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序章
日本の公的年 金の始ま りは明治時代 における 官吏の恩給制 度であっ た。時代
の変遷と共に 様々な制 度を取り入れ ながら対 応にあたって きた。現 在の日本に
5

焦点を当てて みると、 平均寿命は世 界一の水 準に達してい るのに対 し、出生率
は年々低下傾 向にあ り 、少子高齢化 の進行が 著しい。また 、核家族 化や就業形
態の変化等の 大きな社 会構造の変化 により個 人の貯蓄はも とより、 子供による
私的な扶養だ けで老後 の生活を送る ことが難 しくなってき た。個人 の自助 努力
によって老後 に備える ことは重要で ある が、 物価や資産価 値の変動 等といった

10

経済情勢の変 化を的確 に予想するこ とは困難 である ことや 、個人に とって何歳
まで生きられ るのかは 不確実である こと等 を 考慮すると、 生活設計 を完全に行
うには限界が ある。公 的年金制度は このよう な状況におい て、長い 老後の生活
を安心できる ものにす るため、社会 全体で高 齢者の生活を 支えてい く仕組みが
必要であると いう考え 方のもとで形 成されて きた制度であ る。

15

現在の日本の 財政方 式 は、高齢者に 支給する 年金を現役世 代が 支払 う賦課方
式であり、財 源方式と しては、保険 料を財源 とする社会保 険方式を 採用してい
る。しかしな がら、少 子高齢化の進 行と共に 、保険料の支 払いに よ って現役世
代が高齢者を 支えると いうこの制度 自体に限 界が訪れ 始め ている。 他国におい
ても、公的年 金のみで 老後の生活を 賄うのは 厳しいという 現状があ り、老後の

20

生活が多様化 していく 中でそれぞれ の望む老 後生活に合わ せた老後 所得を私的
年金で賄う必 要が生じ ている。つま り、日本 においても公 的年金の 問題を解決
していくと共 に、公的 年金のみでは 賄えない 部分を私的年 金で補填 していかな
ければならな い。公的 年金を 補填す るための 私的年金につ いては、 安心してそ
れらを活用し 、多様化 する老後に対 応するた め、 問題点の 解決、並 びに 選択肢

25

の拡充等の制 度の改革 が求められて いる。
そこで我々は 、第 1 章 において、 公 的年金の 現状と問題、 第 2 章で 私的年金
の現状と問題 を取り上 げ、これらの 問題を踏 まえた上で、 第 3 章で は我々の掲
げる年金改革 について 言及し、終章 では日本 における望ま しい年金 のあり方を
論じていく。

30
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第1章

公的年金の現状と問題

第 1 章では公的年金の 類型、現状を 踏まえて 、その問題点 について 論じてい
く。
5

第1節

公的年金の類型

公的年金の財 源方式に は社会保険方 式と税方 式 という方式 がある。 社会保険
10

方式とは国民 が支払う 保険料を財源 とするも ので、メリッ トとして は 受給時に
ス テ ィ グ マ (恥 辱 感 )を 感 じ な い こ と 、 社 会 保 障 以 外 の 目 的 に 使 わ れ る こ と が な
いこと、国全 体で世代 間扶養が行え ること、 負担と給付の 関係が明 白で 税によ
る徴収よりも 国民の同 意が得やすく 、財源確 保が容易であ る という こと が挙げ
られる。一方 、 社会保 険方式の デメ リットは 保険料を 払っ ていない 人は給付の

15

枠組みの外に あること 、保険料の滞 納者が存 在する こと等 が挙げら れる 1 。
税方式とは税 金を財源 とするもので 、メリッ トとしては 全 ての者に 公平 であ
ること、未納 未払が発 生しないこと 、保険料 の徴収コスト がかから ないこと、
国民全体で負 担する た め財源が安定 すること 、第 3 号被保険者問題 の解決等が
挙げられる。 一方、 税 方式の デメリ ットは社 会保険 方式に 比べて給 付水準が低

20

くなりやすい こと、所 得水準等によ る給付制 限が行われや すいこと 、景気変動
による税収の 変動に影 響を受け るこ と、社会 保険方式と異 なり 、高 齢者も一定
程度負担する こと等が 挙げ られる 2 。
財政方式には 賦課方式 と 積立方式が ある。賦 課方式は 高齢 者が受け 取る 年金
を現役世代が 支払う と いう方式 であ り、メリ ットとして は 、物価変 動に左右さ

25

れないこと、 終身にわ たって年金が 確保でき ること、小 さ な積立金 しか保有し
ないため経済 への影響 が比較的小さ いこと等 が挙げられる 。一方、 賦課方式の
デメリットは 人口 動態 に大きく影響 を受ける ため、世代間 の不公平 が起こるこ
と等が挙げら れる。
積立方式は自 分の将来 の資金を自分 自身で積 み立てる とい う仕組み で、メリ

30

ットとして、 人口動態 に影響を受け ないため 、世代間の不 公平が起 きないこと

4

が挙げられる 。一方、 積立方式のデ メリット は物価変 動に 左右され ること 、積
立金の運用収 益を見込 んで 保険料を 決めるた め、金利変動 といった 経済的要因
の影響を強く 受けるこ と等 が挙げら れる 3 。

5

第2節

公的年金の現状

公的年金には、国民年 金 (基礎年金 )、厚生年 金、共済年金 の 3 種類 があり、日
本国内に住所 のある全 ての人が加入 を義務付 け られている 。そし て 、その人の
10

働き方によっ て加入す る年金制度が 決まって いる 。
【図表 1】のように 、 日本の公的年 金制度 は 2 階建ての 建物に 例えることが
できる。

【図表 1】 公的年金 の種類
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出所）「「公 的年金制 度」の解説」 ・日本年 金機構・ p.3
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まず、土台とな る 1 階 部分の国民年 金は、日 本国内に住所 を有す る 20 歳以上
60 歳未満の全 ての人 が加入を義務 付けられ ており、老齢・障 害・死亡により国
民年金を受給 する こと ができる。
日本の公的年 金制度は 基本的には社 会保険方 式という 財源 方式をと っており 、
5

国民年金には 、第 1 号～第 3 号被保険 者と 3 種類の被保 険者が存 在する。第 1
号被保険 者とは 農業等 に従事す る人、 学生、 フリータ ー、無 職の人 等で、第 2
号被保険者は 、サラリ ーマンや公務 員、第 3 号被保険者は 、第 2 号被保険者の
配偶者で専業 主婦 (夫 )であり、20 歳以上 60 歳未満の人で ある。保 険料負担に関
しては、 第 1 号～第 3 号被保険者の それぞれ で異なってい る。

10

2014 年段階の国民 年 金の保険料額 は 1 万 5250 円である 。 2004 年の制度改正
で、国民年金の 保険料 は、2017 年度まで毎 年 280 円ずつ引き 上げ られることに
なり、2017 年の保険 料額は 1 万 6900 円になる予定であ る 4 。しかしながら 、サ
ラリーマンの 会社員や 公務員等 の 第 2 号被 保険者 (夫、 または妻 )に扶養されて
いる配偶者(20 歳以 上 60 歳未満の妻、ま たは 夫 )は、国民年金 の第 3 号被保険者

15

となり、自身 で保険料 を納付する必 要はない 。また 、現在 の厚生年 金や共済年
金の加入者は 、特別な 手続きをしな くても、 自動的に国民 年金の加 入者になっ
ている。
建物の土 台であ る国民 年金の上 に位置 し てい るのが、 2 階部分 にあ たる厚生
年金と共済年 金である 。民間企業の 従業員が 加入するのが 厚生年金 であり、公

20

務員や私立教 職員が加 入するのが共 済年金で ある 。厚生年 金、共済 年金共に 、
受給額は加入 した期間 が長く、その 間に納付 した保険料が 多かった 人ほど多く
なる。2012 年に成立 した被用者年 金一元化 法で 2015 年 10 月以降 は統合され、
現在、共済年 金に加入 してい る公務 員も厚生 年金の加入者 になるこ とが決まっ
ている 5 。公務員には 平 均的な会社員 の 厚生年 金に加えて、平 均月 2 万円程度の

25

職域加算が付 くが、こ の加算も廃止 され、企 業年金に準 じ た代わり の制度が設
けられること が決まっ た 6 。
日本は修正積 立方式の 公的年金制度 を採用し ている。この 修正積立 方式は賦
課方式を基本 原則にし つつも、人口 動態が成 熟化 (引退世 代の人口 比率が 高まっ
たあと、高位 安定する )していないと きに徴収 する保険料の 一部を将 来の給付原

30

資として積み 立ててお き、年金制度 が成熟化 したときに引 退世代に 対する給付

6

の一部をその 積立金の 運用収入 で賄 う仕組み となっている 。
しかしながら 、現在は 年金財政の悪 化により 、年金積立金 を切り崩 して年金
給付に充てて いる。 こ の積立金を市 場で運用 しているのが 、年金積 立金管理運
用独立行政法 人 (GPIF)である。GPIF は厚生労 働大臣から寄 託を受け 、年金積立金
5

の管理・運用 を行う。 そして、その 収益を国 庫に納付する ことによ り、厚生年
金保険事業及 び国民年 金事業の運営 の安定に 資することを 目的とし ている。ま
た 、 長 期 的 に 維 持 す べ き 資 産 構 成 割 合 (ポ ー ト フ ォ リ オ )を 定 め 、 こ れ を 適 切 に
管理する等、 安全かつ 効率的な運用 に努める ことに してい る。 近年 では【図表
2】のように資産 構成 比率は国内株 式の割合 が高まってお り、ハ イ リスク・ハ イ
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リターン型の 運用へと 向かっている 。しかし ながら、ハイ リスク・ ハイリター
ン型の運用で あれば、 元本を維持で きない可 能性も高まり 、市場 の 動向により
運用の結果は 大きく変 動するため、 かえって 年金積立金を 減少させ ることにな
りかねない。 安定的に 年金を給付す るために も 大きなリス クを 冒し て まで運用
収益を上げよ うするこ とには慎重に なるべき である。実際 の運用収 益は【図表

15

3】のよう に 2001 年から 2013 年の年金 積立 金の 平均収益 率は 2.51％と収益が出
ているが、運 用損が発 生している年 度もあり 、市場の動向 に大きく 左右されて
いることが分 かる。

【図表 2】GPIF における 資産構成比 率 の推移
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出所)「 業務概況 書 」(平成 25 年度)・年 金積 立金管理運用 独立行政 法人 ・2014・
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p.103

7

【図表 3】年金積 立金 における 運用 収益 の推 移

5

出所)収益額:「収 益額 (運用手数料控 除前 )の 推移」・年金積立金 管 理運用独立行
10

政法人
収益率:「 収 益率 (運用 手数料控除前 )の推移 」・年金積立金管 理運 用独立行
政法人

ここで、諸外 国の公的 年金の理念 を 概観して おく。
15
① アメリカ
ア メ リ カ は 小 さ な 公 的 年 金 (小 さ な 政 府 )と 大 き な 私 的 年 金 (大 き な 民 間 )と 捉
えられがちで あるが、 実像は公私二 層システ ム として捉え られるべ きである。
アメリカは公 的年金に おいて必要最 低限を保 証するだけで あり、一 般的な老後
20

の生活を過ご すには至 らない。その ため、そ の不足分を私 的年金に おいて賄っ
ているのが現 状である 7 。

② イギリス
イギリスもア メリカと 同様に公的年 金は必要 最低限の保障 をする役 割である
25

ために所得代 替率は低 く、実際に先 進国間で 公的年金の所 得代替率 を比較する
と、「イタリア 79%、スウェーデ ン 65%、フランス 53%、日本 50%、ドイツ 46%な
のに対して、英 国は 37% 8 」(英国の公的年金 制 度改革・みずほ 情報総 研・2007)と
低くなってい る。この ようにイギリ スは公的 年金の給付水 準は低い ためにステ
ークホルダー 年金に代 表されるよう に私的年 金において老 後の生活 を賄ってい

30

るのである。

8

つまり、アメ リカ・イ ギリスは公的 年金が小 さく、私的年 金が大き いというナ
ショナルミニ マムに基 づいた理念で ある。

③ ドイツ
5

老後の生活を 補う年金 制度において ドイツは 公的年金に占 める負担 が大きく
なっている。 しかし な がら、少子高 齢化の進 行によって公 的年金に 過重に依存
する従来まで の年金制 度に限界が見 え始めた 。そのた めに 2001 年の年金改革に
よって公的年 金の当時 の 70%である給付水 準 (可所得分所 得に対し て )を 2030 年
までに 67%に引 き下 げ る こと にな った 。この 給付水 準の 引き 下げ分 を補う もの

10

として任意の 私的年金 であるリース ター年金 が 導入され、 老後の生 活保障にお
いて自助努力 の促進、 すなわち 私的 年金の 拡 大を促してい る 9 。

【図表 4】諸外国 にお ける 高齢者世 帯の所得 に占める 割合

15

20

出所)「社会保 障・税 の一体改革に 欠ける視 点日本版 IRA(個人型 年 金積立金非課
税制度)の創 設を」・ 森信茂樹・ 2011・p.12
25

第3節

公的年金の問題

（1） 空洞 化問 題 (国 民 年金 )
30

日本に住む 20 歳以上 60 歳未満の全ての人 々 は、公的年 金への加 入を法律で

9

義務付けられ ている。 このうち、国 民年金の 第 2 号被保険者は、給 与から保険
料を天引きさ れるため 、徴収を 逃れるこ とは 基本的にでき ない 。し かし ながら、
国民年金の第 1 号被保 険者である自 営業者や 農家ら は、自 己申告に よる納付制
度であるため 、保険料 を払わない人 が目立っ ている 。これ が 国民年 金の空洞化
5

と呼ばれる問 題である 。
今日、若い世 代の納付 率が最も低く 、団塊の 世代における 納付率は 高い傾向
にある。ま た、保 険料 が高く、経 済的に支 払 うことが困難 な人の割 合も大きい。
【図表 5】のよう に全 体として の国民 年金の 納付率も 悪化 を 続けて いる 。そ し
てこの裏側に は、年金 制度への不信 感も ある と考えられて いる。

10

この問題に対 して起き る影響は、国 の財政負 担である。な ぜなら、 未納が増
加した場合、 低年金・ 無年金者が増 え ること によって 、生 活保護を 受給する高
齢者が多数生 じてくる からである 10 。

【図表 5】国民年 金 に おける 納付率 の推移
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出所)「国 民年金

免 除者数、免除割合 、納 付率、繰 上げ率の 推移 」・厚 生労働

省年金局

（2） 空洞 化問 題 (厚 生 年金 )
厚生年金は原 則として 、法人の全事 業所と、 従業員 5 人以上の個人 事業所に
30

適用が義務付 けられて いる 11 。しか しながら 、現実問題とし て、会社 を設立し て

10

も厚生年金の 適用を受 けなかったり 、いった ん適用を受け た事業所 が休業した
と偽って届け 出たりす るという 方法 で、制度 の適用を逃れ るという 問題が 後を
絶たない。
このような状 況の中 、更に 2017 年に厚生年 金の保険料率 は 18.3% 12 にまで引 き
5

上げられるた め、一層 この問題は深 刻化 する と予想される 。

（3） 低年 金・ 無 年金 問題
低年金・無年 金 とは未 納等によって 老後の年 金の受給額が 低くなっ たり、年
金を受給でき なかった りする問題 の ことであ る。 この問題 を抱えや すいのは、
10

国民年金の 第 1 号被保 険者であった 期間が長 い人、あるい は 1986 年 3 月以前に
サラリーマン 世帯の専 業主婦であっ た 人等に 多い 13 。また 、被保険 者 期間に保 険
料免除を受け た期間が 含まれている 人も、そ の分だけ年金 額が少な くなる。そ
の他にも、繰 り上げ受 給制度も低年 金の原因 となっている 。
政府の対応と しては、 国民年金を遡 って 納付 できる追納 制 度や、受 給資格期

15

間の短縮等が ある。ま た、低年金・ 低所得者 には、年金生 活者支援 給 付金等が
設けられる予 定になっ ている 。しか し ながら 、年金生活者 支援 給付 金は 貯蓄が
あっても、所 得が低け れば、 受給が 可能に な るといった問 題が生じ ると予想さ
れる 14 。

20

（4） 世代 間格 差
世代間格差と は、 公的 年金に おいて 、世代に よって保険料 負担と年 金給付の
両面で大きな 格差が生 じることを指 す 。この 給付と負担で 大きな格 差が生じた
要因として、 賦課方式 の下で急激に 進行する 少子高齢化に より現役 世代に対す
る高齢者の割 合が増加 していること が挙げら れる。

25

この問題を解 決してい くために、現 役世代の 保険料の引き 上げに上 限を設け
ることや、高 齢者が既 に 受給中の既 裁定 年金 にもマクロ経 済スライ ドを適用し
て、給付水準 を引き下 げること等を 試みてい る が、世代間 格差は依 然として大
きく、縮小に は限界 が ある 15 。

30

11

（5） 第 3 号被 保 険者 問題
現行制度にお いて 、 第 2 号被保険者の配 偶 者で 20 歳以上 60 歳未満の人は 国
民年金の第 3 号被保険 者とされ、自 分で個別 に保険料を支 払わなく ても老齢基
礎年金を受け 取ること が可能である 。これに 対して 国民は 、第 3 号被保険者を
5

優遇しすぎて いるとの 不満を強く抱 いて おり 、これを第 3 号被保険 者問題とい
う。
1986 年 3 月までは、 第 3 号被保険者 の国 民年金への加 入は任意 であったが 、
この制度は、 任意加入 しなかった者 の無 年金 問題が生じた り、任意 加入した者
に関して、過 剰給付と なる場合が生 じ たりし ていた。そこ で、1986 年 4 月に全

10

員強制加入と なったの である 16 。
政府はこの 第 3 号 被保 険者問題を解 決するた めに、2007 年には、賃 金分割 を
行い、夫婦の 賃金を 2 分割して妻も 保険料を 納付した形を とったが 、離婚しな
い限り年金分 割は顕在 化しないため 、影響力 は小さく問題 解決にま で至ら なか
った 17 。

15

その後、賃金 分割にお いては 離婚し なくても 老後にそれぞ れの個人 名義で厚
生年金を受け 取 ること 等を試みたが 、それで も この問題を 解決する まで には至
っていない。 また、 第 3 号被保険者の資格 を失っている にも関わ らず、年金の
切り換えがで きていな い問題も 生じ ている 18 。

20

（6） 逆転 現象
年金受給額よ りも、生 活保護受給 額 の方が高 くなる現象を 逆転現象 という。
また、第 1 号被保険者 よりも第 2 号被保険者 の方の保険料 が低くな り、かつ支
給額が高くな るという 逆転現象 も今 日の日本 の年金制度に おいて 問 題視されて
いる。具 体的には 、低 所得者の 第 2 号被保険 者で月 に 約 1 万 7000 円の厚生年金

25

保 険 料 (国 民 年 金 保 険 料 も 含 む )が 課 せ ら れ て い る 人 の 場 合 、 厚 生 年 金 は 労 使 折
半となるので その個人 が支払う保険 料は月 に 約 8500 円である 。この 保険料を支
払うことによ って国民 年金に加え、 わずかな がら の厚生年 金も受け 取ることが
できる。一 方、自営 業 者等 第 1 号被保 険者の 国民年金保険 料は月 に 約 1 万 5000
円であり、こ の保険料 を支払うこと によって 国民 年金を受 け取るこ とはできる

30

が、厚生年金 を受け取 ることはでき ない。こ の場合、労使 合計でみ ると、確か

12

に第 1 号被保険者より 第 2 号被保険者の方が 保険料総額は 多いが、 個人負担で
みると、受給 額と保険 料が逆転して いる 19 。

（7） 年金 保険 料 の記 録・ 流用 と 徴収 問題
5

年金保険料の 記録問題 とは 2007 年に発覚し た基礎年金番 号に統合 されてい
ない記録(持 ち主不明 の年金記録 )約 5,095 万 件の存在が明 らかにな ったという
問題である。 現在は日 本年金機構の 取り組み によって 約 2,961 万件 の記録が基
礎年金番号と 結びつ い た(2013 年 6 月時点)が 依然とし て 5 分の 2 の 記録は持ち
主不明の年金 記録であ る 20 。

10

年金保険料の 流用問題 とはグリーン ピア事業 に代表される ような年 金福祉還
元事業での保 険料の無 駄使い問題で ある 21 。
上記のような 問題が生 じた結果、国 民の年金 制度への不信 感が強ま った。そし
て、現在の年 金徴収問 題へと繋がり 、年金財 政を圧迫させ る一要因 となった。
また、国民年金 保険料 100 円当たりの徴収コ ストは 2.91 円(強制徴 収の場合にお

15

ける徴収コス トは 89.68 円)もかかる のに比べ 、国税は 100 円当たり の徴収コス
トは 1.75 円で済む 22 。 このことから 分かるよ うに国民年金 保険料徴 収は税徴 収
に比べ、非効 率的であ り、こうした 非効率な 徴収形態を改 善する必 要があると
考えられる。

20

（8） 公的 年金 の 給付 水準 に関 す る 問 題
現在、日本で は、給付 されている公 的年金制 度だけで は、 老後の生 活資金を
賄うことが難 しい状況 にあると問題 視されて いる。現在の 日本の公 的年金制度
によって賄わ れている 年金額は、平 均月額 約 15 万円であり 、老後の 生活資金を
賄うのであれ ば、平 均 約 20 万円が必要なの である 23 。すなわち 、公 的 年金だけ

25

では、老後の 生活資金 を賄うことが できない のである 。

13

第2章

私的年金の現状と問題

第 2 章では私的年金の 類型、現状を 踏まえて 、その問題点 について 論じてい
く。
5

第1節

私的年金の類型

1・2 階に位置してい る 公的年金に 対し、基 本的 に 3 階に位 置して いるのが私
10

的年金である 。
私的年金には 、企 業年 金や生命保険 会社が運 営している個 人年金が 含まれる 。
ここでは、比 較的規模 の大きい企業 年金につ いて論じてい く。企業 年金には、
主に厚生年金 基金、確 定給付年金、 確定拠出 型年金 がある 。
まず初めに、 厚生年金 基金とは、国 の老齢厚 生年金の一部 を国に代 わって支

15

給するととも に、企業 の 運用実績に 応じて独 自の上乗せ給 付を行う ことにより 、
従業員に更に 手厚い老 後保障を行う ことを目 的とした制度 である。 しかし なが
ら近年は、生 活水準 の 向上や経済・ 投資環境 の変化から、 制度の充 実・改善が
図られ、2003 年に確定 給付年金法が 制定され 、それ以降、確 定給付 年金への移
行が進んだ 24 。

20

次に、確定給 付年金 と は老後の年金 給付額の 目標金額を現 役時代 に 定めてお
き、将来の給 付額から 逆算して現役 世代の 掛 金を拠出する 制度であ る。運営す
るのは企業年 金基金 ま たは事業主 で あるが、 受給額が 一定 であるこ とから、 企
業はその責任 を 必ず負 わなけれ ばな らな い。 このことは、 受給者に とっては将
来支給される 年金受給 額の保障に も なる。掛 金は事業者拠 出が原則 であるが、

25

加入者が同意 した場合 は加入者拠出 も可能で ある。他の特 徴として 退 職時に引
き出しができ ることや 転職時に持ち 運びがで きないこと等 が挙げら れ る。加え
て、税制優 遇措置も 存 在する。ま ず、拠 出時 に毎月の掛金 は損金に 算入される。
また、運 用中は 法 人税 が非課税であ る。受給 時に年金とし て受け取 った 場合は、
公的年金等控 除が適用 され、一時金 として受 け取った場合 は退職所 得控除が適

30

用される。

14

最後に、昨今 話題とな っている確定 拠出 型年 金について述 べていく 。 この制
度は拠出され た掛金が 個人ごとに明 確に区分 され、掛 金と その運 用 益との合計
額を元に給付 額が決定 される。従業 員 または 事業主が拠出 した資金 を自己の責
任において運 用し、そ の運 用実績に よって老 後の年金給付 が行われ る制度 であ
5

る。毎月の 拠出額は 決 まっているが 、受給 額 が分らないの が特徴で ある 。また 、
確定拠出型年 金は主に ①企業型②個 人型の 2 つに分類され る。①に おいて、加
入者は厚生年 金に加入 している第 2 号被保険 者で ある。更 に、拠出 限度額は少
なくなるが、 厚生年金 基金や確定給 付 年金ま た、私学共済 等 に加入 してい たと
しても加入す ることが できる。一方 、②にお いては、拠出 するのは 加入者のみ

10

である。これ に加入で きるのは、第 1 号被保 険者や確定給 付型年金 も企業型確
定拠出型年金 も加入し ていない第 2 号被保険 者である。ま た、①の 運営主体は
事業主であり 、②の運 営主体は国民 年金基金 連合会である ことにも 留意して お
かなければな らない 。掛金において は、①は 事業主拠出 (ただし、規約に定めた
場合は加入者 拠出も可 能 )②におい ては本人 のみという違 いがある 。また、確定

15

拠出型年金の 他の特徴 として は、60 歳まで引 き出しができ ないこと や、年金資
産が個々の加 入者ごと に記録管理さ れている ため、転職の 際に持ち 運びができ
ること、また 、自己の 責 任で運用す るため、 そのための教 育が不可 欠であるこ
と等が挙げら れる 。加 えて 、税制優 遇も存在 する。ま ず、 拠出 時に おいて、加
入者の拠出分 は全額所 得控除が受け られる。 更に 、①にお いては、 事業主拠出

20

分を全額損金 算入でき る。次に、運 用時は 法 人税 が非課税 であり、 年金として
受け取る場合 は、給付 時に 公的年金 等控除 を 受けられる。 また、一 時金として
受け取る場合 は、退職 所得控除が受 けられる 25 。

25

第2節

私的年金の現状

近年【図表 6】のよ う に、確定拠出 年金が拡 大している。低金利や 株式市場の
低迷により大 きな運用 益をあげるこ とが難し くなり、企業 が運用の 赤字部分を
補填していた こと、ま た 会計基準の 厳格化 に より毎年年金 給付債務 を負債計上
30

しなければな らなくな り、企業の経 営を圧迫 していること 等によっ て 企業が責

15

任を負う必要 のない確 定拠出 年金が 拡大して いった 。そし て、 従業 員が個人勘
定を持ってい る。つま り、ポータビ リティが 高いため 、労 働市場の 流動化に耐
え得るものと して ニー ズが拡大して いった。
また、確定給 付 年金も 増加している 。みずほ 総合研究所 (2012)にお いて「 2002
5

年に代行返上 が可能に なり確定給付 企業年金 へ移行する基 金が多か った 26 」(｢企
業 年 金 の 現 状 と 改 革 の 見 通 し ｣・ 堀 江 奈 保 子 ・2012・ p.3)と 述 べ ら れ て い る よ う
に、厚生年金 基金から 確定給付年金 への移行 が進んでいる 。また【 図表 7】のよ
うに、2002 年から開始 された適格退 職年金か ら他の企業年 金への移 換 において
確定給付年金 は 20.5％にあたる 1 万 5064 件 の移換 が行わ れており 、これらの要

10

因によって増 加してい ったと考えら れる 27 。

【図表 6】企業年 金に おける 普及の 推移

15

20

出所)確定給 付加入者 : 「企業年金制 度の現状 等について」・厚生労 働省・2014・
p.9
確定拠出加入 者 :「厚 生労働省白書 資料編年 金」 (平成 26 年度版 )・厚生労
25

働省・2014b・p.247
厚生年金基金 加入者 :同上・p.246
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【図表 7】企業年 金の 内訳

5

10

出所）「企業 年金制度 の現状等につ いて」・ 厚生労働省・2014・p.3

そして、我々 は今後、 確定拠出型年 金が普及 していくこと は望まし いと考え
15

る。まず 1 つ目の理由 として は、従 業員が年 金への参画意 識を持ち 、自らの老
後における所 得に関心 を 持つように なること である。次に 出産・育 児等 により
企業型の確定 拠出型年 金から離れる 場合も 、個人型の確定 拠出型年 金に加入し 、
それに加えて 、再就職 した場合にも 企業型の 確定拠出型年 金に再度 加入 するこ
とで生涯に亘 り、 私的 年金に加入し 続ける こ とができるこ と、 更に は 近年、雇

20

用が流動化す る中で確 定拠出型年金 は強い ポ ータビリティ を持つ た め、職業選
択の自由をも たらすこ と が挙げられ る 。最後 に、 積立金の 運用が不 振 である場
合、企業が不 足分を穴 埋めしなけれ ばならず 、そのリスク を嫌い、 中小企業の
間で企業年金 離れが起 きていること が挙げら れる 。
以上より、確 定拠出型 年金が普及し ていくこ とは望ましい ことであ る と考え

25

る。しかしな がら 、確 定拠出型年金 も万能で あるわけでは ない。次 節では 確定
拠出型年金を 含めた企 業年金 の問題 について 言及していく 。

17

第3節

私的年金の問題

（1） 受給 権保 護
年金には受給 権が存在 する。受給権 とは 企業 年金や退職金 について 個々の制
5

度規定に基づ いて算出 された発生給 付額を受 け取る権利の ことを指 す。確定 給
付型年金の場 合 につい ては 、制度の 根幹とし て あらかじめ 定められ た 給付を確
実に行うこと が義務付 けられている 。しかし ながら、その あらかじ め定められ
た受給額が減 額される と いった年金 受給者の 受給権を侵害 する問題 が生じてい
る。確定 給付型年 金は み だりに給付 の減額変 更を行うこと が認めら れていない 。

10

それにも関わ ら ず、年 金の減額が具 体的に検 討され、 年金 の減額が 実施される
に至る事例が 生じてい る。2010 年には日本航 空 28 や近畿日本 ツーリス ト 29 が 、ま
た 2013 年にはセイ コ ーエプソン 30 が受給額を 減額している 。この 背 景には、 企
業年金の積立 不足や 会 計基準の厳格 化、 また 企業業績の悪 化という 、互いに関
連する 3 つの事 情があ る。

15

まず 1 つ目に積立不足 に関してであ るが、 企 業年金におい ては、 拠 出された
掛金を積み立 てて得ら れた年金資産 として運 用し、給付に 充当して いる。確定
給付型年金の 場合、年 金資産の運用 は 当該制 度の実施者で ある企業 が一括して
行い、運用リ スクは当 該企業が負う 。しかし ながら近年は 、低金利 や 株価の下
落、また世界 的な金融 危機等による 運用環境 の悪化から、 運用成績 が低迷し、

20

その結果、年 金資産の 総額が、退職 後に支払 うべき給付総 額を下回 るという 企
業年金の積立 不足が 生 じている 。
【図表 8】は企業 年金 の収益率 を示す 修正総 合利回り におけ る 過去 の動向で
ある。収益率 は低迷し ており、 1999 年から 2008 年までの過去 10 年間 で 5 回マ
イナス、すな わち運用 損になってい る。10 年間の修正総 合利回り の単純平均は

25

0.27％となり、大半の 確定給付型の 企業年金 は予定された 運用利回 り (予定利率 )
を達成できて いない。 これ が原因と なり、 発 生した企業年 金の積立 不足額は、
大和総研によ ると、2008 年度決算期(主 に 2009 年 3 月期)にお ける 主要上場企業
278 社の合計 額で、 約 21 兆 5000 億円に達す る (前年同期 比約 7 兆 2000 億円増)
と報じられて いる 31 。

30
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【図表 8】企業年 金 の 収益率 (修正 総合利回 り )の推移

5

10

出所)「企業 年金にお ける資産運用 の状況」 ・企業年金連 合会・ 2008・ p.5

次に 2 つ目の要因とし て、会計基準 の厳格化 が 挙げられる 。かつて の企業会
計では、企業 年金につ いては、掛金 の拠出額 が費用として 計上され るだけであ
り、年金 債務や年 金資 産は 貸借対照 表に計上 されていなか った 。し かし ながら、
15

積 立 不 足 が 会 計 上 認 識 (財 務 諸 表 へ の 計 上 )さ れ な い の は 、 企 業 経 営 の 面 か ら 、
また投資家へ の ディス クロージャー の面から も問題である との議論 が高まり、
2001 年 3 月期から退 職 給付会計が導 入された 。この会 計は 、企業年 金の積立不
足を、貸借対 照表に明 記することを 求めるも のであり、積 立不足を 抱える企業
に、大きな影 響を及ぼ すことになっ た。

20

退職給付会計 では、「 一定の期間に わたり労 働を提供した こと等の 事由に基
づいて、退職 以後の従 業員に支給さ れる給付 のうち、認識 時点まで に発生して
いると 認め られ るも の 32 」(「 退職 給付 にか か る会計 基準 」等 から の 改正点 ・財
務会計基準機 構・p.2)を、退職給付債 務と呼 ぶ。すなわち、将 来支 払いが必要な
退職一時金と 企業年金 の合計額のう ち、現在 までに支払義 務が発生 した金額を

25

現在価値に換 算したも のが退職給付 債務であ る。この退職 給付債務 から、現に
積み立ててあ る年金資 産の時価額を 差し引い た金額のうち 、既 に退 職給付引当
金が積まれて いる金額 を除いた積立 不足 の金 額は、引当金 の増額等 により 一定
期間内に会計 処理する 必要がある。 年金資産 の時価額は、 資産運用 の結果によ
って変動する 。仮に運 用が悪化して 年金資産 が減少した場 合、当該 減少は積立

30

不足の拡大要 因となり 、引当金の増 額等を行 う必要が生じ るため、 企業 の決算

19

に悪影響を及 ぼす。こ の悪影響を回 避するた めに、当該企 業は 退職 給付債務の
圧縮、すなわ ち企業年 金の減額等を 行う可能 性がある。更 に 、以前 は 積立不足
の会計処理の ために一 定の期間 (10 数年程度)をかけること が認めら れていた が 、
2014 年に、積立不 足 を一気に解消 するよう 、会計基準が 一層厳格 化 された 33 。
5

この一括処理 により、 積立不足を抱 える企業 の財務 状況は 更に圧迫 されるこ
とが見込まれ ており、 結果として、 会 計のル ール変更が 企 業に対し て 減額を含
む企業年金制 度の変更 を促すという 事態が生 じている。
最後に 3 つ目の 要因は 企業業績の悪 化である 。2008 年 9 月の、ア メ リカ 大手
投資銀行リー マン・ブ ラザーズの破 綻を 契機 として世界的 に拡大し た金融危機

10

の影響を受け 、 日本 の 企業業績は、 総体 的に 悪化した。日 本経済新 聞社が集計
した 2009 年 3 月期の 全国上場企業 全体の連 結決算の最終 損益は、 3 兆 6700 億
円の赤字とな り、 IT バ ブル崩壊で不 況に陥っ た 2002 年 3 月期以 来 、 7 年ぶりに
赤字に転落し た 34 。また 、民間の信 用調査会 社 である帝国デ ータバン クの集計で
は、2009 年の倒産件 数は 1 万 3306 件で、 3 年連続で前年比増 と なっている 35 。

15

先述の通り、 確定給付 型の企業年金 の場合、 積立不足分は 企業が追 加拠出を行
って補填する 必要があ るが、企業業 績の悪化 に伴い、積立 不足への 拠出が利益
の下押しや当 該拠出負 担の少ない同 業他社と 比較した競争 力の低下 、 また資金
調達条件の悪 化につな がる企業格付 けの引き 下げ等を通じ て、本体 企業の経営
を圧迫する度 合いが高 まりつつある 。

20

以上のように 、運用成 績の低迷によ る積立不 足の拡大、会 計基準の 厳格化に
よる退職給付 債務圧縮 の動き、 また 企業業績 の悪化による 経営体力 の低下が相
互に関連しな がら生じ たことにより 、確定給 付型の企業年 金制度を 支える余力
が企業に少な くなって きたことが、 企業年金 の減額を目指 す動きを 引き起こす
ことになった 。 したが って 年金受給 者の受給 権の保護を行 う仕組み が必要であ

25

る。

（2） 運用 リス ク
確定給付型年 金の場合 、企業および 年金基金 が主体となり 運用・責 任を負う
のに対し、確 定拠出型 年金では加入 者が主体 となり運用指 図を行い 、運用・責
30

任を自らが負 う。

20

つまり、運用 結果は直 接自身の年金 額に影響 するため、将 来の所得 保障とし
ては不安定で あるとい える。 運用に 失敗した 場合、年金の 受取額が 著しく低く
なる。これは 日本の確 定拠出型年金 の運用商 品が元本保証 型商品に 偏ってしま
う要因の 1 つである。 元本保証型商 品は収益 率が低いため 、老後の 所得水準は
5

低くなってし まう。

（3） 投資 教育
また、確定拠 出 型 年金 には、運用リ スクを従 業員に負わせ るため、 継続的な
投資教育が努 力義務と されている 。 しかし な がら 、予算上 の制約や 運 用に無関
10

心な人が多い こと、ま た、成果が定 量的に測 りにくいこと 等により 、【図表 9】
のように、継 続教育 の 実施率は 6 割程度 36 で あり、積極的 に投資教 育を行っ て
いる企業が多 く はない という問題が 生じてい る 。
十分な年金を 確保する ためには、リ スクがあ っても利回り の高い商 品に資金
を振り分ける 必要があ るが、元本保 証型 の商 品を選ぶ傾向 にあるの が現状であ
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る。これは、 日本人に 資産運用や株 式投資に 無縁な者が多 く、それ らの者たち
を投資家に変 えるのに 膨大な時間と 手間がか かるにも関わ らず、そ れが なされ
ていない企業 が多いこ とが原因にあ る。アメ リカ と比較し ても、 ア メリカ では
投資信託等フ ァンドが 大半であるの に 対し 、【図表 10】のよう に、日本は預貯
金と保険が確 定拠出年 金資産の 6 割 37 を占め ていることか らも、投 資教育が 十

20

分になされて いないこ と が窺える。

21

【図表 9】確定拠 出年 金の継続教育 の実施状 況 (2013 年)

5

10

出所)「 社 会保障審 議会 企業年金部会ヒ アリ ング説明資料 」・厚生 労働省・2014・
p.10
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【図表 10】確定拠出 年金の運用商 品の割合 (2012 年)

20

25
出所)「企業 年金制度 の現状等につ いて」 ・ 厚生労働省・2014・p.20

（4） 確定 拠出 型 年金 制度 自体 の 問題
先述の通り、 多くの企 業において確 定拠出年 金への移行が 順調に進 んでいる
30

ように見て取 れるが 、 実際は既存の 企業年金 から確定拠出 型年金へ の移行の際

22

にいくつかの 基準 が存 在しており、 その 基準 が企業の確定 拠出 型年 金への移行
の阻害になる ことが あ る。
まず、確定拠 出 型 年金 に移行する際 には積立 不足を解消し なければ ならない
ということが 挙げられ る 。例えば、 適格退職 年金等から確 定拠出型 年金に移行
5

する際、積立 不足を抱 えている 場合 は企業の 事業主が不足 分の埋め 合わせや給
付額の減額等 によって 積立 不足を解 消させる ことが必要と なってく る。そし て、
給付額の減額 には加入 者の 3 分の 2 以上の同 意や加入者の 3 分の 1 で組織する
労 働 組 合 の 同 意 等 が 必 要 と な っ て く る 38 。 厚 生 年 金 基 金 に 関 し て は 公 的 年 金 制
度の健全性及 び信頼性 の確保のため の厚生年 金保険法等の 一部を改 正する法律

10

によって施行 以前まで は解散時に上 乗せ部分 も含めて積立 不足がな いことが移
換時の要件と なってい たが、健全化 法施行後 は積立不足が あっても 移換できる
よう変更され 、確定 拠 出 型年金への 移行に関 しての緩和が なされた 39 。しかし な
がら、総合型 の厚生年 金基金は 、近 年の運用 利回りの低下 によって 多くの企業
年金で深刻な 積立不足 が生じており 、財政力 の 乏しい中小 企業等 は 確定拠出 型

15

年金に移行す るための 条件である積 立 不足の 解消ができず に加入 が できない と
いう現状も存 在してい る。
制度の問題と しては、 拠出限度額の 低さやマ ッチング拠出 への規制 も挙げら
れる。拠出限 度額は引 き上げられて いるが、 更に引き上げ るべきだ という声も
存在している 。また、2012 年にマッチン グ 拠出が解禁さ れ、以前 までは掛 金の

20

拠出について は企業の みが行ってい た のに対 し、 拠出限度 額までな ら加入者の
拠出が認めら れるよう になった 。し かしなが ら 、このマッ チング拠 出制度を十
分に活用でき てい ない ケースも存在 している 。どのような ケースか とい うと、
まず 1 つ目 は企 業の 拠出額 が法 令に おける 拠出限 度額 であ るケー スであ り、 2
つ目としては 加入者拠 出額が 企業拠 出額を超 えてはいけな いために 、企業拠出

25

額が低い場合 は加入者 拠出 額も低く なり、法 令での税制優 遇が受け られる拠出
限度額を満額 まで活用 出来ないケー スがある 40 。
上記のように 、確定拠 出型年金は規 制に関し ての問題点が 存在して いる。

（5） 中小 企業 の 企業 年金
30

日本の中小企 業におけ る年金普及率 は他国と 比較しても低 い。 日本 の退職給

23

付実施状況に 関して 、 中小企業の企 業年金実 施割合は 18.6％(2013 年 )であるの
に対し、アメ リカ は年 金プラン加入 比率 35%～46%(1996～2005 年)ほどである 41 。
また日本にお いて は、2014 年に厚生年金 基 金の見直しが 決定され 、中小企業年
金実施率は更 に 低下す る可能性があ る。
5

中小企業にお ける従業 員の将来を守 るために 、加入率を上 げる必要 がある。

24

第3章

我々の掲げる年金改革

公私年金共に 前提とし て、ディスク ロージャ ーを積極的に 行い、国 民の老後
所得への意識 を高め、 より良い年金 制度の確 立を目指す。
5

そして、社会 保障とは 国が生存権の 主体であ る国民に対し て、その 生活を保
障することを 直接の目 的として、 国 民の連帯 を通して 社会 的給付を 行う法関係
で あ る 42 こ と 、 社 会 保 障 の 根 本 目 的 は 個 人 が 人 格 的 に 自 律 し た 存 在 と し て 主 体
的 に 自 ら の 生 を 追 求 で き る と い う 個 人 的 自 由 の 確 保 で あ る 43 こ と を 踏 ま え 、 連
帯を通じて、 生活保障 と個人的自由 を追求す る。

10

したがって、 公的年金 において国民 年金は生 活の最低保証 を行うも のと位置
付け、厚生年 金は従前 所得との落差 を埋める ものと して位 置付ける 。そこから
安心できる制 度的裏付 けを保った上 で、多様 化する老後生 活に対応 するために 、
私的年金の選 択肢を拡 充し、自由度 を高める 等、 公私の役 割を明確 にし、それ
ぞれの望む老 後に応じ た年金を受給 するシス テムを構築す る。第 3 章では、そ
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れに準じた我 々の解決 策を論じてい く。

第1節
20

公的年金改革

社会保険方式 を維持し たままでの改 革は 、各 問題を緩和す ることは 可能であ
っても、保険 料の未納 とそれに伴う 低年金・ 無年金や空洞 化の問題 の根本的な
解決は不可能 である。 また、第 1 号～第 3 号被保険者で保 険料の負 担方法が違
うことに対す る批判が 強い。そして 、賦課方 式の下では今 後の少子 高齢化に対
応することが 出来ない ため、ある程 度の水準 の年金を持続 していく ためには抜

25

本的な年金構 造改革が 必要である。 以下では 我々の公的年 金の改革 案を示して
いく。
日本の公的年 金制度 は 2 階建てとなってい るが、国民の 目からす れば 1 階部
分と 2 階部分が必ずし もきれいに分 離されて いない ため、 公的年金 制度の役割
が曖昧になっ ている。 そ こで、制度 と各役割 を明確にして おく。 つ まり 1 階部

30

分は独立した 勘定で行 い、財源を正 確に区別 し、財政状況 が国民の 目にはっき

25

りと分かる状 態にする 。そして、１ 階部分は 高齢者 が必要 とする高 齢期の生活
費の基礎 部分を 保証す るものと して位 置付け 、2 階部分 は従前 所得 との極端 な
落差を埋める ものとし て位置付ける 。
1 階部分に おける 国民 年金に関 しては 保険料 を徴収す る現行 の社会 保険方式
5

をやめ、全て 税財源で 賄う 税方式に 切り替え 、受給額を 老 齢無職単 身世帯 の基
礎的消費支出約 7 万 円 44 を賄える水 準に設定 する。この税 方式の下 では強制 的
に全居住者か ら財源を 徴収すること になる。 もし強制加入 をさせな いで個人の
自由に委ねら れる部分 があるとすれ ば、最終 的には生活保 護がある ため、いざ
という時には 生活保護 に頼ろうとし 、自分で 老後の所得に 対応をし ようとしな

10

い可能性があ る 。安易 に公的生活扶 助に頼り 、社会内の他 者に負担 を押し付け
ることになる た め、こ のような 行動 は許され るものではな い 45 。した がって 全国
民から強制的 に徴収す るシステムが 必要とさ れる。 このよ うに全国 民から強制
的に徴収する と 、保険 料の滞納が起 きないた め 、空洞化問 題、低年 金・無年金
の問題が解決 される。 また、国民年 金は一律 に 一定額支払 われるよ うになるた

15

め、第 3 号被保険者問 題、生活保護 との逆転 現象が解決さ れる。 社 会保険方式
から税方式へ の 移行に 際しては過去 に未納が あった人の受 給額を満 額より少な
くする方法を とる。移 行時に保険料 を払い始 める年齢に達 していな い場合は新
制度のみに加 入し、年 金を受給し 始 めている 場合は現行制 度のみに 加入する。
既に保険料を 支払い始 めており、年 金を受給 する年齢に達 していな い場合 は、

20

現行制度の加 入期間と 新制度の加入 期間の長 さに応じて、 両制度か ら年 金の給
付を受けるこ とになる 。減額を 受け る場合が あるが、これ は 未納と いう事実が
過去にあった からであ り、全体的な 公平性と いう視点に立 った場合 には止むを
得ない。未納 があった 人は年金受給 額が低く なり、生活保 護に頼る 可能性は あ
るが、生活保 護を年金 の満額受給よ りも低い 水準に設定し 、 逆転現 象は 生じな

25

いようにする 46 。
その財源は消 費税の増 税によって賄 うことが 望ましい。こ れは 、所 得税や住
民税のように 自営業者 の所得捕捉が 不十分な クロヨン問題 が存在せ ず 、また高
齢者も負担す るため、 世代間格差の 是正 へ繋 がる ためであ る。 そし て、 受給の
要件は日本に 居住して いれば 誰もが 消費税を 支払う ことに なるため 、 日本に一

30

定期間居住し ているこ と とする。こ の場合、2015 年から 2050 年まで に 段階的に

26

合計約 6％の消費 税引 き上げを行い、財源を 確保する 47 。また、消費 税を 財源の
確保の手段と して使用 する際、消費 者から預 かった税金を 国庫に納 めず、事業
主の利益とす る益税問 題が生じる。 ヨーロッ パ等 では、商 品にかか る消費税を
インボイスと いう書類 に明記してい る ため、 売上げた分の 消費税か ら仕入れの
5

分の消費税を 正しく 控 除して国庫に 正確に納 めることがで きる。そ れに対し日
本においては 、消費税 額が明記され た書類が なく、正確な 額を把握 することが
できず、実際 納めなけ ればならない 額よりも 少ない額を納 める とい う 事態が発
生する。つま り、 これ が益税である 。こうし た問題を防ぐ ためにも 、消費税を
財源 と して 利用 す る際 はイ ン ボイ ス制 の 導入 を検 討 す べ きで あ る。 また 、 2050

10

年以降は【図表 11】よ り人口動態は 成熟化し 、一定で 推移するた め 、新たに 増
税する必要は 無く、恒 久的に国民 年 金を維持 することがで きる 。先 述の通り 、
追加的に 6％の消 費税 引き上げ が必要 とされ る が、こ の水準 は他の 主要国の 租
税負担率と比 較すると 、【図 表 12】のように 決して高すぎ る値では ない。高 す
ぎる値ではな いが、 更 に租税負担を 低く抑え るために少子 化対策を 推進すべき
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である。2010 年の平均 理想子供数 は 2.42 人であるのに対 し、平均 現存子供 数は
1.71 人 48 であり 、理想 の 子供 数には達 していな い。この 乖離を埋 める ために、例
えば、保育所 の整備や 、育児休暇の 取得促進 や、出産・育 児後に復 職 を容易に
する等、政府 と企業が 先導して、安 心して出 産・育児がで きる 環境 を作ってい
かなければな らない。 そして、現行 制度と新 制度を完全に 分離させ 、それぞれ

20

独立した勘定 で把握し 、年金定期便 等を通し 、 ディスクロ ージャー を 国民へ積
極的に行う。 現行の国 民 年金制度に 関して 世 代間ならびに 個人間の 公平性を損
なわないまま 維持し、 将来の給付費 用増大を 回避しつつ国 民に分か りやすい制
度として再構 築するこ とは国民経済 にとって 急務である 。その ため には各世代・
各立場の人々 が公平性 の面で納得す る必要が ある。

27

【図表 11】将来推計 人口比率 の推 移
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出所)｢人口の推移 と将 来人口」 ・統 計局

【図表 12】租税負担 率 の国際比較 (2011 年)
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出所)｢国民負担率 の内 訳の国際比較 (日米英 独仏瑞 )｣・財務省

そして、公的 年金の 2 階部分に関し ては現役 世代がその時 点の高齢 者を 支え
る現行の賦課 方式をや め、自分の老 後のため に自分で積み 立ててい く積立方式
へ移行する。 賦課方式 の一番のメリ ットはイ ンフレーショ ンや生活 水準の上昇
30

が起こったと しても、 拠出額に基づ いた実質 価値を維持し た年金額 が保証され

28

ることであっ たが、経 済成長が芳し くなく、 加えて、人口 成長が望 みにくい 状
況であるなら ば、賦課 方式のメリッ トは失わ れてしまう。 賦課方式 がその本領
を発揮するの は、経済 が成長し、人 口構 成に おいて 現役世 代 が相対 的に増えて
いく状況であ る。逆に あまり経済成 長が進ま ずに 高齢者が 増え、相 対的に若中
5

年者が減って いく状況 下で賦課方式 という仕 組みを実施す るならば 、もはや全
ての世代に恩 恵を与え ることはでき なくなり 、必然的に後 代世代に 求める負担
が増加するこ とになる 。そのため、 少子高齢 化が深刻化し 、経済が 成熟しつつ
ある日本では 世代間の 公平 性を意識 し、積立 方式への移行 が必須で ある。この
ことで世代間 格差が是 正され、 少子 高齢化等 の人口動態か ら独立し た構造とな

10

る。
また、賦課方 式から積 立方式への移 行の際に は二重の負担 の問題が 生じる。
二重の負担と は現役世 代が自分自身 の年金の 財源を積み立 てると同 時にこれま
でに発生した 年金給付 債務に対する 財源を負 担しなくては ならない ことである 。
そもそも現行 制度の下 では現役世代 の負担が あまりにも大 きくなっ ており、年

15

金会計として 後代世代 にとってあま りにも不 利になってい る。ここ で積立方式
に移行したと きに二重 の負担を含め ても実際 の拠出と給付 の関係に おいて後代
世代の年金会 計を改善 する ことにな るのであ れば、形式的 に二重の 負担が生じ
たとしても許 容され得 る と我々は考 える。 最 も重要なこと は 、二重 の負担が発
生するかどう か ではな く、 二重の負 担を長い 期間をかけて 解消して いくことで

20

後代世代の負 担を軽減 することが で きるかど うかである 。 実際、年 金給付債務
は公債の発行 や積立金 を一時 的に融 通 する等 の方法によっ て、つま り年金の会
計が別の債務 を負うこ とで、償還期 間を長く とることが可 能である 。具体的に
は積立方式へ の移行で メリットを受 ける厚生 年金加入者が 納める保 険料に上乗
せする形で債 務を減額 していく。償却 財源と して約 2.2％の保険 料 を上乗せする

25

と 70～80 年で債務 を 完済すること が可能で ある 49 。厚生年 金保険料 の内の国 民
年金保険料相 当分は 約 3～7％であり、国民 年金は税方式 へと移行 するため、こ
の分の従業員 の負担は 軽減される。 したがっ て 、現行の厚 生年金保 険料と移行
後の保険料は 大きく変 わらない。つ まり、そ れほど大きな 負担を強 いずに年金
給付債務の償 却が 十分 可能である と 言える 。 ここにおいて も、移行 時に賦課方

30

式で保険料を 支払って いる人は 現行 制度と新 制度の両方か ら期間に 応じた年金

29

受給が行われ ることに なる。また 、 賦課方式 と積立方式の 間で独立 した勘定を
用いる必要が ある。
また、厚生年 金の適用 拡大を推し進 め、更に 多くの国民の 従前所得 との落差
の低減を目指 す。近年 、非正規雇用 者や短時 間雇用者が増 大する中 で老後の所
5

得が著しく減 少するこ とが懸念され ている。 そのため 2016 年 10 月に、厚生年
金の適用範囲 は 一週間 の労働時間が約 30 時間以上から、約 20 時間以上 という
ように拡大さ れる 50 。更に 、より多 くの国民が 厚生年金に加 入するた め 、二 重 の
負担はその分 軽くなる 。
また、1 階部分と 2 階部分のどちら に関して も支給開始年 齢の引き 上げを行

10

う。日本では 60 歳か ら 65 歳へと支給 開始 年齢の引き 上 げが段階 的に行われて
いる。しかし ながらア メリカ、イギ リス、ド イツ等 の先進 国では日 本と比較し
て平均寿命が 低いにも 関わらず 67 歳や 68 歳への引き上 げが進ん でいる 51 。 最
低でも 67 歳以上に引 き上げる必要 がある。 日本において 、 2013 年段階で高年
齢者雇用就業 対策の一 環として、高 齢者の雇 用環境の整備 を行う事 業主に対す

15

る助成金を支 払うこと や、全国の主 要なハロ ーワークに高 年齢者雇 用相談窓口
を設置し、職 業生活の 再設計に向け た支援や ナビゲーター による担 当者制の就
労支援等を実 施 52 しており、高齢者 の雇用環 境 を今後更に整 備するこ とで、支 給
開始年齢の引 き上げを 行うことは十 分に可能 であると言え る。 世代 間格差を埋
めるための有 効的な手 段である。

20

更には、国民 一人一人 が正しい年金 教育を受 け て知識を付 け 、それ に関して
興味を示すこ とが 重要 である。年金 知識の 低 い人ほど、年 金教育を 受けること
に消極的であ る 53 。つまり、年金教 育の受講を 自由意思に委 ねる と、年金教 育 の
必要性・重要 性は高い にも関わらず 、最も肝 心な年金知識 の低い人 に年金教育
が行き届かず 、年金 の 理解不足は解 決 されな い。これらの 人々に確 実に年金教

25

育を行き届け るために は、ライフサ イクルの 中で学生の時 期に学校 教育のカリ
キュラムに組 み込む 等 、年金教育の 受講は任 意ではなく、 強制実施 する必要が
ある。この教 育によっ て、十分に年 金に関す る 理解が得ら れたなら ば、 現在の
日本の年金状 況等を国 民自身で把握 すること も容易になる 。その結 果、 現在の
状況の良し悪 しが判断 できる体制に なり、年 金に 更に強く 関心を持 ち、個人個
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人がこれから どのよう に 年金を自分 の中で位 置付けていく のか に関 して考える

30

ことが可能に なる 。
これらの改革 により 後 代世代の負担 を 軽減す る とともに、 公的年金 制度の持
続性は格段に 高まり、 後世へ年金制 度を残し 続けることが できる。 また、複雑
な構造が排除 されるこ とで国民が理 解しやす い構造へと転 換する。 この理解し
5

やすい構造は 国民全員 の年金制度へ の参加を 可能にする。 国民から の監視の目
が行き届き、 年金制度 が腐敗するこ となく、 より良い年金 制度の創 設にも繋が
ることが予想 される 。
前述したよう な年金記 録・流用問題 の解決策 として、 まず 初めにガ バナンス
の強化を挙げ る。具体 的には日本年 金機構に 外部監査会を 設置し、 監視体制を

10

強化する。そ れと同時 に国民への デ ィスク ロ ージャー を積 極的に行 うことを考
えている。こ うするこ と で監査役と 国民の 双 方から日本年 金機構を 監視するこ
とになり、前 述した問 題の防止に大 きく貢献 する のである 。また、 年金保険料
の流用問題に 関しては 年金保険料流 用禁止法 を制定し、保 険料を給 付以外の目
的に使用する ことを禁 止するべき で あると 考 えている。
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次に、年金保 険料徴収 の非効率な実 態に対し ての対策とし て 、税と の一体徴
収を提案する 。年金保 険料に比べ る と税徴収 は 徴収効率が 高いため 、一体徴収
を行うことで 税徴収の ノウハウを年 金保険料 徴収において も活用す ることがで
きる。したが って、 現 行の徴収方法 よりも効 率的に年金保 険料を徴 収できる の
である。また 、保険料 と税の一体徴 収を行う ために保険料 と税の徴 収を行う機

20

関を一つに統 合し、歳 入庁と呼ばれ る徴収を 専門的に行う 機関を設 立 すること
が望ましいと 考え る。

このような公 的年金制 度に よって公 的年金で 全て の高齢者 世帯にお ける最低
限の生活保障 を行うこ とができ 、公 的年金の 持続性を維持 できる。 しかし なが
25

ら、この公的 年金制度 だけでは全て の高齢者 世帯がゆとり のある老 後生活を 行
うことができ るとは言 い難い 。そこ で、我々 はこうした問 題点を解 決するため
に私的年金を 活用すべ きであると考 えている 。
第 1 章では 3 つの国の 年金制度を例 とし て挙 げたが、どの 国も老後 の生活保
障を公的年金 のみで賄 わ ずに、私的 年金を含 めた上で老後 の生活保 障を行って

30

いる。したが って 、我 々は 公的年金 制度の不 足部分を補い 、高齢者 が自身の老

31

後においてゆ とりのあ る生活を送る ための手 段として 、公 的年金よ り柔軟性の
高い私的年金 を活用す ることを提案 する 。こ のように公的 年金で 全 て の高齢者
の最低限の生 活保障 を 行い、公的年 金でカバ ーしきれない 部分に関 しては 私的
年金で補う。 つまり、 柔軟性の高い 私的年金 が公的年金を 補填 する という 形の
5

公私年金制度 を提案し たい と考える 。

第2節
10

私的年金改革

（1） 受給 権保 護
受給権の保護 に関して は事前的対策 と事後的 対策が 必要と なる。事 前的対策
として企業が 年金基金 を 正確に把握 するとと もに、年金受 給者及び 企 業に対す
るディスクロ ージャー を進め、年金 制度 を資 本市場に開示 すること 等 によって
市場のチェッ クという 規律付けによ る健全性 を高める。 制 度そのも のの位置付

15

け、投資戦略 、将来キ ャッシュフロ ーの予測 、期待運用収 益率の設 定等のあり
方は経営者が 透明性の ある 方式を用 いて 明ら かにしなけれ ばならな い重要な項
目である。国 際的には 実際運用収益 と期待運 用収益との差 異が大き な問題とな
り、その設定 のあり方 の開示が一段 と透明化 されているに も関わら ず 、日本で
はあまり進ん でいない のが現状であ る。会計 基準は年金 制 度の実態 を定期的に 、

20

かつ監査を経 て公にす る経済的、社 会的シス テムであるだ けに、こ うした公開
システムを通 して制度 のあり方を明 らかにす ることが不可 欠である 。
事 後 的 対 策 と し て 、 ア メ リ カ で は エ リ サ 法 に 基 づ い て PBGC(pension benefit
guarantee corporation 年 金 給 付 保 証 公 社 )と い う 政 府 の 機 関 が支 払 保 証 制 度 を 運 営
しており、これによっ て受給権の保 護が確実 になされてい る 54 。更に、この ア メ

25

リカの例を参 考に、企 業が 保険料を 支払い、 公的な保険機 構を設立 し、支払保
証を行う。保 険料に関 しての 問題が 生じてく るが、保険料 は保険原 理に従い、
積立不足が大 きく 支払 保証が適用さ れる可能 性の高い企業 には高い 保険料を負
担させ、逆に 積立不足 の無い企業に は少額の 保険料負担を 課す。そ して、健全
な企業年金の 負担を抑 え、積立不足 がある企 業年金にも積 立不足の 解消に向け

30

たインセンテ ィブを持 たせる。また 、前提と して市場や国 によるモ ニタリング

32

を行うため、 モラルハ ザードが生じ ない。
このように 、ディ スク ロージャーに よる市場 規律を主軸と して健全 性を高め 、
補完的に国に よるモニ タリン グや、 保険機構 による支払保 証を行い 、受給権保
護における問 題を解決 する。
5
（2） 運用 リス ク
先述した通り 、確定拠 出型年金は確 定給付型 年金と異なり 、企業で はなく加
入者が運用・ 責任を負 うことに なる 。そのた め、運用損失 が出た場 合、将来所
得が著しく減 少すると いう運用リス クの問題 が存在する。
10

現行の企業年 金は企業 、または 社員 のどちら かが運用損失 が出たと きの負担
を全て抱えて いる。そ こで我々は ア メリカ 等 、海外の制度 を参考に 、確定給付
型と確定拠出 型を組み 合わせたハイ ブリッド 型 を提案する 。労使が 共同で運用
して、運用成 績次第で 支給額は変わ るものの 、最低保証額 はあらか じめ決めて
おくことを想 定する。 運用損失が出 た場合 は 、社員の受取 額は減る が、損失が

15

広がった場合 に関して は、企業の負 担で最低 額を 保証する 。 つまり 、 運用の損
失リスクを社 員と企業 が分かち合う 仕組みで ある。
現在、日本で 導入して いるハイブリ ッド型年 金はキャッシ ュバラン スプラン
のみである。 そこで、 我々は新たに アメリカ で導入されて いるフロ ア・オフセ
ット・プラン を日本に 導入 すべきで あると 考 える。この年 金プラン は確定給付
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型年金と確定 拠出型 年 金の併用型で 、両プラ ンが同時に平 行運用さ れるもので
あり、給付 額はこの 両 プランでいず れか高い 方の金額が給 付される 55 。この企 業
年金プランで は企業の 負うリスクの 観点から 資産運用は従 業員では なく、事業
主によって行 われてい るが、我々の 改革 案で は従業員運用 のフロア ・オフセッ
ト・プランを 提案する 。
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このプランで は 給付額 において一定 額が保障 されているた めに従業 員の運用
失敗による給 付額の大 幅減額といっ た運用上 のリスクを軽 減できる と考えられ
る。
フロア・オフ セット・ プランでは運 用リスク の軽減に加え て、従業 員が個人
口座を持ち自 ら運用指 図をすること で適切な ディスクロー ジャー が なされるこ

30

とにより、従 業員一人 一人 に自らの 老後の備 えをしなけれ ばならな いといった

33

参画意識を植 え付ける ことが 可能と なる 。企 業 の立場から 考えると 、最低保証
額と年金資産 の差額の みを負債とし て計上し ようと考えて いるため に確定給付
型に比べ、会 計上の負 担が軽減され る。
しかしながら 、改革案 として提案し た フロア ・オフセット ・プラン を導入す
5

るにあたって 懸念点が ある。それは 企 業負担 とモラルハザ ードであ る。企業は
一定額、つま り元本分 を負担しなけ ればなら ないために企 業には確 定給付型 と
同様に従業員 の年金の ための積立が 必要とな る。また従業 員は元本 を 保証され
ているため、 かなりボ ラティリティ ー が高く 、ギャンブル 要素が強 い 投資を盛
んに行うよう なモラル ハザードに似 た現象が 生じる可能性 がある。 こうした問

10

題を解決する ために は 従業員の保険 料と商品 選択に着目 し なければ ならない 。
まず初めに、 企業負担 軽減のために 従業員の 保険料におい ては 、純 粋な掛金拠
出分に加えて 企業への 積立金分を上 乗せ する ことを 考えて いる。次 にモラルハ
ザードの防止 のために 従業員が選択 する商品 を企業が提供 するもの にする。こ
うすることで 企業が運 用商品を提供 するため に従業員がボ ラティリ ティーの高

15

すぎる商品を 選択する といったモラ ルハザー ドのような現 象が起き る という問
題を防ぐこと が できる 。

（3） 投資 教育
確定拠出型年 金は 、年 金資産の運 用 指図を加 入者自身が行 う必要が あ り、資
20

産運用の成果 が全て 加 入者本人に帰 属すると いう自己責任 の制度で あるため、
投資教育の必 要がある 。日本の個人 資産 にお いては 、預貯 金が大半 を占めてお
り、投資信託 商品やリ スク資産の運 用自体に なじみのない 人も少な くない。こ
のような状況 下で、確 定拠出 型年金 を利用す るメリットを 伝えるた めには、 投
資教育を行う ことが第 一 である。な ぜなら ば 、退職後の生 活を支え るための貴

25

重な年金資産 が誤った 知識や考え方 によって 、個々人の積 立金が毀 損 すること
や、十分な資 産形成が 確保できなく なる事態 を回避しなけ ればなら ないからで
ある。つまり 、各加入 者が自己責任 で投資判 断を行うのに 必要な知 識である 資
産運用の考え 方につい て、経済や金 融の基礎 知 識、投資商 品の概要 、リスクと
リターン、分散投資の 効用等を提供 す べきで ある 56 。そこ で、投資 教 育を充実 化

30

させる方法を 提案する 。その前に ア メリカや イギリス につ いて投資 教育に関す

34

る大枠を捉え てみると 、アメリカで は、米国 教育法 に基づ き、経済 ・金融教育
を普及させて おり、 教 育に関 するガ イドライ ンを作ってい ることが 特徴的であ
る。それに加 え、アメ リカ では、エ リサ法に おいて、法律 で経営者 は従業員に
年 金 の こ と を 詳 し く 説 明 、 教 育 し な け れ ば な ら な い 57 と 定 め ら れ て い る 。 そ し
5

て、同時に幼 稚園から 小学校でも、 「アメリ カ人は すべか らく経済 教育を受け
る権利と義務 がある 58 」(コラム金融 教育につ いて・大和総研・2007)と教育法 で
制定されてい る 。上記 のことを 含め 、アメリ カ が投資教育 において 世界を牽引
していると言 える 。ま た、イギリス において も同様に考え られる。 イギリスで
はサッチャー 首相が教 育法を制定し て、シチ ズン・シップ (市民と しての基礎的

10

な人間力)、その一番 重要なパワー になる経 済・金融教育 を徹底的 に中学校時代
に行うという 形をとり 、全国縦断的 に全く同 じ形で経済・ 金融教育 を行ってい
る 59 。日本は 現在に至る まで、企業 等が 投資教 育 を行ってき たにも関 わらず 、そ
れほど現状に 変化がも た らされてお らず 、こ の点に関して は問題と なっている 。
その問題点を 考慮した 上 での課題点 は 4 つ挙げられる。ま ず初めに 、消費者や

15

学校教育の現 場ではお 金は汚いもの であると いう 偏見から 投資教育 に対して 消
極的になるこ と、 次に 、経済教育 か ら投資教 育を体系的に 実施する ための指針
や、学習段階 別に到達 すべき内容を 示したカ リキュラムが ない こと が挙げられ
る。そして、 関係各団 体が 統一化さ れ ていな いまま、独自 の内容で 普及活動や
教育活動を行 っている こと、 最後に 、関係団 体の活動が消 費者のニ ーズや知識
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レベルに合致 していな い ことが挙げ られる 60 。そのため、これらの 課 題点につい
て考慮しなが ら海外 に おける投資教 育 を参考 にして考える と我々は 見直すべき
点として、ま ず、教育 過程において 投資教育 が設けられて いない こ と、 更に、
いつ何を学ぶ のか具体 的な計画案が 明示され ていない こと 、最後に 、実践的な
投資を行って いない こ と、この 3 点が挙げ られる 。1 つ目の問 題 点を解決 する

25

ために は、法 律を 制定 し、 ア メリカ であ れ ば NPO、イギ リス であ れば金 融サー
ビス庁(FSA)のよう に主 たる運営機関 を決定付 け るべきであ る 。そし て、2 つ目
の問題点に関 しては 、 アメリカやイ ギリス の ように、この 時期まで に何をする
かという全国 民が統一 されたガイド ラインを 作成すること である。そして、3 つ
目に関しては 、計画的 にガイドライ ンに従っ てしっかりと した勉強 を行い、応
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用力を養うこ とが必須 である。これ らのこと を 考慮に入れ ると 、主 たる運営機

35

関を設置する ことが重 要視される と 言える 。

（4） 確定 拠出 型 年金 制度 自体 の 問題
確定拠出型年 金制度は 普及が進みつ つあるが 、未だに確定 拠出型年 金制度へ
5

の移行の際に 、生じる 問題は数多く 存在する 。 更なる確定 拠出型年 金の普及の
ためには、こ のような 規制における 問題点を 解決 すること 、つまり 、根本的な
制度の改正が 必要であ る。 そこで我 々は、こ れらの問題を 解決する とともに、
確定拠出型年 金制度の 普及を促進さ せる解決 策を挙げてい く。
アメリカ の 2011 年末の運用資産残 高は、401ｋと個人型確 定拠出 型 年金の IRA

10

を合わせる と 600 兆円超、個人金融 資産に 対する比率 は 16.2%に達している。そ
れに対し、日 本の確定 拠出型年金は まだ 5 兆円規模で個 人金融資 産の 0.4％に
留まっており 、加入率 も低い 61 。
先述の通り、 アメリカ の公的年金制 度の役割 は最低保証の みである ため 、従
前所得との落 差の縮小 まで行う日本 の公的年 金制度と比較 すると私 的年金で補

15

わなければな らない部 分が多い 。し たがって アメリカの方 が確定拠 出 型年金の
比率が高くな っている 面はある。し かし なが ら 、アメリカ と日本の 確定拠出型
年金を比較し てみる と アメリカの確 定拠出型 年金は制限が 緩く、自 由度が高く
なっている。 このこと も 、アメリカ の確定拠 出型年金の普 及を 促す 要因となっ
ている。日本 では確定 拠出型年金に 加入する 可能性があっ ても 加入 していない

20

場合がある。 これは多 様化する老後 への自由 な所得を受け るという 我々の考え
る望ましい私 的年金の あり方にもそ ぐわない 。確定給付型 年金にと どまらず、
確定拠出型年 金の拡大 を行い、複数 の選択肢 を確立する必 要がある 。そこでア
メリカの確定 拠出型年 金の制度を参 考にし、 制限の緩和を 行い、多 様化する老
後生活の支援 を進めて いくことを提 案する。 具体的には 、 日本は非 課税拠出額

25

が企業型で他 に企業年 金制度がある 場合は年 間 30 万 6000 円 62 である のに対し 、
アメリカは 1 万 7500 ドル(180 万円強) 63 であ り、日本政府は 8％引 き上げの改 正
策を打ち出し ているが 、アメリカと 比較する とまだまだ少 額であり 、今後も個
人型と企業型 双方の非 課税拠出額の 上限を引 き上げる必要 がある。 また、日本
の退職 準備 度は 対象 12 ヵ国中 最下 位と 評価 されて いる よう に退 職 準備度 が低
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い 64 こ と か ら も 政 府 は も ち ろ ん の こ と 、 生 命 保 険 会 社 を は じ め と す る 金 融 業 界

36

による活動を 推進し、 退職に向けた 取り組み を早期に始め るよう、 国民全体を
対象としたキ ャンペー ンを行う。職 場で働く 人のみを対象 とするの ではなく、
個人型の確定 拠出型年 金についても 課税優遇 等を強調して 、制 度活 用を意識付
けていく必要 がある。
5
①企業型
事業主の拠出 額は損金 算 入すること が可能な ため、法人税 の引き下 げという
税制優遇を受 ける こと ができる。ま た、従業 員の拠出額は 所得税が かからない
ため、従業員 への優遇 措置とな る。
10

マッチング拠 出におけ る問題は、事 業主の拠 出額が法令に おける拠 出限度額
であるケース と、従業 員の拠出額は 事業主の 拠出額を超え てはいけ ないために
事業主の拠出 額が低い 場合は従業員 の拠出額 も低くなり、 法令での 税制優遇が
受けられる拠 出限度額 を満額まで活 用出来な いケー スがあ る。そこ で、事業主
の拠出額の拡 大や、事 業主の拠出額 を超える 額を従業員に よる拠出 を可能にす
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ることで、自 由な企業 年金を拡充さ せる。
更に、確定拠 出型年金 への移行時に 、既存制 度に積立不足 があり、 移行前に
積立不足を解 消しなく ても、移行後 、数年か けて解消して いくとい う選択肢を
増やすことに より、積 立不足解消問 題を解決 する。

20

②個人型
個人型の確定 拠出年金 は対象者が約 3900 万 人である一方 、 2013 年 11 月末で
加入者は 10 万人強に 留まり、加入 率は 0.4%と極めて低い 数値にな っている。厚
生労働省 は 2014 年 10 月 14 日、専業主婦や 公務員等 も含 め、誰で も加入できる
ように確定拠 出年金の 見直しに着手 した。厚 生労働省 が 2014 年 10 月 14 日に開

25

いた社会保障 審議会・ 企業年金部会 で、確定 拠出年金等の 企業年金 制度の改革
案を示してお り、年末 までに具体案 をまとめ 、年明けの通 常国会に 関連法案を
提出する 。早けれ ば 2016 年度にも施 行する 予定 である 。詳し く述 べると 、確定
給付型や確定 拠出型の 企業年金に既 に 加入し ている会社員 も個人型 に入れるよ
うにする。ま た、現状 では、確定給 付型を採 用している企 業に転職 した場合、

30

確定拠出年金 で積み上 げた年金資産 を持ち運 べず、転職す る際は原 則として国

37

の機関に資産 を移して 老後まで支払 いを待つ しかなかった 。しかし ながら 厚生
労 働 省 は 転 職 先 の 企 業 年 金 制 度 に 関 係 な く 持 ち 運 べ る よ う に す る 予 定 で あ る 65 。
個人型確定拠 出年金の 制度自体に掛 金や受け 取り等の 控除 制度があ り、運用益
も非課税にな る等とい った 税制の面 で も優遇 されている。 したがっ て、課税優
5

遇等の制度自 体 や、加 入対象者の拡 大を含め て今後、確定拠 出年金 の PR を充実
させていく必 要があり 、それが更な る加入者 の増加へと結 びつくで あろう。

（5） 中小 企業 の 年金 問題
上記の制度の 緩和は中 小企業に企業 年金を普 及させていく ことへの 一助にな
10

ると考えられ る。しか し ながら、中 小企業で は資金に余裕 がなく、 企業年金の
取り入れや継 続のため のコストを賄 うことが 難しいため、 大企業と 比べ企業年
金は普及して いない。 このことから 中小企業 に特化した対 応が必要 である。中
小企業におけ る将来を 守るために加 入率を上 げなければい けない。
加入率が低い 原因とし て、運営コス トが高い ことや、手続 きが煩雑 であるこ

15

とが考えられ る。その ため、運営コ ストを下 げる提案と制 度を簡略 化するとい
う提案をする 。
運営コス トを削 減する 点に関し て、具 体的に 述べてい くと、 3 つの 方法があ
る。まず初め に 、運営 コストを下げ るために 、個人型確定 拠出年金 制度に従業
員が加入し 、そこに 、事業主が拠出 できるよ うにする方法 である 。これにより、

20

事業主は年金 の運用リ スクを負わず とも、従 業員に年金を 提供する ことが可能
となる。次に 、多数の 企業が合同で 年金運営 を行う総合型 のハイブ リット年金
を推進するこ とである 。具体的には 、確定給 付型年金だが 運用結果 を給付に 関
連 付 け る タ イ プ の 制 度 、 つ ま り 、 給 付 を 一 定 範 囲 で 自 動 的 に 引 下 げ (上 げ )る 要
素 を 持 つ ハ イ ブ リ ッ ト 型 年 金 で あ る 。 こ れ は オ ラ ン ダ の 集 団 型 確 定 拠 出 年 金 66
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が先例として あり、資 産運用結果に 対するリ スク分担が考 慮された 制度と言え
る。また、多 数の企業 が集まる総合 型では、 人員・資産規 模の拡大 が図られ、
年金財政や掛 金の安定 性、制度運営 や資産運 用の効率性が 得られる ので、単独
で企業年金を 安定的に 運営すること は難しい 中小企 業にと っては有 効であると
思われる。更 に、運用 結果が給付に 結び付け られることで 、財政上 の債務変動
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も抑えられる メリット も期待できる 。ただし 、各社特有の 制度が実 現しにくい

38

点がデメリッ トとなる 他、各社への 年金資産 の配分等の受 託機関サ イドでの技
術面での向上 が条件と なる。 最後に 、中小企 業退職金共済 を年金制 度に変更す
る案である。 中小企業 退職金共済 は 確定拠出 型年金、確定 給付型年 金の両側面
を持ち、国か らの助成 もある中小企 業には魅 力ある制度で ある。こ の 中小企業
5

退職金共済が 、退職金 制度から企業 年金に脱 皮すれば、多 くの 中小 企業の従 業
員が企業年金 に加入す る結果となる 。具体的 には、加入資 格の設定 、給与等に
応じた掛金の 設定、退 職事由別の給 付、分割 払いでの支払 方法の選 択肢の追加
等を可能にす ることが 考えられる。 ただし、 現在の 中小企 業退職金 共済 は、国
の制度ゆえの 安心感、 わかりやすさ をメリッ トとする事業 主が多い ことから、
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これらを生か していく ことが前提と なる。
また、これら の案に加 え、制度の簡 素化の点 においては、 企業年金 導入に必
要な書類を大 幅に削減 し、書類の作 成から行 政への提出等 の事務処 理を金融機
関が実施する ことが有 効になると考 える。

39

終章
第1章では公的年金 の 類型と現状を 踏まえ、 未納、世代間 格差、年 金記録、
徴収等の問題 に触れ、 第 2章では私的年金 の 類型と現状を 踏まえ、 確定給付型
5

年金の受給権 保護、確 定拠出型年金 の運用リ スク・投資教 育等の問 題に触れ
た。第3章では第1章、 第 2章で言及した公 的 ・私的年金に おける問 題解決のた
め、公的年金 に関して は国民年金を 税方式へ 、厚生年金を 積立方式 へ移行、日
本年金機構の 監視体制 強化、社会保 険料と税 の管理一元化 を行い、 私的年金の
問題に関して は支払保 証機関の設立 、ハイブ リッド型年金 、投資教 育ガイドラ
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イン等を通し て解決す るこ とを提言 した。
これらの改革 によって 、日本の社会 保障の法 理念として考 えられて いる生存
権、自由、連 帯 67 を根拠に、公的年金 では生活 の最低保証と 極端な従 前所得と
の落差を埋め 、私的年 金では政府が 最低限の ルールを設け て年金の 整備を行
い、それ以外 は自由度 を高め、選択 肢を拡充 し個人が望む 老後に応 じた年金を

15

支給する。こ の公私年 金こそが少子 高齢化が 進む日本で多 様化する 老後に対応
する望ましい 年金のあ り方ではない かと考え る。また、私 達一人一 人が自分自
身の老後収入 源を確保 するために自 分自身の 老後について 当事者意 識を持つこ
とが重要であ る。
日本年金機構 は、｢そ の業務運営に 当たり、 政府管掌年金 が国民の 共同連帯

20

の理念に基づ き国民の 信頼を基礎と して常に 安定的に実施 されるべ きものであ
ることにかん がみ、政 府管掌年金事 業に対す る国民の意見 を反映し つつ、提供
するサービス の質の向 上を図るとと もに、業 務運営の効率 化並びに 業務運 営に
おける公正性 及び透明 性の確保に努 めなけれ ばならない 68 ｣(基本理念 ・ 運営方
針・日本年金 機構 )と いう理念 の下 、年金の 業務運営を行 っている ように、国

25

民全員が年金 に参画意 識を持ち、よ り良い制 度改革を思案 すべきで ある。
公私ともにデ ィスクロ ージャーを高 め、誰も が年金制度 を 監視でき るような
状態にし、そ の上で よ り一層年金教 育に力を 入れ 、国民全 員が 年金 や老後の生
活に関心を持 ち、納得 できる形の年 金制度を 構築していく 必要があ る。 以上が
我々にとって 望ましい 年金のあり方 であると 示し、結びと したい 。
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