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本特集号 は,旧 『海外社会保 障研 究』 で アメ リカを特集 した2010年 以降のオバマ 政権 (2009年
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〜2017年 )・ トラ ンプ政権 (2017年 〜2021年 )下 にお け る社 会保障政策 の動向,及 び,社 会経済 に深
刻 な影響 を及 ぼ した リーマ ン・シ ョックやCOVID‑19へ の政府 の対応 を整理 し,そ の成 果 と課題 を明

10年 越 しの アメ リカ特集号 に

らかにす ることを目的 としている。

―一 選択 と社会 実験 の 国 の社 会保 障

西 山氏 の論文 では,ア メ リカの政治体制 及 び福祉 国家 の特徴 とその歴 史的展 開が総括 されてお
り,自 人労働者層 を支持基盤 とする トラ ンプ政権 の登場 による福祉 国家 としての変革 の可能性が指

2020年 新型 コロナウイルス (COVID‑19)の 感染が瞬 く間に世界中に拡大 し,社 会経済 に深刻 な影

摘 されて い る。宮本氏 は, リーマ ン・ シ ョックとCOVID‑19が アメ リカの労働市場 に与 えた影響 と
,

響 を与 えてい る。 と りわ け,ア メリカの被害 は深刻 で ,累 積 で約4,000万 人 (人 口100万 人当た り約

その間の雇用 ・失業対策 とその効果 につい ての レビューを行 っている。長谷川氏の論 文 では,オ バ

12万 人)が 感染 し,死 者数 は約65万 人にのぼっている (2021年 9月 現在 )。 アメ リカに限 らず ,各 国

マ 政権下で2010年 に成立 した医療保 障改革法 の成果 と課題 ,そ して,そ の後 の トラ ンプ政権か ら直

における被害の大小が ,現 行 の医療保険制度や政策,そ して,医 療供給体制 の在 り方 に,ど の程度

近 のバ イデ ン政権 に至 るまでの動向が詳述 されて い る。Allard・ Pelletier氏 は,貧 困率 ,及 び,低 所

,

関連 して いるかについ ては今後 の検証 を待 たなけれ ばな らない。 しか し,い ず れに して も,ア メリ

得世帯 の生活 に不可欠 な多様 なサ ー ビス を提供す る非営利組織

カ市民 は,そ の支払 い能力 に関係 な く,基 本的な医療 へ のアクセス ビ リテ ィー を保証す る国民皆保

(都 市 ・郊外 ・地方)の 変化 を時系列で実証的に検証

険 システムをかつ て一 度 も経験 した ことがない,世 界 で 唯一の産業 国家 で ある ことは事実 だ。

て い る。そ して,荒 谷氏 は, アメリカの住宅 ・都市 開発省 の下で運営 されてい る住宅補助政策 につ

アメ リカでは,1966年 に,メ デ イケア とメデ イケイ ドとい う2つ の公 的医療保障制度がジ ョンソン
政権 によって導入 されて以降,所 得再分配 システムの一 環 としての 国民皆保険制度 をめ ざ し,さ ま
ざまな政策努力が積 み重ね られて きた。 ニ クソ ン・カー ター 両政権 とペ ッパ ー 委員会 ,そ して

,

(NPO)に つい て,そ の地理 的偏在

し,貧 困に対す る有益 な政策的合意 を導 き出 し

い て,定 性 ・定量 の両面で分析 を行 い,当 該政策 によ り住宅環境 に改善が見 られ,子 どもたちの健
康 へ の悪 影響 も最小限であったことを確認 した。
以上 ,本 特集号 では,直 近 10年 間のアメリカの社会保障政策 に焦点 を当て,社 会保障の主要 な政

1990年 代 には,「 保障 ・簡潔性 ・抑制 ・選択 ・責任」 とい う6つ の指針 を掲 げた医療保険改革案が ク

策課題 ―雇用 ・失業 ,医 療 ,貧 困 ・低所得者 ,住 宅 ―を取 り上 げ,そ れぞれのイシュー に取 り組 む

リン トン政権 によ り提 出されたが ,米 国議会上 ・下両院にお い て決議 の俎上 にのぼることす らな く

日米 の研究者が大変興味深 い論考 を寄せて い る。社会経 済 の成 り立 ちが ,根 本か ら違 う とはい え

廃案 となった。

その多様性がゆえに,壮 大 な「社会 実験 の 国」 ともいえるアメリカ社会で の社会保障政策 の動向や

なぜ ,ア メ リカで国民皆保 険 の導入 が これほ ど困難 で あるか につい て,ス タ ンフ ォー ド大学 の

,

成果 を学 ぶ ことは,日 本 に とって も有益 な示唆 を与 えて くれ るにちが い ない。

Victor R.Fuchs氏 は,か つ て1996年 にAmerican Economic Reviewに 掲載 した論文 で,医 療 に係 る利益

野

者集団,政 策担当者 ,あ るい は医療経済学者等 の専 門家 の 間での コンセ ンサ スが とれないこ とが最
大 の要 因の1つ で ある と結論付 けて い る。 とい うのは,そ れが単 に経 済学 にお け る理 論的・実証的な
課題 ではな く,専 門領域間での政治的価値観 ,思 想や哲学 の違 い を突 き付 ける問題であるため,利
害が比較的明確 な医師 と比較す ると,例 えば,医 療 に全 く関わ りのない理論経済学者等 は,「 同意」
か「不 同意Jか の立場 をとる ことが難 しいので はないか とい うのが ,Fuchs氏 の推論 で ある。歴史的
に,「 平等」 よ りもむ しろ「選択の 自由」に重要 な価値 をお くアメ リカ社会では,医 療 をめ ぐる こ う
したデ イベー トは,お そ らく,社 会保障全般 に及ぶのではない だろ うか。
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