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Ⅰ．はじめに

エスピン－アンデルセンの福祉レジーム論を中心
とする従来の福祉国家研究は，主に欧米諸国をモデ
ルとして展開されてきたが，近年ではアジア諸国を
研究対象に加える研究が見られるようになり，福祉
レジーム論はより包括的な理論へと発展しつつあ
る。その中でも注目に値するのが韓国である。経済
システムという点から見るとき，欧米諸国では生産
レジームが長い期間において安定していた。これと
は対照的に，第二次大戦後短期間で経済成長を成し
遂げて急速な工業化を行い，さらに情報化社会への
転換を見せつつある韓国は，経済危機による生産レ
ジームの大きな変化を経験している。このように経
済システムとの関係で欧米とは異なる環境に置かれ
ている韓国の福祉国家は，福祉レジームと経済シス
テムとの関連を解明し，福祉レジーム論をより精緻
にするのに役立つとともに，ダイナミックな経済発
展の中で福祉国家をとらえるという意味で，韓国福
祉国家の長期的な変化を明らかにすることにも資す
るだろう。山田鋭夫（2008）の整理によれば，生産
レジームとは賃労働，貨幣，競争，国家，国際体制
などの制度形態と，制度形態による安定したマクロ
経済的連関，そしてそのマクロ的連関を維持する調
整を合わせたものである。それは資本主義経済にお
いて企業にある成長戦略を選択させる，制度の組合
せと市場内のアクター間の関係であると言い換えら
れよう。他方福祉レジームは，国家の政策や制度の
みだけではなく，福祉分野における市場や家族の役
割を含めた形で福祉の分析を行うために，エスピン
－アンデルセンが提唱したものである。生産レジー
ムと福祉レジーム間の関係を扱った先行研究は， 相
互関係の詳細な分析には至っていないものの，両者
のそれぞれの類型に一定の親和性があり，特定類型
間にクラスターを形成するとされてきた。本稿が示
すように，比較的短期間に生産レジームの転換を経
験した韓国の事例は，生産レジームと福祉レジーム
の関係を明確に示しており，その分析によって，生
産レジームを含む社会の変化が福祉国家の変化に繋
がることを明らかにすることができる。

韓国の福祉国家はアジア通貨危機の際に大きな転
機を迎えたとされてきた。この時期に福祉改革が行
われ，以後制度が拡大・充実化されると期待されて
いた。だが現在の韓国の福祉国家の実態は，その予
想とは離れている。例えば2018年の韓国の福祉支出

はGDP対比11.1％とOECDの中で最下位の部類に属
している。韓国の経済が短期間で成長できたように，
福祉国家も欧米諸国を見本として後発性の利益を享
受できたはずだった。福祉国家の黄金時代に欧米諸
国が行ったように，社会政策への投資を経済成長へ
結びつけることも可能であった。その上，社会政策
への過度な支出を避け，自国に必要な制度を段階的
に導入することもできたのである。だが上で述べた
ように，実際にはそうなっていない。韓国の福祉国
家は従来の福祉国家とは異なり拡大の速度が遅く，
従来型とは異なる特徴を持っているが，まだ定説は
確立されていない。

このように短期間で変化してきた韓国の福祉国家
には，まだ解明すべき課題が残っている。先進工業
国とは異なる経済構造転換の急激さを考えると，韓
国の福祉国家をより正確に捉えるためには，生産レ
ジームとの関係と，生産レジームの変化の影響を考
慮する必要がある。また韓国の歴史的発展の局面を
時系列に沿って分析していくことは，福祉レジーム
自体の変化を立証するとともに，既存の類型論と近
年新しく主張されている類型を比較する際の視点を
提供するだろう。また社会科学における新制度主義
は，資本主義を構成する制度の形成と変化を理論的・
方法論的に明快には説明していないが，この分析は
それに対する一つの実証的な答えを示唆することも
できるだろう。

本稿は続く二章で韓国福祉国家に関する先行学説
を整理したうえで，三章では生産レジーム論に関す
る諸学説および制度変化に関する諸学説を総合す
る。それらの理論的準備に基づき第四章では，軍事
独裁期から李明博期にいたる韓国福祉国家の展開
を，制度変化をもたらす諸要因に注目しつつ，生産
レジームの転換との関係で解明する。

Ⅱ．福祉レジーム論と韓国福祉国家の独自性

1 ．韓国の福祉国家に関する先行研究
まず，韓国の福祉国家がどのように捉えられて来

たかをまとめておきたい。韓国福祉国家研究の一つ
の流れはエスピン－アンデルセンの議論に基づく研
究であり，初期段階ではそれが主流であった。エス
ピン－アンデルセン（1990）は欧米諸国を対象とし
て福祉レジームを分類している。その際に用いた基
準は，労働者が市場から離れて生活できるかどうか
を表す脱商品化と，福祉制度による階層化であった。
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またレジームの制度化の際の歴史的遺制（諸階級が
歴史的に置かれていた状況やすでに存在する制度な
ど）も，レジーム形成の要因の一つとした。エスピ
ン－アンデルセンはこの基準を用いて，福祉レジー
ムを自由主義・保守主義・社会民主主義レジームの
三つに分類した。その後福祉における女性の役割が
軽視されているという批判から，1999年に脱家族化
の概念を導入したがレジームの類型は既存のものか
ら変化していない。チョ・ヨンフン（2001），ソン・
ホチョル（2005）などはこの分類に基づいて，韓国
の福祉国家を自由主義福祉レジームと分類し，キム
･ヨンミョン（2002）は韓国の福祉国家を，改革直
後の時点では混合型のレジームであり，その成熟に
つれ保守的福祉レジームに収斂すると考えた。チョ
とソンの分析は福祉国家の量的側面に注目したもの
であり，キムの分析は制度の質的側面に注目してお
り，両者はともに従来のレジーム論の韓国への適用
といえる。たしかに将来的に福祉の成熟とともに，
どちらかのレジームに収斂する可能性がないわけで
はないが，福祉改革から約20年が過ぎた現時点でも
その兆候は見られず，韓国福祉国家は依然従来とは
異なる特徴を維持している。

そのためエスピン－アンデルセンの類型論とは異
なった視点から韓国の福祉国家の特徴を捉えようと
する試みもあり，現在では韓国福祉国家を新しい福
祉国家の類型として論じることが多くなっている。
本節では以下の三つの理論を取りあげて検討する。
第一に，そのうちで最も代表的なものは，生産主義・
開発主義福祉国家論（Holiday 2000，ジョン 2007； 
2009）である。生産主義福祉国家では社会政策は経
済政策に従属していて，社会権もまた生産活動に関
連する範囲で最小限に認められるとされる。開発主
義福祉国家論も生産主義福祉国家論に近い立場を
とっている。それによると，開発主義の体制は資本
を優遇し，労働に対して抑圧的である。それには経
済成長のための犠牲はやむを得ないとする傾向があ
り，非民主主義的な政治体制と結びついている。こ
れらの両者はともに開発独裁期の韓国の福祉国家を
中心として理論化され，この時期の韓国福祉国家の
特徴をよくとらえているが，福祉改革や民主化後の
韓国福祉国家までは射程に入っていない。

第二に，後発福祉国家論（金 2008）は，福祉国
家を考える上で時間軸を重視する。韓国は開発独裁
期には福祉の導入が遅れ，他の諸国とは異なるタイ
ミング，すなわち脱工業化が進行するさなかに福祉

改革が行われた。後発福祉国家論はこの点に韓国福
祉国家の特徴を見出すことで，歴史的な展開を組み
入れている。またこの立場は，福祉改革期の韓国で
は福祉の本格的な導入と同時にグローバル化の影響
もあったため，それへの対応として生産的福祉など
の概念が登場したととらえ，経済の変化や福祉国家
の国際的な動向との関係を明らかにしている。しか
し韓国福祉国家の特性を後発性と形成のタイミング
の問題だけに見るこの学説には，以下の二点の反論
が寄せられるだろう。まず後発の韓国福祉国家は「後
発の利点」からより効率的に福祉国家を形成したは
ずである。また福祉国家を形成したタイミングが類
似している国家や置かれていた環境が類似していた
東アジア諸国と南欧諸国は，韓国と同じ福祉国家類
型にあてはまることになるはずである。だが実際は
そうなっていない。

第三に，家族主義レジーム論（新川 2011）は，
エスピン－アンデルセンが福祉レジームを分類する
基準として脱商品化と脱家族化を提示しつつ，脱商
品化・脱家族化両方の水準がともに低いレジームの
存在には触れてないことに注目する。この学説は家
族主義レジームを過渡期的な形態でありつつ，東ア
ジアにおいて長い期間持続しているとした。家族主
義レジーム論は，見逃されてきた伝統的な東アジア
社会の特徴と福祉レジームとの関係に光を当ててい
る。しかし家族主義レジームの形成の要因には十分
な説明を与えていない。エスピン－アンデルセンの
3 類型が権力資源動員論と階級間の連合の理論を用
いて類型の形成を説明しているように，家族主義レ
ジーム論もその成立の要因を示す必要があると思わ
れる。

以上のモデル化に加えて以下の諸研究は，韓国福
祉国家の変化の過程を政治学的に解明している。
Kwon（2005）は東アジアにおける福祉国家の再編
過程を分析した。彼は韓国と台湾の成功した急速な
経済成長では，産業化を戦略的に主導した開発国家
の役割が大きかったとしながらも，経済政策だけで
はなく社会政策もまた経済発展の全体戦略の中で役
割を果たしていたとした。Kwonは変化の理由を，
危機によって従来の社会政策が持つ弱さが明らかに
なったためであるとし，変化の際に包括な福祉改革
を求めている集団が組織化されていることも重要で
あるとした。 

大西裕（2005）は韓国で政策決定がどのように行
われるかを分析し，権威主義時代には経済パフォー
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マンスの低下に従って政策転換が行われたが，民主
化以降には経済危機的な状況下でも政策転換が行わ
れなかったことに注目した。彼はその説明として，
強力な大統領制を前提に大統領が経済パフォーマン
スに反応する経済合理モデルと，経済合理モデルの
前提である大統領による議会の支配が可能であるか
が大統領の政策選択を拘束する政治合理モデルを提
示し，韓国で見られた対応の違いは政治合理モデル
によって説明できるとした。

韓国と台湾の医療保険政策を比較した李蓮花
（2011）は，韓国と台湾の政策の共通性を工業化と
民主化の後発性によるとしつつ，両国の違いは，台
湾と違って韓国の工業化が大企業中心で政治体制も
排除的な開発独裁の形を取っていたからであるとす
る。また政治的な民主化だけでなく，アクター（官
僚や政治家，市民団体など）の主体的なかかわりが
社会政策での相違を形成するとした。これらの政策
形成過程の研究は，韓国の政治体制の在り方から福
祉国家の変化を説明している。

2 ．従来の研究の意義と限界
以上の韓国福祉国家に関する研究は以下の点を明

らかにしてきた。まずそれらは，エスピン－アンデ
ルセンを中心とした欧米諸国を対象とした研究が持
つ限界を明らかにした。エスピン－アンデルセンは
日本型モデルに否定的であり，最終的な結論を留保
している（エスピン－アンデルセン 2001）。だが韓
国の福祉国家の特徴に関する研究，新しい類型化に
向けての研究は，エスピン－アンデルセンの 3 類型
に属さない新しい類型が存在することを示してい
る。また欧米の福祉レジームに関する従来の研究は，
グローバル化，新自由主義化の圧力の中でそれらが
どのように維持されたかを論じているが， 韓国福祉
国家形成における多様な要因や個別の制度・政策の
変化に関する研究は，韓国で福祉国家が実際に変化
している点を実証してきた。

これらに加えて韓国現代史の特徴に，生産レジー
ムが漸進的に変化してきた戦後欧米諸国とは対照的
に，比較的短期間にその大きな経済構造転換が見ら
れたことが挙げられる。政治経済学の分野では，す
でに福祉レジーム論と生産レジーム論の関係につい
て多くの研究が行われてきた。韓国福祉国家研究の
中でもとくに開発主義福祉国家論は，経済政策に従
属する形で社会政策を考える点で生産レジームの影
響を考慮しており，後発福祉国家論もグローバル化

の影響などで，生産レジームの側面を分析に加えて
いる。だが韓国内で起こった生産レジームの変化や
危機が福祉にどのような影響を与えたかについての
研究は，ほとんど行われていない 1 ）。

Ⅲ ．生産レジーム論と制度変化に関する諸
学説
本章では生産レジーム論と福祉レジーム論の関係

にかかわる先行研究を整理する。生産レジームを中
心に資本主義を分類した「資本主義の多様性論（VoC
論）」（Hall & Soskice 2001；Amable 2003など）に
よる分類法は，エスピン－アンデルセンの類型論の
分類と類似している。HallとSoskiceは企業の立場
を中心に労使間の問題，資金調達の問題，企業間の
問題，内部の従業員との関係の調整とその結果とし
ての制度・政策を基に，資本主義を自由主義市場経
済（LME），調整された市場経済（CME）の二つ
に分類した。彼らは続く研究によって，CMEを大
陸ヨーロッパ型と北欧型に分類し，最終的に三つの
資本主義の類型となった。Amableはより多くの制
度分野を視野に入れて分析すべきとして，イノベー
ション関連の科学－技術－技能と，それをとりまく
労働－金融－教育を中心に分析を行い，また諸制度
の間の補完性の影響も念頭に入れるべきとした。彼
はその結果，資本主義を自由主義，大陸ヨーロッパ，
社民主義，南欧，東アジアの 5 類型に分類した。こ
のような分類は福祉レジームの従来の 3 分類と，そ
の分類に加えて提示された新類型である南欧型・東
アジア型と類似している。Amableの研究で注目す
べき点は，彼がクラスター分析を行うにあたって福
祉制度を分析に取り入れていることである。

これらの分類を踏まえた政治経済学での研究で
は，生産レジームと福祉レジームの間に選択的な親
和性が存在し，欧米諸国においては類型間のクラス
ターが存在するとされてきた。Ebbinghaus（2006）
は福祉レジーム・生産システム・労使関係を挙げ，
保護・生産・連帯の三次元についてこれら制度間の
親和性を分析し，福祉レジーム・生産システム・労
使関係はシステム的にグループを構成するとした。
Schröder（2013）はVoC論と福祉レジーム論の間に
対応関係があることを指摘した。彼はVoC論の資本
主義の概念中に再分配が含まれることから，VoC論
の分析にはすでに福祉国家が組み込まれていると
し，LMEと自由主義福祉国家，CMEと保守主義福
祉国家，CMEと社民主義福祉国家のクラスターが
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存在すると結論づけている。また加えて，明確では
ない従来とは異なるクラスターを形成しているケー
スとして，スイスと日本などがあるとした 2 ）。だが，
このような従来の研究はレジームの変化があった場
合については考えられていない。生産レジームと福
祉レジームが結びついているのであるなら，生産レ
ジームに変化が起きた時に福祉レジームは新しい生
産レジームと親和性を持つ類型に変化するのか，或
いは生産レジームの変化を一部制限する要素となる
のか確認する必要がある。

またVoC論の系譜をひく研究では，生産レジーム
が福祉レジームに影響を及ぼすことが論じられてい
る。Estevez-Abeら（2001）は，生産レジームを構
成する主体である企業に特定の福祉制度への選好が
生まれ，そのような制度が形成されるように企業が
圧力をかける可能性があることを明らかにした。彼
女らは労働者に求められる技能を，企業特殊的，産
業特殊的，一般的技能の三つに区分した。そして保
障が行われない場合に労働者が取るべき合理的な行
動は，自分が持つ資源を，一般的な技能を身に着け
るために投資することであるとした。労働者たちに
彼らが持つ資源をそれ以外の特殊な技能に投資させ
るためには，制度的な保護が必要である。企業特殊
的技能に関しては雇用保護が重要であり，産業特殊
的な技能では失業時の保護が重要となる（Estevez-
Abe・Iversen・Soskice 2001）。このことから企業
特殊的・産業特殊的技能を必要とする企業や経営者
は，そのような制度を選好するようになり，それが
作られるよう圧力をかけるようになる。このことは
福祉国家の形成に労働者の政治的な連合など需要側
の要求だけではなく，生産側の影響も関与すること
を示している。

Mares（2003）は，LMEとCMEにおいて社会政
策の導入・拡大の際にどのような対応が行われるか
を実証的に分析し，社会保障は単純に資本と労働の
対立の結果として作られるものではなく，多様なセ
クターの労働を含む様々な階級同盟によって漸進的
に形成されるとした。またシステムが良く発達した
経済では社会保障は経済界全般に広く広がってい
て，経済が単純に社会保障に対立するのではないこ
とを明らかにした。

このような研究は企業側にも福祉制度に関する選
好が存在することを明らかにしたという点で重要で
あるが，福祉全体を説明するに当たっては限界を
持っている。現実において福祉制度を形成する主体

が企業のみではないことは明らかである上，労働や
政治もまた生産レジームを構成するアクターであ
る。生産レジームと福祉レジームの関係性を論じる
ためには，形成された生産レジームが労働や政治の
福祉に関する態度にどのような影響を及ぼしたかに
まで議論を拡大する必要がある。

それでは，VoC論の中で韓国はどのように分類で
きるのだろうか。第一に，Amableの分類に従い韓
国福祉国家を東アジア類型とすると，以下の問題が
ある。相対的に福祉国家が発展していないことが東
アジア類型全般の特徴だとしても，韓国のGDP対
比福祉支出の規模は日本の半分であり，諸国間で大
きな開きがある。第二の解釈はキム・ユンテ（2007）
が言うように，韓国福祉国家は初期段階では日本モ
デルに近い生産主義モデルであったものの，1980年
代以後の経済自由化とグローバル化の中でLMEに
近づいているとすることである。しかしこの類型化
では，生産レジームと福祉レジームの関係が既存の
議論と異なってくる。東アジア類型であるなら生産
側からの福祉需要による福祉の拡大が見られ，
LMEへと変化して行くのであれば比較優位の確保
から福祉レジームもまた自由主義レジームへの変化
が見られるべきだが，韓国ではこのどちらも実際に
は生じていないのである。

第三に，開発主義生産レジームと未発達の福祉国
家または最小限の福祉という組み合わせの新しい類
型として韓国福祉国家を位置づけることも可能であ
る。しかしなぜそのような組み合わせが生じたのか
という点に疑問が残る。このようにVoC論の中で韓
国を位置付けることが困難になるのは，VoC論の主
眼が，良い経済パフォーマンスを発揮する複数の生
産レジームの存在の立証にあり 3 ），時系列的なデー
タを用いて類型が変化しているとするものの，それ
らの変化の原因の解明を重視していないからだと考
えられる 4 ）。

このように韓国の事例をもとに議論を進めて行く
上で重要となってくるのは，制度・政策の変化であ
る。 こ の 点 に つ い てVoC論 で は，Amable and 
Palombarini（2009）が，制度の変化可能性を社会
の構成員の利益の側面から考察している。制度の形
成・変化は，その社会の支配的集団の利益を損なわ
ない範囲内で行われるが，政治的危機やシステム的
危機などの状況では，新しい支配集団が形成される
ため，大きな制度変化や新しい制度の形成が可能と
なる。Hall and Thelen（2009）も，VoC論の中で
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の制度変化について論じている。彼らは制度の変化
を，企業とその他のアクターの利益を最大化するた
めの相互間の調整ととらえ，そのため公共政策や規
制を中心に考えた場合より，制度はより多く変化し
ているとした。Hall and Thelenはその理由を，経
済環境の変化に敏感に対応する必要から制度変化が
生じるからであると考えている。このような制度に
ついての解析は，制度変化のすべてを説明するわけ
ではないが，社会のリスクを各アクターがどのよう
に分担するかを考えるエスピン－アンデルセンの福
祉レジーム論の立場と符合している。ただしこのよ
うな利益形成を中心としたアプローチが持つ限界に
も注意を払う必要がある。シン・ドンミョン（2009）
によれば，制度変化に対するアプローチの登場には
新制度主義の台頭が影響しているが，新制度主義の
中でも学派によって制度に関連する態度が異なる。
これらの学派は現在互いの観点を受け入れつつあ
り，制度の形成と変化を説明するためにそれらの統
合も試みられているが， まだ総合的な理論体系には
発展していない（シン 2009，pp.93-94）。このよう
に制度変化に対する議論および生産レジームに関連
する議論は，まだ制度変化に対する定義，変化のメ
カニズムに関しての明確な説明を提供できていな
い。生産レジームと福祉レジーム間の関係性を考え
る際も，この点に十分に気を付ける必要がある。

また多くの福祉レジーム論研究で類型の維持の要
因とされている，制度の経路依存性について再考す
る必要がある（加藤 2019，p.253）。確かにグロー
バル化，新自由主義の圧力の中でも，ヨーロッパ諸
国の福祉国家は大きく変化せず，類型的な特徴は維
持されたが，全ての福祉国家がそのように変化しに
くいとは言えない。Hudson and Kühner（2009）
は福祉国家の生産主義的性格について分析を行った
が，その結果として福祉国家自体が固定されている
ものではなく，流動的に変化していると主張した。
彼らは現在では，アメリカとフィンランドが新しい
人的資源に集中した福祉国家の理想的な形として相
互に競争していると主張した。彼らの研究は，現在
の福祉国家では生産主義的機能が変化していて，こ
の点で福祉レジームの変動可能性も十分に存在する
ことを示しているといえる。

また福祉国家の経路依存性についてチェ・ヨン
ジュン（2009）は，短期的に見た場合福祉国家は，
制度特性やそれを取り巻く環境の変化が少なく，同
一の類型を用いて説明できる可能性が高いとする。

だが長期的に見た場合は変化の幅が大きく，説明が
困難になる可能性が高い（チェ 2009，p.345）。また，
変動幅は国によっても異なるだろう。比較的に安定
している社会では，長期においても同一の類型を維
持する可能性が高く，ダイナミックな社会は，同じ
期間でも全く異なる類型に属している可能性もある。

以上の研究を踏まえると，福祉レジームの形成・
変化に生産レジームが影響していることは明らかで
ある。だが，その影響を明らかにすることは極めて
難しい。前述したように，現実の歴史過程で制度の
変化・レジームの変化に影響を及ぼす要因が多岐に
わたるためである。しかしVoC論の議論に基づき，
生産レジームに変化がもたらされる局面において福
祉レジームにどのような変化が起きたのかを確認し，
またVoC論によってその変化をどれほど説明できる
かを検証することで，その一部を明らかにすること
は可能である。次章では，韓国において生産レジー
ム・福祉レジームが形成された時期と，経済危機に
よって大きな制度・政策の変化が可能であった時期
に注目し，各時期の①福祉制度・政策の変化，②労
働者が置かれている状況，③その時期の産業形態（生
産レジーム）の変化などを検討する。そして最後に，
各時代の福祉レジームの変化が何に起因するものか
を解明し，VoC論における議論と符号するか確認す
る。本稿はこのことを通じて，韓国福祉国家研究に
生産レジーム論を取り入れる可能性を示しつつ，
VoC論が持つ理論的限界の一部を明らかにする。

Ⅳ．韓国福祉国家の歴史的検討

韓国の生産レジームに大きな危機が発生していた
のは，朴正熙政権期，金大中政権期，李明博政権期
の 3 つの時期だった。朴正熙政権期では絶対的貧困
とクーデタによる政権の獲得という問題，金大中政
権期ではアジア通貨危機とそれによって行われた政
権交代，李明博政権期では 2 度目の政権交代とリー
マンショックによる経済危機が起こっている。本稿
では相対的に制度・政策の大きい変化を可能とする
危機的状況において，韓国の福祉国家の変化に影響
した諸要因を検討して行く。

1 ．朴正熙政権期
⑴　福祉制度

近代的な福祉制度が韓国に導入されたのは朴正熙
政権期であると言える。それは最初の導入である点
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で，その後の福祉制度の展開にも強く影響を及ぼし
ている。

まず1960年～1963年にかけて公務員年金法，軍人
年金法と生活保護法，医療保険法と産業災害補償保
険法が導入される（チェ 2011，p.13）。だがこれら
の制度の対象は極めて限定的であり，保険制度に関
しては対象となる業種と企業規模が限定されてい
た。1970年代に入るとその他の福祉制度も導入され，
福祉の拡大が見られるようになる。私立学校年金法
は1970年に作られ，医療保険が1977年に本格的に始
まる。そして産業災害保険に関しても適用対象が拡
大され，製造業・重化学工業など一部の産業では，
5 人以上の事業所までに対象が拡大された。これら
制度の拡大には，国の主力産業が重化学工業へと移
行したことが強く影響している。重化学工業の成長
に伴い労働の危険性も増加し，また労働市場の規模
も拡大したことによって，労働側がある程度集団化
した。このような変化に対し，労使関係の安定を図
り，使用者側の負担を低減させる必要があったので
ある（申 2015，pp.18-19）。また医療保険の運用で
は運用の主体に全国経済人連合会が含まれており，
医療保険制度が使用者の労働管理手段として位置付
けられていたことも特徴的である（ジョン 2007，
p.286）。

国民年金制度が極めて早い段階から計画されてい
たことも，韓国における導入期の特徴的な側面であ
る。一般的には医療保険・産業災害保険の後に年金
制度が導入されることが多い。韓国で年金制度が医
療保険よりも早い段階で作られた理由には，重化学
工業化の推進にあたって，年金資金によって国内資
本を形成する必要があったからだと考えられる

（ジョン 2007）。またヤン・ジェジ（2007）によれば，
年金制度を積極的に推進したのは韓国開発研究院・
経済企画院だったが，この両者が推進する以前から，
制度そのものは中長期社会開発計画の中に含まれて
いた。この計画に含まれていた制度は，第 9 回総選
挙で票を集めるための手段，および重化学工業化で
必要な国内資本を確保するための手段として，経済
セクターが主導する形で導入されたのである。だが
年金制度は，関連する法律が作られた後に，緊急措
置により施行が留保されることとなった。それはオ
イルショックによる経済危機に直面したことと，制
度の導入過程で基金規模が縮小したことによって資
本確保の機能が薄まったためだと考えられる。

⑵　労働市場の状況
この時期の生産可能人口は，1974年までに約2000

万人まで増加した。増加率は1968年までに1.90％ま
で下落した。1972年には3.87％までに増加したが，
その後はまた下落を続けた（アン 2003，p.228）。
反面労働生産性は，1965年から1976年にかけ 2 倍以
上増加している。産業の成長と同時に労働生産性も
向上したことから，労働の需要は大きく増加せず，
年平均で4.0％に留まっていた（韓国経済開発協会 
1976，p.24）。

経済開発の初期段階では農業部門から無制限に労
働力が供給され，高い失業率が記録されていた。だ
が経済開発計画の成功により，雇用事情は急激に好
転する。就業者数は1970年の以前までは年平均3.5％，
約30万人ずつ増加し，それ以後1970年代中盤までは
約4.1％，46万人ずつ増加していた（キム・ソン 2005，
p.84）。失業率を見ても，1963年の非農業部門の失
業率は16.3％であり，その後も10％台の失業率が続
く程に労働力は過剰供給されていた。それが1970年
代に入ると，労働力需要が増加したことによって，
比較的に短期間で失業問題が解決されていき，1970
年代に入ってからは 4 ％台までに減少した（キム・
ソン 2005，p.92）。

賃金水準に関しては，経済開発の初期段階ではあ
まり上昇していない。1964年には－5.1％を記録し
ていて，1962年～1967年の平均は1.3％であった（キ
ム・ソン 2005，p.92）。だが1970年代に入り産業化
の進行とともに，必要となる人材の水準も上がり，
1970年中盤の賃金の平均で上昇率は25.2％であった

（チェ・イム 1987）。

⑶　生産レジームの形成
政権の初期段階では経済政策は主に自立した経済

を目標とし，市場経済に国家が介入する路線が堅持
されていた。それを達成するために重化学工業など
の基幹産業の育成が目指され，輸出は自立した経済
を創るために必要な外貨を調達する手段と考えられ
ていた（ユン 2018，p.198-199）。経済開発 5 カ年計
画が修正されてからは，韓国の経済には開発主義国
家の側面が強く現れる。軽工業を中心とした輸出志
向的な経済発展が進み，この体制は大衆の支持を集
めていた（ユン 2018，p.198-199）。1972年以降にな
ると労働階級の全体ではなく，選別的に労働階級を
包攝する，いわゆる周辺部的フォーディズムが構築
され，重化学工業化が本格的に進められて輸出中心

福祉レジームと生産レジームの関係からみた韓国の福祉国家の展開

― 57 ―



の不平等な成長が進行する 5 ）。だが1979年のオイル
ショックの影響などによって，1970年代末には韓国
は過剰・重複投資に直面することになる（ユン 2018，
pp.199-200）。

この時期には軽工業から重化学工業への移行とい
う生産レジームの転換に合わせて福祉制度の変化が
行われており，それには政権の選択という性格が強
く見られた。この重化学工業重視という成長戦略は，
福祉制度に一種の階層性をもたらした。

2 ．金大中政権期
⑴　福祉制度

金大中政権はアジア通貨危機とともに誕生してい
る。これは当時の政権が，従来とは異なるタイプの
危機に対応する必要があったことを意味する。政権
は経済的危機による企業の倒産，構造調整による大
量失業などに対応するために，福祉の拡大を試みて
いて，その方法として生産的福祉，労働連携福祉を
掲げていた。

まず，福祉制度における対象の拡大が行われた。
1998年から2000年にかけ，雇用保険・国民年金・産
業災害保険の対象が全従業員，全国民に拡大された。
2000年には国民基礎生活保障法が実施され，初めて
国民生活における国家の責任が認められた。実際の
手当の支給も見直され，失業手当の支給期間が延長
されて，支給額も最低賃金の90％までに上昇した。
基礎生活保障の支給方法も改善され，住居手当，緊
急手当も導入された。2002年には敬老年金の支給額
も，4.5～ 5 万ウォンまで上昇した（キム 2009，pp.239-
240）。

福祉における政権のスローガンは「生産的福祉」
であった。この「生産的福祉」には，大きく分けて
二つの内容があった。一つは北欧で見られる雇用政
策と福祉政策を連携させ，市民たちの生産への参加
を拡大させること，もう一つはアメリカで見られる
ような，単純に労働市場への参加と福祉を連携させ
ることである。政権は前者の意味での生産的福祉を
継承するとしていたが，実際には両者が混合された
形であり，制度の実施においても，労働市場への参
加と手当の受給を単純に連動させるようなことが多
く見られた （ジョン 2002，pp.142-143）。

⑵　労働市場の状況
この時期は高い失業率により，短期的であるが経

済活動人口そのものが減少していた。それは1997年

には約2166万人であったが，1998年には約2145万人
まで減少し，2000年になってようやく約2195万人と，
3 年前の数字を上回ることができた（キム・ソン  
2005，p.458）。韓国の失業率は1988年～1997年の間
は 2 ％台を維持していた（キム・ソン 2005，p.462）。
それが1998年の 7 月には7.6％まで上昇した。失業
率のピークは1999年 2 月の8.6％であった。このピー
クを過ぎてから失業率は下がり続け，1999年には年
間平均で6.3％を記録し，2000年の春ごろには 3 ％
台に下がり一時的増加はあるものの，失業率 3 ％台
が維持された（キム・ソン 2005，pp.471-472）。

またこの時期は，労働市場の柔軟化がすすめられ
た時期であった。韓国の賃金労働者の中での常時雇
用労働者の比率は，1995年に58.1％を記録してから
減少する傾向を見せていた。臨時勤労者の比率は増
加していたが，アジア通貨危機を経験してから，そ
の傾向はいっそう強くなっていた（キム・ソン 2005，
p.480）。

この時期の労使関係の特徴といえるのは，大企業
の正規労働者を中心とした，断片化された企業別労
使関係である。1980年度に法律によって強制された
企業別労働組合体制は，中小企業での労働組合の組
織を困難にさせ，非正規労働者を労働組合から除外
し，非正規労働者が保護されない状況が長く続いて
いた（ムン 2007，pp.96-97）。だがアジア通貨危機
に直面したことにより，労使政委員会の発足という
変化が訪れる。労使政委員会は当時の政権に友好的
ではない議会への対応と，政権の基本方針としての

「民主主義と市場経済の平行」の実行のために作ら
れた（ムン 2007，p.98）。

⑶　生産レジームの変化
アジア通貨危機によって韓国の生産レジームもま

た大きく変化した。この時期の金融部門の改革によ
り，銀行貸出の性格は大きく変化した。以前の銀行
は中小企業に対しても景気変動とは関係なく貸出を
行ってきたが，アジア通貨危機後には景気変動に敏
感に反応するようになった。そして貸出のコスト面
の問題から，銀行の貸出先が大きく変化した。銀行
の貸出先は不動産担保付きなどを含む家計（消費者）
向けの貸出に変化し，企業向けの低利子で長期間の
貸出は減少した。それに伴い企業の資金調達は直接
金融化していった。1981年～97年の直接金融比率の
平均は39.5％であったが，アジア通貨危機後には
69.8％まで上昇する（梁 2014，p.242）。このような
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ことから梁峻豪（2014）は，アジア通貨危機に伴う
金融制度の変化に伴い，生産レジームが変化したと
している。危機以前の時期について梁は，金融シス
テムの調整を通じてマクロ経済全体の安定がはから
れ，1987年以降には実質賃金上昇による消費拡大，
投資増加が見られ，内需に支えられた韓国的フォー
ディズムが形成されたとした（梁 2014，pp.246-
247）。経済危機以前は輸出産業中心の経済ではある
ものの高い経済成長率による，労働者の収入増加と
内需市場の拡大が見られたが，危機後には労働市場
の効率化が試みられ，海外市場への依存がより深化
した。このような変化は，既存の経済成長がそのま
ま労働側の利益へとつながる「周辺部フォーディズ
ム」的な体制が一部崩壊したことを意味する。この
ことによって韓国社会内部に，以前とは異なる福祉
に対する需要が生まれ，福祉国家の転換の一つの要
因となったといえる。

3 ．李明博政権期
⑴　福祉制度

李明博政権は「能動的福祉」を社会福祉の核心に
置いて，市場機能の導入による福祉需要の充足と，
雇用創出及び低所得層中心の福祉を実施するとして
いた。直接文言には出ていないが，これは新自由主
義的改革を意味するものであった。政権は目標の実
現のための方向として，予防・統合型福祉を実施す
ること，また福祉において市場機能を活用すること
で，庶民生活の安定，社会的リスクから安全な社会
を構築するとした。これらの政策目標の実現で最も
強調されていたのは仕事を通じての福祉の提供であ
り，政権は福祉における国家の役割を縮小させ，社
会的な共同協力関係を通じて福祉の在り方を転換し
ていくとしていた（キム・ナム 2011，p.123）。そ
して国民年金と基礎老齢年金の統合及び再構造化，
持続可能な医療保障体系の構築，低所得層の子供対
象の支援事業，金融アクセスから疎外された者の信
用回復の支援，統合的リスク管理体系の構築などが
重要な課題に掲げられていた。こうして政権は福祉
領域で新自由主義的政策を進めようとしたが，結果
的には福祉領域の縮小には至らず，拡大速度の鈍化
にとどまった。

この政権が実施したのは，体系的に計画した福祉
ではなかった。政権は国政の大きな目標とその下の
4 つの戦略目標を挙げ，それらを達成するために必
要な課題を掲げていたが，その中には福祉とはあま

り関係のない内容も多数含まれていた。また実際の
政策の施行も，新しい制度の導入や既存制度の改革
というよりは，既存の制度の適用を柔軟化する方向
で行われた。新規の政策の中では，一時的な効果を
持つ政策の比率が全体の政策財政の80％を占めてい
て，既存制度の変化をもたらすような政策は最大限
抑制された（キム・ナム 2011，p.133）。

⑵　労働市場の状況
この時期では非正規雇用が減少する趨勢だった

が，それでも2009年基準で33％（政府推算）から
52％（労組推算）のレベルであった。また非正規被
雇用者が賃金・労働条件・福祉などすべての側面で
差別されていたため，そのことが社会問題として浮
上しつつあった（キム・ユ・ジョン 2019，p.105）。
国民年金と医療保険の加入率が正規被雇用者では 9
割を超えていたのに対し，非正規被雇用者は 3 割台
であった。雇用保険は正規雇用が約83％，非正規雇
用が約36％であった。健康保険以外の手当てにも，
同様に正規雇用と非正規雇用の間に大きな格差が存
在していた（キム 2013）。

このような状況の中で当時の政権は，労働市場の
柔軟性をより高めようとする方向に動いた。政権は
雇用の創出を重要な課題として掲げていたのだが，
その方法は主に経済成長によるもので，具体的な対
策は労働市場の柔軟化政策に限られていた（ジョン 
2017，p.161）。政権は非正規雇用の期限を 4 年に延
長し，非正規雇用に関する差別禁止規制を緩和する
という，使用者側の意見を積極的に取り入れた政策
を打ち出した（キム・ユ・ジョン 2019，p.105）。
だがこのような政策はあまり実を結ばなかった。非
正規雇用の規制緩和のための期間制法改定案と派遣
法改定案は国会に提出されものの，野党の反対に
よって可決できなかった（ジョン 2017，p.158）。
反面，労働組合に関しては一定の成果があった。前
政権で決定していた複数労働組合の許容に ２ 年半
の猶予を与えることとし，複数の組合を認めるもの
の，労働側と使用者側の交渉窓口は一つに制限する
などの内容が組み込まれた（キム・ユ・ジョン 
2019，p.109）。

⑶　産業体制の膠着化
リーマンショックによる経済危機がアジア通貨危

機と異なるのは，危機が生産レジームの変化にまで
は至っていない点である。実際にリーマンショック
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後の韓国経済では，大企業と製造業の比重が上昇し
ている。韓国の上位500位までの企業の売上規模は，
2006年以前まではGDP対比100％を下回っていた
が，2008年には141％まで上昇し，以降も100％を上
回った。全産業の売上の中での比重に関しても，
2009年には58％と大幅に増加した。産業全体におけ
る製造業の比率も，1997年には約27％だったものが，
2008～2013年には29％～30％と増加している（ウィ 
2018）。リーマンショック後も，韓国の大企業・製
造業中心の輸出型生産レジームが維持されたのであ
る。また従来の研究では福祉レジームの変化を促す
圧力として，グローバル化・新自由主義・ポスト工
業化などが挙げられてきたが，韓国では少なくとも
ポスト工業化はまだ進行しておらず，欧米諸国の福
祉レジームとは置かれていた状況が異なる点が注目
に値する。この時期韓国においても福祉の効率化の
議論は行われているが，実際に企業が置かれている
状況はコスト削減という目的はあるものの，新しい
産業体制に移行するために福祉においても新しい体
制を求めるものではなかった。

4 ．福祉制度の形成と変化の分析
朴正熙政権はクーデタによって創出された政権で

あったため，権力を正統化する必要があり，金大中
政権は発足と同時にアジア通貨危機に対応する必要
があった。李明博政権は基本的には新自由主義的な
改革を実行しようとしていたが，その過程の中で
リーマンショックによる経済危機に対応する必要性
が生じていた。この時代全体を通して影響を及ぼし
ているのは，朴正熙政権が選択した経済成長によっ
て貧困状態から脱する戦略であり，そこでは福祉は
経済成長を補助する手段，権力の独占を正当化する
ための手段として捉えられていた。これにより韓国
社会に経済成長を中心に置く体系が根付くことにな
る。この体系は金大中政権期の福祉改革が社民主義
的性格の制度を取り入れながらも同時に自由主義的
性格を同時に有していたことの一因となり，リーマ
ンショック以前の李明博政権が新自由主義的改革を
行おうとする基盤となった。

だが，各政権が政治的に置かれている状況は異
なっていた。朴正熙政権は政策決定において，主導
的な役割を果たすことができていた。強力な中央集
権的国家構造の中で，政権は自らの意向のまま政策
を決定できる状況にあった。金大中政権は強力な大
統領制と言うものの，以前のように政権の意向のま

まに政策を決定できる状況ではなかった。総選挙で
は政権与党が保守陣営に大差をつけられ，院内第 2
党となっていた。政府の市場への介入を中止したこ
とにより市場における財閥の力もまた伸びていて，
労働者階級も87年の労働運動を期に，その勢力を拡
大していた。李明博政権はリーマンショック以前ま
では，力を伸ばして来ていた市民社会の反発を押し
のけ，新自由主義改革を行えるほどに，以前の進歩
政権よりは強い立場にあった。だが労働法の改革で
は労働組合と野党の連合などによってその一部が阻
止されるなど，民主化以前の政権のように政権の意
向のみで政策を決定出来たわけではない。

朴正熙政権は初期段階で高い経済成長という目標
を達成してからは，福祉において国民の自助を強調
し，国家の責任は最小限に留めようとしていた。だ
が経済の中心が軽工業から重化学工業に移行してい
く過程の中では，それらを維持・保護するために必
要な社会政策を導入している。労働側も実質賃金の
上昇など労働者の状況が改善していたことから，福
祉需要の拡大などが強く現れることはなかった。

金大中政権が部分的ではあるが福祉改革を行い，
社民主義的制度を導入できたことには，当時の経済
危機が影響している。この時期の経済危機は単純に
景気の落ち込みではなく，従来の生産体系を根本的
に見直させるものであった。福祉を自助や家族の責
任とするために必要な高成長の維持や実質賃金の持
続的な上昇を維持することが不可能になり，福祉に
おける国家の責任を認め，システムから外れた者を
保護する必要があった。福祉の拡大は労働側の力の
伸長による結果と考えられるかも知れないが，当時
の労働組合組織率はピーク時より低く，労使政委員
会の協議結果も強制力を持たなかったため，労働側
の力のみで福祉の拡大が行われたとは言えない。

李明博政権が新自由主義的改革を最後まで進める
ことができなかったことには，もちろん経済危機の
影響も大きいが，その後，景気が回復してからも強
い反発に直面していたことに注目する必要がある。
当時の韓国経済ではポスト工業化は進んでおらず，
金大中政権期からの産業体系を維持していた。これ
は社会の中に従来の制度の受益者が多く存在してい
ることを意味し，制度の縮小や異なる政策の導入へ
の反発が起きやすいことや，新しい合意を導き出す
ことが難しい状況であったことを意味する ）。

韓国の事例が意味することは，経済のキャッチ
アップ段階では輸出中心の生産レジームと低い水準
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の福祉の組み合わせが存在しうるということであ
る。初期段階では強力な政権の政治的選択によって
福祉国家が形成されたが，その後労働側の力の伸長
や市民社会の台頭などによって福祉拡大の余地が
あったのにも関わらず，全体としては低い水準の社
会保障が続いた。その意味で朴正熙政権によって作
られた体制は経路依存性を持って，以後の変化にも
影響したと考えられる。この体制が上手く作動して
いる以上（高い経済成長を維持している以上），そ
の中では漸進的な変化だけが可能となる。また，大
きな変化が可能とされる局面においても，その変動
幅を制約することになる。そして，このような体制
が生産レジームの膠着化の原因になっている可能性
も考えられる。低い福祉水準に関して一定の合意が
なされている場合は，労働者が自分の利益を最大化
する方法は既存の雇用を維持と新しい雇用の創出で
あり ），企業としても熟練労働者を確保しやすい既
存の産業の強化が合理的な判断になる。

また経済危機が必ずしも制度・政策の大きな変化
をもたらすのではないことも観察できる。アジア通
貨危機に際しては，韓国の福祉国家は一部では類型
の変化と言われるほどの性格の変化を見せている。
だがリーマンショック時では，一時的な福祉支出の
増大はあったものの，福祉国家の大きな変化は確認
できない。これはアジア通貨危機では既存の生産レ
ジームが機能しなくなり，経済が変化を強いられた
ことから，福祉に関する社会の合意を改める必要が
あったことに対し，リーマンショックは高為替戦略
による既存の生産レジームの競争力強化によって克
服できたことに関係する。アジア通貨危機に際して
は，アクター間の関係が大きく変化したため各アク
ターが自分の利益を反映することができたことに対
し，リーマンショックではそのような変化は起こら
なかった。

Ⅴ．結論

VI章で確認したように，韓国においては輸出中
心の生産レジームと低い保護水準の福祉国家という
組合せが形成された。この点について韓国の事例は，
政治的選択と歴史的展開の結果発生したミスマッチ
とされるかも知れない。しかしこの組み合わせが相
互補完性を持たないものであったのなら，韓国は競
争力を喪失しているか，または競争力を確報するた
めに異なる組み合わせへとシフトしたはずである。

だが実際には韓国はこのような体制の下で高い経済
成長をみせ，競争力を持っていた。

韓国の例で読み取れるのは，既存の生産レジーム
に訪れた危機と変化は福祉レジームの変化をもたら
す一つのきっかけになるということである。また，
既存の生産レジームが維持されている場合は，それ
が福祉レジームを変化させようとする試みを妨げる
一つの要因になりうることである。生産レジームの
変化はアジア通貨危機においては福祉国家の性格変
化をもたらす一因となり，その持続性は李明博政権
期には政権による新自由主義的改革を困難にさせる
一因であり，経済危機によってもたらされる福祉拡
大を最小限に留める要因となっていた。VoC論が主
張するように経済環境変化への対応が制度変化をも
たらすのは確かであるが，その主体が必ずしも企業
であるとは限らず，場合によっては政権等がその主
体になることもあり得る。また，政策決定に関わる
アクターの構成がつねに安定的に維持されるのでは
ない。これらの点からVoC論における制度変化の議
論を再検討する必要がある。

本稿では生産レジーム論を参照しつつ，福祉国家
形成に関する先行学説を総合して，韓国における生
産レジームの変化の局面における福祉国家の展開と
の関係を確認した。韓国の例が示すのは，生産レジー
ムが福祉国家に対して調整のプロセスを経てではな
く，より直接的に影響を及ぼす局面があることであ
る。もちろん韓国が特殊な例である可能性もあるた
め，より多くの国家・事例の分析する必要がある。
また，韓国において時代別に見られる政策決定に関
わるアクターの変化についても，より細心に分析し
て行く必要があるだろう。だが本稿で得られた結論
からは，福祉レジームの変化やその変化の可能性の
説明に，生産レジーム論を組み込む可能性を示唆し
ている。またVoC論自体に関しても，従来あまり取
り扱われなかった類型変化の理由や，同一類型で
あった国家が異なる方向へと変化した理由を説明す
る際の，一定の手掛かりを提供できるだろう。 

注
1 ）ムン・ビョンジュ（2007）が韓国においてグローバ

ル化による生産レジームの変化が福祉制度にどのよう
な影響を及ぼしているかについて先駆的に言及してい
るが，韓国の生産レジームの変化を新自由主義への移
行・サービス産業への移行としている点で韓国経済の
実態に必ずしも対応していない。
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2 ）Schröderは歴史的経路等を理由に，他とは異なる結
びつきが発生しているとした。

3 ）SchröderもHallの議論に対して，調整の起源が明ら
かにされてない点を指摘している。

4 ）チョ・ソンフン（2016）は韓国についてデータ分析
を通じて，韓国が従来の分類とは異なる性格を持って
いることを明らかにし，一部の国以外では類型の持続
性があまり観測されないとするが，その原因までは分
析していない。

5 ）周辺部的フォーディズムの概念については野尻亘
（2018）などを参照。
6 ）李明博政権の福祉に対する態度に対しては，当時の

財政状況から縮小させる強い誘因はなかったとの見方
もあるが，政権初期には財界の意見を積極的に組み上
げて縮小への動きを見せていたため，それのみでは説
明が不十分である。

7 ）このような行動は，2012年に現代経済研究所が実施
した調査において，福祉サービスへの要望の中で福祉
政策の対象ではない「雇用の創出」と回答した比率が
31.8％と最も高く，将来の福祉国家についても「産業
と雇用の創出に役立つ福祉」への選好が75.2％と高
かったこととも符号する。
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