ライフプランを考えるときに知っておきたい話題を取り上げて解説します

法改正により iDeCo の受取方法の選択肢が広がる。積立の期間を最大で 65
になった。

イ

デ

コ

ｉＤｅＣｏこと個人型確定拠出年金制度

なります。これをうまく活用すれば全額が
非課税となり得ますし、課税対象となった
ｉＤｅＣｏの加入口座は２０２１年に

ｉＤｅＣｏはとかく、積立時点での税制

ることです。現在の収入のうち一部を自分

その分、所得税や住民税の負担が軽減され

は全額所得控除つまり非課税扱いとなり、

な制度です。最大の特長は積み立てた掛金

た。改正のポイントは以下のとおりです。

受取方法の選択肢が多様になってきまし

２０２２年いくつかの法改正が施行され、

の ペ ー ス で 拡 大 が 続 い て い ま す 。さらに

一人一人の高齢期のライフプランに応じた

受け取るか」を自由に選べることにより、

から受け取るか」「年金あるいは一時金で

取方の多様性もまた特長の一つです。「何歳

選択が可能になります。

「何歳から受け取るか」という選択肢は

「 何 歳まで働けるか」と基本 的にセットで

き方であれば、 歳以降もｉＤｅＣｏへ
の積立が継続できるようになりました。

歳あるいはそれ

以上も働けるように急速に変化しつつありま

す。国も 歳までの雇用確保措置を努力義務

す。高齢期の雇用環境は
● 受 取時期を ～ 歳の間で選択できる
ようになった…… ～ 歳までの間で受

％の課税がされますが、これもｉＤｅＣｏ
では免除されます。運用により４・０％の

け取る仕組みだったものが 歳まで拡充

70

としており、将来的には 歳までの雇用確保

ますが、その際、「一時金」で受け取る場合

老後の受取時には課税されることになり

みたいと思います。受取時の税金にも留意

ｉＤｅＣｏの上手な受取方について考えて

今回は、こうした法改正も踏まえつつ、

取っています（繰り上げ・繰り下げの年齢

グで受け取り始める制度というスタンスを

標準としつつ、 ～

公的年金制度は

が完全義務化されることになるでしょう。

は退職金に準じて「退職所得控除」の対象

しつつ、退職金や公的年金等の給付と組み

60

歳を受取開始年齢の

となり、「年金受け取り」の場合は公的年

によって年金額が増減する）。これにより、

70

合わせて受け取るケースも考えてみます。

違いです。

70

60 75

金と合算して「公的年金等控除」の対象と

した。

収益を得たとき、課税されて３・２％しか

お得です。

負担が軽減されるわけですから、明らかに

の老後のための積立に回せば、目の前の税

２００万口座を突破し、年間

メリットに焦点を当てられがちですが、受

受取時期、受取年数、
受取回数を選択できる

山崎 俊輔
万口座

場合でも低い税負担ですみます。

フィナンシャル・ウィズダム代表

１）何歳から受け取るか

は、任意で加入し自分の老後に備える公的

[ やまさき・しゅんすけ ]
企 業 年 金 研 究 所、FP 総 研を経
て独立。商工会議所年金教育セ
ンター主任研究員、企業年金連
合会調査役 DC 担当などを歴任。
退職金・企業年金制度と投資教
育が専門。著書に『読んだら必ず
「日本版 FIRE 超入門』
（2021 年、
ディスカバー 21）等がある。

70

75

60

金融商品の運用収益には通常 ・３１５

65

され、受取時期を選ぶ自由度が高まりま

20

残らないか４・０％すべて残るかは大きな

60

● 積立の期間を最大で 歳まで延長できる
ようになった……年金保険料を納める働

50

法改正で受け取りの自由度が
高まるｉＤｅＣｏ

ｉＤｅＣｏに関わる法改正と
受取時の注意点
歳まで延長できるようになり、受取時期も 60 ～ 75 歳の間で選択できるよう

歳の好きなタイミン

75 65
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歳から

ら、ライフデザインができるようになってき

働 き 方 や リ タ イア 年 齢 を 自 分 で 選 び な が

の組み合わせも可能です。そのため一部を

金融機関によっては「年金」と「一時金」

「一時金で受け取るか」を選択できます。

あります。まず、「年金で受け取るか」

負担ということが多いので、あえて少なめ

す。ｉＤｅＣｏの場合、振込手数料が自己

Ｃｏを老後のゆとり資金として活用できま

２回の給付とすればボーナス感覚でｉＤｅ

受け取りたいなら、年６回を選びます。年

だから、 歳まで働く」というルールにしば

ました。「公的年金の受取開始が

一時金で受け取りつつ、残りを年金で受け

られる必要はもうないのです。
今年４月、公的年金が 歳まで繰り下げ
わせ「 ～ 歳まで」の受取開始時期から

年数」と「受取回数」も選択できます。
年で受け取ることとなっています。

まず、受取年数については法律により５
～

「５年、 年、 年、 年のいずれかから

ｉＤｅＣｏは「 歳まで受け取れない」
という点がデメリットとして強調されがち

選ぶ」のように選択肢の固定型と「５～

決まりはありません。 歳まで継続雇用の

60

歳で受け取らな

15

20

扱う金融機関によって選択肢が限定されて

いることもありますので、事前に確認をし

ておくといいでしょう。

受け取りは年金か一時金かを
決める要素「税制」

ｉＤｅＣｏの受取方を考える際、基本的

リタイア年齢を設定する人は、ｉＤｅＣｏを

とも可能です。この場合は生命保険会社の

公的年金のように終身年金で受け取るこ

を 選択するべきです。しかし、見逃せない

ライフプランを考慮し、年金か一時金か

には「何歳まで働けるのか」を軸にした

受け取る年齢も遅くしていいわけです。
逆に「 歳以降はゆるく働くので、働き

要素があります。それは「税金」です。

機関によって異なります。

内での自由設定型があります。これは金融

年の間で好きな年数を選ぶ」のような期間

20

10

終身年金保険をｉＤｅＣｏ内で購入し、保

くてもいい」人が増えています。もっと遅く

環境が整ってきた今、「

65

60

受取方法については、ｉＤｅＣｏを取り

の振込回数にしてみるのも一考です。

65

られるようになり、ｉＤｅＣｏもこれに合

75

「 ～ 歳まで」に拡充されました。

70

さらに年金で受け取る場合には、「受取

取ることができるのです。

65

75 60

ですが、 歳で受け取らなければいけない

20

れど、その後２年間はｉＤｅＣｏの取り崩し

歳でリタイアするけ

ながらｉＤｅＣｏも受け取りたい」という

元が取れない場合もあるので、金融機関に

状況下では平均寿命より長生きをしないと

ます。終身年金を選択すると低金利の経済

険会社のルールにもとづき年金額が決まり

を通る必要があり、ｉＤｅＣｏは受取時が

課税です。税の原則として一度は課税の網

課税されていません。また、運用収益も非

ｉＤｅＣｏについては積立時点で掛金に

選択肢もあれば、「

だけで暮らし、 歳からは２年間の繰り下
生涯受け取る」といった選択肢もあります。
２）「年金」で受け取るか？

年金での受け取りにはもう一つ選択の自

優遇が設定されています。
とです。「年１回、２回、３回、４回、６

１）「年金」受け取りは公的年金等控除

を確認します【図表１】。

まず、受取時の課税ルールについて原則
ｉＤｅＣｏはそもそも年金制度ですが、

回、 回」のように選べます（こちらも各
金融機関による）。公的年金と同じ感覚で

先に、年金受け取りの場合の税制を確認

一人一人の老齢期の資金ニーズが多様であ

由があります。それは受取回数を選べるこ

後の生活を営む重要な資産であるため税制

課税タイミングにあたります。ただし、老

65

げにより ・８％増額された公的年金を一

67

「一時金」で受け取るか

選択肢がない金融機関もあります。

確認してみてください。なお、終身年金の

60

16

ることを考慮し、受け取りの選択肢に幅が

12
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【図表１】
「年金」と「一時金」の受け取り時の税制の違い
①「年金」受け取りの場合（雑所得）
年金受取額

（

— 公的年金等控除額 ）＝

・公的年金
（老齢基礎年金、
老齢厚生年金）
・企業年金
公的年金と合算して
・iDeCoや企業型DC
課税計算を行う
の年金受け取り

基礎控除額が48万円あるので、
それ以下なら非課税

課税対象額
60歳～
65歳～

年 60万円まで
年110万円まで
は非課税

②「一時金」受け取りの場合（退職所得）
（ 一時金受取額

— 退職所得控除額 ）×1/2 ＝

・退職金（退職一時金）
・企業年金の一時金
・iDeCoや企業型DCの
一時金

最初の20年は年40万円
21年目以降は年70万円
の非課税枠

課税対象額

非課税枠を超えても
その半分だけを課税
（他の所得とも合算せず）

【図表２】一時金を複数受け取る場合の「退職所得控除額」はどうなるか？
60歳
■ Aさんの例

←積立 受け取り→
【図表３】の ア の例

① 同一年に受け取り

・2,000万円＋350万円＝2,350万円
・大
 きいほうの退職所得控除額
ア
「2,060万円」
を用いる
・2,350万円－2,060万円＝290万円
・290万円×１/2＝145万円が課税対象額

アとイの大きいほうの
退職所得控除額を用い 60歳：iDeCo
て計算

ア退職金の勤続年数
にかかる退職所得
控除額2,060万円
（40万円×20年
＋70万円＋18年）

一時金350万円

【図表３】の ウ の例

② iDeCoを

「後」に受け取り

38年勤続

60歳：退職金
2,000万円

iDeCoは
「20年前」
まで遡って退職所得
控除額を共有

iDeCo20年積立
イiDeCoの積立期間
にかかる退職所得
控除額800万円
（40万円×20年）

60歳：退職金
2,000万円

・2,000万円＋350万円＝2,350万円
・大きいほうの退職所得控除額
ア「2,060万円」を用いる
・2,350万円－2,060万円＝290万円
65歳：iDeCo ・2
 90万円×１/2＝145万円が課税
一時金350万円 対象額

【図表３】の イ の例

③ iDeCoを
「先」に受け取り

退職所得控除額
「2,060万円」
ア2,000万円－2,060万円=
   －60万円 全額非課税

65歳：退職金
2,000万円

「５年」
以上、
間が空くと、
退 職 所 得 控 除 額は別々 60歳：iDeCo
一時金350万円
にカウント

イiDeCoの積立期間にかかる
退職所得控除額
「800万円」

します。年金で受け取るときは、「雑所

得」扱いとなります。「雑」というのは、

給与所得や株式の譲渡益などと異なる「そ

の他の所得」という意味合いです。そし

て、同じく雑所得の公的年金と合わせて

歳以降は年

65

「公的年金等控除」を受けられます。

公的年金等控除により

１１０万円までの年金収入は非課税になる

のですが、この金額だと自営業者等で国民

年金にのみ加入していたか、厚生年金に加

入していた期間が短くまた給与水準も高く

なかった場合などに限られます。

ということは、公的年金だけで所得税や

住民税を納めている人は、ｉＤｅＣｏの年

金を上乗せして受け取れば課税されるとい

うことです。公的年金等控除があり、税率

も現役時代と比べれば低くなるとはいえ、

税負担が生じることもあり、年金受け取り

のお得感は下がる傾向にあります。

２）「一時金」受け取りは退職所得控除

退職一時金いわゆる退職金は、老後を

過ごす大きな経済的よりどころです。その

ため、一定の非課税枠を設けられています。

退職金はもちろん、企業年金を一時金とし

て受け取った場合、ｉ Ｄ ｅ Ｃ ｏを一時金で

受け取った場合などは、「退職所得控除」

という非課税枠が設定され、超過分のさら

退職所得控除は勤続年数（ｉＤｅＣｏ等

に半分にのみ課税されます。

※③は現状では実現性が低い（退職金は60歳で支給されることが多いため）。
ただし、今後、退職金が65歳で支給されるようになれば、実現の可能性が出てくる。

34

は掛金の積立等を行った期間を用いる）を

しまうと、しばしば退職所得控除の枠を超

複数ある場合、すべて一時金で受け取って

では、５年以上、間を空ければ退職所得

の枠を使うことになります。

万

年目までは年

控除の枠が新たに使えるかというと、ｉＤ

もとに計算します。

えてしまい、課税されることになるので注

円、それ以降は年 万円が退職所得控除さ
れますので、 年勤続（あるいはｉＤｅＣ

退職所得控除の枠を超えることはまずない

ここまでの説明は、「同一年」に複数の

４）複数
 の一時金を異なる年にもらう場合
は要注意

ものになりますが。

ように思いますが、実際には１つの退職所

ているので、別々に退職所得控除を使える

退職金とｉＤｅＣｏの受け取りは５年離れ

時金を 歳まで遅らせて受け取るパターン

ｏ等に積立）した場合は２２００万円の非

でしょう（運用でかなり大きな収益を上げ

一時金を受け取る説明を念頭に置いていま

得控除を用います。というのも、ｉＤｅＣｏ

ｉＤｅＣｏ単体で考えた場合、基本的に

たか、自営業者等の積立枠をフル活用した

した。基本的には、ほとんどの方がこれに

場合を除く）。
３）複数
 の一時金を受け取った場合
どうなるか？

を考えてみます【図表２②】。この場合、

年前まで遡って退職所得控除の枠を共
関してはいつ受け取るかが自由に選べるの

ら

有するからです【図表３】。「ｉＤｅＣｏな

歳まで受け取り時期をずらせるので、
で、「異なる年」に受け取る可能性もあり

った場合」です。勤務先から退職金を受け

ます。もし税金でお得になるなら、退職金

５年以上受け取り時期をずらせば退職所得

ころですが、そうはいかないわけです。

控除が別に使えるのでは？」と思いたいと
原則として、退職所得控除は別々のカウ

と別の年に受け取ることも考えられます。

場合は、それぞれに退職所得控除がある

ントとはなりません。最初の一時金を受け

「年数」については、ｉＤｅＣｏの加入年

まず、退職所得控除の計算基礎となる

年にまたがった場合、ｉＤｅＣｏ以外の一

に新たに発生した控除枠になります。複数

退職所得控除は、使い残した分かそれ以降

場合、次の一時金を受け取るときに使える

択、また受け取り開始時期を設定するとい

のポイントを考慮し、一時金・年金を選

が、現実には以下のようなライフプラン上

税制上の取り扱いは以上のとおりです

受け取りを検討する
いくつかのポイント

数と勤続年数の「長い年数のほう」が使え

時金は５年までは通算して考えます（「５

いでしょう。

取るときに退職所得控除を使ってしまった

ます。 歳からｉＤｅＣｏに加入して 歳

年ルール」と呼ばれる）。

一時金で使うことになります。

のではなく、一つの退職所得控除を複数の

取り、ｉＤｅＣｏも一時金として受け取った

問題となるのは「複数の一時金を受け取

20

75

課税枠が得られます。

歳で退職金を受け取り、ｉＤｅＣｏの一

ｅＣｏの場合、そうはなりません。例えば

40

は

のみ課税なので、税負担率としては小さい

意が必要です。それでも超過分の２分の１

20

70

該当するでしょう。しかし、ｉＤｅＣｏに

60

40

【図表２①】。重複していない期間がある

の退職所得控除を使って考えるわけです

が２年にまたがる場合は、それぞれの制度

年金の一時金など２つの一時金の受け取り

例えば退職時期の関係で、退職金と企業

返済しながら継続雇用（再任用）で働いた

借入が 歳時点で残っている場合、これを

１）住宅
 ローン等が残っているか
住宅ローン、教育ローンなどまとまった
退職金、ｉＤｅＣｏ、企業年金など給付が

場合は、さらに上乗せできます。

で退職所得控除を考えるのではなく、１つ

歳から 歳まで働いていた人なら 年分

になった場合、 年分しかありませんが、

60
38

20

40

60

１つの退職所得控除で課税
iDeCo
退職金
iDeCoが
「後」
ウ
（20年ルール） 受け取りA

65

60
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22

１つの退職所得控除で課税
A、Bの退職所得は
各退職所得控除で課税
X+19年まで
X年
X+4年まで
【図表3】
退職金
iDeCoが先か 基本的な考え方 ア 退職金
受け取りA 受け取りB
（5年ルール）
iDeCoが後か
X+5年以降
※iDeCoが
で課税ルール
退職金
退職金
「先」もこれ イ
受け取りA
受け取りB
が変わってくる

ますので、まとまった資金を受け取って返

り、年金生活に入るのは家計の不安となり

でしょう。

ようなら、ｉＤｅＣｏは年金受け取りでも

えます。退職所得控除を使い切ってしまう

公的年金

公的年金

歳代前半、年収がダウンしながら働く

公的年金
iDeCo

② 6
 5歳までの間、５年分割の年金払いとしてiDeCoを受け取る（65歳までは年60万円ま
控除の枠を超え、課税されます。

で非課税になる）」を使った非課税受け取りが考えられます。

以降は年110万円まで非課税。他に収入がないなら158万円まで非課税）」という

方法もあります。

間違いありません。 歳以降の雇用条件、

税枠が大きく、また確実に得られることは

行の税法では、退職所得控除のほうが非課

ほうがベターということになりますが、現

税金については、基本的に課税されない

一時金か年金、
結局どっちが得か

が考えられます。

それまでのつなぎ年金として受け取る方法

繰り下げ年金を検討する場合、ｉＤｅＣｏを

一生涯の安定収入とする考え方です。もし

で、Ｐ（公的年金）を繰り下げ、増額して

の仕事）やＰ（私的年金）を活用すること

いう考え方が注目されています。Ｗ（高齢期

近年、日本年金学会などで「ＷＰＰ」と

３）公的年金を繰り下げるか

いいでしょう【図表４】。

２） 歳
 代前半の年収減を補う必要があるか

済をしてしまうほうが安心です。退職金や

公的年金は繰り下げ
で42％増額

③

iDeCoを65歳
か ら 受 け 取 り、
公的年金を繰り
下げ増額する

てください。

最新の税制にもとづく試算を行うようにし

する可能性があります。受け取り時点での

議論が何度か上がっており、将来的には縮小

なお、退職所得控除については見直しの

を選択してみてください。

希望などを総合的に考えつつ、有利な課税

ローン等の資産状況、個人のライフプランの

60

60

60

場合、この５年間の生活費に充当する目的

①

65～70歳まで公的年金を受け
取らなければ、iDeCo収 入 の
うち年110万円までは非課税、
無職なら合計158万円まで非
課税（仮に70歳から公的年金
を受け取れば42％増額となる）

ｉＤｅＣｏを一時金で受け取り、それでロー

公的年金の受け取り開始を65歳より遅らせて、年金払いでiDeCoを受け取る（65歳

③

iDeCoの年金受け取りと、公的年金受け取りを単純に重ねてしまうと、公的年金等

①

iDeCo

iDeCoも 公 的 年
金も同時期に受
け取り開始

65歳まで公的年金を受け取ら
なければ、iDeCo収入のうち
年60万円までは非課税、無職
なら合計108万円まで非課税

②

iDeCoを60歳代
前 半に 受け 取り、 iDeCo
公的年金と同時に
受け取らない

「公的年金＋iDeCo収入」
での税額計算になって
しまう

でｉＤｅＣｏを計画的に取り崩すことを考

60歳

65歳

70歳

ンの未返済額を一気に返してしまうといい

【図表４】iDeCoを「年金」で受け取る場合の税制上の工夫
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