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要約要約要約要約    

１．現状・問題意識１．現状・問題意識１．現状・問題意識１．現状・問題意識    

 
 近年、公的年金の納付率は１９９２年をピークに減少傾向にある。特に２０００年前後で

はかなり低い水準まで減少している。 

そこで私たちはどのようなことが原因で人々は保険料を納付しないのか、また納付率を上昇

させるにはどうしたらよいかということを考えた。 

 先行研究をもとに私たちは年金未納の原因には３つの要因をあげた。１つ目は逆選択要

因、２つ目は流動性制約要因、３つ目は近視眼要因である。 
逆選択要因は年金制度における賦課方式と昨今の少子高齢化の人口構造の変化の影響によ

り、若年層が今保険料を払っても将来損をするからという世代間の不公平感から未納になる

ケースである。 
流動性制約要因とは資産や収入に対して相対的に年金保険料が高いと感じる個人が未納に

なるケースであり、逆選択要因とは４０年～５０年先の老後のことを合理的に設計すること

が困難な個人が未納になるケースのことである。 
 この３つの要因が納付率に与える影響を調べるために実証分析を行った。 

 

２．分析方法、分析結果２．分析方法、分析結果２．分析方法、分析結果２．分析方法、分析結果    
 

 実証分析は被説明変数に納付率を組み入れ、説明変数には逆選択要因の代理変数として若

年層割合、流動性制約要因の代理変数として失業率、近視眼要因の代理変数として平均肥満

率、スピード違反率、信号無視率、飲酒運転率、借金率をそれぞれ組み入れておこなった。 

 実証結果としては失業率が上昇すると納付率は減少する、若年人口の割合が上昇すると納

付率は減少するという結果が得られた。平均肥満率、スピード違反率、信号無視率、飲酒運

転率、借金率はすべて有意な結果は得られなかった。すなわち逆選択要因、流動性制約要因

は納付率との関係性が確認できたが、年金未納の要因の１つであると考えた近視眼要因は確

認できなかった。 
 

３．政策提言３．政策提言３．政策提言３．政策提言    

 
本稿では実証結果をもとに２つの提言を行う。一つ目は雇用対策の強化である。この提言

はすでに政府によって労働者の能力開発支援などの対策がおこなわれている。今後ますます

人々が失業給付を利用しなくても安心してあらゆる分野に挑戦できる社会環境を整えてい

くことが必要になってくるのではないだろうか。 

二つ目に個人勘定制度の導入を提言する。スウェーデンの制度を参考にし、特にみなし積み

立て方式の導入を提言したい。この制度は「自分の年金は自分で積み立てる」という原則が

強調されており、若年層の中にある損得の問題や、現在進行している少子高齢化によって現

在の高齢者(今の受給者)と将来の高齢者(今の納付者)の間に起こる世代間格差の問題を解消

することができるのではないだろうか。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

近年、わが国の公的年金納付率は年々低下しており、2008 年には 62.1％を記録した。未

納率の増加は、さらなる保険料の引き上げ、給付の切り下げ、ひいては国民年金制度の崩壊

に繋がりかねない深刻な問題である。なかでも、20 代・30 代の若年層の未納率は非常に高

く、このまま若者の年金未納を放置すれば、現役世代から保険料を徴収して高齢者に年金を

支払うという、現在日本で採られている賦課方式の年金制度の仕組みを揺るがすだけではな

く、数十年後の将来には、老後基盤を持たない無年金者が社会にあふれ、老後の経済格差の

一因になることも懸念される。 

そもそも、老後にかかる生活費というのは、一体どのくらいなのだろうか。若い世代であ

ればあるほど考えたことがないかもしれないが、仮に月 25 万円が必要だと仮定すると、１

年間では 300 万円必要となる。さらに、日本人の平均寿命から、65 歳まで働いて、80 歳ま

で生きると仮定すると、老後の人生を過ごすためには 300 万円×15 年で、4500 万円の蓄

えが生活費として必要になる。ただし、月に 25 万円ではやっていけないという人や、今仮

定した 80 歳という年齢よりも長く生きることになれば、もっと多くの蓄えが必要となり、

言いかえれば、65 歳までに最低 4500 万円を貯めておかなければ、まともな生活はできな

さそうだということが分かる。しかし、この 4500 万円という額、個人差はあるかもしれな

いが、結構な額であるため、こんな金額は貯められないと、途方に暮れる人もいるかもしれ

ない。そこで、私たちの老後の生活において、途方に暮れず、少しでも経済的に安定して過

ごせるように、年金制度があるのである。ところが、前述したように、若年層の年金未納率

は非常に高い。今から 30～45 年後、未納者が 65 歳になる頃、彼らはどのように生活して

いくつもりなのだろうか。そして、今の世代の未納者の中に、将来のことを考えている人た

ちが、どれほどいるのだろうか。 
年金未納者が増えた背景として、不況による失業率の上昇と雇用解雇により給与天引き

（強制徴収）の厚生年金適用者が減少したこと、また、断続的に進行している少子高齢化に

よる人口構成の変化が考えられる。1973 年に改正された現在の年金制度である賦課方式で

は、近い将来年金制度は十分に機能しない可能性があることを皆さんはご存知だろうか。 

日本の年金制度は、3 階立てで構成されており、1 階部分は国民年金（基礎年金）、2 階部

分は厚生年金・共済年金、3 階部分は企業年金または民間保険となっている。1 階部分の国

民年金と 2 階部分の厚生年金・共済年金を公的年金といい、原則として強制加入であるの

に対し、3 階部分の企業年金または民間保険は私的年金といい、任意加入である。その他の

年金の種類としては老齢年金、障害年金、遺族年金などがある。 
本稿で取り上げている公的年金は、“近視眼的な個人”、“モラルハザード”、“私的年金の

限界”を公的年金の存在理由としている。 

まず、“近視眼的な個人”については、全ての個人が自らの老後に備えて十分に蓄えをす

るとは限らず、老後に悲惨な生活を余議なくされるリスクを無視できないとし、また、国家

が家父長的な立場（温情主義）から公的年金という仕組みを運営すべきだとする考えである。

次に、“モラルハザード”とは、公的年金という強制貯蓄が存在しない一方で、個人は老後

貧窮すると政府が必ず救済してくれると見込み、老後における生活保護を期待して現役時の

貯蓄を必要水準以下にしてしまう、といった個人のモラルに依存した問題である。最後に、
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“私的年金の限界”は、私的年金に全てを委ねると、高齢時における所得減少のリスクが高

い個人、例えば長生きする人などだけが保険に加入し、保険料が高くなってしまう逆選択（ア

ドバース・セレクション）が発生することをいう。 

これらの問題を回避するために社会の構成員全員が加入する公的年金が必要であり、私的

年金ではインフレという社会的なリスクを回避することは原理的に困難であるが、公的年金

であれば物価スライド等によって支給額の実質価値を維持することも可能である。 

現在の日本の公的年金は修正積立方式と呼ばれているが、実態としては賦課方式の仕組み

をとっている。この賦課方式とは、三角形型の人口ピラミッドの若年者数が高齢者数を上回

る人口構成を前提にした仕組みであるが、年々出生率が低下し、医療の発展によって平均寿

命が延びたことによって高齢社会となり、三角形型の人口ピラミッドが完全に崩壊してしま

っている昨今の日本には適していないと考えられる。 

また、年金の財源については、国民から徴収した保険料と国庫負担（税金）を組み合わせ

ることで運営されており、現在は国庫負担（税金）が国民年金の 3 分の 1 の割合となって

いるが、平成 21 年度までには２分の１になることが決定している。保険料の未納者が増え

ているだけでなく、そもそも年金の供給側となる若年層の数自体が減少しているため、年金

受給側を充分に支える財源も動員も不足しているのが現状である。 
さらに、若年層の公的年金制度への貢献度や信頼度も年々低下しており、保険料を払って

も自分が年金受給者となる将来、納付した分に見合うだけの給付が受けられないのではない

かという年金制度自体への不信感から保険料を払わないケースや、若者が、自分が年金受給

者となる何十年も先の老後のことを合理的に設計することは容易なことではないため、今現

在の消費に対する支出を優先した結果として保険料を払わないというケース、また、保険料

を納付したいと思っていても自身の収入に対して相対的に保険料が高く経済的に困難であ

るため支払うことができないというようなケースも、年金未納の理由として存在している。

また単純に、保険料納付は守るべき国民の義務として捉えられていないというケースも考え

られ、そういった年金に対する個人的主観からの未納に対して納付を促すのはとても難しい

問題である。 

しかし、年金は保険料を納めていなければもらうことはできないが、きちんと納めていれ

ばもらえるものであり、高齢時の所得保障という目的を含み、生活保護制度を充実させるよ

り、公的年金を導入する方が効率的だと考えられるのである。 

 

本稿の 1 章では年金制度の仕組みについて詳細に説明し、少子高齢化が与えている影響

の現状について言及していく。2 章では公的年金の未納問題に対し経済学的観点から分析

し、少子高齢化による世代間格差と個人的主観から引き起こされた逆選択要因、失業等によ

る経済的理由や非正規雇用者の増加に伴う流動性制約要因、人々の近視眼的思考から引き起

こされる近視眼的要因の３つの要因を挙げ、それぞれ説明し、根本的原因を考察し、3 章で

は本稿が参照した先行研究を載せ、本稿の位置づけをし、さらに考察を深めていく。 

以上の 3 章をもとに流動性制約要因、逆選択要因、近視眼的要因の三つの要因が年金の

未納率に与える影響を計量的に求め、実証分析を行う。そして、実証分析の結果をもとにそ

れぞれの要因が有意に働いたケース、また有意に働かなかった場合にも、その他のケースと

して、政策の方向性を示し未納問題解決に向け、政策を提言していきたい。 
現段階では、流動性制約要因が有意に働いた場合には雇用対策に重点をおき、賃金面での

積極的な対応が必要であり、また、保険料を引き下げることは現実的に不可能だとし、近年

上昇を続けている失業率に対しての失業対策、パート、アルバイトなどの非正規雇用者に対

して正規労働を提供することを考えている。次に、逆選択要因が有意に働いた場合には個人

勘定年金制度を導入することを提案し、世代間の不公平性を招かないこの個人勘定年金制度

は、保険料を納めることに対するインセンティブ効果を持つと考えている。最後に、近視眼

的要因が有意に働いた場合には、長期視野の社会保険方式を廃止し、近視眼的思考を持つ人
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にも助長することが可能な、税方式に転換することを提案する。しかし、近視眼要因が有意

に働かなかった場合には、年金制度自体存在意義を失い意味をなさなくなるため、仮にその

ような実証結果が得られた場合は年金制度自体を廃止し、任意加入の民営化に方向転換すべ

きであると考えている。 
以上の段階をふまえ、簡単ではあるが、さらに実質的な政策を考案していきたい。 

  



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 7 

第第第第1111章章章章    未納の現状と年金制度未納の現状と年金制度未納の現状と年金制度未納の現状と年金制度    

第第第第1111節節節節    年金未納の現状年金未納の現状年金未納の現状年金未納の現状    
 

 近年、わが国の公的年金の納付率は 1992 年をピークに徐々に低下している。86 年以降、

約 10 年間は 80％台を維持していたが、その後は 70％台を推移し、02 年度からはついに

60％台に落ち込んだ。徴収体制を強化していったんは回復したものの、記録問題など不祥

事への対応に追われ、06 年度から再び３年続けて低下している。具体的に、納付率は 2005
年度 67.1％、2006 年度 66.3％、2007 年度 63.9％、2008 年度 62.1％と減少してあり、2007

年度は、納付対象月数のうち３分の１が未納となった。特に短期間の非正規就業者の未納率

が極めて高く、つまり、不安定な職業をしている者が、公的年金制度から漏れ落ちやすいと

いうことがわかる。また、2002 年度に免除基準を改正したことで、免除から外れた者も多

くなり、未納が増加したと考えられる。 

 このような年金未納率の上昇から、将来、十分な給付を受けられない者が出てくることは

容易に想像できる問題である。 

 

    

１．１国民年金保険料の納付率の推移 出典：朝日新聞 
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第第第第2222節節節節    公的年金制度の仕組み公的年金制度の仕組み公的年金制度の仕組み公的年金制度の仕組み    
 
本稿で取り上げている公的年金は、“近視眼的な個人”、“モラルハザード”、“私的年金の

限界”を公的年金の存在理由としている。 
まず、“近視眼的な個人”とは、全ての個人が自らの老後に備えて十分に蓄えをするとは

限らず、老後に悲惨な生活を余議なくされるリスクを無視できないとし、また、国家が家父

長的な立場（温情主義）から公的年金という仕組みを運営すべきとする考えである。次に、

“モラルハザード”は、公的年金という強制貯蓄が存在しない一方で、個人は老後貧窮する

と政府が必ず救済してくれると見込み、老後における生活保護を期待して現役時の貯蓄を必

要水準以下にしてしまう、といった個人のモラルに依存した問題であり、最後に、“私的年

金の限界”とは、私的年金に全てを委ねると、高齢時における所得減少のリスクが高い個人、

例えば長生きする人などだけが保険に加入し、保険料が高くなってしまう逆選択（アドバー

ス・セレクション）が発生することをいう。これらの問題を回避するために社会の構成員全

員が加入する公的年金が必要である。また、私的年金ではインフレという社会的なリスクを

回避することは原理的に困難であるが、公的年金では物価スライド等によって支給額の実質

価値を維持することが可能である。 
 
我が国の公的年金制度は 20 歳～60 歳までの国民全員が強制的に加入させられる。財源は

国民から徴収した保険料と国庫負担(税金)を組み合わせることで運営されており、現在は、

国民年金への国庫負担(税金)の割合は３分の１となっているが、少子高齢化の影響もあり、

平成２１年度までに、年金給付に占める税金の割合が「２分の１」になることが決定してい

る。 
 
日本の公的年金制度を図にすると、下記のような２階建ての年金となっている。 

（１階：基礎年金（国民年金）＋２階：上乗せ年金） 
 

 
１．２年金制度の概要 出典 社会保険庁 

 
図から分かるように、日本の公的年金制度は、加入する人のタイプによって、加入できる

年金の種類が異なっているが、１階建ての基礎年金の部分は、どのタイプの被保険者であっ
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ても、同じ国民年金に加入することになっている。このような仕組みになっているため、厚

生年金に加入する会社員、共済年金に加入する公務員は、厚生年金保険料(共済年金保険料)
に国民年金保険料が含まれる形で、給料から一括して天引きされる形となっている。 

 
加入者については、就業形態から、第１号被保険者、第２号被保険者、第３号被保険者の

三種類に分けられている。 
第１号被保険者の対象は 20 歳以上 60 歳未満の自営業者、農林漁業者、学生などである。

市町村役場に届け出をし、手続きをして、各自で個別に保険料を払い、付加年金、国民年金

基金、確定拠出年金は別途で、各自で加入する必要がある。また、国民年金の保険料は、毎

年度 280 円ずつ引き上げられ、平成 29 年度（2017 年度）以降は「169,000 円前後」に固

定される予定である。 
第２号被保険者の対象は民間会社の会社員や公務員などで、勤め先で手続きをし、保険料

はあらかじめ給料から天引きされている。また、この保険料は会社と個人が折半して払って

いる。厚生年金基金については加入している会社と未加入の会社があるが、共済年金の職域

担当分については、必ず加入している。また、厚生年金の保険料率は、毎年 0.354％ずつ引

き上げられ、平成 29 年度（2017 年度）以降は「18.3％」に固定される予定である。 
第３号被保険者の対象は第２号被保険者に扶養されている 20 歳～60 歳の配偶者(結婚相

手)で、年収 130 万円未満の人である。しかし、パート・アルバイトなどでも年収 130 万円

をこえると第１号被保険者となり、配偶者とは別に国民年金に加入しなければならない。ま

た、第３号被保険者は配偶者の勤め先を通じて手続きをし、保険料は配偶者が代わりに負担

するので、本人が支払わなくてもよい。 
 

こういった形で国民年金保険料を払い続けることによって、老齢基礎年金、障害基礎年金、

遺族基礎年金といった３種類の年金をもらうことができる。 
 まず、老齢基礎年金とは、25 年以上の資格期間を満たしている人が 65 歳から受けること

が出来る年金である。尚、年金の給付は、受取る人が死ぬまで支払われるようになっている。

（終身保険）。ちなみに、20 歳から 60 歳までの 480 ヶ月間、国民年金保険料を支払ってき

た人に、65 歳から支払われる老齢基礎年金の金額は、年額：792,100 円（月額：66,008 円

／日額：2,200 円）である。ただし、物価スライド方式となっているため、世の中の状況（物

価の状況）によって、金額は改正される仕組みとなっている。 
 次に障害基礎年金は、年金加入者が病気やケガで障害が残った時に受け取れる年金である。

また、障害年金の場合は、老齢基礎年金のように、６５歳から受け取れる条件はないため、

若い人でも受け取ることができる年金である。ちなみに、障害基礎年金の金額は１級の障

害：990,100 円、２級の障害：792,100 円、そして、子供の人数によって、１人につき：227,900
円、３人目以降：75,900 円が加算される。 
 また、遺族基礎年金については、国民年金に加入している人が死亡した場合に、その死亡

した人によって生計を維持されていた「子供のいる妻」、または、「子供」に支給される年金

である。つまり、これも障害年金と同じように、65 歳から受け取れるという条件はないの

で、若い人にも関係のある年金という事になる。ちなみに、遺族基礎年金の金額は、妻：

792,100 円、そして、子供の人数によって、１人につき：227,900 円、３人目以降：75,900
円が加算される。 

 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 10

第第第第3333節節節節    少子高齢化と賦課少子高齢化と賦課少子高齢化と賦課少子高齢化と賦課方式方式方式方式    
 

賦課方式とは、一言でいえば「現役世代から保険料を徴収して高齢者に年金を支払う」と

いう仕組みである。これは、現役世代が支払った保険料を年金受給者に給付するという世代

間で支えあった考えに基づいている。 

現在の日本の年金制度も、設立当初は国民皆年金・国民皆保険として実現し、高齢化率は

低く、少子化の兆しもまったくなかったことに加え、高度経済成長期でもあったため雇用の

拡大に伴い人々の所得も増えていった。このような恵まれた時代に設計された制度のマイナ

ス部分が、制度設計から 30 年後の現在に顕在化した。このマイナス部分が浮き彫りになる

までは安定した三角形の人口ピラミッドを前提にして実質的に賦課方式のシステムをとっ

てきた。なぜなら、三角形型の人口ピラミッドでは、高齢層よりも若年層の人口が多く、賦

課方式制度に適しているからである。しかし少子高齢化社会の到来により、もともと三角形

であった人口ピラミッドは形を崩し、これまでのような「若年層」＞「高齢層」とは逆に、

「若年層」＜「高齢層」のように、人口構成の前提が大きく変化してきたため、現役世代（若

年層）からの保険料で賄っていた賦課方式では対応できなくなってきてしまったのである。

また、年金受給者（高齢層）の人口が増加して保険料の納付者（若年層）の人口が減少する

ということは、それだけ納付者側（若年層）の負担が増大することも明確である。このこと

を具体的な数値で見てみると、2000 年には 4 人で一人の受給者を支えていたのに対し 2010

年には 2.8 人で一人を支えることになり、さらに先の 2025 年には 2.3 人で一人の受給者を

支えることになる。つまり、現役世代（保険料納付者）の人口が減少し年金受給者が増加す

るという少子高齢化が顕在化した今、賦課方式制度そのものを見直さなければならないので

ある。 

 また、少子高齢化は、世代間の不公平性という観念からも、保険料の納付者に対しても影

響を及ぼしている。例として、今現在ある額の保険料を納付する 25歳のＡさんと、それを

年金として受け取る 75歳のＢさんが存在し、今後も少子高齢化は続いていくとする。少子

高齢化が進むということは日本の年金制度が賦課方式である限り、Ａさんより若く、これか

ら保険料を納付する人 （々今後の若年層）が負担する保険料はＡさんより割増だと考えられ、

さらにＢさんより若く、これから年金を受給する人々（今後の高齢層）の人口は増え、年金

受給者が増大する。これにより、減り続ける若年層からの保険料だけでは、増え続ける年金

受給者（高齢層）の年金を支えることが困難になり、保険料の引き上げや年金支給額の減少

へとつながる。つまり、Ａさんが年金受給者となる頃には、現在Ｂさんが受け取っている年

金よりも少ない額の年金しか受け取ることができなくなる可能性（大きな負担をしておいて

戻ってくる年金は少なくなる可能性）が高いので、Ａさん世代の人々で保険料支払わない人

が現れてしまうと考えられるのである。 

 

この問題の改善方法として挙げられるのが個人勘定年金である。個人勘定年金は、自分が

年金として支払った保険料分を積み立てて、支払った本人が受け取るという払った本人も納

得できる方式である。この個人勘定年金であれば、自分の将来の年金は自分自身の保険料の

積み立てで決まってくるため、少子高齢化の影響を受けずに済むと考えられる。 
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第第第第2222章章章章    年金未納の経済学的考察年金未納の経済学的考察年金未納の経済学的考察年金未納の経済学的考察    

第第第第1111節節節節    三つの未納要因三つの未納要因三つの未納要因三つの未納要因    
 

 年々、問題化している公的年金の未納問題に対して、私たちはその原因として、払った分

が給付として戻ってこないため若い人たちが未納・未加入になるという逆選択要因、近い将

来しか考えない人たちが未納・未加入になるという近視眼的要因、収入や資産に対して、相

対的に年金保険料が高い個人が未納・未加入になるという流動性制約要因の三つの要因に着

目し、それぞれの観点から分析を行う。 

 

第第第第１１１１項項項項    世代間格差世代間格差世代間格差世代間格差と逆選択要因と逆選択要因と逆選択要因と逆選択要因    
 

「逆選択」は、一般的には保険用語として使われている言葉である。ここで、医療保険を

例に逆選択を考えてみる。誰もが持っている、疾患や高い治療費を支払うリスクへの対応手

段として医療保険(医療保険・公的医療保険)があり、民間の医療保険においては多くの給付

を求める人やリスク発生確率の高い人は保険料を多く支払う。しかし民間の医療保険だけで

はリスクの高い人ほど保険料が上がり、その人に対し、安い保険料で、十分な給付を行おう

とすれば、どうしてもその分をリスクの低い人から徴収しなければならなくなる。リスクの

低い人はそれに対し不満を抱き脱退し、自身のリスクにあった保険を提示する会社を選ぶと

考えられる。そうしてリスクの高い人だけが残るため、保険として機能しなくなり、最後に

はリスクの高い人々が排除されてしまう。このメカニズムを逆選択という。こういった逆選

択が引き起こされる原因として、「保険会社は被保険者の健康状態を完璧に知ることができ

ない」などという情報の非対称性があげられる。結局、逆選択では情報の非対称性の存在に

より、保険料に見合った給付を得られない個人が保険から離脱する現象のことをさすと言え

る。 
主な未納の背景として、年金への不信感が大きいことが挙げられる。読売新聞社が６月に

実施した全国世論調査によると、「国の年金制度を信頼していない」と回答した割合は、「ど

ちらかといえば」を合わせ、60 歳代は 70％、70 歳以上で 55％だった。これに対して、20,30
歳代はともに 87％で、不信感は若年層で顕著だった。 

この不信感は、保険料の納付率に結びついている。社会保険庁によると、2005 年度の国

民年金の納付率は、55～59 歳が 80.5％なのに大志、20,30 歳代では 55～60％と、若年層が

目立って低かった。不信の主な原因として関係者が共通して挙げるのが、若い人ほど保険料

負担に対する年金の受給額が少なくなる「世代間格差」の問題だ。 
年金改革関連法が国会で成立した翌月(2004 年 7 月)に読売新聞社が実施した全国世論調

査では、公的年金を「信頼していない」と答えた割合が、過去最高の 71%に達した。公的

年金を信頼していない割合は、20 代で 87%、30 代で 84%にのぼっている。一方、保険料

の未納率も若い世代ほど高く、20 代では 50%に達している。（表１） 
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＊年金改革関連法とは（１）保険料率の最高限度を 18.3%にする。（２）基礎年金の 2 分

の一の国庫負担（３）マクロ経済スライド方式の導入（４）保険

料を2017年までに毎年0.354%ずつ引き上げて積立金を維持し、

2050 年以降はそれを徐々に取り戻す。という改革をした、2004
年に改定された法律。 

 
＊マクロ経済スライド方式とは、 

・ 2004 年 5 月、国会で審議中の年金改革法案に盛り込まれてい

る、年金の給付水準の調整方法。高齢社会の進展のなか、将来的

に現役世代より受給世代のほうが多くなって財源不足に陥るのを

防ぐために、年金の給付水準を引き下げる仕組み。現在は 2000
年度まで適用されていた賃金連動方式では上昇幅が大きすぎると

いうことから、物価スライド方式に変更されている  
                          
・年金を支える力の減少や平均余命の伸びを年金額の改定に反映、

その伸びを賃金や物価の伸びよりも抑えること。 
                            
・スライド調整率＝公的年金加入者の変動率×平均余命の伸び率 

 
 

 
２．１2004 年 7 月読売新聞全国世論調査より(表 1) 
 
上記のグラフにも現れているように、年金納付率と年金への不信感は反比例していること

がわかり、安定した額をもらえる高齢者層は信頼度が高く、逆に安定した額をもらえない可

能性のある若年層やその親の世代からは信頼度が低い。また、若年層の中には損得の問題か

ら納付しないという意見もある。厚生労働省の試算発表によると、 
 
厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金    
来年７０歳になる１９４０年生まれのモデル世帯の場合 

 ↓ 
納めた保険料の６・５倍の年金を受給できる。（平均寿命で試算） 
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来年３０歳の８０年生まれ以降 
 ↓ 
２・３倍にとどまる。 

  
 
国民年金国民年金国民年金国民年金    
４０年生まれのモデル世帯 

 ↓ 
納めた保険料の４・５倍 
 
７５年以降生まれは 
 ↓ 
１・５倍しか受け取れない。 

という数字がでている。 
 

 
２．２All About－年金の「世代間格差」を検証するより自主作成 
 
現代のこのような年金格差は、 
 
・少子化が進んで高齢世代を支える現役世代が減ってきたこと 
・過去に、年金の増額に見合うだけの、保険料の引き上げを行ってこなかったこと 
 
によって作られたと考えられている。 

 
このように、断続的に進行している少子高齢化と現在の公的年金制度の賦課方式は、保険

料を納めたとしても、結局は払い損になってしまうのではないかという不安をもたらし、現

実に、少子高齢化の影響によって、将来の高齢者は現在の高齢者よりも高負担低受給になっ

てしまうため、確実に世代間の不公平性（世代間格差）をもたらしてしまっている。この「払

っても将来損をするだけ」という現象を若い世代は保険料に見合った給付を受けられず、年

金保険から離脱するインセンティブを持っていると言えるため、逆選択要因の一種と解釈で

きる。 
事実、若年層での納付率の低さは顕著である。平成 17 年度国民年金被保険者実態調査（図

１）によると、若い世代の未納者（ここでいう“若い世代”の対象は学生と 20 代）が回答
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した未納の理由として、「元々収入が少ない」という、自身の収入に対して保険料が高いた

め、支払いたくても経済的に支払うのが困難（流動性制約要因）ということがもっとも多く、

回答全体の 40％以上を占めた。経済的理由の他には「年金制度の将来が不安」、「より優先

度の高い支出がある」、「社会保険庁が信用できない」、「受け取れる年金額がわからない」な

ど、現在の公的年金制度に対してあまり信用しておらず、保険に加入するメリットはないの

ではないか、と将来の年金を当てにしていないような理由があげられている。 
賦課方式には、経済変動が生じてもそれに対応し、年金額の実質的な価値の維持が可能で

あるというメリットがある。しかし、現在の少子高齢化の下では、後世代の負担が増大し、

世代間の不公平性が生じるという問題がもたらされている。現在の公的年金制度において、

払った保険料と受給した年金額を比べると、高齢世代ほど少ない負担で多くの給付を受けて

いる。この給付と負担の世代間格差が、若年層の年金未納増大にもつながっている。 
 

 
２２２２．３．３．３．３若い世代の未納理由（図若い世代の未納理由（図若い世代の未納理由（図若い世代の未納理由（図    1111 

 

 

第第第第２２２２項項項項    個人的主観による逆選択要因個人的主観による逆選択要因個人的主観による逆選択要因個人的主観による逆選択要因    
    
若年層の未納理由としては保険料を払いたくても払えないという経済的理由と、世代間の

不公平性という負の関連性が大きな理由として考えられることは上記した通りである。 
しかし、若年層に限らず未納者全体で見てみると、所得が増えるにつれて納付率が高まる

傾向は確かにあるものの、高所得層でも未納者は存在している（図２）ため、必ずしも経済

的な理由が未納の決定的な要因ではないとも考えられる。 
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未納者 納付者
100万未満 25.9 39.2
100～200万 26.2 45.7
200～300万 30.4 54.4
300～400万 28.7 62.5
400～500万 25.8 65.7
500～600万 21.9 68.7
600～700万 19.6 68.3
700～800万 17.8 67.5
800～900万 16.3 67.9
900～1000万 14.6 68
1000～1200万 14.5 69.4
1200～1500万 12.3 70.9     

２．４２．４２．４２．４世帯所得階世帯所得階世帯所得階世帯所得階級別の納付状況（図級別の納付状況（図級別の納付状況（図級別の納付状況（図    2222））））((((参考参考参考参考))))社会保険庁社会保険庁社会保険庁社会保険庁    

 

 

また、国民年金保険料を納めていない理由として「保険料が高く、経済的に支払うのが困

難」と回答した者の推移を世帯の総所得金額階級別にみると、ほとんどの階級で上昇してい

ることがわかる。しかし、世帯の総所得金額が 1000 万円以上であっても、「保険料が高い」

と回答した者の割合が 54.8％となっていることも明らかとなった。（図 3） 
 

世帯所得 H14年度調査（％） H17年度調査（％）
1000万円以上 40 54.8
500～1000万円 56.1 57.4
200～500万円 67.3 64.9
0～200万円 67.3 69.8
ゼロ 67 74.2  

２．５２．５２．５２．５「「「「保険料が高い保険料が高い保険料が高い保険料が高い」」」」と回答した未納者率（図と回答した未納者率（図と回答した未納者率（図と回答した未納者率（図    3333））））    

（参考）社会保険庁（参考）社会保険庁（参考）社会保険庁（参考）社会保険庁    
 

これらの理由は、個人の主観が大きく反映されており、個人が持っている基準に依存して

いる。 

個人の主観的な未納要因の１つとして、保険に加入するよりも、個人で貯蓄し将来に備えた

方が確実であり、毎月の保険料を納付するメリットはないと考える人、または、国民年金の

給付を自身で受け取ることができるのは当然、自分が生きている間のみであることから、自

分は長生きしないだろうと自身の予想する寿命が短い人は、年金をもらうメリットは少ない

と考えるため、結果的に未納者となってしまう。 

また、単純に、保険料の納付を守るべき義務として捉えているかどうかも影響していると

考えられる。保険料納付は国民としての義務であり、払わなければならないと考えている人

は年金受給のメリットを感じているが、保険料の納付を一種の損失であると捉えている人

は、未納になる可能性を持っているといえる。 
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第第第第３３３３項項項項    流動性制約流動性制約流動性制約流動性制約要因要因要因要因    
    
    流動性制約要因とは低所得や失業、貯蓄低下により保険料を払いたくても払えず、未納・

未加入になるというものである。近年話題となっている派遣切りや、正社員の早期退職が増

え、国民年金を支払えないという失業者が増加し、将来、派遣切りにあった人や非正規で所

得が低かった人が保険料をもらえないということも考えられる。 
流動性制約下にあることが未加入の動機である場合には、本来は国民年金への加入を希望

しているのであるから、減免措置の拡充や、保険料支払いの繰延措置等の対策により、加入

率上昇が期待でき、また景気回復による自律的な加入率上昇もあり得るだろう。 
また、年金未納者数が増えた直接的な原因としては、失業率上昇と雇用の流動化によって

厚生年金から国民年金に移る人が増えたことにある。そこで失業率と雇用の流動化について

考えてみた。 
 

 
２．６資料：労働力調査 

 

 まず、「労働力」は働いている人・働きたいと思っている人をさす言葉である。日本では

中学校卒業までは義務教育期間であるから、15 歳未満の人口は法律上労働力になりえない

ため、総人口が 15 歳以上人口と 15 歳未満人口に分けられ、自らの選択により労働力にな

らない人は非労働力人口とよぶ。15 歳以上人口と、この非労働力人口の差が、労働力人口

である。さらに労働力人口は、仕事をもっている就業者と、仕事をもたないが仕事を探して

いた完全失業者に分かれる。失業率は、完全失業者数÷（就業者数＋完全失業者数）×100
で求められる。失業者は仕事をもたないだけではなく、仕事を探している者及び仕事があれ

ばすぐ就ける状態で、過去に行った求職活動の結果を待っている者のことを指す。つまり、

失業の定義には、仕事を探していることが含まれているのである。よって、仕事がなくて、

仕事をしたくても仕事を探していない者は失業者にはカウントされず、非労働力として数え

られる。 
 不況になり就業者が減少したとき、労働力人口が変わらなければ失業率は上昇する。日本

では、職を失った人のかなりの部分が非労働力化するといわれており、それはつまり、失業

者ではなく非労働力人口となるということである。その結果、就業者が減少したと同時に労

働力人口も減少し、この場合には失業率の上昇は抑えられる。 
日本の失業率は高度成長期以降 1990 年代前半までは、2%台というきわめて低い水準を

維持していたが、1990 年代以降の「失われた 10 年」と呼ばれる時代に 5%台まで上昇した。 
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2008 年現在の失業率は 4.0%と、1990 年代前半までの 2%と比べると高い水準にあると

いえるのではないだろうか。総務省が発表した 2009 年 7 月の完全失業率は 5.7％となり、

過去最悪を記録した。失業率の水準はなお過去最悪圏にある。 
日本的経営を支えてきた二本柱は、終身雇用と年功序列であった。終身雇用とは、一度そ

の会社に就職したら相当の失敗をしない限り、定年まで勤められることを約束する制度であ

り、年功序列は、勤続年数に応じて給与が自動的に上がっていくシステムである。しかし最

近では、バブル経済崩壊後の不況などの影響から、終身雇用、年功序列のシステムは崩れて

きている。 
 
正規雇用者と非正規雇用者比率の推移 
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正規の職員・従業員（％）

非正規の職員・従業員（％）

２．７（注）2002 年以前は 2 月調査、それ以降は１~3 月平均。 
（資料）労働力調査 

 

正社員の約半分の人件費で雇える派遣労働者は、派遣会社に登録しておいて、ある企業が

こういう人材が欲しいと要望したら、派遣会社からその企業に派遣され、短期間で働くとい

うものである。最近、企業が派遣会社との契約を更新しない、いわゆる「派遣切り」の動き

が広がっている。派遣切りされた派遣労働者は、野宿生活に追い込まれるケースが目立つほ

か、住所不定から企業の信用を得られず、次の派遣先が決まらない悪循環に陥る人も出現す

るなど事態は深刻化している。2009 年にはこの派遣切りの影響で、男女ともに合計の非正

規比率が低下している。特に男性はこの 20 年間ではじめて 1％ポイントに近い比率の落ち

込みであり、不況の影響が深刻であることを示している。 
しかし、雇用不安は派遣労働者だけでなく、大企業の正社員にも押し寄せてきている。長

引く不況の影響で人件費の削減に手をつけた企業は、人件費の高い正社員の雇用を減らして

いるのだ。 
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非正規雇用者比率の推移（男） 

 
 
 
 
非正規雇用者比率の推移（女） 
 

 
 ２．８（注）非農林業雇用者（役員を除く）に占める割合。2001 年以前は 2 月調査、それ以降 1~3 月平

均。非正規雇用者にはパート・アルバイトの他、派遣社員、契約社員、嘱託などが含まれる。 
（資料）労働力調査 
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パート・アルバイト・派遣・嘱託といった非正規労働者の割合が各年齢、男女ともに上昇

している。労働力調査の結果から図示した。男性の平均は 1997 年に 10％を超え、2008 年

には 18.6％に達している。女性の平均は 2003 年以降、半数を超えるに至っている。特に男

女とも 15~24 歳の若者の非正規比率が急激に高まっていることも注目したい。 
 

 

第第第第４４４４項項項項    近視眼的要因近視眼的要因近視眼的要因近視眼的要因    
 

昨今のわが国では、老後の経済的リスクへの不安が高まってきているにもかかわらず、若

者にとって国民年金は、老後のリスクを軽減させるものとして十分に機能していないという

のが実情である。 
なぜ、若者の多くが年金未納者となっているのか、その理由のひとつとして、近視眼的な

考え方が挙げられる。現実的にみて、20 代の若者が 40～50 年先の老後のことを合理的に

設計することは容易ではなく、この先どうなるかわからない老後のためよりも、今お金を使

いたいという気持ちを優先させた結果、年金未納者になるということが十分に考えられる。 

年金制度は、1889 年にビスマルクによってドイツで始まり、フランスやイギリスもその

例にならったが、当時(1900 年時点)における平均寿命は 47 歳程度であり、退職者の平均余

命も短かったと考えられ、現在の日本のように近視眼的な考えから年金未納者になるといっ

た人はほとんどいなかったであろうと思われる。 
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第第第第3333章章章章    先行研究先行研究先行研究先行研究、、、、本稿の本稿の本稿の本稿の位置づけ位置づけ位置づけ位置づけ    

第第第第1111節節節節    先行研究先行研究先行研究先行研究    
 

現在、将来誰もがかかわる問題である、老後保障の年金がテレビ・新聞等で議論される場

面をよく見かける。そこで、この年金について、本稿では未納問題という観点から現状及び

原因を探るため以下の先行研究を参照した。 

 
(１)駒村・山田『年金制度への強制加入の根拠～国民年金の未納・未加入に関する実証分析』 

 

 この論文では年金保険料未納・未加入の要因を個票データに基づいて実証分析をすること

で、年金制度への強制加入の根拠について明らかにしている。 

公的年金制度による所得保障制度の存在理由として、所得再分配、市場の失敗、パターナ

リズムの３点を挙げ、パターナリズムの根拠として不確実性下や異時点間の選択能力の限界

を指摘している。また、異時点間の選択能力の限界として、双曲的な時間選好率についても

触れている。 

私たちが取り上げる年金未納の要因も①流動性制約要因②逆選択要因③双曲型時間割引

要因(異時点間の効用最大化の観点からは非整合な時間割引率を持つ個人が未納・未加入と

なる仮説)④就業形態多様化要因(非典型的労働者が未納・未加入になるという仮説)⑤リスク

回避性向要因(リスクに対する許容度の高い個人が未納・未加入になるという仮説)⑥25 年

加入条件要因(年金保険の受給資格期間を満たせないとわかると未納・未加入になるという

仮説)と数多くあげている。 

実証分析は時間割引率が年金保険料の未納、年金加入行動に与える影響について分析を行

い、結果は過度に高い時間割引率や双曲型時間割引率を持った人は、年金保険料の納付意欲、

年金への加入意欲が低いことが確認された。この結果個人の長期的な消費貯蓄計画に関する

選択能力の限界を補うために、パターナリステックな立場から政府が年金制度への加入を強

制化することを正当化している。また未納問題に対しても強制加入の実効性が高い厚生年金

の非典型労働者に適用拡大を行うことにより、未納を防ぐことができると説明している。 

 
(２)酒井正『就業移動と社会保険の非加入行動の関係』 

 

この論文では不安定就業者が社会保険から漏れ落ちやすいことを指摘し、就業移動に伴う

手続きのし忘れといった事情によって非加入が起こっているのなら被用者保険(典型的には

正規雇用)から国民年金への移行があった場合に非加入が多く生じることを予想している。 

分析ではパネル・データを用いて未婚女性の就業移動と非加入行動との関係を調べてい

る。分析の結果、正規雇用から国民年金に移行した場合には非加入率は有意に低く、一方で

長く無職の状態にあるものでは非加入率が高くなる傾向が一部見られた。非加入は就業移動
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に伴う手続きのし忘れによって起こっているというよりは、むしろ職がないことから生じる

流動性制約によって多く起きている可能性を示唆している。 

 

第第第第2222節節節節    本稿の位置づけ本稿の位置づけ本稿の位置づけ本稿の位置づけ    
 

本論文は以下のような目的をもとに書かれた。 
 
・公的年金の未納問題に対し経済学的観点から分析し、実証分析を用いて未納の根本的原因

を考察すること。 

・実証分析の結果をもとに未納問題解決に向け政策提言をすること。 

 
また数多くの未納の原因が先行研究ではあげられていたが、本稿では特に酒井論文で示唆

された流動性制約要因、駒村・山田で提言された近視眼要因(双曲的時間割引率)、逆選択要

因(先行研究では逆選択は主観的予想寿命が短い個人が未納になるとしているが本稿では逆

選択の意味を広げて主に世代間の不公平感に注目する)の三つを年金未納の原因として現状

分析・実証分析を行い、未納問題を解決するため考察を行う。 

先行研究では公的年金の存在理由の根拠として特に逆選択要因という市場の失敗をあげ

ているが、本稿では公的年金制度の存在理由として人々が近視眼的に行動するため政府が強

制的に制度参加させるという点に力点を置き年金未納の要因分析、実証分析を行う。 
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第第第第4444章章章章    実証分析実証分析実証分析実証分析    

第第第第1111節節節節    分析方法及び政策の方向性分析方法及び政策の方向性分析方法及び政策の方向性分析方法及び政策の方向性    
これらの現状を踏まえ年金未納に関して様々な角度から考察し、私たちは主に三つの要因

を考え、この要因が年金の納付率に与える影響を計量的に求めた。 
 推計される式は被説明変数として左辺に納付率、説明変数として右辺に流動性制約要因、

逆選択要因、近視眼要因にかかわる統計をとりその数値を加えた数式である。 

式は以下のようになる。 
 

    ΥΥΥΥ＝＝＝＝αααα００００＋＋＋＋αααα１・１・１・１・χχχχ１１１１iiii＋＋＋＋αααα２・２・２・２・χχχχ２２２２iiii＋＋＋＋αααα３・３・３・３・χχχχ３３３３iiii＋＋＋＋εεεεiiii    

    
非説明変数：ΥΥΥΥ    
定数項：αααα００００    

αααα１１１１：χχχχ１１１１の係数 
αααα２２２２：χχχχ２２２２の係数 

αααα３３３３：χχχχ３３３３の係数 

具体的な説明変数は以下のとおりである。 

・χχχχ１１１１：流動性制約要因として失業率(％)１１１１ 

・χχχχ２２２２：逆選択要因として若年人口(％) 

・χχχχ３３３３：近視眼要因として平均肥満率、スピード違反率、飲酒運転率、信号無視率、借金率をと

った。 

 

 

それぞれの数値のデータは以下から参照した。 

納付率データは「社会保険統計局」 

失業率のデータは「労働力調査」 
若年層のデータは「総務省統計局統計調査部国勢統計化の国税調査報告」を元に数値化した。 

平均肥満率のデータは厚生労働科学研究（都道府県等の生活習慣病リスク因子の格差及び経

年モニタリング手法に関する検討） 
スピード違反率、飲酒運転率、信号無視率は「交通事故統計年報」 

債務率は ALL  ABOUT MONEY より参照した。 

 

流動性制約要因の代理変数では失業利を取り上げる。いわゆる『お金がないから払えない』

という人々をあらわす変数として現状分析で取り上げた失業率を代理変数とした。 

逆選択要因では本稿が取り上げている世代間格差の観点から若年層の人口割合をいれた。 
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この近視眼要因のサンプルはわれわれの日常生活のなかで、近視眼的な考えに基づいて起

こされていると考えられる行動から取り上げてみた。平均肥満率は大竹文雄著の『こんなに

使える経済学～肥満から出世まで』の中の、「近視眼的思考の持ち主は肥満体型の人が多い」

という記述から近視眼要因を表す代理変数として適切であると考えた。 

またスピード違反率、信号無視率は、人々が、事故などの将来リスクが自分に降りかかっ

てくる可能性があるにもかかわらず、目先のメリットを重視し行うものであり、人々の近視

眼的思考を表す変数としては妥当性を持つと考えられるだろう。また、飲酒運転率も同様に、

将来リスクがあるにもかかわらず目先の飲酒の誘惑に負けてしまうものである。この変数は

いささか極端すぎる例ではあるが妥当性があると考えられる。 
最後に、債務率は、近視眼的行動の人々は借金をし、さらに、計画的な返済計画を組むこ

とが難しく、多重債務に陥ってしまう可能性があるということが指摘されていることから、

債務率も近視眼的思考の人々を表せるであろうと考えたものである。 
私たちは年金未納には主に三つの要因が関係していると考えたが、それらの要因が実際に

年金未納問題に影響を与えているのかを実証分析を用いて調査する。それらの要因が有意に

働くと政策の方向性が変わってくるため、ここでは流動性制約要因が有意に働いたケース、

逆選択要因が有意に働いたケース、近視眼要因が有意に働いたケース、その他のケースに分

けて簡単ではあるが現段階でできる政策の方向性を示すことにする。 

 
 まず、流動性制約要因が有意に働いたケースでは、年金制度そのものより雇用対策に重点

をおき、賃金面での積極的な対策が必要だと考えた。今後少子高齢化はますます進行し、現

行制度のままでは保険料は増加の一途を辿るだろう。保険料を低く設計することは実際問題

不可能だと考え、年金制度そのものを変えるより、金銭面という観点からアプローチした。

近年増加傾向にある失業率に対しての失業対策、パート、アルバイトなどの非正規労働者に

対して正規労働を提供することが政策としてあげられる。 
逆選択要因が有意に働いたケースでは、個人勘定年金制度を年金制度に導入することを提

案する。現行制度の賦課方式では現状分析でもあったように、少子高齢化の進行により世代

間の不公平を招きやすく将来不安がぬぐえない。しかし、個人勘定年金制度であれば、納め

れば納めるほど将来の年金受給額は増え、インセンティブ効果を持つと考えられる。 

最後に、近視眼的要因が有意に働いたケースでは、社会保険方式を廃止し、税方式に転換

するべきである。このケースの人々は近視眼的に行動するので、合理的な将来設計、あるい

は資産運用は困難である。そのためすべてを税方式に転換することで、人々が近視眼的思考

を持っていたとしても納付させることは可能であると考えられる。長期視野の社会保険方式

は近視眼的思考を備えた人にとっては適当ではなく、未納を助長する方式であることが言え

るだろう。 
また、近視眼的要因は、有意に働かなかった場合であっても重要な意味を持つ。前述した

通り、年金制度そのものは、「人々は近視眼的である」という前提で成り立っている制度で

あり、近視眼的な人間は合理的な資産形成を行わず、そのまま放置していると老後の備えを

しないと考えられる。そのため、政府が強制的に年金制度に国民を加入させて老後の備えを

するのである。 
このことからもわかるように、近視眼的要因が有意に働かなければ、年金制度自体が存在

意義を失い意味をなさなくなるのである。仮にそのような実証結果が得られた場合は、年金

制度自体を廃止し、任意加入の民営化に方向転換する方向性も考えられる。しかし、日本の

年金は国民年金及び厚生年金が公的年金で、強制加入かつ公的に管理・運営されており、厚

生年金基金などは任意加入で私的な管理と運用が行われている。また、この厚生年金部分に

ついて米国の企業年金などを見習って民営化したらどうか、という案が出されており、実際、

1980 年代にチリをはじめとして南米諸国で公的年金を民営化する改革が行われたことを契
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機として、年金の民営化の議論が、世界的に活発に行われた。わが国においても、99 年の

制度改正に向けた議論の中で経済団体、シンクタンク等の政府外の多くの機関が改革案とし

て「民営化」を提言し、民営化についての議論が盛り上がりを見せた。 

民営化の是非を問う場合の論点はいくつかあり、中でも近視眼的要因による年金未納者を

減らすために最も関係していると考えられるのが、任意加入か強制加入か、という点である。

一般的に、近視眼的要因他、情報の非対称性から生じる逆選択の問題などから、任意加入に

するのは難しいと言われているが、他に運用を民間に任せるか公的機関が行うか、政府がど

のような関与をするか、などもよく取り上げられている問題である。 
 
 
 
 

第第第第2222節節節節    実証結果実証結果実証結果実証結果    
 

以下が推計結果である。 

 

〈１〉 

          
            χ３i；肥満率平均値 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

〈２〉 

 
            χ３i：スピード違反率 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

回帰統計
重相関 R 0.839312
重決定 R2 0.704445
補正 R2 0.683825
標準誤差 3.426262
観測数 47

分散分析表
自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F

回帰 3 1203.145 401.0482226 34.16296679 1.87406E-11
残差 43 504.7885 11.73926799
合計 46 1707.933

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%
切片 173.2183 16.2049 10.68925051 1.09839E-13 140.5379826 205.8985922 140.5379826 205.8986
失業率 -3.33469 0.619448 -5.38332123 2.8602E-06 -4.583921243 -2.085450607 -4.58392124 -2.08545
64歳以下比率 -113.201 20.06057 -5.64298548 1.20593E-06 -153.6574647 -72.74549409 -153.657465 -72.7455
肥満率平均 -0.02608 0.13575 -0.19208824 0.848577369 -0.299841034 0.247689236 -0.29984103 0.247689

回帰統計
重相関 R 0.846178
重決定 R2 0.716016
補正 R2 0.696204
標準誤差 3.358519
観測数 47

分散分析表
自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F

回帰 3 1222.908 407.6361012 36.13907819 8.00161E-12
残差 43 485.0249 11.27964856
合計 46 1707.933

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%
切片 162.2151 15.95684 10.16586265 5.22705E-13 130.0350491 194.3951374 130.0350491 194.3951
失業率 -3.48028 0.515276 -6.75419648 2.92358E-08 -4.519429054 -2.44112261 -4.51942905 -2.44112
64歳以下比率 -102.05 20.1845 -5.05587551 8.42805E-06 -142.7562434 -61.34439651 -142.756243 -61.3444
スピード違反率 95.8011 71.59408 1.338114847 0.187892492 -48.58212064 240.1843282 -48.5821206 240.1843
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〈３〉 

 
             χ３i：飲酒運転率 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

              
 

〈４〉 

 
χ３i：信号無視率 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

〈５〉          

χ３I：負債率 
 

 

 
             

             

 
 

 

 
 

 

 
 

回帰統計
重相関 R 0.841806
重決定 R2 0.708638
補正 R2 0.68831
標準誤差 3.401872
観測数 47

分散分析表
自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F

回帰 3 1210.306 403.435192 34.8608331 1.38224E-11
残差 43 497.6276 11.57273525
合計 46 1707.933

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%
切片 170.727 14.49274 11.78017846 4.76498E-15 141.4996398 199.9544188 141.4996398 199.9544
失業率 -3.17932 0.58479 -5.43669355 2.39595E-06 -4.358662185 -1.999981112 -4.35866218 -1.99998
64歳以下比率 -110.945 19.04283 -5.8260872 6.54323E-07 -149.3486935 -72.54165174 -149.348694 -72.5417
飲酒運転率 -519.905 641.8072 -0.81006351 0.422364157 -1814.232188 774.4229824 -1814.23219 774.423

回帰統計
重相関 R 0.844567
重決定 R2 0.713294
補正 R2 0.693291
標準誤差 3.374581
観測数 47

分散分析表
自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F

回帰 3 1218.258 406.086005 35.65975783 9.80613E-12
残差 43 489.6752 11.3877948
合計 46 1707.933

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%
切片 173.9526 14.42539 12.05878134 2.19155E-15 144.8610185 203.0441469 144.8610185 203.0441
失業率 -3.40534 0.51414 -6.62337043 4.52893E-08 -4.442200131 -2.368476676 -4.44220013 -2.36848
64歳以下比率 -113.448 18.88062 -6.00868651 3.55159E-07 -151.524149 -75.3713399 -151.524149 -75.3713
信号無視率 -171.078 146.4193 -1.16841337 0.249077325 -466.3610726 124.2044283 -466.361073 124.2044

回帰統計
重相関 R 0.835662
重決定 R2 0.698331
補正 R2 0.677284
標準誤差 3.461519
観測数 47

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 3 1192.702 397.5674 33.18006484 2.9E-11
残差 43 515.231 11.98212
合計 46 1707.933

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%
切片 71.04686 6.648466 10.6862 1.1083E-13 57.63895 84.45477 57.63895 84.45477
失業率 -3.50046 0.523809 -6.6827 3.71332E-08 -4.55682 -2.4441 -4.55682 -2.4441
老齢化指数 0.107307 0.024838 4.320332 9.03386E-05 0.057217 0.157398 0.057217 0.157398
負債額 -0.00538 0.005409 -0.99394 0.325812716 -0.01628 0.005532 -0.01628 0.005532
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この結果によれば、流動性制約要因、逆選択要因は有意な数値を示しており、失業率、若

年であることは年金未納に大きく影響していることが分かった。 

失業率が上昇すると納付率にはマイナスの影響がみられ、やはり金銭的理由により年金未

納は引き起こされていた。また、若者人口が多ければ多いほど納付率はマイナスの影響を受

け、これは若年層の世代間の不公平感を表していると予測される。 

しかしとくに注目すべきところは近視眼要因（肥満率平均、スピ－ド違反率、飲酒運転率、

信号無視率）の有意性が見られなかったことである。 

また借金率も近視眼要因として考えられたが有意な結果はえられなかった。 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 27

第第第第5555章章章章    政策提言政策提言政策提言政策提言    

第第第第1111節節節節    個人勘定制度の導入個人勘定制度の導入個人勘定制度の導入個人勘定制度の導入    
 

近視眼的要因は有意な結果を得ることができなかったので年金制度の民営化ということ

も可能であるかもしれない。しかしながら今回近視眼的要因で用いたデ－タは個票（マイク

ロデ－タ）ではなく都道府県デ－タなので近視眼的要因に関しては確定的なことがいえない

ため、年金制度の民営化を提言することは避けることとする。 
一方で、流動性制約要因、逆選択要因に関しては実証結果で未納にリンクしているという

有意性が見られた。まず流動性制約要因の解決策としては、雇用対策の強化が挙げられる。

わが国の雇用政策支出はドイツ、フランス、イギリスなどの国々と比べかなり低い水準にな

っており、日本の完全雇用対策は公共事業に大きく依存して講じられてきた。これは財政支

出により仕事を創ることが必要であるという考えが強く、社会資本が未整備であるとの認識

も手伝って公共投資が景気対策の中心に据えられてきたためである。近年の急激な失業率上

昇をうけて失業給付額は急速に増大しているが、それでもヨーロッパ諸国と比べてみると低

い比率になっている。 

しかし、わが国の雇用対策の中心は近年、労働者の能力開発を支援する方向に移りつつあ

り、キャリア・カウンセラーなどの充実が行われている。人々が失業給付を利用しなくても

安心してあらゆる分野に挑戦できる社会環境を整えていくことが今後ますます必要になっ

てくるのではないだろうか。 
 

逆選択要因の解決案に関しては若者の将来不安をなくすことが先決であり、それには個人

勘定方式を公的年金に導入することを提言する。 
この事例として、スウェーデンをあげてみる。 

スウェーデンは 1999 年に公的年金制度の大改革を実施した。この改革は、保険料を多く

払うほど老後の年金も多くなるという相関関係を強め、保険料を支払う意欲を高めることが

大きな目的であった。このため、基礎年金を廃止し、所得比例年金を中心とする仕組みに制

度の構造を根本から改め、現役時代に低所得だった人は年金額が少なくなりすぎるので、税

でまかなう最低保障年金を給付することにした。これらは通称「スウェーデン方式」と言わ

れている。 

旧制度は、２階建ての制度体系となっており、まず１階部分として、保険料に関しては、

所得に対して保険料率が変わり、また、給付に関しては、所得に関わらず一定の給付が受け

られる国民基礎年金があり、２階部分として、在職時の報酬に比例して算定される、一種の

所得比例年金の国民付加年金があった。付加年金を受給できない場合や付加年金が低額の場

合には、それらを補うために資力調査（所得や土地・家屋などの資産調査）付きで均一給付

の補足年金が加算されていた。 
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しかし、99 年に行われた改革で新たに設定された新制度では、このうち１階部分であっ

た基礎年金を廃止し、旧制度では２階部分であった所得異例年金に一本化した。また、現役

世代の働く意欲を刺激することが大きな狙いとして、生涯所得と年金額の結びつきを強めた

だけではなく、新たに「最低保障年金」という制度を設け、年金額が政府の定めた最低水準

に達しない人に対しては、保険料ではなく税金を財源とした年金で差額を補填することにし

た。  

 

 

 
５．１出典：（2006 年 2 月 15 日 読売新聞） 

 

 

スウェーデンの年金制度改革の主な特徴（上記以外） 

・所得・無所得者に対して全額国庫負担の最低保証年金により一定額を保証 

・所得比例年金の保険料率は、将来に渡り 18.5 ％で固定 
・所得比例年金は、賦課方式による部分と積み立て方式による部分とに分割 

・得比例年金の制度設計は基本的に拠出建て 

・賦課方式部分のスライドは経済成長を反映した仕組みを採用 
 ・財政均衡メカニズムの導入 

・弾力的な支給開始年齢（一般的な支給開始年令を設けず、61 歳以降いつからでも受給 

を開始できる。受給開始年齢が遅いほど年金の年額が多くなる仕組みを導入） 
・育児期間、兵役期間への配慮 

・婦間の年金権の移転 

・被保険者の年金権に関する情報の提供 
・従来の賦課方式の公的年金の保険料の一部を強制的に積み立て方式「個人勘定の確定 

拠出型」で運営 
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公的年金の保険料率を 18.5%(賦課方式 16% 積立方式 2.5%)とし、個々の加入者ごとに毎

年いくらずつ納めたかが記録される。この保険料の総額に利子がついたと仮定して、保険料

と利子の合計額を年金の受け取り始めてからの平均余命で割り、1 年当たりの年金支給額が

決まる。 

その記録を元に、国民に毎年１回届く手紙を「オレンジの手紙」と呼んでいる。これは、

日本でも実施されている「ねんきん特別便」にあたり、これまでの年金積立額、運用収益、

それによって将来受け取る年金がどの程度になるかが記載されている。日本では年金記録確

認のため 2007 年末から始まったが、スウェーデンではすでに 10 年近くも前から、より詳

細な情報が国民に通知されている。年金改革を主導したボー・ケーンベリィ氏は、改革のポ

イントを「年金の負担と受給の差を解消したうえで、持続可能な年金制度を目指した」と解

説する。 

スウェーデンでは、加入者が支払った保険料が個人の口座に毎年積み立てられたと仮定

し、その総額に一定の利回り（1 人当たりの賃金上昇率を採用）をつけた額が、老後の給付

総額となる。実際口座に保険料が積み上がるわけではないので、これはみなし積み立て方式

と呼ばれる。 
みなし積み立て制度や所得比例年金への一本化によって、年金が国民にとってわかりやす

い制度になった。しかし、他方で「自分の年金は自分で積み立てる」という原則が強調され

ている点も見逃せない。 
すなわち、加入者が拠出する年金保険料は、その時々の年金給付を賄うために用いられ、

原則として積立には回されない（賦課方式）一方、保険料の拠出額は加入者一人ひとりの口

座（年金個人勘定）に、あたかも積立金を運用したようにみなして、利子がついたように帳

簿に記録する利回りである「みなし運用利回り」つきで毎年記録される。「みなし運用利回

り」とは、実際に利子がつくわけではなく、帳簿に記録して本人に通知し、その通知された

みなし運用利回り込みの過去の保険料拠出総額に基づき、年金受給開始時点で平均余命を勘

案しながら、年々の年金受給額を決めること（掛け金建て）としたのである。 

 

 

スウェーデンと日本の年金制度の違いスウェーデンと日本の年金制度の違いスウェーデンと日本の年金制度の違いスウェーデンと日本の年金制度の違い    

    

スウェーデンは一般に高福祉高負担の国といわれており、同国の国民負担率（国と地方を

合わせた税負担と社会保険料の合計が所得全体に占める割合）は、約 70％。対して日本は

約 37％となっており 2 倍近くになる。 

また、スウェーデンは皆年金とされており、対して日本は未納者が多数いることから皆年

金とはいえないという意見もある。そして、最低保証金制度の導入に関しては、スウェーデ

ンは全額税方式とされている。そのような差が発生する理由としては、スウェーデンの国民

は年金を払うのではなく、預けるという考えで納めているのに対し、日本は戻ってくるかわ

からないものを義務として納めている、という意識の差が一番の理由として考えられる。ま

た、年金の利用方法にも差があり、スウェーデンは積み立てた年金をそのまま年金として利

用するが、日本では積み立てた年金の利用方法は政府が決めるものとしている点も差の要因

といえるのではないだろうか。 
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【スウェーデンの年金体系】（イメージ） 

 

 

【日本の年金体系】（イメージ） 

   

５．２出典:All About マネー 

 

スウェーデン方式の導入に関して問題点を挙げることができる。 

・ スウェーデンでは、男女格差が小さく、ともに就業率が高く、個人単位の完全雇用が前

提であり、そのための積極的な労働市場政策が存在するが、日本でも全国民を対象とす

る所得比例年金が成り立つ条件がそろうか。 

・ 賦課方式の年金の運営が困難になっている状況で、更に大きな年金制度とするのか。 

・スウェーデンでは、課税も個人単位で捕捉されているが、日本でも職業にかかわらず保険

料を公平かつ効率的に徴収できるか。 

・日本においてこうした前提条件が成り立たないと、最低保障年金に頼るいわばフリーライ

ダーが急増しかねないのではないか。 

 

以上の 4 つの問題点をふまえ、スウェーデン方式の 1 つである、みなし積み立て制度を

導入することを政策提言したい。 
スウェーデンで導入されているみなし積み立て制度は、「自分の年金は自分で積み立て

る」という原則が強調されており、若年層の中にある損得の問題や、現在進行している少子

高齢化によって現在の高齢者(今の受給者)と将来の高齢者(今の納付者)の間に起こる世代間

格差の問題を解消することができるのではないだろうか。また、「ねんきん特別便」（スウェ

ーデンの「オレンジの手紙」）で毎年国民に通知することにより、「今、自分がどれだけの年

金を貰うことができるか」ということを納付者自身に知ってもらうことができ、「自分自身

のために年金を納める」という意識から未納を抑制できるのではないだろうか。そして、こ

の制度は年金制度としては理解しやすいものとされているため、「年金制度が理解できない

から」未納になるという問題点も解消できるのではないだろうか。 
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まとめまとめまとめまとめ    
 

以上が、日本の年金未納問題における危機的な現状であり、私たちは年金未納問題解決へ

向け「雇用対策の強化」と「個人勘定年金制度の導入」を提言したいと考える。 

 第１章第１節で述べたように、近年わが国の公的年金の納付率は低下し続けており、02

年度からは 60％台にまで落ち込み、このままでは国民年金制度の崩壊にも繋がりかけない

深刻な問題となっている。 

私たちが、流動性制約要因、逆選択要因、近視眼的要因の三つの観点から調べた結果、未

納の理由として、流動性制約要因からは保険料を払いたくても払えないという経済的理由

が、逆選択要因からは世代間の不公平性という負の関連性が、大きな原因であるということ

が分析できたが、今回、近視眼的要因からは有意な結果が得られなかったため、確定的なこ

とがいえないので、年金制度の民営化についての提言は避けることにし、同時に、今後の課

題としたい。 

しかしながら、近年増加傾向にある失業率に対しての失業対策、非正規労働者に対して正

規労働を提供することや、少子高齢化の進行により世代間の不公平を招きやすく、将来不安

がぬぐえない現行制度よりも、納めれば納めるほど将来の年金受給額は増え、インセンティ

ブ効果をもつと考えられる個人勘定方式を導入することは、大いに検討する価値のある政策

ではないか、と考える。 

最後に、この提言が、少しでも年金問題の解決につながることを期待して、本稿のまとめ

としたい。 
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