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要約 

現在に至るまで長い間、日本は社会背景や生活環境などの変化によって高齢化が進んで

いる。さらに、日本の高齢化率は今後も上昇傾向をたどると予測されている。高齢化に伴

い年金受給者が増加し、それを賄うための一定割合の公費負担も連動して増えていく。 

平成 16 年の制度改革により、毎年の年金改定率に対してマクロ経済スライドによる給

付抑制が適用されることになった。それにより年金給付額の減額が進み、基礎年金が持つ

最低生活保障機能は大きく低下することになる。 

基礎年金は、老後の最低生活保障に大きな役割を果たしており、その機能低下を避けら

れるのであればそれがより望ましいと考えられる。そこで、本稿では、厚生労働省「平成

26 年財政検証」に合わせて公表されているバックデータと、その他の統計を組み合わせる

ことで、世帯類型・所得段階別の年金財政の将来推計を行った。 

その上で、年金財政の負担・給付構造を変更した場合の政策シミュレーションを行うこ

とで、より安心できる年金制度に向けた改革は可能か、また、具体的な制度設計はどのよ

うなものが望ましいかについて検討した。 

政策シミュレーションで検討した改革案のうち、全額税方式へ移行する改革は未納問題

を解消するという利点を持つものの、世代間で給付額に大きな隔たりが生まれ、必要な財

源も多額になるという問題があることが分かった。 

残りの選択肢である国庫負担逐次引き上げにより、全額税方式に比べ低い税負担で基礎

年金の減額が抑えられることが明らかとなった。とくに、年齢にかかわらず一定の基礎年

金給付を比較的少ない税負担で実現できる改革案のメリットは、基礎年金の最低生活保障

機能の維持を重視する立場に立てば最適であると考えられる。 

改革の具体的な制度設計としては、（１）課税ベースが広く安定的な税収を確保できる

消費税により追加の国庫負担を賄うこと、（２）財政検証の際に必要な追加の国庫負担を

推計し、それを賄うように自動的に税率を変更することを消費税法の条文に明記するこ

と、（３）一般財源の消費税収とは別に、年金特別会計内の新たな勘定で増税分を取扱

い、積立金の運用については他の年金積立金と合わせて GPIF に委託することを提唱して

いる。 

 

（キーワード：公的年金財政、最低生活保障、所得分配） 
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はじめに 

現在に至るまで長い間、日本は社会背景や生活環境などの変化によって高齢化が進んで

いる。総務省統計局の「人口推計」によれば、2014 年５月１日時点での日本の高齢化率は

25.6％で４人に１人が高齢者となっており、高齢化率は世界トップである。さらに、日本

の高齢化率は今後も上昇傾向をたどると予測されている。高齢化に伴い年金受給者が増加

し、それを賄うための一定割合の公費負担も連動して増えていく。 

将来の高齢化の進展に備えるため、平成 16 年の制度改革では、毎年の年金改定率に対

してマクロ経済スライドによる給付抑制が適用されることになった。しかしながら、その

副作用も存在する。「平成 26 年財政検証」で示された最新見通しでは、標準的な経済前

提をおくケースＣによると、基礎年金給付額の減額はマクロ経済スライドが終了する 2043

年まで続き、現在価格で見た給付額は 4.3 万円まで抑制される。異なる経済前提を置いた

ケースでも同様であり、現在の 20 代の筆者らが年金受給者となる 2060 年頃には、基礎年

金給付額は多くて月額 4.7 万円、少なくても 3.4 万円になると見込まれている。 

基礎年金の減額により大きな影響を受けるのは、基礎年金しか給付されない第１号被保

険者である。そこで本稿ではまず、第１号被保険者の置かれた経済状況について、各種統

計データをもとに考察する。また、経済状況以外にも、基礎年金の減額により老後の生活

リスクが高まる要因についても検討を行う。 

基礎年金は、老後の最低生活保障に大きな役割を果たしており、その機能低下を避けら

れるのであればそれがより望ましいと考えられる。そこで、本稿では、厚生労働省「平成

26 年財政検証」に合わせて公表されているバックデータと、その他の統計を組み合わせること

で、世帯類型・所得段階別の年金財政の将来推計を行う。 

その上で、年金財政の負担・給付構造を変更した場合の政策シミュレーションを行うこと

で、より安心できる年金制度に向けた改革は可能か、また、具体的な制度設計はどのようなも

のが望ましいかについて検討する。 

本稿の構成として、第１章では主に厚生労働省のデータを用いて、現在の公的年金制度

の問題について論じていく。第２章では、基礎年金しか受け取ることができない第１号被

保険者のおかれた状況と、彼らの今後の見通しについて考察する。第３章では本稿と関連

が深い先行研究を紹介し、全額税方式と国庫負担逐次引き上げ方式の政策シミュレーショ

ンを本稿の位置づけとして述べる。第４章では全額税方式と国庫負担逐次引き上げ方式の

シミュレーション分析を行うとともに、どの政策が最も適切かを導く。第５章では、分析

の結果から、４つの改革案の長所と短所について比較検証し、どの改革案にするかを論じ

ていく。 
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第1章  公的年金制度の見通し 

第1節 高齢化の進展と社会保障財政 
現在に至るまで長い間、日本は社会背景や生活環境などの変化によって高齢化が進んで

いる。総務省統計局の「人口推計」によれば、2014 年５月１日時点での日本の高齢化率は

25.6％で４人に１人が高齢者となった。さらに、日本の高齢化率は今後も上昇傾向をたど

ると予測されている。図１－１は、国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口

（平成 24 年１月推計）』の出生中位・死亡中位推計から、今後の高齢化率の推移を示し

たものである。 

 

 図１－１ 高齢化率の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口（平成 24 年１月推

計）』の出生中位・死亡中位推計 

 

これによれば、現在 20 代である筆者らが高齢者となる 2060 年の総人口は 8,673 万人に

なるとの見通しが立てられている。うち、65 歳以上高齢者は 3,464 万人になり、高齢化率

は 39.9％で 2.5 人に１人が高齢者になると見込まれている。公的年金制度をはじめとし
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て、現在の日本の社会保障財政は現役世代の負担で高齢者の給付を賄う賦課方式をとって

おり、高齢化率の上昇は今後の社会保障財政をますます苦しいものにしていく。 

将来の高齢化進展に備えるため、平成 16 年に大きな年金制度改革が行われた。平成 16

年改革では、将来の保険料水準を一定として現役世代の負担が際限なく増えないしくみ

（保険料水準固定方式）が取り入れられた。それとともに、積立金を徐々に取り崩しつつ

高齢化の進展（被保険者数の減少と平均寿命の伸び）に応じて年金給付を自動的に抑制

し、約 100 年間の財政収支を均衡させる方式（有限均衡方式）も導入された。これによ

り、公的年金制度は遠い将来にわたって持続可能なものになったとされる。 

ただし、将来見通しには不確実な部分があるため、公的年金制度の財政見通しの検証を

５年に一度行うことが慣例となっている。平成 16 年の制度改革後では、平成 21 年に一度

次の財政検証が行われ、平成 26 年８月には二度次の財政検証となる「平成 26 年財政検

証」が行われた。 

第2節 年金財政のケース別将来推計 
長期の年金財政の見通しを立てる財政検証では、遠い将来までの社会・経済状況につい

ての一定の前提を置く必要がある。今回の財政検証では、内閣府試算を参考にしつつ、長

期的な経済状況を見通す上で重要な TFP（全要素生産性）上昇率を軸に、ＡからＨまで８

通りという多様な経済前提を設定し、それぞれについて年金財政の見通しを推計してい

る。 

表１－１は、厚生労働省が「平成 26 年財政検証」で想定している８ケースの経済前提

のうち、年金財政への影響が特徴的に表れる３つのケース（ケースＣ、ケースＥ、ケース

Ｇ）についてまとめたものである。 

 

表１－１ 経済前提 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）厚生労働省「平成 26 年財政検証結果」国民年金及び厚生年金に係る財政

の現状及び見通し（概要） 

 

TFP 上昇率でみると、ケースＥは労働市場への参加が進むと想定を置くＡ～Ｅの５つの

ケースの最小にあたる。それに伴い、実質賃金上昇率が 1.3％、実質運用利回りが 3.0％

と、Ａ～Ｅの５つのケースの最小の値となる。スプレッド（運用利回りマイナス賃金上昇

率）は 1.7％と最大の値となる。 

ケースＣはＡ～Ｅの５つのケースの中間にあたる。それに伴い、実質賃金上昇率が

1.8％、実質運用利回りが 3.2％、スプレッドが 1.4％と、ケースＡ（実質賃金上昇率

2.3％、実質運用利回り 1.3％、スプレッド 1.1％）とケースＥの間の値となる。 

ケースＧは労働市場への参加が進まないと想定を置くＦ～Ｇの３ケースの中間にあた

る。それに伴い、実質賃金上昇率が 1.0％、実質運用利回りが 2.2％、スプレッドが 1.2％

と、やはりケースＦ（実質賃金上昇率 1.3％、実質運用利回り 2.8％、スプレッド 1.5％）
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とケースＨ（実質賃金上昇率 0.7％、実質運用利回り 1.7％、スプレッド 1.0％）の間の値

となる。 

これら３つのケースについて、厚生労働省「平成 26 年財政検証結果」で示された標準

世帯（夫婦 40 年加入、夫は平均所得、妻は専業主婦）の所得代替率の推移を表したもの

が図１－２である。 

 

図１－２ 所得代替率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）厚生労働省「平成 26 年財政検証結果」バックデータ 

 

所得代替率の推移はケースによって異なるが、労働市場への参加が進むことを想定して

いるケースＣとケースＥの推移は似通っている。いずれのケースでも、所得代替率は 2014

年度の 62.7％からマクロ経済スライドによる基礎年金の給付水準調整が終了する 2043 年

度まで低下したのち、それ以降は横ばいとなる。最終的な所得代替率は、ケースＣでは

51.0％、ケースＥでは 50.5％であり、ケースＣの方がわずかながら高い。 

表１－１に示したように、ケースＣの方がケースＥよりも賃金上昇率、運用利回りとも

に高い。運用利回りが高ければ、積立金が生む毎年の運用益が多くなるため、年金財政に

はプラスに働く。一方、賃金上昇率が高ければ、保険料水準固定方式の下では現役世代か

ら徴収される保険料総額の伸びが高くなるが、新規裁定者の年金改定率は賃金上昇率に連

動して決まるため、年金受給者への年金給付額の伸びも高くなる。これらの要因がから

まって所得代替率を左右している。 

図には載せていないが、ケースＡでは、８ケースのうち賃金上昇率も運用利回りも最も

高い想定を置いているが、スプレッドは８ケースの中で最低の想定である。ケースＡで

は、マクロ経済スライドによる調整期間は 2044 年度までとケースＣやケースＥよりもわ

ずかながら長く、調整終了後の所得代替率は 50.9％と、ケースＣとケースＥの中間の値に

なる。このように、賃金上昇率と運用利回りの想定の違いは所得代替率に複雑な影響を及

ぼしている。 
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労働市場への参加が進まないケースＧの結果は、ケースＣやケースＥの結果とは大きく

異なる。さらに、ケースＧでマクロ経済スライドによる給付水準調整を進めると、標準世

帯の所得代替率は政府が約束している 50％を下回ってしまう。所得代替率 50％を維持し

続けた場合の見通しがケースＧ（1）であり、所得代替率が 50％を下回っても機械的に給

付水準調整を続けた場合がケースＧ（2）である。 

ケースＧ（1）では所得代替率 2014 年度の 62.7％から、2038 年度には 50.0％まで低下

する。その後所得代替率 50％を維持し続けると、年金財政は悪化していき、2056 年度に

は積立金が枯渇して完全な賦課方式に移行する。その年の保険料で年金を給付するしかな

くなるので、所得代替率は一気に 30％半ばまで低下することになる。 

 ケースＧ（2）では所得代替率が 50％を切る 2038 年度以降もマクロ経済スライドによ

る給付調整を続ける。それにより年金財政の破たんは避けられるが、所得代替率の低下は

2058 年度まで続き、それ以降は 42.0％で横ばいとなる。 

 年金給付額の見通しをより直感的に理解するには、所得代替率で見るよりも現在の平均

的賃金水準のどの程度が給付されるかという指標で見る方がよい。そこで、厚生労働省

「平成 26 年財政検証結果」で示された基礎年金給付額（月額）の推移を、2014 年度の平

均的賃金水準を基準にして指数化（以下、2014 年度価格）したものが図１－３である。 

 

図１－３ 基礎年金給付額推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）厚生労働省「平成 26 年財政検証結果」バックデータより筆者作成。 

 

基礎年金給付額の推移はケースによって異なるが、労働市場への参加が進むことを想定

しているケースＣとケースＥの推移は似通っている。いずれのケースでも、基礎年金給付

額は 2014 年度の 6.4 万円からマクロ経済スライドによる基礎年金の給付水準調整が終了

する 2043 年度まで低下したのち、それ以降は横ばいとなる。 

労働市場への参加が進まないケースＧの結果は、ケースＣやケースＥと大きく異なる。

ケースＧ（1）では基礎年金給付額 2014 年度の 6.4 万円から、賦課方式に移行する 2056
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年度以降は一気に３万円台まで低下する。ケースＧ（2）では所得代替率が 50％を切る

2038 年度以降もマクロ経済スライドによる納付調整を続けるため、基礎年金給付額の減少

は 2058 年度の 3.5 万円まで続き、それ以降は横ばいとなる。 

現時点での月額 6.4 万円でさえ標準世帯の老後の生活費を支えるにはぎりぎりという声

もあるが、今後、老後の生活はさらに厳しくなると予測される。よって、基礎年金と厚生

年金がもらえる標準世帯に比べて、夫が第１号被保険者でその妻も第１号被保険者の基礎

年金だけしか受け取ることのできない世帯の老後の生活がさらに苦しくなると考えられ

る。そこで次章では、とくに第１号被保険者をメインに、彼らがおかれた状況と、今後の

見通しについて考察する。 
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第2章  第１号被保険者を取り巻く

諸問題 

第1節 第１号被保険者の現状と問題 
はじめに、高齢者全体の経済状況について考察する。図２－１は、厚生労働省「平成 25

年国民生活基礎調査」の各種世帯の所得等の状況をもとに作成したグラフである。 

これによれば、所得のすべてを公的年金・恩給に頼る高齢者世帯が 57.8％、公的年金・

恩給の総所得に占める割合が 80～100％未満の世帯が 11.9％と、収入の８割以上を年金・

恩給に頼る世帯が約７割と多数を占めている。公的年金・恩給の総所得に占める割合が

40％未満で、公的年金・恩給以外で半分以上の所得をまかなっている高齢者世帯も確かに

存在しているが、そうした世帯は全体の 9.2％とかなり少数派であることがわかる。 

したがって、将来の年金給付額の動向は、高齢者世帯の大半の生活を大きく左右するも

のと推察される。では、どのような世帯にとってとくに影響が大きくなるであろうか。 

 

図２－１ 総所得に占める公的年金の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）厚生労働省「平成 25 年国民生活基礎調査」 
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日本に住んでいる 20 歳以上 60 歳未満のすべての人は国民年金に加入し、将来基礎年金

を受け取ることになっている。国民年金では加入者を３種類に分けている。そのうち、20

歳以上 60 歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第２号被保険者、

第３号被保険者でない者が第１号被保険者であり、第１号被保険者は厚生年金を受給する

ことができない。厚生労働省「平成 26 年財政検証結果」によると、現在、第１号被保険

者が受け取ることができる年金額は多くても月額 6.4 万円となっている。2035 年になる

と、最大でも月額 5.4 万円に減少し、今後も減少が続くことが予測されている。 

表２－１は、厚生労働省「平成 25 年国民生活基礎調査」をもとに作成した、夫婦の被

保険者の組み合わせの数を表したものである。この表から標準世帯（被用者と無職の妻か

らなる世帯）の割合が 939 万組と最も高く、夫婦世帯の約半数を占めていることがわか

る。続いて、夫婦ともに国民年金第２号被保険者の世帯が 513 万組となっており約３割と

なっている。現在は、この２種類の世帯が大半を占めている。一方、夫が国民年金第１号

被保険者、その妻も国民年金第１号被保険者の組が 234 万組と夫婦世帯の 12％存在する

のも現状である。 

 

表２－１ 被保険者の夫婦の組み合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）厚生労働省「平成 25 年国民生活基礎調査」 

 

現在、政府の年金財政は標準世帯をモデルとして設計されている。平成 16 年の年金制

度改革でも標準世帯の所得代替率が将来にわたって 50％以上となることも保障している。

そのためにマクロ経済スライドが導入され、厚生年金及び基礎年金の給付水準を自動的に

調整し、年金抑制をするかたちをとっている。しかし、標準世帯ではない第１号被保険者

同士の世帯はそもそも基礎年金だけしか受け取ることができない。 

表２－２は、厚生労働省「平成 23 年国民年金被保険者実態調査」の第１号被保険者の

就業状況の調査結果である。平成 14 年と平成 23 年を比べると、自営業主は 17.8％から

14.4％に 3.4 ポイント低下しており、家族従業者は 10.1％から 7.8％に 2.3 ポイント低下

していることがわかる。自営業主・家族従業者は勤め人と違い、自らの収入源があるの

で、老後も家業を続けることができれば年金以外の収入を得ることも可能であると考えら

れる。しかしながら、こうした人々は平成 23 年には全体で 22.2％しかおらず、現在では

少数派となっている。 

万組（％）

国民年金 国民年金 国民年金
第１号 第２号 第３号
被保険者 被保険者 被保険者

国民年金第１号被保険者 234 43 ･
(12.0) (2.2)

国民年金第２号被保険者 63 513 161
(3.2) (26.3) (8.2)

国民年金第３号被保険者 ･ 939 ･
(48.1)

夫

妻
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また、常用雇用の割合も平成 14 年の 10.6％から平成 23 年には 7.7％となり 2.9 ポイン

ト低下している。常用雇用の場合には老後の生活は年金に頼ることになるが、常用雇用は

比較的安定的な勤め人であり、現役期に老後に備えた貯蓄を行うことがさほど難しくない

ので、年金への依存度は大きくないと考えられる。ただし、常用雇用は、自営業主・家族

従業者よりさらに少数派となっている。 

 こうした一方で、臨時・パートは 21％から 28.3％へと 7.3 ポイント上昇しており、無職

も 34.7％から 38.9％と 4.2 ポイント上昇している。無職はもちろんのこと、臨時・パート

は、常用雇用や自営業などと違いフルタイムで働いている可能性がかなり低く、収入も多

くないと推察される。したがって、臨時・パート・無職の被保険者は老後の生活に備えた

貯蓄を行うことは比較的難しく、老後の生活を年金に頼る度合いが強いと考えられる。こ

うした人々は平成 23 年には全体で 67.2％もおり、現在では多数派となっている。マクロ

経済スライドによる年金給付額の減額はこうした人々の老後の生活を非常に苦しくすると

考えられる。 

 

表２－２ 第１号被保険者の就業状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）厚生労働省「平成 23 年国民年金被保険者実態調査」 

第2節 生涯未婚者の増加と老後の生活リスク 
 働き方以外にも、老後の生活の安定を大きく左右する要素がある。図２－２に示したよ

うに、総務省統計局「国勢調査」の長期時系列データによれば、生涯未婚率は年々上昇し

ている。中でも男性の未婚率の上昇は顕著であり、男性は平成に入った頃から急激に上昇

している。総務省統計局「平成 22 年国勢調査」によれば、2010 年の生涯未婚率は男性で

17.8％、女性で 8.7％となっている。 

そして国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」による

と、2035 年の 50 代前半の生涯未婚率は男性で 26.6%、女性で 18.4％に増加する見通しと

なっている。今の 20、30 代の人たちが年金をもらえるようになるころには、日本の約４

人に１人が未婚であると考えられる。第１章で考察したように、2060 年頃には基礎年金額

は多くて月額 4.7 万円、少なくても 3.4 万円しか受け取ることができない。その中で第１

号被保険者は基礎年金のみしか受け取ることができない。今後増加すると予想されている

未婚率の上昇により、単身世帯の第１号被保険者も増えていく可能性が考えられる。単身

のため扶養者の年金収入は見込めない。また、第１号被保険者の年金受給は基礎年金のみ

であり、現行制度の基礎年金将来推計でいくと生活をするのは困難であると推測される。 

 

単位：％

自営業主 家族従業者 常用雇用 臨時・パート 無職 不詳

平成１４年
総数 17.8 10.1 10.6 21 34.7 5.7
　男子 29 6.8 14.5 15.6 28 6.1
　女子 6.8 13.4 6.9 26.3 41.3 5.4

平成２３年
総数 14.4 7.8 7.7 28.3 38.9 3.1
　男子 23.7 5.3 10.9 21.9 34.8 3.4
　女子 6.3 9.9 4.9 33.8 42.4 2.8
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図２－２ 生涯未婚率の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）総務省統計局「平成 22 年国勢調査」 

社人研「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成 25 年１月） 

 

第3節 未納者の現状と問題 
図２－３は、厚生労働省「平成 14 年国民年金被保険者実態調査」とその９年後の「平

成 23 年国民年金被保険者実態調査」をもとに作成した年齢別未納者の割合を表したグラ

フである。 

 1977-1973 年生まれの世代は 2002 年には 25-29 歳であり、９年後の 2011 年にはおおむ

ね 35-39 歳になっている。この生年集団の未納率の推移をみると、2002 年時点の 27.7％

から 2011 年時点の 30.3％へと未納率は 2.6 ポイント上昇している。同様の傾向は他の生

年集団にもみられる。1972-1968 年生まれの世代では、25.1％から 29.2％へと 4.1 ポイン

ト上昇している。また、1967-1963 年生まれの世代では、21.0％から 26.3％へと 5.3 ポイ

ント上昇している。このことから、すべての世代でこの約 10 年の間に未納率が上昇して

いることがわかる。 

 さらに、年齢によらない世代別の未納状況（世代効果）も図から読み取れる。たとえ

ば、1977-1973 年生まれの世代の平均未納率は、おおむね 30-34 歳時点の未納率に相当す

る。これと 2002 年時点の 30-34 歳（1972-1968 年生まれ）の未納率の差を求めると（図

中点線矢印）、4.2 ポイント高まっていることがわかる。同様に、新しい世代ほど、年齢

にかかわらず未納率が高まっている。  
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図２－３ 年齢別未納者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）厚生労働省「国民年金被保険者実態調査」（各年版） 

 

 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

15 

 

第3章  さまざまな年金制度改革案 

第1節 基礎年金の最低生活保障機能維持のた

めの改革の選択肢について 
 平成 16 年の制度改革により、毎年の年金改定率（新規裁定者は可処分所得スライド、

既裁定者は物価スライドが原則）に対してマクロ経済スライドによる給付抑制が適用され

ることになった。本稿執筆時点ではマクロ経済スライドはまだ発動していないが、平成 26

年財政検証では、基礎年金については 2043 年まで、厚生年金（統合された共済年金含

む）についてはケースＣでは 2018 年までケースＥでは 2020 年まで、被保険者の減少率と

受給者の平均寿命の延びに対応したスライド調整率が適用されることになっている。 

平成 16 年の制度改革では、保険料水準の固定と 100 年にわたる有限均衡方式も導入さ

れている。固定された保険料で将来にわたり給付が賄えるように、マクロ経済スライドに

よって毎年の給付額を抑制する仕組みとなっている。 

これにより、今後 30 年ほどは徐々に１人当たり年金給付額が抑制されていく。図３－

１は、現行の年金制度を模式的に示したものである。基礎年金給付費の財源は、保険料負

担部分と国庫負担分で 1/2 ずつで賄われているので、将来抑制される保険料負担と国庫負

担は同額である（図中点線部）。 

 

図３－１ 現行制度の模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に問題なのは、厚生年金に比べ基礎年金のスライド調整期間が非常に長いことであ

る。厚生年金の所得代替率は、2014 年度の 25.9％からケースＣで 25.0％、ケースＥで

マクロ経済スライドによる基礎年金減額分 

マクロ経済スライドによる減額分 

 

厚生年金（＋共済年金） 

 

 

保険料負担分（2 分の１） 

 

 

 

 

厚生年金（＋共済年金） 

国庫負担分（2 分の 1） 
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24.5％と 1～1.5 ポイントの低下となる。これに対して、基礎年金の所得代替率は、2014

年度の 36.8％からケースＣで 25.0％、ケースＥで 26.0％と、10 ポイント以上の低下とな

る。第２章で見たように、現在価格で見た１人当たり年金給付額は減少していく。このこ

とは、基礎年金のみしか給付されない第１号被保険者にとって、とくに深刻な問題となる

と考えられる。そこで本稿では、基礎年金の最低生活保障機能の低下を避けるような制度

改革の可能性について検討する。 

最初に検討するのは、現行の社会保険方式から全額税方式への移行である。すなわち、

現行制度では保険料負担と国庫負担で賄われている財源をすべて国庫負担で賄う案であ

る。 

全額税方式化は昔から提案されており、そのもっとも古い原型の一つが社会保障制度審

議会（1977）である。この案の制度体系は、全国民を対象とする全国国庫負担による「基

本年金」と現行各公的年金制度から国庫負担を廃止し所得比例とした「社会保険年金」と

の２本建てを提案している。基本年金は、年齢要件（65 歳以上）のみを基準にし、一定額

の老齢年金を一律に給付する。財源は所得型の付加価値税としている2。基本年金の給付水

準は、老人夫婦のみ世帯の標準的な消費支出を基礎にその一定割合を支給する3。 

その後も基礎年金の全額税方式化を主張する意見はあったが、高齢化が深刻なものとな

るとともに、国民年金保険料の未納問題が深刻化し始めた 2000 年前後からは、全額税方

式への移行に関する検討が数多くなされるようになった。 

小塩（1998）は、公的年金は基礎年金に限定し２階部分は段階的に民営化することを提

言している4。基礎年金の支給額は現行水準とし、所得制限は行なわず、財源は消費税の導

入を考慮している。夫婦二人の基礎年金額は月額 13 万円とされている。 

橘木（2005）は、公的年金は一定額を支給する基礎年金のみとしており、２階建て部分

は、積立方式による任意加入ベースで民営化することを提案している5。基礎年金の財源は

全額税収に充て、累進消費税を導入する6。橘木（2005）は基礎年金による最低生活保障

を主張しており、基礎年金給付額は１人当たり９万円が妥当としている7。なお、支給の際

には何らかの制限を付けることが想定されている。 

深尾他（2006）は、現行の年金制度における問題点として、保険原理と扶助原理の複雑

な混在が、国民の年金制度への信用を阻害していることに着次し、保険原理と扶助原理の

役割分担を明確にした年金制度改正の選択肢を、年金財政モデル（RIETI モデル）を用い

て定量的に評価している8。 

 深尾他（2006）で検討されているのは、（１）基礎年金全額国庫負担化と（２）厚生年

金・国民年金統合一元化という２つの改革の選択肢であるが、このうち本稿とが深いのは

前者である。 

                                                      
2 所得型の付加価値税とは、経済活動にともなって生ずる付加価値を課税標準とする租税で、理論的には
国民所得に課税するものである。 

3 具体的には全国消費実態調査（昭和 49 年）による老人夫婦全世帯の 1 か月当たり消費支出額 90,623

円を基礎とし、老夫婦月額 5 万円、単身老人は月額 3 万円が想定されていた。さらに、社会保険年金を
加えると、当時の制度による年金額を上回るよう配慮されている。 

4 小塩（1998）の想定では、2 階部分の民営化（二重の負担の顕在化）は 40 年かけて段階的に移行する
ことになっており、民営化後は、個人勘定をベースとした財形年金貯蓄制度の創設を唱えている。 

5 また、２階部分の民営化する際に、140 兆円の積立金をほぼ全額保険加入者の積立金額に応じて還元す
るとしている。 

6 累進消費税とは、商品の贅沢度によって税率に差をつけるものである。 
7 橘木（2005）による給付水準の算定方法は次のとおりである。「平成 15 年家計調査」の総世帯ベース
での、世帯主年齢 65 歳以上の無職世帯（夫婦）の消費支出額 204,151 円のうち，うち食料、住居など
の生活必需品への支出にあたる全体の 80％を最低生活費とみなし、夫婦世帯で 17 万円、単身は 9 万円
と算定されている。 

8 RIETI モデルとは、年金財政の先駆けモデルである OSU モデルをベースとし、計算手法を参考として
いるものである。 
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（１）が実施されると、厚生年金から基礎年金勘定への拠出はなくなる。その分も含め、

2010年以降について、現在各年金勘定から拠出されている基礎年金給付にかかる支出をす

べて年金次的消費税で財源として賄った場合の必要消費税率が推計されている。平成16年

度の基準ケースを用いた推計結果によれば、マクロ経済スライドを発動しない場合、制度

変更当初は４％未満で済むが、2030年度以降、必要消費税率は伸びていき、2050年ごろに

は、５％～７％ほどになるとされる。一方、マクロ経済スライドを発動する場合、制度変

更当初は４％未満で済み、2030年度以降は4.5～６％ほどになると見込まれている。また、

将来の高い消費税率を避けるべく、2010年から2100年までの間で一定の消費税率を課して

必要な財源を確保する場合には、平準化消費税率はマクロ経済スライドを行う場合で約

4.8％、行わない場合、5.5％ほどになると試算されている。 

全額税方式化の最大のメリットは、保険料徴収の必要がなくなることで、保険料未納に

よる無年金者・低年金者が発生しなくなることである。しかしながら、全額税方式化する

ことになっても、既存の社会保険方式での給付をすぐに廃止することはできない。なぜな

ら、社会保険方式の下で保険料を負担してきた世代に対して、過去の納付状況を反映せず

全員に同額の給付を行うことにはおそらく多くの国民が反発するからである。 

したがって、全額税方式への移行を始めた年にちょうど 20 歳になり、初めて年金制度

に加入する世代が完全移行世代となる。移行を始めた年に 21～59 歳だった世代は、社会

保険方式の加入期間（39～1 年間）に応じて旧方式からの年金を受け取り、残りの期間に

ついては全額税方式分の年金を受け取ることになる。 

このように、完全移行まで約 40 年かかるため、その移行期間の無年金者・低年金者に

対しては別途配慮する必要がある。この点が全額税方式化のデメリットである。また、橘

木（2005）の推計によれば、全額税方式化への移行のために必要となる財源は、消費税換

算で 10％程度となる。移行後は現行制度に比べ国庫負担が２倍になるため、そのために必

要となる税金は莫大であることも、全額税方式化のデメリットである。 

第2節 本稿による政策シミュレーションの次

的 
現行制度の基礎年金額は、新規裁定者・既裁定者ともマクロ経済スライドの発動（ケー

スＣとケースＥでは 2043 年度まで、ケースＧでは 2058 年度まで）により毎年の年金改定

率が抑制されることになっている。現行制度のもとでは、マクロ経済スライドによる給付

抑制後には基礎年金受給額は月額３万円台に割り込む見通しとなっており、老後の生活を

基礎年金に頼る高齢者にとって、老後の生活は大変厳しくなることが懸念される。 

そこで本稿では、第１節で示したような現行制度に代わる４つの改革案について、その

効果と財政面での実現可能性について、政策シミュレーションにより検討する。 

本稿は、「平成 26 年財政検証」に合わせて公表されているバックデータと、その他の

統計を組み合わせることで、世帯類型・所得段階別の年金財政の将来推計を行い、さら

に、年金財政の負担・給付構造を変更した場合の政策シミュレーションを行うことで、独

自の分析をし、先行研究とはまた違う位置で研究を進める。本稿の政策シミュレーション

では、基礎年金の１人当たり給付額を維持するような改革として、４つの選択肢を検討す

る。そのうち、第一と第二はいずれも全額税方式化への移行を行う案である。さらに第一

は、現行制度のマクロ経済スライドによる給付抑制を行いつつ、その財源を徐々に国庫負

担 100％としていくという案（改革Ａ）である。第二は、全額税方式分の給付に対しては

マクロ経済スライドを適用せず、移行完了後は現在の給付額が維持されるという案（改革

Ｂ）である。改革Ａは給付を抑制する分だけ、必要となる追加の税負担が少なくて済む

が、基礎年金の最低生活保障機能は現在よりも低下することになる。改革Ｂは現状と同じ
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給付を維持するため改革Ａよりも手厚いが、その分必要となる国庫負担も多くなるという

特徴がある。なお、税方式分の給付には保険料納付状況が関係しないので、満額の給付が

行われるとする。 

 本稿で検討する改革の第三と第四は、現行の社会保険方式を維持しつつ、基礎年金の国

庫負担割合を逐次引き上げることで、給付の抑制幅を抑えるという案である。そのうち第

三は、新規裁定者の年金改定率にはマクロ経済スライドを適用せず、給付額を現在価格で

将来も現状と同じくするというものである（改革Ｃ）。ただし、改革Ｃでは既裁定者の年

金改定率にはマクロ経済スライドが適用されるとする。第四は、新規裁定者だけでなく既

裁定者についてもマクロ経済スライドを適用しないというものである（改革Ｄ）。 

改革Ｃは年金をもらい始める時点での給付額は将来も現在価値で見て同程度であるが、

その後の年金改定にはマクロ経済スライドが適用されるため、年齢が高くなるほど給付額

は抑制される。それに対して、改革Ｄでは年齢に関わらず将来にわたって現在と同額の給

付額が維持されるという違いがある。改革Ｃも改革Ｄも社会保険方式を維持することに変

わりはないので、保険料納付状況を反映した実額が給付されるものとする。 

さらに改革Ｃと改革Ｄについての政策シミュレーションにおいては、給付額維持の対象

を第１号被保険者のみとする場合（Ｃ－１、Ｄ－１）と、全被保険者を対象とする場合

（Ｃ－２、Ｄ－２）の両方を推計する。図３－２は改革Ｄ－１について示した模式図であ

る。 

 

図３－２ 改革Ｄ－１の模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号被保険者に対しては、現行制度でマクロ経済スライドにより減額される基礎年金

分を国庫負担の引き上げで賄い、現在と同等の給付を維持する。一方で、第２号および第

３号被保険者の基礎年金は、現行制度通りマクロ経済スライドによって抑制される。この

改革方式のメリットは、必要となる追加の税負担を抑えられることにある。第２号被保険

者、さらには第２号被保険者に扶養されている第３号被保険者は２階部分の給付も受ける

 

マクロ経済スライドによる減額分 

 

厚生年金（＋共済年金） 

 

 

保険料負担分（2 分の 1） 

 

 

 

 

厚生年金（＋共済年金） 

国庫負担分（2 分の 1） 

国庫負担分 
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ことができる9。そのことを踏まえ、最低生活保障維持について優先度が高い第１号被保険

者に対象を限ることで、費用対効果を重視した改革案である。 

ただし、追加の国庫負担は国民全体で負担することになるため、国民皆年金の理念から

すると、給付維持対象を第１号被保険者に限定することには反発も予想される。基礎年金

給付維持対象を全被保険者とすることでこの問題は解決できるが、必要となる国庫負担は

さらに増大するため、実現可能性の問題が生じる。そこで本稿では、全被保険者を対象に

基礎年金給付を現状維持した場合の推計も行い、その際の必要財源を推計することで費用

対効果の観点から検討を行う。図３－３は改革Ｄ－２について示した模式図である。 

 

図３－３ 改革Ｄ－２の模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、改革ＣとＤに共通するデメリットとして、保険料の未納問題が解消しないことが

挙げられる。このことについては、第５章において改めて検討する。 

  

                                                      
9 第３号被保険者に対する給付も基礎年金のみであるから給付維持の対象とすべきと考えることもでき
るが、近年の年金制度改正により、第３号被保険者が離婚した場合、次の日から起算して 2 以内に請求
を行うことにより相方の厚生年金記録（標準報酬月額・標準賞与額）を当事者間で 2 分の 1 ずつ分割す
ることができる仕組みとなっているため、第３号被保険者は相応分の２階部分の給付を受けることがで
きると本稿では想定している。 
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第4章  基礎年金財政に関する 

政策シミュレーション 

第1節 政策シミュレーションの枠組み 
複数の経済前提を想定して分析を行ったが、ここでは最も標準的であると考えられる

ケースＣの場合の結果のみを紹介する。 

本稿では、以下に述べるようなシミュレーション手法により、これらの制度改革を行っ

た場合の政策効果について推計を行った。推計の出発年度は 2014 年度とした。 

 将来の第１号被保険者数および第２号第３号被保険者数の年齢別見通しは、「平成 26

年財政検証」のバックデータである「財政検証詳細結果等」内の「被保険者数の見通し」

と、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年１月推計）」を基

に次のように設定した。「被保険者数の見通し」から将来の各時点での 50 歳の被保険者

数をとり、それを「将来推計人口」からとった将来の各時点での 50 歳の人口で割ること

で、その生年集団の被保険者割合とした10。これが 51 歳以降も一定であるとして 51 歳以

降の人口にかけることで、将来の第１号・第２号・第３号被保険者数とした。また、実際

には、受給開始年齢は 60～70 歳と個人により幅があるが、本稿の推計では被保険者が 65

歳になった時点で受給権者となり、すべての者が基礎年金を受給すると想定した。 

 次に、現行制度における１人当たり基礎年金給付額は「財政検証詳細結果等」内の「既

裁定者の年金額の見通し」より 1949 年生まれ（2014 年度の 65 歳）以降の年金額をとっ

た11。同見通しでは、それ以前の世代の年金額についての情報は得られない。そのため、

厚生労働省「平成 24 年度厚生年金保険・国民年金事業年報」から国民年金受給権者の年

齢別平均年金月額を 2012 年度の給付額とし、2013 年度と 2014 年度の年金改定率（2013

年は半年分が前年度の 99％、2014 年度は通年で前年度の 99％）を当てはめた。2015 年

度以降の 1948 年生まれ以前の各年齢の給付額は、前年度の給付額にその年度の年金改定

率が適用されると仮定して推定した。 

 ここからは、各改革における受給権者１人当たり基礎年金給付額の設定について述べ

る。 

                                                      
10 50 歳時点での被保険者割合をとった理由は、それ以降の年齢になると若いときには２号３号被保険者
だったものが次第に第１号被保険者になるからである。本稿でとくに考察の対象としたいのは就労期の
大半を第１号被保険者として過ごした人々であるため、このような方法をとった。実際には、第１号被
保険者であった期間は個人ごとで異なるため、改革後の制度設計においてはそのことも考慮する必要が
ある。なお、ケースＣとケースＥでは女性や高齢者の労働参加が進むケース、ケースＧでは労働参加が
進まないケースの被保険者数の見通しを用いている。 

11 ただし、「既裁定者の年金額の見通し」は満額支給を前提としているので、「平成 24 年度厚生年金保
険・国民年金事業年報」の 65 歳の平均年金月額 56,782 円を 2012 年度の基礎年金月額（満額）65,541

円で割った 0.87 を将来の全年齢の給付実額割合（対満額）として、将来の給付実額を推計している。 
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 改革Ａでは、2015 年度から 40 年かけて税方式へ移行するので、1995 年生まれ（2015

年度に 20 歳）以降の世代は 65 歳になれば満額の基礎年金を受給できる。税方式分の年金

を受け取るのは 1959 年生まれ（2015 年度における 59 歳）以降であり、2021 年度から税

方式分の給付が始まる。新しい世代ほど税方式化された期間が長くなるので、税方式分の

年金をもらう割合が高まる。ただし、マクロ経済スライドによる給付抑制は行われるの

で、満額でも実額でも受給額（2014 年度価格）は少なくなる。 

 したがって、将来の新規裁定基礎年金額は 

 

  現行の１人当たり受給額（満額）×税方式化後の期間 

＋現行の１人当たり受給額（実額）×（40 年－税方式化後の期間） 

 

のように設定される。 

 １人当たり受給額のうち、現行制度での給付分はその半分が、税方式での給付分は全額

が国庫負担となる。すなわち、 

 

  ｔ年度の１人当たり国庫負担 

＝現行の１人当たり受給額（満額）×税方式化後の期間 

＋0.5×現行の１人当たり受給額（実額）×（40 年－税方式化後の期間） 

 

と計算される。 

 改革Ｂでは、改革Ａとほぼ同様であるが、税方式年金にはマクロ経済スライドを適用し

ないので、税方式分の１人当たり受給額は 2014 年度価格で見て一定となる。 

 改革Ｂでの将来の新規裁定基準基礎年金額は 

 

  スライド調整なしの場合の１人当たり受給額（満額）×税方式化後の期間 

＋現行の１人当たり受給額（実額）×（40 年－税方式化後の期間） 

 

と設定される。給付抑制をしない分、改革Ａよりも多くの給付が必要となる。改革Ａと同

じく、各年度に必要となる１人当たり国庫負担は 

 

  ｔ年度の１人当たり国庫負担 

＝スライド調整なしの場合の１人当たり受給額（満額）×税方式化後の期間 

＋0.5×現行の１人当たり受給額（実額）×（40 年－税方式化後の期間） 

 

となる。 

 改革Ｃでは、2014 年度の新規裁定の基礎年金実額（5.6 万円）を将来維持していくもの

であり、66 歳以降の年金改定率にはマクロ経済スライドが適用される。 

 改革Ｃでのｎ歳時点の１人当たり基礎年金額は 

 

  ｎ歳時点の１人当たり受給額 

＝5.6 万円×66 歳時点のスライド調整率×…×ｎ－１歳時点のスライド調整率 

 

というふうに設定される。改革Ｃでは、マクロ経済スライドによる減額分をすべて国庫負

担で賄うので、１人当たり受給額はそのまま１人当たり国庫負担となる。 

 改革Ｄでは、2014 年度の新規裁定・既裁定の基礎年金実額（5.6 万円）を将来維持して

いくものであり、改革Ｃと大きく異なるのが、66 歳以降の年金改定率にマクロ経済スライ
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ドが適用されないということである。2032 年度には年金受給者のほとんどが 5.6 万円近く

もらえるようになる。 

 改革Ｄでの１人当たり基礎年金額は 

 

  ｎ歳時点の１人当たり受給額＝65 歳時点の１人当たり受給額 

 

となる。改革Ｄでも、マクロ経済スライドによる減額分をすべて国庫負担で賄うので、１

人当たり受給額はそのまま１人当たり国庫負担となる。 

 このようにして、各改革ケースでの年度別・年齢別１人当たり国庫負担を設定したうえ

で、これに各年度の年齢別受給権者数をかけ、それを合計することで、改革に必要な国庫

負担総額を計算する。 

推計結果を考察しやすくするため、国庫負担総額はすべて消費税率換算している。2011

年度決算ベースの消費税額と地方消費税の合計および 2011 年 10 月時点の総人口から消費

税１％分の１人当たり税収を求めたものを賃金上昇率で 2014 年度価格に換算し、これが

将来も一定であると仮定して、それに将来の各年度の総人口をかけることで消費税１％当

たりの消費税収を設定し、それで必要な国庫負担総額を割ることで、消費税換算した国庫

負担とした。 

第2節 全額税方式化についての分析結果 
 ４つの改革案の概要は以下の通りである。 

改革Ａは、基礎年金給付費の半分を国庫負担で賄う現行制度から、給付費すべてを税で

賄う制度（全額税方式）へ、2015 年度から 40 年間かけて移行するものである。移行過程

においてマクロ経済スライドによる給付額の抑制は行われる。改革Ｂは、改革Ａと同様に

2015 年度から全額税方式へ移行するものである。ただし、税方式での給付分についてはマ

クロ経済スライドを適用せず、2014 年度の給付額を満額で将来も維持する。改革Ｃと改革

Ｄは、いずれもマクロ経済スライドによる抑制をせず、その財源は基礎年金国庫負担割合

の逐次引き上げにより賄うものである。改革Ｃは、新規裁定者のみ、2014 年度の給付実額

を将来も維持し、既裁定者に対してはマクロ経済スライドを適用する。改革Ｄは、新規裁

定者および既裁定者の 2014 年度の給付実額を維持する。 

政策シミュレーションでは、①新規裁定者の基礎年金受給額（基準①）、②追加で必要

となる国庫負担（基準②）、③各生年集団の年齢別基礎年金受給額（基準③）の３つの推

計を行い、それを比較することで改革の効果と財政面での実現可能性について検討する。

シミュレーションにおいては、「平成 26 年度財政検証」で示されている複数のケースの

うち、最も標準的と考えられるケースＣを前提とした。 

まず４つの改革案のうち、現行制度と改革Ａ、改革Ｂを、基準①について比較したのが

図４－１である。 

 2014 年度の新規裁定者の基礎年金受給額は実額 5.6 万円で、このまま現行制度を続ける

と 2043 年度の 3.9 万円まで低下し、その後横ばいとなる。改革Ａでは、2014 年度の実額

5.6 万円から、マクロ経済スライドによる給付抑制が終わる 2042 年度の実額 4.3 万円まで

低下する。その後は全額税方式への移行に伴い給付額は上昇し、移行が完了する 2055 年

度に受給額は 4.5 万円まで上昇し、その後横ばいとなる。改革Ｂでは、2014 年度の実額

5.6 万円から 2020 年度の 5.2 万円まで低下するが、その後は横ばいとなる。改革Ｂでは税

方式分の給付にはマクロ経済スライドが適用されない分だけ、改革Ａに比べ給付額は抑制

されないためである。2043 年度のマクロ経済スライドの終了後は、給付額は上昇し、

2060 年度には 6.4 万円にまで上昇し、それ以降は横ばいとなる。 
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改革Ａ、Ｂのいずれにおいても、現行制度の将来の実額 3.9 万円よりも受給額は多くな

る。特に改革Ｂでは、2020 年度以降受給額が減少することはなく、将来的には 2014 年度

の満額と同額の 6.4 万円が給付されることになる。 

 

図４－１ 新規裁定者の基礎年金受給額（2014 年度価格） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）筆者推計。 

 

ただし、このように現行制度よりも受給額を増やそうとすると、追加で必要となる国庫

負担も増加することは容易に推察される。改革Ａ、改革Ｂのそれぞれで必要となる国庫負

担を消費税率換算して表したもの、つまり基準②の推計が図４－２である。各改革の１は

第１号被保険者を対象とし、２は全被保険者を対象とすることを表している。 

税方式分の給付が始まる 2021 年度から、追加の国庫負担が必要となってくる。仮にそ

れを消費税によって賄うとすれば、第１号被保険者を対象とする改革Ａ－１では、必要と

なる追加の消費税率は 2021 年度で 0.8％から上昇し、その後 2080 年代には１％台後半と

なる。全被保険者を対象とする改革Ａ－２では必要な財源はさらに多く、2021 年度の

3.5％から上昇し、最終的には９％台に至る。改革Ｂ－１では、2021 年度で 0.8％から上

昇し、その後 2080 年代には２％台半ばとなる。改革Ａ－１と同様に、改革Ｂ－２でも必

要となる財源はさらに多く、2021 年度の 3.5％から上昇し、最終的には 13％台と非常に高

い税率にする必要がある。 

改革Ａ、Ｂのいずれにおいても、実現しようとすると国庫負担は増大するため、それを

消費税の引き上げによって賄うとすれば、より高い税率が必要になる。特に改革Ｂは全被

保険者を対象に実現しようとすると、将来的には消費税率が 13％を超える。そのため、実

現は難しいと推察する。 

 もう一つ、全額税方式化の特徴は、完全移行までに多くの時間がかかることである。そ

れにより、世代によって税方式化の影響が大きく異なることになる。この点について、次

の図４－３で確認する。 
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図４－２ 追加で必要となる国庫負担（消費税率換算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）筆者推計。 

 

図４－３は、改革Ａと改革Ｂを基準③について比較したものである。ここでは、2015 年

度に 65 歳となり基礎年金を受給し始める 1950 年生まれ、2035 年度から受給し始める

1970 年生まれ、さらに、2055 年度から受給し始める 1990 年生まれの各生年集団を比較

の対象とした。 

 まず改革Ａについて見ると、65 歳時点の基礎年金給付額は 1950 年生まれが 5.5 万円、

1970 年生まれが 4.8 万円、1990 年生まれが 4.5 万円と、マクロ経済スライドの影響を受

けるために若い世代ほど低くなる。ただし年齢が進むと税方式化の影響が表れ、税方式化

の恩恵を受けない 1950 年生まれの基礎年金受給額は 93 歳時点の 3.1 万円まで低下する

が、1970 年生まれでは 79 歳の 3.3 万円までの低下で収まる。さらに 1990 年生まれでは

77 歳に 3.6 万円となった後は横ばいとなり、80 代後半以降で比較すると受給額は若い世

代ほど多くなる。 

改革Ｂでは税方式年金にマクロ経済スライドを適用しないため、税方式年金を受け取る

世代の給付額は全体的に充実する。実際、65 歳時点の基礎年金給付額は、1950 年生まれ

は 5.5 万円と改革Ａと変わらないが、1970 年生まれは 5.2 万円、1990 年生まれは 6.1 万

円である。古い世代ほど税方式化から受ける恩恵は小さくなるので、税方式移行開始時に

すでに 40 代である 1970 年生まれの 65 歳時点の給付額は、1950 年生まれに比べても少な

くなっている。ただし、80 代後半以降で比較すると、税方式化への移行は若い世代ほどメ

リットが大きいことがわかる。実際、1950 年生まれは 94 歳の 3.1 万円まで低下するのに

対して、1970 年生まれでは 79 歳以降は 3.6 万円で横ばいとなり、1990 年生まれでは、

77 歳以降は 4.9 万円で横ばいとなる。 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

25 

 

図４－３ 各生年集団の世代別基礎年金受給額（2014 年度価格） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）筆者推計。 

 

 改革Ａ、Ｂのいずれにおいても 1950 年生まれの人は、2015 年度から税方式化を行って

もその影響を受けることはなく、現行制度の給付額をもらうことになる。改革Ａを行う

と、給付額の低下は抑えられるが、マクロ経済スライドの影響を受けるため若者ほど受給

額が少ない。改革Ｂでは 1950 年生まれと 1970 年生まれを比べても、改革Ａと同じような

結果がみられる。しかし、1990 年生まれはマクロ経済スライドの影響を受けないため 4.9

万円と他の世代より多く給付されることになる。以上の結果から、改革Ａと改革Ｂを比較

すると、改革Ｂの方が効果的であると考えられる。ただし、図４－２で述べたように高い

税率は避けられないので、実際に行うのは難しいと推察する。 
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第3節 国庫負担逐次引き上げについての分析

結果 
では次に、現行制度と新規裁定者のみ給付を維持する改革Ｃと、新規裁定者と既裁定者

の給付を維持する改革Ｄを同様の基準で対比する。現行制度と改革Ａ、改革Ｂを、基準①

について比較したのが図４－４である。 

改革Ｃ、Ｄのいずれにおいても、新規裁定者の基礎年金受給額は、2014 年度の給付実額

5.6 万円を生涯に渡って保障する。上述の改革Ａと比べると 2024 年度では最大で 1.3 万円

も多く受給額を得ることができる。また、改革Ｂと比べると、2060 年度で最大 0.8 万円少

なくなるが、改革Ｂは高い税率を課すことになるため実際に行うのは困難である。 

 

図４－４ 新規裁定者の基礎年金受給額（2014 年度価格） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）筆者推計。 

 

ただし、上述したように 2014 年度の実額を維持しようとすると、追加で必要となる国

庫負担も増加する。そこで、図４－５で基準②について比較する。 

 改革案の概要で述べたように、改革Ｃと改革Ｄは、いずれもマクロ経済スライドによる

抑制をせず、その財源は基礎年金国庫負担割合の逐次引き上げにより賄うという仕組みで

ある。そのため、国庫負担が追加で必要となる時期もそれぞれで異なる。第１号被保険者

のみを対象とする改革Ｃ－１では、必要となる追加の消費税率は 2025 年度で 0.1％から上

昇し、その後 2070 年代には 0.7％でほぼ横ばいとなる。全被保険者を対象とする改革Ｃ－

２では必要な財源は増え、2021 年度の 0.1％から上昇し、最終的には４％台に至る。第１

号被保険者のみを対象とする改革Ｄ－１では、2017 年度で 0.1％から上昇し、その後
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2040 年代には１％台前半となる。全被保険者を対象とする改革Ｄ－２でも必要となる財源

は多くなり、2015 年度の 0.1％から上昇し、最終的には５％台半ばとなる。 

改革Ｃ、Ｄのいずれにおいても、実額 5.6 万円を維持しようとすると国庫負担は増大し、

より高い消費税率にする必要がある。しかし、第２節で述べた改革Ａ、Ｂと比べると改革

Ｃ、Ｄの消費税率は、５％～９％も少ない税率で実現できる。 

 

図４－５ 現行制度に加えて追加で必要となる国庫負担（消費税率換算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）筆者推計。 

 

 図４－６では、改革Ｃと改革Ｄを基準③について比較した。 

まず改革Ｃについて見ると、65 歳時点の基礎年金給付額は全世代とも実額 5.6 万円であ

る。現行制度の影響から、1950 年生まれは 92 歳時点には 3.2 万円まで低下するが、1970

年生まれは 79 歳の 3.9 万円で収まる。さらに、1990 年生まれでは 77 歳に 4.4 万円となっ

た後は横ばいとなり、新規裁定者は 5.6 万円で維持される。つまり若い世代ほど受給額は

多くなる。 

改革Ｄでは、既裁定者も含むため全生年集団で 5.6 万円を維持し続ける。 

 改革Ｃは、改革Ａと比べると、65 歳時点の基礎年金給付額は 1950 年生まれでは 0.1 万

円、1970 年生まれは 0.8 万円、1990 年生まれは 1.1 万円も多く受給でき、減額も 1950 年

生まれは 0.1 万円、1970 年生まれは 0.6 万円、1990 年生まれは 0.8 万円も抑えることが

できる。また、改革Ｂと比べると、受給額こそ少し少ないが消費税率が半分で済むことか

ら改革Ｃは国民への負担が小さい。 

 改革Ｄは、全生年集団が 5.6 万円を受給でき、それが一定であるため、改革Ａ、Ｂと比

べると公平性もあり、安定した額を得ることができる。 
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図４－６ 各生年集団の世代別基礎年金受給額（2014 年度価格） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ出所）筆者推計。 
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第5章  基礎年金の最低生活保障 

機能の維持のために 

前章の分析結果を踏まえ、４つの改革案の長所と短所について改めて比較検討を行う。 

まず、全額税方式化へと移行する改革Ａおよび改革Ｂでは、40 年という長い期間をかけ

て税方式年金へと移行する。税方式年金から受ける年金給付の割合は若い世代ほど多くな

るため、現在年配の世代ほど、税方式化から受けるメリットは小さくなる。そのため、世

代間の不平等が生じる。 

改革Ａではマクロ経済スライドを適用するため、受給開始時点では若い世代ほど給付額

は少なくなるが、若い世代ほど全額税方式移行による恩恵が多くなるため、80 歳を超えた

あたりからは給付額の逆転が起こり、若い世代ほど給付額は多くなる。 

改革Ｂではマクロ経済スライドを適用しないため、全額税方式化による給付額は改革Ａ

に比べて多くなる。しかし、改革Ａと同様、移行に 40 年を要することにより給付額が世

代で大きく異なるという特徴がみられる。全額税方式による恩恵を大きく受けるのは、現

在非常に若い世代であり、現在の年輩世代には恩恵が少ない。 

税方式化の最大のメリットは、未納問題が解消され財源の確保が確実になることであ

る。しかしながら、財源をすべて国庫負担に頼ることにより、財源確保のために高い税率

は避けることができない。改革Ａと改革Ｂにおいて、マクロ経済スライドの影響により改

革Ｂよりも改革Ａのほうが給付額は低くなるため、必要な消費税率は低くなっている。し

かし、全額税方式を実行するためには高い税率が必要である。 

どの税財源を用いるかは後ほど改めて検討するが、いずれの税に頼るにしても、大きな

国民負担が必要となることは避けられない。 

これに対して、改革Ｃおよび改革Ｄは現行制度のマクロ経済スライドで減額される基礎

年金分だけ国庫負担を逐次引上げることで基礎年金給付額の減額を抑制するものである。

現行制度で予定されている給付額の減額を抑制するだけなので、現在の若い世代のみに恩

恵が集中するようなことは避けられる。 

この改革案のもう一つのメリットは、全額税方式に比べ必要な財源を抑えられることで

ある。全額税方式に比べると必要財源は消費税率換算で５～９％少なくなる。ただし、改

革Ｃと改革Ｄでは、全額税方式でないため保険料未納の問題は残る。そのため、基礎年金

額を維持するための税率は全額税方式の改革Ａおよび改革Ｂに比べると低くなる。 

ただし、改革Ｃでは既裁定者の年金改定にマクロ経済スライドが適用されるため年齢が

進むほど給付額は減額される。そのため、長生きするほど年金のみでの老後生活を送るこ

とが困難になっていく。 

一方、改革Ｄの場合には、既裁定者の年金改定にマクロ経済スライドを適用しないの

で、年齢にかかわらず同額の基礎年金額が保障される。したがって、基礎年金の最低保障

年金機能を維持するという観点からみれば、４つの選択肢のうち、改革Ｄが最も望ましい

と言える。 

改革Ｄを実施する際、基礎年金給付額維持の対象をどこまですべきかということについ

ても前章で検討を行った。 
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対象を第１号被保険者のみに絞る改革Ｄ－１と全被保険者を対象とする改革Ｄ－２を比

べると、必要な追加の国庫負担は改革Ｄ－１のほうが少なくて済む。しかしながら、第１

号被保険者のみに恩恵が及び、第２号・第３号被保険者はマクロ経済スライドによる減額

を受けることになるので、公平性の観点から批判も予想される。 

追加の税負担を最小にして、最も救済すべき第１号被保険者に対象を絞るか、公平性を

重視してすべての被保険者の基礎年金給付を維持し、その代わり大きな税負担を受け入れ

るかは、簡単に結論づけがたい。より公平な改革である改革Ｄ－２が最善であると筆者は

考えるが、もちろん最終的な判断については国民の審判に委ねたい。 

ただし、改革Ｄは現行の社会保険方式を維持するため、未納問題は解消しない。そのた

め、将来無年金・低年金に陥る高齢者が発生してしまう可能性はなお残る。しかし、国庫

負担引き上げにより、給付費に占める国庫負担の割合が現行制度よりも多くなることがプ

ラスに作用する可能性がある。保険料免除期間の給付額には国庫負担が反映されるため、

現在は満額の２分の１が給付される。改革実施により国庫負担割合が高まれば、免除期間

の給付額が増えるので、免除申請をするインセンティブが強まるので、免除申請をせずに

いた未納者が減少することも期待される。 

 

改革Ｄを実行するにあたって具体的に検討すべきなのは以下の３つである。 

（１）国庫負担引き上げのための増税分の課税ベースをどうするか。 

（２）度重なる増税をいかにスムーズに実行するか。 

（３）追加の国庫負担による新たな給付分の取り扱いをどのように設計するか。 

 

（１）については、本稿で提言する改革案に限らず、少子高齢化の進展や公的債務累増

への対処策としての増税に関する政策論議でつねに検討課題となっているものである。課

税ベースの選択には最適解は存在せず、本稿での分析で検討可能な範囲を超えているが、

検討にあたっての論点を明らかにしておく。 

第一に、本稿の改革実行には相当程度の追加の税負担が必要であるため、もともとの税

収規模の大きい税を増税することが望ましい。候補としては、所得税、法人税、消費税と

なる。第二に、景気に左右されず安定的な税収が見込めることを求めるなら、企業の付加

価値を課税ベースとする法人税や主に労働所得を課税ベースとする所得税よりも、消費税

が望ましいことになる。第三に、負担の公平性の観点である。世代間での公平性について

は、将来世代ほど負担が高まる見通しとなっており、どの世代からも平等に税を徴収する

という視点に立てば、所得税の引き上げは現役世代にさらなる負担を強いることになって

しまう。したがって、高齢世代にも応分の負担を求める消費税が望ましいといえる。 

また、本稿の改革案は老後の生活を主に基礎年金のみに頼る低所得層への給付を手厚く

するものである。消費税への批判としてしばしば逆進性の問題が指摘されるが、低所得層

に恩恵をもたらす本稿の改革のための財源ということであれば、消費税増税にも一定の理

解が得られるのではなかろうか。以上のような考察のもと、本稿では消費増税による財源

確保を前提とする。 

次に（２）について検討する。現在日本は租税法律主義の立場をとっているため、税率

を変更するために国会による審議を受ける必要がある。本稿の改革Ｄ－２では、2040 年ま

でに５％まで引き上げる必要があり、５、６年に一度、１％ずつ引き上げることを必要が

ある。そのため、租税法律主義による税率の改定をことあるごとに審議しなければならな

い。また、５年に１度による財政検証の結果によっては急な増税も考えられ、国会による

審議が必要になる。国会による審議をスムーズに行うために５年に１度の財政検証の結果

による消費増税の改定を 2040 年まで審議を通さずに増税を行うような制度もある。 

（３）については、改革の財源のための消費税分は一般財源の消費税収とは別枠で扱

い、次的税としたほうが国民の理解が得られやすいと考えられる。ただし、その場合に
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は、消費税率の引き上げが少なくとも１％単位でしか行えないことを考慮しなければなら

ない。必要な国庫負担は年々連続して増えていくため、毎年ちょうど必要となる財源をそ

の年の税収で確保することは難しい。そのため、改革のための専用の勘定を年金特別会計

内に作り、財政検証をもとに計画されたスケジュールに従って徴収される消費税分を勘定

内で基金化して、年度間で資金調整を行う必要がある。これは専用勘定が積立金を持つこ

とに他ならないので、積立金の管理運用にも配慮がいる。他の年金積立金と同様、GPIF

に運用を委ねるというのが現実的であろう。 
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おわりに 

本稿では、年金財政を安定させるために導入されたマクロ経済スライドにより、将来的

に受け取ることができる年金が減少していくという問題を取り上げた。その中でも、老後

の最低生活保障という大きな役割を果たしている基礎年金に焦点を当てた。 

 厚生労働省「平成 26 年財政検証」によれば、標準的なケースでは、現在価格で見た基

礎年金給付額は徐々に減少していき、2060 年頃には基礎年金額は多くて月額 4.7 万円、少

なくても 3.4 万円しか受け取ることができず、現行制度のままでは、基礎年金の最低生活

保障機能は徐々に低下していくことになる。 

そこで本稿では、厚生労働省「平成 26 年財政検証」に合わせて公表されているバック

データと、その他の統計を組み合わせることで、世帯類型・所得段階別の年金財政の将来

推計を行い、さらに、年金財政の負担・給付構造を変更した場合の政策シミュレーション

を行うことで、より安心できる年金制度に向けた改革は可能か、また、具体的な制度設計

はどのようなものが望ましいかについて検討した。 

政策シミュレーションで検討した４つの選択肢のうち、全額税方式へ移行する改革（改

革Ａ、Ｂ）はいずれも、未納問題を解消するという利点を持つものの、世代間で給付額に

大きな隔たりが生まれ、必要な財源も多額になるという問題があることが分かった。 

残り２つの選択肢である国庫負担逐次引き上げ（改革Ｃ、Ｄ）により、全額税方式に比

べ低い税負担で基礎年金の減額が抑えられる。とくに改革Ｄは、年齢にかかわらず一定の

基礎年金給付を比較的少ない税負担で実現できるため、メリットが大きいと考えられる。 

 本稿では、基礎年金の最低生活保障機能の維持を重視する立場から、マクロ経済スライ

ドによる基礎年金減額を追加の国庫負担で補う改革Ｄが最適であると考える。 

 改革の具体的な制度設計としては、（１）課税ベースが広く安定的な税収を確保できる

消費税により追加の国庫負担を賄うこと、（２）財政検証の際に必要な追加の国庫負担を

推計し、それを賄うように自動的に税率を変更することを消費税法の条文に明記するこ

と、（３）一般財源の消費税収とは別に、年金特別会計内の新たな勘定で増税分を取扱

い、積立金の運用については他の年金積立金と合わせて GPIF に委託することを提唱す

る。 

 改革の実施により、単身世帯の第１号被保険者も安心できる年金制度の実現が可能にな

る。 
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