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わが国の高齢者の平均余命が伸長を続け、世界でトップクラスの長寿の国に

なっている。この傾向は今後も続く見通しであり、そのような一方において慶

ぶべき環境の下で、公的年金制度としては、如何に持続可能性を保っていくか

という課題に直面している。 

当プリゼンテーションにおいては、「平均余命が伸びる時に、伸びた期間をす

べて年金生活とするのは健全な社会がすることではない」という考え方に基づ

き、公的年金制度の持続可能性を保つ試案を提示する。そこでは、所得代替率

が 50％に到達した後も、新規裁定者に対してはマクロ経済スライドを継続する

が、推奨受給開始年齢を設定し、この年齢から受給すれば所得代替率 50％の給

付水準を概ね保った給付が行えることを示す。この推奨受給開始年齢と 65 歳の

差は、平均余命の伸びの範囲内に設定する。ただし、既裁定者についてはマク

ロ経済スライドは発動しない。 

このような基本的枠組みの中で、整備すべき措置などを挙げ、議論の素材と

したい。 
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大原則 

平均余命が伸びるとき長く働くことが必要 
 

伸びた年数すべてを年金生活とするのは健全
な社会の姿ではない 
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このプリゼンの目的 

平均余命の伸長が続く環境下での給付設計の
ひとつの試案の提示 
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平成21年財政検証（1）（基本ケース） 
厚生年金の標準的な年金の給付水準の見通し（年金を受給し始めた時の年金額） 
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平成21年財政検証（2） 
人口・経済状況を変動させた場合の厚生年金の 
標準的な年金の給付水準（所得代替率）の見通し 
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平成21年財政検証（３）出生低位、経済低位のケース 
給付水準の推移 
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2009 2035 2047 年度 

所
得
代
替
率 

62.3% 
50% 

43.1% 

所得代替率50％に戻すには 
16％の給付改善が必要 



受給開始推奨年齢の設定 

所得代替率が50％に到達した年度(2035年
度)以降に65歳に到達する者に対し、受給開
始推奨年齢を設定する 

 －「給付水準の下限」の規定を見直す必要がある 
 －推奨年齢から受給開始すると所得代替率は50％以上となる 
   ←現行の繰下げ増額率(一年につき8.4％)を前提とする 
 －早期繰上げ支給(60歳からの受給開始)の制度も残す 
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推奨受給開始年齢 
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出生年度 推奨受給開始年齢 65歳到達年度 65歳平均余命の (参考)

改善年数(対2010年) 繰下げ増額率

1971-1976 66歳 2036-2041 (2035年) 8.4%
男子：2.07年
女子：2.98年

1977~ 67歳 2042- (2040年) 16.8%
男子:2.39年

女子：2.64年

(資料)　国立社会保障人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」

2.28 



関連する措置 

所得代替率が50％に到達した年度以降は既
裁定者に対するスライドについてスライド調
整を停止する 

繰下げ支給の上限年齢を70歳よりも上に引
き上げる 

場合によっては最終保険料率(現行18.3％)を
少し引き上げる必要が出るかもしれない 

今後20年の間に65歳を超えた者が働きやす
い環境を整えていく必要がある 

9 



注意事項 

来年、新しい財政検証結果報告が出れば、以
上の例は多少変動する可能性がある 
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ご清聴ありがとうございました。 
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