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1．はじめに 

 

少子高齢社会、格差社会、子ども・高齢者・女性の貧困などに社会的注目が集まる中で、社会保障

費や教育費の「負担」についての議論もさかんに行われている。ここでいう「負担」には、税金や保

険料の負担だけでなく、自己負担や利用者負担（以下、自己負担）も含まれる。実際、日々の生活の

中ではこの自己負担こそが多くの人々の関心事である。がんや難病になったときにどのくらい医療費

がかかるのか。子どもを大学まで進学させるときの保育費・教育費はどのくらいかかるのか。介護が

必要になったときのためにどのくらいの貯蓄を用意しておけばよいのか。多様な民間保険（医療保険・

がん保険・学資保険・生命保険など）の存在は、このような人々の「自己負担」への関心の高さを反

映しているといえる。 

メディア報道や社会保障の業界紙の記事でも、医療・介護・保育・教育などの自己負担についての

ニュースが頻繁に取り上げられる。とりわけ現在進行中の「社会保障と税の一体改革」（以下、一体改

革）に関連して、高齢者の医療費・介護費の自己負担の議論が頻繁に登場する。また安倍政権が、消

費税の10％への引き上げ時に「幼児教育の無償化」を実施すると決めたことも大きな話題を呼んだ。 

現在進んでいる一体改革では、社会保障改革の本丸としては「医療・介護の提供体制の改革」が据

えられている。その意味では社会保障や教育の自己負担改革は一体改革の中心的課題ではないかもし

れない。しかし一体改革では、「所得に応じた自己負担」という応益負担の強化が改革の方向性として

位置付けられており、とくに高齢者医療と介護において、相対的に所得の高い世帯の自己負担増が改

革工程の中に組み込まれた。また難病医療費助成についても、様々な議論を経て、対象疾患の拡大が

実現したものの一部の難病患者が実質的に自己負担増となる改革も進められた。さらに、軽減税率の

導入によって延期されたものの、当初は一体改革の中で低所得者対策としての「総合合算制度」（医療・

介護・障害・保育などの自己負担額の合算値に上限を設ける制度）が検討されていた。 

一方、教育や子育ての自己負担については、2019年度から「幼児教育の無償化」政策が実施される

ことになっているほか、各自治体が独自に進めている子どもの医療費助成が浸透し、さらにそれに対

する国の財政的ペナルティも廃止されるなど、逆に自己負担の抑制を進めたり、許容したりする方向

性となっている。 

これらの錯綜する社会保障・教育の自己負担改革の経緯については、３節でより詳しく取り上げる

                             
1 本稿を作成するにあたり、高久玲音、古市将人、渡部沙織の三氏より有益なコメントを頂いた。なお本文中の見解や

残された誤りはすべて著者によるものである。また注や参考文献のＵＲＬはすべて 2018 年 10 月 15 日時点のものであ

る。 
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が、全体を見渡すのは容易ではない。また、その背景にある政治力学や政治哲学を見極めることも困

難である。ただし、社会保障や教育の自己負担の動向が、税や保険料と並んで社会的・政治的注目を

集め、また日本に住む人々の生活に直結していることは明らかである。 

国際的な学術研究に目を転じてみると、自己負担研究はとりわけ医療制度の領域でさかんに行われ

ている。例えば、ＯＥＣＤの報告書や医療政策研究の分野では、先進諸国の自己負担水準の推計や国

際比較が試みられている2。また医療経済学では、まず「社会保険による自己負担が医療受診を増加さ

せる」といういわゆる「モラルハザード」についての理論的研究が端緒となり3、その後、自己負担額

が医療受診に与える影響の画期的な実験研究が米国で行われ4、現在は、医療受診だけではなく（短期

的）健康に与える影響の検証や、自己負担額だけでない自己負担上限額の複雑な影響の検証など、実

証研究の蓄積が進んできている5。 

これらの研究は、「日本は世界に冠たる皆保険の国であり、低い自己負担での手厚い医療保障がある」

あるいは「低負担は過剰で無駄な治療に繋がるので自己負担は引き上げるべきである」という通俗的

見解に対して、どのようなエビデンスを提供しているだろうか。まず自己負担水準の国際比較はどの

指標を用いるかによって結果が大きく異なるため、ここでは詳細な言及は控える。しかし、少なくと

も日本の自己負担水準が国際的にみて非常に低いということはなく、高いほうであるとの指摘もされ

ている6。また自己負担の上昇は「過剰で無駄な治療」の淘汰だけでなく「有益な治療」の抑制にも繋

がりうることが指摘されている7。さらに自己負担の引き上げの影響は、その影響の大きさは所得階層

や医療ニーズによっても異なることも明らかになっている8。さらに、自己負担額、自己負担率、そし

て自己負担上限額の設定の仕方によって、人々の医療受診のあり方は異なりうるため、制度設計上も

単純な「引上げか、引き下げか」の二者択一ではない9。 

また、自己負担以外の制度的特徴に視野を広げると、例えばヨーロッパでは、医療費自己負担だけ

ではなく、プライマリ・ケア制度やゲートキーパー制度などによって医療アクセスや医療費をコント

ロールしている国も多い。また日本の医療以外の社会保障制度を見てみても、要介護認定・障害支援

区分・ケアマネジメント（高齢者介護や障害者福祉）や利用調整（保育）など、自己負担以外の方法

で社会保障ニーズを評価したりアクセスをコントロールする制度が存在する。従って、自己負担水準

で社会保障や教育のアクセス・費用・効果をコントロールするというあり方そのものが、より大きな

                             
2 例えばＯＥＣＤ(2017)、Zara and Anderson(2013)、Baird(2016a,b)、Yerrmilli et al.(2018)など。 
3 Arrow(1963, 1968), Pauly (1968) 
4 Newhouse et al.(1993) 
5 近年のサーベイ・概説論文として Swarts (2010)、Baicker and Goldman(2011)、Einav and Finkelstein(2018)など。 
6 例えば Zare and Anderson (2013)は 2000 年から 2010 年にかけてのイギリス、ドイツ、日本、フランス、アメリカ

の医療費自己負担（窓口負担）を検証しており、いくつかの指標において日本の自己負担水準が も高いことを指摘

している。 
7 Swarts (2010)による研究レビューでは、医療費の自己負担増が、不可欠(essential)な医薬品とそうでない医薬品の

両方の利用を減らすと述べられている。 
8 Swarts (2010)による研究レビューでは、医療費の自己負担増は、低所得層の受診・治療抑制により影響があること

や、健康な人と慢性疾患のある人では自己負担増への反応が異なることが指摘されている。 
9 異なる自己負担設定やその組み合わせによってどのように受診行動が異なりうるかについては、まだ多くの研究蓄積

はない。この点については Einav and Finkelstein(2018)を参照。 

－54－



社会保障と教育における自己負担改革 

制度的選択肢の中の１つと考えることができる。 

このような実証的・制度的知見を踏まえた上で、今後の日本の社会保障・教育制度およびその自己

負担のあり方はどのようなものが望ましいだろうか。本稿では、原則論としての「必要原則」を支持

する立場から、「社会保障や教育はできるだけ低い自己負担額が望ましい」という考え方を出発点とす

る10。その上で、上述した実証的・制度的知見や日本の社会保障・教育制度の特徴を踏まえて、日本

における自己負担制度の改革案を提示する。 

結論から述べると、本稿が提言するのは「普遍主義的な総合合算制度の導入」である。総合合算制

度とは、2013年の社会保障制度改革国民会議の報告省にも明記された「医療、介護、保育等に関する

自己負担の合計額に一定の上限を設ける仕組み」11である。この総合合算制度の導入は、消費税10％

増税時における軽減税率の導入と引き換えに取りやめとなった12。ここでは、この総合合算制度の政

策的検討の復活を提言するとともに、その「普遍主義化」を提案する。すなわち、もともとの総合合

算制度案が想定していたような低所得層対策ではなく、中高所得者も対象とした普遍主義的な総合合

算制度の導入を検討する。 

本稿の内容は以下のように構成されている。まず第２節では本稿における必要原則の意味や考え方

について議論する。第３節では、日本の社会保障や教育の自己負担の歴史的経緯や近年の政策動向を

整理し、その含意を述べる。第４節では、「必要原則」に基づく自己負担改革の方向性を提示し、その

実現を日本において進めるために「総合合算制度」の再検討が有用であることを議論する。次いで第

５節では、想定される批判や疑問に対する応答を行う。第６節は結論である。 

 

２.必要原則 

 

「必要原則」とはなんだろうか。ここでは、この言葉を「人々は、必要に応じて社会保障や教育サ

ービスを享受できるという原則」という意味で用いる。つまり、社会保障や教育サービスは、所得や

資産ではなく、その必要に応じて
．．．．．．．．

利用できるべきという考え方である13。 

例えば、病気・介護・障害などは、当事者にはコントロールできない偶然的要因によって発生する

側面が大きい。従って、これらに付随して発生するケア・所得保障ニーズもまた偶発的に発生するも

のであり、当事者の責任でニーズが発生しているわけではない。また、このようなニーズを有する人々

を日々支える家族についても同様である。であるならば、当事者やその家族が、病気・介護・障害な

どから生じる様々なケア負担や経済的負担を一手に引き受けることは、社会的公正に反し、個々人の

                             
10 本稿における「必要原則」の意味については２節を参照。 
11 社会保障制度改革国民会議(2013) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/pdf/houkokusyo.pdf (総

合合算制度については p.11 参照) 
12 総合合算制度の取りやめについては、衆議院における「軽減税率導入に伴う総合合算制度の取りやめ等に関する質

問主意書」（平成二十八年一月八日提出 提出者 長妻昭） 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a190028.htm およびそれに対する答弁 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b190028.htm も参照。 
13 必要原則についての厚生経済学的検討としては後藤(2000)を参照。 
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福祉（well-being）が十分に保障されていないと考えられる。 

もちろん病気・介護・障害の発生には生活習慣などの「自己責任」が関係するケースもある。しか

しそのような場合でさえ、多くの場合は偶然的要因を否定することはできない。例えば、一見「自己

責任」に思える生活習慣の乱れの原因は幼少期の辛い体験かもしれないし、そもそも生活習慣が病気・

介護・障害の原因かどうかを一人一人について確定することはできない。また病気・介護・障害によ

るケア負担や経済的負担は当事者だけでなく家族にも発生するため、家族がその負担を引き受けなけ

ればならないというのは自己責任とは言い難い。 

また保育・教育については、子どもたちがそれぞれの家庭からある程度独立した環境で、保育や教

育を受ける権利を有すると考える。家庭環境は人それぞれであり、子どもたちにはコントロールでき

ない偶然的要因によって大きく左右される。また、とくに未就学期の環境が子どもたちの将来に与え

る影響が大きいことが多くの研究によって明らかにされている14。したがって、「機会の平等」の観点

からも、家庭環境からある程度切り離された保育・教育サービスの必要性は高い。さらに保育・教育

には、次世代の社会・経済を支える人を育てるという役割もあり、その受益者は本人や家族のみに帰

着するわけではない。 

保育・教育が病気・介護・障害と異なるとすれば、保育・教育は人的投資としての側面が強く、将

来的な私的利益も大きいと考えられていることである。もちろん医療・介護・障害に対するケアにも

人的投資的な側面はある。しかし保育・教育は、将来の子どもの学歴・所得・生活水準の向上に繋が

る「投資」と考えられることがとくに多い。従って、義務教育以前・以後の教育における「必要に応

じた教育サービスの提供」には異論も多いだろう。本稿ではこの議論には立ち入らないが、一定水準

の保育や教育を無償あるいは低い自己負担で受けられ、家庭環境とは切り離された形で子どもたちの

教育ニーズが満たされるべきという立場を原則とする。 

この必要原則を原理的に適用するならば、「社会保障や教育サービスは無償で提供されるべきである」

という主張になる。一定水準の社会保障・教育サービスが必要に応じて提供されるべきならば、そこ

に自己負担を導入する規範的理由は存在しないからだ。ただし本稿では、日本の自己負担制度を巡る

歴史的経緯や異なる政治的立場があることを重視し、このような原理的主張は行わない。 

実際、現実の日本の社会保障改革は、幼児教育無償化という政治的例外を含みつつ、このような考

え方とは逆方向（すなわち自己負担増）に進んでおり、その転換は容易ではない。したがって、必要

原則の考え方にある程度共感している人にとって受け入れやすく、また現実的かつ漸進的に「必要原

則に基づく社会保障・教育サービスの提供」を実現していく方法を考察していく。そのために、次節

では日本の社会保障と教育における自己負担の歴史的経緯と現状を簡単に検討する。 

 

 

 

                             
14  経済学における近年の概説論文として、アメリカでの研究が多いが、Currie and Almond (2011)や Elango et 

al.(2016)などがある。 
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３．社会保障と教育の自己負担：歴史的経緯と現状 

 

日本の社会保障や教育における自己負担のあり方の歴史的変遷の全体像を描くのは容易ではない。

ただ社会保障も教育も、戦前から戦後にかけて「公費化」すなわち「自己負担の軽減」が段階的に実

現してきた歴史がある。本節では、制度別に自己負担の歴史的変遷と現状を簡単に説明したのちに、

自己負担が社会保障や教育の中でどのような役割を担っているのかを検討する。なお、各制度の現在

の自己負担・利用者負担の仕組みについては、著者のウェブサイトに本論文の補足資料を掲載してい

る15。 

 

（１）医療 

日本の社会保障サービスにおける自己負担の軽減は、とりわけ医療の領域における医療保険の導入

とともに進んできた。したがって医療については比較的詳細に解説する16。 

日本における公的医療保険の導入は、まず戦前に労働者を対象とした健康保険法(1927年施行)、農

民などを対象とした国民健康保険法(1938年施行)などを経て、戦後に国民健康保険法（1959年施行）

に基づいて1961年にいわゆる「国民皆保険」が達成した。そしてその後は、様々な改革が実施されつ

つも、基本的にはこの皆保険体制を維持している。 

1961年の皆保険達成時の自己負担は、被用者保険については本人は負担なし、家族は５割負担、そ

して国民健康保険は５割負担であった。その後に1968年に国民健康負担が３割負担となり、1973年に

は被用者保険の家族も３割負担となった。さらにこの年には、自己負担分の一定額（当時で月額３万

円）を超える額を支給する高額療養費制度も導入された。その後、被用者本人の自己負担が1984年か

ら2003年にかけて、定額負担から１割負担、２割負担、３割負担へと段階的に引き上げられた。そし

て現役世代は原則３割負担という現在の自己負担制度が形成された。また高額療養費制度も所得段階

別の上限額が設定され、2018年度現在は70歳未満において５段階の所得区分で35,400円～252,600円の

月額上限が設定されている。 

一方で、高齢者の医療費自己負担に関しては、現役世代と異なる動きを有してきた。東京都や秋田

県が1969年に老人医療費を無料化し、1972年には２県を除いた全ての都道府県が無料化し、その後1973

年から国の施策として老人医療費支給制度という自己負担無料化政策が実施された。その後、老人医

療費の急増を受けて、老人保険法(1983年施行)によって老人医療費の一定額を患者が自己負担する制

度が導入され、2001年からは１割負担が導入された。そして2002年から「現役並み所得者」の２割負

担（2006年からは３割）と部分的な自己負担の引き上げが図られた。後期高齢者医療制度が始まった

2008年からは70-74歳は原則２割負担への引き上げが決まり（75歳以上は１割負担のまま）、軽減特例

                             
15 https://sites.google.com/site/michihito7ando/data-and-documents 
16 医療保険制度の導入および自己負担の変遷については、2008 年までの制度変遷の概観は、平成 19 年版厚生労働白

書 （厚生労働省 2007) https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/07/ に簡潔にまとめられている。それ以降につ

いては各種政府資料を参照。 
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措置を経て、2014年４月から実際に２割引き上げがはじまった17。また2008年より、70歳以上の「現

役並み所得者」においては現役世代と同じ３割負担となっている。 

このように、高齢者医療においては1973年の無料化後から徐々に引き上げられ、年齢や所得に応じ

て１割、２割、３割と自己負担率が異なるという複雑な自己負担制度が形成された。また70歳以上の

高齢者の高額療養費制度における月額上限は、2018年８月より、４段階の所得区分に応じた15,000円

～80,100円から６段階の所得区分に応じた15,000円～252,600円に変更された18。さらに、ここでは詳

述しないが高額介護合算療養費費という医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が高額となった

ときの負担軽減制度も存在し、70歳以上については、2018年８月より、４段階の所得区分の応じた年

額190,000円～670,000円から６段階の所得区分に応じた190,000円～2,120,000円に変更された。 

後に、子どもの医療費の自己負担については、国としては2012年から３歳未満の乳幼児は２割自

己負担とし、2008年からは義務教育就学前まで２割負担を拡大した。一方、自治体の単独事業として

子どもの医療費助成が全国的に広がりを見せており、現在はほとんどの自治体が子どもの医療費無料

化などの自己負担の減額措置を行っている19。国は、この自治体独自の子どもの医療費助成に対して、

国民健康保険の減額調整措置という形で一種の財政的ペナルティを科していた。しかし、この減額調

整措置を2018年度より撤廃するなど、容認する方向に転じている20。このように、後述する幼児教育

無償化の方向性と合わせて、子どもの社会保障・教育サービスについては自己負担を軽減させるとい

う動きが存在しており、現役世代や高齢者の社会保障負担増とは逆方向である。 

 

（２）高齢者介護 

医療以外の領域では、従来は「措置制度」の中で行われてきた高齢者介護や障害者福祉が、1990年

代以降の「措置から契約へ」の流れの中で、前者は介護保険制度、後者は支援費制度から障害者自立

支援法・障害者総合支援法へと変化していった。ここでは、2000年から始まり、現在は年金・医療と

ともに主要な社会保険の１つにまで成長した介護保険の自己負担について説明する。 

まず介護保険の検討時から、介護保険の自己負担は応益負担・定率負担で行うという明確な方向性

が打ち出され、実際に１割負担となった。この背景としては、それまでの「措置制度」から、高齢者

自身がサービスを選択するという「契約制度」への転換するために、利用に応じた自己負担を行うの

                             
17  一体改革の基礎となっている社会保障制度改革国民会議の報告書（社会保障制度改革国民会議 2013） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/pdf/houkokusyo.pdf では、70-74 歳の１割自己負担の特例措置

については「この特例措置については、世代間の公平を図る観点から止めるべき」（p.36）と指摘されており、それを

踏まえて新しく 70 歳となるものを対象に段階的に導入されている。 
18 なお社会保障制度改革国民会議(2013）において、高額療養費制度については「低所得者に配慮し、負担能力に応じ

て応分の負担を求めるという保険料負担における考え方と同様の制度改正が求められる」(p.36)と指摘されており、

この指摘に沿った改革が行われている。 
19 子どもの医療費助成および関連する実証研究については安藤(2017)を参照。 
20 この問題について検討した厚生労働省の「子どもの医療制度の在り方等に関する検討会」の「議論のとりまとめ」

(2016 年３月 28 日) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000117942.html においては、「この子どもの医療に関

する国保の減額調整措置については、本検討会でも賛否両面から様々な意見があったが、「一億総活躍社会」に向けて

政府全体として少子化対策を推進する中で、地方自治体の取組を支援する観点から、早急に見直すべきとの意見が大

勢を占めた。」と書かれており、この意見に沿った形で見直しが行われた。 
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が望ましいという考え方があった21。その後2015年より、「一定以上の所得者」については、自己負担

が２割に引き上げられた。さらに2018年から２割負担者の中でとくに所得が高い層の自己負担率が３

割へと引き上げられた。この結果、一律１割自己負担で始まった介護保険は、自己負担率が所得別に

１割、２割、３割と異なる制度となった22。 

また介護保険においては、医療保険の高額療養費制度と同様に、自己負担額が一定額を超えたとき

に超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」がある。これについては、介護保険を導入した2000

年では生活保護受給者を含む３段階の所得区分に応じて月額15,000円～37,200円であったのが、2015

年８月以降は５段階の所得区分に応じた月額15,000円～44,400円に変更され、2017年８月からは月額

上限が44,000円となる対象が拡大された。このように、介護においても医療と同様、所得段階に応じ

た月額上限が細分化され、相対的に所得の高い層の上限額が引き上げられる傾向にある。 

 

（３）障害 

障害者福祉サービスにおいては、高齢者介護から少し遅れる形で、「措置から契約へ」の政策展開が

進んだ。自己負担制度については、2003年の支援費制度では応能負担であったが、2006年の障害者自

立支援法において、１割自己負担が導入された。また、所得段階別の自己負担の月額上限が設けられ、

１割自己負担と合わせて介護保険制度と類似の自己負担制度が成立した。しかし、障害当事者団体な

どからの強い抗議によって、2007年、2008年と自己負担限度額の大幅な負担軽減策が図られた23。こ

れらの軽減措置によって、１割自己負担という定率負担は維持しつつも多くの世帯の自己負担の上限

額は当初よりも大幅に抑えられることになった。ただし、所得が高くなるごとに自己負担限の上限も

高くなるという仕組み自体は維持された 

その後、民主党政権下で「障害者自立支援法違憲訴訟に係る基本合意」(2010.１.７)において、障

害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国（厚生労働省）との間で「（中略）応益負担（定率負担）

制度の速やかな廃止のため、平成22年４月から、低所得（市町村民税非課税）の障害者及び障害児の

保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負

担を無料とする措置を講じる。」との文書が取り交わされるに至った24。 

そして2013年に施行された障害者総合支援法においては、１割自己負担という形は維持されたもの

                             
21 例えば、1994 年の高齢者介護・自立支援システム研究会の報告書（高齢者介護・自立支援システム研究会 1994） 

http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/514.pdf においても、「利用者

負担の面については、公費方式では現行の措置制度にみられるように所得に応じた負担（応能負担型の費用徴収シス

テム）であるのに対し、社会保険方式では受益に見合った負担（応益負担）となる。高齢者は自らの意思に基づき多

様なサービスを選択することとなるので、応益負担の観点から、その利用したサービスの費用の一定率又は一定額を

負担することが適当と考えられる」と述べられている。 
22 社会保障制度改革国民会議(2013）においては「介護保険制度では利用者負担割合が所得水準に関係なく一律である

が、制度の持続可能性や公平性の視点から、一定以上の所得のある利用者負担は、引き上げるべきである。」(p.37)と

述べられており、その方向に沿った改革といえる。 
23 一連の経緯については岡部(2008)を参照。 
24 厚生労働省ウェブサイト内の「障害者自立支援法違憲訴訟に係る基本合意について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/goui/index.html に趣意

書、基本合意文書、要望者が掲載されている。 
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の、低所得世帯の自己負担上限額は０円とされた。ただし、一般世帯については9,300円あるいは37,200

円という上限額が設定されている（障害児の場合には4,600円の区分もある）。 

 

（４）難病 

難病対策は、もともと治療研究事業として始まり、医学研究へ患者が臨床データを提供する代わり

に対象患者に医療費助成を行うというものであった25。この状況を大きく変えたのが、社会保障制度

制度改革国民会議の報告書（社会保障制度改革国民会議 2013）を踏まえた社会保障と税の一体改革で

あった26。 

この国民会議報告書を受けた難病対策委員会においては、対象疾患の拡大（従来の56疾患から約300

疾患へ）とともに、医療保険制度における高額療養費制度との均衡を考慮した医療費助成案（自己負

担限度額案）が提案された。その案においては、すべての所得階層において従来制度よりもきわめて

高い限度額となっていた。それに対して患者団体は反発し、結果的には自立支援医療制度（精神通院

医療に対する公費負担制度）を参照した所得階層別の自己負担限度額（月額2,500円～30,000円）が設

定されることになった。そして「難病の患者に対する医療等に関する法律」が、小児慢性特定疾患の

根拠法である児童福祉法改正案とともに2015年１月より一部施行され、新制度に基づく医療費助成制

度がスタートした27。 

しかし、2017年12月末に法制化後３年間の激変緩和経過措置が終了して全ての患者に新制度が適用

された事により、2018年６月には「軽症」の患者ら約15万人が医療費助成制度の対象外になったこと

が明らかとなった28。「軽症かつ高額」（軽症であっても月額医療費が33,300円を超える月が過去１年

に３回以上）であれば医療費助成の対象になるが、この要件を満たさない場合には通常の高額療養費

の上限額が適用されるため、これらの「軽症」患者の医療費自己負担は高くなった。なお法制化によ

って対象疾患が大幅に拡大されたものの、追加された疾患の患者総数は平成28年度では約66,000人程

度であったため29、2018年度の指定難病医療費助成受給者の総数は法改正以前以下の水準に落ち込む

可能性が高い。 

 

                             
25 その発端は、1972 年に厚生省（当時）によって「難病対策要綱」が策定されたことである。当時、薬害のスモンの

原因究明を目的とした治療研究事業が公費によって組織されており、その他の難治性疾患対策も統合される形でこの

難病対策要綱が策定された。その後、この難病対策としての医療研究事業および医療費助成の対象疾患は徐々に拡大

し、1993 年には難病対策委員会が設置された。そして患者一部自己負担が導入され、所得階層区分ごとの医療費助成

による自己負担限度額が設定されたが、未だ医療費助成制度は特定疾患治療研究事業の一環であるという位置づけで

あった。 
26 社会保障制度改革国民会議 (2013)では、40 年間以上研究事業に留まってきた難病対策における医療費助成を社会

保障制度化するべきとの方向性が示され、対象疾患の拡大とともに「ただし、社会保障給付の制度として位置づける

以上、公平性の観点を欠くことはできず、対象患者の認定基準の見直しや、類似の制度との均衡を考慮した自己負担

の見直し等についても併せて検討することが必要である」(p.37)と記された。 
27 難病対策委員会における議論の経緯は渡部・安藤(2014)を参照。 
28 厚生科学審議会疾病対策部会の第 57 回難病対策委員会 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212745.html の

資料２を参照。 
29 難病情報センターの「平成 28 年度末現在 特定医療費（指定難病）受給者証所持者数」 

http://www.nanbyou.or.jp/entry/5354 より著者試算 
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（５）子育て支援・就学前教育 

子育て支援や就学前教育は、医療・介護・障害・難病などの上記で取り上げた社会保障サービスと

は大きく異なる歴史的経緯を有している。子育て支援については保育所が、就学前教育については幼

稚園が、それぞれ代表的なサービスであり、現在は基本的には「子ども・子育て支援新制度」の枠組

みでサービス給付がなされている。 

保育所および幼稚園における自己負担の歴史的経緯については、その全体像を俯瞰できる行政情報

や学術的知見を見つけることは難しい。もともと、児童福祉法に基づく保育所では保護者の自己負担

は所得に応じた応能負担であり、学校教育法に基づく幼稚園では原則保護者負担の下で市町村による

保育料の減免やそれに対する国の補助が存在した。 

2015年から本格的にスタートした子ども・子育て支援新制度においては、国が定める水準を限度と

して各市町村が保育所、幼稚園、認定こども園における利用者負担を設定し、その上で施設ごとに実

費徴収や特定負担額の徴収が可能となる制度となった。なお国が定める月額の利用者負担（自己負担）

上限は、2015年の時点では、０円である生活保護世帯を除いて、１号（幼稚園型）では3,000円～25,700

円、２号（保育所型で満３歳以上）では6,000円～101,000円、３号（保育所型で満３歳未満）では9,000

円から104,000円となっている。 

また2017年12月に閣議決定された「新しい経済政策パッケージについて」においては、「広く国民が

利用している３歳から５歳までの全ての子どもたちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化

する」とし、「幼児教育の無償化」が打ち出された30。そして、無償化の範囲として０～２歳児の住民

税非課税世帯も含まれ、2019年10月から実施されることになっている。 

 

（６）義務教育 

後に、本稿の検討対象からはやや外れるものの、義務教育における教育無償化や自己負担につい

て言及する。義務教育の自己負担軽減および無償化は、社会保障と比べると歴史的にはより早期に実

施され、かつ戦後は憲法第26条第２項において「義務教育は、これを無償とする」と規定されるに至

った。従って、上述した社会保障制度の自己負担と異なり、義務教育の自己負担増が政策的議論の対

象となることは少ない。 

しかし明治維新後の教育制度においても、当初は教育は「個人の『身ヲ立ルノ財本』であり、各人

の立身治産に役だつもの」という考え方から、受益者負担が原則とされた31。つまり、現代的な表現

を用いれば、教育は個人の人的資本増加のための手段であるため、その費用負担は個々の世帯で賄わ

れるべきであると考えられた。一方で国に規定された教育費を賄うための授業料が高額となる事例が

多く、地域負担・自治体負担も増大した。初期においては学区内集金を主とする民費が、その後は戸

数割と呼ばれる市町村税が、授業料とともに教育費の財源として重要な役割を担った。そして1900年

                             
30 「新しい経済政策パッケージ（平成 29 年 12 月８日）」http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/package.html 
31 文部省『学制百年史』（文部省 1981) における記述を参照。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317608.htm 
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に無償制を原則とする４年生の義務教育制度が確立すると市町村負担が増大し、それを軽減するため

の本格的な国庫負担金制度である市町村義務教育国庫負担法が1918年に成立した32。 

そして戦後は、上述したように憲法で義務教育の無償化が規定され、制度的には紆余曲折がありつ

つも、義務教育費は公費のみによっては賄われ、自己負担は周辺的な費用に限られている。義務教育

と上述した社会保障や就学前教育との大きな違いは、義務教育においては、明治維新直後は授業料中

心の財源調達が原則とされたものの、現在は憲法に無償化が明記され、ほとんどの人にもそれが当然

視されるに至った点である。 

一方で、近年、子どもの貧困に社会的注目が集まる中で、給食費・学用品・修学旅行費などの「周

辺的な費用」の自己負担の是非についての議論が盛んになっている33。それらに対しては、就学援助

制度によってある程度自己負担は軽減されているが、就学援助制度には所得制限があり、地域間格差

があることも指摘されている34。 

 

４．社会保障・教育における自己負担の役割 

 

第３節では、社会保障・教育における自己負担の歴史的経緯と現状を簡単に説明した。それでは、

これらの自己負担は、なぜ導入されているのだろうか。社会保障や教育の公的供給の意義が認められ

ているからこそ税や社会保険料に基づく公的給付が行われているのであれば、なぜ全ての制度におい

て無償化がなされないのだろうか。 

第一の理由として、財政的制約が挙げられる。税・社会保険料の収入に限りがある以上、その給付

範囲や給付水準には制約を入れざるを得ない。その際に、そもそも全額自己負担であったサービス負

担の一部を、限りある財源に基づく公的負担に切り替えたと考えれば、無償化ではなく自己負担が残

るのはむしろ当然である。また義務教育以外の領域でそうであるように、全て無償化するための税・

保険料負担に対する社会的・政治的合意がない場合、一定の範囲の対象者に一定水準のサービス提供

を担保するために、その負担の一部を「応益負担」として課していると考えることもできる。 

第二に、しばしば主張される自己負担制度のより積極的な存在意義として、過剰なサービス利用の

防止がある。とくに日本の医療・介護・障害サービスは、公的な報酬制度と多様な民間供給者に基づ

く準市場的な運用の下で、利用者が各種サービスを自ら選択し、その費用の一部をサービス提供者に

支払うという仕組みが定着している。この制度において無償化を進めると、必要性の低いサービス利

用が増加してしまうことが懸念されている。 

準市場的なサービス供給・利用が中心の日本において、サービス利用のコントロール手段として、

財政当局が自己負担に着目することは自然である。例えば医療においては、自由開業医制度の下で、

民間病院・民間診療所中心の「フリーアクセス」制によるサービス提供が浸透しており、イギリスや

                             
32 戦前の教育財政の展開については多くの研究蓄積があるが、文部省(1981)および文部省(1992)の教育財政の項目を

参照。 
33 鳫(2016)および本報告書の鳫論文を参照。 
34 就学援助および関連する実証研究については安藤(2017)を参照。 
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北欧などに見られるかかりつけ医によるゲートキーパー機能のある医療体制とは大きく異なる。また

介護・障害分野においても、要介護認定・障害支援区分やケア・マネジメントによる一種のゲートキ

ーパー機能があるものの、大きな枠組みとしては医療と同じく、様々なサービス事業所から介護サー

ビスを購入する形を取っている。したがって財政当局からすると、サービス利用水準や財政規模をコ

ントロールするための「手綱」が少なく、ゆえに自己負担増による利用抑制を目指すこととなる。 

言い換えると、市場におけるサービスの自己選択が可能であり、ゲートキーパー機能が低いため、

自己負担増によって社会保障サービス利用を抑制すべきであるという、いわば「金銭的ゲートキーパ

ー機能」を期待する主張がでてきやすくなる。つまり、制度的仕組みや専門家によって医療・介護・

障害ニーズを判定してサービス利用水準を制御するのが通常のゲートキーパー制度だとすると、「価格

が上がると需要は下がる」という消費者行動を利用してサービス利用水準を制御しようとするのが自

己負担制度であると解釈できる35。 

このような自己負担による「金銭的ゲートキーパー機能」は、実際にどのような効果を有している

のだろうか。まず、医療費自己負担減が医療サービス利用を増やすことは、多くの医療経済学者の間

でコンセンサスがあり、多くの実証的根拠がある36。一方で、医療以外での「モラルハザード」研究

は少なく、多くは分かっていない。また自己負担増による社会保障・教育サービス利用減が人々の中

長期的な健康や厚生にどのような影響を与えるのか、不必要なサービス利用‟のみ”の抑制に貢献して

いるのか、当該サービス以外の消費水準や生活水準にどのような影響を与えているのかなどについて

は、十分な研究蓄積やコンセンサスはないと言える。 

一方で、医療分野におけるSwarts (2010)のレビューなどに基づけば、自己負担による「金銭的ゲー

トキーパー機能」が、所得やニーズによって異なる影響を有する可能性が高いことは推察できる。例

えば、高所得者であれば多少の自己負担は社会保障・教育サービス利用に影響しないのに対して、低

所得者は少額の自己負担でもサービス利用を控えるかもしれない。同様に、難病や障害などの高い社

会保障ニーズを有する人には、自己負担は健康・消費・生活水準に甚大な影響がありうるのに対し、

そうではない人には自己負担は一時的な影響にすぎないかもしれない。日本の現行制度における自己

負担率・上限も、この自己負担の影響の多様性・異質性を反映して細分化・複雑化した側面もあると

言える。 

上述したように、現在の日本の社会保障・教育の自己負担率・上限は、制度・所得・年齢・属性（疾

患名や障害名）などによって細分化されており、現在の一体改革でもさらなる細分化・複雑化が図ら

れている。この自己負担制度の導入および細分化・複雑化は、公費負担（税・保険料）の抑制、準市

場下のサービス利用抑制、老人医療無料化や障害者・難病患者運動などの歴史的・政治的経緯、低所

                             
35医療保険による自己負担減が医療サービス需要・利用増に繋がることを医療経済学では「（事後的）モラルハザード」

と呼ぶが（Arrow 1963）、Pauly(1968)はこの現象は「道徳的不義」(moral perfidity)ではなく合理的な経済行動

(rational economic behavior)であると述べている。 
36 Swarts (2010)、Baicker and Goldman(2011)、Kill and Houlberg (2014)、Einav and Finkelstein(2018)などのレ

ビューを参照。日本における 近の研究としては、高齢者医療について Shigeoka (2014)、Fukushima et al.(2016)、

Ando and Takaku (2016)、子どもの医療について Takaku (2016)や Miyawaki et al.(2017)、Iizuka and Shigeoka (2018)

などがある。 
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得層や社会保障ニーズの高い層への負担軽減措置などの様々な要因の結果として生み出されたと言える。 

 

５．目指すべき改革の方向性 

 

必要原則の理念に基づくならば、社会保障や教育の財源は税や保険料などの公的財源によって賄い、

自己負担に大きく財源を依存することや自己負担増によって支出抑制を図ることは避けることが望ま

しい。とはいえ、社会保障・教育の自己負担の経緯や政策動向やその背景にある日本の社会保障・教

育制度のあり方や日本の財政の現状を踏まえると、全ての社会保障・教育の自己負担を一律で無料に

することは現実的ではない。そこで本節では、日本の社会保障・教育制度のあり方を踏まえた漸次的

な自己負担改革案を提案したい。 

 

（１）必要原則に基づく総合合算制度案 

必要原則に基づく給付を体現するのであれば、所得や年齢や恣意的に設定された属性に関係なく、

日常生活や社会生活を金銭的に制約しない無料あるいは低水準の自己負担で社会保障サービスを受け

られることが望ましい。一方で、様々な自己負担制度が林立している現在の制度状況やいわゆる「モ

ラルハザード」の存在を考慮すると、必要原則を貫徹して自己負担をゼロにすることはもちろん、国

として自己負担を分野横断的に一律に低くすることは当面は困難である。また社会保障と税の一体改

革において政治的合意が得られた改革の方向性を、短期間で覆すことも想定しにくい。 

そこで本稿が提案するのは、制度横断的に自己負担額の上限額を設定し、社会保障や教育の自己負

担によって日常生活や社会参加が制約されたり、必要な社会保障・教育サービスを抑制するといった

事態を防ぐ制度を導入することである。すなわち、社会保障と教育の自己負担額の合算値が一定の上

限を超えた世帯に対して、それ以上の自己負担を免除する「総合合算制度」を検討すべきである。 

この案は、社会保障と税の一体改革において当初導入が議論されていた総合合算制度のアイデアと

共通点が多い。総合合算制度とは、主に低所得世帯の制度横断的な自己負担軽減のために、制度単位

ではなく家計単位で医療・介護・保育・障害に関する自己負担の合計額の上限を設定するものであっ

た37。しかしこの制度は、既に述べたように、軽減税率導入に伴う増収額の減少を補うために導入が

見送られた。本稿の提案は、この総合合算制度の導入の再検討の提案として理解することもできる。 

ただし本稿で提案する総合合算制度は、低所得世帯対策ではなく、どの所得水準の人々でも一定額

以下の自己負担で社会保障・教育が受けられるべきという「必要原則に基づく社会保障・教育制度」

という理念に基づく自己負担上限設定である。したがって、この制度の実現に必要な財源規模は総合

合算制度の導入（約4,000億円が想定されていた）よりも高くなる。 

 

                             
37 社会保障制度改革国民会議(2013:11)を参照。なお低所得対策としての総合合算制度は「社会保障制度の低所得者対

策の在り方に関する研究会」 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakaihosyou_129242.html において議論

される予定であったが、本研究会は 2012 年 5 月および 7 月と二回開催され、その後は開催されていない。 
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（２）私的負担から公的負担へのシフト 

本稿が提案する総合合算制度を実現するためにどの程度の財源が必要になるかは、合算対象となる

制度や上限額の水準によって大きく異なりうる。ただし、原則的には（のちほど議論する低負担化に

よる利用増を無視すれば）現在も自己負担として当事者や家族が自己負担している分を公的負担にシ

フトするというのが本制度の重要な特徴である。つまり、公的な税・保険料負担だけでなく私的負担

も含めた社会全体で考えれば、自己負担の上限引き下げに伴う必要財源の増加は、「負担増」というよ

りも、社会保障・教育ニーズのある世帯の私的負担から納税者・被保険者の税・保険料負担への「負

担のシフト」である。そしてこの負担のシフトの根拠となるのが「必要原則に基づく社会保障・教育」

という政策理念となる。 

また必要原則の理念を重視しない（あるいは支持しない）立場に立つにしても、制度・年齢・所得

などの境界に応じて自己負担率・上限が複雑かつ大きく変動する現行の社会保障負担の不公平性・非

効率性を緩和することには、一定の理解が得られると考えられる。とりわけ、現行制度における高齢

者の医療・介護における「現役並み所得者」に対する自己負担増は、高齢者が就労して一定以上の所

得を得ると医療・介護の自己負担が（ときに大きく）上昇することがあるため、高齢者の就労所得へ

のペナルティとして機能している。従って、「現役並み所得」かどうかにかかわらず医療・介護の自己

負担上限額を一律にすれば、高齢者就労に対する現行制度の負のインセンティブを緩和することが期

待できる。 

本稿で提案している総合合算制度は、制度・年齢・所得・属性別の自己負担率の完全な統一を主張

しているわけではないため、現行制度の複雑さが解消されるわけではない。また、この総合合算制度

下では自己負担増になる可能性のある層（例えば障害者や難病患者）への配慮や現行制度からスムー

ズな移行を考慮するならば、様々な事情を考慮して個人ごと、世帯ごとに自己負担上限額がある程度

変動することは許容されるべきである。このような調整は、結局のところ、現行制度の自己負担の複

雑さをある程度は残すことになる。しかし、すべての世帯に対して現在よりも低額の自己負担額上限

を一律に設定することは困難であると考えられるため、既存の自己負担額上限を全廃して一律化する

のではなく、新しい総合合算制度と現行の個別制度の上限を併用する方法が考えられる。 

いずれにせよ、制度横断的に社会保障・教育サービスの自己負担上限額を設定して私的負担を抑え

ることは、各世帯の社会保障・教育サービス利用や家計全体の見通しのよさを改善することに繋がり

うる。また、制度・年齢・所得・属性等ごとに上限額が変動する現行方式の特徴を引き継ぐにしても、

ボーダーを超えると非連続的に（急に）自己負担上限が増加する現行方式の不公平性をできるだけ解

消することは可能である。 

後に、このような制度の実施には、マイナンバー制度の活用などによる世帯情報や社会保障・教

育の自己負担情報の一元的把握も必要になるため、そのための法的・情報インフラ的整備も必要であ

る。 
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（３）合算の対象領域の設定 

この制度横断的な総合合算制度は、どのような社会保障・教育サービスを対象とすべきだろうか。

まず、一体改革の総合合算制度案で検討されていたように、医療・介護・障害・子育てなどの社会保

障の現物給付を対象領域とすることが考えられる。さらに、義務教育における学用品・給食費・修学

旅行費などの様々な自己負担やその一部を対象に繰り入れることも可能である。また高等教育の自己

負担（授業料）やその一部も合算対象とすることも可能かもしれない。このような合算の対象領域に

ついては、「どのような社会保障・教育サービスに対して必要原則が適用されるべきか」という議論の

中で決定されるべきであろう。 

より技術的な論点としては、既存の社会保障・教育制度における国や自治体の様々な自己負担減免

制度との関係についても検討する必要がある。例えば介護・障害分野においては、上述した自己負担

制度以外にも、様々な自治体レベルの独自の自己負担助成制度が存在する。また子どもの医療費自己

負担についても、上述したようにほとんどの自治体が独自の助成制度を採用している。これらの独自

の助成制度をどのように総合合算制度で考慮するべきだろうか。 

もっとも単純なのは、現行の独自の自己負担助成制度は一切考慮せずに、これらの助成分は本人が

自己負担しているとみなすことである。つまり、実際の自己負担分と（総合合算制度では考慮されな

い）各種の独自助成分の合計を自己負担総額とみなし、その総額が上限に達したときに、総合合算制

度の対象とすることが考えられる。 

 

（４）自己負担上限額の設定 

自己負担上限額をどの程度の水準にするのか、そして自己負担の合算をどの期間（月単位か年単位

か）で行うかも重要な論点である。現在の多くの社会保障制度においては、原則的には月単位で制度

別に上限額が設定されており、例外として高額介護合算療養費費では年単位で医療・介護の自己負担

分を合算して上限額を定めている。改革案や制度移行を検討する際には、これらの現行制度における

上限額や合算期間が一つのベンチマークになると考えられる。 

必要原則の強化を目指すのであれば、全ての所得階層における月ごとの自己負担上限額はできるだ

け引き下げ、また上限額も一律とすることが望ましい。例えば、現在70歳未満においては高額療養費

の上限額は所得区分に応じて35,400円～252,600円であるが、全ての所得階層で総合合算上限額を月額

上限３万円とすれば、高額療養費制度は必要なくなり、総合合算制度に一本化することができる。た

だし、現行制度からの変化をできるだけ小さくする場合や財源制約が厳しい場合には、現行の所得段

階別の上限額設定を維持しつつ、その傾斜をなだらかにすることも目指すことも考えられる。 

また、総合合算の上限額を低くしすぎることによって、実質的に一部のサービス利用が無料化し、

過剰利用を誘発するのではないかという懸念も考えられる。例えば、総合合算の上限額を仮に月額３

万円とし、かつ現行の保育所・幼稚園の保育料負担もそのまま総合合算制度の合算対象にするケース

を考えよう。このとき、就学前児童を有する少なくない子育て世帯が毎月総合合算の上限を超えるた
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め、医療費の自己負担が毎月無料ということになる38。実際には2019年より３歳以上の保育料が無料

化されるためこの現象は緩和されるものの、２歳児までの保育所利用世帯については世帯員全員の医

療費が無料化されるということになる。 

このように、総合合算制度によって一部の制度の自己負担の実質的無料化が実現する場合は、(1)

必要原則の立場からこれを問題としない、(2)各制度の自己負担額が総合合算制度の上限額よりも低く

なるようにする、(3)就学前教育や高等教育のように自己負担額が高い制度を合算制度の対象にする場

合、自己負担額の全部ではなく一部のみを合算対象とする、などの対応が考えられる。 

 

（５）改革案の受益者は誰か 

本項では具体的な対象制度や上限額および必要な財源額の詳細についてまでは議論できない。しか

し、もし総合合算制度により一律に低い上限額が設定された場合、この改革の大きな受益者は、低所

得世帯というよりも中・高所得世帯となる。つまり、現行制度においてすでに低い自己負担上限額を

有している低所得世帯ではなく、現行制度において高い自己上限額に直面している中高所得世帯のほ

うが、一律の自己負担上限額の引き下げによる自己負担軽減効果は大きくなる。 

このような現象が起こるのは、「一律に低い自己負担上限」という改革案が「必要原則」を重視した

ものだからである。つまり、高い社会保障・教育ニーズを有しているにもかかわらず、中・高所得で

あるが故に現行制度下で高い自己負担を支払っている世帯に、 も大きなメリットがあることになる。 

様々な制度において所得段階別自己負担が導入されており、それを（子育て以外の分野では）強化

している今の日本の政策動向の中で、本稿の「中高所得世帯優遇」の提案に違和感を持つものも多い

かもしれない。とくに、低所得世帯の恩恵が小さい場合、たとえ高い社会保障・教育ニーズの人々の

負担が軽減されるにしても、低所得者対策・貧困対策としての効果を期待する人々には物足りないか

もしれない。それに対しては、二つの対策を提示したい。 

第一に、必要原則を弱めて、総合合算制度においても所得段階別に緩やかに上限額を増額させるこ

とである。それによって、「高ニーズだけれども高所得」の人々の自己負担額上限の引き下げ幅を抑え

る一方、「高ニーズでかつ低所得」の人々の自己負担額上限額の引き下げ幅を増やすことが可能となる。 

第二に、そもそもの必要原則の考え方からすれば、社会保障・教育サービスの給付は所得に関係な

く行うべきであって、所得再分配的要素（すなわち高所得者ほどより多く負担するという仕組み）は

自己負担制度ではなく、税・保険料制度に反映させればよい。必要原則を徹底した一律・低負担の総

合合算制度によって中高所得者が大きな恩恵を受けるのであれば、そのための財源を中高所得者の

税・保険料を引き上げることによって賄うことには一定の合理性がある。 

必要原則の観点からすれば、第一の対策よりも第二の対策のほうが原理・原則としての整合性は高

い。一方で、日本の社会保障・教育の現行制度からの移行をより重視するならば、第一の対策によっ

                             
38 例えば３号認定（保育所型で満３歳未満）の保育標準時間の保育サービスを利用している世帯について、国が定め

る自己負担水準（9,000 円から 104,000 円）を設定している自治体では、所得割課税額が 48,600 円以上であれば、利

用者負担は月 30,000 円以上となる。 
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て必要原則の導入自体も段階的に行うことも選択肢の一つである。現在の改革動向として、幼児教育

無償化などの子育て分野を除いて、所得段階別の自己負担率・自己負担上限の強化が進められている

ことを踏まえると、まずはこの方向を転換させることが重要である。 

 

６．ありうる批判への応答 

 

後に、上述した改革案に対して想定される批判について、あらかじめ応答しておこう。ここで取

り上げるのは、第一に、自己負担額が低くなることにより過剰・無駄なサービス利用が増えるのでは

ないかという疑問に対する応答である。第二に、低所得者対策ではなく中・高所得者を含めた普遍主

義的制度にする必要があるのか、という疑問に対する応答である。そして第三に、財源をどうするの

かという疑問に対する応答である。 

 

（１）「モラルハザード」はどうするのか？ 

すでに述べたように、社会保障・教育サービスにおける自己負担を重視する立場の動機の１つは、

自己負担を引き上げることにより、必要度の低い社会保障・医療サービス利用を抑制できるというこ

とである。したがって、自己負担額を低くすると社会保障サービス利用が増加し、財政的負担が高ま

り、財政の維持可能性が低くなることが危惧されている。この批判には一定の合理性があるが、以下

の２つの点から応答したい。 

第一に、社会保障サービスの「過剰利用」を防ぐ手段は自己負担増だけではないということである。

イギリスや北欧のように公的医療機関による医療提供が中心でかかりつけ医におけるゲートキーパー

制を採用している国においては、価格コントロール以外の強力なアクセスコントロール手段が存在す

る。また日本においても、介護・障害・保育においては要介護認定・障害程度区分・利用調整などに

よってサービス利用がコントロールされており、必ずしも利用量のコントロールを自己負担のみに頼

らなければならないわけではない。 

もちろんゲートキーパー的な利用コントロールは万能ではなく様々な問題点が指摘されている。よ

く知られているのは医療における待期期間の長さだが、介護・障害ケアにおける専門家やソーシャル

ワーカーによるニーズアセスメントやケアマネジメントが当事者の自己決定権と対立する可能性も長

らく指摘されてきた39。さらに、自由開業医制度を中心とした日本の医療提供体制におけるゲートキ

ーパー制の導入の難しさは周知の事実である。しかし、自己負担増によるモラルハザードの抑制とい

う方法は、複数ある社会保障・教育サービスの利用量管理の一手段であり、様々なトレードオフの中

で検討すべきものである。 

また日本では、医療以外の社会保障サービスにおいては何らかのニーズアセスメント制度が存在し、

その範囲の中でサービス提供が行われている。従って、さらに自己負担増によってモラルハザードを

                             
39 例えば Oliver and Sapey (2006)を参照。 
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社会保障と教育における自己負担改革 

防ぐ必要性は小さいとも言える。また医療についても、近年の改革の中で「緩やかなゲートキーパー

機能」が模索されているように、日本のフリーアクセス医療の良さを継承しながらも、大学病院など

の高度医療機関へのアクセスに一定の制限を導入することなどが模索されている40。 

すなわち、準市場的なサービス提供体制であっても、ある程度のゲートキーパー機能やニーズアセ

スメントによる利用量コントロールは可能であり、それらによって「不必要なサービス利用」を抑制

することもできる。上述した制度的弊害を 小化しながら、価格（自己負担割合）よりもニーズ（必

要）に基づいて、社会保障制度の運用を行う道を模索することが重要である。 

第二に、本稿が提案しているのは、自己負担率の引き下げではなく、総合合算制度による自己負担

上限の引き下げである。したがって、上限に達しない社会保障ニーズの低い世帯に対する「モラルハ

ザード防止」機能は現行制度と同程度に存在し続ける。むろん自己負担上限を非常に低く設定する場

合には、多くの世帯が容易に上限に達し、上限を超えた無償分のサービスを「過剰」に利用する可能

性はある。しかし、例えば総合合算制度による自己負担の月額上限が１～５万円である場合、少なく

ない世帯は、現行制度と同じように追加的な社会保障・教育サービスに対して追加的負担を行うこと

になり、「過剰」なサービス利用へのインセンティブは小さいだろう。 

実際に人々が自己負担率や自己負担上限額に反応して社会保障・教育サービス利用をどの程度変更

するかは所得水準やニーズ水準や消費選好によって異なる。従って、実際の「モラルハザード」の大

きさを推定することは容易ではない。実際に生じうるモラルハザードによる費用増分を推計するため

には、詳細なミクロ計量経済学的分析やマイクロシミュレーションが必要となるし、その正確な計算

は困難かもしれない。しかし、現行制度において多くの世帯が到達していないレベルに自己負担上限

が設定されるならば、モラルハザードの懸念はそこまで大きくはならないことが推測される。また、

自己負担上限額の引き下げによる社会保障サービス利用は、潜在的なニーズを掘り起こしていると考

えて、ある程度許容するという考え方もあるだろう。 

 

（２）中・高所得者への恩恵は必要か？ 

モラルハザードによる「過度のサービス利用」を抑制できる場合でも、必要原則に基づく一律の（あ

るいは所得段階ごとの）自己負担上限額の引き下げは公的負担を増やすことになる。また上述したよ

うに、必要原則に基づく自己負担引き下げの恩恵は、高ニーズの中高所得層の私的負担を公的負担に

シフトするという形でも現れる。つまり、本稿で提案している必要原則に基づく自己負担改革案は、

その制度的恩恵が中高所得層にまで及ぶ（あるいは中高所得層において大きい）という点で、普遍主

義的な社会保障・教育改革案である。 

このような普遍主義的な社会保障・教育改革案に対しては、「自前の所得や資産で費用を賄えるのだ

から、公的な給付は必要ない。むしろその財源を『真に困っている』低所得者に限定して効率的に給

付したほうが有益である」という批判がなされる。確かに、財政規模に制約がある限り、中高所得者

                             
40 「緩やかなゲートキーパー機能」については、社会保障制度改革国民会議(2013:35)を参照。 
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を含む普遍主義的給付ではなく低所得者にターゲットを絞った選別主義的給付が好ましいという議論

には一定の説得力がある。財政制約によって万人に対して寛大な自己負担引き下げができないならば、

市場でサービスを調達できない低所得者に限定して集中的に自己負担の引き下げを行うことは必要原

則の観点からも合理的ともいえる。 

しかし、財源制約によって選別主義的給付という選択肢しかなく、中高所得者へのさらなる恩恵は

現実的ではないというこのような議論はどの程度妥当だろうか。医療・介護・障害・難病・子育て・

教育などのニーズは低所得世帯のみに発生するわけではない。もし社会全体での社会保障や教育ニー

ズの総量が概ね一定であり、そのニーズに対する経済的・社会的負担の総量も概ね一定であるならば、

制度の選別性・普遍性とは関係なく、社会全体で見れば、誰かがその経済的・社会的負担を負うこと

になる。実際、金銭的支出だけをみても、公的社会支出と私的社会支出を合わせた純社会支出（税控

除などの租税支出を含む社会保障と就学前教育に対する公的・私的支出の合計）の総額の対ＧＤＰ比

は、ＯＥＣＤ諸国間で大きく違わないことが指摘されている41。 

要するに、財政規模の大きい普遍主義的制度では、中高所得者の税・保険料負担は大きくなる一方

で、彼らの社会保障・教育ニーズの私的な自己負担は小さくなる。逆に、財政規模の小さい選別主義

的制度では、中高所得世帯の税・保険料負担は小さい一方、彼らの社会保障・教育ニーズは自らの私

的負担によって賄うこととなる。つまり、社会全体で見た場合、両者で異なるのは負担総額というよ

りも、誰がどのように負担するかということである42。 

どのような制度が好ましいと思うかは、各人の政治的選好、所属階層、社会保障・教育ニーズ、選

別主義的あるいは普遍主義的給付の水準などによって異なるだろう。ただし、中高所得世帯における

公私合わせた負担が、選別主義的制度のほうが低くなるとは必ずしも言えない。とりわけ一定程度の

社会保障・教育ニーズを有する（もしくは将来有する可能性がある）中所得世帯においては、普遍主

義的制度のほうが生活と尊厳を守る質の高い社会保障・教育サービスを低負担で受けられる可能性も

ある。 

また、比較福祉国家研究の領域で有名な「再分配のパラドックス」(Korpi and Palme 1995)を踏ま

えると、低所得者への選別主義的な社会保障を重視する国ほど国全体での再分配の程度が小さくなり、

中高所得者の社会保障政策への政治的支持も落ちる可能性がある。近年の「再分配のパラドックス」

の再検討の研究43も踏まえると、選別主義的な社会保障と再分配効果の関係についてはより詳細な検

討が必要であるものの、「真に困っている低所得者」にターゲッティングした政策が結果的には期待し

た効果を生まない可能性もあることに留意が必要である。 

                             
41 Adema and Ladaiqu(2005)、Adema et al.(2012, 2014)などを参照。ただし、これらの推計では医療の自己負担は私

的社会支出から除かれている点に注意が必要である。 
42 Esping-Andersen(2009)は、Adema and Ladaiqu(2005)を参照しつつ、この事実を次のように述べている。「デンマー

クとスウェーデンでは、ほぼすべてのお金が納税者の懐から支払われているのにたいし、アメリカでは消費者の懐か

ら多くが支払われている。 終的には、平均的なデンマーク人とアメリカ人の支払いはほぼ同額となる。しかし、平

均以外のデンマーク人とアメリカ人ではどうだろうか。」（邦訳 p.112） 
43 Kenworty(2011)、Brady and Bostic(2015)、Lancker and Mechelen(2015)、Marx et al.(2016)、Jacques and Noel(2018)

など。 
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（３）財源はあるのか？ 

繰り返しになるが、財源論についてももう一度検証しておこう。すでに述べたように、社会保障・

教育ニーズの公私を合わせた負担は、税・保険料・自己負担のいずれかによって誰かが現在も負担し

ている。つまり、公私合わせた負担の総量を所与とするならば、よく主張される「財源がない」とい

う財源問題は、「税・保険料か、それとも自己負担か」という財源問題である。言い換えれば、負担総

額をどのくらい税・保険料という形で広く薄く負担し、どのくらい自己負担という形でサービス利用

者が集中的に負担するか、という政治的選択が問題の核心である。 

本稿の立場は、所得水準と自己負担上限額の関連を弱めつつ、自己負担上限額を社会保障・教育全

体で引き下げることを提案している。つまり、財源問題については、実質的に自己負担から税・保険

料での負担にシフトすることを提案している。ここでは税・保険料の負担増のあり方についての議論

には立ち入らないが、留意すべき点を４点挙げる。 

第一に、総合合算制度により自己負担上限額を引き下げる場合には、そのことによる直接的な公的

負担増額の試算を行う必要がある。立ち消えとなった一体改革における総合合算制度においては4,000

億円と試算されていたが、合算対象となる制度の範囲や自己負担上限額の設定によって公的負担の総

額は大きく異なりうるため、ケースごとの試算が必要である。人々の社会保障・教育サービスの利用

行動に変化がない場合の費用試算については、比較的容易に実施できると考えられる。 

第二に、自己負担上限額の引き下げに必要な財源については、直接的な公的負担増に加えて、自己

負担引き下げによる利用増（いわゆる「モラルハザード」）による公費負担増も考慮する必要がある。

これについても、合算対象となる制度の範囲や自己負担上限額の設定によって費用増額は変化すると

考えられ、その事前・事後の検証が必要である。 

第三に、自己負担上限額の引き下げと税・保険料の引き上げは、社会保障・教育サービスの利用量

が多い世帯にとっては可処分所得の上昇に繋がる一方で、それ自体の各世帯の可処分所得を減少させ

る可能性があることに留意が必要である。このような可処分所得の減少は、2014年の消費増税後の消

費停滞のようなマクロ経済ショックを引き起こす可能性もある。これについてはすでにマクロ金融・

財政政策との関係で様々な議論がなされているが、税・保険料引き上げの項目やタイミングについて

十分な議論が必要である。とりわけ自己負担上限額の引き下げ額の恩恵は受けないにもかかわらず、

税・保険料の引き上げの影響だけを受ける低所得層が発生しないような工夫が必要である。 

第四に、自己負担上限額の引き下げと税・保険料の引き上げは、人々の消費行動や労働インセンテ

ィブの変化に影響に与えうるため、その財政的影響も含めた検証が必要である。上述したように、現

行の高齢者医療における所得別自己負担率・上限は高齢者の労働供給に対して負のインセンティブを

生じさせうるため、その解消は高齢者就労を促進する可能性がある。一方で、自己負担引き下げの財

源を税・保険料の引き上げによって賄う場合は、それができるだけ労働供給への負のインセンティブ

に繋がらないような制度設計が必要がある。 
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７．結論 

 

社会保障・教育サービスを税や社会保険料を用いて公的に供給することは、個々の世帯の社会保障・

教育に対する自己負担が過度に高くなることを防ぐ役割を有してきた。一方で、財源制約、「モラルハ

ザード」の懸念、サービス受益者こそが費用を負担すべきという社会的規範などもあり、社会保障や

教育をすべて無償化することは現時点では困難である。 

そこで本稿では、「必要原則に基づく社会保障と教育」を漸次的に進めるという観点から、制度横断

的な総合合算制度（自己負担上限制度）の提案を行なった。現行の自己負担制度の骨格を維持しつつ、

過大な自己負担によって生命・生活・尊厳の維持が脅かされることを防ぐために、社会保障や教育の

自己負担上限を（できるかぎり大きく）引き下げることは、有用かつ現実的な政策手段であると考え

られる。 後に、この改革案のメリットをもう一度整理しておこう。 

第一に、社会保障・教育ニーズが高い世帯に対するメリットである。総合合算制度の導入によって、

社会保障・教育ニーズが高い世帯は、所得水準に関係なく、民間保険や貯蓄に過度に頼ることもなく、

社会保障・教育サービスを低い自己負担額で利用できる。したがって社会保障・教育ニーズの充足に

対して想定以上の出費に悩まされることなく、以前と大きく変わらない可処分所得を維持することが

できる。医療・介護・障害・難病・子育て・教育は、金銭的負担がなくても、当事者や家族の日常生

活において様々なケアや労力を必要とする。そのような状況において、サービス利用の自己負担が軽

減され、可処分所得の減少を抑制できることは、生活の質の維持・向上にとって重要である。 

第二に、必要原則の理念に必ずしも共感しない中高所得層の人々にとっても、本制度にはメリット

がある。現行制度における「所得が上昇するほど（非連続的に）自己負担率や自己負担上限額が上昇

する」という中高所得世帯の社会保障・教育サービス利用に対するペナルティ的側面は、とりわけ高

齢者や子育て世帯の女性など、補助的な収入目的で就労する人々の就労インセンティブを抑制する可

能性がある。所得と自己負担上限額の関連を解消・緩和することは、このような就労インセンティブ

の抑制も解消・緩和することにも繋がる。 

第三に、為政者・財務省・厚労省などの制度設計・運営の責任者にとってもメリットは存在する。

まず、自己負担率の引き下げではなくて自己負担上限額の引き下げであるため、大幅な「モラルハザ

ード」による費用増の懸念は少なく、私的負担から公的負担への費用シフトの試算も比較的容易であ

ると思われる。また、中高所得者の自己負担率・上限額に対するペナルティ的側面の解消・緩和は、

中高所得層の社会保障・教育制度への支持を高める可能性があるとともに、中高所得層への税・保険

料負担の引き上げ余地を高める。 

一方で、本制度を実施する際に難しいのは、関連する世帯情報の統合や上限に達した際の無料化の

方法などの情報技術的な側面に加えて、自己負担から公費負担へとシフトする際の財源をどこに求め

るか、ということである。これについては本稿ではいくつかの論点への言及しかできなかったが、必

要財源額の試算と合わせた具体的な検討が必要である。 
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