
顧問の雑学知恵袋 

老後のお金はいくら必要？ 「90 歳超の人生」に備えよ 

一冊の本が老後マネーの世界を揺さぶっている。 

『ライフ・シフト』。英ロンドン・ビジネススクールのリンダ・グラットン教授らが書いた、「人生 100 年時代」を

乗り切るための本だ。昨年秋に出版されると瞬く間にベストセラーになり、現在 16 万部。老後マネーの考え方もし

っかり論じられているが、とりわけ「2007 年に日本で生まれた子どもの半分は 107 歳まで生きる」とする予想が人々

の心をとらえた。 

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰの深田晶恵さんは『ライフ・シフト』後に「より長寿」を意識する男性が増えたという。 

あの本が出る前は、『どうせ 90 歳までは生きられない』と言う男性が多かったのですが、最近は『ひょっとしたら

長生きするかも』に変わりました。 

人生先立つものはお金。超長寿社会がどんどん現実化するにつれて、それへ向けてのお金の備えを気にする人々が

増えているのだ。 

日本人の平均寿命は男性 80.98 歳、女性 87.14 歳だが、これは今のゼロ歳児が何歳まで生きるかを示す数字だ。実

際の日本人が何歳まで生き延びるかは、厚生労働省の「簡

易生命表」を見ご確認ればわかる。 

最新のそれによると、「100 歳」まで生き残る確率は男

1.6％、女 6.9％で、さすがにまだごく少数だ。しかし、「95

歳」になると様相が変わる。男 9.1％に対して女 25.2％で、

女性は一気に高まる。「90 歳」まで下げると男 25.6％、

女 49.9％となり、男性でも 4 人に 1 人が生存し、女性は

実にほぼ半数が生きている結果になっている。 

確かに、90 歳は確実にライフプランに組み込む必要がありそうだ。夫婦単位で考えると 95 歳も十分視野に入って

くる。 さて、「人生の終点」の予想がついたところで肝心の老後マネーである。 

老後は年金収入で暮らし、受け取る年金以上のお金を使うのが普通だ。収入より支出が多くなるわけで、その差額

を貯蓄から取り崩していく。従って、生きている間に取り崩す分を準備しておく必要がある。 

65 歳スタートで「90 歳」か「95 歳」のゴールで考えてみよう。計算方法は次のようになる。 

収入である年金をいくらもらえるかは、年に 1 回来る「ねんきん定期便」でわかる。それに夫婦分を足せば年間の

年金額が出る。企業年金などほかの収入がある場合は、それも加える。 

一方、月々の支出は、現在の家計を参考に、老後にどんな生活を送りたいかを想像しながら金額を決めてほしい。

これは夫婦で話し合って決めるのが鉄則だろう。月々の支出 12 カ月分に、国内旅行代や固定資産税など年単位でか

かるお金を足せば、年間の支出額が出る。 

年金額から支出額を引くと、いくら貯蓄を取り崩さなければならないかが出てくる。その金額に残り年数（この場

合は 25 年か 30 年）をかけると、死亡するまでに生活費として必要になる取り崩し額が出てくる。 

計算は、まだ終わらない。毎年は必要ないが、数年に 1 回、あるいはそのうちに必ずかかる費用があるからだ。住

宅のリフォーム代や医療・介護費用、海外旅行などで、これらのイベントに必要になりそうな金額を見積もる。こ

れに取り崩し額を足せば、老後に準備しなければならない金額になる（物価変動は考慮していない）。 

注意したいのは、月々の支出一つとっても個々の家庭で金額が変わることだ。生命保険文化センターの意識調査に

よると、「老後の最低日常生活費」は夫婦で月 22 万円だが、「ゆとりある老後生活費」となると月 34.9 万円に跳ね

上がる。要するに、必要な老後マネーは家庭ごとで異なるのだ。 

とはいえ、生活レベルに応じた「目安」は必要だろう。ここからは、老後に対するさまざまな考え方と、そこから

導き出される準備金額を見ていこう。 
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経済ジャーナリストの荻原博子さんは、細かい計算よりも、65 歳以降は生活スタイルをガラッと変えればお金はか

からないという。 

「夫婦で 20 万円程度の年金がもらえるのなら、生活費はその範囲内で賄えばいい。年金に合わせた生活です。会社

に行く必要がないから背広は必要ないし、夫婦 2 人だと食費もそんなにかかりません。これからは年金が減るとい

いますが、年を取れば消費する金額も少なくなっていきます」 

生活費を年金で賄えるとすると、準備しておくべきお金は、「介護」と「医療」を考えればいいという。先の生命保

険文化センターの調査によると、一人の介護に実際にかかった費用は「約 550 万円」。医療費は高額療養費制度があ

るため、70 歳を過ぎた一般所得者の世帯では、どんなに医療費がかかっても負担は月額「5 万 7600 円」で済む。 

「すると、介護は 2 人で 550 万円×2＝1100 万円。医療費はざっくり 200 万～300 万円をみておけばいいでしょう。

これに 100 万円余裕を持たせたとして、1500 万円あれば最低限の準備はできます」（荻原さん） 

総務省の「家計調査年報」（2016 年）を見れば、高齢世帯の収入や支出の全国平均がわかる。 

それによると、高齢夫婦無職世帯の月々の実収入は「21 万 2835 円」で、うち年金は「19 万 3051 円」だ。ここか

ら税金と社会保険料が引かれ、可処分所得は「18 万 2980 円」となる。 

一方、支出を見ると消費支出が「23 万 7691 円」だ。主

な支出は、食料（27.3％）、交際費（12.2％）、教養娯楽

（11.1％）、交通・通信（10.6％）の四つ。現在のシニア

世帯の旺盛な活動ぶりがここからもうかがえるが、この

消費支出と可処分所得との差額、「5 万 4711 円」が月々

の貯蓄取り崩し額となる。 

年間の取り崩し額は「5 万 4711 円×12＝65 万 6532 円」

になる。90 歳のゴールまでだと「約 1640 万円」、95 歳

までだと「約 1970 万円」の貯蓄が必要になる計算だ。全

国平均でさえ、寿命が延びれば「2 千万円」が視野に入

ってくる。 

「介護」と「医療」1500 万円＋90 歳約 1600 万=3100 万 

             ＋95 歳約 2000 万=3500 万 

※週刊朝日 2017 年 12 月 1 日号より抜粋 
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■年齢別必要老後資金 
    

単位:万円 

  100 歳まで生きたい人 90 歳までで良い人 

現年齢 A B C A B C 

  節約家 平均的 贅沢派 節約家 平均的 贅沢派 

６５歳 1,840 3,100 8,140 1,600 2,500 6,100 

７０歳 1,720 2,800 7,120 1,480 2,200 5,080 

７５歳 1,600 2,500 6,100 1,360 1,900 4,060 

８０歳 1,480 2,200 5,080 1,240 1,600 3,040 

(特別支出なし) (480) (1,200) (4,080) (240) (600) (2,040) 

８５歳 1,360 1,900 4,060 1,120 1,300 2,020 

(特別支出なし) (360) (900) (3,060) (120) (300) (1,020) 

 

ザイ編集部 2018 年 8 月 23 日公開より 
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老後マネーはこうして求める        

                                       

○毎月の生活費の過不足を計算する              

夫婦の年金収入(手取り)  毎月の生活費      毎月の過不足額 

                           

○生涯の生活費の不足を計算する  

毎月の過不足額  年間に換算   年間の過不足額      

        

年間の過不足額    これからの生涯年数  生活費の生涯過不足額     

         

○特別支出を計算        

リフォーム代  車の買い替え   家電の買い替え  

                                   

国内・海外旅行  子孫等費用援助   冠婚葬祭費  

                                   

介護・医療  予備費    特別支出合計      

            

○過不足する老後資金       

生活費の生涯過不足額 特別支出合計   過不足老後資金      

                     

現在の貯蓄額  過不足老後資金   生涯貯蓄残高  

         

○生涯貯蓄残高がプラスの場合          

毎月の生活費にいくら上乗せ出来るかこれからの生涯年数 

生涯貯蓄残高(プラス)    生涯年数の月数     上乗せ可能額 

             

毎月の生活費        上乗せ可能額      ゆとりの生活費 

             

又は、現在の生活レベルを維持すれば、あと何年生きられるか 

生涯貯蓄残高        毎月の生活費           これからの生涯年数   何歳まで生きられるか 

              

○生涯貯蓄残高がマイナスの場合 

毎月の生活費をいくら節約しなければならないか          

生涯貯蓄残高(マイナス)  生涯年数の月数      節約額 

             

毎月の生活費       節約必要額        節約生活費 

             

又は、現在の生活レベルを維持すれば、あと何年しか生きられないか 

生涯貯蓄残高(マイナス)  毎月の生活費            これからの生涯年数   何歳までしか生きらない 
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余計なお世話かも知れませんが、これか

らの人生について大切なお金の問題を

取り上げて見ました。 

今現在の生活に自信を持って、より有意

義な余生を送って下さい。 

 

    おせっかいやきの 中野より 



遺族年金について 

 

自分が死んだら妻はいくら受け取れるか? 

■年金種別の遺族年金の支給基準 

 

 

■老齢厚生年金の仕組み 

 

 

■遺族厚生年金について  自分が死んだら妻はいくら受け取れるか? 

 

報酬比例額 × 75%(3/4) ＋ 寡婦加算 = 遺族厚生年金  ※寡婦加算は妻の生年月日により決まる 

遺族厚生年金 - (妻の厚生年金は 0円) ＋ 妻の国民年金 = 妻が受け取る年金の総額(年額) 

 

 

 

 

 

加入している公的年金
18未満の子ども

の有無
給付の種類

国民年金 あり 遺族基礎年金

（自営業者・フリーランスなど） なし 寡婦年金または死亡一時金

厚生年金 あり 遺族基礎年金+遺族厚生年金

（会社員など） なし 遺族厚生年金

共済年金 あり 遺族基礎年金+遺族共済年金

(公務員など) なし 遺族共済年金

40年超加算 = 40年を超えた年数(月数)分を上乗せされる

= 現役時代の報酬(給料・賞与)により確定

※報酬額に比例して設定される

老
齢
厚
生
年
金

報　酬
比例額

=
40年(４８０ケ月)

40年基準定額　779,300円 ×
年金を支払った年数(月数)

老齢基礎年金

■年金機構への問い合わせ窓口

⇒つながりにくい　

　　つながるまで時間がかかる

⇒つながりやすい　

　　親切丁寧な対応をしてくれる

０５７０ － ０５ - １１６５

０５７０ - ０５８ - ５５５

(20 歳～60 歳) 年額 
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