大
戦後の高度成長を実現し，物質的豊かさを享受で
きたとしても，充足されることのない人間的欲求
の存在が認識されたからである．しかも，経済成
長を求め続けた結果，かえって経済成長が停滞し
始め，格差が拡大し，貧困が溢れ出してしまって
いる． 
 　第二次大戦後の高度成長期は，社会保障や社会
福祉を掲げた福祉国家のもとで，経済成長ととも
に，格差や貧困も抑制されてきた．しかし，経済
成長では人間の所有欲求は充足できても，存在欲
求は充足することができない． 
 　人間の欲求には所有欲求と存在欲求がある．所
有欲求とはハビング（having）の欲求である．
これに対して存在欲求は，ビーイング（being）

の欲求である．つまり，人間と人間と触れ合いの
中で充足される，人間と人間とが調和したいとい
う欲求である． 
 　人間は所有欲求が充足されると，「豊かさ」を
実感する．これに対して人間と人間とが調和した
い，つまり愛し合いたいという存在欲求が充足さ
れると，人間は「幸福」を実感する． 
 　物質的な豊かさと幸福との関係は，イースタリ
ン（Richard Easterlin）の研究による「イースタ
リンの逆説」として知られている．物質的に豊か
になれば，ある一定水準までは，幸福度も高まる．
ところが，ある一定の水準を越えてしまえば，物
質的に豊かになるということと，幸福度との間に
は関係がなくなってしまうのである． 
 　第 1図に示したように，日本では 1980 年頃を
転換点として，「物の豊かさ」よりも「心の豊かさ」
を求める人の割合が上回り，それはほぼ増加の一
途を辿っている．日本人も 1980 年代になるまで
は，貧しさを克服するためにも，「物の豊かさ」
という所有欲求の充足を優先してきたといってよ
い．しかし，1980 年代になると，「物の豊かさ」
という所有欲求の充足よりも，「心の豊かさ」と

第 1図　心の豊かさ，物の豊かさ（時系列）



11

人間福祉学研究　第 11 巻第 1号　2018．12

いう存在欲求の充足を重視し始めたのである． 
 　こうした「物の豊かさ」よりも，「心の豊かさ」
つまり「幸福」を追求する時代への転換したとい
う歴史観が，社会福祉とは弁別した人間福祉とい
う概念を提起させている．「物の豊かさ」を追い
求めた時代の「福祉」である社会福祉ではなく，
まさに「幸福」を求める時代における「福祉」を
考察しなければならないと考えて，「人間福祉」
は提起されている．それ故に，重化学工業を基盤
とした福祉国家という特殊歴史的な政策課題とし
ての社会福祉ではなく，社会現象としての「福祉」
を科学として分析しなければならないと，人間福
祉学では考えているのである． 

 Ⅲ．人間福祉の理念 

 1．オムソーリとしての人間福祉 
 　福祉は幸福を意味するけれども，社会保障や社
会福祉と表現される政策的配慮を意味するように
なっている．しかし，社会保障や社会福祉を掲げ
た福祉国家が行き詰りを見せ始め，福祉を新たな
歴史的段階で再創造することが求められている．
こうした歴史の要請に応えるべく，人間福祉とい
う概念が提起され，人間福祉学が提唱されている
ということができる． 
 　人間福祉という概念を整理するまでは，ス
ウェーデン語のオムソーリ（omosorg）という素
晴らしい言葉が導き星となる．オムソーリという
言葉を教示してくれたのは，私の「福祉」の共同
研究者であるストックホルム大学の訓覇法子研究
員である． 
 　訓覇法子氏の紹介によると，スウェーデンの「未
来研究審議会」の「社会福祉プロジェクト」最終
報告書で，オムソーリを次のように説明している 5） ． 

 　Omsorg（オムソーリ）とは，本来，（誰
かのことを）気にかける，あるいは悲しみを
分かち合うとか，（お互いに）かばい合う，
あるいは面倒をみるということを意味する．

この言葉は，日常の人々の相互の関わり合い
からの社会の“ケア組織”が与える病人，弱
者，危険にさらされた人のためのあらゆる看
護，介抱，養護，さらに児童手当から年金ま
で，人生の異なった各々の時期に社会が再分
配する経済的保障までを包括するものである． 

 　オムソーリの英訳では，ソーシャル・サービス
（social service）と訳されているので，日本いう
社会福祉に比較的近いと考えられる．しかし，オ
ムソーリは日本でいう社会福祉よりも圧倒的に広
義であるといわなければならない． 
 　大胆に整理すれば，日本では社会保障といえ
ば，社会保険と公的扶助による所得保障，医療保
障，社会福祉の分野から成り立っていると理解さ
れている．社会保障の一分野としての社会福祉
は，児童，障碍者，高齢者などを支援する社会事
業あるいは社会サービスと考えられていること
も，既に触れたとおりである． 
 　もっとも，社会福祉の定義は，必ずしも一義的
ではない．社会福祉を広義に，所得保障，医療保
障をも含む社会保障とほぼ同義に，使用されるこ
ともある．とはいえ，社会福祉は「公的な施策」
として，日本では理解されているといってよい． 
 　ところが，オムソーリの原義は，「悲しみの分
かち合い」にあり，社会保障や社会福祉という「公
的な施策」を包括するけれども，「日常の人々の
相互の関わり合い」を基盤とする生活条件の保障
を意味している．つまり，オムソーリでは自発的
な人間の協力関係による生活条件の保障をも含め
ているのである． 
 　私は人間福祉を，オムソーリとほぼ同義に位置
づけている．オムソーリの原義に従いながら説明
すれば，人間福祉とは社会の構成員の「悲しみの
分かち合い」により，「悲しみ」を「幸せ」に変
える社会現象となる．つまり，人間福祉学が考察
の対象とする人間福祉とは，社会の構成員である
人間が「悲しみを幸せに変える」という社会現象
なのである． 
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 　人間が社会を形成して生活を営む以上，「悲し
みを幸せに変える」という社会現象は必ず存在す
る．もちろん，そうした社会現象は歴史的条件や
空間的条件によって変化する．人間福祉学は歴史
的，空間的条件によって変動する「悲しみを幸せ
に変える」という社会現象を分析対象とする社会
科学なのである． 
 　人間福祉を「悲しみを幸せに変える」ための仕
組みという社会現象として理解すると，従来の社
会保障や社会福祉との関連で，二つの次元から構
成されているということができる．「悲しみを幸
せに変える」ための仕組みという時の仕組みは，
「制度」と考えることができる．しかし，社会現
象としての「制度」には，二つの次元がある． 
 　一つは，政治的意思決定にもとづいて，強制力
におって裏打ちされ，公式化されている「制度」
がある．社会保障「制度」とか社会福祉「制度」
とか表記する時の「制度」は，こうした「公式化
された制度」である． 
 　もう一つは，共同体的人間関係にもとづく慣習
として定着している自発的な協力という「制度」
である．つまり，家族や地域社会などを基盤にし
て，自発的に生じてくる規範としての「制度」で
ある． 
 　従来の社会保障論や社会福祉学では，「公式化
された制度」に分析対象が絞られていた．人間福
祉学の特色は，後者の公式化されていない「制度」
にも分析対象を拡大している点にある．というよ
りも，「公式化された制度」と，「公式化されてい
ない制度」と相補関係にも分析のメスを加えるこ
とに，人間福祉学の存在理由があるとさえいうこ
とができる． 
 　こうした視座からすれば，家族や地域社会とい
う集まることだけを目的としたり帰属集団，つま
りインフォーマル・セクターによる自発的協力と
ともに，目的別に自発的に組織化されるボランタ
リー・セクターによる自発的協力が，人間福祉学
では重要な分析対象となる．こうした分析視点
は，新たな歴史的段階における福祉の再創造とい

う人間福祉学の問題関心と深く結びついているの
である． 

 2．「人間福祉学のこころ」 
 　人間福祉学で福祉の前に置かれている「人間」
とは，社会を形成して生活を営んでいる「人間」
である．学問は自己の存在と自己の生きている状
況を理解することを目的としているとすれば，茫
漠としてではあれ，一定の人間観を前提としてい
ると考えらえる．人間福祉学が前提としている人
間観は，当然のことではあるけれども，人間とは
悲しみを「分かち合い」，優しさを「与え合い」
ながら生きているものだという人間観である． 
 　悲しみを「分かち合う」と，悲しみに暮れてい
る人だけではなく，悲しみを分かち合った人をも
幸福にする．人間が幸福を実感するには，自己の
存在が他者にとって必要不可欠だとう実感できた
時である．悲しみを分かち合うと，悲しみに暮れ
ている人にとって，自己の存在が必要不可欠だと
実感でき，幸福に浸ることができる．それがオム
ソーリを支える思想である． 
 　そう考えてくると，「人間福祉学のこころ」あ
るいは人間福祉学を支える思想は，次の二点に要
約することができる． 
 　一つは，存在の必要性の相互確認である．つま
り，すべての人が社会にとって必要な存在という
ことを，相互に確認していることである．敢えて
繰り返せば，人間は他者にとって自己の存在が，
必要不可欠な存在だと実感できた時に，幸福だと
実感できる．したがって，すべての人が必要不可
欠な存在だと，相互に確認することこそ，人間福
祉の基盤となる． 
 　このことは，悲しみに暮れている人と悲しみを
分かち合うことを，権利として保障することを意
味する．つまり，悲しみに暮れている人に，手を
差し伸べるために，福祉活動に参加する権利を保
障することである．この権利は「公式化された福
祉」と，「公式化されていない福祉」を通じて保
障されなければならない． 
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 　もう一つは，社会の構成員が運命の共有をして
いることと，その運命について連帯責任を負って
いることを，相互に確認していることである．こ
のことは社会の構成員の誰もが誰もに対して，不
幸にならないで欲しいと願い合い，社会の構成員
の誰もが誰もに対して，幸福になって欲しいと願
い合っていると，社会の構成員が確信しているこ
とだと換言してもよい． 
 　こうした確信は，共同体的人間関係が自然に培
養していく．人間の社会にとっての第一次集団で
ある家族を想起すれば，容易に理解できるよう
に，家族内には誰もが誰もに対して不幸にならな
いで欲しい，誰もが誰もに対して幸福になって欲
しいと，願い合っているという確信が存在する．
それ故に，家族内の対立は親和的対立であり，議
論も思いの丈

たけ

を言い合える親和的議論となる．も
ちろん，こうした親和的議論こそ，民主主義を有
効に機能させることになる．国家は家族のように
組織化されなければならないというスウェーデ
ン・モデルの「国民の家」という理念も，こうし
た思想を背後理念としているのである． 

 Ⅳ．財政社会学からのアプローチ 

 1．財政による「公式化された福祉」 
 　人間福祉学の課題を展開するために，財政社会
学から人間福祉を捉え返しておくことにする．市
場社会とは市場経済と財政という運営原理を異に
する二つの経済から構成されている．市場経済は
市場原理にもとづいて，財政は予算原理つまり民
主主義にもとづいて運営されている． 
 　社会保障にしろ社会福祉にしろ，「公式化され
ている福祉」は，すべて財政によって提供されて
いるということは，財・サービスが市場原理にも
とづく市場経済によって提供されている．財・
サービスを購買力に応じて分配することを意味す
る．つまり，所得の高い富裕者には多く，所得の
低い貧困者には少なく分配することになる． 
 　これに対した財・サービスを民主主義にもとづ

く財政で提供すれば，購買力ではなく，ニーズつ
まり必要に応じて分配することができる．もちろ
ん，社会保障や社会福祉は購買力ではなく，必要
に応じて提供されなければ意味がない．そのため
社会保障や社会福祉は，財政によって提供される
ことになる． 
 　財政によって提供すると，必要に応じて財・
サービスを分配することが可能になるのは，財政
では財・サービスを提供する対価として，貨幣の
支払いを求めないからである．それは財政では
財・サービスを提供する財源を，何の対価もな
く，強制的に支払いを求める租税に依拠している
からである． 
 　市場原理で営まれる市場経済では，強制的に支
払いを求められることはなく，あくまでも取り引
きは任意である．しかも，何の反対給付もなく，
無償で支払いを求められることはない．ところ
が，財政における租税は，強制的に何の対価もな
く無償で支払わなければならないのである． 
 　もちろん，租税が強制性と無償性を備えるに
は，社会の構成員の共同意思決定，つまり民主主
義にもとづいた社会的合意が必要となる．もっと
も，現在では社会保障や社会福祉の財源として，
租税に加えて社会保障負担も存在する． 
 　社会保障負担は租税と同様に強制性がある．し
かし，社会保障負担は無償性という点で，租税と
相違する．租税には無償性がある．無償性のある
租税では，租税を支払ったからといって反対給付
の請求権はない．逆に租税を支払っていないから
といって，医療や消防などの公共サービスを享受
できないわけではない． 
 　ところが，社会保障負担には反対給付の請求権
がある．社会保障負担を支払っていれば，社会保
険の給付の請求権がある．逆に社会保障負担を支
払っていなければ，社会保険の給付の請求権はな
い． 
 　とはいえ，社会保険も財政によって営まれる以
上，市場原理のように個別の負担と給付が対応す
る対価になっていないことに，注意をする必要が



14

ある．もっとも，保険であれば，社会保険でなく
とも，民間保険でも負担と給付は，一対一の対価
とはなっていない．それだからこそ保険は，リス
クをプールする機能をもつのである． 
 　しかし，対価原則が成立しなければ，市場原理
にもとづく市場経済で，保険を営むことはできな
い．そこで民間保険では，保険計算によって，リ
スクに応じた負担を導入することで，市場原理に
乗せているのである． 
 　これに対して，財政で処理される社会保険は，
市場原理に乗せる必要はない．市場原理で処理す
るのであれば，民間保険に委ねてしまえばよい．
ところが，日本では介護保険にしろ，医療保険に
しろ，リスクに応じた負担という民間保険の原理
が導入されていく．しかし，それは社会保険のレ
ゾンデートルそのものの，否定に繋がりかねない
のである． 
 　社会保険や社会福祉という「公式化されている
福祉」は，財政によって提供されるけれども，そ

れは第 2図に示したような複雑な政府間財政関係
を通じて実行されている．一般に社会保険関係費
といわれているのは，国税を収入とする中央政府
の一般会計の歳出である．しかし，この一般会計
の社会保障関係費は直接，国民に社会保障や社会
福祉の給付を支給するわけではない．社会保険関
係の特別会計に繰り入れられたり，地方自治体に
財源として移転されるだけである． 
 　中央政府の社会保険関係の特別会計には，国民
が負担する社会保障負担つまり社会保険料が振り
込まれていく．この社会保険料収入とともに，一
般会計の社会保障関係からも財源が繰り入れられ
てくる．こうした社会保険関係の特別会計の収入
としての財源は，年金であれば，さらに年金機構
に移転され，国民に年金として給付されることに
なる． 
 　地方税は地方自治体の一般会計に収納されるけ
れども，地方自治体の一般会計には，中央政府の
一般会計から，補助金・負担金という財源も移転
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されてくる．こうした財源で地方自治体は公的扶
助や社会福祉を給付する． 
 　社会保険料には国民健康保険のように，地方自
治体の社会保険関係の特別会計に収納されるもの
もある．地方自治体はこれに，一般会計から特別
会計への繰り入れも含めて，国民健康保険の給付
を行う．もちろん，地方自治体の一般会計からの
繰り入れ財源には，中央政府からの移転財源も含
まれている． 
 　国民から支払われる社会保険料には，公務員な
どのように共済組合に支払い，共済組合から給付
を受けるものもある．いずれにしても社会保障や
社会福祉という「公式化された福祉」には財政が
介在している． 
 　このようにみてくると，社会福祉は中央政府か
らの移転財源と地方税を財源にして，地方自治体
が提供している．日本では社会福祉に投入される
財源は，ヨーロッパの先進諸国と国際比較をすれ
ば極くわずかだということができる．これに対し
て年金や医療などの社会保険についていえば，
ヨーロッパの先進諸国と国際比較をしても，見劣
りのしない水準だということができる． 

 2．財政社会学による市場社会全体の把握 
 　人間福祉を社会保障や社会福祉という「公式化
された福祉」だけではなく，「公式化されていな
い福祉」をも含む社会現象だと把握していること
は，既に述べたとおりである．「公式化された福
祉」はすべて財政に抱かれている．しかし，人間
福祉には「公式されていない福祉」をも含むとす
れば，人間福祉は財政現象を食

は

み出す社会現象と
なる．それは人間福祉をトータル・システムとし
ての社会における現象として捉える必要のあるこ
とを示唆している．私は財政学を社会学に鋳直す
ことを提唱している．財政社会学の提唱は財政を
基軸として，トータル・システムとしての市場社
会全体を把握するためである． 
 　財政社会学のアプローチとは，トータル・シス
テムとしての市場社会全体が，政治システム，経
済システム，社会システムという三つのサブ・シ
ステムから構成されていると考える．この三つの
サブ・システムは本来，三位一体となっていたけ
れども，近代市場社会になると，第 3図に示した
ような三角形の関係に分離すると，財政社会学で
は理解する． 

第 3図　社会全体を構成する三つのサブ・システム
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 　社会システムとは人間と人間との自発的協力に
よる結びつき，つまり共同体的人間関係を意味し
ている．この社会システムは生活の「場」で形成
されていると考えてよい． 
 　経済システムとは市場を媒介とする人間関係を
意味している．この経済システムは生産の「場」
で形成されていると考えてよい． 
 　政治システムとは強制力にもとづく，支配・被
支配という人間関係である．もちろん，近代市場
社会の政治システムは，被支配者が支配者で民主
主義にもとづいているので，すべての社会の構成
員が支配者であるとともに，被支配者であるとい
う人間関係が成立していることになる． 
 　人間にとって最も古い人間関係は，家族やコ
ミュニティなどの「共同体（Gemeinschaft）」と
いう人間関係つまり社会システムである．人間は
群居性を備えた「種」である．人間は厳しい自然
のなかで，社会を形成して，相互に協力して生き
ていくしか術がない．しかし，人間の自発的協力
だけでは，人間の生存を安定的に維持していくこ
とには限界がある．顔見知りの直接的人間関係を
前提とする自発的協力だけでは，共同体と共同体
との間での自発的な協力作業の遂行は困難となる
からである． 
 　そのため「水」という自然を制御する灌漑施設
などの建設は，顔見知りの関係を必要とする共同
体の自発的協力にもとづく共同作業では不可能で
ある．中国を考えても，エジプトを考えても，は
たまたメソポタミアやインダスに思い巡らせても
明らかなように，古代「国家」は共同体内の自発
的協力の限界を克服して，灌漑施設などを建設す
るために誕生した． 
 　現在では，「政府」は「市場の失敗」から生ま
れると，実

まこと

しやかに説明される．しかし，人間の
尊い歴史に学べば，市場が失敗し，国家が誕生し
た事実はないのである． 
 　しかし，国家という政治システムが登場して
も，生産の「場」である経済システムと，生活の
「場」である社会システムは分離していない．三

位一体のトータル・システムとしての「社会全体」
から，三つのサブ・システムが市場社会になると
分化してくるのは，共同体の機能から生産機能が
抜け落ちるからである．つまり，市場社会とは生
産行為が，土地・労働・資本という生産要素が生
み出す要素サービスの取引として営まれる社会と
いってよい． 
 　市場社会は生産物市場が存在する社会ではな
い．生産物市場であれば，人間の歴史とともに存
在するといってもいいすぎではない．市場社会と
は，生産要素の生み出す要素サービスを取引する
要素市場が存在する社会なのである． 
 　それは共同体的慣習に従い実行されていた生産
行為が，要素市場での取引という市場メカニズム
で実施されることを意味する．そのことは共同体
のもとに統合されていた生産の「場」と，生活の
「場」が分離することを表現している．つまり，
市場社会では生産・分配を担う経済システムと，
生活の「場」である社会システムが分化してしま
うのである． 
 　しかし，要素市場が機能するためには，土地・
労働・資本という生産要素に，私的所有権を設定
する必要がある．もちろん，生産要素に私的所有
権を設定し，それを保護する任務は，正当な「暴
力」の行使を独占する政治システムが担うことに
なる．ところが，生産要素が私的に所有されると
いうことは，領主が領有していた生産要素を失う
ことでもある．つまり，生産要素を老友していた
「家産国家」が「無産国家」になってしまうので
ある． 
 　しかし，「無産国家」になってしまった政治シ
ステムは，私的所有権を設定し，それを保護する
公共サービスを提供して，社会統合を果すことが
できない．そこで政治システムは，生産要素の所
有者である国民の同意を得て，経済システムが生
産する所得の一部を，強制的に貨幣で徴収し，そ
れを租税として統治活動を行うことになる． 
 　こうして市場社会では，分離している三つのサ
ブ・システムを，財政を媒介として統合してい
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る．財政が社会秩序を維持するために，公共サー
ビスを社会システムに供給しなければ，経済シス
テムの市場経済秩序は維持できない．19 世紀中
葉までの社会システムのように，共同作業や相互
扶助という共同体的紐帯が強ければ，政治システ
ムは治安サービスのような限定された公共サービ
スを，財政を通じて供給することで，社会を統合
していくことが可能になる． 
 　しかし，ひとたび政治システムによって私的所
有権が設定され，「契約」という人間関係を市場
経済が展開させていくと，「契約」以外の人間の
絆を破壊し，共同体的紐帯を衰退させる．そうな
ると，政治システムが共同体的紐帯にもとづく共
同作業や相互扶助に代替する公共サービスを供給
し，社会システムの統合をはからざるをえなく
なってしまうのである．こうした公共サービスが
「公式化された福祉」である． 
 　もっとも，市場社会では要素市場で生ずる所得
によって，財・サービスを購入して生活が営まれ
ることになっているので，「公式化される福祉」
は要素市場の外側で，政府が現金を給付するとい
う形態になる．とはいえ，要素市場で生存を維持
できる所得をも獲得できないような貧困は，個人
的要因にもとづくもので，現金給付の条件は厳格
化されていた．イギリスにおける 1834 年の救貧
法（Poor Law Amendment Act）をみても，給
付対象を障碍者や高齢者などの労働能力のない者
に限定し，労働能力のある者には過酷な労役を課
していたのである． 
 　しかし，19 世紀後半にいたって社会問題が深
刻化すると，公式化された福祉に，公的扶助に加
えて，社会保険が登場することになる．それはド
イツ財政学を大成したワグナー（Adolf Wagner）
の言葉で表現すれば，政治システムが社会統合を
図る原理が，「鎮圧主義」から秩序の混乱を事前
に防ぐという「予防主義」へと転換したからであ
る． 
 　社会保険は 1881 年に誕生したドイツ帝国のも
とで，1883 年の疾病保険法，1884 年の労働者災

害補償保険法，1889 年の障害老齢保険法という
宰相ビスマルク（Otto Bismark）による社会保
険三法の成立をもって始まる．こうしたビスマル
クの社会保険三法は，誕生間もないドイツ帝国の
統合のための「飴と鞭」の政策として考えられた
のである． 
 　第二次大戦後に重化学工業を基軸とする経済シ
ステムが形成されると，社会保険と公的扶助とい
う現金給付を基軸とする「公式化された福祉」が
実現する．つまり，こうした現金給付と累進的負
担を求める租税制度を組み合わせた所得再分配に
よって，社会統合を図っていく福祉国家を，先進
諸国が挙って目指していくようになったのである． 

 3．福祉国家の公式化された福祉 
 　財政社会学から近代市場社会の全体構造をアプ
ローチすることを意図すると，人間福祉が鍵概念
（key concept）として浮かび上がってくる．とい
うのも，人間福祉とは社会の構成員の悲しみを幸
せに変換する制度であり，人間福祉が有効に機能
していなければ，トータル・システムとしての社
会全体を統合することが困難になっているからで
ある． 
 　ところが，近代市場社会が成立すると，安価な
政府（cheap government）が唱えられ，政治シ
ステムの機能は防衛や警察のような政府が独占し
ている強制力による秩序維持機能に限定されてい
た．そのため公式化された福祉も，極めて限定的
で，労働市場で販売する労働能力に欠ける者に限
定されていたといってよい． 
 　しかし，生活困窮という悲しみを幸せに変換す
る制度が存在しなければ，たちまち社会統合は困
難に陥る．「安価な政府」が唱えられ，「公式化さ
れた福祉」が小さくとも，社会統合が可能になっ
ていったのは，経済システムの機能が小さく，社
会システムの機能が大きいという条件が存在して
いたからである． 
 　19 世紀における先進諸国イギリスを見ても，
市場よりも家族やコミュニティが強力に機能して
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いた．工業化へ離陸したといっても，家族経営に
よる農業経営が広汎に残存し，労働者の生活も，
こうした家族やコミュニティに包摂されて営まれ
ていた．労働者の家族であっても，家族内の無償
労働やコミュニティの協力によって消費財が生産
され，市場経済に依存すること無しに機能するこ
とが期待されていたのである． 
 　ビクトリア時代を家族を眺めると，「不正な世
界の中に張られた天幕」であり，家族は「小教会，
小国家」として，社会秩序の基本単位だと位置づ
けられていた．つまり，家族は経済システムの競
争原理からの避難所として考えられていたのであ
る． 
 　疾病，老齢，失業などに生活困難という悲しみ
が生じても，それはあくまでも個人的問題であっ
て，その悲しみを脱却することは，家族やコミュ
ニティという社会システムで処理すべき問題だと
位置づけられていた．そのため「公式化された福
祉」も，社会システムと結びついた教区（parish）
の救貧事業となっていたのである． 
 　もっとも，この時期のイギリスは，児童や女性
の労働制限に見られるような労働保護立法も整備
されていく．しかし，それもビクトリア時代の避
難所としての家族の崩壊を防御する社会システム
への保護を意味していたのである． 
 　こうして近代社会が形成されていく過程では，
生活困窮という悲しみは，個人的問題として自助
努力で解消されることが強調されたけれども，そ
れは文字通りの自助努力ではなかった．家族やコ
ミュニティにおける悲しみを幸せに変える「制度」
を前提にした自助努力だったのである． 
 　しかし，市場という経済システムが拡大してい
くと，社会システムの共同体的人間関係を磨り潰
していく．近代市場社会の形成過程では，労働者
の家族内でも共同作業や相互扶助が展開し，教会
などをシンボルとして，悲しみを幸せに変換する
自発的な共同関係や相互扶助が有効に機能してい
たのである． 
 　ところが，加工された消費財が大量に購入され

るようになると，生活の「場」における生産機能
が縮小し，社会システムにおける共同作業や相互
扶助は劣化していくことになる．そうなると，疾
病や老齢などのリスクへの対応が社会システムで
は不可能になっていく．もちろん，それは社会統
合の危機に結びつく．そのため政治システムが新
たな「公式化された福祉」，つまり悲しみを幸せ
に変換する制度の導入に取り組むことになる． 
 　それは社会システムで形成された組織や機能
を，政治システムが吸収していくというグレイ・
ゾーン化現象として登場してくる．このグレイ・
ゾーン化現象には，二つのシナリオがある．第一
は，より小規模で身近な政治システムに権限を移
譲していく地方分権化である．つまり，地方分権
化により，政治システムと慈善団体や自助組織と
いう社会システムの接合関係を創り出そうとする
シナリオである． 
 　第二は，市場による生産の「場」において形成
されていく社会システムを，政治システムが吸収
していくというシナリオでる．市場社会では生産
は要素市場の取り引きを通じて，市場原理にもと
づいて遂行されるけれども，生産の「場」で働く
労働者は，相互扶助や共同作業による自助的組織
を形成していく．こうした自助組織は疾病，失業
などの正当な理由で賃金を喪失した時に，喪失し
た賃金を補償していく共済活動を展開していく．
このような生産の「場」における自助組織による
共済活動を，政治システムが強制加入の社会保険
として吸収していくというシナリオである． 
 　この二つのシナリオのうち，後者のシナリオで
ある社会保険は，二つの世界大戦を通じて定着し
ていく．ところが，前者のシナリオである地方分
権化は進まない．それどころか，中央集権化とい
う真逆の現象が生じてしまうのである． 
 　というのも，地方分権化のシナリオの背後に
は，戦争が稀有な現象となり，戦時期も短縮され
るという想定が存在した．ところが，実際に国民
経済を総動員する総力戦となった大規模な戦争が
相次いで生じることになる． 
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 　総力戦の遂行過程では社会システムから忠誠を
調達しなければならないため，公的扶助などの社
会保障が，地方自治体から中央政府へと吸収され
ていく．第二次大戦中の 1941 年にイギリスでま
とめられた『ベバリッジ報告書』でも，社会保障
省（Ministry of Social Security）を創設し，社会
保障にかかわる地方自治体の機能を，中央政府の
社会保障省に吸収することを提言している．こう
した総力戦の過程で，社会システムから忠誠を調
達し，「域内平和」を維持するために，公的扶助
と社会保険を車の両輪として「ナショナル・ミニ
マム」を保障する「公式化された社会福祉」が成
立していくことになる． 
 　第二次大戦後には戦時期の履歴効果から，社会
保険と公的扶助という二つの現金給付を基軸とす
る「公式化された福祉」を備えた「福祉国家」が
成立することになる．このような二つの現金給付
を基軸とする「公式化された福祉」を支えたのは，
総力戦のために形成された所得税と法人税を基幹
税とする租税制度である．生活保障と社会保険と
いう二つの現金給付と，高額所得を重課する所得
税と法人税を基幹税とする租税制度との組み合わ
せによって，財政の所得再分配機能が発揮され，
福祉国家は所得再分配国家として定着することに
なったのである． 

 4．人間福祉の再構成 
 　1973 年に福祉国家を機能させていた第二次大
戦後のブレトン・ウッズ体制が最終的に崩壊する
と，社会保険と公的扶助という現金給付を基軸と
する「公式化された福祉」，つまり社会的セイフ
ティネットに綻びが生じてしまう．それは「福祉
国家」の社会的セイフティネットを支えてきた法
人税と所得税を基幹税とする「福祉国家型」租税
体系が動揺し始めたからだといってもいいすぎで
はない． 
 　第二次大戦後の世界経済秩序であるブレトン
ウッズ体制は，第二次大戦中の資本統制を前提に
した固定為替相場制によって成り立っていた．と

ころが，1973 年に固定為替相場制が最終的に崩
壊し，変動為替相場制へ移行する．そうなると，
資本統制が次々と解除され，金融自由化の名のも
とに，資本は国境を越えて自由に動き回るように
なる． 
 　資本が国境を越え，自由に動き回るようになる
と，法人税や所得税の累進性を強化して資本所得
を重視すれば，資本はたちまち海外へキャピタ
ル・フライト（資本逃避）してしまう．つまり，
法人税や所得税の累進性を強化すれば，資本逃避
を生じ経済成長率の低下を覚悟しなければならな
い．このように福祉国家を支えた所得税と法人税
を基幹税とする租税制度が動揺すれば，福祉国家
の社会保険と公的扶助という現金給付による社会
的セイフティネットも，機能不全に陥る．市場経
済での強者に課税することが困難になれば，弱者
への現金給付も不可能になるからである． 
 　もちろん，それは所得再分配国家としての福祉
国家の行き詰まりを意味する．そのため福祉国家
を根底的に批判する新自由主義という経済思想が
世界を闊歩することになる．新自由主義は所得再
分配国家としての福祉国家という「大きな政府」
を，「小さな政府」に改めることを主張する．つ
まり，福祉国家の社会的セイフティネットを取り
外すことを主張したのである． 
 　しかし，新自由主義の政策がもたらした結果は
悲劇的である．福祉国家の所得再分配という現金
給付による社会的セイフティネットを取り外そう
とした結果，ひと握りの富裕層がますます富裕と
なるとともに，もちろん，貧困が蔓延し，格差が
著しく拡大してしまったからである．貧困や格差
が溢れ出ると，社会システムに亀裂が走り，社会
統合が困難になっていく． 
 　福祉国家の「公式化された福祉」が，有効に機
能したのは，経済システムの産業構造が重化学工
業を基軸とした工業社会だからだといってよい．
重化学工業では同質の筋肉労働を大量に必要とす
るため，男性が労働市場に進出する．そのため重
化学工業を基軸とする工業社会では，主として男
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性が労働市場で所得を稼得し，主として女性が家
庭内において無償労働に従事するという家族像を
前提にすることが可能となっていたのである． 
 　したがって，男性が稼いでくると想定される賃
金を，政府が所得保障すれば，育児にしろ，養老
にしろ家族内で主として女性が無償労働で担い，
家族の生活を維持することができた．そのため福
祉国家のもとでは，失業，疾病，高齢退職という
正当な理由で賃金を喪失すれば，賃金代替の社会
保険を給付し，最低生活を可能にする賃金が稼得
できなければ，公的扶助を給付することで，生活
保障を実現していたのである． 
 　ところが，工業社会は終わりを告げ，人間の筋
肉系統の能力よりも，人間の神経系統の能力を要
求されるポスト工業社会へと移行する転換期が到
来している．知識社会とも表現されるポスト工業
社会になると，家族内で無償労働をしていた女性
も，労働市場に進出するようになる．というのも，
ポスト工業社会の基軸産業は，知識集約産業や
サービス産業というソフトな産業だからである． 
 　そうなると，福祉国家の現金給付による所得保
障では，社会の構成員の生活保障が困難となる．
それは社会システムで無償労働によって，福祉
サービスの生産を担っている女性が姿を消してし
まうからである． 
 　そこで，政治システムが社会システムに代替し
て，福祉サービスつまり対人社会サービスを提供
せざるをえなくなるのである． 
 　ところが，新自由主義は対人社会サービスとい
う現物給付を提供するどころが，これまでの現金
給付の削減をも求める．しかし，知識社会への歴
史の転換期には，対人社会サービスを提供しない
と，貧困と格差が溢れ出てしまうのである． 
 　というのも，社会システムが担ってきた「公式
化されていない福祉」であるサービス給付が公式
化されないと，二つのタイプの労働市場への参加
形態が生じる．一つは無償労働に従事しつつ，労
働市場へ参加するタイプである．もちろん，主と
して女性がこのタイプになる．もう一つは無償労

働から解放されていて，労働市場に参加するタイ
プである．これは主として男性がタイプとなる． 
 　こうした二つのタイプの労働市場への参加形態
が形成されると，労働市場がパートの労働市場
と，フルタイムの労働市場に分断される．つまり，
労働市場が二極化してしまうのである． 
 　そうなると，格差や貧困が溢れ出ることにな
る．日本で格差と貧困が溢れ出ているのは，労働
者が二極化しているためである．そのために賃金
格差が著しく拡大する．日本の貧困は，怠け者が
多く，生活保護受給者が多いから生じるのではな
い．「公式化された福祉」を再創造することが進ま
ないので，働けど働けど貧困から抜け出せないと
いうワーキング・プアが生じてしまうからである． 
 　工業社会からポスト工業社会への移行期に，福
祉国家は行き詰まり，「公式化された福祉」を再
創造することが求められている．それは人間福祉
という観点からすれば，人間福祉を構成する「公
式化された福祉」と，「公式化されない福祉」と
を再構成することだということができる． 

 Ⅴ．むすびにかえて―人間福祉の展望― 

 　人間福祉を悲しみを幸せに変換する制度と理解
すると，人間福祉には「公式化された制度」とし
ての福祉と，「公式化されない制度」としての福
祉がある．現在は未来を信じられなくなった危機
の時代である．この危機の時代から肯定的な未来
を構想しようとするポイントは，人間福祉の再構
成を構想することだといってもいいすぎではない． 
 　既に指摘したように，この危機を脱出するシナ
リオとして，新自由主義の「市場拡大―政府縮小
（more market―less state）」戦略が大きな影響
力を発揮している．それは人間福祉という観点か
らすれば，現金給付を中心とする「公式化された
福祉」を縮小していく戦略である．新自由主義の
政策思想は，福祉国家の「公式化された福祉」が，
所得保障しているが故に，社会システムの悲しみ
を幸せに変換する自発的な生活保障システムが機
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能不全に陥っていると考える．そのため新自由主
義では，政治システムが「公式化された福祉」を
縮小していけば，自然に社会システムの家族やコ
ミュニティによる「公式化されてない福祉」が有
効に機能するようになると主張することになる． 
 　しかし，新自由主義の政策思想では，人間を自
己利益最大化を求めて行動するホモ・エコノミク
スと想定している．それだからこそ市場の領域を
拡大すれば，利己心にもとづいて行動する人間
を，市場が導いて，社会を均衡化させると唱え
る．とはいえ，自己利益最大化のみを追求する人
間が，社会システムで自発的に協力していくと主
張するのは，論理矛盾である． 
 　社会システムにおける自発的協力関係を破壊す
るのは，政治システムではなく，市場原理にもと
づく経済システムである．ポランニー（Karl Polanyi）
の表現を借用すれば，市場は社会システムの共同
体的人間関係を磨り潰す「悪魔の碾き臼」なので
ある．そのため社会システムに埋め込まれている
人間福祉も，市場領域の拡大によって，その機能
が壊されてしまうのである． 
 　したがって，社会システムの「公式化されてい
ない福祉」は，政治システムが「公式化された福
祉」を縮小しさえすれば，再活性化するというわ
けではない．むしろ政治システムが社会システム
の家族やコミュニティの機能を代替し，支援して
いかないと，社会システムは活性化しないのであ
る． 
 　しかし，政治システムが「公式化された福祉」
を再創造するためには，政治システムの民主主義
が活性化していなければならない．そのためには

社会システムも活性化し，民主主義を支える必要
がある．民主主義を有効に機能させるためには，
政治的意思決定をする公共空間を身近な手の届く
距離に設定することである．つまり，地方分権を
追求することである． 
 　しかも，「公式化されていない福祉」，それもサー
ビス給付を公式化するのであれば，なおさら地方
分権が推進されなければならない．現金給付は中
央政府が提供すべきなのに対して，サービス給付
は地方自治体が担うことになるからである．地方
自治体は社会システムの機能を容易に吸収できる
し，社会システムとの協力関係も形成できるから
である． 
 　人間福祉を再構成するという戦略は「市場抑制
―社会拡大（less market―more society）戦略」
だといってよい．社会システムが本来，備えてい
る自己再生力を取り戻す戦略だといってもよい．
「公式化された福祉」を再創造し，人間福祉を再
構成することこそ，現在の危機を克服する道なの
である． 
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　 Fiscal sociology perspective indicates that the shift from industrial to post-industrial society led to an impasse 
for the welfare state and a call for reinventing formal welfare.  However, a decade has passed since the pause in 
the advocacy of human welfare studies.  Therefore, this study aims to examine human welfare from the 
perspective of fiscal sociology and investigate its historical significance.  The results reveal that the issues 
involved in restructuring formal welfare are not restricted to formal welfare, but they do include the role of 
informal welfare.  Moreover, there is a need to restructure the relation between formal and informal welfare in 
order to resolve human welfare issues and raise awareness of these imperatives.
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