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厚生年金制度による所得移転＊
一世帯類型，所得水準との関係一

郭　生　良　文

1．はじめに

　この論文の目的は，厚生年金制度による所得

移転の実態を明らかにすることにあう．特に，

世帯類型や所得水準の違いによって所得移転の

大きさがどう変わるのかを世代毎に計算してみ

た．厚生年金の給付と負担は，世代間で著しい

不公平があることは最近の研究で明らかになっ

てきた1）．しかし，厚生年金制度を通じた所得

移転は世代間のものだけには限うない．所得水

準や世帯の類型（片稼ぎか，共稼ぎかあるいは

独身か）の違いによっても，所得の移転が行わ

れている．所得水準に依存する理由は，給付の

うち現役時代の賃金に比例する部分があり，保

険料負担も賃金に比例するからである．世帯類

型によって移転額が異なるのは，世帯類型によ

って受給する年金給付の種類が異なり，当然給

付額が異なるのに，保険料負担は賃金水準のみ

に依存し，そのことを考慮していないからであ

る．

　このように，生まれ年，現役時代の賃金，世

帯類型によって給付と負担の構造が異なるとい

うきわめて複雑でわかりにくい所得移転が厚生

年金制度を通じて行われている．このため，年

金制度を通じて行われている所得移転が公平か

どうかという点について十分な検討もなされず

にきた．この論文の目的は，そのような複雑な

所得移転の実態を明らかにし，問題点を指摘す

ることにある．

＊　本稿をまとめるにあたり，高山憲之（一橋大学），

伊藤隆敏（一橋大学），溝口敏行（一橋大学），江口英一

（一橋大学）の各氏から貴重なコメントをいただいた．

ここに改めて感謝の意を表したい．

　麻生（1992）は，片稼ぎ世帯の労働者を対象に

して世代間所得移転の大きさを計算しているが，

そこでは，所得水準と所得移転の関係は検討さ

れていない．また，片稼ぎ世帯だけを対象にし

ており，共稼ぎ世帯や独身世帯は計算の対象に

入っていなかった2｝．

　しかし，最初に述べたように，平均的な所得

水準の世帯だけを対象に計算したのでは，厚生

年金制度を通じた所得移転の実態はわからない．

所得水準の違いによって移転額がどう変化する

かを明らかにする必要がある．この事に関して

は，年金給付の約半分が現役時代の賃金に依存

しない部分で，残りの半分が賃金に依存する部

分なので，賃金の高い者から賃金の低い者へ所

得の再分配が行われていると一般には信じられ

ている．しかし，この考え方は正しくない．給

付だけでなく保険料負担額の大きさが所得水準

によってどう変化するかも考慮する必要がある．

所得が増加したとき，給付の増加が負担の増加

を上回れば，所得の高いものほど移転額が導き．

い．実際，現在の高齢者世代においては，保険

料支払期間が短いことと保険料率が低かったた

め，所得水準が上昇したとき，給付の増加に比

べると保険料負担の増加は小さいものである．

このため，これらの世代においては，所得水準．

の高いものほど，純移転額が大きいという逆進

的な所得再分配が行われていることが本論文の

分析の結果明らかになった．しかし，高い年金

保険料率を払わなければならない現役世代やこ

れから生まれてくる世代では，このようなこと

はなかった．なお，同様の結果が高山他（1990）

においても報告され，ている．

　また，』世帯類型の違いによってる所得移転の
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　大きさが異なり，現行制度では，片稼ぎ世帯が

　もっとも優遇され’ていることも知られている．

・このように，現行の厚生年金制度は，生まれた

　年，所得水準，世帯類型によって所得移転額が

　異なるというきわめて複雑でわかりにくい所得

　の移転を行っている．このため，片稼ぎ世帯で

　平均的な所得水準の世帯のみを対象にして分析

　しても，厚生年金制度の所得移転の全容を明ら

　かにするには不十分である．本論文では，．世帯

類型や所得水準の違いを考慮にいれて，麻生

　（1992）の拡張を行った．

　　以下，2．において世帯類型と所得移転の関係

　を述べ，3．において所得水準と所得移転の関係

　を述べる．4．において計算の結果を報告する．

2．世帯類型と所得移転

　この節では，世帯類型，所得水準と給付，負

担の関係を考察する．まず，最初に，片稼ぎ世

帯，共稼ぎ世帯，独身世帯の受給する年金給付

の種類をまとめておこう．

　（1）片稼ぎ世帯

　現在，世帯主が60歳になると特別支給の老

齢厚生年金（定額部分，報酬比例部分）と配偶者

加給年金が支給される．世帯主が65歳になる一

と，老齢基礎年金，老齢厚生年金が支給される．

配偶者が65歳になると，配偶者の分の老齢基

礎年金が支給されるが，配偶者加給年金は打ち

切られ，かわって振替加算分が支給される．世

帯主の死亡後，配偶者が生存している間は遺族

厚生年金と経過的寡婦加算が支給される．

　（2）共稼ぎ世帯

　共稼ぎ世帯の場合，夫，妻がそれぞれ60歳に

なった時点から特別支給の老齢厚生年金が支給

される．65歳になると，それぞれの老齢基礎年

金と，老齢厚生年金を受給する．夫が先に死亡

するとすれば，夫の死亡後の妻の年金は，今ま

で通りに自らの分の老齢厚生年金と老齢基礎年

金を受給するか，遺族厚生年金と老齢基礎年金

を受給するかどちらか一方だけを選択でき，自

分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受給

することはできない（併給調整）．

　（3）独身世帯
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　独身世帯の受給する年金は，特別支給の老齢

厚生年金，老齢基礎年金，老齢厚生年金からな

る．受給開始年齢は，（1），（2）と同様である．

　さて，以上の事だけからで，片稼ぎ世帯がも

っとも優遇されていることがわかる．その理由

は次の通りである．まず，片稼ぎ世帯と，共稼

ぎ世帯を比べてみよう．共稼ぎ世帯の収入が片

稼ぎ世帯の収入の2倍だとすると，共稼ぎ世帯

の保険料負担は片稼ぎ世帯の2倍である3）．し

かし，併給調整があるため，共稼ぎ世帯では，

夫の死亡後，妻が自分の分の厚生年金と遺族厚

生年金を同時に受給することはできない．また，

配偶者加給年金や振替加算，経過的寡婦加算が

共稼ぎ世帯の場合存在しない．したがって，共

稼ぎ世帯の給付は2倍にならない．つまり，共

稼ぎ世帯では，給付・保険料負担の比率は片稼

ぎ世帯より低くなる4）．次に，独身世帯と片稼

ぎ世帯を比べてみよう．現役時代の世帯主の賃

金が同じであれば，保険料負担は同一だが，独

身世帯では，片稼ぎ世帯で妻に給付される部分

がないので，やはり，片稼ぎ世帯が優遇されて

いるのがわかる．

3．所得水準と所得移転

　次に，所得水準と年金給付の関係を簡単に述

べておこう．まず，年金給付は，現役時代の標

準報酬5》に比例する部分と，そうでない部分に

分解することができる．年金給付の総額をSB

（s），そのうち標準報酬に比例する部分をS刀〃

（s），しない部分をSBo（s）とすると

　　　　SB（s）＝5Bo（s）＋SBz〃（3）

となる．ここでsは生まれ年をあらわす変数

である．SBω（s）は，特別支給の老齢厚生年金

の報酬比例部分，老齢厚生年金，遺族厚生年金

からなる．これらの給付額は，現役時代の賃金

（標準報酬）の平均値である平均標準報酬月額に，

加入期間，世代毎に異なる乗率をかけて決定さ

れる．なお，この平均標準報酬月額は，現役時

代の賃金の単純な平均値ではなく，過去の賃金

に再評価率という数字をかけた加重平均値であ

る．再評価率は，名目賃金成長率に合わせて定

期的に改定される原則になっている．SBc（s）
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は，特別支給の老齢厚生年金の定額部分，配偶

者加給年金，老齢基礎年金，配偶加給年金，配

偶者の振替加算，経過的寡婦加算からなる．生

まれ年sに依存するのは，生まれ年によって異

なる乗率で給付が計算されるからである．ただ

し，基礎年金の部分はその限りではない．以上

の給付の細かな計算方法については，麻生

（1992）のAppendixを参照せよ．

　次に，s年に生まれた世代（以下，世代sと呼

ぶ）がα歳の時の同一世代内での平均賃金（ボ

ーナスを含まない）を

　　　　　　　　　〃（α，s）

とあらわすことにする．ボーナスを含めないの

は，標準報酬がボーナスを含まないので，それ

、にあわせるためである．さて，所得水準の違い

が年金給付，保険料負担にどのような影響を与

えるかを見てみよう．平均所得の水準の（1

＋ノ）倍の所得の家計をタイプノの家計とよび，

その所得を砂（α，ε）であらわすことにする．

すなわち，

　　　　　毎（α，ε）＝（1＋ノ）〃（α，s）

である．ここでは，簡単化のために全ての世代

で生涯を通じてノは一定であるものとする．つ

まり，年齢と賃金の関係は，全ての家計で同じ

上昇率を示すものとした．しかし，実際には，

職種によって年齢と賃金の関係は異なるであろ

う．例えば，ホワイトカラーの年齢・賃金プロ

ファイルはブルーカラーのそれにくらべて上昇

の度合いが高いが，ここではそうした違いを無

視することにする。

　タイプノの家計の給付，保険料負担，純移転

を見てみよう．タイプノの家計の賃金が標準報

酬の上限と下限の間にあるものとしよう．この

時，給付総額，および保険料負担は

　　　Sj研（s）＝SBo（s）＋（1＋ノ）5Bω（s）

　　　Sη（s）＝（1＋ノ）57’（s）

　となる6）．ここで，S劫’（3），S7y（s）は，それぞ

れ世代∫のタイプノ家計の年金給付総額，保険

料負担総額（いずれも割引価値で）をあらわす．

タイプノの家計の純移転1囎窃（s）は，給付か

ら保険料負担を差し引いて求められるので

　ハββノ（s）一sβタ（s）一5η（ε）一SBc（s）

151

　　　　　　＋（1＋ノ）［SBz〃（ε）一5T（s）］

　　　　　＝1四B（s）＋ノ［SBω（s）一ST（3）］

のように書くことができる．なお，1㎎B（s）は

平均所得水準の家計の純移転である．これから

わかるように年金制度による純移転の絶対額が

所得水準の変化によってどのように変化するか

は，SB2〃（s）一5T（s）の符号に依存する．つま

り，その世代の平均的所得の家計で年金給付の

報酬比例部分の割引価値が保険料負担の割引価

値を上回れば（5加（s）一5T（3）がプラス），小

移転額は所得水準の上昇に伴って増えていく．

逆に，報酬比例部分の給付が保険料負担を下回

れば，所得水準の上昇は，純移転額を減少させ

る．なお，SBω（3）一ST（s）の符号は，世代に

よって異なるので，所得水準が増加したときに

変化する純移転の額は世代によって異なること

になる．また，（SBω一sT）／100の値は，所得

水準の1％の上昇（正確には各世代の平均所得

の1％にあたる所得の増加）が，純移転をどの

くらい増やすかを表すこともわかる．なお，ブ

が標準報酬の上限，下限を超えたときは，純移

転はそれ以上変化しない．

　次に，純移転額を人的資産との比でみたら，

どうなるかを検討しよう．ただし，ノの値は賃

金が標準報酬の上限と下限の間にあるようなも

のとする．ここでいう人的資産とは〃（己z，s）の

割引価値の事である．したがって，、ボーナスを

含んでいない分，真の値よりも小さくなってい

る．タイプノの家計の人的資産は，

　　　　H吻（5）＝（1＋ノ）Hワ7（s）

となるから，純移転を人的資産でわると，

　ハEβノ’（s）但1の“（5）一SBc（s）／（1＋ノ）HW（5）

　　　　　　　＋［SB2〃（s）一ST（8）］／獅7（s）

という関係を得る．この式の第2項は所得水準

ノとは独立なので，所得水準と関係するのは，

第1項だけである．容易にわかるように，ノの

増加は第1項の大きさを減少させる．つまり，

所得水準の増加とともに，純移転・人的資産比

率は減少していく．したがって，年金制度を通

じた所得移転を同一世代の内部だけで見る限り，

人的資産との比でみれば，確かに所得の再分配

効果は存在するように見える7）．しかし，これ



　152　　　　　　　　　　　　　　　　　経　　済

は，人的資産に比べて純移転額の増加が小さい

という事を意味するだけである．絶対額でみる

ならば，所得の増加と純移転の関係は，SBω

一STの符号（お，よびその大きさ）に依存してい

た．人的資産は非常に巨額である．純移転も巨

額であるが，これを人的資産との比で表すと，

その大きさを．実感できない可能性がある．そこ

で，この論文においては，純移転の絶対額の方

を報告する．

4．結果

　まず，計算の前提を簡単に述べておこう．計

算方法は麻生（1992）と基本的に同じである．た

だし，麻生（1992）においてぽ，経過的寡婦加算

を給付の計算に含めなかったが，ここでは含め

て計算しているという違いがある．まず，受給

する給付の種類は，2．で述べた通りとした．支

給開始年齢は，現在60歳から特別支給の構成

年金が支給されが，将来はこれが65歳からに

なるものとした．支給開始年齢の引き上げのス

ケジュールは，厚生省の平成元年度財政再計算

において65歳支給開始の場合と同じにした．

　専業主婦以外の個人は20歳から労働を開始

し，59歳で退職するものとした．引退後は，夫

婦とも60歳時の平均余命まで生存するものと

した．したがって，この分析における給付・負

担は，60歳まで生存するという条件つきの期待

値である．夫婦の年齢差は，片稼ぎ世帯の場合

は3歳とした．なお，共稼ぎ世帯の場合，計算

の簡略化のために夫婦は同年齢であるものとし

た．

　保険料率は，過去の値については実際の値を

用い，将来の値については，やはり財政再計算

の65歳支給開始の場合の予測値を用いた．保

険料負担の総額や，標準報酬に依存する給付額

を計算するためには，過去および将来の年齢・

賃金プロファイルを世代毎に推計する必要があ

る．ここでは1988年の「家計調査』から得られ

た年齢賃金プロファイルをもとに，賃金の成長

率をかけて求めた．過去の値は実際の成長率を

用い，将来の成長率は名目4．0％とした．この

値も，やはり財政再計算で用いられた数字であ
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る．保険料負担総額は，各年の保険料率に，推

計された賃金をかけて求めた．給付総額は，各

世代毎に平均標準報酬月額をもとに，世代毎に

異なる乗率をかけて算出した．実際の給付は，

完全物価スライドで，財政再計算時（5年に1

回）に賃金にスライドされる原則になっている．

しかし，計算の簡略化のために，給付は完全に

賃金スライドされるものとして計算した．この

ため，給付は，やや過大に評価されている．将

来の名目賃金の上昇率は4．0％，物価上昇率は

2．0％としている．この想定も財政再計算と同

じである．保険料負担総額，給付総額を計算す

る際の割引率は名目値で5．5％とした．この値

は財政再計算の運用利回りの値である．計算の

簡略化のため，割引率は全ての期間を通じて一

定であるものとしている．

　なお，共稼ぎ世帯の場合，給付額は家計全体

の所得水準だけでなく，夫婦の所得の比率によ

っても異なってくる．ここでは単純に夫と妻の

賃金の比率は6対4で生涯一定であるものとし

た8）．実際には，女性の労働供給が年齢によっ

て大きく変化する．ここでは，そのことを考慮』

していない．

　さて，以下では計算の結果を報告する．計算

結果は，割引率を何％にするかでおおきく影響

をうける．割引率は5．5％を用いたが，これを

低くすれ’ぱ，給付はもう少し大きくなり，純移

転も大きくなる．また，純移転額は，1990年時

点での割引価値である，

　（1）　世帯類型と純移転（平均所得）

　世帯類型の違いによって純移転がどのくらい

異なるかを見てみよう．そのために，家計全体

の所得水準を固定しよう．その上で，片稼ぎ世

帯か共稼ぎ世帯か独身世帯かで，移転額がどの

くらい異なるかを調べてみる．世帯類型が異な

るのに，家計全体の所得水準が同一であるとす

るのは現実的ではないが，家計所得が同一の時

に世帯類型の違いによって移転額がどう異なっ

てくるかに焦点を当てた．計算の結果は表1に

まとめられている．

　まず，片稼ぎ世帯の純移転を見てみよう．
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1920年生まれの世代の純移転はおよそ6500万

円で，1930年生まれの世代はおよそ4900万円

「である．新しい世代になるほど，純移転額は小

さくなっていき，1940年生まれで2700万円弱，

1950年生まれで1000万円を割る．1965年生ま

れで純移転額がマイナスになり，1980年生まれ

以降の世代では，純移転額はおよそ一500万円

である．

　次に，片稼ぎ世帯と同一の家計所得をもつ共

稼ぎ世帯の純移転額を見てみよう．1920年生、

まれで6000万円弱，1930年生まれで4500万円

程で片稼ぎ世帯よりやや少なくなっている．片

稼ぎ世帯との格差はこれらの世代ではおよそ

500万円である．1940年生まれでは2300万円，

1950年生まれでは700万円程の純移転がある

ので，これらの世代においては片稼ぎ世帯との

格差はやや縮小して300万円前後になる．1965

年生まれから純移転がマイナスになるのは，片

稼ぎ世帯と同じである．1985年生まれ’以降の

世代の純移転額はおよそ一600万円で，片稼ぎ

世帯との格差は100万円ほどに減少していう．

このように，同一の家計所得で比較すると，共

稼ぎ世帯は片稼ぎ世帯より不利に取り扱われて

いることがわかる9）．片稼ぎ世帯との純移転額

の格差は，100万円から500万円の間にあるが，
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後から生まれた世代ほど，格差は小さくなって

いる．

　最後に，独身世帯の純移転を見てみよう．片

稼ぎ世帯との格差がさらに大きくなっている事

がわかる．1920年生まれの世代では純移転額

は3800万円，1930年生まれでは2800万円で，

同一の家計所得を持つ片稼ぎ世帯に比べそれぞ

れおよそ2600万円，2100万円少ない．共稼ぎ

世帯と比べても2000万円前後すくないことに

なる．このように，独身世帯はそれ以外の世帯

と比べて非常に不利に取り扱われている．純移

転がマイナスになる世代も，片稼ぎ，共稼ぎ世

帯が1965年からだったのに対し，1950年生ま

れ以降からと早くなる．1950年生まれ，で一230

万円の純移転があるが，片稼ぎ世帯に比べると

1200万円程少ない．1965年生まれ以降の純移

転ははおよそ一1000万円で，片稼ぎ世帯との差

は500万円となるので格差はやや縮小する．し

か・し，共稼ぎ世帯と片稼ぎ世帯との格差に比べ

れ，ば非常に大きいことに変わりはない．

　以上から，家計所得を同一の水準で固定して

みると，片稼ぎ世帯がもっとも有利に取り扱わ

れていることがわかる10）．そして，もっとも著

しい不公平は，共稼ぎ世帯と片稼ぎ世帯の間で

はなく，独身世帯とそれ以外の世帯との間にあ

表1世帯類型と純移転（平均所得）

生まれ年　　片稼ぎ世帯 共稼ぎ世帯 独身世帯・

0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

6462（　83．8％）

5921（　62．0％）

4906（　43．9％）

3877（31．1％）

2659（　19．8％）

1658（　11．8％）

965（　　6．8％）

535（　　3．9％）

204（　1．6％）

一56（一〇．5％）

一248（一2。2％）

一383（一3．7％）

一468（一4．8％）

一512（一5．7％）

一525（一6，3％）

一511（一6。5％）

一480（一6．6％）

5954（　77。2％）

’5468（　57．2％）

4530（　40．6％）

3558（　28．5％）

2298（　17．1％）

1308（　　9．3％）

712（　　5．0％）

344（　　2．5％）

　41（03％）
一195（一1．6％）

一378（一3．4％）

一504（一4，8％）

一580（一6．0％）

一617（一6．8％）

一622（一7．4％）

一602（一7．7％）

一564（一7．8％）

3848（　　49．9％）

3496（　36．6％）

2768（　　24．8％）

1995（　　16．0％）

1028（　　7．6％）

　251（　　1．8％）

一229（　一1．6％）

一533（　一3．9％）

一776（　一6．0％）

一956（　一7．9％）

一1085（　一9．7％）

一1162（一11．2％）

一1193（一12．3％）

一1187（一13．2％）

一1154（一13．8％）

」1097（一14．0％）

一1025（一14．1％）

単位；万円　（）内は人的資産との比．
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ることも明らかであろう．

　さて，参考までに純移転を人的資産との比で

見てみよう．純移転の大きさを人的資産との比

でみると，1920年生まれでは片稼ぎ世帯では

84％，共稼ぎ世帯が77％，独身世帯が50％に

なっている．表からわかるように，片稼ぎ世帯

と共稼ぎ世帯の格差は，独身世帯との格差に比

べるとダそれほど大きなものではない．例えば，

2000年生まれの世代で比較してみると，片稼ぎ

世帯，共稼ぎ世帯ではそれぞれ一6．6％，一7，8％

なのに対し，独身世帯では一14％もの大きさで

ある．

　独身世帯が不利である理由は，第1に遺族年

金分が支給されていないことである．これは，

共稼ぎ世帯にも当てはまる．第2に，独身世帯

では受給期間が短いためである．これは，男性

の平均余命が女性にくらべ短いためである．共

稼ぎ世帯と独身世帯との格差は主に，この2番

目の要因に基づく．

　（2）　所得水準と純移転

　3．で述べたように，所得水準と純移転の関係

はSBz〃一STの大きさから決まってくる．そ

して，（sBω一ST）／100は，所得の1％の増加

　　　表2　純移転の増加
（各世代の平均所得の1％の所得増加の時）

生まれ年　　片稼ぎ　　共稼ぎ　　独身

20

Q5

R0

R5

S0

S5

T0

T5

U0

U5

V0

V5

W0

W5

X0

X5

O0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

　26。71

　24．38

　18．20

　11．43

　3．92

－2．30

－6．29

－9．02

－11．18

－12。74

－13．82

－14．38

－14．50

－14．27

－13．76

－13．04

－12．18

　23．05

　20，71

　14。97

　8．67

　1．50

－4．47

－8．34

－10．95

－12．98

－14．42

－15．38

－15．84

－15．86

－15．53

－14。94

－14．13

－13．20

　21．39

　19．05

　13．52

　7．43

　α41
－5．46

－9．26

－11．82

－13．80

－15．18

－16．09

－16．50

－16．47

－16．10

－15．47

－14．63

－13．66

単位＝万円
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（各世代の平均所得の1％分の所得の増加）によ

って純移転額が幾ら増えるかを表すことも指摘

した．

　（SBω一ST）／100の値は表2にまとめられ

ている．これによると，例えば，1920年生まれ，

の片稼ぎ世帯では，所得の1％の増加（正確に

は各世代の平均所得の1％の増加である）によ

って純移転が27万円増加する事がわかる．こ

れは，所得の高い家計ほど，年金制度を通じた

純移転額が大きい事を意味している．年金制度

を通じて，逆進的な再分配が行われているわけ

で，非常に問題がある．表から容易にわかる事

は，この（SBω二ST）／100の値が，1940年生

まれ以前の世代ではプラスであるが，1945年生

まれ以降の世代ではマイナスに転じる事である．

つまり，1940年以前の生まれでは逆進的な再分

配が行われているが，1945年生まれ，以降の世代

では累進的なものに変わるのである．もっとも，

新しい世代では，純移転額がマイナスになるの

で，累進的といっても所得の低い人は所得の高

い人にくらべて損失が少なくなるといった程度

の事である．

　なお，1940年および1945年生まれの世代で

は所得の再分配機能は他の世代に比べると非常

に小さい．独身世帯に至っては，1％の所得の

増加で4000円純移転が増えるだけである．片

稼ぎ世帯でも4万円弱しか増えない．これに対

して，1970年生まれ以降の世代では，所得の1

％の増加によって純移転額が14万円から16

万円前後の減少がある事もわかる．

　以上のように，年金制度を通じた同一世代内

での所得再分配機能は世代によって大きく異な

る．1940年以前に生まれた世代では，逆進的な

再分配が行われている．古い世代ほどこの逆進

性は著しく，1920年から1935年生まれの世代

の逆進性は，きわめて問題が多い．

　なお，計算の過程において，、全給付のうちで，

報酬に比例する給付の割合は，世代間による差

異はほとんどなく，片稼ぎ世帯と共稼ぎ世帯で

は45％から48％程度，独身世帯でに60％程

度であることがわかった．したがって，SB”

一5Tの符号が若い世代で負になるのは，給付
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　表3　所得水準と純移転
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所得　　1920　　1930　1940　1950　1960　1970　1980　1990　2000

　0。4　　　　4859　　　　3814　　　2424　　　　1343

　0．6　　　　5393　　　4178　　　2502　　　1217

　0．8　　　　5928　　　　4542　　　　2580　　　　1091

籔・・646249・6265996・
ぎし2　699652702737　840
幕M753・563428167・4．
　　1．6　　　　8065　　　5999　　　2894　　　　588

　　1．8　　　　8599　　　6363　　　2973　　　　462

　　2．0　　　　9133　　　6727　　　3051　　　　336

875　　　　581　　　　402　　　　301　　　　251

651　　　　305　　　　112　　　　　26　　　　　　7

427　　　　　28　　　－178　　　－250　　　－236

204　　　－248　　　－468　　　－525　　　－480

－20　　　－524　　　－758　’　一800　　　－723

－243　　　－801　　－1048　　－1076　　　－967

－467　　－1077　　－1338　　－1351　　－1211

－691　　－1353　　－1628　　－1626　　－1454

－914　　－1630　　－1918　　－1901　　－1698

　0．6

　0．8
　　1．0

　　1，2

　　1．4

共　1．6

稼　1．8
ぎ
世・2．0

帯　2．2

　　2．4

　　2．6

　　2．8

　　3．0

　　3．2

5033　　　　3931　　　2238　　　　1045

5493　　　4231　　　2268　　　　878

5954　　　　4530　　　　2298　　　　712

6415　　　　4830　　　2328　　　　545

6876　　　　5129　　　　2358　　　　378

7337　　　　5429　　　　2388　　　　211

7798　　●5728　　　2418　　　　　45

8259　　　　6028　　　　2448　　　－122

8720　　　6327　　　2478　　　－289

9181　　　6627　　　2508　　　－456

9642　　　6926　　　2538　　　－622

10102　　　7226　　　2568　　　－789

10563　　　　7525　　　　2598　　　－956

11024　　　7824　　　2628　　－1123

　560　　　　238　　　　　54　　　　－25　　　　・一P36

　301　　　　－70　　　－263　　　－324　　　－300

　41　　　－378　　　－580　　　－622　　　－564

－219　　　－685　　　－897　　　－921　　　－828

－478　　　－993　　－1215　　－1220　　－1092

－738　　－1301　　－1532　　－1519　　－1356

－998　　－1608　　－1849　　－1818　　－1620

－1258　　－1916　　－2166　　－2116　　－1884

－1517　　－2224　　－2483　　－2415　　－2418

－1777　　－2531　　－2800　　－2714　　－2412

－2037　　－2839　　－3118　　－3013　　－2676

－2296　　－3147　　－3435　　－3311　　－2940

－2556　　－3454　　－3752　　－3610　　－3203

－2816　　－3762　　－4069　　－3909　　－3467

　0．4　　　　2565　　　　1957　　　　1003　　　　327

　0．6　　　　2992　　　2227　　　1011　　　　142

　0．8　　　　3420　　　　2497　　　　1020　　　　－44

独1．0　384827681028－229
粧・・42753・38・・36一・・4

帯1．4　470333081044－599
　　1．6　　　　5131　　　3578　　　1052　　　－785

　　1。8　　　　5559　　　3849　　　　1060　　　－970

　　2．0　’　　5986　　　4119　　　1068　　－1155

　52
－224

－500

－776

－1052

－1328

－1603

－1879

－2155

一12　　　－205　　　－226　　　－205

－44　　　－535　　　－535　　　－479

－76　　　－864　　　－844　　　一752

－108　　－1193　　－1154　　－1025

－140　　－1523　　－1463　　－1298

－172　　－1852　　－1773　　－1571

－205　　－2182　　－2082　　－1844

－237　　－2511　　－2391　　－2117

－269　　－2841　　－2701　　－2390、

単位：万円

総額（グロス）が小さいことと，保険料負担が大

きいためである．

　所得の増加による純移転への影響は以上のよ

うであるが，異なる所得水準とに対して純移転

額が実際にどのくらいの大きさになるかを計算

してみたのが表3である．表において所得が

1．0のところが各世代の平均所得の水準である．

所得が，例えば2．0となっているところは，平

均所得の2倍の水準を生涯を通じて得ている家

計を表している．片稼ぎ世帯と独身世帯では，

平均所得の4割から，2倍までの所得の家計の

純移転を報告してある．共稼ぎ世帯では，6割

から3，2倍までを報告してある．これらの数字

は，標準報酬の上限と下限を考慮したものであ

る11）．

　まず，荒稼ぎ世帯についてみると，1950年生

まれの世代までは，全ての所得階層で純移転額

はプラスである．1920年生まれで平均所得の2

倍の所得を持つ世帯への純移転は，9000万円を

こえている．同じ世代の平均所得の人の純移転

が6400万円ほどだから，それに比べておよそ

40％近くも多い額である．1930年生まれでも，

平均所得の2倍の所得を持つ世帯への純移転は

6700万円ほどあり，同一世代の平均4900万円

に比べると37％も多い額である．1940年生ま

れでも逆進性の度合いは弱まっているものの，

平均所得の2倍の所得の世帯では，平均よりも

14％も多い純移転がある．このように，これら



　156　　　　　　　　　　　　　　　　　経　　済

の世代については非常に不公平な再分配が行わ

れている事がわかる．

　ところで，1960年生まれでは平均所得の世帯

はわずかにプラスの純移転があるが，平均所得

の2割増しの世帯から純移転はマイナスになる．

平均所得の2倍の所得のある家計では，純移転

は一900万円にもなり，所得水準によって純移

転額がかなり異なったものになることがわかる．

平均所得の世帯で純移転がマイナスになるのは

1965年生まれからであったが，1980年生まれ

以降の世代では平均所得の8割の家計から純移

転がマイナスになっている．また，1980年生ま

れ以降の世代で平均所得の家計ではおよそ一

500万円の純移転だったが，平均所得の2倍の

家計では，これ，が一1700万円から一2000万円

弱もの大きな額になる．

　次に，共稼ぎ世帯を見てみよう．片稼ぎ世帯

では1950年までに生まれた世代では全ての所

得階層で純移転額はプラスであったが，共稼ぎ

世帯では1950年生まれの世代では，平均の2

倍以上の所得がある家計では純移転はマイナス

である．1920年生まれでは平均所得の家計で

およそ6000万円の純移転があるが，平均所得

の1．6倍（夫の所得がほぼ平均所得にあたる）の

場合，純移転額は7300万円を超えている．夫

の所得が，標準報酬の上限に達する3．2倍の水

準では（片稼ぎ世帯の所得では2．0倍に当たる），

純移転額は1億1000万円を超えている．これ，

らの額は片稼ぎ世帯よりも多い．つまり，夫の

所得を同一水準において比較すれば，1920年生

まれでは，共稼ぎ世帯の方の純移転が片稼ぎ世

帯のそれよりも多いのである．1930年生まれ

でも，同様である．1920年，1930年生まれの世

代の所得移転がきわめて逆進的であるのは片稼

ぎ世帯と同じである．ところが，同様な比較を

してみると，1940年生まれ以降の世代では，共

稼ぎ世帯の方が不利である．なお，1970年生ま

れ以降の世代では，ほとんどの所得階層で純移

転額がマイナスとなることもわかる．

　最後に，独身世帯の純移転をみてみよう．全

般的に見て，同じ世代の片稼ぎ世帯や共稼ぎ世

帯に比べ純移転額がかなり少ない事がわかる．

研　　究

それでも1920年，1930年代生まれの世代への

純移転はかなり巨額ではある．1970年生まれ

以降の世代では，噛全ての所得階層で純移転はマ

イナスである．1980年生まれでは，平均所得の

家計でマイナス1千万円強の純移転だが，平均

所得の2倍の家計では損失は2800万円にもの

ぼる．

5．　まとめ

　厚生年金制度を通じた所得移転はきわめて複

雑である．計算の結果，現在の高齢者への所得

移転はきわめて問題の多いことがわかった．平

均所得の家計だけをみても，きわめて多額の所

得移転が行われているが，更に問題なのは，そ

の所得移転がきわめて逆進性・の強い事である．

1920年生まれや1930年生まれの世代の逆進的

な所得移転は到底容認できるものではない．ま

た，世帯類型の違いによる不公平も大きいこと

がわかった．公平性の観点から，制度の手直し

が早急になされなければならない．世帯類型の

違いだけを問題にするならば，専業主婦の保険

料負担を別に徴収するという方法も考えられる．

しかし，現在すでに保険料を支払い終えた世代

に対しては，不公平をそのまま放置することに

なる．また，そうした世代における逆進性も解

消できない．したがって，何らかの方法で給付

を制限する必要があるだろう．ただし，こうし

た世代では，消費・貯蓄計画の修正が非常に困

難であることを考慮する必要がある．野口

（1991）は，相続税の減税を条件に，主に土地資

産保有額に基づいて給付の制限を行うべきだと

しているが，それが1つの方法であろう．

　　　　　　　　　　　（新潟大学経済学部）

注

　1）例えば，高山他（1990），野口（1991），麻生
（1992）を参照せよ．　　　　　　　　・

　2）　所得水準や世帯類型と年金制度を通じた所得移

転に関する研究は，高山他（1990）において行われてい
る．

　3）　実際には，男性と女性でわずかに保険料率が異

なるが，この違いはほとんど無視できる．

　4）　ここでの比較は，片稼ぎ世帯とその2倍の所得
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をもつ共稼ぎ世帯の比較で，同一家計所得での比較で

はない．同一家計所得での比較は次のとおりになる．

まず，単純化のために，配偶老加給年金，振替加算，

経過的寡婦加算を無視しよう．夫婦とも生存中の時，

共稼ぎ世帯の受給する老齢厚生年金は夫婦合計で片稼

ぎ世帯のそれに等しい．基礎年金は所得水準とは無関

係に夫婦別々に支給されるから，共稼ぎ世帯と片稼ぎ

世帯で給付額が異なるのは，夫の死亡後に妻が受給す

る年金額に違いがあるからである．今，共稼ぎ世帯の

夫と妻の所得の比率が生涯を通じて一定でθ：1一θ

であり，夫婦合計の所得が片稼ぎ世帯の所得と等しい

ものとする．片稼ぎ世帯の老齢厚生年金額をわとす

る．夫の死亡後，片稼ぎ世帯では遺族厚生年金を受給

するが，遺族厚生年金は厚生年金の4分の3の額なの
で，この金額は（3／4）6である．一方，共稼ぎ世帯で

は，併給調整のため，妻は自分の厚生年金を受給し続

けるか，夫の遺族年金だけを受給するか選択しなけれ

ばならない．妻の厚生年金の額は（1一θ）うで，夫の遺

族年金は（3／4）θ∂である．このことから，夫の所得

の比率が4／7（≒o．57）をこえていれば，妻は夫の遺族

年金を受給した方が有利になる．しかし，この場合の

受給額は（3／4）θ∂で，明らかに片稼ぎ世帯の受給す

る遺族年金額（3／4）うより小さい．θが4／7より小さ

ければ，妻は遺族年金を受給しないで自分の厚生年金

を受給した方が有利になる．この場合，』夫の所得の比

率が非常に低くて1／4未満ならば，共稼ぎ世帯の受給

する年金額の方が多くなる．それ以上であれば，片稼

ぎ世帯の方が有利である．結局，同一家計所得で比較

すると，共稼ぎ世帯で夫の所得の比率が1／4以上であ

れば（ほとんどの場合そうであろう），片稼ぎ世帯の方

が受給する年金額が多いことがわかる．

　5）標準報酬は，その年の5月から7月のボーナス
を含めない月収の平均値で，1990年時点で，30の等級

にわかれている．

　6）　年金給付の計算方法から簡単に導ける．給付の

計算：の詳細は，麻生（1992）のAppendixを参照せよ．

　7）ノが標準報酬の上限や下限をこえる場合，第2

項は
　　　（［S翫（∫）一ST（s）］／［（1＋ノ）HW（s）］

となる．この場合，．第2項の絶対値がノの増加ととも

に減少していく．分子が正である場合，すなわち所得

の高いものほど純移転の多い世代では，人的資産との

比でみた純移転は減少する．分子が負である場合，す

なわち所得の増加とともに純移転が減少する世代では，

第2項は増加する．このような世代においては，第2

項の増加が第1項の減少を上回れば，人的資産との比

でみた純移転は，標準報酬の上限を超えた水準からは

上昇に転じる．
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　8）注4）でみたよう｝ヒ，夫婦の所得の比率によって

結果が異なってくる．夫婦の所得の比率が6対4であ

るから，この場合には同一家計所得で比較すれば，片

稼ぎ世帯の方が共稼ぎ世帯よりも有利である．

　9）　この結果は何度も言うように夫婦の所得の比率

に依存している．

　10）　ここで比較しているのは，共稼ぎ世帯の夫婦

の合計所得が片稼ぎ世帯の所得と同じ世帯である．し

たがって，共稼ぎ世帯の平均的な所得水準よりも低い

所得の家計で比較している．夫の所得が同一の水準で

比較するなら，この主張は必ずしも成立しない．この

比較を行うためには，共稼ぎ世帯の夫と妻の所得の割

合を6対4として計算したので，共稼ぎ世帯の家計所

得の6割が夫の所得であることに注意すればよい．所

得水準の違いと純移転の関係は，後に詳しく述べるが，．

世帯類型に関わらず，1940年生まれ以前の．世代では所

得水準が高いほど純移転額が大きくなり，それ以降の

世代では所得水準が高くなると純移転が減少するとい

う結果を得た．従って．夫の所得水準を同一にして比

較すると，1940年生まれ以前の世代では共稼ぎ世帯と

片稼ぎ世帯では，逆に共稼ぎ世帯が有利になってしま

う．1945年以降に生まれた世代では，所得水準が高い

ほど純移転が減少するので，片稼ぎ世帯との格差は拡

大する．

　11）1991年における労働者の標準報酬の平均値は，

28万円である．下限は8万円で，上限は53万円であ
る．下限は平均の約3割，上限は平均の約2倍である．

共稼ぎ世帯の場合，世帯主の所得の割合を6割として

計算したため，世帯主の賃金が標準報酬の上限に達す

るのは，家計所得が平均の3．2倍のときであり，下限

になるのは平均の5割の水準のときである．
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