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（はじめに） 

今回の発表においては、「公的年金制度の繰下げ請求再考」というテーマで発表する

こととしました。 

 

令和元年の財政検証に基づく年金制度の改正法が令和 2年 6月 5日に公布され、順次

施行されています。 

その中から、「公的年金制度の繰下げ請求」部分を取り出して、巷間言われているこ

とについて、机上の空論ではなく、本当に相談者の疑問に答えているかという観点から

再考をしてみました。 

 

1 制度の仕組みと制度改正 

●再考の契機（問題意識） 

令和 2 年改正の一つとして、年金の繰下げ受給の開始年齢が 75 歳まで延伸されまし

た。最近では、日本年金機構からの「改定通知書」などにも、繰下げによる増額率など

が記載されるようになり、従来にも増して、年金の繰下げ受給に関心が持たれています。 

一方で、繰下げ受給に関しての「ソントク論」も賑やかになりました。 

「ソントク論」は分かりやすい説明であるし、インパクトもあります。 

また、それを正確に計算できる人が「専門家」であるかのように見られています。し

かし、それはよく考えてみるとおかしなことです。 

 

「ソントク論」を論じている人は、得意げに話していますが、冷静に考えれば、「ソ

ンしている人」と「トクしている人」がいることになります。 

65 歳を超えているひとは、「ソントク論」を聞くたびに、自分はソンをしたとか、ト

クをしたとか、いずれかに評価されていることになります。 

65 歳からの「本来年金」を受給したことが、あたかも「正しかった」とか「間違って

いた」と評価されているかのように聞こえます。それは、非常に寂しいことです。 

 

そこで、繰下げ受給とはどういうものなのか。社会保障審議会年金部会などの公の場

では、どういうことが議論されていたのか。そういうことも含めて、繰り下げ受給とは

どういうものなのかということを、改めて考えてみることにしました。 

そして、それを自分のライフスタイルの中にどのように位置づけていくのがいいか、

その際、何が大切なことなのか、あるいはどういう準備が必要なのか、などについても、

改めて考えてみることにしました。 
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●繰下げ受給の仕組み 

まず、今回の研究の説明に入る前に、繰下げ受給の仕組みについて簡単に説明します。 

繰下げ受給を行う場合、65歳時点での請求は行わず、66歳以降に請求を行います。 

繰下げ受給を行った場合、繰下げ１月ごとに、年金額が 0.7％増額されます。 

70 歳まで繰下げると 42％増額に、そして 75歳まで繰下げると 84％増額されます。 

 

老齢基礎年金と老齢厚生年金を、同時に、又は別々に繰下げることが可能です。 

ただし、65歳前に、繰上げ請求をしていた場合は、繰下げ受給はできません。 

他の公的年金を受けられる場合は、それ以降、繰下げを行うことは出来ません。 

ただし、障害基礎年金を受けている場合は、例外として老齢厚生年金を繰下げ受給する

ことができます。 

 

なお、65 歳過ぎてから初めて受給権が発生する方の場合は、その受給権発生の時点

を 65 歳として読み替えることになっています。 

 

 繰下げ受給により増額の対象になる年金は、65 歳時点の年金額です。 

68 歳まで在職して 70 歳まで繰下げても、増額の対象になるのは 65 歳時点の年金額で

す。65 歳以降の在職期間に対する退職改定分の増加額には、繰下げによる増加はあり

ません。 

 また、65 歳以降に在職している人の場合、在職により支給停止になっていない部分

の平均割合だけが繰下げ増額の対象になります。つまり、65 歳時点の年金額に対する

65 歳以降の平均支給割合だけが、繰下げ増額の対象になります。 

 

 もう一つの勘違いの多い事例として、今回の改正で「在職定時改定の仕組み」が導入

されました。65歳以降に在職していた場合は、毎年 10月から、それまでの加入期間が

年金額に反映されるようになりましたが、65 歳から受給できる年金を繰り下げている

場合、年金を受給していないので、毎年の改定による加算はありません。 

 

●繰下げ受給の実施方法 

次に、繰下げ受給の具体的な実施方法について説明します。 

繰下げ受給は 65歳時点で請求しないことで、自動的に、繰下げ待機の状態になります。 

具体的には、65歳の誕生日前に送られてくる「はがき形式」の請求書を提出しないこ

とになります。 

 

老齢基礎年金と老齢厚生年金のいずれか一つを請求する場合は、繰下げ受給を希望す

る年金にのみ「○印」を記入して提出します。それにより、一方の年金は、支給開始に
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なります。 

 

そして、66歳以降の受給を開始したい時点で、繰下げ請求書を提出します。 

その際、「65歳からの本来受給」と、その時点からの「繰下げ受給」のいずれかを選

択することが出来ます。 

ただし、「本来受給」を選択した場合、確定申告の修正が必要になります。税金をま

とめて納付するので多額になりますが、65 歳から受給していた場合は、それぞれの年

度に税金を払っていたことになるので、トータルでは同じになります。確定申告が遅れ

たことによる延滞税が発生しますので、その分は多くなります。 

 

 ここで大事なことは、65歳時点と繰下げの請求時点では、時機の差があることです。 

判断する機会が 2度あるということです。 

 二つの時点間に開きがあればあるほど、判断の条件も大きく変わってきます。そのう

えで、どのように判断するかということですから、65歳時点で、これから繰下げをしよ

うかという人に一つの結論を出すことには無理があります。 

 

●繰下げ請求の注意点 

繰下げ受給を行う場合、後で取り返しのつかないことが起こらないように、その注意

点を押さえておくことは大切です。相談者により、条件が異なりますので、よく聞いた

うえで説明してあげる必要があります。 

 

まず、加給年金が加算される方の場合、繰下げ待機期間中は加給年金も支給されませ

ん。また、繰下げ受給を開始した時に、加給年金については繰下げに伴う増額が行われ

ません。 

配偶者の加給年金は年額で 40 万円近い額なので、配偶者の年齢によっては大きな損

失になることもあります。加給年金がある場合は、配偶者が 65 歳に到達するまでの年

数等、よく考えて判断する必要があります。 

 

次に、70歳または 75歳の繰下げ上限年齢以降に請求した場合、それぞれ上限年齢ま

でしか増額されません。上限年齢以降に請求した場合は上限年齢に到達した時点で請求

したものとみなされます。 

今回の改正で繰下げ受給の上限が延伸されましたが、この点は従前どおりです。 

 

次に、共済組合と民間の厚生年金の両方に加入期間がある方が、老齢厚生年金を繰下

げる場合、両方同時に繰下げる必要があります。 

一方を請求した時点で、もう一方も請求したものとみなされます。 
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次に、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、一つの年金と考えられているので、一方を受

給していても、もう一方は繰下げ出来ますが、他の公的年金の受給権がある場合は、受

給権が発生した時点以降繰下げを行うことは出来ません。 

一つだけ例外として、障害基礎年金のみの受給権がある場合は、老齢厚生年金の繰下

げが出来ることになっています。 

 

次に、厚生年金基金に加入したことのある方で、中途脱退したことにより企業年金連

合会から国の年金の代行部分を受けられる方の場合、老齢厚生年金を繰下げると同時に

企業年金連合会の年金も繰下げになります。 

システム上、連動していないので、自分で連合会に届ける必要があります。届け出を

怠ると過払金が発生し、後日、返還しなければならなくなります。 

厚生年金基金も同様ですが、現在 5基金しかありませんので、それほど多くの相談は

ないと思われます。 

 

次に、繰下げ待機中に受給者本人が死亡した場合、遺族に未支給金が支給されますが、

その場合、繰下げしていた期間に見合う割増金はありません。未支給金は、本来請求の

額で計算されます。 

また、70歳以降に亡くなった場合は、時効の関係で 5年分しか受け取れません。 

 

この他、繰下げしていた本人が配偶者の遺族年金を受給できるようになった場合、自

分の老齢厚生年金が優先支給されるケースでは、遺族年金の額により、繰下げのメリッ

トがなくなる場合があります。 

共稼ぎ夫婦の場合は、一方が先に亡くなった場合に年金受給の選択がどのようになる

かを検討してから、繰下げ受給を行うかどうか判断する必要があります。 

また、振替加算が加算される方の場合、振替加算に対する増額はなく、待機期間中は

支給されません。ただし、振替加算は生年により金額が低減していますので、これから

繰下げ受給をする方はそれほど大きな金額にはならないものと考えられます。 

 

最近、よく耳にする話題としては、少額の遺族年金しか受給出来ないのに、なぜ自分

の年金を繰下げすることが出来ないのか、という問題があります。本日のテーマとは、

やや異なりますので、説明は省略します。 
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●繰下げ請求の増額率の見直し 

 繰下げ受給の仕組みは、平成 12年の改正で導入されました。すでに 20年以上が経過

しています。導入の検討に際しては平成 7年の完全生命表が用いられており、その時の

65 歳時点の平均余命は 18.7年でした。 

平成 2年の改正に際し、繰上げ請求の場合の減額率と繰下げ請求の場合の増額率につ

いて検討が行われています。今回の検討に際しては、平成 27 年の完全生命表が用いら

れ、それによれば 65歳時点の平均余命は 21.8年となっています。この間、平均余命は

3.1 年延びています。 

その結果、繰上げ請求の場合の減額率は 1 月当たり 0.1％の緩和が行われたものの、

繰下げ請求の場合の増額率に変更はありませんでした。 

「完全生命表」の他、様々な経済前提を用いて検証した結果であります。 

 

増額率については、「受給開始時機にかかわらず数理的に年金財政上中立を基本とし

て設定」されているので、この観点から見ると、どの時点で受給を開始しても平均的な

死亡年齢まで受給した場合の総受給額の価値は同じということになります。 

つまり、物価や賃金が伸び、経済が変動していく中で、どの時機から年金を受け始め

ても、平均的な死亡年齢まで受給した場合の総受給額と、その時代時代の生活費として

使うお金の総額とが同じというような捉え方をしたらいいのでしょうか。いずれにして

も、やや難しい説明です。 

ただし、あくまでも想定した経済前提のなかにおいての話であり、将来の経済情勢が

どのようになっているかは、誰にも分からないことです。 

ざっくり言えば、様々な経済変動があるだろうけれども、概ね平均寿命の年齢近くで

逆転するだろうということです。 

誰にも分からない要素があるので、経済的に不安のある人は、繰下げ受給を活用して、

少しでも将来の「あんしん」を大きくしておく意味はあります。 

「ソントク論」とは、別の観点で考えるほうが得策です。 

 

『ちょっと休憩』 

寿命が延びると、なぜ増減額率に影響するのか。 

次のようにイメージしてもらえば分かります。 

65 歳時点の年金額を縦軸とし、平均余命までの年数を横軸にすると、その面積が総

受給額になります。 

繰上げ請求の場合は、横軸（受給期間）が延びるので、総受給額を変えないためには

縦軸の年金額を減らすことになります。これが、繰上げ受給の減額率です。 

平均余命が延びると横軸が延びるので、面積は増加します。 

全体の面積が増加したので、繰上げ請求の時の 1年当たりの減額率は減少（緩和）で
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きることになります。これが、今回の緩和の仕組みです。 

しかし、平均余命の延伸により面積が増えるということは、年金財源が不足すること

にはならないでしょうか。 

それは、寿命の延び分を、マクロ経済スライドにより年金水準が引き下げられている

ので、上記の「面積」部分を縮小コピーしているような形になることから、年金財政全

体では不足は発生しない仕組みになっています。 

 繰下げ受給の増額率の場合も同様です。 

 

●繰下げ制度の改正（令和 2年改正） 

繰下げ受給の仕組みについては、令和 2年改正において、二つの改正が行われました。 

その一つは、繰下げ受給の上限年齢が、75 歳まで延伸されたことです。 

その結果、年金の支給開始年齢は 65 歳であるものの、実際に受給を開始できる「受

給開始年齢」は、60歳～75歳までの間に拡大されました。 

ただし、75歳まで延伸が認められたのは、昭和 27年度以降に生まれた方が対象です。 

当然のことですが、繰下げ待機中だった人が対象なので、既に年金を受給開始していた

場合は該当しません。 

 

もう一つの改正は、「みなし請求制度」が出来たことです。 

70 歳を超えて請求した場合、請求時の 5 年前時点において繰下げ請求をしたものと

みなされる規定です。請求した時点での繰下げ受給を行うか、請求時の 5年前時点から

受給するかを、選択することになります。 

これに伴い、70歳を超えてから本来請求をした場合に、従来、時効により受給出来な

かった分が割増し増額という形で救済されるようになりました。 

 

やや変則的な事例ですが、繰下げ受給は 66歳以降でなければ繰下げ請求出来ません。

改正後は、例えば 70 歳と 6 ヶ月目に請求すると、65 歳 6 ヶ月目に遡って、6 ヶ月分の

増額した年金を受けられるようになりました。 

 

逆に、改正前に 72歳で請求すると、67歳から増額無しの 5年分を一時金で受け取る

方法と 70 歳時点で繰下げ請求したものとみなす扱いのいずれかを選択することになっ

ていました。改正後は、67 歳までの 2 年分を増額した年金の 5 年分を一時金で受け取

るか、72歳時点での 7年分の増額された年金を受給開始するかの選択になります。 

つまり、このケースでは、70歳までの 5年分の増額年金と 70歳からの 2年分の一時

金のセットで受給することは出来なくなりました。 

もちろん、これに該当するのは、昭和 27年度以降の生まれの方です。 
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2 総受給額の逆転 

●総受給額の逆転時機（1） 

総受給額の逆転時機について考えてみます。 

 

逆転時機に対する質問・相談は、非常に多いと思われます。 

社労士としては、それらの相談に応じていかなければなりませんので、その仕組みを理

解しておく必要があります。 

一方で、注意しなければならないことも多く、その点も理解しておく必要があります。 

 

まず、総受給額は、いずれかの時点で逆転します。 

ただし、賃金や物価が上昇することなど、経済の変動があることを考えると、正確な逆

転時機を見定めることは出来ません。この点も、よく理解しておく必要があります。 

そのため逆転時機を計算するには、一定の条件を決めなければなりません。 

どのように条件設定するかは重要なことです。多くの場合、年金額が変わらないこと

を前提にしています。今後、物価や賃金の変動次第で年金額が大きく変わることもあり

得ることも前提に、相談者との間で、誤解のないようにしておく必要があります。 

 

前提が異なれば、当然、結果も違ってきます。 

今までも年金額が変動しなかった年度は、ほとんどありません。今後も、毎年変動する

でしょうし、今までのように、変動しても微増や微減だけとは限りません。 

仮に、年金額が変動しないと仮定した場合でも、税や社会保険料を加味するかどうか

で、結果は異なります。そもそも、将来、税や社会保険料がどのように変わるかという

ことについては、誰にも分かりません。また、税や社会保険料は、住む地域によっても

異なります。 

 

時代が変われば、社会のシステムも変わることも予想されます。 

社労士としては、様々な条件によって逆転時機がどのように、あるいはどの程度変化

するかということは理解しておく必要があります。 

 

●総受給額の逆転時機（2） 

それでは、総受給額の逆転時機はどのように計算するのでしょうか。 

年金額が将来にわたって変動しないということは考えにくいけれども、仮に、変動し

ないと仮定した場合に、総受給額はどの時点で逆転するのか。まず、その計算方法です。 

この計算方法自体は簡単です。 

受給開始年齢を遅らせ、増額の年金を受け取るという制度の仕組みを考えれば、どこ

かの時点で総受給額が逆転することは容易に想像ができます。 
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このような計算方法を考える場合、押さえておきたいポイントがあります。それは、

65 歳時点で考える場合と、例えば 70歳などの請求時点で考える場合の二通りがあると

いうことです。70 歳時点では、それまでの 5 年間の年金受給額は実額として確定して

います。 

つまり、増額率では計算出来ません。 

 

・計算方法（1） 

  繰下げ請求の時点を定める（例えば 70歳など） 

  本来受給による繰下げ請求時点までの受給総額（仮）を計算 

  繰下げ請求による増額分を計算 

繰下げ請求時点までの受給総額（仮）を増額分で割る 

・計算方法（2） 

  本来年金額を 100%とし、繰下げ請求時点までの累積を求める 

   （例えば 70歳請求なら、100%×5年＝500%） 

  繰下げ請求時点の増額率で割る 

   （例えば 70歳請求なら、500÷42＝11.9年） 

 

 

「計算方法（1）」は、金額を当てはめて計算する方法です。 

繰下げていた間に受給しなかった額を、増額分で挽回するイメージです。 

 

「計算方法（2）」は、同様の計算をパーセントにより計算したものです。 

いずれも、簡単な計算方法です。 

 

例えば、70歳の時点で計算する場合は、65歳で請求し 70歳までに受給していたはず

であろう額を積算し、70 歳時点のスライド改定後の年金の増額分で割り戻して計算す

るため、計算方法（1）によることになります。 

 

年金額を始め、物価や賃金、その他の環境が、時間の経過とともに変わることを考え

ると、この逆転時機というのは一つの目安に過ぎず、このことを持って「ソントク論」

を論じることには大いに疑問を感じるところです。 

 

令和 2 年 4 月 24 日の国会審議の中で、年金局長は共産党の宮本徹委員の質問に対し

総受給額の逆転時機について答弁していますが、議事録を読み返してみると、「年金額

が変動しないものとして」という条件づきで答弁しています。質問者は、逆転時機が平
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均寿命よりも後になるケースがあることを、わざわざ年金局長に答弁させたかったよう

ですが、繰下げ受給のもつ意義とはかけ離れた議論であるといえます。 

少なくとも、社労士がこの答弁を元に「年金局長も国会で答弁している」というくだ

りで説明する場合は、前後の質問の流れからかけ離れることのないように注意する必要

があります。 

 

そもそも、税や保険料などは地域により異なります。ましてや、将来どのような額に

なっているかは、予測がつきません。2040年代に向け、負担は増える傾向にあることを

考えると、逆転時機の問題ではなく、負担贈に耐えられだけの収入を確保しておくこと

の方が大事なことになります。 

 

将来、ほぼ確実に変動する要素を「変動しないものとして計算する」ことの意味は小

さく、「変動した場合に備える」ために何をしておくべきか、ということが大切だと思

います。 

 

●総受給額の逆転時機（3） 

年金額が変動しない場合の総受給額逆転時機の計算は簡単だと説明しました。 

それでは、年金額が変動した場合に、逆転時機はどのように変化するのでしょうか。 

 

財政検証の試算に用いられる経済前提の中では、将来的には「賃金」や「物価」は上

昇していくものと想定されています。その場合、年金額も額面上は増加していきます。 

それを前提として、総受給額がどのように変化するかを試算してみましょう。 

 

変動の傾向を確認するだけなので、簡便な方法として、老齢基礎年金（満額 777,800

円）が毎年 1.5％相当の 15,600円ずつ上昇した場合を試算して見ました。 

 

その結果、受給総額は次のとおりとなりました。  

 65歳から本来受給 70歳から繰下げ受給 

79 歳（80歳の前月）まで 13,305,000円 13,038,440円 

80 歳（81歳の前月）まで 14,316,800円 14,475,196円 

 

このように、年金額が増加した場合には、増加しなかった場合に比較して総受給額の

逆転時機は早まることが分かります。 

上の表は、１年単位で計算した額です。 

上段の「79 歳」は、79歳になる年の 1年分を全額受給した場合の累積額です。 

下段は、同様に「80歳」になる年の 1年分を全額受給した場合の累積額です。 
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上段の「79 歳」では、本来受給の方が大きく、下段の「80 歳」では、繰下げ受給の方

が大きくなっています。つまり、80 歳になった年の何ヶ月目かで逆転していることが

分かります。 

 

実際に計算してみると、80歳の 8ヶ月分を受給すると逆転することが分かりました。 

年金額が変動しない場合に比べ、1年 3ヶ月早まります。 

 

ここで大事なことは、何年早まったかということではなく、 

①年金額がどの程度増加するのかは、誰にも分からない 

②現在の年金額と、将来の年金額の価値（ありがたみ）の比較が出来ない 

ということにあります。 

 

国が増額率を決めるに際しては、「平均的な死亡年齢まで受給した場合は中立である」

と説明しています。 

財政検証の経済前提では、ほとんどのケースで賃金や物価が上昇するものと見ていま

す。そういう経済情勢の中でも、中立であるということは、電卓で総受給額の逆転時機

を計算して得られる時点とは何を意味するのでしょうか。厳密に計算してもあまり参考

にならない作業のようにも思えます。 

それでも、年金額が上昇した場合は、年金額が変動しない場合に比べて、総受給額の

逆転時機は早まるということが分かります。 

 

●総受給額の逆転時機（4） 

 次に、増額率を別の角度からみてみました。 

 

65 歳からの年金を繰下げ受給した場合、1月当たり 0.7％が増額されます。 

令和 4 年 4 月から繰り上げ請求の減額率は 0.5％から 0.4％に緩和されましたが、繰

下げ請求については変更されませんでした。 

この「0.7％」の増額率を期間に換算したらどういうことになるか試算してみました。 

 

0.7％は、四捨五入の関係で、0.65％以上 0.75％未満ということになります。 

年金額が長期にわたって変動しないという前提で、仮に 70 歳までの 5 年間を繰下げ

た場合を計算してみましょう。 

 

・増額率が 0.65％の場合の 70歳時点での増加額は 39％ 

0.65％×60 月＝39％ 

この場合の総受給額の逆転時機は、12.82年 
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500÷39＝12.82年 

12 年 10ケ月目の年金を受給したところで、総受給額が逆転します。 

 

・増額率が 0.75％の場合の 70歳時点での増加額は 45.0％ 

0.75％×60 月＝45.0％ 

この場合の総受給額の逆転時期は、11.11 年 

500÷45.0＝11.11年 

 

11 年 2ケ月目の年金を受給したところで、総受給額が逆転します。 

二つの試算の間には、1年 9ヶ月の開きがあります。 

 

繰上げ請求の減額率や繰下げ請求の増額率は、年金数理上は中立であるとされていま

す。つまり、保険者側から見ると、支給の開始年齢が異なることにより平均寿命までの

総受給額に差が生じているけれども、年金数理上は同程度とみていることになります。

言い換えれば、65歳時点での年金現価は同じということになります。 

この「中立（同じ）」ということの意味は、1年 9ヶ月の幅の中に収まっているともい

えます。数理計算上も、この程度の幅の中で考えられているということです。 

 

今回の見直しにおいて、繰下げ請求の増額率は変更されませんでした。見直しを行っ

てもこの 1年 9ヶ月の幅の中に収まっていたということになります。 

 

このことからも、総受給額の逆転時機は「月単位」で述べるほど確実なものではなく、

あくまでも、おおよその目安にしか過ぎません。 

 

●総受給額の逆転時機（5） 

総受給額の逆転時機を計算する場合、税や社会保険料も関係することは、だいぶ前か

ら言われていました。 

私どもの年金相談業務部会に所属している長沼 明先生が書かれた「共済組合の支給

する年金がよくわかる本」や、日本経済新聞社の編集委員をしている田村正之さんの「人

生 100 年時代の年金戦略」などでも紹介されています。 

税や社会保険料も関係することは理解しておく必要があります。 

 

年金額が増えれば、税や社会保険料も増えます。 

しかしながら、受け取る年金額が増えることが大切なことです。 

 

そもそも、総受給額の逆転時機ということと、将来のある年の年金額や受給額とを比
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較することに無理があります。受け取った年金を全く費消せずに全て貯蓄に回す人など

いないでしょう。 

お金は、どの時点で必要になるかが重要です。 

もらった年金を生活費に充てなければならない人にとっては、逆転時点では比較する

ものがないことになります。つまり、繰下げ受給の開始時点と総受給額の逆転時機の二

つの時点の異なる価値観を一つのものとして比較しているともいえます。 

 

繰下げ受給で大切なことは、人生の最晩年における収入を少しでも多く確保しておく

ということです。その時点の税や社会保険料の多寡を比較しても、意味のないことです。 

 税や社会保険料を加味するなら、「実質の増額割合」という考え方が必要です。 

 

もう少し別の事例を紹介します。 

例えば、100万円以下の少額の年金を考えた場合、金額によっては本来受給の年金と

繰下げ受給の年金のいずれにおいても、国民健康保険の保険料や介護保険の保険料が均

等割だけで、どちらも同額になるケースがあります。 

この場合、可処分所得でみた実質の増額割合は繰下げ受給の増額割合よりも高くなる

ことがあります。その場合は、逆転時期が、むしろ早まることが考えられます。 

ただし、そのようなケースでは、年金に併せて「年金生活者支援給付金」を受けられ

ることもあるため、更に条件設定が複雑になります。 

少なくとも、一般にいわれているほどまで、先には延びない可能性が高いといえます。 

だから、「更に延びる」という言い方は、注意する必要があります。 

 

●総受給額の逆転時機（6） 

モデル年金の例のように、現役時代を通じて一定額の収入で一生を過ごす人はいない

でしょう。ほとんどの人は、仕事の上での能力を向上させ、少しでも給料が上がること

を目指していると思われます。そこでは、「給料が上がったら税金が増えるので馬鹿ら

しい。」などと言う人はいないでしょう。 

 

ところが、繰下げ受給では「税金が増えるからソン」などの声も聞かれます。 

繰下げ受給を選択せずに、本来の年金を受給しながら、全額を最晩年のために貯蓄す

るならその考え方も成り立つかも知れませんが、受給した年金を生活費に充てるなら、

比較することに無理があります。 

やはり、稼得収入が全くなくなった後、年金からの収入をどの程度確保しておくかと

いうことが重要になります。 

このときに考えることは、自宅があるか、配偶者がいるか、老後を支援してくれる子

供たちがいるか、貯蓄などの蓄えがどの程度あるか、そして健康状態などです。 
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また、少子化が進む中では年金水準は下がり続けるでしょうし、保険料や医療費の一

部負担なども上がる可能性の方が大きいといえます。そういう中で、自分として少しで

も「あんしん」が得られる選択肢が求められることになります。 

税金のことをいうなら、税額が増えることではなく、税引き後の「手取額」が増える

かどうかで判断すべきです。 

 

社会保障は税や保険料で成り立っています。払ってくれる人がいないと、制度は成り

立ちません。 

 

現役時代を少し長くして収入を得るとともに保険料の拠出も増やし、また、年金受給

期には少し多めの年金をもらいながら税金も払うという考え方もあっていいと思いま

す。 

人により考え方は色々ありますが、節約、節約という生き方よりは、少し多めの手取

収入がある方が幸せだと思います。 

 

3 70歳の選択 

●70歳の選択（1） 

今回の改正で、繰下げ受給の上限年齢が 75 歳まで延長されました。「75 歳まで繰下

げる人なんていない」などと、いろいろな論評がありました。受給開始年齢の選択肢の

拡大なので、選択する人がいるかどうかの話はどうでもいいことです。 

政策の判断は、寿命も延びてきたので、75歳から受給を開始しても「年金としての意

味がある」ということになります。 

 

ちょっと別の話になりますが、例えば企業年金や iDeCo なども、75 歳からの年金受

給が可能になりました。従前は、75歳になったら年金ではなく、みんな一時金でもらう

から、年金制度としては、75歳受給開始は認められませんよ、という時代だったわけで

す。 

それが、75 歳から年金として受給することも視野に入ってきた時代であるというこ

とを意味しているともいえます。 

自分にとって有効だと思う方に利用してもらえばいいことです。 

75 歳まで繰下げられるのは、昭和 27年 4月 2日以降に生まれた方です。今年度に 70

歳になった方たちからです。 

 

ここでは、70歳の選択ということを考えて見ました。 

言い換えると、65 歳時点において、70 歳まで繰下げた時にはこういう選択が出来る
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という説明ではなく、実際に、70歳になったら、このように考えるだろうということで

す。 

 

改正前のパターンで、70歳時点で選択肢を考えると次のとおりです。 

①70歳時点で繰下げ請求 

②65歳時点に遡って、本来請求するとともに、5年分を一括で受給 

 

70 歳までの途中で請求する場合は、この形の変形で考えてください。 

 

①のように、70 歳時点から繰下げ受給する方法と、②のように 5 年前に遡って本来

額を受給する方法があり、そのいずれかを選択することになります。 

70 歳時点の自分をとりまく状況から判断することになります。 

 

②を選択した場合、65歳時点に遡って、本来請求するとともに、5年分を一括で受給

するので、遡った各年の確定申告の修正が必要になります。 

 

併せて、本来の確定申告期限を大幅に経過しているので、本税の追加納税のほかに延

滞税も加算されます。 

延滞税の額が大きいとみるか小さいとみるかは、個人の判断です。びっくりする程の

額ではありませんが、繰下げ受給を予定していて、それを取りやめた場合はその負担も

あることは知っておいてください。 

真面目に納税している人ほど、「延滞税」という言葉にはアレルギーがあります。 

 

●70歳の選択（2） 

70 歳になったときに、目の前に 390 万円があったらどうするだろうか。 

70 歳の選択とは、実はそういうことなのです。65歳の時点で、390万円が手元にある

ことは想像しにくいことです。65 歳時点では、むしろ、70 歳までのつなぎの生活費を

どうしようかという方が大きな問題です。 

 

「70 歳での繰下げ請求は、390 万円を一括で払い込んで、年額 32 万円の終身年金を契

約すること」と言われたときに、どのように考えますか。 

 

相談の窓口での話として、夫婦で相談に来られた場合、奥さんはすぐに「390 万円を

もらいましょう」と言うというような話を聞きます。事実でしょうし、そういうケース

も多いと考えられます。 

つい、390万円を手に入れ、「まずは、ハワイにでも行ってみようか。」と考える人も
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いるはずです。それも一つの選択です。 

ただ、自分たちの老後の生活費をどのように準備するか、もう一度冷静になって考え

てもいいと思います。明日のことは誰にも分かりませんが、人生 100年時代と言われる

現在、自分たちだって 100歳まで頑張るのだと思って生きています。 

そのうち、だんだん体の自由もきかなくなってきます。蓄えも、次第に減ってきます。 

その時のために、どちらを選択するか。そういうことです。 

 

実際に繰下げ受給を選択した人に聞くと、70歳になったときに①と②を比べた場合、

案外どちらでもいいかなと感じるといいます。どちらも、取り得る選択肢の一つなので

しょう。 

因みに、5年分を一括で受け取った場合は、多分、蓄えに回すでしょう。パーっと使

ってしまおうとは考えません。宝くじでも当たらない限りは、これからの人生の中でこ

のようなまとまったお金が手に入ることはありません。予定外の事態に備えて残してお

きたくなります。その点は、若い人たちとは多少感覚が違うかも知れません。 

また、感覚としては 65歳時点で考えていたこととも違うと思います。 

 

65 歳から 70歳に至るまでの生活の実態・変化があります。その中で、若いときとは

異なる生活感覚というか、老後におけるお金の出ていき方などが、少しずつ分かってき

ます。 

給与などの固定収入がなくなった後の子供たちとの関わり合いなども見えてきます。 

そういうことを、諸々考えながら 70歳時点の判断をすることになります。 

 

どちらにしようかと考えるとき、そこに「ソントク論」は中心命題ではありません。

「ソントク論」の話を聞くたびに、自分の選択が「ソン」なのか「トク」なのかと、腹

立たしくさえなります。 

これからの人生をどのように過ごしていこうとしているかを聞いてあげ、それに応じ

た答えを示してあげることが大事だと思います。 

 

●70歳の選択（3） 

ここの説明は、やや変則的なお話です。 

70 歳時点まで繰下げて受給を開始した後、あまり期間を経ずして受給者が亡くなっ

た場合、残された配偶者には 1～2ヶ月分の未支給金しか残りません。 

繰下げ受給の請求前であれば、本来受給額の 5 年分が未支給金として給付されます。 

この差は、残された遺族にとっては大変残念なことになります。 

そこで、70 歳以降の増額された年金の最初の支給額が、本来受給の 5 年分の未支給

金と同額程度になるまで繰下げ請求を保留する方法が考えられます。 
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もちろん、その間の生活費が確保できているという前提です。 

「ソントク論」を主張する人たちにとっては、格好のいちゃもんケースですが、現実

対応としてはあり得る選択肢と考えられます。 

 

前に説明した老齢基礎年金の満額のケースで言えば、74 歳の少し前に請求すること

で、請求前に亡くなった場合は、残された配偶者に 390 万円が、また、請求後であれば

最初の支払分として同程度の額が受取口座に残っていることになります。 

ソントク論ではなく、繰下げ受給を選択後に大きく予定が変わった場合の次善策とし

て考えてもいいと思います。ただし、遡りの課税が発生しますので、実際の金額はもう

少し小さくなります。 

 

75 歳上限該当者の場合は、新たに「5 年前みなし請求制度」が出来ました。これを上

手に利用することにより、何歳からでも増額年金と初回一時金をセットで受け取れるこ

とになります。 

例えば、73 歳時点で、68 歳までの 3 年分が増額された年金で十分と考えれば、併せ

て増額後の 5年分の一時金ももらえることになります。そういう選択もできます。 

そういう意味でも、今回の「5 年前みなし請求制度」は大きな改善と言えます。 

 

4 繰下げ受給の準備 

●繰下げの準備 

繰下げ請求は、65歳時点で年金を請求しないということです。 

年金を請求した場合に予定されていた収入が得られないということです。その分をどの

ように埋め合わせするかを考えなくてはなりません。 

もちろん、十分な蓄えがあり、生活に困らない人もいるでしょう。そういう人は、今

回の話とは別に考えてもらえばいいでしょう。 

 

繰下げ受給を考える場合、同時に収入の確保を考えた方がいいと思います 

繰下げる予定の年金額と同程度の収入が得られれば、うまくつながります。仮に、老

齢基礎年金（満額分）を繰下げる場合は、月収 6.5万円以上の仕事を見つければいいこ

とになります。また、老齢厚生年金の方を繰下げる場合は、その年金額程度の収入を目

指せばいいことになります。 

現役時代と違い、常に生活費の全額を得られる仕事を探す必要はありません。それ以

上のものを求めるなら、人それぞれに考え方に立って判断してもらえばいいことです。 

 

最近、時々「ＷＰＰ」という言葉を聞くことがあります。 

第一生命の谷内陽一さんなどが発信されていますが、「ワークロンガー、プライベート
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ペンション、パブリックペンション」の略語です。 

今までよりも少し長く働き、その次に私的年金でつなぎ、最後は終身保障の公的年金

に頼る、という考え方です。これも、一つの考え方です。 

明確に区切らなくても、「ワークロンガー」と「プライベートペンション」を組み合

わせる方法もあるでしょうし、公的年金を組み合わせる方法もあります。 

いずれの場合も、一定の水準が確保され、かつ、終身保障である公的年金の受給開始

を遅らせて、少しでも手厚くしておくという考え方です。 

 

65 歳の「垣根」は、思っている以上に頑固です。 

「垣根」の近くまで行ってからでは、なかなか飛び越えられません。やはり、少し前か

ら助走をつけて飛び越える必要があります。 

健康面での準備、気力の衰えに対する準備、何をやりたいのか、など。 

そして、老後時間の楽しみ方の準備もあります。 

 

こういう準備は、漠然としたものでもいいので、60 歳くらいから考え始めておくと

上手に 65歳の「垣根」を飛び越えられます。 

 

どうしても問題になるのが、65 歳定年制です。 

就業規則の定年制は、事業主側が無条件に解雇が出来るというルールであり、個人の

立場でそれを変更させるのは難しいものです。 

定年を迎えてから、次の職場探しを始めると、その間無収入になるので、どうしても

年金に頼ることになります。それを乗り越えるためには、定年後の仕事を早めに見つけ

るか、定年年齢が 65歳以降の会社に勤めておくことです。 

同時に迎えることは出来るだけ避けるべきです。 

 

この発表の準備をしていた今年 1 月 11 日に、谷内陽一さんから「シン・年金受給戦

略」という書籍が出版されました。今回の発表に似たような記載がありますので、興味

のある方は読んで見てください。「中央経済社 2,200円＋税」 

 

5 事例研究 

●税・社会保険料による影響 

最近、繰下げすると、将来の年金額が増加するため、税金や社会保険料が増えるから

「ソンだ」とか、さらには総受給額の逆転時機は「更に延びる」、などの論調も多く聞

かれます。 

言われていることが事実に反するということではないけれど、どういうことなのかと

いうことは理解しておく必要があります。 
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いうまでもないことですが、繰下げ待機開始の時点と総受給額が逆転する時点では、

大きな期間の差があるので、本来比較にはなじまないものであるということを理解した

上で、あえて、一定の条件の下で比較してみました。 

 

どういう条件が、どのように影響するのか。また、どの程度の影響なのか、そういう

ことを見ていただきたいと思います。 

 

●税・社会保険料による影響（前提条件） 

比較の前提条件 

・夫婦二人世帯 

・夫、再雇用で 65歳～70歳まで厚生年金の被保険者 

・夫の給料、標準報酬月額とも 30万円、賞与なし 

・夫の老齢厚生年金 1,079,540円、老齢基礎年金 777,800 円－《モデル年金》 

  （68歳時点の在職定時改定 2年分 ＋36,937円） 

・妻、専業主婦。65歳から老齢基礎年金を満額受給。振替加算なし 

・令和 4年度の年金額を適用 

比較 

・夫の老齢基礎年金を「本来受給」と「70 歳繰下げ受給」で比較 

・68歳、73歳、78歳を比較 

・税、社会保険料の年度区切りは異なるが、前後の年度が一定であると仮定 

 

 

厚生労働省のモデル年金をベースにして、夫が 65 歳から 70 歳になるまで、月収 30

万円で働いた場合における老齢基礎年金の 70 歳繰下げ受給を、本来受給と比較してみ

ました。 

この事例の年金は、65 歳時点において、国のモデル年金と同じ年金額であるものと

します。妻は、モデル年金同様、専業主婦であったものとしました。 

 

比較は、68歳、73歳、78歳の 3つのケースにおいて、「本来受給」と「繰下げ受給」

がどのように推移するかをみました。 

地方税や社会保険料（国保・介護）は年度の区切りが異なるので、今回の比較では、

前後の年度が同じ条件であることを前提としました。 

いうまでもないことですが、退職した年とその翌年では住民税などが大きく変わりま

す。実際の比較では、そういうことも踏まえて考えておく必要があります。 

 

地方税、国民健康保険、後期高齢者医療は、各市町村により異なります。 
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今回の試算は、さいたま市の令和 4年の資料を基に試算を行いました。 

 

●税・社会保険料による影響（試算結果①） 

今回の試算ではこのようになりました。 

 68歳 73歳 78歳 

収入合計（繰下） 4,716,478 2,276,360 2,276,360 

収入合計（本来） 5,494,278 1,949,684 1,949,684 

    

税・保険料（繰下） 858,126 324,046 306,944 

税・保険料（本来） 1,021,355 279,225 275,569 

差 額 ▲163,229 44,821 31,375 

    

手取収入（繰下） 3,858,352 1,952,314 1,969,416 

手取収入（本来） 4,472,923 1,670,459 1,674,115 

 差 額 ▲614,571 281,855 295,301 

    

 

マスコミ等では、繰下げにより将来の年金額が増えるので、税金等が増え、そのため

総受給額の逆転時機が更に伸びると言われています。 

その点は、どうでしようか。 

 

68 歳時点を見ると、年金受給を繰り下げているので、その分収入は減ります。 

一方で、働いていることにより、厚生年金などの社会保険料が増えます。 

その結果、手取り収入は大きく下がります。 

 

ただし、これは繰下げ受給の有無にかかわらず、両方とも働いていることを前提とし

た試算です。働かずに年金を受ける場合は、当然ながら別の結果になります。 

 

次に、73歳時点や 78歳時点で見ると、「税・社会保険料」は若干増加しています。 

しかしながら、その時点の可処分所得、つまり手取収入は大きく伸びています。 

繰下げ受給に期待するところは、この可処分所得が増えるということです。 

 

●税・社会保険料による影響（試算結果②） 

本来は、各年別に積算する方がより正確ですが、何が起こっているかを見ていただく

ために、3つの試算の結果を単純に年数分だけ乗じて見ました。 
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働いていた方が退職した場合などは、地方税や国民健康保険料などが翌年に賦課され

るため、年ごとに試算すると、かなり複雑になります。その点はご了承ください。 

 

条件設定により、様々な結果が出てくるでしょうが、今回設定したような条件では、

本来受給の場合より繰下げ受給の方が、税・社会保険料の総額が少なくなります。 

 

税・社会保険料の比較 

  今回の試算結果を基に、85 歳まで受給した場合（機械的に計算） 

 

70歳までの 5年間  ▲163,229円×5年＝▲816,145円―① 

75歳までの 5年間    44,821円×5年＝  224,105円―② 

85歳までの 10年間    31,375円×5年＝  313,750円―③ 

 

①＋②＋③＝▲816,145円＋224,105円＋313,750円＝▲278,290円 

 

合計では、本来受給の方が税・社会保険料が多い。 

 

 

勤めている間の社会保険料は同額ですが、介護保険や国民健康保険などは、前年の収

入・所得により決定されますので、給与収入のある間は年金を繰下げた方が、税・保険

料等の総額が少なくなることもあるといえます。 

 

繰り返しになりますが、条件によっては様々な結果になります。それでも、65歳を超

えて働く人が増えてきている現在、今回の事例がそれほど特殊な事例ではないと思われ

ます。 

また、今回の金額を大きいとみるか、小さいとみるかは、その人により異なるとは思

いますが、長い老後期間の中でのことでもあり、それほど大きな問題ではないともいえ

ます。 
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6 おわりに 

●社会の変化に対応 

日本の人口は、当面、減少し続けます。同時に、適用拡大等の施策は進められていま

すが、長期的には加入者数も減少することになります。 

一方で、平均寿命は延び続けています。 

厚生労働省の資料でも、2065年までに 3歳程度は延びると予測されています。 

したがって、マクロ経済スライドの調整期間は続くでしょうし、税や社会保険料にして

も、今後、増加することはあっても減少することは期待できません。 

そういうことを考えると、ある程度余裕を持ったマネープランを考えておく必要があ

ります。税金が増えるかどうかではなく、可処分所得をどの程度確保しておくかという

ことがポイントになります。 

繰下げ受給は、そういう意味でも、マネープラン見直しの最後のチャンスと言えます。 

 

今の年金制度は、60歳～75歳までの間において、受給開始年齢の自由選択制です。 

65 歳時点で、十分な年金額を確保している方は別として、年金額が不足だと思って

いる方が取り得る選択は、少しでも受給開始年齢を遅らせることです。 

そのための準備として、少しでも長く働くことが大きな意味を持ちます。 

 

「年金だけでは生活できない」と不満を言い続けても、年金が増える訳ではありません。 

国は、支給開始年齢の改正は行わないと明言しています。それに代えて、繰上げ受給

や繰下げ受給の仕組みを用意しているわけですから、我々自身がその仕組みをどのよう

に自分のライフプラン・マネープランに取り込んでいくか判断していく必要があります。 

 

●まとめ 

本来受給と繰下げ受給を比較した場合、いずれかの時点で総受給額は逆転します。 

しかしながら、正確にその時点を見定めることは不可能です。 

年金について相談をしたい人の中には、マスコミ等で言われている「総受給額の逆転

時機」を知りたいと思っている人も多いでしょう。 

社労士としては、そういう人に対して、年金額が変わらないなどの前提で、総受給額

の逆転時機を計算してあげることも必要なことです。 

しかしながら、総受給額の逆転時機をもってソントクを論じるべきではありません。 

平均寿命も延びているし、みんな長生きしたいと考えています。 

繰下げ受給は、人生最終盤の収入（可処分所得）をどのように確保するかという観点で 

 

繰下げ受給は、人生最終盤の収入（可処分所得）をどのように確保するかという観点

で個人の価値観で決めるべきものであり、ソントク論で決めるものではありません。 
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繰下げ受給にあたっては、まず、65 歳時点で最初の判断が必要です。 

そして、次に請求する時点で、2回目の判断をすることになります。 

実際の請求時点では、繰下げ受給で受給開始をするか、本来受給により遡って受給を

開始するかを決めなければなりません。 

相談する人が、どちらの時点における相談をしているかにより、対応も違ってきます。 

 

65 歳時点と請求時点、例えば 70歳では 5年間の開きがあります。 

この間に、体力・資産・家族の状況等が異っていることが当たり前であり、当然、考え

方も変化します。そういうことを、一つの時点として捉えて、ソントク論を言うことは

避けるべきです。 

 

今回の「テーマ」は、一定の条件の下、電卓で正確な計算をすることも必要ではある

けれど、それが最重要課題ではなく、老後の「あんしん」を少しでも大きくしておくた

めの手段として、繰下げ受給をどのように捉えていけばいいかを論じて見ました。 

 

少しでも、皆様のお役に立てれば幸いです。 

 


