
ドイツの企業年金・個人年金ドイツの企業年金・個人年金

20012001年の年金改革で導入された年の年金改革で導入された

リースター年金の状況リースター年金の状況



ドイツ年金改革ドイツ年金改革20012001のコンセプトのコンセプト

老後の生活保障の主な柱は、引き続き、賦課方式老後の生活保障の主な柱は、引き続き、賦課方式
による公的年金による公的年金
しかし、少子化、経済の低成長などによる保険料のしかし、少子化、経済の低成長などによる保険料の
大幅な上昇を避けるため、公的年金の給付水準は大幅な上昇を避けるため、公的年金の給付水準は
引下げ引下げ
補足的な老後給付（補足的な老後給付（Zusaetzliche AltersvorsorgeZusaetzliche Altersvorsorge））
として、人口構成の変動の影響を受けない積立方として、人口構成の変動の影響を受けない積立方
式による企業年金・個人年金（リースター年金）を式による企業年金・個人年金（リースター年金）を
創設創設



リースター年金とはリースター年金とは

年金改革２００１で導入された補足的な老後年金改革２００１で導入された補足的な老後
給付は、担当大臣の名前をとって、リース給付は、担当大臣の名前をとって、リース
ター年金と通称されている。ター年金と通称されている。

リースター年金は、基本的に自助努力によるリースター年金は、基本的に自助努力による
年金であるが、本人の積立金拠出にマッチン年金であるが、本人の積立金拠出にマッチン
グする形で国庫補助が行われる。税制上のグする形で国庫補助が行われる。税制上の
優遇措置も講じられている。優遇措置も講じられている。



リースター年金は企業年金あるいは個人年金リースター年金は企業年金あるいは個人年金
の形態をとる。の形態をとる。

加入は任意であるが（当初は強制加入にする加入は任意であるが（当初は強制加入にする
という議論もあった）、国庫補助と税制上のという議論もあった）、国庫補助と税制上の
優遇措置があることにより、多くのサラリーマ優遇措置があることにより、多くのサラリーマ
ンが加入することを連邦政府は期待。ンが加入することを連邦政府は期待。



ドイツの年金制度ドイツの年金制度

ドイツの年金は、社会保険方式により、財政ドイツの年金は、社会保険方式により、財政
方式は賦課方式（積立金は変動準備金として、方式は賦課方式（積立金は変動準備金として、
給付費の約１か月分にすぎない）。給付費の約１か月分にすぎない）。

一般のサラリーマンは強制加入であるが、一般のサラリーマンは強制加入であるが、
いわゆる皆年金ではなく、自営業者と高額所いわゆる皆年金ではなく、自営業者と高額所
得者は任意加入。得者は任意加入。

保険料率は１９．５％（労使折半）保険料率は１９．５％（労使折半）



ドイツでは日本よりも早く少子化が進んだことドイツでは日本よりも早く少子化が進んだこと
もあり、年金保険料率は、過去にもあり、年金保険料率は、過去に2020％を超え％を超え
たこともある。たこともある。

社会民主党と緑の党の連立による現政権は、社会民主党と緑の党の連立による現政権は、
環境型税制改革（ガソリン税の増税等）による環境型税制改革（ガソリン税の増税等）による
増収を年金に充てることによって、いったん増収を年金に充てることによって、いったん
１９．１％まで保険料率を低下させた。１９．１％まで保険料率を低下させた。

しかし、その後の少子高齢化の進展、経済のしかし、その後の少子高齢化の進展、経済の
低成長の影響などにより、再び保険料率は上低成長の影響などにより、再び保険料率は上
昇。昇。



連立政権は、当初、さらに環境課税を強めて連立政権は、当初、さらに環境課税を強めて
年金財源に投入することを構想していたが、年金財源に投入することを構想していたが、
原油価格の上昇等により困難に。原油価格の上昇等により困難に。

結局、年金改革２００１を行って、保険料率の結局、年金改革２００１を行って、保険料率の
上昇を抑えるために、年金給付の抑制をせざ上昇を抑えるために、年金給付の抑制をせざ
るを得なくなった。るを得なくなった。



ドイツ年金改革ドイツ年金改革20012001のポイントのポイント

給付水準の引き下げ給付水準の引き下げ

モデル年金の給付水準を７０％から約６７％モデル年金の給付水準を７０％から約６７％

に引き下げるに引き下げる

賃金スライドの抑制賃金スライドの抑制

リースター年金の導入に伴う副次的効果リースター年金の導入に伴う副次的効果

保険料率の上昇抑制保険料率の上昇抑制

20202020年までは２２％以下、ピーク時の年までは２２％以下、ピーク時の20302030
年にも年にも2323％以下に抑える。％以下に抑える。



積立限度額の推移積立限度額の推移

リースター年金には積立限度額が設定され、リースター年金には積立限度額が設定され、
限度額は段階的に引き上げられる。限度額は段階的に引き上げられる。

20022002年及び年及び20032003年年 所得の１％所得の１％

20042004年及び年及び20052005年年 所得の２％所得の２％

20062006年及び年及び20072007年年 所得の３％所得の３％

20082008年及び年及び20092009年年 所得の４％所得の４％



リースター年金のもう一つの役割リースター年金のもう一つの役割

リースター年金は、上述のように、給付水準リースター年金は、上述のように、給付水準
が引き下げられる賦課方式の公的年金を補が引き下げられる賦課方式の公的年金を補
完することが目的で創設された。完することが目的で創設された。

しかし、本来の役割以外に、もう一つ重要なしかし、本来の役割以外に、もう一つ重要な
役割を果たしている。役割を果たしている。

それは、賃金スライドの伸びの抑制、ひいてそれは、賃金スライドの伸びの抑制、ひいて
は年金保険料率の上昇抑制である。は年金保険料率の上昇抑制である。



年金計算上、現役世代の所得からリースター年金計算上、現役世代の所得からリースター
年金の積立金は限度額まで控除される。年金の積立金は限度額まで控除される。

すなわち、リースター年金の積立限度額が段すなわち、リースター年金の積立限度額が段
階的に引き上げられる過程では、年金計算上階的に引き上げられる過程では、年金計算上
の現役世代の所得の伸びが抑制される。の現役世代の所得の伸びが抑制される。

このことにより、年金の賃金スライドの伸びがこのことにより、年金の賃金スライドの伸びが
抑制される効果が生じる。抑制される効果が生じる。

賃金スライドの伸びが抑制されることにより、年賃金スライドの伸びが抑制されることにより、年
金給付額の伸びも抑制され、ひいては保険料金給付額の伸びも抑制され、ひいては保険料
率の上昇が抑えられる。率の上昇が抑えられる。



リースター年金導入時の議論リースター年金導入時の議論

リースター年金には、企業年金と個人年金のリースター年金には、企業年金と個人年金の
両方のタイプがある。両方のタイプがある。

しかし、連邦労働社会省（現在の社会保障しかし、連邦労働社会省（現在の社会保障
省）は、当初、企業年金の導入を義務付ける省）は、当初、企業年金の導入を義務付ける
ことを考えていた。ことを考えていた。

企業年金には事業主の拠出があるため、個企業年金には事業主の拠出があるため、個
人年金よりも手厚い老後保障になると期待さ人年金よりも手厚い老後保障になると期待さ
れるからである。れるからである。



しかし、経営者団体の反発などのため、企業しかし、経営者団体の反発などのため、企業
年金の導入義務付けは見送られた模様。年金の導入義務付けは見送られた模様。

ドイツが抱える大きな課題として失業問題のドイツが抱える大きな課題として失業問題の
改善があり、連邦政府としても雇用の拡大は改善があり、連邦政府としても雇用の拡大は
最優先課題。最優先課題。

このため、社会保険料などの賃金付帯コストこのため、社会保険料などの賃金付帯コスト
（（LohnnebenkostLohnnebenkost）の伸びを抑えることは政権）の伸びを抑えることは政権
の重要課題。の重要課題。

新規に企業年金導入を義務付けることは、賃新規に企業年金導入を義務付けることは、賃
金付帯コストの増大を意味すると理解された。金付帯コストの増大を意味すると理解された。



一方、労働組合は、新しい積立方式の年金は一方、労働組合は、新しい積立方式の年金は
企業年金にして、拠出は労使折半にすべきで企業年金にして、拠出は労使折半にすべきで
あると主張した。あると主張した。

事業主拠出による保障水準の向上を目指した事業主拠出による保障水準の向上を目指した
のみならず、社会保険における労使折半原則のみならず、社会保険における労使折半原則
が崩れることへの危機感が背景。が崩れることへの危機感が背景。

9696年の介護保険導入時にも労使折半の是非年の介護保険導入時にも労使折半の是非
について議論があり、結局、有給休暇をについて議論があり、結局、有給休暇を11日削日削
ることで妥協した。ることで妥協した。



このため、介護保険は形としては保険料が労このため、介護保険は形としては保険料が労
使折半だが、実質的には労使折半ではないと使折半だが、実質的には労使折半ではないと
いう見方もできる。いう見方もできる。

リースター年金の拠出を使用者がしないとなリースター年金の拠出を使用者がしないとな
れば、他の社会保険にも波及することを組合れば、他の社会保険にも波及することを組合
側は懸念した模様。側は懸念した模様。

結局、リースター年金は企業年金の形もとりえ結局、リースター年金は企業年金の形もとりえ
るが、導入するかどうかは労使交渉に委ねるるが、導入するかどうかは労使交渉に委ねる
ことになった。ことになった。



個人年金タイプのリースター年金に加入す個人年金タイプのリースター年金に加入す
る場合、加入者本人が積立プランを選ぶ。る場合、加入者本人が積立プランを選ぶ。

具体的には、私的年金保険、銀行の貯蓄プ具体的には、私的年金保険、銀行の貯蓄プ
ラン、投資ファンドの中から選択する。ラン、投資ファンドの中から選択する。

なお、認証された積立プランでなければ、国なお、認証された積立プランでなければ、国
の補助や税制上の優遇は受けられない。の補助や税制上の優遇は受けられない。

リースター年金の内容１リースター年金の内容１ 個人年金個人年金



銀行貯蓄プラン（銀行貯蓄プラン（BanksparplanBanksparplan））

銀行貯蓄プランは、確定利回りの預金である。銀行貯蓄プランは、確定利回りの預金である。

リスクが極めて小さいかわりに、収益もゆっくリスクが極めて小さいかわりに、収益もゆっく
りとしか増えていかない。りとしか増えていかない。

連邦社会保障省のＨＰでは、高齢の投資者、連邦社会保障省のＨＰでは、高齢の投資者、
高い安全性を求める人に適しているとされて高い安全性を求める人に適しているとされて
いる。いる。



私的年金保険（私的年金保険（Private Private 
RentenversicherungRentenversicherung））

私的年金保険は、積立と保険を結び合わせ私的年金保険は、積立と保険を結び合わせ
たもの。たもの。

最低保障利回り（現在は２．７５％）が設定さ最低保障利回り（現在は２．７５％）が設定さ
れることが規則。れることが規則。

連邦社会保障省のＨＰでは、安全性を意識連邦社会保障省のＨＰでは、安全性を意識
する若い投資者に適しているとされている。する若い投資者に適しているとされている。



ファンド貯蓄プラン（ファンド貯蓄プラン（FondssparplanFondssparplan））

ファンド貯蓄プランは、投資ファンドに資本をファンド貯蓄プランは、投資ファンドに資本を
投資することによって行われる。投資することによって行われる。

加入者本人が収益機会とリスクを選択する。加入者本人が収益機会とリスクを選択する。

株式ファンドの場合、株式市場の動向に株式ファンドの場合、株式市場の動向に
よっては高い収益を得ることができるが、損よっては高い収益を得ることができるが、損
失リスクもある。失リスクもある。



最低利回り（最低利回り（MindestrenditeMindestrendite）は保障されない。）は保障されない。

ただし、国庫補助を受ける場合には、資本のただし、国庫補助を受ける場合には、資本の
維持（Ｋａｐｉｔａｌｅｒｈａｌｔ）が約束されなければなら維持（Ｋａｐｉｔａｌｅｒｈａｌｔ）が約束されなければなら
ない。ない。

連邦社会保障省のＨＰによれば、株式比率の連邦社会保障省のＨＰによれば、株式比率の
高いファンドは、若くてリスクラバーである投資高いファンドは、若くてリスクラバーである投資
者に向いているとされている。者に向いているとされている。



認証の条件認証の条件

個人年金タイプのリースター年金として、国の個人年金タイプのリースター年金として、国の
認証を受ける条件は、以下のとおり認証を受ける条件は、以下のとおり

①① 元本保証がなされていること元本保証がなされていること

②② ６０歳以前には給付が受けられないこと６０歳以前には給付が受けられないこと

③③ 終身給付が保障されていること終身給付が保障されていること



リースター年金の内容２リースター年金の内容２ 企業年金企業年金

リースター年金を企業年金として導入するかリースター年金を企業年金として導入するか
どうかは労使の交渉マターである。どうかは労使の交渉マターである。

導入することとなった場合には、５つのタイプ導入することとなった場合には、５つのタイプ
の中から選択できる。の中から選択できる。

５つのタイプとは、直接保障、支援金庫、直接５つのタイプとは、直接保障、支援金庫、直接
保険、年金金庫、年金ファンドである（以下、保険、年金金庫、年金ファンドである（以下、
詳述する）。詳述する）。



直接保障（直接保障（Direktzusage)Direktzusage)

直接保障とは、使用者が被用者またはその直接保障とは、使用者が被用者またはその
家族に対して、退職後（雇用関係が終了した家族に対して、退職後（雇用関係が終了した
後）に保険給付を行う義務を負うタイプの企後）に保険給付を行う義務を負うタイプの企
業年金である。業年金である。

直接保障は、ドイツで最も普及している企業直接保障は、ドイツで最も普及している企業
年金である。年金である。

企業が保険の運営者となり、給付は企業の企業が保険の運営者となり、給付は企業の
資金から行われ、被用者自身は保険料を払資金から行われ、被用者自身は保険料を払
わない。わない。



このため、直接保障タイプの企業年金においこのため、直接保障タイプの企業年金におい
て、国の補助が受けられるのは、被用者本人て、国の補助が受けられるのは、被用者本人
も拠出する場合に限られる。も拠出する場合に限られる。



支援金庫（支援金庫（UnterstuetzungkasseUnterstuetzungkasse））

支援金庫は、企業から独立した保険運営者支援金庫は、企業から独立した保険運営者
である。である。

単独あるいは複数の企業が共同して支援金単独あるいは複数の企業が共同して支援金
庫を設立する。庫を設立する。

年金資産は、設立企業の拠出あるいは資産年金資産は、設立企業の拠出あるいは資産
収益による。収益による。



直接保険（直接保険（DirektversicherungDirektversicherung））

直接保険は生命保険の特殊なタイプである。直接保険は生命保険の特殊なタイプである。

使用者が被用者のために保険に加入し、受使用者が被用者のために保険に加入し、受
給権は被用者またはその遺族が持つ。給権は被用者またはその遺族が持つ。

直接保障と異なり、一般に被用者も保険料を直接保障と異なり、一般に被用者も保険料を
負担する。負担する。



年金金庫（年金金庫（PensionskassePensionskasse））

年金金庫は、単独の企業または複数の企業年金金庫は、単独の企業または複数の企業
が共同して設立する。が共同して設立する。

年金金庫では、被用者本人が加入者となり、年金金庫では、被用者本人が加入者となり、
保険料も負担する。保険料も負担する。



年金ファンド（年金ファンド（PensionsfondsPensionsfonds））

年金ファンドは年金金庫に似ているが、投資年金ファンドは年金金庫に似ているが、投資
の選択が自由にできることが異なる。の選択が自由にできることが異なる。

年金ファンドは老齢年金のほかに就業不能リ年金ファンドは老齢年金のほかに就業不能リ
スクや遺族リスクもカバーできる。スクや遺族リスクもカバーできる。

州政府の監督を受け、年金保険組合が支払州政府の監督を受け、年金保険組合が支払
不能保障を行う。不能保障を行う。



リースター年金に対する国の補助リースター年金に対する国の補助

国による補助は、大きく分けて、加入者本人が拠出国による補助は、大きく分けて、加入者本人が拠出
する積立金（事業主拠出分は対象外）に対する国のする積立金（事業主拠出分は対象外）に対する国の
直接的な補助と、税制上の優遇とがある。直接的な補助と、税制上の優遇とがある。

国の直接的な補助は、また、基本補助国の直接的な補助は、また、基本補助
（（GrundzulageGrundzulage）と児童補助（）と児童補助（KinderzulageKinderzulage）に大別）に大別

される。される。

どちらの補助も、積立限度額に応じて補助の上限額どちらの補助も、積立限度額に応じて補助の上限額
が段階的に増額される。具体的には、次のとおり。が段階的に増額される。具体的には、次のとおり。



基本補助の上限額の推移基本補助の上限額の推移

20022002年及び年及び20032003年年 ７５マルク（７５マルク（3838ユーロ）ユーロ）

20042004年及び年及び20052005年年 １５０マルク（１５０マルク（7676ユーロ）ユーロ）

20062006年及び年及び20072007年年 ２２５マルク（１１４ユーロ）２２５マルク（１１４ユーロ）

20082008年以降年以降 ３００マルク（１５４ユーロ）３００マルク（１５４ユーロ）



児童補助の上限額の推移児童補助の上限額の推移

20022002年及び年及び20032003年年 ９０マルク（４６ユーロ）９０マルク（４６ユーロ）

20042004年及び年及び20052005年年 １８０マルク（９２ユーロ）１８０マルク（９２ユーロ）

20062006年及び年及び20072007年年 ２７０マルク（１３８ユーロ）２７０マルク（１３８ユーロ）

20082008年以降年以降 ３６０マルク（１８５ユーロ）３６０マルク（１８５ユーロ）



児童補助創設の意義児童補助創設の意義

児童補助は、将来の年金保険料を負担する児童補助は、将来の年金保険料を負担する
子どもを育成している世帯の負担に年金制子どもを育成している世帯の負担に年金制
度として報いるために創設された。度として報いるために創設された。

上述の限度額は子ども一人あたりの額であり、上述の限度額は子ども一人あたりの額であり、
例えば子どもが二人いれば倍の額となる。例えば子どもが二人いれば倍の額となる。

年金制度に少子化対策を組み込む動きとし年金制度に少子化対策を組み込む動きとし
て、注目に値する。て、注目に値する。



税制上の優遇措置税制上の優遇措置

リースター年金に対する税制上の優遇措置とリースター年金に対する税制上の優遇措置と
して、まず、積立金の非課税措置がある。して、まず、積立金の非課税措置がある。

積立金として拠出された額は特別支出控除積立金として拠出された額は特別支出控除
（（Sonderausgabenabzug)Sonderausgabenabzug)の対象となり、所得の対象となり、所得
税が課されない。税が課されない。

また、積立期間中に得られる利子、収益も非また、積立期間中に得られる利子、収益も非
課税とされている。課税とされている。

特別支出控除の年間上限額は、積立限度額特別支出控除の年間上限額は、積立限度額
に応じて、次のとおり段階的に増額される。に応じて、次のとおり段階的に増額される。



特別支出控除上限額の推移特別支出控除上限額の推移

20022002年及び年及び20032003年年 10261026マルク（マルク（ 525525ユーロ）ユーロ）

20042004年及び年及び20052005年年 20532053マルク（マルク（10501050ユーロ）ユーロ）

20062006年及び年及び20072007年年 30803080マルク（マルク（15751575ユーロ）ユーロ）

20082008年以降年以降 41074107マルク（マルク（21002100ユーロ）ユーロ）



ドイツ連邦裁判所の違憲判決ドイツ連邦裁判所の違憲判決

年金で子育て支援というと、意外だと受け止年金で子育て支援というと、意外だと受け止
められるかもしれないが、社会保障制度の中められるかもしれないが、社会保障制度の中
に子育て支援を組み込む動きは年金にとどに子育て支援を組み込む動きは年金にとど
まらない。まらない。

ドイツでは、子育て負担の有無に関わらず介ドイツでは、子育て負担の有無に関わらず介
護保険料率が同じなのは違憲だとする連邦護保険料率が同じなのは違憲だとする連邦
裁判所の判決が出た。裁判所の判決が出た。



ドイツ介護保険制度における子育てドイツ介護保険制度における子育て
負担への配慮負担への配慮

連邦裁判所の違憲判決を受けて、ドイツの介連邦裁判所の違憲判決を受けて、ドイツの介
護保険では、育児中かどうかで保険料率に護保険では、育児中かどうかで保険料率に
差をつけることとなった。差をつけることとなった。

20052005年年11月より、育児中の親の保険料率（本月より、育児中の親の保険料率（本
人負担分）は０．８５％、育児中ではない人の人負担分）は０．８５％、育児中ではない人の
保険料率（本人負担分）は１．１％とされた。保険料率（本人負担分）は１．１％とされた。

次代の介護保険料を負担する子どもを育て次代の介護保険料を負担する子どもを育て
る負担に配慮して、保険料率に０．２５％の違る負担に配慮して、保険料率に０．２５％の違
いを設定したのである。いを設定したのである。



社会保障制度における育児支援社会保障制度における育児支援

子どもたちが次代の保険料を負担するという子どもたちが次代の保険料を負担するという
ことは、年金と介護に限られず、医療保険もことは、年金と介護に限られず、医療保険も
同様である。同様である。

ドイツでは、介護保険に対する違憲判決は他ドイツでは、介護保険に対する違憲判決は他
の社会保険にも影響するものと受け止められの社会保険にも影響するものと受け止められ
ている。ている。

ドイツと同様に合計特殊出生率が極めて低いドイツと同様に合計特殊出生率が極めて低い
日本においても、社会保障制度に育児支援日本においても、社会保障制度に育児支援
を組み込むことは課題であると思われる。を組み込むことは課題であると思われる。



年金財政の悪化は重要な問題となっている年金財政の悪化は重要な問題となっている
が、その最も大きな原因は少子化の進行にが、その最も大きな原因は少子化の進行に
よって、将来の保険料を負担する世代が減よって、将来の保険料を負担する世代が減
少することである。少することである。

そうであるなら、年金財政問題の根本的な解そうであるなら、年金財政問題の根本的な解
決策は少子化に歯止めをかけることになる。決策は少子化に歯止めをかけることになる。

決して年金は育児支援と無関係ではなく、年決して年金は育児支援と無関係ではなく、年
金制度に育児支援を組み込むことはおかし金制度に育児支援を組み込むことはおかし
なことではないと思われる。なことではないと思われる。



主要国の合計特殊出生率主要国の合計特殊出生率

イギリスイギリス １．７１（１．７１（20032003年）年）
フランスフランス １．８９（１．８９（20032003年）年）
ドイツドイツ １．３４（１．３４（20032003年）年）
イタリアイタリア １．２９（１．２９（20032003年）年）
スウェーデンスウェーデン １．７１（１．７１（20032003年）年）
アメリカアメリカ ２．０４（２．０４（20032003年）年）
日本日本 １．２９（１．２９（20042004年）年）

（出所：国立社会保障・人口問題研究所ＨＰ）（出所：国立社会保障・人口問題研究所ＨＰ）



リースター年金の現状リースター年金の現状

今年の今年の88月２日、連邦社会保障省は、月２日、連邦社会保障省は、20052005年年
はリースター年金の年になるだろうというプレはリースター年金の年になるだろうというプレ
スリリースを発表した。スリリースを発表した。

ドイツ老齢給付研究所（Ｄｅｕｔｃｈｅドイツ老齢給付研究所（Ｄｅｕｔｃｈｅ ＩｎｓｔｉｔｕｔｅＩｎｓｔｉｔｕｔｅ
ｆｕｅｒｆｕｅｒ ＡｌｔｅｒｓｖｏｒｓｏｒｇｅＡｌｔｅｒｓｖｏｒｓｏｒｇｅ ドイツ銀行グループドイツ銀行グループ
が出資）の調査によると、今年初めに手続きが出資）の調査によると、今年初めに手続き
を簡素化（を簡素化（VereinfachungenVereinfachungen）したこともあり、）したこともあり、
今年中にリースター年金に対するニーズが急今年中にリースター年金に対するニーズが急
増するという結果が出たことを報じたもの。増するという結果が出たことを報じたもの。



プレスリリースの中でも、法定年金は老後保プレスリリースの中でも、法定年金は老後保
障の柱であり続けるが、補足的老後保障はま障の柱であり続けるが、補足的老後保障はま
すます重要になるとしている。すます重要になるとしている。

明日のために今日、リースターしよう明日のために今日、リースターしよう
（（riesternriestern）と、造語を使って加入を呼びかけ）と、造語を使って加入を呼びかけ

ている。ている。


