
第1章 戦後西ドイツ社会給付改革論争における薪自由主義と社会民主主義

-一社会的市銀済と社会主義的市経済-

はじめに

本章では戦後西ドイツの社会給付改革､とりわけ社会保険をめぐる議論を軸に､当時の

社会的市場経済の思潮ならびに社会主義的市場経済(ないし社会民主主義)の思潮の影響

を析出する｡具体的には以下のとおりである｡

戦後間もなく､社会給付の基軸として戦前来の社会保険システムが再建された｡もちろ

ん戦時期を経た後､保険機関の資産の減耗は著しく､また戦後の混迷の中で充分な社会給

付はほとんど不可能であったが､各地方レベルで社会保険の再建の動きはともあれ始まっ

た｡他方､1946年には連合国管理理事会において､これらの社会保険を｢統一型保険｣の

かたちで再編し､強力に推進していこうとする動きが起こった｡｢統一型保険｣とは､従来

別個であった年金保険や疾病保険､失業保険といった各保険部門を一つの統一的社会保険

にまとめ､またそれぞれの保険分野(とりわけ疾病保険)における多種多様な個別保険機

関を廃止して､統一保険下の単一保険機構に一本化するものであった1)｡この｢統一保険｣

方式の社会保険はソ連占領地域(後､東ドイツ)では実現されたが､西側では結局実現を

見ず､旧来通りの多元的な社会保険システムが再建された｡｢統一保険｣方式の社会保険は

実は社会民主党(以下､SPD)の戦前来の主張でもあった｡しかし､この主張に合致する

ようなかたちで戦後連合国軍政が｢統一型社会保険｣案を提示したにもかかわらず､西側

占領地域ではそのプランは潰えた｡このことはSPDの統一保険型への主張に対し新自由主

義の思潮が優越したことの証左としてとらえられる傾向があるが､それは果たして妥当す

るのか｡本章では最初にこの点についての若干の考察を行なう｡

旧来型の社会保険システムは決してスムースに再建されたわけではなかった｡資金的制

約の下で給付条件は厳しく､いわゆる制度間格差(保険機関ごとの格差)や地域間格差も

著しかった｡それに加え､通貨改革以後のインフレの中､実質給付額減耗に対し術縫策的

な下支え措置が数次にわたってとられた｡(例えば､1949年の社会保険調整法など｡戦後西

ドイツの社会保険再建の沿革については表1参照｡)さらに､連邦援護法や負担調整法など

に代表される戦後処理のための諸立法が加わり､これらの給付は社会保険給付と一体化さ

れて支給された｡(同表参照)このように地域や根拠要件によって異なる幾多の給付制度が

複雑に錯綜するかたちで形成された社会給付システムは著しく複雑なものとなり､また不

充分な給付に対しいわば泥縄式に補完制度を追加していくことにより､給付制度全体の複

雑さは一層激しくなり､また相当の公的資金も投入されていたにもかかわらず､その効果

はいたって疑わしいものであった｡このような給付制度のあり方は50年代前半から問題に

され､制度の総体を一貫性と透明性をもった体系に構築し直すべき旨の議論が展開されて

いた2)｡こうした議論はまずSPDの側から提起され､またアデナウアー首班のキリスト教

民主同盟/社会同盟(以下､ユニオン)政府の側からも同様の検討がなされていた｡その議
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表1 戦後西ドイツの社会保険再建の沿革

1946 連合国管理理事会労働力部による新社会保険法案=統一保険型

1947 ソ連占領地域のみで施行:西側占領地域では後に廃案(旧来型社会保険の継続)

(参考､同年:エアハルト､米英占領地区経済担当責任者就任)

(参考､1948年:通貨改革)

1949 西側占領地域で社会保険調整法

同年 ドイツ連邦共和国成立

1950 連邦援護法(戦争犠牲者援護)

1952 負担調整法(被追放民､避難民､戦争関連被害､損害補填)

(上記二法は社会保険給付と一体化)

同年 SPD連邦議会議員団､社会調査委員会設置要求(→否決)

(参考､同年:マッケンロート講演､SPD｢社会総プラン｣策定)

1953 連邦議会第Ⅱ期発足､アデナウアー所信演説にて社会新法確約

1955 ローテンフェルス建議書公刊(←アデナウアーの諮問､実現せず)

1957 年金保険改正法:賦課方式､動態年金化(世代間契約､高負担高給付体制へ)

論が紆余曲折を経て部分的に結実し､立法に反映されたのが､1957年の年金改革であった｡

この年金改革を機に財政方式が積立方式から賦課方式に転換され､給付は現役世代の賃金

水準の上昇に連動して引き上げられるかたちとなった｡同時に拠出率も引き上げられ､総

じて社会給付への国民負担率は上昇した｡年金給付が賃金代替機能をもつようになったと

いうことは､ある意味積極的に評価し得ることであるが､自由主義志向の社会的市場経済

秩序が優勢であったとされるにもかかわらず､社会給付への国民負担率を相応に引き上げ

る年金改革のような立法がなぜ成立したのかは一つの疑問である｡先取り的に言えば保守､

革新こぞって市場経済路線に傾倒している中で､結果的に高福祉路線が定着したことにな

るのだが､それがなぜかを問う､とくにそれをオルド自由主義をはじめとする社会的市場

経済論者､さらには社会民主主義者らの社会秩序､社会政策に対する考え方を実際の社会

給付改革論争に即して検討することが､本章のもっとも中心的な課題となる｡

1.ドイツにおける旧来型社会保険の再建と新自由主義､社会民主主義

(1)統一型社会保険法案の廃案と｢阻害された新秩序テーゼ｣批判論

戦後連合国軍政の社会保険再建プランはSPDや共産党(以下､EPD)などの従前からの

要求に合致した｢統一保険｣型のものであった3)｡しかしながら､自由主義者らの反対や個

別利害集団による抵抗の中で統一型の保険は西側三軍占領地域では実施されず､旧来型社

2



会保険が存続したと往々にしていわれる｡これがいわゆる｢阻害された新秩序(verhinderte

Neuordnnng)テーゼ｣であり､旧い職業身分単位に立脚した在来型の社会保険システムに

代えて新たに国民保険制度を創設する｢新秩序｣の格好の機会がブルジョワ勢力とアメリ

カ軍政の結託の下で阻害されたというものである4)｡これに対しH･G･ホッケルツらはド

イツ人自身の選択の余地ないしその影響力を重視し､｢阻害された新秩序テーゼ｣に疑問を

投げかける｡つまり｢ドイツ人自身の選択｣をドイツ人のマジョリティーによる新自由主

義路線の選択の結果だと位置付け､SPDも来る統一保険における給付改悪を懸念してそれ

に同調したというのである5)｡これに対し本稿は､｢阻害された新秩序テーゼ｣をそのまま

受け容れるものではないが､当時のドイツをめぐる情勢を考慮するとホッケルツの反論に

も疑問がないわけではない｡トルーマンドクトリン以後の冷戦の影響は無視し得ぬもので

あり､また米軍政の反資本主義的構造改革に対する反発や反統制経済的立場も明瞭であっ

た｡社会化決議にアメリカ軍政の｢ヴェトー｣が発せられたヘッセンの事例もある｡もと

より｢ドイツ人自身の選択｣の背景は多面的であり､元来アメリカのイニシアティヴによ

るものであった通貨改革6)やマーシャルプランとも関わらせつつ新自由主義の伸長は考慮

されるべきであろう｡つまり戦前から連綿と続く新自由主義的思潮は確かにあったにせよ､

アメリカ軍政の働きかけ､通貨改革やマーシャルプランの影響も含んだ社会･経済的状況

の変化等の総合的な把握が必要であると考えられるのである｡｢ドイツ人自身の選択｣とい

う面はある｡実際に米英両軍政は今後の社会保険のあり方に関する決定をドイツ人による

経済評議会に委ねたのだが､上述のような背景の中ではじめて新自由主義的な考え方が社

会に浸透する土壌ができたということも事実であろう｡さらに､新自由主義論者が政治的

に影響力をもてるようになったのは48年以後であり､それ以前は彼らではなく社会民主党

や共産党の関係者が西側被占領地域の行政担当に任用されていた｡それが転換するのが48

年頃であり､またそのような行政担当者の入れ替えは西側軍政によっておこなわれた｡｢ド

イツ人自身の決定｣というのが形式的に事実であっても､そのことは一定の留保をもって

把握されるべきであろう｡加えて留意されるべきはSPDの自由主義派への同調の根拠であ

る｡それは単に給付レベルを懸念しつつ自由主義に追随したに留まるのか｡このことは次

項で引き続き言及する｡

(2)連邦共和国成立期における社会民主党の社会政策論と社会保険

ここではまず､K･シューマッハ一に率いられたSPD中央レベルでの政策路線基調の変

遷を時系列で見てみよう｡シューマッハーは1945年10月の段階では(キールでの演説)､

大所有者の生産手段の社会化､利潤原理に対する国民経済に必要な計画原理の優位とそれ

に基づく全経済の誘導､資本主義の無政府状態批判､その維持不可能性等々について述べ

ていた｡そこでは共同経済の観点に基づき運営される｢公共経済｣の必要性が説かれ､社

会化を要する産業のカタログも提示された｡ただし私的所有が否定されているわけでなく､

また第三帝国期の経験を踏まえた反独占､社会的公正の実現という目標は､新自由主義と
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争うものではなかった7)｡さらに翌46年1月の演説｢共産主義者との差異｣では､ソ連型

ボルシェビズムへの対抗姿勢が明瞭に示された｡そこにおいて日く､大衆が権力によって

支配されるような社会主義は問題外である8)｡また党大会レベルでのSPDの要求は一層､

即現実的であった｡同年5月のハノーファー大会で掲げられた課題の主たるものは､まず

衣食住の保障､次いで労働機会の保障であり､そしてまた非就労者の扶養であった｡この

大会でも一応､社会化決議などがなされるが､力点はやはり戦後の当面の窮状の打開に置

かれていた｡現実問題を優先するがゆえというべきか､あるいはシューマッハ一同様にソ

連型ボルシェビズム､東側地区での政策(いうところの｢指令的兵営社会主義｣)への反発

からというべきか､国有化は決してすべての経済問題の万能薬ではないという考えが党内

に根強くあり､シェーマ的な国有化を強く戒める態度が示された9)｡新自由主義ならずとも､

SPD自身が｢画一的適用｣を自戒し､単一形態に拘泥すべからずという立場を明確にして

いたのである10)｡社会保険に関しても､SPDは社会的公正や彼らのいうところの｢人格の

経済的解放｣などの観点から､従来型保険制度の問題を強く意識し､基本的に統一型社会

保険歓迎の態度をとってきた｡しかし原則論に対するアンビバレンスがあるのも事実であ

った｡つまり一元的管理､あるいは集中管理､集権構造といったことに対していたって懐

疑的であり､統一型社会保険を受け容れるにしても非常に注意を要すべし､という態度が､

初発よりSPDの側からも示されていたのである｡

このようにSPD自身､統一型社会保険の利点は認めつつも､是が非でもそれに拘泥する

ような立場は敢えてとらず､経済秩序においても､社会化や経済計画という考え方は維持

しつつも､ソ連型の社会主義と自らの主唱するそれとを明確に分ち､中でも政治･経済の

集権構造､統制的経済への反発は新自由主義の指向と変わるものではなかった｡新自由主

義者が統一型社会保険に反対し､SPDが本来の主張と裏腹にプラグマティックにそれに追

随したような理解がなされるが､経済秩序や社会保険のあり方に関する彼らの考え方につ

いては新自由主義と共通する部分がむしろ顕著であった｡社会保険に関しても､現下のも

のは戦後の混乱期の過渡的なものであり､しかもその運用は戦後処理のための種々の措置

も重なって非常に混乱した状況なので､制度をあらためてきちんと再建していくのはまだ

これからという認識であった｡つまりこの件も未だ開かれたままの問題として捉えられて

いたのであり､旧来型の社会保険がそのまま維持されたからといって､あるいは統一型の

社会保険にならなかったからといって､彼らは本来の主張を曲げたという認識ではなかっ

たはずである｡現に統一型保険が潰えつつある時､是が非でもその路線を守ろうとする態

度はSPDの側にも見られなかった｡

この時期の経済秩序をめぐるSPDの議論は､同党の関係者の言及を見る限り､新自由主

義とかなり重なると上ろが大きく､また｢社会主義｣的な部分についてもシェーマ的､な

いし画一的であってはならない､というところに非常に力点がおかれていた｡このことを

論じる前にまずは1949年夏､総選挙で敗れた後のデュルクハイム条項で示された経済秩序

や社会政策に関わる原則を見てみよう11)｡ここではまだ表面的に新自由主義との差異が比

較的明確に表現されている｡最初に完全雇用政策､購買力増強､これ以上の物価上昇の阻

4



止が課題として挙げられ､次いで(利潤原理とは独立した)計画と管理に基づく信用供与

と原料供給が挙げられる｡課税方式も資産収益に対する課税ではなく資産そのものに対す

る課税とすることを通じて社会的負担の公正化が図られるべしとされる｡ここまで見ると､

物価上昇の阻止以外は新自由主義の方向とは相対する｡しかし続いて挙げられる公的住宅

建設や難民､戦傷者援助､彼らに対する社会保険､扶助などの給付改善は､ユニオン政府

も積極的であった事項である｡この時点ではまだ社会化を主張しているが､しかし原料産

業と基幹産業の､という限定が付され､シューマッハーがかつて挙げたカタログに比して

その範囲はかなり限定されている｡形式的には大所有者､大企業経営者からの政治的､経

済的権力の剥奪が目的だと述べているが､トーンとしては新自由主義が掲げる｢反独占｣

と同等の意味合いが強い｡中間層援助を挙げているところはSPDとしては新しい状況に即

応した一つの脱皮といえようか｡いずれにせよ以上は公式に掲げられた原則であるため､

従前に比してドラスティックに変化を遂げているとはいえない｡それでも､いささかのト

ーンの変化は見てとれるだろう12)｡だが､たてまえ的なところをはずれた議論の方が､実

はより一層､この時期のSPDの指向を如実に表しているのである｡

例えば1950年に､元来は｢工業立地論｣で名高いアルフレート･ヴェーバーが､"Das

Soziali8tischeJahrhundert"誌と､"GewerkschaftlicheMontshe氏e"誌の両方で､｢社会

主義的市場経済｣論を発表している13)｡彼をして社会民主主義者を代表させ得るかについ

ては異論もあろうが､ともかくここでも｢自由社会主義｣(freier So2:ialismusないし

freiheitlicherSo2;ialismus)の考えが明確に出されている｡もとより｢自由｣の含意､い

かなる状態をして｢自由｣とするかの基準は異なるものの､それに至高の位置付けが与え

られている点は｢(彼らのいう)社会主義｣も新自由主義も変わらない｡｢あらゆる自由の

痕跡を消費に至るまで排除する共産主義｣との間に明確な一線を画し､｢そもそも市場経済

は資本主義経済に特殊な経済関係ではない｣として､市場経済をむしろ積極的に評価しつ

つ､｢社会主義にこそ市場経済が不可欠である｣とまで言明している点が従来型の｢社会主

義｣の議論と大きく異なるところである14)｡ただし｢可能な限り自由な市場での企業の競

争と､そこで投資される資本のよりスムースな可動性の上に､なんとか均衡したかたちで

成り立つような経済の循環は､今や独占的巨大企業などの出現により､昔のようにあるが

ままに放任しておくことが出来なくなった｣としてその制御の必要性を説く15)｡しかし経

済過程の制御が必要だというこの主張も､本質的には新自由主義の秩序政策的介入の議論

とさほど趣旨を異にするものではない｡新自由主義とても､独占が市場機能を阻害するも

のであり､その機能を維持するためにはその解体を図らねばならない､その他の市場機能

を阻害する諸要因に対してもそれを除去するための措置が必要である､つまり改策的介入

が必要であるとしているのである｡A･ヴェーバーにいわせれば､｢そもそも制御の必要を

最初に言い出したのはネオリベラルであった｣16)のであり､｢昔のように利子率調整だけで

経済の安定を期する､ひいては完全雇用を達成することが無理であることは､ネオリベラ

ルであろうが､社会主義者であろうが異存がないところだ｣ということになる｡ただしこ

の市場経済を円滑に機能させるための介入の度合いを､ヴェーバーら､社会(民主)主義
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者の方がより大きく捉える､とりわけ経済の経過にもより深く関わっていくかたちのもの

を想定していたといってよい17)｡このことを彼らの｢制御せよ｣という言葉が表している

のである｡つまり彼らは市場経済をまずベースとした上で､その前提を整えつつその機能

を補完していくと共に､社会的見地から必要な介入を行い､経済を望ましい方向に誘導し

ていく必要があるという考え方に立っていた｡A･ヴェーバーにいわせれば､彼ら社会(民

主)主義者の提示するこうしたかたちでの市場経済こそが｢社会的｣な市場経済なのであ

り､政策指針を表す語としての｢社会的市場経済｣の名称を新自由主義者(ヴェーバーら

のことばではネオリベラル)らに先取りされてしまったことには性恨たる思いを感じてい

たようである｡そして自らの政策指針をさしあたり｢社会主義的市場経済｣と称しつつ､｢『社

会的市場経済』を借称するネオリベラルが､その実なんと反『社会的』なことをやってい

るか｣を強調する18)｡すなわち､大きな独占利潤の容認､完全雇用政策放棄による失業の

放置､そしてその政策秩序の下での就労者の実質購買力の異常な低下､等々､つまりはネ

オリベラルの政策は｢社会的｣たること自体を放棄している､というのである｡そして､

ゆえにこそ経済循環の制御､投資の誘導､妥当な貸金政策､反独占､完全雇用､住宅建設

などを枢要な政策課題として､挙げていたのである｡

もちろんA･ヴェーバーの議論だけでは当時の社会民主主義の柔軟姿勢､市場経済擁護の

姿勢を語ったことにはなるまい｡そこでここでさらにSPD党幹部会の社会政策専門家とし

て知られるL･プレラーの同時期1950年頃の考え方を､彼の講演等での発言から見てみよ

う｡彼も総体的には｢市場経済｣を認めつつ､しかしそこで｢非ドグマ化｣(Entdognati-

siemng)という条件を加える｡つまり自由市場経済がもたらすイニシアティヴの問題にま

で立ち入り､それを重視する姿勢を一方で示しつつ､しかし自由市場経済の純粋な､ない

し｢ドグマ的｣な援用がそのまま社会的厚生をもたらすという考え方を一貫して否定する｡

プレラーは自由市場経済のベースとなる個人原則と共に､社会原則の観念を併置し､それ

に基づいた経済の誘導は必要だとする｡ただし､この社会原則とて､決して｢ドグマ的｣

であってはならないのであり､純粋な中央管理経済もまた否定される｡つまり個人原則に

基づいた個人のイニシアティヴを促す自由市場経済と､社会原則に基づいた経済への介入

ないし経済の誘導の双方が､国民経済の必要に応じておのおの｢ドグマ的でない｣かたち

で混合されるのが望ましいとするのである19)｡ここでいわれる｢ドグマ的でない｣という

のは､戦後西側SPDの指向としてこれまで述べてきた､｢シェーマ的でない｣こと､｢画一

的でない｣こと､集権体制による硬直性から免れていること､などと同義である｡ゆえに

プレラーも市場経済を受容し､社会保険に関してももはや統一型保険に必ずしも拘泥して

いない｡そしてこのような柔軟姿勢､市場経済および個人原則受容の姿勢は､戦後西独｢社

会的市場経済｣型新自由主義と､現実政策の指向において多くを共有できることを一面で

意味する｡ただし相違点も明確であり､プレラーら社会民主主義者はまず第一に完全雇用

政策を不可欠のものとする｡さらに50年頃のこの当時は｢総体的計画｣｢誘導｣｢調整｣な

どをもって国が経済過程に介入することが不可欠のこととして位置付けられ､また社会､

経済秩序の軸心をなす一つの重要な枠組みとして労使の共同決定の重要性が論じられてい
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たことは､明言しておかなければなるまい20)｡

このように連邦共和国成立前後の時期のSPDの社会政策論とそのバックグラウンドをな

す社会経済秩序に関する立場は､上述のごとく自由の価値､個人のイニシアティヴ､調整

様式としての市場経済の価値を高く認めており､その限りで新自由主義と重なる部分も決

して小さくない｡確かにこの時点では､政策主導の､経済の｢計画｣｢誘導｣｢調整｣など

もまた､不可欠のエレメントとみなされていたが､プレラーの言葉でいう｢非ドグマ的で

ある｣こと､すなわちそれらをシューマ的､画一的に適用することを避ける姿勢､そして

一元的､集中的管理や集権構造への懐疑の姿勢は社会民主主義の中にも浸透しており､そ

の兆しは連合国管理理事会の統一型社会保険法案が撤回された時期にすでに現れていた｡

それゆえ元来統一型社会保険を求めてきたSPD自身がそれに対し慎重な態度を取るに至っ

た点も見逃せないであろう｡同法案の廃案の根拠として､主に従来の説に従いつつ､ドイ

ツ側(とりわけ新自由主義)の社会保険体系根本改訂に対する反発を先に挙げたが､以上

の理由により､元来統一型社会保険支持のSPDの方が敢えて性急に統一型保険の構築を要

求しなかったこともまた､その重要な要因として数え上げてよいのではないだろうか｡

新生連邦共和国ではかくして従来型の社会保険体系が維持されたが､直ちに種々問題に

逢着し､その対策が問題となる｡次節ではこの給付システムの混乱と50年代初頭における

その改革議論を問題にし､さらにそれが57年の年金改革にどう結びついていくのかを展望

していく｡

2.1950年代の社会給付システム改革論

(1)50年代の社会給付システム改革に向けての動き-その概観

1950年代前半､社会給付システムの混乱と非体系性を是正すべき旨の議論は本格化した｡

前節で述べたように､旧来の多元的給付制度･機構の存続に加えてインフレ対応の社会保

険調整法や戦後処理諸立法などが一括給付されるようになって以来､給付体系の複雑化は

一層深刻となり､その統一性や保険部門相互間の連携および明瞭性の欠如､また相当額に

のぼる国家財政からの補助にもかかわらず社会的ニーズに対応しきれず不充分にとどまっ

ている給付のあり方などが問題にされるようになった｡そして給付システム総体の抜本的

整序および不充分な給付への対処の必要性が与野党双方より指摘されるようになった｡

こうした社会給付改革議論については､まずSPDが先行した｡1952年にSPDは連邦議

会において社会給付の総体的改革を視野に入れた社会調査委員会設置を要求した｡しかし

それは否決され､代わってユニオン政府与党により｢社会給付制度全面改革のための労働

省内専門家審議会｣が設置されたが､実質的活動は当面ないままに終わった｡SPDへの対

抗上､社会給付改革のイニシアティヴを自らの下に維持しようとしたのだが､ユニオン政

府の当時の状況は､泥縄式に問題に対処しながら社会保障をなんとかやっているという有

り様であり､給付システムの抜本的整序の必要性は意識しつつも､現実問題としてとても
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手がつけられる状態ではなかったといわれる21)｡しかし混乱の中にあってなお､連邦や地

方の財政を思い切ってつぎ込みつつ一応の給付を維持し､とりわけ50年連邦援護法､52

年負担調整法などで､戦争被害者援護や､避難民､被追放民対策にもなんとか着手されて

いるため､ユニオン政府に対する評価は相応に高かった｡しかもこれらの諸措置の対象と

なる人々は一大政治勢力を形成しており､アデナウアーらはそうした層を選挙対策として

意識的に取り込んだため､53年の第2期連邦議会総選挙でもユニオン側の再勝利につなが

ったといわれる｡

いささか割りを食った親のある社会民主主義側のその間の活動のついては､1952年4月

のベルリンでの社会政策学会特別大会におけるマッケンロート講演｢ドイツ社会プランに

よる社会政策改革｣(DieRefomderSo2:ialpolitikdurcheinendeutschenSozialplan)が

もっとも著名なものとして位置付けられるだろう22)｡そこでは｢すべての社会保障給付の

財源はその年に形成された国民所得以外にない｣といういわゆるマッケンロートテーゼが

示された｡それは｢年金は須らく集められたファンドの中から支弁されなければならない｣

というドグマからの解放を意味し､年金などの賦課方式の可能性/合理性を示唆するもので､

後に年金の動態化にあたってアデナウアーの諮問に応えたW･シュライバーにも影響を与

えたといわれる2き)｡彼は複数の補助的給付制度が時に重複しつつ複雑に錯綜している現行

制度の問題を実態調査に基づき整序し､そこから限定された予算での社会給付の効率化の

必要性を指摘した｡そして｢社会的予算を体系的にし､社会給付をカテゴリー付けし､ニ

ードの優先順位をつけて緊急度に応じた資金配分をすべし｣として｢社会予算｣

(Sozialbudget)の構想を構築し､その際､給付体系を因果原則(ⅩAusalprinzip)から結

果原則(Finalprinzip)に切り替えて整序すべき旨の指針をうち立てた24)｡

社会民主主義に与するマッケンロートが示した社会給付のあるべき指針をさらに述べる

ならば､市場整合性(Marktkonfomitat)が尊重されるべきとされ､社会給付の財源とし

て保険拠出が選好され､社会給付を拡大する手だてとして再分配はあまり好ましくない旨

が述べられた25)｡国民生産の拡大が最良の途であるとして社会政策と経済政策の密接なリ

ンケージの必要性が説かれ､貢献原則(LeistungSprinzip)を重視することにより個々のイ

ニシアティヴやインセンティヴが削がれないよう､配慮の必要性が強調された｡具体的に

は､社会給付は階層化された構造であるべきであり､給付水準は必ず貸金の下方に位置す

べきであるというのである26)｡ネオ･リベラリズムの論者の議論と酷似している観を受け

る｡〔新自由主義とSPDの議論の対比､註で必要?〕しかしマッケンロートの議論をさら

に追っていくと､社会予算構想は単なる社会給付の合理化に留まらないのではないかとも

推し量られる｡つまり社会保険を中心にとは言いつつも､拠出給付均衡原則から大きく逸

脱した制度的際分配をインプリシットに要求しているのではないかと考えられるのである

が､この点は後に再度詳述する｡ともあれ大衆の拠出能力がまだ安定しない中で必要な給

付を実現しようとするならば､極めて大掛かりな再分配機能を暗黙のうちに想定している

ことになり､また一般会計からの基礎年金構想も示されていた｡ここまでくると､マッケ

ンロートの議論も新自由主義の立場からは到底受け容れられないものとなってくる｡しか
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しその影響はSPDの｢社会プラン｣､また自由主義者シュライバーの動態年金構想､さら

には今日の｢社会予算｣にも及んだのである｡

以上､マッケンロートの議論の性格について述べてきたが､彼の議論がそのままSPDの

公式の立場であったわけではない｡同じ1952年､社会民主党幹部会はその作業を党の社会

政策専門家であるL･プレッラー､W･アウエルバッハらに委嘱しつつ､いわゆる｢52年

の社会プラン｣(GrundlagedessozialenGesamtplansderSPD.UnsereForderungenauf

Soziale Sicherung:直訳すると｢社会民主党の社会的総プランの基礎 社会保障に向けて

の我々の要求｣)を公表した27)｡それは混乱する現下の社会給付のあり方や､その部分的機

能不全に対するユニオン政府の無策を批判し､対案として独自の社会プラン起草したもの

であった｡｢社会保障が自由の前提条件｣であるとして社会保障体系の整序と改善､充実を

うったえつつ､具体的には以下の諸点を主張していた:

1.完全雇用政策の必要､2.包括的な健康維持､回復サービスの必要､3.経済的存在

の保障の必要､4.公的扶助改善の必要性､5.家族給付の必要性､6.費用膨張を伴わ

ぬ社会給付改善の余地､7.社会保障政策への当事者の積極的関与の必要性､8.社会保

障を通じた人々の自由の実現､以上である｡これについては後の項で再度詳述する｡

これに対しユニオン連立政府側は､労働省内審議会の表看板である｢社会給付制度全面

改革｣には実際には着手できる状態になく､既存制度の下で当面の輔縫策に終始していた｡

それでも先述のように､53年の連邦議会第Ⅱ期総選挙に与党側は再度勝利をおさめ､これ

をして社会的市場経済の勝利といわれることもある｡しかし､本来は新自由主義的な観点

から､社会給付､とりわけ保険ではない租税財源による給付に対しては抑制的な態度で臨

むべきところを､かなり大幅な連邦財政補助を投入しつつなんとか社会給付を維持してき

たことも事実であり､また戦争犠牲者遺族､避難民､被追放民などの社会層をうまく取り

込んだことも大きい｡社会的市場経済の勝利とはこの時点では言い難いのが実状であった｡

社会給付の混乱やその低水準の問題にはアデナウアー政府も意識的であった｡SPDへの

対抗の必要性がどの程度重きをもったかは定かではないが､連邦議会第Ⅱ期初頭の政府所

信演説において､包括的かつ根本的な社会改革が公約された｡しかしアデナウアーの改革

意思は閣内不統一のもとで頓挫した｡その根拠としては政府部内の三つ巴の省庁間対立が

あったことが指摘される28)｡首相サイドの改革意図とは裏腹に､大蔵省､経済省は保険主

義的受給権を困窮度調査を伴った扶助に切り替えようとするなど､極力給付の切り崩しを

図ってくる｡対し労働省はこれを防御し､現状を維持するために敢えて(戦略的に)根本

的改革に消極的態度をとる｡そのため連邦政府サイドとしては､全体改革を欠くままSPD

の提示する給付改善法案に対抗しつつ､ごく部分的な改革を漸次的に行なうに終始するこ

とになる｡こうして連邦改府として何ら主体的に社会給付政策を構築できない閉塞状態が

生じてきたのである｡こうした中､1955年､アデナウアーは業を煮やして彼個人のイニシ

アティヴで4人の社会科学者に社会保障システムの新秩序に関する総コンセプト案出を委

嘱し､その答申は､〝Neuordnungderso2:ialenLei8tungen"(通称ローテンフェルス建議書)

として公刊された29)｡そこでは当時の社会経済的状況認識(旧い社会からの変化)をべ-
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スに､あるべき給付の諸原則､社会政策と経済政策の統合の必要性がまず説かれ､ライフ

サイクルの三フェーズ､すなわち若年期､現役就労時期､老齢期のそれぞれを考慮した社

会給付の具体的あり方や管轄すべき機構の構成が構想され､さらにこれらを踏まえた包括

的な社会法典の編纂が提言された｡新自由主義的なコンセプトに導かれつつ､40年代後半

に案出された統一保険とは一線を画ながらも､全体として一つのシステマテイツタな社会

給付体系を作ろうとする一つのプランであった｡

その詳細には後に再度触れるが､本建議書は連邦首相のイニシアティヴで出されたもの

であるにもかかわらず､政府部内で受け容れられず､その構想は実現に至らなかった｡同

建議書に対して､いわゆる｢三教授意見書｣30)による批判が提起されたことはよく知られ

ているが､これには現状維持を望む労働省の建議書に対する妨害意図があったといわれる

飢)｡いずれにせよ社会給付体系を包括的に改革しようとする計画は実現しなかった｡その

一方でSPDが社会給付改善のプランを積極的に提示する中､連邦政府としてこれ以上無策

ではいるわけにはいかなかった｡そこでアデナウアーは包括的改革を断念し､年金改革と

いう｢部分改革｣を進める決断をした｡時に1956年初頭のことであり､年金改革法は翌

57年に成立する｡(ただし比較的原理主義的な自由主義者は年金改革､特に年金保険の動態

年金化には反対だったため､連立与党連合内の紛糾は当分の間継続した｡)

他方SPD側では後に詳述するように､自由主義､競争秩序の路線が時を追うごとにより

前面に押し出されるようになってきた｡もちろんすべての党員がそれを快く受け容れてい

たわけではなく∴また常任党幹部会の範囲においても決してそれが奨励されていたわけで

はなかったさ2)｡しかし1954年のベルリン党大会で52年のドルトムント綱領の一部が修

正･増補された折､シラーの有名な定式｢可能な限りの競争と､必要な限りの計画を｣が

織り込まれた｡そして従前に比してかなり柔軟なかたちで社会給付の改善を提言し､与党

にプレッシャーを与えていくこととなった｡しかしこれによってSPDの唱道する社会主義

(実態として社会民主主義)のあり方が漠としてしまい混乱を惹起するという面も否めず､

社会主義における市場秩序､或いは社会主義と競争秩序の関係のあり方などについて悩ま

しい議論が展開されたのも事実である｡

後世の我々の視点から見ると､この頃SPDには1.包括的社会改革路線 2.プラグマ

ティックな部分改革路線の二つの志向がせめぎ合っており､現実の経過としては後者が前

面に出た｡そしてアデナウアーが年金改革に踏み切る前に､指針を年金改革に紋ってアク

ションを起こし､年金改革法案は与党連合に先んじて56年4月に連邦議会に提出した｡

結果からいえば与党原案をベースとして年金改革の法案審議は進むのだが､SPDはそれ

に積極的にコミットし､逆に与党連合の方がこの案件にづいては内部分裂をきたした｡つ

まり年金改革に結実する50年代の社会給付改革の背景や基本志向を理解するためには社会

民主主義的ないし社会主義的市場経済の影響も勘案する必要があるのである｡57年の年金

改革法は良くも悪くも高負担高福祉の路線が定着する端緒となった｡以後70年代まで続く

福祉増強局面の最初の大きな改革であったといえる｡既述のように賦課方式へ財政方式が

転換され年金が動態化されることにより､従来の積立方式では現実的でなかった程にまで

10



給付率(対従前所得比)が引き上げられる｡所得比例年金に転換されるために年金保険の

財政スケールそのものが非常に大きくなる｡低所得層の一部には､低額年金回避のための

最低みなし所得が設けられ､これが実質的な最低年金制度として機能することになる｡こ

こから生じる特別の負担は国庫から支弁され､これは税金として国民全体が負担すること

になり､総じて高負担高給付体制ができあがる｡このような性格の年金改革法がCDロ肥SU

とSPDの賛成によって､そして与党の連立パートナーであるFDPの反対を押し切って､

1957年2月に可決(DPは自由投票:多くは反対票)されたのである｡以上が57年の年金

改革にいたる50年代社会給付システム改革に向けての動きの概略である｡これを踏まえて

新自由主義および社会民主主義の社会給付システム論を次項以降でさらに検討する｡

(2)新自由主義の社会給付システム論

ここで新自由主義というのは､1980年代にいくつかの先進諸国の政策基調変化のベース

となった自由主義のことではなく､両大戦間期から第二次大戦後にかけて自由放任主義に

も国家統制にも反対しながら､一定のルールに則りかつある程度の制約をうけた自由市場

経済の展開の基盤を守るような､そんな自由主義的国家介入を前提とした経済･社会秩序

をめざして学術ないし政治活動を展開した人々が主唱するところの自由主義である｡その

新自由主義者としてここで採り上げるのは主にオイケン(Walter Eucken)､リュストウ

(AlexanderL鮎tow)､レプケ(WuhelmR6pke)､ミュラー=アルマック(AlfredM仏皿er-

Amack)､また政治家としてはエアハルト(LudwigErhald)であり､またアデナウアー

首相の考え方にも若干言及する33)｡新自由主義といってもオイケンに代表されるオルド自

由主義とミュラー=アルマックやレプケなどの社会的市場経済論(社会学的新自由主義派)

とはいささか異なるため､必要に応じてこの両者を峻別しつつ論じることにする｡

50年代ドイツの新自由主義の経済･社会政策基調には二つの側面があった｡一つは19

世紀的自由主義が念頭に置かれた反レッセ･フエール(自由放任)であり､もう一つは反

統制経済､反中央管理経済である｡言うまでもなくこれは反ナチス的全体主義であり､反

ボルシェビズム的統制でもある｡以下､代表的論者について主に足立正樹氏や福田敏活氏

の整理に即して若干言及するa4)｡

前者の反自由放任に関しては､先に挙げた新自由主義看たちの中でももっともラディカ

ルな自由主義者の一人であるオイケンですら次のように言っている｡自由放任は独占をま

ねく､国家が自由競争の監視を怠ると､つまり国家の競争政策を欠くと､市場の勢力化が

起こり､独占が進行する｡すると市場参入の自由･営業の自由が妨げられ､市場秩序が危

機に陥るというさ5)｡またリュストウはある講演において日く､19世紀の社会経済的発展は､

個人的自由､人間的尊厳､労働者の自律性を､かつてないほどまでに劣悪にした｡これら

は生産性における進歩､効率性の上昇の背後に押しやられたと36)｡そして彼はオイケンと

共に｢自由主義的介入｣を主張することになる｡さらにミュラー=アルマックは､19世紀

的市場経済は社会問題､とくに景気変動に伴う失業や､貧困･貧富の格差をなくせなかっ
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た､つまり市場経済には社もとより会問題を解決する能力がないとまでいう｡そして市場

経済が社会､国家､宗教の制約から解放され､暴走しているので､もう一度社会に囲い込

む必要があるというのである37)｡すなわち｢市場の暴走→社会問題→かえって自由を制限

する｣という悪循環を止めるべきだという｡レプケは経済支配､物質優先､人間疎外の深

刻化が進む状況に関してとりわけ次のように云う｡このような｢過小統合｣が進む中で自

己喪失､他者依存の精神状況が生まれ､その反動で一転して人は今度は過剰統合に流れる｡

強い国家を求め､集団的生活保障を求め､自律性を放棄して国家にすべてを委ねる傾向が

生まれ､統制主義や全体主義に土壌を用意することになるさ8)｡これがレプケのいう｢プロ

レタリア化｣であり､リュストウの言う｢マス化｣の危機もこれに近い｡放任主義は究極

的にこのような危険性をはらみ､こうした｢プロレタリア化｣｢マス化｣などが克服される

べき問題として措定されるのである｡オイケンがいう､自由放任主義は市場経済の中央管

理経済への転化への傾向を内包するというのもこのことを表している｡レプケも日く､(効

率上からも､社会倫理上からも好ましい)競争的市場経済は｢極めて傷つき易い工芸品｣

であって､｢常に保護と監視｣を必要とする39)｡レプケやミュラー=アルマックら社会的市

場経済論者(社会学的新自由主義派)はさらに加えて｢社会的安全｣というポイントを､

オイケンらオルド派よりも一層強調し､社会的安全(ないし社会保障)と経済的自由の結

合という課題を追求したという40)｡

以上のように､全面的経済統制のような事態を避け､自由主義的経済秩序を維持するた

めの公的介入は必要であり､レッセフェールでもなく､ナチズムの統制経済のごとくのも

のでもない､｢第3の干渉方式｣(ミュラー=アルマック)｢第3の道｣(レプケ)が求めら

れたのである｡現在｢第3の道｣というと西欧の社会民主主義のスローガンだが､第二次

大戦直後は新自由主義者によって用いられていたのである｡

さて､新自由主義の経済･社会政策観から派生する政策指針の最大公約数的なところ

は､国家介入の｢秩序政策｣への限定および｢経過政策｣の否定である｡共にオイケンに

由来する言葉だというが､秩序政策とは自由主義競争経済秩序を維持するための政策で､

具体的には市場参入･退出の自由､市場競争･市場取引の自由に関するルールの制定､反

独占政策(競争維持政策)､通貨安定のための政策､スタート条件の平等(機会均等)､自

立的中間層の育成などが挙げられる｡市場の失敗への対処もこの中に含まれる｡競争秩序

がもたらす分配の不公平への対処も必要とされ､この点はもっとも純粋な自由主義にちか

いオイケンですら積極的に指摘して､累進課税制等による調整の必要を述べているという｡

競争秩序下でも生じうる公害､環境破壊､悪労働条件､等への対処も課題とされ､社会保

障もまた対象となる｡オイケン､リュストウ､レプケ､ミュラー=アルマックら､個々の

論者の言及としては明白には見られないのだが､各種市場における情報の非対称性を排除

したり､価格適応(priceadjustability)の制約を排除したり､生産要素の可動性の制約を

排除したりするために積極的に国家なり公的な｢手｣が加えられていくべきだということ

も論理的に含められ得ることだろう｡

他方､経過政策とは､経済過程における生産の選択､量､価格形成などに直接手を加え
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ていくものである｡この経過改策に対しては､新自由主義看たちは押し並べて否定的であ

った｡なぜならばそれは本来あるべき市場のバランスを破壊してしまうと考えられたから

である｡つまり彼らは計画経済に反対であるのみならず､ケインズ主義的総体的誘導にも

否定的であった｡ただしミュラー=アルマックなどの一部の論者は景気循環に対する経過

政策的介入の可能性を承認している｡彼は｢生活の安定化｣基準のために失業対策(景気

対策)､最低賃金制などまでをあるべき政策カタログに含めている｡こうしたところは新自

由主義の中でも割れるところといえようか41)｡

さて､ここで問題になる｢社会保障｣は､｢やってよい｣ことに入る｡ただし､社会給付

などの社会的介入に際しては､守られるべきいくつかのノルム(基準)が示される｡何よ

りもまず｢市場整合性｣(レプケ)に力点が置かれるべきとされる｡さらに補完主義が徹底

されるべきこと､扶養国家的給付制度には反対であること､そして個人の自助能力の育成

が最優先されるべきことなどが掲げられ､資産形成促進などには積極的である一方､事後

的な給付や連帯主義については､否定しないまでも個人のイニシアティヴ､インセンティ

ヴに最大限配慮がなされるべきであるとされる｡

ところが実際に50年代前半にユニオン政府主導で行なわれた社会給付に関しては､こう

した｢原則｣はあまり活かされてはいなかった｡連邦政府の公式の立場は､ペグァリッジ

プランとも､SPDの社会プランとも距離をおき､自己イニシアティヴ､自己責任を強調し､

国家介入を狭く限定しつつ､扶養的な租税財源でなく､保険的な目的対応拠出財政に重点

を置こうとするものであった｡貸金対応の拠出･給付は市場における一次分配の結果の反

映だから尊重すべきであり､国家における市民たることが受給の要件となるのでなく､市

場経済的に拠出による権利化が給付の根拠とされるべきである､そして最低所得保障は扶

助の任務たるべきであるとされ､これが同時にSPD社会プラン排除の根拠ともなっていた｡

ところが現実にはかなりのプラグマティックな対応を余儀なくされていた｡実態としては

租税財源から多くの支出を伴いつつその場その場で当座の必要(窮乏状況)に対応してい

かざるを得なかったのである｡

もとより社会給付所管当局の長である労相シュトルヒは決して自由主義的路線を志向し

ていたわけではなかった｡彼の選出母体はキリスト教労働組合であり､ユニオン政府の一

翼を担いながらも､そのキリスト教社会主義路線は新自由主義的｢社会的市場経済｣とは

一線を画していた｡野田氏によればむしろ意図的に｢社会的市場経済｣の社会的たる部分

を拡喪解釈していたという42)｡そして､混乱の中で連邦財政補助を大胆に援用しつつ維持

されていた50年代前半の社会給付に対し大蔵省や経済省から給付抑制(保険主義的受給権

の困窮度調査を伴った扶助への切り替え)圧力がかかる中で､労働省は抵抗をしていたと

いう｡つまり現行制度を敢えて変えずに実践の中でじりじりと給付の拡大を図っていこう

とする労働省､社会給付体系を根本的に改革していこうとする連邦首相府､逆に給付抑制

圧力をかける大蔵省･経済省のいわば三つ巴の状態があったのである43)｡このような状況

の中で閣内統一がとれなくなり､全体改革を欠くままSPDの提示する給付改善法案に対抗

しつつ､政府側としてはごく部分的な改革を漸次的に行なうに終始というのが実情であっ
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た｡このように連邦政府として何ら主体的に社会給付政策を構築できない閉塞状態の中で､

アデナウアーは1955年､アヒンガーをはじめとする4教授に諮問し､いわゆる-テンフェ

ルス建議書を提出させたのであった｡

この建議書は当時の社会経済的状況(旧い社会からの変化)についての認識やライフサ

イクルのフェーズについての考慮を基礎とし､全体としてシステマテイツクな一つの社会

給付体系を作ろうとする新自由主義的思考の一類型であったことは既に述べたとおりであ

るが､その特徴をさらに述べると次のようになる｡自由主義原則に則った国家の影響の制

約を主張し､キリスト教社会教義に従った補完性原則を優先させるべきとする｡つまり社

会的措置の優先順序としての｢本人(自助)>家族･親族>地域コミュニティー>企業>

社会保険共同体>国家｣が明示され､通例どおり国家の出番は最後ということになる鵬)｡

国家の任務には自由主義発展の前提条件の創出､つまり青少年に対する機会均等の創出､

地域間格差の是正などが含まれるが45)､｢労働する権利｣実現のための積極的な景気政策や

労働市場政策なども一応国家の任務に組み入れられている46)｡この点は新自由主義には一

般的には見られないところであるが､本建議書では機会均等や､労働する権利などは､伝

統的保険手法では技術的に対応できないため国家的措置において対処することが必要と認

められているのである｡自助の限界にも触れ､連帯原則と補完原則の調和を謳うが､全体

としては強烈に補完原則に滞導されて全給付体系が構成されるべく構想されていた｡因果

原則から結果原則への転換を謳うところはむしろSPDプランと近い47)｡統一的給付体系を

目指す一方で旧来と同様に制度､機関の多元性を支持しており亜)､この点は一種の自家撞

着に陥っている｡また選別的であり過ぎてもならず､普遍的であり過ぎてもならないとさ

れ､ここは論理的にいささか苦しいところである｡疾病保険に関しては部分的自己負担を

導入すべきとされ､普遍主義型給付には反対､反扶養国家的立場も明確にし､いわゆる｢北

欧型｣福祉国家を批判する｡そして上述のように保険機関を多元的にし､保険料率や給付

の内容も選択式にすべきとしているのである｡高所得者と低所得者間の過度の調整にも反

対し､行き過ぎた諸リスクの混合･調整は補完原則にも反し好ましくないとしている｡完

全に社会的調整の余地を排除していないところも特徴的だが､この答申も当時の数ある新

自由主義の一つの型を体現したものであるといえる｡

ところが本建議書は､連邦首相のイニシアティヴで出されたものであるにもかかわらず､

政府部内で受け容れられず､改革は当面は年金改革という｢部分改革｣に収束した49)｡先

述のようにSPDサイドが積極的に社会給付改革案を提示する中でユニオン政府も無策では

いられず､かつ政府部内での社会給付の新秩序に関する同意が得られない中､アデナウア

ーはやむを得ず1956年初頭､部分改革に踏み切ったのである｡アデナウアーはまずシュラ

イバーを登用して､賦課方式財源の動態年金プラン練った｡銀行､保険会社､種々の雇用

主団体から反対圧力はあったものの､キリスト教労働組合や労働省などからの追い風を受

けて年金改革への動きは前進した｡だが自由民主党(FDP)やドイツ党(DP)などを含ん

だ連立与党連合は内部に対立の芽を抱えることになる｡(またここで｢新自由主義｣の理念

がどう作用したのか､また主要な新自由主義看たちの年金改革に対する見解などについて
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は､まだ調査が不十分であり､さらなる検討を要すものである｡)エアハルトなどの原則論

的自由主義者などの立場は微妙であったが､とりあえず業績主義(LeistungSPrinzip)が活

かされていることで､合意が形成されたといわれる50)｡そして｢はじめに｣で述べたよう

な社会政策的意義をもつ年金改革法が1957年2月に連邦議会で､与党連合のうちCDU/

CSUの賛成と野党SPDの賛成と共に､また与党連合の一部であるFDPやDPなどの反対

のもとで可決された｡

(3)社会民主主義の社会給付システム論

本項ではSPDの社会主義市場経済路線から50年代社会給付改革への立場を見る｡先述

のように1950年頃にすでにSPDでは市場準済を受容する立場が大きく前に出るようにな

り､それを本稿では､あまり一般化した語ではないがA･ヴェーバーに倣い社会主義的市場

経済と表現した｡プレラー講演に見られる(社会主義の)｢脱ドグマ化｣もその主要な特徴

であり51)､社会保険についても単一保険に拘泥しない立場が明瞭であった｡ただし不可欠

の前提として､完全雇用政策支持､社会給付システムの合理化､総体的計画､誘導､調整

の体制整備､投資偏在および過剰投資の調整の必要､投資の人口(とくに避難民)集中地

域への誘導などがあげられていた｡

ここで1952年のマッケンロート講演を再度見てみよう｡マッケンロートの議論内容には

二つの面がある｡社会民主主義看であるマッケンロートが示す社会給付のあるべき指針は

一面で市場整合性(Marktkonfomitat)である｡社会給付の財源として保険拠出を選好し､

社会給付を拡大する手だてとして再分配はあまり好ましくないという｡国民生産の拡大が

最良の途として社会政策と経済政策の密接なリンケージの必要性を説き､貢献原則

(Leistung8prinzip)を重視し､イニシアティヴ､インセンティヴを削がぬよう配慮が必要

であるという｡そのためにも社会給付は階層化された構造であるべきで､給付水準は必ず

賃金の下方に位置すべきだというのである｡この限りでは彼の議論が新自由主義論者の議

論と酷似していたことは前々項でも述べたとおりである｡他方､もう一方の面においてマ

ッケンロートは社会予算構想のもと､ニードに応じた給付体系を提唱する｡すなわち給付

体系を因果原則Finalprinzipから結果原則Ⅹau8alprinzipに切り替えて整序すべきという

ことで､これは単なる社会給付の合理化のみを含意したものではない｡社会保険を中心に

とは言いつつも､拠出給付均衡原則から大きく逸脱した制度的再分配をインプリシットに

要求していることにはならないだろうか｡彼の｢すべての社会保障給付のソースは､時々

の国民所得以外にない｣という発言と､｢緊急度に応じて社会給付の配分を行なうべし｣と

いう発言､そして｢社会保険､社会扶養､社会扶助を峻別する意味はない｡どれもが社会

支出なのだ｣という発言を併せて考えるならば､応能原則で集められるだけ資金を集め､

必要原則で配分していくことを意味し､ここに極めて大掛かりな再分配機能が予見されて

いることになるのではないか52)｡彼の一般会計からの基礎年金構想も同様の脈絡から理解

することができよう｡
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次に1952年の社会民主党の社会プランを見てみよう｡｢社会保障が自由の前提条件｣と

言い､1.完全雇用政策の必要､2.包括的な健康維持､回復サービスの必要､3.経済

的存在の保障の必要､4.公的扶助改善の必要性､5.家族給付の必要性､6.費用膨張

を伴わぬ社会給付改善の余地､7.社会保障政策への当事者の積極的関与の必要性､8.

社会保障を通じた人々の自由の実現を主張した旨は既に述べた｡このうちの2.はべヴァリ

ッジ構想の影響とも考えられよう53)｡3.についてはマッケンロート同様に一般会計(租税

財源)からの基礎年金構想ないし普遍的｢国民給付｣の要求が含意されていると考えられ

る｡

ちなみに｢普遍｣はベヴァリッジ構想と合敦するが､租税財源基礎年金はペグァリッジ

構想と異質のものであり､これはSPDならではの自由の含意から着想されたものである｡

SPDの議論をしてべヴァリッジ流の議論という言い方がよくなされるが､この差異は留意

されるべきである｡さて､自由の含意であるが､新自由主義における自由においては経済

活動の自由がまずは起点となる｡対し社会民主主義における自由においては基本的生活ニ

ーズの充足､教育､就労の機会均等が自由の前提ないし起点となる54)｡(この点は8.にも

反映されている｡)彼らの｢社会主義的｣自由主義においては､副次的には給付のディスイ

ンセンティヴ効果や過剰干渉の弊害にも配慮しなければならず､そのための市場整合性へ

の配慮も不可欠であり､新自由主義と同様の悩ましさをかかえるとはいえ､一般会計によ

るナショナルミニマム保障に迷いなく､年金に関しては公的資金による基礎年金が構想さ

れることになる｡自由市場の原理に合敦することが望ましいとしつつも､社会的観点から

のそこからの逸脱には音かではない｡日く､｢因果原則に拘泥するあまり制度､組織の分立

が放置されることがあってはならない｣のである｡制度､機関の分立は適正に統合される

べきとされ､旧来の組織形態を支持する議論は､集団エゴイズムとして論難される｡因果

原則から離れ､結果原則で即現実的にあらゆる資金を動員して格段の負担の増大なしに社

会保障機能を維持する制度的枠組みを実質的に要求していることになる｡(6.の含意)国民

所得と給付の相関を重視し､シュライバーら自由主義者らに先んじて動態年金要求した｡

しかし新自由主義と相争わない点も顕著である｡従前所得対応の差別化された給付設定は

ドイツの伝統的な社会保険の型を反映する形になるのだが､これを容認し､もはや平準化

された給付を絶対的に要求する姿勢は見られない｡このことはドイツ型の伝統の尊重､職

員等の利害への対応､或いは選挙対策もあるという捉え方がされるが､このことはむしろ

市場原理の受容とともに､個人のイニシアティヴ､インセンティヴ効果の問題を社会民主

主義看たちがきわめて重く受けとめていたことの証左として理解することはできないだろ

うか｡またここにおけるさらなる強調点は､｢我々はEintopfversicherungを目指している

のではない｣55)ということである｡個々の状況を配慮することなく､すべての社会層､リ

スクを混合し､広範囲なリスク調整をして平準化を行なう意思はないことを表明し､｢官僚

主義的国家扶養をめざすものだ｣という非難に対してもそれを否定しつつ非集中的自主管

理の原則を強調し､｢計画｣は大きな位置をしめるが､それは合理的調整であって集中的管

理ではないとされる｡つまりここでも､新自由主義と重なる面､社会民主主義ならではの
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面､両面が看取されるのである｡

また､あらためて強調しておきたいのは､ペグァリッジ構想との差異であり､それは1.

ヴァリッジ構想における｢一元的行政責任に基づく均一拠出､均一給付の統一型保険｣構

想に対し､非集中的管理､非混合保険､既存職域団体の枠尊重をめざし､不均一給付を想

定していたこと､2.べヴァリッジ構想の国民保険では垂直的再分配要素きわめて薄いのに

対し､西ドイツSPDの構想では､結果原則に基づく合理的資金配分のため再分配に音かで

なかったことである｡べヴァリッジの構想をドイツの新自由主義は拒絶していたわけだが､

実はペグァリッジの構想は意外に新自由主義的であり､かつSPD構想における社会保険は

決して型どおりのペグァリッジ構想型ではなく､またそれこそが新自由主義と一線を画す

部分でもあったということを確認しておきたい｡

ともあれ50年代のSPDの議論には市場経済や競争秩序に親和的な面と社会民主主義な

らではの留保ポイントの双方が色濃く表れているのであり､これがまさに独特の悩ましさ

に結びついていた｡市場整合性重視と扶養国家的立場は明確に表明してしまっている｡時

に53年､党内ではシュミート(CarloSebmid)が｢党は過去を清算すべき…イデオロギー

の残韓を投げ捨てるべき…｣56)という発言をし､激しい議論を喚起していた｡当初のエア

ハルトの経済政策への批判も時とともに希薄化し､計画と誘導のエレメントは背景に､ま

た競争や私的所有のエレメントは全面に押し出されるようになった｡1954年には｢可能な

限り競争を､必要な限り計画を｣というK･シラー起草の一節が登場する｡経済の順調な

上昇､共同決定システムの定着､実質賃金の上昇などの外部環境変化によって､社会民主

主義を支えてきた諸勢力そのものの志向が変化してきたことも背景にあるのかもしれない｡

しかし党内ではまだなお､市場経済や競争の秩序を社会主義の中でどう位置付けるのかと

いうことが深刻に議論されていたのである｡

これに関連してシラー(KarlSchiller)は､最初に｢社会主義にとっての競争｣の問題､

｢中央管理経済や計画経済の可能性｣の問題に取り組んだのはむしろブルジョワ経済学者

(ウイーザー､パレート､バローネら､オーストリア限界効用学派､ローザンヌ学派)で

あるとし､彼らを積極的に評価すると共に､現実から遊離してシェーマ的思考に拘泥した

マルクス主義理論家を批判した57)｡そして中央における価値計算を容易ならしめる､経済

計算の負担を緩和する手段としての競争を位置づけ､競争と社会主義の本質的親和性､一

体性の指摘を行った｡シラーは所与の現実としての市場経済と計画経済の混合的経済秩序

を認識し､社会主義の含意を生産手段の共同所有や中央計画経済に限定することなく､そ

の両者とも考えうる選択オプションの一部として捉えた｡しかしこうなると､社会主義と

は何かを問うたとき､それはすでに具体性を失い､追求すべき課題を表象する｢理念｣に

昇華してしまっているように思われる｡ともあれシラーは社会主義の課題の追求のために

敢えてプラグマティックな途をとることを推奨する｡そうして出て来た混合的経済秩序か

ら､意図せざるものであったにせよ､現に完全雇用政策､福祉国家という方向性がでてき

たとを彼はいう｡

シラーにはバローネの競争社会主義のいくつかのモデルを具体的に吟味した｡〔モデル
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1〕:所得(分配)を規制し､生産手段は共同所有とし､消費財市場のみ競争経済的に組織

した場合は､労働市場を欠き､国家による労働力の需要独占がある中では､財の私的所有

の意義も競争の意義も活かされない｡〔モデル2〕:物的生産手劇ま共同所有で､生産財流

通を規制･管理し､個人所得の中央規制は行わず､消費財価格も自由に設定する場合､最

終的には経済の総循環に歪みが生じ､管理経済的拡張へ偏向していく｡〔モデル3〕:物的生

産手段の共同所有は維持し､所得や価格の規制なくした場合でも､結局のところ競争社会

主義は機能しない｡つまりは特定モデルによる一括解決は不可能という結論に達したので

あり､それは東側社会主義批判やユーゴのティトー主義批判にもつながっていった｡その

結果彼は､部分的措置のケースに即した援用､社会主義思考の中でのプラグマティズム､

そして混合経済を指向するようになり､結果的に｢脱ドグマ化｣とも通じる考え方を提示

するようになった｡競争と計画のドグマ的でない結合が可能となる条件は何かといえば､

彼においても市場整合的国家介入であった｡ただしネオリベラルの市場整合性規準が完全

競争均衡モデルから派生するのに対し､シラーのそれは均衡の存在しない過渡的市場を前

提していた｡その考え方の背景は､不断の成果競争や創造的破壊などの動態的過程を想定

していたことである｡実態として､局面や部門によって競争､計画､規制､自由がいろい

ろなかたちでシェーマ的なかたちでなく混在し､公経済領域と自由経済領域が混在し､多

様な企業形態が存在する｡多数の人為的措置が残存し､厳密な意味での公平性も欠いてい

ることから､市場経済原則を一般的拘束性をもって適用することの現実における不適切性

を彼は指摘したのである｡ゆえに彼は市場経済はまだなお部分的手段であり､市場経済路

線を認めることによって新自由主義と手を携えるところがあるとしつつも､完全競争モデ

ルは非現実的であると言う｡種々の市場阻害要因の存在を指摘し､永続的均衡を欠く動態

的市場形態における､規制の(場合によるが)妥当性を強調する｡彼においては､いわば

誘導された市場経済が政策として求められる市場経済の方向であり､計画の世界と価格メ

カニズムの世界の統合が求められるのだという｡両大戦間期のハイマンの議論との差異が

あまり明確でないようであるが､彼において｢社会主義｣とは何かといえば､ノルム(規

準)の提供であった｡そのノルムに沿いつつ､SPDは社会･経済秩序の面において､市場

経済､競争秩序を容認するのみならず､それを社会主義に本質的なものとして積極的に取

り込んでいく姿勢をとるようになってきた｡もちろん社会民主主義的留保ポイントあるの

であって､マクロレベルでの枠計画､競争的秩序を阻害しないような雇用･構造政策､福

祉経済政策などが想定され､また厳格な条件下に限定された中での管理経済的手法すら(本

来的には好ましくないとされつつも)容認されていた｡いずれにせよ､旧いシェーマに拘

泥することなく､あらゆる手段を援用しつつ､｢社会主義的｣なる目的に向かう用意が一方

においてはあった｡ただしSPD党員層ないし社会民主主義支持層における｢社会主義｣理

解はまだなお多様であり､新志向派のみならず伝統的｢社会主義｣路線の信奉者も決して

少数ではなかったことにも留意しておく必要がある｡

さて､SPDサイドの社会給付の具体的あり方について､アウエルバッハの議論を通して

検証してみよう58)｡SPDは必要な社会給付に関して､社会全体の｢総体｣としての対応義
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務の観念をまず提示し､また｢最低基準を満たすべき社会保障｣以上のものを要求した｡

他方でとりわけ枢要とされたのは:個人の自由､自助､労働意欲､生産性､非集中化､反

官僚制的管理であり､｢ユートピア的な理想を求めるのでなく､実現可能な事柄ヘリソース

を集約すべし｣というのが強調点であった｡社会保障がこれらを阻害する旨の議論､すな

わち｢個性を押しつぶす福祉国家｣論に反駁し､補完主義への拘泥に警鐘を鳴らしつつ､

市場整合性に反対はしないが､アウエルバッハは保険原則の縛りからの社会給付体系の解

放求めた｡(ただしこの時期のSPDの主流は保険主義であり､アウエルバッハの見解が基

準になるわけではない｡むしろこのことはSPD側においても路線の一本化がなされ得てい

なかったことの一つの証左となるだろう｡)また､全体計画を旨としつつも､多様な社会保

障の施行主体､財源などを認める方向性を打ち出し､全体改革を進めないユニオン政府を

批判した｡むろん現行年金の問題も主要な批判点の一つであり､また基礎年金支持の姿勢

も当初は明確であった｡それでも総じて見るならばSPDの柔軟化路線顕著に体現されてい

るのはこれまで見てきたとおりである｡

ただ､SPDの新志向派の中も割れていて､54年段階からSPDの要求(議会動議､質問

等)は常に2つの方向性をもってきた｡一つは52年のSPD総社会プランの流れをくんだ

包括的社会保障への指向､もう一つはプラグマティックに手のつくところから改善を行な

っていこうとする年金改革単独先行への指向であった｡56年頃以降は､後者の流れが前者

を圧倒し､総体的改革よりもまず年金改革が課題に上がるようになった｡つまりローテン

フェルス建議書が実現しなかったのと同様､SPD総社会プランも貫徹され得なかったので

ある｡以後の議論は､与野党双方において年金改革に集約されることになる｡

3.57年の年金改革プランの形成と新自由主義および社会民主主義一結びにかえて

1956年4月､SPDはユニオン政府に先駆けて年金改革法案を提出し､その後6月にユニ

オン政府法案も出揃った後､本格的な法案審議に入った｡異例の速さで委員会審議が行わ

れた後､1957年1月の連邦議会総会での第二読会､第三読会を経て､年金改革法は成立し

た｡(労働者年金改革法および職員年金改革法)結果的に高負担､高福祉体制をもたらすこ

とになるこの法案は､先述のようにユニオン(CDU/CSU)とSPDの賛成をもって可決さ

れ､従来の年金とは異なり貸金代替機能をもつものへとその性格を変えた｡

このような性格をもつ本立法成立の根拠として､｢相対的社会的地位の保障｣の方が｢繁

栄する社会｣に適合的である59)､新生自由主義民主国家の内的スタビリティーの前提条件

の必要性(同)､ユニオン政府内部の政策指向のスペクトラムの幅の広さ､とりわけ｢『社

会的市場経済』の同床異夢性｣60)などが挙げられるが､本稿ではさらに立法の合意基盤と

しての社会的市場経済と社会主義的市場経済(ないし社会民主主義的市場経済)､両者併せ

てのプレゼンスを挙げたい｡新自由主義､社会民主主義､双方でそれぞれに｢脱ドグマ｣

が求められてきた経過は見たとおりである｡新自由主義では一定の指針に基づき社会保障､
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さらには再分配､非市場的調整が容認され､それが年金改革に内包された｡SPDも基本的

には業績主義的､自由主義的指向をもつ年金改革立法に同意し､その形成に積極的に協力

してきた｡その筆頭に立っていたのが､この時期党内社会政策問題に関しリーダーシップ

を獲得した｢議員団｣派のシュッレンベルクであった｡これをもってSPD社会政策のイニ

シアティヴはプレッラーやアウエルバッハら｢総社会プラン｣派からシェッレンベルクに

決定的に移行したといわれることもある｡連邦議会にて､労相シュトルヒの与党法案説明

に対し､シエレンベルクが批判をするが､その内容は枝葉末節の問題に限られ､むしろ以

後の審議の協力の確約がなされた｡このSPDの行動はいわゆる現実政策(Realpolitik)と

して戦略的意味合いで理解されることが多いが､本章でより枢要であると位置付けるのは､

むしろこれまで見てきたようなSPDが自発的かつ積極的に旧いコンセプトを揚棄してきた

こと､およびその過程と論理なのである｡

それではプレッラーやアウエルバッハら｢総社会プラン｣派からいかにしてシュッレン

ベルクら｢議員団｣派に年金改革をめぐる主導権が移行したのか(或いは本当に移行した

のか)､そしてSPDはいかなるかたちで法案審議に参画､協力し､その志向がいかに反映

されたのか｡この点は次章で検討する｡

1) 例えば疾病保険については､既存の経営疾病金庫､イヌンク疾病金庫､農業疾病

金庫､職員代用金庫などを一切廃し､一般地域疾病金庫(Al1gemeine Ort$kranken-

kasse:AOK)に一元化する､老齢･障害年金についても労働者保険､職員保険の別を

なくし､均一基礎年金を設けるといったことが想定されていた:Hockerts,HanS

Gtinter;段は由h)OHtikhe血tschejduL78min7胸chkL重野dbutscb血DdA此rねund

dbutsche励zjblyetuez･uDgWOHtik1945bjb195ろStuttgart1980,S･26･

2) 1950年代の社会保険改革をめぐるユニオン政府サイドの論争については､

Hockerts,a.a.α,1980.および戸原四郎｢西ドイツにおける社会保障の展開｣東京大

学社会科学研究所編『福祉国家2:福祉国家の展開〔1〕』東京大学出版会､1985年(第

2章)､59-112貢が詳細にろんじている｡概略はZ61lner;Detrev;励ゐhLizzLL2dbLi

肋由J融通叩g血加〟由d血dBerlin1981,S･134-147より得ることが出来る｡

SPDサイドの議論についてはまさに本稿の課題となる｡

3) これはソ連軍政だけでなく､アメリカ軍政の方針でもあった｡1946年段階までア

メリカ占領地域でも､バイエルンではSPD系の､ヴュルテンベルク､ヘッセンではⅨPD

(共産党)系の社会政策実務者が共同して統一型保険プランの策定にあたっていた｡こ

の間の経過についてはScbieckel,伽Ⅳ苫卸以加e血･段ほ由ノ血想田喝

M且neben1947,S.76-127;シーツケルはSPD系のバイエルン労働省社会保険部長｡

4) Schmidt,Ebe血ard,Dibl徹止血(ねrte Nbuozdt7uZ7g1945-195Z A)rAuseit7一

皮刀(ね指eおmg 打皿 dね肋血よ血ぬr叩g血r 伽dβ虎血 血 Ⅳeg血朗

月由8お卿錯比ロd血血β皿由良呼び以放加〃由d血刀dFran伽1970･
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5) Hockerts,a.a.a,1980.およびHockerts,DeutscheNachkriegssozialpolitik

vordemHintergrunddesBeveridge-PlanS･EinigeBeobachtungenzurⅦd)ereitung

einervergleichendenAnalyse,in:Mommsen,Wb晦angJ･,Di占血tstehuL7gdbs
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S.325-350.はまさしくこの｢阻害された新秩序テーゼ｣を批判するものであった｡野

田昌吾氏も克服されるべき出発点の議論として､この｢阻害された新秩序テーゼ｣とそ

れに反駁する諸説の紹介､吟味､および自説の展開を行なっている｡野田昌吾『ドイツ

戦後政治経済秩序の形成』､有斐閣､1998年､209-222貢｡

6) 通貨改革自体はエアハルトが推進したものではなく､アメリカ軍政が主体となっ

て行ったものであった｡ただエアハルトはそれに連結させるかたちで経済統制の解除を

強引に行ったのである｡

7) クルト･シューマッハー｢社会民主党貞は何を求めるか｡再生でなく新生を｣(1945

年10月27日､キールでの演説)､ズザンヌ･ミラー(河野裕康訳)『戦後ドイツ社会

民主党史-ゴーデスベルク前後のSPD』､ありえす書房､1986年(M山叫Susanne,

DieSPDvorundnachGodesberg,in:Mi11er;S.,Pottho伍H.,励血e蝕cbjtbtedbt･

SPD.上ねL$teLTuDguDd瓜止umentatjbnen1848-198a2･恥il,5･tiberarb･u･er取Aufl･,

Bonn1983.)､資料編.

8) クルト･シューマッハー｢共産主義との差異｣(1946年1月3～4日のハノーファ

ー会議における社会民主党イギリス占領地区決議への解説)､ミラー(河野訳)､前掲書､

資料編.

9) Nemitz,8.a.α,1960,S.27-8.そこでは｢国有化を過大評価してはならない｣(オ

ットー･ズール)旨の発言が相次いだという｡

10) 社会主義を混合秩序として開いていくスタンスは､戦間期のハイマンやヒルファ

ディングの議論にすでに見られたものであった｡

11) 社会民主党デュルクハイム条項｣､ミラー(河野訳)､前掲書､資料編･

12) ただしトーンの変化と言っても実際はとても微妙なものであった｡実はSPDの内

部も割れていたため｡公式の原則は容易に変えられるものではなかった｡しかも｢脱皮｣

した者もいれば､伝統的な社会主義を信奉し続ける者もいたのである｡

13) Wbber;Alfred,So2:ialistischeMarktwirtschaft,in:鎚wezbch足助e肋ats-

hefk,1.Jg.(1950),H.9,S.393-401;der$･,Sozialisti$CheMarktw出schaft,in:Das

段)虚血血タde血血五日刀(ね務4.,Berlin1950.

14) Der$.,a.a.0.,in:Gbwetbcha肋e肋atshehq1950,S･393･

15) Ebenda,S.394.
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17) もちろん｢市場経済｣のインプリケーションが両者の間で微妙に異なるため､そ

の機能を円滑にするための｢介入｣の性格も微妙に異なることにも留意しておく必要が

ある｡

18)Wbb叫A.,a.a.0.,inご鎚融da肋e肋8由占鵡1950,S.394.

19)Pre11er;Ludwig,Dez･晦zum励zibhn蝕at(Ⅵ)rtragimInstitut凪rSo2:ial-

politikundA止eitsrechtam20.Okt.1950inM温nchen).非ドグマ的混合については

S.16.

20) Ebenda.(とくにS.15-9.)

21) 種々の社会給付のコンセプトや給付条件､給付算定方法などのコーディネーショ

ンが試みられたが､社会保険体系の中においても､また連邦援護法や負担調整法との関

わりにおいても､うまく機能しなかった｡こうした給付システムの混乱は､不充分な給

付とならんで､当時の社会立法領域の問題として挙げられた中心的なポイントであっ

た:Hockerts,HanS-G也nter;a.a.a,1980,S.430.

22) Mackenroth,Gerhard,Die Reforn der So2:ialpolitik durCh einen deutschen

Sozialplan,in:Albrecht,Gerhard(hrsg･),陥戒aDdIuz7gmauFLhz･助口吻触

陥血β戯r励z由缶助血鋸由J&u刀dJ見廻J喝Berlin1952,S.39-76

(AnsspracheundSchluBwort:S.76-89).

23) シュライバーの構想については:Scbre払er;Wn鮎ed,屁由ぬ乃加法e虎e止血ぬ

血血β仙蝕e肋dβ既1955鮎In.

24) Mackenrotb,a.a.0.,S.43-5.

25) Mackenrotb,a.a.0.,S.69.

26) Ebenda,S.50-1.ただしそこから導かれるのは､本来の所得を上げるべきだという

ことである｡つまり給付水準が賃金に近付くことにより労働意欲が萎えるのではなく､

貸金が決して高水準とはいえない給付水準に近くなるほど低いために労働意欲が萎え

るのだということである｡

27) VbrstandderSPD(hr$g･),DibGt･uD伽dbssozibhn脇m申血DSdbz･ぷm

th7SeTe叫au(sozjbhSkbeTuL7g;Regensburg1953.

28) 詳細は戸原四郎､前掲論文およびHockerb,a.a.α,1980を参照｡ここではごく

大まかに述べるにとどめる｡

29) Achinger,HanS/H6瓜Ier;Joseph/Muthesius,HanS/Neund6rfer;Ludwig,

∧b〟αr血址曙血β血エe由f岬,鮎In1955.(以下､jわ班e丑應血打と記す.)

30) Rohfbeck,Walter/Roehrbein,Erich/Meyrich,Carl,励m 伽bhm dbz･
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31) 戸原四郎､前掲論文､81貢.

32) 安野正明『戦後ドイツ社会民主党研究序説一組織改革とゴーデスベルク綱領へ

の道-』ミネルヴァ書房､2004年.伝統主義者対改革派の議論については､特に第
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四章､153貢以降参照｡

33) ここでは足立正樹『現代ドイツの社会保障』法律文化社､1995年､高橋弦｢ドイ

ツ社会的市場経済への途-ヒルファディングとオイケンー｣.『名城論叢』第2

巻第3号(2002年)､福田敏浩｢社会的市場経済の原像-ドイツ経済政策の思想的

源流-｣『彦根論叢』(滋賀大学)第320号(1999年a)､福田敏浩｢社会的市場経

済の秩序像-オイケンとミュラー=アルマックー｣『滋賀大学経済学部研究年

報』第6号(1999年b)､福田敏浩｢社会的市場経済の理論的源流-ヴィルヘルム･

レプケの経済ヒューマニズムー｣『彦根論叢』(滋賀大学)第325号(2000年)藤

本健夫｢西ドイツにおける戦後経済秩序の形成(1)(2)---⊥W･レプケの社会･

経済思想(上･下)-｣『甲南経済学論集』第29巻第1号(第163号)(1988年)､

第29巻第2号(第164号)(1988年)などを参考にしている｡

34) 西ドイツの新自由主義については､足立正樹『現代ドイツの社会保障』法律文化

社､1995年､第4章｢新自由主義と社会問題｣67-86頁､或いは註33のその他の論

考を参照｡

35) 福田敏活､前掲論文(註33).

36) R鮎tow;Alexander;So2;ialpolitikdiesseitsundjenseitsderⅨ1assenkampfes,in:

mlp,Bernhard/Schreiber;Wilfrid(hrsg.),jhzibhSibbezizeiち鮎In/Berlin1971,

S.19.原典は戯打点γ曲md血刀廟肋由車道挽物江口d刀由慮打血e乃

ぬJ且A蕗d由ねg叩g血A慮血Ⅶ卿血βd8虎肋由ゐ胸臆f祓おd月館β皿2之md

2&eh2nuaZ･1郎汐血励dGbLhsbe移(AktionsgemeinsgemeinschaftSozialeMatkt-

wirtschaft.ThgungSprOtOkn11Nr.12,Ludwigsburg1959,S･11-21･)

37) 福田敏晴､前掲論文､1999年a,b.

38) 藤本健夫､前掲論文.

39) 足立正樹､前掲書､福田敏晴､前掲論文､1999年b.

40) 福田敏晴､前掲論文､2000年.

41) ミュラー=アルマックは新自由主義看ではないという議論もある:福田敏晴､前

掲論文､1999年b.

42) 野田昌吾､前掲書.

43) 註28参照.

44) jわ班eβ鹿ね印S.23-30.

45) j弘e乃血,S.50-7.

46) 月あe乃血,S.124鼠

47) 連帯原則と補完原則のあり方についてはj払e刀(由,S.21-3･

48) j弘eロ血,S.65鼠,115･

49) ホッケルツ､戸原四郎､両氏の前掲書ないし前掲論文における立場は､57年年金
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50) 野田昌吾､前掲書.
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politikundAnbeitsrechtam20.Okt.1950inMtinchen).非ドグマ的混合については
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風花由血加,K6ln1955.
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60) 野田昌吾､前掲書.

24




