
イギリス政府は、 年 月 日に、 年金法 を成立させた。本稿

では、この 年金法の改正内容を紹介し、改正の背景および効果を取り上げ、さらに日本

の公的年金改革への示唆という視点で、今回の改正の方向と特質について考察する。

． 年年金法改正にいたる公的年金制度の変遷

本章では、 年年金法の成立にいたるまでのイギリスの公的年金制度の変遷を必要な限

りで簡単に回顧する。そうすることにより、今回の年金法の趣旨と特質がよく理解できるも

のと思われるからである。

．ベヴァリッジの均一システム

イギリスの現行の公的年金制度の源流 ）を遡ると 年のベヴァリッジ報告書に至るこ

とができるが、その底流にはナショナル・ミニマムの確保が今日なお息づいている。ベヴァ

リッジが構想した社会保障計画は つの 指導原則 を背景に広範で包括的な社会政策を前

提とし、所得保障の中心をなす社会保険はナショナル・ミニマムを満たす役割を与えられ

た。このベヴァリッジ・プランの実現はアトリー率いる労働党政府の（新）国民保険法と国

民保健サービス（ ）法のなかで行われた。国民保険は、 年の制度発足当初におい

て、ナショナル・ミニマムという理念に対応して、拠出と給付の両面で均一制

であり、それはベヴァリッジ方式の大きな特徴をなすものであった。

しかし、均一制はまもなく大きな限界に遭遇した。第 次大戦後の経済成長に伴う所得上
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） 年に、自由党政府は無拠出制年金制の 老齢年金法 （ロイド・ジョージ年
金ともいわれる）を制定した。また、 年の国民保険法（健康保険と失業保険）を 年に改正し、拠
出制の 寡婦、孤児および老齢拠出年金法
を制定した。（ 年白書 ）



昇とインフレーションの進行もとで、生活水準が上昇し物価が高騰すると、社会保障給付水

準を引き上げる必要が生じたが、それは賦課方式の財政方式の下では直ちに保険料の引き上

げを必要とした。ところが、均一制の下で大幅な保険料の引き上げは低所得者に逆進的な重

い負担を担わせることになり、そのような大幅な保険料負担上昇を考慮すると大幅な給付水

準の引き上げは困難であり、それは社会保障の給付水準の実質価値を下落させることになっ

た。そのために、何らかの方法で給付水準を引き上げる必要が生じた。

報酬比例制の盛衰

そのような状況であったが、大企業の労働者には職域年金（企業年金

）が整備されており、不足分は職域年金により補うことができた。しかし、中小企業で

働く中低所得の労働者には職域年金は十分に整備されていなかった。そこで、主に中小企業

の労働者に向けて、 年に等差年金（ ）、 年に国家所得

比例年金制度（ ）を導入するとともに、

大企業で普及している職域年金（確定給付企業年金）に適用除外（ ）を認める

ことになった。ここに、国家年金に加入する労働者において、 階建て公的年金制度が構築

されることになった。

年に実施された国家所得比例年金 の給付水準は、過去の毎年の給与を再評価

し、その年平均額の ％の 年分である ％とするものであったから、賃金スライド制で

あった。そして、賦課方式で運営されたので、制度が成熟化すると将来の保険料率の引き上

げは必至であった。

そこで、サッチャー保守党政府は、 年代に基礎年金を物価スライドにとどめるととも

に、国家所得比例年金の（廃止案は断念されたが）所得代替率を ％から ％に引き下げ、

満額年金の拠出期間を 年から 年（男）に段階的に延長し、給付水準の切り下げを図っ

た。それに対応して、適用除外の対象を確定拠出年金や個人年金にも拡大し、私的準備の奨

励を図ろうとした。その結果、公的年金の給付水準は抑制され、 年代には低所得者の年

金は公的扶助水準を下回ることになった。

．最低保証の復活

年に保守党に代わってブレア労働党政府が誕生し、 年 月に緑書を公表し、以下

の 点の一連の年金改革を行った。

第 は、最低所得保証（ 年 月）の導入であり、高

齢者の年金等の所得が最低保証基準に満たない場合にその差額分が支給される。この制度は

税を財源とした所得補助（ ）であるが、公的扶助としての要件を緩和する

ものであった。しかし、高齢者の年金積立や貯蓄の努力が反映されなかったので、 年

月に年金クレジット制度に置き換えられた。

第 は 年の国家第 年金（ ）の創設である。これは所

得比例年金（ 年度末で停止）に順次置き換えられ、 階部分を構成する。その内容は、

下限所得額 ） の ポンド（ 年度の年額）から所得低位境界額

の 万 ポンドまでの低所得第 群（ ）には所得比例
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年金 の 倍に当たる給付（ ） を定額支給し、 以上の中所得下

位第 群（ ）には所得の増加に応じて ％の上積みを行い、給付

水準を補正した。しかし、中所得と高所得の境界点である の 万

ポンドを超える中所得上位第 群 は所得比例年金の場合と同じ給付率 ％が適

用され、 ％の上積み補正はなくなり、さらに上限所得額 の 万

ポンドを超えると給付額に上限が設けられる。このように、国家第 年金は、所得比例

の要素を弱めながら、低中所得者に対して給付水準の底上げを図るものである。

第 はステークホルダー年金（ ）の創設である（ 年 月実

施）。国家第 年金は上述のように一定以上の中所得者には利点は少ないので、その適用除

外を求めようとする者（職域年金制度のない従業員や自営業者など）に対する支援策として

ステークホルダー年金を用意した。同制度は任意加入で、運営を民間が行うが、その基準を

政府が設定し、監督を強化することにより、低コスト（一定掛け金まで非課税で、手数料を

資産の ％以内とする）で、安全（職域年金監督機構 への登録の義務）で、仕組み

を簡単にし、利便性を高くする（他のステークホルダー年金への移行に際して手数料を課さ

ない）ことによって、私的年金を普及し、退職老後への貯蓄を支援するものである。

以上の 点の年金改革にもかかわらず、将来はイギリスでも少子高齢の進展が予想され、

低中所得者の公的年金の給付水準の改善も十分な効果が現れず、彼らの貯蓄や年金積立金も

不足していることが明らかになった ）。さらに企業年金・職域年金も、企業自身の業績と資

産運用市場の悪化により、とくに確定給付型企業年金（ファイナルサラリーペンション

）の積立不足が顕在化した ）。

）所得の上下限に関する概念について注記する。（金額は 年 月の週額）
下限所得額・週 ポンド

国民保険の適用対象のための最下限の週当たり収入・所得額で、単身者の基礎年金の週当たり満額
に連動する整数額である。したがって、現行（ 年社会保障法以降）は物価スライドであ

るが、改正後は賃金スライドとなる。
下限徴収額・週 ポンド

国民保険の保険料が課せられる最下限の週当たり収入・所得額で、所得税の単身者の基礎控除額
と同額である。なお、 年以降、 ポンドの被保険者は保険料を支払わ

なくとも保険料を拠出したものとみなされる。
上限所得額・週 ポンド

国民保険の保険料徴収の上限の週当たり収入・所得額で、これを上回る収入・所得に対して、被保険者
本人は ％を拠出し、雇用主は上限に関係なく ％を負担する。これまでは、上限所得額は下限徴収額
のおよそ 倍に設定されてきた。

下方所得境界額・週 ポンド
国家第 年金に関わる限界で、これ以下の所得については、実際の所得にかかわらず、下方所得境界額
と下限所得額の差額の ％が国家第 年金として支給される。なお、下方所得境界額は年間の平均賃金の
増加率に比例して引き上げられる。

上方所得境界額・週 ポンド
国家第 年金に関わる限界で、 で計算される。この上方所得境界額と下方所得境界

額の所得に対してその差額の ％が追加して支給される。
（ ）
）イギリス金融サービス庁 とブリストル大学の調査報告（ ）によると、成人のうち企業年
金または個人年金のない者は ％にのぼる、という。
（ ）
）イギリスのコンサルティング社マーサー・ヒューマン・リソースによれば、 年度の 社の
年金基金の積立金不足額は 億ポンドで、対前年度 ％の増となった。
（ ）



このような状況のなかで、政府は 年 月に、年金改革の緑書 簡潔・安全・選択 を

公表するとともに、年金雇用省の諮問機関として、ターナー卿（ 元 英国

産業連盟会長）を委員長とする 年金委員会 を設置した。同委員会は 年 月 日に第

一次報告書 年金 挑戦と選択 を雇用年金省に提出し、 年 月 日に第二次報告書

世紀の年金の新しい解決 を公表し、 年 月 日に最終報告書 年金改革の包括的

な実施 を提出した。今回の 白書 はこの 年金委員会 の最終報告書の主旨を踏まえた

ものであるが、英国雇用年金省は、 年 月 日に、公的年金を中心とする改革に関する

白書 退職後の所得保障 新しい年金システムに向けて
）を公表した。

その後、政府は 年 月 日に年金法案（ ）を議会に上程し、 年 月

日に同法案は成立した。

．ブレア政府の年金改革と 年白書の主要課題

．労働党政権下の年金改革の経過と背景

今回の 年年金法は、 年 月に公表された 白書 における提案を実現するもので

ある。そこで、本章では 年白書によりながら提起された改革の課題を整理する。

）年金貧困者問題への取り組み

第 の課題は、年金貧困者への取り組み である。ブレア政

府は退職後の貧困と生活不安から市民を保護する責任のあることを掲げ、 年以来、年金

クレジット、冬季燃料手当、国家基礎年金の実質価値の引き上げなどを行ってきた。

年金受給者の最低保証所得制度が導入された結果、単身者の最低保証所得額は 年の

ポンド（週額）から 年 月には ポンドまで引き上げられた。それに対応し

て、 万人の年金受給者が絶対的貧困（ 年度の住居費控除後の手取り収入

の中位値に対してその年度の実質手取り収入が ％未満の水準を意味する）から引き上げら

れ、 万人の年金受給者が相対的貧困（その年度の手取り収入の中位値に対して同年度の

手取り収入が ％未満の水準を意味する）の状態から引き上げられた。（ 年白書

図 ）

年代と 年代後半の経済の不安定性と高い失業率は年金と年金受給者に打撃を与え、

高いインフレーションは貯蓄を目減りさせた。二度にわたって 万人に達した高い失業は

付加年金の受給権を構築する機会を奪うことになった。しかし、政府は経済を維持すること

に積極的に関与し、ジョブセンター・プラスやニューディール政策への投資、仕事に対する

賃金の支払いなどが成功したので、今やイギリスは 諸国のなかでも最高の雇用率を達成

し、 年に比較しておよそ 万人の多くの人々が職に就いている。

このように、政府のマクロ経済的な安定性を維持する政策は、年金受給者に大きな利益を
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もたらすとともに、高い雇用率はより人々に貯蓄の機会を与え、経済の安定的な発展に役

立っている。

）年金システムの改善

第 の課題は年金システムの改善である。労働党政府は、 年に引き継いだ政策を単に

継続した場合以上に、今日では年金受給者に 億ポンド（ のほぼ ％）を支出してい

る。それによって、最大の利益をえる最貧の人々を含めて年金受給者の所得が全体に増加し

てきた。政府は、全体としてシステムの負担能力を維持しながら、年金受給者の貧困問題に

取り組んできた。

さて、このような年金受給者の貧困への取り組みに加えて、政府は 年以来、年金シス

テムの改善に取り組み、以下のような改革を実行してきた。

．ステークホルダー年金

年 月からステークホルダー年金を創設した。制度の概要は既に説明してきたので繰

り返さないが、それは、職域年金を実施していない 人以上の従業員を雇用する雇用主に対

して、ステークホルダー年金の実施を義務づけ、低コストで安全で利便性の高い確定拠出型

の新たなステークホルダー年金か職域年金のいずれかに加入させることを積極的に求めるも

のであった。（ 年白書 ）

これにより、ステークホルダー年金は 年末までに 万件以上販売され、そのうち

分の は年収 万ポンド以下の階層であった。しかし、雇用主の拠出はなく、確定拠出型で

基本的に運用リスクは加入者自身が負わなければならず、 年以降は販売数も伸び悩んで

いる。（武内 、 ）

． 年年金法の制定

さらに、 年金法によって、職域年金制度加入者のために安全性と信頼性の改善が以下

のように図られた。

まず、年金保護基金（ ）は、給与比例制年金制度の

万人以上の加入者が、もし彼らの雇用主が破産したり、年金制度が積立不足になった場合

に、補償が受けられることを確保するものである。つぎに、財政支援制度（

）は、 が設立される以前に不利益をこうむった退職に間近

い人々を援助するものである。そのため、政府は、 年 月 日に年金加入期間が 年以

内である人々にも援助が有効となるよう、 を拡大することを決定した。これは、年金

制度が破綻したとき巨額の損失を被った 万人以上の人々に対して、新しい制度の適用を受

けることを確保するものである。この適用拡大により、この制度の給付は、政府が制度の年

金加入期間が 年以内の人々については ％を支払い、 年から 年以内の人々については

％を支払い、その他の者については ％を支払うように次第に減らす、というものとな

る。（ 年白書 ）

年に職域年金監督機構を廃止し、年金監督庁（ ）を新設した

が、これは加入者の給付を保護し、運用業績に基礎をおいた年金制度の良好な管理を奨励す

るものとして期待されている。新監督庁は、事後的な検査・監督にとどまらず、むしろ事前

対応や規制へのリスク集中的なアプローチによって、問題が発生すると予想される職域年金

制度を監査し、必要な措置や取り締まることができる広い権限を有するものである。（



年白書 ）

また、人々に退職時に受領されると予想される年金額を理解させるための 年金額見込

み計算制度 を導入するなど、退職後の所得について確実な情報を入手させることを通じ

て、私的な貯蓄の必要性を認識させるよう務めてきたが、この制度の導入以来、政府は

万通以上の見込み計算額を発行してきた。それとともに、インターネット上で退職計画サー

ビスを立ち上げてきた。（ 年白書 ）

より高年齢の就労を促進するために、年齢差別待遇を禁止する措置をとった。それに

よって、長期的には、高齢労働者は 万人に達し、労働年齢人口の ％に相当する雇用率

に到達するものと期待される。

年金委員会 が明らかにしたように、私的年金制度からの年金所得はこれまでにない高

水準にある。生活水準は全ての人に対して上昇しているが、少なくともこの 年間について

は、労働年齢以上の成人よりも年金受給者の方がより高く上昇している。

）年金制度の改革

第 の課題はさらなる改革の提案である。

これまで、政府は年金受給者の貧困という差し迫った問題に対する取り組みを精力的に推

し進め、人々が将来に向けた計画をたてるのに必要な改革を行ってきた。しかし、次の段階

として、人々が将来にやってくる退職後の所得の準備を確実なものにすることが重要である

と認識された。それに対応して、 年 月に、イギリスの私的年金と長期的な貯蓄の枠組

みを検討するために、独立した 年金委員会 が設置され、年金システムが直面する長期的

な課題を熟考して、現行の任意的な年金体制が要請に十分に応えるものであるかどうかにつ

いて諮問された。 年金委員会 は、差し迫った 年金危機 は存在しないと結論を出す一

方で、根本的な長期的な課題と早期に実行を必要とするものについては、その概要を明らか

にしたのであった。

．退職後に備えた貯蓄の不足

退職後のための貯蓄不足者とは、退職後の適正な生活水準の見込み額に対して、自分自身

ではそれを用意できず見込額以下の所得（年金、貯蓄を含む）しか受け取れない人々である

と定義しうる。この老後生活費の見込額は生活環境や意識が異なれば変化するもので、それ

故退職後の貯蓄不足を単一の包括的な尺度で示すことは簡単なことではない。しかしなが

ら、その尺度の つとして、 代替率 という考え方を用いることができるが、ここではそ

れは退職後の所得を個々の人々の最終給与との比率で示したもので表す。個々の人々は、自

分の退職後の所得を準備するに際して、それぞれの退職年齢や自由にできる財産の種類に応

じて、それぞれ異なった考え方を持っている。個々の人々は、年金だけでなく、他の金融資

産や非金融資産、不動産などを保有している。総純資産は今日では以前よりも高くなってお

り、実質価値でも 年に比べてほぼ 倍近くまで上昇している。しかし、年金という方

法で準備する人々の数は減少している。（ 年白書 ）

最近の平均余命の急速な伸長と 年代後半における株式市場の高値の終焉が、職域年金

制度が構想された時に予想されたよりも企業の負担コストを高く押し上げたので、 年代

以降、雇用主は職域年金から撤退している。この傾向は最近でもなお続いており、職域年金
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制度の加入者は 年の 万人から 年の 万人へと、ほぼ 万人近く少なくなって

いる。（ 年白書 図 ）

職域年金はその規模の縮小とともに、その性格・制度設計においても変化が見られ、確定

給付型（ ）から確定拠出型（ ）へと転換するものが多くなっている。

年金委員会 は年金の給付水準の評価基準として、勤労所得によって変化する代替率を

あげているが、この代替率からみて、 万人から 万人の人々が評価基準の代替率以下

でしか、退職後の所得を準備・貯蓄できていないことを明らかにしている。（ 年白書

）

退職後への準備・貯蓄不足は様々な理由で起きているが、その理由として、個人が私的年

金を信頼しなかったり、彼らが利用できる適当な貯蓄手段がなかったり、また歴史的に複雑

な年金システムに直面して財政的に近視眼になり面倒になって何もしない選択肢をさせた、

ということがあげられる。

．国家年金システムにおける不平等と複雑な仕組み

今日の年金システムの原型は 年代後半に創設されたが、社会・経済は時間の経過とと

もに変動するので、年金システムもそれに対応して改革が必要である。それにもかかわら

ず、今何の対応も取られないとすれば、今後に退職する女性と介護や世話をする人々は、就

労可能期間（ ）中に適用される保険料納付比例制の影響に苦しみ続けるであろ

う。最近（ 年）、国家年金年齢に到達した人々のなかで、男性のほぼ ％の人々が満額

の国家基礎年金の受給資格を持っているが、これと比較して女性は ％しかいない。 年金

クレジット の導入は、 万人の人々を絶対的貧困から逃れさせ、このうち女性は 万人

であり、女性の立場を改善し、女性の 分の が年金クレジットにより利益をえている。今

回の改正は女性により改善をもたらし、 年には満額の受給資格を満たす割合を男性と同

程度に引き上げることができる、と指摘されている。（女性と年金）

イギリスにおける最初の国家年金である 年老齢年金法（ 歳以上の人々を対象とする

資産調査付制度）以来、年金システムは一連の法的およびその他の変更により修正され、改

革され調整されて、かつての単純な規定が今日では年金委員会によって世界中で最も複雑で

あると述べられるほど複雑になっている。（ 年白書 ）

年以来の国家年金システムの変更は、主として緊急の年金問題に対応するものであっ

たが、それらは大きな成功を収め、現行制度において貯蓄の奨励を推し進めてきた。最近の

調査では、年金クレジット制度の導入の直接的な結果として、多くの低所得の人たちに貯蓄

を奨励していることが示された。

しかし、年金改革の結果、大多数の年金受給者が長期的な年金クレジットの資格をえるよ

うになると、新たな問題もまた発生することが予想される。政府は、それは放置できないと

決意したのである。（ 年白書 ）



． 年年金法の改正の主内容

．年金システム改革の基本原則

年年金法のシステム改革の基本原則は、 年年金白書（ ）において取り上げ

られたように、次の 点にまとめることができる。

第 は、個人の責任を奨励することであり、それにより退職後への積立不足の問題に取り

組むことである。

第 は、公正 であることである。 公正 の内容は立場や視点が異なると正反対の結

論がでることもあるが、ここでは、 つの視点をあげている。すなわち、 最低貧困者を保

護すること、 女性や世話（育児・介護）をする人にも公正であること、 貯蓄する人に対

して、その努力や意欲も公正に評価すること、 世代間において公正であること、の視点で

ある。しかし、前半の つの公平性は平等性に関連するものであるが、後半の つの公平性

は平等性とは異質の性格をもつので、それぞれのバランスをどうとるかが問題になる。

第 は、簡単 な仕組みとすることであり、そうすることにより、国家、雇用主お

よび個人のそれぞれの役割を明確にすることができるという。

第 は、負担可能 であることである。ここでは、年金制度は制度関係者にとっ

て長期的に負担可能な制度であると同時に、マクロ経済的な安定性を維持するために国家、

雇用主および個人の負担の適正なバランスをとることが必要であるというものである。

第 は、長期的に維持可能 であることである。それは恒久的な国民的同意

（コンセンサス）の基礎を構築することであるが、そのために将来の方向については柔軟で

なければならないとする。

．具体的な改革点

このような原則に基づいて、次のような具体的な改革が行われた。

） 個人口座制度 （ ）の創設

その第 は、より多くの人々が退職に備えてより多く貯蓄できるようにするために、

年に新たに 個人口座制度 を導入することである。個人口座制は、政府が保険料を徴収

し、管理・運営することに関与せず、公的な財政負担を削減しながら、ステークホルダー年

金のように任意制ではなく自動加入制をとり、安全な低コストの簡単明瞭な老後への貯蓄手

段として寄与するものであるが、以下いくつかその特徴をまとめる。

まず、この制度では、被用者は年間 万 ポンド程度の所得階層の 歳以上の被

用者を対象にして、被用者自身は収入の ％を貯蓄し、これに応じて事業主は同様に収入の

％以上をマッチングして負担し、政府は税を財源にして ％を補助するので、合計 ％の

保険料を個人口座に積み立てる。ここで、上記の年間収入の下限の ポンドというのは、

国民保険の実際に保険料を付加される下方所得境界（ ）の金額（

年度で年収 ポンド）とほぼ一致し、上限の 万 ポンドというのは所得上限（

）の金額（同 万 ポンド）とほぼ一致する。したがって、 個人口座制

度 は国家年金の主たる加入対象者に焦点を合わせた制度であるといえる。（ 年白書

）
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加入対象は以上の通りであるが、国民保険に加入する被用者はこの新 個人口座制度 か

または最低基準に適合する自社の職域年金制度に自動的に強制加入

とされるが、従業員の希望により適用除外（ ）も可能であり、従業員が個人口座制

度の適用除外を望んだ場合には事業主は拠出を要しない。つまり、被用者は異議を唱えない

限り原則として個人口座制度に自動的・強制的に加入するものとし、しかし積極的に他の職

域年金制度を選択するという意志表示をした場合に限り、個人口座制度の適用除外を選択で

きるというものである。このように、原則として被用者の全員が新制度に自動強制加入とす

ることは、退職後に自ら準備しようとする人々にとって簡単明瞭な方法だと考えられたから

である。

なお、自営業や無職などを含む非被用者も加入（任意加入）を選択することができる。当

然、事業主からのマッチング拠出はないが、国庫負担については現段階では不明である。

）簡単化と寛大化

第 に、公的年金の仕組みを簡単にかつ資格要件を緩和（寛大に）するよう改革し、年金

受給者にも国の経済的な繁栄を分かち合えるようにすることである。

．賃金スライド制の復活

そのためにまず、基礎年金給付の改定を 年には平均賃金にリンクした賃金スライド制

に戻すことである。（ 年白書 ）

国民保険の給付は毎年 月に改定されるが、サッチャー政府は、 年社会保障法によ

り、それ以前の物価または所得のいずれか高い方でスライドする方法を改め、物価スライド

制に切り替えた。その結果、 年代後半には、基礎年金の所得代替率は平均賃金の

％程度 ）に下がっており、今後実質賃金が毎年 ％で増加すると 年後には所得代

替は率 ％に低下するという試算が紹介されている。（小野 ）

また、国家所得比例年金 の給付率も ％から ％へと引き下げられるので、国家

年金の給付水準は厳しく抑制されている。その結果、公的年金の所得代替率は欧米諸国のな

かで最も低く、厚生労働省のホームページの国際比較（ レポート・所得は税控除後

年 月）によると、ドイツ ％、フランス ％、スウェーデン ％、日

本 ％、アメリカ ％、イギリス ％と、イギリスは最低になっている。

しかし、問題はその結果として年金受給者に貧困者が増加してきたことである。出発点の

ベヴァリッジ報告の 貧困の除去 という理念は達成されないわけである。

そこで、基礎年金について、賃金スライド制に復帰して、最低保証水準の引き上げの方法

（改定率は賃金スライド制）と歩調を合わせようとする。

．国家第 年金制度の均一化

それと同時に、国家第 年金を簡単化し給付の均一化を推し進めて、 年頃には完全な

均一給付年金とすることを提起する。（ 年白書 ）

これは、国家第 年金の給付体系において、所得下限額 と所得上限額 が物価

スライドで毎年改定されるのに対して、所得低位境界額 （所得代替率 ％の最低保証

）なお、（先進国イギリス ）によると、 年 月で、男 ％、女 ％というデータも紹介され
ている。



定額年金を給付する所得限界点）が賃金スライドで改定されることと関連する。すなわち、

中所得と高所得の境界点である も毎年改定されるが、改定後の境界点

を （ は賃金上昇率、 を物価上昇率）とすると、一般的

には であるから、この境界点の増加率は賃金増加率よりも大きくなり、その結果将来

には所得上限に接近すると、中所得上位第 群の比例部分の適用は小さくなり、事実上定額

給付の低所得第 群と、限界増加率が ％の中所得下位第 群の 階層制となり、第 群の

が引き上げられると、格差は小さくなり、定額均一化の方向に進むからである。

）公正化と有効性の促進

第 に、 年から国家年金を公正でかつ実際に役立つように改革することである。ここ

で、公平 とは、前述したように最低所得者を保護し、かつ女性や介護の担い手にも、

また貯蓄してきた者にも公正で、さらに世代間で公正であるということである。そのため

に、権利と責任の関係に配慮しつつ、 社会 への貢献を評価して拠出主義体系を根本的に

改めるが、その具体的な方法として、次の つをあげている。（ 年白書 ）

．基礎年金の満額年金の受給資格期間を 年に短縮する。基礎年金を満額受給するため

には、現在では義務教育終了年齢の 歳から国家年金年齢の 歳または 歳までの就労

可能期間（ ）を通常は男性で 年、女性で 年（ 年以降の出生者は

年）とし、満額年金受給資格期間（保険料拠出年数）をその 割程度とし、それぞれ

年と 年としてきたが、これを男女とも 年より 年に短縮する。

．家庭責任保障制度（ ）を廃止して、それに代え

て子供の養育を行う人々に新たな週単位の子供養育クレジットを新設する（ 年）。

． 週当たり 時間以上にわたり重度障害者の介護を行う人々に新しい保険料拠出クレ

ジットを導入する。

．基礎年金のための拠出条件を廃棄して、拠出の最低水準を設定することなく子供や重

度障害者の世話や介護にも基礎年金の受給資格を形成するようにする。

．基礎年金および国家第 年金の受給資格要件を単一・簡素化し、また成人扶養手当や

自動クレジットのような複雑で時代遅れの規定を廃止する。

つまり、現行のシステムは、これまで介護や世話を主に担ってきた女性に対して不公正で

あったが、それはこれらの人々の社会への貢献が公的年金制度において十分に評価されてい

ないことを意味する。ここで新しく提案する貢献制度は人々が様々な方法で社会に貢献する

ことをよりよく反映させるもので、ケアを行う者が公的年金の受給権を適正に形成する機会

をもちうることを確実にするものである。

）就労期間の延長

第 に、人々の就労可能期間の延長を支援・誘導することであり、平均余命の伸長に併せ

て公的年金の支給開始年齢を段階的に引き上げる。すでに、女性の支給開始年齢を 年か

ら 年にかけて 歳から 歳に引き上げることが予定されているが、それに引き続き

年には 歳に、 年に 歳に、 年に 歳に引き上げることが提案されている。これに

より、年金財政は安定し、長期にわたる持続可能を確保することができる。（ 年白書

）
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）法的規制環境の整理

第 は法的な運用規定の整備である。そのために、基礎年金の賃金スライド制の復活と同

時に、確定給付型年金の適用除外を廃止し、最低保障年金権を確定給付年金制度の給付に移

行することを認める法案を提出することにより確定給付年金の負担の軽減を図るものであ

る。（ 年白書 ）

． 年年金法改革の予想される効果

以上の改革を実行することにより、どのような成果が予想されているのであろうか。（白

書 ）

）個人口座制度の加入状況

まず、個人口座制度の新設に関しては、低コスト化を図り、従業員が非加入を積極的に意

志表示をしないかぎり、全員が参加すること求められる自動強制加入制度とすることによ

り、およそ 万人以上の人々が個人口座制度に加入するものと予想される。また、退職す

るまで貯蓄を行えば、加入者の基金はその低い手数料により ％以上もその実質価値を高め

ることができる。（ 年白書 ）

）女性への効果

つぎに、満額年金の資格要件の緩和によって、年金受給年齢に到達した女性のうち満額年

金の受給権をえる割合は、現行（ 年）は ％（男性は ％）であるのに対して、 年

には ％に増加し、また 年には、男女を併せてみると、年金年齢に達した受給者のうち

満額年金の資格を得る者の割合は、現行の制度の ％から ％以上に増加すると見込まれ

る。

）年金受給者の貧困の減少

さらに、賃金スライド制の復活により、 年には基礎年金の価値は現行の物価スライド

制の場合よりも 倍に上昇すると見込まれる。その結果、全就労期間を通じて雇用されるか

介護を行った者は、退職後において 週 ポンド（ 年価格表示）の公的年金を受給で

きることになり、それは保証所得水準よりも ポンド上回る。その結果、年金クレジットの

受給者は 年には現行のおよそ 分の に減少するものと予想される。

．公的年金と所得保障の再構築─わが国への示唆を探って

．所得再分配の再確認

年金委員会 は、第 次報告書 年金 挑戦と選択 （ 年 月）で、年金改革の方

向について、 年金受給者の貧困化（給付水準等の抑制）、 退職時期の繰り下げ、 税・

保険料の引き上げ、 貯蓄の増加の つの選択肢を提起した。（ジョン・ヒルズ ）

このうち、年金受給者の貧困化の動向をみると、 年代の相対的貧困率（住居費算入前

の平均所得の ％未満の者の比率）は増加が著しく、 年度の ％から 年度の ％へ

と倍増した。しかし、 年度にかけて ％まで減少した後、 年度に ％に上昇し、そ

の後は反落して 年度には ％に低下している（ヒルズ ）。このような最近の低下傾



向は、ロンドン大学 のジョン・ヒルズ（ ）教授によれば、労働党政府の政

策の成果によるものであり、 年の労働党大会では 年金受給貧困者の一掃」という目標

が掲げられ、年金委員会もその方向は今後も継続すべきだと考えた。（同上）

そこで、年金委員会の第 次報告書 世紀の年金の新しい解決 （ 年 月）は、上

記の第 の選択肢を選ばず、他の つの選択肢を望ましく実現可能だとした。（同 ）

今回の 年白書の提案は、ブレア政府の年金改革の路線上にあり、繰り返して要点をあ

げると、 ）公的年金に依存せざるをえない低所得者の給付水準の底上げを行う、 ）国家

第 年金の定額化を推し進める、 ）自力で老後の準備可能な者には自らの貯蓄・積立てま

たは私的年金の利用を積極的に誘導する、というものである。

第 点についていえば、 つは年金受給者の最低所得（保証クレジットで示される）はそ

の時々の生活水準に比例する価値を維持するということであり、もう一つは保険料納付 年

で満額の基礎年金を受給できるように資格要件を緩和することであるが、この要件緩和をケ

アを担う女性だけでなく男性まで同一にしたのは制度の簡素化を図るとともに、公正という

新しい拠出原理を確立するものである。

しかし、それは保険料の拠出に関する全く新しい原理を提案するものでもない。

社会保険であるイギリスの国民保険はベヴァリッジ報告書の構想に基づくものであり、被

用者および自営業者等を含めた全ての国民（居住者）を対象にするとともに、単一事故別の

社会保険制度の集合体というより包括的な所得保障（社会保障）制度の一環であった。創設

当初の所得保障の目的はナショナル・ミニマムの確保であったことから、給付は均一制であ

り、それに対応して均一拠出制であった。

ところが、その後定額給付の上に比例制の給付が導入され、保険料にも所得比例制（対象

所得に上下限が設けられている）が導入された。現行（ 年 月）の保険料率は、被用者

の場合で労使合わせて ％（付加年金適用除外者は一定免除）であり、自営業者は付加年

金に加入しないので定額 ポンド 週（所得下方限界額 ポンドの ％に相当）

と一定以上所得（上限付）の ％である。（なお、自営業者は定額と定率保険料を合わせ

ると、所得のほぼ ％相当を拠出することになるが、これは付加年金を適用除外された第

種被保険者の保険料率の ％にほぼ相当する。）

これに加えて、国民保険の給付も包括的・総合的で、休職者手当金、労働不能給付、出産

手当金、退職年金、遺族（寡婦）給付、障害給付、労働災害給付などを含むものである。被

用者の年金についていえば、定額の基礎年金と所得比例年金 （ 年廃止）または

比例制を弱めた国家第 年金（所得比例年金から順次移行）の性格の異なる給付が支給され

る。また、基礎年金は定額給付で、夫婦がともに満額基礎年金の保険料納付期間を満たせば

それぞれ満額の基礎年金を受給するが（夫婦の給付倍率は単身者の 倍）、他方で所得下限

以下の収入の既婚の女性は夫の拠出に基づいて基礎年金を受給することができ、この場合は

夫婦で単身者の 倍程度の給付を受けることができる。

このように、国家年金に関していえば、納付保険料額と給付額は対応関係を稀薄にしてお

り、今回の改革は、さらに所得比例拠出システムを弱めながら、給付について 階部分を含

めて均一化する方向を示している。まさに 拠出は能力に応じ給付は必要に応じて の原則

によるものであるが、マイケル・ヒル（ ニューカースル大学名誉）教授への筆
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者のインタビューによれば、それは世界でも希な事例であり、さらに国民保険が包括的かつ

普遍的な制度であり、個々の給付と保険料とが直接対応せず、また税とともに徴収されるこ

とから、英国国民は保険料を税と同様に認識し、現行制度の拠出と給付の原理における不整

合性をあまり意識していないのではないか、ということである。

．公平性の新方向─保険原理の修正・税方式の棄却

これに対して、わが国の年金制度では、基礎年金について均一の満額年金を目指すもので

ありながら、社会保険主義すなわち拠出主義（公平性）に固執するので、第 号被保険者の

定額保険料の問題点と相俟って、保険料未納の第 号被保険者または未加入者において将来

の低年金、無年金（すぐには障害基礎年金の不適用）などにおける空洞化問題が現出してい

る。

そこには、国民の公的年金そのものに対する不信感もあるが、その空洞化の解決の一方法

として、スウェーデンの最低保証年金付き所得比例年金制度への一元化や、基礎年金につい

て消費税を財源とする全額税法式化の移行などが提起されている。

実は、イギリスでも公的年金の税方式化である 市民年金 論争が 年以降において論

議され、ターナー年金委員会でも取り上げている（第 次報告書）。市民年金構想は、全国年

金基金協会が提唱したもので、保険料拠出要件に関係なく、一定期間の居住要件により、税

を財源として、定額の年金を支給するものである。そのために、現行の国家基礎年金と国家

第 年金を統合し、給付水準を年金クレジット水準の最低保証額に調整するものであった

（樫原 ）。その背景には、女性の年金水準の低さ、年金受給者の貧困化、年金クレ

ジット（ミーンズテスト）の増加があり、保険原理を基礎としつつその原理の緩和・修正に

限界があったからである。

しかしながら、市民年金構想は年金委員会で多面的に検討され、報告書にも盛り込まれた

が、最終的に 年政府白書からはずされた。それは、公的年金給付という権利は国民の責

任を基礎にすべきであり、それには保険方式が適していること、市民年金への移行はどのよ

うな移行方法をとっても経過措置が必要となり制度が複雑になること、税方式の費用・財源

は膨大になるからであった。（藤森 ）

以上の理由から、白書・法案は税方式の市民年金構想を放棄し、従来の保険主義の寛大化

の拡大の方向を選択したのであった。つまり、保険方式によりながら比例主義原理をさらに

修正して所得再分配機能を強化する方向を維持したのであった。

さて、所得再分配機能の強化という点からみると、アメリカの社会保障年金（

）はまたスウェーデンとは異なる最低保障の問題解決法

をとっている。アメリカの社会保障年金に触れることは本稿の主題ではないが、 ％の所

得比例の保険料（形式は社会保障税）でありながら、給付は所得水準に応じて所得代替率を

段階（ ％・ ％・ ％）に設定し、下に厚くして所得再分配効果を大きくしている。ま

た、イギリスの所得保障制度は、国民保険としての国家年金は所得比例の保険料を徴収しな

がら、国民は実質的に税としての感覚をもち、年金クレジット制度を通じた税による最低保

証年金の設置と相俟って、定額の基礎年金に加えて、所得再分配効果を大きくした国家第

年金を積み上げ、所得再分配効果を図る方向をより推し進めている。



これらの英米の事例を参考にすれば、わが国の基礎年金や報酬比例年金について所得比例

の保険料方式または年金税方式（消費税方式ではない）を採用し、そして基礎年金を最低保

障年金とともに、報酬比例年金の給付水準に上下限を設定して所得再分配機能を強化するこ

とも一つの選択肢とすることができるであろう。

なお、わが国の基礎年金の給付水準については、保険料・負担の側面からの制約により、

最低生活保障水準以下（基礎的生計費水準）に設定せざるをえないであろう。その場合に、

公的年金制度の網の目からもれた脱落者などにおいて老後総収入が最低保障に欠ける場合の

救済措置は、公的年金制度とは別途必要になるが、イギリスの年金クレジット制度のよう

に、公的年金制度に連動し、不足部分に税を用いた給付が必要である。

．事業主負担の意義

国家基礎・所得比例年金の縮小に伴って、職域年金や個人年金は、一定の要件を設けて

（最低保証給付額を下回らないことや、 の保険料率を下回らないこと）、付加年金

からの適用除外の拡大と振興が図られたのであった。 年において、被用者数は 万人

であったが、職域年金適用除外者は 万人（ ％）、個人年金適用除外者は 万人

（ ％）で、単純に合計すれば ％が付加年金加入者で、国家所得比例年金にのみ加入者は

％ということになり（藤森 ）、この割合は今日でもあまり変わらない ）。

したがって、国家所得比例年金が対象とするのは低所得である下位の 分の の被用者で

ある。残り 分の の被用者は付加年金を適用除外されるので、保険料は一部分免除され

る。免除後の保険料率は被用者（ ％）と事業主で異なり、事業主では確定給付型

（ ％）と確定拠出型年金（ ％）でも異なるが、事業主の負担は大き

い。さらに上限を超える所得に対しては、事業主は ％の保険料率が適用される（被用者

は ％）。このように、所得比例保険料率であるにも拘わらず、均一の基礎年金給付の共通

原資となり、所得再分配が行われ、事業主の保険料負担は大きな役割を果たしている。

そして、このような所得再分配をさらに推し進めて、 階部分の付加年金も所得再分配機

能を強化し、所得比例年金を国家第 年金に再編成し、さらに均一化の方向を目指してい

る。また、それと同時に、基礎年金に関しても、満額年金の資格期間を 年に短縮し、最低

保証のハードルを下げるのも理解できる方向である。この改革は、女性にとって効果が大き

いが、男性にも同様に適用し、男女の差を解消しようとする姿勢が読みとれる。このよう

に、事業主にも負担を求めながら、下方に所得再分配を強化する意図がみられる。

以上は国民保険制度における所得再分配の強化であるが、それでも最低保証の網の目から

もれる人々には年金クレジット制度を用意して、税による所得再分配を配置している。

しかし、公的年金給付や年金クレジットに対する公共的財政支出は将来的に増大するの

で、それに対して、 つは、高齢者に雇用を確保して、支給開始年齢を遅くすることを提起

する。もう つは、職域年金や個人年金の振興を図るとともに、中低所得者にも、ベヴァ

リッジが述べたように 最低限以上の備えを行うために、個々人による自発的活動の余地と
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）雇用年金省の調査によれば、年金受給者の所得における国家年金と私的年金の割合は、 年
に対して 年 と大きな変化はない。なお、この国家年金には、退職年金、障害年金、年金

クレジット給付を含む。（ ）
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奨励を残す （報告書 ）ことを強調して、 個人口座制度 の創設を提起する。

ここで注目すべきは、個人口座制度を単に自助を強調する従業員の貯蓄支援制度とするの

ではなく、事業主と国がマッチング拠出する点である。マッチング拠出はアメリカの

（ ）年金にも見られるが、制度への加入の誘導であるとともに、事業主の責任が求められて

いる。国家年金にも被用者以上の事業主の拠出を求めており、さらに適用除外された職域年

金にも事業主の拠出を組み込んでいるものが多い。これは欧州の社会保障の特徴であると思

われる。この点は、パートタイム労働者であっても、下限所得を超えると国民保険の保険料

を支払わなければならず、事業主も同様である。年金委員会の委員であったジョン・ヒルズ

教授は、ティトマスの 福祉の社会的分担論 から 職域（企業）福祉 の重要性について

強調し、さらにロイド・ジョージの個人、事業主そして国家の役割の結合を求める ペン

スで ペンスを という有名な言葉を引いて、 年金制度における事業主の役割は今日でも

なお重要である と述べている。それは年金委員会の一つの考え方であろう。

ブレア政策の福祉政策は新しい福祉、すなわち 福祉のニューディール を提起するが、

それはステークホルダー（利害関係者）福祉である。それまでの福祉は社会的に排除された

人々を対象とし、それらの人々のために社会が富の剰余部分を再分配して、救済するという

ものであった。これに対して、新しい福祉は、社会の全ての人々が 利害関係者 であり、

福祉の対象者は福祉に依存するのではなく、福祉により社会に参加することを求めるので

あって、そのために企業やボランティア団体などがパートナーとして協力するというもので

あった。それは、 就労による福祉・ウェルフェア・ツー・ワーク であるが、企業にも利

害関係者として協力と負担を求めたのであった。

このように、年金改革案は、国民にも協力を求めつつ、政府および事業主の負担を増加さ

せるものである。とくに中小企業への影響は大きいとみられるが、所得保障に対するイギリ

ス社会の基本的スタンスを引き継ぎながら、老後所得保障の道を確保しようとしているよう

に思える。

翻って、わが国の基礎年金の全額消費税化が改革の有力な案として注目されているが、国

民の負担能力、逆進性、事業主負担の軽減効果などの関連で、慎重にその功罪を検討する必

要がある。

（付記）本研究に対して、平成 、 年度において文部科学省科学研究費補助金（基礎研究 ・研

究課題 家族の多様化に対応した所得保障制度のための基礎研究 ）を交付された。
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