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米国の確定給付型企業年金の積立基準の変遷を概観することにより、同国の民間部門の確定給付型企業年金制度
の現状に対する評価を試みる。特に、単独事業主制度とともに、現在問題となっている多数事業主制度の運営につい
ても言及したい。更にデトロイトの破産に象徴される、公的セクターの職員に提供される年金制度の問題点について
も、できる限り言及したい。講演のポイントは、いわゆる「信託型」と称する運営形態が確定給付型年金制度の運営に
適したものであるか、もしそうでないなら如何なる対応策が考えられるかといった点である。



企業年金制度導入時の議論
日経連｢企業年金の課税政策に関する要望｣（1957年）

正常原価＋制度実施前勤務に対する所要醵出額の10%
信託協会の要望（1957、1961年）、生保協会の要望（1961年）

｢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
に発展しつゝある前例にも鑑み・・・｣

米国を知ることは日本の企業年金を理解すること

積立金の運用に関する規制緩和の議論
厚生年金基金の資産運用に係る受託者責任ガイドライン研究会（1996年）

｢米国のエリサ法におけるフィデューシャリーの定義、義務、責任等は、我が国でも参考にな
る点が多く・・・｣

DB法、DC法成立の背景
自民党行政改革推進会議『規制緩和推進重点事項』（1997年）

「年金基本法」（例、米国のエリサ法）のような年金に関する包括的な法手当てを検討する。

年金審議会「国民年金・厚生年金保険制度改正に関する意見書」（1998年）
｢受給権の保護を中心とした共通の基準の設定を内容とする企業年金に関する包括的な基
本法の制定が必要｣
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日本の年金改革議論における米国企業年金のプレゼンス
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時間軸 年金関係法令 年金制度 税制
1900年 ペンシルベニア鉄道会社が年金制度を開始

1913年 所得税の導入(アンダーウッド・シモンズ関税法)

1919年 年金引当金積増しの課税控除不可に

1921年 従業員への課税を給付時まで繰り延べ

1926年 仲介機関としての年金信託が非課税に

1935年 社会保障法(公的年金)の成立 個人所得税率引上げ

1939年
USスチールが公的年金と統合した年金制度
を設立

1940年 高税率50％の法人超過利益課税を賦課

1941年
法人・付加税率引上げ
個人所得税率引上げ

1942年
安定化法成立(物価・賃金の統制、
年金は除外)

労務管理目的に適わない引退制度への優遇廃止
個人、法人ともに大幅な税率の引き上げ

1946年 全米炭鉱労働組合医療・引退基金の創設

1947年
労働関係法が組合支配制度の企
業拠出を禁止

1949年
自動車労連(UAW)がフォードとの交渉で年金
制度要求(鉄鋼労連も同様)
フォードの制度設立合意

1950年 UAWの交渉の定型となるGMの制度設立

1950年代
年金制度の設立が盛んに（いわゆる｢ペン
ション・ドライブ｣）

1958年 福祉および年金制度開示法
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米国企業年金に関する主要イベント（発祥から1950年代まで）

草創期からペンション・ドライブまで

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
○給付上限： $7,500/年の給付上限の提案を否定
○ 低積立基準：
標準費用を拠出することを要求(賦課方式を否定)
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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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状態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％)

草創期からペンション・ドライブまで

Pennsylvania鉄道の年金制度(1900年1月1日設立)
(“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)
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Pennsylvania鉄道の年金制度



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

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

草創期からペンション・ドライブまで
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草創期からペンション・ドライブまで

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
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Morris Packing社(食肉加工業)の清算



草創期からペンション・ドライブまで

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
 終的にICCは、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 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。

経営者は、制度が支払をした時点で年金債務が発生するかのごとく行動していた。アクチュアリーと会
計士は、これには同意しなかった。彼らは、引退者に対する現金の支払と、支払の債務とを区別して
いた。企業は、支払の時点で債務を負うのではなく、従業員の就労中に債務を負うのである。
アクチュアリーと会計士は、経営者に、年金債務を事前積立することにより、従業員と企業を保護する
ように促した。

仲介機関としての年金基金の認識

給付建て企業年金制度の歴史的背景 7
第5回 年金積立金運用フォーラム

1920年代後半における積立状況



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。

草創期からペンション・ドライブまで
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草創期からペンション・ドライブまで

年金ビジネスに参入した 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
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MetLife（保険会社）の年金ビジネス参入



草創期からペンション・ドライブまで

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

 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 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)
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コンサルティング・アクチュアリーの出現



草創期からペンション・ドライブまで

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 短10年、 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)

｢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 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)

【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｣との考えに批判的
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

クチュアリーは創造力がない、経営者は
強情
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コンサルティング・アクチュアリーの出現



草創期からペンション・ドライブまで

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

1950年にウィルソン社長による全米自動車労連(UAW) に対する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

Ford Motorのケース

GMのケース

給付建て企業年金制度の歴史的背景 12
第5回 年金積立金運用フォーラム

スポンサー側（大企業）の対応



スチュードベイカー事件

1953年コマンダー・スターライナー

1939年スーパーエイト

スチュードベイカー社

パッカード社

1899年、パッカード兄弟とヴァイスにより創業。
1902年10月、社名をPackard Motor Car Companyに変更。
1915年にはV型12気筒エンジンを搭載した乗用車を発売、第
二次世界大戦以前は世界を代表する高級車としてアメリカは
もとより、日本国内でも皇室や華族、実業家に愛用されたとい
われる。
1950年代からゼネラルモーターズやフォード・モーターといっ
た大企業の新車攻勢により陳腐化。
1954年、スチュードベイカー と合併。1958年、ブランド消滅。

1852年、スチュードベーカー兄弟が創業。
1897年に 初の 電気自動車、1904年にはガソリン車を開発。
1913年から「スチュードベーカー」ブランドでの自動車販売を開始。
1947年、フルワイズボディの新型モデルを発表、大きく業績を伸ばす
が、その後ビッグスリーの新車開発と値下げ競争によって次第に追
い込まれる。
1954年、パッカードと合併、スチュードベーカー・パッカード社に改組。
1958年、コンパクトカー「ラーク」をデビュー。
1963年、サウスベンド工場閉鎖。
1967年、消滅。
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スチュードベイカー社とパッカード社



スチュードベイカー事件

カイザー＝フレーザー

ウィリス・オーバーランド

パッカード

スチュードベイカー

ナッシュ

ハドソン

カイザー・ジープを
売却、自動車産業
から完全撤退

乗用車事
業から撤退

合併：スチュー
ドベイカー・パッ
カード

【 1953～4年 】

パッカード消滅 サウスベン
ドから撤退

1966年

自動車事業
から完全撤退

カイザー・ウィ
リスを買収

クライスラーが買
収。ジープは同社
の基幹ブランドに

フランス・ル
ノー資本を受
入

スチュードベイカー事件の主役

ウィリス・オー
バーランドを
買収

1955年

合併：アメリカ
ン・モーターズ

1958年 1963年

1979年1970年

1970年

1987年
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独立系自動車会社の展開と末路



時点 イベント 留意点

1949年 スチュードベイカーにて年金導入の議論を開始

1950年 自動車労連の団体交渉の定型となるGMの年金制度設立

1950年
6-8月

スチュードベイカー、パッカード
が相次いで年金導入

制度が引退者に年金を支払うことを約束。事業主の債務は、団体交
渉協定によって要求された掛金を拠出することに限定。

年金制度の設立とその後の動向

フォードの年金制度設立

1949-
1950年

UAWの団体交渉
一定額と勤務期間にもとづく年金持分（例えば、 高30年まで1年あた
り月額1.50ドル）を支給。年金受給権付与なし。

1950-
1955年

団体交渉による給付の引上げ
1950年の月額1.50ドルから、1953年は1.75ドルに、1955年は2.25ドル
にまで上昇。「高齢労働者の差し迫った年金の必要性に、若年従業員
の受給権付与条項よりも、優先権が与えられなければならなかった」

1953-
1954年

カイザー・フレーザー、旧ハドソ
ンで主要生産設備を閉鎖

発生給付の没収問題が顕在化。UAWは、団体交渉で受給権付与を要
求。

1956年
6月

パッカード破綻、デトロイト工場
閉鎖

経営幹部は、パッカードの引退給付の債務を「 小化する」道を探し
始める。

給付建て企業年金制度の歴史的背景 15
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スチュードベイカー事件
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1958年パッカードの年金財政

引退者以外

引退者

第190地区
デトロイト

第5地区
ｻｳｽﾍﾞﾝﾄﾞ

利害

UAW全国組合部

【パッカード 】 【スチュードベイカー】

スチュードベイカーとパッカードが1954年に合併する前、各々
は引退制度を賄うために年金信託を利用していた。
合併後、1955年に２つの年金制度を統合。しかし、２つの年
金信託は、別々の信託を維持した。
仮にパッカードの従業員に関する年金制度を終了した場合、
元パッカードの従業員に対する年金を支払うために、スチュー
ドベイカーの信託からの資金を使わなければならないか？
第5地区の団体交渉協定が失効した翌日の9月2日、会社は、
スチュードベイカーとパッカードの従業員に、各々の年金信託
を持つ別々の引退制度を作る。それから、9月3日にパッカー
ドの制度を終了する。

２つの組合支部の利害関係

1959年10月引退者の給付を、終了前の85パー
セントに減額。
制度終了時に引退の資格があり1958年9月2日
までに年金申請を提出していなかった従業員は、
勤務1年当たり約43ドルの一時金を受領。
他の人々は、何も受取れず。

終了時の
取扱い

給付建て企業年金制度の歴史的背景 16
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パッカードの年金制度の終了

スチュードベイカー事件



1958年秋

新モデルのラーク
を投入し大ヒット

経営陣と第5地区は、給付水準

を業界並みに増額させることに
合意。

9月

赤字転落

会社に、1985年までに過去勤務債務

を償却することを要求。新たな合意は、
全ての過去勤務債務に対する積立計
画を、1989年まで延長。

12月9日

サウスベンド
工場閉鎖を
発表

UAWの年金数理人ハワード・

ヤングは、制度の「積立不足
の深刻さ」について警告。

1959年秋

GM、フォード、クライ

スラーが、自社のコン
パクトカーを投入。

1960年 1961年 1962-3年

多角化による
自動車部門の
比率低下

スチュードベイカー・ラーク

1964年
10月15日

会社と第5地区は、制

度を終了する協定を
締結。

給付建て企業年金制度の歴史的背景 17
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スチュードベイカーの年金制度の終了

スチュードベイカー事件



加入者の 初の3つの階層－
引退者、65歳以上の引退有資格従業員および60歳以上の引
退有資格従業員は、満額の年金を受取。
60歳未満で受給権のある従業員は、年金価値の約15パーセン
ト相当の一時金を受取。
給付の発生に受給権資格が付与されていない従業員(40歳未
満のすべての従業員を含む)は、何もなし。

1961年末のスチュードベイカー
年金制度の積立状態

1920
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資産 債務

引退者

引退有資格者

万ドル

終的な処理

年金制度の給付改訂

時点 イベント 留意点

1959年
引退者：月額2.25$/年→2.35$/年
従業員：1959/9/1以前は月額2.25$→2.40$、以降は2.25$→ 2.50$/年
未積立債務の償却は、変更時から新たに30年とした。

給付改定

1961年
年金制度の積立不足に対する危機意識
引退者：月額2.35$/年のまま
労働者：全ての年につき2.50$/年にならす

給付改定(業界標準：2.80$/年)
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スチュードベイカーの年金制度の終了

スチュードベイカー事件



企業年金は労使自治による運営として、連邦政府の介入を嫌う風潮
経済界、ほとんどの労働組合の強力な反対

公務員と連邦議会議員の良心ないし使命感
代表的な人物として、労働長官のウィラード・ウィルツ、ニューヨーク州共和党上
院議員ジェイコブ・ジャビッツ等

年金改革キャンペーンにおけるメディア戦略
年金を専門家の問題から一般国民の問題に(年金制度に関するゾッとする統計
や｢怖い話｣)

自動車労連、鉄鋼労連の強力な支持
スチュードベイカー事件に代表されるように、自動車産業と鉄鋼産業における労
働組合にとって、制度終了保険は必須の政策

州法の立法動向と｢専占｣
労働法には｢専占｣があるが、税法にはない
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エリサ法は何故誕生したのか？

スチュードベイカー事件



■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。
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米国式制度体系の特殊性
職域年金(企業年金)制度の実施形態



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
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職域年金(企業年金)制度の監督機関の現状

米国式制度体系の特殊性



2006年年金保護法以前
エリサ法施行以降の積立基準の変遷 

年 法      律 内      容 

1974 Employee Retirement Income Security Act of 

1974 (ERISA) 
制定。 

1980 Multiemployer Pension Plans Amendment Act 

of 1980 (MEPPA) 

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、 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 (RPA) 

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 (TRA) 
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 (EGTRRA) 
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。 
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エリサ法施行以降の積立基準の変遷



数理債務

積立金
(数理的評価)

エリサ法導入時
積立不足の
未償却額

制度改定に伴う
積立不足の
未償却額

数理上の仮定変更
に伴う増加債務の

未償却額

数理計算上の実績
損失の未償却額

償却期間は下
表のとおり規定

低積立基準(継続基準)

注)簡単のため、各種損益はすべて損失(追加債務)との前提で表示。

要拠出額

標準費用
＋

償却費用

数理債務

積立金
(数理的評価)

エリサ法導入時
積立不足の
未償却額

制度改定に伴う
積立不足の
未償却額

数理上の仮定変更
に伴う増加債務の

未償却額

数理計算上の実績
損失の未償却額

償却期間は下
表のとおり規定

低積立基準(継続基準)

注)簡単のため、各種損益はすべて損失(追加債務)との前提で表示。

要拠出額

標準費用
＋

償却費用

2006年年金保護法以前
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低積立基準（継続基準）－2001年まで

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

                      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

第5回 年金積立金運用フォーラム
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低積立基準（継続基準）－2001年まで

財政方式
標準費用、数理債務、過去勤務債務、実績損益は、制度の費用決定に用いられた財政方式による。

積立金の数理的評価
財務長官により定められた公正価値を考慮した合理的な方法による。

数理的仮定の要件
将来事象に対するアクチュアリーの 良の予測を提供すること

単独事業主の場合：個々の仮定の合理性か、同様の結果をもたらす全体の合理性を要求（過去の実績および合
理的期待を反映）
多数事業主の場合：全体の合理性のみを要求（過去の実績および合理的期待を反映）

財務省規則によれば、｢事前積立数理的費用方式または数理的費用方式とは、年金制度の給付と経費の、年間の数理的費用の
金額と発生を設定するために用いられる、認められた数理的技法をいう。許容される数理的費用方式には、発生給付費用方式（単
位積立方式）、加入年齢標準費用方式、個人平準保険料方式、総合保険料方式、到達年齢方式、および凍結初期債務費用方式で
ある。退職時積立方式および当座積立方式(賦課方式)は、許容される数理的費用方式ではない。｣

財務省規則によれば、数理的評価方法は、①一貫したものを使用すべき、②他のアクチュアリーが再現可能な程度に具体的に数
理レポートに記述すべき、③公正市場価値を反映させるために公正市場価値または平均値を使用すること、④公正市場価値を常
に上回る（または下回る）評価方法でないこと、⑤評価額は一定の上下限の範囲内とすること、が定められている。ここで、上下限と
は、下限の場合は公正市場価値の80％か平均値の85％のいずれか小さい額、上限は公正市場価値の120％か平均値の115％の
いずれか大きい額とされる。なお、平均値は5年を超えない期間で平滑化を意図して調整を施した金額である。
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追加的積立要件（非継続基準）－2001年まで

現在債務
(上限利率適用)

積立金
(数理的評価)

未積立旧債務(当
初規定分)

追加的未積立旧
債務(1994年改正

の追加部分)

未積立新債務

未積立死亡率増
加額

追加的積立要件(非継続基準)

2000年以降の死
亡率改定による債

務増加額

1989年から18
年間で償却

1995年から12
年間で償却

発生から10
年間で償却

積立比率に
依存する額

左記の償却額
の合計

当該年度の現在
債務の増加額

＋

＋
予測不能偶発事象
給付債務の償却額

要拠出額

DRC> 低積立基準による掛金

不足削減
掛金(DRC)

現在債務
(上限利率適用)

積立金
(数理的評価)

未積立旧債務(当
初規定分)

追加的未積立旧
債務(1994年改正

の追加部分)

未積立新債務

未積立死亡率増
加額

追加的積立要件(非継続基準)

2000年以降の死
亡率改定による債

務増加額

1989年から18
年間で償却

1995年から12
年間で償却

発生から10
年間で償却

積立比率に
依存する額

左記の償却額
の合計

当該年度の現在
債務の増加額

＋

＋
予測不能偶発事象
給付債務の償却額

要拠出額

DRC> 低積立基準による掛金

不足削減
掛金(DRC)

①｢DRC> 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

多数事業主制度以外の制度に適用される。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。
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

現在債務のための利率は積立基準勘定のための利
率と同じものを使用するとされているが、加重平均
（30年国債利回りの4年加重平均）に以下の上限比率
を乗じたものを越えることはできない。

利率

制度年度 上限比率
1995年 109%
1996年 108%
1997年 107%
1998年 106%

1999年以降 105%
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“パーフェクト・ストーム”への応急対応

2002年雇用創出および労働者支援法

2004年および2005年について、現在債務の計算における割引率は優良長期社債の複合イン
デックスにもとづく利率に変更
同じくPBGCの変動保険料の計算に使用する割引率を、優良長期社債の85%に変更
航空会社、鉄鋼業者等に不足削減掛金の一部適用免除

2002年および2003年について、現在債務の計算における割引率の許容範囲を、30年債利回り
の(4年)加重平均の90-120%(変更前：90-105%)に一時的に拡大

同じくPBGCの変動保険料の計算に使用する割引率を、30年債利回りの100％(変更前：85%)
に一時的に引上げ

2004年年金積立衡平法
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エリサ法における給付建て制度の積立基準の変遷 27

2006年年金保護法（単独事業主制度）

① 日本でいう継続・非継続の２本建てから、非継続基準に近い積立目標および償却計画に一本化
－ 積立目標を定義する財政方式（＝単位積立方式）、および割引率、死亡率等の数理的仮定を特定

－ 目標となる積立水準の引上げ：「現在債務の90％」⇒段階的に「積立目標の100％」

－ 積立不足は概して7年で償却

－ 積立目標の150％水準までの掛金損金算入の設定

② 制度資産の評価にあたり、公正価値基準を原則としつつ、数理的評価を容認
－ 平滑化期間の短縮（２年）や乖離幅を縮小（ 大10％）させ、従来以上に公正価値に近づけた

③ 債務の評価は、社債イールドカーブをもとに期間別に設定
－ 社債イールドカーブをもとに３つのセグメント率を設定、割引率として使用

－ セグメント率設定にあたり、２年の平滑化期間を設定

④ 危機的状態を２段階（黄信号、赤信号）で定義
－ 黄信号 積立比率80％（2008年65％、2009年70％、2010年75％の経過措置あり）未満

－ 赤信号 積立比率60％未満

⑤ 危機状態に応じた健全化措置の設定
－ 給付制限（支払の一部または全部停止、給付発生の停止、幹部社員のための非適格繰延報酬制度の利用制限）

－ 必要掛金の増額

－ 財政運営の柔軟性の制限（クレジットバランスの使用制限）

⑥ 個別企業の救済措置と考えられる規定が盛り込まれた
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2006年年金保護法（多数事業主制度）

① 積立基準は、改正前の第302条と同様の積立基準勘定による
－ 過不足額の償却は、ほぼ15年に統一され厳格化

－ 積立基準勘定は選択した財政方式にもとづく（財政方式は単位積立方式に限定されない）

－ 制度資産は公正価値を反映し財務省規則で認められた適切な数理的評価方式にもとづく

－ 数理的仮定は個々に適切、かつ、全体としてアクチュアリーの 善の予測

－ 費用の償却は、財務長官に申請すれば、５年ないし10年の延長が可能（５年は自動的）

－ 償却の延長のほかに、第302条に規定する拠出の猶予(15年間で5回まで)がある

－ 現在債務の140％から制度資産の数理的評価額を差し引いた額までを損金算入可能額に設定

② 積立状態の悪い制度に関して対応策が規定された
－ 危機的状態(積立水準が80%未満)の場合は積立改善計画、危篤状態(同65%未満等)の場合は回復計画を義務付け（積立水準は、

単位積立方式にもとづく）

－ 積立改善計画では積立不足を原則10年間で33%改善させるような、給付発生の減額、掛金引上げ等を含む対応策に合意が必要

－ 回復計画では原則10年間で危篤状態から更生することが合理的に見込めるような計画が必要

－ 計画の採択不履行や必要掛金の拠出不履行に対して、労働長官の訴権、民事罰および特別税の賦課を規定

－ 団体協約当事者が制度提供者に法令順守を求める訴権も規定
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2008年労働者、引退者、事業主再生法（2008年12月23日成立）

① 単独事業主制度の積立目標達成率の移行経過措置の緩和
－ 従来は積立目標の経過措置「2008年：92％」、「2009年：94％」、「2010年：96％」について、前年度までの目標を全て達成していな

いと当該年度の移行措置を適用不可（ただちに100％となる）であった⇒当該取扱いを削除

② 単独事業主制度の給付発生制限の一時的な猶予規定
－ 2008年10月1日以降1年以内に開始する事業年度において、単独事業主制度の積立比率が60％未満の場合に適用される給付

発生の停止措置を前年度の積立比率に置き換えて適用することができることとされた（ただし、給付改善禁止、選択一時金の支給
制限等の制限について猶予することはできない）

③ 多数事業主制度の積立状況の判定（2段階）の一時的な猶予規定
－ 2008年10月1日以降1年以内に開始する事業年度において、多数事業主制度の積立比率に応じて判定される危機的、危篤状態

の判定を前年度比率で凍結可とし、また、過年度に作成した積立不足の早期償却のための改善計画の更新が不要とされた

④ 多数事業主制度の積立不足の早期償却のための改善計画期間の延長
－ 2008年または2009年に開始する事業年度においては積立不足の早期償却のための改善計画の期間を10年から13年に3年間延

長することが可能とされた
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2010年メディケア受給者のための介護利用および年金救済法（2010年6月25日成立）

単独事業主制度における積立基準の緩和
① 「適格制度年度」（2008.10.1～2011.12.31に開始する制度年度）において２種類の代替策（償却期

間の延長）を選択可能とした（２制度年度が上限）－加入者・受給者およびPBGCに通知要
－ 「２＋７」償却方式：当初２年間は利息のみ、その後の７年で定額償却（利率は、選択時点のセグメント率を適用）

－ １５年償却方式：１５年で定額償却（利率は、選択時点のセグメント率を適用）

－ 「制約期間」（｢2+7｣の場合は当初3年、15年の場合は当初5年）に過剰報酬（100万ドル超の報酬）の支払いや過剰な配当・自社

株買い（調整後純利益を超過する額）を行った場合には、同額の「加速金」を加算

② 給付制限の一時的猶予規定（2008.9.1～2010.9.30に開始する制度年度）
－ 調整後積立目標達成比率が60％に満たない適用される給付発生の制限に関して、基準となる比率は実際の比率でなく、過年

度（2007.10.1～2008.9.30に開始する制度年度）の比率とする。

多数事業主制度における積立基準の緩和
① 正味運用損失の償却の延長－加入者・受給者およびPBGCに通知要

－ 「ソルベンシーテスト」に適合した制度（アクチュアリーが運営に支障ないことを認証した制度）は、2008.9.1以降の２制度年度の

運用による数理的損失の償却期間を30年に延長可

－ 「ソルベンシーテスト」適合した制度は、2008.9.1以降の２制度年度に適用する資産の数理的評価について、平滑化を10年に延

長し、また公正市場価値との乖離を80％～130％（80％～120％でなく）とすることが可能

② 給付増額の一時的禁止
－ 上記を選択した場合、選択から２年間、原則として給付増額を禁止
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Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act：MAP-21（2012年7月6日成立）

利率安定化
セグメント率は25年の平均セグメント率の回廊内とする（完全なイールドカーブを使用している制度は、
法案成立後1年以内に1回限りで、IRSの承認なしにセグメント率に切替え可能）。
制度提供者は、全面的か内国歳入法第436条の給付制限についてのみのいずれかについて、利率
の回廊を適用しないことを選択できる。

年次積立通知の変更
制度の積立目標が利率の回廊を適用しない場合の95%に満たず、積立不足が50万㌦を超え、制度
加入者が常時50名以上存在する場合、加入者に対する年次積立通知にて下記を説明。

 MAP-21が利率の設定方法を2年平均に加えて利率の25年平均を考慮するように変更したこと
 制度提供者は利率が歴史的に低い場合に掛金額を減額できること
 利率の回廊を適用した場合としない場合の積立目標達成率、積立不足、 低必要掛金

 低積立要件と給付制限の要否の判定に適用する（適用は制度
提供者の判断）。

一時金給付の計算、PBGC保険料、積立不足年金制度の報告、損
金算入限度掛金の計算には適用されない。

年 回廊

2012 90%～110%

2013 85%～115%

2014 80%～120%

2015 75%～125%

2016以降 70%～130%

「利率安定化」関係条項
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Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act：MAP-21（ 2012年7月6日成立）

PBGC保険料
単独事業主制度の定額および変動保険料の両方を増額
①定額保険料

2012年に加入者１人当り35㌦、2013年に42㌦、2014年に49㌦、以降は全国平均賃金に連動

②変動保険料（積立不足1,000㌦あたり）
2013年に9㌦＋賃金連動、2014年に13㌦＋賃金連動、2015年に18㌦＋賃金連動

多数事業主制度保険料を増額
2013年に加入者1人当たり12㌦に増額、以降は賃金連動

PBGCのガバナンスの向上
PBGC理事会は 低年4回会合する（以前は会合を求められていなかった）。
PBGCはリスク緩和執行役を指名しなければならない。
PBGCは公社のガバナンス構造に関する勧告を提供するために（全米行政アカデミーが実施する
ことになる）調査を開始しなければならない。
理事会は加入者および制度提供者の調停者を指名しなければならない。
年金保険モデルシステムの年次ピアレビューが求められる。

PBGC関係条項
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Society of ActuariesによるPIMSを用いた分析
“Proposed Pension Funding Stabilization : How Does It Affect the Single-Employer Defined Benefit System?”, 2012/06

MAP-21による財政運営基準の変更の影響を以下の観点から分析したもの
①積立状態の透明性
②制度の支払能力
③必要掛金の安定性と予測可能性

現行法による予定利率からの変更可能性 必要掛金の推移への影響
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Society of ActuariesによるPIMSを用いた分析
“Proposed Pension Funding Stabilization : How Does It Affect the Single-Employer Defined Benefit System?”, 2012/06

必要掛金の分布の推移 適用利率による2012年の積立水準の分布の違い

掛金安定化条項における利率は、2012年の利率を上昇させた後に低下していく
2012年の必要掛金は全体で43%低下するが、その後増加して 終的な負担額を増やす
掛金の予測可能性は短期的には一定程度向上するが、長期的にはほとんど効果はない
規定された利率は今後数年間は市場に連動した変化を反映しない
支払能力は掛金の減少によりいったん低下するが、長期的には現行法による水準に収斂する
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2006年年金保護法における積立状態の悪い多数事業主制度への対応

赤信号、黄色信号、青信号とは･･･

危篤状態（赤信号）

制度の積立割合が65％未満、かつ制度資産の公正市場価値と当制度年度を含む７
年間に団体協約にもとづいて合理的に見込まれる掛金の現在価値との合計が当制
度年度を含む７年間に支給される不可没収給付の現在価値（制度管理費用も加算）
より小さい （他の要件もある）

深刻な危機的状態
①制度の積立割合が80％未満、かつ
②累積拠出不足がある、または第304条における償却期間の延長を考慮しても今後

６制度年度の間に累積拠出不足の発生が予想される

危機的状態（黄信号）
①制度の積立割合が80％未満、または
②累積拠出不足がある、または第304条における償却期間の延長を考慮しても今後

６制度年度の間に累積拠出不足の発生が予想される

上記以外（青信号） 上記に該当しない場合

制度資産（数理的評価額）を分子とする
単位積立方式による数理債務（数理上の仮定は継続基準）を分母とする

判定基準となる積立割合の算出基準
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2006年年金保護法における積立状態の悪い多数事業主制度への対応

危篤状態（赤信号）

制度提供者は、回復計画を採択しなければならない
回復計画とは、合理的に予測される事象および合理的な数理的仮定にもとづき、回復
期間（原則10年）の終了時点で危篤状態から更生するように考慮された行動をいう
行動には、（制度の合併を含む）費用支出の削減、将来の給付発生の削減、または掛
金の増額、およびそれらの組合せが含まれる
制度提供者の判断で、調整可能給付（遺族給付、支給開始前の障害給付、早期引退
給付、適格な連生遺族年金を除く給付形態の選択肢、）の削減が可能
一時金類似の給付の支給が禁止される

深刻な危機的状態
下記と同様
ただし、下記10年は15年に、33％は20％に置き換えられる

危機的状態（黄信
号）

制度提供者は、積立改善計画を採択しなければならない
積立改善計画とは、積立改善期間（原則10年）中に以下の要件を満たすことが合理的
な数理的仮定の下で達成できるような行動からなる計画をいう
①当初の積立割合を期間終了時に33％改善すること
②期間中に累積拠出不足が発生しないこと
積立改善計画は、掛金を増額しない場合に必要な将来の給付発生の減額案、および
給付を変更しない場合に必要な掛金の増額案の両方を含む複数の案の中から選択

回復計画、積立改善計画
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2006年年金保護法以降の多数事業主制度の対応

PBGC理事Joshua Gotbaumによる議会証言（2012年12月19日）より

2008年から2010年にかけて、回復計画や積立改善計画の対象となった制度の掛金は、在職加入
者1人当たり年間4,300㌦から5,000㌦に増加した

2009年と2010年の合計で、将来の給付発生を低減させた制度は350、 危篤状態で調整可能給付
を削減した制度は250であった

2010年までに、178の制度が5年の償却期間の自動延長を選択した

2010年の改正で制度資産の評価上の平滑化期間が10年に延長され、金融危機による運用損失の
償却を30年に延長したが、700以上の制度が利用した。これによって、2011年の積立状況は著しく
改善した。
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PPA第221条｢追加的積立規則の終了｣

サンセット条項

本項に規定するものを除き、本法の他の規定にかかわらず、PPA第201条(b)項（ 低積立基準勘定
に関する規定）、第202条（危機的または危篤状態の多数事業主制度に対する追加的積立規則）、お
よび第212条（エリサ法を改正する第202条と同趣旨のIRCの改正）による規定、改定は2015年以降に
開始する制度年度には適用しない。この場合、失効直前において積立改善計画または回復計画を実
施中の制度は、当該期間が終了するまで、本法の規定を適用する。

多数事業主制度に関する積立規則は時限的なものであり、将来に向かって本格的に見
直される可能性を含む、と考えられる。
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数理上の仮定の違いによる財政状態の違い

■は積立基準（割引率：資産の期待収益率、資産評価：数理的評価）、□は現在債務基準（割引率：30年連邦債の利回りの4年平均、
資産評価：市場価値）
■は健全、■は危機的状態、■は危篤状態（積立基準ベースで判断）
積立基準ベースの割引率の中央値は年７．５％

Credit Suisse; “Crawling Out of the Shadows,” 26 March 2012より
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各社の公表資料にもとづくバイアウト戦略の概要

“Pension Settlement Trend Accelerates with Verizon Annuity Purchase”, October 2012, Aon Hewittより

 Ford GM Verizon

公表日 2012年4月27日 2012年6月1日 2012年10月17日

影響を受ける加入者
90,000人

資格のある月給の年準受給者
および元従業員

118,000人
現在の受給者(約42,000人が

一時金の有資格者)

41,000人
2009年までに受給開始した元

管理者の受給者

清算方法 一時金 一時金と年金保険購入 年金保険購入

保険会社 － Prudential Prudential

清算見込額 大180億㌦
一時金の選択率に依存

260億㌦
一部の者が一時金で清算、残

りは年金保険

75億㌦
全員が年金保険で清算

対全年金債務 大25% 20% 25%

財務への影響

営業利益への影響は限定的、
キャッシュフローには影響なし

資金拠出は35～45憶㌦、正味
特別費用は25～35憶㌦
継続的な利益減少額は年2憶
㌦程度（資産の期待リターンの
減少）

本件で25憶㌦程度の資金拠出
を想定
注：Verizonは、Mark-to-market
の年金会計を選択

第5回 年金積立金運用フォーラム



GM、Ford等のバイアウト戦略の概要

米国給付建て制度におけるde-riskingの動向 41

Fordの一時金選択肢の提供

“Pension Settlement Trend Accelerates with Verizon Annuity Purchase”, October 2012, Aon Hewittより

積立目標債務ベース （単位 億ドル）

現役加入者, 
29 受給待期者, 

9

年金受給者, 
137

現役加入

者, 29

待期者＋

受給者, 
146

月給従業員であった年金受給権者9万人
2012年から2013年にかけて選択
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GMの一時金選択肢の提供およびバイアウト

“Pension Settlement Trend Accelerates with Verizon Annuity Purchase”, October 2012, Aon Hewittより

積立目標債務ベース （単位 億ドル） 1997年10月から2011年11
月までに受給開始した42
千人（前受給権者の36%）
に対して一時金支払いを提
供（7月までに申請）。

現役加入

者, 30
受給待期

者, 8

年金受給

者, 258 一時金支払い
2012年後半

バイアウト
2012年末
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Verizonのバイアウト

“Pension Settlement Trend Accelerates with Verizon Annuity Purchase”, October 2012, Aon Hewittより

積立目標債務ベース （単位 億ドル）

現役加入

者, 30

受給待期

者, 14
年金受給

者, 73

2009年までに
受給開始となっ
た年金受給者
2012年末まで
にバイアウト

バイアウト対象
外の受給者
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米国における年金バイアウトの事例

GMの年金清算（Towers Watson; “Insider,” Volume 22, Number 7, July 2012より）

（1997年10月から2011年11月までに引退した）月給従業員の引退者の一部に一時金を提供し、（一

時金提供を拒否する）他の引退者に個人年金保険を購入（個人年金保険はＧＭの貸借対照表から
除かれる）
2011年末時点で、GMの年金制度は合計で資産940億㌦、債務1,070億㌦で積立比率は88%であり、
バイアウト実施後は85%に低下見込
全体の約36%にあたる約42,000人の受給者に一時金を提供。同提供を拒否する者を含む他の
76,000人に対しては米国プルデンシャル保険会社から個人年金保険を購入、費用は年金ファンド＋
追加拠出（40憶㌦）による
本件を促進するため、GMは他の月給加入者のために新制度を構築中であり、現行制度は 終的
には終了予定

1999年から2011年で、米国の年金制度の積立状態は90憶㌦の剰余から94憶㌦の不足に悪化
新規従業員に対する制度の閉鎖と米国引退者への一時金支払いにより債務増加を回避
2012年7月以降の受給者にも一時金の選択肢を提供
積立制度に対して2012年に全世界で約35億㌦を拠出
債券投資を増加、 終的には80%の債券投資比率を達成し、制度資産を制度債務に適合

Fordの年金清算（Towers Watson; “Insider,” Volume 22, Number 7, July 2012より）

第5回 年金積立金運用フォーラム



バイアウトに関する論点

米国給付建て制度におけるde-riskingの動向 45

選択一時金の計算における適用利率の改正

2006年年金保護法第302条の規定（エリサ法第205条(g)項等の変更）の主旨

加入者(および配偶者)の同意がある場合、制度は年金の｢現在価値｣を即時に支給することができる
（以下、これを「選択一時金」という）。年金の現在価値を算出する際に適用する死亡率と利率に関し
て、｢適用死亡表｣は財務長官が定め、｢適用利率｣は支給の前月における30年もの財務省証券の利回
りが適用される。選択一時金は、連邦政府の定めた基準により計算される年金の現在価値を下回る額
とすることができない。

上記の適用利率に関して、改正後のエリサ法第303条(h)項に
セグメント率（社債イールドカーブの24カ月平均）を適用すること
とする。ただし、以下の年に開始する制度年度に関しては、それ
ぞれのセグメント率に新旧の基準を案分した率を適用する。

2008年 20%：80%

2009年 40%：60％

2010年 60%：40％

2011年 80%：20％

2012年から社債利回りをベースとした利率が全面的に適用されることで現在価値が低下した
従来の財政運営基準（継続基準）では「選択差損」が発生しやすく、一時金を提供しづらい
新財政運営基準や年金会計とは利率に関して基本的な平仄が取れており、障害がなくなった

一時金選択肢の提供は、上記の基準変更にFordやGMの動きが相俟って拍車が
かかったと推測している。

一時金の選択肢提供の背景
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GMとFordに対する内国歳入庁からの私信規則(Private Letter Ruling) 2012年4月19日付

Buck Consultants “FYI” Volume 35 | Issue 67 | August 27, 2012より

私信規則は請求した納税者のみに対するものであり前例として使えないという通常の警告とともに、
内国歳入庁は、制度改正に関連した限定された期間内に支給中の年金給付を一時金として支給する
ことは認められることを確認した。
結論を得るにあたり、内国歳入庁は 低支給規則中の質問14「年金支給は増額できるか？」に注目
した。質問14においてこれを認める理由の中に、「制度改定の結果である増額された給付を支給する
ため」というものがある。私信規則を請求した事業主は、一時金の選択肢を追加するという制度改定を
提案しており、支給期間が変更され「給付が増額される」。内国歳入庁は、「一時金の選択は限られた
期間のみで可能であり、給付の増額は提案された制度改定の結果であるため、許容される制度改定
である」と判断した。

私信規則発行前は、実施中のDB制度から年金受給者に対して一時金を提供することは、否認されな
いまでも、困難と考えられていた。この方法を検討した殆どの機関が、 終的に不可能と結論付けてい
た。(Towers Watson, “Insider”, Volume 22 | Number 7 | July 2012)

年金受給者に対する一時金提供の是非
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Verizonのバイアウトに関する訴訟とテキサス州北部連邦地方裁判所の判断等

年金受給者によるバイアウト差し止め訴訟に対する裁判所判断（2012年12月7日）

要約制度説明書にバイアウトの可能性を書かなかったからと言って受認者義務違反にはならない
受給者はバイアウトによる損失を説明していない（当事者適格性？）
制度は、Verizonが制度変更、停止、終了、または一部終了に関して、常時無制限の裁量（事前通知
が必要な場合もある）を保有する旨を規定している
保険会社の選択には受認者義務が適用されるが、制度の変更や終了は受認者の行為ではない
保険購入は分散投資義務違反との判断を権威づける判例はない

年金受給権に関する保険分野でのセーフティ・ネットについて 前述のAon Hewittのレポートより

バイアウトによって給付保証の枠組みが変わるので、保険会社の財務の健全性、年金保険契約の
構造、支払不能の際の保護に関する精査が必要
保険会社の分離勘定を使用する場合、保険会社破綻の際、分離勘定資産は一般勘定の債権者か
ら保護され、分離勘定の加入者に優先分配される（ただし詳細は州毎に異なるので注意）
保険会社にバイアウトされた年金受給者の保護は、PBGCから州の保険保証基金に移る
適格な年金保険提供者は、通常AからAAの格付けを取得しており、ソルベンシー基準も満たしている
が、州法にもとづき運営される州保証協会にも裏付けられている
過去の実績では、保証基金と保険会社の残存資産で90%から95%の給付が保証されている

保険会社への一律移転の是非
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いわゆるde-riskingについて

一時金の選択肢の提供

年金債務は減少するが、積立比率も低下する
逆選択のリスクが発生する
清算に関連した損益を企業の損益計算書で即時認識することになる

年金保険（バイイン）

年金保険が制度資産になるので、債務は減らないが清算による損失の認識もない
年金保険の期待収益率が低いために全体の資産の期待収益が低下する可能性がある

債務主導型投資（LDI）
多くのスポンサーにとってde-riskingの選択肢であった
バイインと同様、清算による損失の認識もないが資産の期待収益の低下をもたらす

全部または一部の終了（バイアウト）

年金債務を減少させリスクを第三者に移転させるため、一部のスポンサーには魅力的
保険会社にはリスク引受けの補償が必要であり、費用は嵩む
一時金選択肢の提供と同様、清算の会計が適用され、積立比率が低下する可能性がある

債務とのマッチングのため、LDIで一時金の選択肢提供は相応しくない？
一時金の選択肢提供とバイアウトはPBGCの定額保険料を低減する効果がある

筆者の推測

“Weighing the Pros and Cons of De-Risking Strategies”, August 28, 2012,
PLANSPONSOR.comを参考に筆者作成
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デトロイト市の破綻の経緯

第5回 年金積立金運用フォーラム

時期 イベント
2012年4月 デトロイト市は州が金融支援を提供する見返りに州による監視強化に合意
2012年12月 財務調査グループを結成し60日間の財務調査を開始

2013年2月
ミシガン州知事Rick Snyderはデトロイト市の財務の統括権を取得すると表明、1990
年Public Act 72にもとづき、Kevyn Orrを緊急事態管理者に任命

2013年5月 Orrがデトロイト市の財務の健全性に関する報告を公表
2013年6月 無担保債権者（年金基金を含む）への支払を停止

2013年7月17日
デトロイト市の２つの年金基金が財政赤字削減のために緊急事態管理者が受給者
の給付の削減することを阻止するために州裁判所に提訴

2013年7月18日
破産法第9条にもとづくデトロイト市の破産保護を連邦破産裁判所に申請
負債総額185億ドル（うち、市職員の年金給付が35憶ドル、医療給付が57億ドル）

2013年7月19日
ミシガン州第30巡回裁判所は、破産申請はミシガン州憲法第24条Article IXに違反
するとして、州知事に申請取り下げを命令→知事は控訴

2013年7月24日
破産裁判所は、州裁判所に提起された訴訟の手続き停止を命令。すべての法的紛
争は連邦破産裁判所で論争することを明確化。

2013年12月3日

破産裁判所、デトロイト市に破産保護の権限を認める。デトロイトは支払不能に
陥っており、実質的には債権者との破産前交渉は不可能であると判断。破産申請
により、ミシガン州憲法に反して年金受給者の年金が毀損する可能性も認めた。控
訴は、連邦第6巡回裁判所に行うことも認める。

2013年12月16日 数団体による連邦巡回裁判所への控訴を認める。
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デトロイト市の公務員年金の概要

第5回 年金積立金運用フォーラム

General Retirement System Police and Fire Retirement System
評価時点 2011年6月30日 2012年6月30日

在職者／受給権者 7,250名／11,555名 3,587名／8,451名

年金債務 37.20億ドル（26.55億ドル） 38.23億ドル（30.21億ドル）

積立金（市場価値） 24.22億ドル 29.74億ドル

積立金（数理的評価） 30.80億ドル 36.75億ドル

未積立債務 6.40億ドル 1.47億ドル

積立水準 83% 96%
財政方式 加入年齢方式 加入年齢方式

積立金の数理的評価 7年平滑化 7年平滑化
未積立債務の償却期間 30年 29年
予定利率 年7.9%（年3.9％） 年8.0%（年4.0%）

標準費用 11.49% 22.44%
未積立債務の償却費用 11.60% 6.70%
数理上の費用の合計 23.09% 29.14%

積立基準はアクチュアリーの助言の下にBoard of Trusteeが決定。
年金債務のカッコ内は、従業員拠出部分と年金受給権者の債務の合計（内数）、予定利率のカッコ内は対賃金の実質値
財務報告はGAAPとしてGASBによる基準に準拠（ただし、2012年の改定前）
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デトロイト市の公務員年金の概要

在職中の加入者及び受給権者の推移

第5回 年金積立金運用フォーラム

General Retirement System Police and Fire Retirement System
現役加入者 受給権者
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デトロイト市の公務員年金の概要

【老齢給付】
受給要件：勤務30年以上（96年1月以降の採用者は年齢55歳かつ勤務30年）、年齢60歳かつ勤務10年、年齢65歳かつ勤務8年
年金年額：$12×勤務年数＋平均 終報酬*×給付乗率**（勤務１年につき 初の10年が1.6%、以降20年まで1.8%、25年まで2.0%、
25年以降は2.2%）＋加入者の積み立てた掛金と数理的に等価な年金

* 1992年までは直近10年間のうち継続する５年分の平均値の 高額、1998年までは４年分、以降は３年分、1999年以降は未消化の療養休暇の
25%の価値を加算する選択肢を賦与

** 過去給付乗率を引き上げている

○早期引退給付
受給要件：勤務25年以上
年金年額：老齢給付と同様だが数理的に減額

○受給権賦与
勤務10年

【業務上障害給付】
受給要件：60歳未満の業務上障害
年金年額：掛金累計と数理的に等価な年金＋障害発生時の平均 終報酬の２／３
1999年より年金年額の上限は$9,000。60歳到達ないし30年経過で、年金額は従業員掛金が継続していたと見做して計算した額に改
定。障害発生時から年金化までの期間をクレジットとして再計算。

【業務外障害給付】
受給要件：勤務10年以上かつ60歳未満の障害
年金年額：通常の老齢給付と同様に算出
1999年より年金額の上限は$6,000。60歳で再計算（上限なし）

General Retirement Systemの給付設計 Annual Report 2011年6月30日より
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デトロイト市の公務員年金の概要

【業務上の死亡給付】
受給要件：業務上の死亡
年金年額： 終報酬の１／３を配偶者に終身（または再婚時まで）、18歳未満の子に１人あたり 終給与の１／４（３人以上の場合は

終給与の１／２を等分） 上限は9,000$
【業務外の死亡給付】

受給要件：勤務20年、年齢60歳かつ勤務10年、年齢65歳かつ勤務8年の在職中死亡
年金年額：配偶者に通常の老齢給付を100%の連生遺族年金と見做して減額した額、子には末子が19歳になるまで$9,000。
受給要件：勤務15年以上20年未満の在職中死亡
年金年額：配偶者に通常の老齢給付を50%の連生遺族年金と見做して減額した額、配偶者がいない場合の子に末子が19歳になる
まで$6,000。

○引退後の生計費調整
引退時の年金額の2.25%を毎年増額

○加入者掛金
①拠出しない、②社会保障賃金基準の3.0%＋これを超える額の5.0%、③全報酬の5.0%、④全報酬の7.0%

第5回 年金積立金運用フォーラム

General Retirement Systemの給付設計 Annual Report 2011年6月30日より
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財政運営とGASBの基準

1960年代初頭から1970年代中盤にかけて、州および地方政府の雇用は2倍になり、給付義務の著しい増大につな

がった。一方で憲法上の理由等により、州および地方政府の職員のための制度は民間制度の積立その他の基準
を設定するエリサ法の適用を受けていない。
GASB: Statement No. 5 “Disclosure of Pension Information by Public Employee Retirement Systems and State and 
Local Governmental Employers.” (1986年)

→債務と積立状況に関する統一的開示基準を提示するものの、実際の数理実務と異なるために実効性がなかった。
Statement No. 25 “Financial Reporting for Defined Benefit Pension Plans and Note Disclosures for Defined 
Contribution Plans.” Statement No. 27 “Accounting for Pensions by State and Local Governmental Employers.”(1994
年→適用は1996年)

→一定の｢パラメータ｣要件を満たせば実務で使用されている数理基準での開示が認められる。基準の一つが積立不
足の償却期間の上限であり、当初40年であったが、2006年に短縮された。この基準により、Annual Required 
Contribution (ARC：標準費用＋償却費用)が設定される。
多くの州法でGASBの基準準拠が要請され、監査人が基準準拠を求め、また地方債の発行の際には基準準拠の
確認がなされるため、GASBの基準は影響力を増していく。
Government Accountability Officeは、多くの専門家や政府高官が積立水準80%を許容できる水準と考えていること
を報告（2008年）。
GASB：これまでの基準の見直しを表明（2006年）
GASB：Statement No. 68 “Accounting and Financial Reporting for Pensions—an amendment of GASB Statement No. 
27”（2012年→適用は2014年）

→①積立金は平滑化せずに市場価値で評価、②債務は積立金（将来の掛金を含む）でカバーされる部分は期待収益

率、その他の資金でカバーされる部分は優良地方債の利回りで割り引いて評価、③加入年齢標準費用方式（給与
の一定割合）が唯一の評価方式、とされている。
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財政方式と予定利率

総合保険料方式は財政方式の構造上常に100%積立となるため、
GASBは総合保険料方式を採用している制度には、加入年齢方式
による評価を求めている。

予定利率の推移

出所：Public Fund Survey, National Association of State 
Retirement Administrators,2013年11月
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積立水準の推移

2012年調査時点における積立金は2.8兆ドル、債務は
3.8兆ドル、積立水準は73％。
同時点において約2/3の制度が積立比率80%未満。積

立水準が著しく低い制度には規模が小さい制度が多
いが、イリノイ州やコネティカット州の制度には50%を
下回る大規模な制度がある。

これらの評価は、割引率として積立金の期待収益率
を、積立金の評価は（通常５年の遅延認識による）平
滑化、積立不足の償却は通常30年の償却期間の設
定にもとづいている。

公務員の年金給付は州法によって保証されていると
解されることから、債務は無リスク金利で割り引いて
評価すべきとの議論がある。しかし、生計費調整を凍
結する等、保証されているとは言えない事例も散見。
平均８％の割引率を５％にすると、債務は5.5兆ドル、
積立水準は50%に低下する。
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数理上掛金率及び実際の掛金と数理上掛金（ARC）との比率の推移

第5回 年金積立金運用フォーラム

OASDIに加入 OASDIに非加入

数理上掛金率の推移

警察、消防等の職種を除く

出所：Public Fund Survey, National Association of State 
Retirement Administrators,2013年11月

実際の掛金とARCとの比率の推移

比率90%超の制度の割合
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2014年から適用予定のGASBの勧告による影響

GASBの勧告の基準による積立比率の検証結果

勧告では、①積立金は平滑化せずに市場価値で評
価、②債務は積立金（将来の掛金を含む）でカバーさ
れる部分は期待収益率、その他の資金でカバーされ
る部分は優良地方債の利回りで割り引いて評価、③
加入年齢標準費用方式（給与の一定割合）が唯一の
評価方式、とされている。
今後の掛金に関しては直近数年間のARCに対する

実際の掛金の割合の平均を用いて推計することとさ
れている。

積立金等の資産でカバーされない部分の評価は、年
3.7％（報告書公表時の優良地方債の利回り）の割引
率を使用。
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（再）分配（(re-)distribution）と再評価（revaluation）

程度の差はあれ、年金制度には様々な（再）分配が伴う。

設定される基礎率の在り方如何で、晒される制度運営上のリスクが異なることにも留意が必要

（再）分配の例

長期勤務者に厚い給付を設計する
新たに設定した給付建て制度において、過去勤務期間を通算することによって発生する未積立債務
を特別掛金により将来にわたって償却する
制度運営中に発生した積立不足は、まずは特別掛金の増額によって対処→事後的な分配

キャッシュバランス制度は、制度運営上の金利リスクを低減させることを意図した給付設計であり、
同制度への移行は、従来事業主が一方的に負うことを暗黙的に了解していた金利リスクを、加入者
と分配する仕組みに変更することの合意と見ることができる。

事後的な（再）分配を低減する再評価の役割

発生するリスクとその分配のルールをできるだけ広範囲に定義し合意しておくことが、 終的には相
応の信頼感を醸成するかもしれない。

事業主の想定を超えた制度運営上のリスクが発生し、従来想定していた追加的な分配の仕組みの範囲
で対処できなくなった場合の対処法が問われている？

確定分配制度（Defined Distribution Plan）的発想？
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公的年金と私的年金の守備範囲を区分するような議論ではなく、「公」が私的年金に関して以下の役
割を担うことも「公」の役割に含まれると思われる。

所得保障体系において私的年金を位置付けた上で、私的年金に関する政策（強制/任意、適用範
囲、給付形態、保証制度、優遇策等）を立案・実行すること
立案した私的年金制度を適切に運営するためのガバナンス構造や規制・監督基準を策定・実施する
こと

公私の役割分担とは？

「職域」は「個人」よりも効率的であり、「職域」の器の利用促進が社会全体の
効用を促進すると思われる。

企業年金の監督基準

潜在的リスクを早期に把握する（事前対応型の規制・監督）ためには、相応の資源が必要

（再）分配構造を考慮した上でのリスクベース監督
規制・監督のための資源確保



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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