
ソリューション

1 DCの普及状況とDC法改正案

DCは、2001年10月に導入された掛金建の制度です。具
体的には、個人ごとの口座を開設し、あらかじめ拠出する掛
金額の算定方法を定めておき、事業主等が拠出した掛金を
加入者が資産運用し、その結果により給付額が決まる仕組
みです。2015年11月末現在、DCを実施する会社の従業員
を対象とする企業型DCの加入者数は約546万人であるも
のの、企業年金や企業型DCを実施していない会社の従業員
を対象とする個人型DCの加入者数は約24万人となってお
り、わが国においては、DCは依然として普及段階にあるこ
とがうかがえます。厚生年金基金が実質廃止となる中、DC
は、その後継制度の一つとしても検討されてきており、企業
年金制度としての利便性を向上し、より活用されるよう、企
業年金部会でも議論されてきました。2015年4月に国会に
提出されたDC法改正案は、このような企業年金部会の議論
の整理と2015年度（平成27年度）税制改正大綱に基づく
ものであり、高齢期の所得確保のための公的年金を補完す
る企業年金の充実を図ることが趣旨となっています。

2 DCの特徴
（制度設計の柔軟性とリスクシェアリング）

企業年金部会の議論の整理においても記述されています
が、DCの特徴の一つとして、さまざまなライフコースに対
応した柔軟な制度設計と運営が可能な点があります。米国
では、さまざまなタイプのDCが存在し普及していますが、
その背景として、税法上の拠出限度額が大きいことや、加入
中であっても一定の借り入れが可能であることなどの制度
の利便性があります。また、公務員を対象としたDCもあり、
広範な人々を対象とすることが可能となっています。
わが国においてDCが導入された背景には、DBの資産運
用環境の悪化や退職給付会計の導入による影響などもあり、
人事制度の観点のみならず、企業の負う運用リスクや負債
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を軽減する観点からDCが捉えられてきた面があります。冒
頭で述べたとおり、わが国のDCは十分普及している状況に
はなく、企業年金部会でも制度としてのDCを活用する観点
から議論がなされています。
DCを導入し拡大する場合、既存のDBが縮小されることも
多く、加入者の負う運用リスクに留意する必要があります。
企業が実施するDBとDCの割合は、リスクシェアリングを
表す一つの指標にもなります。企業の財務状況や人事制度
の考え方を踏まえながら、労使間のリスクシェアリングに関
する方針を明確化し対応することが重要と考えられます。

3 DC法改正案の内容

DC法改正案は、前述のとおり、企業年金部会の議論の整
理をもとに策定されており、その概要は、以下のとおりと
なっています（スケジュールについては図1を参照）。

（ 1） 企業年金の普及・拡大に関する内容

	 中小企業における企業年金の実施率が低い状況にあるこ
となどから、企業年金の実施が困難な中小企業（従業員
数100人以下）を対象として、設立手続きなどを大幅に
緩和した「簡易型DC」の仕組みが新たに設けられていま
す。同じく中小企業（従業員数100人以下）に限り、個
人型DCに加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出
を可能とする「個人型DCへの小規模事業主掛金納付制
度」も新たに創設されています。

	 また、DCの拠出限度額が年単位で規定されています。
より柔軟な掛金の拠出設計が可能となりますが、従業員

が追加で払い込みできるマッチング拠出の取り扱い詳細
については、法案の段階では明らかになっておらず、政
省令や通知で規定されるものと推察されます。

（ 2 ） ライフコースの多様化への対応

	 労働の多様化が進んでいる状況も踏まえ、個人型DCに
ついて、国民年金（基礎年金）の第3号被保険者や企業
年金加入者、公務員等共済加入者も加入可能とされてい
ます。2014年3月末現在、第3号被保険者は945万人、
共済年金の加入者数は440万人であり、2015年11月
末現在の個人型DCの加入者数約24万人と比較すると、
相当対象範囲が拡大することとなります。

	 また、DCからDBなどの他制度への資産の持ち運び（ポー
タビリティー）についても拡充されています。従来は不
可とされていたDCからDBへの資産移換などが可能とさ
れています。

（ 3 ） DC運用の改善

	 前述のとおり、DCは加入者が運用しその結果により給
付額が決まる制度であり、加入者の資産運用が制度運営
における重要なポイントの一つとなります（図2参照）。
運営管理機関が運用商品を提示し、企業型DCでは事業
主等が投資教育を実施します。加入者は、投資教育など
を通じて投資知識を得て、提供された運用商品のなかか
ら商品を選びます。このため、提供される運用商品や投
資教育は、制度運営において重要な役割を果たすことと
なります。そこで、DC法改正案では、運用に関し、次の
新たなルールを規定しています。

図1　DC法改正案のスケジュール
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図2　DCの運用に関する仕組み
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［DC運用に関する改正案の主な内容］
・運用商品数を制限（具体的な数は政令規定）
・運用商品除外規定を整備
・元本確保型商品については労使合意に基づく提供に
変更

・デフォルト商品（加入者が商品選択を行わない場合の
指定運用方法）に係る規定を整備

・継続投資教育の努力義務化

DCを実施する会社は、運用商品の選定・提示などを運営
管理機関へ委託することが一般的ですが、改正案では、加入
者の利益を確保するため、委託する運営管理機関を5年ご
とに評価し、検討を加え、必要に応じ変更することを事業主
の努力義務としています。
運用商品については、提供数は増加傾向にあり、半数以上
の企業が16本以上という状況などから、運用商品数の制限
や除外規定の整備がなされています。また、従来一つ以上
提供義務があった元本確保型商品について、労使合意に基
づく提供に変更され、デフォルト商品に係る規定が整備さ
れています。
継続投資教育については、従来、配慮義務とされていまし
たが、継続教育の実施状況（2013年度：55.2%）にも鑑み、
改正案では努力義務とされています。

4 改正された場合の対応（運営管理等）

DC法改正案が成立した場合、DCを実施する企業において
必要となる運営管理に関する対応などについてご説明します。

（ 1） 法改正された場合のチェックポイント

上述の改正案の内容から、下記の事項について確認や検
討などが必要となります。

［チェックポイント］
・運営管理機関の選定と委託範囲
・提供する運用商品
・投資教育の計画と実施
・制度設計

上記のそれぞれの対応については、この後ご説明します
が、同時にこれらの対応を適切に実施していくために、法令
に準拠したDCガバナンスを構築していくことが何より重要
となります。提供する運用商品や実施する投資教育は、加

入者の運用結果に影響をもたらし、DCの受託者責任の根本
にかかわるものであるからです。DC導入時、労使間で想定
利回りを用いた場合などは、それも踏まえた対応が求めら
れるでしょう。

（ 2 ） 運営管理機関に関する対応

改正案が成立すると、運営管理機関の定期的な評価と必
要に応じた変更が努力義務化されます。運営管理機関への
委託業務の範囲や内容などを再確認し、評価項目を明確化
した上で、加入者にとって最善な機関を選定する努力が必
要となります。なお、運営管理業務には、専門的な内容が含
まれることに留意します。

（ 3 ） 運用商品に関する対応

提供する運用商品を定期的にモニタリングし、除外など
の必要性を検討することとなります。DC法では、運用商品
の選定に専門的知見が要請されており、商品の選定や除外
などについては、商品選定する運営管理機関の専門性がど
のような形で担保されているかなどについても確認が必要
でしょう。

（ 4 ） 投資教育に関する対応

提供される運用商品を用いて、加入者が継続して自ら運
用していくための運用に関する基礎的な資料や情報が提供
され説明が受けられるようになっているか点検し、必要な
措置を講じる努力が義務付けられます。現在実施している
投資教育についてレビューし、どのように投資教育を継続
的に提供すべきか、検討します。この際、可能であれば、加
入者の運用利回りの平均やばらつきの状況などについても
把握しておくことが望ましいでしょう。投資教育は、加入者
コミュニケーションの一部であり、DCの制度としての成否
を握る鍵ともいえます。

（ 5 ） 制度設計に関する検討

DCの拠出限度額の規定が年単位化することにより、より
柔軟な制度設計が可能となる見通しです。詳細な取り扱い
は法案段階では不明ですが、DCの拠出金額の基礎となる給
与や賞与、加入者のマッチング拠出などについて、利便性が
図れるかなど検討する対応が考えられます。また、ポータ
ビリティーの拡充に伴い、中途採用などの人事施策も踏ま
え、資産移換の規定について検討する対応が想定されます。

5 提案されたリスク分担型DB

先進諸国においては、私的年金などの自助努力と公的年
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金を組み合わせて老後の所得確保を図る制度対応がみられ、
超高齢化が進むわが国においても、企業年金をより一層活
用していくことが望まれます。本稿において、DCの利用と
その規模については、会社と従業員のリスクシェアリングが
ベースとなることに触れました。長期間を前提とした年金
制度においては、資産運用をはじめ、長寿化などのさまざま
なリスクが内包されています。
2015年6月の政府の日本再興戦略を受けて、運用状況に
より変動する積立水準に応じ給付を調整するリスク分担型
DBが提案されています。オランダなどで実施されている集
団型DCなどを参考として策定されたもので、リスクシェア
リングの新たな選択肢となる制度といえそうです。次号で
は、リスク分担型DBの制度の仕組みや運営上の留意点など
について解説する予定です。
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