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社会保障制度：危機に対応する社会保障制度：危機に対応する社会保障制度：危機に対応する社会保障制度：危機に対応する    

 

 社会保障制度は昨今の金融経済危機によって悪影響を受けた。財務ポートフォリオは低迷す

るマーケットと運用成績の赤字で弱体化している。失業により保険料収入がますます減る一方、

給付支出が増加した。にもかかわらず、多くの政府は危機の影響を弱めるための極めて重要

な政策ツールとして、社会保障制度に飛びついた。危機によって提起された課題は、社会保障

制度の強さに注目させ、かくして世界中で社会保障の積極的推進を支持する議論を活発化さ

せた。最近の証拠に基づき、このソーシャル・ポリシー・ハイライトでは、社会保障制度の設計と

調整をより高める必要があり、かつ危機の際にもたらされる社会的経済的課題により効果的に

対応するために広範囲に及ぶ国内外の協力が必要であると論じている。 

 

ISSA 事務総長 ハンス-ホルスト・コンコルスキー 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

危機の社会保障財政への影響危機の社会保障財政への影響危機の社会保障財政への影響危機の社会保障財政への影響

 長期的には、現在の地球規模の危機は、多

くの社会保障制度の役割と適用範囲の再評

価につながる可能性がある。しかし、短期的に

は、多くの社会保障制度が財政均衡を維持す

るという課題に直面している。最近の国際社

会保障協会(ISSA)が行った危機の社会保障

基金への影響に関する調査は、多くの基金が

資金運用で損失を被ったことを明らかにした。

先進国において特にそうであった。いくつかの

基金では、被った損失は投資所得の 5 年分と

ほぼ同じ、または基金の純資産価値の約 25

パーセントに上った。 

 当初の「サブプライム」危機が地球規模の大

きな経済危機に発展したことにより、多くの国

で失業率が上昇した。国際労働機関は、2009 

本号は： 

・  危機の社会保障財政への影響を要約する。 

・ 危機に対する各国の社会保障対応について 

報告する。 

・ 年金基金が直面する課題をいくつか詳細に 

述べる。 

・ 危機管理のエージェントとしての、社会保障 

制度の役割を考察する。 

 



 

年末には失業者が世界で 2 億 3,900 万人に達すると予

測している。2007 年以降で言えば、約 5,900 万人の増

加である。多くの社会保障制度にとって、失業の増大は

保険料の収入を減らす一方、新たな給付請求を急増さ

せた。 

短期的から中期的に、社会保障に立ちはだかる財政

課題がさらにある。例えば、個人消費を伸ばして経済活

動を支援するための施策として、受給者への現金支給

を強化するオプションや企業の拠出率を凍結または削

減するというオプションも、社会保障プログラムの財政

不均衡をもたらす可能性がある。懸念されるのは、広範

な刺激策の一環として、これらの施策が社会保障にとっ

て半永久的な財政負担になるかもしれないという点であ

る。しかし、経済が以外に早く安定し回復するという希

望はある。もちろん、社会保障にとって大きなリスクは、

計上損失を出すことである。あと何年か先に給付の寛

容さを制限することになりかねないからである。刻々と

進化する状況において、人口の高齢化で社会保障支出

が増大することが十分予想されるため、この問題は解

決が非常に難しい。 

 

年金の財源を確保する年金の財源を確保する年金の財源を確保する年金の財源を確保する    

 1990 年以降、多くの国が年金制度における事前積立

の役割を増大させた。2008 年、多くの基金の資産価値

が急激に縮小し、多くの個人の将来退職所得見通しを

危うくさせた。 

 

 社会保障基金の運用成績に関する最近のデータは、

いくつかの社会保障基金が回復し始めたことを示してい

る。しかしながら、基金が 2008 年に被った主要な損失

を回収できるには、1 半期の収益だけでは済まないとい

うことは繰り返して言うまでもない。 

 

 しかし、すべての基金が必ずしも同程度に損失を被っ

たわけではない。いくつかの国では、金融投資戦略はリ

スクが少なく安定的であることが証明された。これは国

内の確定利付証券に焦点を当てた戦略で特に顕著で

ある。ただし、平均収入は潜在的に他より低い可能性が

ある。例えば、メキシコとタイの年金基金は、2008 年に

それぞれ 7.46 パーセントと 9.40 パーセントの収益を生

み出した。 

 

 もうひとつの例はデンマークで、ある基金は 2008 年の

投資に対して 3.2 パーセントという比較的低い損失を報

告した。同基金は、それ以降、2009 年の上半期に 3 パ

ーセントのプラス結果を報告した。 

 

 デンマーク基金の投資アプローチは、そのガバナンス

規則と能力によって特徴付けられる。注目すべき要素

が 3 つある。 

 

・ 負債を個別のポートフォリオに分散することによる、

リターンの蓋然性が認められないリスクの回避。 

・ 投資ポートフォリオのアグレッシブな再配分と多様

化を用いた積極的なポートフォリオ管理。 

・ 危機の影響を予想し、ひいては潜在的損失を制限

する目的で、制度の脆弱性をテストするために妥

当な高いリスクを取るシナリオを実行すること。 

 

 改善の兆しは見られるものの、先進諸国における株

式価値の急激な縮小（2008 年の場合は平均 23 パーセ

ントの下落）と、政策誘導による金利の劇的低下は、退

職後所得の多くを私的年金制度に大きく依存するつもり

である現在および将来の退職者の財政的不安定を増

大させた。政府によっては最低年金の支給を保証して

いるところもあるが、財政的不安定は私的年金制度の

加入者が被るリスクの程度について懸念をもたらした。 

 

 私的年金制度が直面する問題に対応して、いくつかの

公的年金制度は危機と人口高齢化に起因する増大す

る財政課題に注意を向けているが、同時により高い給

付を支給するよう政治的圧力を受けている。 

 

社会保障制度の設計を改善する社会保障制度の設計を改善する社会保障制度の設計を改善する社会保障制度の設計を改善する    

 現在の危機により、多くの社会保障制度の財務状態

が試された。それでもなお、危機の影響を分析したとこ

ろ、社会保障制度の設計を改善するための 6 つのポイ

ントが見えてきた。 

・ 危機は年金制度の長所と短所をいくつか浮き彫り

にした。特に、適切な給付の財源として、金融市場

の投資からの一貫した高い収益見込みに依存する、

制度が直面する課題があった。 

・ 危機は、個人と国との間で、および賦課方式と完全

積立方式との間で、リスク分担を適切に均衡させる

必要性を際立たせた。 

・ 危機は、社会保障基金を投資するにあたって、適

切な資産分配とはどういうものか疑問を呈した。 

・ 危機は、危機発生シナリオに柔軟かつ迅速に反応

する能力をもった社会的保護プログラムを事前に

設計する重要性を強調した。 

・ 危機は、適切かつ効率的な規制、監督、投資政策

の必要性を改めて示した。 

・ 危機は、多くの発展途上国では失業保険給付の支

給が不十分であるか、または存在していないことを

浮き彫りにした。 

 

国家復興計画における社会保障の役割国家復興計画における社会保障の役割国家復興計画における社会保障の役割国家復興計画における社会保障の役割    

 金融危機は多くの社会保障プログラムの財政状態を

弱体化させたが、所得代替メカニズムとして、また景気

後退への対応を助ける政策ツールとして、社会保障制

度が果す重要な役割を際立たせた。失業の増大、送金

所得レベルの低下および貧困率の上昇の影響を緩和



することを狙いとして、各国は社会保障運営機関の重

要な実施能力を認めてこれを開発した。具体的には、地

方事務所を通じて各世帯に手を差し伸べる能力や、最

も弱い立場にいる者か失業者であるかを問わず、様々

な人口集団に素早く財源を届ける能力が含まれる。 

 

 需要全体を刺激し雇用創出を支援する努力に加えて、

政策立案者は、社会保障制度が個人所得と世帯所得

を平準化するパワフルな手段を提供することを認識して

いる。計画と調整に時間がかかる公共インフラに対する

規模の大きい投資とは違って、現金給付はほとんど遅

れることなく支給することができる。このことは、重要で

緊急かつ継続した家計消費ニーズをもつ受給者集団に

とって重要なポイントである。 

 

 多くの国において、危機前には社会保障制度の伝統

的な適用範囲であったものを大きく超える政策目標を追

求するために、危機は、社会保障制度を使った革新へ

と政策立案者を導いた。 

 

 今回の危機の間に、広範囲の社会保障政策対応が

実施されているのが観察された。その多くが「2009 年

ISSA 危機発生時の社会保障に関するセミナー：影響、

課題および対応策」で発表（Box 1）に示されている。 

 

 政策対応の設計にあたって、これらの政策（危機的状

況において一時的救済を目的とした政策）が、意図しな

い望ましくない永続的な副作用をもっていないかどうか、

多くの国が検討した。労働者を失業のままでいる気にさ

せてしまわないだろうか。企業を、離職すれば老齢給付

や障害給付の受給資格が得られるようになる労働者を

解雇する気にさせてしまわないだろうか。あるいは、こ

れらの政策は、人口高齢化の可能性によってすでに脅

威を受けている社会保障制度の長期財政的弱点をさら

に悪化させないだろうか。結果として、オーストラリアと

ポルトガルなどのいくつかの国は、永久的失業者また

は経済活動不活発者グループの出現を回避するため

の対応策を積極的に構築しようとしている。 

 

 年金または失業保険プログラムの適用が限られてい

る国では、危機は、経済的ショックを和らげることと世帯

に所得を提供することの両面において、社会保障提供

の価値を実証した。意義深いことに、これらは、ISSA の

ダイナミックな社会保障という概念枠組みの一部として

優先される主要な役割である。一般的にこの枠組みは、

保護の提供、予防の奨励、リハビリテーションおよび再

統合の積極的支援を、社会的に包括的かつ経済的に

生産的な社会の実現に貢献するような方法で進める、

社会保障制度の開発の促進を図ろうとするものである。 

 

実績を調査する実績を調査する実績を調査する実績を調査する    

 ここ数ヶ月を振り返ってみると、危機管理のエージェン

トとして選ばれた社会保障制度の役割について重要な

教訓をいくつか引き出すことができる。 

 

・ 社会保障制度は、危機「脱出戦略」の重要な構成

要素であり、需要全体を刺激し、社会的一体性をよ

り上手く保証することによって、とりわけ最も弱い立

場にある者に十分な保護を提供することによって、

経済を再活性化できる政策措置を提供することが

示された。 

・ 社会保障の政策対応は、インセンティブをゆがめる

ことなく、社会保障給付への長期依存を生み出すこ

ともない積極的な労働市場政策と組み合わされる

べきである。 

・ 財政損失は、公的社会保障制度および私的年金

制度の将来の課題に立ち向かう財政能力を弱めた。

このことは、特に基礎的な社会安全網の保証にお

いて、政府を潜在的に新たな財政危機に曝した。

その結果として、特に受容可能な投資戦略に関し

て、私的年金制度の規制とガバナンスを再考する

必要がある。 

・ 公的社会保障プログラムと私的年金制度の設計は、

世帯を金融市場リスクに過度に曝すものであって

はならない。十分な社会保障を提供する国の責任 

は、民間部門に委託することができない。 

・ 社会保障政策対応は、社会保障プログラムの財政

の持続可能性を確保する長期展望に基づいて構

築されるべきである。 

・ 社会保障運営組織は、リスク管理の全体的展望を

持って運営されなければならない。 

・ 財政状態が堅調な国は、当然のことながら、税収

を財源とする社会扶助イニシアチブを含め、財政を

刺激することができた。究極的に、リスクを軽減し、

弱者を守り、最低限でも万人のための基礎社会保

障を確保するうえで、国家の役割は不可欠である。 

 

各国の金融危機対応各国の金融危機対応各国の金融危機対応各国の金融危機対応    

オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア：老齢退職金積立金、社会的住宅供給、ジョブファンドへのアクセス拡大を促進することによって社

会的保護を拡大した。長期依存の問題に対処するため、一時解雇された見習/訓練生を対象に技能訓練パッケー

ジを提供する。余剰労働者に緊急支援を行う。 

 

ブラジルブラジルブラジルブラジル：失業給付を深刻な影響を受けた部門へ拡大した。レイオフ規則を変更し、解雇された労働者に対して訓

練を行う。最低賃金調整と CPI の年次調整を加速した。ボルサ・ファミリア・プログラムに基づく支給を増額した。受



給者の銀行融資へのアクセスを増やした。地域の社会保障事務所の数を増やした。 

 

カナダカナダカナダカナダ：一般的に雇用保険が適用されない者を含め、労働者のスキルを上げるための長期訓練プログラムへの追

加資金供給を認めた。失業給付の支給期間とワークシェアリング協定の期間を延長した。事業主の倒産によって

影響を受けた労働者対象の離職手当および解雇手当をカバーするために、賃金所得者保護プログラムを拡大し

た。見習いプログラムを強化した。 

 

チリチリチリチリ：一部の労働者に連帯基金から追加給付を支給する。失業者への適用を拡大した。若者の雇用を刺激するた

めの追加的インセンティブを策定した。失業者を支援するためのプログラムを強化した。家族給付受給者に追加補

助を提供する。 

 

スウェーデンスウェーデンスウェーデンスウェーデン：失業者のための職業紹介所の財源を増やした（仕事の指導、訓練、スキル開発）。失業者を 1 年以

上雇っている事業主に追加補償を行う。失業保険の資格条件を一時的に緩和する。 

 

アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国：2009 年復興再投資法は、2008 年 11 月から 2009 年 1 月までの月に社会保障給付および補足社

会所得給付を受給する資格のあった個人に、250 米ドルの一回限りの支給を定めた。危機によって生じた追加業

務を処理する目的に、政府の景気浮揚策から 5 億米ドルが利用可能となった。 

 

ロシア連邦ロシア連邦ロシア連邦ロシア連邦：政府は 2009 年に平均月額社会年金を増額することを約束した。連邦予算は雇用を安定させるために

437 億ルーブルを追加計上した。最高失業給付は、2009 年に 50 パーセント増額された。一時解雇労働者の就職

競争力を改善するための施策が導入された。 

 
前を見据える前を見据える前を見据える前を見据える    

 危機とそれに対する政策対応の特徴は、国の社会政

策目的とマクロ経済目標の実現における社会保障運

営組織の重要な役割を際立たせた。社会保障運営組

織は政府内で特別な隙間に位置することが多い。一般

市民との近接性は、社会保障組織を、給付のみならず

サービスや情報も提供する理想的な手段にする。その

データベースは、何が可能であるかについて情報を与

えることによって、政策の策定に関して政策立案者を

手助けする。社会保障運営組織は政策の実施主体で

あり、実際に施行される政策が意図したとおりであるか、

違っているかを決定する。かかる政策イニシアチブに

ついての知識や学んだ教訓を普及させることは、恐らく

有益だろう。この目的を達成するため、社会保障が果

す重要な社会的役割をさらに促進するうえで必要な政

治的意思を育成するという目的をもって、ISSA は社会

保障運営組織と政策立案者が話し合うことができるユ

ニークなフォーラムを構成している。 

 

 したがって、政策の策定、とりわけ危機における政策

の策定において社会保障運営組織に依存する政府に

対しては、言うべきことがたくさんある。国際組織（国際

開発金融機関と国連機関）はその仕事のなかでこの協

力関係を育むべきである。そして、そのような協力関係

は ISSA と世界中の会員組織の間でも等しく不可欠で

ある。 
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