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公的年金の基本と 2004 年制度改正（その１）
～関心を集める制度体系の見直し～

                              総合研究部  須藤 一紀

（要旨）

○わが国公的年金の特徴として①基礎年金と所得比例年金という２層構造、②職業等によって負担

や給付のルールが異なる制度の分立、③国民皆年金、があげられる。共働き世帯の増加や就業形

態多様化、国民年金の未納率上昇などを背景に、制度体系の見直しを求める声が高まっている。

○政府は、2004 年制度改正案を今国会に提出したが、制度体系については当面現行維持とした。

しかし、民主党が全国民共通の所得比例年金への転換を柱とする対案を出すなど、将来の制度の

姿を巡る議論はしばらく続いていきそうだ。

はじめに～2004 年は５年に１度の制度改正の年～

わが国の公的年金は、５年に１度、人口や経済・社会環境の将来見通しを用いて財政状態のチェ

ックを行ってきた。このとき、「高齢化の進展などで将来の財政が危ない」となると、制度の見直

しが行われる。2004 年はこの財政検証の年に当たるが、これまでと同様に「予想以上の高齢化」に

見舞われ、負担引き上げや給付引き下げが行われようとしている。

2004 年２月 10 日に政府与党が年金改正法案を国会に提出、４月１日に審議入りの運びとなった。

与党は今通常国会での成立を目指すが、同８日には民主党が対案を提出して対抗するなど今後のス

ケジュールは不透明だ。とは言え、予定される改革の内容を知る材料は概ね出揃った。また一連の

改正論議は、制度の課題を改めて浮き彫りにした。そこで、今回より、制度の仕組み、改革の背景、

改革の方向性などを解説していく。第１回目は、まず公的年金の制度体系を取り上げる。

１．公的年金制度の基本的な仕組み

（１）政府案は現行の制度体系維持

今回の法案作成に至る過程では、制度体系の見直しも議論された。現在の制度の姿は 1986 年の大

改正で出来上がったが、その後、経済・社会環境の変化などにより、様々な面で歪みが目立ってき

ているからだ。しかし政府は、中長期的には見直しの余地を残しつつも、結局、現行体系維持を前

提とする法案を提出した。

現行の仕組みについて確認しておこう。日本に住む 20 歳以上 60 歳未満の全ての人は国民年金（基

礎年金）に加入する（資料１）。

国民年金の加入者は、職業などで３種

類に区別される。自営業者、学生などを

｢第１号被保険者｣、民間のサラリーマン

や公務員を｢第２号被保険者｣、夫がサラ

リーマンの場合の専業主婦などを｢第３

号被保険者」と呼ぶ。第１号と第３号が

加入する制度は国民年金のみの１階建て、

一方、第２号の場合、民間サラリーマン

には厚生年金、公務員などには共済年金

資料１ 日本の公的年金制度の体系

（民間サラリーマン） （専業主婦等）

第3号被保険者

（職域部分）

＊基礎年金財源の1/3は国庫負担

国民年金[基礎年金]（定額）

第1号被保険者 第2号被保険者

（自営業･学生等） （公務員等）

共済年金
(所得比例)

厚生年金（所得比例）
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(出所)厚生労働省資料などより当社作成



という２階部分がある。共済年金は国

家公務員共済、地方公務員共済、私立

学校教職員共済の３種類だ。

それぞれの給付と負担の仕組みをみ

てみよう（資料２）。国民年金（基礎

年金）は加入年数に応じた定額給付を

行う。職業などによるルールの差はな

く 40 年加入で満額約 66,000 円/月が

受け取れる。老後の基礎的な生活を保

障する役割を担う制度と位置づけられる。厚生年金や共済年金は、所得が多かった人ほど給付が大

きい所得比例年金で、「現役時代の生活水準の一定割合を確保する」という機能を持つ。共済年金

には職域加算があり厚生年金よりも給付が厚い。

負担は被保険者の区分ごとに決まっている。第１号被保険者は基礎年金を受けるために全員同じ

定額保険料を払う。「定率」としないのは、自営業者グループの正確な所得把握が困難なためであ

る。第２号は基礎年金と厚生年金の合計分として所得に対する定率の保険料を払う。どこまでが基

礎年金部分に対応するかなどは明確に区分されておらず、サラリーマンは２階建ての制度に加入し

ていることを実感しにくい。第３号被保険者は保険料負担は求められない。

（２）基礎年金はあとから出来た

同じ基礎年金でも被保険者ごとに負担の方法が違うのには歴史的な経緯がある。

日本の公的年金は、かつて、自営業者は国民年金、サラリーマンは厚生年金、というように互い

に独立していたが、86 年の改正でこれに基礎年金という横串を通した（資料３）。制度間の財政調

整の仕組みを設けた形だ。サラリーマンについて言えば、基礎年金という仕組みがあってこれに２

階部分を上乗せしたのではなく、もともとあった厚生年金の一部を基礎年金と読み直したわけであ

る。負担に関して、従来の仕組み通り定率保険料

とし、その一部が基礎年金の給付に充てられるこ

とになった。

専業主婦層については、それまで約８割の人が

任意で保険料を払っていた。残りの２割の人を制

度に加入させて女性の年金権を伴った「皆年金」

を実現するために、第３号被保険者制度に再編、

保険料負担はゼロとなった。なお、当時専業主婦

だった人の大半が払っていた保険料を「もう要ら

ない」と言われたわけで、今後改めて専業主婦の

負担や給付を検討する際には、この過去の経緯を

十分に踏まえる必要があるだろう。

（３）公的年金の形は国によって様々

公的年金の形は国によって様々だ（資料４）。

例えば、アメリカは一定以上の所得の有る者は

職業によらず共通の所得比例年金に入る。所得

の無い者は加入しない。スウェーデンはアメリ

カと似ているが、低所得者への最低保証年金が

ある点などが特徴的だ。

先進諸外国との違いも踏まえてみると、わが

資料２ 公的年金制度の給付と負担の仕組み

被保険者区分 第１号 第２号 第３号

国民年金(基礎年金)

厚生年金・共済年金(２階) －
所得と加入期間で決まる。
共済には職域加算あり

－

国民年金(基礎年金)
全員定額で
13,300円/月

保険料ゼロ

厚生年金・共済年金(２階) － －

加入年数に応じた定額給付

厚生年金13.58％
国家公務員共済14.38％
地方公務員共済12.96％

給
付

負
担

(出所)資料１に同じ （注）他に私学共済があるが掲載していない

資料３ 1985 年度以前の日本の公的年金制度と 86 年改革

(専業主婦) （民間サラリーマン）

[任意加入]

共済年金

(自営業者)

厚生年金

国民年金

(公務員等)
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基礎年金　（制度間の財政調整機能）

（出所）資料１に同じ （注１）85 年度以前は他に船員保険あり

（注２）制度改正前の国庫負担割合は、国民年金 1／3、厚生年

金 20％、私立学校教職員共済 18％など

資料４ 諸外国の公的年金制度の体系

アメリカ スウェーデン

所得比例

最低保証

積立部分

全国民共通（無職は非加入）

→現役時所得高

所得比例

全国民共通（無職は非加入）

→現役時所得高

（出所）資料１に同じ　（注）網がけ部分は税財源



国公的年金制度体系の大きな特徴は、①基礎年金と所得比例年金という２層構造、②職業によって

負担や給付のルールが異なる制度の分立、③所得の無い者も含めて全ての人に加入を義務づけて給

付を行う国民皆年金、の３点に整理できよう。

２．制度を取り巻く環境の変化

（１）職業やライフスタイルによる不公平感が議論に

職業によって加入する制度が違うという仕組みは、国の年

金のあり方として望ましいとは言えない。例えば、年収 600

万円のサラリーマンと同じく年収 600 万円の自営業者では負

担の水準も給付の水準も全く違う。

さらに、近年特に議論を呼んでいるのは第３号被保険者制

度、いわゆる女性と年金の問題だ。この制度ができた 86 年

当時、専業主婦に保険料負担を求めず、給付に必要な費用は、

被用者グループが共同して負担するという考え方は比較的ス

ムーズに受け入れられた。しかし、今や共働き世帯の数が専

業主婦世帯の数を上回り（資料５）、また非婚というライフ

スタイルも広がりつつあるなか、働く女性と専業主婦、ある

いは独身者と既婚者との間の年金制度上の取り扱いの違いが

注目される場面が増えてきた。なお、第３号問題に関しては、

回を改めて詳しく触れたい。

（２）就業形態の多様化が厚生年金の空洞化をもたらす

勤労者の働き方の変化も重要だ。総務省「就業構造基

本調査」によると、2002 年時点で男女合わせた雇用者の

30％がパート・派遣社員など非正規就業である。現行制

度の下では、サラリーマンを夫に持つパートタイマーは、

｢労働時間が正社員の 3／4 未満かつ年収 130 万円未満｣

なら第３号被保険者となり保険料を払わなくてよい。こ

うした扱いが、就業意欲を損ない、女性の社会進出を阻

んでいるという指摘もある。また、就業形態の多様化は、

雇用者に占める厚生年金被保険者割合の低下をもたらし

ており、年金財政に与える影響も無視できない（資料６）。

（３）国民年金の納付率は６割近くまで低下

公的年金制度への加入、すなわち保険料の支払いは国

民の義務である。ところが国の保険料徴収には実質的に

は強制力がなく、支払わない人への罰則規定もない。第

２号被保険者の場合、保険料は給与天引きされるため、

現実的に支払い漏れはない。これに対し自営業者など第

１号被保険者は、自ら口座振替手続きなどをして保険料

を納める必要があるため、未納者が現れる。90 年代半ば

以降、所得環境の低迷、国民の年金制度への信頼喪失な

どに呼応するように、国民年金の納付率は低下を続けて

いる（資料７）。2002 年度には、保険料徴収事務が市町

資料５ 夫が有業者の世帯における

妻の就業状況（2002 年）
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自営等
9%

正規雇用
19%

パート等
25%

専業主婦
41%

その他雇
用者
6%

共働き
58.8％

片働き
41.2％

（出所）総務省「就業構造基本調査」より作成

（注）　 夫の年齢が 60 歳未満のケース

資料６ 雇用者に占める厚生年金被保険者割合
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（出所）資料１に同じ

資料７ 国民年金の納付率の推移
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79.6

76.6 74.5
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62.8
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（％)

（年度)

（出所）資料１に同じ

（注）納付率＝実際に保険料が納付された月数の合計÷

本来保険料が納付されるべき月数の合計。保険料支

払免除分は計算に含まない。



村から国に移管され、督促業務が後退、納付率

は一段と下がり 62.8％となった。人数ベースで

みても「空洞化」は深刻であり、国民「皆」年

金とは程遠い状況にある（資料８）。

３．提案される新しい制度の姿

（１）全国民共通の所得比例年金創設？

今回の一連の制度改正作業においては、

職業やライフスタイルによって格差の生じ

ない仕組みの構築、あるいは国民年金の未

納問題への対応といった観点から、現行の

制度分立を廃するような抜本改革が必要と

いう意見も少なくなかった。具体的には、

全国民が同じルールの下に加入する所得比

例年金に、現役時代に所得が低かった人の

ための税金を財源とする最低保証年金を組

み合わせるといった改革案が主流だ。４月

８日に民主党が衆議院に提出した改革案も

この体系を目指している（資料９）。

所得比例年金への一本化は、職業や働き

方の違いを原因とする不公平の是正に貢献する。しかし、この改革を果たすには、自営業者の正確

な所得捕捉が必要、平均的に所得の低い女性の年金額が下がる心配がある、制度の移行期間の取り

扱いが複雑、など解決すべき課題が多いのも確かだ。

（２）与党は５年後の見直しを視野に

仮に政府案通り、現行体系維持が決まるのなら、政府は、その下で、過去の経緯も踏まえた働く

女性と専業主婦との公平性確保、国民年金の未納対策などをしっかりと進めていく必要がある。た

だ、当面の現行体制維持を決めた政府与党も、制度の抜本見直しに無関心なわけではない。法案提

出直前の２月４日の与党合意は、「被用者と自営業者等について給付、負担両面において異なる原

理に基づいて制度が創設されているが、厚生年金と共済年金の統合の問題を含めて、どのようにし

てより公平な年金制度としていくか」について５年後を目途に結論を得ると明記した。

先の民主党案は、給付の水準が必ずしも明確でないなど、いまだ政府案との優劣をつける段階に

はないと思われる。むしろ、これを契機として、具体的な議論が深まっていくことを期待したい。

すどう かずのり（主任研究員）

＊本レポートは執筆時点（2004 年４月８日現在）の情報、資料をもとに作成しています。

資料８ 第１号被保険者の保険料納付状況（2001 年度）
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1356 376 148 327 63

第１号被保険者　2207万人

保険料納付者
免除

未加入

未納

学生納付特例

（出所）資料１に同じ

資料９ 民主党の年金改革案（イメージ）

所得（現役時の払った保険料）→

↑

年
金
総
額

最低保証年金

所得比例年金

・保険料率は13.58％据え置き
・保険料総額と給付総額がリンク
・夫婦の所得を合計して1/2をずつ
をそれぞれの所得とみなす

・財源は全額税
・現行の基礎年金国庫負
担相当分のほか、年金目
的消費税３％などを充当

○全国民共通の単一制度
○所得把握のための納税者番号導入
○当分は、改革前期間の旧制度に基づく額＋改革後期間の新制度に基づく額を給付

（出所）民主党資料（2004.4.8 公表）より作成


