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要約要約要約要約 

    本稿は、昨今の経済低迷によって加速化し、経済的格差や様々な影響を引き起こす起因

となっている「非正規雇用の拡大」について取り上げ、その背景にある「人件費削減」と

強い結びつきを見せる「社会保障の年金における事業主負担」に着目し議論を展開する。

私たちは、「非正規雇用拡大」に関して、近年多くの場で議論されている「厚生年金の適

用拡大」といった一般的な観点とは異なる角度から経済の健全化を図るべく、「税方式の

導入」という視点からの社会保障の年金における事業主負担の削減へのアプローチを提言

する。 

 まず第一章では、一節で日本経済の現状分析として過去から現在に至るまでの日本の経

済動向を分析した。ここでは、「不況」や「景気低迷」と呼ばれる現在に至るまでの日本

の経済動向を、国際的な視点から考察し、日本の“グローバル経済”における立場の変化

なども明らかにした。そして二節では、非正規労働者が拡大している推移に関して分析し、

その背景として前節で挙げられた日本経済の変化がどのように企業に影響を与えているの

かについて考察した。続く三節では、そもそも労働市場において、「労働供給側」と「労

働需要側」のどちらが、力関係として優位であるのかを、労働市場の部分均衡モデルを用

いて賃金弾力性という観点から分析し、その結果、力関係として「労働需要側」が優位な

立場にあることを証明した。それらを踏まえて四節では、その労働需要側に強い影響力を

与えている要因が何なのかを「政治が介入できる要因」という観点から考え、それらを「最

低賃金」と「社会保障の年金による事業主負担」とした。そこで、政策としてアプローチ

するのにより適した要因がどちらであるのかを、労働需要への影響力の大小やその制度の

機能といった観点から考え、結論として社会保障の年金における事業主負担にアプローチ

することにした。その結論に沿い、五節では「年金」についてフォーカスし、前提として

日本における年金の現行制度がどのようなものなのかを確認し、事業主にどの程度の負担

がかかっているのかをリサーチ、分析した。その結果、年金の社会保険料を含む「社会保

障の事業主負担」が社会保障の全体のパイの多くを占めていることが明らかになり、また

厚生年金の保険料率の引き上げなどにより「年金」の事業主負担の増加が懸念されること

が明らかになった。ここまでのリサーチ、分析を通して六節では問題意識を「非正規雇用

拡大の起因となっている社会保障の年金のける事業主負担」とし、議論を展開することに

した。 

第二章では、社会保険料の事業主負担が、企業のコストとしてどの程度の負担となってい

るのかを分析する。そのために労働需要、労働供給それぞれの関数をモデル化し、労働の

賃金弾力性の推定を行った。回帰分析では、日本国内の産業別賃金や産出高などのデータ

を用いた。結果としては、社会保険料事業主負担の約１０%が事業主側にも帰着しており、

雇用創出効果は１００万人ほどになるとの試算が行えた。 

 第三章では、政策提言として事業主負担の税方式化を提案する。分析で試算された事業

主負担削減の雇用創出効果をもとに、どのような財源を用いて拠出金を賄うべきかを検討

する。 



 第四章では、事業主負担税方式化によって期待されるポジティブな効果とネガティブな

影響について整理を行った。将来的に厚生年金の適用拡大や税財源の選択によって格差の

是正などが図れると結論付ける。 

 本稿の貢献は、社会保険料の事業主負担が実際にどの程度企業や家計に帰着しているか

を明確に示し、それらの税方式化を用いて年金制度内で発生している問題点にアプローチ

することを提案したことである。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに 

今日、低迷した経済状況下にあるわが国の雇用情勢は厳しいものがあり、現在この論文

を執筆中である私達を含めた大学３年生の学生にとっても「就職氷河期」と呼ばれる厳し

い「就職難」の波が待ち構えている。現在の日本における労働市場は、低迷した経済の煽

りを受け大きく揺れ動いている状況にある。その背景にあるのが企業による「コスト削減」

である。当然のことながら、経済が低迷し経営が困難となる状況下では、企業は少しでも

コストを削減したいと考える。また、それに加え労働者側として働く人々の間でも、「柔軟

な働き方」を求める「働くことに関するスタンス」の変化が起きている。 

これを受けて近年、「非正規雇用者」の拡大が止まらない。非正規雇用者は正規雇用者と

比較すると、低賃金で雇える労働力であり、また柔軟に雇用量を調節できることから企業

側には彼らを雇うことに大きなメリットがある。非正規労働者がこのように低賃金で雇わ

れる理由としては、周知の通り雇用保険や厚生年金への加入義務のないことや正社員とは

異なりボーナスが無いことなどが挙げられる。柔軟な働き方を希望する労働者とコストを

削減したい企業側、これらの条件が重なり合ったこともあり近年、正規雇用から非正規雇

用への置き換えが進行しているのだ。 

ここまでならば、「互いの条件が合致したうえで増加しているのならそれで良いのではな

いか」と考える人も居るかもしれない。しかしながら、非正規雇用の拡大は企業側にも労

働者側にとっても様々な問題とデメリットを含んでいる。 

正規雇用の解雇が非常に難しい日本では、同じ仕事をしていている非正規雇用と正規雇

用が同じ職場にいることが多々見られる。これは公平の観点からも望ましくない。また、

非正規雇用の労働者は一段低い立場に置かれ、新しい身分制度ができつつある。これは、

人権の観点からみて、望ましいことではない。 

非正規労働者側にとってのデメリットは次の通りだ。彼らは短期的な雇用形態の上に働

いているため、彼らに対する社内教育の制度は十分に整っておらず、簡易な教育訓練が多

い。また業務内容に関しても単純労働が多いため、非正規労働者にとって「キャリアの蓄

積」はたいへん難しく、将来が実に不安定で展望が開けない。年齢の若い非正規雇用者と

しての立場からであれば、柔軟な雇用形態や様々な職場を経験できることはメリットかも

しれない。しかし、年齢を重ねるごとに働き口を見つけ出すことが困難になるのは明確で

ある。そのような状況に陥ったとき、非正規労働者として十分なキャリア蓄積が出来てい

ないことは生涯設計の上でも大きなデメリットとして彼らの上にのしかかってくる。また、

キャリアだけでなく「低賃金」であることは生計を立てる上で最大のデメリットでもある。 

一方、雇用側にとっての非正規労働者を雇うデメリットには次のようなものが挙げられ

る。非正規雇用者は先ほどにも述べたように短期的な雇用形態から成り立っている社員で

あるため、しっかりとした教育訓練が施されない。コストや手間が省ける点では企業側に

とってメリットであると思われがちであるが、非正規労働者が増加することで社内に蓄積

したノウハウや技術を次の世代に継承し、発展させることが困難になるため会社の将来を

考えるとそれは大きなデメリットであると言える。また、ノウハウや技術だけに関わらず

正社員と非正規雇用者を比較してみると大きく異なる点がもう一点ある。それは「責任感」



という点である。一概には言えないが、一般的に考えてその会社に短期でしか留まらない

社員と定年まで働き続けることを前提に働いている社員とでは、会社に対する「忠誠心」

や、仕事に対する「責任感」といった点で多少なりとも差異があることは明らかである。

また非正規労働者にとって「キャリア」の蓄積が実感できないということは、働くことに

対する「やりがい」から生まれる自身の向上意識や仕事への意欲を欠如させるという側面

もある。このように、非正規雇用の進行には多くの負の側面が存在しているのだ。 

これらを踏まえた上で、本稿では労働市場における非正規雇用の進行を食い止める方法

を議論していく。そもそも経済不況という状況下において、非正規雇用が拡大している要

因となっていた「低賃金」「低コスト」の要因となっているものは何なのか。私たちは、そ

の要因として「社会保険料における年金の事業主負担」に着目した。つまりは、この「社

会保険の年金による事業主負担」の有無が企業にとって人件費を削減できるメリットの鍵

となっており、また一方で先ほど列挙した様々なデメリットを孕む雇用形態の拡大を促す

元凶の一つになっていると考えた。 

よって本稿では、非正規社員を雇用するインセンティブそのものに影響を与えている「社

会保険の年金による事業主負担」に着目し、労働市場の健全化という側面からこのような

状況を改善する政策を提言する。 

 



第1章 現状分析・問題意識現状分析・問題意識現状分析・問題意識現状分析・問題意識 

 

第第第第1節節節節    日本経済の現状日本経済の現状日本経済の現状日本経済の現状 

日本は経済的に豊かな国の代表的なものであったが、その世界経済における地位は揺ら

いでいる。２００８年のリーマンショック以降、世界経済は急激に落ち込んだ。今年には

ユーロ圏において財政破綻懸念が起き、市場は大混乱となった。このような大きな不況下

において各国は経済再建に向け努力している。しかし、不況下において手厚い保護が求め

られる一方、市場機能に任せることで経済を立て直すといった論調もあり、政府に選択が

委ねられている。 

第第第第1項項項項 財政問題財政問題財政問題財政問題 

バブル崩壊後日本経済は停滞し、「失われた１０年、２０年」と呼ばれる GDP成長率１％

ほどの低成長の時代を迎えた。その間政府は大規模な財政出動による経済政策を打ちだし、

税収を上回るペースで歳出を増加させた。このような基礎的財政収支（プライマリーバラ

ンス）の悪化は、バブル崩壊後から１０数年たった今でも改善していないのが現状である。 

図表１：平成２２年度一般会計予算の概要 

出典：財務省ホームページ 



図表１は平成２２年度政府予算の一般会計の項目別内訳である。今年度の歳入に関して

は、歳入全体で税収が５割ほど、足りない部分に関しては公債を発行することで賄ってい

る。毎年発行を続けた公債は結果 GDP 比１９７.２％の残高にまで膨れ上がり、世界で最

も高い水準となった。それに伴って増大してきた国債の利払い費や債務償還費のため歳出

全体の２２.４％に当たる２０兆円もの予算が組まれている。財政破綻が懸念されている日

本ではこれ以上国債が発行されないようにするのが望ましい。 

しかしこのニーズとは逆行して、日本において大きな社会問題として取り上げられてい

る少子高齢化が、大きな重荷となっている。日本の６５歳以上高齢者の全人口に対する比

率（高齢化率）は２０１０年には２３.１％とされているが、２０５０年には３９.５％と実

に２倍近くになるとの試算もある。この急速な高齢化は将来的に社会保障費の増大をもた

らすだろう。恒常的に続く低い合計特殊出生率と、平均寿命の高齢化がこれの主たる原因

であるが抜本的な解決策が打ち出せていないのが現状である。 

少子高齢化の進行により労働者世代人口が減少し、所得税や消費税といった歳入の中心

となっていた税収を減らしている。歳出に着目してみても、高齢者増加に伴って社会保障

費を中心に年々増加傾向にある。毎年国の財政で一番多く占めている社会保障費は平成２

２年では２７兆２,６８６億円となり一般会計歳出では２９.５％占めている。社会保障費へ

の歳出は前年の２８％から１.５％も上昇した。我が国における社会保障費は１９６０年代

には主に失業対策や生活保護が主であったが高齢化が進む現在では年金制度、医療保険そ

して社会福祉や介護などに変わってきている。これらの社会保障費は毎年１兆円ほどの自

然増が見込まれているが、その財源をどのように賄うのか、政府は対策を急がれている。 

 

第第第第2項項項項 日本経済の現状日本経済の現状日本経済の現状日本経済の現状 

近年は、世界金融危機の打撃を受け、日本の株価は著しく下がり、雇用対策や経済対策

をとの声が高まっている。しかし、前述したように日本の財政は破綻の危機に瀕している

こともあり、単なるばらまき政策などを続けるだけではいけないと、財源と政策の効果を

セットでとの論調がみられる。したがって、以前のように公共事業でダムや高速道路を開

発するといったようなケインズ的経済政策に対して見直しが図られるなど、物議をかもし

ている。政府がどのような成長戦略を描けるか、このような議論は絶えない。 

日本経済がこのような長期的な不況に陥るようになった原因として、グローバル競争社

会における国際競争力の低下がある。日本企業はこれまで高い生産性そして高い技術力で

世界を圧倒し続けてきた。アジアでは現地生産を行いタイや台湾などでは高い競争力を維

持してきたが、ここ最近低価格で生産が可能な新興国などが頭角を現してきたことで日本

の国際競争力が危ぶまれている。 

これまで日本は企業競争力と輸出競争力で成長を成し遂げることができた。債務残高が年々

増加する中で日本の経済は２００２年からリーマンショックが起こる２００８年まで好調な経

済回復を見せた。この２００２年からの日本の回復期においては、純輸出が際立って伸びている

のが特徴だ。純輸出の寄与率は２０００年代前半では２１．３%だったのに対し、２００５年か

ら２００７にかけては３６．４%にまで上昇した1。このことからも、２００２年以降の景気回

復には外需が大きな役割を果たしたということが分かる。しかしながら、２００８年に起こった

                                                      

1  

日本の「失われた２０年」  片岡 剛士 

 



リーマンショックから発生した世界金融危機、また円高は日本の強い外需への依存形態に打撃を

与え、結果、外需の急激な停滞が起きた。日本の輸出は主に電気機器や自動車などの部品に特化

しており、それらを新興国であるタイやベトナムに送り最終品の組み立てをこれらの地域で行っ

ていた。しかし、最終製品の輸入先である欧米諸国において、輸入への需要が激減したため日本

がアジアの発展国に対して行っていた輸出もそれに伴い減少することになった。そういった背景

から、日本の経済は低迷を続けている。 

このように経済が低迷し、企業にとって逼迫した状況であるなか、その企業たちに対する「負

担」という側面から「法人税の引き下げ」をめぐる議論は過去にも幾度となくなされてきた

トピックである。では、そもそも「法人税を下げる」ことによって企業にはどのようなプ

ラスの効果が見込めるのだろうか、という点についてここで少し触れることにしよう。２

０１０年８月に、１万１,４４６社を対象として「法人課税の実効税率の引き下げ」に関す

る是非を問う調査が行われた（株式会社帝国データバンクによる TDB 景気動向調査）。そ

の結果、７割以上の企業が実効税率の引き下げを求めていることが明らかになったのであ

る。また、それとは反対に、「引き下げるべきではない」と回答する企業は全体の構成比の

約１割、とかなりの少数であることも明らかになった。法人課税の実効税率の引き下げを

求める７割の企業の内訳は大企業がおよそ７割を占め、中小企業に関しては７２．７％と、

大企業の６７．１％を５．６％上回る結果が示されている。法人課税の実効税率が引き下

げられた場合に何を期待するかという問いの項目に関しては、最多の回答が「企業利益の

押し上げ」であった。それに次いで２番目に多かった回答として「企業の国際競争力の向

上」や「国内景気の上昇」が４割を越え、「国内雇用の確保」、「企業の海外移転の抑制」が

３割越となった。更に、「法人課税のうち最も優先して改善してほしいと税項目は何か？」

という問いの項目に対しては、６割近くの企業が、今回このパートで取り上げているこの

「法人税」を挙げていることが明らかになった。その理由として、企業側からは、「社会全

体の景気浮揚に直接効果を期待できる」などの意見が寄せられている。このような調査結

果からも分かるように、法人税があらゆる企業に負担となっている、ということは明白な

事実である。しかしながら、この法人税に関する議論を考察する上で最も重要なことは、

企業の負担軽減のために法人税引き下げを訴える声がある一方で、「代替財源」が明確でな

いまま法人課税を引き下げることに対して危惧する声もあることである。また、その事実

に加えて、「財政難」や「財政破綻シミュレーション」といったテレビ番組において禁句企

画として放送されるような、決して国の財政や経済の状態が安定しているとは言えない現

代社会において、黒字申告割合が３割を下回る状況下における法人課税の引き下げはその

効果が極めて不明確である、という点である。２０１０年９月３０日に報じられた朝日新

聞の東北地方に関する記事によると、２００９年度の東北における個人、または法人の消

費税や法人税といった国税の滞納は全国平均よりも高く、その背景として東北６県で１千

万以上の負債を抱えて倒産に至った企業などが２００９年度だけで６６８社にものぼると

いった「企業業績の悪化」の深刻化が窺える。これらの事実を踏まえた上で法人税の引き

下げという手段による企業の負担の軽減の是非を今一度考えると、日本全国の企業が財政、

また経済の悪化に深刻な煽りを受け、黒字経営の企業も一握りとなっている現状下におい

て法人税などの引き下げをすることは、それによってもたらされる効果もまた一部の企業

に限られることが明らかであろう。 

 

 

 



第2節 労働市場への影響
日本における経済状況が低迷している中、日本の企業はグローバル化における国際競争

と日本経済の先行きの不透明

は高い生産性と高い技術力で世界を圧倒し続けてきた。アジアでは現地生産を行い、タイ

や台湾においては高い競争力を維持してきた。しかしグローバル化が進む中で、あらゆる

国々への技術の移転も起こり、近年では低価格での生産をしている新興国が頭角

激しく日本を追い上げている

術の進歩、そしてコストの削減が迫られている。また、先ほど述べた「円高」という点に

関して、そのような状況下においては日本が輸出の増加を図っても、利益を得ることがで

きず、企業が追い詰められているという現状がある。

では、企業が注力している「コスト削減」

の筆頭に挙げられるのが、「人件費」である。この「人件費を削減しよう」という企業の動

きから労働市場では大きな変化が起きている。社会保障費などで正規雇用よりコストがか

からない、そして雇いやすく切りやすいという点で非正規雇用の増加が表れているのだ。

１９９７年では正社員数が最多を記録したが、その

４７２万人減少し、非正規社員数は

近年、深刻化している「非正規雇用拡大」の問題は長い間をかけて作り上げられた現状で

あり、過去からの推移をたどって至った

始めたのはいつなのか辿ってみると、それは

図表

                                                     
2労働の経済学   笹島芳雄 

 

労働市場への影響 

日本における経済状況が低迷している中、日本の企業はグローバル化における国際競争

日本経済の先行きの不透明とに板挟みとなり悲鳴を上げている。つい最近まで

で世界を圧倒し続けてきた。アジアでは現地生産を行い、タイ

や台湾においては高い競争力を維持してきた。しかしグローバル化が進む中で、あらゆる

国々への技術の移転も起こり、近年では低価格での生産をしている新興国が頭角

激しく日本を追い上げている。グローバル化が進む中で日本が生き残るためには更なる技

術の進歩、そしてコストの削減が迫られている。また、先ほど述べた「円高」という点に

関して、そのような状況下においては日本が輸出の増加を図っても、利益を得ることがで

きず、企業が追い詰められているという現状がある。 

では、企業が注力している「コスト削減」の対象は何であろうか。企業が削減できるも

挙げられるのが、「人件費」である。この「人件費を削減しよう」という企業の動

きから労働市場では大きな変化が起きている。社会保障費などで正規雇用よりコストがか

からない、そして雇いやすく切りやすいという点で非正規雇用の増加が表れているのだ。

年では正社員数が最多を記録したが、その１０年後の２００８年では正社員数が

万人減少し、非正規社員数は５８４万人増加した2。このことからも分かるように、

近年、深刻化している「非正規雇用拡大」の問題は長い間をかけて作り上げられた現状で

あり、過去からの推移をたどって至った結果が今である。非正規雇用の問題が顕著に表れ

辿ってみると、それは１９９０年代の前半にまでさかのぼる

図表２：正規雇用者・非正規雇用者数推移 

              

  

日本における経済状況が低迷している中、日本の企業はグローバル化における国際競争

つい最近まで日本企業

で世界を圧倒し続けてきた。アジアでは現地生産を行い、タイ

や台湾においては高い競争力を維持してきた。しかしグローバル化が進む中で、あらゆる

国々への技術の移転も起こり、近年では低価格での生産をしている新興国が頭角を現し、

。グローバル化が進む中で日本が生き残るためには更なる技

術の進歩、そしてコストの削減が迫られている。また、先ほど述べた「円高」という点に

関して、そのような状況下においては日本が輸出の増加を図っても、利益を得ることがで

企業が削減できるも

挙げられるのが、「人件費」である。この「人件費を削減しよう」という企業の動

きから労働市場では大きな変化が起きている。社会保障費などで正規雇用よりコストがか

からない、そして雇いやすく切りやすいという点で非正規雇用の増加が表れているのだ。

年では正社員数が

。このことからも分かるように、

近年、深刻化している「非正規雇用拡大」の問題は長い間をかけて作り上げられた現状で

雇用の問題が顕著に表れ

さかのぼる。 

 



１９９０年以降の全労働者に対する非正規雇用者の比率は、図１より上昇しているのが

わかる。昭和６３年から平成２２年の２３年間で非正規雇用の割合は１０%以上、上昇して

いる。また非正規が増加すると同時に正規雇用の割合も減少していることがグラフに示さ

れている。このように非正規が増加するという現象の背景には、非正規を雇うほうが企業

側にメリットが大きいという現状がある。 

しかし非正規雇用という形で雇われた労働者は正規社員と違いさまざまな問題に直面するこ

とになる。非正規社員であるということは賃金が低く抑えられる、福利厚生の面で不利な立場で

ある。賃金に関しては所定内給与の面で正規社員と大きく差が出る。またそれだけでなく、ボー

ナスなどの賞与などを受け取ることができない。日本における企業では一般的支給される賞与額

は平均月例給与の３~６か月である。しかし、非正規ということで同じような仕事をこなしても

賞与が支給されない、または１か月のみの支給になる場合が多い。このように同じ仕事量でも十

分な給与を受け取ることができない。また非正規社員が福利厚生にアクセスする可能性も正規社

員と比べて極めて少ない。 

3 

図表からわかるように「健康診断」（２２．７％）、「「慶弔・災害見舞金」（２０．４％）の２

つのみが福利厚生の非正規社員への導入得率が２割である。しかし他の正規社員が受けれる制度

には利用することができない。 

                                                      
3 http://www.kakeiken.or.jp/jp/journal/jjrhe/pdf/７５/０７５_０３.pdf 



また非正規社員が企業の福利厚生に対する満足度を厚生労働省の「就業形態の多様化に関する総

合実態調査」から読み取ることができる。下記の図表で「福利厚生」、「教育訓練・能力開発の

ありかた」に注目すると両社ともに非正規社員の満足度が正規に社員比べてお大きく下回る。

 

このように非正規社員は正規社員と比べて賃金や福利厚生の面で不利益な状況におかれている。

賃金や福利厚生での格差が、非正規と正規間の家計の経済状況にも大きく差をつけている。非正

規社員の年収は正規社員に比べて低い傾向にある。厚生労働白書２１によると正規の社員は「２

００～２９９万円」から「５００～６９９万円」にまで多く分布している。しかしパートやアル

バイトでは９９万円の年収が半数以上占めており、派遣社員や契約社員では「２００～２９９万

円」の年収の社員が３割占めている。このように正規社員と非正規社員では所得の格差が大きい。

年収が少ないことから国民年金にですら加入できない現状、また契約社員などは契約が切れると

同時に収入を見込めなくなる。ゆえに非正規社員という立場では現状においての生活、そして将

来への生活に常にリスクを持ち合わせて生きていくことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第第第第3節節節節    労働市場における力関係労働市場における力関係労働市場における力関係労働市場における力関係
何故国際競争力などの低下が上で述べたような労働市場への影響を引き起こすのかを分析し

たい。労働市場において、労働需要者である企業が、業績の先行きの不安や生産要素の相対価格

の高騰によって国内の労働市場に対し一体どのような影響を与えるのだろうか。

量と実質賃金の関係性を表す、労働市場の部分均衡モデルを図式化したものである。そして図

図４は労働需要と労働供給の賃金弾力性が異なる場合を示している。ここで労働需要が減退し均

衡点が C から B へと移動したと仮定したとき、その

体のそれぞれの余剰の増減によって分析することができる。

図５のようなケースでは、賃金弾力性の低い労働需要主体（企業）に、図

は逆に労働供給主体（家計）に

 一般に現実経済においては、労働供給における賃金弾力性は労働需要の賃金弾力性と比べ低い

と言われる。これは労働をし、所得を得るという行動が家計にとって常に必要とされるものであ

るという性質をもっているからである。つまり図

える。 

労働市場における力関係労働市場における力関係労働市場における力関係労働市場における力関係 

何故国際競争力などの低下が上で述べたような労働市場への影響を引き起こすのかを分析し

たい。労働市場において、労働需要者である企業が、業績の先行きの不安や生産要素の相対価格

の高騰によって国内の労働市場に対し一体どのような影響を与えるのだろうか。

賃金の関係性を表す、労働市場の部分均衡モデルを図式化したものである。そして図

は労働需要と労働供給の賃金弾力性が異なる場合を示している。ここで労働需要が減退し均

へと移動したと仮定したとき、その厚生上の影響は図の労働需要主体、供給主

体のそれぞれの余剰の増減によって分析することができる。 

のようなケースでは、賃金弾力性の低い労働需要主体（企業）に、図６

は逆に労働供給主体（家計）に、大きな余剰の減少がみられる。 

一般に現実経済においては、労働供給における賃金弾力性は労働需要の賃金弾力性と比べ低い

と言われる。これは労働をし、所得を得るという行動が家計にとって常に必要とされるものであ

るという性質をもっているからである。つまり図４のような労働市場の構図が

図表４

図表５

何故国際競争力などの低下が上で述べたような労働市場への影響を引き起こすのかを分析し

たい。労働市場において、労働需要者である企業が、業績の先行きの不安や生産要素の相対価格

の高騰によって国内の労働市場に対し一体どのような影響を与えるのだろうか。下の図４は雇用

賃金の関係性を表す、労働市場の部分均衡モデルを図式化したものである。そして図３、

は労働需要と労働供給の賃金弾力性が異なる場合を示している。ここで労働需要が減退し均

影響は図の労働需要主体、供給主

のようなケースで

一般に現実経済においては、労働供給における賃金弾力性は労働需要の賃金弾力性と比べ低い

と言われる。これは労働をし、所得を得るという行動が家計にとって常に必要とされるものであ

一般的であると言
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 言い換えるならば、労働市場において、より大きな経済的ショックなどが発生した際、企業は

労働の需要量を抑制し対応することができるが、家計に関しては硬直的な行動を取ることしかで

きないため賃金の低下や雇用の減少といった負の影響を大きく受けてしまうということである。

近年増加している非正規雇用の増加は、この賃金低下の一つの

とができる。 
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図表６ 

言い換えるならば、労働市場において、より大きな経済的ショックなどが発生した際、企業は

労働の需要量を抑制し対応することができるが、家計に関しては硬直的な行動を取ることしかで

きないため賃金の低下や雇用の減少といった負の影響を大きく受けてしまうということである。

近年増加している非正規雇用の増加は、この賃金低下の一つの具現化の一形態

  

１２１２１２１２th    Dec. ２０１０２０１０２０１０２０１０ 

 
言い換えるならば、労働市場において、より大きな経済的ショックなどが発生した際、企業は

労働の需要量を抑制し対応することができるが、家計に関しては硬直的な行動を取ることしかで

きないため賃金の低下や雇用の減少といった負の影響を大きく受けてしまうということである。

としてとらえるこ



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文 １１１１１１１１th – １２１２１２１２th    Dec. ２０１０２０１０２０１０２０１０ 

 2 

第第第第4節節節節    労働需要の分析労働需要の分析労働需要の分析労働需要の分析 
それでは、日本において、企業の労働需要に対して与える影響が大きいと考えられる要因、つ

まりは雇用の増減や雇用者の選択などといった企業の行動決定に影響を与える要因には、どのよ

うなものが挙げられるのだろうか。ここでは、国が政治を介して直接的に働きかけることができ

る要因という観点から考え、「最低賃金」と社会保険料の年金における「事業主負担」の２つに

着目することにした。ここでは、どちらの要因が、上で述べた「非正規雇用者の拡大」を食い止

める要素として取り組むに値するものであるかを吟味する。 

では、まず最低賃金が労働需要に与える影響力を見ていく。そもそも、最低賃金には「特定（産

業別）最低賃金」と「地域別最低賃金」の二種がある。特定（産業別）最低賃金は、特定地域内

の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象とし、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最

低賃金を定めることが必要と認めるものについて認定されており、平成２２年１０月１日の時点

では全国で２５０件の最低賃金が定められている。一方の地域別最低賃金は、産業や職種に関わ

りなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金で

ある。ここでは、この２つの最低賃金のうち地域別最低賃金を目安として、注目することにする。

厚生労働省が公開している平成２２年度の地域別最低賃金の一覧表がある（次ページ図参照）。

このデータをもとにすると全国平均での現在の最低賃金額は７３０円であることが分かる。この

最低賃金を引き上げることに関しては長い間、識者たちの間でも議論が交わされ、現在、政治の

場でも議論されている。 

２００９年９月に政権を取った民主党は、最低賃金の引き上げを彼らのマニフェストに盛り込

んだ。２００９年７月９日に発表されたその具体的な内容は「３年をめどに最低賃金の全国平均

を時給１０００円に引き上げる」というものだ。しかしながら、この「最低賃金」に関する議論

は賛否両論であり、最低賃金を引き上げることによる雇用への影響に関してもコンセンサスが未

だ成立していないのが現状だ。 

「最低賃金が生活保護の支給額よりも低い現状は即刻改善すべき、すぐにでも最低賃金を引き

上げるべきだ」という貧困対策的な側面からも最低賃金の引き上げを求める声がある一方で、「地

域別に見てもバラつきのある最低賃金を１０００円まで引き上げるのは企業負担が大きすぎ

る」、「企業負担に伴い労働需要が減少し雇用そのものが減少してしまう恐れがある」など最低賃

金という問題に関する声は様々である。 

また、最低賃金労働者の多くが中間所得者層以上の世帯員であるというデータから、最低賃金

の引き上げの緊急度は低い、と指摘する声もある。これは貧困救済的な側面からの意見であり、

私達の論文の趣旨からは少し外れる見解ではあるものの、このデータからも言えることは、最低

賃金の引き上げはたとえ貧困救済という視点からでも、元々ある程度の暮らしぶりが保障された

人々を、よりいっそう楽な暮らしにさせるだけのものになってしまう、ということである。この

ように、最低賃金に関する議論は尽きることがないが、ともあれ民主党が２０１０年の６月３日

に２００９年に発表した「３年をめどに最低賃金の全国平均を時給１０００円に引き上げる」と

いうマニフェストの内容を「２０２０年までに時給１０００円を目指す」という内容に先延ばし

したことからも、最低賃金の引き上げが現実的に即実効することが難しい問題であったこともは

っきりと窺える。これら最低賃金に関する議論を踏まえた上で、最低賃金は労働需要に影響を与

える要素として改善に取り組むことが現段階では困難な要素であるという結論に至った。そこで

私たちは労働需要に影響力を与えることができるもうひとつの要因として、「社会保険の年金に

よる“事業主負担”」にフォーカスすることにする。 
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第第第第5節節節節    年金制度の概要年金制度の概要年金制度の概要年金制度の概要 
ではまず、社会保険料の年金における事業主負担とはどのようなものなのかを考えるため、現

行の年金制度がどのようなものか見ていくことにする。 

日本の年金制度は端的に言えば、国民全員が加入する①国民年金と、職種により異なる所得比

例年金、②厚生年金と共済年金、最後に各企業が独自に運営する③企業年金の３階建て構造と言

われる形式となっている。（図表 ７ 参照） 

 

図表７：我が国の年金制度の体系 

 
出典：年金財政ホームページ 

 

国民年金（基礎年金）は ２０ 歳以上の成人すべてが加入し、定額の保険料１１１１を２５ 年以上

拠出することで ６５ 歳以上になった際年金の給付を受け取ることができるものである。サラリ

ーマンなどの一般的な被用者はこれに加え厚生年金に加入する。厚生年金は所得に応じた社会保

険料を個人と事業主が折半する形で拠出され、これも同じく ２５ 年以上の拠出で受給資格を得

る。公務員が納める共済年金も基本的には厚生年金に対応した制度となっており同じ構造であ

る。また、厚生年金は定額部分と報酬比例部分、加給年金・特別加算の三つから成り立っている

が、基本的に拠出額は報酬比例部分があるため給与の高い者ほど大きくなり、将来受給する年金

額もそれに比例して増える構造となっている。この厚生年金や共済年金は強制的に加入するもの

で事業主負担などもあるため給与から天引きされるといった構造である。しかし、国民年金に関

しては各個人が拠出の手続きをすることが求められており、未加入・未納といった理由で将来年

金受給資格を失うことになると予想される人々も増加している。以上が大まかな現在の日本にお

ける年金制度の概要である。 

 ここで、現在の日本における年金制度において取り上げられている問題点についても少し触れ

ることにする。現行の年金制度について近年問題視されている主要な点に「世代間格差」がある。

日本の年金制度は賦課方式をとっている。しかしながら、深刻化する少子高齢化に伴って年金を

                                                      
１１１１ ２００９年度では毎月１４６６０円 
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受け取る世代が増え続け、同時に保険料を支払う現役世代が減少傾向にあることから「年金受給

世代における人数」と「現役世代」との人数のバランスが取れなくなっている状態となっている。

これが日本の年金制度の現状である。そしてこれによって起こる、「受け取る年金」と「支払う

年金」の間の格差、つまりは「世代間格差」が現行の年金制度における一番の問題点である。 

それでは次に、事業主負担について考えていく。上記の現行の年金制度に関する「厚生年金は

所得に応じた社会保険料を個人と事業主が折半する形で拠出される」と述べられている通り、社

会保険料には「個人負担」と「事業主負担」の２種の負担がある。組合の場合には規約で決定し、

事業主の負担割合を増やすことも可能だが、基本的にこれら社会保険料の個人負担と事業主負担

は、事業主と被保険者が折半で負担している。現在、進行する少子高齢化問題に伴い、「社会保

障」の財源の確保が重要な課題となっている。社会保険料の財源は、「社会保険料」、「公費負担」、

「その他の収入」、「積立金からの受入」からなっている。この中の「社会保険料」の中に含まれ

るのが「事業主負担」である。平成１９年度の社会保障財源の項目別推移のデータによると、平

成１９年度の社会保障財源の合計費は１００兆４２８９億９００万円となっており、そのうち事

業主負担を含む社会保険料の総額は５６兆８７４０億４７００万円となっている。その中で事業

主負担が占めている額は２７兆２０１０億３３００万円である。これは全体の財源のおよそ４分

の１である。その点からも財源の確保が重要となる社会保険料において、事業主負担の拠出が重

要な財源になっているといえるだろう。 

では、企業側にとってのこの事業主負担にはどのようなものがあるのだろうか。 

一般企業に勤める被用者の社会保険には、医療・介護・雇用・労災・厚生年金などがあります。

この中でも雇用保険と労災を除く、医療・介護保険と厚生年金の３つの保険料が原則として「労

使折半」となっている。この中でも「厚生年金」に注目して見てみる。以下の表は平成２１年９

月における各社会保険制度の保険料率である。各保険料率の中でも厚生年金の社会保険料率は際

立って高い。また、この厚生年金に関しては平成１６年に行われた年金制度改革により、保険料

率が毎年０.３５４%ずつ引き上げられることになった。この改革は今から７年後の平成２９年

の１８.３%を目標に設定されている。このことからも分かるように、企業が負担する年金の事

業主負担は確実に増加している傾向にある。 

図表８ 

 
 

これらを踏まえて平成１９年に行われた経済産業省によるアンケート調査で、年金保険料を含

む事業主負担が企業側にどの程度の負担を与えているのかを示したデータがある。 

１つ目の「社会保険料が企業の国際競争力に影響を与えているかどうか」という問いに関して

はそれぞれが異なる深刻度ではあるものの、６３%の企業がいずれかの形で「影響を受けている」

という回答をした（図３参照）。次に「社会保険料が中期的に増大した場合の対応は」という問

いに対して、優先順位を１位から３位まで項目別に問うアンケートをした結果、「賃金・雇用に

よって調整する」を第一優先の対策として回答した企業が３７.６%と最も多かった。また第二

優先として選ばれる項目の中でもこの項目を選ぶ企業が１９.５%と最も多く、多くの企業が社

会保険料の増大に伴って「雇用」になんらかの形で手を打つということが明らかになった（図４

参照）。よって、これらのデータからも、日本において現在、年金保険料を含む社会保険料の事

業主負担が企業側に与えている負担の大きさが窺えるだろう。 

医療保険 介護保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

被用者 4.1 0.595 7.852 0.4 なし

事業者 4.1 0.595 7.852 0.7 業種により0.3～10.3

合計 8.2 1.19 15.704 1.1 業種により0.3～10.3

各社会保険制度の保険料率（％）
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図表９：平成２２年度 地域別最低賃金の一覧表

 
※ 括弧内の数字は平成２１年度の地域別最低賃金額 

厚生労働省ＨＰ 地域別最低賃金一覧 

都道府県名 発効年月日

北海道 691 （６７８） 平成22年10月15日

青森 645 （６３３） 平成22年10月29日

岩手 644 （６３１） 平成22年10月30日

宮城 674 （６６２） 平成22年10月24日

秋田 645 （６３２） 平成22年11月3日

山形 645 (６３１) 平成22年10月29日

福島 657 (６４４) 平成22年10月24日

茨城 690 (６７８) 平成22年10月16日

栃木 697 (６８５) 平成22年10月7日

群馬 688 (６７６) 平成22年10月9日

埼玉 750 (７３５) 平成22年10月16日

千葉 744 (７２８) 平成22年10月24日

東京 821 (７９１) 平成22年10月24日

神奈川 818 （７８９） 平成22年10月21日

新潟 681 （６６９） 平成22年10月21日

富山 691 （６７９） 平成22年10月27日

石川 686 （６７４） 平成22年10月30日

福井 683 （６７１） 平成22年10月21日

山梨 689 （６７７） 平成22年10月17日

長野 693 （６８１） 平成22年10月29日

岐阜 706 （６９６） 平成22年10月17日

静岡 725 （７１３） 平成22年10月14日

愛知 745 （７３２） 平成22年10月24日

三重 714 （７０２） 平成22年10月22日

滋賀 706 （６９３） 平成22年10月21日

京都 749 （７２９） 平成22年10月17日

大阪 779 （７６２） 平成22年10月15日

兵庫 734 （７２１） 平成22年10月17日

奈良 691 （６７９） 平成22年10月24日

和歌山 684 （６７４） 平成22年10月29日

鳥取 642 （６３０） 平成22年10月31日

島根 642 （６３０） 平成22年10月24日

岡山 683 （６７０） 平成22年11月5日

広島 704 （６９２） 平成22年10月30日

山口 681 （６６９） 平成22年10月29日

徳島 645 （６３３） 平成22年10月16日

香川 664 （６５２） 平成22年10月16日

愛媛 644 （６３２） 平成22年10月27日

高知 642 （６３１） 平成22年10月27日

福岡 692 （６８０） 平成22年10月22日

佐賀 642 （６２９） 平成22年10月29日

長崎 642 （６２９） 平成22年11月4日

熊本 643 （６３０） 平成22年11月5日

大分 643 （６３１） 平成22年10月24日

宮崎 642 （６２９） 平成22年11月4日

鹿児島 642 （６３０） 平成22年10月28日

沖縄 642 （６２９） 平成22年11月5日

全国加重平均額 730 （７１３）

最低賃金時間額【円】
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図表１０ 

 
経済産業研究所 http://www.rieti.go.jp/jp/publications/rd/０４６.html 

図表１１ 

 
経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/２００７０９２８０１３/９_KK_A.pdf 
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図表１２ 

    
  

第第第第6節節節節    問題意識問題意識問題意識問題意識 
日本における労働市場はグローバル化の進展とともに変化してきた。国際競争力を保つため企

業はコストとして最も削減しやすい人件費の削減に着手している。企業は従業員の給料を下げ、

またコストのかからない非正規社員の雇用を進めた。そういった背景から上昇傾向にあった非正

規雇用だが、近年のグローバル化の進展によって、その非正規雇用の拡大がさらに加速している。 

現在このように問題視されている「非正規雇用の増加」を食い止めるために私たちが提案する

のは、社会保険の年金における「事業主負担の削減」である。当初、日本の労働需要に対して与

える影響が最も大きいと考えられる要因として挙げられたのがこの「事業主負担」と「最低賃金」

であった。この２つに対して過去から現在に至るまで行われてきた議論、またこれらに関する過

去から現在までの政府の動向を慎重に考慮した結果、最低賃金に関しては以下のような結論が得

られた。まず、迅速な最低賃金の引き上げが政府として困難、という点である。また、最低賃金

労働者の多くが中間所得者層であることから最低賃金の引き上げの緊急度が問われること、そも

そもの最低賃金という概念が機能していないのではないか、という結論である。 

もう一方の「事業主負担」に関しては、最も改善の実現可能性の高い点として、社会保険料の

事業主負担の中でも年金による事業主負担に着目した。故に現在、コスト削減に頭を悩ませ、か

つ労働市場で優位的な立場にある企業側にとって、非正規労働者を雇用するインセンティブとな

っているキーワードの「社会保険料における年金の事業主負担」を問題点意識とし、その削減を

提案する。 
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 本稿では事業主負担削減効果が労働市場においてどのような効果をもたらしうるのかを分析

する。厚生年金保険において、年金の原資は事業主と被用者が折半して拠出するが、その帰着は

太田（２００４）で述べられているように労働需要、供給曲線の賃金弾力性の値次第で大きく異

なる。この負担額が実際にどのような帰着となるか労働市場の需要関数、供給関数の賃金弾力性

を推計し求める。 

第第第第1節節節節    分析の方法分析の方法分析の方法分析の方法
 先程述べた事業主負担全体の額は

労働需要側に課される税額の総額に過ぎない。厚生年金保険の事業主負担が賃金額の約

であることから、これは労働市場における労働の単位当たりのコストの上昇要因となっているこ

とが分かる。つまり、労働需要曲線は厚生年金保険の事業主負担分下方にシフトしていると考え

ることができる。しかし同時にそれが直接企業による負担が発生し

ミクロ経済学の税の帰着の分析と同様

担の帰着の決定要因は労働需要、労

究において実際に企業や家計が折半として負担している事業主負担や社会保険料の拠出金がど

こに帰着しているかは言及していない。したがって

どの程度の大きさであるかを、統計データから分析することを試みる。

 図表１３は税の帰着の概念図である。本稿では、労働需要曲線が社会保険料

下方シフトするケースを考え、その帰着を分析する。

 分析の方法として、労働需要関数、労働供給関数それぞれを推計し賃金弾力性の値を求める。

また、それを利用し事業主負担の実際の帰着の分析を行う。
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第2章 分析分析分析分析 

本稿では事業主負担削減効果が労働市場においてどのような効果をもたらしうるのかを分析

する。厚生年金保険において、年金の原資は事業主と被用者が折半して拠出するが、その帰着は

）で述べられているように労働需要、供給曲線の賃金弾力性の値次第で大きく異

なる。この負担額が実際にどのような帰着となるか労働市場の需要関数、供給関数の賃金弾力性

分析の方法分析の方法分析の方法分析の方法 
先程述べた事業主負担全体の額は２７兆円ほどとなっていた。しかしこれは労働市場における

労働需要側に課される税額の総額に過ぎない。厚生年金保険の事業主負担が賃金額の約

であることから、これは労働市場における労働の単位当たりのコストの上昇要因となっているこ

とが分かる。つまり、労働需要曲線は厚生年金保険の事業主負担分下方にシフトしていると考え

ることができる。しかし同時にそれが直接企業による負担が発生しているとはいえない。これは

ミクロ経済学の税の帰着の分析と同様に分析することができ、太田（２００４

担の帰着の決定要因は労働需要、労働供給の賃金弾力性であると指摘している。しかし、先行研

究において実際に企業や家計が折半として負担している事業主負担や社会保険料の拠出金がど

こに帰着しているかは言及していない。したがって本稿では事業主負担が企業にとって実質的に

どの程度の大きさであるかを、統計データから分析することを試みる。 

は税の帰着の概念図である。本稿では、労働需要曲線が社会保険料

下方シフトするケースを考え、その帰着を分析する。 

図表１３：税の帰着、概念図 

 
太田（２００４）を基に筆者作成 

労働需要関数、労働供給関数それぞれを推計し賃金弾力性の値を求める。

また、それを利用し事業主負担の実際の帰着の分析を行う。 

１２１２１２１２th    Dec. ２０１０２０１０２０１０２０１０ 

本稿では事業主負担削減効果が労働市場においてどのような効果をもたらしうるのかを分析

する。厚生年金保険において、年金の原資は事業主と被用者が折半して拠出するが、その帰着は

）で述べられているように労働需要、供給曲線の賃金弾力性の値次第で大きく異

なる。この負担額が実際にどのような帰着となるか労働市場の需要関数、供給関数の賃金弾力性

兆円ほどとなっていた。しかしこれは労働市場における

労働需要側に課される税額の総額に過ぎない。厚生年金保険の事業主負担が賃金額の約７．５％

であることから、これは労働市場における労働の単位当たりのコストの上昇要因となっているこ

とが分かる。つまり、労働需要曲線は厚生年金保険の事業主負担分下方にシフトしていると考え

ているとはいえない。これは

２００４）は社会保険料負

働供給の賃金弾力性であると指摘している。しかし、先行研

究において実際に企業や家計が折半として負担している事業主負担や社会保険料の拠出金がど

では事業主負担が企業にとって実質的に

は税の帰着の概念図である。本稿では、労働需要曲線が社会保険料(t)の発生により

 

労働需要関数、労働供給関数それぞれを推計し賃金弾力性の値を求める。
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労働需要に関しては Daniel S. Hamermesh (１９９６ ) “Labor Demand” Princeton 

University Pressで取り上げている労働需要関数の推計方法を用いる。モデルでは産業ごとそれ

ぞれの要素価格と産出量を用いる。なお、推計に必要なデータの内、取得可能なデータが製造業、

卸売・小売業、金融・保険業、サービス業の４部門１１１１に限られたため、それらを用いて推計を行

った。 

 労働供給に関しては、労働需要関数推計時に用いたデータと同様のものを用い、経済理論モデ

ルである「労働供給は実質賃金に依存する」ことを単純モデル化し、それらを推計する。 

 これら二つの推計方法で需要、供給双方の労働の賃金弾力性を推計し事業主負担の帰着の分析

とする。またそれがどれだけの雇用創出効果を生むか平均賃金を用いて示す。 

 使用するデータ使用するデータ使用するデータ使用するデータ 

使用するデータは以下の通りである。 

産出量：平成２０年度国民経済計算 （平成１２年基準・９３SNA）の経済活動別総生産（名目）、

デフレーターから実質値を求めて使用。 

雇用量：賃金構造基本統計調査の年次データより、正規雇用者賃金および雇用者数、非正規雇用

者賃金および雇用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
１１１１ 政府発表の産業大分類の内、長期時系列データとして取得可能であったもの。 
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第第第第2節節節節    労働需要関数の推定労働需要関数の推定労働需要関数の推定労働需要関数の推定 
 需要関数の推計は Hamermesh (１９９６)にある労働需要の均衡式を用いて行う。モデルで

は、産業ごとの労働需要関数を実質賃金 w と生産量 Y に依存する関数として定義づけている

(１)。 
  

            (１) 

 

              
ab

n
bbb

ab

ij

Ywwww

YwL

n

i

*......***

*

321
321=

= ∏
          (２)

 

ここで、ある産業 j の生産要素 i を正規雇用、非正規雇用の二種類の労働であると解釈すれば(２)

式は、 

                

abb
j YwwL 21

21=
               (３)

 

と書き直すことができる。 

またこれの logをとると、（３）式は 

              YawbwbL ij lnlnlnln 221 ++=          (４) 

となる。本稿ではこのモデルを用い最小２乗法での推定を行うが、厚生年金保険の事業主負担の

帰着を見る上で必要な正規雇用の労働需要関数のみに着目する。 

ここで、推定式は以下通りである。 

          04322111 lnlnlnln DYwwL jjj
d

j ββββα ++++=      (５) 
d

jL1 ：各産業の労働需要量（雇用量） 

jw1 ：各産業の正規雇用者の実質賃金 

jw2 ：各産業の非正規雇用者の実質賃金 

jY ：各産業の実質生産量（産業ごとのデフレータを用いて計算） 

0D ：平成１６年以降すべてに加えた年次ダミー（平成１６年度以降サービス業を中心として

統計処理の方法が大きく変わったため使用１１１１） 

推計は製造、卸売・小売、金融・保険、サービスの４部門の年次データを平成１１年度から平成

２０年度までのデータを用いて行った。ただし、ダミー変数を扱うとともに、サービス業から５

つの部門に分割がなされた分、産業の実質賃金をそれぞれの産出高で加重平均をとるという操作

を行った。 

推定結果 

 

                                                      
１１１１ 従来の「L.サービス業」を「M.飲食店・宿泊業」「N.医療・福祉」「O.教育・学術支援業」「P.複合サ

ービス事業」「Q.サービス業（他に分類されないもの）」へと分割した。 

 

変数 係数 標準誤差 t値 P値

α 8.128362 1.206742 6.73579 0.00000

W１ -1.29429 0.29334 -4.41226 0.00010

W２ 0.312696 0.107318 2.91373 0.00620

Y 1.201381 0.074134 16.20551 0.00000

D0 0.0069 0.101416 0.068034 0.94610

重決定　R2 0.980191 観測された分散 432.9673

補正　R２ 0.977927 有意F 0.00000

ダービンワトソン値 1.006986

YawbL iij lnlnln +=∑
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決定係数および自由度修正済み決定係数は、それぞれ０.９８０１９１と０.９７７９２７である。

回帰モデルによってデータの説明がほぼできているといえる。パラメータの t 値は自由度３７の

とき両側検定で有意水準５%の臨界値は２.０５２であり、ともに２.０５２より大きいため有意

である。最後に系列相関の検定を行う。誤差項を 

ttt uu ερ += −1  
として１階の正の自己相関の検定を行う。このとき帰無仮説と対立仮説は  
 

帰無仮説 0:0 =ρH  

対立仮説 0:0 >ρH  
 
となる。有意水準５%のときの臨界値は d L=１.３３、d U =１.４８である。DW 値は０.１６６６

４６であり、d L よりも小さいので、帰無仮説は棄却される。したがって、モデルは、誤差項の

仮定を満たしていない。このため、t 値は信頼できない。 

 

 
推定結果 正規労働需要関数 

 
 

以上が推定結果である。 

 

尚、推定結果においてダービンワトソン値が０に近く正の系列相関があると考えられたため、

Newey-Westの修正を行った結果を掲載した。 

 それぞれの説明変数のダミー変数 D０を除き、t値は有意である。F値も有意であるとの結果

がみられる。ダミーが有意にならなかった要因としては、旧来のサービス業とそれから派生し加

重平均をとった産業においての産業の性質（賃金や産出高など）が大きく変わらなかったためと

考えられる。 

推定結果より導かれる正規雇用の労働需要の労働賃金弾力性は、エクセル関数の EXPを用い

て、０.２７４０９２１２７と求めることができた。 

以上が労働需要関数の推計結果のまとめである。 

 

 

 

 

変数 係数 標準誤差 t値 P値

α 8.128362 0.863593 9.412261 0.00000

W１ -1.29429 0.251615 -5.14392 0.00000

W２ 0.312696 0.073963 4.227735 0.00020

Y 1.201381 0.062048 19.36212 0.00000

D0 0.0069 0.078337 0.088078 0.93030

重決定　R2 0.980191 観測された分散 432.9673

補正　R２ 0.977927 有意F 0.00000

ダービンワトソン値 1.006986
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第第第第3節節節節    労働供給関数の推定労働供給関数の推定労働供給関数の推定労働供給関数の推定
 推計方法とで使用データに関して

労働供給に関しても同様の推定を行い、正規雇用における労働の賃金弾力性の値を求める。推

定のために必要なデータに、労働供給数があるが、一般に雇用者数のデータが示すものは労働市

場の需給が均衡した値であり、点

れる。そこで労働供給の値を分析するために雇用者数に失業者数を加えた労働供給数を推計し、

それを回帰分析に用いることとする（図表１４

しかし使用データに関して、部門ごとの雇用者数・業者数を用いる必要があるが、これらの値

は入手不可能であった。したがって、それぞれの産業で生産活動に必要な労働は一定と仮定すれ

ば、離職率が完全失業率に近い値を取ると考えられる。これに関連して、一般に、サービス業な

どの産業では摩擦的失業が発生しやすいとの見解が述べられている（「地域雇用創出の新潮流」

第１章 p.４５参考）。 http://www.jil.go.jp/institute/project/h

推定式の構築 

理論モデルより、労働供給は一般に実質賃金と余暇の限界効用から導かれる。本来これらの値を

用いて労働供給を労働需要と同様に推定するべきであるが、統計データとして入手可能なのは実

質賃金のみであるため実質賃金と労働供給を変数として労働供給関数を定義する。

したがって、単純化した労働供給関数は以下のようになる。

                 

ここで、先ほど述べた現実的データの入手可能性から、これに代わる推定式を以下の通り定める。

      
s
jL ：各産業の労働供給量（労働雇用量＊（

jW1 ：各産業の正規雇用の実質賃金

0D ：平成１６年以降すべてに加えた年次ダミー（平成

計処理の方法が大きく変わったため使用

 

 

 

                                                     
１１１１ 労働需要推定の際のダミーと同様の意味を持つ。
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労働供給関数の推定労働供給関数の推定労働供給関数の推定労働供給関数の推定 
推計方法とで使用データに関して 

労働供給に関しても同様の推定を行い、正規雇用における労働の賃金弾力性の値を求める。推

定のために必要なデータに、労働供給数があるが、一般に雇用者数のデータが示すものは労働市

場の需給が均衡した値であり、点 E のような労働供給曲線上の値を示していないことが考えら

れる。そこで労働供給の値を分析するために雇用者数に失業者数を加えた労働供給数を推計し、

ることとする（図表１４）。 
図１４ 労働供給数の導出 

しかし使用データに関して、部門ごとの雇用者数・業者数を用いる必要があるが、これらの値

は入手不可能であった。したがって、それぞれの産業で生産活動に必要な労働は一定と仮定すれ

ば、離職率が完全失業率に近い値を取ると考えられる。これに関連して、一般に、サービス業な

どの産業では摩擦的失業が発生しやすいとの見解が述べられている（「地域雇用創出の新潮流」

http://www.jil.go.jp/institute/project/h１５-１８/０１/prs

理論モデルより、労働供給は一般に実質賃金と余暇の限界効用から導かれる。本来これらの値を

用いて労働供給を労働需要と同様に推定するべきであるが、統計データとして入手可能なのは実

質賃金のみであるため実質賃金と労働供給を変数として労働供給関数を定義する。

したがって、単純化した労働供給関数は以下のようになる。 

                 








=

p

w
LL ss

                

ここで、先ほど述べた現実的データの入手可能性から、これに代わる推定式を以下の通り定める。

      

0211 DWL j
s
j ββα ++=

        

：各産業の労働供給量（労働雇用量＊（１＋離職率）より推計） 

：各産業の正規雇用の実質賃金 

年以降すべてに加えた年次ダミー（平成１６年度以降サービス業を中心として統

計処理の方法が大きく変わったため使用１１１１） 

              
労働需要推定の際のダミーと同様の意味を持つ。 

１２１２１２１２th    Dec. ２０１０２０１０２０１０２０１０ 

労働供給に関しても同様の推定を行い、正規雇用における労働の賃金弾力性の値を求める。推

定のために必要なデータに、労働供給数があるが、一般に雇用者数のデータが示すものは労働市

のような労働供給曲線上の値を示していないことが考えら

れる。そこで労働供給の値を分析するために雇用者数に失業者数を加えた労働供給数を推計し、

 
しかし使用データに関して、部門ごとの雇用者数・業者数を用いる必要があるが、これらの値

は入手不可能であった。したがって、それぞれの産業で生産活動に必要な労働は一定と仮定すれ

ば、離職率が完全失業率に近い値を取ると考えられる。これに関連して、一般に、サービス業な

どの産業では摩擦的失業が発生しやすいとの見解が述べられている（「地域雇用創出の新潮流」

/prs１_０３.pdf 

理論モデルより、労働供給は一般に実質賃金と余暇の限界効用から導かれる。本来これらの値を

用いて労働供給を労働需要と同様に推定するべきであるが、統計データとして入手可能なのは実

質賃金のみであるため実質賃金と労働供給を変数として労働供給関数を定義する。 

        (６) 

ここで、先ほど述べた現実的データの入手可能性から、これに代わる推定式を以下の通り定める。 

        (７) 

年度以降サービス業を中心として統



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文 １１１１１１１１th – １２１２１２１２th    Dec. ２０１０２０１０２０１０２０１０ 

 13

推定結果 

 
 
 
 

推定結果 

 
 

以上が推定結果である。尚、需要関数と同じく推定結果においてダービンワトソン値が０に近

く正の系列相関があると考えられたため、Newey-Westの修正を行った結果を掲載した。 

それぞれの説明変数のダミー変数 D０を除き、t値はいずれも有意である。また F値も有意で

あるとの結果がみられる。ダミーが有意にならなかった要因としては、需要関数の推計と同じく

産業の性質が大きく変わらなかったためと考えられる。 

推定結果より導かれる正規雇用の労働供給の労働賃金弾力性は同様に、０.０３０４０５６７

５と求めることができた。 

以上が労働供給関数の推定結果のまとめである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変数 係数 標準誤差 t値 P値

α 21.48358 0.968506 22.18218 0.0000

W１ -3.49313 0.397096 -8.79668 0.0000

D0 0.235786 0.248103 0.950355 0.3481

重決定　R2 0.746782 観測された分散 54.5596

補正　R２ 0.733095 有意F 0.0000

ダービンワトソン値 0.373122

変数 係数 標準誤差 t値 P値

α 21.48358 1.647278 13.04187 0.0000

W１ -3.49313 0.68646 -5.08861 0.0000

D0 0.235786 0.22163 1.063873 0.2943

重決定　R2 0.746782 観測された分散 54.5596

補正　R２ 0.733095 有意F 0.0000

ダービンワトソン値 0.373122
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第第第第4節節節節    分析結果のまとめ分析結果のまとめ分析結果のまとめ分析結果のまとめ
推定式（５）より労働需要関数を、推定式（

結果を用いて、約２７兆円と言われている厚生年金事業主負担が実際にどこに帰着しているか、

推計を行う。 

推定結果より、労働市場にけ

表１５）。分析の結果より正規雇用者の労働需要の賃金弾力性（

雇用者の賃金弾力性（０.０３０４０５６７５

社会保険料事業主負担にかけ合わせることで労働需要主体に帰着している事業主負担を求める。

労働供給弾力性：労働需要弾力性

年金の事業主負担額を２７兆

ると結論付けることができる。

 これにより導きだされる単純な雇用創出効果は、先ほど計算した事業主負担の企業への帰着分

を平成２０年度の新卒雇用者平均年収である２４８

出効果を見込めると計算できる
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分析結果のまとめ分析結果のまとめ分析結果のまとめ分析結果のまとめ 
）より労働需要関数を、推定式（７）より労働供給関数を導出した。これらの推定

兆円と言われている厚生年金事業主負担が実際にどこに帰着しているか、

推定結果より、労働市場にける需要関数、供給関数を労働需要がより弾力的な図表を描ける（図

）。分析の結果より正規雇用者の労働需要の賃金弾力性（０.２７４０９２１２７

０３０４０５６７５）の比をとる。そして、この加重平均を算出し、

社会保険料事業主負担にかけ合わせることで労働需要主体に帰着している事業主負担を求める。

労働供給弾力性：労働需要弾力性=０.０９９８５５１５５：０.９００１４４８４５

円とするとその約１０%の２兆７０００億円が企業に帰着してい

ると結論付けることができる。 
図表１５：事業主負担の導出 

導きだされる単純な雇用創出効果は、先ほど計算した事業主負担の企業への帰着分

を平成２０年度の新卒雇用者平均年収である２４８万円で除すると、およそ１０８万

と計算できる。 

１２１２１２１２th    Dec. ２０１０２０１０２０１０２０１０ 

）より労働供給関数を導出した。これらの推定

兆円と言われている厚生年金事業主負担が実際にどこに帰着しているか、

る需要関数、供給関数を労働需要がより弾力的な図表を描ける（図

２７４０９２１２７）と正規

そして、この加重平均を算出し、

社会保険料事業主負担にかけ合わせることで労働需要主体に帰着している事業主負担を求める。 

９００１４４８４５より、厚生

円が企業に帰着してい

 
導きだされる単純な雇用創出効果は、先ほど計算した事業主負担の企業への帰着分

１０８万人の雇用創
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先ほどの分析から、事業主負担を減らしたことで労働市場にプラスの影響があるということが

明らかになった。しかし、ここで一つの問題点が浮かび上がる。事業主負担を減らすことによっ

て、同時に年金受給者への給付が半分に減るという状況が発生してしまうことも明白なのだ。そ

れが意味することは、年金を受け取る際に給付水準が半分に激減することによって受給者の間で

不満が高まり、反感をかう可能性が高い、ということである。これは政策提言を実現する上で大

きな障壁となる可能性も高い。そこで、私達は年金の給付を一定の水準に保つためには、事業

負担での削減した部分を、税収で賄うという「税方式」によるアプローチでの検証を試みること

にした。 

 

ではまず、年金における事業主負担がどのようなものなのかを再度、確認する。厚生年金の事業

主負担は、将来世代の年金の財源となるものである。これは、年金制度において将来的に最も年

金給付の総額が高くなると予想される２０５０年代を迎える際、年金給付額を削減せずとも済む

ように巨額の積立金を必要とするからである。またこれは、年金給付額の平準化を達成するため

でもある。しかし、これまでの年金制度での国庫負担の役割は世代内での所

っていた（図表１６参照）。 

今回、私たちが提案する「厚生年金の事業主負担の税方式化」は、これまでの給付段階で発生

する国庫負担とは性質が異なり、将来世代の年金給付の増額に備え、現段階から積立金という形

で年金財源への拠出をするということになる。これは下図の←に位置する国庫負担割合に相当す

る。この財源はもちろん今の現役世代や、今の高齢者世代が支払う税金から賄うことになる。

 

 

先ほど問題意識のパートで日本における現行の年金制度は「世代間格差」という深刻な

を抱えていることが明らかになった。厚生労働省の「平成２１年・財政検証」のデータを参照し

ても、年金負担・給付において世代間格差が存在することが明らかになっている。

２００５年時点での年齢で見る７０歳の年金受給者は、負担額が９００万円であるのに対し

給付額は５６００万円と６．５倍も多くの給付を受け取っている。しかし、その後若い世代へと
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第3章 政策提言政策提言政策提言政策提言 

先ほどの分析から、事業主負担を減らしたことで労働市場にプラスの影響があるということが

明らかになった。しかし、ここで一つの問題点が浮かび上がる。事業主負担を減らすことによっ

て、同時に年金受給者への給付が半分に減るという状況が発生してしまうことも明白なのだ。そ

れが意味することは、年金を受け取る際に給付水準が半分に激減することによって受給者の間で

不満が高まり、反感をかう可能性が高い、ということである。これは政策提言を実現する上で大

きな障壁となる可能性も高い。そこで、私達は年金の給付を一定の水準に保つためには、事業

負担での削減した部分を、税収で賄うという「税方式」によるアプローチでの検証を試みること

ではまず、年金における事業主負担がどのようなものなのかを再度、確認する。厚生年金の事業

主負担は、将来世代の年金の財源となるものである。これは、年金制度において将来的に最も年

金給付の総額が高くなると予想される２０５０年代を迎える際、年金給付額を削減せずとも済む

ように巨額の積立金を必要とするからである。またこれは、年金給付額の平準化を達成するため

でもある。しかし、これまでの年金制度での国庫負担の役割は世代内での所得再分配効果に留ま

 

今回、私たちが提案する「厚生年金の事業主負担の税方式化」は、これまでの給付段階で発生

する国庫負担とは性質が異なり、将来世代の年金給付の増額に備え、現段階から積立金という形

で年金財源への拠出をするということになる。これは下図の←に位置する国庫負担割合に相当す

る。この財源はもちろん今の現役世代や、今の高齢者世代が支払う税金から賄うことになる。

図表１６：年金の国庫負担、概念図 

先ほど問題意識のパートで日本における現行の年金制度は「世代間格差」という深刻な

を抱えていることが明らかになった。厚生労働省の「平成２１年・財政検証」のデータを参照し

ても、年金負担・給付において世代間格差が存在することが明らかになっている。

２００５年時点での年齢で見る７０歳の年金受給者は、負担額が９００万円であるのに対し

給付額は５６００万円と６．５倍も多くの給付を受け取っている。しかし、その後若い世代へと

１２１２１２１２th    Dec. ２０１０２０１０２０１０２０１０ 

先ほどの分析から、事業主負担を減らしたことで労働市場にプラスの影響があるということが

明らかになった。しかし、ここで一つの問題点が浮かび上がる。事業主負担を減らすことによっ

て、同時に年金受給者への給付が半分に減るという状況が発生してしまうことも明白なのだ。そ

れが意味することは、年金を受け取る際に給付水準が半分に激減することによって受給者の間で

不満が高まり、反感をかう可能性が高い、ということである。これは政策提言を実現する上で大

きな障壁となる可能性も高い。そこで、私達は年金の給付を一定の水準に保つためには、事業主

負担での削減した部分を、税収で賄うという「税方式」によるアプローチでの検証を試みること

ではまず、年金における事業主負担がどのようなものなのかを再度、確認する。厚生年金の事業

主負担は、将来世代の年金の財源となるものである。これは、年金制度において将来的に最も年

金給付の総額が高くなると予想される２０５０年代を迎える際、年金給付額を削減せずとも済む

ように巨額の積立金を必要とするからである。またこれは、年金給付額の平準化を達成するため

得再分配効果に留ま

今回、私たちが提案する「厚生年金の事業主負担の税方式化」は、これまでの給付段階で発生

する国庫負担とは性質が異なり、将来世代の年金給付の増額に備え、現段階から積立金という形

で年金財源への拠出をするということになる。これは下図の←に位置する国庫負担割合に相当す

る。この財源はもちろん今の現役世代や、今の高齢者世代が支払う税金から賄うことになる。 

   

先ほど問題意識のパートで日本における現行の年金制度は「世代間格差」という深刻な問題

を抱えていることが明らかになった。厚生労働省の「平成２１年・財政検証」のデータを参照し

ても、年金負担・給付において世代間格差が存在することが明らかになっている。 

２００５年時点での年齢で見る７０歳の年金受給者は、負担額が９００万円であるのに対し

給付額は５６００万円と６．５倍も多くの給付を受け取っている。しかし、その後若い世代へと
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移り変われば移り変わるほどに、年金給付倍率は激減していくのだ。３０歳になると、負担額が

３０００万円であるのに対し、給付額が７０００万円へと倍率が２.３倍へと大きく給付額が低

減する。このように今の年金制度では高齢者が利益を得ている一方で、若者が損をする、という

ような構造を社会において創り上げている。もしも、このまま１１１１政府が現行の年金制度を続けて

いくのであれば、事業主負担を減らしたところで「世代間格差」という問題は是正することは不

可能である。しかし、今回私たちは「事業主負担の削減分」を「税」で賄うという方法をとって

おり、中でも消費税と相続税に注目している。なぜなら、「事業主負担」を削減した場合、その

負担分を消費税と相続税という高齢者も確実に支払う税で賄えば、現行の年金制度によって起こ

っている「世代間格差」をも是正できるという大きなメリットがあるからである。 

それでは、まず事業主負担の拠出分を消費税と相続税によって賄ったケースでの検証を行う。

前提として、「消費税」の機能としては先ほども述べたように「高齢者も負担する」という点で

大きなメリットがあることをここで今一度確認したい。それに加えて、消費税を導入するメリッ

トは、消費税の税収という点に関しても存在する。そもそも、税収というものは景気の動向や税

制改正に影響を受けやすく、所得税や法人税もまた景気動向に左右されやすい性質を持ってい

る。それに比べて消費税の税収は十兆円前後で推移しており、比較的安定しているのだ。さらに、

これらを踏まえて平成２２年度の消費税の税収を見てみると、９兆６,３８０億円（歳入比１０.

４%）であることが分かる。２２２２ 

これらを踏まえて、事業主負担を削減し２７兆２０００億円を賄うには現実的に何%消費税を

上げる必要があるのかという点に対し考察を重ねた結果、消費税を１５．８８％まで引き上げる

ことが求められるという結論に至った。みずほ総合研究所によると、１％の消費税の引き上げに

よって得られる税収は２.５兆円である。３３３３事業主負担を削減した分の２７兆２０００億円は１

０．８８％消費税を引き上げることで得ることができる税収だ。 

現在高齢者における年間消費量は２兆１２０３億円である。よって今日の税率である５％では１

０６０億円徴収することができる。しかし、消費税を１５．８８％までに引き上げることによっ

て円徴収することが可能になる。３３６７億円の税収が高齢者からも得ることができ、厚生年金

を適応されている国民すべてに分配されることになる。このように世代間格差を是正することが

可能だ。 

しかしここで、消費税の引き上げと同時に起こりうる問題が「世代内格差」である。消費税の

税収で事業主負担の削減分を賄う方法は「世代間格差」を是正することは出来るものの、年金に

加入している者としてない者の両方から等しく税の負担を課すことから、いくら同じだけの額を

差し引かれても、見返りは同じにはならないという「世代内格差」の拡大に加担してしまうデメ

リットがある。 

それらを踏まえて、次に「世代間格差」を是正する効果を持つもう一方の「相続税」を考える。

しかしここでの検証の結果分かったのは、相続税は事業主の削減分を賄うに値しないということ

である。その理由は、平成２２年度の相続税の税収が１兆２,７１０億円（歳入比１.４%）と消

費税と比較しても大幅に少なく、また、相続税の負担そのものも、基礎控除の引き上げなどの改

正や地価の下落により大きく軽減されており、実際に相続税の負担が生じるケースが、亡くなっ

た方の４%程度となっているからである。 

  

                                                      
１１１１ http://homepage３.nifty.com/~~shimasawa/generationalaccounting.htm 

世代会計＿島澤のホームページ 
２２２２ 財務省 ホームページ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/２２１０_１２１９.pdf 
３３３３ みずほ総合研究所 みずほ政策インサイト  
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第4章 今後の展望今後の展望今後の展望今後の展望 

第第第第1節節節節    政策効果の整理政策効果の整理政策効果の整理政策効果の整理 
 本稿では、厚生年金の事業主負担を削減し税で賄った場合、経済にどのようにプラスに働くか

を分析した。一般に家計に帰着しているという年金事業主負担は税の帰着の分析を用いて約１

０%の事業主負担分は企業に帰着していることを明示した。これは短期的には雇用の増加や企業

の設備投資などの増加につながり、日本経済をブーストアップさせる効果をもつ。高齢者の生活

に回るお金を、高齢者の必然的な負担によって将来世代の拠出に回すことの意義は大きい。 

 しかし、今後長期的な視点をもってこの政策を分析するならば、近い将来とも言われる日本財

政の破たんという問題を目前にして大幅な増税による経済状況の日本経済において長期的にこ

の制度改革がどのような影響をもたらすかについては分析をする必要があるだろう。 

 

第第第第2節節節節    今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題 
 

第第第第1項項項項 年金制度の適応拡大年金制度の適応拡大年金制度の適応拡大年金制度の適応拡大 

事業主負担を減らすことで新規正規雇用者数を１００万人超増やすことが可能であると分か

った。しかし本稿で提示した事業主負担の税方式化のみでは、労働市場において労働需要主体が

正規雇用を行うインセンティブを高めるにすぎない。その効果としてしたがって、労働市場にお

いて起きている非正規雇用の増加に伴う格差の拡大などを根本的に解決する効果は薄いと考え

られる。現行の年金制度においては、非正規雇用者は国民年金への加入は可能だが、厚生年金へ

の加入できる制度はいまだ整備されていないのが現状である。 

年金の給付水準を下げないという条件のもと、労働市場における雇用選択の際の隔たりを是正

する方法としては、正規雇用者のみが加入できるという現状である厚生年金保険に非正規雇用者

が加入できる制度作りが求められる。しかし私たちの政策提言では事業主負担を削減した分を消

費税で補うとした。消費税は国民すべてが支払いを義務化されている税である。非正規雇用者が

厚生年金に加入するためには正規社員の労働時間・日数の３／４以上でなければ加入が義務付け

られない。そのため厚生年金に加入していない非正規雇用者は税で賄われる厚生年金の給付を無

償で支払うことになる。ゆえに非正規雇用者にも厚生年金の適応拡大が迫られているのではない

かと考える。 
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第第第第2項項項項 格差の是正格差の是正格差の是正格差の是正 

 

本稿では事業主負担を削減した際に給付減を避けるために税で賄うことを提言した。また税の

なかでも世代間格差を是正するという側面から消費税と相続税に着目することにした。２７兆２

０００億円の事業主負担削減分をすべて消費税で賄うためには先ほど述べたように消費税を１

０．８８％増税する必要がある。消費税の特色としては、法人税など、利潤が生まれない限り税

金が課されないなどといった景気ショックによる影響が小さいことが挙げられる。また、消費税

を増税することで消費者である高齢者を含む国民から確実に徴収することが可能であるため、年

金制度を新たに構築する上で未納問題や、未加入問題が発生することが無いと言える。したがっ

て年金制度での問題点である世代間格差も高齢者から徴収することで是正できると考える。 

しかしながら消費税を増税することで、経済の下押し効果が発生することは経験的に自明なこ

とでもある。また、より多くの額が消費税として徴収されてしまうため世代内における逆進性も

高まる恐れがある。これらの是正のために奢侈品に特化して課す個別消費税の法制度化や所得税

の累進税率の強化などをすることが求められる。これは本制度を導入し、先ほど述べた非正規雇

用者への厚生年金保険の適用拡大がなされるまでの間、発生するのであろう世代内の格差の拡大

を是正するために検討する必要があると考える。 
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