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NEWS COMMENTARY 

1．臓器移植法の改
正 
臓器移植法の改正の経緯とそ

の問題点と課題を考えてみ

た。 

3．消費税率引き上
げの是非 
膨らむ財政赤字。増大する社会

保障費。消費税率引き上げが迫

っている。高福祉の北欧がなぜ

25％なのかなど，税負担と社会

の行方の考察が民主主義「文

明」として求められている。 

4．消費者庁設立 
 
新設された消費者庁設立の背

景，構成，担当分野について

解説し，今後の課題にもふれ

ている。 

 5．年金制度改革 
 
民主党中心の鳩山連立政権が

成立したが，焦点になってい

る公的年金制度改革の概要と

課題について概説する。 

 
各問の解答 

・臓器移植法の改正    ④

・競争的な市場機構    ①

・消費税率引き上げの是非 ③

・消費者庁設立      ③

・年金制度改革      ④

 

第 6号 

2．競争的な市場機
構 
競争的な市場経済の長所を

「競争」の機能に着目して説

明し，市場経済を支える制度

の重要性にもふれた。 
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はじめに 
2009 年 7 月 14 日のすべての全国紙の一面は，臓器

移植法が改正された旨を報じた。すなわち，すでに 6 月

18 日に衆議院で可決されていた臓器移植法の改正が，7
月 13 日の参議院の可決で決定したのである。これによ

って今後どのようなことが生じるのか，改正までの経緯

とこれからの課題を探ってみよう。 
人工臓器と臓器移植 
私たちの身体は，病気やケガで損傷したとき，それ

を補う機能（補償機能）を持っている。しかし回復しが

たい損傷の場合は，人工的にそれを補うしかない。そこ

で考え出されたのが，義足や義歯などの人工物で，近年，

増加しつつある人工透析も腎臓の機能障害に対して体外

の機械で血液の浄化を行う医療で，人工腎臓ともいわれ

ている。これら人工臓器の特徴は，身体の機能を補うも

のが機械工学的技術によるものであるという点である。 
ところが，分子生物学や発生学などの進歩が，組織生

体工学や再生医学を生み出し，機械工学的技術による人

工物ではなく，細胞や組織の再生によって臓器を人工的

に作り出すことを可能にした。以後，人工臓器は体外だ

けではなく，機能障害を起こしたり損傷した臓器の替わ

りに体内に移植されるようになったのである。 
臓器移植の三つのケース 
①生体からの移植 健康な人の臓器の一部を移植す

る場合である。例えば，肝臓や肺，膵臓は一部を切除し

ても再生するので，その切除した臓器を患者に移植する

ことができる。多くは家族員間での臓器提供となる。 
②心臓死後の移植 一般に死の三兆候といわれる心

臓停止・呼吸停止・瞳孔拡散を心臓死というが，心臓死

に至ると身体に酸素が送られず，やがてすべての臓器の

活動は停止する。そのため，心臓死による死体から臓器

を取り出し移植するのがこの場合である。 
③脳死後の移植 ところが，1992年，政府の脳死臨調

が臓器提供の意思を持つ人に限り，脳死を人の死と認め

たため，医学的に脳死と判定が下された人の体から臓器

を取り出して移植することができるようになった。この

措置が求められるようになったのは，脳死の方が心臓死

よりも死の判定が早くなるので，臓器利用の効率が高い

ためである。 
移植の認められている臓器 
では，移植はどのような臓器でも可能なのだろうか。

医学的あるいは法的に認められている場合を見てみよう。 

①生体からの移植の場合 前述のとおり肝臓・肺と膵

臓は，切除しても再生力があるので生体から移植される

ことが多い。また，人体に二つある腎臓も，一つを切除

しても生きていけるので生体移植が可能である。 
②心臓死後の移植の場合 法律で腎臓と膵臓と角膜

に限られている。 
③脳死後の移植の場合 移植可能な臓器は脳死者か

らのものが一番多く，心臓・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・

肺の六つの臓器である。これも法律に定められている。 
臓器移植の歴史 
では，こうした臓器移植はどのような経緯を経て今

日の状況に至ったのだろうか。 
①世界の動き 臓器移植実施の歴史は，20世紀に入っ

てからである。1906年，フランスで羊や豚の腎臓を人に

移植する試みがなされており，1936年にはソ連の医師が

人と人との間の腎臓移植を行っている。ただ，免疫の問

題が障害となり成功はしなかった。 
そして，1954年，アメリカで遺伝的に同じ形質を持つ

一卵性双生児の腎臓移植が成功した。その後，1963年に

アメリカで初めて肝臓移植が行われ，1967年には南アフ

リカで世界初の心臓移植が行われた。しかし，これらの

一時的な成功も，結局，拒否反応という壁に阻まれ，免

疫抑制剤の開発なしには移植は不可能という状態が続い

た。 
ところが，1978年，イギリスで免疫抑制剤「サイクロ

スポリン」を用いて，腎臓移植が成功したのである。こ

れ以降，世界各地で移植手術が盛んとなった。 
②日本の動き 日本では臓器移植に関する法律がな

かった1956年，新潟大学で日本初の腎臓移植が行われた。

その後，1964年に肝臓移植が，1968年には新聞紙上をに

ぎわせた札幌医大の和田教授による心臓移植が行われた。

しかし，この「和田心臓移植」の失敗以降，1980年には

「角膜及び腎臓の移植に関する法律」が成立し，心臓死

による腎臓や角膜の移植がひっそりと行われていった。 
そして，1992年，臓器提供者に限り脳死を人の死とす

るという脳死臨調の結論が出され，脳死者からの臓器提

供が可能になり，1997年6月に「臓器移植法」が成立し

たのである。 
臓器移植法改正の背景 
しかし，現行法施行以後，日本国内での脳死者から

の臓器移植数は余りにも少ない（81 例のみ）との批判が

起こった。その原因は，現行法では臓器提供者（ドナー）

臓器移植法の改正 
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が生前に提供の意思を書面で表示し，これに家族も同意

した場合のみ臓器提供が可能であり，しかも提供の意思

表示は遺言とされ，遺言可能年齢が 15 歳以上であるこ

とから，15 歳未満の臓器提供はできないとされたのであ

る。そのため，移植でしか回復できない心臓疾患を抱え

た子どもの場合は，海外で移植手術を受けるしかなかっ

た。さらに，こうした日本の状況に追い打ちをかけるよ

うに，WHO（世界保健機関）が渡航移植を制限する意

向を示すなど，国際的にも自国以外での移植を禁止する

圧力が強まってきたのである。 
改正のポイント 
こうした中，改正を求める声が高まり，中山太郎衆

議院議員らの提案した A 案が可決され，「臓器移植法」

は改正されたのである。その改正のポイントは三点であ

る。 
①脳死を人の死とする 現行法では臓器提供の意思

のある人のみ脳死判定を行い，脳死と認めるとされてい

た。ところが，改正法では臓器提供の意思の有無にかか

わらず，一律に脳死を人の死とすることになった。 
②臓器提供は家族の承諾だけでも可能となる 生前

に本人がドナーカードなどの書面で提供の意思表示をし

ていなくとも，本人が臓器提供を拒否していない限り，

家族の承諾だけで臓器提供ができるようになった。 
③年齢制限を設けない 心臓移植は脳死者からの臓

器提供でしかできないため，15 歳未満の臓器提供を認め

ない現行法では心臓疾患を持った子どもは渡航移植しか

救われる道はなかった。そのため，15 歳未満という年齢

制限を撤廃した。 
改正臓器移植法の問題点と課題 
しかし，国会会期末に駆け込むように成立した改正

法は，十分に審議されたとは思えない部分もあり，決し

て満足のいくものではない。その意味で問題や課題は多

いが，代表的なものを挙げておきたい。 
① 脳死＝人の死ということについて，永年受け入れ

られてきた死の三兆候（心臓死）以外に，脳死を人の死

として法律で決めてしまうことに違和感を持つ人が多い。

とくに，充分な延命治療をすることなく，診療行為が中

断されるのではないかという危惧を抱く人は少なくない。 
② 本人の拒否がなければ，意思不明として家族の承

諾だけで臓器提供が可能となる。それゆえ，拒否の意思

を持っている人は，日頃から拒否を示すものを持ってお

かなければならないが，その方法が明確でない。しかも，

臓器提供の可否について決断がつかないで迷っている多

くの人を，「意思不明」として処理してしまうことは，

その人の自由権を侵害することになるのではないかとい

う批判もある。 
③ 15歳未満のドナーが可能となったことで，臓器提

供者が増大すると期待されているが，一番求められてい

る乳幼児の臓器移植にはいくつかの懸念がある。その一

つは，虐待によって死亡した乳幼児が，その親の承諾に

よってドナーとなってしまうような場合が危惧される。

また，脳死と判定されてから心停止に至るまで，成人な

ら約4日であるが，6歳未満の乳幼児の場合は30日もかか

った例が20以上も報告されている。こうした実情を見る

とき，自分の子どもをドナーとすることに躊躇する親が

いても不思議ではない。 
以上，代表的な問題だけを見ても，この法改正が手放

しで喜べるものではないことが分かる。そこには死生観

というきわめて個人的な価値観を法律で規定することの

不自然さや，治療がなおざりにされて移植が急がれるの

ではないかという危惧などの課題がいくつも残されてい

る。それゆえ，そのひとつひとつについて国民の納得を

得ていく必要がある。その上で，命を救うという重大事

に向けて万全の準備をしていってもらいたい，というの

が多くの国民の願いのように思える。 
 
 
 
 
 
問 生命倫理に関する文章として最も適当なものを，次

の①～④のうちから一つ選べ。 
① 医師が手術や投薬に関して患者に十分な説明を行

い，患者の同意を得て医療行為を行うのは，医師の

権利である。 
② 現代医療では治癒不可能と判明した場合，患者の

生命あるいは生活の質を重んじる立場から，医師が

独自に延命治療を中止することは認められている。 
③ 遺伝子診断によって患者の病気の原因が遺伝子に

あるということが判明した場合，医師は必ず家族に

その旨を告げる義務を負っている。 
④ 臓器移植法では，改正前も改正後も，脳死判定を

行うか否かということ，および臓器提供の可否につ

いては家族の同意が必要である。 
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はじめに 
「競争」という語は，福沢諭吉の造語である。『福翁

自伝』の中で彼は，チェーンバーの経済書を翻訳した際，

「競争」という訳語に対して，幕府の役人が「争」とい

う字があり穏やかではない，老中へ御覧に入れることは

できないというので，目録にある競争の文字を墨で消し

て渡した，と記述し，攘夷論にこだわる幕府の頑固さを

示す例として紹介している。競争によって経済社会が豊

かになるという発想は，幕末でも受け入れがたいもので

あった。以下では，競争的な市場機構の長所とその課題

について解説する。 
「競争」によって「効率」が高まる？ 
「企業経営の効率化」などと使用される「効率」と

は，目的に対して，手段・方法に無駄がないという意味

で使われている。一方，経済学でいう効率とは「パレー

ト効率性」としてより限定された意味で使われる。 
ある経済政策によって，社会におけるだれの状態も悪

くならず，少なくとも一人の状態は良くなったとき，「パ

レートの意味で改善」されたと考え，もはやこの意味で

改善の余地がない場合，そのときの資源配分は「パレー

ト効率的」であるという。パレートとは，これらの評価

基準を提示した，イタリアの経済学者の名前である。 
小泉元首相は「改革には痛みが伴う」とよくいったが，

こうした改革は「パレート効率性」の基準から判断する

と，認めがたい。また，「補償原理」（改革によって損失

が発生した場合には，それを補った上でそれでも利益が

生まれる場合にはじめてその政策は正当化できる）をふ

まえれば，大瀧教授の「競争によって効率を高めようと

いう政策も適当な所得再分配政策なしには意味をなさな

い」という指摘に学ぶべきである。 
競争的な市場経済の長所 
伝統的に「競争」を回避し，共存・共栄の社会が望

ましいとする意見もあるが，「競争」の機能は多面的に評

価されるべきであり，競争の結果と共にその手続きの重

要性にも着目すべきである。 
競争の結果に関する機能としては，以下のものがあげ

られる。①資源利用の無駄を排除するしくみであること。

利潤の機会を求めて競争する自由が保障されていれば，

社会的に無駄は競争によって排除されていく。②競争の

中で生き抜くために革新的な技術などを導入する誘因を

ひきだすことができること。③隠された私的な情報を発

掘して社会的に活用する「発見装置」としての役割を果

たすこと。たとえば，一つの企業のみが市場を支配して

いる場合，企業秘密に属する情報は「私的情報」として

占有される。この市場が競争的になれば，費用条件など

の情報が各企業に共有され，情報の透明化が進む。 
さらに手続き的な機能としては，以下のものがあげら

れる。①生産性とは無関係な政治的・思想的・人種的な

理由で差別されることから人を保護する分権的なしくみ

であること。M.フリードマンは「パンを購入する人は，

そのパンが作られた小麦を栽培した人が，…黒人である

か白人であるか，知るすべをまったくもっていない。…

この事実こそ没個性的な市場システムが経済活動を政治

的見解から分離して，ひとびとが彼らの経済活動におい

て生産性とは無関係な理由によって差別されることがな

いように保護する機能をもつ」（『資本主義と自由』）と指

摘している。②人々が開かれた選択機会を自律的に活用

して，自らのライフチャンスを追求する権利を与える経

済システムのエンジンとなりうること。 
競争的な市場経済の課題 
鈴村教授は，以上の機能が的確に発揮されるために

は次のような補完的な制度が整備されている必要がある

と述べている。①公平な競争ゲームを設計するとともに，

そのプレーの進行をレフェリーとして監視する制度。②

自らの責任には帰着されない不遇―誕生の際の不運によ

る重いハンディキャップなど―のために競争に参加する

資格を剥奪された人々に，その「参加機会」を社会的に

保障するための制度，の二つである。 
市場がうまく機能するためには，法，組織，制度，慣

習などの人々を結びつける関係が上手くいくことが必要

である。その意味で，市場をいかに設計するかという視

点が重要である。 
参考文献 
[1] 大瀧雅之『基礎からまなぶ経済学・入門』有斐閣アルマ，2009年 
[2] 鈴村興太郎『厚生経済学の基礎』岩波書店，2009 年 ほか 
 
問 市場経済の特徴に関する説明として適当でないも

のを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 人々が共存共栄するために競争をある程度制限す

ることによって，社会全体の富も増加する。 
② 自由な競争は，経済活動に伴う無駄が省かれ，社

会全体の富は増加する。 
③ 適切な制度設計の下で，市場は有効な成果を生み

出せる。 
④ 人々に自由な選択機会を提供することができる。 

競争的な市場機構 
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文明の対価をよろこんで払えるか？ 
オリバー・ホウムズ裁判官は「租税は文明の対価で

ある。それゆえ，自分はよろこんで租税を払う」と述べ

た。「文明の対価」とは何を意味するのだろう。 
1215 年マグナ・カルタ。国王が租税を課するには，国

民の代表に，その承諾を求めねばならないことになった。

1775 年アメリカ独立戦争。イギリス本国の印紙条例や茶

条例に「代表なければ課税なし」との反撥が独立運動に

発展した。1789 年フランス革命。ルイ 16 世が免税特権

を持つ聖職者や貴族に課税しようと三部会を招集したこ

とが契機となった。このように租税は民主主義「文明」

に大きな影響を及ぼしてきた。 
現代日本においても，増税は政治を揺さぶってきた。

1979 年大平内閣の一般消費税構想は挫折。89 年竹下内

閣は消費税を導入。リクルート疑獄と相まって参院過半

数割れ。93 年細川内閣は国民福祉税構想で退陣。97 年

橋本内閣は消費税率 5％引き上げ。その代償は参院選大

敗。97 年以来，消費税は据え置かれたままである。 
増税の是非を問えない選挙 
政権交代を問うた09年総選挙。人口減少社会の到来。

膨らむ財政赤字。高齢社会による社会保障費の増大。自

民党も民主党も消費税率引き上げの必要性を認めていた。

しかしどの政党も増税の是非を問おうとはせず，「歳出の

無駄削減が先」という大義を叫ぶのみであった。「埋蔵金」

頼みや増税先送りでは済まないことを，私たちは見抜い

ているのではないだろうか。日本の高齢化は，世界に例

をみない速度で進行している。75歳以上の総人口に占め

る割合は10％を超えた。日本の医療費40兆円のうち，10
兆円は75歳以上の人の医療費である。増税先送りで「次

世代への負担の先送り」をいつまで繰り返すのだろうか。 
課税の公平性とは何か 
薬師院仁志氏は『日本とフランス 2 つの民主主義』（光

文社新書）で，次のように述べている。「たしかに，消費

税には逆進性の問題がある。税金は豊かな者ほど多くを

負担する原則なのに，消費税の場合，同じ商品を買えば，

金持ちでも貧乏人でも同じ額の税金を払うことになって

しまうからである。だが，誰が金持ちなのかを，ただ単

に税務署に捕捉される所得額だけで判定することにも問

題が多い。はっきり言って，アメリカ型の直接税重視税

制を日本に持ち込めば，源泉徴収で確実に天引きされる

賃金労働者が不利なのだ」。 
高等学校の政治・経済の教科書では，消費税の逆進性・

所得税の累進性に着目して教えられている。しかし，実

際の富裕層の収入は勤労所得だけではない。日本の金融

資産の約 7 割を保有するのは，所得の少ない引退世代。

「働いて稼いだカネならば，課税所得 1,800 万円で直接

税が 50％になるのに，株で 100 億円稼いでも税率はわ

ずか 10％」（前掲書）。単に勤労所得の水準だけに着目し

て，課税の公平性を判断できるのだろうか。低所得者に

負担の重い逆進性から消費税は「弱者いじめ」とされて

きた。では，25％もの消費税を課す高福祉の北欧は「弱

者いじめ」なのだろうか。 
消費税増税における様々な工夫 
消費税増税には工夫が必要である。 
消費税の逆進性は事実である。これには生活必需品に

対する「軽減税率」が検討されよう。また増税による消

費減退と景気後退も懸念される。これには「段階的引き

上げをアナウンスする」ことによって，駆け込み需要と

買い控えを交互に喚起し，消費減退を抑えることが可能

との意見がある。これまで消費税増税は選挙大敗の代償

を招いてきた。しかしロバート・ルーカス氏らの合理的

期待形成仮説では，「合理的な人々は減税などの財政政策

を行っても，将来の増税を予想して消費を手控えるため

期待した減税効果はでない」と主張される。現在の負担

の軽減よりも，将来の安心こそ，合理的な人々は求める

のである。消費税収の使途を社会保障に限るとした「目

的税化」も検討されよう。 
「租税は文明の対価（price of civilization）」とは，税

負担は国家から受ける利益に応じて配分されるべきとの

考えに基づいている。選挙で痛みを堂々と語り，真剣に

議論することこそ，民主主義「文明」であろう。「よろこ

んで払う」ためにも税負担の是非と工夫を考えることは

「時事的関心」なのである。 
 
問 消費税率引き上げを主張する論拠として誤ってい

るものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 消費税増税による買い控えは，増税前の駆け込み

需要によって相殺され，景気後退に影響はない。 
② 退職し所得もなく，預貯金と年金だけを頼りにす

る高齢者にも税負担を求めるべきである。 
③ 税負担は垂直的公平を重視すべきであり，この点

で所得税よりも消費税の増税が望ましい。 
④ 消費税の社会保障目的税化によって，社会保障の

持続性や安心感が高まる。 

消費税率引き上げの是非 
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はじめに 
続発する食品偽装，悪徳商法など消費者に関係する

話題にはことかかない。このような現実を背景に，2009
年9月1日，消費者庁がスタートした。まったく新しい中

央官庁の創設は，1971年の環境庁以来38年ぶりである。

海外にも，アメリカの連邦取引委員会，韓国の消費者院

など，消費者利益の保護を担う行政機関は存在する。 
法的には，2004年，消費者基本法が施行された。①生

活の基本的なニーズが満たされる，②健全な生活環境が

確保される，③安全の確保，④選択の機会の確保，⑤必

要な情報の提供，⑥教育の機会の確保，⑦意見の反映，

⑧消費者被害の救済，という8つの権利が定められ，権

利の保障面では整備された。 
設立の背景 
2006年に問題になった湯沸かし器による一酸化炭素

中毒事故は，以前から死者が相次いでいた。しかし，都

市ガス，ＬＰガス，ガス製品それぞれ経済産業省内の担

当課が異なっており，情報が共有されなかったことが被

害の拡大につながったと考えられている。また，こんに

ゃくゼリーによる窒息死についても，厚生労働省と農林

水産省双方が自ら所管する担当分野かどうかあいまいで

あったため対応が遅れたと考えられている。 
このような製品の事故などの諸問題への対応を一元化

して縦割り行政の欠点をなくし，消費者の利益を最優先

する組織として設立されたのが「消費者庁」である。 
組織の構成と担当分野 
●消費者庁の概要 

↓ ↓ ↓ ↓

全国各地
の消費生
活センター

保健所 警察
自治体
など

↓ ↓ ↓ ↓

←

監
視

消費者

事故情報の公表
企業に問題のある製品の回収を命令
企業への立ち入り検査など

↓

苦情や相談

情報提供

・製造物責任法など所管する法律は29本
　（隙間の事案は消費者安全法で対応）
・職員は約200人
　（内閣府など9府省1委員会から人材）

消費者
委員会

消
費
者
庁

 
内閣府など9府省と1委員会から業務や職員を移し，約

200人規模で発足した。既存省庁の職員に加え，一部新

しく採用された民間人で構成されている。都道府県に一

つの設置が義務付けられている「消費生活センター」が

地域の情報窓口として機能し，そこからさまざまな情報

を一元的に集約・管理し，「消費者行政の司令塔」として

活動することが期待されている。これらの業務を監視す

るために「消費者委員会」が設置される。10人以内の委

員で構成し，業務に対して意見を述べたり各省庁に報告

を求めたり，必要に応じて首相に勧告できる権限を持つ。 
●担当分野 
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消費者の直接の相談窓口は，地方自治体が設置する消

費生活センターである。2008 年 4 月時点では 586 か所

あり，年間約 100 万件の相談が寄せられる。消費者庁発

足後は，全国共通の電話番号を導入。毎日消費者の相談

に対応し，その内容はデータベースで共有され，分析結

果はインターネットで公開される予定である。 
今後の課題 
自治体の消費者相談窓口は，財政難で縮小傾向にあ

ったが，消費者庁発足に伴う予算増額により，各自治体

は独自の対応を予定している。京都府や大阪市は，相談

に対して弁護士との連携を今まで以上に密接にし，相談

者と事業者の間にたって和解案を作成し早い解決を目指

し，大阪市では，相談方法の約9割が電話であることか

ら，電話回線を増加することを計画している。神戸市で

は，人材育成を目的として専門家を育成する講座を開設，

修了生を「消費生活マスター」に認定し，相談員や市民

を指導する人材として活用する予定である。大阪府では，

啓発活動の一環として，演劇や人形劇で消費者啓発活動

をしている5つの大学サークルに活動費を補助する。 
参考資料 

『日本経済新聞』2009年6月8日，8月26日，9月2日付  ほか 

 
問 消費者基本法に定められている 8 つの権利には含ま

れないものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 安全を確保する権利 
② 消費者被害の救済を求める権利 
③ 消費者団体に加入できる権利 
④ 消費者の選択する機会を確保する権利 

消費者庁設立 
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はじめに 
第45回衆議院議員総選挙で民主党は歴史的勝利をお

さめ，社民党・国民新党との連立政権が誕生した。年金

制度改革をはじめ様々な政策変更が予想される。 
日本の公的年金制度の概要 
日本の年金制度は，国民年金からは全国民共通の基

礎年金が支給され，被用者年金（厚生年金・共済年金）

からは基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給され

る二階建ての年金給付のしくみをとっており，給付は大

別して，老齢給付，障害給付，遺族給付の3種類がある。 
日本の年金制度の沿革（起源から皆年金実現まで） 
①年金制度の起源…明治の恩給制度（軍人・官吏対象） 

②恩給法制定…1923（大正12）年，恩給制度の統合 
③労働者年金保険法制定…1941（昭和16）年，男性工場

労働者対象→厚生年金保険法制定1944（昭和19）年，

事務職と女性に対象が拡大，名称が厚生年金となる 
④国家公務員共済組合法1958（昭和33）年，地方公務員

等共済組合法1962（昭和37）年制定…恩給制度廃止 
⑤国民年金法全面施行…1961（昭和36）年（国民皆年金） 

主な年金制度の改革（1985年と2004年の改正） 
国民皆年金実現以降，高度成長を背景に給付水準の

改善中心の改正が重ねられてきたが，社会構造の変化と

ともに年金制度の様々な格差や財政危機等が表面化した。 
1985年には，基礎年金の導入，給付の抑制，女性の年

金受給権の確立など抜本的な改正が行われた。その後も，

少子高齢化への対応として数次の改正がなされてきた。 
2004年の改正の中心は，「持続可能で安心」の年金制

度とするため，厚生年金・国民年金の将来の保険料水準

を固定した上で，その収入の範囲内で給付水準を自動的

に調整する仕組み（保険料水準固定方式）や年金給付を

自動的に抑える仕組み（マクロ経済スライド）の導入な

ど給付と負担の見直しだったが，世帯構造や職種による

不公平などへの対応は不十分だ。また2008年度は国民年

金保険料の未納率が過去最大を記録するなど年金の空洞

化は深刻で，厚労省が5月に社会保障審議会に報告した

新たな試算でも，公的年金の世代間格差が拡大するなど，

「持続可能で安心」の脆さも目立つ。このような課題解

決策の一つとして年金制度の一元化が主張されてきた。 
年金記録問題の発覚 
2004年に社会保険庁職員による年金記録「のぞき見」

をはじめ，「宙に浮いた記録」「消えた記録」「改ざんされ

た記録」など次々と発覚したことで，国民の年金問題に

対する不信感が高まり，2007年の参議院議員通常選挙や

2009年の総選挙での自民党大敗の一因ともなった。 
民主党の年金問題に関するマニフェストと課題 
政権の中心を担う民主党の年金問題に関するマニフ

ェストの概要は，《年金記録被害者への救済，年金通帳の

交付，年金保険料の流用禁止，国民年金・厚生年金・共

済年金の一元化，最低保障年金・所得比例年金の創設，

年金受給者の税負担の軽減，歳入庁の創設》などである。 
マニフェストの工程表によると，平成22・23年度を年

金記録問題への集中対応期間としているが，その期間内

の解決は困難だろう。5,000万件を超えていた「宙に浮

いた記録」は，「ねんきん特別便・定期便」等で本人に通

知されてきたが，2009年6月現在で2,300万件以上が未解

決である。「消えた記録」は第三者委員会に申し立てて結

論が出たのは8万件以上あるが，そのうち訂正の必要性

が認められたのは，8月現在で4万件を下回る。「改ざん

された記録」の解明もほとんど進んでいない。 
また平成24・25年度で制度設計，新たな年金制度の決

定（法案作成・関連法案成立）を行うとしているその骨

格は次の通りである。《①全ての人が同じ年金制度に加入

し，職業を移動しても面倒な手続きが不要となるように，

年金制度を例外なく一元化する。②全ての人が「所得が

同じなら，同じ保険料」を負担し，納めた保険料を基に

受給額を計算する「所得比例年金」を創設する。③消費

税を財源とする「最低保障年金」を創設し，全ての人が

7万円以上の年金を受け取れるようにする。「所得比例年

金」を一定額以上受給できる人には，「最低保障年金」を

減額する。》しかし，最低保障年金の財源とする消費税率

の問題，所得比例年金の内容，新制度への移行期間や経

過措置の問題，所得捕捉率の格差問題など具体性を欠く

ものもあり，25年度に法案が成立するか予断を許さない。 
 
問 年金制度改革について述べた文として適当でない

ものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 日本の公的年金制度は，全国民を対象とする基礎

年金に，被用者年金を上乗せする制度になっている。 
② 1985 年の抜本的改正では，全国民共通の基礎年金

が導入され，女性の年金受給権も確立された。 
③ 2004 年の改正で，給付と負担の見直しを行い，保

険料水準固定方式やマクロ経済スライドを導入した。 
④ 民主党の公約である年金制度の一元化は，被用者年

金の一元化のことで，全年金制度の一元化ではない。 

年金制度改革 
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