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　The purpose of this paper is to critically review trends of empirical studies on welfare support attitudes focusing on the relationship 

between welfare institution and individuals in advanced capitalist countries. The early stages of welfare attitudes are limited because these 

studies cannot include changes of welfare state itself. This study applied definition of these changes as ‘Activation Turn’, which is seen 

in utilizing civil organizations in welfare provision and strengthening workfare such as job training and employment support. In addition, 

this paper examined the correspondents between ‘Activation Turn’ and the research trends of welfare support attitude. The result of this 

is that some studies on attitudes of welfare state support was based on social capital as a source of civil society and active labor market 

policies to encourage participation in the labor market. However, it shows that there is an issue in considering how to implement the 

politics of public support while the welfare state was undergoing ‘Activation Turn’.
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１　問題の所在と研究の目的

本研究の目的は，福祉国家を支持する規定要因に関

する先行研究を検討することを通じ，課題と展望を論

じることにある。特に本研究では，福祉国家自体の変

容をRaeymaeckers et al.（2017）から借用して，「アク
ティベーション的転回（Activation Turn）」と定義し，
アクティベーション的転回が個人の福祉国家支持の意

識にいかに影響を与えうるかについて提示すること

で，先行研究の展開可能性を検討する。Raeymaeckers 
et al.が定義するアクティベーション的転回とは，
「ヨーロッパをはじめとする先進国における，貧困層

に対して労働市場への移行を目標とする社会政策の促

進 （前掲Raeymaeckers et al.: 155）」を指すが，本研究
ではアクティベーションの特徴に示される市民社会の

活用も含めて検討を行う。

福祉国家には経済に介入し，再分配を促進する給付

や，市場が生み出す経済的格差を規制する機能がある

とされている（武川 2009: 290）。国家は一連の「福祉
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政治（宮本 2012）」を通じて個人の生活保障体系の設
計について意思決定するが，民主主義社会が普及した

現代において，福祉国家を支持する個人の意識を捉え

ることは，いかにして「福祉政治」を通じ，国家が経

済過程への介入に対して一定のアイデアを通じて支持

調達を果たすのかを捉える点で重要な役割を持ってい

る（同上 : 87）。そして，「福祉国家を支持する」とい
う意味自体は固定的なものでなく，福祉国家それ自体

と共に変容している。特に20世紀後半のグローバル化
の進行，先進資本主義国における経済的な低成長の長

期化は，国民経済の成長と再分配を基調としていた福

祉国家の存立基盤を揺るがし，国家は個人の拡大する

社会的リスクに対して新たな対応を迫られている。本

研究では，社会的包摂の手段としてのアクティベー

ションの進行に福祉国家の変容を見出すことで，これ

が引き起こす社会意識への影響関係について論じてい

く。

宮本（1999: 183-184）によれば，福祉国家がその危
機に対応する形を捉える仮説には，大きく４つ存在す

るという。１つ目は福祉国家がその実態をなくすとい

う「解体説」，２つ目はその反対として福祉国家が存

続するという「持続説」，３つ目は，福祉レジーム論

をもとに，３つのレジームそれぞれの国家・市場・家

族の変容を捉える「分岐説」，最後は，エスピン―ア

ンデルセンの中で提示された，北欧国家における公的

サービス供給の維持と非営利組織など市民団体の活用

が進む例に基づき，福祉国家の高度化が進むと主張す

る「再編説」である。特に最後の「再編説」は，福祉

国家から「福祉社会」への移行に符合する説である。

つまり，今までの福祉国家を前提としていた拠出者̶

受給者間の「無知のヴェール」に包まれた状態での再

分配ではなく，彼らが市民として直接，自らの生活環

境の中で福祉を実行する義務を負う社会への移行に，

福祉国家の変容を捉えるのである。後に詳述するが，

アクティベーションは個人の労働市場や市民社会への

参加を促進することで福祉受給者の社会的排除を防ご

うとする。その点で，福祉国家のアクティベーション

的転回は「再編説」に位置づけられるものであるため，

本研究では福祉国家の「再編説」的な位置づけから論

じるものとする。そのようにすることで，福祉国家が

実態としてその中枢を残しつつ，アクティベーション

的転回を経験するという観点から，福祉国家への支持

に関する先行研究の知見と連続性を保ちつつ，新しい

支持調達の政治変容を捉えることができるからであ

る。この過程を検討することで，受給者に対して「援

助に値する」かどうかを決定する「福祉イメージの政

治（堀江 2008）」が作動する回路と，そこで支持調達
に用いられる世論との関係性が見いだすことができよ

う。

本研究は以下のプロセスで進行していく。まず，20
世紀後半以降の福祉国家のアクティベーション的転回

の内実を整理する。次に，極めて広範な福祉国家の支

持の規定要因を探る研究群の中から，特に福祉国家の

制度的特徴と，個人の福祉国家支持との関係について

論じてきた文献を取り上げ，アクティベーション的転

回との対応関係について論じる。最後に，それらの展

開を踏まえたうえで，先行研究の課題を提示する。

２　福祉国家のアクティベーション的転回

Ａ　福祉国家の揺らぎと再編

先に述べた通り，福祉国家とは，所得保障の手段

としての給付や様々な社会サービスを行う，もしく

は（主に男性労働者の）正規雇用による完全雇用を実

現するよう経済を規制するといった形で，国家が介入

していく体制を指す。それと同時に，福祉国家は一連

の介入を通じて個人の生存権を保障する体系を表す概

念でもある。これは自由主義市場経済を基調としつ

つ，経済過程において構造的に生じる問題に対応する

国家の政策と法的権利の理念系を形成しているもので

ある。周知の通り，前者は工業製品の大量生産の同一

労働・同一賃金による労働者の大量消費を発展の基調

とするフォーディズム的発展様式が経済的基盤であっ

た。その基盤の上で，個人の消費拡大を促進していく

ため，国民経済への介入によって国家が所得保障を行

うことが合理性を持つものとされていた。さらに，経

済過程の矛盾により起きた問題に対して，国際人権規

約をはじめ，生存権を中核とする社会権保障が国際的

に広がった。20世紀における福祉国家の広がりは，特
に欧米をはじめとする先進資本主義国では，先に挙げ

た２つの実体的・規範的基盤の上に成り立ったもので

あるといえよう。

しかし，20世紀後半の国際的な経済的・政治的変動
は，これら２つの基盤を揺らがせることとなった。具

体的には，まず経済においてグローバル化が進展し，

従来の国民経済の中での成長と再分配を行っていた福

祉国家の財政が弱体化した。さらに，産業構造におけ

るサービス産業の浸透・普及に対応するミクロ経済戦

略をとり，とりわけ経済への規制を緩和，具体的には

正規雇用にかわって非正規雇用を承認することで雇用
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の流動化が進んだ。これは相対的に所得水準の低下や

不安定な労働条件を生み出し，失業給付をはじめとす

る社会給付を必然的に増加させることになり，結果

的に財政負担の拡大を生み出した。こうした状況によ

り，福祉国家はその中枢となる社会給付を維持し，い

かに個人の生存権を保障するかに対して，戦略的再編

を余儀なくされたのである。そうした再編戦略は，先

に挙げた政策と権利保障の２つの側面両方に対して向

けられることとなる。

まず，前者に対してはサプライ・サイドたる労働者

への行動変容をもたらすアプローチを取ることになっ

た。具体的には，職業訓練・職業紹介をはじめとする

就労支援を通じた社会サービスの提供が挙げられる。

このアプローチは，失業状態の克服を目的としつつ

も，従来の社会給付による生活保障ではなく，労働市

場から排除される「個人」を自立させることに焦点が

あてられている。同時に，これは後者の権利的な基礎

づけにも変化を促す。つまり，社会給付の限界を前提

としながら，生存権保障を相対的に縮小させ，代わり

に労働をはじめとする社会参加を推進する「社会参入

権（ロザンヴァロン 2006）」保障へと意味づけが変容
したのである。この2つの側面は，以下に述べる福祉
国家のアクティベーション的転回の政策的特徴が示す

原理に符合している。

Ｂ　アクティベーション政策における職業訓練・就労

支援の促進

アクティベーションという用語の定義が非常に多様

であることが証左であるが，アクティベーションの形

態は単一のものに収斂してきたわけではなく，先進資

本主義国それぞれに多様な形態への再編がなされてい

たと言える。実際，アクティベーションはその近縁の

概念であるワーク・ファーストやそれを包括するワー

クフェアとともに論じられる場合が多い。ワークフェ

アは，アメリカのAFDC（要保護児童扶助）の改革に
おいて用いられた造語であり，具体的には受給者に対

して，受給期間制限と就労義務を課すことで経済的自

立を図るものであった（池上 2001: 330）。先のAFDC
改革は1990年代のTANF（貧困家庭一時扶助）に引き
継がれ，厳格な受給期間制限と就労要件による受給者

への自立を促進する改革が進行した。埋橋ら（2007）
によれば，アメリカをはじめとするアングロサクソン

国家の，福祉削減と自立の促進をワーク・ファースト

と呼ぶ。一方でアクティベーションは「福祉から就労

へ（welfare to work）」というワークフェアと共通の規

範を持ちつつ（志賀 2013: 57）も，アメリカやイギリ
スなどとの差異を強調することで普及した概念と言え

る。EUを主体とするヨーロッパ諸国では，失業の原
因を個人に帰結させるイギリスやアメリカとは異な

り，失業者の居場所の欠如や労働への参加機会の不足

にその原因を見出す。これは北欧をはじめとする社会

民主主義レジームのテーゼとして代表される（日本労

働政策研究・研修機構 2004: 24）。EUではさらに市場
への統合が「ワーキングプアの罠」を生み出すことへ

の対応から，労働市場参加を最大限保障する職業訓練

と，訓練期間中の給付を組み合わせることで雇用可能

性の上昇を狙う改革を採用した。これがいわゆるアク

ティベーションと定義される政策原理の説明に共通し

てみられる特徴である。よって，経済状況や政治的

判断により，ワークフェアと差別化した政策がアク

ティベーションであるという評価がなされることがあ

る（嶋内 2011: 183）。一方で，普遍主義的な給付を基
調とする社会民主主義レジームの通説的な理解とは接

続されず，様々な援助措置の裏で，給付要件の厳格さ

を提示するという「アメとムチ」を駆使した政策体系

であると評価する議論も見られる（OECD編 , 濱口訳 
2011: 265）。

OECDにとってのアクティベーションは，積極的労
働市場政策と同義で用いられ，給付や効果的な職業訓

練，公的雇用サービスを通じた自発的な求職活動を

求めることが期待されている（高田 2015: 131）。積極
的労働市場政策そのものは先に挙げたアクティベー

ションと比べて定義の範囲が狭く，再雇用支援か職業

訓練かで支出の傾向に差があるとされている（Bonoli 
2010: 441）が，両者の傾向の差は再雇用に特化する
ワーク・ファーストと，職業訓練投資を強化するアク

ティベーションといった類型ごとの特徴と一致してい

る。その目標としても，社会的弱者を自立させる手段

に，労働市場の参加を据える点で，1990年代のEUの
雇用戦略に共通しているといえよう。

以上のように，アクティベーションは概念的に英米

のワーク・ファースト，ワークフェアやOECDの積極
的労働市場政策とは峻別される概念として用いられる

ことが多い。しかし，アクティベーションが促進する

政策の特徴は，職業訓練や就労支援の強化に限らな

い。これに関しては，アクティベーションが福祉の提

供において，市民社会の活用を促進するという点も考

慮しなければならない。
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Ｃ．アクティベーション政策における市民社会の活用

嶋内（2011: 184）によれば，OECDのように労働市
場参加にのみ注目するアクティベーションは「ワー

ク・アクティベーション」という一類型に収斂すると

いう。これに加えて，失業者の参加を雇用労働に絞

らず，多様な市民活動に従事させることで実現する

「ソーシャル・アクティベーション」と呼ばれる類型

も存在し，それら２つの類型が１つの政策に同時に存

在する場合もあるという。特に両者の混合パターンは

アンソニー・ギデンズが提唱し，1990年代後半のイギ
リスにおいて実施された政治改革である「第３の道」

に共通するものがある。「第３の道」は，イギリスの

元来のワーク・ファースト的な側面を持つが，社会的

弱者に対して就労支援のみならず，地域の活性化も含

んだ包括的な政策プログラムの実行に特質を持ってお

り，ワーク・ファーストにアクティベーションを移植

した側面を持っている（仁平 2015: 181）。これは，ボ
ランティアやNPO，社会的企業といった福祉の提供
主体の広がりに示されるように，政府の福祉サービス

提供を代替する目的に市民社会の資源を活用すること

で，市場経済と福祉国家とのバランスをとり，社会的

包摂が推進されることを目指したものである。

　以上のように，アクティベーションが労働市場への

参加，市民社会の活用に社会サービスの中心を置くの

は，従来の福祉国家が対象としていた経済的な貧困の

対応に限らず，社会的弱者が社会関係で排除されるプ

ロセスを克服することに主眼があること（志賀 2013, 
2015）に由来していると考えられる。つまり，雇用
労働でも，それと区別される市民社会でも，貧困状態

にある人々，失業状態にある人々に参加を通じた社会

的包摂を推進することがアクティベーションの共通項

としても見出すことが出来るのである。さらに，アク

ティベーションでは原則，国家による給付が抑制され

ることも共通項としても挙げられる。なぜなら，給付

は社会参加を促進していくうえで，市民が福祉に依存

するモラル・ハザードを引き起こす要因として理解さ

れるためである（ギデンズ 2009: 119）。
ここまで，欧米先進国を中心に福祉国家がアクティ

ベーション的転回の経験の内実を，先行研究を参照し

て捉えてきた。概して，社会参加を通じた自立に，市

民活動を介して人々の関与を強めさせる一方で，国家

が給付を提供することから撤退していく福祉国家の再

編は，実際に民主主義国家の政治的過程を通じて支持

調達がなされ，実現されていったものであると考えら

れる。ここに選好形成の具体的内実が示される必要性

が生じる。福祉国家のアクティベーション的転回は，

世論といかにかかわり得るのかについて検証するにあ

たり，福祉国家の支持態度に関する先行研究は，福祉

国家の制度と労働市場との関わりや，市民社会との関

わりにおいていかに議論されてきたかを検討する必要

があるだろう。

３　福祉国家支持の規定要因に関する研究動向とアク

ティベーション的転回との対応関係

Ａ　福祉レジーム論を参照点とした福祉国家支持の規

定要因に関する研究動向

本章では福祉国家支持の規定要因に関する先行研究

のうち，制度と個人との関係に着目した研究群を参照

することで，それらの研究群がアクティベーション的

転回という福祉国家の再編に対して，どれほど対応関

係を持つのかを検討する。

福祉国家への支持という従属変数には，各福祉政策

そのものの支持という側面に加え，国家が福祉を行

うことに対する支持という側面を持っており，「福祉

＋国家」という二面性を持ったものであると考えられ

る。その点で，国家が福祉による介入を行うことへの

支持が，イデオロギーや価値意識に依拠して変動す

ることが考えられる。例えば，Jæger（2006）によれ
ば，再分配に対する平等主義が福祉支持を規定すると

いったことが見られるように，再分配への価値意識は

国家がいかなる機能を持つべきかという意識を反映し

ているという。福祉国家そのものを理解する際にも，

福祉レジーム論において「自由主義」「社会民主主義」

「保守主義」といった名称がつけられることからも分

かる通り，ある一定のレジームを所与のものとしなが

ら，そのレジームが正当性，公平性，正義に対する

人々の態度や規範的な方向性を形成し，人々は，現在

の状況的意見や特定の政策の評価とは無関係に福祉国

家の活動を支援することができるという仮定がある

（Mehlkop and Neumann 2012: 351）。これは，受給可能
性のある人々が実際に受給を担う福祉国家を支持す

るという「自己利益（self-interest）」に基づいた研究
（Svallfors 1997; Blekesaune and Quadagno 2003; Moene 
and Wallerstein 2003 など）とは異なる性質を持つ。福
祉レジームを用いた先行研究では，例えば国家の役割

に対して大きく評価する社会民主主義レジームにおい

ては普遍主義的な再分配が支持され，自由主義レジー

ムにおいては国家の介入を最小化する方向として，選

別的な再分配が支持されるという説明がなされること
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が多い（Svallfors 2010）。
一方で，レジーム内で共有される価値意識に支持が

左右される先の議論の発展系として，政府や制度へ

の個人が持つ信頼が，支持の規定要因に介在するこ

とが主張されている（Edlund 1999）。この論点に対し
ては，国家間の政治制度や生活保障体系の差異に応

じて異なる様態を示すものであると考えられる。例

えばSvallfors（1999）では北欧諸国における政治アク
ターへの信頼は，福祉国家支持に対して統計的には影

響を与えなかったことが確認されている。先に述べた

ような自由主義レジームで福祉国家が比較的小さいと

されるのは，そうした国家による介入に対する疑念を

反映していると表現されることがある（前掲Svallfors 
2010）。ただし，近年の池田（2016）の研究では，政
治アクターを，福祉政策を決定する政治家と，福祉を

実行する官僚への信頼に峻別することで，それぞれに

異なった支持体系を示していることが分かっている。

このように，レジームの類型を参考としながら，それ

らの価値体系の中で規定される人々の意識を示してい

くのが，福祉国家支持の規定要因に関する研究では目

指されていたのである。

Ｂ　日本を対象とした福祉国家支持の規定要因に関す

る研究動向

エスピン―アンデルセンの類型論では，日本は社会

保障においては家族規範を強調した保守主義，企業福

祉の発展に自由主義が見出される混合レジームと称さ

れる（Esping-Andersen 1997）。そのため，日本を対象
とした支持態度の研究では，先の先行研究に倣う形で

エスピン―アンデルセンの福祉レジームをそのまま適

用することが難しいと考えられる。実際に日本を対象

とした支持意識の研究では，先の福祉レジームの適用

ではなく，内在する再分配の価値観を詳細に検討する

研究が見られる点に特徴がある。例えば武川（2009, 
2012），武川・角・小川・米澤（2018）の一連の研究
群が代表的である。それらの研究では，給付を資力調

査によって行うべきとする選別主義と，資力調査を伴

わない普遍主義といった再分配の方法選択の意識を類

型化する議論がある。加えて，これらの研究は，ニー

ズの大きさに対応する必要原則，社会保障費の支払い

の大きさに対応する貢献原則といった再分配の原則の

方向性も加味している。これによって，高福祉高負担

や低福祉低負担への支持といった四象限の中の特定の

様態を捉えるとともに，その変動を追っているもので

ある。

Ｃ　アクティベーション的転回に対応した福祉国家支

持の規定要因に関する研究動向

ここまでレビューしてきた先行研究群に参照されて

いる制度は，多くがエスピン―アンデルセンの福祉レ

ジームによる説明が主であるが，前章のアクティベー

ション的転回に対応できるものも存在する。例えば先

に述べた「信頼」はパットナム（2001: 206-007）では
社会関係資本を特徴づけ，人々の社会の効率性を高め

るものと定義され，Fukuyama（2000: 3）が信頼を社
会関係資本の有無の付帯状況で生み出されるものと定

義したように，信頼はアクティベーションが国家の代

わりに要求する市民社会の社会関係資本の源泉となる

指標の１つとなりうる。つまり，信頼に着目すること

は，アクティベーション的転回のうち，「ソーシャル・

アクティベーション」の側面に注目する議論を行う可

能性を持つものと言えよう。ただし実際には両者の

関係は複雑であり，KumlinとRothstein（2005）のよう
に，社会関係資本の質的差異によって，社会における

個人間の信頼を破壊する場合もあれば，信頼を高める

場合もあるという指摘がある。制度レベルでは，先の

福祉レジームと市民社会との関係を捉える研究が存在

する。例えば自由主義レジームに属する国の場合では，

福祉国家への責任を低く見積もる一方で，社会関係資

本の大きさが機能的に補完する（前掲Fukuyama 2000; 
Kääriäinen and Lehtonen 2006）が，社会民主主義レジー
ムでは福祉国家による資源と市民社会の持つ社会関係

資本が両立しうるという指摘もある（Kumlin 2002; 仁
平 2014; 北井 2019）。
上記の制度レベルでの議論を踏まえると，周囲にあ

る様々なケアの提供主体に応じて国家の責任の範囲

を決定するという理論が上野（2011: 218-219）からも
示唆されるように，個人レベルでも福祉の提供主体を

多元的に捉える視点は，人々がそれを考慮したうえで

いかに福祉国家への支持態度を示すかを検討すること

に繋がると考えられる。これに関係した先行研究にお

いて，例えば社会関係資本は個人の不平等に対する再

分配意識の形成には関連が弱いことが指摘されている

（van Oorschot and Finsveen 2009）。しかし，Nagayoshi 
and Sato（2014）では，信頼の体系のうち，見知らぬ
他人も含めた全般的な信頼体系である「一般的信頼」

の場合は，自己利益意識を弱めることで，福祉国家に

よる再分配支持を強めるとされている。このように，

社会関係資本が福祉国家を代替するものとして見出さ

れるのかどうかという議論が制度レベルで論争的であ

るとともに（北井 2019），個人の意識レベルでも，福
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祉国家支持を取り巻く意識との関わりを中心に捉えら

れるかどうかが，先行研究においても重要な論点で

あったといえよう。

以上の研究は直接の言及こそないが，アクティベー

ションのうち，「ソーシャル・アクティベーション」が

その拠り所とする市民社会の大きさに着目したもので

あった一方で，労働市場への参加という「ワーク・ア

クティベーション」に注目した場合，先行研究では失

業者への職業訓練や就労支援を主とする積極的労働市

場政策の影響に着目した研究があるが，管見の限りそ

れらの数は多くない。しかし，その中でも存在する先

行研究では，先に挙げた「一般的信頼」と福祉国家支

持との関わりに対し，ワーク・アクティベーションが

別様の影響力を持つとされている。例えば池田（2018）
の実証的分析によれば，積極的労働市場政策が推進さ

れる国の場合，一般的信頼が福祉国家支持に対する効

果は負に転じるという。この理由として，受益者と拠

出者間の連帯が，福祉国家にではなく，両者の「一般

的信頼」によってなされるというメカニズムの説明が

なされているが，何よりもこれが示しているのは，先

に社会関係資本の源泉として位置づけられていた信頼

が，積極的労働市場政策の社会的包摂機能を通じて強

まり，結果的に福祉国家を社会サービスの主体として

選択する必然性がなくなっていく過程であろう。

４　アクティベーション的転回を踏まえた福祉国家支

持の研究の課題

Ａ　アクティベーションの政策領域を踏まえた分析モ

デルの提示

以上のように，先行研究においては市民社会におけ

る社会関係資本や積極的労働市場政策など，アクティ

ベーションの諸側面が，福祉国家の支持態度をいかに

規定するかを検討した議論が見られた。しかし，本研

究の主旨に照らした場合，それらの議論における課題

もまた存在する。本章では，福祉国家への支持態度の

研究が，アクティベーション的転回を踏まえたうえで

残す課題を示すこととする。

まず福祉国家のアクティベーション的転回を踏まえ

た議論には，ワーク・アクティベーションとソーシャ

ル・アクティベーションという両方の側面を，国レベ

ルの差異として操作化しながら，分析モデルを作成す

る必要があると考えられる。ワーク・アクティベー

ションについては，積極的労働市場政策支出を国レベ

ル変数とすることで，その個人の福祉国家支持への影

響力に検討が行われていたが，ソーシャル・アクティ

ベーションに対しては，「信頼」を個人レベルで内在

するものとして扱う研究が主流であった。これはソー

シャル・アクティベーションが拠り所とする社会関係

資本，ないしそれらが人々の結びつき（＝アソシエー

ション）を代表する変数として位置づけられている。

しかし，ソーシャル・アクティベーションの側面に着

目する場合は，それが目標とする社会参加の規模を変

数として考慮し，ワーク・アクティベーションと合わ

せて検討する必要があるだろう。

Ｂ　福祉国家再編における支持調達の政治―スティグ

マと福祉イメージの政治―

さらに，これまで検討してきた福祉国家支持の研究

においては，国家が福祉提供の在り方を再編していく

際の支持調達の政治に着目したものが少ない。加藤

（2011）は，福祉国家の再編分析において，人々の支
持調達の際に特定のアイデアが要因として作用するこ

とを捉える視角を提示しているが，アクティベーショ

ンは支持調達の政治より，いかに市民を福祉の給付か

ら自立した状態へ「活性化」するかという福祉国家か

らの離脱の政治が行われる側面がある。このメカニズ

ムを，アクティベーション的転回においては考慮する

必要があるが，これを詳しく検討する際には，まず福

祉国家の支持調達の政治を捉える必要があるだろう。

もともと福祉の受給者が「救うに値するか」を有権

者が判断する際には，受給者が置かれた状況に対する

責任の所在や，その帰結として受給者をどのように捉

えるかという意識も影響している。西尾（1994）に
よれば，公的扶助の受給者には，福祉国家を媒介とし

ながら，身体的・精神的・経済的依存といった複数の

スティグマが絡み合って課されるという。例えば「援

助に値する」かどうかを決定する資力調査の厳格さに

は，リスク管理のできない「怠惰さ」というスティグ

マを根拠に，貧困に陥った原因を個人に帰結させる傾

向が反映されている。実際に，福祉国家と世論の関係

をめぐる議論には，特に生活保護に対する支持に受給

者へのイメージが影響するという堀江（2012）の指
摘がある。我が国の「生活保護バッシング」にも見ら

れるように，受給者に対して「怠惰である」などの否

定的なスティグマを世論として用いながら，「救うに

値しない」と判断させようとする「福祉イメージの政

治（堀江 2008）」が，特に福祉国家の給付的側面に対
しては生じうるのである。これは，アクティベーショ

ン的転回において生じる支持調達の政治にも同様の適
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用可能性があると考えられる。なお，それはアクティ

ベーションの二側面の両方に存在しているため，それ

ぞれを便宜上峻別しながら，具体的な内実を検討して

いく必要があるだろう。

１ 　ワーク・アクティベーションに対する支持離脱の
政治

まずワーク・アクティベーションにおいては，従来

の福祉給付に伴う受給者へのスティグマが参照され，

福祉国家からの離脱を促すと考えられる。例えば「第

３の道」では，失業者，無業者の社会参加を促進する

「ポジティブ・ウェルフェア」を実行する一方で，給

付のモラルハザードへの対処をすることで，市民社会

の肥大化を防ごうとする（ギデンズ 2009: 16-17）。我
が国のアクティベーションの導入にあたる求職者支援

制度の創設過程では，雇用保険の適用範囲を保険加入

者以外に拡大するにあたって，受給者のモラルハザー

ドを防ぐように資力調査等の受給資格審査が厳格化さ

れている（濱口 2011; 金井 2015）。この場合，給付を
抑えるためのレトリックに，給付依存的な受給者が表

象される事例が見られることがある。しかし，アク

ティベーションが進めるのは，従来の福祉給付の抑制

に限らない。Mead（1997）は，受給の在り方の変化
だけでなく，国家の受給者に対する介入形式の変化が

起きていることを，有権者の支持態度から理論的に提

示している。有権者にとって，社会的弱者をどのよ

うに救うのかに対して，全面的に撤退することもな

く，「援助に値する」と判断する代わりに，弱者に一

定の望ましい態度を要求するのである。Meadによれ
ば，これが「監視的アプローチ」という新たな政策介

入を生み出すものであるという。具体的には，受給者

の就労支援機会や訓練への全面的参加を要求し，不参

加の人々に対しては，給付を差し止めにするといった

サンクションが作動するのである。つまり，受給者が

貧困であることによって生み出されるスティグマとは

別に，就労支援などへの参加の可否によって「救うに

値するか」を決める政治が作動しているといえよう。

ただし，サンクションといった個人への介入手段

は，ワーク・アクティベーションのあくまで一側面

に過ぎないという指摘もある。例えばMoreira（2008）
は，教育訓練への参加義務や就労義務の厳格さといっ

た側面以外にも，アクティベーションが受給者に要求

する水準は，就労先の企業の選択や，地域の慈善団体

を通じたアンペイド・ワークへの自由さも踏まえられ

ており，社会参加を最大化するための個人の権利保

障に対して多様性があるという。加えて，Lodemel と
Moreira（2014）の2000年代以降のヨーロッパのアク
ティベーションの変容を精緻に国際比較した研究で

は，ヨーロッパ各国では積極的労働市場政策支出の規

模を減らしていく代わりに，各種の給付付き税額控除

を通じて，先の規律訓練型の介入から就労へのインセ

ンティブを与えることによる受給者の行動変容を促す

ような措置を取るようになったという。これは，貧困

に陥った人々が労働市場参加を果たすために必要な

給付額を満たし，スティグマの付与に至らないよう

な改善を果たしているという指摘もある（高田 2015: 
133）。

２ 　ソーシャル・アクティベーションにおける支持離
脱の政治

しかし，ソーシャル・アクティベーションを踏まえ

た場合，先に挙げた負の側面をぬぐいきれない。渋谷

（2003）によれば，失業者への手当を所属するコミュ
ニティへの主体の能動的な活動の見返りとして支給す

る制度は「労働」と「社会参加活動」の境界を曖昧に

するとともに，一連の役に立つ「活動」へ両者を収斂

させ，役に立たない「無為」との差を明確にするとい

う。そして，ある生活を営むシチズンシップの条件は

コミュニティ「活動」を軸にしたものへと変容してい

く。そのうえで，第３の道に代表されるソーシャル・

アクティベーションはニコラス・ローズの述べる「コ

ミュニティを通じた統治」の道徳的主体を生み出すテ

クノロジーとなるとされている。その結果，参加への

選択に向かい，自律性と責任のある市民の条件に不適

合な者は，「怠惰」であるとともに，「モラルを欠いた

もの」とみなされる（前掲 渋谷 : 52）。社会参加を促
進していくアクティベーションは，連帯をする他者を

選別し，受給者に対してのスティグマをもとに福祉国

家からの離脱を促していく。そして，その作用は先行

研究で取り上げられてきた「信頼」では見出せない周

辺化された領域で強固に形成されていくのである。こ

れはポーガム（2016）が貧困の形態の特徴を詳細に検
討する中から示したように，失業率の低下や経済発展

した社会状況の中で，いまだ存在する貧困層に「社会

不適合者」とスティグマを付与する「マージナルな貧

困」の社会があることからも示唆されよう。貧困に対

してスティグマが与えられ，「援助に値するか」を判

断するように，いかに「参加」しているかで「援助に

値するか」を推し量る。そうした政治変容が，福祉国

家のアクティベーション的転回では生じているのでは
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ないだろうか。

５　本研究のまとめと今後の展望

本研究では，福祉国家への支持に対する規定要因を

探究する先行研究群が，福祉国家のアクティベーショ

ン的転回に対してどれほど議論が対応しており，どこ

に課題が残るかについて論じてきた。具体的には，ア

クティベーションが拠り所とする市民社会，積極的労

働市場政策の大きさに着目する支持態度の研究が見ら

れた。しかしながら，アクティベーションがもたらす

支持調達の在り方という政治変容を，世論としての社

会意識から捉える点に課題があることを示した。これ

は福祉国家の支持に対するメカニズムに，新たな分析

課題を提示するものである。それは，福祉国家からの

離脱が，社会参加をしないという「無業」であること

のスティグマによっていかに促進されるか，そしてそ

れが，アクティベーションによってどれほど強められ

るのかということにある。この検証にあたっては，ア

クティベーションの導入と普及の展開を考慮すると，

国際比較による検証が不可欠であろう。具体的には，

積極的労働市場政策や，市民社会，社会参加の国家間

の大きさの違いによって，個人の意識間の連関が強ま

るかどうかを，これまでの先行研究が行ってきた計量

社会学の手法を取りながら検証する必要がある。そし

て，これは福祉国家への支持に対しては間接的な関係

を持つ課題ではあるが，アクティベーションが無業者

へのスティグマを強化するかどうかを，より実証的に

示す必要もあると考えられる。しかし，ゴッフマン

（1963＝2001）の代表的な研究が示すように，社会関
係の中で相互的に構成されるものであるという立場を

鑑みると，スティグマは変数として個々人からの測定

が難しい側面もある。しかし，福祉国家からの離脱を

促す際に参照される無業者へのスティグマは，個人の

保有する価値意識として集合的に，国家間で比較可能

な側面も持ちうる。これにより，個人レベルでも社会

意識としての測定がある程度可能であり，その点に立

脚しながら，分析モデルを作成していくことが可能で

あるといえよう。

本研究は福祉国家の変容を，アクティベーションの

導入と普及に着目した点で，福祉国家再編の広範な議

論の一部に焦点化したに過ぎない。今後は，現代の福

祉国家を捉える分析視角の発展とともに示される新た

な理論的バックグランドに基づき，その変容の世論に

対する影響を考慮することで，福祉国家への支持のメ

カニズムに対する知見に，新たな可能性を提示する必

要がある。これによって，過度な再分配からの離脱を

防ぎ，連帯の在り方を検討するための，さらなる知見

の蓄積に貢献できるだろう。

以上をもって，本研究の結びとする。
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