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～超党派で新しい年金制度をつくる～

れが、いつ、どのように負担
するかは、まだ決着していな
い。
公的年金の基本性格は世代
間の支え合いだが、今の若者
の雇用状況は非常に厳しい。
年代別のデータを踏まえた議

基礎データから政策立案を

年金については新制度創設
とともに、過去分の超過債務
（レガシーコスト）をどう処
理するかが重要だ。厚生年金
のバランスシートを見ると、
財源手当てのない給付債務は
５００兆円に上る。これをだ

信頼できる共通の指標必要
年金問題を病気に例える
と、病状の診断ができないま
ま、治療方針の議論が繰り返
されている。議論以前の問題
を克服しなければ、生産的議
論とその収束は期待できな
い。

論が必要だ。
何が事実なのか、
新しいことをやるとどんなこ
とが起こるのか。これまでの
年金改革で欠けていたのは、
そういった基礎的データに基
づく政策立案である。
現在、消費税は老人福祉３
財源に使うと規定されてい
る。無年金の人も過去 年以
上、基礎年金等の財源を負担
してきたと考えれば、すぐに
でも最低保障的な意味を持つ
年金を支給できるのではない
か。
また支給開始年齢の引き上
げが重要な議題となる中、「上
乗せ」ではなく「つなぎ」機
能としての企業年金の役割が
高まると思われる。

「１００年安心」といわれた
２００４年の改正や、２階建
てになったとされる１９８５
問題の１つは信頼できる計 年改正の批判的検証も不可欠
数の不在だ。開示する指標の だ
算出方法を徹底的に議論し、 その上で私が考える議論の
出された数字は与野党で合意 ポイントは４つ。公的年金会
すべきである。そうすれば政 計を整備、
一般会計と連結し、
権交代が起きても、共通の数 一国全体として財政の持続可
字で議論ができる。さらには 能性を確保できないかという
点が１つ。２つ目は所得比例
年金をメーンに据えた一元化
が抱える諸問題。３つ目は最
低保障年金に関して、保障す
べき水準や国と地方の役割分
担の議論。最後は歳入庁構想
だ。国税庁と日本年金機構に
加え、市町村の税務行政を統
合することが極めて重要とな
る。

するのは難しい。
私が提案する年金改革案
は、個人勘定の積立方式であ
る。 歳から 歳までの老後
資金は、自分で積み立てた部
分でまかない、 歳以上は消

積立方式と公的年金併用
財政的な年金制度は、積立
方式と賦課方式に分かれる。
人口が減少し、少子高齢化が
進む 世紀においては、世代
間公平の観点からみて、現行
の賦課方式の年金制度を維持

ションを基に、貧困層の高齢
者対策の面から各改革案を検
証してみた。所得比例年金と
最低保障年金を組み合わせた
Ａ案、基礎年金を税方式に移
行する案のうち、２０１５年
を起算点とするＢ案、消費税

費税を財源とした公的基礎年
金で保障する。 歳以上のす
べての高齢者を対象に最低保
障するためには膨大な消費税
が必要となるが、 歳以上に
限れば社会全体で支えること
が可能だ。
拠出期間は 歳から 歳。
その間、強制的に積み立てる
分はすべて自分の勘定に入る
ため、所得が低いと偽って負
担を逃れるインセンティブは
ない。また税制上の優遇措置
を設けることで、入るほうが
合理的だという判断も働く。
納税者番号制などの仕組みを
組み合わせれば、無年金問題
の解消にもつながると考え
る。
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導入時の１９８９年を起算点
にするＣ案、移行措置なしに
歳以上の基礎年金を税方式
に移行するＤ案の４つであ
る。
すぐに改革効果が現れるの
はＣ案とＤ案で、２０５０年
以降ではＡ案の効果が著し
い。ただしＡ案は将来的に巨
額の追加財源が大きな負担と
なる。比較的穏当なＢ案とＣ
案についても非正規就業者の
厚生年金適用が課題となり、
Ｄ案は 歳未満の高齢期のた
めに自助努力を促す仕組みが
不可欠だ。
いずれにしても具体的な制
度の仕組みを示し、定量的な
議論を早急に行うべきであ
る。

井堀利宏氏

具体的な仕組みを示し議論
年金制度改革の議論におい
ては、ベースとなるべき所得
分布や貧困率の将来見通しの
データが見当たらず、移行措
置に関する議論も後回しにな
りがちだ。
そこで、独自のシミュレー

ても、 代 代は消費意欲も
旺盛で健康な人が多く、 歳
を超えると主要な関心は医療
費のほうに向く。もう少しき
め細かく対応することで貧困
の高齢者の対象を明確にする
必要がある。
西沢 基礎年金は消費税で
まかない、一律に給付するの
が一番すっきりとした解決で
はないか。現役世代からの所
得移転ではなく、世代間格差
是正の目的税だと考えれば納
得も得られやすい。

情報開示で国民の理解を

の零細企業が半分を超える。
制度を１本化しても、現実問
題として実務面で大きな負担
がかかり、新たな不公平が発
生する可能性がある。
井堀 所得の捕捉率が職業
によって差があるといった問
題もあるが、今より改善され
るなら、年金一元化や納税者
番号制度による税と保険料の
一括徴収といった方向性自体
は間違っていない。
稲垣
歳以上すべてを対
象に一元化するのは、公平性
の面から見て無理がある。公
的年金の範囲を 歳以上に縮
小し、そこに必要なものを各
年金制度から持ってきて１つ
の財布にする。余った分は各
制度に返すという形で移行す
るのがいいのではないか。
西沢 批判の多い第３号の
問題は、出産育児休業時の所
得保障等の整備を進め、就業
率や賃金における男女間格差
是正と合わせて段階的に縮小
するしかないと考える。要は
どうやって国民の理解を得る
かだ。年金問題で最も重要な
のは、そのための情報開示で
ある。
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一元化など基本原則を提案
日本の社会構造が大きく変 理解されるはずだ。
わる中、新しい年金制度を国
３月、内閣総理大臣を議長
民の合意に基づいてつくるこ とした「新年金制度に関する
とが必要だ。様々な事実を冷 検討会」が発足した。有識者
静に分析すれば、現行制度の から計５回のヒアリングを行
手直しでは、将来にわたる持 い、６月に中間まとめとして
続可能性は得られないことは 「新しい年金制度の基本的考

え方について」を策定。今後
議論を深めていくために、最
低限共有・認識すべき「新年
金制度の７つの基本原則」を
提案した。その内容は、①年
金一元化②最低保障③負担と
給付の明確化④持続可能⑤
「消えない年金」⑥未納・未
で
加入ゼロ⑦国民的議論
ある。
私たちは新しい年金制度構
築へ向け、党派を超えて議論
を交わし、合意形成を目指し
ている。国民的な議論を踏ま
えて、将来にわたり皆様が信
頼・安心できる新しい年金制
度の実現に向けて、全力を投
じていきたい。

高山憲之氏

金を税方式に変え、非正規就
業者の厚生年金適用を進めれ
ば、本当の貧困は相当程度防
げるはずだ。
高山
年の改正では、報
酬比例年金だけではなく、基
礎年金にもマクロ経済スラ
イ ド を 適 用 し た た め、 月 額
６万６千円の基礎年金は将
来、４万８千円まで下がって
ざたされるスウェーデンの将 しまう。最低保障の機能を考
来の高齢化率は ％。日本で えると、このままで良いのか
％ と い う と 歳 以 上 で あ 再検討すべきだ。
る。私は公的年金の守備範囲
井堀 一口に高齢者といっ
を 歳以上、それまでは私的
年金といった形に組み替え、
役割分担を変えることが重要
だと考える。終身の私的年金
は現実的ではないが、 歳ま
での有期年金で、税制優遇措
置も講じれば普及しやすいと
思う。

公的年金の改革について

つ伺いたい。
高山 事業所別の厚生年金
加入状況を見ると、５人未満

エコノミストとしての立場
から、私自身の感想を述べた
い。フォーラム全体を通じ、
年金制度改革へ向けたコンセ
ンサスや痛みを伴う改革の必
要性、そして社会保障全般か
らの問題解決と官民の役割分
担の重要性などを改めて強く
感じた。このフォーラムを一
橋大学と共催できたことは大
変光栄である。
当社は今後も、
諸制度についての改革の提言
とコンセンサス作りのために
積極的に活動していきたい。

告

企画・制作＝日本経済新聞社
クロスメディア営業局

広

TEL 042-580-8053

お問い合わせ先：一橋大学政策フォーラム
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●一元化問題
小塩 最後に年金一元化な
ど、制度運営について一言ず

http://www.hit-u.ac.jp/kenkyu/project/forum.html

主催：一橋大学
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東京大学大学院
経済学研究科教授

稲垣誠一氏

日本総合研究所副理事長

高橋

進氏
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一橋大学特任教授
けの人は少なく、短い被用者
年金期間のある人が多い。今
は非正規就業者の厚生年金加
入率が低いのでプラスアル
ファが乗りにくいが、基礎年

基礎年金を税方式に
●貧困の高齢化
小塩 貧困の高齢化問題に
ついてはどう取り組めばいい
か。
稲垣 実際には基礎年金だ
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年金改革について

2010 一橋大学政策フォーラム
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一橋大学世代間問題
研究機構教授

X 閉会あいさつ X

本フォーラム開催の目的は、一橋大学が政
策的な提言をすることである。本学は、社会
貢献のためにできるだけ多くの知見を社会に
還元するとともに、社会からの意見を受け取
って研究に生かすことを目指し、このような
オープンな会を催すことにした。一橋大学世
代間問題研究機構は、年金問題について多く
の研究を重ねている。日本総合研究所との共
催により、その成果を発表できることを大変
ありがたく思っている。

る程度ソフトランディングで
きるのではないか。
西沢 米国では、今の加入
者が将来世代から受ける所得
移転の規模を毎年推計してい
る。抽象的な議論より、何を
もって持続可能性を評価する
か。その指標を定めて、毎年
厳密に監視し、数値が悪化す
る方向に向かえば、早めに手
を打つ。これを繰り返すこと
が重要だと考える。
稲垣 年金改革でよく取り

公的年金の守備範囲を
きめ細かく考える
問題をタブー視しない
●持続可能性の追求
小塩 年金は２００４年の
改正を経ても持続可能になっ
たとは言いがたい。どうすれ
ば持続性を高められるか。
高山 年金はだれかが痛み
を引き受けなければならない
〈パネリスト〉

氏
氏
氏
氏
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古川元久氏

高山憲之
西沢和彦
井堀利宏
稲垣誠一
〈司会〉
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年金制度改革の移行措置
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進氏

問題である。給付の一部を遠
慮するか、支給開始年齢を引
き上げるしか方法はない。米
国は支給開始年齢を 年近く
前に 歳と決め、英国では
歳にするという話も最近あ
る。
この問題をタブー視せず、
支給開始までどうつなぐかと
いった全体像を示しながら広
く議論するべきだ。
井堀 公的年金イコール老
後の生活保障の主要な手段で
あった時代は終わった。これ
からは公的年金の役割を限定
し、それを超えた部分は自助
努力でカバーしなければなら
ない。こういう哲学を政府が
早めに国民に説得すれば、あ
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小塩隆士氏〈司会〉

X 開会あいさつ X
一橋大学経済研究所教授

氏
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世代間問題としての年金
年金改革～国民的議論に向けて～

｜
｜

一橋大学理事・副学長

山内
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西沢和彦氏
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内閣官房副長官

小塩隆士
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日本総合研究所主任研究員
一橋大学世代間問題研究
機構特任講師

75 25

長 引 く景 気の低 迷や政 治・ 経 済
の混迷の中、日本は新しい経済成長
の原動力と世界における貢献のあり
方を求めて模索を続けている。こう
した中、一橋大学の研究者が主要分
野への政策発信を目的とした「２０
１０一橋 大 学 政 策フォーラム」 を 企
画。来年２月まで計６回行われる同
フォーラムの第１回が「年金の将来」
をテーマに、東京都千代田区の如水
会 館でこのほど 開 催された。
（主催
＝一橋大学、共催＝一橋大学世代間
問 題 研 究 機 構、 日 本 総 合 研 究 所、
後援＝如水会）
。同分野の第一人者
が一堂に会し、信頼できる年金制度
の構築へ向けて議論を繰り広げた。
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