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文政権の所得主導成長のつまずき
　韓国の文

ムン・ジェイン

在寅政権は 2017年 5月の発足にあ
たって、社会民主主義的な理念を内包した経済政
策を掲げた。その3つの柱は所得主導成長、公正
経済、革新経済である。これらのうち、最も重視
されてきた看板政策が所得主導成長であった 1。
　文政権の所得主導成長で重視されるのは、公共
事業や利下げなどの需要刺激の手段によらずに低
所得層の所得を直接増やすことにある。
　こうした考え方の背景には、企業や富裕層が潤
うことで最終的には低所得層にまでその恩恵が滴
り落ちるという「トリクルダウン仮説」への疑念
がある。伝統的な景気刺激策を実施しても企業や
富裕層を利するのみに終わるとすれば、生活水準
の向上と所得格差の縮小のためには低所得層の所

得を直接増やす策を講じるのが良い、というわけ
である。
　文政権の所得主導成長で採用されたのは最低賃
金の引き上げと公共雇用である。
　2020年までに最低賃金（時給基準）を1万ウォ
ン（986円）と日本よりも高い水準にまで引き上
げるほか、81万人を公共部門で雇用するなどの公
約を打ち出し、これらによって低所得層の収入を
増大、ひいては内需拡大・経済成長へとつなげよ
うともくろんだのであった。
　最低賃金の引き上げは飲食、宿泊、小売などの
サービス業を営む零細の自営業者からの猛反発に
遭った。それでも文政権は公約実現を重視、反対
を押し切って2018年初に 6,470 ウォン（638円）
だった最低賃金を16.4％と大幅に引き上げて

所得主導成長から「包容国家」へ
̶韓国・文在寅政権のパラダイムシフト̶

Point
❶  市場の実勢を無視した最低賃金引き上げが雇用意欲の減退と家計所得格差の拡大を招き、文在寅政
権への支持率が低下。

❷  文政権は所得主導政策に代わって「包容国家」の新アジェンダにより社会・福祉政策の重視を打ち
出す。

❸  経済政策の柔軟性が回復し、実情に合ったより現実的な政策立案に向けた環境が整う。政権と大企
業の関係修復の兆しも。
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1    経済政策の 3本柱の残りの 2つである公正経済と革新経済は、朴
パク・クネ

槿恵政権における「経済民主化」（経済力集中の防止、財閥規制）
と「創造経済」（技術革新による生産性の向上）にほぼ相当する。
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7,530 ウォン（743円）とした。
　だが、その帰結は文政権にとって不都合なもの
であった。政権のもくろみとは異なり、所得格差
は拡大し、雇用は伸び悩んだ。弱者救済にのみ注
目し、雇用する側の事情を勘案しないまま断行し
た賃上げは、雇用意欲の減退と低賃金労働者の手
取り減を招いたのであった。
　2018年 5月下旬に発表された第1四半期の家計
動向調査によれば、所得上位20％の家計と下位
20％の家計の所得比 2は 5.95 倍となった。
　雇用については、第3四半期の就業者数の伸び
が前年同期比わずか1万 7,000 人にまで落ち込ん

だ（図表1）。就業者数はその後持ち直したが、こ
れは主として同年秋以降の高齢者の公共雇用を反
映したものであって、民間部門での雇用意欲は冷
え込んだままであった。
　理念先行型の壮大な社会実験の実績が当初の想
定とはおよそかけ離れたものとなったことで、所
得主導成長の有効性に対する疑念が広がった。

経済失政が主導した政権支持率の下落
　2018年以降の文政権への支持率は南北首脳会談
や米朝首脳会談などの朝鮮半島情勢と関連した重
要イベントの成功で上向き、朴

パク・ク ネ

槿恵政権下で崔
チェ・

順
スンシル

実ゲートという前代未聞の弾劾騒ぎを引き起こ
した保守勢力への拒否感も支持率の高止まり要因
として作用した。一方、上で見たように、文政権
は自らが掲げた経済政策上の目玉となる成果が上
げられなかった。このことは政権支持率下落の大
きな要因となった。
　2018年前半、朝鮮半島における平和定着への期
待から文政権への支持率は高水準で推移した（図
表2）。4月末の板門店での南北首脳会談の成功で
支持率は77.4％に達した。

図表 2　文政権への評価の推移
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2    等価可処分所得の比を指す。等価可処分所得は世帯の可処分所得を世帯の人数の平方根で除して求める。

図表 1　年・四半期別　就業者
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　だが、南北融和ムードがもたらした政権支持率
のかさ上げ効果は長続きしなかった。所得主導成
長の有効性に対する疑念から、政権支持率は9月
第 2週には 53.8％にまで下落した。
　こんな中、所得主導成長の性急な推進を戒める
官僚出身の金

キム・ドンヨン

東 経済副総理と、所得主導成長の
生みの親である張

チャン・ハソン

夏成大統領政策室長との間での
路線対立が表面化した。結局、文大統領は11月 9
日に経済政策のツートップを更迭した。
　だが、政権内部の路線対立で経済政策が混線し、
方向性を失われている間にも文政権への支持率は
下がっていった。雇用や所得格差について政権サ
イドから有効な対策が出されなかった上、雇用、
家計での変調が経済全体に広がりを見せ始めてい
た。
　11月第 4週には支持 48.4％、不支持 46.6％とな
り、その差が1.8 ポイントにまで縮まった。そして、
ついに年末の12月第 4週には支持 45.9％、不支
持 49.7％となり、支持と不支持が逆転するに至っ
た。

最近は文政権への支持・不支持が伯
はくちゅう

仲
　2019年に入ってからは、政権支持率、不支持率
ともに40％台後半で膠着するようになる。週に

よっては不支持率が支持率を上回ることもあるが、
今のところ支持率がこのボックス圏から抜け出る
ような動きは見られない。
　こうした状況への一つの解釈は、経済失政で浮
動層の政権支持が消え、政権支持の基礎岩盤が露
出したのではないか、というものだ。40％という
数字は進歩系政党の支持率と符合する。
　このことを確かめるために「文在寅プレミアム」
の動きを確かめてみよう。ここでいう文在寅プレ
ミアムとは、文政権への支持率から進歩系政党（共
に民主党、民主平和党、正義党）の支持率を引い
たものである。これが正の値を取れば、文政権は
進歩系以外（保守系支持者、無党派層）からの支
持を得ていることを意味する。負の値を取れば逆
に文政権が身内の一部から見放されていると解釈
できる。
　図表3は「文在寅プレミアム」の動きを表した
ものである。これを見ると、同プレミアムは、
2018年前半には朝鮮半島情勢での文大統領の取り
組みが評価されて10ポイント程度で推移してい
た。しかし、家計所得格差の拡大と雇用者数の伸
び悩みなど文政権にとって不都合なニュースが出
そろった8月第 4～ 5週にはプレミアムの数値が
ゼロを割り込んだ。この時点で浮動層の支持はほ

図表 3　「文在寅」プレミアムの推移
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ぼ失われたものと見られる。
　プレミアムの数値は2018年 12月以降現在に至
るまでゼロ近辺で推移、進歩系の政権支持基盤が
露出する状況が常態化したといえる。こうした状
況のもとでは、進歩支持者の中での分裂、あるい
は進歩支持自体の撤回が起これば政権支持率低下
に直結するだけに、執権3年目の文政権が一つの
ターニングポイントを迎えているといえよう。
　これと関連して、崔順実ゲートの影響で長らく
支持率の低迷に苦しんできた保守で野党第1党の
自由韓国党は、ようやくその勢力を盛り返してき
た。
　元来、韓国においては保守への「岩盤支持」率
が40％程度とされるが、崔順実ゲートの影響で保
守勢力が拠り所とすべき自由韓国党への支持を公
言せずに保守系中道政党（正しい党、あるいはそ
の再編後の正しい未来党）への支持あるいは無党
派を装う「シャイ保守」として息をひそめていた
保守支持者が多かったとされる。自由韓国党の支
持率は2018年を通じて20％程度と低迷していた。
　しかし2019年に入ると、文政権の政策運営の
成果がはかばかしくないことを見て取った保守支
持層が自由韓国党に結集する動きを見せている。
上述の経済失政の他、2019年 2月米朝首脳会談が
物別れに終わり、文政権の米朝仲介の限界が露呈

されたこと、3月の閣僚交代で政権・与党が不適
格な人選を非難されたことなどが保守支持層の自
由韓国党への結集を促した。そのような中、2月
27日に開催された自由韓国党の党大会で黄

ファン・ギョアン

教安
元首相が代表に指名されたことで保守勢力の復興
はいよいよ新たな段階を迎えた感がある。
　図表4は最近の与野党伯仲の様子を表したもの
である。与野党間の支持率の差が2019年の年明
け以降急速に縮小してきたことが一目で分かる。
3月第 2週には支持率の差が4.9 ポイントにまで
縮まり、政党支持率における与野党逆転も視野に
入るようになった。

新たなアジェンダ「包容国家」の強調
　最近では、政権サイドから「所得主導成長」と
いう言葉を聞くことが少なくなった。これに代わ
り、政権サイドが強調するようになったのが「包
容国家」という新たなアジェンダである。
　「包容国家」が表舞台に登場したのは、2018年
9月 5日に開催された包容国家戦略会議の場で
あった。その際の説明では、2017年 7月に発表さ
れた5大国政目標の一つである「私の暮らしに責
任を持つ国家」において最初に言及される「皆が
享受する包容的福祉国家」という国政戦略を発展
させたものであるとのことだった。

図表 4　韓国 2大政党の支持率推移
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　2018年秋以降は政権サイドが国政の大きな方向
を語る際や経済政策、社会政策に言及する際にこ
の「包容国家」が用いられることが増えている。
その意味するところは茫漠とした感があり、抽象
的であることは否めないが、いずれにしても社会・
福祉政策に力点が置かれていることは確かなよう
である。
　2019年 2月 19日に開かれた「包容国家社会政
策国民向け報告」の席上、文大統領は包容国家政
策の目的を「全ての国民が基本生活を営むことが
できるよう、生涯にわたって支えるものだ」と述
べているが、これは包容国家を理解するためのい
わば一つの例示と見ることができ、実際にはもう
少し広い意味合いを持つようである。
　「包容国家」が用いられる際の「枕詞」を子細に
見ると、やはり社会・福祉政策を意識しているこ
とが分かる。「暮らしに責任を持つ」「皆が享受する」
「共に豊かに暮らす」といった枕詞からは、ゆりか
ごから墓場までのトータルケア、格差の解消、排
除の否定といった、進歩勢力が社会・福祉方面で
とくに重視する事柄が抽出される。
　戦略会議および対国民報告会で言及された個別
政策の例としては、高校の無償教育、基礎年金増
額（月30万ウォン）、「文在寅ケア」（健康保険の
対象拡大）、認知症国家責任制、公共賃貸住宅の増
設、子供手当の導入、週52時間労働の確立、男
性の育児休暇取得推進、失業手当増額などがある。
これらはいずれも社会・福祉政策の範疇に入るも
のといえる。

社会・福祉政策へのシフトと経済政策の転換
　文政権が新たなアジェンダである「包容国家」
を多用するようになったことで、文政権の国政遂
行における焦点が社会・福祉政策に移り、従来強
調されてきた経済政策は「包容国家」を実現する
ための戦略との位置付けを与えられるようになっ
た。

　2018年 11月 2日の施政方針演説で文大統領は、
韓国の歩むべき道は「共に豊かに暮らす包容国家」
だとした上で、「共に豊かに暮らすための成長戦略
として、所得主導成長、公正経済、革新経済を推
進する」と述べており、「包容国家」が追求すべき
理念・理想であり、経済政策の3つの柱はそれを
実現するための戦略と位置付けられていることが
分かる。
　こうした状況のもとでは、経済政策の政策遂行
における重要度が低下したようにも見える。しか
し、実際には経済政策の柔軟性が回復され、大胆
な政策変更が可能になったとも見ることができる
のではないか。
　上でも見たように文政権が展開した所得主導成
長策は韓国経済の現状にそぐわないものであるこ
とが明らかになった。しかし、看板政策として前
面に押し立てられたこともあって簡単に引っ込め
られなかったのも事実だった。経済政策の失敗が
政権支持の低下を招く文字通りの「キラーコンテ
ンツ」だったことは過去の歴代政権の歩みが証明
するところであるが、文政権も例外ではなかった
のだ。
　文政権は2019年に入ってから企業経営者との
面談を重ね、経済政策立て直しの方向を探ってい
る。1月 15日に開かれた「2019企業との対話」
にはサムスングループの事実上のトップである李

イ・

在
ジェヨン

鎔サムスン電子副会長をはじめ、主要企業グルー
プのトップたちが勢ぞろいした。大企業に冷淡な
態度をとってきた文政権も今や大企業を経済再生
の援軍として取り込むことにしたというわけであ
る。
　自動車、造船の不振に加えて頼みの綱だった半
導体にも影が忍び寄っている。韓国への影響が大
きい米中経済摩擦の行方も気がかりなところであ
る。成長率の鈍化や韓国企業の信用度低下も取り
ざたされる。文政権による経済政策立て直しの本
気度が問われる。
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