
日本記者クラブ研究会 

 

１３０兆円は誰のものか 
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２０１４年９月２６日 

 

厚生年金と国民年金の保険料の積立金、合わせて１３０兆円。 

この国家予算を上回る巨額のマネーを運用しているのが世界最大級の機関投

資家ＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法人）。これまでは安全第一で国

債中心の運用をしてきたが、安倍政権の成長戦略の一環として、株式への積極

投資へと大きく舵を切ることになった。 

国内株式の比率を１％上げるだけで１兆円のニューマネーが流れ込む。 

株式市場はさっそくＰＫＯ（株価維持策）とはやしたて、もともと株運用に

積極的な塩崎氏が、内閣改造で所管の厚生労働大臣についてまもなく、株価は

ついにリーマンショック前の水準を回復した。 

うまくいけば、高いリターンが得られるが、損失が出れば、将来の年金が減

ることに。その場合、誰が責任をとるのか？そもそも、国民もほとんど知らな

いようなところで、このような政策変更がなされていいのか？ 

こういう問題意識でスタートした研究会シリーズ第１回目の西沢さんは、①

アメリカでさえ、基礎年金は１００％国債で運用 ②損失が出た場合、カナダや

スウェーデンのように、次世代に先送りしない仕組みが必要 と主張。なぜ、

日本ではそうならないのかといえば、実は、日本の基礎年金が制度して曖昧な

ためだという、年金制度本質の問題を突く、スリリングな展開となった。 

 

司会：竹田忠 日本記者クラブ企画委員（ＮＨＫ解説委員） 
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司会：竹田忠企画委員（ＮＨＫ解説委員） 日

本記者クラブ主催の研究会、「１３０兆円は誰の

ものか－年金運用改革を問う」の第１回目です。 

最近、株価が大変好調であります。アベノミ

クスになって株価が上がったと、一般には言わ

れていますけれども、実はずっと、去年暮れの

株価が天井になっていて、ことしになって全然

それが抜けなかったんです。それが、この秋の

内閣改造あたりから突然、株価が上昇し始めて、

ちょうど１週間前、先週金曜日（9/19）に株価

がリーマンショック以前の水準を回復をした。

さらに、きのう（9/25）もまたそれを超え、こ

とし最高値を更新した。 

この背景にあるのが、きょうのテーマであり

ます年金運用改革であるというのは、皆さん、

ご承知のことだと思います。国民年金、厚生年

金の保険料積立金１３０兆円を運用する年金積

立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）が、国債中

心の運用を見直して、株式投資の割合をいまよ

りも上げるという方向性を出しているわけで

すね。仮に日本株への投資比率を１％上げるだ

けで１兆円のニューマネーが市場に入るわけ

です。これが先回りする形で株式市場ではやし

立てられているという状況だと思います。 

うまくいけばいいんですけれども、株ですの

で、損失が出るとどうなるのか。将来の年金給

付額、支給額に、当然これが影響することが懸

念をされるわけですが、では、その場合、誰が

どう責任をとるのかというところがきちっと

議論されていないのではないか。それを指摘さ

れているのが、きょう、ゲストにお迎えしてい

ます西沢和彦さんです。 

日本総合研究所の上席主任研究員・西沢さん

は、海外には、損が出たらその分、いまの年金

を下げる、後の世代へのツケ回しはしない、と

いう仕組みを設けているところがあるんだ、そ

ういう仕組みをちゃんと日本も考えるべきで

はないか、と主張されているわけです。 

西沢さんは、日本の年金制度は抜本的な改革

が必要だという立場から、これまで数多くの著

作や論文を発表されています。年金問題の第一

人者です。申しおくれましたが、きょうの司会

はＮＨＫ解説委員の竹田が担当します。 

それでは、西沢さん、よろしくお願いします。 

 

西沢 日本総研の西沢です。本日はよろしく

お願いします。 

きょうは、第１回ということですので、まず

現状から入っていきたいと思います。 

 

ＧＰＩＦ運用分は１２６兆円 

積立金残高は平成２４年度末、時価で厚生年

金が１１７兆９，０００億、国民年金が８兆１，０００億、

合計で１２６兆円あります（資料１）。これを年金

積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）が運用し

ています。そのほか、国家公務員、地方公務員、

私学共済が計４９兆８，０００億あり、それぞれの

共済がこれを運用しています。 

資料２がＧＰＩＦの基本ポートフォリオです。

国内債券が６０％。乖離許容幅というのは、日々、

価格変動などがありますので、一時的に乖離す

る幅として±８％、国内株式が１２％、同様に

±６％、外国債券１１％、±５％、外国株式１２％、

±５％、短期資産５％となっています。年金積

立金は、この運用成果なり、あるいは元本その

ものを給付に割り当てていますので、短期資産

も同様に持っているということになります。 

いま話題になっているのが、国内株式比率で、

１２％からもっと上げようというところが特に

注目を浴びているわけです。 

もともとの話のスタートラインといいます

のは、日本再興戦略、２０１３年６月１４日に出ま

した安倍政権の成長戦略ですが、ここに大きな

起点があると思います（資料４）。 

「公的・準公的資金について、各資金の規模

や性格を踏まえ、運用（分散投資の促進等）、

リスク管理体制等のガバナンス、株式の長期投

資におけるリターン向上のための方策等に係

る横断的な課題について、有識者会議において

検討を進め、本年秋までに提言を得る」と成長

戦略の中で書かれているわけです。 

これを受けまして、２０１３年１１月に、ちょっ

と会議の名前が長いんですが、伊藤隆敏先生
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（政策研究大学院大学教授）を座長とする「公

的・準公的資金の運用・リスク管理等の高度化

等に関する有識者会議」が開かれました。 

ここでは、国内債券を中心とする現在の各資

金のポートフォリオについては、見直しが必要

である、と。これは裏を返しますと、いま、国

内債券が中心になっているから、これを見直せ

ということは、国内債券以外のものを増やせと

読めるわけですね。 

ＧＰＩＦ等については、運用対象の多様化を図

り、分散投資を進めることを検討すべきである、

とあり、やはりこれも国内債券のウエートを減

らして、ほかのものを増やし、さらには、これ

まで投資していないようなインフラ投資など

を含めて投資していってください、ということ

を書いているわけです。 

３つ目に、運用見直しと、リスク管理を含む

ガバナンス体制の見直しはセットで行う必要

がある、とも書いている。 

正直に申しあげますと、私はこのガバナンス

体制、ＧＰＩＦのガバナンスというのは何を意味

するのか、もう１つ、実はピンとこないんです

が、それもお話ししていきたいと思います。 

 

首相がポートフォリオ見直しを世界に明言 

今年になって、ダボス会議で安倍晋三首相は

このようにおっしゃっています（1/22）。資料

５は総理大臣官邸のホームページから引っ張

ってきたものですが「日本の資産運用も、大き

く変わるでしょう。１兆２，０００億ドルの運用

資産をもつＧＰＩＦについては、そのポートフ

ォリオの見直しを始め、フォーワード・ルッキ

ングな改革を行います。成長への投資に、貢献

することとなるでしょう」と述べておいでなわ

けです。 

ここまでがこれまでの議論の大まかな整理

です。ここから少し批判的にみてまいりたいと

思いますが、資料６には有識者会議、先ほどの

公的・準公的資金の運用・リスク管理等の高度

化等に関する有識者会議の報告書の資料３を

抜粋してあります。特に大きな修正は加えてい

ませんので、ほぼ原文どおりですけれども、こ

こでは米国のカリフォルニア州職員退職制度

（ＣａｌＰＥＲＳ）とカナダのカナダ年金プラン投資

理事会（ＣＰＰＩＢ）、ノルウェーの政府年金基金

グローバル（ＧＰＦＧ）、オランダのオランダ公務

員総合年金基金（ＡＢＰ）、スウェーデンの国民

年金（ＡＰ１～４）があげられており、スウェーデン

はファンドが複数に分かれていまして、１、２、

３、４とあるので、１～４と書いてありますが、

この５つが参照されているわけです。 

中身をみますと、ＣａｌＰＥＲＳは約２５兆円のう

ち、国内外の債券には１７％しか投資せず、他

方で国内外の株式に６４％も投資している。カ

ナダは国内外の債券に合計３５％、国内外の株

式に合計６５％投資している。ノルウェーのＧＰ

ＦＧは、外国債券に３５～４０％、外国株式に６０％

を投資している。オランダのＡＢＰは、国内外

の債券に３９％、国内外の株式に３１％。スウェ

ーデンのＡＰファンドは、ファンドによって差

がありますが、国内外の債券に３６～３８％、国

内外の株式に４６～５３％を投資している。 

これと、先ほどのＧＰＩＦの基本ポートフォリ

オとを比較しますと、確かにポートフォリオに

関しては、この５基金は非常に株式のウエート

が高く、わが国のＧＰＩＦの株式ウエートは非常

に低い。ならば、日本でもＧＰＩＦの株式ウエー

トをもっと高めていいのではないか、という結

論も一見導かれるわけです。しかし、それは一

面的な見方なのではないか、というのがこれか

らのお話です。 

私は、マーケットというよりも社会保障制度

とか年金制度を主に研究しています。年金制度

の概略をここで整理してみますが、いま申しあ

げた外国の５基金が年金制度体系のどこに位

置づけられるのかというところを整理したい

のです。概念的に１階、２階、３階を整理して

おきたいと思います。 

資料７で、１階、すなわち網のかかっている

ところは、わが国でいうと基礎年金が相当する

と思いますが、普遍的に全国民に給付をして、

最低保障的な機能を持つ。こういうのが１階と

言えるかと思います。所得再分配的な要素がこ

こに入ってくるわけですね。 
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厚生年金の報酬比例部分が２階に相当する

と思います。１階に上乗せして給付して、所得

比例的に給付する。現役時代にたくさん保険料

を払ったら、たくさん年金をもらい、少なかっ

たらちょっとの年金しかもらえない。このよう

な制度を２階と言えるかと思います。この部分

が強制かどうかは、国によって違います。 

３階は、もう任意の世界です。企業年金のよ

うに職域で年金をつくってみたり、あるいは税

制上の優遇を受けて個人年金をつくったりと

いうことです。 

 

５基金は２階部分を運用 

このように、１階、２階、３階を分けたとき

に、先ほどのアメリカ、カナダ、スウェーデン、

オランダ、ノルウェーの年金はどこに位置づけ

られるのか、ということが重要だと思うのです。 

まず、米国とオランダをみてみますと（資料

８ ）米国は Ｏ Ａ Ｓ Ｄ Ｉ （ Old-Age, Survivors, 

Disability Insurance）――老齢、遺族、障害

年金といったものが公的年金として存在しま

す。そこで、低所得者向けに所得テストおよび

資産テストを伴うＳＳＩといったものが、また別

途あります。 

ＣａｌＰＥＲＳというのは、この上に乗る、いわ

ば企業年金のようなものでして、確かにカリフ

ォルニア州職員の年金ではあるんですけれど

も、別途、米国全国民向けのＯＡＳＤＩとＳＳＩが

あって、その上に乗る年金なんですね。 

オランダのほうをみますと、有識者会議が参

照しているＡＢＰというのはオランダの公務員

の年金制度なのですが、やはりオランダにも

Basic State Pension というものが別途ありま

して、ＡＢＰというのは、例えばフィリップス

の企業年金のように、この上に乗るものです。 

ちなみにオランダの Basic State Pension

の給付水準は、単身であると、オランダの最低

賃金の基準の７０％を給付しましょう。夫婦で

あれば、夫、妻、それぞれに５０％、合計１００％

を給付しましょう、という制度設計になってい

ます。最低保障的な役割を持っているわけです。 

ＣａｌＰＥＲＳやＡＢＰというのは、このような年

金制度であって、職域年金の１つと位置づけら

れると思います。 

次にカナダ、スウェーデン、あわせて日本も

並べてありますが（資料９）、まずカナダの年

金制度についてお話しします。カナダはＯＡＳ

（Old-Age Security）という、一般財源を原資

とした基礎年金があります。その上に２階部分

として、Canada Pension Plan（ＣＰＰ）という

ものが乗り、所得比例給付が行われます。ＯＡ

Ｓは税方式なんですが、給付水準が非常に低い

こともありまして、老後所得が低い人には、Ｇ

ＩＳという所得テストつきの給付が行われます。

こうした制度体系の中で、ＣＰＰＩＢはその名の

とおり、Canada Pension Plan Investment Board

ですから、運用しているのは２階部分（赤点線

部分）だけなんですね。 

次に、スウェーデンの年金制度は有名ですけ

れども、全国民共通の所得比例年金というもの

があります。そして、所得比例年金が低額にと

どまる方に対しては、一般財源を原資とした保

証年金が給付される、という制度体系になって

います。そうした中で、ＡＰファンドが運用し

ているのは、所得比例年金を原資とする保険料

だけ（赤点線部分）なんですね。 

ですから、例えばカナダでＣＰＰＩＢが運用で

大きく失敗してＣＰＰ部分の年金が減ったとし

ても、ＯＡＳとＧＩＳはその影響を受けることは

ありません。例えば低所得の方は、赤点線で囲

んだ部分が減っても、グレー部分の水準はカバ

ーされているわけです。高所得の人は運用損が

発生すれば影響を受けますが、低所得の人はＧ

ＩＳ、ＯＡＳがあって、その影響を受けない。 

同様に、スウェーデンにおいても、所得比例

年金が例えば運用損で大きく減ったとしても

保証年金がありますから、この人たちは、グレ

ー部分だけはカバーされることになります。 

対しまして日本です。日本のＧＰＩＦが運用し

ているのは、厚生年金の保険料であり、国民年

金の保険料と申しあげましたが、わが国の年金

制度はちょっとわかりにくいので、ここで説明

を挟み込みます。 

厚生年金保険料の中には、厚生年金の報酬比
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例部分の原資と基礎年金の原資の両方が入っ

ているんですね。ですので、厚生年金に加入し

ている人は、老後、厚生年金の報酬比例部分と

基礎年金を受け取る。そして、国民年金に加入

している方は、基礎年金だけを受け取る、とい

う段取りになっています。 

 

日本は運用損が基礎年金にも影響する 

つまり、図では基礎年金と書いていますが、

わが国のＧＰＩＦは厚生年金と国民年金の保険料

を運用していますから、この赤点線で囲んだと

ころ全体が運用の対象になっているわけです。

ですので、仮に運用損が発生しますと、厚生年

金も減りますし、同様に基礎年金も大きく減る

ということになります。ここが決定的にアメリ

カ、オランダ、カナダ、スウェーデンなどと違

うところだと思います。 

例えばどのような影響が出るか。ちょっと数

字が小さくなりますけれども、資料１０は先般

出ました年金財政検証の結果を要約したもの

です。年金財政検証の結果は、経済前提がケー

スＡからＨまで８通りに分かれています。 

例えばＡですと実質賃金上昇率が２．３、以下

だんだん下がってＨでは０．７、実質運用利回り

が３．４から１．７、それによって将来の年金給付

水準も大きく変わってくるわけです。例えば基

礎年金は、現在、満額で月６万４，０００円です

けれども、仮に経済好調のケースでも年金は大

きく減るのですが、経済が悪くなると３．９万円、

３．５万円と落ちていく――悪いといっても、経

済前提をみると実質賃金が１．３のプラス、実質

運用利回り２．８と、現状から見るとかなり好調

なのですが――このように経済前提いかんで、

厚生年金はもちろん基礎年金までも給付水準

が大きく変わってくるわけです。 

ここで、いま申しあげたポイントの小まとめ

をしておきたいと思いますが、この中でノルウ

ェーのＧＰＦＧについて触れていませんでした。

実は、ノルウェーのＧＰＦＧというのは年金とは

直接関係がないのです。 

ノルウェーはご案内のとおり、産油国でして、

ＧＤＰの４分の１が原油、石油関連です。２０００

年代半ばに石油関連収入の使い道について改

革を行いまして、野方図に使うのではなくて、

石油収入で得られた積立金残高の４％だけは

一般会計に繰り入れて税と一緒に使うことが

できるようにしましょうという「４％ルール」

を設けたのです。あまり野方図に使ってしまう

と、将来、その恩恵を受けることができなくな

りますから。 

この４％ルールを設けたときに、それまでノ

ルウェー石油基金という名前だったものを、ノ

ルウェー年金基金と名前を変えたのです。です

から、実は年金制度とあまり関係なくて、ノル

ウェーのＧＰＦＧは、いま、あまり使わないでと

っておいて将来使いましょう、という趣旨の

「年金」なわけです。 

収入が全部石油収入ですから、これをわが国

のＧＰＩＦと比較するのは適切でありませんので

説明を省略させていただきましたが、残り４カ

国についても、１階部分は市場運用していない

わけです。そして、米国のＯＡＳＤＩの積立金は

２兆７，６４４億ドルありますが、これは全額、

非市場性国債、市場を通さない国債で運用して

いるわけです。 

ここで私の第一の主張をまとめますと、社会

保障制度の１階部分、いまＧＰＩＦはこれを含め

て市場運用していますが、社会保障制度として

の重要な目的の１つは、最低保障にあると思う

のです。１階部分の給付水準はそこから導かれ

るべきであって、市場運用の成績いかんによっ

て給付水準が変動したのでは、社会保障制度た

り得ないのではないかと考えるわけです（資料

１１）。 

ＧＰＩＦの運用改革というのはもちろん議論し

てもらってもいいんですが、そもそも１階部分

は何のためにあるのか。基礎年金というのは何

ですか、といった議論をもっともっと厚生労働

省にはしてほしい。その議論が前提となっては

じめて、運用の議論もあると思うのです。 

２つ目の論点に移りたいと思います。冒頭、

竹田さんからも私を紹介していただく中で「将

来世代にツケを残さない仕組みを入れるべき

だと主張している」とご紹介いただきましたが、
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この論点に移りたいと思います。 

 

次世代にツケを回さない仕組みを 

スウェーデン、カナダはそれぞれＡＰファン

ドもＣＰＰＩＢも、２階部分しか運用していない

という話を申しあげました。その２階部分に関

して、彼らは将来世代にツケを残さないような

仕組みを入れているわけです。しかし、我が国

にはそれがないんですね。 

例えばスウェーデンの所得比例年金、三角形

の部分（資料９）に関しまして、スウェーデン

政府は毎年バランスシートをつくります。将来

入ってくる保険料の現在価値と積立金残高が

資産。負債は、将来の給付の現在価値です。こ

れがぴったりイコールであれば、年金財政が健

全である。そうではなくて負債が資産を上回っ

てしまえば、年金財政は不健全である、といっ

たチェックを毎年毎年彼らはします。仮に１を

下回ってしまった場合――２００８年度に実際に

起きたんですが――政治の意思決定を介さず

に、自動収支均衡機能というのが発動されます。 

スウェーデンの年金制度は有名ですね。資料

９の下のほうに書いてありますが、銀行口座に

例えられるんですね。払った保険料が政府に置

かれている各人のアカウントに記録されてい

く。そして、記録する際に政府は利回りをつけ

るんですね。その利回りとして、１人当たり賃

金上昇率を採用しているのですが、それをみな

し運用利回りといって、１人当たり賃金上昇率

で利息をつけていくのです。わが国の年金制度

では、物価上昇率で改定していくわけですが、

彼らは賃金上昇率で改定していく。物価ではな

く賃金でスライドしていくんです。 

現役時に払った保険料も賃金上昇率で利回

りがつき、もらい始めた後も賃金上昇率で年金

は増えていくという仕組みの中において、年金

財政のバランスが崩れると、このみなし運用利

回りを一定期間下げてしまうんですね。それは

年金受給者にとっても、加入者にとってもきつ

いことですので、そういったきついことは政治

的には避けたい。そこで、政治の意思決定を介

さずに自動的にやってしまおうという仕組み

を、オートマチック・バランス・メカニズムと

して組み込んでいるわけです。バランスシート

の中には積立金残高も入っていますので、スウ

ェーデンで自動収支均衡装置が発動されたの

はリーマンショックの後です。こういった仕組

みがスウェーデンにはある。 

同様に、カナダにも損失分を自動的に調整す

る装置があります。カナダはやはり９０年代の

後半に大きな年金制度改革をしまして、保険料

率を一挙に上げて積立金をつくったんですね。

それは、放っておくと将来の負担が大きくなっ

てしまうという危機感からだったわけですが、

このとき、財政検証の間隔を、３年に１回に短

縮しました。我が国は５年に１回です。 

この改革の際に、法定保険料率を９．９％に定

めたのですが、３年に１回の財政検証で、９．

９％を超えるような見通しとなってしまえば、

カナダは連邦制で連邦と州にそれぞれ財務大

臣がいますので、連邦と州の財務大臣の間で保

険料率の引き上げなどの合意が求められるこ

とになります。しかし、合意に至らない場合は、

insufficient rates provisions、これを「不

十分な保険料条項」と訳したのですが、これが

適用されるわけです。 

具体的には、保険料率が９．９％から引き上げ

られ、給付の物価スライドが止められることに

なります。すなわち、年金受給者を含む現在の

世代が即座にその損失を埋め合わせることと

なり、損失を先送りにしないという仕組みが

insufficient rates provisions として入って

いるわけです。 

両国に共通しているのは、政治というか、政

治家自身のリスクを客観視しているところだ

と思うんですね。負担を引き上げたり、年金給

付を下げたりというのは、年金財政の健全化に

とって極めて重要なんですけれども、やはり政

治的には避けたい課題です。しかし、避けてし

まうと年金財政の健全性が確保されない。それ

を政治リスクとして客観的に捉えて、それが顕

在化しないように制度として織り込んでしま

う、ということを彼らはしているわけです。 

わが国で６月に年金の財政検証の結果が出
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ました。これを踏まえて厚生労働省年金局とし

ては、２００４年改正で入れたマクロ経済スライ

ドという給付水準抑制の仕組みが動いてない

ので、法改正をしたいという意向です。しかし、

その法改正が政治的に受け入れられて、来年の

国会に出てくるかどうかというのはわからな

いわけです。 

やはり政治家としてみれば、こうした国民に

不人気な政策は避けたいわけです。別にそれは

政治家のレベルが低いとかいうことではなく

て、高齢化が進む中で負担増、給付減というの

は避けられないのですが、その決断をいまの民

主主義制度のもとで行うのは、やはり難しい。

そこを客観視したうえで制度に組み込んでい

くといったことは、大いに学ぶべきではないか

と思います。 

他方で、冒頭申しあげたとおり、わが国には

損切りのシステムがないんですね。運用損失は

マクロ経済スライド――これは細かく話し始

めると複雑になりますので、できれば資料２１

で参考文献に挙げている３番や４番をみてい

ただくとありがたいのですが――マクロ経済

スライドというのは、２００４年の年金改正で導

入された給付水準抑制の仕組みを、より長期間

にわたって適用することで解消するしかない

んです。運用損失が発生しても。 

ごくごく簡単にマクロ経済スライドの仕組

みを申しあげますと、日本の年金は、年金を新

しくもらい始める時の額は賃金上昇率で改定

して、もらい始めてからは物価上昇率で改定し

ていくのが原則なのですが、マクロ経済スライ

ドは賃金上昇率と物価上昇率から一定の率、大

体１％とお考えいただいていいと思うんです

が、それを引くことを毎年毎年繰り返していっ

て、段階的に年金給付水準を落としていく仕組

みなんです。 

この賃金と物価から差し引く１というのを

スライド調整率というのですが、スライド調整

率には運用損を反映させる仕組みになってい

ないのです。ですから、仮にリーマンショック

のようなことが起きて、ものすごい運用損が発

生しても、スライド調整率は１％のままなので

す。ですから、その運用損を解消するためには、

マクロ経済スライドを長くかけるしかないわ

けです。本来であれば、このスライド調整率の

設定の中に、例えばリーマンショックのような

大きな変化が起きたときにはスライド調整率

を２％、３％に拡大して、年金を足元で大きく

下げる、といった仕組みが入っていればいいん

ですが、そうはなってないわけです。 

どういうことかといいますと、資料１４の「す

なわち」以下に書いてありますが、いま、われ

われがリスク資産運用をして損が発生した場

合、基本ポートフォリオの意思決定に参加して

いない将来世代の年金給付水準を切り下げて

いくことになるわけです。ポートフォリオを決

定しているわれわれの世代が損をするのでは

なくて、将来の世代が損をしてしまうという仕

組みが、マクロ経済スライドなのです。 

このように、わが国の年金制度は、リスク運

用に耐える仕組みになっていないわけです。そ

こで、リスク運用拡大の議論をするのであれば、

あるいはいまの状況においてであっても、本当

はスウェーデンやカナダのように、運用損失を

直ちに解消する仕組みの整備が不可欠である

わけです。これが２つ目に申しあげたかったこ

とです。 

 

なぜＧＰＩＦ改革が成長戦略なのか 

少し話の次元が変わりますが、３つ目は、も

ともとのＧＰＩＦ改革の議論の起点がおかしいと

思うのです。成長戦略である「日本再興戦略」

を起点として、今日まで議論が進んでいるわけ

ですが、厚生年金保険法では、次のように、被

保険者の利益をうたっています。 

第７９条２には「積立金の運用は、積立金が厚

生年金保険の被保険者から徴収された保険料

の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な

財源となるものであることに特に留意し、専ら

厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期

的な観点から、安全かつ効率的に行うことによ

り、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営

の安定に資することを目的として行うものと

する」とある（資料１５）。ポートフォリオの見直

しなどは、決してこの日本再興戦略の中に書き
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込まれるようなことではないと思うのです。 

あくまで、いまの年金運用の現状が年金被保

険者の利益にとって不利益な状況になってい

るかどうかといった観点から、問題が説き起こ

されるべきであって、政府の議論は起点がおか

しいと思います。 

例えば、先ほどご案内したカナダは、９０年代

後半に年金制度改革を行ったわけですが、連邦

政府と各州の政府の中で大議論になりました。

各州の政府も高齢者の所得支援のような政策

を持っていますから、大議論になりまして、そ

の中で Most participants、連邦政府ですとか

州の政府の議論の当事者、大臣たちを中心とす

る当事者ですが、Most participants agreed 

that the fund should have one objective、

当事者は１つの目的を持つべきである。それは

maximize returns in the interest of current 

and future beneficiaries。現在と将来の受益

者の利益を最大化するという１つの目的を持

つべきであって、２つ目の目的はない。 

こういうことが Bruce Little の『Fixing The 

Future』という本に―― Bruce Little という

のは、皆さんと同じジャーナリストの方で、カ

ナダの年金制度改革をずっと追って、何十人に

もインタビューをして、理論的にもすごく正確

な本で、積立方式とか賦課方式の整理等もすご

く正確に書かれています。この本に、このよう

な状況が描写されているわけです（資料１６）。 

最近でも、今回の内閣改造で就任された塩崎

恭久厚生労働大臣の発言などを聞きますと「被

保険者の利益のためです」と――多分事務局、

厚生労働省の官僚は「厚生年金保険法はこう書

いています」と見せているのだと思いますが―

―被保険者のためですとおっしゃっている。よ

しんば、このＧＰＩＦ改革が成長戦略であるのは、

それが成功して、その成功によって日本経済が

よくなり、日本経済がよくなることによって、

われわれ年金加入者、受給者にも翻って利益が

及ぶからである、というのであれば、百歩譲っ

てもいいのかもしれません。しかしやはり、成

長戦略であるとしても疑問だと思うんですね

（資料１７）。 

コーポレートガバナンス強化と相反 

ここはいろいろ議論があるかもしれません

が、まず現状を整理しますと、わが国の企業と

いうのは、利益率は諸外国に比し大幅に見劣り

しています。企業も金ばかりため込まないで、

もっと投資しなさい。そして、売上だけではな

くて、利益ももっと上げなさい。こういう状況

になっているわけです。この利益率を上げると

いうのが至上命題となっていまして、その一環

としてコーポレートガバナンスの強化が課題

となっている。 

これは正しいことだと思います。株式も単に

持ち合うのではなくて、株式を持っている人は

保有先の企業に対してもっと物を言うべきで

あって、緊張感があるべきですし、社外取締役

とかもお友達感覚で選ぶのでなくて、きちんと

企業に対して物を申してくれる人を選ぶ。こう

した緊張関係は非常に重要であると思います。 

この点はもっともっとわが国はやっていか

なければいけないと私も考えますが、そう考え

たときに、ＧＰＩＦが仮にコーポレートガバナン

スを徹底するとします。ＧＰＩＦのＧはガバメン

トですから、それは政府による企業経営への介

入になってしまうわけですね。特に厚生労働省

は薬剤の承認ですとか介護報酬の決定、医療機

器の承認などを行っているわけです。そういっ

た政府が企業経営のコーポレートガバナンス

を強化しろと言っても難しいと思うのです。や

るべきでないし、難しいと思います。 

２月２６日に金融庁の日本版スチュワードシ

ップ・コードというものが発表されて、ＧＰＩＦ

も５月末までに受け入れを表明しました。これ

は従来の単なる議決権行使よりさらに一歩踏

み込んで、経営者と対話をしたりしながら、株

主として企業価値の向上にもっと責任を持っ

てください、そのことによってリターンも高ま

るでしょうというものです。ＧＰＩＦはこれを受

け入れはしましたが、矛盾しているといいます

か、問題があると思います。 

どういうことかというと、ＧＰＩＦがこうした

「政府の介入」とならないよう、中途半端なコ

ーポレートガバナンスをするとします。実際に
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いまがそうです。株式を持っているとしても、

議決権行使とかは信託銀行など運用機関に任

せているわけですから。このように中途半端な

コーポレートガバナンスは、株主責任の放棄に

なる。せっかくわが国企業の利益率を上げるた

めにコーポレートガバナンスを強化しようと

いう動きと反してしまうのですね。 

ですから、ＧＰＩＦがコーポレートガバナンス

を徹底するとしても問題がありますし、中途半

端にしても問題があるという意味で、成長戦略

としても、私はこれはどうかなと思います。 

 

政治の介入が資本の効率配分を阻害する 

もう１つ、成長戦略として疑問に思うのは、

資本市場の健全な育成の観点からです。資料１

８に書いてある英文は、１９９９年にグリーンス

パンＦＲＢ議長（当時）が議会証言したときの

一文を抜き出したものです。 

有名なフレーズだと思いますが、当時、クリ

ントン政権のもとで財政黒字が出たのです。そ

の財政黒字の一部をＯＡＳＤＩのファンドに組み

入れて、それをエクイティすなわち株式運用し

ようではないかということが、政府やその他の

人たちから提案されたわけです。 

ここでも注意が必要ですが、アメリカも年金

保険料を原資とするのではなくて、財政黒字が

出て、その財政黒字を原資として、その黒字の

一部を株式投資しようという話が出たんです。

けれども、それに対してもグリーンスパン議長

は反対しています。トラストファンドの一部を

エクイティに投資するのは、資本市場の効率性

をリスクにさらすであろう。それだけでなく、

私たちの経済を、言うまでもなく、リスクにさ

らすだろうと。 

で、Even with Herculean efforts、どんな

に頑張って努力したとしても、私は疑問に思う

のは、それは長期的にみれば、トラストファン

ズが政治的なプレッシャーから陰に陽に影響

を受けてしまうことを懸念するわけです、と。

そして、資本が最も効率的に使われるものを下

回るようなものに配分されてしまうでしょう、

ということをおっしゃっているわけですね。私

も賛同します。どんなに努力しても政治的なリ

スクというのは避けがたいのです。 

最近のわが国の政治家の発言をみてみても、

主要経済閣僚の方が、ちょっと俺が言ったら株

が上がっただろう、みたいな感じのところがあ

るわけですよね。それは市場の特性を理解して

言っているのか、理解しないで無邪気におっし

ゃっているのかわかりませんが、それは市場の

効率的な価格形成をゆがめているわけです。別

に大臣が何を言おうが、企業の実態が変わって

いるわけではない中で、価格が動いてしまって

いるわけです。 

これは、グリーンピアなんかもそうですね。

年金保険料がグリーンピアにつぎ込まれてし

まって、それもロスになってしまっている。極

力、政府の介入を許さないような資本市場にし

ていくべきであって、多分、それによって、最

も効率的に資本が配分されることが、経済成長

の源泉だと私は思うんですけれども、それに対

しても反していると思います。 

４点目に、これはつけ足し的ですけれども、

よくＧＰＩＦは池の中の鯨に例えられるわけです。

日本の市場という小さな池の中で、ＧＰＩＦのよ

うな鯨、大きな図体をした資金ファンドを持つ

投資主体が暴れると、池全体がバチャバチャし

てしまう。資料１９に池の中の鯨と投資理論と

書いていますが、ここで書き出した文章は、年

金福祉事業団からいまのＧＰＩＦに移り変わると

きの厚生労働省の議論から引いてきたもので、

匿名なんですけれども、おそらく経済学者だと

思います。 

「現在の投資理論は、資金規模のことを一言

も言っていないところが弱点。資金運用の世界

で、国際的に活躍している組織を見ていると、

資金規模は５０億から１００億円程度。この程度

の資金で、市場のさまざまな癖を追って運用し

て４０％程度の収益を上げている。ところが、

例えば１００兆円では、同じ収益を上げることは、

全体の経済がそれだけ成長する場合以外でき

ない」 

確かに現代投資理論のエッセンスというの

は、相関の異なるアセットを組み合わせること
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によって、リスク――投資理論のリスクという

のは、統計学でいう分散、振れ方ですよね－－

それを相関の異なるアセットを組み合わせる

ことによって、分散を小さく抑えながら、ただ

し高いリターンを追求するということにあり

ますが、そういう投資理論というのは、資金規

模のことを一言も言っていないわけですよね。 

１兆円で成り立つ理論は１００兆円でも成り

立つのかというのは、わからないわけです。本

当はもっとこういうところを議論すべきだと

思うんです。果たして１２６兆円のＧＰＩＦが現代

投資理論を使って、そのとおりにオペレーショ

ンしてポートフォリオを組んでいくことがで

きるのかというのは、最も根源的な問題点だと

思います。 

 

市場運用と年金制度 セットの議論を 

こうしてみると、いまの改革論議はいいとこ

ろが１つもないんですが……。まとめてみます

と（資料２０）、１つは、市場運用と年金制度

とセットでの議論が必要である。市場運用する

としても、それは１階なのか、２階なのか、３

階なのか。カナダやスウェーデンは２階しかや

っていない。オランダやアメリカのＣａｌＰＥＲＳ

は、言ってみれば３階です。ですから、１階、

２階が、例えばオランダのように最低賃金の

何％給付しますというようにしっかりしてい

れば、３階はいくらリスクをとってもいいと思

います。つまり、どの部分を運用するのかとい

う議論が必要なのです。しかし、昨年１１月に

出た有識者会議の報告書には、そうしたことは

全く書いていません。 

もう１つは、運用損失が発生した場合の損切

りの仕組みをいかに整備するかということで

す。いまのマクロ経済スライドの仕組みでは、

将来世代がそのツケを負うしかありません。し

かしこれは、われわれの世代が負わないといけ

ない。 

よくこの議論の中でリスク許容度という言

葉が出てきますが、リスク許容度を測るために

は、厚労大臣なり政府が国民にまず説明するこ

とが必要なわけですね。「ＧＰＩＦとしては、リ

スク資産を拡大します。当然、損失が発生する

こともあります。損失が発生した際にはその分、

年金給付を一定期間下げ、保険料を一定期間上

げます。それでもリターンが高ければ、将来世

代に利益を残すことはできます。皆さん、やり

ますか」という説明をして、基本ポートフォリ

オの変更などを組んでいくべきだと思います

ね。 

それで、国民がイエスと言うか、ノーと言う

か。イエスと言えばリスク許容度が高い、ノー

と言えばリスク許容度が低い、ということだと

思いますが、そういう問いかけがないままに、

単に「基本ポートフォリオを変えます」という

のは、確かに株式の期待リターンは高いかもし

れませんが、いいところしかみていないように

思います。 

２段落目は、私の考えも多く入りますが、市

場へのリスクマネー供給及びコーポレートガ

バナンスの強化は、ＧＰＩＦという政府の一員を

介するのには無理があり、コーポレートガバナ

ンスのところで申しあげたとおりですが、また

好ましくもない。やはり企業や家計を通じるべ

きであると思うのです。 

ここは市場をどう見るか、ということを国全

体で議論を整理していくべきだと思います。こ

のＧＰＩＦの議論と関連する、同じベクトルを向

いているのが、例えば先に報道された日本政策

投資銀行の完全民営化の先送りなどもそうか

なという気がします。民間を通じたリスクマネ

ーの供給が何となく滞っているので、政府を通

じて供給していこうとしているようにみえる

のですが、そのときに、例えば審査なり見極め

が甘くなって、後に不良債権を生んでしまった

りするかもしれません。あるいは最適な資源配

分ができていないということになるかもしれ

ません。ですから、そもそも市場をどう捉える

かというところを、もう一度議論すべきだと思

うのです。 

小泉政権のころは「民でできることは民で」

と言っていましたよね。それがいまは、民でで

きるかもしれないことも官に、という動きにな

っているような感じもあります。 
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＜ 質 疑 応 答 ＞  

 

問題は 曖昧な「基礎年金」 

司会 ありがとうございました。質疑応答に

入りますが、まず私からおうかがいします。 

政府は「日本の積立金だけが株式運用の比率

が低くて、あとはみんな高いんだぞ」と。しか

し、西沢さんの説明によれば、実は基礎年金に

ついては、アメリカでさえ国債が１００％。株は

全然運用していない。 

つまり、年金というものを、もっときちんと

切り分けなければいけないのではないか。基礎

年金とは何なのか、基礎年金が何を保障するの

かというところが、日本の場合には全くない。

「年金」という言葉で全体をモワッとくるめた

まま議論をしている。 

ですから、議論の大前提としてまず、基礎年

金で何を保障するのか、どの部分までちゃんと

お金を出すのか。こうしたところを、たとえば

「基礎年金法」なりで国がはっきりさせること

が必要になる。そこがきちっと切り分けられて

いないことが、議論の曖昧さにもなっていると

思うのですが。 

 

西沢 そうです。例えば資料１０の表で、現

在の基礎年金は満額で６万４，０００円です。そ

もそもこの水準も、６万４，０００円が「基礎」

なの？という感じがありますが。さらに、ケー

スＡからＨの想定分類で、もっとも経済がいい

ケースＡであっても月４万５，０００円になって

しまう。これで「基礎」といえるのか。「基礎」

と冠しながら、これは一体何ですかという話で

す。さらに、運用が悪くなれば、もっと下がる

かもしれない。 

すなわち「基礎」ではないんですね。わが国

のこの基礎年金というのは、「全国民共通に給

付されます」という程度の意味合いでしかない。

本当の「基礎」にはなっていないのです。基礎

年金は１９８５年の年金改正で導入されたんです

けれども、いま、竹田さんがおっしゃったよう

に「基礎年金法」という法律はないんですよね。 

国民年金法、厚生年金保険法などは従前から

あったのですが、その中で国民年金法を改正す

る形で、基礎年金があるかのように見せている

わけであって、基礎年金がどういった水準を国

民に保障するのか、生活保護とどのように役割

分担をするのか、という議論が全くないまま今

日に来てしまっているわけです。 

基礎年金が本来何を守るべきかという水準

がはっきりしているのであれば、市場運用する

ことによって水準が変わるということもない

でしょう。いまの議論がわかりにくい理由の 1

つには、厚生年金保険料の中にも基礎年金の財

源が入っていて、国民年金の保険料はそのまま

基礎年金の財源になって、基礎年金と国民年金

の関係もよくわからないこともあるわけです。 

だから、ここを整理して、制度の本質という

か、制度が何を守ることを目的としているのか

という理念がないと、運用を定めようがないは

ずなのです。 

司会 昭和６０（１９８５）年の改正でしたか。 

西沢 そうです。 

司会 国民年金と厚生年金という全く別々

の年金だったものを、このままだとどんどん自

営業者の人たちが減っていって国民年金はも

う維持できない、と国民年金を事実上救済する

目的で、国民年金を１階部分、厚生年金を２階

部分と言うことで存続させることにしたわけ

ですよね。 

だから「基礎年金というのはバーチャル、フ

ィクション」と言う人がいますが、つまり本当

は別々のものなのに、基礎年金法という法律も

つくらずに、国民年金の部分を基礎年金と言い

かえて、２階建てにしてしまっている。そこの

曖昧な部分がずっとここまで引きずられてく

るということですね。 

西沢 引きずられてきていると思います。

「基礎年金」というのはもらうときだけの名称

であって、入るものではないんですよね。国民

年金に入るし、厚生年金に入るし、共済に入る

けれども、もらうときにはなぜか、基礎年金と

いう名前がついてくる。そこを整理しないまま

で運用の話はできませんよね。 
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モノ言う株主は可能か？ 

司会 もう１点です。コーポレートガバナン

スをＧＰＩＦがきかせる、つまり、モノ言う株主

になるということは、基本的にやっぱり無理が

あるのではないかというお話ですね。 

西沢 そうです。 

司会 でも、そうは言いつつも、これだけ大

量の株は持っているわけで、モノ言う株主にな

らないとすると、どうすればいいんですか。 

西沢 私は、本当は株を持つのは賛成できな

いんですね。賛成できないんですけれども、持

ってしまっている以上は仕方がないので、イン

デックスファンドのようなものを、日経平均の

ようなベンチマークに合わせて、パッシブ運用

していくぐらいかなという気がしますけれど

も。パッシブ運用をするということは、ほかの

株主の意思決定のうえに乗るということです

が、それしかないと思います。 

 

司会 いま政府はＧＰＩＦについて、ポートフ

ォリオの見直しと同時にガバナンスの見直し

をやろうとしています。いまは独立行政法人の

ＧＰＩＦで、事実上は理事長がひとり責任を負っ

て、強大な権限で運用をやっているわけです。

それを複数の理事を置いて、理事会が合議制で

運用のあり方を監視する、という形に見直す。

こうしたこともあわせてやっているんですが、

そういうことをやっても、物言う株主にはやっ

ぱりまだまだ担保できないということですか。 

西沢 塩崎厚生労働大臣や有識者会議報告

書にも「ＧＰＩＦのガバナンス」という言葉がよ

く出てくるんですが、どうも私にはピンとこな

い。というのは、保険料を拠出しているのはわ

れわれ国民一人ひとりなわけです。ですから、

本来ＧＰＩＦの運用には、われわれ国民の意思が

反映されないといけないわけですよね。 

スチュワードシップ・コードも、そのお金を

出している、奥にいる資金の拠出者の意思まで

反映させてというのがあるはずなのです。では、

われわれ１億何千万人の意思をＧＰＩＦに物理的

に反映させられるのか、ということです。 

司会 どこかに年金保険者の代表が入って

いるようなところがたしかありましたよね。 

西沢 あったと思います。例えば国民経済計

算の用語でも、「社会保障基金政府」というの

がありますよね。だから、そこには単に統計上

の話ではなくて、代表者を出してやる。 

マンションにお住まいの方は実感があると

思いますが、マンションの住民で例えば大規模

修繕する場合とかは、相見積もりをとったりし

てやりますよね。あれは民主主義の基本だと思

うんです。自分たちがお金を出すんだから、ど

こに出すかはきちんと吟味する。それがガバナ

ンスの基本です。ただ、それが大規模になると、

代議員を出さざるを得ない。ですので、ＧＰＩＦ

のガバナンスというのは、本当は国会議員にな

ると思うんです。仮に理事を増やしたとしても、

理事が私たち年金保険料拠出者の意見を代弁

してくれていないのであれば、われわれ保険料

拠出者によるガバナンスになってないのでは

ないかなと思うんです。 

ガバナンスに関して、たとえば「いまのＧＰＩ

Ｆ職員は公務員並みの給与で、これだと高い運

用スキルを持った人が来てくれない。なので、

報酬体系も変えましょう」という議論がありま

す。それは確かにあるのかもしれませんが、そ

うではなくて、年金保険料拠出者であるわれわ

れの意思をどうやって反映させてくれるのか、

という話が究極のガバナンスだと思うんです。 

 

司会 ありがとうございました。では、会場

からの質問をお受けします。 

 

質問 運用もさることながら、その前提とし

てお聞きしたいんですが、日本の場合は基本的

には積立方式ではなくて、賦課方式で、一部積

立金を充当しているわけですね。先ほど例に挙

げられた５カ国（基金）は、給付における賦課

保険料と積立金の比率は、それぞれどの程度な

んでしょうか。 

もう１つ、また前提的な話なんですが、賦課

方式ではなくて、積立方式に切りかえるべきと

主張される人が一部にいますね。その場合には、

何百兆円か知らないけれども、積み立て不足が
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生じると言っておどしているわけですが、こう

いった論議は果たして現実的なのかどうか。 

 

「積立方式」が意味するもの 

西沢 いきなり本質的なご質問をいただい

てしまいました。カナダやスウェーデン、日本、

アメリカの積立金も賦課と積み立ての比率は

同じような感じですね。基本的に賦課方式で、

バッファーファンドとして積立金を保有して

いる。基本的には賦課方式で運用されています。

主要先進国で、公的年金自体が積立方式をとっ

ている国はないと思います。 

その関連でいただいた質問で、積立方式の主

張ですけれども、わが国ですと、学習院大学の

鈴木亘先生とか法政大学の小黒一正先生とか

がご主張されています。私の友人でもあるので、

彼らとも議論するのですが、彼らの主張をよく

よく聞いてみると、積立方式と言っても、いわ

ゆる積立金を積み立てていくという方式では

ないと思うんですね。 

例えばわが国で完全積立方式にすれば千何

百兆円が必要になるわけです。彼らの主張をよ

くよく聞いてみると、まず、その千何百兆円の

負債を会計上きちんと計上してください。きち

んと管理しましょう、と。そこにまずエッセン

スの１つがある。この負債を増やさないように

管理する。アセットで積み立てるのではなくて、

その負債を計上したうえで、政府の恣意的な裁

量が入らないように負債管理するということ

が本質であるわけです。鈴木さんの話を聞いて

も、小黒さんの話を聞いても、アセットを積み

立てていくという積立方式ではないんですね。 

ですので、彼らの説明の仕方も上手くないと

思うんです。例えば積立方式というと、株を何

百兆円買ってという話になりますが、それはお

そらく、大国では無理だと思うんですね。あく

まで小国モデルです。人口何百万人という小国

であれば、例えば外国株式、外国債券など、も

っとできると思うんです。しかし経済規模の大

きい日本のような形になってしまって、負債だ

けで千何百兆円、年金債務があります、となる

と、もはやあり得ないと思います。彼らもそれ

を主張しているわけではないと思います。 

ただ、彼らと話していて、私もものすごく共

感するのは、わが国では年金債務を債務計上し

ていないものですから、政府は過度に楽観的な

見通しを示すわけです。いまの年金の議論にお

いて、私も含まれるかもしれませんが、外野で

批判する人がいる。その批判を打ち消すために、

政府は過度に楽観的な宣伝をするという形に

なっています。また、マクロ経済スライドが動

いていないという危機的な状況がもうずっと

続いていながら、政府はそれに対して手を打と

うとしなかったことに対する危機感というの

がお二人や私には強くある。 

ですから、積立方式という言い方をやめたら

いいと思うんです。年金債務の明確化と野方図

な拡大の抑止、と意図を明確に表現すれば、も

っと広く受け入れられるのではないかなと思

います。 

 

質問 共済は、それぞれの共済が運用してい

るとのことですが、そのポートフォリオは厚生

年金のやり方と違うんでしょうか。それとも同

じようなことをやっているのか。もう一点、今

回、厚生年金だけが問題になっていて、共済が

問題になっていないというのは、一体どういう

ことなのでしょうか。 

 

「なんちゃって一元化」 

西沢 資料１にあるように、国家公務員共済、

地方公務員共済、私学教職員共済が合計で４９．

８兆円の積立金を持っている。その大部分は地

共済なんですね。民主党政権のときに、年金一

元化法ができたんですが、これも、私からみる

と、「なんちゃって一元化」みたいな感じなん

です。一元化すると言いながら、確かに保険料

と給付水準は段階的にそろえていくんですが、

積立金の運用に関しては、ＧＰＩＦに統合しない。

国共済、地共済、私学共済それぞれ、これまで

と同様に独自で行うとなっている。 

もう終わったのか、まだやっているのか確認

していませんが、年金局長の下に、共済の運用

をどうするかという検討会ができていると思
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うんですが、いまのポートフォリオもＧＰＩＦと

違いますし、これからも違う可能性はあります。 

不思議なのは、給付水準と保険料率は一元化

していくわけです。全くばらばらのポートフォ

リオを組んだり、あるいは違う銘柄を組み入れ

たりしたときに、運用結果が違ってきてしまっ

たらどうするのか。例えばある共済が大損しま

した、といったときに、その穴を誰が埋めるの

か。でも、給付と負担はもう一元化すると決め

てしまっているので、ほかの人からしてみれば、

何でそんな運用をしたの？ということになる

わけですから、おそらくどの共済も基本ポート

フォリオはＧＰＩＦに合わせてくると思います。

そうしないと、負担と給付をそろえているのに

おかしいですから。 

それでも、個別銘柄までみてＧＰＩＦと全く一

緒なのかどうかというのは、外部からチェック

がききにくい。そこはかなり不透明で、おかし

いなと強く思っているところです。 

司会 共済だけは、消えた年金問題のときに

も、全然ピカピカでした。記録は消えていない

し、きっちり運用している。消えてる記録はみ

んな厚生年金でした。だから、共済の側からす

れば、そんなところとなんか危なくて一緒にな

れないよ、ということかもしれませんね。 

 

質問 ＧＰＩＦ改革は安倍首相も積極的ですし、

非常に積極的な塩崎さんが厚生労働大臣に就

いた。いまは運用が広がるという期待で株が上

がっている部分もあると思います。それが、熱

気が冷めたらどーんと下がるということも十

分想定されるわけで、その場合の責任問題はど

うなるのでしょう。 

西沢さんの「損を現役世代がかぶるような仕

組みに」という主張は、非常に説得力があると

思います。しかしそこもはっきりしないまま進

んでしまった場合に、その責任のとりようとい

うのがあるのか、ということですね。ないよう

な気がするんですけれども……過去のグリー

ンピアなんかの例もあって、どうなるのだろう

かというのが１点。 

少し視点を変えますと、では、ポートフォリ

オはもういじらない、となると、日本国債比率

は６０％。日本の国債というのは、いつ破綻す

るかわからないという状況で、こっちのほうが

潰れたら、また大変なことになる。こういうこ

との責任問題なり対策というのは、どうしたら

いいのだろうと。どうも希望がない話なんです

が、２点、お願いいたします。 

西沢 また本質的なご質問をいただきまし

た。１つ目は、責任とれないと思うんですよね。

たとえ運用損失したから理事長を更迭したと

ころで、理事長にしても痛くもかゆくもないし、

それで責任を負ったことにもならない。損失の

規模は、長期的にみたときには何十兆円、何百

兆円にも及ぶ可能性があるのです。 

ですので、責任というのは、投資の意思決定

をしたわれわれの世代で負うしかない、いまい

る全国民で負うしかない。誰か一人のポジショ

ンを変えたからといって負えるものではない

のです。国民に対して政府が「リスク運用で失

敗したときには、こういう年金減、保険料負担

引き上げがあります」ということをしっかり説

明して、そのうえで制度変更していくことが不

可欠だと思います。 

２番目は、おっしゃるように国債がこんなに

増えて、価格下落リスクがある中で、国債を持

っていること自体もリスクです。私も、これに

対して明確な答えはできないんですが、２つ関

連して申しあげます。 

１つは、２００４年の年金制度改正で、年金の

財政運営を永久均衡方式から有限均衡方式に

変えたんです。これは何かというと、それまで

の厚労省年金局のプランは、いまは年金給付額

３年分ぐらいの積立金を持っているのですが、

１００年後も同じ割合の積立金を持っていよう

と。これが永久均衡方式でした。それを、１００

年後には給付の１年分程度まで下げようとい

う有限均衡方式に変えたのです。 

積立金残高を高齢化のピークである２０００年

代半ばまでは上げつつも、その後は下げていく

ことにしたわけです。いかなる資産の種類であ

ろうとも資産を持つというリスクは、有限均衡

方式に切りかえたことによって軽減していく
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ということが１つ言えると思います。 

２つ目は、これこそ、コーポレートガバナン

スならぬカバメントガバナンスだと思うんで

すね。ＧＰＩＦは国債の保有者なわけです。年金

加入者の総意として、政府に対して「財政健全

化を急げ」と言うべきだと思うのです。国債の

保有者として、コーポレートガバナンスならぬ

ガバメントガバナンスに参加すべきです。こん

な野方図な財政状況の中で国債をこれ以上買

えませんよ、と、理事長、理事たちは年金加入

者を代表して言うべきだと思うんですね。コー

ポレートガバナンスでなく、こっちをむしろ言

うべきですよね。それが財政規律が働いていな

い要因の１つだと思うので。 

あまりお答えにならずすみません。 

 

国債大量保有のリスク 

司会 国債のリスクのことですけれども、い

ずれにしても、このまま行けば、本当にいつか

の段階で、金利暴騰で価格下落というリスクは

当然あるわけですよね。 

西沢 ありますね。 

司会 今が大体６０％で、いまのところの議

論だと、それを４０％ぐらいに、と話している

ようですが、仮に４０％だとしても、これも巨

額の量ですよね。本当に国債の金利が暴騰して

価格下落なんていうことになったら、そのとき

には、多分、日本経済はとんでもないことにな

っている。年金が危ないとか、年金をどうしよ

うなんていうレベルではなく、日本経済をどう

したらいいのか、という大変なクラッシュ状態

です。年金のことを考えている場合ではない。 

それでも、西沢さんが指摘されたように、損

失が出るようなことがあったら、その段階で、

少なくともその世代でけりをつけようという

仕組みを作るとして、その中に国債も入れるべ

きだと思いますか。それとも、国債は国全体の

リスクなので、株と国債というのは切り離して、

国債はもうしようがない、いまの世代で責任を

負えなんていうことは無理ですよ、と考えるか。

国債分は、例えばマクロ経済スライドで長くか

けていくしかないのではないか、という議論は

ありですか、なしですか。 

西沢 どうでしょうか、難しいですね……。 

年金財政検証の経済前提（資料１０）で、実

質運用利回りをごらんいただくと、３．４から１．

７です。名目ではどうなるかというと、物価上

昇率の２．０と３．４を足して５．４。ケースＨのと

ころも０．６と１．７で２．３なんですね。これは名

目経済成長率も高いんです。どのケースにして

も、年金財政はよくても、国の財政が破綻する

んですよね。ですから、矛盾をものすごく抱え

ているんです。 

ですので、ご指摘のところは私も疑問でして、

年金だけ計算して「もちますよ」と言っても、

国が破綻しているではないかというのは、政府

自身もこうやって認めてしまっている。竹田さ

んのお話のように、わが国全体の債務をコント

ロールしていかないといけない。仮にＧＰＩＦが

国債を減らせば、ＧＰＩＦの国債リスクは減るか

もしれない。しかし、その減らした分を例えば

日銀なりが買うわけです。国債自体が抱えるリ

スクは誰かが持っているわけであって、誰かに

悪いことが顕在化するわけですね。 

だから、それもナンセンスな話であって、や

はり究極のガバナンスは、財政健全化をしてい

くことによって、国債の価値を維持する、高め

るということしかない。 

司会 株価維持というか、株の価値を高める

ために、企業が自分で株を買って消滅させるの

と全く同じで、やっぱりできるだけ国債を早く

償還して少なくしていく、発行を減らしてとい

う……回り道のようだけれども、財政健全化と

いうことしか、本当は近道はないということで

すかね。 

西沢 結局、銀行が持つのか、ＧＰＩＦが持つ

のか、日銀が持つのか。総量が変わらないのな

ら誰かが持つしかないのですから、国債自身の

価値を維持していかない限りだめですよね。Ｇ

ＰＩＦがそのことをもっときちんと言えるよう

になったら、政府と一線を画した、本当に年金

被保険者の代表として認められると思うんで

すけれども。 
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質問 私も年金の問題について、自分で計算

してみようとして気づいたのですが、情報量が

ものすごく少ないんですよね。例えば、いま支

給されている人は何人いて、年齢別、性別でど

れだけもらっているのか。いま払っている人が、

年齢別でどういう払い方をしているのか。そう

した必要な情報が全く開示されてない。日本総

研さんで試算、研究をされるときにどうされて

ますか。まず国は、必要な統計をきちんと国が

公表すべきではないかを思うのですが、そのあ

たりは、長く研究されていていかがでしょうか。 

西沢 私もそう思います。私たちシンクタン

クもメディアの方も、何か課題を解決しようと

思うわけですよね。問題があって、課題を解決

したい。そのために情報が欲しいのですが、私

たちが考える課題の解決に必要な情報が、必ず

しも供給されているわけではないわけです。政

府が「それが課題だ」と思っていないと、その

ためのデータは供給しません。ですから、昔の

ままの統計のとり方で統計を延々と出し続け

るので、政策的な議論をするのに必要なデータ

が必ずしも出てこない。 

年金もそうですし、最近思うのは、医療とか

もそうなんですね。例えばわが国はＣＴスキャ

ンやＭＲＩのような高額医療機器の１人当たり

保有台数が世界一、突出して高いんですが、で

は、医療機器がわが国にマクロでどれぐらい年

間投資されているかといっても、パッと数字が

出てこない。ＯＥＣＤに出ているわが国の医療

費統計にものっていない。あるいは医療費が高

くなって、ジェネリックを使いましょうと言っ

ても、では、マクロで薬剤費がいくら、そのう

ちジェネリックはいくら、という統計もパッと

出てこない。 

このように、特に最近の重要な政策課題に対

しての統計の出方に、非常にミスマッチがある。

われわれの需要に対して供給がマッチしてい

ないというのは多々あります。その中でも仕事

をしないといけないので、関連するようなデー

タから近いものを引っ張ってきて、こうではな

いかと迫ることがあります。その１つが、厚生

年金の未適用ですね。 

ちょっと前まで「厚生年金に未適用なんかあ

りません」というのが政府の公式見解だったの

です。私が計算して、いや、何百万人もいるで

しょう、と出したことがありました。それが影

響したのかわかりませんが、いまでは厚生年金

の未適用事業所をきちんと適用していこうと

いうのが重要な政策課題になっています。日本

年金機構自体も未適用事業所が３８万事業所も

あるという数字を出していますし、さらに、今

後、例えば国税庁の持っている源泉徴収義務者

のデータを突き合わせていけば、もっと増える

でしょう。このように、彼らもいまの政策課題

に対してデータを出していこうという姿勢は

ありますから、それは皆さんのようなジャーナ

リズムや私たち研究者側からもっと課題を提

示して、必要なデータを出すように要求してい

かないといけないのかなと思います。 

 

質問 きょうは、年金制度の中のＧＰＩＦの運

用についてお話しいただきましたが、年金制度

そのものの制度改革論議は民主党政権のとき

は随分行われたのが、中途半端になって終わっ

ています。これを本当に持続可能な形にするた

めには、西沢さんは一貫していろんな議論をさ

れてきていますが、いまの段階ではどうしたら

よいでしょうか。いまのままでいいんでしょう

か。ＧＰＩＦを持ったまま、だんだん減らして、

いまの制度のままで流していくという形でい

いのか、それとも別の方法があるのでしょうか。 

 

急がれる年金制度改革 

西沢 私は、簡単に申しあげますと、カナダ

のような方式がいいと思っています。ＯＡＳと

いうのは、日本円で月５万円ぐらいを一般財源

で配ります。それでは足りないのでＣＰＰを上

乗せして、全国民共通の年金になっている。こ

れも保険料は上限で９．９％ですから、あまり高

くないので、ＧＩＳというのが補完的に乗ってい

ます。ＯＡＳとＧＩＳの両方で最低保障がされる

という仕組みです。ＧＩＳは手続的には、毎年確

定申告をして、確定申告をしたデータが社会保

障庁に転送され、所得が低いとＧＩＳで補完され

る。この仕組みは日本でもできると思うのです。 
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いま、消費税の議論の中で、逆進性対策とし

て、軽減税率が出ていますが、本来的には、カ

ナダでやっているようなタックスクレジット

（給付付き税額控除）が好ましいという議論も

一方で出てきています。それは今後、マイナン

バー制の中でオペレーションが実現可能だと

思います。それができれば、ＯＡＳ、ＧＩＳがで

きると思います。 

私はこれがいいと思います。ＣＰＰのような、

日本でいうと厚生年金の報酬比例部分は、いま

以上に薄くしていくしかないと思うんですよ

ね。その分、企業年金や個人年金を増強してい

って、そこを通じて資本市場にリスクマネーを

供給していく。資本市場へのマネー供給は企業

年金や個人年金を介するのがいいと思います。 

これをやるためにはまず、テクニカルな話で

はなく、いまの基礎年金というのは何だろうか、

ということを考えなければいけない。目的は何

か、保険料と財源が厚生年金と国民年金と分か

れているのは何ですか、という根源的な問いを

突き詰めていくしかない。いまの政府の基本方

針は「１階も２階も保障しましょう」と何とも

中途半端なんです。１階を特に重点的にやって

いきましょうと明確に打ち出すことが重要だ

と思います。 

いまの年金の議論も、所得代替率５０％とい

うのがベンチマーク（指標）になっていますが、

これは平均的な人なわけです。モデル世帯とな

っているような平均的賃金の男性のサラリー

マンと奥さんのいる世帯については、政府はあ

る程度放っておいてもいいと思うんですよね。

それよりもむしろ、貧困ラインにいる人たちに

より注視すべきであって、所得代替率をベンチ

マークとするのではなくて、例えば貧困率をベ

ンチマークとする。そして、貧困率を悪化させ

ないために、年金として何をする、生活保護と

して何をする、と整理する。年金改革というよ

り、所得保障改革のような形にコンセプトを変

えてやる。そうしたコンセプトを変えた中で、

例えばカナダのような年金制度体系が移りや

すいのかなと考えています。 

司会 いまの年金は所得代替率５０％、現役

の人は今の半分がもらえるようにします、それ

を割らないようにしますよ、というのが基本的

な考え方ですよね。その所得代替率という考え

方を変えて、例えば貧困率がどれだけ改善され

るのかとか、そういう方向に持っていくべきだ

ということですか。 

 

年金改革よりも「所得保障改革」 

西沢 そうだと思うんです。いまの年金の議

論は、確かに年金法の中でも５０％の数字は書

いてありますので、モデル世帯をベンチマーク

としていることは合理性がないわけではない。

しかし、いま、貧困率はどれだけですか。そして、

それは高齢化が上がっていくと必ず上昇しま

す。上昇させないために国、厚生労働省は何が

できるのか。年金局は何をできるのか、社会援

護局は何をできるのか、あるいは現役世代の就

労のために労働部局は何ができるのか、と考え

ていく中で、貧困率をベンチマークとして各政

策を集める、統合するほうが実がありますよね。 

 

司会 ありがとうございました。毎回ゲスト

にお願いしている揮毫ですけれども、西沢さん

からご紹介下さい。 

西沢 「民主主義を基本に」と書かせていた

だいたんですけれども……。 

司会 その心は。 

西沢 政策が、私のみた限り、供給者サイド

の政策が多いような気がしています。例えば診

療報酬でも、２年に１回、年末になると上げよ

う、となります。でも、診療報酬を上げますと、

われわれの保険料と窓口負担が上がってしま

うわけで、必ずしも好ましくないことです。本

来、議員はわれわれ国民の代表者として議会に

行っているのであって、われわれサイドの発想

で議論をしてほしいですし、年金保険料につい

ても、加入者の立場に立って運用の議論をして

ほしいのです。決して成長戦略というところか

らやってほしくない、という意味で、そう書か

せていただきました。 

司会 日本総合研究所上席主任研究員の西

沢和彦さんでした。どうもありがとうございま

した。（拍手）       （文責・編集部） 
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株式会社日本総合研究所

調査部 西沢 和彦

２０１４年９月２６日

１３０兆円は誰のものか－年金運用改革を問う①
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積立金の現状

積立金残高 （平成24年度末、時価）

厚生年金 117.9 兆円

国民年金 8.1 兆円

計 126.0 兆円

年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）が運用

その他、国家公務員、地方公務員、私学共済が計

49.8兆円（同）
（出所）社会保障審議会年金数理部会「公的年金財政状況報告－平成24年度－」

1
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ＧＰＩＦの基本ポートフォリオ

国内債券 ６０％（乖離許容幅±８％）

国内株式 １２％（ 〃 ±６％）

外国債券 １１％（ 〃 ±５％）

外国株式 １２％（ 〃 ±５％）

短期資産 ５％

（出所）厚生労働省「平成24年度年金積立金運用報告書」
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日本再興戦略（2013年6月14日）

「公的・準公的資金について、各資金の規模や性格

を踏まえ、運用（分散投資の促進等）、リスク管理体

制等のガバナンス、株式への長期投資におけるリ

ターン向上のための方策等に係る横断的な課題に

ついて、有識者会議において検討を進め、本年秋ま

でに提言を得る」

3
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公的・準公的資金の運用・リスク管理等の高
度化等に関する有識者会議（2013年11月）

「国内債券を中心とする現在の各資金のポートフォ
リオについては、（中略）見直しが必要である」（P3）

「GPIF等については、（中略）運用対象の多様化を
図り、分散投資を進めることを検討すべきである」（P
４）

「運用の見直しとリスク管理を含むガバナンス体制
の見直しはセットで行う必要」（P11）

4
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安倍晋三首相講演（2014年1月22日）

「日本の資産運用も、大きく変わるでしょう。1兆

2,000億ドルの運用資産をもつGPIFについては、そ

のポートフォリオの見直しを始め、フォーワード・ルッ

キングな改革を行います。成長への投資に、貢献す

ることとなるでしょう」

（世界経済フォーラム年次会議）

5
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有識者会議報告書が参照する諸外国の基金

6

米国 カナダ ノルウェー オランダ スウェーデン
（州・地方公務員年金）

カリフォルニア州職
員退職制度

カナダ年金プラン投
資理事会

政府年金基金グロー
バル

オランダ公務員総合
年金基金 国民年金

（ＣａｌＰＥＲＳ） （ＣＰＰＩＢ） （ ＧＰＦＧ ） （ ＡＢＰ ） （ ＡＰ１～４ ）

約25兆円 約17兆円 約67兆円 約34兆円 約11兆円
（2013年6月末） （2013年3月末） （2013年3月末） （2013年3月末） （2012年12月末）

国内債券 30％ 外国債券

外国債券  5％ 35～40％

国内株式 10％ 外国株式

外国株式 55％ 60％

不動産等　15％ 不動産、PE等
流動性資産　４％ 　11～17％

2,620名 906名 336名 4,143名 248名

（資料）公的・準公的資金の運用・リスク管理等の高度化等に関する有識者会議「報告書」資料3より抜粋

職員数

39％ 36～38％

64％ 31％ 46～53％

その他 - 不動産等～5％
不動産、インフラ、

PE、オルタナ等
30％

（図表）諸外国における市場運用を行っている年金積立金等について

名称

資金規模

基

本
（

参

照
）

ポ
ー

ト

フ
ォ

リ

オ

17％
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５基金は年金制度体系のどの部分か

7

１階

（普遍的給付、最低保障）

２階

（上乗せ、所得比例給付）

３階

（職域年金、個人年金）



Copyright (C) 2014 The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved. [tv1.0]

CalPERS,ABPは公的年金に上乗せされる職
域年金の１つ

8

OASDI,SSI

CalPERS
（110万人、2013年

６月末）

米 国

Basic State 
Pension(AOW)

ＡＢＰ
（280万人、2014年３

月末）

オランダ
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CPPIB,APファンドは２階部分のみ市場運用
他方、日本は１階も２階も市場運用

9

（資料）日本総合研究所作成

カナダ 日本スウェーデン

カナダの年金給付体系は、１階に相当するOASとGIS（いずれ
も一般財源）に２階に相当するCPPの上乗せ。CPPは、1997
年の年金改正で、賦課方式と完全積立方式のハイブリッドとし
て設計されており（制度清算基準による未積立債務の４分の
１の積立金保有を目指す）、積立金をCPPIBが運用。　OAS：
Old Age Security、GIS：Guaranteed Income Supplement・・・
所得テスト付き

所得比例年金と保証年金の組み合わせ。所得比例
年金は、銀行口座に例えられる。支払われた保険料
は、政府に置かれる国民１人ひとりの口座に記録さ
れ、そこには、賃金上昇率を利回りとみなし、利息が
付される（NDC*）。その口座残高を平均余命で割る
ことで、毎年の年金給付額が決定される。所得比例
年金が低額にとどまる人には、一般財源を原資とし
た保証年金が給付される。  *Notional Defined
Contribution

：積立金市場運用の対象

ＯＡＳ

ＣＰＰ

所得比例年金
保証年金

ＧＩＳ

基礎年金

厚生年金
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運用結果によって将来の給付水準は変動

10

（月/万円） （月/万円）

現在 - - - 9.0 6.4

ケースＡ 2.0 2.3 3.4 8.8 4.5

ケースＢ 1.8 2.1 3.3 8.7 4.5

ケースＣ 1.6 1.8 3.2 8.7 4.5

ケースＤ 1.4 1.6 3.1 8.6 4.5

ケースＥ 1.2 1.3 3.0 8.5 4.5

ケースＦ 1.2 1.3 2.8 8.0 3.9

ケースＧ 0.9 1.0 2.2 7.6 3.5

ケースＨ 0.6 0.7 1.7 － －

（注２）ケースＨは、2055年度に国民年金の積立金が枯渇とされている。

厚生年金
（報酬比例

部分）
基礎年金

（注１）金額は、34.8万円（2014年度の一元化モデルの現役男子の手取り収入）を所得代替率にかけることで日
本総合研究所が計算した値。

（資料）第21回社会保障審議会年金部会（平成26年6月3日）資料１Ｐ11より日本総合研究所作成。人口中位

経済前提（％）

物価上昇
率

実質賃金上
昇率

実質運用利
回り

（図表）経済前提による年金額の将来見通し（2014年財政検証）
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年金の性格に沿った積立金運用が必要

ノルウェーＧＰＦＧは、年金制度と直接関係がない。

他の４か国も１階部分は市場運用していない。

米国のＯＡＳＤＩの積立金（2兆7,644億ドル）は、全額

非市場性国債で運用。

１階部分は、社会保障制度としての目的（最低保障

等）から給付水準が導かれるべき。

11
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スウェーデン、自動収支均衡機能という損
切の仕組み

スウェーデンの所得比例年金、政府は、毎年バラン
スシートを作成、資産/負債（Balance ratio）が１を割
ると、政治の意思決定を介さずに自動収支均衡機
能発動。みなし利回りが引き下げられる。資産に
は、積立金が含まれる。

年金財政上必要でありつつ、国民受けの悪い政策
実行を政治がためらうリスクを回避。

12
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カナダ、不十分な保険料率条項による損切

３年に一度の財政検証で、法定保険料9.9％を超え
る見通しとなれば、まずは、連邦と州の財務大臣と
の間で保険料引き上げなどの合意が求められる。

しかし、合意に至らない場合、insufficient rates 
provisionsが適用される。具体的には、保険料率が
引き上げられ、給付の物価スライドが止まる。

すなわち、年金受給者も含む現在の世代が即座に
その損失を埋め合わせることになる。損失を先送り
しない。

13
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他方、わが国には損切の仕組みがない

運用損失は、マクロ経済スライド（04年に導入され
た給付水準抑制の仕組み）をより長期間にわたって
適用することで解消するしかない。すなわち、投資
の意思決定に参加していない将来世代の年金給付
水準切り下げ。損失先送り。

リスク運用に耐える仕組みになっていない。

スウェーデンやカナダのように、運用損失を直ちに
解消する仕組みの整備が不可欠。

14
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成長戦略「日本再興戦略」を起点

厚生年金保険法では、被保険者の利益をうたう。

「第79条2 （前略）積立金の運用は、積立金が厚生
年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部
であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となる
ものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の
被保険者の利益のために、長期的な観点から、安
全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚
生年金保険事業の運営の安定に資することを目的
として行うものとする」

15
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カナダ、受益者の利益以外の目的はない

‘Most participants agreed that the fund should 

have one objective：to maximize returns in the 

interest of current and future beneficiaries , with 

no secondary objective to promote economic 

development.’

（Bruce Little ‘Fixing The Future’P170)

16
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仮に成長戦略であるとしても疑問

わが国企業は利益率が諸外国比大幅見劣り。この
引き上げ、その一環としてコーポレートガバナンス
の強化が課題となっている。

その際、

ＧＰＩＦによるコーポレートガバナンスの徹底

→政府による企業経営への介入

ＧＰＩＦによる中途半端なコーポレートガバナンス

→企業の利益率向上に対する株主責任の放棄

17
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資本市場の健全な育成への懸念

‘Investing a portion of the social security trust fund 
assets in equities, as the Administration and others 
have proposed, would arguably put at risk the 
efficiency of our capital markets and thus, our 
economy. Even with Herculean efforts, I doubt if it 
would be feasible to insulate, over the long run, the 
trust funds from political pressures--direct and 
indirect--to allocate capital to less than its most 
productive use’
（Testimony of Chairman Alan Greenspan Before the Committee on the Budget, U.S. Senate 

January 28, 1999 ）

18
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池の中の鯨と投資理論

「現在の投資理論は、資金規模のことを一言も言っ
ていないところが弱点。資金運用の世界で、国際的
に活躍している組織を見ていると、資金規模は50億
円から100億円程度。この程度の資金で、市場の
様々な癖を追って上手く運用して40％程度の収益
を上げている。ところが、例えば100兆円では、同じ
収益を上げることは、全体の経済がそれだけ成長す
る場合以外できない。（以下略）」

（1998年6月22日第11回年金積立金の運用の基本方針に関する研究会における委員発言）

19
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まとめ

市場運用と年金制度とセットでの議論が必要。市場
運用するとしても、1階、2階、3階のどの部分なの
か。運用損失が発生した場合の損切の仕組みをい
かに整備するのか。

市場へのリスクマネー供給およびコーポレートガバ
ナンス強化は、ＧＰＩＦという政府の一員を介するの
は無理があり、好ましくもなく、企業や家計を通じる
べき。

20
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