
180-参・財政金融委員会 平成 24年 06月 19日 

※厚生年金基金への質問に対する厚生労働副大臣としての答弁 

 

 

 

○若林健太君 おっしゃるとおり、極めて慎重に検討しなければならない課題であります

けれども、先ほどのような公的な資産について詐欺を行ったという質的な問題、あるいは

広範囲なもの、今の併合罪についての考え方、一度やっぱり議論するべきであるというこ

とを問題提起として申し上げておきたいというふうに思います。 

 さて、このＡＩＪ問題というのは実は巨額詐欺事件でありますけれども、このことによ

って浮き彫りにされたのは厚生年金基金というものの制度そのものについての議論であり

ました。これも今朝の新聞ですけれども、今日びっくりしたんですが、在り方検討委員会

が開かれて、実は様々な検討委員会としての最終報告文案、その中でこの厚生年金基金の

改正案についての考え方というのが役所の方から明らかになったようであります。 

 この厚生年金基金については、御案内のように、全体五百九十五ある基金のうち八割方

は実は総合型と言われる中小企業にかかわるものであります。多くのものはいわゆる構造

不況業種である中で、実は右肩上がりを前提としていたこの基金の運用というのが非常に

難しくなっていた。一時期制度の改正によって四〇一ｋなど制度の変更をということを働

きかけたけれども、新たな制度へ移行することがなかなか難しいものが実は残っていた、

そういう問題もあったのではないか。代行割れ基金が四割も抱えているというこういう実

態、やっぱりここで抜本的な改正を踏み切るべきである、このように思うわけであります。 

 そこで、まずこの代行割れの対応について、今日の朝刊に出ておりますところによりま

すと、連帯債務についてはこれを解除するというようなことが書いてございました。私は

当然検討するべき事項じゃないかなと、こんなふうに思ってございます。考え方とすれば、

やっぱり基金を解散する時点で、解散申請した時点でそれぞれの基金全体としての債務を

確定し、そして構成するそれぞれの企業の債務を確定する、どこかがぶっ潰れたからとい

って、それを負っていくような形は取らないということが大切じゃないかと思いますが、

この点、今日の朝刊のあの記事についての確認を含めて御答弁をいただきたいと思います。 

 

○副大臣（辻泰弘君） 若林先生から御指摘をいただきましたように、四月十三日から厚

生労働省内に有識者会議を設置いたしまして、この厚生年金基金の資産運用、また財政運

営、そして制度の在り方、こういったことの議論をさせていただいておるところでござい

ます。 

 そして、もう委員御案内のとおりでございますけれども、まず現行制度におきましては、

総合型基金が特例解散をして分割納付を行っている間に一つの企業が倒産した場合には、

残った企業が倒産した企業分を負担するということになっているわけでございます。これ



は、現行法の下では、解散した後も、個々の企業ではなく基金が国に対して不足分の債務

を負っているということでございますので、一社が倒産しても国に対する債務としては残

るということのためでございます。 

 先生から御指摘いただきましたように、解散時に個々の企業の債務を確定して、倒産し

た企業分を負担しないということにいたしますと、倒産企業の加入者、受給者の代行給付

はそもそも減額できませんので、その負担は厚生年金本体が負担することになるというこ

とになりまして、この点については国民的な理解が得られるかどうかが論点となるもので

ございます。 

 そこで、現在開催いたしておりますその有識者会議におきましてもその点は議論をさせ

ていただいているところでございまして、御指摘いただきましたような、解散時に各企業

の債務を確定してはどうかという御意見もいただいているところでございます。 

 この有識者会議は今月末を目途に報告をまとめさせていただくことといたしております

ので、その報告を踏まえまして、厚生労働省として方針を定め対応していきたいと、この

ように考えております。 

 

○若林健太君 新聞ではもう既にやるようなことを書いてありましたけれども、これから

検討と、こういうことでございました。 

 同時に、代行割れについて言えば、今、特例解散のときに十五年分割で返済していいよ

と、こういうあれがあります。これ、もう少し延ばすべきではないか、例えばどんと三十

年というようなことを考えてみる必要もあるんではないか、こんなふうに思いますが、そ

ういった検討は項目として挙がっているのかどうか、お伺いしたいと思います。 

 

○副大臣（辻泰弘君） 若林先生御指摘いただいた問題でございますけれども、現行の制

度から申し上げますと、厚生年金基金が解散する場合、代行給付に見合う資産を国に一括

して納付する必要があるわけでありますけれども、昨年八月に成立をいたしました年金確

保支援法によりまして、一括納付ができない場合でも、不足分を分割納付することにより

まして解散できる特例措置を設けたところでございます。 

 この特例措置は、過去にも平成十七年度から三年間の時限措置として実施いたしました

けれども、今回は前回の措置より充実をさせまして、不足分の分割納付の期間を最長十年

から十五年に延長をさせていただいたところでございます。 

 先生から御指摘いただきました分割納付期間の更なる延長を含めまして、いわゆる代行

割れ基金の特例解散の在り方につきましては、現在、先ほど申し上げました有識者会議に

おいて論点の一つとして議論をしていただいているところでございます。 

 先ほど申しましたように、今月末を目途に報告をまとめていただくこととしております

ので、その報告を踏まえて対応していきたいと、このように考えております。 

 



○若林健太君 そろそろ時間が迫ってまいりまして、この点については、午後、我が党の

ＡＩＪ問題プロジェクトチームの事務局長である佐藤ゆかり先生、あるいは西田先生が細

かくまた詰めていただけるものだと思います。 

 民主党からも自民党からも様々な意見が出ております。ここはやはりしっかり政治がリ

ーダーシップを取って、大きな制度改正に向けて取り組むべきであると、こんなふうに思

います。 

 ただ、最後に、今回もし先ほどの返済を少し延ばすだとか、あるいは連帯債務を解除す

るだとか、こういう形になれば、当然厚生年金本体に対して大きなリスクを背負わせるこ

とになります。こうなれば、基金の存続、基金をこのまま続けるのか続けないのか、これ

は自民党と民主党に大きな意見の隔たりがありますが、この議論も当然起こってくるもの

だ、これはリンクする議論だと、こんなふうに思いますが、その辺はどんなふうに考えて

おられるか。 

 

○副大臣（辻泰弘君） 先生御承知のとおり、与党サイドからも将来における廃止という

ふうな御提言もいただいているところでございますが、有識者会議におきましても、この

厚生年金基金制度の在り方そのものについても御議論をいただいておりまして、先生から

いただいた御議論も踏まえて、今後答えを出して対応していかなければならない、このよ

うに考えております。 

 

○若林健太君 ありがとうございました。 

 厚生年金基金については、六割がまだ黒字運用をしているわけですから、この制度その

ものの存廃というのは、じゃ、黒字の基金についてどうするのか、その次の中小企業の退

職年金制度全体についてどうするのかというスケジュールも作らなければなりませんでし

ょうし、大きな様々なバランスの中で考えていかなきゃいけない、課題たくさんあります。 

 しかし、一方で、中小企業が多分六千億と言われている代行割れ、それにＡＩＪが加わ

った八千億近い大きな隠れ債務が今地方の経済の中にあると、こういう認識ですれば、や

っぱり政治が踏み出してこの解決に取り組むべきであると、そのことを申し上げて、私の

質問を終わらさせていただきたいと思います。 

 

 

（中略） 

 

 

○広野ただし君 国会でも、今回の場合、東京年金経済研究所ですか、の方をお呼びして、

ここのところが投資助言だとか代理業的なことをやっているわけで、ここのところが全く

無登録でやっていると、こういうところもよく考えていただきたいと思います。 



 ところで、厚生年金基金についてお伺いをしたいと思います。 

 この厚生年金基金、今回にかかわるところは随分と天下りが出ているということであり

ます。全体的には三百数十の基金のところに七百人ぐらいの天下りが行っている。運用に

関して特別の才能等を持っておられればとは思いますが、どうもそういうことでもなかっ

たということなんですが、厚生労働省、この天下りについて、特に厚生労働省からの者が

大宗を占めております。この点についてどう考えておられるか、お答えいただきたいと思

います。 

 

○副大臣（辻泰弘君） この問題につきましては、政府・与党ということでございまして、

広野先生と同じ問題意識を持って取り組んできたところでございます。 

 まず、三月二十八日に再就職状況調査というのを発表させていただいておりますけれど

も、詳しくは時間の関係上申し上げませんけれども、厚生年金基金に、役職員に国家公務

員再就職者のいる基金数、役員については五百七十九基金中三百六十六基金というような

ことでございました。また、役職員のうち国家公務員再就職者は七百二十一人というよう

なことがございました。 

 こういった状況は、かねがね私どもとしても取り組まなければならないということで、

具体的には平成二十二年九月三日付けの厚生労働大臣書簡によりまして、厚生年金基金の

役職員の選任につきましては公募の実施ということを要請してきたところでございます。

しかし、残念ながら、今年三月、先ほどの調査結果によりましても、公募の実施状況は低

いということが判明したところでございます。そのため、今年三月三十日付けで改めて公

募実施の徹底に関する大臣書簡を発出するとともに、公募の手続について具体的に定めた

通達を発出させていただいたところでございます。 

 今後は、各基金ごとに公募要請を行う、そしてその報告を求める、こういったことを通

じて公募の実施を指導していくということで対応していきたいと考えております。 

 

○広野ただし君 特に厚生年金基金、中小企業が大宗であります。そういうところが一生

懸命灯をともすような形で、また運用を一生懸命やっている、そういう中において、まあ

何といいますか、中小企業に巣くうといいますかね、そういうような考え方であっては、

それこそ野田総理の言っているシロアリといいますか、そんなことになってはとんでもな

いことなんで、これは厳に慎んでやっていただきたいなと、こう思うわけであります。 

 そしてまた、厚生年金基金、累積損失が非常に多くなっている。これは今日午前中若林

委員も指摘されました。数千億円になっているんではないかというような指摘もあるわけ

でありますが、その中で、何しろ運用予定利率というのがもう非常に高く設定されている

んですね、五％台。こういうことで、現状においてほとんど不可能なことをやっていると

いうことで、この予定利率を引き下げるべきではないのかなと、こう思うんですが、いか

がでしょうか。 



○副大臣（辻泰弘君） 御指摘をいただきました掛金額の計算に当たって用いられる予定

利率は、平成九年までは一律に五・五％とされていたわけでありますけれども、現在は厚

生年金基金が年金給付等積立金の運用収益の予測に基づいて定めることとされておるとこ

ろでございまして、各基金ごとに定めるものとなっております。 

 厚生労働省といたしましては、平成九年の予定利率の自由化後も、基金財政の健全化の

観点から、毎年度の決算等に基づき必要に応じ予定利率の見直しを指導してきたところで

ございます。しかしながら、予定利率の引下げは掛金の引上げにつながるということでご

ざいまして、現在も多くの基金が予定利率を五・五％と見込んでいる状況がございます。 

 このようなことから、現下の厳しい金融経済情勢を踏まえまして、厚生労働省といたし

まして、掛金を段階的に引き上げることをより実施しやすくする、掛金の引上げの開始を

猶予するなどの負担の緩和にも一定の配慮をし、引き下げやすくしてきたところでござい

ます。今後とも、現在行われております有識者会議における議論なども踏まえまして、そ

のような措置の延長等も含めて検討をしていきたいと、このように考えております。 

 

○広野ただし君 厚生年金基金、中小企業が廃業をしたり倒産をするということになりま

すと、またそれの連帯保証もするというようなことになっていて、これはもう本当に苦し

いところが更にまた苦しくなるというようなことが起こっております。ですから、今、厚

生年金基金は数百万人の方々が入っておられると思いますが、これを将来どうするのかと

いう点がやはり非常に大事な行政の課題ではないのかと思いますが。 

 ところで、今日午前中もありましたが、それを、こういう予定利率のところで累積損失

も非常に多いと、こういう中で廃止の方向に持っていくのか、そして解散等の要件なんか

を緩和してやっていくのか、そういうところについて厚生労働省のお考えをお聞かせくだ

さい。 

 

○副大臣（辻泰弘君） 御指摘の点でございますけれども、厚生年金基金制度につきまし

ては、午前中も申し上げたところでありますけれども、今年四月から有識者会議をもちま

して検討させていただいているところでございます。その内容は、資産運用と財政運用の

両面からの検討ということでございます。 

 その中では、先生御指摘いただきました制度の今後の在り方についても御意見をいただ

いているところでございますけれども、現時点で一定の方向性が出ているというものでは

ございません。片や、午前中も申し上げましたけれども、与党サイドからは将来的な廃止

というふうな御意見もいただき、また、各会派、各党の先生方からもいろいろな御意見を

ちょうだいしているところでございますが、有識者会議におきましては、今月末を目途に

検討結果をまとめるということになっておりますので、その結果、また与野党それぞれの

皆様方からいただいております提言を踏まえまして、厚生労働省として対応方針を策定し、

対応していきたいと、このように考えております。 



○広野ただし君 当面は、比較的運用状況のいいところとの、また近くの業種的なところ

も考えて、基盤強化のために合併をしていくとか、あるいは連合会との共同運用というん

ですか、というような形で当面はということはあろうと思います。しかし、将来的に、本

当にこういう運用益で稼ぎ出せるのかということを考えますと、私ども与党の方で将来的

には廃止の方向へ持っていくということを打ち出しているわけで、よくまたここを考えて

いただいてやっていただきたいと思います。 

 そして、そのときの、代行運用というんですか、これをやっているわけですが、これの

返済の面、そういうことについての、代行部分の返還についての軽減措置、これも今日午

前中ございました。十年、最長十五年というような延長等もやろうということであります。

そしてまた、損失処理期間の延長についても考えようということでありますが、そしてま

た、解散時の連帯保証の軽減ということについてもいろんな要望が各厚生年金基金関係か

ら来ておりますが、その点、厚生労働省はどういうふうに考えられるでしょうか。 

 

○副大臣（辻泰弘君） ＡＩＪの方の関連でまず申し上げさせていただきますと、ＡＩＪ

投資顧問に運用委託を行っておりました厚生年金基金に対する当面の対応といたしまして

は、現在、平成二十三年度決算に関するデータを各基金それぞれから徴集をいたしまして、

その財政影響等を分析をいたしているところでございます。各基金が決算を確定する今年

の秋ごろまでには一定の対応方針を示したい、このように考えております。その際には、

掛金の急激な上昇を招かないようにという点も十分配慮して対処していきたい、このよう

に考えているところでございます。 

 そして、御指摘もございました基金の解散に際しての代行部分の返還額の軽減、あるい

は分割納付時の連帯債務の在り方、こういった論点につきましても、現在、先ほど申して

おります有識者会議で議論をいただいているところでございますけれども、その結論等も

踏まえまして対応方針を策定して対応していきたい、このように考えております。 

 

 

（中略） 

 

 

○佐藤ゆかり君 是非その意思を共にしていただきたいというふうに思います。 

 それで、先ほどから苦言を申していますが、証券取引等監視委員会の今回余りに対応が

遅いのではないかということは、我が党の中からも方々から声が上がっているとおりであ

ります。それと、やはり捜査対象のばらつきがあってはならないので、これで一件落着を

決してすることなく、引き続き捜査を続けていただいて、きちっと万全な結果というもの

を出していただきたいと思うんですね。 

 といいますのは、例えば、先ほど来お話に少し出ましたけれども、年金コンサルタント



をやっておられた石山氏、今回は逮捕の対象に入っておりません。ところが、証人喚問の

ときには、その石山氏というのは投資運用における助言、代理業務のようなものを行って

いたということが実質的に判明をしているわけでございます。これ実際に運用のコンサル

の代理業、投資顧問の代理業のようなものをやっている、当然これは違法行為でありまし

て、無登録業者の扱いになるわけでございます。無登録業者に仮に、石山氏が認定されま

すと、金商法の百九十七条の二で、懲役五年以下、そして罰金五百万円以下、あるいは併

科ということになるわけですね。ですから、今回石山氏という名前が全く今朝の発表には

出ていないわけでありますが、その是非についてあからさまに白、黒というわけではあり

ませんが、きちっとした捜査はやはり最後まで続けていただきたいということをお願い申

し上げたいと思います。 

 同時に、もう一点、今回は金商法違反の容疑というのは落とされたわけでございますけ

れども、最初は投資一任業務に対する偽計の疑いも言われていたわけであります。偽計に

よっても、最初は三年以下とも今回言われたんですが、例えば利得目的の偽計ですと、偽

計にもいろいろな種類がありますが、懲役十年以下のものもあるんですね。ですから、な

ぜ殊更三年以下のカテゴリーを念頭に捜査を進められるのか。その辺は十分にこれからも

う少し視野を広くして、委員会には客観的な動きをお願い申し上げたいと思います。 

 さて、時間が限られましたが、最後に、少し厚生年金基金の方のお話に移らさせていた

だきたいと思います。自民党のＡＩＪ問題に関するプロジェクトチームで先週提言案をＰ

Ｔとして決定させていただいております。既にその中にある分割納付における連帯保証の

廃止の提言ですとか、あるいは基金を解散するときの返還額の減額措置などを提言してい

まして、政府案で、先ほど来報道で言われているとおりですが、どうも自民党案を少しパ

クりをされているような気がするところでございます。 

 それで、一方で民主党のＰＴの方は、四月に既にＡＩＪ問題の中間報告で、政府系金融

機関から基金の加入事業者に対して補填資金を融資する制度というものが提言の中に入っ

ているわけです。この民主党案について、政府系金融機関からの融資制度について、今回

政府案に取り込む御予定はおありになるのか、厚労副大臣にお伺いします。 

 

○副大臣（辻泰弘君） まず、先生御指摘いただきました代行割れ基金の国への返還額の

在り方という問題につきましては、先ほど来申し上げております四月に設置しました有識

者会議におきまして、現在論点の一つとして議論をしていただいているところでございま

す。その会議におきましては、厚生年金基金の多くは中小企業で構成されている、母体企

業は現在厳しい状況にあるということでございまして、早急な対応が求められているので

はないかという御議論もいただいているところでございます。 

 そして、代行割れでも解散ができる特例解散につきまして、御指摘いただきましたよう

な返還額の算定の見直し、あるいは分割納付時の連帯債務の在り方、こういった問題につ

いても見直すべきではないかといった御議論をいただいているところでございまして、今



月末を目途に結果をまとめていただくことにしておりまして、それを踏まえ、また、先生

方からいただいている、各党からもいただいております提言なども踏まえまして、厚生労

働省として方針を決め、対応していきたいと、このように考えているところでございます。 

 そして、先生から御指摘いただきました与党の、民主党の提言にある政府系金融機関に

よる公的融資ということについての、政府案への取り込みいかんという御指摘かと思うわ

けでございますけれども、政府系金融機関からの融資ということになりますと、これは産

業政策、中小企業対策という側面のアプローチもあろうかと思うことでございまして、厚

生労働省だけで判断し得るものかどうかということもあろうかと思うわけでございますけ

れども、いずれにいたしましても、関係の省庁とも連携を取りまして、こういった中小企

業の総合型の厚生年金基金、こういったことの対応に臨んでいきたいと、このように考え

ております。 

 

○佐藤ゆかり君 この貸付けの方は、やはり構造不況業種で基金が解散できずにおられる。

要するに、補填資金が賄えなくて解散したくてもできない困難な基金があるわけですから、

そういうところに上限なしにこの政府系金融機関が融資制度で融資をするということは、

恐らく返還できないわけでありますので、膨大な信用保証協会の焦げ付き問題にもなって

くるということで、私どもではこういった制度にはむしろ反対でございまして、逆に返済

額の減額、そして連帯保証を廃止することでできるだけ早期に財政が健全なうちに解散で

きるような仕組みの選択制を設けていくということを提言させていただいているところで

あります。 

 それで一点、新聞報道や先ほどの御答弁でもありましたけれども、返還額を減額すると

基金に加入していない厚生年金の一般のサラリーマンの方々の負担が増えるのではないか

と。その批判をどうかわすかという課題についての御指摘がありました。 

 ただ、ここで申し上げたいのは、厚生年金本体の積立て割合が今賦課方式で約四割です。

それに対して、基金解散時に特例解散で求められる返還額というのは減額責任準備金です。

そうしますと、この減額責任準備金というのは積立て割合四割よりも基金の積立て割合が

高い部分の返還を求められるわけですから、現行制度で結局本体部分と基金の関係がどう

なっていたかというと、本当につめのあかまで削って血を飲むような思いで倒産すれすれ

まで補填資金を捻出させた中小企業に多めに返還をさせて、厚生年金本体の積立て割合の

四割をそれ以上に少しばかりでも改善させるために基金からより多くの返還額を返還させ

るという、そういう仕組みに暗になっているわけであります。 

 ですから、元々基金は基金の問題、積立て割合四割の厚生年金の問題は、本体部分とし

て社会保障の一体改革の中できちっと真っ正面から議論すればいい話であって、サラリー

マンの負担が増えるから厚生年金基金が減額できないというのはお門違いの議論だという

ふうに私どもは思うわけでございます。その点について、いかがでしょうか。 

 



○副大臣（辻泰弘君） 代行制度というのは、公的年金制度の保険料をある面お貸しをし

て運用していただいているという制度になるわけでございます。 

 代行割れということは、おっしゃったように返還額の算定方法もいろいろあり得るわけ

でございますし、減額なども検討すべしという御議論もいただいているわけでございます

けれども、いずれにいたしましても本来返していただくべきものが返ってこないという状

況があるならば、そういう状態が発生いたしましたら、それは国民全体といいますか被保

険者の納めた保険料にしわ寄せがいくといいますか、その保険料で賄う分を持ってしまう

ということでございますから、そういった意味におきましては、そういった真面目に払っ

ていただいている保険料納付の方々、それは国民と言ってもいいかと思いますが、その皆

さん方にしわを寄せるといいますか、ある面その負担を求めるということになるというこ

とは事実として申し上げられると思います。 

 

○佐藤ゆかり君 基金は基金の問題、そして厚生年金本体はより大きな問題を抱えている

わけでありますから、そこの部分は本体の議論としてより抜本的な改善策の中で考えてい

くべきだと改めて主張をさせていただきたいと思います。 

 時間も限られておりますので、最後にこの厚生年金基金の財務の悪化の問題ですけれど

も、やはり抜本的に立て直しをする、あるいはそれに向けて努力をする自助努力の部分、

そしてできるだけ公的負担を減らしながら問題解決に向かうためには、加入している中小

企業の事業主一社一社が日々厚生年金基金の積立て不足が生じたら、それをきちっと分か

りやすい数理計算の結果を見て積立て不足を会計上認識をして、そして会計上認識をした

積立て不足額について引き当てをきちっと日々やって、そして願わくばそういう姿勢を推

進するために引き当てについて損金算入をするということで、より健全な基金の財政に立

ち直っていく道しるべになると私どもは考えるわけであります。 

 実際、財務省が平成十年の税制改正で退職給付の引当金の損金算入を廃止してしまって

十四年から全くなくなって、聞くところによりますと、それで中小企業の引当金が、どん

どん取崩しが進んだということも伺っているわけであります。ここで財務副大臣、この引

当金、基金積立て不足の引当金に限って今お伺いしていますが、損金算入をお考えになり

ませんでしょうか。 

 

○副大臣（藤田幸久君） 今朝御質問いただきましたので、今調べてまいりましたけれど

も、積立て不足を解消するために加入事業者が引き当てを行う場合は損金に算入されると。

ところが、その企業が内部積立てを行った場合には算入されないという扱いになっており

ますが、これは確定債務に基づかず、御自身のあるいは自社の計算で行うことが可能とな

るので、課税の公平性等の観点から慎重な検討が必要ということになっております。 

 それから、この厚生年金基金というのは企業の外部の組織でありますので、そのこと自

体がその基金の財政の安定に直接つながるかどうかということがもう一つ観点でございま



すので、いずれにいたしましても、その積立て不足への対応というのは所管の省庁におい

て検討していただきたいというのが今の立場でございます。 

 

○佐藤ゆかり君 これで終わりますが、いずれにしましても、解散のときに多額の補填金

を求められて倒産する企業があるわけですから、その解散資金を準備して引き当てをしま

しょうという話をしていますので、是非前向きにお考えいただきたいと思います。 

 これで終わります。 

 

 

（中略） 

 

 

○荒木清寛君 厚労副大臣にもお尋ねをいたします。 

 今回は、八十四年金基金でその加入者、受給者は八十八万人に及ぶとされております。

このＡＩＪに委託をした部分についてはもう大宗が失われているわけでありますので、相

当程度の加入者あるいは受給者に影響が及ぶ可能性があります。 

 この点につきまして、厚労省はＡＩＪ問題がこの年金基金の加入者、受給者に与える影

響について、どういう対策を取ってきたのか、あるいは取るのか、教えてください。 

 

○副大臣（辻泰弘君） ＡＩＪ投資顧問に投資を行っておりました企業年金の多くは、中

小企業が集まってつくる総合型の厚生年金基金でございまして、今回の事件はこうした中

小企業の経営及び従業員の老後生活に大きな影響を与える問題であると認識しているとこ

ろでございます。 

 私どもの対応といたしましては、現在、ＡＩＪ投資顧問に運用委託を行っておりました

厚生年金基金等の平成二十三年度決算に関するデータを各基金それぞれから徴集、収集を

いたしまして、その財政影響等を分析しているところでございます。各基金において決算

を確定いたします今年の秋までには掛金引上げのやり方など一定の方針を示したいと、こ

のように考えているところでございます。 

 ＡＩＪ投資顧問に対する委託額が多かった基金では積立て不足が生じ、掛金引上げが必

要になる場合もあろうかと考えるわけでありますけれども、その場合には母体企業への影

響も十分に考慮して対処していきたいと、このように考えております。 

 

 

（中略） 

○荒木清寛君 まだ具体的なお話じゃなかったんですが、大臣もおっしゃったように、監

視委員会の陣容を増やすということはそうなかなか現実的にすぐできないわけであります



から、こうした外部監査を義務付ける等は是非、すぐできることでありますから、今後検

討してもらいたい、このように思います。 

 厚労副大臣に重ねてお尋ねをいたします。厚生年金基金等の資産の運用につきましては、

かつては資産の種類ごとに配分割合の上限を定める五・三・三・二規制が存在をしました

けれども、平成九年に撤廃をいたしました。こうした規制を撤廃した経緯について、まず

説明をお願いします。 

 

○副大臣（辻泰弘君） 荒木先生御指摘いただきましたように、厚生年金基金等の資産運

用につきましては、かつては資産の種類ごとに配分割合の上限を定めるいわゆる五・三・

三・二規制と言われるような資産配分規制がございました。 

 しかしながら、一九九〇年代の日米金融協議を契機とする金融自由化の流れの中で、投

資顧問の参入、運用規制の緩和等が行われ、経済界や企業年金関係者からの御要望等もい

ただく中で、平成九年にいわゆる五・三・三・二規制と言われるような運用の規制は撤廃

された次第でございます。 

 

○荒木清寛君 今回のＡＩＪ問題では、年金基金の側がその預かっている基金の相当部分

をＡＩＪに一括して預託をしていたと、そういう事実もございます。これは一般の常識で

も、やはりリスクを避けるために分散投資をするというのが、まあそういうお金を運用す

る一つの原則ではないかと思いますけれども、そうしたことにはなっていなかったわけで

すね。 

 今の五・三・三・二規制が撤廃されましても、その後、厚生年金基金の運用に関するガ

イドラインが策定されまして、分散投資をその中では掲げているということでございます

けれども、実際には、それはガイドラインで掲げたものの余り守られていなかったという、

こういう現状にあったんでしょうか。 

 

○副大臣（辻泰弘君） 厚生年金基金等の資産運用状況につきましては、各基金から毎年

度提出されます資産運用業務報告書によりまして、各基金の総資産額や債券や株式等の資

産構成別の資産額、信託銀行、生命保険会社等の運用機関別の資産額などについて把握し

ているところでございます。 

 しかしながら、運用規制撤廃後は、どのような資産にどの程度委託するか、あるいはど

のような運用機関に委託するかは各基金が自主的に判断することとされておりまして、厚

生労働省として、これまでこれらの点について具体的な指導は行ってきていないところで

ございます。 

 こうした厚生労働省のチェックの在り方につきまして、現在開催しております有識者会

議でも論点の一つとして挙げられているところでございます。御指摘いただいております

分散投資の状況がより適切に把握できるよう、報告書の内容等の見直しや監査におけるチ



ェック事項の見直しが必要ではないかとの御意見もいただいているところでございまして、

今月末を目途に検討結果をまとめていただくことになっておりますので、その結果も踏ま

え、また皆様方の御意見も踏まえつつ必要な見直しを図っていきたいと、このように考え

ております。 

 

○荒木清寛君 今、副大臣からありました有識者会議の六月下旬における取りまとめでは、

お話がありましたように、この分散投資の徹底等についてどういう方向性が打ち出される

ということなんでしょうか。大体、今もうある程度のことは出ているんですか。 

 

○副大臣（辻泰弘君） 先ほど来申し上げております有識者会議は今年四月に発足をさせ

ていただいて、個別の厚生年金基金などからのヒアリングを含めてこれまで六回審議をさ

せていただいたところでございますけれども、この有識者会議におきましては、厚生年金

基金等の在り方について、資産運用、財政運営の両面から検討させていただいたところで

ございます。そして、資産運用の在り方につきましては、五月中旬の会議におきまして、

分散投資の徹底、運用体制の強化、行政監査等におけるチェック機能強化などを柱とする

見直しの方向性をたたき台としてお示しをいたしまして、おおむね御了承をいただいたと

ころでございます。 

 先ほど申しましたように、今月末の最終的な検討結果の取りまとめを踏まえて対処して

いきたい、このように思っております。 

 

○荒木清寛君 年金基金につきましても、きちんと預託者といいますか年金の受給者等に

報告をするために財務諸表の会計監査を私は活用すべきだと思っておりますが、そうした

点についてもこの報告書あるいは厚労省のまとめで取り入れていきますか、いく予定はあ

りますか。 

 

○副大臣（辻泰弘君） 厚生労働省といたしましては、これまでも各基金に対しまして業

務執行体制やその内容、それをチェックする内部監査の実施内容等についての点検を行う

よう指導させていただいてまいりました。 

 御指摘いただきましたような年金基金の財務諸表の外部監査の義務付けにつきましては、

最終的に事業主がその分の負担をすることになろうかと思いますが、その負担をどう考え

るかという課題、あるいは、これにつきまして、義務付けにつきましては法改正も必要に

なるのではないかという問題もございますので、それらの課題をどうするかということが

あろうかと思っております。 

 有識者会議におきましても、資産運用の在り方について、先ほど申しましたけれども、

チェック機能の強化などを柱とする見直しの方向性をお示しいただいて了承をいただいた

ところでございますけれども、それらの問題も含めて検討していきたいと、このように考



えております。 

 

○荒木清寛君 もちろん外部監査を頼めば事業者の負担はあるわけですけれども、今回の

ように預けていたお金が大宗を失われてしまうということから比べれば幾らの負担でもな

いわけでありますので、是非真剣に検討してもらいたいと。必要なことは閣法で出しても

らえば、我々何も反対しませんので、そこは御心配要りませんので、その法改正が要ると

いうことを理由に思いとどまるということは御心配要らないと思います。 

 それで、次に厚生年金基金等の運用体制と特定投資家制度についてお尋ねをいたします。 

 現行の金融商品取引法では、投資家保護の観点から、投資家に対する業者の説明義務や

適合性の原則等の規定が設けられております。そういう意味で、先ほども旧投資顧問業法

よりも投資家保護になっているというお話もございました。一方で、金商法ではプロの投

資家に対しましては、業者の義務を一部緩和するために特定投資家制度を設けたところで

ございます。 

 ところで、投資家としての厚生年金基金等につきましては、この特定投資家制度はどの

ように運用されているのか、金融庁にお尋ねをいたします。 

 

○政府参考人（細溝清史君） 年金基金につきましては、原則としては一般投資家、いわ

ゆるアマでございますが、自ら金融商品取引業者に対して申出を行う、いわゆるプロ宣言

と言われるものでございますが、そうしたことを行って当該金融商品取引業者が承諾した

場合には、当該金融商品取引業者との間で特定投資家、いわゆるプロに移行することが可

能となっております。 

 今申し上げましたように、個々の顧客が特定投資家として取り扱われるかどうかは相対

で個々の業者と顧客の間で決定されることとなっておりまして、金融庁としてはその詳細

は把握しておりません。 

 ただ、厚生労働省の方から三月に調査結果が公表されておりまして、その中で拝見いた

しますと、厚生年金基金五百五十八基金のうち百六基金が特定投資家と回答されておられ

ますし、またＡＩＪ投資顧問と投資一任契約を締結されていた実績のある厚生年金基金八

十八社のうち二十二社が特定投資家と回答されていると承知しております。 

 

○荒木清寛君 今お答えのありましたように、厚生年金基金等については原則としてアマ

だと思いますし、国会においでいただいた年金基金の関係者のお話を聞いておってもプロ

ではないなと、このように実感をした次第でございます。しかし一方で、厚労省の調査に

よりますと、今お話しのように、原則としてアマというんですけれども、二割近くがこの

特定投資家という扱いになっているわけであります。 

 この厚労省の厚生年金基金の運用体制等に対する調査結果では、運用にかかわる役職員

の約九割は資産運用関連資格を持っていない、資産運用関連業務の経験がないと回答して



おりまして、先ほどのお話のように、もう原則としてアマといいますか、プロの投資家に

はなれないということをこの調査も物語っているわけであります。 

 しかし、実際には一定程度の基金が特定投資家となっているわけでありますので、こう

いう実態を考えますと、厚生年金基金について特定投資家になり得るための要件等を少し

見直すというか、ハードルを上げるといいますか、そういう必要もあるんではないかとい

うふうに考えますが、これは厚労省も含めて、金融庁及び厚労省にお尋ねをいたします。 

 

○副大臣（中塚一宏君） 特定投資家でありますが、その知識そして経験、財産の状況か

ら、自ら適切なリスク管理が可能と考えられる者を特定投資家と、こう位置付けておりま

して、その特定投資家と取引を行う場合には書面の交付義務等の情報格差の是正を目的と

した行為規制を適用除外をすると、こういうことでございます。 

 今先生から御紹介のあったような実態にこれ照らし合わせまして、その実態も踏まえた

上で、特定投資家制度の在り方自体、関係省庁とも連携をしながら見直しをし検討してい

きたいと、そう考えております。 

 

○副大臣（辻泰弘君） 荒木先生、お聞きのとおり、特定投資家の要件は金融商品取引法

において定められているところでございます。 

 厚生労働省といたしましては、今後、金融庁において見直しが行われるような場合には、

私どもといたしましても、厚生年金基金への周知等を含めて連携を取らせていただき対処

していきたいと、このように考えております。 


