2040年の

社会保障を考える

公的年金の
「財政検証」
シナリオを問う
2029年以降の技術革新（TFP）の伸びが年率0.3〜0.8％のシナリオでは、年
金の所得代替率は50％を下回る可能性が高い。老後の防貧機能をどうするか。

（法政大学経済学部教授）
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▲はマイナス。TFP上昇率が#の値以上になる割合をpとする。N年間のうちM年以上にわたってTFP上昇率が#の値以上にな
る確率qは以下で計算できる
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2029年度以降のTFP（全要素生産性）の上昇率予想

