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要 旨 

 

日本や韓国は高度経済成長期に西洋の先進国を追撃する経済政策で注目を浴びた。ところが、

両国の福祉政策に存在感は無かった。日本は平均寿命の長さから「長寿大国」と呼ばれてきたが、

その社会支出は低調だった。韓国は急速な経済成長で「漢江の奇跡」を達成したが、その社会支

出は非常に低い水準に留まってきた。国際的に見れば、高度経済成長期の両国は社会福祉に消極

的な国であった。日本や韓国は、社会保障政策(社会保険や公的扶助)と雇用政策(解雇規制、雇

用促進、職業訓練)を同時に推進したというより、雇用政策に頼った戦略をとってきた。日本は、

オイルショックを経て 1980 年代に入ると、貧困層のための公的扶助(生活保護法)さえ緊縮財政

の対象とした。同様に、韓国は、独裁政権下での経済優先基調により、公的扶助(生活保護法。

今の国民基礎生活保障法)の給付額を絶望的な水準に抑制し続けたのである。 

ところが、2000 年代に入ると、両国は公的扶助制度を画期的に前進させた。特に、公的扶助制

度(日本の生活保護制度、韓国の国民基礎生活保障制度)とその周辺にこれまでにない改善が見ら

れた。そこで、「日本と韓国は、なぜ福祉(特に貧困層向けの公的扶助)を拡充しているのか」を

検証した。欧米ではすでに「経済の浮沈に関わらず福祉を維持する北欧」、「経済の浮沈に関わら

ず福祉を拡大しないアメリカ」といった国家の自律的な性格が論じられているが、日本や韓国の

近年の福祉動向については踏み込んだ説明が乏しいからである。本研究では、長らく社会保障政

策の拡充に消極的だった日本と韓国が、2000 年代に入り公的扶助を稼働年齢層に開放した理由や

福祉と雇用を連携させ始めている理由について検証した。 

考察の結果、日本と韓国は 1980 年代までの時期を社会福祉政策の拡充よりは労働政策の強化

を進める戦略で乗り越えてきたが、1990 年代に入ると働く世代の失業問題あるいは低賃金問題に

直面することとなった。世帯の所得を支える集団が危機に陥った。もはや、福祉政策を後回しに

できる状況ではなくなったのであった。失業保険の支給期間では耐え切れない不況に入ったが、

ヨーロッパのような「失業扶助」はなく、それを新たに作る動きへの反対も根強かった。また、

住宅給付などの他の選択肢も無かった。そこで、取り急ぎ、敷居の高い公的扶助制度を利用しや

すくする動きへと向かった。ただし、韓国は日本よりも急激に危機を迎え、他にリスクを吸収し

うる資源が無く、また国のイニシアティブが強いことから、日本よりも急激な制度の変化が起き

た。 

ただし、こうした過程はただの応急処置ではなく、確かな社会福祉制度の前進であった。雇用

政策(雇用促進や職業訓練)や緊急対策(臨時の給付金など)のみならず、雇用保険の対象拡大や公

的扶助の適用拡大といった「福祉の確かな前進」が見られた。両国では、近年の景気の変動に関

わらず、こうした福祉の前進が続いている。日本と韓国の社会福祉制度の発展過程については、

経済成長期については「経済優先·福祉軽視」という説明も妥当だったが、近年の動向について

は高齢化の進展や完全雇用の終焉といった新しい認識に基づいた積極的な福祉政治があらわれ

ていることから、新しい説明が必要となっている。 
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日本と韓国の就労支援についての比較研究：社会保障と雇用の連携の形

を足がかりに 

 

１．はじめに 

 

１－１．研究の背景 

 

日本と韓国は西洋の先進国を追撃する経済政策で注目を浴びた。ところが、両国の福祉政策に

それほどの存在感は薄かった。日本は平均寿命の長さから「長寿大国」と呼ばれたが、社会支出

が低調だった。韓国は急速な経済成長で「漢江の奇跡」を達成したが、社会支出の水準が高まら

なかった。高度経済成長期に経済政策を優先して社会福祉を後回しにしたというのが両国に対す

る国際的な評価である。日本ではオイルショックを経て 1980 年代に入ると、貧困層のための公

的扶助制度(生活保護法)さえ緊縮財政の対象となった。同様に、韓国では軍事政権の経済優先基

調により、公的扶助制度(生活保護法。現在は、国民基礎生活保障法)が絶望的な水準に留まった。 

ところが、2000 年代に入ると、両国の公的扶助制度は画期的な前進を見せた。公的年金や雇用

保険の水準に未だ不安を抱えつつも、公的扶助制度(日本の生活保護制度、韓国の国民基礎生活

保障制度)とその周辺でこれまでにない改善が見られた。こうした変化を説明しうる議論はある

だろうか。 

 

１－２．これまでの議論 

 

欧米では、社会支出の増大や福祉制度の改善を促す要因を探究する議論が続いてきた。まず、

1970 年代に「工業化、経済成長、高齢化に伴い各国の社会支出が増加した」との議論(Wilensky, 

1974)が起こり、1980 年代に「労働組合や左派政権の影響力が強い場合に社会支出や福祉制度の

拡充が進んだ」と一歩踏み込んだ議論(Korpi, 1985) が広まった。その後、1990 年頃から「大規

模な社会支出で不平等を是正する社会民主主義国家(北欧)、社会支出は多いが階級格差の維持を

優先する保守主義国家(ドイツやフランス)、社会支出が少なく不平等を放任する自由主義国家

(アメリカやイギリス)」と、各国の「性格」に言及した議論(Esping-Andersen, 1990)が登場し

た。これらの議論を通して、北欧国家が不況にも関わらず平等な社会を維持してきた理由や、ア

メリカが豊かな国であるにも関わらず福祉に無関心な理由を説明してきたのである。とはいえ、

欧米の議論の関心は、あくまで欧米に向けられていた。日本については「欧米の特徴を寄せ集め

た混合型」(Esping-Andersen, 1997)と歯切れが悪かった。 

欧米のこれらの議論に刺激を受けて、東アジア1の福祉の「性格」を論じる研究もあらわれた。

                             
1 日本をはじめ、1970 年代および 1980 年代に急速な経済成長を見せた韓国、シンガポール、台

湾、香港などを指す。 
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特に、東アジアの福祉を「生産主義型(Productivist)」(Holliday, 2000) と形容する議論が注

目を浴びた。日本、韓国、シンガポール、台湾、香港などの事例に注目し、これらの国が社会保

険制度2を「一般市民の権利」というよりは「経済を支える中心集団3の特権」として提供してき

たこと、失業の問題を失業給付などの現金給付で解決する代わりに解雇規制や雇用創出といった

雇用政策で対処してきたこと、子どもや高齢者のケアを社会サービスよりは家族によるケアでカ

バーしてきたことなど、ヨーロッパとは異なる東アジアの「性格」を論じたのである。これらの

議論は、福祉政策の拡充を後回しにして経済成長に邁進した東アジアの戦略を「生産主義型」と

呼び、東アジアで福祉の拡大が滞った理由を説明してきた。これは、東アジアの経済成長期の福

祉を説明する際によく当てはまった。東アジアの福祉を「生産主義型」と見る議論は根強い。し

かし、この 20 年間の状況については説明が難しい(Holliday, 2005)。1997 年のアジア通貨危機

ごろから東アジアで福祉が拡大しているからである。東アジアの国々はこれまで子どもや高齢者

のケアおよび社会的弱者への所得保障を「経済への負担」として避けてきたが(Holliday & 

Wilding, 2003)、最近はこうした「生産的でないセクター(失業者、高齢者、女性、子どもなど)」

への保護も強化している。 

韓国が 1987 年の大統領直接選挙制導入を機に「民主化」へと大きく舵を切り、日本も 1993 年

に「55 年体制」の終息とともに「ソフトな民主化」を経験するなど、1990 年を前後して東アジ

アの政治自体は大きく変化した(Fleckenstein & Lee, 2017)。さらに、少子高齢化、産業構造の

変化、女性の社会進出など、福祉を取り巻く社会環境の変化が起きた。政治体制と社会環境の変

化により、有権者の福祉欲求が政党の公約を左右するようになり、失業者、高齢者、女性、子ど

も向けの福祉政策が顕著に拡大している。労働組合や左派政権でなくとも、ほとんどの政党が福

祉拡大の公約を掲げている。東アジアにおける最近の福祉の拡大は「労働組合や左派政権による

福祉拡大」という古典的な議論とも異なる様相を見せている(Fleckenstein & Lee, 2017)。日本

と韓国はなぜ今になって公的扶助制度を前進させているのか。経済を優先して福祉を後回しにす

るとされてきた日本と韓国が、なぜ経済不況の中で公的扶助制度を前進させているのか。福祉の

拡大に不利と言われてきた不況期に、なぜ両国では福祉が拡大しているのか。 

これまで、日本や韓国の福祉研究の多くは日本語あるいは韓国語で発表されてきた。そのため

日本と韓国の議論を総合的に把握することは難しかった。その上、韓国で主要な制度が出揃った

のは 1990 年代末であり、これまでは福祉の日韓比較自体が困難であった(武川&李, 2006)。2000

年代以降の研究でも日韓の福祉を比較する研究が少ないのは、その余韻であろう。しかし、2000

年代に入って、すでに 20 年近くが経っている。日韓の福祉制度を比較する時期を迎えたと言え

よう。本研究は、欧米の研究者のみならず日本や韓国の研究者にとっても把握が難しかった部分、

つまり経済政策や雇用政策に重きを置いてきた日本と韓国が経済不況の中で公的扶助制度を前

進させている理由の分析を試みた。 

 

１－3．研究目的および研究方法 

                             
2 公的年金、健康保険、雇用保険など。 
3 軍人、公務員、教員、大企業の正社員など。 
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本研究は「経済を最優先する日本や韓国では福祉の発展が最小限にとどまった」というこれま

での議論に対し、「ならば、最近の日本と韓国は経済不況の下で公的扶助制度を、なぜ、どこま

で、どのように前進させたのか」という質問を立てた。そして、その答えを出すことを研究目的

とした。 

研究では主な考察対象を日本の公的扶助制度(生活保護法)と韓国の公的扶助制度(国民基礎生

活保障法)に絞った。日本の公的扶助制度は 2000 年代に入って「戦後初めての本格的な変化」(濱

口, 2010)を見せており、韓国の公的扶助制度は 1990 年代後半ごろから「近年の韓国の福祉拡大

において最も目覚ましい変化」(Holliday, 2005)と言われており、これらの変化の謎が注目を浴

びているからである。これまで貧困への介入に消極的だった日本や韓国が「経済への負担」とし

てきた公的扶助制度を、なぜ、どこまで、どのように前進させたのかが興味深い。 

研究方法においては、特に、単純な「受給者の増加(あるいは支出の増加)」と「制度の前進」

を区別して考えることに留意した。景気が悪くなれば貧困層の増加により受給者は自然と増える

が、こうした消極的な「膨張」と制度の積極的な「前進」の混同を避けるためである。本研究で

は、政府が制度の受給要件や給付水準などを質的に改善した場合を「制度の前進」とみなした。

これを見分けるため、1990 年代から現在までの日本と韓国の文献を検討し、両国の公的扶助制度

の質的な変化を追跡した。具体的には、制度分析で利用されてきた比較歴史分析(comparative 

historical analysis)という分析方法を用いた。文献資料をもとに日本と韓国の公的扶助制度の

実際の変化とその文脈を慎重に追跡し、両国の公的扶助制度の「前進」を促した要因を抽出し、

その共通点と相違点を探したのである。 

研究の主な特徴は、制度変化の疑問を追究した点である。特に、近年の「歴史的制度主義」の

議論をもとに、日韓両国の公的扶助制度の変化の原因を追究した。公的扶助制度の研究では「歴

史的制度主義」に基づいた比較歴史分析は未だ多くないが、社会支出の削減に積極的なアメリカ

やイギリスですら公的扶助を容易に削減しえなかった理由を説明した研究(Pierson, 1994)、ド

イツがハルツ改革を断行した一方でスウェーデンが公的扶助制度改革に着手しなかった理由を

説明した研究(Angelin, Johansson, & Koch, 2014)、公的扶助を早々に破棄したイタリアと公的

扶助を定着させたポーランドの違いを説明した研究(Jessoula, Kubisa, Madama, & Zielenska, 

2014)などは、これに近いアプローチをとった研究といえよう。 

 

２．研究経過および結果 

 

２－１．各国の公的扶助制度の変化 

 

イギリスが 1948 年に National Assistance Act を制定して以降、各国で「貧困であれば誰も

が申請できる」公的扶助制度の導入が相次いだ。1960 年代にデンマーク、ドイツ、オランダ、ス

ウェーデンが先駆けとなり、1970 年代にベルギー、1980 年代にフランスといったフランス語圏

の国々がこれに続いた。フランスでの立法に刺激を受けてスペインやポルトガルといった南欧の
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国々が制度を導入すると、1990 年代には中央ヨーロッパや東ヨーロッパでも法の制定が進んだ

(Figari, Matsaganis, & Sutherland, 2013)。日本は連合国軍の軍政下で 1950 年に現在の生活

保護法を導入したので、制度の導入時期は比較的早い。4韓国は 1961 年に初めて近代的な公的扶

助制度(生活保護法)を導入したが(パク·クァンジュン, 2013)、韓国が稼働年齢層をも対象とす

る公的扶助制度を導入したのは、1999 年に生活保護法を廃止して国民基礎生活保障法を制定した

時である。5 

  ドイツやフランスのような大陸ヨーロッパの国々は、もともと公的年金や失業給付といった

「保険料を基にした現金給付」が手厚かった。これらの制度で、早い時期から高齢者や失業者の

所得を保護する戦略をとっていたのである。また、日本や韓国のような保険料に基づく雇用保険

だけでなく、税金を使った「失業扶助」6で失業者の生活を守ってきた。これらの国々の公的年金

や失業給付は概ね高い水準である。フランスのように公的年金や失業保険といった保険料に基づ

く現金給付を重用する伝統を守ってきた国では所得調査や資産調査に基づいて貧困層を保護す

る公的扶助を導入するのは比較的遅かったが、フランスは 1988 年に RMI(Le revenu minimum 

d'insertion)を導入して以降、これを 2009 年に RSA(Le revenu de solidarité active)へと刷新

するなど、このところ公的扶助の運用にも関心を見せている(Clegg, 2014)。ドイツも、ハルツ

改革前までは所得比例方式の失業給付に重きを置いた現金給付を行ってきたが、ハルツ改革以降、

所得や資産調査に基づく公的扶助を活用している(Angelin et al., 2014)。 

スウェーデンやデンマークといった北欧の国々は、大陸ヨーロッパの国々と違い、公的扶助を

比較的早い時期に整備した。ただし、これらの国々も、公的年金、失業給付、傷病保険を主軸と

した手厚い現金給付を提供してきた。スウェーデン、デンマーク、フィンランドは、1990 年代初

頭まで他のヨーロッパの国々の 2倍近い防貧効果を誇ってきた。1990 年代前半の経済不況で深刻

な打撃を受けたスウェーデンとフィンランドは失業保険や傷病保険の受給資格を引き締める動

きを見せたが、これらの国でさえ 1990 年代半ばから最近までの防貧効果は大陸ヨーロッパに引

けを取らない水準を保っている(Kvist, 2012)。貧困層を税金で保護するセーフティーネット(公

的扶助)とともに、手厚い保険給付(公的年金、失業保険、傷病保険)で所得を保護するシステム

を持っているのである。 

手厚い所得保障制度およびそれらの制度を推進した政治の力強さから、大陸ヨーロッパや北ヨ

ーロッパは福祉の見本となってきた。一方で、アメリカやイギリスの社会保険は存在感が薄かっ

た。政治も貧困層の保護に消極的である。ドイツやフランス、デンマークやスウェーデンといっ

た国々とは違い、アメリカやイギリスは貧困や不平等への介入に消極的であった。極貧層のため

のささやかな公的扶助を整備した程度である。アメリカやイギリスは「福祉依存」の談論に乗じ

                             
4 第二次世界大戦の終戦直後、日本と韓国は連合国軍の介入を受けた。この時期、連合国軍は日

本では積極的に福祉制度を整備したが、韓国では応急措置を講ずるにとどまった(イ·へウォン, 

イ·ヨンファン, チョン·ウォノ, 1998)。 
5 韓国にも 1999 年まで生活保護法という名の法律があった。ただし、日本の生活保護法と韓国の

生活保護法には様々な違いがあった。例えば、韓国の生活保護法は「65 歳以上」、「18 歳未満」、

「妊婦」、「障害者」、「傷病者」のみを対象とするという規定があった。日本の生活保護法には、

法律上、そうした規定が無い。 
6 こうした「失業扶助」は支給期間に制限が無いものも多い(柳澤 & 井田, 2004)。 
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て極貧層のための公的扶助すら縮小しようとしたことで注目を浴びた国である(Pierson, 1994)。

ふつう、公的扶助は「貧困な限り」無期限に現金給付を受けられるが、アメリカは現金給付を受

けられる期間に制限を設けたのである。アメリカが AFDC(Aid to Families with Dependent 

Children)を TANF(Temporary Assistance for Needy Families)へと改編する際に、連邦政府の財

源で現金給付を行う期間を制限したことは「福祉の後退」として大きな注目を浴びた。 

大掴みに捉えると、ドイツやフランスといった大陸ヨーロッパの国々は社会保険による比較的

手厚い現金給付で対応していたところに公的扶助を追加し、スウェーデンやデンマークといった

北欧の国々は社会保険および公的扶助を併用する強力な現金給付のうち社会保険(特に、雇用保

険や傷病保険)を引き締めており、アメリカではささやかな公的扶助をさらに削ってきたのであ

る。こうした各国の変化に照らし合わせると、日本と韓国の場合は社会保険中心のシステムの中

で公的扶助を拡大している点でドイツやフランスに近い。ただし、ドイツやフランスと比べると、

社会保険が手厚いとは言えない。例えば、失業保険7の支給期間が短い(柳澤 & 井田, 2004)。ま

た、支給期間を超えた場合にセーフティネットとなる、税を財源とした「失業扶助」が無い。8 

 

２－２．日本と韓国の前進 

 

日本と韓国では、少子高齢化により年金に対する見通しが悲観的である。モラルハザードへの

憂慮から雇用保険の拡大にも反対が根強い。不正受給事件により公的扶助制度への風当たりも強

い。しかし、2000 年ごろからの公的扶助制度の前進は目覚ましい。日本は 2000 年代から生活保

護を積極的に運用してきた。生活保護の生業扶助を拡大適用して、生活保護受給世帯の世帯員を

対象とした高校の学費補助を認めた。65 歳以上でないと受給しにくかったことを認め、ワーキン

グプアなど若い層への適用を確認した。行き場の無い人の最後の「安息所」として消極的に運用

していた生活保護を就労を通じた自立のための「トランポリン」として積極的に利用することと

した。これは 2014 年に生活困窮者自立支援法として派生した。韓国は 1990 年代に生活保護制度

を改善する努力を重ねながら、アジア通貨危機直後の 1999 年に生活保護法を廃止して国民基礎

生活保障法を制定する急進的かつ根本的な改革へ踏み切った。2014 年には国民基礎生活保障法の

改正を通じて公的扶助の「単給化」も達成した。 

 

２－２－１．日本の軌跡 

 

  日本は 1950 年の生活保護法制定以降、社会福祉事業法(1951 年)で設置した福祉事務所を拠点

に生活保護法を運営してきた。朝日訴訟(1957 年)の問題提起を受けいれ、1961 年から生計扶助

                             
7 日本や韓国では雇用保険と呼ばれている。 
8 スウェーデン、デンマーク、ドイツ、フィンランド、ベルギーといった国と違い、失業保険加

入期間の短い若年失業者のための給付もなかった(柳澤 & 井田, 2004)。日本では、2011 年に「職

業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」が公布され、一定の支給要件(本

人収入、世帯収入及び資産要件等)を満たす場合に給付金を受けられるようになった。 
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の測定方式を「マーケットバスケット方式」9から「エンゲル方式」10へと改善した。以後、1965

年から 1983 年までは「格差縮小方式」11、1984 年からは「消費水準均衡方式」へと変えるなど、

最低生活費の改善を重ねてきた(厚生労働省, 2013)。ただし、生活保護の適用に積極的であった

とはいいがたい。1960 年代から「適正化」の名の下に断続的に生活保護の受給を取締ってきたの

である(大友, 2006)。1980 年代には、年金保険料の引上げや健康保険給付の引下げといった社会

保障の後退が進み、生活保護においても、扶養義務の強化、資産調査の強化、国庫負担の削減な

ど、国が貧困問題の責任を回避する改革を断行した(杉村, 1991)。 

  その後、日本は 1990 年代のバブル崩壊とアジア通貨危機、2008 年の金融危機まで断続的に経

済不況を経験した。失業率は 1990 年代の初めまでは低かったが、1990 年代の後半から高まり続

け、2002 年には 5.4%という生活保護制定以後最も高い水準となった。特に、失業期間が 2 年を

超える長期失業者が 2000 年代の中頃から増加した(篠崎, 2014)。韓国の急激な経済危機とは異

なり、雇用保険の給付を受けられる期間内に再就職できない長期失業者が社会問題となった(五

石, 2011)。これに加え、社会的入院(他に行き場が無く病院に入院しているケース)、 家庭内暴

力、虐待、多重負債、ホームレスといった多様な問題が注目を浴びた。 

そして、2000 年ごろからは、1980 年代までと違い、不況の中でも生活保護制度の目覚ましい

前進が続いたのである。日本は 1990 年代まで生活保護を「利用者が少なければ少ないほど望ま

しい制度」として消極的に運用してきたが、2000 年代の中頃からは「利用しやすい生活保護」を

スローガンに生活保護に就労支援および日常生活支援を加えつつ積極的に活用し始めた(布川, 

2010)。厚生省(2001 年より厚生労働省)で生活保護に就労支援と日常生活支援を追加する議論が

あらわれ、2005 年に「生活保護受給者等就労支援事業」が始まった(牧園, 2013)。これは自治体

が任意で実施する事業であったが、「日本の公的扶助史上はじめて」国(厚生労働省の公共職業安

定所)と自治体(福祉事務所)がともに実施する雇用連携型の福祉となった(濱口, 2010)。さらに、

2005 年からは生活保護法の生業扶助で高等学校の教育費を支給するようになり、2007 年からは

ひとり親世帯の就労支援を推進するようになったのである。これらの動きの中で、2009 年に母子

加算12を廃止したが、母子加算も 2009 年 6 月に復活した(濱口, 2010)。生活保護法の路上生活者

への適用も注目を浴びた(グ・インフェ, キム・ソヨン, & 湯山篤, 2012; ジョン・ホンギュ, 2004)。

2008 年の金融危機や 2011 年の東日本大震災など、生活保護受給者の急増を招く事態もあり、政

府は 2000 年代の議論をもとに、貧困(生活保護)の一歩手前にある人々を対象とした生活困窮者

自立支援法を制定した(2013 年 12 月制定。2015 年 4 月施行)。 

 

２－２－２．韓国の軌跡 

                             
9 生活に必要なものの価格を合計して給付額を算出する方式。 
10 生活に必要なものは時代によって増えるので、マーケットバスケット方式だとどうしても「生

活に必要な費用」を把握しきれない。エンゲル方式は必要な食費を算出した後に、その他を一般

の世帯の消費水準から割り出す方式。 
11、一般世帯の生活水準の上昇率に合わせて保護世帯への給付を増やす方式。一般世帯の生活水

準が上昇を続ける中、生活保護世帯の生活水準は低いままだったので採用された方式。 
12 ひとり親世帯が生活保護を受ける場合の追加給付。 
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  韓国は 1961 年に生活保護法を制定したが、しばらく制度に目立った動きはなかった。1980 年

代に入ると、1982 年に生活保護法の全面改正で教育保護(教育費の補助)、自活保護(自立支援)、

融資制度を追加した。1984 年には生活保護法の職権保護主義(行政が一方的に対象者を選定する

方式)を申請主義(申請者を募って保護する方式)へと刷新した。行政が目についた貧困層を保護

する方式から、貧困層が申請できる方式へと前進した。申請主義は職権保護主義よりも審査に手

間がかかるので、1987 年に生活保護制度を担当する機関や職員を増員する前進を見せた。ただし、

1960 年代初めまでは国民の 4 割、経済成長を経た 1980 年代後半においても低賃金労働者、非公

式部門の労働者、農民などを考慮すると国民の 2割は貧困層(生活保護基準を下回る貧困層)であ

ったと見られる(アン・ビョングン, 1990)。さらに、韓国の生活保護法は、妊婦、傷病、障害と

いった特別な場合を除き、18 歳未満あるいは 65 歳以上でないと受給できず、給付額も低かった。

科学的に算出した最低生活費に基づいて給付額を決定していたわけではなく、あらかじめ決めら

れた予算を振り分けるかたちで給付額を決めていたからである。自宅で生活保護を受ける場合の

給付額を見ると、1995 年度でも最低生活費の 4割ほどの金額であった(イ・ヨンナム, 1996)。1990

年代の半ばまでは、給付において世帯規模も考慮していなかった。 

しかし、1990 年代に入ると、生活保護を世帯規模を考慮した給付へと修正し(1996 年)、その

給付水準も段階的に引き上げた(キム・ミゴン, 1997)。1997 年には教育保護の対象を「人文系の

高等学校に通う受給世帯の子ども全員」へと拡大し、1997 年にアジア通貨危機が発生した際には

生活保護を改正(1997 年 8 月 22 日)し、扶養義務の緩和、受給者の拡張、自活共同体(自立支援機

関)の新設など、制度の枠組みを全体的に押し拡げた。そして、アジア通貨危機を契機に国家に

対する社会の期待が一気に高まったため、これまでの生活保護法を廃止して国民基礎生活保障法

を制定(1999年 9月 7日)する大きな前進が見られた。国民基礎生活保障法は年齢を問わないため、

乳幼児を育てるシングルマザー、障害や疾病を抱えた家族を扶養する者など稼働年齢層を保護で

きるようになった。のみならず、予算の範囲で提供されていた給付も大幅に改善した。科学的基

準に基づいた最低生活費の測定方式を導入したのである。さらに、住居給付と緊急生計給付を新

設し、住居の安定と緊急保護に対処した。問題となってきた所得基準と財産基準の二重基準を無

くし、統合基準を作った。13軽い仕事を与える程度だった自活事業を、受給脱却を目的とした現

実的な就労支援プログラムへと刷新した。自治体の財政問題を克服するため、自治体の財政健全

度を考慮して自治体と国の分担比率を決定する規定を盛り込むとともに、受給世帯の選定および

管理の質をあげるため、担当公務員を拡充した。韓国は制度の受給条件と給付水準、最低生活費

の測定方式、自活事業(自立支援事業)、制度の予算、そして運営体制に至るまで、包括的かつ根

本的な改革を進めたと言える(キム・ミゴン, 1999)。 

  2000 年代に入っても、社会福祉専門公務員の拡充、ホームレスや刑務所からの出所者をはじめ

とする生活困窮者の積極的保護、勤労所得控除率の引き上げなど制度の改善を進めた。2014 年の

                             
13 韓国の生活保護法は、所得基準と財産基準の二つの基準を満たすことを求めていた。そのため、

不合理なケースがあった。例えば、所得基準が月 23 万ウォン以下、財産基準が 2900 万ウォン以

下だとすると、所得が 23 万ウォンで財産が 2900 万ウォンのケースは受給できるが、所得が全く

無くて財産が 2900 万ウォンをどうにか上回るケースは受給できなかった(キム・ミゴン, 1998)。 
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12 月には、制度の死角を解消するため、そして生活ニーズ別に柔軟に給付を申請できるようにす

るため、国民基礎生活保障制度を改正した14。つまり、世帯所得が最低生活費を下回った場合に

一揃いの給付(生計給付、医療給付、住居給付、教育給付など各種給付のセット)を申請する「一

か八か」の敷居の高い制度を、生計給付、医療給付、住居給付、教育給付を必要に応じて申請す

る制度へと改編したのである(ノ・デミョン, 2015)。15特に、住居給付や教育給付は以前よりも

受けやすくなった。 

 

２－３．日本と韓国の共通点 

 

  日韓の公的扶助制度の前進における共通点は何か。日本と韓国には三つの大きな共通点があっ

た。一つ目に、稼働能力層の貧困が話題となったことで、公的扶助が前進した点である。日本は

1990 年代からの「失われた 20 年」、韓国は通貨危機以降に「ワーキングプア」の不安が社会を席

巻する中で、公的扶助制度に期待が託された。日本は、生活保護を稼働能力層に適用する姿勢を

鮮明にしただけでなく、貧困世帯の子どもの高校教育費補助を生活保護の中で実現するなどの前

進を見せた。韓国は、アジア通貨危機以後、公共勤労事業、貸付事業、教育訓練事業、失業扶助

といった他の制度の新設ではなく、公的扶助制度を押し拡げる努力を見せた(アン・ビョンヨン, 

2000)。 

二つ目に、両国とも給付を「一揃いのセット」で提供する公的扶助を持っていた。失業給付、

住宅給付、教育給付などのきめ細かな選択肢を揃えた国々が多く見られる中、日本や韓国は困っ

た人々を中間で掬い上げるのでなく、人々が極端に困窮してようやく公的扶助(日本の生活保護

法、韓国の国民基礎生活保障法)で保護する方法をとってきた。ヨーロッパでは稼働能力層の貧

困対策の主役は失業扶助16となろうが、日本と韓国には別の選択肢が無く、経済危機以降の失業

や貧困の広がりの中で社会の話題が生活保護に集中した。17いわゆる「すべり台社会」(湯浅, 2008)

の世界観であろう。また、アメリカとイギリスは、稼働能力がある貧困層と稼働能力が無い貧困

層に別々の制度を用意しているが、日本と韓国は稼働能力の有無に関わらず、貧困層を一元的に

公的扶助が担当している(イ・サンウン, 2004, 2006)。日本と韓国は、公的扶助に先立つ失業扶

助が無く、公的扶助とは別の住宅給付も無いため、公的扶助にオールマイティな役割を求めたの

である。緊急時に公的扶助がイメージされる国であるがゆえに、経済不況の長期化が明らかにな

ったとき、日本と韓国は公的扶助を拡げる議論が起きた。 

  三つ目に、日本と韓国は、西欧のような税金を使った失業者向け現金給付、いわゆる「失業扶

助」を作れなかった。日本では、保険料に基づく失業給付だけでなく、税金を財源とする「失業

扶助」を導入しようという話があった。しかし、「自己負担の原則が乱れる」という反対意見が

                             
14 施行は 2015 年 7 月。 
15 日本の研究者も以前から日本の生活保護法に対して同様の改正を提案してきた。いわゆる「単

給化」のアイデアである。実現は韓国のほうが早かった。 
16 保険給付の受給期間を超過した場合などに税金で提供される現金給付。 
17 日本や韓国でも雇用保険の適用範囲を拡大したが、「貧困対策」として期待を受けたわけでは

ない。 
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大きかった上、「保険料を財源とする雇用保険こそ権利性がはっきりした制度」という意見が圧

倒的だったため、ヨーロッパの福祉先進国のような税金を財源とした低所得失業者向け給付を導

入することができなかった(樋口, 2000)。18韓国は、1980 年代後半から労働力の需要と供給の不

均衡や大規模解雇(リストラ)対策として雇用保険を導入する話があったが、「労働意欲の低下」

や「失業の長期化」への過度な憂慮から雇用保険の導入すら儘ならなかった。1995 年に労動者·

雇用主·政府の代表者による「労使政合意」が生まれるまで保険料に基づく雇用保険すら導入で

きなかった(勞動部, 1996)。19   

 

２－４．日本と韓国の相違点 

 

  日本と韓国にはこうした共通点の一方で相違点もあった。特に、日本は漸進的な前進であった

が、韓国はかなり急進的な前進であった。日本は生活保護の稼働年齢層への適用を確認し、教育

費補助の範囲も拡充したとはいえ、漸進的な改善であった。母子加算を廃止した後に再び復活さ

せるといった一進一退の中での前進であった。一方、韓国は生活保護法を廃止して国民基礎生活

保障法を制定しただけでなく、国と自治体の分担比率にまで手を加える根本的な改善を行った。

日本と韓国で公的扶助の前進具合に違いが生まれた理由は何か。 

  一つ目に、日本は 1990 年代前半から 2000 年代後半にかけて、バブル崩壊、アジア通貨危機、

金融危機を通じて断続的かつ緩やかに危機感を高めていったが、韓国は 1997 年のアジア通貨危

機により急激に危機感を高めた点に違いがある。日本は 2000 年代に海外から「ワーキングプア」

の概念を輸入するまで、貧困問題を積極的に扱わなかった(岩田, 2007)。橘木(1998)や大竹・斎

藤(1999)など不平等をめぐる論争が熱を帯びはじめても、当初は貧困層の増加を「高齢者の増加

によるもの」(大竹, 2006)と納得する雰囲気であった(布川, 2007)。2000 年代に入ってホームレ

スやニートといった比較的若い層の貧困問題も論じられるようになり、公的扶助と就労支援を連

携させる試みに火が点いた(武川, 2012)。一方で、韓国は通貨危機による急激な失業問題を克服

するタイミングで「セーフティネット」の概念を輸入したため、国民基礎生活保障法に国民を保

護するセーフティーネットの役割、つまり包括的で即刻的な役割が期待された(パク・ヌンフ, 

2000)。 

  二つ目に、国際的に見ると日韓とも稼働能力層向けの所得保障は低調であるが、日本は韓国よ

りも貧困を緩和しうる資源が多いということである。公的扶助は身の寄せ場の無い場合に「最後

のセーフティネット」となる制度であるが、韓国は日本よりも身の寄せ場の無い状況のようであ

る。それゆえ、差し迫った状況で公的扶助を前進させているように思われる。まず、日本は低年

金の問題があるとはいえ、韓国よりも年金制度の成熟度は高い。一方で、韓国は日本を含む OECD

加盟国の中でも、高齢者の貧困率がとびぬけて高い。稼働能力層が不況で失業あるいは低賃金に

晒されると、高齢者あるいは子どもとともに一挙に貧困世帯となる可能性が高い。さらに、日本

                             
18 日本は 2011 年に「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」、いわゆる

求職者支援法を作った。 
19 稼働能力のある者の貧困を防ぐためには最低賃金も重要である(Immervoll, 2009)。だが、日本

と韓国では最低賃金の引き上げが捗らない。 
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の公的扶助は狭小だが、韓国よりは、周辺の社会保険制度と障害者向け給付が貧困に陥りやすい

層を保護していると見られる(ノ・デミョン et al., 2014)。 

  三つ目に、韓国は日本よりも国に権力が集中している。国の方針次第で、制度の画期的な前進

が起きうる。象徴的なのは、韓国の国民基礎生活保障法制定の背景に、金大中大統領の強力な後

押しがあったことである(アン・ビョンヨン, 2000)。一方で、日本は自治体の主張も公的扶助制

度の動向に影響を与えてきた。2005 年に生活保護における国の負担率(4 分の 3)を 2 分の 1 に引

き下げようした厚生労働省は、自治体の強力な反対の前に負担率引下げを実現できなかった。日

本では、生活保護を活用したホームレス支援などを民間団体や自治体レベルのロビー活動で推進

するなど自治体レベルの要因も目立つ(キム・ソヨン, 湯山篤, ノ・ボムネ, & イ・ウォンジン, 

2013)。国と自治体の税収比率を見ても、日本で国に入る税金は 35%ほどだが、韓国では約 60%で

ある。公的扶助の支出も、日本の自治体は支出の 4分の 1ほどを負担するが、韓国の自治体は概

ね 5 分の 1 ほどである(イ・ヒョンジュ, 2006)。日本は 1999 年の「地方分権一括法」制定の流

れにのり、 生活保護を「機関委任事務」から「法定受託義務」へと転換し、生活保護における

自治体の自律性を高める動きも見せてきた。生活保護制度は、健康保険、介護保険、社会サービ

スよりも国の介入を受ける制度ではあるが、国は「生活保護受給者等就労支援事業(2005 年)」や

「生活困窮者自立支援法」の相当部分を自治体の任意事業とするなど、自治体の裁量に任せる制

度運営を見せている。 

 

３．まとめ 

 

日本と韓国は 1980 年代までの時期を社会福祉政策の拡充よりは労働政策の強化を進める戦略

で乗り越えてきたが、1990 年代に入ると働く世代の失業問題あるいは低賃金問題に直面すること

となった。世帯の所得を支える集団が危機に陥った。もはや、福祉政策を後回しにできる状況で

はなくなったのであった。失業保険の支給期間では耐え切れない不況に入ったが、ヨーロッパの

ような「失業扶助」はなく、それを新たに作る動きへの反対も根強かった。また、住宅給付など

の他の選択肢も無かった。そこで、取り急ぎ、敷居の高い公的扶助制度を利用しやすくする動き

へと向かった。ただし、韓国は日本よりも急激に危機を迎え、他にリスクを吸収しうる資源が無

く、また国のイニシアティブが強いことから、日本よりも急激な制度の変化が起きた。 
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