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不透明な状況

　「時代閉塞の現状」とは 100 年前の石川啄木によるエッセイの標

題である。現在の日本の状況を語るにあたって、これほど適切な言

葉は見当たらない。

　日本の福祉の現状について苛立っている人は多いと思う。社会政

策に関して、いろいろなことが決まらない状態に陥り、これからの

日本がどのような方向に向かって進んでいくのか掴めない状況が続

いているからである。これは一般の人にとっても専門家にとっても

同じである。政治家やジャーナリストにとっても、この点は、例外

と言えないだろう。2012 年の現在、誰もが日本の福祉について確

信を持ってモノが言えない状況が続いている。

　これは約 20 年前と比べても、約 10 年前と比べても、また、約

5年前と比べても異なっている。

　20年前、つまり 1990 年代の初頭は、80年代後半のバブル経済

が突然はじけて、多くの日本人が困惑した。それまでと同じやりか

たが、もはや通用しなくなったからである。しかし多くの日本人は、

財テクに走った 1980 年代を反省し、もう少し堅実な方法を採用し

なければならないと思ったものの、いずれまた元通りの日本に戻る

と漠然と考えていたのではないだろうか。当時は、自動車産業だけ

でなく、半導体産業でさえ日本の方がアメリカより優位に立ってい

たからである（もっとも日本の工業製品の品質が良いとの定評はそれほ

ど昔からあったわけではない）。社会政策についても、1990 年代は、

80年代に始まった社会保障費の抑制方針が年金や医療の分野では

貫かれていたが、高齢者福祉の分野ではゴールドプラン（高齢者十

か年戦略）が策定され、施設・通所・在宅の福祉サービスが拡充さ
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れつつあった。当時は、日本の福祉がどこに向かっているかについ

て、現在のように暗中模索ということはなかった。

　10 年前、つまり 2000 年代の初頭の状況は、別の意味で明快だ

った。国民の圧倒的支持を得て、小泉純一郎内閣が 2001 年 4 月

に誕生した。「構造改革」を唱える同内閣によって、ネオリベラリ

ズムの考え方が、政策決定の前面に打ち出された。同首相は「聖域

なき構造改革」というスローガンの下、社会保障についても毎年

2000 億円削減することを目標として掲げた。もちろん同内閣の政

策のすべてが実現されたわけではない。少数派ではあったが、ネオ

リベラリズムに対して真っ向から反対した政治家、ジャーナリスト、

研究者、市民はいた。しかし当時は、与党（自民党）と野党（民主党）

が一致して、どちらが「小さな政府」を実現できるかという競争に

励んでいた。しかも小泉内閣は歴代自民党内閣のなかでは傑出した

支持率を集めていた。したがって日本（の政府）がどのような方向

に向かおうとしているのかは非常に分かりやすかった。もちろん、

その方向に対する賛否はあったが。

　5年前、つまり 2000 年代半ばは、どうだっただろうか。2000

年代の前半は、一方では、ネオリベラリズムに対する支持が強まっ

た時期であったが、他方では、日本社会のなかに存在する様々な格

差への関心が広まった時期でもあった。1998年に橘木俊詔氏の『日

本の経済的格差』（岩波新書）が刊行され、これをきっかけに、多

くの人々が日本を「格差社会」であると考えるようになり、2000

年代半ばころまでには「日本はもはや総中流社会ではなく格差社会

である」との見方が定着した。また、社会保障についても、小泉政

権による抑制を行き過ぎではないかと懸念する人々の数が増えた。

医療関係者の間で「医療崩壊」という言葉が多く使われるようにな
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ったのも、この頃である。2006 年 9月に小泉首相が退陣したあと

の自公政権は、小泉内閣が進めた「構造改革」を正面から否定する

ことはなかったが、小泉時代のような急進的なネオリベラリズムの

政策を唱えることは控えるようになった。社会保障に関しては、福

田康夫内閣のときに社会保障国民会議が設置され（2008 年 1 月）、

麻生太郎内閣のときに、その最終報告がまとめられた（2008 年 11

月）。そこでは「制度の持続可能性」とともに「社会保障の機能強化」

が強調された。この報告は社会政策に関する雰囲気が 2000 年代初

頭とは変わったとの印象を人々に与えた。

リーマン・ショックと政権交代

　これに対して、最近の状況の変化はめまぐるしい。社会政策の向

かっている方向がジグザグで、いったい日本がどこに行こうとして

いるのかが掴みにくい。

　2007 年 7 月の参議院選挙で、「国民の生活が第一」と方針を転

換した民主党が大幅に議席数を伸ばし、参議院での与野党の議席数

の逆転が生じた。安倍内閣のときである。これは政局の不安定化の

始まりだった。またアメリカのサブプライム住宅ローン危機の影響

で、2007 年 11 月、「戦後最長」と形容された「景気拡大」が終わ

った。福田内閣のときである。これは経済的混迷の始まりだった。

さらに 2008 年 9 月に、リーマン・ショックが起き、世界同時不

況が始まった。麻生内閣のときである。これによって日本の労働市

場も深刻な影響を受け、失業者が溢れた。2008 年末に東京の日比

谷公園に「年越し派遣村」が開設された。当時のこのニュースの映

像を記憶している人も多いことだろう。これは二つの点で日本の変
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化を象徴するできごとであった。一つは、失業と貧困がこれまでに

ないほど深刻な社会問題として、日本社会に登場した点である。も

う一つはマスメディアの変化である。2000 年代の前半、マスメデ

ィアは「小さな政府」を推進するためのキャンペーンをはっていて、

それに疑問を呈するような報道がなされることは少なかったから、

派遣村が新聞やテレビで大々的に報じられるようになったこと自体、

大きな変化であった。

　2009 年 8月の衆議院選挙は、このような雰囲気のなかで実施さ

れた。前回の総選挙（郵政民営化選挙）とは異なって、民主党が圧

勝した。9月には鳩山由紀夫氏が首相に選ばれ、本格的な政権交代

が実現した。いわゆる「55年体制」が成立して以来、政権の中枢

から自民党が離れたことは、細川・羽田内閣（1993 年 8月～ 1994

年 6月）の約 11 か月を例外として存在しなかったから、この政権

交代は戦後日本の政治史における大変化であった。「55年体制」が

何時終わったかについては諸説ありうるが、2009 年に最終的に終

焉したことについて異論は少ないだろう。

マニフェスト政治の終焉？

　その民主党は、2009 年の夏、「マニフェスト 2009」（民主党の政

権公約）を掲げて選挙を戦った。

　成立直後の民主党政権は、マニフェストを実現すると公言してい

たが、実現の困難さゆえに「君子豹変すべし」といった類いの意見

は、政権交代直後からあった。政権交代以後、時間が経過するにつ

れて、民主党のマニフェストに限らず、マニフェストというもの自

体が「空約束」という意味を持ち始めており、マニフェスト政治を
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積極的に評価する声は聞かれなくなった。民主党政権自体も自らの

マニフェストの内容について関心を失ったかのようにさえ見える。

　しかしマニフェストの作成自体は、日本の議会制民主主義の活性

化をはかるために始まった慣行である。選挙のときに政党がマニフ

ェストを示すということはイギリスの総選挙を手本にして始まった

ものであるが、そのイギリスのマニフェスト政治について、早い時

期からこれを熱心に提唱してきた経済学者の森嶋通夫氏は、20年

以上前の 1988 年の時点で、次のように述べていた。

「イギリスでは、各党は選挙前に、自分たちが多数党になった時

に実行するであろう政策を、宣言――すなわち公表して約束――

する。それはマニフェスト（manifesto）と言われるが、選挙戦は、

マニフェストとマニフェストの闘いである。」（森嶋 1988：19）

　同氏はまた「イギリスの選挙は、人を選ぶのではなくてマニフェ

ストを選ぶのである」とも述べ（29 頁）、「イギリス人が立候補す

るのは、政策を実現するためであって、高貴な道徳を実現したり、

他人の当選を阻止したりするためではない」と断言する（20 頁）。

さらに「イギリス人は妥協の名人だといわれるが、マニフェストに

関する限り、妥協して折衷することは悪いことだと信じている」と

も主張する（29頁）。たしかにサッチャー首相は、選挙期間中に掲

げた保守党のマニフェストを、野党である労働党の猛反対を押し切

って果敢に実行した。例えば、公営住宅の払い下げに対して労働党

は総力を傾けて抵抗したが、保守党はマニフェストに従って断固と

してこれを実行した。

　森嶋氏の記述はイギリスを理想化しすぎているとの見方もあるだ
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ろう。また、最近のイギリスは、同氏が描いていたころと状況が大

きく変化している（マニフェストの役割が変化している）との反論も

ありうると思う。しかしマニフェストが選挙にとって（そして議会

制民主主義にとって）意味があるとするならば、それは、森嶋氏が

指摘したような点においてである。そうだからこそ、日本でもマニ

フェスト政治の導入が図られたのだったと思う。もし日本のマニフ

ェスト政治そのものが、わずか数年間の試行で終わってしまったの

だとしたら、それは残念なことだ。

民主党政権のマニフェスト

　現在は、マニフェスト政治それ自体がその存在を危ぶまれている

わけだが、数年前は必ずしもそうでなかった。政権交代直後の民主

党政権は、任期中にマニフェストを実現すると宣言していた。

　もっとも 2009 年の民主党マニフェストの内容が、全体的にみて

整合的であったというわけではない。とくに財源の見積もりの甘さ

は頻繁に指摘されてきた。「税金のムダづかい」をなくせば、増税

なしにマニフェストで提案した政策をすべて実現できると説明され

たが、実際には、必要な財源のすべてを捻出できたわけではなかっ

た。「事業仕分け」によって、一定程度の財源が確保され、そのこ

と自体は国民からも評価されたが（政治学者の谷口将紀氏と朝日新聞

社の調査による、朝日新聞 2010.08.30）、そこから捻出された金額は、

マニフェストの政策を実現するためには、あまりに貧弱だった。

　他方、マニフェストに記されていた社会政策の中身も、必ずしも

体系立ったものだったとは言いにくい（これは、ある意味、現実の政

治ではやむを得ないことなのかもしれないが）。そこには少なくとも四
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種類のものが混ざっていたと思われる。

　一つは、民主党が結成される以前から長年の懸案だった問題の解

決である。例えば、税制における逆進的な扶養控除と、社会保障と

しての家族手当（児童手当・子ども手当）との間の調整は、専門家

の間では三十年前から言われていたことであった。この問題を、マ

ニフェストは、扶養控除を廃止して家族手当を普遍的に給付するこ

とによって解決しようとした。また 2009 年の「民主党政策集 

INDEX 2009」のなかに記載されていた「選択的夫婦別姓の早期実

現」なども、すでに 1996 年の法制審議会の答申のなかに含まれて

いた項目である。

　二つめは、社会政策における国際動向を積極的に取り入れたもの

である。例えば、障害者権利条約の批准、給付金付き税額控除の導

入、正規職と非正規職との均等待遇、ワークライフ・バランスの実

現などが、民主党のマニフェストのなかに含まれていたが、これら

は、民主党オリジナルの政策というよりは、社会政策における世界

の趨勢をマニフェストのなかに取り入れたといった性格をもつもの

である。

　三つめは、自公政権の失点を裏返しにしたものである。例えば、

後期高齢者医療制度については、民主党が元々反対だったというよ

り、施行時の国民からの反発を見て、その廃止をマニフェストのな

かに盛り込んだものである。同様に、自公政権下で行われた障害者

自立支援法の制定、製造業派遣の解禁、生活保護の母子加算廃止な

ども、有権者の間で不評だったため、これらの廃止や復活を政権公

約の一部にしたと思われる。政権獲得のために利用できるものは何

でも利用しようとしたと受け取れなくもない（政局がらみというこ

とであろうか）。
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　四つめは、日本にとっての中長期的課題である。医療者の増員、

介護労働者の待遇改善、公的年金の一元化などは、日本が直面して

いる高齢化の現状を前提にすれば、政党間での意見の相違は少ない。

ある意味では、誰からも賛成される、あるいは誰も反対しにくい政

策である。このような超党派的政策も、民主党マニフェストの一部

を構成していた。

　これまでのところ、これらのうちで実現されたものは多くない。

しかし重要な点は、政権交代直後の時点では、日本がどこに向かお

うとしているかということが比較的見えやすかった、ということで

ある。社会政策に関して言えば、2000 年代の半ばに始まった動き

を修正するというよりは、むしろそれをさらに助長するものだった、

ということである。これは、2000 年代前半の動きとは異なる。

参議院選挙

　しかし、そのような状況は一年と続かなかった。政権交代から三

か月から四か月くらいは有権者と政府の「蜜月時代」とも言われ、

鳩山政権に対する世論やメディアの期待も大きかった。内閣支持率

も発足以来少しずつ低下しつつあったが、2010 年当初までは過半

数に達していた。ところが鳩山首相が約束した沖縄の普天間基地の

県外移転の実現の目途が立たなくなったことと、民主党の実力者小

沢一郎氏と鳩山氏自身の政治資金をめぐる疑惑が生じたこととが政

局の焦点となって、その後、鳩山内閣に対する支持率は急速に低下

した。起死回生のため、2010 年 6月、同首相は辞任し、菅直人氏

が後継首相に選ばれた。首相の交代によって内閣支持率は上昇した。

鳩山氏の決断は正しかったようにも見えた。新しく首相となった菅
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