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はじめに 

年金は 20～60 歳の勤労期間で保険料を納め、65 歳になり引退期間に入ると給付が開始される。

年金給付期間以前も保険料負担を通じて、年金制度に接しており、年金問題は各個人のライフタイ

ムの大部分と関わりがある。 
現在の年金制度のもとでは、日本では、20 歳以上になると国民年金に加入する義務が生じる。し

かし現実には、年金加入義務者の中でも年金制度がどのような仕組みなのかを把握していない者、

年金を支払う経済的余裕がない者、さらには意図的に払わない者も存在している。この状況が継続

していくと、国民皆年金の意義が失われてしまい、同時に国民の老年期の生活基盤の崩壊、財政の

破綻にもつながっていき、国民と国の信頼関係の崩壊へとつながっていく。 
このような加入義務を怠るものが増加してきた結果として、近年では国民年金納付率の低下が問

題として浮上してきた。いわゆる国民年金の空洞化問題である。我々はその背景に、近年深刻化す

る少子高齢化事情により、年金制度に対する不信感の高まり、さらには労働形態の多様化が生んだ

非正規雇用者の増大が存在すると考えた。  
以上のような現行制度の問題点を考慮しながら、より良い年金制度を提案することが本論文の目

的である。 
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第1章 わが国の公的年金制度の実態 

我が国の現行の公的年金制度は、自助と自律の精神に立脚した社会連帯制度として、個人の保険

料負担による貢献度合が給付に反映し、負担に対する合意の得やすい社会保険料を基本としつつ、

国庫負担を組み合わせる方式をとっている。これは年金を受給する高齢者世代をサラリーマンや自

営業者等の現役世代が支える世代間扶養の仕組みを基本としており、年金は高齢者世帯の収入の 7

割を占めるとともに、国民の 4 人に 1 人が年金を受給しているなど、我々の老後生活を担うセーフ

ティネットとして欠くことのできない制度であるといえる。しかし、現行の公的年金制度は本当に

日本の将来を支えていけるのだろうか。 
第１章では、わが国が施行している公的年金制度の現状を把握する。第１節で、我が国における

公的年金制度の必要性を、賃金所得を失う老年期の所得保障の観点から考察する。続く第２節で、

現行の公的年金制度体系の特性、その加入者数の実態を確認する。そして第３節で、この公的年金

制度の根幹を成す、基礎年金の財政的現状を示す。 
 

第１節 公的年金制度の必要性と意義 
老後の所得保障のために、年金は必要なのだろうか。個人の貯蓄だけに老後の所得保障を委ねる

のには限界があるからであろうか。これは確かに年金の必要性を語る一つの揺るがぬ根拠であろ

う。人間が生活を営む上で、様々な不確実性が存在する。例としては、地震や家事や交通事故に遭

う危険性、病気や寝たきりになる危険性などである。その中でも、年金制度においては一生涯を考

えたとき、いつ死亡するかという生存の不確実性が重要である。平均寿命が延びるにしたがってこ

の不確実性はより切実なものになってくる。想定よりも長く生存すれば、貯蓄を使い果たして生活

が困難になる恐れがある。そのため、人間は貯蓄を使い果たすことなく死ぬまで蓄えを持ち続ける。

個人の貯蓄の動機は様々であるが、核家族化が進み家族内の私的扶養が失われつつある日本では、

老年期所得を保障するための貯蓄が重要となる。年金とは、こうした生存の不確実性に対応するた

めの保険である。すなわち、年金は、一定の掛け金を支払う代わりに、老年期所得を保障する保険

なのである。それぞれの個人が年金に加入することによって、長生きしたために生活が困難になる、

という危険が回避できる。年金は、勤労所得収入がなくなる老年期の生活の基盤である。 
 以下で、いかに年金が老年期の生活の基盤を成しているかを示す。 
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■ 図１-１ 
 

【年金の担う役割】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

厚生労働省献金局数理課によって作成された『平成 16 年 財政再計算結果』より引用。 
年金財政ホームページ  

http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/report/index.html
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年金には、 
 

● 年金市場を介して民間保険会社などが提供する個人型年金 
● 従業員に対して企業が提供する企業型年金 
● 国民に国が提供する国型年金                が存在する。 

 
個人型年金はその加入が任意であり、個人の選好(どれほど生存の不確実性に関心があるか)に大

きく依存すると言える。そして、企業型年金もまたその加入が任意であり、企業独自の企業年金制

度に基づいて運営されている。よって、同じく個人の選好と共に企業の従業員に対する社会保障へ

の貢献度にも依存すると言える。個人のこれらへの加入が任意であるのに対して、国が運営する国

型年金への加入が強制であるという性格から、個人・企業型年金を私的年金、国型年金を公的年金

とする。強制加入の性質を持、国が運営する公的年金は必要なのだろうか。以下では、私的年金へ

の加入を例に、個人ベースで確保できる老後の所得保障の限界を示す。そしてこれを根拠とし、国

ベースで確保する老後の所得保障、すなわち公的年金制度の意義を確認する。 
我々は、以下の 3 つの理由から、年金市場で提供される私的年金だけでは、我々の老年期所得の

保障というセーフティネットの確保は不十分であると考える。 
私的年金だけに老年期所得の保障を託せない理由の一つに、逆選択１の問題がある。民間で供給

される私的年金のみで老年期所得を保障する場合、長生きしそうな人間ほど私的年金への加入が不

利になる。長生きしそうにない人間だけが私的年金に加入すると、魅力的な私的年金はあまり供給

されないだろう。その結果、私的年金では長生きのリスクを分散して、老後の備えをするのは困難

になってくる。これがいわゆる逆選択の問題である。年金市場には、保険会社と加入者の間に情報

の不完全性が存在し、市場の失敗の危険が潜む。 
第二の理由として、モラル・ハザードの問題がある。日本では、困窮状態に陥った人間に対して、

政府の運営する公的扶助制度によって 低限の生活を保障されているが、これを見越して私的貯

蓄・あるいは私的年金の加入など、個人ベースでの老年期所得の保障の構築を怠る人間が存在する

可能性がある。公的扶助制度の財源は、保障対象外の人間から租税の形で徴収されているので、個

人ベースで老年期所得の保障の構築を行なっている人間が損をすることにもなりうる。言い換えれ

ば、たとえ全国民が自己による老年期所得の構築を主張しても、高齢者全体を眺めれば、生活に困

る人間が必ず現れるだろう。そのとき、若年期に障害などで稼得の機会に恵まれなかった人間だけ

を救済し、その他自助努力を怠った人間を切り捨てることはできない。 
後に三つ目の理由として、私的年金が貯蓄的性格を有し、基本的に金利機能に依存しているた

め、予期せぬ物価上昇や、生活水準の上昇という不確実な要素に対応することが困難であることが

ある。私的年金が民間によって供給されている以上、景気変動に対して中立でない。 
以上で述べたように、逆選択、モラル・ハザード、そして景気変動に対する不安定性の 3 つの観

点から、私的年金市場は失敗する可能性を含んでいる。つまり、老年期所得の保障を個人の自発的

な私的年金への加入に任せることはできない。個人ベースで確保できるセーフティネットも確かに

存在はするが、老後の所得を完全に保障する上では十分であるとは言えない。かつ、長生きのリス

クには個人差があり、万人がこれに十分な考慮を払うとは限らず、この点においても個人ベースで

確保できる老年期所得の保障の限界を主張する。 もここでの主張は、個人で確保しうるセーフテ

ィネットの役割に批判的であるというよりも、老年期所得の保障機能は不十分であるとし、国で確

保しうるセーフティネットとの補完性を強調したい。 
以上で述べた、私的年金における３つの欠陥を補う存在として、国主体で運営される所得保障、

公的年金制度の存在意義を考える。国が全現役世代を対象に公的年金を供給することで、逆選択、

モラル・ハザードの問題は解消する。また、第３の問題、景気変動に対する不安定性も同様に解消

しうる。賃金や物価の変動に合わせて納付と給付のバランスをとる仕組みによって年金額が改定さ

                                                      
１ 逆選択(adverse selection) とは、情報の非対称性が存在する（売り手と買い手が保持している情報量に格差がある）状況にお

いて発生する現象 
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れるため、たとえ経済社会が大きく変動したとしても年金の価値は保障されるからである。また、

年金が価値財としての性格が強いことを指摘したい。価値財とは、公共財の性質を満たさないにも

関わらず，政府によって供給されることが望ましい財である。年金自体は、排除不可能性・非競合

性を持つ財ではない。しかし、その財の性質は消費財と完全に異なり、近視的な行動をとった消費

者が後悔する可能性がある。そこで政府は、個人の意思決定とは別の判断を、結局は個人のために

なるとみなして各個人に供給されるべきだと考える。つまり、予想以上に長生きするリスクを減少

させる目的で資金を老後に蓄えさせることが、結局は個人のためになると考えるためである。これ

は、『温情主義(パターナリズム)』である。『温情主義』は強制加入で運営される公的年金制度を正

当化する重要な根拠である。 
わが国の公的年金制度は、昭和 17 年に厚生年金保険制度の前身である労働者年金保険制度が創

設され、昭和 36 年の国民年金制度(拠出制)の創設により国民皆年金が整い、その後経済発展を反映

した給付改善を行なう中、より充実した制度へ向けて幾度となく改革がなされてきた。公的年金制

度が存在しなかった時代、または未熟であった時代は、高齢となった親の扶養は、家族内の『私的

扶養』を中心に行なわれてきたが、わが国の産業構造が変化し、都市化、核家族化が進行する中で、

従来のように私的扶養だけで親を支えることが困難となり、社会全体で高齢者世代を支える『社会

的扶養』が必要不可欠となってきた。公的年金制度は、こうした高齢者の『社会的扶養』を基本と

した仕組みである。 
 
以上で述べたように、公的年金は我々の長期にわたる老年期生活の主柱となるに足る保障を行な

っている。我々の老年期における も重要なセーフティネットである所得保障に、公的年金制度の

果たす役割は非常に大きい。持続可能で安定的な公的年金制度の確立は必須である。 
 

第２節 公的年金制度体系の現状 
我が国の年金制度は、昭和 36 年に国民皆年金が達成されて以来、制度の充実が図られてきた。

前述の通り、今日公的年金は老年期所得のうち 6割以上を占めるなど、老年期所得保障の主要な柱

として大きな役割を果たしている。 

わが国の公的年金は、 

（１） 国民皆年金 

（２） 保険料方式 

（３） 世代間扶養   という 3原則で運営されている。 

（１）国民皆年金 

我が国の公的年金制度は、自営業者や無業者を含め、国民すべてが国民年金制度に加入し、基

礎年金給付を受けるという国民皆年金の仕組みとなっている。１ 

 昭和３６（1961）年に自営業者等を対象とする旧国民年金制度が発足し、国民皆年金が実現した

が、当時は、現在の国民年金制度・基礎年金給付のように国民すべてを対象にする制度はなく、分

立した制度体系をとっていたため、産業構造の変化等によって、財政基盤が不安定になり、加入し

                                                      
１ （注）昭和６０（１９８５）年改正の施行日（昭和６１（１９８６）年４月１日）において６０歳以上の人（大正１５（１９

２６）年４月１日以前に生まれた人）には、旧制度の年金が支給されていますが、旧国民年金発足以降の基礎年金相当分の費

用については、基礎年金と同様、国民全体で公平に負担する仕組みとなっています。 
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ている制度により給付と負担の両面で不公平が生じていた。このため、昭和 60（1,985）年改正に

おいて、全国民共通に給付される基礎年金を創設するとともに、厚生年金等の被用者年金は、基礎

年金給付の上乗せの２階部分として、報酬比例年金を給付する制度へと再編成した。 

 こうした国民皆年金制度をとっていることにより、安定的な被保険者集団が構成され、社会全体

で老後の所得保障という問題に対応していくことが可能となっている。 

 基礎年金は、老後生活の基礎的部分を保障するため、全国民共通の給付を支給するものであり、

その費用については、国民全体で公平に負担する仕組みとなっている。具体的には、基礎年金給付

費総額を各制度に属する被保険者（加入者）数等に応じて負担している。 

 

  

（２）保険料方式 

我が国の公的年金は、保険料方式となっている。公的年金制度の加入者は、それぞれ保険料を拠

出し、それに応じ年金給付を受ける。したがって、基本的には保険料を納めなければ年金はもらえ

ないし、納めた期間が長ければ支給される年金も多くなる仕組みとなっている。 

 自分が若いときに納めた保険料の見返りとして、年金をもらえるという社会保険の仕組みは、納

付と給付の関係が明確であることから、国民の理解を得やすい面がある。したがって、公的年金制

度は、老年期所得の保障を確保し、高齢者になったときに社会的に肩身の狭い立場から解放され、

家族単位の私的扶養などに頼ることなく、自立して生活できるようになる仕組みであると言える。 

 社会保険である公的年金は、強制加入の仕組みをとっている。強制加入としている理由は、若年

期から老年期に備えて必要なお金を十分に貯蓄しておくという人間は少ないだろうから、個人の視

点からの必要性とともに、現役世代の国民が全員参加で公的年金を支えることの義務化によって安

定した所得保障制度を構築するという制度全体の視点からみた必要性によるものである。 

 また、公的年金は貯蓄と異なり、自分の納めた保険料が利子とともにそのまま自分に返ってくる

というものではない。公的年金は、現役時代の給与の低い人にも一定以上の年金を保障する仕組み

となっており、いわば所得再分配を伴うものとなっている。 

 基礎年金については、無業者など保険料負担が困難な人も被保険者（加入者）となるので、この

ような人間に対しては保険料免除の制度を設け、年金受給権を保障している。 

 公的年金の財源は、保険料収入および積立金の運用収入を基本とするものだが、基礎年金の給付

に必要な費用の３分の１（平成２１（２００９）年度までに２分の１へ引き上げ）は、国庫で負担

している。 

  

 

（３）世代間扶養 

 かつて高齢者は、子どもによる私的扶養や老後のための貯蓄等によって老年生活を送っていた。 

 貯蓄については、人間は自分の寿命は予想出来ないし、必要十分な貯蓄額を事前に知ることは出

来ない。しかも、若年期から引退時、さらに寿命を全うするまでには何十年という長い時間があり、

予想を超えるインフレによる貯蓄の目減りなどが生じる可能性もある。 

 子どもによる私的扶養も不安定である。頼る子どもがすべての人間にいるわけではないし、子ど

も自身の経済状況に左右されることになる。日本の社会の構造変化、特に第１次産業比率の激減、

核家族化、若者の都会への集中、サラリーマン化等により、私的扶養に頼ることはさらに難しくな

ってきているのが現状である。 

 また、平均寿命が大幅に伸び、老年生活が長期化したことも、私的扶養や貯蓄によって老年生活

を送ることを困難にしているといえる。 

 今日、公的年金は、基本的には若年世代の保険料負担で老年世代を支えるという世代間扶養の考

え方で運営されている。これは、１人１人で私的に行っていた親の扶養・仕送りを、社会全体の仕
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組みに広げたものである。若年世代が全員でルールに従って保険料を納付し、同時点での高齢者全

体を支える仕組みは、私的扶養の不安定性やそれをめぐる気兼ね・トラブルなどを避けるというメ

リットがある。また、若年世代が生み出す富の一定割合を同時点の老年世代に再分配するという仕

組みをとることにより、物価スライドによって実質的価値を維持した年金を一生涯にわたって保障

するという、安定的な老年期所得の保障を可能にしている。 

 年金は、老年世代にとってはもちろんのこと、若年世代にとっても、自分の親の私的扶養や自分

自身の老後の心配を取り除く役割を果たしている。年金は、個人個人の自立を高め、社会の発展・

安定に貢献している側面がある。 

 

■ 図１-２ 

 公的年金制度における世代間扶養のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(注)斜めの帯のそれぞれは、同時期に 20 歳に到

達したある世代が、時の経過により年齢が上が

り、現役世代という支え手側から、年金世代とい

う支えられる側へと移行する様子を示したもの

である。 

 

 

 

 

 

 

 ●我が国の公的年金制度体系 
 

我が国の年金制度は、従来、民間サラリーマンを対象とする厚生年金保険、公務員などを対象と

する数種の共済組合、自営業者などを対象とする国民年金というように分立していた。 
 しかし、このように分立した制度体系をとっていると、就業構造・産業構造の変化によって、財

政基盤が不安定になり、長期的安定が図れない。更に、適合される制度により給付や負担に不公平

が生じる。 
 そこで、昭和 60 年の改正により全国民共通の基礎年金(国民年金)が導入され、厚生年金や共済組

合は、その上乗せとして報酬比例の年金を支給する制度に再編成された。 
 その他、サラリーマンのより豊かな老後を保障するものとして厚生年金基金があり、また、自営

業者等に対し基礎年金の上乗せ年金を支給するものとして国民年金基金がある。 
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■図１-３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

社会保険庁ホームページ 『公的年金制度の体系』 
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/index.htm 

 
 
 
 
 
 
 
日本で居住する２０歳以上６０歳未満の人間は、すべて国民年金に加入し、将来、基礎年金を受

ける。国民年金では加入者を３種類に分類している。以下で、その詳細を述べる。 
 

●第１号被保険者 

２０歳以上６０歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人が第１号被保険者である。

国民年金の保険料は自分で納付する。１ 

   

 

 

                                                      
１ また、(1)厚生年金、共済年金の老齢年金を受けられる人、(2)外国に住んでいる６０歳未満の日本人など、希望して国民年金

に任意加入する人も第１号被保険者と同様の取扱いとなる。 

 10



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００６発表論文  1６th‐1７th Dec.2006 

●第２号被保険者 

 民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者は第２号被保険者に適合する。この人たちは、

就労する事業主との労使折半で運営される厚生年金や共済年金の加入者であると同時に、国民年金

の加入者にもなる。 

 

●第３号被保険者 

厚生年金、共済組合に加入している第２号被保険者に扶養されている２０歳以上６０歳未満の配

偶者（年収が１３０万円未満の人）が第３号被保険者である。保険料は、配偶者が加入している厚

生年金や共済組合が一括して負担するので、個別に納める必要はない。第３号被保険者に該当する

場合は、事業主に届け出る必要がある。 

  

【国民年金被保険者の動向】H12～H17 
 

平成 17 年度間末において、公的年金加入者数は 7076 万人である。その構成は、第一号被保険者数

は 2190 万人、第二被保険者数は 3766 万人、第三号被保険者数は 1092 人万人である 

■表１-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

社会保険庁 平成 18 年 9月公表 

                        『平成１７年度の国民年金加入・納付状況』より 

                      http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2006/p0912.htm  
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■図１-４ 

 
【公的年金の加入状況(平成 17 年度末)】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保険庁 平成 18 年 9月公表   

『平成１７年度の国民年金加入・納付状況』より 

http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2006/p0912.htm 

 

第３節 国民年金財政 
 
基礎年金給付に必要な費用は、そのときの若年世代全員で公平に負担する仕組みとなっている。  

この基本的な仕組みを以下に示す。ある年の基礎年金給付総額を X、同じ年の第１号被保険者数を

Y１（ただし、保険料未納数、免除者数を除く）、第２号被保険者数を Y２、第３号被保険者数を Y
３とし、Z＝X／（Y１＋Y２＋Y３）すると、  

■第１号被保険者のグループ全体では、Z×Y１を拠出する。（このうち３分の１（平成２１（２００

９）年度までに２分の１へ引き上げ）は国庫負担である）。 

■第２号被保険者のグループ全体では、Z×（Y２＋Y３）を拠出する。（このうち３分の１（平成２

１（２００９）年度までに２分の１へ引き上げ）は国庫負担である。）。 

 基礎年金をまかなうための費用をこのように分担することにより、両グループとも、被保険者１

人当たりＺという同じ単価で基礎年金の費用をまかなっていることになる。  

 第１号被保険者の保険料（現在は１人月額１３，８６０円）、第２号被保険者の保険料（厚生年

金の場合、現在は月収の１４．６４２％）には、この基礎年金の費用負担の分が含まれている。  
  

このように国民年金の給付財源は、全被保険者からの保険料と国庫負担によって賄われている。

昭和６１年度(1986)に基礎年金制度が創設されてからは、基礎年金の３分の１などに対して国庫負

 12



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００６発表論文  1６th‐1７th Dec.2006 

担が行われてきた。しかし平成１６年度(2004)公的年金制度改正でこの負担割合が見直され、国民

年金法が改正された。昨今の老年世代人口増加に伴った年金支出の増大をカバーするため、国民年

金の国庫負担割合を 1/3 から 1/2 へ引き上げるとともに、保険料を 2017 年までに段階的に引き上

げることが決定した。 

 

■ 表１-２ 

 

【保険料水準の推移】 
 

平成 16 年度改革！国民年金の保険料の推移 

改正年月 毎月の保険料 改正年月 毎月の保険料 改正年月 毎月の保険料

1961 年 4 月～ 100 円/150 円 1984 年 4 月～ 6,220 円 2005 年 4 月～ 13,580 円

1967 年 1 月～ 200 円/250 円 1985 年 4 月～ 6,740 円 2006 年 4 月～ 13,860 円

1969 年 1 月～ 250 円/300 円 1986 年 4 月～ 7,100 円 2007 年 4 月～ 14,140 円

1970 年 7 月～ 450 円 1987 年 4 月～ 7,400 円 2008 年 4 月～ 14,420 円

1972 年 7 月～ 550 円 1988 年 4 月～ 7,700 円 2009 年 4 月～ 14,700 円

1974 年 1 月～ 900 円 1989 年 4 月～ 8,000 円 2010 年 4 月～ 14,980 円

1975 年 1 月～ 1,100 円 1990 年 4 月～ 8,400 円 2011 年 4 月～ 15,260 円

1976 年 4 月～ 1,400 円 1991 年 4 月～ 9,000 円 2012 年 4 月～ 15,540 円

1977 年 4 月～ 2,200 円 1992 年 4 月～ 9,700 円 2013 年 4 月～ 15,820 円

1978 年 4 月～ 2,730 円 1993 年 4 月～ 10,500 円 2014 年 4 月～ 16,100 円

1979 年 4 月～ 3,300 円 1994 年 4 月～ 11,100 円 2015 年 4 月～ 16,380 円

1980 年 4 月～ 3,770 円 1995 年 4 月～ 11,700 円 2016 年 4 月～ 16,660 円

1981 年 4 月～ 4,500 円 1996 年 4 月～ 12,300 円 2017 年 4 月～ 16,900 円

1982 年 4 月～ 5,220 円 1997 年 4 月～ 12,800 円   

1983 年 4 月～ 5,830 円 1998 年 4 月～ 13,300 円   

 
社会保険庁『今般の年金制度改革について』 

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkinkaikaku.htm 

 

 

 

 

 

 

 

尚、この平成 16 年度公的年金改革の詳細については第２章で扱う。 

以下で、平成 17 年度予算に基づいた国民年金財政の現状を把握する。  
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■ 図１-５ 

 

【国民年金財政の現状(平成 17 年度予算)】１

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出展)社会保障審議会『平成 14 年度公的年金財政状況報告』及び平成 16 年及び財務省『平成 17 年度特別会計予算』より作成。 

http;//www.bb.mof.go.jp/cgi.bin/bxss020a?rno=28 に基づいて作成。 

基礎年金の財源と年金一元化問題 
社会労働調査室 中川秀空 『調査と労働』第 486 号 
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0486.pdf 

                                                      
１ 国民年金勘定からの基礎年金拠出金には、特別国庫 0.5 兆円を含む。 
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第2章  第一号被保険者による国民年金

未納問題の実情 

第 1 章で、国家主体で運営される社会保障の必要性を論じ、わが国の現行の公的年金制度の特性

を確認した。老年期を担う所得保障という重要なセーフティネットを確保するものとして、国家主

体で運営される公的年金制度が果たす役割は非常に大きい。公的年金制度は、国民のセーフティネ

ットの中心として、将来の経済社会がどのように変わろうとも、やがて必ず訪れる老後生活の支え

として実質的に価値のある年金額を、生涯にわたって、確実に保障する役割を担っている。しかし、

現状では、我々の将来を担う公的年金制度は、その機能を十分果たしているかどうか疑問である。

我々は公的年金制度の根幹とも言うべき、そして今我々に も身近な国民年金に着目し、その問題

を考察した。そこで、 も深刻な問題は国民年金の空洞化である。その原因は、我々のような学生

や、自営業者、そして近年増加傾向にある非正規雇用者などの第 1 号被保険者による国民年金の未

納だと言われている。第 2 章では、第 1 号被保険者による国民年金空洞化問題の実情を、データを

引用して具体的に考察する。 
まず第 1節で、この問題意識に大きく寄与している日本社会の情勢の 2つの背景について述べる。

続く第 2 章で第 1 号被保険者の国民年金未納問題の現状を把握し、そして第 3 節で国民へのアンケ

ートをもとに我々が考える国民年金空洞化の要因を分析する。 

第１節 問題意識の背景にある日本情勢 
 

第 1 号被保険者による国民年金未納問題の詳細を扱う前に、我々はわが国の公的年金制度を取り

巻く 2 つの日本社会の情勢を指摘したい。これらによって、日本の公的年金制度は大いに影響を受

け、今後の公的年金制度の持続可能性に密接に関与すると考えた。問題意識としての第 1 被保険者

による未納問題の背景として、急速に進行する少子高齢化、そして労働形態の多様化が生んだ非正

規雇用者の増大に着目した。この 2 つを背景に、国民年金の空洞化問題、そしてさらに公的年金制

度の崩壊を予感している。   

 

●急速に進行する少子高齢化 
 

平均寿命の伸びや出生率の低下により少子高齢化が急速に進行している。我が国の合計特殊出生

率は昭和 50(1975)年前後からその低下が始まり、平成 10(1998)年においては過去 低の 1.38 と

なっている。(図２-１参照)また、｢日本の将来推計人口｣(中位推計)（図２-２参照）によれば、我

が国の総人口は平成 17(2005)年をピークに減少を続け、平成 27(2015)年には 4 人に 1 人が 65 歳

以上となり、我が国はかつてない少子高齢化社会へ突入しようとしている。このままの状態で我

が国の少子高齢化が進めば、社会を支える役割を中心的に担う働き手、つまり若年世代の総数が

減少することになる。これはわが国の公的年金制度の軸である「世代間扶養」の危機であるとい

える。 
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■図２-１ わが国の出生数と合計特殊出生率 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 
            ｢人口動態統計｣(厚生省)、｢人口問題研究｣(国立社会保障・人口問題研究所)により作成 

 

■図２-２ 日本の将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
｢日本の将来推計人口｣(国立社会保障・人口問題研究所)により作成 
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わが国の公的年金制度は長らく人口安定的な少産少子社会の到来を予測して設計されてきた。そのた

め一定程度までの高齢化は織り込んできたが、少子化による高齢化率の急上昇は近い将来わが国の公的

年金制度の持続可能性を揺るがす危険をはらんでいる。 

 

● 労働形態の多様化がもたらした非正規雇用の拡大 
 
バブル崩壊後の日本の経済成長率の低下やグローバル化により、企業は合理的な経営を迫られ

た。そのため、終身雇用制度や年功序列制度を中心とする正規雇用から、企業にとって景気変動に

即してより労働力を調節しやすく、人件費や教育費の抑制といった費用面でも削減が可能になる非

正規雇用への拡大に移行しており、労働市場はより流動化している。 
正規雇用者数は、1990 年代半ばまで緩やかに推移したのち、1997 年以降は、ほぼ一貫して減少

を続けており、2005 年には 3,300 万人程度となっている。一方、非正規雇用者数は、1994 年に前

年より減少した後、1995 年に 1,000 万人を超え、2005 年には 1,600 万人程度となり、は雇用者数

の約３人に一人が非正規雇用者となっている。（図２-３） 
 
■図２-３ 正規・非正規雇用者数及び非正規雇用者比率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年の非正規雇用者増加に関して も問題視されているのは、彼らが相対的に低所得であること

から、社会全体における低所得者層が増加し、所得格差が拡大することである。ここで、彼らの所

得状況を把握したい。正規雇用と非正規雇用の男女別の賃金格差をみると、男性の場合は、年齢が

高いほど格差が大きいという傾向が強い。正規雇用者中心の年功序列制度を背景に、年齢が上昇す

るほど拡大し、50 歳代前半で、正規雇用者の約 5 割程度となる。これに対して女性の賃金格差は、

40 歳代以降ほぼ横ばいで正規雇用者の 6 割程度となっている。（図２-４参照） 
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■図２-４ 非正規雇用者の対正規雇用者賃金比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、フリーターを含む若年の非正規雇用者については、中高年になっても非正規雇用にとどま

る場合、所得の損失が大きくなり、我が国の経済に与える影響が懸念される。  

 労働者 1人当たりの生涯賃金でみても、正規雇用と非正規雇用を比較すると、格差があることが

確認される。（図の２-５参照） 
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■ 図２-５若年非正規雇用が経済に与える影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akazawanami.blog73.fc2.com/blog-entry-25.html 
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上記でわかるように、非正規雇用者の所得が相対的に低水準であること確認した。果たして彼ら

は、現状の公的年金制度にうまく組み込まれているのだろうか。労働時間や所得に関して多くの制

約を持つ彼らは、その多くが第 1 号被保険者に適合されている。第 1 号被保険者は、自営業や家族

従業員等、と記述されることが多い。しかし、近年の第 1 号被保険者の就労状況をみると、平成 17
年度調査では自営業が 17.8％、家族従業員が 10.5％、常用雇用が 12.0％、臨時・パートが 25.2％、

無職が 30.9％となっている。近年の動向から、自営業主が減少している一方、常用雇用・臨時・パ

ートが増加傾向にある。（図２‐６参照） 

 

■ 図２-６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保険庁『平成 17 年度の国民年金加入・納付状況』 

http://www.sia.go.jp/infom/tokei/noufu2005/noufu2005.pdf 

 

 以下に第 1 号被保険者の就業状況別保険料納付状況を示す。（図２-７参照）自営業者や家族従業

者については 1 号期間滞納者(平成 15 年 4 月～平成 17 年 3 月までの 24 月のうち 1 月も国民年金

保険料を納付していない者)の割合が比較的低くなっているが、常用雇用や、臨時・パートについ

てはこの 1 号期間滞納者の割合が高くなっている。無職や臨時・パートについては、納付者の割合

が低くなっており、申請全額免除者や学生納付特例者の割合が比較的高くなっている。 

 

■図２-７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

社会保険庁『平成 17 年度の国民年金加入・納付状況』 

http://www.sia.go.jp/infom/tokei/noufu2005/noufu2005.pdf
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非正規雇用の拡大は、我が国の公的年金制度の将来におおいに影響を及ぼすだろう。彼らは、保

険料を負担し老年世代の生活を支える「世代間扶養」を担い続けることができるだろうか。そして、

保険料の未納者や免除者の多い彼ら自身の老後のセーフティネットは本当に将来確保できるのだ

ろうか。 

第２節 国民年金空洞化問題の実情 
  
第 1 節では、現在の年金制度を取り巻く背景として、少子高齢化、そして非正規雇用者の増大に

ついて述べた。第 2 節では、我々が問題として挙げている国民年金空洞化問題について具体的に考

察する。現在、国民年金は、原則として強制加入になっているのにも関わらず、保険料の未納者、

未加入者が増加しており、本来納付されるべき保険料が納付されていない状況である。その未納率

は、現在約 4 割にも達する。つまり、納付あっての給付であるのに、その納付が減少している。い

わゆる、国民年金空洞化問題である。その原因は、第 1 号被保険者における未納者、未加入者の増

加であり、彼らによって皆年金であるはずの国民年金が危機に瀕していると考察した。この第 1 号

被保険者による国民年金空洞化問題を解決するために、未納者、未加入者の存在をなくす必要があ

ると考える。そのためにも（1）国民年金空洞化の現状、そして（2）国民年金空洞化の問題点を知

る必要があると考える。以下に、その詳細を述べる。 
 

（1）国民年金空洞化問題の現状 
 国民年金の空洞化問題の現状を、 

① 第一号被保険者について 

② 未納者・未加入者について  

③ 納付率について 

この三つの観点から把握する。 

●前提 

現状を把握するために、前提としてまず我々は 

未納者・未加入者＝第 1 号被保険者 
と定義した。その理由を述べる。 

国民年金では、満 20 歳以上から、60 歳未満の第 1 号被保険者、第 2 号被保険者から同額の保険

料を徴収する。現在の保険料は 13860 円である。三種の被保険者の性質については第 1 章でも述べ

たが、再度述べておく。第 2 号被保険者は、厚生年金、共済年金に加入した時点で同時に国民年金

に加入したとみなされ、厚生年金、共済年金などの被用者保険の会計から直接、国民年金の会計（基

礎年金勘定）へ拠出するため、国民年金保険料として納付することはない。また、第 3 号被保険者

は、保険料を個人としては納めなくてよいことになっている。つまり、第 2 号被保険者、第 3 号被

保険者は未納者にはなり得ない。それに対して、第 1 号被保険者は保険料を自ら納めなくてはなら

ず、彼らは制度上、国民年金の加入申請をし忘れたり、もしくは自らの意思で未納や未加入を選択

したりすることも可能である。よって我々は未納者・未加入者＝第 1 号被保険者と定義する。 
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①第 1 号被保険者について 

■表２-１ 

(出展) 出所）社会保険庁 平成 18 年 9 月公表「平成 17 年度の国民年金の加入・納付状況」 

http://www.sia.go.jp/infom/tokei/index.htm 

 

上図では、第 1 号被保険者の総数は、2190 万人となっている。（図２‐１参照）なお、第 1 号

被保険者であっても、低所得者、学生などを対象に一定の条件下で保険料が減免、猶予される制度

として保険料免除制度、学生納付特例制度がある。また、平成 17 年 4 月から若年者納付猶予制度

が導入された。第 1 号被保険者のうち、学生納付特例者（平成 17 年度末には、176 万人）、申請全

額免除者（同 216 万人）、法定免除者（同 113 万人）、若年者納付猶予者（同 34 万人）は、納付の

猶予、または、免除が認められるため、納付対象者から除かれる。結局、1,652 万人が国民年金保

険料の納付対象者となる。この納付対象者が年金保険料を納付しないと、年金保険料の未納者とな

る。 
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②未納者数、未加入者数について 

平成 17 年の未納者は第 1 号被保険者の総数の 2190 万人に対して、未納者は 374 万人、未加入

者は 27 万人と、合計で 401 万人の人々が保険料を払っていないことになる。ちなみに、第 1 号被

保険者の総数に対する未納者、未加入者数は 18.3％となっている。（図２-８参照） 

■図２-８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）社会保険庁「平成 17 年度における国民年金保険料の納付状況と今後の取組み等について」 

平成 18 年 9 月公表 http://www.sia,go.jp/infom/press/houdou/2006/p0609121.pdf
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次に未納者、未加入者数を時系列で見ていく。 

■ 図２-９ 

 

出所）社会保険庁「平成 17 年度における国民年金保険料の納付状況と今後の取組等について」 

http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2006/p0912.htm 

  

上図を見ると、平成 9 年の未納者数は 257 万人であったが、徐々に増加し、ピーク時の平成 15
年には 444 万人にも達し、平成 17 年には 374 万人と多少の減少は見られたが、それでも平成 9 年

と比べると 117 万人も増加している。（図２-９参照）しかし、未加入者数は 118 万人から、徐々

に減少していき、平成 17 年には 27 万人となっている。だが、これは免除制度が充実したため、今

まで低所得で保険料が払えずに、未加入となっていた人が、免除制度を利用し、免除者となる者が

増加したためである。そのため、納付者が増えたわけではない。このように未納者数が増加してお

り、未納者と未加入者を足した数の全体に占める割合も年々増加傾向にあることが確認できる。 
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③ 納付率について  

■図２-１０ 

 

出所）社会保険庁 平成 18 年 9 月公表「平成 17 年度の国民年金の加入・納付状況」 

http://www.sia.go.jp/infom/tokei/index.htm 

 

 

上図を見ると、平成 4 年の 85.7％をピークに徐々に低下していき、平成 14 年には 62.8％と 低

を記録している。（図２‐１０参照）このように納付率が減少しており、つまり保険料収入は減少

していることが分かる。しかしそれから微増ながら増加し始め、平成 17 年には 67.1％とわずかな

がら持ち直した。だがこれは、未加入者数が増えた理由と同じで、免除制度の充実により、免除者

となる者が増えたからである。しかし免除者は、納付対象者にはなりえない。 

 

納付率は、 

 

納付率＝給付した総人数/給付対象者数 

 

となる。つまり分母の数が減れば、納付率が上がるのは当然である。よって依然として保険料収入

は減少していると言える。 

  

 次に年齢別の納付率を見てみる。 
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■図２-１１ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所）社会保険庁 平成 18 年 9 月公表「平成 17 年度の国民年金の加入・納付状況」 

http://www.sia.go.jp/infom/tokei/index.htm 
 
上図によると、平成 17 年度では、25～29 歳までの納付率は 55.5％と も低く、55～59 歳までの

納付率は 80.5％と も高くなっている。この図から若年者になるほど納付率が低い、つまり未納率

が高くなることが分かる。（図２-１１参照） 
 

（2）国民年金空洞化がもたらす危機 
  
①世代内の不公平 
 
 昭和 60 年度に公表された公的年金改革案では、国民年金の財源をその時点の第 1・2 号保険者の

保険料と、その時代を生きる現役世代・老年世代全員で負担する租税で賄おうというものであった。

第 1・2 号被保険者は、必ず保険料を負担しなければならないのに、未納・未加入という行為は、

それを回避しようとするものであり、公平性の視点から許されない。 
 第 1 号被保険者の該当者が国民年金の加入手続きを怠り、被保険者にならないのであれば、その

者は国民年金未加入者に該当する。その場合、当該個人は被保険者とみなされないため、被保険者

には含まれない。一方、加入手続きを行い、第 1 号被保険者に含まれているが、実際に過去二年間

にわたって保険料を納めていない者は、国民年金未納者に該当する。 
 第 2 号被保険者の場合には給料から天引きされるため、制度上、保険料の負担を免れることはで

きない。それに対し、加入手続きを行った第 1 号被保険者の場合には、違法なことだが、負担回避

を行おうと思えばできるのが制度上の現状である。もちろん多くの第 1 号被保険者は真面目に納め

ているが、その一方で、納めない第 1 号被保険者が存在することも事実である。確かに未納者・未

加入者といえども租税を納付しているならば、その一部が現行制度の下で、基礎年金財源の 1/3 の

国庫負担分に回されているかもしれない。よって、基礎年金の財源を支えるのに全く貢献していな
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いとは言えないかもしれない。しかしこの状況は、保険料徴収による国民年金未納者・未加入者が

本来負担すべき額が、他の被保険者に転嫁されていくという不条理をもたらしかねない。現役世代

の一員としての保険料納付の義務を怠るという観点、その行為によって負担が転嫁されるという観

点、あるいはどの被保険者に該当するかによって保険料負担を回避できるか否かが異なる、という

観点からも、国民年金保険料の未納・未加入者が存在するという状態は公平性の面から問題である。 
 
 
②現役世代に国民年金未納者・未加入者であった第 1 号被保険者の老後の所得保障 
 
国民年金保険料の未納・未加入者の増大は、すなわち将来の無年金者の増大を意味する。老年期

に国民年金給付を受けるためには、国民年金・厚生年金・共済年金に計 25 年間以上加入し続け、

かつ保険料を納付し続けることが条件となる。しかし現状では、国民年金によって全ての現役世代

の 低限の老後の所得が確実に保障されているとは言いがたい。 
 
以上の①・②から、国民年金の原則であるはずの国民皆年金が、すでに崩壊の危機にあることを

指摘する。国民皆年金は、国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金給付を受けるという仕組

みである。納付側では、同じ現役世代の一員でありながら、国民年金に加入し、保険料を納付して

いる人間と、それを未納している人間との間に不公平が生じている。また一方で、受給側では、未

来の無年金者の増大が懸念されている。 

第３節 要因考察 
  
以上で述べてきたように、わが国の現行の公的年金制度は、国民保険料を現役世代全員で公平に

負担する皆年金の原則で運営されるはずが、未納者・未加入者の存在を排除できず、国民年金空洞

化問題を抱えている。続く本節では、なぜ第 1 号被保険者に未納者・未加入者になる者が存在する

のか、その要因を、現役世代を対象に行われたアンケートをもとに分析したい。 
 
まず、第 1 号未納理由を把握する。平成 14 年に社会保険庁が行った『国民年金被保険者実態調

査』によると、平成 14 年の未納者の未納理由としては、「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」

とした者は、64.5％と一番多かった。次に多かったのは、「国民年金をあてにしていない、または

あてにできない」とした者で 15％となり、「支払う保険料に比べて、受け取る年金額が少ないと感

じるから」とした者が 4.5％あった。これらは、年金制度に対する不信感が原因であると考えられ

る。また、「うっかりして、忘れた」とした者も 2.5％を占めた。これは、年金制度の複雑さが原因

と考えられる。（表２-２参照） 
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■表２-２ 
 年齢別の保険料未納理由（主要回答）の推移  

主要回答 

保険料が高

く、経済的

に支払うの

が困難 

国民年金をあ

てにしていな

い、または、あ

てにできない 

支払う保険料に

比ベて、受けとる

年金額が少ない

と感じるから 

うっか

りして、

忘れた

後でまと

めて払

おうと思

った 

これから保険料

を払っても加入

期間が少なく、

年金がもらえな

い 

（単位：％）

総数 62.4 12.2 4.9 2.5 2.5 2.2

20～24 歳 49.3 10.6 3.9 2.6 2.4 0.3

25～29 歳 65.6 17.1 6.5 2.9 2.6 0.3

30～34 歳 68.3 17.7 5.6 3.3 1.9 1.5

35～39 歳 68.4 16.3 7.3 1.6 2.1 2.5

40～44 歳 73.6 12.8 3.6 2.1 2.7 4.2

45～49 歳 74.1 9.2 5.1 1.5 2.3 5.8

58～54 歳 73.4 7.1 4.1 1.9 3.1 6.4

平成

11 年

調査 

55～59 歳 69.4 3.3 3.9 3.0 4.4 6.9

総数 64.5 15.0 4.5 2.5 2.2 2.0

20～24 歳 56.3 14.2 3.5 3.9 2.3 0.6

25～29 歳 62.3 19.0 4.1 2.7 2.7 1.2

30～34 歳 67.9 17.8 6.1 1.4 2.0 1.6

35～39 歳 68.3 17.9 5.6 1.3 0.6 1.6

40～44 歳 76.1 12.5 4.4 2.2 1.5 1.6

45～49 歳 75.2 12.9 3.5 1.7 2.0 3.3

50～54 歳 69.6 9.0 4.4 1.3 3.4 7.0

平成

14 年

調査 

55～59 歳 68.6 4.5 6.6 1.7 2.7 5.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会保険庁「平成 14 年国民年金被保険者実態調査の結果（速報）」 
           http://www.sia.go.jp/infom/tokei/osirase2002/index.htm  
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■表２-３ 

社会保険庁「平成 16 年公的年金加入状況等調査結果 速報のポイント」 
http://www.sia.go.jp/infom/tokei/index.htm 

 
 
 
上図は、平成 16 年度に社会保険庁が調査した、第 1 号未加入者の未加入理由である。そのうち、

①「届出の必要性や制度の仕組みを知らなかった」など、現在の公的年金制度の複雑さに拠るもの

が 44.8 パーセント、②「保険料が高く、経済的に納めるのが困難だから」が 24.2 パーセント、さ

らに、③「もらえる年金額がわからないから」、「年金制度の将来が不安だから」等、年金制度に対

する不信感を理由に挙げている者が全体の 10 パーセント近くを占めている。 
 
 表２-２、続く表２-３から、第 1 号未納・未加入の要因として、同様の項目が上位を占めている

ことが明らかとなった。このアンケート結果を受け我々は、第 1 号未納・加入者が増加した主な原

因として次の三点を指摘したい。 
  
①現行の年金制度の保険料水準が高い。定額保険料方式をとっている 

 ②年金制度に対する不信感 
 ③年金制度の複雑さ 
 
①現行の年金制度が保険料水準の高い。 

 
現在の国民年金は月額 13,580 円の定額保険料方式をとっている。定額保険料方式とは、第 1 号・

第 2 号被保険者に同額の保険料納付を課す方式である。この方式では、高所得者も低所得者も皆同

額の保険料を負担するので逆進性が強く、低所得者にとって負担の大きい方式である。 
この点に関して、本章 1 節の図２-１、図２-２を参照にして頂きたい。第 1 号被保険者に含まれ

る非正規雇用者が近年増加していることが、第一号未納・未加入に拍車をかけていると我々は考察
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する。更に、第 1 章の表１-２を参照して頂きたい。2017 年をまで、国民年金保険料相対的低所得

者である彼らにとって、国民年金保険料を継続的に負担し続けることが果たして可能であろうか。 
 

②年金制度に対する不信感 
 

1980 年代半ば以降、政府は、着々と進行する少子高齢化と、年金給付水準の切り下げ、保険料

水準の段階的引き上げはもちろんのこと、支給開始年齢の引き上げなど、納付と給付の折り合いを

図ろうと試みてきた。しかしその政策は、問題を克服する抜本的解決にはならず、自分が年をとっ

たときに、いくらの給付水準になっているのか、もしかしたらもらえないのではないかという不安

感を駆り立て、ますます未納者・未加入者を増加させたと考えられる。更に、第 1 号未納者が増え

ること自体、年金制度に不信感を募らせ、ますます未納者・未加入者を増加させる、という悪循環

を引き起こしている。 
 

③年金制度の複雑さ 
  
第 1 号被保険者は、自分で申請を行うことで国民年金に加入し、保険料を払わなければならず、

申請のし忘れで、未加入者になってしまうということもある。同額の保険料を平等に負担している

のにも関わらず、その納付手続きが保険者によって異なることが公的年金制度の国民年金を不透明

化していると言える。 
 
わが国の抱える公的年金制度の危機、すなわち第 1 号未納・未加入者問題を撲滅し、現役世代に

よる皆年金制度を実現するには、抜本的改革が必要であろう。そこで我々は、福祉目的税として消

費税に着目し、公的年金体系の国民年金の財源調達の方法として、税方式を採用することでこの現

状を打破できないかと考えた。次章でその可能性を探る。 
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第3章  税方式への移行 

第 2 章で既に述べたように、現在国民年金対象者の約 4 割が保険料を納めておらず、「国民年金

の空洞化」が進んでいる。空洞化の進行が年金不信に拍車をかけることは必至であり、早急に年金

制度改革を行う必要がある。この情勢を受け、厚生労働省では 2004 年に公的年金制度改正を行い、

基礎年金の国庫負担 2 分の１への引き上げや、上限を設けて保険料を徐々に引き上げる保険料徴収

方式を今後実施していく方針を固めたが、いずれも抜本的な解決にはなっていない。 
そこで我々は、この「国民年金の空洞化」問題に対する一つの制度改革案として、消費税を国民

年金の財源とする、税方式の導入を提案する。 
したがってこの章では、まず第 1 節で、現在行われている年金改革では現行制度が抱える問題を

根本的には解決できないことを指摘し、さらに第 2 節では、消費税を財源とする税方式導入の意義

を明らかにしていく。 
 

第 1 節 2004 年度改正の失敗 
  
● 2004 年度改正の概要 
   

2004 年度改正では、年金財源を確保し、公的年金制度を持続させるために、保険料の負担と給

付のあり方が見直された。その中心となったのは、国庫負担の引き上げ、保険料の引き上げ、保険

料の上限の設定、人口動態に対応した給付水準の抑制、という４つの改正である。 
 ただし、この国庫負担の引き上げについては 1 つ注意しておかなければならない。国民年金財源

に占める国の負担割合が増加することによって、見た目には、国民の負担は減るように見えるが、

実はそうではない。なぜなら、国庫負担によって公的年金制度の財源が賄われても、その国庫負担

は 終的には税で賄われることになるからである。 
しかし、この 2004 年度改正は、本当に現行の年金制度が抱える問題点に対応できているのだろ

うか。さまざまなデータから考察を行い、「国民年金の空洞化」問題の真の現状・要因と比較しつ

つ検証していこう。 
 
 
 
● 国民年金の空洞化 

 
近年、国民年金保険料の未納率が上昇しており、国民年金の空洞化が大きな問題となっている。

特に公的年金制度の崩壊を予感させるものが、第 1 号被保険者の保険料納付率の低さである。社会

保険庁の調査によると、保険料納付率は平成 14 年度に 62.8 パーセントにまで低下したものの、そ

の後次第に上昇に転じている（図 3‐1 参照）。しかしこれは低所得などを理由に、保険料支払いの

免除者が増加したためであり、保険料収入はむしろ減少しているのが現状である（図 3‐2 参照）。 
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■図 3‐1 国民年金納付率の推移      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
社会保険庁 HP：http://www.sia.go.jp/infom/tokei/noufu2004/noufu02.htm 
 
■図 3‐2 国民年金の実質的な収支状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典）社会保険庁 HP：http://www.sia.go.jp/infom/tokei/noufu2004/noufu02.htm 
 
 
このような第１号被保険者による保険料納付率の減少の背景には、非正規雇用者の増大といっ

た、今日の就業形態の多様化がある。ではなぜ彼らに特化して、国民年金の未納・未加入者が多い

のだろうか。(第２章・第３節 国民年金空洞化問題の要因考察 表２-２参照) 
以下、現行の国民年金制度及び 2004 年改正が抱える問題点を①～③に対応させてそれぞれ検証

し、さらにその改善点を挙げていく。 
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＜① 現行の国民年金制度の複雑さ＞ 
 

■図 3‐３ 国民年金の納付方法 
 

種別 どんな人？ 手続きは？ 保険料は？ 

第 1 号被保険者 
農業や自営業者、学生、

フリーターなどの人 

お住まいの役場の国民年金担当窓

口へ（福祉保健課）自分で届け出し

ます。 

月額１３，５８０円 
納付書を使って金融機関や郵便

局で納付します。 
※コンビニでも納付可能 
※口座振替もできます。 

第 2 号被保険者 

会社員や公務員など、 

   

厚生年金保険や共済組合

に加入している人 

勤務先の事業所が社会保険事務所

へ届け出します。 

給料から厚生年金保険料や共済

組合掛金として控除され納付し

ていますので、個別に国民年金

保険料を納める必要はありませ

ん。 

第 3 号被保険者 
会社員や公務員などの人

に扶養されている配偶者

配偶者（第 2 号被保険者）の勤務先

の事業所が社会保険事務所へ届け

出します。 

配偶者が加入している年金制度

で負担しているので、自分で収

める必要はありません。 

  参考）社会保険庁HP：http://www.sia.go.jp/sinsei/kokunen/index.htmより作成 
 
①図 3‐4 は、国民年金の納付方法を表にまとめたものである。国民年金は全国民が対象となって

いるため、誰もが加入義務を負うが、その手続き等に関しては、第１号被保険者や第２号被保険

者など、就業形態によって異なる。たとえば納付手続きを例に挙げると、第２号被保険者の場合、

各個人の負担分は企業が一括して徴収、納付してくれるのに対し、自営業者や学生、パートなど

で構成される第１号被保険者は、自ら手間のかかる納付手続きを行わなければならない。このよ

うな現行の国民年金の複雑さゆえに保険料未納者が、少なからず存在しているのだ。しかし、2004
年改正ではこの点がまったく改善されていない。 
今後、国民年金の保険料納付率を上げるためには、よりシンプルでわかりやすく、ライフスタ

イル（就業形態や世帯形態）に区別されない制度に変えていく必要があるだろう。 
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＜② 現行の保険料方式による、経済的困難性＞ 
 

■図 3‐４ 正規雇用者、非正規雇用者間の賃金格差 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

出所）「平成 17 年度賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）より作成 
 

 
■図 3－５ 非正規雇用者比率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典）厚生労働省 HP：http://kensaku.mhlw.go.jp/app/search 
 
②近年、非正規雇用者は増加傾向にあり（図 3‐6 参照）、さらに彼らと正規雇用者との間には歴

然たる賃金格差が存在しているため、国民間に所得格差が広がりつつある。しかしながら、現行

の国民年金制度はこうした就業形態の多様化を反映していないため、家計単位での所得格差を無

視し、国民全てに一律の保険料納付を要求している。この状況が保険料の未納率上昇を招いてい

るのは明らかであろう。まして現在の保険料、13580 円すら払えないでいる者が、年々増大する

保険料負担に耐えられるはずがない。 
今後は、このような逆進性の高い保険料方式を廃止し、各家計が自らの所得水準に合わせて保

険料を支払うことのできる、より公平な国民年金制度を構築していく必要がある。 
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＜③ 少子高齢化の進行＞ 
 

（1）若年者の年金不信による未納問題 
  

■図 3‐６ 国民年金納付率の年齢階級別状況 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               出典）国立社会保障・人口問題研究所 HP：http://www.ipss.go.jp/ 
 
③（１）現在日本では急速に少子高齢化が進行しており、今後高齢化率（65 歳以上の人口割合）も

著しく大きくなる。国立社会保障・人口問題研究所が発表した中位推計によると、2050 年に

は高齢化率が 35.7 パーセントに達すると予測されている（図 3－6 参照）。こうした現状から、

多くの若年世代は、国民年金保険料を納めても、結局は払い損になってしまうと考えているの

ではないだろうか。実際に、年齢階級別（20～59 歳）に平成 16 年度の納付率をみると、若年

齢に低く、年齢層が高くなるにしたがって高くなっている（図 3－5 参照）。 
年々保険料負担が大きくなり、負担と給付の関係があいまいな現在の年金制度の下では、若

年世代を中心に年金不信が広がり、年金保険料未納率が高まっていくのも当然であろう。 
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（2）高まる若年世代への保険料負担 
 

■図 3‐７ 65 歳以上人口割合の推移 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             出典）社会保険庁 HP：http://www.sia.go.jp/infom/tokei/index.htm 
 

③（２）また前述のように、このままの勢いで少子高齢化が進行すれば、いずれは現行の保険料方 
式にも限界が訪れる。社会全体での、若年世代に対する老年世代の比率が高まっていけば、若 
年世代の負担が大きくなり、いつか必ず支えきれなくなる日が来るだろう。さらに 2004 年改 
正により、実行されることが決定された保険料引き上げが、このような世代間格差を拡大させ 
ることは言うまでもない。 

  そのような事態を防ぐためにも、早い段階で少子高齢化という人口変動に強い方式へと移 
行する必要がある。 

 
 
ここまで述べてきたように、現在行われている年金改革では、現行制度が抱える問題点を根本的

には解決できていない。そうした現状を踏まえ、我々は第 2 節において、今後の日本にとって望ま

しいと考えられる一つの年金改革案を提示する。 
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第２節 財源としての消費税 
 

 
● 税方式導入の意義 

 
現在の国民年金制度はさまざまな問題を抱えており、2004 年改正も問題の抜本的な解決には至

っていない。国民年金制度再建のためには、今後の年金の持続可能性が保障されるような改革が必

要不可欠である。 
そこで、我々が提示する年金改革案の骨子は、 

 
① 国民年金の財源を税方式に移行する 
② 財源に充てられる福祉目的税は、消費税とする 
③ 現行の年金制度のようなライフスタイルによる区別をなくし、国民全てに年金を給付する       

     
である。つまり、国民年金の財源をすべて福祉目的税としての消費税で賄い、現在の保険料方式か

ら税方式へと移行するというものである。 
我々が提案する年金改革案の も重要な意義は、財源を税方式に移行することによって、老年期

のセーフティネットが保障される点にある。我々の改革案では、全ての人が「税」という形で年金

財源を負担し、全ての人が年金を確実に受給できるようになる。結果、無年金者は存在しなくなり、

国民皆年金を達成できる。国民皆年金が達成されることで、国民年金制度は老年期所得の保障とい

うセーフティネットを確実に果たすことができ、少子高齢化の時代にあっても、現在のような国民

年金への不信感は払拭されるだろう。 
税方式への移行によって国民皆年金が達成されることの意味は大きい。現在の保険料方式による

年金制度では、未納の問題が大きく、全ての人が保険料を負担しているとは限らない状況なので、

「国民皆年金」を達成することは実質困難だからである。 
また、現在の国民年金制度が抱える問題の一つに、制度の複雑さ、わかりにくさがあるが、税方

式に移行することによって、非常にシンプルでわかりやすい制度となる。特に、第１号被保険者は

現在の国民年金制度において自ら保険料を納めなければならず、これが原因で未納となっている者

が少なからず存在するが、税方式のもとでは面倒な事務手続きを行う必要もなくなる。 
さらに、保険料の徴収コストに関しても税方式は効率的である。2004 年 10 月 18 日付の「日本

経済新聞」によると、10000 円の徴収に必要な経費は、国税庁ではわずか 136 円であるのに対し、

社会保険庁では 810 円もかかるということだ。税方式に移行することによって、国民年金制度全体

の大幅な効率化が可能となる。 
また、税方式に移行すれば、第１号被保険者や第２号被保険者といった区別がなくなり、各家計

が自らの消費水準に応じた消費税を負担すればよく、結果的に公平性の高い国民年金制度を実現す

ることができる。そもそも現行の国民年金制度が抱える問題の一つに、就業形態の多様化、産業構

造の変化に対応しきれていない点が挙げられるが、税方式に移行すれば、この区別自体をなくすこ

とができるため、ライフスタイルに対する中立性を確保することが可能となるのだ。 
以上のような観点から、国民年金制度における税方式への移行は望ましい政策であるといえる。

さらに我々は、この国民年金の財源としては、消費税が 適であると考える。 
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● なぜ消費税か 
  

現在、国民年金の給付額は約 15 兆円に達している。このような大規模な年金制度の財源を全て

税で賄っていくためには、大幅な増税が必要となってくる。また、セーフティネットとしての公的

年金制度を維持していくためには、その財源は安定的なものでなければならず、国民年金の財源を

どの税に求めるかが大きな問題となる。 
代表的な税のうち、有力なものとしては、所得税、法人税、消費税の 3 つが考えられるが、年金

財源として もふさわしいのは、どの税であろうか。結論から言えば、消費税が も望ましいと言

える。 
高齢化が進む日本では、公的年金制度による年金給付は年々増大していくだろう。それに向け、

持続可能な公的年金制度を構築していくためには、国民年金の財源となりうるだけの十分な税収を

確保しなければならない。 
また、国民年金は国民全体が関与する制度であるため、その財源としては、より広く負担を分か

ち合うことのできる税であることが望ましい。 
さらに、公的年金制度の財源は安定的でなければならない。不況などの景気変動によって財源が

揺らぐことがあれば、不況のたびに税率を引き上げねばならず、公的年金制度の持続可能性が疑わ

れ、新たな問題が発生するだろう。 
つまり、年金財源としてどのような税が望ましいかを考える際には、以上のように、「税収規模

の大きさ」、「負担対象の範囲の広さ」、「安定的な税収の確保」と言う 3つの判断基準が重要となる。

この 3 つの観点から見て も望ましい税を国民年金の財源に充てることで、持続可能性が高く、安

定的な公的年金制度の実現が可能となる。 
ここで、消費税が年金財源としてふさわしいかどうかを、この 3 つの判断基準に照らし合わせな

がら検証する。 

＜税収規模の大きさ＞ 

 
■図 3‐８ 平成 18 年度一般会計歳入の内訳（予算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）財務省 HP：http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/002.htm 
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第一に、消費税は課税ベースが広いため、大きな税収が見込める。2006 年度予算において、消

費税収は 10 兆 5380 億円であり、さらに国税全体に占める消費税収の割合は 13.2 パーセントに達

している（図 3－7 参照）。 
現在の日本の消費税率は 5 パーセントであり、他の先進諸国と比較してもかなり低い水準に留ま

っている。消費税率の引き上げに関しては、世論からの強い反発が予想されるが、セーフティネッ

トを拡充し、国民全ての老後の所得保障を行うためには、それに見合うだけの税負担はどうしても

避けられない。 
 

＜負担対象の範囲の広さ＞ 
 
第二に、消費税による税負担は「負担対象の範囲の広さ」という観点から見ても、国民年金の財

源として望ましい性質を持っている。消費をしない人間は存在しない。年金負担を国民全体に広く、

薄く配分するのに、消費税は も適切であろう。 
 

＜安定的な税収の確保＞ 
 

■ 図 3‐９ 一般会計税収、消費税収及び一般会計税収に占める 
消費税収の割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

出典）財務省HP：http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/010.htm
 

第三に、消費税は景気変動に対してそれほど影響を受けないため、安定的な税収の確保が可能と

なる。一般的には、景気が後退すれば消費も落ち込むから、消費税は景気変動に対して弱いのでは

ないかと思われがちだが、実際はそうではない。図 3‐8 からも読み取れるように、消費税収は毎

年それほど変わっておらず、景気変動の影響を受けにくい性質を持っているのは明らかである。こ

れは、先ほど述べたとおり、景気が後退し、所得が減少しても、人間が生活していくためには、あ

る程度の消費行動を行うことはどうしても避けられないためだと考えられる。 
以上の 3 つの観点から見て、国民年金の財源を消費税に求めることは、 も望ましいものである

と言える。 
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● 所得税、法人税との比較 
 

前述のとおり、国民年金の財源として有力なものには、消費税の他に所得税と法人税の 2 つがあ

る。いずれも税収規模が大きく、年金財源としての役割を担う可能性も考えられる。ここではそれ

ぞれの税の特徴を明らかにし、果たして本当に国民年金の財源として妥当性があるのか、検証して

いく。 
まず始めに所得税を検証する。所得税の 大の特徴は、高い累進性を持っている点である。その

ため、所得の再分配が可能となり、公平性の観点からは望ましい税源であると言える。 
しかし、国民年金の財源として所得税を用いることには大きな問題がある。と言うのも、現行の

所得税制は｢クロヨン（9・6・4）問題｣を抱えているためである。クロヨン問題とは、課税所得の

うち捕捉部分が、サラリーマンでは 9 割から 10 割であるのに対して、自営業者は 6 割、農業者に

いたっては４割でしかないという問題である。 
このように、就業形態によって所得を正確に把握することの難易度がまったく違うことから、同

じ所得の人に対しては同じ負担を課すという「水平的公平」が所得税では達成されないのである。 

 

■図 3‐１０ 主要税目の税収の対前年度増減率の推移 

 

出典）財務省 HP：http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/zeichof/z016.htm 
 
次に、法人税を検証する。図 3‐9 からも読み取れるように、法人税は景気変動の影響を受

けやすく、安定的な税収を確保できるとは言いがたい。また、国民全体で支えていくべき年金

負担を、法人任せにするのはいかがなものか。やはり国民年金の財源は、国民全体で広く薄く

負担する税源が望まれる。 
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■図 3‐1１ 法人所得課税の実効税率の国際比較 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典）財務省HP：http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/084.htm
 

さらに、法人税率を引き上げれば、当然のことながら国内の企業収益を圧迫することになる。図

3－10 からもわかるように、日本の法人税率は他の先進諸国と比較しても、けして低い水準にある

とは言えない。にもかかわらず、法人税率を上げてしまえば、日本国内にある企業が法人税率の低

い国へと移転してしまい、結果的に国内産業が空洞化してしまう恐れがある。特に近年は中国を始

めとするアジア諸国との競争が激化しており、法人税率の引き上げは日本の国際競争力を低下させ

ることにもつながる。 
このように、所得税や法人税を国民年金の財源とすることにはそれぞれ大きな問題があり、適切

な税源であるとは言いがたい。 
 
 

以上をまとめると、やはり国民年金の財源を消費税に求めることが も望ましいと言えるだろ

う。年金財源としての消費税を目的税化することによって、税に関して負担と給付の関係がより明

確になり、公的年金制度の再築につながる。さらに税の中でも、特に消費税を目的税化することは、

元来トレード・オフ関係にあると言われる公平と効率のバランスを保つことを可能にする。このよ

うな理由から、やはり消費税を年金財源として目的税化することが重要な政策となってくるだろ

う。 
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第4章 分析 

前章で現行の保険料方式による年金制度の問題点から消費税方式による年金制度の必要性を論

じた。この章では、消費税方式の年金制度の必要性を実証分析により明確にしていく。 
まず第 1 節では、年金制度改革について先行研究の理論モデルを紹介し、このモデルの問題点と

して分析対象が第 2号被保険者に限られていることを指摘した。第 2節では先行研究の問題点より、

第 1 号被保険者を新たな対象としモデルの構築・分析を行い、第 3 章ではその結果とそこから導き

出された考察を示している。 

第 1 節 先行研究 
 理論モデル・分析を行なうにあたって、我々は橘木・中居（2002）を先行研究とした。橘木・中

居（2002）で使用されているモデルは家計・企業・政府の 3 部門から構成され、各個人は若年期・

老年期の 2 期間を生きるとした単純 2 期間 2 世代モデルを使用し、家計の効用 大化、企業の利潤

大化を想定している。また、ここで挙げられている家計は第 2 号被保険者を想定している。 
 生涯効用、若年期・老年期消費、貯蓄、賃金所得、利子率、企業の生産額、資本―労働比率、政

府支出、国債発行、消費税を変数、資本分配率、所得税率、効用ウェイト、所得に対する基礎年金・

厚生年金比率を定数として、3 部門のモデルを構築・分析し、保険料徴収と消費税徴収の比較を行

なっている。 
 その結果、生涯効用を中心とした各変数の値から、年金は保険料徴収から消費税徴収へ移行すべ

きだと結論づけている。 
 しかし、橘木・中居（2002）では、前述のように、家計に第 2 号被保険者のみを想定しており、

我々の問題としている第１号被保険者については分析を行なわずに、消費税徴収の有効性をあげて

いる。 
  

第 2 節 理論モデルと分析 
 社会保険庁の『国民年金の加入・納付状況』（平成18年）によると、平成17年時点での国民年金

被保険者は7048万人であり、そのうち第1号被保険者は2190万人、第2号被保険者は3766万となっ

ている。前節でも述べたが、先行研究では第2号被保険者のみを分析対象としていた。 
しかし、第1号被保険者は全体の約3割を占め、その第1号被保険者は自営業者およびパート・ア

ルバイトなどの非正規雇用者から構成されている。自営業者と非正規雇用者の割合は約1対4であり、

大部分を非正規雇用者が占めている。しかし、その非正規雇用者の約4割が基礎年金に加入してい

ないこと、制度への不信感、などから未納率水準が上昇傾向にある。そのため我々は第1号被保険

者を無視できないと考えた。年金財源の消費税徴収という新しい年金制度を考えるにおいて、その

効果を正確に測るため、我々は橘木・中居（2002）を参考に、第1号被保険者を分析対象とし、新

たに以下の3つのモデルを使用して、第1号被保険者への影響を分析・考察したい。 
① 第1号被保険者が基礎年金未加入の場合 
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② 第1号被保険者が保険料方式で年金徴収される場合 
③ 第1号被保険者が消費税方式で年金徴収される場合    

 
モデルで使用する文字については以下のとおりである。 
 U：生涯効用 
 C１：若年期消費 

C２：老年期消費 
t1：所得税率 
t2：消費税率 
p１：所得に対する基礎年金比率 
s：貯蓄 
w：賃金所得 
r：利子率 
n：人口増加率 
y：生産額 
k：資本－労働比率 
B：国債 
G：政府支出 
a：資本分配率 
α：効用ウェイト 

 
※ t1＝0.109、 p１＝0.0321 （第１号所得平均より） 
※ n＝－0.0048 （2007～2050年の年平均増加率） 
※ a＝0.3  
※ α＝0.615 ( 40／(40+25)より ) 

 
①第１号者・未加入モデル 
家計部門 

C１＝（1－ｔ1）－s     …(1) 
C２＝s(1+r)      …(2) 
 Lagrange関数を利用し、効用 大化条件は 

 C１＝αw（1－ｔ1）     …(1)’ 
政府部門 

t1w+B=G     …(3) 
企業部門 
ｙ＝ｋa     …(4) 
ｒ＝ａｋａ－１     …(5) 
ｗ＝（１－ａ）ｋａ     …(6) 

財市場均衡 

k＝
n

s
+1

     …(7) 

資本市場均衡 
s=（１+n)k+B     …(8) 

 
 
②第1号・保険料方式モデル 

  家計部門 
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C１＝（1－p1－t1）ｗ－s     …(9) 
C２＝ 1.5ｐ１ｗ（1＋ｎ）+s(1+r)     …(10) 
 Lagrange関数を利用し、効用 大化条件は 
C１＝α｛（1－p1－t1）ｗ+1.5ｐ１ｗ(１+n)／(1+r)｝     …(9)’ 

 政府部門 

t1w+B=
n
wp
+1

1
＋G     …(11) 

 企業部門 
(4) 
(5) 

（1＋ｐ１）ｗ＝（１－ａ）ｋａ     …(12) 
  財市場均衡 
   (7) 
  資本市場均衡 
   (8) 

 
③第1号・消費税方式モデル 
家計部門 
（１+ｔ２）C１＝（1－t1）w－s     …(13) 
（１+ｔ２）C２＝ｔ２（C１＋C２）＋（1+r）s     …(14) 

  制約式：1.5ｐ１ｗ（1＋ｎ）＝ｔ２（C１＋C２）  （保険料給付＝消費税給付） 
     Lagrange関数を利用し、効用 大化条件は 
   C１=αｗ(1－t1）(1+r）／(1+ r +rｔ２)     …(13)’ 

政府部門 
  (3) 
 企業部門 
  (4) 
    (5) 
    (12) 

  財市場均衡 
   (7) 
  資本市場均衡 
   (8) 

 
※生涯効用関数はC１・C２よりCobb-Douglas関数(U= C１

α・C２
1－α)とする。 

 
 
 
 
 
   

第３節 結果と考察 
 
それぞれ定数を利用して定常解を求めると、結果は次の表のようになる。 
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■表４－１ 
①未加入モデル ②保険料方式モデル ③消費税方式モデル 

U 0.237684239 U 0.221842179 U 0.237282242

C1 0.20855432 C1 0.189589704 C1 0.212880564

C2 0.292888831 C2 0.285124084 C2 0.282195174

W 0.380597886 w 0.351306526 w 0.388948391

S 0.130558396 s 0.112147471 s 0.1256582

R 1.243355009 r 1.392295305 r 1.181958049

Y 0.543711265 y 0.517976379 y 0.555640559

K 0.131188099 k 0.111609163 k 0.141030528

G 0.04148517 G 0.032626746 G 0.042395375

B 0 B 0 B 0

        t2 0.037646707

 
 
 表４－１から生涯効用を比較すると、①未加入モデル→③消費税徴収モデル→②保険料徴収モデ

ル、の順になる。しかし、未加入モデルと消費税徴収モデルとの差は0.0004ほどの差であり、ほぼ

同値とみなすことができるのではないだろうか。 
未加入者を認めることは、国家の年金制度からの撤退を意味し、老後の生活は完全に各個人にゆ

だねられることになる。老後の生活を完全に個人にゆだねた場合、リスクに敏感な個人は勤労期か

らの貯蓄・私的年金などにより、将来の負担に予め備えようとするであろう。しかし、社会はリス

クに敏感な個人のみで構成されているわけではなく、将来のことを考慮せずに勤労期を過ごしてし

まう個人も存在するだろう。このような個人が存在すると老年期間に入った時には、生活保護を受

けなくてはならなくなり、かえって政府支出が増えてしまう可能性もある。また高齢者自身、老年

期所得を公的年金に依存する傾向が、１章に掲載した厚生労働省の年金世論調査でも見られること

から、年金制度の撤廃は難しい。 
現行の保険料方式では制度の空洞化の問題、年金制度の廃止は老年期のリスクの増大が問題とな

り、このことを踏まえると年金の消費税による徴収が望ましいといえる。 
 

 
以上の分析・考察を踏まえ、次節で政策提言を行なう。 
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第5章  政策提言 

本稿では現在の公的年金制度が抱えるさまざまな問題点をみてきたが、2004 年の年金改正にお

いてもその抜本的な改革は行われておらず、解決には至っていない現状である。そこで、我々は公

的年金制度再建のために今の日本が行うべき 善の方法として、本章の第１節で福祉目的税として

消費税を導入することを提言する。そして、第 2 章では社会保険庁の再編について述べる。 後に

第 3 節では消費税導入を前提に今後の展望を考える。 

第 1 節 福祉目的税として消費税を導入 
 
そもそも目的税とは、特定の公共サービスを提供する目的のために、その税収を使用することが

定められている財源（特定財源）のことを指して言う。つまり、目的税とは、特定の税収が特定の

サービスのための支出に制度的に関連づけられている税である。第 4 章の分析から、国民年金の財

源を保険料による徴収方式から消費税による徴収方式に移行したほうが望ましいことを実証した

が、それを踏まえたうえで福祉目的税として消費税を導入することのメリットを改めて確認すると

大きく分けて以下の点が上げることができる。 
 
① 年金未納問題の解消 
② 公的年金制度全体の複雑さの解消 
③ 世代間格差の解消 
 
まず、①であるが、第 2 章でも述べたように、現行の年金制度では年金の未納問題が深刻化して

いるのは明らかである。年金未納者の増加する理由としては、「定額保険料徴収」、「年金制度への

不信感」、「複雑な年金制度体系」といった点が挙げられる。「定額保険料徴収」に関しては、近年

の労働形態の変化による非正規雇用者の増加により、低所得者の数もそれに伴い増加しているた

め、定額保険料を納めるのが大きな負担になることから未納になる傾向がみられる。現行の制度で

は今後さらに保険料が上がることが見込まれているため、ますます保険料が大きな負担であるのを

理由に未納になる者が増えるであろう。「年金制度への不信感」についても問題は深刻である。若

い世代は現在の少子高齢化の傾向により、支払った保険料の分給付されるのかといった不安が大き

い。また、現行の年金制度から税方式にすることで、「複雑な年金制度体系」を理由に払えていな

かった状況も改善することが可能になるであろう。 
次に、②について見ると、現行の公的年金制度が抱える問題の一つである制度の複雑さがあげら

れる。特に第一号被保険者はその制度において、自ら保険料を納めなければならず、複雑な事務手

続きを必要としている。しかし、税方式への移行により制度がシンプルになるため、その問題は解

決できるといえる。 
後に③であるが、下記の図5－1で示すように、現行の国民年金制度が維持されていくとすれば、

若年者になるに従い保険料負担額が上昇していくことを示している。今後、少子高齢化の影響によ

り、老年世代の年金給付額に対する若年世代の保険料負担額が次第に大きくなっていくことが予想
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され、この制度のもとでは、世代間の不公平感が増大すると考えられる。そのため、現行の年金制

度から消費税方式に移行することで世代間の格差も解消できるといえる。 

 
■図5－1 世代ごとの保険料負担額と年金給付額 
 

（出所）厚生労働省年金局（http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/04/04-16-2.html） 
 
以上の点を踏まえ、我々は福祉目的税として消費税を導入することが公的年金制度の再建に も

ふさわしい政策であると提言する。 

第 2 節 社会保険庁の再編 
 
第 3 章で保険料方式から税方式に移行することのメリットとして、社会保険庁と国税庁の徴収コ

ストを比較した際に国税庁の方が大幅に経費の削減をできることを述べた。我々はこれについてさ

らに言及することで、社会保険庁の再編を提言する。 
実際に現行の制度から税方式に移行することは、それまで保険料徴収を請け負っていた社会保険

庁は仕事の一部を失うことを意味する。税方式への移行は徴収コストの削減につながることは前述

したが、さらに下記の図５－２を見てもわかるように、職員１人あたりの仕事の効率を見た場合、

税方式のほうが効率の面でもはるかに合理的であることがわかる。 
そこで提案するのが、社会保険庁と国税庁の合併である。これにより仕事が効率化される。つま

り、今まで過剰な人数を雇ってきた公務員をより合理的な人数に削減することができる。公務員の

給与は国庫負担によって賄われているため、公務員の数が減少すれば、国庫負担の減少へとつなが

ると予想される。但し、雇われていた公務員を減らすということは、失業を意味するので、彼らを

どのように扱っていけばよいのかについては、検討の余地がある。 
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■図５－２ 社会保険料と国税の事務費等の比較 

第 3 節 今後の展望 
 
現行の公的年金制度は多くの問題を抱えている。とりわけ、今後の急激な少子高齢化と労働形態

の変化に伴う非正規雇用者増大の傾向を踏まえると、急速的に年金の未納問題が深刻化していくと

考えられる。老年世代の収入を年金に頼る者が多いことから、国民皆年金としての公的年金制度の

充実を図ることの重要性がより高まっていくと考えられる。そこで、我々は福祉目的税として消費

税を導入することが 善であると提言してきた。 
 現行の公的年金制度から消費税を導入した制度に移行する際に、その時点までの積立金をいかに

取り扱うかが重要な問題となってくる。積立金をその時点での老年世代に全て配分するか、勤労世

代にも配分するかという問題については、本稿では触れられていないので、今後の課題の一つであ

る。 
また、消費税の持つ性質として逆進性がある。逆進性においては、高所得者有利、低所得者不利

の状況を生むので、今後、商品の種類によって税率に差を設けるといった累進消費税も政策の考慮

に入れる必要がある。 
後に、消費税は資源配分に中立な間接税であるため、経済成長への阻害要因が働かないと考え

ることができる。そのため、保険料の代わりに福祉目的税として消費税を導入することが、経済の

活性化につながると期待できる。 
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