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2009 年 2 月 10 日 
（スマイル会） 

 
日本の年金制度について 
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（本文） 
I. 社会保障制度一般についての基礎知識 
 1．沿革等 

（参考）社会保障（social security）のラテン語語源―SE(without)  CURA(care－
懊悩・心配) 

* 16―17 世紀の欧州 
農村共同体の相互扶助 
教会教区による救貧制度（慈善的施策） 

* 18 世紀後半の英国 
産業革命による都市労働者の大量発生に対応する必要 
労働不能貧民は救済（新救貧法） 
労働可能貧民（児童を含む）には強制労働 

* 19 世紀後半のドイツ 
    産業革命後の社会階層間格差の拡大、社会主義労働運動の拡がりを背景に、

包括的な政府管掌社会保険制度（疾病･障害･労災･老齢）の創設を企図（国

家的産業政策による富国強兵―ビスマルク）。 
これに対し、中世ギルドに由来する各産業の伝統的共済組合が、国家管掌と

国庫負担に反対、その結果、被保険者は民間企業の労働者に限定、国家管

掌と国庫負担は抑制（国家の指導監督権限は認める）するという体制が成

立 
* 第一次大戦・1929 年大恐慌以降における社会保障制度の世界的発展 

       欧州―既存の社会保険制度の整備拡充が進捗 
       米国―ニューデール政策の一環（1935 年社会保障法）として、年金保険・

失業保険制度を導入（年金保険者は連邦政府、被保険者は商工業

被用者、財源は労使折半拠出、拠出・給付は所得比例制、連邦一

般財政とは分離した信託基金で運営。失業保険の保険者は州政府

という体制）。ただし、医療保険の導入は見送り（診療報酬決定の

自由への脅威として医師組織が反対） 
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    * 第二次大戦後における社会保障制度の積極的拡充   
       背景 （1）冷戦下社会主義運動拡大への対抗策としての意味 
         （2）雇用確保・国民福祉の向上は国家責任という意識の変化（「福祉

国家」理念の明確化―1942 年の ILO 報告、同年ベヴァリッジ

報告） 
なお、戦時中の税制改革・租税徴収体制強化は制度運営に寄与 

      制度整備 
 疾病・労災・失業・老齢・傷害等の貧困原因を保険対象とする 

包括的社会保制度の確立 
年金保険等の被保険者を被用者から非被用者に拡大（国民保険制 
度の一般化、給付水準の引き上げ＜賃金・物価スライド制導入

等＞） 
          その他児童（家族）手当制度等、公的扶助制度・社会福祉制度整備 
       結果として、社会保険の政府管理・財政措置への依存度増加、社会保険

の管理運営のための集権的行政機構が拡大 
    * 1980 年代における福祉政策の変質（レーガン･サッチャー時代）    

石油ショック後のスタグフレーションを背景に、福祉は「経済成長にとっ

ての負担」という意識が醸成（｢大きな政府｣批判―社会保障圧縮政策）。

その後の冷戦構造の変化･社会主義的思潮の衰退もこれに拍車。 
     * 1990 年代から現在まで 
       ｢負担としての社会保障｣から、「安定成長の基盤としての社会保障」とい

う意識への変化 
                      
 

2．社会保障制度の機能 
＊リスク・プーリング機能―自己の責任に帰することのできない理由によって

最低限度の生活を営むことができない場合に備えて、社会全体でそれを

保障する…（a） 
＊リスク軽減機能―人々の生活水準が最低限度以下に陥る危険性そのものを社

会全体で引き下げる…（b） 
     

具体的には 
      公的扶助（生活保護等）…a（リスク顕現化後の事後的対応） 
      社会保険（年金・医療・雇用保険等）…a（事前的なリスクの分散） 
      社会福祉（児童・母子・障害者等対象）…基本的に a、しかし b をも期待 
      公衆衛生（国民の健康維持増進のための公的サービス）…b 
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3．社会保障制度への公的関与の根拠等について 
   疑問点 
     （1）人々になぜ最低限度の生活を保障する必要があるのか 
     （2）仮に必要があるとしても、なぜ民間でなく政府が担当する必要があるか 
    

（1）について 
     最低限度の生活を営む権利は基本的人権を構成する重要な要素（日本国憲法

第 25 条―理念の問題）、また、貧困の放置は社会的混乱・暴動発生を招く

危険性（現実的・政治的考慮） 
     ただし、保障されるべき最低限度の所得水準とは何かという問題は残る（公

平性に関する各個人の価値判断の問題） 
   （2）について 
      近隣効果（neighborhood effect）―他人がどのような行動をとるかによっ

て自己の行動を決める。その結果として必要な所得の再分配が行われな

い可能性がある 
      逆選択（adverse selection）―民間保険の場合、低リスクの人は保険に入

らず、高リスクの人だけが保険に加入する結果、保険料はますます高騰

し、保険そのものが成立しなくなる可能性 
      規模の利益 
       国による一括管理運用がより効率的かつ効果的という発想…これに対し

ては過度のパターナリズムという批判 
       能力･知識の面で十分でない国民に代わって国家が面倒を見る必要があ

るという意識…これに対しては、国家はそれほど有能かつ効率的かと

いう疑問（例：日本の社会保険庁） 
 
 

4. 日本における社会保障制度の歴史と課題 
    歴史的特色―基本的には戦後の著しい経済成長が生活水準向上に寄与。この間、

家族･企業による保護･保障の果たしてきた役割大（ピラミッド型人口構成

もプラス）。その結果、福祉の面では欧州諸国に比して社会的な対応に遅れ

がみられる。 
    1959 年社会保障制度審議会「社会保障制度に関する勧告」 
      日本国憲法第 25 条の定める生存権の理念に基づき、国家の責任の下で社会

保障制度を構築すること、社会保険制度を中心とし、国家扶助･公衆衛生･

医療ならびに社会福祉でこれを補完することを目標として掲げる 
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1961 年 
医療・年金にかかる国民皆保険システムが完成。もっとも、実質的には戦 
時中の「1940 年体制」下で整備されていたもの（特に医療保険） 

    今後の課題 
低成長･低所得時代の到来、少子高齢化等を背景とする家族制度の変質（個

の時代）、企業による保障制度（終身雇用･社員用保健医療施設･再就職世

話等）の圧縮（株主資本主義の浸透）等を背景とするリスクの増大に社

会的にどう対応していくか、包括的な社会的セーフテイ･ネットの再構築

が課題。その場合、望ましい公私の役割分担はどのようなものかについ

て議論を重ねる必要（1996 年社会保障制度審議会勧告｢社会保障体制の

再構築｣による問題提起） 
      なお、「現行年金制度を維持するために少子化対策が必要」という発想法に

ついては次のような問題がある 
         目的と手段との取り違え？ 
         有効性に疑問。仮にあったとしても即効薬にはなり得ない。 
 
 

5．日本の社会保障制度の全体像 
 

    日本の社会保障給付費の規模と推移…図表 1 
    社会保障給付費の国際比較…図表 2 

一般会計社会保障関係費の規模と推移…図表 3 
（付）社会保障関係費の内訳 
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II.日本の公的年金制度 
 

1．現行体系の概要 
日本の年金制度…図表 4 
保険料納付と保険金受給の関係…図表 5 
各種公的年金制度の収支状況と積立金残高…図表 6 
公的年金の資金運用の仕組みと運用状況…図表 7 

｛付｝公的年金制度の国際比較…図表 8 
   租税及び国民負担率の国際比較…図表 9 
 

2. 沿革 
   1941 年厚生年金制度 
   1948 年国家公務員共済制度、その後地方公務員･私立教職員共済等制度 
   1961 年国民年金制度（国民皆年金の達成） 
   1985 年以前―被保険者の職種に応じて複数の制度が分立（例：船員保険） 
   1985 年の改革―国民年金を改組。全職業に共通の基礎年金制度を創設、同時に

第 3 号被保険者を設定 
 

3．現行制度の諸問題  
（1）現行方式（賦課方式＜修正積立方式＞・確定給付型）のメリット･デメリット 

      基本的には、現役世代から引退世代への世代間所得再分配装置 
      積立方式に比べ、インフレに強いという長所（賃金上昇に伴い、現役世代

からの保険料収入が増える） 
      人口構成がピラミッド型の時は収支に余裕、しかし少子高齢化時代には年

金の財政状態悪化、持続可能性に疑問（ネズミ講的性格） 
｛付｝人口動態の現状と推移…図表 10 
 

（2）公平性の問題 
     制度間公平の問題 

厚生・共済年金加入者から国民年金加入者への所得移転装置になっている 
厚生･共済間でも利害が対立する（一元化問題は難航） 

     世代内公平の問題 
国民年金保険料が定額であることによる逆進性 
第 3 号被保険者問題（第 1 号・第 2 号対比） 
実際の報酬ではなく、標準報酬を基礎とする保険料計算（もっとも、保険

金給付段階では上限あり） 
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     世代間公平の問題（注） 
      現役世代所得の一定割合（所得代替率）の給付をめざすという発想法― 
       拠出累計額と給付累計額（割引現在価値換算）との間の不均衡問題 
     税制に係る問題 
      第 3 号被保険者の年収制限（就業抑止効果―130 万円の壁） 
      在職老齢年金制度（同上―在職期間中基礎年金支給停止） 
      保険料の所得控除制度の公平性 

（3）持続可能性の問題 
国民年金制度の空洞化問題 

   保険料免除者の増加・納付率の低下（免除･納付猶予･未納併せて 850 万人） 
厚生年金制度（注）の空洞化問題 

（注）すべての法人事業所及び従業員 5 人以上の個人事業所に加入義務 
   雇用主―保険料支払回避行動（納付率向上を目指す社会保険庁との結託も） 
   被用者―被用者自身の忌避も 

非正規労働者の増加による受給資格問題（注） 
（注）「通常の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね 4 分の 3 以上で

ある就業者」は｢原則として被保険者として取り扱う｣という規定 
管理運営主体の問題 

   社会保険庁の解体、日本年金機構（非公法人）の創設（2010 年 1 月） 
   保険料徴収体制の強化（税・社会保険料の一括徴収案 ＜例＞米国の 

Internal Revenue Service） 
   社会保障番号制度導入の可能性（納税者番号制度との統一問題） 

 
4．改革の試みと将来展望 
（1）2004 年の制度改革（2017 年度までに実現） 

イ. 厚生年金保険料の段階的引き上げ（改正前の総報酬の13.5%から18.30%へ、

以後その水準で固定） 
ロ. 国民年金の保険料の段階的引き上げ（改正前の月 1．33 万円を 1.69 万円へ、

以後その水準で固定） 
ハ. 保険金給付水準を自動調整する「マクロ経済スライド」を採用 

    改正前は、受給開始時（新規裁定）の年金額は賃金上昇率で、受給開始

後（既裁定）の年金額は物価上昇率でそれぞれスライド 
    改正後のマクロ経済スライドは次の方式で計算（実質的給付減額） 
     「平均寿命の伸びを勘案した一定率（現在 0.3％）」プラス 
      「公的年金の全被保険者数の減少率（絶対値）」を賃金・物価上昇率

から差し引く（2025 年までは年平均 0.9％程度―スライド調整率）。
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ただし名目値は維持する。 
    2009 年度から 5 年に一度財政再検証を行なう 
 ニ. 基礎年金国庫負担割合の引き上げ（現行の 1／3 を 1／2）を 2009 年度まで 

に完了（残り 2.3 兆円の財政負担）。 
ホ. 2100 年度までに年金財政収支均衡を図る。それまでの間、積立金の取り崩

しを認める（2100 年度には積立金の規模がその年度の給付額と等しくな

るようにする（有限均衡方式） 
改革案の前提―果たしてどの程度現実的か？ 

   名目成長率 2.1%、積立金運用利回り 3.2%、合計特殊出生率 1.39%という

見通し 
   所得代替率（注）は現在の 59.2%から 2023 年度に 50.2%になり、以後そ

の水準を維持するという方針 
（注）厚生年金の標準的な年金世代の給付水準と現役世代の所得水準と

の比較。これが 50％を割り込む場合にはスライド調整を停止し、

制度再検討 
（2）基礎年金部分の財源問題 

      国庫負担分の引き上げに要する資金のファイナンス（単年度ベースで 2.7
兆円）はとりあえずは埋蔵金で、その後税制一般の改革で対応するとい

う方針（近い将来の消費税率引き上げ＜注＞が念頭） 
        （注）所得税では―所得の正確な把握が困難という問題があるため。

ただし、消費税には逆進性の問題がある（対応策は複数税率）。

なお、目的税化ないしは特定財源化は後日に禍根を残す恐れ

（既得権―財政硬直化） 
（3）公的年金制度の将来像 

保険方式から税方式へ 
   未納問題は解消する、その半面で、「公的年金＝保険」という概念は成

立しなくなり、社会福祉制度との整合性の問題が生ずる（たとえば

生活保護の給付水準との比較） 
税源をどうするかという問題がある 

      賦課方式から積立方式へ 
未納問題は解消しない 
現役世代のいわゆる「二重の負担」の問題がある（これに対しては、

一部に超長期国債発行案がある） 
      報酬比例部分の民営化（基礎年金部分は引き続き公的管理） 
        事務管理費等コストの問題 
        運用リスク（＝老齢時の所得変動リスク）の問題 
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        金融機関サイドの事情（事務煩瑣―必ずしも歓迎せず） 
      共済年金統合、厚生･共済年金一元化問題 
        （2006 年 4 月閣議決定、法案国会提出。しかし審議は進展しておらず、

将来の課題） 
      年金積立金の運用に係る問題 
        リスク資産を組み込んだ現在のポートフォリオで良いのか？ 
 
（付）年金制度改革案…図表 11 
    日本経済新聞 
    厚生労働省 
    自民･民主党（私案） 
 
 
 

以上 
 
 


