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はじめに 

 

 

現在、予想以上のスピードで進む少子高齢化や日本経済の悪化などを背景に、

年金制度の存続が問題視されている。では実際に年金制度に降りかかっている

問題とは具体的にどんなものなのか、そしてその規模はどの程度のものなのか。

それを明らかにした上で、これから先どういった政策を講じれば国民にかかる

負担を 小限に抑え、日本の年金制度を維持していけるかを検証していく。政

府の社会保障国民会議において 2008 年 5 月 19 日の雇用・年金分科会で、発表

された公的年金制度に関するシミュレーションが発表された。本稿では同シミ

ュレーション結果を用い、論点を税方式にしぼり、選択しうる基礎年金の税方

式化について検討するとともに、税方式化に伴う負担の変化、今後の検討課題

について考察していく。 

 

まず、第一章では、年金の何が問題視されているのか、その具体的な内容と

年金制度そのものについてのまとめを、第二章では賦課方式（修正積立方式）

と積立方式について触れ、その制度の存続が可能かどうかの検討をする。そし

て第三章では上にも述べたように、政府発表のシミュレーションをもとに年金

制度の移行措置パターンについて検証する。第四章でそれらの有意性、実現可

能性の検討をし、まとめとする。 
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第一章 

  

１、年金制度の歴史 

 まず年金制度とは、高齢期の生活の基本的部分を支える年金を保証する仕組

みである。1961 年（昭和 36 年）4月から国民年金法の適用（保険料の徴収）が

開始され、国民皆年金制度が確立された。その後、1985 年（昭和 60 年）の年金

制度改正により、基礎年金制度が導入され、現在の年金制度の骨格ができた。 

産業構造が変化し、都市化、核家族化が進行してきた日本では、従来のように

家族内の「私的扶養」により高齢となった親の生活を支えることは困難となり、

社会全体で高齢者を支える「社会的扶養」が必要不可欠となっており、公的年

金制度は、安心・自立して老後を暮らせるための社会的な仕組みである。 

 

日本で も古い年金は、軍人恩給であり、1875 年（明治 8 年）に「陸軍武官

傷痍扶助及ヒ死亡ノ者祭粢並ニ其家族扶助概則」と「海軍退隠令」、翌 1876 年

（明治 9 年）に「陸軍恩給令」が公布された。その後、公務員を対象に別々に

作られた恩給制度を一本にまとめ、1923 年（大正 12 年）に「恩給法」が制定さ

れた。日本初の企業年金は鐘淵紡績（クラシエブランドやカネボウ化粧品など

の源流となる、後年カネボウとして知られた紡績会社）の経営者、武藤山治が

ドイツ鉄鋼メーカの従業員向け福利厚生の小冊子を 1904 年（明治 37 年）に入

手し、研究後翌年 1905 年（明治 38 年）に始め、その後三井物産なども始めた。

民間労働者の年金は、1939 年（昭和 14 年）に船員保険の年金保険が公布され、

そして戦時中の 1942 年（昭和 17 年）に当時厚生省官僚だった花澤武夫により、

ナチス・ドイツの年金制度を範として労働者年金保険、（昭和 19 年に適用対象

を拡大し、「厚生年金保険」に改称）が制定された。導入の際には戦時中という

ことで大蔵省及び帝国陸軍から反対があったものの、支払いは数十年先のこと

であり、当面は戦費調達を目的として日本の国民皆年金制度は始まった。 

戦後は、1958 年（昭和 33 年）に国会議員互助年金、1959 年（昭和 34 年）に

「国民年金」というように職域ごとに年金制度が制定されていった。産業構造

の変化等により財政基盤が不安定になったことや加入している制度により給付

と負担の両面で不公平が生じていたことから、1984 年（昭和 59 年）、職域集団

ごとに分立していた制度を見直し、全国民共通の基礎年金制度を導入する大改

正を行うことが閣議決定され、1985 年（昭和 60 年）に実施された。1997 年（平

成 9 年）には旧三公社（JR、NTT、JT）の共済年金、2002 年（平成 14 年）には

農林共済が厚生年金へ統合された。 
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２、年金制度の問題点 

それでは、年金制度の何が問題視されているのか。現在、公的年金は平成 19

年度社会保険庁発表の国民年金の加入、納付状況によると、加入者数7050万人、

受給者数 3300 万人、年金総額 33 兆円にも達し、国民の老後生活にとって欠か

すことのできない社会保障制度として大きな役割を担っている。そんな中、新

聞報道などで「今働いている若者たちは年金を受け取ることができるのか」と

いった話をよく聞くようになった。日本の社会が急速に高齢化する中、老後の

生活を支える年金制度に対する関心はますます高まっている。 

 

（表 1-1）、(表 1-2)に表れているように、日本の高齢化の速度は大変急速な

ペースとなっている。このままのペースだと、現役世代（生産年齢人口）と老

齢世代（老齢人口）の比率は現在の四対一程度から、2025 年頃には三対一程度

にまでなるとされている。この変化は、現役世代の負担する保険料が年金受給

者の年金原資になるという「世代間扶養」の仕組みをとっている公的年金にと

りわけ大きな影響を与える。この仕組みでは、年金受給世代を支える現役世代

の比率が低くなるほど、保険料は上がることになるからである。このため、現

役世代の負担する保険料が段階的に引き上げられ、現在の高齢者が現役世代に

負担した保険料総額に比べて、何倍もの年金を受給するのに対して、現在の若

年世代は負担した保険料を下回る年金しか受給できない可能性もあると見られ

ており、若年層にとって大きな不公平感を生じさせている。 

(表 1-1)1 
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1 (資料)厚生労働省データベース 
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(表 1-2)2 

 

 

また、世代内の保険料負担でも不公平が生じている。サラリーマンや公務員

が給与天引きで強制的に保険料を納付しているのに対して、自営業等の国民年

金は自分で納めることなどから、保険料の未納者が約 374 万人いる。これと未

加入者約 27 万人の合計約 401 万人、低所得者などの理由により保険料を免除

されている者や一部納付者を含めた割合は、国民年金加入対象者の約三分の一

に上っている。 近、「このままでは保険料を負担する現役世代がたえられな

くなる」、「年金をもらう世代の年金額を削減し、保険料負担を抑えていくべき

だ」と言う意見が目に付くようになった背景には、こうした事情がある。 

 

さらに、社会の高齢化と共に年金制度を揺るがしているもうひとつの大きな

原因が、経済の低迷によってもたらされた低金利と株式市況の低迷である。こ

れらは公的年金よりはむしろ企業年金に大きな影響を与えている。企業年金は、

企業が従業員のために掛金を拠出し、それと掛金（積立資産）の運用益などを

合わせたものによって、将来従業員に支払う年金を賄う仕組みである。特に、

運用益が閉める比重が大きいという点が、公的年金と異なる。企業年金では、

将来の年金給付額は、あらかじめ定められた運用利回り（予定利率）を前提に

約束されているため、掛金の実際の運用利回り予定利率を下回って低下すると、

                                                  
2 (資料)社会保険庁データベース 
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企業は負担する掛金を上げてその分の穴埋めを迫られることになる。また、株

式市況の低迷は、企業年金の積立資産の含み損を増大させており、これも企業

経営にとって問題となっている。 

  

 

 

第二章 

 

１、賦課方式（修正積立方式）と積立方式 

次に公的年金の制度に触れる。日本の公的年金制度は修正積立方式と呼ばれ

る仕組みに基づき設計、運営されている。この修正積立方式に関して「積立方

式と賦課方式の中間的な仕組みである」とか、「事実上の賦課方式である」と説

明されることが多いが、一般にその仕組みはよく理解されていない。しかし、

実はこの修正積立方式という仕組みこそが、公的年金制度に対する関与と責任

を曖昧にし、問題を複雑化する一因になったのである。  

 年金の財政方式には、積立方式と賦課方式がある。積立方式とは、老齢世代

となったときに受け取る年金の原資を現役時代に自分で積み立てる仕組みのこ

とをいう。自己責任の原則に基づき、自分の年金を自分で準備するというのが

積立方式なのである。これに対し、老齢世代の受け取る年金をその時の現役世

代から徴収する保険料でまかなう仕組みのことを賦課方式という。つまり、賦

課方式は、世代間の助け合いの原則に基づき、現役世代がその時の老齢世代の

年金給付をまかなうところに特色がある。  

 欧米各国の公的年金制度は、おおむね 20 世紀前半に、積立方式でスタートし

た。しかし、その後における高齢化の進行や激しいインフレによる積立金の減

価などを主因として引退世代への給付原資を十分確保することができなくなっ

ていったため、1950 年前後を境として欧米の公的年金制度は相次いで賦課方式

へと移行した。 日本でも、1944 年に厚生年金保険法により厚生年金が積立方式

でスタートした。1954 年の新厚生年金保険法で修正積立方式へとあらためられ

た。   

修正積立方式とは、老齢世代への給付についてはその時の現役世代から徴収

した保険料でまかなうことを基本原則にしつつも、年金制度が成熟化（老齢世

代の人口の比率が高まったのち高位安定する）していないときに徴収する保険

料の中の一部を将来の給付原資として積み立てておき、年金制度が成熟化した

ときに、老齢世代に対する給付の一部をその積立金の運用収入でまかなう仕組

みである。 わが国の場合、これまでの間、年金制度が成熟化していなかったた

め、徴収した保険料はその時の老齢世代に対する給付だけでなく積立金の積み
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増しに使われてきた。そして将来、年金制度が成熟化した時には、積立金の運

用収入を老齢世代に対する給付原資の一部に充当することになっている。  

 賦課方式の場合、老齢世代の受け取る年金はその時の現役世代から徴収され

るため、保険料の水準は現役世代と老齢世代の人口構成比率に大きく依存する。

老齢世代に比べて現役世代が多いときには保険料は安くなるが、老齢世代に比

べて現役世代が少なくなると保険料が高騰する。  

 修正積立方式は、年金制度が成熟化していない間に積み立てられた積立金が

バッファーとなって年金制度が成熟化したときの保険料の高騰を緩和するとい

う利点がある。日本が修正積立方式を採用できたのは、当時の欧米諸国に比べ

て人口の高齢化が進んでいなかったため、現役世代の保険料で老齢世代に対す

る年金給付をまかなってもなお積立金を積み増す余裕があったからである。  

 修正積立方式の採用は、保険料を平準化させるうえで一定の役割を果たした

がその一方で、公的年金制度が世代間の助け合いの原則で運営されているとい

う認識の希薄化が原因となって、次のような副作用を引き起こした。  

 第一に、修正積立方式という呼び方が、支払った保険料が将来自分の受け取

る年金にリンクしているという錯覚を生み、この仕組みのなかでも拠出と給付

のバランスが世代間で公平でなければならないという考え方が生まれた。  

 しかし実際は、賦課方式を原則とする修正積立方式においては、積立金とい

うバッファーは存在するにせよ、現役世代と老齢世代の構成割合が変化すれば、

先に指摘したように保険料は当然変化する。したがって、将来、少子・高齢化

が進めば、拠出と給付のバランスなどおかまいなしに保険料は高騰するのは当

然である。そうした保険料の高騰を少しでも抑制したいのであれば、年金給付

をカットする以外に方法はない。また、少子・高齢化が進めば、その時どのよ

うな経済情勢にあろうとも、保険料の高騰か給付のカットの選択かという二者

択一的な選択が我々に突きつけられてくる。現行の仕組みを継続する限り、こ

の問題は解決されることはない。  

 いずれにしても、わが国において公的年金制度の財政方式として採用された

修正積立方式は、賦課方式と積立方式の考え方の境界を曖昧にし、公的年金制

度の様々な問題の本質を見失わせてしまったといっても過言ではない。 諸外国

においても、少子・高齢化が進んでおり、公的年金制度の見直しが議論されて

いる。 

 

 

 

 

２、賦課方式の限界 
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上にも述べたように、少子化・高齢化により 65 歳以上の老齢人口が増加し、

15 歳から 64 歳までの現役世代が相対的に減少し、1999 年では、一人の高齢者

を 65 歳未満の国民 4人で支えていたものが、2025 年では一人の高齢者を 3人で

支えなければいけなくなる。その結果、年金掛金は将来にわたって、大幅アッ

プしなければ現在の給付金を維持できない。さらにこの様な、保険料の上昇は

過去の時点からも続いており、保険料の支払いと給付金の受取総額に世代毎に

大きな較差が広がっている。 社会保険庁の発表に基づけば、1995 年時点で 30

歳未満の国民にとっては、制度への支払超過となる為、この制度へ拠出するメ

リットを見いだすことができない事と、年金保険料も含めた国民負担率が上昇

して、制度を維持できないところまで進む恐れがある。 また、社会保険庁試算

によると 2007 年度現在 70 歳の人の場合、保険料支払い 800 万円、年金受取 6100

万円（支払いの 7.6 倍）。同年 50 歳の人の場合、保険料支払い 3000 万円、年

金受取 6200 万円（支払いの 2.07 倍）。同年 30 歳の人の場合、保険料支払い 5200

万円、年金受取 5800 万円（支払いの 1.1 倍）。30 歳未満の人の場合は支払い超

過となることも現行の年金制度の限界を示している。 

 

３、二重の負担 

このように、現行の賦課方式だと少子高齢化などの進行につれて、問題が発

生することがわかった。それに対して、積立方式は、本人の積立をもって将来

の（自分への）給付にあてるため、年金純債務は発生しない。それなら、年金

問題を解決するためには、賦課方式から積立方式に変更すればいいのでは、と

いうことになるが、現行の賦課方式を完全に積立方式に変更すると、既に賦課

方式に基づいて拠出を行ってきた保険者が、一から積み立てを行わなくてはな

らなくなる。ここでいわゆる、「二重の負担」が発生する。「二重の負担」と

は、賦課方式から積立方式への移行期間中、現役世代が、移行後に自らの年金

分を積み立てるために必要な負担と、過去期間に対応して既に支払を約束して

いる給付に要する費用のうち、将来の保険料で賄うことを予定していた部分の

負担とを、同時にしなければならなくなるという問題である。この「二重の負

担」については、その財源を誰に求めるのかという点について、また，短期間

で解消する場合には、特定世代に大きな負担を課すこととなることについて，

合意が得られるのかという問題がある。実際のところ、試算によると、切り替

えに要する金額は、380 兆円に達すると見られている。 

 

 

 

第三章 
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第二章において、賦課方式存続のための財源問題、積立方式への切り替えに伴

う二重の負担が問題となっていることについて述べた。現実として、賦課方式

の存続、積み立て方式への移行は難しいものと考えられる。そこで、賦課方式

切り替えのための対策案として税方式の導入に注目して考察していく。 

 

  

１、基礎年金部分の税方式化で税負担はどうなるのか 

 政府の社会保障国民会議は 2008 年 5 月 19 日の雇用・年金分科会で、公的年

金制度に関するシミュレーションを公表した。主たる注目点は、基礎年金の財

源を全額税方式化した場合の必要財源の規模と消費税率換算のシミュレーショ

ンである。ここでは同シミュレーション結果を用い、選択しうる基礎年金の税

方式化について検討するとともに、税方式化に伴う負担の変化、今後の検討課

題について考察していく。 

  

 

２、検証を始める前に 

年金制度改革を巡っては、基礎年金の財源を全額税方式化する案が与野党や

経済団体等から相次いで発表されている。そこで、これから行う検証において

の仮説を、「以下の税方式導入の仕方によって有意な制度改革となる」として検

証を行うこととする。 

ここでまず、仮説となる基礎年金部分の税方式化における三つの移行パター

ンを示す。一つ目は、過去の保険料納付実績については全く考慮せず、全員に

税方式の基礎年金の満額給付を行うパターン、二つ目は、過去の保険料未納期

間にかかわる部分については、その期間に応じて税方式の基礎年金給付から減

額するパターン。三つ目は、二つ目とは逆に、過去の保険料納付期間にかかわ

る分について、その期間に応じて税方式の基礎年金に上乗せして給付するパタ

ーンである。 

 

３、税方式と社会保険方式 

現行制度の基礎年金の財源は、2009 年度までに保険料負担が二分の一、国庫

負担が二分の一となることが決まっている。基礎年金の財源は従来、保険料負

担の三分の二、国庫負担の三分の一であったが、2004 年度から段階的に国庫負

担率が引き上げられている。この財源について税方式と社会保険方式の特徴を

まとめると以下(表 3-1)のようになる。 
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(表 3-1) 

税方式と社会保険方式の主な特徴 

 税方式 社会保険方式 

 

特徴 

 

・個人の保険料拠出を必要とせ

ず、拠出にかかわらず国内居住

年数等の要件で一律に給付 

・一定期間にわたって保険料を

拠出し、拠出した額の年金を給

付 

 

 

負担 

・拠出と給付の関係が不明確 

・現役世代だけでなく高齢者も

一定程度負担 

・拠出と給付の関係が明確 

・現役世代のみが負担する 

 

給付 

・所得水準等による給付制限が

行われやすい 

・生活保護との関係の調整が必

要 

・低年金、無年金が生じない 

・権利として給付を請求できる 

・保険料拠出が十分でないと低

年金となる 

 

４、政府試算による基礎年金給付費 

社会保障国民会議資料によると、現行の基礎年金の財源(保険料負担二分の一、

国庫負担二分の一)を維持した場合の財源規模の見通しは、2009 年度時点では基

礎年金給付費は 19 兆円、うち税負担 10 兆円、保険料負担が 9 兆円となってい

る。以下、年度別見通しである3。 

 

(表 3-2)4 

年度 基礎年金給付費 うち税負担5
 うち保険料負担 

2009 19 兆円 10 兆円 9 兆円 

2015 23 兆円 12 兆円 12 兆円 

2025 28 兆円 14 兆円 14 兆円 

2050 56 兆円 29 兆円 28 兆円 

５、移行パターンの種類 

基礎年金の税方式化のシミュレーションを行うにあたっては、税方式化前の

                                                  
3 試算の経済前提は、2007 年 1 月「進路と戦略」内閣府試算、2012 年度以降は物価上昇率

1.0%、賃金上昇率 2.5%、運用利回り 4.1%、国民年金保険料納付率 80%。 
4 (資料) 社会保障国民会議資料 
5 税負担のほうが若干多いのは、保険料免除者等の影響によるものと考えられる。 
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保険料納付実績を給付にどう反映させるかによって追加財源の額が大きく変化

することに注意が必要である。政府のシミュレーションでは、過去の保険料納

付実績の給付の反映について、Ａ～Ｃのパターンを前提としてシミュレーショ

ンを行っている。なお、基本となる年金額は、現行の基礎年金の給付額と同じ

月額 6.6 万円とされている。 

まず、先にも述べたが、ケースＡは、過去の保険料納付実績についてはまっ

たく考慮せず、全員に税方式の基礎年金の満額給付を行うパターン、ケースＢ

は、過去の保険料未納期間にかかわる部分については、その期間に応じて税方

式の基礎年金給付から減額するパターン、ケースＣは、ケースＢとは逆に、過

去の保険料納付期間にかかわる分について、その期間に応じて税方式の基礎年

金に上乗せして給付するパターンである。Ｃは加算額を保険料相当額、Ｃ’は

給付全額とする。これらの移行パターンのイメージを以下に示す。 

 

(表 3-3) 

ケースＡ：過去の納付状況に関係なく一律給付 

一律の基礎年金 一律の基礎年金 

ケースＢ：過去の保険料未納期間に応じて減額 

未納期間分を減額 

保険料納付期間分の基礎年金 

 

一律の基礎年金 

 

ケースＣ：過去の保険料納付相当額を加算して給付 

上乗せ給付 

一律の基礎年金 一律の基礎年金 

 

税方式導入前期間に見合う給付←∥→税方式導入後期間に見合う給付 

 

６、パターン別のシミュレーション結果 

以下に示すパターン別のシミュレーション結果をみると、2009 年度時点で、

追加財源の規模が、過去の納付状況に関係なく一律に基礎年金を給付するケー

スＡでは 14 兆円(消費税換算率 5.0%)、一律の基礎年金から未納期間分を減額し

たケースＢでは 9 兆円(同 3.5%)、一律の基礎年金に過去の保険料納付期間相当

分を加算するケースＣでは 24 兆円(同 8.5%)、過去の保険料納付相当分に公費相

当分も加算して給付するケースＣ’では 33 兆円(同 12.0%)となっている。 
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(表 3-4)67 

年度 ケースＡ ケースＢ 

 消費税率換算  消費税率換算 

14 兆円 5.0% 9 兆円 3.5% 

現行保険料の振替 9兆円 現行保険料の振替 9兆円 

 

2009 

 

 切替時の追加負担 5兆円 切替時の追加負担 0兆円 

2015 17 兆円 5.5% 12 兆円 3.5% 

2025 20 兆円 5.0% 15 兆円 3.5% 

2050 35 兆円 7.0% 32 兆円 6.0% 

   

ケースＣ ケースＣ’ 

 消費税率換算  消費税率換算 

23 兆円 8.5% 33 兆円 12.0% 

現行保険料の振替 9兆円 現行保険料の振替 9兆円 

 

2009 

 

 

 切替時の追加負担 14 兆円 切替時の追加負担 24 兆円 

2015 28 兆円 8.5% 39 兆円 12.0% 

2025 31 兆円 8.0% 42 兆円 10.5% 

2050 42 兆円 8.0% 50 兆円 9.5% 

 

次に、上に示した移行パターンごとの特徴を示す。 

(表 3-5) 

 

 

無年金・低年金 

問題の解消 

過去の保険料 

納付者の納得 

追加的財源負担 

 

Ａ すぐに解消 得られない 負担増 

Ｂ 移行期間が必要 得られやすい 不要 

Ｃ すぐに解消 得られやすい 巨額の負担増 

 

 

 

 

第四章 

                                                  
6 前提として 2009 年度から基礎年金のための保険料徴収を完全に廃止し、一斉に税財源に

切り替えることとする。 
7 (資料) 社会保障国民会議資料 
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第三章における社会保障国民会議資料をもとにしたシミュレーション結果を

もとにそれぞれのケースについての有意性の検証、まとめに入る。 

 

１、税方式移行に伴う税負担増 

税方式を導入しても、基本的には財源が保険料から国庫負担に振り替えられ

るだけであり、全体の負担額は変わらない。ただし、税方式への移行に伴い、

一律の給付を行ったり、移行措置を行ったりすることで給付総額を増額させる

とその分費用が増額するため、税方式切り替え時に追加負担が発生することに

なる。これは、税方式導入の目的のひとつに、無年金者・低年金者をなくすこ

とが含まれるため、現行制度で無年金者・低年金者となっている人にも一定の

給付が行われる仕組みとなるには、給付総額が増加し、それに伴い負担額も増

加するためである。 

政府のシミュレーションでは、ケースＢを税方式移行後は過去の保険料未納

期間に応じて一律の基礎年金額を減額するパターンとしているため、このケー

スでは追加的な負担は発生しない。しかし、その他のケースではいずれも過去

の保険料未納者にも一律の基礎年金を給付する仕組みとなっているため、追加

的な負担が発生してくる。 

ケースＡは過去の保険料納付実績をまったく無視したものとなっており、移

行時の追加的負担額が 5 兆円となっているが、これまで保険料を納付してきた

国民の理解を得ることは難しいと考えられる。そこで、一律の給付額に過去の

納付実績に応じて給付額を上乗せするケースＣを見ると、追加的負担額はＣで

14 兆円、Ｃ’で 24 兆円となっている。このうち、ケースＣ’では過去の保険料

納付実績に応じて、過去の保険料納付相当分に加えて、公費相当分も加算され

ており、年金受給者であれば、 大月額 6.6 万円が加算されるものとなってい

る。過去の保険料納付実績に応じて、税方式移行前の公費負担分も上乗せする

のは、移行前分と移行後分の二重の給付を受けることになる。これだと単純に

基礎年金だけでも 13.2 万円の給付となり、さらに厚生年金を受け取っている者

は、10.1 万円がさらに上乗せ、さらに夫婦世帯であればたとえ妻が専業主婦だ

としても合計で 36.4 万円の給付を受けることになる。これは、追加負担が 24

兆円に上ることとあわせて考えても給付が過大であると考えられる。したがっ

て、一律の基礎年金に過去の保険料納付実績に応じた上乗せ給付をするとして

も、保険料納付相当分を上乗せするケースＣもＢと共に選択肢となりうる。し

かしそれでも 14 兆円の追加財源がかかることに変わりはない。 

 

２、制度移行期の経過措置 
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基礎年金の税方式化への 大の難関は移行措置であるともいえる。移行措置

をどうするかにより、追加的財源の額が大きく変わることは政府のシミュレー

ションからも明らかである。また、移行措置については、追加的財源の問題の

みならず、移行前の国民の理解を得られるようなものであることも重要な点で

ある。したがって、移行措置の選択肢としては、ケースＢ、もしくはケースＣ

が現実的な選択肢となるだろう。 

ここで、ケースＢを採用するにあたっては、追加的な財源は不要であるが、

その分移行期間が長くなり、税方式に移行してもその効果が現れるのに時間が

かかってしまうことが問題点となってくる。また、過去の保険料未納期間が長

く、無年金者・低年金者となっている者にとっては自分の給付につながらない

税負担となる可能性が生まれてくる。ただ、こうした無年金者については事後

納付を一時的に認めるなどすることである程度は対応が可能となるであろう。 

次に、ケースＣについては、税方式化の効果がすぐに現れるが、追加的な財

源負担が多くかかってしまうところに問題がある。政府のシミュレーションで

は、 大で 14 兆円の追加的負担が生じると示されているが、どの程度まで追加

的財源を負担することができるのかを考慮したうえでの政策実行が求められる。 

 

３、まとめ 

基礎年金の国庫負担分は、税方式化する場合だけでなく、現行制度を維持し

た場合にも将来大きく増加する。そこで、その財源をどこに求めるかは非常に

大きな問題である。 

基礎年金の財源については、何らかの増税が必須となってくるが、まず、歳

出削減なしには増税に対する国民の理解は得られない。その歳出削減をした上

での増税の検討だが、消費税を中心に考えるのがもっとも妥当ではないか。消

費税は現役世代だけでなく、高齢者にいたるまであらゆる世代に負担が求めら

れるため、生涯の一期間に負担が集中しないという特徴があり、世代間格差の

是正におおきな効果があると考えられるためである。今後も少子高齢化が進む

と予想される中、社会保障の財源としての消費税の役割は大きなものとなるで

あろう。 

いずれにしろ、現在の年金制度は改革を性急に行わなければならない。本稿

で取り上げた税方式に移行するにしろしないにしろ、このままでは年金制度の

未来はないだろう。現在のようなその場しのぎの政策ではなく、政府の迅速か

つ、抜本的解決をもたらす政策が行われることを私のみならず、国民すべてが

望んでいることは言うまでもない。
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