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はじめに 

 現在、我が国では急速な少子・高齢化が進んでいる。国立社会保障・人口問題研究所の

推計によれば、現在 4 人の働き手で 1 人の老人を支えているものが 2030 年代には２人に１

人の老人を支えていかなければいけなくなる。こうした状況から、将来世代が重い負担を

背負うことが深刻な問題として議論されている。ただし、問題の本質は少子・高齢化自体

ではなく、将来世代に負担をつけまわす現在の制度である。 

 通常、巨額の政府債務が負担の先送りとしてまず挙げられる。もちろん、巨額の債務は

明らかに放漫な財政運営の結果であり問題であるが、より深刻なのは社会保障の隠れた債

務である。社会保障は負担と給付に時間差があるために、現時点での収支を見るだけでは

将来に先送りされる負担は把握しづらい。しかしながら、現行の社会保障制度は確実に将

来世代に負担をつけまわしている。しかも、将来世代の負担に対する圧力は公債残高より

も圧倒的に大きい。 

 本論文ではまず第１章において財政赤字の問題を取り上げ、公債の累積残高を問題視す

る一般的見方が誤っていることを示し、財政赤字の基本的な見方を提示する。続いて世代

別の生涯を通じた受益と負担を測る世代会計という概念がいかなるものかを示し、それに

基づいて出された数値例を示し、世代間の格差を改めて明示する。 

 第２章においては、将来世代の重い負担を生む最大の要因である社会保障制度、中でも

その根幹をなす公的年金制度に焦点をあてる。制度の問題点を考察し、一般の議論に批判

を加えながらあるべき方向性を提示していく。 
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第 1 章 財政赤字と世代会計 
１．財政赤字 

1－1 財政赤字とは 

 財政赤字とは、政府の財政支出が赤字になることを指す。「政府」とは、一般政府のな

かの中央政府と地方政府のことである。ここでは社会保障基金は含んでいない。 

1－2 現状 

2003 年の日本の財政債務残高は GDP 比の 155％に達した。これは 10 年前の約二倍にな

る。1991 年以降、日本の債務残高は年々増加をし続けており、国際的にみても先進国の中

で債務残高の GDP 比は最も高くなっている。特に 1998 年以降は毎年 5～13％増加してい

る。 

1－3 財政赤字が抱える問題 

1－3－1 将来世代の負担 

財政赤字は将来世代に税金、社会保障制度などの政府に対する負担の増大をもたらす。 

財政赤字の問題を考える際には、現行の財政赤字や社会保障制度を前提として、世代を超

えて各世代の税金などの政府への負担と年金などの政府からの受益がどれほど異なるかを

考える「世代会計」の視点が重要である。世代会計の考え方は、家計は生涯にわたる所得

の制約のもとに、消費・貯蓄を計画するというライフサイクル理論に立脚している。詳し

くは以下の各論で取り上げる。 

1－3－2 高齢化に伴う問題 

 日本では現在、少子高齢化が進んでおり、2040 年には全人口に占める 65 歳以上人口の

割合は 30％を超えるといわれている。人口構造の変化からも、現行の社会保証制度を維持

することは難しいとされており、今後の課題とされている。少子高齢化に伴い、今後、全

人口に占める労働人口の割合は減ることが予想される。以上のような問題からも、財政赤

字の問題をこれ以上先送りにすることはできないといえるだろう。 

1－3－3 クラウディングアウト 

 財政赤字の経済下において、政府が景気対策などで大量の国債を発行し、市場の資金が

その公債の購入に当てられると、資金需要が逼迫し、金利が上昇する。その結果、民間の

設備投資などが抑制されてしまう。そのため市場全体の産出量は減少してしまう。また、

金利上昇によってクラウディングアウトされた民間投資は、将来の資本蓄積減少につなが

るという問題点も抱えている。 

1－4 国際比較 

例えばＥＵへの加盟条件は、中央政府と地方政府を合わせた財政赤字の対ＧＤＰ比が 3％

以内であること、また債務残高が対ＧＤＰ比 60％以内であること、と定められているが、

日本はその水準を大きく上回っている。先進諸国において、かつては日本と同様、財政家

事の問題を抱えている国が多かったが、1991 年のＥＵ発足後、イタリアを始めとするヨー
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ロッパ諸国は財政再建に取り組むなど、近年では改善の兆しをみせている。 

アメリカでも 1998 会計年度から 2001 年会計年度まで財政黒字に転じる等、ほかの先進諸

国に関してはいずれも顕著に財政状況を改善させてきている。 

 また、資料３のグラフから明らかなように、65 歳以上人口の対人口比率についても、イ

タリアに次いで先進国中二位で増加しており、日本はきわめて厳しい状況にあるといえる。 

 

資料 1■国及び地方の債務残高 

（暦 年） 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

日  本 68.3 64.5 68.4 74.3 79.3 86.6 93.9 99.9 111.2 124.9 133.0 141.5 147.2 155.7 

アメリカ 66.6 71.4 74.0 75.6 74.8 74.2 73.5 70.8 67.6 64.5 58.8 58.9 61.0 63.8 

イギリス 44.4 44.3 49.2 58.1 55.8 60.6 60.1 60.5 61.5 56.3 51.5 50.4 50.3 51.1 

ド イ ツ 41.5 38.8 41.8 47.4 47.9 57.1 60.3 61.8 63.2 61.2 60.5 60.2 62.4 64.9 

フランス 39.5 40.3 44.7 51.6 55.3 62.9 66.5 68.2 70.4 66.2 65.4 65.0 67.1 69.6 

イタリア 112.8 116.8 126.3 128.2 134.8 133.9 136.0 133.3 133.5 128.0 124.3 121.7 121.2 120.1 

カ ナ ダ 75.1 82.8 90.9 96.2 97.2 99.9 99.2 97.5 94.3 92.5 83.3 83.2 80.4 77.3 

※ 出典：OECD/エコノミック・アウトルック〔73 号（2003 年 6 月）〕。計数は SNA ベース、一般政府。 

※ 日本政府推計による中央政府及び地方政府の債務残高の対 GDP 比（年度、SNA ベース）は 2002 年度

末 153.4％程度（補正後）、2003 年度末 163.3％程度。 
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資料 2■国及び地方の財政収 

（暦 年） 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

日  本 ▲1.4 ▲0.8 ▲1.7 ▲4.7 ▲5.7 ▲6.6 ▲6.8 ▲5.5 ▲6.8 ▲8.2 ▲7.9 ▲6.2 ▲7.2 ▲7.7 

アメリカ ▲5.4 ▲5.9 ▲6.7 ▲5.7 ▲4.5 ▲3.9 ▲3.1 ▲2.0 ▲0.9 ▲0.7 ▲0.1 ▲2.1 ▲5.0 ▲6.1 

イギリス ▲1.6 ▲3.1 ▲6.4 ▲7.9 ▲6.7 ▲5.8 ▲4.4 ▲2.2 0.2 1.1 3.9 0.8 ▲1.3 ▲1.9 

ド イ ツ ▲2.0 ▲2.9 ▲2.6 ▲3.1 ▲2.4 ▲3.3 ▲3.4 ▲2.7 ▲2.2 ▲1.5 1.1 ▲2.8 ▲3.6 ▲3.7 

フランス ▲2.1 ▲2.4 ▲4.2 ▲6.0 ▲5.5 ▲5.5 ▲4.1 ▲3.0 ▲2.7 ▲1.8 ▲1.4 ▲1.5 ▲3.2 ▲3.6 

イタリア ▲11.8 ▲11.7 ▲10.7 ▲10.3 ▲9.3 ▲7.6 ▲7.1 ▲2.7 ▲3.1 ▲1.8 ▲0.7 ▲2.7 ▲2.5 ▲2.4 

カ ナ ダ ▲5.9 ▲8.4 ▲9.1 ▲8.7 ▲6.7 ▲5.3 ▲2.8 0.2 0.1 1.7 3.1 1.8 1.3 1.1 

※出典： OECD/エコノミック・アウトルック〔73 号（2003 年 6 月）〕。計数は SNA ベース、一般政府。ただし、

修正積立方式の年金制度を有する日本及び米国は、実質的に将来の債務と考えられる社会保障

基金を除いた値。仮にこれを含めれば、以下のとおり。 

    

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

日  本 2.0 1.8 0.8 ▲2.4 ▲3.7 ▲4.7 ▲5.0 ▲3.8 ▲5.5 ▲7.2 ▲7.4 ▲6.1 ▲7.1 ▲7.7 

米  国 ▲4.3 ▲5.0 ▲5.9 ▲5.0 ▲3.6 ▲3.1 ▲2.2 ▲0.9 0.3 0.7 1.4 ▲0.5 ▲3.4 ▲4.6 

※ 日本政府推計による中央政府及び地方政府の財政収支の対 GDP 比(年度、SNA ベース)は、2002 年度

▲7.7％程度(補正後)、2003 年度▲8.1％程度 

 

資料３■65 歳以上人口の占める割合（人口統計指標・中位推計より） 
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２．世代会計 

2－1 世代会計の概念 

2－1－1 財政赤字と政府債務残高の問題点 

財政赤字や政府債務残高を論じる意味は何であろうか。これに対する解答として、通常

は次の 2 つが挙げられる。一つは、それが将来世代に対する負担を意味するからで、もう

一つは、財政赤字を測定することで、財政政策の効果について分析することができるため、

それがマクロ経済政策上の指標となるからである。しかし、フローの概念としての財政赤

字の指標では、これらの理由に十分に応えることは出来ない。 

まず、将来世代に対する負担を考えてみるとき、通常はフローの概念としての財政赤字

ではなく、ストックの概念としての政府債務残高に着目するが、それだけで将来世代に対

する負担をみるのは不十分である。例えば、賦課方式の年金制度のもとで、青年世代の年

金負担を増大させて、老年世代の年金給付を増大させる政策を実施したとする。こうした

世代間再分配を行うと、将来世代に対する負担は増大することになるが、財政赤字を全く

発生させていないことになるので、政府債務残高にはあらわれないことになる。したがっ

て、政府債務残高だけをみて将来世代に対する負担を論じることは適当ではない。 

また、従来のマクロ経済学では、ケインズ型消費関数に基づき、ある時点の財政赤字の

大きさをもとにして、財政政策の効果を論じてきたが、この様な方法は、ライフサイクル

仮説と整合的ではない。ライフサイクル仮説によれば、現在の消費は、現在から将来にか

けての所得の経路（および現在の資産水準）、残りの生涯の長さ等に依存する。したがって、

ライフサイクル仮説と整合的に財政政策の効果を分析するためには、集計された数字では

なく、政府の支出政策や減税によって個々の世代の生涯税負担がどう変化するかが最も重

要なのである。 

以上の理由により、現在の財政赤字という概念は、それを問題にしようとしている要求

に何ら応えていないことになる。つまり、意味のある測定指標としての財政赤字概念は、「赤

字がどのような政府行動に対応することになっているのか」そして、「どの世代が政府の現

在の、あるいは予測されている財・サービスに対する支出をまかなうために支払うのか」

という要求に応えられるものでなくてはならない。今日生きている者（現在世代）が支払

うのか、それともそのほとんどを子供や孫（将来世代）に押しつけるのか。さらに、もし

われわれがある額について負担することに同意した場合、それをどのようにして若年層、

中年層、老年層に分けるのか、ということが、財政赤字を論じる上で最も重要なことなの

である。 

そうした要求に応えることを目的として打ち出されたものが世代会計である。 

2－1－2 世代会計とは 

世代会計は、1992 年にローレンス・コトリコフによって提唱された。 

コトリコフは、自著『世代の経済学』において、現在の財政赤字という概念は恣意的で

あり、財政政策のスタンスを示す適切な指標ではない、ということを主張し、それに代わ
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る財政政策の指標として、世代会計という概念を打ち出した。 

それによれば、世代会計とは「現行の公共政策のもとで現在世代及び将来世代が現在か

ら将来にかけて政府に支払うべき純納税額（支払い税額マイナス受取移転額）を直接計算

するもの」と定義される。つまり、言い換えると、「人々がそれぞれ生涯を通じて、政府に

どれだけの負担をなし、政府からどれだけの受益を得るのか」という視点から財政のあり

方を評価する仕組みのことなのである（ここでいう受益とは、警察・消防や公衆衛生など

の公共サービス、道路サービスなど社会資本の提供するサービス、公的年金の給付、医療

等を指し、負担とは、税金、社会保険料、年金保険料等を指すものとされる）。 

世代会計の一番の特徴は、将来世代の負担に着目している点にある。 

政府債務残高は、その時点での債務をあらわしているにすぎないので、例えば、財政赤

字の数値を変えずに現存世代に有利な政策を行うと、政府債務残高をみる限りでは、何の

変化も生じない。しかし、世代会計でみると、こうした政策は、将来世代の負担が増大す

ることになる。 

つまり、世代会計は、こうした形で、将来世代へのつけ回し政策の問題点を浮き彫りに

することが出来るのであって、この様に、将来に対する不確実性を払拭し、政府の財政状

況を長期的に捉えなおすことが、世代会計の目的なのである。 

2－1－3 世代会計の問題点 

上述の様に、世代会計は将来世代に対する負担を考える上で、非常に有益な指標である

ことは確かであるが、そこには幾つかの問題点がある。岩本・尾崎・前川（1996）は世代

会計の問題点として、次の様な事項を挙げている。 

 

①世代会計では将来についての想定が必要であり、ここでの仮定の置き方に恣意性が入り

込む余地があり、政治的操作が可能になるおそれがある。 

コトリコフは、財政赤字は政治的意図で操作されやすい概念であると批判し、堅固な

理論的基礎を持つ世代会計は、政治的な操作の余地は少ないと主張した。しかし、世代

会計に対しても政治的意図による操作が入る余地がある。これは、以下の 2 つの理由に

よって世代会計の計算に多くの仮定が必要であることに由来する。 

(ⅰ)既存の財政統計が世代会計の計算に必要なデータを提供する様に集計されていな

い。 

(ⅱ)将来の状態について、割引率の設定など、たくさんのパラメータの仮定を必要とす

る。 

これらの仮定の選択によって、世代会計の計算結果は大きく異なってくる。したがっ

て、仮定の選択の恣意性が入れば、政治的操作が行われるおそれが出てくる。 

 

②財政赤字および世代会計を正確に計測するためには、政府活動、政府資産面の範囲を正

確に定めなければならない。財政赤字がこの点で混乱しているとすれば、世代会計も同
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じ問題に直面する。 

世代会計を測定するためには、財政赤字を正確に計測しなければならないので、世代

会計の計算にも財政赤字の恣意性と同じ問題を抱え込むことになる。 

 

③消費者がライフサイクル仮説によって証明できるならば、世代会計は財政政策の影響を

表現するのに適切な指標となるが、消費者が流動性制約に直面している場合には、むし

ろ伝統的財政赤字の方が、適切な指標となる。 

世代会計が財政政策の的確な指標となるのは、消費者がライフサイクル仮説に基づい

て行動するときである。もし、消費者が流動性制約に直面するならば、消費者の行動に

影響を与えるのは、将来の政策変数の現在価値ではなくて、現在の政策変数である。 

コトリコフは、こうした指摘の理論的正当性は認めているが、彼の返答は、アメリカ

の消費者で流動性制約に直面している消費者の割合は非常に少ないというものである。

彼は、こうした考えを支持する実証研究をいくつか引用しているが、これに対しては、

文献の引用がバランスを欠いているのではないか、との批判も上がっている。 

 

この様に、世代会計を論じるにあたっては、その限界にも十分注意することが必要であ

る。その限界点を理解した上で、世代会計を用いるならば、世代会計は、政府の意思決定

の持つ問題点（解決を先送りし、将来世代へつけを回す）の帰結を明瞭に映し出すことが

出来る有効な概念となりうるだろう。 

2－2 現在世代における受益と負担の関係 

2－2－1 現在世代の生涯を通じた受益と負担 

では、実際に現在世代と将来世代は、生涯を通じてどの程度負担し、受益するのであろ

うか。ここでは、『平成 13 年度 経済財政白書』に記載されている現在の各世代の生涯純

受益額（生涯受益額－生涯負担額）の推計結果を紹介したいと思う。 

なお、推計するにあたっては、最近時点（99 年）までに決められている受益と負担の構

造が、今後も維持されるという前提をおいている。ただし、2000 年に導入された介護保険

制度等、すでに実施が始まっている制度や、公的年金の支給開始年齢引き上げなど今後実

施を予定されている制度改革については、今後の受益と負担の推計に反映している（99 年

の年金制度改革時における厚生労働省の財政見通しで示された保険料引き上げの計画は、

反映していない）。また、過去と将来の受益と負担は、99 年価格で評価した実質値とし、さ

らに一定の利子率で割り増しないし割り引いた現在価値評価額である。 

こうして求められた生涯純受益額は、60 歳以上世代（1939 年以前に生まれた世代）が、

生涯を通じて 5700 万円の受益超過であり、50 歳代世代（40～49 年生まれ）も、わずかに

ではあるが受益超過（生涯純受益 90 万円）の状態にある。一方、40 歳代以下の全ての世代

は、生涯を通じて負担超過の状態にあり、特に 20 歳代世代（70～79 年生まれ）は、生涯

を通じて 1300 万円の負担超過の状態にある。 
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この様に、現在世代において先に生まれた世代と後に生まれた世代とでは、生涯の受益

と負担の関係にかなりの格差がある。 

生涯の受益と負担

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
（億円）

将来世代　 　　20歳代　 　　30歳代　 　　40歳代　 　　50歳代　 　　60歳以上

 

＊（資料）『平成 13 年度 経済財政白書』 

2－2－2 将来世代の受益と負担 

では次に、将来世代の受益と負担についてはどうか。ここでの将来世代とは2000年以降、

新たに経済活動に参加してくる 20 歳未満（80 年以降の生まれ）と今後（2000 年以降）生

まれてくる全ての世代を指している。 

将来世代の受益と負担をみる上では、以下のような前提をおいている。 

①最近時点から遠い将来にわたって、全世代が受ける受益の総額と、全世代が払う負担の

総額は一致しなければならない。すなわち、政府が政府債務を無限に拡大することは出

来ない（広い意味での長期的な財政均衡）。 

②現在世代が享受している年齢層別の受益水準が、将来にわたって不変で維持される（最

近時点（99 年）の受益水準の継続）。 

③長期的な財政均衡を実現するために必要な追加負担は、将来の各世代が均等に負担する

と考える（将来の各世代による均等な負担）。 

 

この様な前提のもとに将来世代（80 年以降生まれ）の生涯を通じた受益と負担の関係を

推計すると、将来の各世代は 4200 万円（99 年の現在割引価値）の負担超過の状態にある。

受益 

負担 

生涯純受益（生涯受益－生涯負担）
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これは、現在世代の 20 歳代世帯（70～79 年生まれ、1300 万円の負担超過）よりも 3 倍以

上負担が重くなっていることを意味している。 

以上では、将来世代 1 世帯あたりの負担超過の状態をみてきたが、将来世代全体として

の追加負担額は、総額どの程度になるだろうか。最近時点の各世代（20 歳代～60 歳代）が

享受する受益の世代別構造が、今後も続くとの前提をおけば、今後、将来世代全体として

2100 兆円（99 年の現在割引価値）にのぼる追加負担をしなければ、長期的な財政均衡は達

成出来ないということになる。 

この事は、現在の受益水準を維持しつつ、長期的な財政均衡を実現するためには、将来

世代に、現在の税制や社会保障制度などにおける負担以上に、さらに重い負担（税率や社

会保険料率の引上げなど）を課す必要があることを意味している。 

2－2－3 社会保障制度改革案とその評価 

こうした結果に対して、政府はどの様な対策を行っているのだろうか。 

2003 年 6 月 26 日の経済財政諮問会議で閣議決定された『経済財政運営と構造改革に関

する基本方針 2003（以下、基本方針 2003）』では、「構造改革への具体的な取組」の 1 つ

として、社会保障制度改革について明らかにしている。 

基本方針 2003 は、世代間・世代内の公平を図り、持続可能で信頼できる社会保障制度に

改革することを目的とし、以下 4 つの改革のポイントを挙げている。 

①持続可能な社会保障制度を確立するために、社会保障給付費の伸びを抑制し、国民負担

率の上昇を極力抑制すること。 

②年金制度は、現行制度のままでは、若年世代の負担が過重なものとなり、世代間のバラ

ンスを失することになってしまうことから、給付と負担の改革を行うこと。 

③保険者の再編・統合、高齢者医療制度、診療報酬体系についての基本方針の早期具体化

など、医療制度改革を加速すること。 

④年金・医療・介護・生活保護などの社会保障サービスを一体的にとらえ、制度の設計を

相互に関連づけて行うこと。 

 

そして、そのための具体的手段として次の事項を挙げている。 

①社会保障給付費の伸びの抑制 

今後の少子高齢化の進行の下で、医療制度改革を加速するとともに、年金制度や介護

制度について新たな改革を行い、持続可能な制度を確立し国民の安心を確保しながら社

会保障給付費の伸びを抑制する 

 

②年金制度の改革 

恒久的な年金制度を目指すために、以下の基本的方針に沿った改革を行う。 

(ⅰ）持続可能な制度を構築するために、早期の給付調整を図る。 

(ⅱ）将来の最終的な保険料については、国民負担率の上昇抑制と、将来の現役世代の過
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重な負担の回避という視点を重視し決定する。保険料の引上げは早期に行う。 

(ⅲ）基礎年金の国庫負担については、平成 12 年年金改正法附則の規定を踏まえ対応する。 

(ⅳ）将来における負担を一定水準に固定し、人口や経済の状況変化に応じて給付を自動

的に調整する仕組みの導入を念頭に置き、長期的な給付と負担の均衡を図る。 

(ⅴ）年金給付については、4)にあわせて、片働き世帯を前提とした給付水準の見直しを

行うとともに、高齢者の経済格差に配慮した給付抑制や負担のあり方についての検討

を行う。 

(ⅵ）積立金については、その水準は将来に向けて、年金の支払に支障のない程度まで抑

制する。積立金の運用は、独立した第三者機関で効率的に行い、受託者責任を厳正に

適用する。 

(ⅶ）年金制度の未納・未加入者に対する徴収の強化を徹底する。 

 

③医療制度の改革 

医療サービスの多様化・質の向上と患者による選択の拡大を図るとともに、公的医療

費の伸びの抑制を図り、持続可能性のある医療制度への改革を引き続き推進する。 

(ⅰ）本年３月に閣議決定した「基本方針」の具体化について、極力早期に実施していく。 

(ⅱ）増大する高齢者医療費の伸びの適正化方策や、公的保険給付の内容及び範囲の見直

し等の「基本方針」以外の課題について、早期に検討を行い、実施する。 

(ⅲ）2001 年の「基本方針」に盛り込まれた「医療サービス効率化プログラム（仮称）」

について、工程表を改めて作成し、早期の完全実施を行う。 

 

年金制度について言えば、現行の年金保険料率（13.58％）を維持していくことはもはや

困難であるので、将来的には保険料率を引き上げなくてはならないのだが、その具体的な

数値については、ここでは明らかにされていない。厚生労働省は、12 日、04 年度から徐々

に 20％まで引き上げることなどを改革案として発表したが、これについては、現役世代の

負担軽減を主張する経済界や財務省、経済産業省などから反発がくるのは必至である。 

また、年金制度の財源の確保や、給付水準についても曖昧なままである。 

医療制度改革案についてみても、増大する高齢者医療費について認識はしているものの、

その具体的な対策については明らかにはなっていない。 

2－2－4 今後の改革について 

2-2-1 や 2-2-2 でみたように、急速な少子高齢化によって、将来世代と現在世代の負担格

差はますます広がる一方であり、その様な状況の中、現行の受益と負担の構造を維持した

ままで、長期的な財政均衡を図ることは、もはや不可能になってきたといえる。 

改革を先送りすればするほど、将来世代への負担は増大していく。政府は、これからの

日本の将来の安定した社会保障制度を構築するためにも、一刻も早い段階での改革を実施

すべきである。 
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そして、その際には、世代間における負担の公平化と、将来に負担を先送りしないこと

を前提においた上で、これらの改革を進めていくことが要求される。 
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第 2 章 公的年金制度  

1． 公的年金はなぜ必要か 

現在、日本には基礎年金と呼ばれる政府運営の公的年金制度がある。国民に強制貯蓄を

させ、老後の生活に備えるというものである。老後の生活でこの公的年金なしの生活はも

はや考えられない時代になった。65 歳以上の者のいる世帯のほとんどが公的年金を受給し

ており、さらに平均してみると高齢者世帯の所得の 55.1％は公的年金・恩給から得られて

いる。公的年金のみが所得であるという高齢者世帯も少なくない。このように、今や老後

の生活の柱となっている公的年金の存在意義とはどこにあるのだろうか。 

1－1 一般的議論（厚生労働省の見解） 

 「公的年金は、将来の経済社会がどのように変わろうとも、やがて必ず訪れる長い老後

の収入確保を約束できる唯一のもの」であると厚生労働省年金局は「公的年金制度に対す

る基本認識」を定義している。 

さらに、年金の必要性として同年金局は３つ挙げている。一つ目はやがて訪れる老後の

収入確保である。これは退職後の収入確保の難しさ、若いときから貯蓄をしなければなら

ないという将来への不安などからである。生涯を安心して過ごせるように、老後にも確実

な収入が約束されていることが必要である。二つ目はいずれ直面するであろう３つの不確

定要因によるリスクを防ぐためである。そのリスクとは、寿命、経済変動、生涯・死亡に

よる遺族の発生である。いずれも予測が不可能な不確定なものであり、将来に不安をもた

らす。予想外の長生き、物価上昇、遺族の発生にはなかなか個人では対応しきれない。そ

のためにも保険が必要とされる。三つ目はそれらのリスクに対して個人レベルでの確実な

老後の収入確保が難しいということである。自らの寿命や予期せぬ経済社会変動に対して

将来必要となる貯蓄を用意するのは非常に困難である。さらに、少子高齢化の進む中で、

親を扶養する子供一人当たりの負担は大きくなってきており、子供の扶養に依存し続ける

のも困難である。以上のことから「社会全体での世代間扶養を個々人の自助努力の下で行

う仕組みをとっている公的年金だけが、将来の経済社会がどのように変わろうとも、やが

て必ず訪れる長い老後の収入確保を約束できる」のである。つまり、世代間移転によるこ

の方法こそが公的年金を支えており、将来の生活も安定であると厚生労働省はしているの

である。 

1－2 経済学的議論 

 経済学的議論を始める前に、まず「年金保険」の考え方を確認しておきたい。そもそも

保険とは、同じリスクを背負った人々が集まりお金を出し合ってそのリスクを全体でプー

ルするものである。年金の場合、資産を持っている人が予期せぬ死亡によって資産を自分

で使わずに余らせてしまうという、寿命の不確実性による資産の使い残しのリスクに対し

ての終身保険である。この保険を扱う保険会社は当然顧客の死亡率のデータを持っており、

その死亡率を基に保険料が設定されている。この年金保険の考え方から、次のような現象
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の可能性が出てくる。 

  

① 逆選択の危険性 

これは、民間年金保険市場の不成立からくるものである。保険会社が加入者の死亡率の

情報を持っているということは、加入者側も自分の生存期間を知っていることになる。加

入者側は長生きすることを知っている人、平均的に死ぬことを知っている人、早く死んで

しまうことを知っている人の三つのタイプに別れる。そうすると、長生きすることを知っ

ている人ほど保険加入率が高くなり、早く死んでしまうことを知っている人は保険料を高

く思い加入しなくなる。これが逆選択である。保険会社はさらに加入者の死亡率の平均値

で保険料を値上げする。そうすると、やはりその中でも早く死んでしまうことを知ってい

る人が保険料を高く思い加入しなくなってしまう。逆選択が続くとこのような悪循環を生

み出し、結果的に保険財政を破綻させてしまう。このように、年金保険市場は民間では成

立しにくいのである。 

② 価値財 

公的年金では、老後の生活への貯蓄不足による後悔を防止するために政府が消費を強制

している。政府が個人に強制的に消費させる財のことを公共経済学では価値財と呼ぶ。 

③ モラルハザード 

生活保護制度を当てにした消費を防止するためである。つまり、老人への不必要な生活

保護制度のもとでの支出を抑えるためである。退職前にいくら使いすぎても、結局生活保

護制度で最低限の所得は保証されている。そのせいで国民は貯蓄をせずにその制度に頼ろ

うとする。そうすると不必要な政府の支出が増えてしまうのである。 

 

 このように、これら３つの観点から、政府による公的年金のための強制貯蓄を正当化す

ることができる。 
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２．公的年金制度の概要 

2－1 公的年金の体系 

現在の公的年金には、国民年金（基礎年金）、被用者年金（厚生年金および共済年金）、

企業年金（厚生年金基金・適格退職年金）の三階建ての制度になっている。さらに、国民

年金には第 1 号、第 2 号、第 3 号の被保険者があり、国民はいずれかの被保険者となり全

員が国民年金に加入している。第 1 号被保険者は自営業者や農業者およびその配偶者等の

第 2 号、第 3 号被保険者以外の人。第 2 号被保険者は主にサラリーマンや公務員で、サラ

リーマンは厚生年金に、公務員は共済年金の加入者である。つまり、厚生年金または共済

年金加入者は国民年金との二つの年金に加入することになる。そして第 3 号被保険者は第 2

号被保険者の被扶養配偶者である。 

 

 

 

図２－１：年金制度の体系（平成１１年度 厚生労働省年金局） 

 

 基礎年金第 1 号被保険者は全員一律の保険料を負担する。現在の保険料は月額 13,300 円

で、厚生年金の場合第 2 号被保険者は月給の 17.35％、賞与等の 1％の保険料を労使折半で

負担している。この場合、本人の基礎年金の保険料はこの中に含まれている。さらに、第 3

号被保険者の保険料も第 2 号被保険者の保険料に含まれているとされ、保険料の負担はな

い。 

2－2 公的年金の特徴 

 わが国の公的年金にはいくつかの特徴がある。まず、国民全員が国民年金に加入し強制
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貯蓄をすることで、基礎年金の給付を受けられるという国民皆年金の仕組みがある。 

 次に、加入者から保険料を集め、その保険料を納めた期間や額に応じて年金給付がされ

るという社会保険方式を取っている。これは１章で述べた理由から強制加入となっている。

ただし、給付に必要な財源である基礎年金保険料負担の１／３は国庫負担で賄われている。 

そして、現役世代の負担した保険料を将来に積み立てるのではなく、その時点の高齢者

の給付をその保険料で賄っているという賦課方式を取っている。受給額は物価上昇に伴っ

た実質購買力を維持するために、消費者物価上昇率だけ引き上げられる。これを物価スラ

イドと呼ぶ。さらに勤労者の手取り賃金の上昇率に合わせて５年ごとに見直されているネ

ット賃金スライドもある。このスライドにより勤労者の手取り賃金にたいする年金額の比

率を一定水準に保てるようになった。 

 

図２－２：公的年金制度における世代間扶養の仕組み （厚生労働省年金局） 
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3．公的年金の現状 

 現在少子高齢化が進展する中で、２章で見てきたような公的年金の仕組みを維持する上

でさまざまな問題点が出てきている。その中でも顕著な３つを紹介しよう。 

3－1 世代間不公平 

 これは、昔から問題になっていたことだが少子高齢化がさらに拍車をかけている。概要

で述べたが、公的年金が世代間再分配・賦課方式を取る限り、保険料は人口構成に比例す

る。つまり、受け取り超過の世代と支払い超過の世代が出てきてしまう。図１の右上がり

の線は生涯保険料率を表し、右下がりの線は生涯受給率を表している。図からわかるよう

に、保険料支払い額と給付額が一致し、損得がないのは 1962 年生まれの世代である。それ

以前に生まれた世代は受け取り超過となり、それ以後の生まれの世代は支払い超過となっ

ている。一番差のある 1935 年生まれの世代の受け取り超過と 2005 年生まれの世代の支払

い超過を金額に直して比べると、約 7500 万円もの差が生じてしまっている。この極端な差

が世代間の不公平という問題を引き起こしている。 

3－2 年金の空洞化 

 公的年金は個人の保険料を払うことで強制貯蓄させ、それを老後に還元していくという

制度であるが、年金自体未加入の人や保険料未納者が約 20％いる。さらに、16％の人が保

険料免除者として保険料を支払っていない。しかもこれらの率は増える傾向にある。これ

を年金の空洞化と呼んでいる。そうでなくても少子化で負担者が減っているのだから、年

金財政が赤字になるのは目に見えている。この年金空洞化は年金保険制度そのものに対す

る信頼を失わせている。それがさらに保険料未納者を生むという悪循環になってしまって

いるのである。 

3－3 専業主婦・パートタイマーの負担給付問題 

 専業主婦・パートタイマーとは、つまり第３号被保険者のことである。専業主婦に関し

ては収入が年間 130 万未満の場合、夫の扶養範囲内とされ、保険料の支払いなしで基礎年
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図３－１：現行方式の生涯保険料率と生涯受給率の比較（『年金改革論』より） 
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金の給付を受けることができる。これは、厚生年金の独身者および共稼ぎ世帯、国民年金

の主婦と比べて不平等である、という制度間の不公平が生じている。 

しかし、離婚した際はその年金を受け取ることができないのが現状である。夫婦の所得

を２分して保険料をかける国もある。せめて結婚期間に応じた分割をすることが望ましい。

これは夫との世帯単位制度上の接合の問題である。さらに、税理論の問題もある。専業主

婦の課税されない所得である家事労働サービスである。これは共稼ぎ世帯との不公平を生

んでいる。 
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4．現在の改革論議 

 年金制度は５年ごとに制度の見直しをすることが決められており、2004 年がその見直し

の時期にあたっている。 

4－1 2004 年度年金改革議論（坂口厚生労働相試案） 

厚生労働省が発表した坂口厚生労働相試案骨子によると、2004 年度の年金改革案は以下

の通りである。 

「保険料固定方式」の導入し、保険料を徐々に引き上げ最終的には保険料率 20％で固定

するというもの。さらに、保険料負担上限を設定し、国民年金の保険料は 18,000 円台まで、

厚生年金は年収の 20％未満にとどめるとする。上限を定めることで国民の将来の不安を解

消し、現在の消費を増やす目的がある。また、給付水準の下限も設定し、所得代替率で 50％

～50％半ばの確保を約束する。少子高齢化で保険料の引き上げ、給付の引き下げはしょう

がないというのが前提にある。また、現在 147 兆円あるといわれる年金の積立金の取り崩

しをどうしていくかには二つの見解がある。給付と負担の均衡を保つための永久均衡方式

と有限均衡方式である。永久均衡方式では積立金をそのまま維持し、運用益を利用して均

衡を永久にはかるというもの。有限均衡方式は９５年というサイクルを定め、2100 年に給

付の１年分となるように積立金を取り崩すというものである。「マクロ経済スライド」によ

る給付調整で相賃金の縮小を給付に反映させようとしている。現役世代の人数縮小への対

策である。 

しかし、やはりこれにも問題点はある。①すぐに保険料率を固定しないために世代間の

不公平が生じる。②マクロ経済スライドは各時点での均衡でなくてはならない。人口の波

うちのときでは給付が変わってしまう。それが細かい不公平となる。③完全な賦課方式で、

年金債務の先送りをするだけである。 

4－2 民主党案（マニフェスト） 

2003 年 11 月 9 日の衆議院選挙を控えた民主党がかかげたマニフェスト内での年金制度

に対するものを参考程度に紹介する。民主党は「若者からも信頼される安心の年金制度を」

つくることを掲げ、主に次の二点を挙げている。一つ目は５年間での国庫負担率１／２へ

引き上げの実現である。国庫負担を１／３から１／２へ引き上げるためには２兆 7000 億円

の予算が必要となり、この財源は予算の無駄使いにメスを入れて生み出すとしている。二

つ目は、新たな二階建て年金の再構築である。その二階建てとして所得比例年金と税を財

源とする国民基礎年金を挙げる。これにより自営業者の所得の補足をし、無年金者や空洞

化という問題を防ぐことを目的としている。 
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５．財政方式の選択 

 公的年金制度の問題点は様々であるが、最も重要な問題はその財政方式である。2004 年

の年金改革に向けての議論も、現行の制度を維持した場合に年金財政が破綻することは目

に見えているという所から発している。しかしながら、厚生労働省を中心とする改革の論

議は保険料と年金受給額の引き上げ、引き下げに終始しておりその根本的な財政方式を問

うことはしていない。受給額を多少調整したところで、既に顕在化してきている負担の世

代間格差を解決することはできない。ただし、単純に定常状態で公的年金の基本的な二つ

の財政方式である賦課方式と積立方式を比較してその優劣から制度を変革するべきである

という議論は正しくない。あるべき論議の方向性は、現在の賦課方式を維持するのかそれ

とも積立方式に移行するべきか、どちらが良いのかということである。本節では、移行か

維持かの議論につなげるため、まず賦課方式と積立方式を比較検討し、基本的に賦課方式

が積立方式下では存在しない悪影響を経済に及ぼすことを明らかにする。 

5－1 二つの方式 

公的年金の財政方式には、賦課方式と積立方式という二つの制度が考えられる。賦課方

式とは、各世代の給付を給付時点の現役労働者の保険料で賄う制度である。要するに、現

在支払っている保険料は、現在の老齢世代の給付に直接回り、将来時点における自分達の

給付のためにとって積立てられるわけではない。他方、積立方式とは各世代の給付をその

世代が現役時に支払った保険料の積立金から支払う制度である。つまり、自分達が受け取

る年金給付は自分達が支払った保険料の積立分から賄われるのある。財政方式をめぐる議

論の背景には公的年金制度に対する考え方の違いが存在している。2 章の１で説明したよう

に、厚生労働省を含めた扶助原理を重視する見解では、公的年金制度は所得再分配の仕組

みの一つであるため賦課方式を支持することになる。しかし、そもそも賦課方式は本質的

に将来世代に負担を押し付けるものであり、言われているような世代と世代の助け合いは

達成しえないのである。制度設計当時は恩給的要素が強かったとしてもこれからも賦課方

式を維持していく根拠にはならない。他方で、公的年金制度の存在意義を純粋に保険原理

のみと捉えた場合には、賦課方式はありえず積立方式こそ公的年金制度のあるべき姿なの

である。 

5－2 現行制度と積立方式への批判 

 5－2－1 現行制度 

 厚生労働省は、公的年金制度の基本に世代間扶養の考えをおいている。つまり、それは

現役世代の保険料によって老齢世代の給付が賄われるということであり、これはとりもな

おさず賦課方式の年金制度であると言える。この世代間扶養の根拠として、賃金や物価の

上昇といった、不確実な社会の変化を克服して所得保障を行うには世代間扶養しかないと

ことがあげられる。また、国民年金において 9.7 兆円、厚生年金において 134.5 兆円（平成

13 年度末）の積立金が存在しているため、純粋な賦課方式ではなく積立方式の要素を含ん

だ制度であるという声もある。しかしながら、積立金と給付の間には何ら関係はなく、一
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見膨大に見える積立金も現行の保険料では賄えない部分は厚生年金で 540 兆円、国民年金

は 60 兆円にのぼる。よって、現行の積立金の存在が後世代の負担を軽減することもありえ

ないし、積立方式的要素の表出でもない。 

 5－2－2 積立方式への批判 

 現在の年金制度をめぐる議論の中で、多くの場合が現実的な路線として賦課方式を支持

しているように見受けられる。しかしながら、その根拠は誤った認識に基づく積立方式へ

の批判からきている。本文では、その誤った認識を払拭し、積立方式への移行こそが年金

制度改革の進むべき道であることを示していく。積立方式への批判としては物価・賃金の

変動に対する脆弱性、巨額の積立金がもたらす問題、積立金運用リスクが挙げられる。積

立金の運用主体としては民間か政府かといった議論があるが、ここでは賦課方式支持の拠

り所となっている物価・賃金変動に対する脆弱性に限定して議論したい。 

 積立方式に対する批判として、まず考えられるのが厚生労働省の見解にも見られるよう

な積立方式では賃金や物価の上昇といった社会の不確実性に対応できないというものであ

る。積立方式のもとでの積立金は経済状況の変化によって運用の成果が大きく左右され、

安定した所得保障ができないというのである。これが賦課方式を支持する一番の根拠とな

っている。しかし実際には、事項で説明するように積立方式であっても物価・賃金の上昇

に対応することは可能である。 

 賦課方式の支持者が積立方式制度そのものの問題点とともに指摘するのは、賦課方式か

ら積立方式への移行時に発生する「二重の負担」の問題である。仮に、積立方式が賦課方

式よりも優れているとして、現行制度から積立方式へ移行する場合には移行期の現役世代

に賦課方式を継続する場合よりも更なる負担がのしかかるため、政治的にも移行すること

は非現実的であるとするものである。なぜ、さらなる負担が生じるかといえば次節で詳し

く基本的なモデルを用いて理論的に説明するため、ここでは簡単に説明をする。賦課方式

とは給付時点の現役世代の保険料で賄われるため、最初に給付を受ける世代は保険料を支

払っていない。ところが、積立方式は自ら支払った保険料によって給付を受ける仕組みで

あるため、移行する場合には最初の世代に対する給付分をどこかで支払ってしまわなけれ

ばならない。移行期の世代は、自らの年金保険料に最初の世代分の負担がのしかかってく

る。ただし、この問題も 6 節で説明するように考えられているほど負担は重くない。 

 以降では、物価・賃金変動に対する脆弱性への反論、賦課方式の年金制度の理論的検証

を行う。  

5－3 フィッシャー効果 

 まず、社会の不確実性に対するリスクに積立方式では対応しきれないという批判に対し

て答えたい。マクロ経済学にはフィッシャー効果という理論がある。これは、インフレ率

の変化に対し、名目利子率の変化が 1 対 1 で調整されるということを表している。まず、

名目利子率と実質利子率を区別して考える。名目利子率とは一般の人が銀行などで見聞き

する利子率である。実質利子率とは名目利子率をインフレーションの影響に関して補正し
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たものであり、我々の口座残高の購買力がどれくらいの速さで増加するかを表したもので

ある。したがって、年金保険者が受給する年金によってどの程度生活できるかを問題にす

る場合には、名目利子率ではなく実質利子率こそが問題なのである。次に実質利子率・名

目利子率・インフレ率の関係を説明する。ここで、 i：名目利子率 r ：実質利子率 π ：

インフレ率とすると、実質利子率の定義から π−= ir である。 r は長期的には実物要因だ

けで決定され、貨幣的現象ではない。r を一定だとすると、 π+= ri となるように決まる。

しかしながら、今から一年後のインフレ率は観測できない。フィッシャーは eri π+=
（ eπ ：期待インフレ率）が成立するように iが決まる、つまり名目利子率は実質利子率に

期待インフレ率を上乗せした形で決まるという主張をした。 eπ と現実のインフレ率は必ず

しも一致しないために、インフレ率と名目利子率は 1 対 1 で動かないが、十分に長い期間

ではほぼ 1 対 1 に調整される。これがフィッシャー効果である。図 5‐3 をみても分かると

おり、日本においても名目利子率とインフレ率はほぼ連動して動いている。確かに 70 年代

は石油危機の影響によってインフレが著しく進行しているが、一時的なものにすぎない。

こういう場合においては、後に説明するように租税から緊急避難的に年金支給額を補償す

るといった柔軟な政策を取ることで年金加入者の生活は守ることができる。その上、元々

賦課方式の年金を維持しているよりも経済に与える悪影響ははるかに少なくてすむのであ

る。したがって、積立方式がインフレによるリスクに対応できないというのは間違いであ

る。賃金についても同様であり、名目賃金はインフレに連動して動き、実質賃金が影響を

受けることはない。 

 

※ 図 5－3 インフレ率と名目利子率の推移 

   （データの出所）日経 NEEDS 

     この図は、1971 年以降の日本経済の名目利子率（’70：長期プライムレート ’ 71~’03:10 年国債応募者利回

り）とインフレ率（’71~’80: 消費者物価指数  ’81~’03: ＧＤＰデフレーター）を比較したものである。 
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5－4 賦課方式の「暗黙の租税」 

人口の減少・少子高齢化が必ずしも負担の世代間格差の本質ではない。なぜなら、賦課

方式において各世代は前の世代に対する保険料負担もするが、次の世代によって高齢時に

年金給付を受けるからである。問題なのは賦課方式の年金制度導入時の高齢者が保険料を

支払うことなしに年金受給をすることである。本来積立方式であれば保険料として支払わ

れるはずであった最初の受給世代の負担分が、後の世代に重くのしかかってくるのである。

以下では、麻生（2002）の二期間世代重複モデルを用いて、世代間の所得移転に着目し、

賦課方式の年金制度が積立方式よりも収益率が低いことの本質的要因を明示する。 

 5－4－1 基本モデル 

 まず、時点 t に生まれた世代を世代 t とよぶことにする。世代 t は時点 t，t+1 の 2 期間

を生存することとし、第 1 期は若年期で、各人は 1 単位の労働を行って賃金 tw を得る。第

2 期は引退後の期間であり、労働は行われないと仮定する。また、このモデルでは同時点に

おいて二世代が共存している。時点 t においては世代 t と世代 t-1 が共存していることに

なる。 

 単純化のために、利子率ｒは一定であり、賃金も一定の成長率 g で増加するもとのする。

したがって、時点 t の賃金を tw で表すと、 ( ) 11 −+= tt wgw が成立する。また、人口成長率

も n で一定だと仮定する。同様に、世代 t の人口を tL で表すと、 ( ) 11 −+= tt LnL が成立す

る。 

 次に、年金制度を考える。年金の給付代替率（高齢者 1 人あたり給付とその時点の現役

労働者の賃金の比率）は b で一定であるとする。また、積立方式の場合の保険料率を Fτ ，

賦課方式の場合の保険料率を Pτ で表すこととする。 

 5－4－2 積立方式 

 はじめに、積立方式の年金制度を考える。時点 0 において年金制度が発足したものとす

る。時点 0 以降の各時点 t において各人は t
F wτ の保険料を支払い、次の期に 1+tbw の給付を

受け取る。積立方式のもとでは、保険料支払と給付の関係は保険数理的にフェアーである

から、 ( )rbww tt
F += + 1/1τ が成立する。 ( ) tt wgw +=+ 11 の関係を用いると、保険料率は次

のように表せる。 

             
( )

r
bgF

+
+

=
1

1
τ             （１） 

 なお、時点 0 の高齢者は過去に保険料を支払っていないので、給付を受けることはでき

ない。また、保険料支払と給付は割引価値でみて等しいから、積立方式の年金制度の導入

はどの世代の生涯所得も変化させない。 

5－4－3 賦課方式 

 次に、賦課方式の年金制度を見ていく。時点 0 に賦課方式の年金制度が導入されたとす

る。賦課方式のもとでは、発足と同時に年金受給者が発生する。この点は積立方式と大き

な相違である。賦課方式は各時点の保険料支払総額と給付総額が等しい財政方式であるか
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ら、 1−= tttt
P LbwLwτ が t=0,1,2…について成立しなければならない。このことから賦課方

式の保険料を求めると、 

            
n

bP

+
=

1
τ              （２）    

となる。なお、（１）式と（２）式を比べると、次の関係が成立する。 

           ( )( )
FFP

ng
r

γτττ ≡
++

+
=

11
1

        

ただし、 ( ) ( )( ){ }gnr +++≡ 11/1γ である。 

 利子率が経済成長率よりも高い通常の場合（動学的効率性が満たされる場合）では、γ

>1 が成立し、 FP ττ > が成立する。 

そこで、この Pτ と Fτ のギャップをθと表すことにする。θと Pτ や Fτ の間には次の関係式

が成立する。 

           ( ) ( ) PFFP τγτγττθ /111 −=−=−≡     

θ＞１が成立するのはγ＞１、すなわち動学的効率性が満たされる場合である。以下では、

γ＞１を仮定する。 

 5－4－4 賦課方式と世代間移転 

 次に、賦課方式の年金制度が各世代の生涯所得をどう変化させるか調べる。世代ｔにと

っての一人あたりの生涯所得の変化（純移転）を tW∆ で表すことにする。ただし、世代 t

の純移転はそれぞれの世代が誕生した時点（時点 t）で評価した金額とする。 

 まず、年金導入時に既に高齢である世代（世代－1）は保険料を負担することなく給付を

受け取ったから、 

           0
1

0
1 >

+
=∆ − r

bw
W             

が成立する。また、時点 0 以降に生まれた世代については、 ( ) t
P

tt wrbwW τ−+=∆ + 1/1 であ

るが、 ( ) t
F

t wrbw τ=++ 1/1 の関係より、 

           ( ) 0<−=−=∆ tt
PF

t wwW θττ       

が成立することがわかる。 

 以上から、賦課方式の年金制度が導入されると導入時に既に高齢であった世代（世代－1）

は利益を受けるが、その後の世代は損失を被ることが分かる。より具体的には、世代－1 の

利益はその後の全ての世代（無限の将来世代を含めて）の損失に等しい。すなわち次の式

が成立する。 

          ( )
( )∑

∞

=
−− =

+

∆
++∆

0
11 0

1
1

t
t
tt

r

LW
rLW        

 賦課方式の収益率が低いのは、賦課方式の収益率（n+ｇ）が積立方式の収益率（ｒ）に
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比べて低いというよりもより本質的には世代－1 への移転の負担をその後の世代が負って

いることによる。世代 t は一人あたり twθ だけ損をするが、これは世代－1 への移転に対す

る負担であり、暗黙の租税と考えられる。賦課方式が続く限り、この暗黙の租税は永遠と

将来世代に渡って続くのである。図 5－4－4 は賦課方式の年金下での各世代間の所得移転

を表している。簡単化のために人口が一定で利子率が０であることを想定している。その

ため、世代 t 以降の各世代の生涯所得は変化していない。しかし実際には、経済成長率・

利子率を考慮に入れると世代 t の世代の生涯所得は( )Tgnr −− （T ：保険料）だけ変化す

る。少子化が進み経済成長率が利子率を上回ることが望めない現在、それだけ導入時の高

齢世代以降の全世代は生涯所得を減少させることになるのである。 

 

※ 図 5－4－4 賦課方式の公的年金 

老年期

t-1

t

t+1

t t+1 t+2
若年期

老年期

老年期

若年期

若年期

時点

世
代

B

B

公的年金
導入

B
老年期若年期 B

世代t-1の生涯
所得は増加

世代tの生涯所得は変わら
ない（以降の世代も同様）

 

                           （麻生『公共経済学』より） 
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5－5 資本蓄積阻害効果 

 前項では賦課方式においては暗黙の租税が存在し、それをほぼ無限の将来世代が負担を

することになることを説明した。人によっては、ほとんど無限の世代によって負担されて

いるから問題は小さいと考えるかもしれない。しかしながら、実際にはこの暗黙の租税が

社会全体の資本蓄積を阻害し、産出量の低下を招くのである。本項では、家計はライフサ

イクル・モデルにしたがって消費・貯蓄を決定するものとして、麻生（2000）のモデルを

用いて年金制度が資本蓄積に与える影響を考察する。ライフサイクル・モデルにおいては、

家計は将来のことも考慮して現在の消費を決定する。つまり、生涯所得に基づいて効用を

最大化するように各期の消費を決定するという考え方である。 

5－5－1 年金制度の無い場合 

 まず、比較のために年金制度の無い場合を考える。生涯所得から第 1 期の消費に配分す

る割合をβとすると、各時点の若年者の一人あたりの貯蓄は次の式で求められる。 

          ( ) tttt wcws β−=−= 1,1           

時点 t の期首の民間資産の総額（利子所得発生前）を tA で表すと、 ttt SAA +=+1 が成立

する。ここで、 tS は時点 t の貯蓄総額で、若年者の貯蓄総額と高齢者の貯蓄総額を合計し

て求められる。ところで、このモデルでは、高齢者は保有している資産を全て取崩して死

亡する。高齢者の貯蓄と tA はキャンセルアウトされるから、時期の期首資産は若年者の貯

蓄総額に等しくなる。つまり、 

          ( ) ttttt LwLsA β−==+ 11  

が成立する。 

 この民間資産は資本の購入に向けられるか国債の購入に振り向けられる。年金制度の暗

黙の租税の影響をみるために、年金制度が存在しない場合には国債残高は 0 であるとする。

したがって、 ( ) tttttt LwLsAK β−=== ++ 111 が成立する。 

 説明の都合上、資本ストックの総額ではなく、効率単位の労働 1 単位あたりの資本スト

ックを求めておく。効率単位の労働とは、労働力人口 tL に一人当たりの賃金の増加を表す

ファクター ( )tg+1 をかけたものである。効率単位の労働あたりの資本ストックを tk で表す

と、 ( )( )t
t

tt LgKk += 1/ であり、これを効率単位で測った資本労働比率、あるいは単に資

本労働比率と呼ぶことにする。 
 ( ) ttt LwK β−=+ 11 の両辺を ( ) 1

11 +
++ t

t Lg で割って資本労働比率を求めると、次の通りに
なる。 

          
( )( )

w
gn

k t ++
−

=+ 11
1

1
β

 

 なお、積立方式の年金制度のもとでの資本ストックの水準もこの水準と等しくなる。積

立方式のもとでは、民間貯蓄が保険料分だけ減るが、同額だけ政府貯蓄が増加して国民貯

蓄は年金制度の存在しない場合と等しくなり、したがって、生産過程に投入される資本ス

トックも等しくなるからである。 
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 5－5－2 賦課方式 

 次に、賦課方式の年金制度が時点 0 に導入された場合を考える。年金制度の導入が予期

されたものであれば、世代－1 は時点－1 で消費を拡大し、制度導入前に資本ストックの影

響が表れる。ここでは、予期しない導入であったとして、制度導入前に消費の増加が起こ

らないものとして、時点 0 以降の消費・貯蓄の変化をみていく。 

 まず、年金制度導入後に生まれた世代の生涯所得は tθτ だけ減少したから、第 1 期の消費

は ( )ttt wc θτβ −=,1 となる。若年者一人あたりの貯蓄は、労働所得から保険料支払と消費を

引いて求められるから、 

          ( ) ( ) tttttt wcws τβθβτ −−−=−−= 11,1  

となる。前述のように、時点 t+1 の民間資産の合計は若年者の貯蓄の合計で求められる。

また、賦課方式なので各時点での政府の支出総額と収入総額は均衡しており、政府の債務

残高は常に 0 である。したがって、 tttt LsAK == ++ 11 が成立し、資本労働比率は 

          
( )( ) ( )( )

w
gn

w
gn

k t τ
βθβ

++
−

−
++

−
=+ 11

1
11

1
1    （３） 

となる。ｗは時点０の賃金 τは tt w/τ で保険料率を表す 

 資本労働比率の変化は産出量を変化させる。αを資本分配率（資本所得のシェア）とす

ると、資本労働比率の 1％の変化は（効率単位の労働あたりの）産出量ｙをα％変化させる。 

（３）式の結果を用いると、産出量の変化は 

          
( )

τ
β
βθα

α
−
−

=
∆

=
∆

1
1

k
k

y
y

 

となる。産出量の減少は公的年金の保険料率τに比例することに着目する。 

α＝0.25β＝0.70θ＝0.435τ＝0.10 の時、産出量の減少は 5.8％とかなりの規模である。

τ＝0.20 ならば産出量の減少は 11％にもなる。資本蓄積の減少を通じて産出量に与えるマ

イナスの影響は、少なくとも理論的には、非常に大きい。したがって、賦課方式を清算し、

積立方式へ移行することが、長期的に経済へ大きな利益をもたらし、世代間の不公平の問

題を解消することが分かる。 

 図 5－5は時点tに賦課方式の公的年金制度を導入した場合の総消費と資本ストックの変

化を示している。簡単化のため人口一定・利子率０を想定していて、各世代の生涯所得は

変化しない。ライフサイクル・モデルが成立すれば、賦課方式の年金制度は導入時点の高

齢世代である世代 t-1 の消費を B つまり、年金給付分だけ増加させる。したがって、社会

全体の資本ストックは B だけ減少し、その効果は永久に残るのである。この項におけるモ

デルでの検証とは設定が異なるが、賦課方式の年金制度がもたらす資本蓄積阻害効果を直

観的に理解することができるだろう。 
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※図 5－5 公的年金の効果 

当初

B

B

総消費

時点
t t+1 t+2 t+3

年金導入後

当初

年金導入後

時点

資本ストック

t t+1 t+2 t+3
 

                           （麻生『公共経済学』より） 

5－6 積立方式と租税政策の混合政策 

 積立方式の保険料は給付建てにしろ拠出建てにしろ、将来の実質利子率を想定した上で

決定される。通常、物価変動や賃金変動が積立金の実質価値を損ねることは無いことは前

述した。ここでは、積立方式下で実質利子率の想定が外れた場合や通常では考えられない

物価変動や賃金変動にも政策的には十分対応することができるということを示す。そのた

めここでは賦課方式と同等な租税政策を行いながら、同時に積立方式の年金制度を発足さ

せる混合政策を考える。 

 混合政策のもとでは、時点 0 において高齢者に対し、一人あたり 0bw の減税と、若年者

一人あたり twθ の増税が行われる。また、若年者は増税に加えて、 0wFτ の保険料を支払わ

なければならない。保険料は積立てられ、次の期には 1bw の年金を受給することができる。

以後、各世代は租税と保険料の合計 ( ) t
P

t
F ww ττθ =+ を支払、次の期に 1+tbw に受け取る。

よって、混合政策のもとでの個々人と政府間の資金フローはそのタイミングも含めて、賦

課方式の年金制度と全く等しい。 

 賦課方式のもとでは各時点の年金財政の収支は均衡しており、国債が発行されているわ

けではない。一方、混合政策のもとでは時点 0 に国債が発行され、国債残高は経済成長率
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と 同 じ ス ピ ー ド で 増 加 し て い く 。 混 合 政 策 で 時 点 t の 期 首 の 国 債 残 高 は

( )tt
P

ttt LwLbwD τ== −1 であった。時点ｔに ( ) tt
FP

tt LwLw ττθ −= の租税が徴収されると、国

債残高は tt
F Lwτ に減少する。一方で、年金保険料は積立てられ、この大きさは tt

F Lwτ に等

しい。したがって、積立金と国債残高は相殺されて政府の純債務残高はゼロになる。賦課

方式と混合政策は政府純債務残高でみても同等である。 

 以上から分かるように混合政策と賦課方式の年金制度は同等のものである。異なる点は

債務が明示的なものか暗黙のものか、債務の一部を償還するための租税が明示的なものか

暗黙なものかという点でしかない。 

 したがって万が一、実質利子率の想定に失敗したり、急激な物価・賃金変動が生じて十

分な給付が行えなくなった場合には年金を租税によって補填すればいい。補填したとして

も、賦課方式の年金制度と同等の効果をもたらすにとどまるのである。このことからも、

積立方式が社会の不確実性に十分に対応できる年金制度であり、賦課方式よりも基本的に

経済に及ぼす悪影響の少ない制度であると言える。 
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６．積立方式への移行 

 前節で議論した通り、賦課方式には暗黙の租税・資本蓄積阻害よる産出量の低下の問題

があることが分かった。明らかに、積立方式の方が賦課方式よりも経済的効率性・世代間

の公平性の面からいって優れている。ここでは、賦課方式から積立方式への移行を想定し、

その際に起こる「二重の負担」について、それが本当に言われているほど深刻なものかど

うかを再び麻生（2002）を参考に考察する。 

6－1 移行期間と負担の関係 

 これまでの議論から、賦課方式を維持することは年金債務の償還を永遠に先送りすると

同時に年金債務を発散させないために暗黙の租税を各世代に求めることが明らかになった。

この暗黙の租税は FP ττθ −= であった。積立方式と賦課方式の本質的な相違はこのθであ

り、この負担を先送りすることなく有限期間内に償還することで積立方式への移行は達成

される。次に、有限期間内に償還するための税率について考える。 

 もし、税率がこのθよりも低ければ、国債残高は発散してしまう。逆に、税率がこれよ

りも高ければ、国債残高は有限期間内に 0 になる。つまり、有限期間内に国債残高を 0 に

するためには、ある一定の時点までに生まれた世代までの税負担合計が世代－1 への純移転

に等しくなるように、税率をθよりも高めにすればよい。時点 T に国債残高０になるよう

な税率を Tθ とすると、 

          
( )∑

−

=
−=

+

1

0
10

1

T

t
t
ttT Lbw

r

Lwθ
 

が満たされていなければならない。 
t

t gww )1(0 += ， t
t nLL )1(0 += ， )1)(1/()1( ngr +++≡γ および Pτ の定義を用いると、 

( )
( ) ( )TT

P

T
γ

θ
γ

γτ
θ

/11/11
/11

−
=

−
−

=  

となる。 

 これを基に、シミュレーションしてみると Tθ の値はＴの増加につれて小さくなる。Ｔを

限りなく大きくすれば Tθ は θ に限りなく近づく。ただし、Ｔの値がそれほど大きくなくと

も Tθ の値は θ に十分近くなる。例えば、移行に 60 年かける場合では Tθ は θ よりも 3%高

いだけである。90 年ならば 1.4%、120 年ならば 0.7%と賦課方式とほとんど差がなくなって

しまう。つまり、積立方式への移行といっても、移行にある程度時間をかければ、移行期

の世代の負担は賦課方式の場合とほとんど変わらなくなる。図 6－1 は麻生（2002）のシミ

ュレーション結果をもとに、移行にかける期間と F
T τθ + の関係と比較のため賦課方式を維

持した場合の保険料率を示している。これを見ても移行に長い期間をかければ「二重の負

担」は賦課方式を維持した場合とほとんど負担が変わらなくなることが分かる。 
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※ 図 6－1 移行期間と F
T τθ + の関係 

 

6－2 資本蓄積に与える影響 

 前項においては、資本蓄積に与える影響は考えられていない。積立方式への移行に伴う

年金債務の償還に伴い、経済全体の資本蓄積の量は回復していき、賃金率や一人あたりの

産出量は増加するはずである。このような資本ストックの変化の効果を考慮すると、移行

期の世代が移行しなかった場合よりも重い税率に直面するとしても賃金率の上昇がこれを

打ち消してしまう可能性がある。 

 そのような資本ストックの変化、それに伴う賃金率・利子率の変化、さらにはそれを受

けての各世代の消費・貯蓄行動を考慮にいれたシミュレーション結果を見ていきたい。そ

れによれば、移行を１期間（ここでは 30 年）で完了させようとすると移行期の保険料率は

21.8％となるが、2期間つまり60年かけると17.0％、つづいて1期間増やすにつれて15.7％、

15.2％、15.0％となる。賦課方式の下での保険料率が 14.8％だから、移行にある程度時間

をかければ移行期の保険料率は賦課方式を継続する場合の保険料率と遜色ない。したがっ

て、移行にある程度時間をかけることによって、「二重の負担」の問題が障害となることな

しに積立方式へ移行することができるのである。移行は移行開始時点の現役世代の効用を

下げるが、ある程度移行期間を長くすることで効用の低下も最低限のものにおさえること

ができる。さらに、積立方式へ移行することによって資本ストックが改善され、産出量の

増加・将来各世代の効用の増加をもたらすことができる。図 6－2 は移行期間と保険料率の

関係を表している。ここでの 1 期は 30 年に相当し、第 1 期から移行が開始するものとして

いる。移行期間が 3 期、つまり 90 年辺りから「二重の負担」は格段に小さくなってくるこ

とが分かる。 

 以上見てきたように賦課方式には、暗黙の租税が存在し、資本蓄積を阻害することで産
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出量にも影響を与えることが分かった。これは、老人一人に対する支え手が減るというこ

とよりも深刻な負担を将来世代に負わせることとなる。一方で、積立方式は資本ストック

に悪影響を及ぼすことなく、世代間不公平の問題も生じることがない。移行する上での負

担の問題も懸念されているほどではないことが分かった。よって、公的年金制度は長期的

な計画のもとに賦課方式から積立方式へと移行するべきである。 

※ 図 6－2 保険料率 

 

                （麻生「公的年金改革－積立方式への移行－」より） 
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７ 社会保障の財源をどうするべきか 

７－１ 財源確保が必要となる背景 

 現在少子高齢化は進み、日本の総人口は、平成 62（2050）年にはおよそ 1 億 60 万人に

なるものと予測される。国立社会保障・人口問題研究所の中位推計の結果（下図参照 平

成 14 年 1 月推計）を見ると、総人口は 2000 年前後がピークであり、生産年齢人口はすで

に減少傾向である一方、老年人口が 2020 年ごろまでに急激に増加すると推計されている。 

       

     《資料》 国立社会保障・人口問題研究所（平成 14 年推計） 

また、下図から、生産年齢人口と老年人口を割合別に見てみると、2020 年ごろには両者

の比はほぼ 2 倍となり、今後、生産年齢人口にかかる老年人口の負担はますます増えてい

くこともわかる。 
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そこで、現在行われている賦課方式では、各世代の給付を給付時点の現役労働者の保険

料で賄う、要するに、現在支払っている保険料は、現在の老齢世代の給付に直接回り、将

来時点における自分達の給付のためにとって積立られるわけではないため、今後、高齢者

が増え、その時点での年少者が少ないとなると、社会保障給付が将来増加せざるをえなく

なる一方、それを確保することが、難しくなる。そこで、保険給付を減らすだけでは対処

できず、そのような社会保障給付に対する財源確保か必要となる。以下、この章では、そ

の財源をどのように確保するのかに関する理論的検討を加えた後、現在様々な団体で提案

されている政策の妥当性について考えていく。 

７－２ 財源確保の方法 

 増加する社会保障給付に対する財源確保の方法として、社会保険料の引き上げ・税の引

き上げ・給付引き下げという３つの手段が考えられる。 

７－３ 財源確保手段のそれぞれについての理論的検討 

７－3－1 税と社会保険料それぞれの性質 

《社会保険料 （積立方式の場合）》 

積立方式とは各世代の給付をその世代が過去に支払った保険料の積立金から支払う制度、

すなわち、自分達が受け取る年金給付は自分達が支払った保険料の積立分から賄われる制

度であるため、将来自分が給付される額は、現在の自分の負担によるため、負担と給付が

相互にリンクしているといえる。その点で、「強制的な貯蓄」という性質を持つといえる。  

《社会保険料 （賦課方式の場合）》 

前章で書かれているように、賦課方式においては、負担と給付がリンクしている場合で

も、暗黙の租税が存在し、現在の制度としては、貯蓄というより、租税としての性質が強

いといえる。 

《税》 税の性質として、拠出（負担）と給付のリンクが完全に失われるという点が、社

会保険料と異なるといえる。 

７－3－2 給付引き下げの検討 

給付引き下げの手段として、いくつかのパターンが考えられる。たとえば、スライド率の

抑制や高額資産保有者に対する給付額の削減（ミーンズテストの導入）、支給開始年齢の引

き上げが考えられている。また、高齢者の負担を求める別の方法として、年金課税の強化

や遺産税の導入も考えられている。たとえば、厚生労働省は給付水準を下げる一つの方法

として、保険料固定方式とマクロスライドの導入を「年金改革の骨格に関する方向性と論

点」において提案している。マクロスライドの導入時期としては、平成 16 年度の改正後た

だちに導入することが考えられている。マクロスライドの導入は、給付代替率を現状のま

まにすると更に必要となる保険料の引き上げを回避するべく、スライド率の低下を狙った

ものといえる。ただし、厚生労働省は積立金の取り崩しも検討しているので、その取り崩

しの程度によって国民の負担率も異なってくることになる。 

 7－3－3 賃金税と消費税の等価性 
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7－3－1 において、賦課方式の場合の保険料と税の性質が極めて等しいことから、ここでは、

社会保険料を目的税として考えたときの、問題をとりあげていきたい。一般に、社会保障

の財源として、税が考えられるとき、対象となるのは、労働所得税（賃金税）、消費税が考

えられている。一般に両者は全く異なる性質のものと考えられているが、課税ベース、労

働供給への影響という面で、等価性があることを以下示していく。 

 

＜７－3－３－1 両税の課税ベース＞ 

 C1、 C２を第１期、第２期の消費、W1、W２を第１期、第２期の労働所得、S を第１

期の貯蓄、ｒを利子率とすると、 

C1＋S＝W１ ，C2＝W2＋（１＋ｒ）S  ⇒ C１＋
r

C
+1

2 ＝W1＋
r

W
+1

2   ・・・（i） 

 (i)の左辺は各期の消費の割引価値の合計、すなわち生涯消費を表し、（i）の右辺は各

期の労働所得の割引価値の合計、すなわち生涯所得を表していることがわかる。生涯

を通して見たところ、生涯消費は生涯所得を超えることができないという生涯の予算

制約を表したものといえる。さて、ここで、労働所得税を導入して考えてみる。労働

所得税の税率を t とすると、予算制約式は以下のようになる。 

    C1 ＋
r

C
+1

2  ＝（１－ｔ）W1＋（１－ｔ）
r

W
+1

2  ・・・（ⅱ） 

これが、課税後の予算制約式となり、（ⅱ）の両辺を（１－ｔ）で割り、＝１＋αとおくと、

次式となる。 

    （１＋α）C１＋（１＋α）
r

C
+1

2  ＝ W1 ＋ 
r

W
+1

2  ・・・（ⅲ） 

（ⅲ）式は税率αの消費課税が行われる場合の予算制約式に等しい形をしている。 

このことから、遺産や相続が存在しない場合、労働所得課税と消費課税は等価である

ことが分かる。すなわち、労働所得税の課税ベースも消費なのである。 

      

表２ 課税ベースの比較     

       消費税    労働所得税 

第１期 C1 W1 

第 2 期 C2 W2 

生涯 C?+
r

C
+1

2  W?+
r

W
+1

2  
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＜７－3－３－2 両税の労働供給への効果＞ 

 

  図は労働市場での賃金率（縦軸）と労働時間の決定（横軸）の様子を示したものであ

り、労働所得税導入以前は、課税前の需要曲線と供給曲線の交点 E で、賃金率と労働時間

が決定される。労働所得税が導入されると、労働需要曲線は税金分だけ下方にシフトする。

結局新しい均衡点は F に移動する。新しい均衡点では、労働者の受け取り賃金率も(w / p)? 

に低下し、企業の支払賃金率は(w / t)? + t に増加している。また、均衡雇用量も以前に比

べ、減少している。したがって、賃金に対して課税することにより、雇用や労働意欲に影

響を与えることがわかる。 

次に、消費税の労働供給などに与える影響を見てみる。そのためには、次式を前提に考

えなければならない。  

支払賃金率＝受取賃金率＋（労働一単位あたりの）税金 

企業の関心対象は、税金を含めた支払賃金率であるが、一方、労働者の関心対象は受取賃

金率である。すなわち、両者の関心対象は実質賃金率なのである。 

ここで、消費税の税率をβ、消費財 1 単位の税引き後の価格をｐとする。また、企業の

支払う名目賃金率はｗで、賃金に対する課税はなしとする。 

企業は 1 単位の消費財の販売でｐの収入があり、労働 1 単位に対してｗの名目賃金を支

払っている。すなわち、企業は雇用 1 単位当たり w / p の実質的なコストに直面している。

他方、労働者にとっては、消費財１単位の購入費用は p (1＋β）であり、実質賃金率は w / 

(p(1+θ)) となる。      

     
p
w

 ＞ 
)1( θ+p

w
 

 が、成り立つため、企業の支払う実質賃金率と労働者の受け取る実質賃金率の間には、

差が存在し、ここに、消費税も労働所得税と同様に、雇用や労働意欲に影響を与えること

がわかる。従って、労働所得税も消費税も、労働供給へ歪みを与えるという点で等価であ

るといえる。 

労働者の受取賃金 

G 

労働者の負担 
O 

F

E 

t 

( w/ p )?+t

( w / 

( w / p )? 

労働供給曲線 

企業の負担 

課税前の労働需要曲

課税後の労働需要曲

労働時間 
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７－４ 財源に対する各団体の意見 

７–４–１ 財源に対する各団体の意見 

表１ 各団体の意見 

 給付削減 消費税↑ 所得税↑ 保険料↑ 理由 

厚生労働省 ○（ﾏｸﾛｽﾗｲ

ﾄﾞの導入） 

  ○（最終的には

固定化） 

現役世代の負担の

軽減 

財務省 ○    支出の削減 

経団連  ○   世代間格差の是正 

論文 161 号(牛

丸聡 他) 

  ○  公平性 

高山案    ○   世代間格差の是正 

  

〈厚生労働省〉参照 http://www.mhlw.go.jp/ 

厚生労働省は、保険料固定方式とマクロスライドの導入を主張している。これから徐々

に保険料を上げてゆき、最終的には収入の 20％の水準に保険料を固定するものであり、マ

クロスライドの効果ともあわせて、年金の給付水準は、59％→52％に下がるとされている。

一方、厚生労働省は積立金の取り崩しも検討している。同省は、国民の健康確保が任務と

しているため、行き過ぎた給付の引き下げを懸念し、保険料の引き上げもやむをえないと

している。 

〈財務省〉 参照 http://www.mof.go.jp/ 

財務省は厚生労働省よりも積極的に給付額の引き下げを主張している。給付の引き下

げの手段として、物価スライド制の適用、年金支給開始年齢の引き上げが考えられている。

財務省は、主に保険料・給付水準の問題よりも、国庫負担の軽減に主眼を置いている、現

在、基礎年金給付に必要な財源の 3 分の１を国庫負担で補填しているが、国全体が巨額の

財政赤字を抱えながら、歳出を抑えていくために、年間 40 兆円以上に上る年金給付自体を

低めに誘導する必要を説いている。 

〈経団連〉 参照 http://www.keidanren.or.jp/indexj.html 

経団連は消費税の引き上げを強く主張する。まず、社会保険料の引き上げという、選択

肢もある中で、税の引き上げに着目した理由として以下２点書かれている。まず、社会保

険料は現在の水準でもほかの国と比べて十分に高いから、これ以上保険料を上げるのはよ

くないということ、そして、厚生労働省の主張する保険料固定方式は逆進性が高いため、

ただでさえ納めない人が多い国民年金の更なる空洞化をもたらす（低所得者層に納めない

人が増える）という 2 点から、税の引き上げに注目している。 

 そこで租税に着目するわけだが、所得税の引き上げによって収入の増大を図ると、サラ

リーマンの重税感が増してかれらの勤労意欲は削がれ、日本国内産業の空洞化という事態

を招くことになるため、消費税引き上げがよいと主張している。また、経団連は、消費税



 37

引き上げの利点として、消費税は薄く広く集められるので所得税より平等で、しかも皆が

払うものだからフリーライダーを防止し世代間格差の解消にもつながるとしている。 

〈経済社会総合研究所 論文 161 号：公的年金制度の考え方と抜本改革の方向性 

    牛丸聡 吉田充志 伊藤寛 瀬沼雄二 飯山養司 草嶋隆行〉 

この論文では、所得税を財源にすることが主張されている。理由として、消費税は広く

集められるという利点があるが、消費税では、個別事情に対応できず逆進性が高いため、

低所得者層の負担も同時に増やしてしまうので、財源を広く求めながら、低所得層への配

慮も行える所得税に関する操作（累進度・各種の控除）を用いたほうが平等であるとされ

ている。 

 『年金改革の構想（日本経済新聞社）』高山憲之 

年金保険料は、負担能力の違いの鈍感で、逆進性が強く、企業にとっても人件費の一

部となっているため、高山は、年金保険料の引き上げは、企業活動へ悪影響を及ぼすと

考えている。そのため、年金保険料の引き上げは、小幅にとどめ、消費税の引き上げを

主張している。というのも、消費税なら、国民の一人一人が負担し、今後かかるであろ

う、若年層への負担が緩和されるであろうからである。また、高山は、今日の高齢者の

意識や生活実態は昔と異なり、資産保有という面では、若年層よりはるかに、恵まれて

いるため、年金受給者も年金の負担を続けていくようなシステムの構築を提案している。 

《年金目的税構想》 

また、高山は、年金目的税の導入を示唆しているが、年金目的税とは使途を年金に限定

して徴収する税である。なお、高山はその税として、消費税を用いると説いている。すな

わち、基礎年金財源の徴収ベースを消費支出にするのである。年金目的消費税は国内に居

住するかぎり、子供も年配の人も例外なく負担する。その負担を担保に一定年齢以上の人

に基礎年金を支給する仕組みである。 

外国の例 

  ここで、外国の例として福祉国家と称されるスウェーデンをみてみる。スウェーデン

というと、手厚い福祉政策がある一方で非常に重い税負担がある国であるというイメー

ジを抱く人が多いが、そのスウェーデンにおいて最近、ここ 100 年で最大といわれる税

制改革が行われたのである。従来の政権の福祉政策の失敗と 1989 年からの不況が原因だ

と思われる。改正後の税制とは、年収 20 万クローネ以下の人は 30％の地方税のみを納め

ればよく、そうでない人は 30％の地方税に加えて最大 20％の国税を納めるというもので

ある。改正前と比べると、最高税率が 75％から 50％に下がり、上がり続けていた地方税

率は凍結されている。改正後の税率も日本と比べるとはるかに高い水準ではあるが、ス

ウェーデンの福祉政策の目的は平均的な生活の保障であるから、一概に高いとは言えな

いと思われる。また、スウェーデンでは、平均余命が伸びると給付水準が自動的に引き

下げられる制度に 2000 年から切り替えられた。給付算定の方式を給付立てから掛け金立

てに改めることになったのである。掛け金立ての制度では年金保険料は長期間固定（１



 38

８．５パーセント）となり、年金保険料を将来に向けて引き上げる計画は今のところな

いとされている。 

７–４–２ 財源に対する各団体の意見に対する分析 

（厚生労働省） 

厚生労働省が提案している保険料の固定化とマクロスライドへの移行が、実際にはどのよ

うな意味を持つのかを検証してみる。まず、マクロスライドへ移行することによって、給

付額はどのように変化するかを考える。nを人口成長率，gを一人当たり賃金成長率とする。

従来，新規裁定時の給付のスライド率は g であった（新規裁定後は物価スライドのみ）が、 

マクロスライドは，これを n+g に変更するものである。日本の労働力人口は少子化に伴い、

今後減少していくので n<0 である。つまり，マクロスライドは給付のスライド率を低下さ

せることで給付水準の抑制を狙ったものであるといる。 

 （財務省） 

財務省の掲げる政策のように給付額を下げるとどのような影響があるかを考えてみる。 7

－3－2 でも述べたように、給付が削減されると、人々は削減された分を埋め合わせしよう

として第１期により多くの貯蓄をしようとする。よって、給付の削減は資本蓄積に影響を

与えると考えられる。また、給付の削減を提示してからすぐに実行に移すと、人生設計の

建て直しが難しい高齢者に多大な影響が及ぶことになる。よって、実行するまでにある程

度の準備期間を設けることが必要になると思われる。 

〈経団連〉 〈経済社会総合研究所 論文 161 号：公的年金制度の考え方と抜本改革の

方向性〉 『年金改革の構想（日本経済新聞社）』高山憲之  

 この３つは共通して、財源として、保険料の引き上げではなく、税の引き上げを考えて

いる。経団連と高山は、その税として消費税の妥当性を説き、牛丸らの経済社会総合研究

所の論文においては、所得税の妥当性が説かれている。 

 しかし、7－3－3 で述べたように、財源を所得税にしようが、消費税にしようが、両者の

生涯における課税ベースは同じであり、また、労働供給に対する影響も変わらず、両者は

等価であるといえる。したがって、どちらの税を財源とした方が優れていると言い切れる

ものではない。 

 

表３ 政策の効果：まとめ 

 財源：所得税 財源：消費税 保険料固定化 給付削減 

労働供給 × × ×  

異時点間の消費 × ○ ○  

資本蓄積 × ○ ○ ○ 
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まとめ 

 将来世代への負担のつけまわしは人口構成の変化がその要因ではない。現在の制度設計

そのものが将来世代へ負担を先送りする構造を内包している。現在の制度そのものを根本

的に見直す必要がある。本論文で取り上げた公的年金に関しても、賦課方式を採用してい

るために人口構成の変化が問題になるのである。積立方式へ移行すれば少子・高齢化も問

題ではなくなるし、財源の問題も保険料しかありえないため存在しなくなる。さらに、重

いとされている移行にかかる「二重の負担」はシミュレーションの結果、長い期間をかけ

ればさほど重いものではないことが分かった。つまり、積立方式へ移行する際の障壁は無

いわけである。したがって、公的年金制度は長期の計画のもとに賦課方式から積立方式へ

と移行するべきである。医療保険等の社会保障制度についても条件は多々異なるが、同様

の枠組みで考えることができるものと思われる。現在 40 歳代後半以上の世代が受給超過で

ある。負担以上に受給を受けている、あるいは受ける予定の人々から超過分を取り戻すな

らばその方策も早く打ち出さなければならない。そうしなければ、将来世代へとつけまわ

される負担は少しも軽減されないままに持ち越されれるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

≪参考文献・HP≫ 

 第 1 章 

Ｎ・グレゴリー・マンキュー 『マンキュー経済学Ⅱ マクロ編』 

東洋経済新報社 2001 年 

  川北力偏 『図説 日本の財政』 東洋経済新報社 2003 年 

  麻生良文 「財政赤字」2003 年 

  内閣府  『平成 13 年度 経済財政白書』 2001 年 

コトリコフ『世代の経済学』日本経済新聞社 1993 年 

マンキュー『マクロ経済学Ⅱ 応用編』東洋経済新報社 1996 年 

井堀利宏 『財政赤字の正しい考え方』東洋経済新報社 2000 年 

岩本康志・尾崎哲・前川裕貴「財政赤字と世代会計」 

『フィナンシャル・レビュー』March－1996 

麻生良文・吉田浩「世代会計からみた世代別の受益と負担」 

         『フィナンシャル・レビュー』March－1996 

  麻生良文 「少子化の影響」『フィナンシャル・レビュー』October－1998 

首相官邸ホームページ http://www.kantei.go.jp/index.html 

 第 2 章 

麻生良文 「少子化対策は年金負担を軽減するか」『人口問題研究』 

第 53 巻第 4 号 1997 年 

麻生良文 『公共経済学』有斐閣 1998 年 

麻生良文 「少子化の影響」『フィナンシャル・レビュー』October－1998 

麻生良文 「年金改革」2000 年 

麻生良文 「公的年金改革－積立方式への移行－」 2002 年 

小塩隆士 『社会保障の経済学[第 2 版]』日本評論社 2001 年 

Ｎ・グレゴリー・マンキュー 『マンキュー経済学Ⅱ マクロ編』 

東洋経済新報社 2001 年 

高山憲之 『年金の教室』 PHP 新書 2000 年 

高山憲之 『年金改革の構想』日本経済新聞社 1992 年 

厚生省年金局監修 『平成１１年版年金白書』社会保険研究所 1999 年 

厚生労働省年金局 「公的年金制度に関する考え（第 2 版）」 2001 年 

厚生労働省 社会保障審議会 年金部会（第 26 回） 

       資料 2-1「坂口試案骨子」 資料 2-2、2-3「試算結果」2003 年９月 

朝日新聞 2003 年 10 月 18 日朝刊 

八田達夫・小口登良『年金改革論』日本経済新聞社 1999 年 

  八田達夫 『消費税はやはりいらない』東洋経済新報社 1994 年 

  八田達夫 『直接税改革』日本経済新聞社 1988 年  



 41

  岡沢憲芙 『スウェーデンの挑戦』岩波新書 1991 年 

  宮本太郎 『福祉国家再編の政治』ミネルヴァ書房 2002 年 

厚生労働省：http://www.mhlw.go.jp/「年金改革の骨格に関する方向性と論点」 

  日本経済団体連合会 HP：http://www.keidanren.or.jp/indexj.html 

  国立社会保障・人口問題研究所 HP：http://www.ipss.go.jp/ 

  財務省 HP：http://www.mof.go.jp/  

  内閣府 経済社会総合研究所 ＨＰ：http://www.esri.cao.go.jp/index.html 

  民主党ホームページ http://www.dpj.or.jp/ 

   


