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１. 現在の日本の労働市場における高齢労働者

対照的に、65歳以上の労働力人口は、2010

2020年国勢調査によれば、日本の人口の

年代に入って急拡大している。団塊の世代が

28.6%が65歳以上の高齢者である。2000年時

65歳を超えたことによりベースとなる高齢者

点では人口に占める65歳以上の割合は17.4%

人口が拡大した効果も大きいが、高齢者の労

であったから、この20年間で10％ポイント以

働 力 率 も2010年 の19.9%（65-69歳 の み な ら

上も上昇したことになる。これに伴い、労働

37.7%）から2021年には25.6%（同51.7%）へ

力人口に占める高齢者の比率も、2000年には

と大幅に上昇している。急拡大した高齢労働

7.2%だったのが2021年には13.5%と、この20

力人口が生産年齢人口の減少を補った結果、

年で倍近くに増えた1。

全年齢を合計した労働力人口は、1990年代以

図１に示したように、64歳以下の労働力人
口は1990年代末をピークに減少傾向にある。

降、ほぼ横ばいで推移している。
このように、すでに日本経済は高齢労働力

これは主に64歳以下の人口の減少によるもの

の活用なしには回らなくなってきている。幸

だ。2010年代後半に共働きの増加や未婚率の

い日本の高齢者、特に75歳未満の前期高齢者

上昇によって女性の労働供給が増えて若干上

の就業意欲は高い。前述のとおり、60代後半

昇に転じたものの、足元ではまた頭打ちとな

の労働力率は50%を超えており、70代前半も

っている。

33.2%、つまりほぼ３人に１人が就業してい
図１

労働力人口の推移 1980-2021
（男女計・積み上げグラフ）
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るか仕事を探しているのだ。また、
内閣府「高

定の年齢まで一律に継続させる政策は、その

齢者の経済生活に関する調査」
（令和元年度）

政策がなければ企業が退職させていたはずの

によれば、高齢期に差し掛かった世代の就業

従業員の雇用を強制するということでもあ

継続意思も強い。調査時点で60代前半の男性

る。したがって、なんらかの歪みが伴うこと

の約６割、女性の約半数弱が、少なくとも70

は避けられない。

歳まで、あるいは働けるうちはいつまでも仕
事を続けたいと考えている。

真っ先に想起される副作用は、従来の定年
退職年齢を超えて高齢労働者を雇い続けなく

64歳以下の人口は今後も減り続けることが

てはならなくなったせいで、新規採用が抑制

予想され、高齢者の就業意欲も当面は高い状

されて、若い世代の雇用機会が奪われること

態が続くと期待するならば、今後も日本の労

だろう。最近の実証研究では、イタリアで年

働市場における高齢労働者の存在感はより一

金制度上の引退年齢が引き上げられた際に、

層大きくなっていくだろう。その一方で、大

もともと縮小傾向にあった企業でのみ、引退

企業を中心にいまだに60歳定年制を前提とし

年齢引き上げ対象となった労働者のいる職場

た人事制度や賃金体系が残っており、高齢労

で、その下の年齢層の労働者の賃金が伸び悩

働者の活用の妨げとなっているのもまた事実

んだり、昇進が遅れたり、新規採用が減った

である。以下本稿では、一定年齢までの継続

ことがわかっている2。若年層よりは、引退年

雇用を促す従来の政策の限界について論じた

齢のすぐ下の中高年により影響が強く、また

のち、年金を中心とする社会保険制度の改善

成長企業においては影響は弱いようだ。

案を提言する。

加えて、一般従業員に対する解雇規制との
相対的な強さによっては、企業側に継続雇用

２. 従
 来型の一定年齢までの継続雇用を促す
政策の限界
これまでの日本の高齢者雇用促進政策は、

の義務が発生する前の段階での早期退職を
促すインセンティブが働く可能性もある。規
制が弱まる、という逆の状況を分析したもの

定年退職年齢と年金受給開始年齢のギャップ

ではあるが、フランスで50歳以上の労働者へ

を埋めようとする側面が強く、
「○○歳まで

の解雇規制が弱められた結果、逆にこの年齢

の雇用維持」を努力目標、努力義務、義務と

層の雇用機会が増えたという実証研究があ

だんだん強化していく形をとってきた。かつ

る3。

ては55歳定年制の企業も多く、年金受給開始

日本では、2006年の高年齢者雇用安定法改

年齢（厚生年金は60歳、国民年金は65歳）と

正による65歳（経過期間中は厚生年金の満額

のギャップが存在していたが、1990年代には

受給開始年齢まで）の継続雇用制度の導入義

60歳で定年制が定着し、厚生年金とのギャッ

務化は、60代前半の就業率を有意に上昇させ

プはいったん解消された。しかし、2001年か

た4にもかかわらず、他の世代の雇用へ大き

ら厚生年金の受給開始年齢の65歳までの段階

な影響を与えていないようだ 5。データの制

的な引き上げが始まると、定年退職と年金受

約から、厳密な因果関係の識別は難しく、確

給の間の空白期間が再び問題となった。そこ

定的なことは言えないものの、若年正社員の

で2006年4月の高年齢者雇用安定法の改正で

新規採用が大幅に減ったり、50代での早期退

は、
厚生年金を満額受給できる年齢までの「継

職が急激に増えたりといった事態は起きてい

続雇用」を企業に義務付け、2013年４月には

ないといっていいだろう6。

対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃

日本で65歳までの継続雇用義務が若い世

止された。2022年現在、ほとんどの会社で、

代にあまり影響しなかったのは、再雇用後の

希望者は65歳までは働ける体制となってい

賃金を下げる方向での調整が働いたためであ

る。

る可能性が高い。高年齢者雇用安定法の特

しかし、対象となる従業員全員の雇用を一

徴は、60歳定年制の禁止ではなく、あくまで
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図２

年齢階級別一般労働者の所定内給与（千円／月）

も継続雇用措置の義務化を定めた点だ。結果

でなく60歳に境目があることは、既存の人事

として、それまで60歳定年制を取っていた企

制度・賃金体系を大幅に変えることの難しさ

業の多くは、定年は60歳に据え置いたまま、

を示している。

60歳で一度定年したのちに異なる条件で再雇

昨年4月には「70歳までの就業機会の確保」

用する制度を導入した。再雇用制度は、原則

が新たに努力義務として導入されたが、確保

として同じ雇用契約を延長する定年延長に比

されるべき就業機会の選択肢には、従来の再

べ、企業側の自由度が高い。現に2000年代後

雇用や継続雇用に加えて、業務委託契約や社

半には、60代前半の賃金は他の世代に比べて

会貢献事業への従事など、直接雇用でないも

相対的に下がっている 。若い社員を減らし

のも加わっている。企業側の負担を軽減する

てまで高齢社員の雇用を守るのではなく、再

ための措置としてやむを得ない面もあろう

雇用者の賃金水準を調整することで対応した

が、あまりに自由度が高いと実質的な効果は

企業が多かったことが示唆される。

限定されてしまう。

7

この結果、60歳を境に大幅に賃金が下がる

かといって、確保されるべき「就業機会」

いびつな賃金体系が温存されてしまっている

の条件を厳しくしていけば、今度こそ若年層

のが現状である。図2に、2020年6月時点での

へのしわ寄せが出てくる懸念がある。また、

年齢階級別の給与水準を示す。一般労働者

企業に負担を強いることでマクロで見た雇用

とは、フルタイム労働者のことである。企業

機会は逆に縮小してしまう恐れもある。高齢

規模・男女・学歴を合計した平均値でも、50

になるほど労働者の能力のばらつきが大きく

代後半をピークに60歳以降は下がっていく傾

なることを考えても、ある年齢まで一律に雇

向が見て取れるが、この程度の差であれば年

用の継続を要請するやり方は限界を迎えてい

齢とともに体力・認知能力が衰え生産性が落

るといえよう。

ちていくことを反映しているとみることもで
きなくはない。しかし、年功賃金制の大企業
に勤める正社員が多いであろう、1000人以上
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３. 高
 齢者の労働供給をゆがめる制度を見直
す必要

規模・男性・大卒に限定すると、60歳を境に

このように、一律に年齢で区切る政策は限

不連続に給与が下がることが、よりはっきり

界を迎えつつある。同時に、長期的に見て高

わかる。65歳までの継続雇用措置の義務化か

齢労働者に対する需要はこれからも増えてい

ら15年以上たち、公的年金の支給開始年齢の

くことが予想される。その一方で、在職老齢

65歳への移行が完了しつつある今なお、65歳

年金制度をはじめ、高齢者の労働供給をゆが
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めるような仕組みがまだまだ残っている。こ

保険料を納め続ける人が増えれば、年金財政

うした制度を見直していくことも、高齢労働

的にもプラスになる可能性は十分あるはず

力の活用のためには有用なはずだ。

だ。

在職老齢年金制度とは、年金の受給資格を

また、60歳到達時点に比べて75%以下に賃

持つ人に給与などの所得がある場合、その収

金が下がった場合に支給される高年齢雇用継

入に応じて年金の一部が支給停止となる制度

続給付も、60歳を境に大幅に賃金が下がるい

である。正確には、65歳以上70歳未満の厚生

びつな賃金体系の温存に寄与してしまってい

年金保険の被保険者の、老齢厚生年金の基

る。図2が示すように、大企業の大卒男性の

本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を

給与は、60歳を境に、50代後半時点の約70%

超えると、超えた分の半分の額が支給停止に

の水準に下がる。定年前の75%以下という高

8

なる 。大雑把に言うと、週に20時間以上働

年齢雇用継続給付の条件が、再雇用者の給

いていて、年金と給与の合計が月47万円をこ

与水準に影響している可能性は極めて高い。

えると年金が減額されてしまう制度である。

こちらは段階的な縮小・廃止が決まっており、

この制度自体は、自力で収入を得られる人

これによって60歳前後での急激な賃金下落が

には年金を支給する必要はないという発想に

緩和されていくかどうかは、今後注視してい

基づくものとして理解はできる。しかし、た

きたい。

とえ年金の受給開始年齢を70歳まで繰り下げ

また、高齢者雇用を論じる際にしばしば見

たとしても、65歳から70歳までの間の収入と

過ごされがちなのが高齢女性労働者だ。60代

繰り下げなければもらえたであろう年金額と

後半の女性の労働力率は、2000年の25.4%か

の合計が47万円を超えると、超えた分の半額

ら、2021年には41.7%にまで 上 昇しており、

が支給停止となるのは、制度の欠陥というほ

2021年の65歳以上の女性の労働力人口は377

かない。年金の受給開始年齢を繰り下げる主

万人、日本の総労働力人口の5%あまりを占

な動機は将来もらえる年金の月額を増やすた

めている。彼女たちの多くは、30代～ 50代

めなのに、繰り下げた期間に得た収入が多い

の時期を専業主婦やパートタイム労働者とし

と、その分将来の増額分が減ってしまうのだ。

て過ごしてきて、現在もパートタイムや非正

この制度の問題点は、まだ働ける高齢者の

規社員として働くケースが多い。したがって、

労働供給を抑制し、年金の繰り下げ受給のイ

正社員として定年まで勤めてきたケースが大

ンセンティブをそぐだけではない。厚生年金

半を占める男性労働者とは異なり、定年退職

の総報酬月額以外の収入は年金支給額に影

後の再雇用などの制度にはあまり影響されな

響しないので、週20時間未満のパートタイム

い。

や、自営業や個人事業主といった就業形態を

それよりも、50代以下も含めて影響される、

選ぶインセンティブも与えてしまう。今年4

社会保険の扶養制度や税制における配偶者

月の在職定時改定の導入によって、年金を受

控除制度の影響が大きい。夫が就業を継続し

給しながら働く場合に厚生年金に加入するメ

ていれば、扶養の範囲を超えないようにする

リットは増えたものの、改定後の年金と収入

インセンティブは依然働く。60歳を超えると、

の合計が47万円を超えればこのメリットも半

国民年金の加入義務はなくなり、健康保険等

減してしまう。

の扶養の範囲となる所得の上限は130万から

在職老齢年金制度の廃止議論が出るたび

180万に増えるが、夫が定年後の再雇用とな

に、廃止によって増える分の年金の財源をど

り年収が下がれば、夫の所得の1/2以下とい

うするのか、という反論が出てくるが、せめ

う制限も無視できなくなってくる。

て繰り下げ受給した場合の繰り下げ期間に適

なによりも、社会保険や税の扶養制度は、

用することをやめることはできないものだろ

現役世代の女性の労働供給を抑制すること

うか。繰り下げ受給して働き続け、厚生年金

で、人的資本形成機会の喪失を招き、将来の
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高齢女性の生産性をも棄損してしまう。人口
の高齢化はこの先まだ数十年にわたって続く
ことが予想される。既婚女性の労働供給を抑
制しない形に社会保険や税の制度を改革する
ことで、現在だけでなく将来の高齢女性の活
用にもつながるのだ。
４. 年齢にかかわらず活躍できる社会へ
本稿では、まず、日本の労働市場において
65歳以上の労働者がすでにかなりの割合を占
めており、高齢労働力の活用によって64歳以
下人口の減少を補っている現状を確認したう
えで、年齢を区切って一律に雇用維持を要請
する従来の政策とその限界について論じた。
そのうえで、在職老齢年金制度をはじめとす
る、高齢者の労働供給をゆがめる制度を見直
すことを提案した。
64歳以下の人口が今後も減少し続ける以
上、高齢労働者の活用は今後も一層重要性を
増していくだろう。本稿で指摘したような高
齢者の労働供給をゆがめる制度を見直し、あ
とは市場に任せていれば、自然と高齢者の就
業率は今後も向上し続けていくと考えられ
る。60歳前後で急に年収が下がるいびつな賃
金体系も、高年齢雇用継続給付の縮小に後
押しされて、時間はかかるだろうが徐々に解
消されていくのではないだろうか。
年齢にかかわらず活躍できる社会を実現す
るには、一定の年齢までの継続雇用要請とい
う従来型の政策から脱却して、意欲と能力が
ある高齢者の活用を妨げる障害となるような
制度を取り除いていく方向に転換する必要が
あるし、すでにその方向に動きつつあるよう
にも思える。同時に、体力や認知機能の衰え
には個人差があり、就労が難しくなった高齢
者に対するセーフティーネットは維持してい
かなければならない。働ける間は働き続ける
方が得になるような金銭的インセンティブを
うまく保ちつつ、年金本来の目的である就労
が困難となった高齢者の生活保障の機能は失
わないような、きめ細かな制度設計が必要と
されている。
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