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問題意識

バブル崩壊以降の給付建て制度の運営の混迷
→世間でいう｢百年に一度｣は年金の世界では｢十年に二度｣

はじめに

約束を守るべき企業年金は何故｢保険｣でないのか？
｢信託｣の器を使うことが世界の標準なのか？

企業年金は何故リスク資産(株式等)に投資するのか？
米国においては、保険会社はリスク資産への投資を制限される・・・

給付建て年金制度を金融商品とみるべきか？
監督機関の形態は？

以下の素朴な疑問に如何に答えるか？
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企業年金は何故｢保険｣でないのか？

■信託による国
■信託＋他制度
■保険による国
■保険＋信託以外の他制度
■義務的な制度の国

｢信託｣は、規模は圧倒的だが、特に大陸欧州を中心に馴染みのない国が多い。
注)義務的な制度においても、信託や保険を利用していることが考えられるが、ここでは省略している。

出所：Complementary and Private Pensions throughout the World 2008 (OECD)の表より、筆者が加工。

職域年金(企業年金)制度の実施形態

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次のスライドは、平成21年度の与党税制改正大綱のうちのDC部分です。法律改正事項、政令改正事項とも、当局で着々と準備を進められているのは、ご承知のとおりです。企業型におけるマッチング拠出(アメリカとは逆で従業員拠出ですが)の導入と拠出限度額の引上げが主な内容で、施行は平成22年1月の予定とされています。この中で、個人型に関しては、第2号加入者の掛金の上限が月額1万8千円から2万3千円に引き上げられる予定です。
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企業年金は何故株式に投資するのか？
1950年にGMのウィルソン社長が全米自動車労連(UAW) に対して行った

従業員のための年金基金の創設提案

それまでの年金といえば、生命保険会社を通して国債や抵当証券などの負債証券に100％投資して

いるにすぎなかった。これに対してウィルソンは、専門の運用管理者を通してアメリカ経済の成長その

もの、つまり株式中心に投資することを提案した。ウィルソンは、今後飛躍的に拡大する年金の財務

的基盤を、負債である債券や確定利付証券にのみ投入することは非常に不健全だと考えたのである。

また、そうなれば結果的に、国も企業も過大な負債の発行に依存するようになる危険があると指摘し

た。大規模な年金制度はアメリカの生産手段、つまり経済そのもの、あるいはアメリカの生産と成長の

能力そのものに対して投資すべきであるというのがウィルソンの主張であった。

井手正介著「アメリカのポートフォリオ革命」(1986年9月、日本経済新聞社)より

長期的な制度ゆえに、企業の運営あるいは生産の原動力となる資本を提供し、その

価値創造を期待して果実を一緒に享受していくことで資本市場の健全性も維持され

ることが期待できるという点で、年金と企業とは良きパートナーであろう。しかし近年、

このようなことの実践が困難になりつつあることも事実。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次のスライドは、平成21年度の与党税制改正大綱のうちのDC部分です。法律改正事項、政令改正事項とも、当局で着々と準備を進められているのは、ご承知のとおりです。企業型におけるマッチング拠出(アメリカとは逆で従業員拠出ですが)の導入と拠出限度額の引上げが主な内容で、施行は平成22年1月の予定とされています。この中で、個人型に関しては、第2号加入者の掛金の上限が月額1万8千円から2万3千円に引き上げられる予定です。



4はじめに

年金制度を金融商品とみるべきか？

出所： IOPS Working Paper No.1 (1. August, 2007)を筆者が加工

特に欧州で総合的監督への明確な潮流がある( 例：2009年からフィンランド)
－中央銀行での総合的監督(2004年にオランダ、2006年にチェ

コ)

■：年金専門機関
■：一部統合(年金＋保険)
■：統合監督機関

職域年金(企業年金)制度の監督機関の現状
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日本の企業年金の議論は1950年代から開始されたと考えられる
退職給与引当金の累積限度額引き下げ(1956年)
日経連｢企業年金の課税政策に関する要望｣(1957年)
信託協会の要望(1957、1961年)、生保協会の要望(1961年)

導入にあたり、米国の状況を参考にしているように思われる
日経連：正常原価＋制度実施前勤務に対する所要醵出額の10%
信託協会：｢夙に米国に於いては諸奨励策の下に退職年金信託が退職年金

制度の主流となって大いに発展しつヽある前例にも鑑み・・・｣

米国：1950年代は｢ペンション・ドライブ｣の時期

日本の企業年金の導入経緯

はじめに

①米国の制度は普遍的か、②現在の構造に至った経緯、等
を見直すことが｢年金ガバナンス｣の議論に有益なのでは？
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エリサ法の議論以前の労働政策・税制と年金ビジネス
労働政策と企業年金制度

ワグナー法、全国労働関係委員会、社会保障法、AFL、CIO、ペンション･ドライブ

課税政策と企業年金制度
歳入法の変遷、安定化法、企業年金の課税政策

年金ビジネスの発達
Pennsylvania鉄道、Morris Packing社、AT&T、MetLife、コンサルティング会社

エリサ法施行以後の展開
労働者保護施策の展開

受給権付与基準の変遷、積立基準の変遷

代理人リスクへの対応と訴訟の展開
受認者義務基準の経緯、受認者義務基準の展開、エリサ法の訴訟と裁判所判断の変化

プレゼンテーションの内容

はじめに

以下のテーマについて、エリサ法の議論以前の米国の状況と、同法
施行後の展開を概説し、若干のコメントを加える。
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労働政策上の主要イベント

エリサ法の議論以前の労働政策・税制と年金ビジネス

労働政策上の主要イベント

1886年 米国労働総同盟(AFL)結成
1935年 全国労働関係法(ワグナー法)

団結権、団体交渉権、団体行動権を直接明記
不当労働行為の禁止
全国労働関係委員会(NLRB)の設置：不当労働行為の規制

社会保障法
1937年 ルーズベルト大統領 vs 連邦裁判所(鉄道引退制度)
1938年 産業別組合会議(CIO)がAFLから分離
1939年 社会保障制度の改正(老齢遺族保険(OASI)の確立)
1947年 労働関係法(タフト-ハートレー法)：組合行為規制

組合年金基金管理の不正行為防止(年次監査、資産の分離、受認者義務違反への罰則)
1948年 インランドスチール対NLRB(7th Cir. 1948)：年金が団体交渉の主題に
1955年 米国労働総同盟産業別組合会議(AFL-CIO)発足

出所：藤原清明、“US Labor Market and Employee Benefit ～Overlook～”,2002 年4 月30 日、をもとに筆者が加工
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米国の労働組合の概要
米国労働総同盟(AFL: American Federation of Labor)

1881年結成の合同職業別組合を起源とし、1886年に改組成立。
伝統的に職業別組合主義(craft unionism)を政策の中心に置き、技能を通じて獲得した
優越性を守ることが最も効果的な方法と考えていた。
熟練労働者の場合、労働規則の施行、徒弟制の支配、非熟練労働者の排除等を通じて、
労働上の支配権を維持することを目指し、産業別組合主義(industrial unionism)には反
対。

例：全米トラック運転手組合(チームスターズ)

産業別組合会議(CIO: Congress of Industrial Organizations)
ジョン・ルイスが1935年にAFL内に結成、1938年に分離した産業別労働組合の連合。
1955年にAFLと統合、現在のAFL-CIOになる。
職業別組合は鉄鋼や自動車などの産業では機能しないと考える。
AFLと比較すると攻撃的であり、指導者は若く、過激な戦略を採った。
1947年のタフト･ハートレー法が成立以降、一定の形態のストの禁止、共産主義者でな
いことの署名等が労働組合に課され、活動が制約。

例：全米自動車労連、全米鉄鋼労連

エリサ法の議論以前の労働政策・税制と年金ビジネス
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労働組合と企業年金制度

労働組合との団体交渉にもとづく年金制度を｢団体協約制度｣という。
鉄鋼労連や自動車労連はCIOに所属し、インランド・スチール、ゼネラル・モーターズ、
フォード、スチュードベイカー、パッカード等に見られるように、多くは単独事業主の団体
協約制度を運営。
全米トラック運転手組合(チームスターズ)、全国婦人服飾労働組合、建設労働組合部局
等はAFLに所属、多数事業主の団体協約制度を運営。
年金制度導入の交渉は、まずはCIOに加盟する組合が先行し、AFLが1950年代の半ば
に起こった年金ラッシュに加わった。

年金を巡る2つのスキャンダル(エリサ法制定の起源)
ジミー・ホッファ(チームスターズ)：年金積立金の利用の関する不法行為

スチュードベイカー事件(UAW)：企業年金の終了と受給権の没収

受給権付与、積立基準、終了保険

開示、受認者義務(受託者責任)

エリサ法の議論以前の労働政策・税制と年金ビジネス

労働組合と企業年金制度
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課税政策の変遷と企業年金制度

1861~2年 最初の連邦所得税(南北戦争)。800㌦を超える所得に3％(1万㌦を超え

る所得に5％)→1864年に税率引き上げ、1872年に廃止、1894年に復活。
1913年 3,000㌦を超える所得に1%、50万㌦を超える所得に6%の付加税(アン

ダーウッド-シモンズ関税法)。
1918年 百万ドルを超える所得に対する税率が77%に上昇(第一次世界大戦)、そ

の後低下(1922年に58%→1925年に25%、1929年に24%)。
1919年 内国歳入局が年金引当金への積増し額の課税控除不可を規定。信託へ

の掛金の課税控除は、その信託が｢企業から完全に分離され区別されて
組織されており、自身の帳簿を持ち、自身の投資を行い、自身の費用を支
払うものであって、その法的所有権が企業に残らない｣場合に限定。

1921年 拠出建て制度の場合、資産が｢分配されるか利用可能になる｣まで課税さ
れないように規定。

1926年 年金信託を非課税とするよう、税法を修正。
1928年 引当金を信託または保険に移行する場合の税制上の優遇を規定。

エリサ法の議論以前の労働政策・税制と年金ビジネス
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課税政策の変遷と企業年金制度
1932年 最高の限界税率が63%に
1935~6年 所得税率の引き上げと未分配利益に対する課税強化
1938年 税制優遇される信託の要件に｢取消不能｣が規定
1942年 安定化法(年金の費用支出を統制の対象外に)
1942年 所得税率の引上げと課税ベースの拡大(最高限界税率が個人で94%、企業

で85.5%に)。その後着実に上昇して1945年には20万㌦を超える所得に
94%。その後、1964年に70%に低下するまで90%前後で推移。

エリサ法の議論以前の労働政策・税制と年金ビジネス

1942年歳入法における年金改革
○受給権付与： 即時全額の付与の提案を否定
○適用範囲の拡大： 幹部のみを加入者とすることを禁止(常勤従業員の70%等の要件)
○給付上限： $7,500/年の給付上限の提案を否定
○最低積立基準：

標準費用を拠出することを要求(賦課方式や退職時積立方式を否定)
財政方式は幅広く許容
拠出の上限は、標準費用＋未積立債務の10%
未積立債務を償却する場合は数理的に計画
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｢ペンション・ドライブ｣へのポイント

エリサ法の議論以前の労働政策・税制と年金ビジネス

民主党政権下の労働政策
1935年のワグナー法により労働者・労働組合の権利が確立
1948年の連邦控訴審判決(NLRB対インランドスチール)により、年金制度

が団体交渉の主題に
産業別組合会議(CIO)を中心とした強硬な労働運動

課税政策
最高限界税率の上昇(1930～50年代)により、経営者や高所得者にとっての

節税動機の提供
1942年歳入法による課税ベースの拡大により、節税動機が一般労働者に

拡大
年金費用が1942年安定化法による統制対象外に

社会保障法
インテグレーションの導入による企業年金のコスト低下
適用対象を経営者や高所得者に限定した制度の拡大
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最初の企業年金はAmerican Express社が導入(1875年)
勤続20年以上の回復不能の障害にある労働者に給付を提供

草創期の企業年金は鉄道部門が中心(1920年までに適用率80％)

Pennsylvania鉄道の年金制度

Pennsylvania鉄道の年金制度(1900年1月1日設立)の例
(“Railroad Pension System”, New York Times, Dec. 18, 1899より)
同日から70歳以上の労働者950名に年金支給を開始
採用時の年齢制限(35歳以下)を導入
年金額：直近10年間の平均給与×1%×勤続年数
受給資格：70歳での引退(65～69歳で勤続30年以上かつ肉体的に欠格となった場合に

も同額を支給)
年間の支給総額30万ドルを上限に、引退者に終身支給(上限を超えた場合には

金額調整)

賦課方式で運営
支出：1900年 $0.2m(1900年)→$1.0m(1911年)→$2.9m(1921年)

→$7.9m(1931年 債務は$231m)
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Morris Packing社(食肉加工業)の清算

エリサ法の議論以前の労働政策・税制と年金ビジネス

最終10年平均給与×2%×勤務年数
を本人は55歳から、遺族には半額を支給

企業は1909年から年25,000ドルを拠出、拠出制年金
→1923年の清算時に1.5百万ドル(必要額の1/4)の積立金

加入者3,500名、受給者400名
若年労働者が基金から引き出し→残ったのは年金14か月分→訴訟
裁判所：加入者は制度には請求できるが提供者(企業)には請求できない

「提供者(企業)は、制度に対して年25,000ドルの拠出義務を負うのみであ
り、加入者の期待は法律上の根拠がない」

年金の支払費用の増大と相俟って不安が広がる



15

Pennsylvania鉄道の対応

エリサ法の議論以前の労働政策・税制と年金ビジネス

給付の増大を憂慮して検討
支給開始年齢引上げ、支給率の引下げ(1.0％→0.9％)、障害基準の厳格化等を検討したが、

社内から反対が続出し現状維持を決定(1927年)
法律家と検討(1926年)→年金受給者の支払い停止は不能(契約上の債務)と判断
今後の受給者に対して一時払い即時年金(SPIA)のコスト支出を検討

州際通商委員会(ICC)に諮問→全社に適用することが困難であり挫折

最終的には、憲法違反の疑義を押し切って、鉄道引退制度(公的年金)に移行(1937
年)

当初2年間は総賃金の0.5%
1917～1921年も0.6％程度(買収、事業拡大、第一次大戦、インフレによる)
1920年代終盤には、9,563名の受給者に総賃金の2％を支給

大恐慌に伴う財政問題で労使協議(1931年)→年金問題の結論は先送り
労働者がRENPA(Railroad Employees’ National Pension Association)を結成、年金を社会問題化
支給開始年齢の引下げ、給付の増額、政府の債務引受けを要求
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MetLifeの年金ビジネス参入

エリサ法の議論以前の労働政策・税制と年金ビジネス

年金ビジネスに参入した最初の生保会社(1920年)
生命保険会社は州法で規制(NY州保険局)
リスクの高い資産への投資は禁止

契約上の債務、拠出制、完全積立
“Pension Bonds” (一時払い据置年金契約SPDA)を提唱
｢現在の｣給与の一定割合を積み増す設計に適している

｢社会保険｣への拡大を図るが失敗(1923年)
募集費用が必要

Western Clock Companyのための商品改良(1923年)
中途退職者の場合、企業拠出分の保険料は企業に返還

当初の保険料が高い
事業主が｢拠出制｣を嫌う
引退時給与の一定割合を保障する設計にそぐわない

コンサルティングアクチュアリーを雇えない中小企業に(特に節税対策で)普及



17

1920年代後半における積立の対応

エリサ法の議論以前の労働政策・税制と年金ビジネス

在職中も含めた積立を州際通商委員会(ICC)に諮問(1927年)
電話料金引上げの理由になることを警戒される
最終的に、以下の条件を付して請願を認めた

年金を契約上の債務とすること
受認者(fiduciary)を経由して外部に積み立てること

非拠出制で非保険型の制度を提供し、アクチュアリーを雇用
従業員の就労期間中に積立を最初に始めた企業のひとつ

AT&Tの積立事例

ただし、AT&Tの制度は、実質的にすべての従業員に適用されるものの、受給権付与の条項はなく、
積立金は全額事業主証券に投資されていた、とされる。
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1929年当時の企業年金の積立の状況

積立状態 制度数 同左割合 鉄道を除く割合
積立制度 194 55% 63%
   非保険制度 148 42% 48%
      非拠出制 104 30% 34%
      拠出制 44 13% 14%
   保険制度 46 13% 15%
非積立制度 158 45% 37%
合計 352 100% 100%
注：鉄道産業を除くと307制度があり、積立が194、非積立が113であった。

出所： Murray Latimer, Industrial Pension Systems , 表 72, Ⅳ, 75.

米国およびカナダにおける1929年の年金の積立

ここでの｢積立制度｣には、｢信託｣への拠出の他、｢引当金｣も含まれている。
しかも、｢信託｣は大半が取消可能、事業主証券への投資も多かった。
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コンサルティング・アクチュアリーの出現

エリサ法の議論以前の労働政策・税制と年金ビジネス

Buck Consultants (George B. Buck)
New York Cityの年金制度の再構築

最終平均給与、個人平準保険料据置年金(LPDA)契約(拠出制、衡平性、安全投資)
公私年金顧客への数理助言サービスを開始(1920年)
U.S. Steelの年金導入を助言(1949年)→Alcoa、Gulf Oil等を獲得

TPF&C (Towers, Perrin, Foster & Crosby)
1950年当時最大の保険ブローカー
Eastman Kodakの団体保険をMetLifeに仲介(1929年)→Lockheed等を獲得
当初は制度設計と保険会社の入札による仲介手数料をビジネスモデルとしていた

が、信託型の設計・分析・助言を中心としたモデルに移行(1950年代)
Wyatt Company (Birchard E. Wyatt)

WyattがTPF&Cから独立(1943年)、信託型制度に注力
優秀な人材獲得、ワシントンに本部設置、顧客の近くにコンサルタントを配置、の

戦略により急拡大

Segal Company (Martin E. Segal)
メトロポリタン生命保険代理店を設立(1939年)
多数事業主制度の労使年金委員会を中心にサービスを提供(1950年代)



20

コンサルティング・アクチュアリーの出現

エリサ法の議論以前の労働政策・税制と年金ビジネス

Ford Motorのケース
1946年に月給従業員のための団体保険制度を導入
1949年に時間給労働者の年金導入を決めた際に両制度を信託型とする
信託資産から高い収益が期待できる
コンサルティング・アクチュアリーが保守的でない仮定から低いコストを算出

信託型制度における財政方式と基礎率の設定
加入年齢方式が多かったが、未積立債務は最短10年、最長｢凍結｣
許容される基礎率の範囲でコストが２倍違う

保険会社の保険料率設定には柔軟性がなかった
 SPDAまたはLPDA
標準死亡率、障害率、保証利率、退職率不使用(受給権が付与されていない退職者の分は返還)

保険会社の主張
 ｢株式が引退制度にとって信頼できる資産を提供できる｣との考えに挑戦
 コンサルタントが｢掛金を引き下げるために健全性を犠牲にしている｣と主張

コンサルタントの主張
保険会社の投資は退屈で希望がない、アクチュアリーは想像力がない、経営者は強情

｢企業の強化、時折の財政危機の克服、競争への対応に導く行動指針が、全体としての従業
員の保障を向上させる。それは、適正な基礎率の枠組みの中での年金掛金の水準への当面
の影響にはよらない。企業の長期目標に最もよく適合する数理的費用方式を選択することが、

全体として妥当である。(Frank L. Griffin)
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受給権付与の要件の推移

エリサ法施行以後の展開

1974年～1988年 (1)段階付与：勤務5年の後に25%付与、以降6年から10年まで年5％、11年か
ら15年まで年10％を加算

(2)一括付与：勤務10年の後に100％付与
(3)規則４５：年齢と勤務年数の合計が45になると50%付与、以降年10%を加算

1989年～現在 (1)段階付与：勤務3年の後に20%付与、以降4年から7年まで年20％を加算
(2)一括付与：勤務5年の後に100％付与

2002年～現在 (1)段階付与：勤務2年の後に20%付与、以降3年から6年まで年20％を加算
(2)一括付与：勤務3年の後に100％付与

2008年～現在 一括付与：勤務3年の後に100％付与

2008年～現在 一括付与：勤務2年の後に100％付与

一般的要件

個別的要件

自動加入の401(k)制度

適格給付建て制度(キャッシュバランス制度等)

401(k)制度のマッチング掛金
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積立基準の変遷
エリサ法施行以降の積立基準の変遷

年 法      律 内      容

1974 ERISA 制定。

1980 Multiemployer Pension Plans Amendment
Act of 1980

多数事業主制度の積立基準の強化(未積立債務の償却期間

の短縮)。

1987 Pension Protection Act of 1987 (OBRA 87)
現在債務の計算の基準として30年債の利回りに対する許容範

囲 90-110％の設定、最低積立基準の増額、現在債務の150％

という完全積立限度の導入。

1994 Retirement Protection Act of 1994
現在債務の計算における利率の許容範囲の縮小(30 年債の加

重平均の 90～105％)、および死亡率の標準化による積立要

件の強化。積立基準に現在債務の 90％という下限を設定。

1997 Taxpayer Relief Act of 1997 現在債務を基準とした積立上限を、1999年に開始の制度年度

は155％、以降2005年に170％へ段階的に引上げる。

2001 The Economic Growth and Tax Relief
Reconciliation Act of 2001

160％の完全積立限度の引上げ計画を加速させ、2004 年以降

にはじまる制度年度から廃止。

2002 The Job Creation and Worker Assistance
Act of 2002

2002 年からの 2 年間に始まる年度について、現在債務の計算

における利率の許容範囲を 30 年債利回りの加重平均の 90-
120％に一時的に拡大。

2004 Pension Finding Equity Act of 2004

2004 年から 2 年間、現在債務の利率を長期の優良社債の複

合インデックスにもとづく利率に置き換え、その 4 年加重平均の

90%から 100%を適用。当初 2 年間は鉄鋼・航空会社等は、不

足削減掛金の条件が緩和。

出所：GAO-04-90、Appendix II を参考に筆者が作成。

エリサ法施行以後の展開
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PPA2006以前の積立基準

1980年以降 1980年以前

エリサ以前の制度 40年
エリサ以降の制度 30年 30年 40年

30年 30年 40年

実績損益 5年
仮定の変更 10年

多数事業主制度

40年

Ⅱ．制度改訂に伴なう過不足

Ⅲ．数理上損益

発生要因別過不足額の償却期間

15年
30年

単独事業主制度

Ⅰ．基準適用時の不足

費用勘定 収益勘定
標準費用
各種償却費用
   エリサ法適用時の積立不足

   制度改訂による増加債務

   実績損失

過去に免除された掛金の償却費用
代替的積立基準からの復帰による増加債務の
償却費用

完全積立限度の廃止による追加債務の償却費
用

(当年度に免除された掛金)

利息(繰越が累積拠出不足の場合) 利息(繰越がクレジットの場合)

拠出超過
→累積拠出不足の減額またはクレジットの加算

拠出不足
→クレジットの取崩または累積拠出不足の加算

合    計 合    計

                      最低積立基準勘定のイメージ

拠出したと見做される掛金

①積立基準勘定で累積拠出不足(累積の収支残高がマイナス)
にならない額が下限

②累積拠出不足は事業主に対する優先債権となる

エリサ法施行以後の展開
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PPA2006以前の積立基準

①｢DRC>最低積立基準による掛金｣の
場合、｢追加的積立要件｣にもとづく掛
金が下限

②税法上の損金算入額が上限
③繰越のクレジット(累積の収支残高が

プラス)がある場合、取崩せば掛金を
拠出したと見做される

現在債務に対する積立率が80％以上、かつ
過去3年のうち連続する2年の積立比率が90％以上

エリサ法施行以後の展開

現在債務に対する積立率が90％未満の場合に適用。ただし、以下の場合には適用されない。
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PPA2006による積立基準の改正

事業主が支払い時期毎の年金債務をより正確に測定するため、修正｢イールドカーブ｣にもとづく恒
久的な利率の基準を提供

積立目標の100%を達成し、７年間で積立不足を解消するため、事業主に制度への充分な掛金を
拠出することを要求

制度の積立水準が80％未満の場合、事業主がクレジット残高を利用することを禁止

｢危機(At Risk)状態｣の制度に加速掛金を発動

→以下の両方に該当する場合に危機状態
悪化シナリオ(クレジット残高を考慮できず、従業員が最高コストの給付を受け、可能な限り早い引退を選
択)を適用した場合の積立水準が70％未満

通常の仮定を使用した場合の積立水準が80％(2008年65％、2009年70％、2010年75％)未満

積立状態の正確性を改善し、市場および積立の変動から制度を保護するため、利率の平滑化期
間(現行法は資産については5年、債務については4年)を2年に短縮

年金債務の150％まで、事業主に追加的な損金可能掛金の上限を提供

制度の積立水準が80％未満である場合、ただちに拠出されるのでなければ、事業主や労組のリー
ダーが給付を増額すること禁止

積立水準が60％未満の制度からの一時金給付または操業停止給付に係る将来の給付発生を禁
止。積立水準が60％を上回った時点で、事業主と労組のリーダーが過去勤務の発生給付の付与
方法を決定

深刻な積立不足の制度を持つ事業主に対して、幹部職員繰延報酬制度の使用を制限

単独事業主制度に関する改正の概要
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受認者基準設定の経緯
1940年代 事業主資産への投資の報告、年金信託に排他的利益のための運営を要求
1954年 禁止取引の規則採用

→年金信託に対等取引よりも不利な条件での関係者との取引を禁止
1958年 マクレラン委員会の中間報告

→多数事業主制度の中で｢多くの乱用と問題｣を発見
1958年 福祉および年金制度開示法(｢日光はすばらしい消毒剤である｣)
1961年 通貨信用委員会の報告

情報の報告と訴訟による強制に依存している開示法の法的戦略の欠陥を指摘
→年金投資の相当に詳細な開示を要求し、かつ、年金投資を管理する役職員に

対する行為基準を作成し施行する権限を省庁に与えるべきである、と主張
1962年 開示改正法

→議会が規制を拒絶
1965年 マクレラン委員会が資産の流用を暴く、マクレランが受認者基準の法案提出
1967年 大統領府が受認者と開示の法案提出(1968年に廃案)

→その後、｢受認者と開示｣単独、または包括的な法案として提案される
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受認者義務に関連した規定

受認者の定義(第３条(21))
制度資産に対する権限を持つ者または支配する者
制度管理に対する裁量的な権限を持つ者または支配する者
有料で投資助言を提供する者

受認者義務(第404条)
忠実義務(排他的目的遂行義務)
慎重人原則
分散投資義務
制度規定順守義務

禁止取引(第406～408条)
受認者、利害関係者と制度との自己取引禁止
法定適用除外、労働長官の承認による適用除外
事業主証券の取得・保有制限

同左の免除規定
指名受認者に指図権がある場合の信託受託

者(第403条)
投資マネージャーが任命されている場合の信

託受託者(第403条)
加入者等が個人勘定資産を支配している場

合の受認者(第404条(c))

金融技術の進歩、エンロ
ン事件等、DC制度の利
便性向上等により改定
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エリサ法に関係した訴訟の訴因

“ERISA LITIGATION STUDY”, Pension Governance Incorporated and The Michel-Shaked Group, April 15, 2009より
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エリサ法成立における｢専占｣の役割

エリサ法成立直前の状況
労働関係委員会(労働省)と財政関係委員会(財務省)との管轄問題
経済団体と大部分の労働組合の消極姿勢
州政府の無定見な立法の動き

労働委員会の法案：法令基準の遵守を命じることが可能
州間通商を規制する憲法上の力に由来する民間部門の雇用に関する権限

財政委員会の法案：遵守した企業や制度に税制優遇を与える
憲法上の課税権限にもとづく法案に管轄権

年金改革立法の交渉における労働委員会の交渉力の増大

｢専占｣は、エリサ法成立の推進力のひとつ
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エリサ法の救済と専占条項

専占条項(第514条)
原則的にエリサ法の制度に｢関係する｣州法は専占される
保険を規制する州法を専占から留保する(留保条項)
留保条項の適用にあたり、エリサ法の制度は保険会社ないし保険事業に関与していると見做して
はならない(見做し条項)

加入者または受給権者の救済
給付の回復、受給権の強制
および確認(§502(a)(1)(B)）

受認者の違反行為からの救済

非受認者の違反行為からの救済 （擬制信託理論）

衡平法上の救済
（§502(a)(3))

制度の救済 受認者の違反行為からの救済

非受認者の違反行為からの救済 （擬制信託理論）

損害賠償（§409、
§502(a)(2)）

衡平法上の救済
（§502(a)(3))

衡平法上の救済（§409、
§502(a)(2)）

(受給権の存在が前
提）

エリサ法の訴えによる救済(第409条および第502条)

出所：石垣修一、｢企業年金運営のためのエリサ法ガイド｣(中央経済社、2008年9月)の図１２－２
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救済と専占との不合理と最近の傾向

例１：管理医療供給者の法的責任を維持するために州が外部検証手続を創設することはエリ
サ法の専占を免れる(最高裁判所、2002年)。また、エリサ法は診断や処置に関して判断す
る利用検証者に対する州法の請求を専占しないことを示唆(最高裁判所、ペグラム対ヘルド

リック事件、2000年)。
例２：年金数理人の業務過誤によって制度に損害を与えたとして訴えた事例で、｢エリサ法に

よる救済方法がない場合には、エリサ法によって専占されることなく州法が適用され、州
法の救済が認められる｣(Gerosa v. Savasta & Co., Inc. 2nd Cir. May 19, 2003)。

例３：401(k)の個人勘定を制度と見做して｢制度の救済｣が適用され、損害賠償も認められる
(LaRue v. DeWolff, Boberg & Associates, Inc. February 20, 2008)。

例１：エリサ法による健康保険制度において利用検証協定における供給者(受認者)の不
当な判断により適切な医療を受けられなかったっ場合の救済
 (個人の救済なので)訴権のないまま見捨てられてしまう

例２：非受認者(医師、年金数理人、会計士等)の過誤により損害を被った場合の救済
非受認者に関しては第409条の損害賠償は適用されない

例３：401(k)制度において受認者が加入者の運用指図の処理を怠った場合の救済
 (個人の救済なので)衡平法上の救済に限られ、損害賠償は適用されない

最高裁判所がエリサ法の下で利用可能な救済を狭く解釈してしまった

ただし、法律改正以外に裁判所における条文解釈の変化が見られる。
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労働者保護政策の展開の評価
｢晩年における個々人の経済保障が、このような脆い基礎に頼るものであり、このような『も
しも』や『たぶん』の信じられない一覧表により危険に晒されることは、我々のような豊かな
社会においては、とても正当化できないものである｣(労働省幹部 トーマス・ドナヒューの言葉)

｢不確実に過ぎない給付の資格を持つ従業員は、(彼らの)制度の限界について十分な助言
を受ける(べきである)｣(年金研究会議 ジョージ・テイラーの言葉)

エリサ法を成立させた要素のひとつであるが、

企業年金の法的構造に大きな変化はない。

様々な規制上の問題について、・・・連邦議会は本来よりも厳しくない対応策を選択した。
1974年以来、連邦の政策は、概して労働者保護理論によって描かれた方向に沿って展開
した。保護手段は費用を増加させ、事業主を制度の閉鎖ないし給付の削減に導いた。同時
期に連邦政策は、年金制度は果たせない約束をすべきでないという見解に傾斜していった。
2000年に始まった景気停滞は、この二律背反を特に抗し難いものにした。(ジェイムズ・ウーテ

ン)
エリサ法の施行後、保護政策に関する規制は総じて強化されている。
一方、経済変動に直面し、同法が目指す労働者の老後所得保障と
いう目的達成には、なお課題が多いと言わざるを得ない。
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代理人リスクへの対処の評価

米国独特の連邦法と州法との関係(専占)や、社会経済状況の変
化により、運営に不合理が発生している。
これらの問題には、裁判所の判断の変化(専占)、労働省規則の
改定による禁止取引の免除基準の変更(金融技術の進歩)等で対
応している。
その他、エンロン問題やDC制度の運営上のニーズに対応した法
律改正(2006年年金保護法)があるが、労働者保護政策に比べる
と代理人リスクへの対処に関しては、エリサ法の基本構造は安定
していると評価できる。
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ご静聴、ありがとうございました･･･。

ご意見、ご質問を承ります･･･。
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