中国の社会保障制度：海外メディアの中国素描
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これは The Economist(2012/8/11)の関連記事の要約(2012 年 9 月)に、新たに[中国の迫りく
る年金危機(Bloomberg/Busiessweek2012/8/13-14)]を加へ、若干のコメントを付けたもの
である。シリーズ③と併せ参考にして頂きたい。
１． 年金制度：約束を履行する

中国が年金問題と対峙し始めている。
北京郊外のトウモロコシ畑の村で、74 歳になる老女が田舎の食事処の前庭で彼女の周り
に椅子を積み重ねている店主と談笑しながらのんびりと過ごしている。彼女は、娘の送
ってくれるお金、つまり彼女の夫が前の雇用主から受け取る毎月の年金と、そしてこの
数年北京市当局から支給される現在月 274 元(44 ドル)となる小額の年金のお陰でのんび
りと隠居生活を楽しむことが出来る。
公的年金は中国の地方では比較的新しい。昔の社会保障は家族の農地を意味し、年金で
はなかった。しかし中国の人材資源・社会保障部によると、昨年末までに 3 億 2600 万人
の地方居住者が公的年金制度に登録された。これは中国が Heijingying の様な場所でのパ
イロット計画に基づく新しい地方プログラムを開始した 2009 年以来、2 億 4000 万人以
上の増加だ。この様な地方で暮らす中国人達の波が都市部の多様な年金に加盟する凡そ 3
億人の都市住民に合流する。これらを総合して、今や中国の社会保障制度は”基本的に”
適切な状態にある、と国家監査部(NAO)は述べた。
制度はこれから多くの困難を切り抜けねばならないが、これは誠に結構なことだ。60 歳
以上の中国人は今日の 1 億 8100 万人から、2035 年に世界中の約 4 分の 1 に相当する凡
そ 3 億 9000 万人に増加すると見られている。そして僅か 2 人の労働年齢人口の中国人が
退職した一人の中国人を支えることになり、中国は今や日本の様になりかけている。
(下記の図を参照)
年金は多様な支柱に基づくことが可能で、その中には政府給付、強制拠出型スキームそ
して任意の契約がある。中国の支柱は全て高さが違い、そして不安定。
地方では地方政府が、それぞれの財政の健全性に大き
く依存して変わる基礎年金を支給する。そして現役時
代、国家からの呼応支援に励まされ貯蓄した個人勘定
がこれを補完している。都市部での主な制度は給与課
税で支払われた社会保険と勤労者が所得の 8％を払
わなければならない個人勘定を合算したもの。
しかしそこには、都市住民を地方住民から、そして地
域住民を移住者から識別する、一種の人種隔離政策が
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存在する。
現在 Heijingying に暮らす Ma Wanzhi は彼女のお寺用線香を作る工場主を通して或るスキ
ームに加入した。一方彼女の 61 歳になる姉妹は、毎月僅か 80 元の年金を受け取り、近隣
の河北省に今でも暮らす。彼女は道端で桃を売るため Heijingying に行き収入を補っている。
こうした女性の様に、中国の勤労者達はよく移動する。しかしその年金には移動性がない。
原則として、勤労者が移動した場合、彼等は個々の分担金(拠出金)と雇用主分の 60％を一
緒に持ってゆくことが出来る。ところが実際にはこの制度は資金の流れを記録することが
大変だ。香港科学技術大学のアルバート・パークによると、2010 年には地域住民の 5 分の
4 に対し、都市への移住者は 4 分の 1 しか、年金でカバーされなかった。
もう一つの課題：政府は退職する都市労働者が、その最終賃金の凡そ 60％を年金として受
け取るもの、と認識している。しかしこれは彼等の拠出金(分担金)が、賃金上昇に合わせて
高い収益率を挙げることを想定したもの。ところが実際には、この制度下にある資産の多
くは銀行預金や政府債投資で目減りし、インフレに殆ど適応していない状況だ。
しかしそれが最悪と言う訳ではない。多くの個人勘定には資産が全くないのだ。中国社会
科学院国際社会保障研究センターの Zheng Bingwen によると、2 兆 5000 億元がそこに投
入されたが、現実は 2011 年末時点で、個人勘定に残存する資産は僅か 2700 億元だけだっ
た。地方当局が残りを回収して、それを他のより緊急性のある目的に振り向けた。その中
にはスタジアムの建設、車の購入そして明らかな詐欺も含まれている。国家監査部は調査
した 18 のファンドの内 132 の不正行為を特定した。Gansu(甘粛)省社会保障基金の前理事
長が先月 10 年間に亘る 2800 万元の横領の罪で死刑の判決を受けた。
横領は個人勘定の資金空洞化のほんの一部に過ぎない。その多くは 1990 年代スタッフ解雇
に懸命な国有企業で、40 代で退職を余儀なくされた労働者を含めた現在の年金給付に使わ
れている。その遺産は中国東北部の斜陽産業を抱える各省に重く圧し掛かっている。例え
ば、Liaoning(遼寧省)はその年金債務を履行するため約 30％の給与税を課す必要があった、
とスターリング・ファイナンスのスツァート・レッキーは言う。対照的に新興産業を多く
抱える南部の都市、Shenzhen(深圳)は最近まで、その税率は 13％だった。
こうしたプレッシャーが中国年金制度の”前払い”部分を実質上の”同時払い”制度へと転換
してしまった。そこでは、今日の給与税が今日の年金受給者への支払いとなる。ピーター・
ダイアモンド、MIT ノーベル賞受賞者を含む一部のエコノミスト達は、中国はこの事実と
和解すべきだと、考える。中国は空になった勘定を”概念上の”勘定(notional account)に転
換することで、スエーデン、イタリア、ポーランドに真似することが出来よう。
この制度の下で、個々人は彼等が前払い制度下でやったと同様に、個人の勘定に分担金を
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支払うことになる。しかし分担金をより厚い年金給付にするため金融市場に依存するより
か、寧ろ Notional Account は経済が如何に上手く行ったか、そして人はどの程度長く生き
るものかを考慮する年金数理方式(Actuarial Formula)に取り組むことになる。過去の分担
金のプールから給付金を支払う代わりに、年金を現在の税で賄い、時々は中央信託基金で
補助されることで、この勘定は空洞のままだ。
仮に中国の年金拠出金が羨ましいほど保護されたとしても、それは必要な額には達しない
だろう。最近のシミュレーションで、シカゴ大の Zheng Song, チューリッヒ大の Fabrizio
Zilibotti、それに二人の仲間が、拠出と給付を長期的に符合させるには、年金が 35％以上
減額されなければならないことを示した。
しかしながら彼等はそうした減額を 30 年余り延期することを提唱する。そうなると、これ
は将来世代の負担に於いて 2040 年以前に退職する人々に恩恵を齎すことになる。提唱者た
ちは、この様な施策は中国の将来世代が今より遥かに豊かになるので、正当化されるもの
だ、と論ずる。2000 年に初めて仕事に付いた者は(従って 2040 年に退職する)、1970 年に
初めて就職した者(従って間もなく定年を迎える)に比べ六倍も豊になるだろう。中国は将来
各退職者当たりより少ない就業者を持つことになる。しかし一人当たりの生産額も又遥か
に大きくなる。
給付金を削減する代わりに、中国は退職年齢を、多分 5 年引上げることが出来るだろう。
都市部では、現在男性は 60 歳で定年となり、女性はホワイトカラーで 55 歳、ブルーカラ
ーで 50 歳が定年だ。この制度は、もし退職年齢が 65 歳位に上がると、遥かに持続性が高
まる。
更に仮に中国の高齢者が観念的定年年齢を過ぎて働きたいと望めば、その社会保障制度は
それを許容すべきである。地方では、人々は仕事を続けようが、続けまいが年金を受給出
来る。これは、地方の実情を反映するので意味のあることだ。農夫は結局自分の畑で働き
続けたいのだ。桃の売人の姉妹の馬さんが言うように：田舎では、人々は”退職”と言う言葉
は使わない。
２．年金：中国的特徴を持つ社会保障

年金制度の基盤を斯くも迅速に構築したことは誠に同慶の至りである。しかし今必要な
ことはそれを再構築することである。
18 世紀の皇帝 Qianlong(乾隆帝)は退位に備えて念入りな準備を行った。彼は北京の立ち入
り禁止街(Forbidden City)に、トロプルイユ絵画と沈思黙考用クッション(心痛を和らげるも
の)を備えたこの上なく立派な隠棲所の建設を委託した。そしてその名前は”勤勉な奉仕から
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の疲労困憊スタジオ”となった。
多くの高齢の中国人達は同等の勤勉性を示し,そして同じ様な疲労困憊を味わった。しかし
彼等の退職はそんなに輝かしいものではなかった。
2009 年中国の成人の内、
30％以下の人々
が寄せ集めの政府年金でカバーされた。大多数の田舎の人々の唯一のクッション(癒し)は彼
等の畑と家族であった。
しかしそれ以後年金は異例の速さで広まった。先週国家監査部は 6 億 2200 万人が今何らか
の年金制度に加盟している、と報じた：成人の 55％以上だ。中国の新地方年金にこの 2 年
間で 2 億 4000 万人以上が加わった―米国の社会保障でカバーされる以上だ。監査部は中国
の社会保障制度は今や”基本的”に適切な状態にある、と言う。
これは歴史的なことだ。しかし”基本的”と言う表現は、中国の都市部と地方、繁栄する東部
と一層貧困な西部、民間部門と公的部門のそれぞれの間の異常な格差を言い表すのに今で
も適切な言葉だ。幾つかの地方で基礎年金は月当たり 55 元(8.75 ドル)と低くなる。
従って中国の制度には欧州の過度な寛容(大盤振る舞い)問題は存在しない。しかしそこには
欧州と同様、積立金不足の問題がある。都市部では勤労者は国家年金を個人勘定への拠出
金で補充しなければならない。また地方でも、同様なことが奨励される。或る推定による
と、約 2 兆 5000 億元がこれらの勘定に支払われた。しかしその金の殆どがこの勘定には残
らなかった。
近隣の香港やシンガポールの個人勘定と違い、中国の蓄えは慎重に識別され、拠出者の名
前で保管され、金融資産に投資されているわけではない。代わって地方政府が、その資金
を不動産投機に回すか、或いは今日の退職者への年金の支払い―特に 1990 年代の景気後退
期に国有企業によって解雇された、の様な処に流用する。
こうした年金資金の略奪にも拘わらず、中国には預金・投資の不足は生じていない。中国
は昨年 GDP の 49％を投資に回し、その内約 3％が海外資産に投資された。国家全体として
は将来に向けた備えをしている。しかし個々の年金金拠出者はこうした資産に対する権利
を持っていない。彼等は代わってその分担拠出金が、将来当局が掻き集める如何なる財源
からも守られることを祈るばかりである。その上移住者は省の境界線を越える時、彼等の
持つ資格を失う恐れが出る。
一つの有意義な改革は中央政府が年金制度に責任を持つことだろう。それが空洞化した勘
定を埋め合わせ、分断した制度を統合し、そして理想的には年金をより一層移動可能なも
のにするだろう。構造的に見ると、長期目標としては香港で行われている様に(適切なセイ
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フティー・ネット等を付けて)、投資の選択に当たり、個々人の勘定により大きな権限を与
えるべきである。ここでの課題は中国が尚、香港やシンガポールの様な成熟して、オープ
ンな金融市場を欠いていることである：その規律を欠く株式市場は現在のところ退職者貯
蓄には理想的とは言えない。尤もその変革は緩やかに行われるべきだろう。
乾帝の長寿
一つの前進策は政府がその外貨資産の一部を国家社会保障基金(NSCF)に委譲することで
あろう。こうすることが勘定を充足し、家計の投資資産を中国自身の未熟な金融市場に過
大に期待をすることなく、分散させるようになるだろう。もう一つの選択肢は、スエーデ
ンによって開発された様に空洞化した勘定を所謂”観念上の”勘定に移行することである。こ
の制度の下では、個々の拠出が、退職者の余生と支払い能力を反映する透明性のある方式
に従い、恩恵(給付額)を決めることになる。年金支給は引き続き現在の税と中央年金基金の
双方から支払われる。しかし金融制度が成熟した段階で、年金制度は中国的特徴を断固と
して捨て去り、香港モデルに見る様に、資本主義的性格の恩恵を受ける制度へと着実に進
むべきである。
しかしながら中国が年金金融を行えば、その負担は国が老齢化するため、増加するだろう。
2035 年までに中国人の粗 30％が 60 歳以上になる(現在は粗 13％)。中国はそんなに沢山の
人々を牧場に追い出すわけにはいかない。今後 10 年で公式な定年退職年齢は男性で 60 歳
から、そしてブルーカラーの女性では 50 歳から、全ての人が 65 歳に引上げられるべきだ。
定年を引き延ばすことで、中国人は前皇帝からインスピレーションを得ることが出来る。
乾隆帝は 60 年に及ぶ統治の後 1796 年正式に退位、しかしその後 3 年間統治を続けた。結
局彼は疲労困憊の館で一夜も過ごすことはなかった。

中国の迫りくる年金危機：急速に進む高齢化が財政をひっ迫、危機は 10 年以内に現実
の問題になる、と多くの人が見ている。
これは Bloomberg/Businessweek(2012/8/13-26)Dexter

Roberts 氏の記事の要約である。

69 歳になる Li Qingyuan(李清遠)は結構な暮らしをしている。彼とその妻は北京の豪勢な
アパートで暮らす。2003 年彼は国有企業の織機メーカーを退職して以降、その年金はイン
フレ率を遥かに超え毎年凡そ 10%上昇してきた。彼が毎月受給する 2800 元(440 ドル)の小
切手はどうにか暮らしていくには充分な額だ。余ったカネで高級カメラとレンズを買う。”
我々の生活は退職しても決して悪くない。私は満足している”、と彼は話す。
李さんの様なハッピーリタイアメントした人がいる中―多分そのせいで、中国の年金制度
は持続不能になりかけている。ドイツ銀行と中国銀行のエコノミスト達の最近のリポート
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によれば、
将来の年金支出に対する予測不足額は来年には 18 兆 3000 億元に達する見込み。
現在既に 60 歳以上の高齢者は人口の 13%に上り、2050 年までに世界銀行はそれが 34%に
達する、と予測している。
“中国は急速に進む高齢化に伴い、急ぎ年金の拡充を図ろうとしている、と北京にある世銀
の人間開発部コーディネーター、フィリップ・オキーフは話す。
中国の 31 ある省の約半数
が、退職者に年金が払えず、
その分を中央政府からの
資金補填に依存する。中央
政府には、現在年金の支払
いを補填する充分な資金
があるが、それが一体いつ
まで続くのか議論が出て
いる。”多くの人がそれは
10 年以内に現実の問題と
なる”と言う、とスペインの銀行 BBVA で働き、地方の年金マネージャーとのパートナー
シップを模索する Hu Yuwei(胡虞為)は話す。”現在はまだ、政府は中央の資金を使い或い
は各省間で資金の移動を行う事が出来る。しかし必要資金は、今後 10 年以内に巨額にな
るため簡単に資金を回すことが出来なくなるだろう。”
年金の不平等も問題。都市部での月平均支給額は約 1500 元、ところが地方ではそれが僅か
55 元だ。中国の 4000 万人に上る公務員、教師そして国家機関に奉職する医師達の年金は
大きな不和を生ずるほど優遇されている。彼等の年金は、退職に至るまで如何なる基金へ
の拠出金を払う必要もなく、通常現役時代の月給の 90%にもなる。これに対し非政府系団
体に勤務する者は、給与の 8%を個々人の勘定に支払わなければならず、しかも平均すると
彼等の年金支給額は現役時代給与の 42%だ。
彼等が退職を迎えた時、彼等の頼る基金が無くなるかも知れないのに、彼等は政府系退職
者を支援するよう要請される、と特に若い中国人達は言う。彼等は定年が延長され、より
長く働かなければならなく可能性に対し怒りをぶつける。それが現在の退職者の面倒を見
なければならないための勤労の延長に繋がるのだ、と彼等の目には映るのである。
それに対する見え透いた政策は不人気である。中央と州政府により確りとコントロールさ
れた制度は、監査を容易にして、収益性の高い株式や国が行うインフラプロジェクトへの
投資を許容することになるだろう。問題は地方政府が資金を手渡すことを嫌う事だ。定年
を男性で 60 歳から、そして女性の場合には 50 歳から 65 歳へ引き上げることは、年金制度
の救済になるだろうが、しかし人民日報の最新のオンライン調査では、中国人の 93%がそ
れに反対だ。”これは将来非常に大きな負担となるものだ”、と清華大学の雇用・社会保障セ
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ンター長、Yang Yansui は話す。”徐々に多くの若者達がこのことを理解し始めている。彼
等は政府を信頼していない。”
コメント
① ここでは取り上げられていないが、中国の広い意味での社会保障制度上、最大で且つ喫
緊に解決策を求められている課題は適正な規模と価格の住宅の供給である。現在公的住
宅或いは市場経済により提供される民間住宅はいずれも、価格面、供給面で広く人々の
手の届く物件ではなく、不満が募る。その上絶対数がまったく不足、大きな社会問題と
なっている。
② 第 7 回東京・上海シンポジュウム≪高齢化と社会保障―日中に共通する課題≫が(財)霞
山会の主催で昨年 9 月 5 日、霞山会館で日中の関係者が参加開催された。その折の日本
側パネリストの報告要旨が月刊誌[東亜]10 月号に掲載されているので、合わせ参照頂き
たい。
③ 下記の図に見る如く、地方政府の負債額が急増している。その一方で中国の GDP は急速
な増加傾向を見せている。為替レートの影響を除いた購買力平価(PPP)で見ると、中国
の 1 人当たり GDP は現時点で既に 9000 ドル強に達している。
更に次ページの図が示す様に、GDP に占める中国の高齢者層向け公的資金の割合は 2050
年の予想でも先進国に比べ異常に低い。中国は今後共急増する国富を、高齢化する社会
で、持続可能な社会保障制度を維持するため、中央政府、地方政府、企業、家計で如何
に再配分していくかと言う、大きな課題に直面することになろう。その際日本を含む先
進諸国の事例が参考になるだろう。
参考資料

出所：いずれも The Economist The world in 2013
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出所：The Economist “The world in 2050”

(了)
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