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発言のまま掲載しています。
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受け取られることのないようお願いいたします。

○橋本委員長 次に、長妻昭君。
○長妻委員 立憲民主党、長妻昭でございます。
よろしくお願いします。
尾身先生、長きにわたってＪＣＨＯの理事長、
お疲れさまでございました。
ちょっと妙なことを聞いたんですが、もう尾身
先生は今日が最後で、国会にはお出ましにならな
いというようなことをお伺いしたんですけれども、
まさか、与党が尾身先生をもう呼ばないというこ
とではないですよね、齋藤筆頭。違いますね。確
認をいたしました。
○橋本委員長 質問をお続けください。
○長妻委員 これ、委員長もお願いしますね。
それでは、質問に入ります。
まず、尾身先生、新型コロナウイルス対策なん
ですが、私は今、ちょっとリバウンドが始まって
いるんじゃないかというふうに懸念しているんで
すが、先生はいかが思われますか。
○尾身参考人 私は、リバウンドが起きる可能性

はあり得ると思っています。それは、主に四つの
理由が私はあると思っています。
一つは、三回目の追加接種が日本よりも高くな
っている国でも、ここに来て、感染の拡大が見ら
れている国が多いということが一点目です。
それから二点目は、確かに今回は、全体として
は、感染が下降傾向に、少し下がったということ
があって、この前も重点措置を解除したわけです
けれども、下がっている傾向が一時ありましたけ
れども、まだいわゆる感染のレベルが高いという
ところがあります。
それから三点目は、これは、今、日本でＢＡ・
２への置き換わりというのが確実に、少しずつ起
きておるということがあると思います。
それから、もうこれは日本の場合には、いわゆ
る恒例行事ということで感染が拡大するというこ
とがもうずっと二年間見えてきたので、今回も、
花見だとか歓送迎会というものが多分これから多
くなる可能性がある。
こうした四つのことを考えると、私は、感染の
リバウンドというのが起きる可能性があるという
ことをじっくりと考えて見ておいた方がいいと思
います。
それで、今の委員のリバウンドが起きているか
どうかという話ですけれども、実は、もう数日待
つ必要がある。なぜかというと、実は、連休中の
ことで、報告数を増加させる圧力、報告数ですね、
実際の感染者はまだある。報告数が上がるように
見える要素と下がる要素というのが、両方あるん
です。

下がる要素というのは、連休中には検査の数も
少なかったりして、報告される数が少ないという、
下方に行くプレッシャーですね。同時に、連休に
なると、人々の活動が少し活発になっているので、
接触の機会、感染の機会が増えている可能性があ
る。この二つの圧力がどうなるかというのは、も
うしばらく見て、これが本当に持続する、感染拡
大に至るルートに入っているのか、そうでないの
か、もうしばらく様子を見る必要があると思って
います。
○長妻委員 それともう一点なんですが、先月二
十一日に蔓延防止措置を全国、全部解除したと。
私は、ちょっと考えられないようなことを政府は
してしまったなということで、非常におかしいな
と思っているんですが。
尾身先生もよくおっしゃっておられるように、
例えば年度末、新入学生が学校に入ってきたり、
あるいは人事異動とか、年度末、年度初めという
のは相当人が動くわけでございますので、その前
に日本全国の蔓延防止措置を全部一気に解除した
ということについては、どうお考えでございます
か。感染対策の観点から見て、特に、どうお考え
ですか。
○尾身参考人 確かに、今回の判断はなかなか難
しい判断だったと思います。
なぜかと申しますと、今、社会は少しずつ、社
会経済あるいは教育、保育というものの活動を徐
々に元に戻すことが社会全体で期待されるという
部分が、これは間違いなくあると思うんですけれ
ども、そういう中で、今回の場合には、いろいろ
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なことを総合的に考えましたけれども、確かに医
療の逼迫というのが確実に減っている、改善され
てきているということで、今回は、全体としては、
なかなか難しい判断でしたけれども、分科会のメ
ンバーも全員、二人はいわゆる消極的反対でした
けれども、基本的には全員賛成したと思います。
ただし、これは、分科会の委員、ほぼ全員そう
いう発言、発言した人はほぼそういう趣旨のこと
を発言したと思いますのは、この重点措置の解除
というものが、そのまま、今までの感染対策を完
全に解放して、いわゆる文字どおり、ドラスティ
ックに、一〇〇％元に戻るということは、絶対そ
ういうことではないんだと。解除はするけれども、
しっかりと基本的な感染対策を継続する必要があ
るということ、是非このことを国や自治体に強調
していただきたいということは全員一致の考えで
した。
そうでないと、今ヨーロッパで見ているような
感染の拡大、ひいては医療の逼迫ということが起
こる可能性があるので、是非そうした点をみんな
で注意したいということだと思います。
○長妻委員 配付資料の六ページを見ていただき
ますと、ちょっと私もこれはびっくりいたしまし
たけれども、これは、直近一週間の七日間平均と
前の週の七日間平均との比較なんですね。初めて
全国でそれが増加傾向、増加に転じたというもの
で、四十七都道府県、全国含めて出ておりますけ
れども、何と、三十七都道府県で増加に転じたと、
昨日までの統計で。
おとつい、その前でいうと、三月二十七日時点

では増加に転じたのが六県だったのが、三月二十
八日には十三県ということで、一気に昨日、一週
間平均が増加に転じたということで、三十七都道
府県ということでございます。
今日、観光庁もお呼びしているんですけれども、
この三十七都道府県の中で、地域観光事業支援と
いうのを実施している県をちょっと教えていただ
ければと思うんですが。
○大野政府参考人 お答え申し上げます。
県民割事業の実施は、各都道府県の判断により
ますけれども、お尋ねのありました、新規陽性者
数の前週比が増加した三十七都道府県のうち、三
月二十九日時点で地域観光事業支援を活用した県
民割事業を実施している都道府県は、北海道、岩
手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、
山梨県、長野県、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山
県、山口県、香川県、高知県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の、
計二十三道府県であると承知しております。
○長妻委員 ありがとうございます。
これは私もちょっと信じられないんでございま
すが、増加に転じている三十七の都道府県のうち、
二十三県で県民割地域観光事業支援をしている。
これは簡単に言うと、ＧｏＴｏトラベルキャンペ
ーンの県内版、県内だけの移動で、あるいは近隣
県も含めた、それについて、宿泊費などの五〇％、
五千円を超えない範囲で補助するというものが今
やられている。
私も、旅行事業者の皆さん、本当に大変なので、
ここはまた別の形で支援するべきだというふうに

思うわけでございまして、四月一日から、これも
私びっくりしましたけれども、もっと拡大版の、
日本を六つのブロックに分けて、その六つのブロ
ック内であればＧｏＴｏトラベルキャンペーンの
ような形で補助をするということで、範囲を広げ
るということなんですよ。
ＧｏＴｏトラベルキャンペーンは日本全国でし
たけれども、どんどんそういうふうな話になって
くるというのは、私はちょっと信じられないんで
すが、これは尾身先生、いかがでございますか。
○尾身参考人 先日、三月十一日のコロナ分科会
でも、今の事業というよりも、県を越えての移動
については議論されました。
そういう中で、二つの点が大体コンセンサスと
して合意されたと思いますけれども、一つは、基
本的な感染対策を講じている限り、移動そのもの
での感染のリスクは低い。しかし、バス内での飲
食なんかを、お酒を飲みながらやったり、あるい
は旅行先での宴会など感染リスクの高い行動をす
ると感染リスクが高まる、これは当然のことです
よね。二番目のことは、このことから、移動を必
ずしも一律に制限せず、移動中での感染リスクの
高い行動を控えていただくような努力が必要じゃ
ないのかということが、二点合意しました。
そういう中で、今回も、委員おっしゃる事業、
これは私の理解ですけれども、これは各都道府県
の知事さんの判断で行うものと聞いておりますの
で、知事がこういうことを実施されるのであれば、
先ほど申し上げましたように、移動中、あるいは、
特に移動先での感染リスクを下げる努力をすると
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いう前提の判断が、是非必要ではないかと思いま
す。
○長妻委員 旅行を積極的に、税金を使って補助
して、どんどん旅行してくださいというのを推進
するというのは、私は本当に信じられないわけで、
尾身先生がおっしゃるように知事の判断なんです
が、ただ、この補助金は、ＧｏＴｏトラベルキャ
ンペーンと同じように、十分の十なんですよ。つ
まり、全額国費で、地方の持ち出しはないという
ものなわけで、これを国が丸ごと推進するという
のは、大きく禍根を残すようなことだと。四月一
日からブロック全体に広げるというのは、私は大
きい問題があるというふうに指摘をしておきます。
感染対策については以上でございますので、尾
身先生はここで結構でございます。どうもありが
とうございました。
○橋本委員長 尾身先生、どうぞ御退席ください。
○長妻委員 そして、今ロシアがウクライナに侵
略をしておりまして、本当に、西側諸国が日米欧
と協力をして経済制裁を徹底的にやるということ
で取組を進めていただきたいわけでございますけ
れども、その中で、ウクライナでクラスター弾が
使用されたということの報道がございます。
このクラスター弾というのは、残忍な兵器とい
うことで、二〇〇八年十二月にクラスター弾禁止
条約というのができまして、日本も署名しました。
世界百二十か国が署名して、国内にも禁止する法
律が今、日本の国内にあります。
政府に聞きますと、ウクライナで使われたクラ
スター弾の製造メーカーは分からないということ

なので、どのメーカーが造ったか分からないもの
の、今、日本のＧＰＩＦ、公的年金の積立金の運
用が、どうもそのクラスター弾を造っている企業
に投資されているではないかというような話。も
しそうであれば、とんでもないことだと思うので
ございますが。
ＧＰＩＦの投資について大臣にお伺いしますけ
れども、クラスター弾を、これまで造っていたも
のも含めて、今造っているものも含めて、投資し
ている実態をお知らせください。
○後藤国務大臣 クラスター弾製造企業への株式
の投資状況については、ＧＰＩＦが株式を所有し
ている個別企業の事業内容を網羅的に把握する立
場にないため、お答えすることが難しいというこ
とでございます。
○長妻委員 ＧＰＩＦから、今、配付資料の一ペ
ージ目にあるような資料をいただいたんですが、
これは説明いただけますか。
○後藤国務大臣 クラスター弾製造企業として名
前が挙がったとＧＰＩＦが認識している、そうい
うことではないかと認識している企業に対する投
資額をＧＰＩＦが先生にお示ししたということで
ございます。（長妻委員「それを読んでください。
」と呼ぶ）
○橋本委員長 長妻昭先生、今認識は言われたの
で、御質問してください。
○長妻委員 いや、だからそれを言ってください。
○橋本委員長 読んでくださいということです。
○後藤国務大臣 委員長の御指示ですけれども、
これまでにクラスター弾製造企業として名前が挙

がったとＧＰＩＦが認識している企業に対する投
資額ということで先生にお答えしたということの
ようでございますが、エルビット・システムズ、
それからハンファ、テキストロンということで、
製造中止が公表されているというものもあるやに
も伺っておりますけれども、そのようなものであ
るということだそうでございます。
○長妻委員 クラスター弾を製造している企業へ
の公的年金の投資というのは、ヨーロッパでは多
くの国で禁止しているんですね。条約でもこれは
禁止されていますから、今三社おっしゃっていた
だきましたけれども、大臣、これは駄目じゃない
ですか。どうします、今後。
○後藤国務大臣 ＥＳＧ投資の観点から見ても問
題があるのではないかという御指摘だというふう
に思います。
御指摘のＧＰＩＦの投資について、積立金運用
原則の下で、被保険者の利益のために長期的な収
益確保を目的として行われているわけでございま
して、株式投資については、外部の指数会社が構
築しているＥＳＧ指数に基づいて運用を行ってい
るところでございます。
そうしたことのために、運用のルールからいえ
ば、個別の銘柄を投資対象から除外する等の指示
を、今、年金積立金運用の原則の下で行うという
ことについては、これは運用の原則から考えて難
しいものなのではないかというふうに考えていま
す。
今後とも、ＧＰＩＦの年金積立金の運用につい
ては、被保険者の利益のために安全かつ効率的に
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運用を行い、また、年金積立金運用原則の下でし
っかりと行っていくものだというふうに思ってお
ります。
○長妻委員 これは、今、信じられない答弁です
ね。自民党、与党もいいんですか。運用のルール
からいって個別の銘柄を排除することはできない
と。本当にいいんですか。クラスター弾を造って
いる企業に年金を、幾ら金がもうかるからといっ
てそういうところに投資して、運用益、国民は喜
びますかね。ウクライナで使われているクラスタ
ー弾がそこの中に入っているかもしれないんです
よ、製造メーカーは分からないけれども。でも、
クラスター弾自体が条約で禁止されているんです
よ。自民党、どうですか。とんでもないことでし
ょう。ちょっと姿勢を変えさせるようにしていた
だきたいというふうに思います。
特に、テキストロンについては、確かに今製造
中止というふうに私も聞いています。ただ、今八
十七億円もＧＰＩＦは持っていますけれども、た
またま禁止、中止になった。ただ、韓国のハンフ
ァとイスラエルのエルビット・システムズ、これ
は今も造っているとも言われておりまして、そこ
ら辺、問合せはしていただけませんか、この二社
に。今クラスター弾を造っているんですかと、問
合せぐらい、大臣、していただけませんか。その
問合せするかしないかに特化してちょっとお伺い
します。
○後藤国務大臣 年金積立金の運用というのは、
他事考慮の禁止、あるいは個別銘柄選択の禁止と
いう制度上の枠組みの上に立って、指数運用とい

う形で指数会社のつくる指数に対して運用をする
仕組みになっております。
そういうことでありますから、個別の銘柄につ
いて指数に入れる入れない、そうしたことも含め
て意見を聞く、あるいは意見を言うということは
差し控えたいと思います。
○長妻委員 これは自民党の皆さん、どうなんで
すかね。問合せもしない、他事考慮だと。
私、金融庁に、このファンドに詳しい方にお話
を聞くと、そんなもの、お客なんだから、ＧＰＩ
Ｆは、そんなもの幾らだって、このファンドから
この企業を外してくださいとかなんとかというの
は、もちろん言うことができる。ただ、恣意的に
はできないけれども、条約で、これは禁止されて
いるものを造っている。ヨーロッパの諸国では、
多くの国でそういうのは除外しているんですよ。
でも、問合せすらしない。あなた方の企業は今、
クラスター弾を造っているんですか、その問合せ
すらできない、これはとんでもないことだと思い
ませんかね、自民党も。おかしくないですか、こ
れは。
これはとんでもないと思います。私も徹底的に
これから、ちょっと確認をさせるようにしてまい
ります。エルビット・システムズは二十六億円、
今、株を持っている。ハンファ、韓国の企業、こ
れは軍需産業の企業ですけれども、十億円持って
いるということですね。かつては、テキストロン、
これは八十七億円持っていたということなので、
問合せすらしないというのは、これはもうおかし
い、どう考えてもおかしいと思いますので、是非

問合せをしていただきたいということで、是非理
事会で協議してください。
○橋本委員長 ただいまの件につきましては、理
事会で協議いたします。
○長妻委員 そしてもう一つは、次の二ページ目
でございますが、今ＧＰＩＦは、ロシアの株や債
券を何社で幾らぐらい、そして債券、国債は幾ら
持っておられますか。
○後藤国務大臣 ＧＰＩＦの保有しているロシア
関連資産については、令和三年三月末時点におい
て、国債約三百億円を含む債券が五百億円、株式
が千七百億円となっておりまして、合計約二千二
百億円になっております。
○長妻委員 二ページ目に、ＧＰＩＦから、今Ｇ
ＰＩＦが持っているロシアの企業の株、二十一社
のリストをいただきました。
今日、外務省も来ていただいておりますけれど
も、この中で、アメリカが経済制裁している企業
を教えてください。
○北川政府参考人 お答え申し上げます。
ＧＰＩＦの資料にあります投資先ロシア企業二
十一社のうち、今回のロシアによるウクライナ侵
略を受けて米国が金融制裁の対象とした企業は、
ズベルバンク、ＶＴＢバンク、ガスプロム、ガス
プロムネフチ、アルロサ、トランスネフチの六社
と承知しております。
○長妻委員 今の六社は、赤い印を配付資料につ
けましたけれども、この六社がアメリカ、ヨーロ
ッパも一部経済制裁をしている企業、この株を今
持っているということなんですね。
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特に、ガスプロム社、これは有名ですが、五百
九十三番、真ん中の方にありますが、これはいわ
ゆる、プーチン大統領がサンクトペテルブルクの
副市長をやっているときの部下だったんですね、
ガスプロムのアレクセイ・ミレルＣＥＯが。オリ
ガルヒと言われている側近中の側近の方で、これ
は欧米諸国が資産凍結とか取引禁止とか相当強い
措置をしている。
日本は株を今も持ち続けているということで、
当然、今、株式市場がロシアはちょっと大混乱し
ていて、なかなか売るに売れないということは分
かるんですが、ただ、侵攻して一か月ですよね、
侵攻した直後というのはまだ株式市場は開いてい
たんですけれども、何でこういうのを、何か対応
を今までしたのか、しようとしたけれどもできな
かったのか、どっちでございますか。
○後藤国務大臣 先ほどから同じ話を申し上げて
いるわけでありますけれども、ＧＰＩＦの年金積
立金は、法制度上、長期的な観点から、被保険者
の利益のために行うということと、それから金融
市場、企業経営に膨大な公的資金のお金を恣意的
に投入することによって、影響をマーケットに与
えないように、投資判断の全部を運用受託機関に
一任する、そういう運用の仕組みになっておりま
す。
そのために、政府やＧＰＩＦは、積立金運用の
目的以外の事項を考慮することや、特定の企業等
を投資対象から入れたり除外するというような指
示を行うことはできない、そういう仕組みの中で
ＧＰＩＦの年金積立金の運用をいたしております。

その上で、御質問のロシア関連資産については、
ＧＰＩＦが採用している全ての債券、株式の運用
指数において、指数会社がロシア関連資産を投資
対象から除外することを発表しておりますので、
そういう意味では、ＧＰＩＦの運用している、運
用対象指数資産の中から除外されるという形で、
これは排除されるものだというふうに思っており
ます。
○長妻委員 私がＧＰＩＦに聞くと、ロシア株は
今も持っている、こういうお話でしたから、除外
されていません。
指数からは除外されていますけれども、指数か
ら除外されたからといって、パッシブ運用は除外
されるかもしれませんが、アクティブ運用は除外
されない可能性があるということであります。
そして、ロシア国債でありますけれども、三百
億円持っていると。これはデフォルトの危険性が
出ていますよね、Ｓ＆Ｐの格付も相当下がってき
ておりまして。確かに、市場で今売れないという
のは分かるんですけれども、この三百億、ロシア
国債、侵攻から一か月たちましたけれども、何か
アクションを起こそうとはしたんですか、売ろう
としたり、これまで。
○後藤国務大臣 ＧＰＩＦの運用受託機関におい
ては、被保険者の利益のための安全かつ効率的な
運用という目的に即して、リスク管理の観点から、
新規投資を停止し、既に保有している資産につい
ては、取引の大幅な制限から、なかなか売買が困
難な状況でありますけれども、状況を注視しつつ、
適切な時期での売却等の必要な対応が行われる方

針であるというふうに承知しております。
○長妻委員 これは前から言われていることです
けれども、ＧＰＩＦは、ちょっと言葉が悪いです
が、素人的な方が、つまり投資のプロがいない形
で全部お任せだというようなことなので。そうじ
ゃなくて、リスクの判断とか、やはり、人道的に
条約で禁止されているような対人地雷を含めた兵
器を造っているところとかは、ちゃんと自分で考
えて除外しないといけない。
これも確認しましたけれども、法律的に、それ
を除外することが法律違反にはなりませんから。
被保険者の利益というのはもちろん書いてありま
すけれども、それを除外するということは今の現
行法でもできるということですので、もうちょっ
と主体的に取り組んでいただきたい。世界の流れ
に取り残されないような運用をきちっとしていた
だきたいということで、終わります。
よろしくお願いします。
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