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1．はじめに 

 近時、国際的な銀行破綻処理や預金保険

制度に対する関心が高まっている。 
たとえば、2006 年には Federal Reserve 

Bank of Chicago と国際預金保険協会

（ International Association of Deposit 
Insurers<IADI>:各国の預金保険当局の国

際的な集まりである)の共催による国際会

議である“International Financial Insta-
bility: Cross-Border Banking & National 
Regulation”が開催され、そのセッションの

一つとして倒産処理が取り上げられた2。ま

た、IADI は 2007 年 5 月に預金保険に関す

る国際的な論点についてのシンポジウムを

開催したが3、そこでは、国際的な預金保険

や銀行の破綻処理に関する様々な論点が議

論された。学界でも、2001 年に EU が作成

した「信用機関の再建および清算に関する

2001年4月の欧州議会および閣僚理事会に

よる指令」を一つのきっかけに4、銀行の国

際的な倒産処理のあり方に関する様々な論

稿が発表されてきている。 
更に、サブプライム・ローンに端を発す

る国際的な金融市場の混乱を受けて、銀行

破綻処理や預金保険制度が抱える国際的な

課題への取り組みの必要性が強く意識され

                                                  
2 この会議の模様を伝えるものとして、

International Association of Deposit Insurers, 
“Proceedings from International Financial In-
stability: Cross-Border Banking & National 
Regulation” (November, 2006)が公表されており、

IADI のホームページで入手可能である。  
3 このシンポジウムの模様を伝えるものとして、

IADI Research Letter, Volume 2, Issue 18 (23 
May, 2007)を参照。このニュースレターは IADI
のホームページで入手可能である。  

4 Directive 2001/24/EC of the European Parlia-
ment and of the Council of 4 April on the reor-
ganization and winding up of credit institutions, 
OJ L 125, 5.5.2001, pp. 15-23.  

るようになってきている。具体的には、金

融安定化フォーラム (Financial Stability 
Forum)が 2008 年 4 月 7 日に公表した「市

場と制度の耐久性の強化に関する金融安定

化フォーラム報告書」(Report of the Fi-
nancial Stability Forum on Enhancing 
Market and Institutional Resilience)では、

脆弱な銀行に対処するための枠組み

(arrangements for dealing with weak 
banks)を強化する必要があると指摘されて

いるが、特に、国際的な観点からは、各国

当局は問題を抱えた銀行の処理のための各

国の枠組みについての情報交換を促進し、

国際的な論点を列挙し、特定された課題に

どのように対処していくかを決定する必要

があること(VI.7)、各国当局は預金保険制度

についての国際的な原則を合意し、各国の

預金保険制度をその原則に照らして見直す

こと(VI.8, 9)、監督当局と中央銀行は、規

模の大きい国際的な金融機関毎に、国際的

な危機管理プランのための特定の論点に取

り組むための小グループを組織し、第一回

会合を 2008 年末までに実施すること

(VI.10)、各国当局は危機管理に関する国際

的な経験と教訓を共有し、こうした経験か

ら国際的な危機管理のためのグッド・プラ

クティスを引き出すこと(VI.11)が必要であ

るとされている。 
 しかし、国際的な銀行破綻処理や預金保

険制度に関しては、各国の制度の違い等を

反映し、多くの難しい問題が存在するのが

事実である。本稿では、そうした問題の幾

つかを取り上げて検討することとしたい。 
 
2．国際的な銀行破綻処理の複雑さ 

 国際的な銀行破綻処理を複雑なものとす
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る要因には様々なものがある。 
 まず、銀行の破綻処理が一般事業法人の

破綻処理よりも複雑なものとなる要因とし

ては、たとえば、以下のようなものが挙げ

られる。 
①手続の目的 

一般事業法人の破綻処理手続におい

ては債権者平等の実現が重要である

のに比べ、銀行の破綻処理においては、

金融秩序維持やシステミック・リスク

の回避等の債権者平等以外の公的な

要請がより重要となってくる5。 
②特別の法制 

多くの国において程度の差はあれ、銀

行の破綻処理については一般の事業

法人の破綻処理に修正が加えられて

いる6。米国や日本のように特別の破

綻処理のための法制を有している国

もある7。 
 ③監督当局 

銀行は当局の監督に服しており、破綻

処理においても当局の関与が予定さ

れている場合が少なくない8。また、

                                                  
5 Rosa Maria Lastra, Law in transition online: 
Cross-border bank insolvency, at 1 
(http://www.ebrd.com/pubs/legal/lit072h.pdf で
入手可能); Hüpkes, Insolvency-why a special 
regime for banks? (2003), at 12 

( http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cd
mfl/eng/hupkes.pdf で入手可能)。 

6 Wood, Principles of International Insolvency, 
second edition (Sweet & Maxwell, 2007), at 740.  

7 英国は従来、銀行の破綻処理についての特別の法

制を有していなかったが、2007 年から 2008 年に

かけての Northern Rock の経営の行き詰まりへの

対応が適切に行えなかったとの反省を踏まえて、

2008 年 1 月に HM Treasury, Financial Services 
Authority, Bank of England が共同で作成したコ

ンサルテーション・ペーパー “Financial stability 
and depositor protection: strengthening the 
framework”では、銀行の破綻処理についての特別

の法制を導入することが検討されている。 
8 たとえば、破綻処理手続の開始に関して、監督当

銀行が破綻に至った場合には監督当

局の監督が不適切であったのではな

いか、として監督当局の責任が問われ

ることもある9。 
 ④預金保険制度 

預金者を保護するための預金保険制

度が存在する。預金保険制度と倒産処

理手続との関係が問題となる。 
 ⑤倒産以外の処理 

銀行については、倒産手続以外の方法

によって、銀行の経営破綻が処理され

ることが多い。我が国の銀行破綻処理

の多くは、預金保険機構からの資金援

助を受けて他の銀行への営業譲渡や

合併により行われてきた10。また、国

家や預金保険機構が一時的に破綻し

た銀行の株式を取得することもある11。 
 他方で、国際的な倒産処理に際しては、

一般事業法人の倒産処理の場合についても、

いずれの国が倒産手続についての管轄権を

有するのか(本店所在地国のみが有するの

か、本店所在地国以外の支店所在地国、財

産所在地国も管轄権を有するのか)、一国の

                                                                      
局にも申立権が与えられている国(日本等)、監督当

局にのみ申立権が与えられている国(ドイツ)、監督

当局に倒産手続開始の拒否権が与えられている国

(フランス)などがある(Wood, supra note 5, at 741)。 
9 たとえば、英国の Northern Rock の経営の行き詰

まりに際しては、議会によって FSA の監督が不適

切であったとのレポートが提出された(House of 
Commons, Treasury Committee, “The run on the 
Rock”)。 

10 預金保険機構のホームページによれば、平成 4 年

度から平成 19 年度までの資金援助実績は、180 件、

24 兆 9,894 億円であるとされる。 
11 我が国では、特別公的管理制度が存在する。英国

では、Northern Rock の経営の行き詰まりに際し、

2008 年 2 月 17 日、英国政府は Northern Rock を

国有化すると発表し、22 日に英国議会が Northern 
Rock の国有化を承認した

(http://www.hm-treasury.gov.uk/newsroom_and_
speeches/press/2008/press_16_08.cfm) 。 
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倒産手続は外国に所在する財産についても

効力が及ぶのか(普及主義、属地主義)、外国

で開始された倒産手続はどのような条件が

あれば他国でその効力を承認されるのか、

複数国で並行して倒産手続が行われている

場合にはどのように処理されるのか、国際

的な広がりを有する倒産手続において適用

される法はいずれの国の法か、等の複雑な

問題が存在する12。 
 国際的な銀行破綻処理においては、上記

のような銀行破綻処理と国際倒産処理の複

雑さが絡み合い、問題状況は更に複雑なも

のとなる。 
 
3．預金保険制度における国際的問題 

 IADI は、預金保険制度を新たに創設した

り、改良しようとしたりする国にとっての

参考材料として、2008 年 2 月に“Core 
Principles for Effective Deposit Insurance 
Systems”を公表した。そこでは、預金保険

の目的や任務、ガバナンス、保護対象、破

綻処理等について 21 の原則が定められて

いるが、全ての国に適用し得るものを目指

したものではなく、各国における法制など

の諸事情を勘案して適用すべきであるとさ

れている。 

                                                  
12 我が国では、2000 年に制定された外国倒産処理

手続の承認援助手続に関する法律等によって、こう

した問題の一部について一定の手当てがなされて

いる。具体的には、かつての破産法や会社更生法に

は日本の倒産手続は日本国内に所在する財産にし

か及ばない旨の属地主義の規定が存在していたが、

これらの規定が削除されることにより、現在では我

が国の倒産手続の効力は国外に所在する財産につ

いても及ぶ(普及主義)と考えられている。外国で開

始された倒産手続については、外国管財人の申立に

より、承認決定を経て一定の援助手続を与えたり、

日本の倒産手続を中止するといった制度が設けら

れている。また、日本の倒産手続の管財人と外国の

倒産手続の管財人の協力に関する規定も存在する。 

預金保険制度に関する各国の法制度には、

どのような組織が預金保険制度を担ってい

るか、当該機関の業務は預金保険金の支払

やそれに付随する業務に限られているのか、

あるいは、わが国の預金保険機構のように

他の業務も担当しているのか、等の点で

様々な違いがある。純粋に、預金保険金の

支払いに関しても、各国の制度の内容には、

保護限度額、対象となる預金等様々な違い

がある13。また、国際的な広がりという点

からは、外国銀行の国内支店の預金を対象

とするか、国内銀行の在外拠点の預金を対

象とするか、といった点についても各国の

立場は異なる14。 
EUでは1994年に預金保護に関する指令

(Directive 94/19/EC of the European Par-
liament and of the Council of 30 May 
1994 on deposit-guarantee schemes)を定

めた15。そこでは、各国の預金保険制度は

最低でも 2 万ユーロ以上とすること(7 条)、
設立地国の預金保険制度が域内の他国の支

店における預金についてもカバーすべきこ

と(4 条 1 項)が規定されている16。但し、支

店所在地国の預金保険制度でカバーされる

額が本店所在地国の預金保険制度でカバー

される額を上回る場合には、支店所在地国

は当該支店が任意で上積み部分のカバーを

                                                  
13 例えば、EU 域内の預金保険を比較したものとし

て、Garcia and Nieto, Banking crisis in the Eu-
ropean Union: Multiple regulators and resolu-
tion authorities, Journal of Banking Regulation, 
Vol. 6, No.3, 206, at 217 の表を参照。 

14 西畑一哉・西垣裕・真保智佳「諸外国の預金保険

の保護範囲について－第 2 回ラウンドテーブルで

の議論の紹介」預金保険研究第 8 号、118 頁以下を

参照。 
15 OJ L 135, 31.5.1994, p. 5. 
16 なお、1999 年 12 月 31 日までは、設立地国の預

金保険制度によって与えられる保護は支店所在地

国の保護を上回ってはならないとされていた(4 条

1 項)。 
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得ることができるような預金保険制度を確

保しなければならないとされている(4 条 2
項)。実際、EU のいくつかの国は外国銀行

の国内支店を預金保険の対象としている17。 
上記の EU 指令は保護金額等について最

低限の基準を置き、その他は各国の裁量に

委ねている結果、EU 各国における実際の

預金保険制度の内容には様々な違いが存在

するとされる18。預金保険制度の国際的な

整合性の欠如は、預金保険による保護の違

いが銀行の競争力に影響を与えたり、預金

保護の対象から漏れてしまう預金が生じて

しまったりする等の問題を生じさせる可能

性がある19。他方で、このような具体的な

保護対象や保護の程度は各国の経済状況等

にも左右されるべき事項であり、過度に画

一的なルールを設けることは適当ではない

20。EU 域内においては更なる調和が望まし

いとの見方もあるが21、より一般的には預

金保険制度の国際的な調和には限界がある

ように思われる。  
預金保険の国際的な保護の範囲について

は、幾つかの難しい問題が存在することも

指摘されている。まず、外国銀行の支店を

預金保険の対象にすることについては、支

店所在地国の当局は外国銀行の経営状況に

ついて多くの情報を有していないので外国

                                                  
17 Eisenbeis and Kaufman, Cross-Border Bank-
ing: Challenges for Deposit Insurance and Fi-
nancial Stability in the European Union, Feder-
al Reserve Bank of Atlanta Working Paper 
(2006), at 17. 

18 Garcia and Nieto, supra note 12, at 218. 
19 西畑・西垣・真保・前掲注 13、118 頁(2007)。 
20 西畑・西垣・真保・同上 117 頁では、「国により

預金を取り巻く事情が異なることから預金保険の

保護範囲に関しては相対的な論調が多く、絶対的な

主張は限定的である。」「一概に「保護範囲はこうで

あるべき」との議論は困難であることが感じられ

る」との見方が示されている。 
21 Eisenbeis and Kaufman, supra note 16, at 15. 

銀行の支店を国内銀行の支店と同レベルで

監督できるわけではなく、外国銀行を清算

させるかどうか等は専ら設立地国当局の判

断に依拠せざるを得ないとして、外国銀行

の支店を預金保険の対象としている預金保

険制度はある種の“regulatory risk”を負担

しているとされる22。他方で、在外支店の

預金を保護の対象とすることについては、

もし、設立地国の税金がそうした保護の原

資として用いられるならば、外国の預金者

を保護するために税金が用いられることに

ついて納税者等は不快感を示すのではない

か、といった指摘もある23。 
 預金保険金が支払われた場合には預金保

険機構は預金者の債権に代位する。この債

権の回収に関しても、国際的な破綻処理と

の関係では幾つかの問題が存在する。まず、

預金保険制度との関係では、預金保険金の

原資に税金が使われていることが少なくな

いことから、「預金保険基金に対し公的資金

の助成がある限り、保険金支払に伴い当該

基金が取得する求償権は、その限度で一種

の公的債権としての性格を有するのであっ

て、預金保険基金の有する求償権行使は外

国倒産手続において拒絶される可能性が高

い」との見解が示されている24。しかし、

租税債権の回収のような場合には租税条約

のようなルートを通すべきであるとしても、

少なくとも預金保険機関による預金債権の

代位行使との関係では、代位の結果として

預金保険機関が債権者となっているとはい

                                                  
22 Eisenbeis and Kaufman, supra note 16, at 17. 
なお、Garcia and Nieto, supra note 12, at 219 は、

現地法人との関係で同旨(監督権能と預金保険のズ

レ)を説く。 
23 Eisenbeis and Kaufman, supra note 16, at 18. 
24 嶋拓哉「セーフティ・ネットに関する国際倒産法

上の一考察・3」貿易と関税 1995 年 8 月号 94 頁。 
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え、もともとは預金者の預金債権であるの

で、外国租税債権の回収と同じに考える必

要はないと思われる25。従って、外国の預

金保険機関が預金者の預金債権を代位行使

して日本の倒産手続に参加することについ

ても、その債権が公的債権としての性格を

有するという理由で当然に排除する必要は

ないと思われる。 
 同じく、預金保険機構による債権回収に

関しては、1991 年に破綻した BCCI (Bank 
of Credit and Commerce International)の
の破綻処理に際して、興味深い事例が存在

する。BCCI の破綻の際には、各国の倒産

手続で回収された資産はいったんルクセン

ブルグに集中し、ルクセンブルグの手続か

ら平等に配当がなされるというプーリン

グ・システムが採られた26。英国はこのプ

ーリング・システムに参加していたが、在

英支店の預金者について英国で預金保険金

が支払われ、英国の Deposit Protection 
Board が預金者に代位した場合、当該

Deposit Protection Board の債権相当分の

資産を英国に留保するか、資産をルクセン

ブルグに送って Deposit Protection Board
はルクセンブルグの手続から配当を受ける

かが問題となった。ここで、英国の裁判所

は、ルクセンブルグの裁判所が Deposit 
Protection Board の配当受領資格を認める

かどうかが明らかでないことなどを挙げて、

英国の預金保険機関への配当に必要な資金

を英国に留めるべきであるとの判断を下し

                                                  
25 拙稿「国際的銀行倒産に関する法的一考察(12)」
国際商事法務 Vol.25, No.2, 142 頁以下(1997)。 

26 BCCI 事件におけるプーリング・システムについ

ては、拙稿「国際的銀行倒産に関する法的一考察

(16)」国際商事法務 Vol.25、No.11, 1201 頁以下

(1997)を参照。なお、アブダビ政府は債権者への分

配のために 18 億ドルの追加の資金拠出を行った。 

た。預金保険機関という公的な役割を果た

す機関の債権の適切な保護という観点から、

一定の財産の国内での留保を命じた英国の

裁判所の判断は妥当なものであった思われ

る27。 
 最後に、冒頭に紹介した IADI の Core 
Principles for Effective Deposit Insurance 
Systems では、原則の 7 として、国際的な

観点から、預金保険者間の密接な協力と情

報交換が必要であるとされている。しかし、

預金保険制度が果たすべき役割との関係で、

破綻の前後において具体的にどのような協

力と情報交換が可能であるのかは、必ずし

も明確でないように思われる。具体的にど

のような協力や情報交換が必要であり、ま

た、可能であるのかについての議論を深め

ていく必要があるように思われる。 
 
4．国際的な銀行倒産処理手続 

(1) 幾つかの分類 

国際的な銀行倒産処理については、「倒産

管轄区域に所在する支店のみならず銀行全

体を対象として清算を行う」単一法人主義

(single-entity liquidation)と、「倒産管轄区

域に所在する支店を銀行組織の他の部分と

切り離して清算する」支店分離清算主義

(separate-entity liquidation)に分けたうえ

で、単一法人清算主義を目指すべきである

との見解がある28。 
また、倒産手続の効力が及ぶ範囲という

観点から普及主義(Universality：倒産手続

                                                  
27 拙稿「国際的銀行倒産に関する法的一考察(18)」
国際商事法務 Vol.26, No.3, 268 頁以下(1998) 。 

28 黒田巖・外山晴之「多国籍銀行の清算法制」『企

業法学(1993 Vol.2)』(商事法務研究会、1993)125
頁以下。 
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の効力が国外にも及ぶ)と属地主義(Territo-
riality：倒産手続の効力は手続開始国に所

在する財産についてのみ及ぶ)に分けたう

えで、さらに、普及主義を Full Univer-
sality(唯一の倒産手続のみが行われるも

の)と Modified Universality(複数の普及的

効力をもつ倒産手続が協力しながら並行し

て倒産手続が行われるもの)に分け、属地主

義を Classical Territoriality(属地的な効力

しか有さない倒産手続が併存するもの)と
Modern Territoriality(銀行に特殊な手続形

態で、手続の対象となる債権者は域内の支

店に関するものに限定する一方で、手続の

対象とする資産には限定を設けないもの)
に分けるものも見られる29。 
 こうした国際的な銀行倒産処理手続との

関係では、EU と米国においてそれぞれが

置かれた立場を反映した特徴的な制度が存

在する。 
 

(2) EU 銀行倒産指令 

 EU は 2001 年に「信用機関の再建および

清算に関する 2001 年 4 月の欧州議会およ

び閣僚理事会による指令」 (Directive 
2001/24/EC of the European Parliament 
and of the Council of 4 April on the reor-
ganization and winding up of credit in-
stitutions)(以下「EU 銀行倒産指令」とい

う)を作成した30。 
 EU 銀行倒産指令は、EU 域内に本店を有

                                                  
29 Baxter, Hansen & Sommer, “Two Cheers for 
Territoriarity: an Essay on International Bank 
Insolvency Law”, 78 Am. Bankr. L.J.57(2004), 
60ff. 

30 本指令については、貝瀬幸雄「EU の金融機関国

際倒産法制－比較法学の観点から－」日本銀行金融

研究所金融研究 2006年 11月号 97頁以下で詳しく

紹介されている。 

する銀行について、設立地国法に従った単

一の倒産手続のみを認めるというものであ

り、上記の分類では単一法人清算主義、Full 
Universality に該当する。具体的には、設

立地国の行政あるいは司法当局のみが再建

措置をとり(3 条 1 項)、あるいは、清算手続

開始を決定する権限を持つとされ(9条1項)、
そうした再建措置・清算手続は、原則とし

て設立地国法に従って行われ(3 条 2 項、10
条 1 項)、他の加盟国において有効なものと

して扱われる(3 条 2 項、9 条 1 項)。域内に

居住する債権者は、当該単一の倒産手続に

おいて債権を届け出る権利を有し、そうし

た債権者の債権は、設立地国に居住する債

権者の債権と同等に扱われる(16 条)。この

EU 銀行倒産指令は、EU の第二次銀行指令

によって導入された、EU 域内で設立され

た銀行は設立本国のルールと監督に服しつ

つ、国境を超えたサービスの提供と欧州共

同体内での支店の営業を行うものとする原

則(home country control rule)の論理的帰

結として、後発的倒産を排除したものとし

て理解されているようである31。 
 このような EU 銀行倒産指令に対しては、

倒産手続がどこで開始するか、何れの国の

法が適用されるか、という問題に対し、調

和のとれた法的枠組みと法的確実性を提供

し、かつ、例外を認めることによって硬直

性を排したものであるとか32、国際的な銀

行倒産に多大な確実性を与えるものであり、

特に、単一倒産手続の原則、普及主義、倒

産手続の相互承認を実現した点が評価でき

                                                  
31 貝瀬・前掲注 29, 103 頁。 
32 Nierop & Stentröm, Cross-Border Aspects of 
Insolvency Proceedings for Credit Institutions- A 
Legal Perspective, at 19(2002) 
(http://info.worldbank.org/etools/docs/library/838
24/Nierop___Stenstrom.pdf で入手可能) 
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る33、等の肯定的評価が多い。とはいえ、

EU 銀行倒産指令のような手続は、銀行監

督における home country principle やシン

グル・パスポート等、EU 銀行法の既存の

枠組みがあってはじめて導入できるもので

る34。実際、域外に本店を有する銀行との

関係では、再建措置をとったり、清算手続

を行った場合には、当該銀行の支店が所在

する他の国の行政あるいは司法当局に速や

かに通知しなければならないとされ、かつ、

関係当局は自己の行動を調整するよう努力

するとされるに止まり(8 条、19 条)、各国

がそれぞれ倒産手続を行うことは容認され

ており、単一倒産手続の原則は断念されて

いる。 
 

(3) 米国等 

 米国の連邦法(12 U.S.C. §3102(j))では、

外国銀行支店の免許を取消したとき、支払

不能であるとの確信を得たときには、当局

は管財人を任命できる(預金保険制度に加

盟しているときは、管財人は通常、預金保

険公社)としたうえで、この管財人は当該銀

行(当該支店ではない)の米国内の全資産に

ついて管理処分権を得る一方、この手続か

ら配当を受けることのできる債権は、米国

内の支店が独立した法人格(separate ent-
ity)を有すると仮定した場合に当該支店に

対して請求可能である債権のみであるとす

る。ニューヨーク州法(銀行法 606 条 4 項)
も同様の規定を有しており、外国銀行につ

                                                  
33 Campbell, Issues in Cross-Border Bank Insol-
vency: The European Community Directive on 
the Reorganization and Winding-Up of Credit 
Institutions (2002), at 
29(https://www.imf.org/external/np/leg/sem/2002
/cdmfl/eng/campb.pdf で入手可能)。 

34 Hüpkes, supra note 4, at 29ff. 

いて本国その他で清算手続が開始した場合、

州監督当局は裁量により当該外国銀行の州

内の財産を接収し、清算するとしたうえで、

この清算手続に債権を届け出ることができ

るのは、州内の支店との取引から生じた債

権を有する債権者のみであるとする。ここ

で、州当局の接収の対象となる「州内の財

産」とは、州内の支店の財産として記帳さ

れているか(この場合、実際に州内にある必

要はなく、どこに所在していてもよい)、実

際に州内に所在しているか(この場合、州内

の支店の財産として記帳されている必要は

ない)のいずれかを満たすものであり、州内

の支店との取引から生じた債権を有する債

権者に全額弁済し、手続費用を支払って残

額がある場合には、当該銀行の本拠地で選

任された管財人等に返還する(仮に資産が

余っていても、他の債権者はニューヨーク

州の手続には参加できない)。 
 このような米国の法制に対しては、「銀行

監督当局が、外国銀行の経営状況に危惧を

抱いた段階で支店の債務総額を上回る資産

を管轄区域内で保有するよう義務付けるい

わゆる囲い込み(ring-fencing)を行えば管

轄区域内の支店の債権者に対し 100 パーセ

ントの清算配当を実施することも可能にな

る」が、このような「囲い込みと結びつい

た支店分離清算主義は、銀行全体の健全性

を回復することによってこれを達成しよう

とするものではなく、単に他の裁判管轄区

域における債権者の犠牲においてみずから

の裁判管轄区域における債権者に対する分

与額拡大を図るものであり、国際的な公平

性を欠く」、また、「単一法人清算主義をと

る清算手続間では資産回収につき基本的に

利害が一致しているが、支店分離清算主義
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をとる清算手続との間では、回収される資

産の帰趨により清算配当額に異同が生じる

こととなるため利害が対立し、相互に争う

こととなる」結果、各国の「清算人が協力

し情報交換をしていさえすれば容易に回収

しえていたはずの資産回収が難航する可能

性がある」、等の難点があると指摘されてい

る35。 
 実際、米国債権者は、BCCI 事件をはじ

め、戦後の全ての国際的な銀行倒産事件に

おいて、満額配当の配当を得ているようで

あり、ニューヨーク州最高裁も、「ニューヨ

ーク州は外国銀行の州内の支店と取引を行

う者を保護することについて、強い利益を

有している」とし、このような州内債権者

を優先的に保護する法制は合憲と判示して

いる36。 
 近時、このような支店単位での清算手続

を擁護する論文と疑問を示す論文が現れた。

擁護する立場からは、このような制度には、

支店所在地の監督当局による早期の倒産手

続開始が可能であること、支店所在地国監

督当局のモラル・ハザードの防止(平時から

の良い監督が自国債権者の保護につなが

る)、銀行のモラル・ハザードの防止(不祥事

は外国で起こることが多い)、より多額の資

産の回収が可能(BCCI 事件で米国は刑事手

続も活用して財産を回収したが、このよう

なことは米国で清算手続が行われたから可

能であったもの)といったメリットがある

と主張される37。Home country の監督が不

                                                  
35 黒田・外山・前掲注 27、130 頁以下。 
36 In the matter of the liquidation of the New 
York Agency and other assets of the Bank of 
Credit and Commerce International, S.A. 587 
N.Y.S.2d 524 (Supreme Court of New York, 
1992). 

37 Baxter, Hansen & Sommer, supra note 28, at 

十分な場合、単一倒産主義を採用すると、

支店所在地国の債権者が十分に保護されな

いのではないか、といった指摘もある38。 
これに対して、疑問を示す立場からは、

一般事業法人等の国際倒産手続との関係で

外国手続との協調と普及主義的思想を基礎

とする連邦倒産法 304 条と上述のような銀

行法における倒産手続の間に、法的哲学

(legal philosophy)の基本的な矛盾があるの

ではないか、米国債権者保護を考えるあま

り、外国の金融システムに悪影響を与え、

それが米国のシステムに跳ね返ってくるこ

とはないか等の主張がなされる39。 
このような囲い込みを伴う支店を分離し

た清算手続は、必ずしも米国に限ったもの

ではない。たとえば、オーストラリアの銀

行法では、外国銀行(オーストラリア国内に

所在するか否かを問わない)が支払を停止

し、あるいは、債務を弁済できない場合に

は、当該銀行のオーストラリアに所在する

財産は、他の一切の債務に先立ち、オース

トラリアにおける当該銀行の債務の弁済に

優先的に充当されるとされる40。 
 我が国の場合はどうか。たとえば、日本

に支店を有する外国銀行について本国で破

産手続が開始したり当該銀行の免許が取り

消されたりしたときは、銀行法 49 条に基づ

き当該外国銀行は内閣総理大臣に届出を行

う必要があるが、このような届出がなされ

た場合には、銀行法 50 条によりわが国にお

                                                                      
76ff. 

38 Hüpkes, supra note 4, at 29. 
39 Schwarcz, The Confused U.S. Framework for 
Foreign-Bank Insolvency: An Open Research 
Agenda, American Law & Economics Association 
Annual Meetings, Paper 12 (2005)), 11ff. 

40 Grady, Australia, International Bank Insol-
vencies: A Central Bank Perspective, 8 (Kluwer 
Law International, 1999). 
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ける免許は当然に失効する41。この場合、

銀行法 51 条 1 項 2 号の規定は、「当該外国

銀行支店は．．．日本にある財産の全部につ

いて清算をしなければならない」と規定し

ており、当該清算手続については会社法の

清算および特別清算の規定が準用されてい

る42。この規定については、あたかも在日

支店を独立の法人であるかのように考えて

清算を行うことを規定したものであるとの

見解が示されており、BCCI 事件において

は実際にそのような考え方に基づき処理が

なされたようであるが、このような見解は

妥当なものとは思われない。銀行法の規定

はあくまで銀行監督上の観点から設けられ

たものであって、これを清算という私法上

の問題にまで持ち込むのは適当ではない43。

外国会社一般については、会社法 822 条に

おいて、外国会社が正当の事由なく支払を

停止した場合、利害関係人の申立により裁

判所は「日本にある会社財産の全部」につ

いて清算の開始を命じることができると定

められている。ここでは、清算の対象は日

                                                  
41 拙稿「国際的銀行倒産に関する法的一考察(6)」国

際商事法務 Vol.24, No. 5, 502 頁以下 (1996)。 但
し、銀行法 49 条は単に「破産したとき」というの

みであり、設立地、本店所在地、その他の営業所所

在地等のいずれかの国で破産手続が開始したら、直

ちに本条の届出を行わなければならないのか、とい

う問題が理論的には存在する(同上 504 頁注 277)。
この届出がなされた場合には当然に我が国での免

許が失効するという効果からすると、本店所在地国

等当該銀行全体の事業の継続に重大な影響を与え

る国での手続が該当することになろう。 
42 ここで、「日本にある財産の全部」というとき、

外国銀行の在日支店以外の名義の財産は日本にお

ける清算の対象となるのか、という問題が存在する。

この点については、筆者は肯定的に解すべきと考え

ている。詳しくは、「国際的銀行倒産に関する法的

一考察(6)」国際商事法務 Vol.24, No. 5, 501 頁以下 
(1996) を参照。 

43 以上につき、拙稿「国際的銀行倒産に関する法的

一考察(5)」国際商事法務 Vol. 24, No. 5, 502 頁以

下(1996)を参照。 

本にある営業所に属する財産に限定されて

いるわけではない。この会社法の規定は、

内国債権者保護の観点から設けられたもの

とされているが44、日本における清算手続

の開始を定める銀行法の規定は、同様に内

国債権者保護の観点から、在日支店のみで

はなく、当該外国銀行全体について日本に

おいて必要的に
．．．．

清算手続が開始されるべき

旨を規定したものと解するべきであると思

われる45。そして、このように内国債権者

保護の要請から国内倒産処理手続が必要的

に開始されなければならない旨が特に定め

られている場合には、たとえ外国で開始さ

れた倒産手続が設立地国や本店所在地国で

開始されたものであったとしても、国内倒

産処理手続を中止して外国倒産処理手続に

承認援助を行うことは、援助により外国倒

産手続に協力することによって内国債権者

により多くの配当が得られる等の特段の事

情がない限り、日本国内の債権者の利益を

不当に侵害するおそれがあり基本的に許さ

れないというべきであると思われる(外国

倒産処理手続の承認援助に関する法律 57
条 1 項 3 号)。以上より、日本に支店を有す

る外国銀行について本店所在地国等で清算

型の倒産手続が開始された場合には、原則

として日本国内で倒産処理手続が行われ、

                                                  
44 『新版 注釈会社法(13)』(有斐閣、1990)544 頁以

下［岡本善八執筆］。 
45 拙稿「国際的銀行倒産に関する法的一考察(6)」国

際商事法務 Vol.24, No. 5, 503 頁(1996)。以上のよ

うな筆者の見解に好意的なものとして、石黒一憲

『日本経済再生への法的警鐘』(木鐸社、1998)226
頁以下。実質的に考えても、外国銀行の支店につい

て倒産手続が開始している状況において、支店名義

以外の財産に対する個別執行等を自由に許すこと

は考えにくく、また、国内において支店の財産につ

いての倒産手続とそれ以外の財産についての援助

手続が併存するといったことは適切とは思われな

い。 
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外国倒産処理手続に対して承認援助が与え

られることはないというべきであると思わ

れる46。上記のような制度の趣旨からは、

このような我が国の倒産手続に参加しうる

債権者は在日支店に関係する債権者という

ことになると思われる。以上のように解す

るならば、結果的には、米国におけるのと

類似した囲い込みが行われうることになる

と思われる。 
 

(4) 各国倒産手続の協調 

BCCI 事件においては、多くの国で並行

して倒産手続が行われたが、各国の清算人

は回収した資産を共通のプールに移転し、

債権者はプールから平等な配当を受領する

というかたちでのプーリング・システムが

形成された。仮に、このようなプーリング・

システムを実現することができるのならば、

国際的な債権者平等に資する。従って、理

想的には、複数の倒産手続が並行して進行

する状態では、世界的な債権者平等の観点

から、倒産手続相互間の協調によって実質

的に単一の倒産手続を形成したり、各手続

                                                  
46 以上については、拙稿「国際倒産と銀行倒産」国

際私法年報第 3 号 238 頁以下(2001)も参照。なお、

銀行法 49 条は、当然に免許が失効すべき事由とし

て、解散、銀行業の廃業、免許の取り消し、破産の

みを挙げているが、これらは銀行業が継続されない

ことが明らかな事由である。従って、外国で開始さ

れた手続の名称にかかわらず、清算型の手続の場合

には本文で述べたところが当てはまるが、銀行業の

継続を目指す再建型倒産手続の場合には、本文で述

べたように我が国の免許が当然に失効し清算手続

が開始されねばならないということはないと解さ

れる。また、再建型手続の場合には再建が成功する

ことによって債権者の利益がよりよく実現される

ことが考えられ、そうした再建にはより一層、国際

的な協調が重要となることから、本文で述べたよう

な清算型手続と同一に論じるべきではなく、より個

別の事情に応じた総合的な考慮が必要であると考

える。 

の弁済率を同一に近づけるような方策を模

索したりすることが望ましい47。これは、

前記の Modified Universality として分類

することができよう。しかし、自国の倒産

手続で他国に比して豊富な資産があるとき、

自国の債権者を犠牲にして他国に協力でき

ようか、として、このような Modified 
Universality は銀行倒産では妥当しないと

する見解がある48。また、BCCI 事件におい

て債権者が全額の回収が可能であった米国

の立場に立って、BCCI 事件ではニューヨ

ーク連銀が BCCI の監督当局の“college”に
いなかったこと、また、BCCI 事件におい

て米国倒産手続に参加した債権者は全額回

収が可能であったのは運が良かったのでは

なく、米国監督当局が予め米国内の引当資

産の積み増しを求めた“good supervision”
のおかげであったことを指摘したうえで、

“regardless of the local supervisory re-
gime, if international supervisory coop-
eration is not good, a supervisor’s incen-
tives to protect its local creditors in-
creases.”との見解が示されている49。国際

的な倒産処理については、事後的な協力は

難しく、事前に単なる情報共有等を超えて

具体的な手続や負担割合等についての枠組

みが合意されているか50、あるいは、BCCI
事件におけるアブダビ政府のように、プラ

スアルファの資産を拠出してくれる者が登

                                                  
47 拙稿「国際的銀行倒産に関する法的一考察(19)」
国際商事法務 Vol.26, No.4, 406 頁(1998)。 

48 Baxter, Hansen & Sommer, supra note 28, at 
88 

49 Patrikis, Role and Functions of Authorities: 
Supervision, Insolvency Prevention and Liqui-
dation, Giovanoli and Heinrich ed. International 
Bank Insolvencies: A Central Bank Perspective 
(Kluwer Law International, 1999), 283ff., 291. 

50 Eisenbeis and Kaufman, supra note 16, at 25.  



12 

 

場しない限りは、各国の資産を一か所に集

めるといったかたちでの倒産処理手続の実

現は非常に困難であると思われる。こうし

た問題を克服するためには、事前の枠組み

づくりが重要である(EU の銀行倒産指令は

EU 域内に限るものとはいえ、そのような

枠組み作りの成功例である)。そのような事

前の枠組みが存在しない現状では、ある程

度の囲い込みもやむを得ない選択肢と言い

うるように思われる。 
 
5．その他の破綻処理 

実際の多くの銀行の破綻処理は、預金保

険の支払いや倒産処理手続に至らず、政府

や預金保険機構等による資金援助を伴う営

業譲渡や合併・買収、国有化等により行わ

れている。国際的に非常に大きなプレゼン

スを持つ金融機関については、そのような

処理以外には実際には選択しえない場合も

あると思われる(いわゆる、too-big-to-fail
である)。 

こうした処理に伴う費用の負担は誰が行

うべきか、といった問題も存在する。この

ような処理の場合、基本的には本店所在地

国(home country)が全額を負担することが

暗黙の前提となっているように思われるが、

このような処理の原資が税金である場合、

当該国の政治家や納税者がそうした処理を

許すかどうか、という問題が存在する51。

また、関係国による応分の負担が期待でき

ない場合、本店所在地国は全世界を救うた

めの負担を覚悟するか、あるいは、諦めて

                                                  
51 Goodhart and Schoenmaker, Burden Sharing 
in a banking crisis in Europe, Penning-OCH 
Vlutapolitik, 2/2006, 34, at 36ff. 
(http://www.riksbank.com/pagefolders/26592/200
6_2artikel3_sv.pdf で入手可能)。 

倒産処理手続に移行するかという選択を迫

られることになってしまう52。このような

事態を回避するためには、やはり事後的な

交渉は難しく、事前に負担のメカニズムに

ついての合意を行っておくことが必要であ

ると主張される53。しかし、EU においてで

さえ、このようなメカニズムの構築には成

功していない54。 
 
6．銀行グループの倒産処理 

金融機関が外国に進出する際に支店形態

ではなく、現地法人形態が採用されること

も少なくない。 
銀行グループについてはグループ全体で

の連結ベースで監督を行うこととされてい

ることとの関係で55、銀行グループの一部

を構成する現地法人の監督や破綻処理に際

しては、現地法人所在地国の当局が十分な

情報を得ることができない場合があるとの

指摘がなされている56。また、子会社であ

る現地法人については、たとえば、現地法

人所在地国の監督当局は、現地法人の経営

                                                  
52 Goodhart and Schoenmaker, supra note 50, at 
39.  

53 Goodhart and Schoenmaker, supra note 50, at 
39ff. 

54 FT.comの 2007年 4月 23日の“Trichet kills plan 
for public rescue of banks”と題する記事を参照

(http://us.ft.com/ftgateway/superpage.ft?news_id
=fto042220071631443062&page=1)。 

55 例えば、バーゼル銀行監督委員会による Core 
Principles for Effective Bank Supervision の原則

24 では、「銀行監督の重要な要素は、銀行グループ

が世界各地で行っている業務の全ての側面を監督

当局が適切に監視しつつ、必要に応じて健全性に関

する規範を適用して、銀行グループを連結ベースで

監督することである。」とする(訳は金融庁ホームペ

ージにおける仮訳によった)。 
56 Garcia and Nieto, Banking crisis in the Euro-
pean Union: Multiple regulators and resolution 
authorities, at 16; Eisenbeis and Kaufman, su-
pra note 16, at 9. 
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状態が悪化した際には親会社が当該現地法

人を救うかどうかを考慮する必要があり、

他方、現地法人の経営状況は悪くないが親

会社の経営状況が悪い場合には親会社の経

営悪化が現地法人に与える影響を考慮する

必要がある等、その破綻処理にあたっても

難しい判断を迫られるとの指摘もある57。 
また、実際の事業活動や銀行監督ではグ

ループ内の企業を一体として把握するもの

の、倒産という局面では、法人格に応じて

個別の倒産手続が開始されるのが通常であ

る。この結果、監督と破綻処理の間の乖離

が生じてしまうことになる。同一グループ

に属する複数の金融機関について、どのよ

うな場合に、どのようなかたちで一体的な

倒産処理が行われるべきかという問題は、

今後の重要な検討課題であると思われる。 
 

7．おわりに 

 これまで見たように、国際的な銀行破綻

処理や預金保険制度との関係では、非常に

難しい、明確な答えの存在しない問題が数

多く存在する。それらの問題の中には、単

に理論的に難しいというものではなく、関

係国の利害対立が深刻であるが故に、容易

に解決策が見出しがたいものも存在する。 
 現状を改善していくためには特効薬はな

く、冒頭で紹介した金融安定化フォーラム

の提案が説くように、現状を正確に把握し、

過去の経験から学びながら、具体的・実務

的な課題を一つ一つ解決していくこと、そ

して、関係当局間の信頼と協力の関係を強

化していくことが重要である。 
以 上 

                                                  
57 Eisenbeis and Kaufman, supra note 16, at 23. 
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競売からの反社会的勢力の排除について 

～ 民事執行手続の改善提言 ～ 

 

金融関連法問題研究会1 

 

不動産競売制度は、民事執行手続の中核をなし、金融業界にとっては貸出債権回収の最

も有力な手段の一つであるが、平成バブル崩壊後、様々な形で、暴力団、フロント企業等

の反社会的勢力の介入に曝されて来た。金融機関から貸出債権を引継いだ預金保険機構・

整理回収機構グループにおいても債権回収やそれに伴う民事執行の過程で、反社会的勢力

による民事執行妨害、特に競売妨害事案に数多く直面することとなった。 

平成バブル崩壊直後は、競売対象の不動産を占拠するなどの直接的な競売妨害事案が過

半を占めていたが、その後、民法旧 395 条の短期賃貸借制度を悪用した競売妨害事案が目

立つようになった。こうした反社会的勢力の介入に対抗する形で種々の法改正措置等がな

されて来たが、最近では、反社会的勢力やその関係者が、積極的に不動産競売に参加して、

その関与を匂わすことにより、競売の競争相手が入札に事実上参加できないよう排除し、

安価に落札し、転売するなど、競売制度を悪用するケースが目立っている。 

こうした状態を放置すれば不動産市場・金融市場を将来に亘って歪めることになりかね

ないので、不動産競売、特に競落人から反社会的勢力を排除するための制度改正が必要と

なっている。 

目 次 

 

1. はじめに 

2. 反社会的勢力の関わり方（バブル期） 

3. 反社会的勢力による直接的な競売妨害（X パターン） 

4. 短期賃貸借制度の悪用（Y パターン） 

5. 競売に参加し自己所有もしくは競落物件を高値で売り抜け（Z パターン：反社会的勢力にと

って現在残されている最も有力な手段） 

① 競売に参加し自己所有物件としたケース 

② 競売を繰り返させ不動産の継続的所有を図ったケース 

③ 自ら競落した後転売して利益を得たケース 

6. 公共工事入札からの反社会的勢力排除 

7. 国有地売却入札からの反社会的勢力排除 

8. 競売からの反社会的勢力排除の試み 

9. 終わりに

                                                   
1 預金保険機構内の研究会。本稿の執筆は個人らの資格で行ったものであり、意見にわたる部分は筆者個

人に属し、預金保険機構の公式見解を示すものではない。 
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１．はじめに 

日本経済は平成入り後、いわゆる資産バ

ブルの崩壊によって不良債権問題が長期化、

深刻化したが、不良債権問題の解消に長期

間を要した背景には、債務者サイドに暴力

団、フロント企業等の反社会的勢力2が混入

していたことが大きな要因の一つである。

「平成バブル生成・崩壊時期に金融業界が

反社会的勢力からの侵入を受けた傷跡は深

く、現時点においても平成金融危機時の『負

の遺産』として不良債権回収の難題として

立ちはだかっている」（「平成金融危機と反

社会的勢力」預金保険研究第 7 号）。 

預金保険機構・整理回収機構は、破綻金

融機関から譲り受けた債権及び金融再生法

第 53 条に基づく健全金融機関から買取っ

た資産の回収を実施する中で、暴力団・フ

ロント企業等からの回収妨害に数多く遭遇

して来ており、現時点においても検察・警

察当局のサポートを受けつつ、回収努力を

続けている（こうした回収困難な事案を、

預金保険機構・整理回収機構では「岩盤案

件」と呼んでいる）。 

預金保険機構・整理回収機構が「岩盤案

件」の回収を続けるのは、一つには社会的

公正・正義の確保、すなわち「正直者が馬

鹿を見ないため」にある。「借りたお金は返

す」ということは基本的な社会のルールだ

                                                   
2  「反社会的勢力」の定義としては、「企業が反社

会的勢力による被害を防止するための指針」（犯

罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ）において、「暴

力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追

求する集団又は個人である「反社会的勢力」をと

らえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総

会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、

特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目す

るとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超

えた不当な要求といった行為要件にも着目する

ことが重要である」とされている。 

が、「借りた人が暴力団の場合は借りたお金

は返さなくても良い」ということになれば、

正直に資金の返済を続けている人々の返済

意欲を殺ぐであろうし、「借りたお金は返

す」という社会の基本のルール自体を崩壊

させかねない。 

第二の理由は、言うまでもないことであ

るが、反社会的勢力向け貸出しを回収しな

いということはすなわち、その金額が金融

業界から反社会的勢力に移転したというこ

とと同義であるためである。社会正義の観

点から、そうしたことが放置されるべきで

はないことは論をまたない。 

預金保険機構では、反社会的勢力と厳し

く対峙するとの姿勢を明確にするため、

「『平成 20～22 年度を対象とした中期目

標』の中で、近年、金融に関連した犯罪が

巧妙・悪質化する中、反社会的勢力による

被害の防止等の重要性も増している。」と認

識した上で、「中期目標」の一つに、「回収

妨害案件に対する厳正な対応など整理回収

業務を支援するとともに、破綻金融機関の

経営者等に対する責任追及業務を適切に実

施する。」旨を記載し公表した。 

また、より具体的には、平成 20 年度の業

務運営方針として、 

「回収妨害案件に対する厳正な対応など

整理回収業務の支援及び責任追及業務の適

切な実施」を掲げ、 

① 整理回収機構による悪質債務者

等からの適切な回収、とりわけ反社会

的勢力が関与する回収妨害案件に対

する厳正な対応を支援するため、同機

構との連携を強化し、きめ細かい指

導・助言を行うなど、整理回収業務の

支援を強化する。 
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② 反社会的勢力も含めた悪質な債

務者等に重点を置いた調査案件の的

確な選定及び深度ある財産調査3を推

進し、整理回収機構の不良債権回収を

強力に支援する。 

と明記して、反社会的勢力への厳しい対

応姿勢を示したところである。 

預金保険機構・整理回収機構では、「岩盤

案件」の処理を行う過程で、とりわけ債権

回収の中核的手段である競売・民事執行手

続において、暴力団・フロント企業による

不動産競売妨害あるいは不動産競売に伴う

不当な利益取得の動きに直面して来た。 

以下では、こうした経験事例の蓄積を踏

まえ、反社会的勢力の行ってきた不動産競

売関連の不当事件を分類・分析し、今後の

制度改善に向けた取組の参考に供するもの

である。 

 

２．反社会的勢力の関わり方（バブル期） 

不動産取引や不動産競売への反社会的勢

力の関わりは、昭和 60 年代のバブル期の地

上げが契機となったといわれている。 

地上げとは、「個々の土地を纏め上げるこ

とによって、接道条件の改善や、土地の一

体利用、土地の整形化を達成し、新たな経

済価値を生み出す行為」であるが、地上げ

                                                   
3  預金保険機構は、整理回収機構における譲受債

権等の回収業務を支援するための指導・助言を

行っており、財産を隠ぺいしているおそれがあ

ると認められる悪質な債務者等に対しては、住

専法、預保法及び金融再生法に規定された財産

調査権を行使し、隠匿財産の発見に取り組む等、

整理回収機構が債権回収の極大化を図ることが

できるよう支援している。調査の内容としては、

金融機関等調査、債務者及び関係箇所への立入

調査並びに債務者及び関係者に対する質問調査

が主たるものである（預金保険法附則第 7 条 1

項 5 号、住専措置法第 3 条 1 項 6 号、金融再生

法第 53 条 3 項）。 

は成功した際の利益率が極めて高く、反社

会的勢力にとっては、多額の実入りが期待

できる「ビジネス」であった。 

土地という商品は他の商品と違い、「生ま

れ育った町」とか「先祖伝来受け継いでき

た土地」といったように、金銭的にいかに

有利な条件を出したとしても、所有者が売

却に応じない場合がある。一部に「どうし

ても立ち退かない所有者」がいた場合、そ

のために周囲一帯の開発が進められないと

いうことも十分生じ得る。むしろ、都心部

で大規模な土地開発を行おうとすると所有

者との権利調整に膨大な時間と調整コスト

がかかることが通常である（例えば、東京

都港区における大規模再開発事業において

は、住宅密集地を整地化して、高層オフィ

ス・住居タワーを建設するまでに約 20 年を

要している）。 

バブル期には短期の土地転売（いわゆる

土地転がし）により主たる利益を得ていた

不動産業者も多く、一部業者は面倒な権利

調整を嫌がり、立ち退きに抵抗する所有者

を排除する手っ取り早い手段として、暴力

団等の反社会的勢力を利用するケースも出

てきた。これが、反社会的勢力が不動産売

買市場に介入することを許す大きな起点と

なった。 

 

３．反社会的勢力による直接的な競売

妨害（X パターン） 

バブルが崩壊した平成入り後、反社会的

勢力の不動産売買市場への関わり方は大き

な変化を見せる。バブル崩壊直後の地価急

落時期には、いわゆる占有屋と呼ばれるフ

ロント企業による競売妨害が急増し、貸手

の資金回収に対する大きな脅威となった。 
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最も基本的とも言えるパターンを図（X

パターン）に示してみた。債権回収に伴う

担保権実行、競売等に対抗する際、悪質な

不動産所有者は、いわゆる占有屋と呼ばれ

るフロント企業を利用することが多かった。

占有屋は、①対象となっている建物を物理

的に占拠する、②更地の場合はそこに仮設

の小屋等を建設してやはり関係者に居住さ

せる、といった手段により、担保権実行や

競売による債権回収に抵抗した。 

このバリエーションとして直接的な示威

等による妨害工作ではない手法もあった。

例えば、③対象となっている土地・建物に

暴力団の関与を匂わす張紙・立札を設置す

る、④裁判所で閲覧されている物件明細書

や現状調査報告書に暴力団関係者の名刺を

挟み込むなどして、やはり暴力団の関与を

匂わせるといった手法である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――預金保険機構・整理回収機構が関係

した典型的な例として、①Ａ県におい

て、エセ右翼が街宣車を競売対象土地

に駐車させることによって競売妨害を

図ったケース、②Ｂ県において、ビル

一室の入口に組事務所の看板を掲げて

示威行為を行ったケース等がある。 

 

債権者の中には残念ながら、債権回収を

急ぐ目的から、こうした占有屋に対して高

額の「立ち退き料」を支払うことにより問

題解決を行うこともあった。このような土

地関係のトラブルが大きな実入りとなるこ

とに気づいた反社会的勢力は様々な手段を

使って介入を繰り返すことになる。反社会

的勢力の不動産売買への介入は半ば公然か

つ大規模なものになっていったのである。 

X パターンは担保権実行・競売妨害のプ

ロトタイプ的な手法である。この変型とし

て占有屋による執行妨害に際し、「掃除屋」

と呼ばれる別のフロント企業が絡んでいる

ケースがある（次ページ図 X´パターン）。

「掃除屋」とは不法に土地・建物を占拠し

ている占有屋を物理的にかつ暴力的に排除

（占有・示威等による執行妨害－X パターン） 

①土地・建物を占拠する 

②更地に仮設建物を建設す

る 

③土地・建物に暴力団の関与

を匂わす張紙、立札を設置

する 

④裁判所で閲覧されている

物件明細書や現状調査報

告書に暴力団の名刺を挟

み込む 

占有屋 

 

債権者 

①高額の立ち退き料の請求 

③支払い 

②立ち退き料､｢和解金｣の

支払い要求 

土地・建物 
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することを業とする輩のことを指す。残念

なことに「掃除屋」を債権者が利用したケ

ースもあったとは思われるが、一般的には

占有屋に占拠されている不動産についての

情報を聞きつけるなどした「掃除屋」が、

「占有の速やかな排除」をうたい文句に債

権者に利用を迫ることが多かったようであ

る。無論、こうした掃除屋と占有屋は裏で

結託していることが多く、掃除屋が債権者

から受けた高額の掃除料（占有排除料）の

一部が内々結託していた占有屋に渡ること

も珍しくはなかったであろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ただ、「掃除屋」と「占有屋」が結託して

いるような場合は、当事者同士間で事案が

処理され、表面化してこない。また、更に

言えば、「掃除屋」「占有屋」と「債権者」

が共生関係になっているケースも考えられ

る。このため預金保険機構・整理回収機構

が取り扱った事例には、こうした X´パタ

ーン事案は含まれていない。 

以上の X、X´のパターンはいずれも反社

会的勢力の本来的な示威活動や暴力行為に

依拠するものであるが、こうした行為に対

する法的・制度的な対応も徐々に進められた。 

例えば、平成 8 年の民事執行法の改正で

は、売却のための保全処分や競売開始決定

前の保全処分が新設された。 

売却のための保全処分についてみると、

この改正前は、保全処分の相手方は債務者

に限定されていたが、この改正により、債

務者以外に「不動産の占有者」に対しても

保全処分を行うことが可能となった4。 

                                                   
4  民事執行法第 55 条（売却のための保全処分等） 

執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が価格

（占有屋と掃除屋の共謀－X´パターン） 

 

①土地・建物を占拠する 

②更地に仮設建物を建

設する 

③土地や建物に土砂や

廃材を搬入する 

④更地を整地して駐車

場にする 

債権者 

土地・建物 

掃除屋 

裏で結託 

④掃除料の一部分配 

①占有排除の依頼 

②高額の掃除料の請求 

③掃除料の支払い 

占有屋 
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また、平成 10 年施行の「競売手続の円滑

化等を図るための関係法律の整備に関する

法律」では新たに買受けの申出をした差押

債権者のための保全処分制度を新設5して

いる。これにより占有者等が不動産の売却

を困難にする行為をした時、その占有を排

除し、執行官保管又は債権者保管とするこ

とができる保全処分を行えるようになった。 

 

４．短期賃貸借制度の悪用（Yパターン） 

以上、X、X´パターンのような手法に加

え、バブル崩壊後期にはいわゆる「短期賃

貸借制度」を悪用した競売妨害が多発する

ようになった。言わば法制度の本来の趣旨

を踏みにじった上悪用するものである。 

                                                                       
減尐行為（不動産の価格を減尐させ、又は減尐さ

せるおそれがある行為をいう。以下この項におい

て同じ。）をするときは、差押債権者（配当要求

の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差

押債権者を除く。）の申立てにより、買受人が代

金を納付するまでの間、次に掲げる保全処分又は

公示保全処分（執行官に、当該保全処分の内容を、

不動産の所在する場所に公示書その他の標識を

掲示する方法により公示させることを内容とす

る保全処分をいう。以下同じ。）を命ずることが

できる。（以下略） 
5  民事執行法第 68 条の 2①（買受けの申出をし

た差押債権者のための保全処分等） 

 執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り

売りの方法により売却を実施させても買受けの

申出がなかった場合において、債務者又は不動産

の占有者が不動産の売却を困難にする行為をし、

又はその行為をするおそれがあるときは、差押債

権者（配当要求の終期後に強制競売又は競売の申

立てをした差押債権者を除く。次項において同

じ。）の申立てにより、買受人が代金を納付する

までの間、担保を立てさせて、次に掲げる事項を

内容とする保全処分（執行裁判所が必要があると

認めるときは、公示保全処分を含む。）を命ずる

ことができる。 

1 債務者又は不動産の占有者に対し、不動産に

対する占有を解いて執行官又は申立人に引き

渡すことを命ずること。 

2 執行官又は申立人に不動産の保管をさせる

こと。 

 

短期賃貸借制度とは、民法旧第 395 条に

規定されていた制度である。この旧第 395

条の適用を受ける短期賃貸借は、抵当権の

登記後に設定されたものでも、抵当権者に

対抗でき、かつ買受人に引受けられること

になる。短期賃貸借制度の本来の趣旨は、

賃借人等の土地の利用権者と抵当権者のバ

ランスのとれた権利調整を企図したもので

あったが、反社会的勢力は、抵当権の登記

後であっても対抗し得る点に目をつけ、対

象不動産についてフロント企業関係者等と

の間に短期賃貸借契約を結ばせることによ

って、不動産価格を減価させ、事実上の競

売妨害工作を行った。この手法は、反社会

的勢力によって極めて広範に利用され、「濫

用的短期賃貸借権の多発・跋扈は目を蔽う

ものがあり、正当な短期賃貸借権の範囲の

画定、短期賃貸借権の濫用排除は、まさに

不動産競売制度の社会的存在意義に関わる

問題となっていた」（中野貞一郎 民事執行

法 青林書院）。 

――この例としては、Ｃ県において、暴

力団と繋がりが深い債務者が、執行逃

れのために担保物件を暴力団員に短期

賃貸し、暴力団が暴力団事務所として

占有使用していたケースがある。本件

の保全処分執行にあたっては、暴力団

が組事務所として使用していたことか

ら、Ｃ県警の機動隊が警戒する中で行

わざるを得なかった。建物の中には映 

 

預金保険機構撮影（平成 17 年 2 月） 
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画さながら、床の間の祭壇に「八幡大

菩薩」「天照皇大神」「春日大明神」の

三軸が掛けられるなど、「親子盃」が交

わされた跡が残っていたとのことであ

る。 

 

結局、平成 15 年の「担保物権及び民事執

行制度の改善のための民法等の一部を改正

する法律」により民法旧第 395 条の短期賃

貸借制度は廃止され、抵当不動産上の賃貸

借については、新たに建物明渡猶予制度（民

法新第 395 条）を設けることとなった。短

期賃貸借制度については制度改正議論が始

まってから法改正までかなりの日時を要し

ている。このことが結果として暴力団やフ

ロント企業を利することになったことにつ

いては留意しておく必要がある。 

 

５．競売に参加し自己所有もしくは競

落物件を高値で売り抜け（Z パタ

ーン：反社会的勢力にとって現在

残されている最も有力な手段） 

以上の X、X´、Y のパターンはいずれも

競売行為を不当に妨害し、妨害を停止する

ための対価を要求するというものであった。

こうした不当な競売妨害行為に対しては、

法改正を含む様々な対応がなされてきてお

り、露骨な競売妨害に対しては一定の抑止

力として機能しているものと思われる。 

一方、ここ数年の傾向として、単純に競

売を妨害するのではなく、形式上は法が許

す範囲内と考えられ得るということを利用

して、実質的な競売妨害を続けて競争者を

排除した上で、反社会的勢力自身が極めて

低い価格で競落し、自己目的に利用したり、

時期を待って転売することによって利益を

得ていると推測されるケースが目につくよ

（短期賃貸借による競売妨害－Y パターン） 

 

土地・建物 

債権者 
占有屋 

（暴力団・フロント企業） 

第三者 

賃借人 

（暴力団・フロント企業） 
民法旧第 395 条に
基づく短期賃貸借 
契約の締結 

①短期賃貸借解除の申出 

②高額の「解除料」の請求 

③「解除料」の支払い 
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うになってきている（Z パターン）。 

自己目的に利用する場合としては、暴力

団事務所そのものや暴力団関係者が利用す

る施設（集会所・一種の接待用施設）に利

用するといったケースがある。 

このパターンの典型的なものとしては、

①暴力団が関与している物件であると匂わ

す等により、競売の競争相手を排除する（一

般の競争相手が入札に参加しないようにす

る。この点、能動的に暴力団関与の噂を流

布しなくても、例えば物件建物に黒塗りの

大型乗用車が何台も乗り付けられ、反社会

的勢力と推察される人物が多く出入りする

ことでも十分な効果が得られることに留意

すべきである）、②こうした競争制限行為に

よって事実上反社会的勢力しか入札しない

状況となり、競売価格は実勢よりもさらに

下落する（競落した反社会的勢力にとって

は取得後に不動産価格が下落するリスクが

減尐することを意味する）、③反社会的勢力

が物件を自己目的に利用する（市場実勢価

格よりも安価に入手したことになる）、④自

己目的に利用しない場合は、関係するフロ

ント企業等を経由して当該物件の転売を行

い、差額利益を得る（数回フロント企業等

をかますことにより、一般業者等への売却

も可能となると思われる）といったプロセ

スを辿っていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（競売に参加し自己所有、もしくは競落物件を高値で売り抜け－Z パターン） 

 

土地・建物 

①土地・建物の周辺で暴力団関

与の噂を流布 

②黒塗りの大型乗用車が何台も

乗り付けられ、反社会的勢力

と推察される人物が多く出入

り 

暴力団・フロント企業 

第三者競落人 
（暴力団・フロント企業関係者） 

競 売 

安価に競落 

・競売参加者の減少 
・競売価格の下落 

債権者 

高値売却 

第三者「購買人」 第三者「購買人」 
高値売却 
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①  競売に参加し自己所有物件としたケース 

Ｃ県において、所有物件を暴力団関係者

に賃貸するなどして暴力団の関与を周囲に

流布し、競売における競争者を実質的に排

除して、市場実勢を下回る価格で反社会的

勢力が自己競落を繰り返していたケースが

あった。十数件の案件のうち、整理回収機

構が債権者であった案件については、整理

回収機構自身が自己競落することにより、

整理回収機構所有とし、暴力団を排除した

後に一般のホテル業者に売却することがで

きたが、それ以外の物件（整理回収機構が

債権を持っていなかった案件）については、

反社会的勢力によって安価に競落されてし

まっている。 

 ――この他、Ｄ県において、暴力団関係

者が自宅等に利用していた物件に対し、

整理回収機構が債権者破産・保全処分

の申立てを行ったケースがある。占拠

に関わっていた組員は退去する際に、

執行官に対し、自己競落するとの意思

表示を行っていた。預金保険機構・整

理回収機構としては、暴力団関係者に

競落されることを阻止するため、整理

回収機構自身が競売に参加して落札し

たが、反社会的勢力ではないかと推察

される法人も競売に参加していた。 

本件については、整理回収機構が競

落し、自宅等を取り壊し更地化したが、

その際に暴力団関係者の抵抗も予想さ

れたため、Ｄ県警本部の機動隊の警戒

の下、作業を行った。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  競売を繰り返させ不動産の継続的所有

を図ったケース 

農地の入札には農業委員会へ申請し都道

府県知事等から不動産買受適格証明書を取

得した上で、入札に参加し、落札後に都道

府県知事等からの所有権移転の許可書を取

得する必要があるが、落札後意図的に所有

権移転許可申請を行わず、競売を繰り返さ

せて、不動産の継続的所有を図っているケ

ースがある。この場合、競争者が存在すれ

ばこうした目論見は成り立たない（競争者

に競落されてしまう）。このため、様々な噂

を流して、競争者を排除しつつ、競売を繰

り返させるといった手段を用いる。 

――E 県、F 県にまたがる農地の事案にお

いては、不動産買受適格証明書を取得

して競売に参加し、最高価買受申出人

の地位を取得しておきながら、落札後

に所有権移転許可申請を行わず、結果

として売却許可決定を不能にさせると

いう事例が見られた。本件事案におい

ては、当初から入札を意図的に不調に

終わらせる目的で許可申請の意もなく

入札するという一種の偽計を数回に亘

って繰り返している。本件農地周辺で

は道路開発計画が進行しており、道路

開通に伴う不動産価格の上昇を見込ん

で、実質的な競売妨害を繰り返してい

 

預金保険機構撮影（平成 20 年 3 月） 
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るものと考えられる。 

 

入札を繰り返させ入札価格を引き下げ、

または一般入札者を排除するなどして、最

終的に反社会的勢力が自己所有物とする例

が多発すると、反社会的勢力からの債権回

収に全体的に重大な支障が生じる可能性が

ある。すなわち、例えば反社会的勢力の自

宅が回収債権の担保となっているような場

合、競売を何度も繰り返させることにより、

競落価格を大幅に引き下げられることが分

かっていれば、当初の債権回収に応じるこ

とはありえない。当初債権者から請求され

る金額もしくは担保物件である自宅を即時

換価すれば支払える金額よりも、はるかに

僅尐な金額で自宅を確保し、なおかつ、原

債権債務関係を抹消できるからである。要

すれば、反社会的勢力にとって競売は債務

返済の契機や動機とはなりえず、「居座りを

続けて債権回収に応じない方が結果的に有

利だ」との「常識」が蔓延すれば債権回収

の手段たる民事執行制度の根幹をゆるがす

ことにもなりかねない。 

 

③  自ら競落した後転売して利益を得たケース 

さらに、反社会的勢力が自ら不動産を競

落した後、転売して利益を得たと思われる

ケースとしては以下のようなものがある。 

――G 市における不動産の競売に関し、競

売が不調に終ったため、暴力団員が特別

売却により、7,100 万円余りで取得。そ

の後、現所有者に転売。私人間取引のた

め、現所有者への売却価格そのものの特

定は困難であるが、現在この物件には１

億 4,000 万円の極度額の設定がなされて

おり、極度額から推測するに、暴力団員

は相当程度の売却益を得たものと考えら

れる。 

 

反社会的勢力がこのような手法を多用し

始めたのは、各種の対応措置によって単純

な競売妨害による利益獲得が困難化する一

方、「競売」そのものを実行もしくは利用し

た上で、自己所有や転売等により利益を得

るという手法の方が有利だと認識されるよ

うになったためであろう。当然のことであ

るが、近年土地等不動産価格が都市部では

下げ止まり、一部では上昇に転じていたこ

とも、反社会的勢力がこうした手法を多用

するようになった理由の一つと考えられる。 

なお、民事執行を行うサイドから見ると、

仮に競落者が反社会的勢力関係者であると

薄々感じていても、競売手続を止めるとい

う選択肢は、現行法下ではまず採りえない。

民事執行法には競売入札参加者を公平かつ

「平等」に扱うという原則があるためであ

る。また、反社会的勢力サイドでも自ら反

社会的勢力であると標榜して競売に参加す

ることはなく、名目的な「代理人」を立て

てくることになるからである（預金保険機

構・整理回収機構が関与した競売案件にお

いても、反社会的勢力サイドの競落代理人

として一般人が数度に亘って使役されてい

るのではないかと推察されるケースが散見

される）。 

――ちなみに、預金保険機構・整理回収機

構グループの取り扱った、反社会的勢力

関連競売１９件の競落後の動きをトレー

スしてみたところ、直接反社会的勢力に

競落された案件や、一度は「名目人」、「名

目法人」により競落されているものの、

数ヶ月ないし数年後には元の暴力団員や
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その親族に譲渡された案件が多く見られ

た。結局、「反社会的勢力の所有物件に逆

戻りしたケース」が６件、「反社会的勢力

により転売されたケース」が１件であり、

１９件中７件（約４割）が反社会的勢力

を利する結果となっている。 

 

こうした事態が続くことは、物件の周辺

地域住民に「結局何をしても同じ」といっ

たあきらめの気持ちを植え付けてしまい、

結果的に反社会的勢力へ対抗しようとする

動きを著しく阻害する可能性があることに

留意すべきである。 

また、こうした推測には慎重であるべき

であるが、民事執行を行うサイドにおいて

も、反社会的勢力が競落するとしても敢え

て競売を止めるというインセンティブが働

かなかった可能性が高い。バブル崩壊後、

各地の裁判所で未処理競売物件が積み上が

る中で、現場の事務を処理する立場として

は、「尐々怪しくても競落してくれる方が良

い」。さらに言えば、「一般人でも暴力団員

でも競落者が居ないより居る方が良い」と

いう判断に傾きがちではなかったのか。仮

にそうであるとすると、反社会的勢力があ

る意味、民事執行当局サイドの弱点を突く

形で Z パターンによる行動を活発化させて

いったとも言えなくはない。 

 

６．公共工事入札からの反社会的勢力

排除 

競売とは制度を異にするものの、近年、

公共工事の入札から反社会的勢力（暴力団）

を排除しようとの動きが活発化しており、

反社会的勢力排除の枠組みとして参考にな

る点が多い。 

すなわち、平成 18 年 12 月 19 日の第８

回犯罪対策閣僚会議において、「公共工事か

らの排除対象の明確化と警察との連携強

化」、「暴力団員等による（公共工事入札に

対する）不当介入に対する通報報告制度の

導入」の２点が謳われている。 

また、平成 19 年 3 月には、警察庁と国土

交通省との間で「暴力団員等による不当介

入に対する通報報告制度」が導入され、国

土交通省（地方整備局等）発注工事からの

暴力団排除が具体的な形で推進されること

になった。 

具体的には、入札参加者から暴力団員及

び準構成員等を排除（警察の保有する反社

会的勢力リストを活用）するとともに、暴

力団員からの介入等があった場合には警察

への通報及び発注者への報告義務を課すと

いうものである。 

本件に関しては、今般の「暴力団対策法」

の改正（平成 20 年 5 月 2 日公布）において

も、公共工事の入札・契約に関する要求や

行政庁に対する許認可等に関する要求が暴

力的要求行為として規制する行為に追加さ

れ、中止命令等の対象行為とされた。こう

した分野における暴力団排除の動きが徐々

に広がりを見せていることの現れと考える

ことができよう。 
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７．国有地売却入札からの反社会的勢

力排除 

国有地の一般競争入札に関しても、反社

会的勢力排除の動きが進んできている。 

財務省と警察庁では平成18年11月以来、

暴力団が国有地等の一般競争入札に介入し

たり、売却不動産が暴力団に利用されるこ

とを防ぐため、入札参加資格者から暴力団

を排除する具体策として、①入札対象の不

動産の選定については暴力団に利用される

可能性を事前に調査、②落札後の契約では、

暴力団事務所としての利用や、暴力団事務

所として利用されることを知りながらの転

売、賃貸借を禁止事項とする、③警察庁は

財務省（財務局）の照会に応じて暴力団に

関する情報を提供することとしている。 

このように国有地売却入札や公共工事入

札からの反社会的勢力排除の動きが活発化

している背景には、政府全体としての反社

会的勢力排除の方針に基づくものであるほ

か、公共工事入札において、反社会的勢力

が入札に直接・間接に参加する動きが各地

で現実に生じているということがある。こ

のような事態からも反社会的勢力の不動産

関連業界への侵食度合いを知ることができ

よう。 

 

８．競売からの反社会的勢力排除の試み 

安値での競落、高値での転売という手法

により、反社会的勢力がある意味合法的な

手段で、多額の利益を得つつあると思われ

るが、こうした構図は競売のプロセスから

反社会的勢力を全面的に排除する（特に購

入サイドから排除する）といった手法を採

らない限り阻止できないと思われる。 

この点については、 

① 競売参加の際に参加者に「反社

会的勢力との関係はない」旨及び「反

社会的勢力に転売することはない」旨

書面で宣言させるなり、競売実施の際

に反社会的勢力のリストを参照するな

どして、反社会的勢力が参加できない

よう牽制する 

② 競落後に競落者が反社会的勢力

との関係が発覚した場合においては競

落自体の効果を失わせしめるよう制度

設計する（競落効果の取消しが法的安

定性の観点から難しいと判断される場

暴力団対策法の一部を改正する法律の概要（暴

力的要求行為の追加<法第 9条関係> 平成 20年 5

月 2 日公布） 

以下に掲げる行為を暴力的要求行為として規制

する行為に追加する。 

(1) 行政庁に対し、以下の行為を要求すること。 

○ 自己又は自己の関係者に対し、許認可等をす

ること又は不利益処分をしないこと。 

○ 特定の者に許認可等をしないこと又は不利

益処分をすること。 

(2) 国等（国・地方公共団体・特殊法人等）に

対し、以下の行為を要求すること。 

○ 自己又は自己の関係者を当該国等が行う公

共工事の入札に参加させること。 

○ 特定の者を当該国等が行う公共工事の入札

に参加させないこと。 

○ 特定の者を当該国等が行う公共工事の契約

の相手方としないこと。 

○ 当該国等が行う公共工事の契約の相手方に

対し、当該契約に係る業務の全部又は一部を

自己又は自己の関係者に発注するよう指導

すること。 
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合は、独占禁止法や証券取引法になら

って、競落者及び転売先に課徴金を課

すといった考え方もあり得よう） 

③ 競売後の不動産の利用方法とし

て、競売実施後一定期間暴力団事務所

への転用や、暴力団事務所への貸与を

知りつつ行う転売を禁止する 

④ 以上の諸禁止事項については、

競売実施後一定期間については何らか

の形でのトレース（例えば転売に際し

ての裁判所への報告義務化）を実施し

得るようにする 

といったような制度設計が考えられ得る。 

先述した公共工事入札や国有地売却入札

においては、入札参加者の制限を行った上

で入札後の不動産利用については契約関係

によって縛りをかけるスキームとなってい

る（入札参加者との契約に暴力団排除条項

を挿入する）。しかしながら、競売制度から

の反社会的勢力排除を考えるに際しては、

競売制度が公法としての民事執行法の中核

であることに鑑みれば、公共工事入札や国

有地売却入札のように、契約すなわち私法

上の手当てだけで対応することはかなり難

しいと考えるべきである。場合によっては

民事執行法の改正の検討が必要となる可能

性もあると考えられる。 

なお、以上縷々述べて来た問題点、すな

わち不動産競売への反社会的勢力の介入に

ついては、預金保険機構・整理回収機構と

しても、機会あるごとに関係先に注意喚

起・提言を行って来た。内閣府の規制改革

会議「住宅土地タスクフォース」や法務省

民事局の「競争制度研究会」では、不動産

関連の規制改革が議論されているが、この

場においても機会を頂き、預金保険機構・

整理回収機構から不動産競売における反社

会的勢力介入の危険性について数次に亘り

説明を行ったところである（平成 19 年秋、

説明資料 別添「反社会的勢力による競売制

度の不正利用について」）。 

この関連では、『規制改革推進のための３

か年計画（改定）』（平成 20 年 3 月 25 日閣

議決定）の重点計画事項として、「不動産競

売における反社会的勢力の介入排除のため

の方策について検討を開始し、できる限り

早期に結論を得ること」が盛り込まれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、先述した暴力団対策法の改正では、

暴力排除活動の促進を掲げ、国及び地方公

共団体は、事業者、国民等による暴力排除

活動（暴力団員による不当な行為を防止し、

『規制改革推進のための３か年計画（改定）』 

 Ⅱ 重点計画事項 

４．住宅・土地 

（１）不動産競売制度の改善 

   ②不動産競売における反社会的勢力の介 

入排除のための方策【平成 20 年度検討 

開始】 

現在の不動産競売手続において、反社

会的勢力の排除については、民事執行法

第 65 条等の規定において配慮がなされ

ているところであるが、反社会的勢力が

一般企業を装ったり、その関係者・代理

人等を通じて物件を競落し、転売するな

ど、競売制度を利用して資金を獲得して

いるという実態がある。法務省、警察庁

において、関係機関との密接な連携の下

に、反社会的勢力やその関係者における

不動産競売への介入に対する問題点と

有効な対策について検討を開始し、でき

る限り早期に結論を得る。（Ⅲ住宅ア⑯） 
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これにより事業活動又は市民生活に生じた

不当な影響を排除するための活動をいう。）

の促進を図るため、情報の提供、助言、指

導その他必要な措置を講ずるものとするこ

とを規定している。正に官民一体となって

暴力団排除運動を推進する大きな流れが生

じつつあると言えよう。 

 

９．終わりに 

民事執行法関連の各書が示すところによ

ると、競売制度の目的は競落の結了をもっ

て債権者等に「満足」をもたらすことにあ

ると謳われている。その制度が反社会的勢

力に利用され、反社会的勢力に多大の利益

をもたらすことによって、反社会的勢力に

「満足」をもたらすことがあってはならな

いことは言うまでもない。 

日本の金融機関貸出の担保に占める不動

産のウェイトは依然高い。不動産担保処分

による債権回収が反社会的勢力の抵抗や工

作によって十分に機能しなくなれば、貸出

市場、ひいては日本の金融市場を将来に亘

って歪めることになりかねない。不動産市

場と金融市場が真の意味で反社会的勢力と

決別するためには、競売制度の改善が必須

となっていると言えるのではないだろうか。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暴力団対策法の一部を改正する法律の概要 

（暴力排除活動の推進<法第 32 条関係> 平成

20 年 5 月 2 日公布） 

第 1 項関係 

国及び地方公共団体は、事業者等(例：暴追セン

ターや地域・職域における暴排協議会)が自発的に

行う暴力排除活動の促進を図るために必要な措置

を講ずるものとする。 

【具体例】 

○ 暴力団若しくは暴力団員の活動の状況、又

は不当要求の実態に関する情報の提供。 

○ 暴力団員による不当な行為への対処方針や

対処方法に関する助言や指導。 

○ 業種や地域の別に応じた組織的な活動を行

うことについての助言や指導。 

○ 各種の暴力排除活動に関する行事に対する

協力や後援。 

○ 暴力排除活動に関する知識の普及、及び思

想の高揚を図るための広報啓発。 

第 2 項関係 

国及び地方公共団体は、事業者等が安心して暴

力排除活動の実施に取り組むことができるよう、

その安全の確保に配慮しなければならない。 

【具体例】 

○ 暴力団等による危害を被るおそれのある者

を「保護対象者」に指定して、危害行為の

未然防止の措置を推進すること。 

○ 被害者等に係る住民基本台帳の一部の写し

の閲覧等の申出があった場合に、申出者の

本人確認、利用目的の審査等を厳格に行う

こと。 
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新聞社 

政策研究集団 グループ 21 「不良債権の正体」 (1998 年 12 月） 講談社 

金井貴嗣 「独占禁止法（第二版）」 (2006 年 5 月) 青林書院 

岸本吉生 「証券・金融を初めとする経済的取引からの反社会的勢力の排除」 事業再生と

債権管理 No.114 (2006 年 10 月) 金融財政事情研究会 

警察庁 「警察白書」 (各年版) 

預金保険機構 「預金保険機構年報」 （各年度）



 

 

反社会的勢力による競売制度の不正利用について 
 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

【事 例】 

○Ｄ県において 

暴力団関係者が自宅等に利用していた物件に対し、整理回収

機構が債権者破産・保全処分の申立てを行ったケース（占拠し

ていた組員は退去する際に、執行官に対し、自己競落するとの

意思表示を行っていた。暴力団関係者に競落されることを阻止

するため、整理回収機構が競売に参加して落札したが、反社会

的勢力と思われる法人も競売に参加していた。） 

 

【対応策】 

→ 競売制度からの反社会的勢力の全面的排除 

① 競売参加の際に参加者に「反社会的勢力との関係はない」旨

および「反社会的勢力に転売することはない」旨書面で宣言

させるなり、競売実施の際に反社会的勢力のリストを参照す

るなどして、反社会的勢力が参加できないよう牽制する。 

② 競落後に競落者が反社会的勢力との関係が発覚した場合にお

いては競落自体の効果を失わせしめるよう制度設計する（競

落効果の取消しが法的安定性の観点から難しいと判断される

場合は、独占禁止法や証券取引法にならって、競落者および

転売先に課徴金を課すといった考え方もあり得よう）。 

③ 競売後の不動産の利用方法として、競売実施後一定期間暴力

団事務所への転用や、暴力団事務所への貸与を知りつつ行う転

売を禁止する。 

④ 以上の諸禁止事項については、競売実施後一定期間について

は何らかの形でのトレース（例えば転売に際しての裁判所への

報告義務化）を実施し得るようにする、といったような制度設

計が考えられ得る。 

説明資料 

3
0
 

①高額の立ち退き料の請求 

 
土地・建物 

②立ち退き料､｢和解金｣

の支払い要求 

占有屋 

①土地・建物を占拠する 

②更地に仮設建物を建設 

する 

③土地・建物に暴力団の 

関与を匂わす張紙、立 

札を設置する 

④裁判所で閲覧されてい 

る物件明細書や現状調 

査報告書に暴力団の名 

刺を挟み込む 

バブル崩壊期における競売妨害パターン 

（占有・示威等による執行妨害） 

債権者 

≪対応策（法改正）≫ 

●民事執行法の一部を改正する法律（平成 8 年法律第 108 号）の改正 

  ・売却のための保全処分 

   改正前は、保全処分の相手方は債務者に限定 ⇒ 債務者・所有者以外の不動産の占有者に対しても可能に。 

  ・競売開始決定前の保全処分 

    改正前、保全処分は差押債権者の申立てによるものとされており、競売開始決定前に保全処分を命ずることができな

かった。 

●競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律（平成 10 年法律第 128 号）の制定 

  ・買受けの申出をした差押債権者のための保全処分制度の新設 

    占有者等が不動産の売却を困難にする行為をしたとき等に、その占有を排除し、執行官保管又は債権者保管とするこ

とができる保全処分を新設。 

●旧民法第 395 条「短期賃貸借制度の廃止」（平成 15 年） 

●担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律（平成 15 年法律第 134 号）の改正 

  ・執行妨害のための短期賃借権の今後の設定の余地を排除。 

・抵当不動産上の賃借権については、新たに建物明渡猶予期間（民法新第 395 条）及び対抗力の同意付与（民法新第

387 条）の制度を設けた。 

 

【事 例】 

○Ａ県において 

 右翼が街宣車を競売対象土地に駐車させることによって競売妨害を 

図ったケース。 

○Ｂ県において 

  ビル一室の入口に組事務所の看板を掲げて示威行為を行ったケース 

 

 

 

 

 

（短期賃貸借による競売妨害） 

土地・建物 

債権者 
（暴力団・フロント企業） 

民法旧第 395条に基づく 

短期賃貸借契約の締結 

第三者賃借人 

（暴力団・フロント企業） 

 ① 

 ② 

 ③ 

① 短期賃貸借解除の申出 

② 高額の「解除料」の請求 

③ ｢解除料」の支払い 

最近における競落参加パターン 

[参考事例] 

◎公共工事入札からの反社会的勢力排除 

第 8 回犯罪対策閣僚会議（H18.12.19）に

おいて、「公共工事からの排除対象の明確化

と警察との連携強化」、「暴力団員等による

（公共工事入札に対する）不当介入に対する

通報報告制度の導入」が謳われるなど、暴力

団排除が具体的な形で推進されることにな

った。 

◎国有地売却入札からの反社会的勢力排

除 

平成 19 年 8 月、財務省と警察庁の間で、

①入札対象の不動産の選定については暴力

団に利用される可能性を事前に調査、②落札

後の契約では、暴力団事務所としての利用

や、暴力団事務所として利用されることを知

りながらの転売、賃貸借を禁止事項とする、

③警察庁は財務省（財務局）の照会に応じて

暴力団に関する情報を提供するなどの具体

策が合意された。 

 

（競売に参加し自己所有物件に。 

 もしくは競落後に高値で売り抜け） 

債権者 
占有屋 

①土地・建物の周辺で暴力団関与の

噂を流布 

②黒塗りの大型乗用車が何台も乗

り付けられ、一見して反社会的勢

力と分かる風体の者が多く出入

り 

 

土地・建物 

暴力団・フロント企業 

第三者競落人 

（暴力団・フロント企業関係者） 

競 売 

安価に競落 

高値売却 

第三者「購買人」 第三者「購買人」 

【事 例】 

○Ｃ県において 

  暴力団と繋がりが深い債務者が、執行逃れ

のために担保物件を暴力団員に短期賃借し、

暴力団が暴力団事務所として占有使用してい

たケース 

 

③支払い 

・競売参加者の減少 

・競売価格の下落 

高値売却 
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預金保険機構における不動産管理処分業務 

～阪和不動産の管理処分を終えて～ 

 

中山  清1 

三宅 純一2 

 

平成８年に破綻した阪和銀行から譲り受けた資産については、整理回収機構へ回収委託を行い、

鋭意回収に努めているところである。譲り受けた資産のうち不動産（以下「阪和不動産」という。）

については、平成18年末に管理処分を概ね終了した。不動産の管理及び処分は、回収業務を委託

した整理回収機構を通じて、不動産の管理及び処分に係る専門知識を有する信託銀行と不動産管

理信託契約を締結し、公正かつ透明性の確保に努めつつ実施した。 

不動産の管理状況及び処分状況等を検証・分析した結果、概ね妥当な成果が得られたとものと

思料され、譲り受け後の不動産市況が長く低迷する中にあって、適切な管理及び処分がなされた

ものと考える。 

 

 

目  次 

 

１．はじめに 

２．阪和銀行資産の取得経緯 

３．預金保険機構における不動産管理処分業務の概要 

４．阪和不動産の譲受け 

５．阪和不動産の管理処分方法 

６．阪和不動産の管理処分実績 

７．阪和不動産の処分方針等の評価分析 

８．まとめ 

 

                                                
1 特別業務部管理課長 (E-mail: kiyoshi-nakayama@dic.go.jp)。 

2 大阪業務部総務管理課調査役 (E-mail: junichi-miyake@dic.go.jp)。 

  本稿の執筆は個人らの資格で行ったものであり、不動産の評価については既存の鑑定評価書に準じて試算する

など、筆者の私見によるものが多々あることをお断りする。また、意見にわたる部分は筆者個人に属し、預金保

険機構の公式見解を示すものではない。 
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１．はじめに 

平成８年に破綻した阪和銀行から譲り受け

た資産のうち不動産については、不動産管理信

託方式による管理処分が概ね終了したことか

ら、今後の不動産に係る業務の参考資料とする

ことを目的として、預金保険機構における不動

産管理処分業務の概要、阪和不動産の取得経緯

及びこれまでの管理・処分状況等を取りまとめ

ることとした。 

取りまとめにあたっては、今後の不動産譲受

業務等を行う上で、少しでも参考になればとの

思いから、過去の検討資料等についても極力掲

載することとした。 

なお、阪和銀行から譲り受けたその他の資産

については、参考までに債権の回収状況の概要

を紹介するに留めた（コラム参照）。 

 

 

２．阪和銀行資産の取得経緯 

阪和銀行の破綻処理経緯及び預金保険機構

が阪和銀行から資産を取得するに至った経緯

は、以下のとおりである。 

 

（１）阪和銀行の概要3 

大正14年から15年にかけて設立された紀南

無尽株式会社、新宮無尽株式会社、福徳無尽株

式会社が昭和16年８月までに順次合併し、興紀

無尽株式会社として創立された。昭和26年10

月に相互銀行に転換し株式会社興紀相互銀行

に改称され、その後、平成元年２月に普通銀行

に転換し株式会社阪和銀行に改称された。 

 

阪和銀行の破綻時の業務状況等（平成８年９

月末時点）は、次のとおりである。 

                                                
3 平成８年11月21日付日本銀行公表資料より抜粋。 

本店所在地：和歌山県和歌山市八番丁12番地 

頭   取：新居 健（平成7年7月5日就任） 

資 本 金：  5,685百万円 

預   金：507,453百万円 

貸 出 金：438,403百万円 

店 舗 数：53店舗 

 役 職 員 数：802名 

店舗所在地：和歌山県32店舗、大阪府19店舗、

東京都及び兵庫県各１店舗 

 

（２）破綻処理経緯等 

阪和銀行は、昭和50年代後半から不動産関連

向け融資を積極化させてきたが、バブル経済の

崩壊とともに関連ノンバンク２社を含めて不

良債権が急増し、資産内容が極度に不良化し、

平成７年には阪和銀行の信用不安を煽るマス

コミ報道や関西地区での金融機関の経営破綻

の影響で多額の預金が流出し、資金繰り上の問

題を抱える状態が続いていた。 

こうした中で、平成８年８月20日を基準日と

して旧大蔵省検査が実施され、その結果、償却

を要する資産の額が自己資本の額を大幅に上

回ることとなり、加えて監査法人と協議した結

果、平成８年９月期中間決算において大幅赤字、

債務超過の決算となることが判明した。 

このため、旧大蔵省は阪和銀行の今後の業務

継続が困難になったと判断し、平成８年11月21

日阪和銀行に対して、預金者の混乱を回避する

ため、銀行法第26条（業務の停止等）の規定に

基づき業務停止命令を発動した。 

阪和銀行の業務停止命令以降の破綻処理経

緯及び営業譲渡の資金援助スキームは、図表１

及び図表２のとおりである。 

 

整理回収銀行（平成11年に住宅金融債権管理

機構と合併し整理回収機構に改組）は、阪和銀

行が破綻するまでに、木津信用組合及び三福信
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用組合の資産買取を実施していたが、その当時、

預金保険法（附則第７条第１項）の制度上、協

定銀行に対する資産の買取委託業務の対象は、

破綻信用組合に限定されていた。したがって、

預金保険機構自らが阪和銀行の資産を買い取

り、管理・回収業務を整理回収銀行へ委託（預

金保険法第35条）することとなった。 

なお、平成10年２月の預金保険法の改正及び

同年３月の整理回収協定の改正により、整理回

収銀行は預金保険機構から信用組合以外の破

綻金融機関全般からも資産買取の委託を受け

ることが可能となり、その後、福徳銀行・なに

わ銀行を始め、京都共栄銀行、北海道拓殖銀行、

徳陽シティ銀行などの破綻金融機関から資産

買取を実行した。 

 

 

 

図表 1 阪和銀行の業務停止命令から営業譲渡までの経緯 

平成８年11月21日 銀行法第26条の規定に基づく業務停止命令 

平成８年12月13日 阪和銀行を管理・清算するための新銀行を設立し、阪和銀行から

営業譲渡を受け、預金保険機構は新銀行に対し資金援助を行うと

ともに、阪和銀行の損失を補填するほか資産の買取りを行うもの

とする処理スキームを旧大蔵省より発表。 

平成９年４月９日 紀伊預金管理銀行（ＫＤＭ）設立 

平成９年６月10日 阪和銀行とＫＤＭとの営業譲渡契約締結 

平成９年９月17日 旧大蔵省清算検査（８月29日基準日） 

平成９年12月11日 営業譲渡の適格性の認定及び資金援助申込み 

平成10年１月８日 ＫＤＭへの営業譲渡の認可 

平成10年１月23日 資金援助及び業務委託に関する契約締結 

・資産買取（預金保険機構、阪和銀行） 

・金銭贈与（預金保険機構、ＫＤＭ） 

・債務引受（預金保険機構、ＫＤＭ） 

・業務委託（預金保険機構、整理回収銀行） 

平成10年１月26日 営業譲渡 

預金保険機構からの金銭贈与額814億円※１ 

ＫＤＭ運営費用等35億円（清算法人運営費用を含む。平成18年

までの９年間、毎年度分割交付。） 

預金保険機構による買取資産額2,083億円※２ 

(注) 金額※１、※２は、営業譲渡日時点の金額。 
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阪和銀行 

 

 

 

紀伊預金管理銀行

 

（ＫＤＭ） 

 

 

 

 

 

 

 

預金保険機構

資金援助

 

 

 

 

整理回収銀行 

 

日  銀 

金融機関 

営業譲渡 

買取資産の管理回 

収に係る業務委託 

金銭の贈与 

（849億円） 
預金、その他 

資産・負債 

債務の引受け 

(40億円) 

買取代金 

(2,086億円) 

貸出金等資産

(簿価2,975億円) 

業務委託 

整理回収業務に対する 

指導助言等 
借入金 

 

図表 2 阪和銀行の営業譲渡の資金援助スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （注）金額は、第96回運営委員会議決時点（平成10年１月14日）。 
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【コラム】 

参考までに阪和銀行債権の回収状況の概

要を紹介する。 

 

１．整理回収銀行への業務委託 

阪和銀行が保有していた預金については

紀伊預金管理銀行へ譲渡され、貸付金等の資

産は直接預金保険機構が買取ることとなっ

たが、預金保険機構には債権回収の要員が不

足していたため、平成10年１月23日に整理回

収銀行と阪和債権の回収・管理に関する業務

委託契約を締結した。 

 

２．債権流動化の促進 

平成14年10月30日付の金融再生プログラ

ム（金融庁公表）において、「整理回収機構

及び政府系金融機関等は、保有している貸出

債権の売却を加速することによって、日本に

おける貸出債権の取引市場の創設に努力を

傾注する。」との方針が示されたことを受け、

預金保険機構・整理回収機構は、同年12月20

日付で「保有債権の流動化・証券化について

の基本的な考え方」を公表した。 

具体的には、買取った債権にかかる回収の

極大化を図り、国民負担の最小化を図ること

を最も重要な使命の一つととらえ、そのため

には、保有債権の流動化・証券化も債権回収

の重要な手段であることから、経済合理性の

観点から有利と判断される場合には、積極的

に流動化・証券化の検討を行うというもので

ある。 

 

３．阪和債権の売却 

上記の基本的な考え方に基づき、整理回収

機構では平成15年３月から債権売却を開始

し、保有債権の積極的な処理を本格的にス

タートさせた。 

一方、預金保険機構においても、平成15年

４月、阪和債権の回収促進を図るための組織

態勢を整えつつ、まず、阪和銀行関連会社で

唯一存続していた阪和ギャランティ・ファイ

ナンス（以下「阪和ＧＦ」という。）及び同

社の保証付債権（以下「阪和ＧＦ債権」とい

う。）を売却し、その後、整理回収機構への

業務委託期限を見据えたうえで阪和銀行本

体部分の債権（以下「プロパー債権」という。）

の売却を実施した。 

 

① 阪和ＧＦ債権の処理 

阪和銀行の住宅ローン保証子会社であ

る阪和ＧＦは、銀行本体の業務停止以降、

新規保証による保証料収入が途絶え、代位

弁済実行済の求償権の不良化、加えて予想

される代位弁済額を考慮すると実質的に

は大幅な債務超過の状態であったことか

ら、破産処理等を視野に入れた処理策を検

討したが、阪和ＧＦが破産した場合、同社

が保有する担保権まで消滅し、回収に大き

な影響を与えるという問題点を抱えてい

た。 

しかし、阪和ＧＦの自己資金が近い将来

枯渇することは明白であることから、抜本

的な解決が必要となっていたため、同社の

株式及び阪和ＧＦ債権を売却することと

した。預金保険機構にとって初めての債権

の一括売却であったことに加え、整理回収

機構にとっても正常債権の評価及び売却

の実績が無かったことから、専門知識を有

する外部ファイナンシャル・アドバイザー

（以下「ＦＡ」という。）を活用すること

とし、預金保険機構・整理回収機構・ＦＡ

が連携のうえ、債権関係書類等の整備、売

却予定価格の算定、売却先となる投資家の

選定作業を慎重に進めた。 

また、これらの作業を進めていく中で、

契約通り返済中の債務者の不利益を極力
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排除する必要があったことから、売却先選

定の際には、団体信用生命保険や口座振替

のスムースな継続を条件とするなどの配

慮を行い、平成16年4月に投資家による

デューデリジェンス（債権内容の把握と価

格精査作業、以下「ＤＤ」という。）、同年

５月にＤＤ参加投資家による入札を実施

し、翌６月に最高額を提示した投資家と貸

付債権等の譲渡契約を締結のうえ、同年８

月に債権譲渡（資金決済及び債権書類等の

引渡し）を行った。 

 

② 阪和プロパー債権の処理 

さらに、預金保険機構では債権回収の促

進を図るべく、平成17年11月頃からプロ

パー債権の債権売却処理方針を決定のう

えＦＡを活用しながらプロパー債権の売

却準備作業にとりかかった。 

パートナーたるＦＡの選定に際しては、

対外的な信用力及び債権評価の実績等を

十分有すると考えられる大手監査法人系

数社による見積り合わせを実施して、最低

額を提示した先と業務委託契約を締結す

ることとした。 

阪和ＧＦ債権の処理時は、保証会社本体

と、その保証する債権全てを一括して売却

対象とすることができたが、阪和プロパー

債権の中には、例えば、整理回収機構が保

有する住専債権の大口債務者等で社会的

関心が高い共通債務者が存在するなど、整

理回収機構の他勘定に与える影響が大き

い債権が多数含まれていたため、売却対象

債権の選定には慎重に検討を重ねたうえ

で売却対象債権を選定した。 

また、阪和ＧＦ債権は基本的に正常債権

（主に住宅ローン）のみであったが、阪和

プロパー債権には、正常先から破綻先まで

様々なものが含まれており、それら全てに

対応可能な投資家を選定する必要があっ

た。選定は、ＦＡ等によりリストアップさ

れた国内投資家に対する直接面接審査を

経て、数社に絞込みを行った。 

その後、阪和ＧＦ債権売却と同様に、債

務者に対する最大限の配慮として、団体信

用生命保険や口座振替のスムースな継続

等に注力しつつ、平成18年９月から投資家

によるＤＤを開始、同年10月に参加投資家

による見積り合わせを実施し、同年12月に

最高額を提示した投資家と債権譲渡契約

を締結した（債権譲渡は翌19年１月に実

施）。 

 

４．残債権の処理 

以上のような債権売却や、償却の実施等に

より、平成20年３月末時点で債務者数約100

先、簿価残高約110億円となっており、当初

買取債権の５％程度（簿価比）にまで圧縮さ

れてきている。 

これら残債権については、整理回収機構の

回収状況等を勘案しながら、預金保険機構・

整理回収機構間で協議のうえ、状況に応じて

売却若しくは償却を実施することとしてい

る。 
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３．預金保険機構における不動産管理処

分業務の概要 

特定住宅金融専門会社及び破綻金融機関が

店舗等で利用あるいは代物弁済等で取得し保

有していた不動産のうち、救済金融機関に譲渡

されなかった不動産（一部は、金融整理管財人

が処分）については、預金保険機構及び整理回

収機構が公的資金を用いて買い取り、それらを

適切に売却処分することで国民負担の最小化

に努めてきた。 

不動産等の管理処分に当たっては、預金保険

機構では不動産処分の基本方針などを定め、公

正かつ透明なルールに従い処分の適正な確保

を求めるよう整理回収機構に対し指導、助言等

を行ってきた。以下、不動産の管理処分に係る

預金保険機構の対応状況の概要を記述する。 

 

① 管理課設置 

平成８年11月21日に破綻した阪和銀行の資

産の譲り受けに備え、預金保険機構内で唯一不

動産に係る業務を主体とする組織として、責任

追及及び財産調査等を行う特別業務部内に平

成９年４月管理課4が設置された。発足当初の

管理課は、不動産協会、信託銀行及び旧建設省

（現国土交通省）等から不動産業務に精通する

出向者４名で構成された。また、大阪特別業務

部（現大阪業務部）には不動産協会及び信託銀

行の出向者２名が管理課併任者として配置さ

れた。 

管理課は、預金保険機構及び整理回収機構の

所有不動産及び担保不動産の管理・処分に係る

業務のほか、債権等の流動化・証券化による回

収等についても指導・助言を行ってきた。 

                                                
4  発足時は、債権の譲り受けに係る業務を所掌する管

理第一課と不動産に係る業務を所掌する管理第二課

が設置され、その後組織変更により、管理第二課は平

成11年４月管理課に改称された。本稿では、混乱を避

けるため管理第二課を「管理課」と記載する。） 

 

② 阪和不動産の管理処分の概要 

阪和銀行に係る預金保険機構の業務として

は、買取資産の整理回収業務の委託先である整

理回収機構に対する債権の管理・回収業務に係

る指導・助言及び業務委託等の経費支出の協議、

並びに不動産・動産等の管理処分業務及び紀伊

預金管理銀行（ＫＤＭ）・清算法人等に関する

業務などがある。 

上記の業務は主として大阪業務部が行って

いるが、阪和不動産の管理処分業務については

特別業務部管理課と大阪業務部総務管理課が

行ってきた。 

平成18年９月末をもって、取得した84件のう

ち当面売却を留保する１件（倉庫として使用中

の物件）を除く83件について売却を完了したこ

とから、管理信託・媒介委託契約は平成18年12

月31日に契約を終了した。 

なお、整理回収機構と締結した業務委託契約

については、平成18年12月末に契約を更新し、

引き続き整理回収機構にて残債権の管理及び

回収を行うこととした。 

 

③ 整理回収機構への指導、助言 

所有不動産の管理処分の適正化・効率化は、

不良債権の早期回収と同様に極めて重要で

あったことから、平成８年10月に預金保険機構、

整理回収機構の前身である住宅金融債権管理

機構及び整理回収銀行で三者不動産協議会を

設置し、具体的な処分方法について研究・検討

を行った。その結果、平成９年５月に政府レベ

ルでの「担保不動産等関係連絡協議会」におい

て提言された不動産処分の基本方針に則り、公

正かつ透明なルールに従い処分の適正さを確

保できるような方法として、資料－１「不動産

処分基本方針について（骨子）」を定め、整理

回収機構において適切な管理及び適正な処分
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が行われるよう指導・助言を実施してきた。ま

た、一定額以上の不動産の処分については、預

金保険機構の理事長、住宅金融債権管理機構及

び整理回収銀行の社長等で構成する重要案件

協議会に付して、その処分方法等の公平性・透

明性の確保に努めてきた。 

 

④ 整理回収機構の不動産処分実績 

整理回収機構は、譲り受けた不動産を適切に

管理するとともに、レインズ（国土交通大臣が

指定した不動産流通機構が運営する不動産情

報ネットワークシステム）及び整理回収機構の

ホームページを活用した不動産売却情報の掲

載、並びに入札方式を用いた売却による公正か

つ透明な処分に努め、平成20年３月末までに

4,029件の不動産5を売却し、売却金額は3,332

億円となった（預金保険機構、住宅金融債権管

理機構及び整理回収銀行が譲り受けた不動産

を含む）。 

 

４．阪和不動産の譲受け 

（１）実査 

不動産を譲り受けるにあたり、預金保険機構

は短期間で譲受予定の阪和不動産の実査を行

い、資産査定に関する留意事項について旧大蔵

省中小金融課と意見交換を行ったほか、資産譲

受に際し留意すべき事項（権利関係の整備）に

ついて阪和銀行に対し関係資料の整備等の要

請を行い6、譲受後の不動産の売却に支障とな

                                                
5 整理回収機構が担保不動産を自己競落及び代物弁

済により取得したものを含む。 

6 譲受後の不動産の管理を適切かつ迅速な処分を行

うためには、売却開始までに次の資料を整備しておく

必要がある。 

・登記済権利証、土地・建物登記簿謄本、公図、地

籍測量図、実測図、建物図面 

・境界同意書（越境の有無、その他相隣関係の協定

書等を含む） 

・建築確認通知書、建物検査済書、納税通知書又は

らないように努めることとした。 

なお、併せて、主要な担保不動産についても、

実査を行い、所要の要請を行った。 

 

平成９年７月１日～27日までに延べ34人（１

編成２人）を投入し、所有不動産85件、担保不

動産112件（債権額10億円以上、担保設定額５

億円以上を対象）について、集中的に実査を実

施した。 

実査は、主として次の項目について調査し7、

併せて譲受物件の権利関係等に関する書類等

の確認を行った。 

・利便性（徒歩又はバスの交通の便、最寄商店

街への距離） 

・接道条件（方位、幅員、舗装状況） 

・土地の形状、間口、境界石等の確認 

・排水施設、ガス施設 

・周辺環境（街並み、嫌悪施設の有無、騒音、

振動） 

・その他（当該地及び隣接地の利用状況、第三

者による占有又は越境等の有無、開発計画又

は都市計画道路等の予定の有無、崖地・法地

の有無、高圧線の有無、眺望・景観、日光・

採光等） 

 

実査等による調査の結果、事前に権利関係の

調整を要するものなど以下の状況が判明した8。 

                                                                       
評価証明書等 

・賃貸借契約書、管理委託契約書（委託先会社名、

担当者名等を含む） 

7 実査においては、実務上、前面道路の幅員や間口等

を概測する必要がある。譲受前の実査あるいは担保不

動産の実査を行う場合には、債務者や居住者へ不安を

与えないように極力目立たないように調査すること

を心掛けているので、測量器具を使用せず歩測するこ

とが多い。一般的に日本人の歩幅は、75cm～80cm程

度である。日頃からタイル張りの通路を歩行する際に

自分の歩幅を確認しておくのがよい。また、場合に

よっては、側溝（通常、Ｕ字溝やＬ字溝は60cmの規

格品が使用されている）の幅やブロック塀のブロック

の幅などを活用することも便利である。 

8 阪和銀行の破綻以降、いくつかの破綻処理における
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なお、《》内にその後の管理処分業務への影

響結果又は参考となる他の破綻金融機関の事

例等を記述した。 

 

（土地建物の評価に関する事項） 

① 全体的に評価額（特に建物評価額）が高目

である。 

  なお、土地価格の評価も総じて高めであっ

たが、この最大の原因は価格評価後の土地の

下落が激しかったことによるものである。 

（この傾向は、当時の資産査定が売買目的より

も保有資産としての評価が主流であったこ

とにも起因していたものと考えられる。） 

《国土利用計画法の届出を行った物件では、譲

渡価格に問題があり勧告を受け、価格を引き

下げて再届出を行うこととなった。》 

② 譲受価格に急傾斜地や敷地の段差、接道条

件、建物の老朽化に伴う市場性等が適切に反

映されていない。 

  また、代物弁済により取得した物件には瑕

疵があり、売却時に困難を要するものが多い。 

③ 支店の建物等については、売却時に撤去・

解体を要するものが多く、買取時の評価に充

分に反映されていない。 

《土地の売却価格の査定では、老朽化した汎用

性のない銀行店舗の大部分について、建物撤

去費を控除することとなった。》 

 

（権利に関する事項） 

④ 第三者に賃貸している土地は、極力、第三

者の権利が付着している建物の権利を消滅

させておく必要がある。ただし、居住用建物

の所有を目的とするものは、賃借人に名義変

更の通知及び承諾書を徴取する必要がある。 

                                                                       
不動産譲受の実績を踏まえて、平成12年以降の破綻処

理では譲渡前に整理回収機構からの意見具申（実査の

結果等）を反映し、より適切な価格で譲渡が行われる

よう改善された。 

《底地として譲り受けたものの大半は購入希

望者がなく、売却までに相当の期間を要する

とともに売却価格も大幅に下回る結果と

なった。》 

⑤ 賃借している店舗の底地については、譲り

受けに伴う名義変更について賃貸人の同意

を要す。（対抗要件を具備し、借地借家法の

適用を可能にしておく必要がある。ただし、

寺社から借地している店舗（無登記）につい

ては、売却が困難であることから、原状回復

義務の免除と無償での賃貸借契約の解除を

行い、譲受不動産の対象外とすることが好ま

しい。） 

《北海道拓殖銀行における借地上の支店の取

扱事例：借地契約書には地主からの契約解除

条項は記載されていたが、銀行が破綻するこ

とを想定していなかったため、転売禁止及び

北海道拓殖銀行からの解除条項に関する約

定がないことが譲受日直前になって判明し

た。このまま整理回収銀行が譲り受けた場合、

地主の期限の利益相当分の賃料の支払い及

び建物撤去等の土地の原状回復義務の二次

ロスが発生することが想定されたことから、

譲渡作業担当者を通じて、権利の移転につい

て地主と協議をし、事前対策を講じるように

指導した。 

  その他、整理回収機構が譲り受けた物件の

中には、土地の下落や維持管理費等を勘案し

た場合、契約相当分の賃料を支払って契約解

除する方が経済合理性があるものが多くみ

られた。》 

⑥ 移転登録等の手続きを要する温泉施設が

存在する物件（白浜の山林）については、県

との事前協議で了解を得ておく必要がある。 

《当時、問題があることを指摘したにもかかわ

らず、確認等が放置され、取得後の調査にて、

掘削許可は得ていたもののポンプの設置許

可を受けていない可能性があることが判明
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した。》 

⑦ 阪和銀行所有地であるにもかかわらず、阪

和銀行の抵当権が登記されたまま放置され

ていた。 

《移転登記に合わせて、当該抵当権の抹消登記

を行った。また、譲り受けた店舗等の敷地内

に他人地が介在するものや、実測面積が登記

簿面積と大きく乖離する土地など、売却価格

に影響を及ぼす瑕疵が、売却時の境界確定及

び実測等により数件判明した。》 

 

（譲渡書類等に関する事項） 

⑧ 第三者に賃貸しているにもかかわらず、賃

貸借契約書が完備されていない。 

⑨ 老朽建物が多く、登記もされていないもの

がある（譲り受けまでに建物の表示・保存登

記及び図面等関係書類の整備を行う必要が

ある）。 

 

（その他） 

⑩ 社宅利用者の退去整理、動産・什器・備品

の売却計画、賃貸借物件の契約解除と保証金

返還及び原状回復、所有権移転費用の見積も

り（当該法務局への事前協議）等の対応方法

についても検討がなされた。 

 

（２）阪和不動産の概要 

取得した阪和不動産は、銀行店舗の他、寮・

社宅・底地・山林等の84件である。取得した不

動産の概要は、図表３「不動産の所有状況」の

とおりである。 

取得物件は、主として和歌山県内全域にあっ

て、さらに大阪府及び兵庫県、香川県の広範囲

にわたって位置するものである。（図表４「阪

和銀行所有不動産の分布略図」参照） 

 

 

 

図表 3 不動産の所有状況 

 譲 受 時 

（Ｈ10.1.26） 

管理信託終了時 

（Ｈ18.12.31） 

備    考 

取得(所有)件数 84件   1件   
平成12年3月新規取得１件

（自己競落）を含む。 

取得簿価 9,115百万円 102百万円 
取得時の鑑定評価額を記

載。 

現在簿価 ― 59百万円 
平成19年3月末時点簿価を

記載。 

土地総面積 81,486.61㎡ 1,037㎡ 持分権及び区分所有物件

は換算面積を集計。 建物総面積 30,682.24㎡ 1,622.31㎡ 

（注１）譲受時の取得件数は、売却を前提に見直された件数を記載。 

（注２）譲受時の土地総面積は、譲受後に実測した地積更正後の面積を記載。 
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図表 4 阪和銀行所有不動産の分布略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淡路島 

★ 

小豆島 

★ 

 

香川県 

１件 

兵 庫 県 

２件 

●神戸 

●吹田 

●緑橋 

●松原 

●●東住吉 

●●●▲▲堺 

▲高石 

●阪南 

●田尻 ●泉佐野 

●貝塚 

●●岸和田 

●●河内長野 

大 阪 府 

１９件 

和 歌 山 県 

６２件 

新宮● 

勝浦● 

●●串本 

白浜●●▲▲▲▲▲★ 

●●●▲★田辺 

●上富田 

御坊●★★★ 

 ★★★★ 

●有田 

●下津

和歌山 

●●●●●●●● 

●●●●●●●●  

●●●▲▲▲▲▲ 

▲▲★★ 

●高野口 

★岩出 ●粉河 

●●貴志川 

●野上 

凡例 

●：営業用不動産  ５４件 

▲：社宅･寮･保養所 １６件 

★：その他     １４件 
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５．阪和不動産の管理処分方法 

（１）管理処分方法 

阪和銀行から譲り受けた資産については、預

金保険機構と整理回収銀行間で業務委託契約

（期間：平成10年１月23日～平成18年12月31

日）を締結し、その回収業務を整理回収銀行へ

委託し、国民負担の極小化に努めてきた。その

うち、不動産については、業務委託契約に基づ

き、平成10年１月26日預金保険機構、整理回収

銀行、並びに不動産の管理及び処分に係る専門

知識を有する東洋信託銀行（現三菱ＵＦＪ信託

銀行）間で管理信託・媒介委託契約を締結し、

部外専門業者を活用した不動産の管理処分を

実施してきた9。 

契約先は、信託報酬額をもって競争入札を行

い、決定した。 

なお、信託対象が売却不動産であることを勘

案し、信託設定登記は留保することとされた。 

売却に当たっては、管理課で価格等の妥当性

を検証のうえ、売却の是非を決定した。 

 

① 阪和不動産の処分業務を進める上での課

題整理 

阪和不動産の売却等に係る課題（阪和債権の

担保不動産の自己競落等による取得を含む）と

して、不動産取得当時、次のような検討がなさ

れた。 

 

                                                
9 （参考）平成10年に整理回収銀行が取得した徳陽シ

ティ銀行の所有不動産についても、同様に管理信託契

約を締結し外部の人材活用が図られた。 

 

 

 

 

 

 

 

ア）代物弁済、自己競落、増加競売により不動

産を取得できるとする論拠 

・預金保険機構の業務からみて、預保法上の代

物弁済は予定されている。 

・滌除10があれば増加競売を選択せざるを得

ない場合がある。 

・自己競落はこれらと類似した制度で、かつ、

取得した債権処理のため必要な業務である。 

・自己競落を禁止する規定はない。 

・したがって、預金保険機構が行う自己競落は、

投機目的ではなく、裁判所が主催する公正な

売買により債権回収上やむなく行うもので

あり、宅地建物取引業法（以下、「宅建業法」

という。）に抵触するものではない。しかし、

預金保険機構は、宅建業法の明確な適用除外

規定がないことから、「預金保険機構の業務

の特殊性」や「やむを得ない」とする付加的

な説明とならざるをえない。 

 

イ）阪和不動産の売却を可とする論拠 

預金保険機構が直接顧客を見つけて売却す

ることは、宅地建物取引業法に抵触する恐れが

あることを踏まえ、管理信託、処分媒介委託に

より信託銀行を介して売却をしてきた。 

                                                
10 滌除制度とは、抵当物件を買い受けた者などの第三

取得者から抵当権者に金額を指定して、その金額につ

いて承諾を得られれば、その金額を弁済して抵当権を

消滅させることのできる制度。抵当権者は、滌除の申

し出を拒否する場合、滌除権者に対して、当該金額よ

り１割以上の金額（増加金額）で落札されなかった場

合には、当該金額で自ら買い受けることを付記して増

加競売の請求をすることが必要とされており、競売手

続において落札者がいなかった場合には自らがその

金額で買い受けすることが義務付けられていた。 

 この制度が、執行妨害に悪用されてきたことから、

法改正（平成16年４月１日施行）により、抵当権消滅

請求制度を残し、増加競売や抵当権者の買取り義務を

廃止してこの弊害を除去することができるように

なった。 
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しかし、自ら不特定多数の者から売却先を見

つけることばかりでなく、信託銀行を介在する

売却手法についても一般論としては一律に適

法とは言い切れない一面もあり、預金保険機構

が免許もなく不動産業（宅地建物取引業11）を

営んでいるかのような印象を与えることは好

ましくないこと12から、阪和不動産の売却にお

いては利益追求ではなく適正な市場価格での

売却を目指すことを処分の基本原則とした。な

お、この課題については、宅地建物取引業の免

許を有する整理回収銀行へ回収業務を委託し

ており解消されている。 

 

上記ア）、イ）については、最終的に図表５

のように整理されている。 

 

図表 5 宅地建物取引業法の免許取得の有無 

不動産取得又は処分の形態 免許の要・不要 備  考 

 資金援助に伴う資産買取 免許不要  

 代物弁済 免許不要 資金援助で取得した債権の担

保不動産の場合。  自己競落 免許不要 

 増加競売 免許不要 

 資金援助を伴わない取得 一般的に免許必要 限定的には不要な場合あり。 

 媒介委託を通じた売却 免許不要  

 その他個別に顧客を探す任意売却 免許必要  

 

 

 

②業務分担及び売却手順  

預金保険機構、整理回収機構及び三菱ＵＦＪ

信託銀行間で協議し、図表６「阪和不動産の処

分及び管理体制」のとおり役割分担を定め、不

動産の管理及び売却を迅速かつ的確に進める

こととした。 

売却手続きは、信託銀行が購入申込を受け付

け、預金保険機構（大阪業務部を経由して特別

                                                
11 宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物の売買若し

くは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは

賃貸の代理若しくは媒介をする行為で業として行う

ものをいう（宅地建物取引業法第２条）。 

  宅地建物取引業を営もうとする者は、２以上の都道

府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もう

とする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県

の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もう

とする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄す

る都道府県知事の免許を受けなければならない（同法

第３条）。 

業務部管理課）にて、処分方針（後述）に基づ

き価格等の検証を行い、売却応諾の是非を稟議

した後、大阪業務部経由で信託銀行へ決定通知

を行う流れとした。 

信託銀行との媒介契約は、管理信託契約の包

括委託契約ではなく、購入申込者が現れた時点

で売却物件毎に締結することとした。 

                                                
12 この趣旨は、信託銀行を介在させたとしても、繰り

返し不動産を仕入れて売却することは、一般の不動産

業者の業務と何ら変わりがなく、不動産業を営んでい

るとみなされることを危惧したものと推測される。 
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特別業務部 

（管理課） 

⑨
売
却
決
定
通
知

図表 6 阪和不動産の処分及び管理体制 

 

  預金保険機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）□は管理手順、○は売却手順を示す。 

（注２）整理回収機構の大阪不動産部・和歌山支店は、統廃合により変更になっている。 

 

大阪業務部 

（総務管理課） 

管理信託受託者 

三菱ＵＦＪ信託銀行 ⑩契約の応諾 

⑫重要事項説明

整理回収機構   

 

（大阪不動産部・和歌山支店） 

不動産の指定流通機構 

（西日本レインズ） 

①売却物件登録依頼 

②売却物件の公開 

４管理・処分に関する

 状況報告 

３管理・指導

５
管
理
処
分
状
況
報
告 

１
管
理
に
関
す
る
協
議 

⑪
媒
介
契
約 

⑥売却検討依頼 ⑧売却決定通知 

④買受申込

③
物
件
の
認
知
、
紹
介

⑤
買
受
申
込
み
報
告 

⑬不動産売買契約 

⑦売却に関する稟議・決裁
関係部署 

（役員・総務・財務） 

２管理に関する稟議・決裁 

⑭売買代金振込

購入希望者 

買手側 

仲介業者 
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（２）管理処分方針 

① 管理方針 

阪和不動産の管理については、前述のように、

預金保険機構から整理回収機構に委託し、整理

回収機構はさらに信託銀行に対し管理信託す

ることによって行うこととした。 

このため、一次的な管理責任は管理信託を受

託した信託銀行が負い、整理回収機構がこれを

監督することとなった。 

したがって、預金保険機構においては、整理

回収機構が所有する不動産の管理について指

導・助言等を行っているのと同様に指導・助言

を行えば足りる。ただし、阪和不動産は、本来

預金保険機構が所有する不動産であることか

ら、整理回収機構から具体的な指示を預金保険

機構に求められることが想定され、ある程度の

管理方針については指示する必要があると考

えられた。 

 

管理上、課題となる事項としては、次のよう

なものが想定された。 

ア）譲り受けまでに隣地境界線が確定されてい

ない物件について、隣地所有者と交渉を行い、

確定させること。（管理の一環として整理回

収機構が行うべき事項） 

イ）譲り受けまでに解消されていない賃貸物件

について、賃借人と交渉を行い、解消を図る

こと。また、解消できない場合においては、

賃貸借契約を締結すること。（管理の一環と

して整理回収機構が行うべき事項） 

ウ）不法占拠が生じた場合に、訴訟を提起する

こと。 

エ）譲り受けまでに測量等が行われていない物

件について、必要な測量等を信託銀行に行わ

せること。 

 

 

上記のような管理については、基本的に旧大

阪預金保険部（平成16年７月から現大阪業務部

総務管理課所管）と旧大阪特別業務部特別調査

第一課不動産班（管理課併任者担当）とで対応

してきた。 

総務管理課では、「６．阪和不動産の管理処

分実績」で紹介する老朽建物の壁面タイルの剥

離に伴う事故防止対策、台風による崖崩れに伴

う防災工事、及び特別管理産業廃棄物指定のＰ

ＣＢ（ポリ塩化ビフェニール）の取り扱い等に

ついて、整理回収機構を通じて信託銀行へ具体

的な指導を行った。 

 

② 処分方針 

阪和不動産は、国有財産ではないため国有財

産法の適用はなく、預金保険法その他の関係法

令にも阪和不動産の処分方法を具体的に定め

た規定はない。 

しかし、阪和不動産は国の財源をもって購入

されたものであり、適正な処分を行うことが求

められる。このため、阪和不動産の処分につい

ては、担保不動産等関係連絡協議会（構成メン

バー：関係省庁審議官クラス）の「住宅金融債

権管理機構等公的債権回収機関による不動産

の処分の基本方針にかかる担保不動産等関係

連絡協議会の提言」を踏まえて三者不動産協議

会（構成メンバー：預金保険機構理事長、旧住

宅金融債権管理機構副社長、旧整理回収銀行副

社長等）にて定めた資料－１「不動産処分基本

方針について（骨子）」に基づき適正な処分に

努めることとした。 

預金保険機構は不良債権等の迅速な処理と

国民負担の最小化を図ることを第一の使命と

認識し、処理期間については一定の目途（住専

7社から譲り受けた債権等の回収は法律上15年、

破綻金融機関から譲り受けた債権等は一般的

に協定上５年とされていたことから、これに
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倣って阪和銀行から譲り受けた債権等も５年

とされた。）を定め、破綻処理を完了させるこ

ととした。 

そこで、売却の応諾については、整理回収機

構に一任するのではなく、回収目標を見据えた

うえで以下の処分方針を定めて、預金保険機構

（特別業務部管理課）にてその是非を判断する

こととした。 

処分方針は、地価の下落傾向が長期化するに

つれ処分価格と市場価格との乖離が拡大し、売

却の可能性が低下したことから、売却完了まで

に２回改正された。 

売却対象物件の公表は、不動産の指定流通機

構のレインズ13を活用し、物件情報を掲載する

とともに、整理回収機構のホームページにも掲

載することとし、公平性を確保することとした。

売却は数回に分けて開始したが、原則として、

老朽化が著しい保養所（リゾートマンション）、

マンション等の建物を優先的に売却すること

とした。 

なお、レインズの利用にあたっては、旧建設

省不動産業課の協力を得て、整理回収機構が準

会員という形でレインズ登録が了承された14。 

 

                                                
13 レインズとは、real estate information network system

の頭文字をとったもので、国土交通大臣の指定を受け

た指定流通機構である全国４つの公益法人によって

運営されている不動産物件情報交換のためのコン

ピュータネットワークシステム。 

14 整理回収機構では、平成19年度末までに住専７社及

び破綻金融機関から譲り受けた不動産の処分は完了

したが、担保不動産等からの代物弁済又は自己競落等

により新たに不動産を取得していることから、当面、

準会員の資格を維持することとしている。 

ア）当初処分方針（資料－２参照） 

譲受当初に定めた処分方針では、譲受時の当

初評価額に時点修正を行ったものに対象不動

産の処分性を勘案して処分応諾の判断を行う

こととした。 

処分応諾の判断基準として、図表７のとおり、

処分応諾価格の目安を定めた。 

処分応諾の判断基準は、処分の目標期間は５

年であるが、処分困難物件の処理等を勘案し、

次のとおりデフレータによる修正後の鑑定評

価額に3年を目途として定めた調整率（減価率）

を乗じた金額を算出し、原則として物件区分に

応じてこれを上まわる価格での処分を応諾す

ることとした。 

ⅰ）管理費用を考慮するなどした最低価格 

ⅱ）３年経過時において当該価額の５割～１割

となるように定率減価した標準価格 

ⅲ）３年経過時において標準価格と同額となる

よう３ヶ月ごとに倍額で減価した参考価格 

 

（注）デフレータによる修正は、原則として、

土地については地価公示及び地価調査基準

価格の変動率、建物については再調達原価又

は取引事例を基に算出した変動率を用いた。 
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図表 7 処分応諾の判断基準 

区分 対 象 不 動 産 処分応諾価格の目安 

Ａ 処分性が高い不動産 デフレータによる修正後の鑑定評価額以

上の価格 

Ｂ 処分性が中程度の不動産 デフレータによる修正後の鑑定評価額か

ら管理費用等を減じた価額以上の価格 

Ｃ 処分性が低い不動産 鑑定評価の基礎となった収益還元価格を

デフレータにより修正した後の価格から

管理費用等を減じた価額以上の価格 

Ｄ 条件が劣悪で、処分性が極めて

低い不動産 

例）底地、崖地、公衆用道路等

購入希望者との交渉の結果による価格 

 

 

 

これらの最低価格、標準価格及び参考価格を

イメージ化したものが、図表８（区分Ｂのケー

ス）である。 

 

 

 

 

 

 

図表 8 処分応諾価格イメージ（Ｂ区分：建物減価有） 
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なお、D区分に分類されるもの（売却困難物

件）については、可能な限り再評価を行い、価

格交渉の参考基準となるものを設定し、価格交

渉を行うように受託信託銀行へ指示をした。 

 

売却開始後2年程度は、中心市街地にあって

利用価値の高い物件については、相当数の問い

合わせあるいは購入申込があった。その結果、

本方針にて70%（59件）の物件を売却すること

ができた。 

 

イ）平成14年改正の処分方針 

譲受後3年が経過し、予想以上に地価下落傾

向が長期化するにつれ、当初鑑定評価額を時点

修正するのみでは市場価格との乖離が大きく、

適正な時価を算出することが困難になった。 

そこで、平成14年度に残物件の処分性区分の

見直し、及び再鑑定評価を行い、原則として、

再鑑定評価額以上をもって売却を応諾するこ

ととした。 

この方針により、処分性が極めて低い物件

（Ｄ区分）を除く8件の処分促進が図れた。 

 

ウ）平成16年改正の処分方針 

しかし、再鑑定し売却に付したものの、市場

性が極端に劣る山林、底地及び不動産取引のな

い地域の物件については、売却の目途がたたな

いことから、関係自治体及び隣接地権者等へ再

度売却物件の紹介を行った。さらに、長期間レ

インズに掲載したが需要がなく売却に至らな

いもので鑑定評価額よりも大幅に市場性が劣

ると思われるものについては、原則として、再

鑑定評価額に時点修正を行ったものに市場性

減価を総合的に勘案した価格をもって、売却を

応諾できる方針に変更し、売却促進を図ること

とした。 

ただし、市場性減価を総合的に勘案した物件

については、需要喚起と価格の公平性・透明性

を確保するために、売却価格を開示（レインズ

登録時に公表）して売却促進を図ることとした。 

この方針により、底地、山林等16件の売却促

進が図れ、平成18年9月に売却留保物件を除い

て売却を完了することができた。 

 

③ 建物売却に伴う消費税の考え方 

著しく老朽化した支店の建物価格について

は、再利用するにしても相当の改修費用を要す

ることから、評価上は建物撤去前提でゼロ評価

となったものが大半である。これらの売買契約

において建物価格をゼロ円とすることについ

ては、経済合理性があり税務上（建物の消費税

の取扱い）は問題ないものと判断された。 

しかし、購入者の意図的な税逃れとの疑義が

生じないように、建物撤去前提で評価した支店

を明らかに購入者が取壊す場合には、その旨を

契約書に明記することとした。 

一方、建物取り壊しが明確でない場合は、最

低限の建物価格（原則として100千円）を付し

て契約することとした。 

なお、中古マンション等については、購入申

込金額を土地建物の固定資産税で按分した建

物価格をもって、消費税を算出した。 
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６．阪和不動産の管理処分実績 

（１）管理実績 

自然災害等に伴う事故防止対策や、物件の特

定ができなかった底地の土地滅失登記等の特

殊事例の管理について記述する。 

 

① 土地の管理 

白浜町の山林（他社との共有物件）において、

平成10年２月の大雨により本物件の崖が崩壊

し、町道に土砂が堆積したため、同年7月、白

浜町から所有者である預金保険機構に対し改

善命令が出された。 

そこで、本物件の共有者と協議したが、山林

崩落防止対策工事を行うことについて共有者

の同意が得られなかった。しかしながら、早急

に工事を行う必要があったため、止むを得ず当

機構が共有者の負担分を立て替えて山林崩落

防止対策工事（工事費約４百万円）を実施した。 

その他、譲り受けた物件には、境界確定がな

されていないものが多く、原則として、売却の

際には測量を行い、境界を確定させることとし

た。 

また、問い合わせ先等を明記した看板を現地

に設置するなど、管理用地であることを明確に

して売却促進を図ることとした。 

 

② 底地の管理 

ア）公図混乱地域の土地滅失登記による所有権

放棄事例（田辺市湊底地） 

昭和39年に阪和銀行の前身である興紀相互

銀行が自己競落により取得していた土地で、譲

受当初より物件の所在が不明確であり、過去の

経緯及び近隣地権者へのヒアリング、並びに本

物件に付着する権利等の調査を行った結果、本

物件は過去に隣接地の地積更正、分筆登記がさ

れる中で割り込まれ、占有されたものと推測さ

れた。 

当該地域は、公図混乱地域であり、近隣の同

意を得て境界確定を行うにしても、付近一帯に

は本件以外にも無番地の国有地や他人地を占

有している状況が散見され、分筆登記を行うこ

とは事実上不可能であった15。 

したがって、物件の特定及び確定が出来ない

こと、本物件に割り込んだと推測される隣接地

（２筆）の建物所有者（いずれも通常の売買で

土地を取得したと主張する善意の第三者）と協

議解決により和解したとしても、本物件が公図

混乱地域の中にあって、将来、隣接地権者等第

三者からのクレームが発生した場合には、和解

当事者として紛争に巻き込まれる可能性があ

ること、などから問題解決が困難で将来禍根を

残す可能性のある状態で不動産を持ち続ける

こと又は売却することは不適当と考えられ、土

地滅失登記により所有権放棄を行った。当該物

件の固定資産税等の年間保有コストは、約２万

円である。 

所有権放棄（土地滅失登記申請）を処理する

にあたり、阪和銀行からの資産買取の妥当性に

ついて検証したところ、事前に物件の瑕疵が判

明していた場合であっても前述の処理と同様

の措置が管財人にて行われるべきと思われる

ものの、時間的な制約がある中では預金保険機

構が引き継ぐことはやむを得なかったものと

                                                
15（参考）登記所に備えられている公図と現況を対比

した調査報告（出典：国土交通省調査報告書「都市部

における公図と現況のずれ」） 

 「ずれが10cm未満」と精度が高い地域 

      4％（ 5％） 

 「ずれが10cm以上１ｍ未満のずれ」がある地域 

          32％（38％） 

 「ずれが１ｍ以上10ｍ未満のずれ」がある地域 

 61％（53％） 

 「ずれが10ｍ以上のずれ」がある地域 

      3％（ 5％） 

（注）括弧外は平成18年11月公表の第一次調査（東京・

大阪・福岡など全国都心部21市区、約553ｋ㎡）、括弧

内は平成19年２月の第二次調査報告（多摩市・高崎

市・津市・高松市など17市、約370ｋ㎡） 
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思料される。ただし、瑕疵を充分に反映した評

価となっていなかったことは否めない。 

なお、土地滅失登記の結果、経理処理は通常

の不動産売却損が発生した場合と同様に買取

資産を払出し、買取資産損が計上された。 

 

イ）御坊市内の底地（御坊薗底地６件） 

これらの土地については、昭和30年に契約し

たもので、借地料も相当低く収益物件としての

価値がなく、借地人以外の購入者を期待するこ

とは極めて困難な物件であった。 

本件の借地人は借地権（旧借地借家法の適

用）を有しており、借地料も固定資産税相当で

あり、現状の権利関係に満足していたことから、

売却の可能性が極めて低かったものである。し

かし、借地人に対し、粘り強く購入要請を行い、

平成17年に借地人若しくはその関係者への売

却が可能となった。 

 

ウ）和歌山市内の底地（南甚五兵衛底地） 

この土地は、和歌山市が借地し市営住宅とし

て賃貸していたもので、早期返還を要請すると

ともに購入要請も行ったが、入居者が高齢者で

あり、市としては退去を待って契約を解除する

意向であったことから、進展がないまま処分が

遅くなった。 

最終的には平成17年３月に借地契約が解除

され、返還後、約１年で売却に至った。 

 

③ 建物の管理 

ア）台風による簡易倉庫の屋根の飛散防止等の

措置 

平成10年９月22日、紀伊半島に上陸し、近

畿・北陸・信越地方を中心に甚大な被害をもた

らした台風７号により、所有不動産８件に壁・

屋根の破損及び建物屋上の空調室外機の倒壊

のほか漏水等の被害が出た。また、和歌山市内

の物件（事務センター）では、破損した倉庫の

屋根が隣地の自動車販売店に飛散し展示車両

５台を破損する被害も発生したことから、一部

建物撤去を行うなどの措置を行った。なお、自

動車販売店の被害については、示談により弁償

した。 

 

イ）タイル剥離による落下事故防止対策 

和歌山県御坊市の商店街に位置する御坊支

店については、建物の老朽化による外壁のタイ

ル剥離が発生し、一般通行者へ危害を及ぼす恐

れが生じたことから、事故防止上、建物を撤去

し更地化することとした。同様に事故防止の観

点及び汎用性のある建物ではないことなどを

勘案し、交通量の多い道路に接面している下津

支店・白浜支店の建物も撤去することとした。

３物件の撤去工事費は総額約26百万円を要し

た。 

一方、３物件の売却総額は約55百万円に止ま

り、必ずしも更地化による売却の効果があった

とは言いがたい。 

一般的に、汎用性のない老朽建物を撤去し更

地化した場合、その土地の最有効利用が望め、

本来、付加価値が高まることから、更地化によ

る売却促進効果及び売却価格面での効果が期

待できるものである。しかしながら、阪和不動

産の場合、需要が極端に低い地方都市にあって、

かつ不動産流通市場の低迷もあり、更地化によ

る売却効果がなかったものと思料される。 

 

ウ）建物の漏水対策 

建物の漏水については、未使用建物であって

も、保安管理上、火災及び防犯等の警報設備を

設置しているため通電状態にあることから、漏

水による漏電火災発生の恐れもあり、その都度

補修を講じてきたところである。特に、建物使

用前提の売却物件については、売却開始前に充

分なチェックを行い、漏水が判明した場合は購
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入申込受付時点で購入者の意向を把握しなが

ら、引渡し前に補修を行う必要があるか、ある

いは評価時点で減価要因として売却価格に反

映するなどの対応を行った。 

なお、漏水の原因は、大半が屋根の防水シー

トの劣化による破損によるものであった。 

 

④ ＰＣＢ等の取扱い 

和歌山市内の本店には蛍光灯用変圧器や稼

動中のエレベーターの高圧コンデンサーにポ

リ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）16が存在していた

が、和歌山市と協議した結果、土地・建物を和

歌山市へ売却する際に建物に付属するものと

して、購入後は和歌山市にて適切に管理保管さ

れることとなった 

本件以外の譲受物件には、売却の支障となる

ようなアスベスト、土壌汚染等は見られなかっ

た。 

 

                                                
16 ＰＣＢは、耐熱性、絶縁性に優れた化学物質として、

蓄電器の絶縁油や照明器具の安定器などに使用され

ていたが、人体に有害であることが判明し、昭和47

年から製造が中止され、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」により、特定管理産業廃棄物に指定され、

保管、管理、届出が義務付けられている。 

  破綻金融機関が所有していた古い店舗等を譲り受

けた整理回収機構では、それらに付属していたＰＣＢ

を民間の専用倉庫（東京都大田区内）を確保し保管し

ているところである。保管数量は、蛍光灯安定器・コ

ンデンサー等の1,277台（約3.7トン）である。 

  現在、処分の登録申請をしているコンデンサー等37

台の処理費用は２千万円（運送費,機器解体費用を除

く）を超える見込みであり、これらの最終処分までに

は、相当の期間と費用がかかることが確実である。 

今後、破綻処理の譲り受けに際しては、昭和47年以

前に建築された建物については留意すべきところで

ある。 

（２）処分実績 

平成18年12月末までの売却実績は、図表９の

とおり6,479百万円の回収額（取得金額の

71.9％）となった。 

また、購入者の利用目的は、図表10のとおり、

個人の場合は居住用、法人の場合は戸建及び共

同住宅向けの建設用地としての利用が多く見

られた。 

購入者の業種別でみると、医療関係者、販売

用不動産の仕入れを目的とした不動産関係者

が全体の半数を占めており、支店の店舗は、医

療施設あるいは居住用敷地として施設規模及

び立地が最適であったことが推測される。 

個人と法人の件数はほぼ同数であるが、金額

的には法人の売却金額が個人の約４倍となっ

た。 
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図表 9 阪和不動産の売却推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 10 購入者の利用目的 

購 入 者 業 種 ・ 業 態 件 数 購 入 目 的 割合(売却額比)

個 人 

居住用利用者 ２０件 自宅建設及び自己居住 ５.１％

医療関係者 ６件 個人医療施設 等 ６.１％

自営業者 ５件 店舗・事務所 ２.３％

その他 １０件 駐車場及び保養所 等 ５.５％

 個人計 ４１件  １９.０％

法 人 

建設・不動産関係 １７件 戸建及び共同住宅建設 ３４.９％

医療法人 ５件 医療施設 ７.２％

小売り・サービス業 ４件 店舗・事務所 等 １０.１％

その他 １２件 農協、情報通信業 等 ２０.５％

地方公共団体（和歌山

県・和歌山市・御坊市） 

４件 消防署、道路  ８.３％

 法人計 ４２件  ８１.０％

計  ８３件  １００.０％

年  度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 計 

売却金額 2,236 2,378 763 537 285 105 88 60 27 6,479百万円

売却件数 18 29 9 3 5 3 4 11 1     83件 
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主要物件の売却状況等は以下のとおりであ

る。 

 

①高額物件の処分          ３件 

取得時価格が５億円を超える３物件（神戸支

店・事務センター・本店）の売却額は、全体の

約３割を占める1,928百万円であった。回収率

は、取得価額に対し約72％である。 

これらの物件の所在地は、それぞれ中心市街

地に位置する物件であったことから、取得後３

年以内での早期売却が可能となったものと思

料される。 

売却額が取得時の約72％になった要因とし

ては、土地の下落（約27％）のほか、建物の保

有資産価格と売却価格（最有効利用を前提に評

価）の乖離による建物の評価減（約28％）が大

きく影響した結果である。 

 

②比較的早期売却が可能となった物件 44件 

主に大阪府内に位置する東住吉支店や堺支

店、上野芝支店等は、取得価格以上若しくはそ

れに近い価格での買受申込みがあったため、早

期売却が可能となった。 

それらを含め、大阪市周辺部の市街地に位置

するもの、及び和歌山市の市街地に位置するも

のなど全件数の半分相当の44件を平成10～11

年度内に早期に売却することができた。 

 

③取得価格以上で売却できた物件   11件 

ア）大阪府内物件：東住吉支店、東住吉支店駐

車場、河内長野支店駐車場、堺支店、上野芝

支店、初芝支店、吉見ノ里支店 

大阪市内又は周辺都市部に位置し、事業用又

は居住用として利用価値の高い物件について

は、関西国際空港に近い物件でもあったことな

どが原因で取得価格以上（最大58％アップ）で

の売却となったものと考えられる。 

 

イ）和歌山県内物件：鳴滝支店、太田支店、新

宮支店、串本支店駐車場 

取得価格以上で売却可能となった主な要因

としては、地方都市ではあるが、比較的繁華街

に位置し、個人医療施設、駐車場及び賃貸事業

用としての利用価値が高く、規模的にも購入し

易い価格帯であったことなどがあげられる。 

 

上記ア)、イ)合わせて、取得金額1,384百万円

に対し、売却金額は1,560百万円（112.7％）で

ある。 

 

④市場価値のない売却困難物件    ３件 

ア）公衆用道路           ２件 

道路敷地は、国有財産法上は譲与（上地）の

対象とはならないが、有償での処分の見込みが

なく回収額を拡大することは事実上不可能で

あり、無償で譲り渡すか、預金保険機構が保有

しつづけるか、いずれかの選択を選ばざるを得

ない。道路敷地を預金保険機構が保有しつづけ

た場合、阪和不動産の最終処理の目処が立たな

くなるほか、道路に起因する事故が発生した場

合等において関係者（所有権者）としての責任

を問われる可能性もなしとしないことから、無

償であっても引き受け手が現れた段階で処理

することが預金保険機構にとって有利である

との総合的な判断の基に処分を進めることと

した。 

・鷹匠町公衆用道路（和歌山市） 

行き止りの私道（建築基準法第42条第２項

道路）のため、和歌山市が公衆用道路として

引き取りができなかったため、接道する隣接

地権者５名へ数回にわたり取得要請を行い、

平成17年に備忘価格（５千円）にて引き渡す

ことが可能となった。（取得価格ゼロ円） 

・御坊薗底地（公衆用道路）（御坊市） 

不特定多数の者が利用する貫通した道路

（認定道路又は水路敷と併行した通路）につ
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き、平成12年に御坊市へ無償で譲渡（取得価

格ゼロ円）。 

 

イ）所在特定不可の滅失物件     １件 

・田辺湊底地（田辺市） 

所在地不明につき、平成13年に土地登記抹

消手続きにより、滅失登記。 

（「（１）②底地の管理」にて事例紹介 取

得価格1.8百万円） 

 

⑤売却ロスの大きい物件       13件 

取得価格に対する売却ロスの割合が、取得後

９年間の土地建物の推定減少率64.6％（「７．

阪和不動産の処分方針等の評価分析」にて後述

する）を上回ったものは、下記の13件である。 

 

ア）山林又は底地物件        ８件 

小豆島山林、御坊園底地、瓜切山林 

 

イ）経済環境が著しく低迷し、不動産需要が極

端に低い和歌山県の地方都市部に位置する

物件               ５件 

 田辺支店、御坊支店、箕島支店、西脇支店、

白浜支店 

 

上記ア）、イ）合わせて、取得金額926百万円

に対し、売却金額は138百万円（回収率14.9％）

である。 

これらの平均減少率は、推定減少率64.6％を

大幅に超える約85％となったが、幸いにも比較

的小額物件であったことから、全体の売却損

（28.1％）に影響を与えるまでには至らなかっ

たものと思料される。 

一方、居住用建物を有する物件（区分所有マ

ンション７室、リゾートマンション５室、社

宅・寮５棟）については、比較的早期に売却を

開始したことから、売却損は17.5％に止まった。 

 

⑥他人地が存在する物件       ３件 

ア）高松寮、高松支店 

阪和銀行所有時から第三者名義のままの土

地一筆32.41㎡が敷地内に残っており、その継

承名義人より高値での買取を持ちかけられた

ため、一時は処分禁止の仮処分申請（第三者に

処分された場合、当該土地の付加価値が大幅に

低下するため）も視野に入れて先方と交渉を

行ったところ、和解金３百万円の支払いにより

和解が成立し、その土地を含めた一括での売却

が可能となった（回収率80％）。 

 

イ）小豆島（山林） 

小豆島の急傾斜地に位置する現況山林のＡ、

Ｂ、Ｃの３箇所に分かれた物件（合計6,131㎡、

取得価格35百万円）で、境界杭もないため現地

の所在特定も困難な物件であった。 

他人地の存在については、譲受当初は発覚し

ていなかったため譲受時の評価額にも反映さ

れていなかったものである。売却時に境界確認

の再調査を実施したところ、物件Ａの中に第三

者所有名義の一筆が存在することが判明した

ものである。 

売却にあたり、境界不確定であること、及び

第三者所有地が介在することを考慮して最低

価格の設定を行い、かつ、契約締結前に「重要

事項説明書」で購入者へ充分な説明を行い、売

却を実施した。 

本件については、大阪市内在住者の個人から

資産保有目的で購入申込みがあったが、物件を

見ないまま申し込んできたことから、後日のト

ラブルを回避するために、当該土地の現況を充

分説明するとともに、現地確認を勧めたところ、

購入申込み辞退となった経緯がある。最終的に

地元自治会長へ現況を充分理解してもらった

うえで売却した。 
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⑦増加競売で取得した物件の売却   １件 

譲受前に阪和銀行が増加競売を申し立てて

いた大阪府堺市の短期賃借権付の担保不動産

（東山宿舎）を平成12年３月取得した17。地価

下落傾向にある中で、長期間競売の進展がなく、

最終的に預金保険機構が取得したものである

が、その取得価格（約69百万円）は、大阪地裁

の評価額を大幅に上回ることとなった。本件に

ついては、債権者として、進捗状況の把握と早

期回収に向けた対応を怠り、整理回収機構まか

せで放置していた結果、売却損失の拡大が懸念

されたことから、預金保険機構が債権管理の責

任の所在を明確にするとともに、整理回収機構

への指導・助言を強化することとした。担保不

動産に係る協議については、当時の大阪特別業

務部（特別調査第一課）の管理課併任の不動産

担当者が対応することとなった。 

本件については、売却損失が拡大することを

最小限に止めるべく、入居者（賃借人）の退去

後、直ちに売却を実施した。売却額は42百万円

であった。売却ロスは40％となった。 

 

（３）不動産管理信託に係る費用 

不動産管理信託に要した費用は、信託報酬の

ほか、不動産の管理に要する費用及び売却に伴

う媒介手数料等がある。 

 

①信託報酬総額 

約29百万円（約347千円／件相当） 

 

②建物等の管理費用（委託者の実費負担） 

固定資産税・都市計画税、水道光熱費、建物

                                                
17 整理回収機構では、現金回収を原則としつつも、回

収戦略上特別な事情がある場合には、①市場性（再販

売の可能性）、②管理の難易度、③回収計画（最終的

な通算損益での回収益が見込めるなど、物件取得が回

収戦略上望ましいこと）④反社会的勢力の排除等を総

合的に判断のうえ、代物弁済又は自己競落により担保

不動産を取得することがある。 

警備費、エレベーター点検費用、 

マンション管理費・修繕積立金、測量費、建物

修繕費 等の実費 

管理費用総額（平成18年12月末までの事前信

託金の累計）は、686百万円（売却金額の約10％

相当）となった。 

 

③売却に伴う媒介手数料 

媒介手数料は、宅地建物取引業界の標準報酬

に準拠したものとし、和歌山市等の公的機関へ

の売却については、重要事項の説明及び契約手

続等の業務に相当する率を別途協議のうえ定

め、売却を実施した。 

媒介手数料の総額は、約167百万円（売却金

額の約2.6％相当）となった。 

 

（４）平成18年12月以降の管理処分 

① 貴志川書庫の管理等 

本物件は清算法人関係書類等を保管する倉

庫として使用中であることから、三菱ＵＦＪ信

託銀行と締結している不動産管理信託契約が

平成18年12月31日に終了することに伴い、保管

されている文書の機密の保持等に鑑み、信用力

のある三菱ＵＦＪ信託銀行と整理回収機構と

の間で新たに建物管理委任契約を締結した。 

なお、整理回収機構との業務委託契約を更新

するにあたり、預金保険機構が直接貴志川書庫

を管理することも比較検討されたが、清算法人

の書類18を頻繁に閲覧する整理回収機構が管

理することが好ましいものと判断し、整理回収

機構から引き続き管理委託を行うこととした。 

また、法定の簿書保管期限満了後の当該物件

の処分にあたっては、現状では書庫としての需

要が無いことはもとより不動産の市場性・流動

                                                
18 清算人は、清算株式会社の本店の所在地における清

算結了の登記の時から10年間、清算株式会社の帳簿並

びにその事業及び清算に関する重要な資料を保存し

なければならない（会社法第508条）。 
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性が極めて低い物件であることから、建物撤去

費用の額が土地の評価額を上回るものと想定

され、売却処分が困難になることも予想される

ため、売却価格の設定及び売却手法については

一考を要するところである。 

 

② 担保不動産の取得について 

可能性は低いものの、阪和銀行から譲り受け

た債権の回収にあたり、預金保険機構が担保不

動産を代物弁済又は自己競落により取得した

場合は、従前同様に基本方針（阪和関係不動産

処分方針）に基づき、整理回収機構が速やかに

売却処分により回収を行うものとする。 

 

 

７．阪和不動産の処分方針等の評価分析 

平成10年～16年にかけて不動産市況が低迷

する中、市場性を物理的に予測することは非常

に困難であったが、可能な限り取引事例等の市

場調査を行うとともに、「５．（２）②処分方針」

でも記述したとおり売却判断基準として地価

デフレータに地価動向を先取りした係数（減価

率）を考慮するなど、処分応諾価格の査定の重

要性を認識しつつ売却促進に努めてきたとこ

ろである。 

一方、需要がないことを理由に安易に低価格

での売却に応じることは不当に第三者に利益

をもたらすことにもなりかねない。したがって、

説明責任を果たすことが求められる立場にあ

る預金保険機構としては、売却手順を踏んで価

格の妥当性を検証しながら応諾可能価格の見

直しを行うこととした。結果として、一部の物

件について売却時期を逸し、売却不可とした当

初の申込み金額を下回る価格で売却した物件

が発生した。 

そこで、譲り受けた阪和不動産の地価の推移

から売却価格との関連を分析し、早期処分方針

の効果及び売却諾否の判断基準等の妥当性に

ついて検証することとした。 

 

（１）売却価額の検証 

平成19年１月１日時点の地価公示によると、

平成18年の１年間の地価変動は、三大都市圏に

おいては上昇し、地方圏における下落幅は縮小

したものの引き続き下落となっている。近畿圏

内で京都府・大阪府・兵庫県が上昇に転じたが、

和歌山県についてみると、住宅地、商業地とも

下落率の減少が見られるものの回復は鈍く、下

落が依然として継続している（平成19年和歌山

県地価調査でも同様の傾向である）。 

取得した不動産を平成18年12月末まで保有

していたと仮定すると、公示価格等を用いた下

落率によれば、土地・建物総額は、取得額の約

64.6％（土地のみでは56.4％）減少したものと

推定される。 

阪和不動産の土地の下落と大阪市と和歌山

市の土地の地価推移を比較すると、図表12「平

成10年以降の大阪市･和歌山市における地価の

推移」に示すとおりである。 

この図の平成18年末の指数を見ると、阪和不

動産の価格は大阪市及び和歌山市のものより

も下回る下落状況となっている。これは、阪和

不動産の約44％が和歌山県及び大阪府等の地

方部に点在していたこと、及び市場性の低い山

林、底地等の物件（約14％）が含まれていたこ

とが要因と考えられる。 

なお、全84件中、平成18年の地価公示により

価格上昇に転じたものは、神戸支店のみであり、

この価格上昇を勘案しても、平成18年末時点で

は取得価格の約35％（売却額の約59％相当）ま

で減少したと類推され、早期売却を前提に処分

を進めてきた意義があったものと思料される。 

また、取得額と売却額の差は３割以内に止

まっており、地価下落傾向が著しい時期にあっ
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ては概ね適正な価格をもって処分がなされた

ものと判断される。 

 

 

 

 

図表 11 平成18年末における阪和不動産の推定減少率 

売却物件 取得価格 Ａ 売却金額 Ｃ 
平成18年末 

推定額  Ｂ 

平成18年末推定 

減少率(加重平均)

８３件 
9,013百万円 

(7,839百万円) 

6,479百万円 

（売却損28.1％）

3,190百万円 

(3,420百万円) 

６４.６％ 

（５６.４％） 

（注１）推定額は、取得した不動産のそれぞれの取得価額又は再鑑定評価額に公示地又は基準地

等の変動率を乗じて算出した金額を集計したもの。 

（注２）試算の対象は、貴志川書庫を除く全ての不動産。 

（注３）括弧内は、建物を除く土地のみの場合を表示。 

 

図表 12 平成10年以降の大阪市･和歌山市における地価の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）指数は、国土交通省土地・水資源局地価調査課公表資料（平成19年地価公示について）

の地価変動率の推移を基に、平成10年１月を100として各年の地価を指数化したもの。 

   ただし、取得価格は平成９年９月時点の鑑定評価額によるため、平成９年下落率の1/2で補

正した。 

（注２）阪和不動産は、取得価格から建物価格を除いた土地の価格を100として表示。 
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（２）早期売却方針の検証 

阪和不動産の売却に要した期間は、83件のう

ち63件(76％)については５年以内で売却し、残

る20件(24％)については売却困難物件であっ

たことから処分期間の目標である５年を超え

ることとなった。これらの売却困難物件は、底

地等の第三者が使用していた物件や山林及び

不動産取引の無い地域に所在するものであっ

たことから、売却までに長期間を要したもので

物理的に止むを得なかったものと思料する。 

 

一方、売却価格面で処分期間を検証すると、

前述の平成18年末推定額の減少率64.6％を年

平均減少率に換算した場合、譲受時から毎年約

10.9％の価格減少が生じたことになり、この年

平均減少率を基に取得額と売却額との差額を

下落額とみなして売却期間を試算すると、図表

13のとおり約２年11ヶ月に相当する。 

すなわち、売却額と取得物件の価格減少とを

比較すると、不動産価格が大幅に下落する中で、

売却困難物件を含めて約３年間19で売却を完

了させたこととなる。 

 

これは、「売却困難物件の処理等を勘案して

処分応諾の判断を行う」とする当初の売却方針

によるもので、売却応諾の価格算定において経

費及び土地のデフレータを考慮して早期売却

を推進してきた効果と考えられる。 

 

なお、物件が所在する地域のうち、神戸市内、

大阪市周辺部及び堺市他において、平成17年か

ら18年にかけて地価上昇に転じたが、その上昇

率は１％程度であり、地価の推移からみて早期

売却方針による回収額に影響を与えるもので

はなかった。 

 

〔下落率及び売却換算期間の試算〕 

Ａ：取得価格  9,013百万円 

Ｂ：平成18年12月末現在の推定額3,190百万円 

Ｃ：売却額  6,479百万円 

推定減少率  ：1－Ｂ/Ａ≒64.6% 

平均年間減少率：ｒ＝1－(Ｂ/Ａ)1/9＝10.9％ 

売却換算期間 ：ｎ≒2.9年 

    （Ｃ＝Ａ×(１－ｒ)ｎ より算出） 

 

 

図表 13 取得物件の価格減少状況（推定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
19 売却金額から媒介手数料等を控除した金額の場合の売却換算期間は、約3.5年である。 
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（３）処分応諾方針の検証 

阪和不動産については、市場の動向を勘案し、

適宜処分方針に修正を加えながら、早期処分を

図ってきた。しかし、売却を開始した段階で購

入希望があったものの、処分方針に基づき査定

した最低価格と乖離が大きく売却を見合わせ

た物件において、売却価格が売却開始時の購入

希望価格よりも低い価格で売却せざるを得な

い物件が見られた。これらの、処分応諾の妥当

性（処分への影響）について検証したところ、

以下のとおりであった。 

 

 

図表 14 処分方針に基づき購入申込を断った物件の処分状況 

件   名 
売却を見合わせた申込 売却を応諾した申込 処分方針

の効果 申込時期 申込金額 査定額 申込時期 申込金額 査定額 

Ａ支店（岸和田市） H10.9 41.0 100.6 H11.12 91.4 88.7 ○ 

Ｂマンション１室（和歌山市） H10.12 3.0 6.2 H11.10 4.3 4.1 ○ 

Ｃマンション１室（和歌山市） H11.1 11.0 14.4 H11.5 13.7 12.5 ○ 

Ｄ支店（松原市） H11.2 90.0 152.6 H11.11 140.0 135.7 ○ 

Ｅ支店（大阪市） H11.2 370.0 440.7 H12.6 395.0 335.2 ○ 

Ｆ支店(貝塚市) H11.2 48.0 51.4 H15.2 28.0 27.8 × 

Ｇ支店（和歌山市） H11.6 80.0 146.4 H14.9 89.0 8.8 ○ 

Ｈ出張所（西牟婁郡） H11.7 23.0 37.5 H12.3 32.3 32.2 ○ 

Ｉ出張所（西牟婁郡） H11.7 15.0 29.4 H17.5 11.5 10.1 × 

Ｊ支店（那賀郡） H11.8 55.0 55.0 H12.10 54.4 48.7 × 

Ｋ支店（那賀郡） H11.8 30.0 34.9 H11.12 36.0 33.6 ○ 

Ｌ支店（和歌山市） H11.6 80.0 146.4 H14.9 89.0 88.5 ○ 

計  766.0  895.6   

（注１）Ｊ支店は、価格交渉で不成約となったもの。 

（注２）凡例 ○：売却を見合わせた申込金額を上回って売却した物件。 

       ×：売却を見合わせた申込金額を下回って売却した物件。 

 

 

大阪府南部や和歌山県の地方部に位置する

もの（Ｆ、Ｉ、Ｊ）については、売却を見合わ

せた時の申込み金額を下回る売却結果となっ

たが、その他の大部分の物件については当初の

申込み金額を上回る売却となった。これは、都

市部に位置していた物件で需要が見込めたこ

とにもよるが、売却判断基準が概ね妥当であっ

たことによるものと考えられる。 

ただし、特に乖離が大きかったＦ支店は、当

初申込者に対し再度購入要請を行ったものの

売却に至らなかったものである。本件は、需要

が低い地域の物件であり、かつ長期化する地価

下落の影響を受けて、売却の時期を逸した結果

低価格での売却となった特異なケースといえ

る。 

 

金額単位：百万円 
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（４）売却困難物件の処分促進対策の検証 

私道、公衆用道路、水路と併設した貫通道路、

底地、白浜山林、小豆島山林等の物件について

は、利用目的が限定されるなど保有する価値が

低く需要もないことから、過去に問い合わせが

あった者、近隣地権者、自治体、農協、地元不

動産業者等へダイレクトメールを送付又は訪

問するなどしてＰＲと市場価格の把握に努め

た。これらの市場の価格情報等をもとに、少し

でも売却の可能性が見込める場合には、市場価

格との整合性及び価格の透明性を確保するた

め参考価格として価格を公表して期間入札（簡

易入札）を実施（道路敷地を除く）した。 

売却困難物件については、前述のとおり交渉

価格をもって物件紹介を行ったことが購入者

の検討意欲を導き出し、その結果、売却促進が

図れたものと思料される。 

 

（５）不動産管理信託方式による不動産売却

の検証 

阪和不動産を不動産管理信託方式により管

理及び処分を実施してきた結果、以下の事項が

同方式の運用上留意すべきことと考えられる。 

 

①買付申込に対する諾否の判断を迅速に行う

こと。 

不動産管理信託方式による場合には、受託信

託銀行を通じて連絡等を行うことから、買手側

に別の媒介業者が存在する場合にはどうして

も連絡調整に時間を要することとなる。このた

め、買付申込が行われた場合に委託者内部で売

却諾否の判断に時間を要していると買手を逃

し、また、受託信託銀行と媒介業者との間にト

ラブルを招くおそれがある。 

不動産管理信託の最大のメリットである迅

速な処分の妨げとならないように、事前に評価

の基礎データ等の調査を行っておくことが好

ましい。 

 

②買付申込に対する諾否の判断基準となる価

格についての考え方を明確にすること。 

不動産管理信託方式による場合には、受託信

託銀行においては、管理のみでは利益とならな

いことから、媒介手数料を得るため、処分を促

進するインセンティブが働く。 

そこで、受託信託銀行が媒介を行う上で、委

託者の価格判断が極めて重要な意味を持つこ

とになることから、価格判断の基本的な考え方

を受託信託銀行へ伝えることが必要である。 

なお、判断基準となる価格を安易に受託信託

銀行に対し明らかにしてしまうと、受託信託銀

行は、とにかく処分を急ぎたいとの考えの下、

当該価格を上限として売却活動を行うことと

なり、回収の極大化の観点からは好ましくない

ことから、最低売却価格の公表についてはあく

までも委託者内部の考え方にとどめておくこ

とが必要である。 

ただし、物件の特性又は処分の進捗状況等に

よっては、価格開示を行うことで価格の透明性

を確保しながら処分促進を図ることも必要で

ある。 

 

③どの物件から売却対象としていくかの考え

方を明確にすること。 

不動産管理信託による場合には、一度に多数

物件の売却を開始すると受託信託銀行の事務

能力を超え、丁寧な売却活動が行われないおそ

れがある。 

また、媒介手数料が低い小額物件については、

受託信託銀行の販売意欲が低下することから、

回収の極大化を図るためにも売却開始順序は

重要となる。 

そこで、次の事項を考慮して売却順序を定め、

売却状況に応じて売却物件の追加を行ってい

くことが必要と考えられる。 
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ア）経年劣化による価格下落が想定される区分

所有建物及び維持管理費の高い物件は、でき

るだけ早期に売却を開始する。 

イ）競争入札予定物件（資料－１「不動産処分

基本方針について（骨子）」に定める一定額

以上の物件）は客付け状況をみる必要がある

ため、できるだけ早期に売却を開始する。 

ウ）処分性の高い物件については、できる限り

高い価格での引き合いを待つため、できるだ

け早期に売却を開始する。 

エ）引き合いの多い物件については、処分の効

率性を考慮して、できるだけ早期に売却を開

始する。 

オ）絶対額で高額な物件については、地価下落

による損失を極力小さくするため、できるだ

け早期に売却を開始する。（地価上昇局面で

は、この逆） 

カ）迅速な処分を図るため、売却に必要な資料

等の準備が整っているものから売却を開始

する。 

キ）地方公共団体等との調整が必要なものは、

その進捗状況を考慮する。 

ク）整理回収機構等が使用する店舗等で処分の

条件が整わない物件については、その条件整

備の進捗状況を考慮する。 

ケ）小額物件については、受託信託銀行の販売

意欲を損わないよう売却時期を考慮する。 

 

④受託信託銀行において、買付申込に関する不

公正な行為がないように留意すること。 

不動産管理信託方式においては、売買成約に

至らない場合、受託信託銀行における利益喪失

の度合いが大きく、また、入札予定物件につい

ても最初から入札実施を行わないことから、受

託信託銀行において、不公正な買付申込手続き

が行われることがないように留意すべきであ

る。したがって、受託信託銀行に対し、買付申

込状況の把握や営業活動報告等を通じ、十分な

指導監督を行う必要がある。 

そこで、阪和不動産の買付申込書の開封にあ

たっては、受付期間終了後、預金保険機構（大

阪業務部）の立会いの下に行うこととした。 

 

⑤物件の処分や新規取得に伴う管理信託報酬

額の増減が合理的な考え方により行われる

よう留意すること。 

不動産管理信託においては、入札時に提示し

た管理信託対象不動産を前提に管理信託報酬

が決定されることから、当該対象不動産の売却

やその後の代物弁済等による取得により、管理

信託対象不動産が増減した場合、管理信託報酬

額を変更することが必要となる。この変更につ

いては、対象物件がどのような物件であるか事

前にはわからず、管理処分の難易度も判断でき

ないため、受託信託銀行との協議により決定す

る必要があるが、公的な回収機関であるとの立

場から、その増減額の決定は公正かつ合理的に

行うことが必要である。 

阪和不動産の場合、事務の簡便化を図る観点

から１会計年度ごとに見直すこととした。報酬

額の変更は、当初信託報酬額の２割を固定経費

とし、８割を変動経費とした。また、回収目標

年度（５年）を前提に当初信託不動産の1/5の

件数ごとに信託報酬額を設定した。 

 

 

８．まとめ 

処分方針に基づく価格検証には限界があり、

不動産市況の冷え込みにより取引事例も少な

く十分な地価下落傾向を反映することができ

ず、結果として一部の物件において売却の時機

を逸した一面がないとは言い切れない。 

しかしながら、この要因は、公的資金を投入

したことによる預金保険機構の説明責任を果

たすためには、価格の公平性と透明性を確保し
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つつ、かつ可能な限り回収の極大化を図る必要

があり、特定の購入者に不当な利益をもたらす

ことのないように、一定の手順を踏みながら、

より適正な市場価格を見極めるために時間を

要したことによるものであり、処分を進めるう

えで避けられないものであった。 

また、阪和不動産のように売却困難物件ある

いは売却価格の低い物件を多く有する場合に

は、不動産管理信託方式による不動産の処分は

必ずしも万能ではなく、処分期間が長期化する

につれて受託者側の売却意欲が薄れ、売却が進

まない恐れもあった。これは、売却に要する労

力の割に売却価格が低いため媒介手数料が小

さいことに起因するものであり、委託者側とし

ては売却促進を図るべく細心の注意を要した

ところである。 

したがって、阪和不動産を譲り受けた後も地

価下落が長期化するなかで、売却を留保するも

のを除いて不動産管理信託契約期間内に処分

が完了するとともに売却損が最小限の３割弱

程度に止まったことは、売却諾否検討時の市場

性の判断及び処分の進め方等が総体的には妥

当であったものと判断する。 

 

なお、処分を進めるにあたって、国土交通省、

不動産協会及び信託協会を通じて、不動産に関

する専門知識を有する20人に及ぶ出向者の

方々により、処分方針の作成をはじめ処分促進

方策の検討及び不動産市場動向の把握等にそ

のノウハウを傾注していただいたことが、大方

の物件（76％相当の物件）について、初期の目

標（５年以内）である早期処分並びに適正な売

却価格での処分等の達成に大きく貢献したも

のである。 

 

以 上 
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資料－１ 

平成９年６月２日了解 

平成10年11月11日改正 

 

不動産処分基本方針について（骨子） 

 

（Ⅰ）処分について 

 (1) 預保との事前協議について 

下記各号の不動産処分は重要案件協議会の案件とし、処分にあたっては各社共預保と事

前協議することとする。 

・簿価が10億円を超えるもの。 

・処分（予定）価格から、簿価を控除した価格が１億円を超える赤字となり、かつ、当

該赤字額が簿価の25％を超える可能性があるもの。 

 (2) 処分価格決定について 

① 処分の都度対象物件について、価格見直しを行い処分（予定）価格を決定する。 

② 簿価が10億円を超える物件の処分については、第三者による鑑定評価を求めるものと

する。ただし、簿価が30億円未満の物件の処分については、社内の不動産鑑定士による

評価をもって代えることができる。 

 (3) 処分方法について 

① 処分方法については、「担保不動産等関係連絡協議会」において提言のあった 不動産

処分の基本方針に則り、公正かつ透明なルールに従い処分の適正さを確保できるような

方法とし、物件価格別に次の表のとおり設定する。 

 

 簿価30億円以上 簿価１億円以上 

30億円未満 

簿価１億円未満 

価格決定 第三者鑑定を参考に決

定 

社内評価 

10億円以上は第 

三者鑑定又は社 

内鑑定士評価 

社内評価 

処分方法 公開競争入札 指名競争入札 

信用力ある大手 

不動産会社・信 

託銀行等 

媒介委託 

物件毎に信用力 

ある大手不動産 

会社・信託銀行 

等 

価格公開 非公開 非公開 非公開 
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② 小規模不動産（典型的には個人用住宅地等）については、あらかじめ適切な処分価格

を公示して公平かつ透明な公募抽選の方法によることができるものとする。 

③ 以下の場合においては、随意契約によることができるものとする。なお、この場合に

おいては価格の公正を期することとする。 

・公用・公共用地として売却する場合 

・狭小、不整形等により単独利用が困難な土地を隣接所有者等に売却する場合 

・公開競争入札の結果、落札者がいない場合に、予定価格を上回る価格で取得希望者に

売却する場合 

・借地権、借家権、地上権を有する者に売却する場合 

・証券化、土地信託その他の有効利用方策等新たなスキームによる場合 

・以上のほか、時価に比べて有利な価格をもって売却することができる見込みがある等

随意契約によることが相当である場合 

 

（Ⅱ）その他 

(1) 処分に当たっては、用途指定・転売規制をつけることも検討する。 

(2) 仲介手数料等委託先との取決めの詳細については、処分の都度物件特性等を考慮の上決定す

る。 

 

以    上 
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資料－２ 

旧阪和銀行関係所有不動産の処分方針 

 

平成１０年９月３日 

特別業務部管理第二課 

 

１ 基本原則 

（１）旧阪和銀行関係所有不動産の処分については、「住宅金融債権管理機構等公的債権 

    回収機関による不動産処分の基本方針にかかる担保不動産等関係連絡協議会の提言」、 

    三者不動産協議会による「不動産処分基本方針について（骨子）」及び阪和銀行処理 

    についての整理回収銀行への業務委託書に係る「不動産の管理・処分の基本方針」に 

    よるほか、本方針の定めるところによる。ただし、本方針による取扱いについては、 

    個々の物件の特性や地価動向、全体の損益状況、所有不動産処分の進捗状況等に応じ 

    柔軟な判断を行うことができることとする。 

（２）旧阪和銀行関係所有不動産の処分に当たっては、迅速かつ効率的な処分と回収額の 

    最大化に努めるとともに、公正かつ透明なルールに従い処分の適正さの確保を図るも 

    のとする。 

（３）旧阪和銀行が所有していた不動産の処分の目標期間は５年とするが、処分困難物件 

    の処理等を勘案し、３年を目途として処分を促進する。旧阪和銀行関係債権の回収に 

    伴い新たに取得する不動産の処分についても、これに準じた目標期間とする。 

（４）本方針については、処分実績等を踏まえ所要の見直しを行うものとする。 

 

２ 処分（予定）価格決定に当たっての留意事項 

売買契約締結の申込があった場合においては、対象不動産の処分性に応じ適切な価格 

であると認められる場合に処分を応諾することとし、処分（予定）価格の決定に当たっ 

ては、次の事項に留意するものとする。 

（１）処分価格の公正を確保するため、預金保険機構の損失をもって買主に不当な利益を 

    生じさせると認められるような価格での処分は適当ではないこと。 

（２）迅速かつ効率的な処分を進めるため、各物件の処分性や地価動向、時間の経過等に 

    従い標準的と認められる価格水準が確保される場合には、処分を促進していくことが 

    望ましいこと。 

（３）回収額の最大化を図るため、二次ロスの発生防止を目標としつつ、各物件の処分性 

    や地価動向、時間の経過等に従い相当と認められる価格水準に近づけた価格での処分 

    が行われるよう価格交渉等の取組みを行っていく必要があること。 

（４）個々の物件の特性や地価動向、全体の損益状況、所有不動産処分の進捗状況等に応 

    じ柔軟な判断を行う必要があること。 
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３ 処分（予定）価格決定の原則 

    このため、売買契約締結の申込があった場合における処分（予定）価格の決定は、あ 

らかじめ処分性に応じて各物件を区分し、各区分ごとに定める算出方法によって各物件 

について算出する最低価格、標準価格及び参考価格を目安として行うこととする。具体 

的には、次の考え方によることを原則とする。 

（１）最低価格を下回る価格での処分は応諾しない。 

（２）参考価格以上の価格での処分は応諾する。 

（３）参考価格を下回るが、標準価格を上回る価格での処分は原則として応諾する。ただ 

    し、参考価格に近づけるための価格交渉等の取組みを併せて行うものとする。 

（４）最低価格以上であるが、標準価格を下回る価格での処分については、個々の物件の 

    特性や地価動向、全体の損益状況、所有不動産売却の進捗状況等を踏まえた総合判断 

    の上、応諾することができる。 

 なお、各物件の処分性の区分は、時間の経過に伴い、所要の見直しを行うこととする。 

 

４ 最低価格、標準価格及び参考価格の算出方法等 

（１）物件の処分性に応じた区分ごとの最低価格、標準価格及び参考価格の算出方法は、 

    別紙のとおりとする。 

（２）最低価格、標準価格及び参考価格並びにこれらを目安として定める処分（予定）価 

    格は、非公開とする。 

 

５ 入札対象物件の取扱い 

    三者不動産協議会による「不動産処分基本方針について（骨子）」において、一般競 

争入札又は指名競争入札により処分を行うことを原則としている物件については、次の 

取扱いによる。 

（１）入札手続開始前に売買契約締結の申込があった場合には、同骨子において随意契約 

    での処分を可としている事由に該当する場合を除き、応諾しないものとする。 

（２）随意契約での処分を可とする事由のうち、時価に比べ有利な場合として随意契約に 

    応ずることができる場合は、買主による最新の鑑定評価等により時価に比べ有利な価 

    格であると認められる場合を除き、当面、デフレータによる修正後の鑑定評価額から 

    入札実施費用等を控除した価格以上の価格である場合を原則とする。 

（３）その他の随意契約での処分を可とする事由に該当する場合においては、買主による 

    最新の鑑定評価等により価格が公正であると認められる場合を除き、３の処分（予定） 

    価格決定の原則によることとする。 

（４）地価動向や受託信託銀行からの営業活動報告等を踏まえ、相当期間を経過しても同 

    骨子による随意契約での処分ができない場合には、入札の実施を指示するものとする。 

（５）入札に当たっては、あらかじめ処分予定価格を定め、当該処分予定価格を最低入札 

    価格とし、その額は、上記最低価格以上の価格で地価動向等に応じた適切な額とする。 

    なお、処分予定価格及び最低入札価格は非公開とする。 
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別  紙 

 

処分性に応じた物件区分並びに最低価格、標準価格及び参考価格の算出方法 

 

区分 対象不動産 最低価格 標準価格 参考価格 

Ａ 処分性が高い不動産 デフレータによる修

正後の鑑定評価額以

上の価格 

       －        － 

Ｂ 処分性が中程度の不

動産 

デフレータによる修

正後の鑑定評価額か

ら管理費用等を控除

した価額以上の価格

デフレータによる修

正後の鑑定評価額か

ら３年経過時におい

て当該価額の５割と

なるよう定率で減価

した価格 

３年経過時において

標準価格と同額とな

るよう３ヶ月ごとに

倍額となる率で減価

した価格以上の価格

Ｃ 処分性が低い不動産 鑑定評価の基礎と

なった収益還元価格

をデフレータにより

修正した後の価格か

ら管理費用等を控除

した価額以上の価格

デフレータによる修

正後の鑑定評価額か

ら３年経過時におい

て当該価額の３割と

なるよう定率で減価

した価格 

３年経過時において

標準価格と同額とな

るよう３ヶ月ごとに

倍額となる率で減価

した価格以上の価格

Ｄ 条件が劣悪で、処分

性が極めて低い不動

産 

例）底地、崖地、 

    公衆用道路等 

購入希望者との交渉

の結果による価格で

可 

デフレータによる修

正後の鑑定評価額か

ら３年経過時におい

て当該価額の１割と

なるよう定率で減価

した価格 

３年経過時において

標準価格と同額とな

るよう３ヶ月ごとに

倍額となる率で減価

した価格以上の価格

備考  原則入札物件にあっ

ては、時価に比べ有

利な価格である場合

に限る。 

最低価格を下回る場

合にあっては、最低

価格と同額とする。

最低価格を下回る場

合にあっては最低価

格と、標準価格を下

回る場合にあっては

標準価格と同額とす

る。 

（注１）現存する建物の利用が想定されない等の場合には、当該鑑定評価額から建物価 

額を減じた価格を基礎とすることができる。 

（注２）デフレータによる修正は、地価公示及び地価調査基準地価格により行う。 
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１ 最低価格算出方法の考え方 

・買主が一般的に当該不動産を利用して得られると想定される収益を基とする収益還元価

格以上の価格であれば、買主に不当な利益を生じさせるものとは考えられないこと。 

・買主による利用が一般的に想定されない建物付きの土地については、当該建物価格を控除

した更地価格であっても、買主に不当な利益を生じさせるものとは考えられないこと。 

・処分を応諾しない場合には相当期間にわたる管理費用等が必要となるため、預金保険機構

における損失を防止するため、当該管理費用等を控除することが適当であると考えられる

こと。 

 

２ 標準価格算出方法の考え方 

・不動産を直ちに売り急ぐ場合には、現在の地価の状況では、一般の取引価格に比べ、半額

程度とならざるをえないことが通常であるため、処分促進の目途とする３年経過時におい

て、処分性が中程度の不動産について５割となる程度の価格での処分を応諾することが適

当であること。 

・迅速な処分の確保と管理費用の最小化を図るため、期間の経過に伴い、緩やかに最低価格

へと近づけてゆくため、定率で減価していくことが適当であること。 

 

３ 参考価格算出方法の考え方 

・２次ロス発生を防止し、回収額の最大化を図るためには、売却開始から当面は鑑定評価額

（すなわち譲受価格）以上の価格を目標とすることが当然であると考えられること。 

・迅速な処分を確保するためには、処分促進の目途とする３年経過時に近づくにつれて、標

準価格へ近づけるよう大きく減額していくことが適当であること。 

 

４ 建物価額減価の考え方 

・買主による利用が一般的に想定されない建物付きの土地については、当該建物価格を控除

した更地価格であっても、買主に不当な利益を生じさせるものとは考えられないこと。 

・迅速な処分を確保するためには、買主による利用が一般的に想定されない場合に更地評価

で売却を行うことが適当と考えられること。 
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カナダの預金保険制度 

 
西垣 裕1 

 
カナダでは、連邦政府機関であるカナダ預金保険公社(Canada Deposit Insurance Cor-

poration、以下「CDIC」)が主たる預金保険提供主体であるが、カナダの 10 の州に存在す

る信用組合に関しては、各州に設立された州預金保険公社が預金保険を提供するという二

元構造となっている2。本論では、連邦政府機関である CDIC について紹介した上で、 後

に CDIC との対比を含めて州預金保険公社について記述することとする。 
 

目 次 
 

Ⅰ．カナダの金融システムでの CDIC の位置付け 
1．CDIC の沿革・目的 
2．カナダのセーフティーネットプレーヤー 

Ⅱ．CDIC の組織とガバナンス 
1．CDIC の法的地位と法律上のマンデート 
2．役員会(Board)の構成と責任および行動規範 
(1) 役員会の構成 
(2) 役員の行動規範 

3．CDIC 組織の概要 
(1) CDIC 組織と理事長 
(2) 執行役員と各部門の業務 
(3) CDIC 組織の陣容 

Ⅲ．預金保険の保護範囲 
1．対象金融機関 
2．対象金融商品 
(1) 対象金融商品 
(2) 非対象金融商品 

3．保護上限 
                                                   

1  前預金保険機構総務部調査室長。本稿の執筆は個人の資格で行ったものであり、意見に渡る部分は筆

者個人に属し、預金保険機構の見解を示すものではない。 
2  わが国では、預金保険機構が、信用組合の預金保険もカバーしているが、農漁協系信用協同組合の預

金保険は、貯金保険機構が担っている。また、米国では、FDIC(Federal Deposit Insurance Corporation)
が主たる預金保険提供者であるが、信用組合の預金保険は NCUA(National Credit Union Administra-
tion)が提供している。このように、複数の預金保険主体が一国に存在する例は少なくなく、欧州におい

ても、例えばドイツにおいて強制加盟の保険を提供するドイツ銀行補償機構と任意加盟の保険を提供す

るドイツ銀行協会が並存する。しかし、連邦レベルと州レベルで預金保険提供主体が異なる二元構造は

カナダの特徴ということが出来る。 
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(1) 一般的な保護上限額 
(2) 保護上限が個別に適用される 6 つのカテゴリー 

Ⅳ．保険料と保険基金 
1．保険料 
(1) 保護対象となる預金残高 
(2) 保護対象預金残高の把握方法と見直し 
(3) 保険料率 
(4) 保険基金残高 

Ⅴ．加盟金融機関のリスク把握と破綻処理 
1．加盟金融機関のリスク把握 
(1) オフサイトモニタリング 
(2) オンサイト検査 

2．問題先への対応 
3．破綻処理手法 

Ⅵ．国際業務 
Ⅶ．広告宣伝 
1．認識向上推進運動(Public Awareness Campaign) 
2．一般向け年次説明会(Annual Public Meeting) 
Ⅷ．連邦預金保険公社と州の預金保険公社の二元構造 
 

 
 

Ⅰ．カナダの金融システムでの CDIC
の位置付け 

1．CDIC の沿革・目的 

CDIC は、連邦政府公社(Federal Crown 
Corporation)として、1967 年に設立された。

既に昨年で 40 周年を迎え国際的にも先発

の部類の預金保険機関である。 
CDIC の目的は、究極的にはカナダの金

融システムの安定確保である。預金者保護

と金融システムの安定確保との関係は、預

金保護制度により、「たとえ金融機関が破綻

しても預金が守られる」との安心感を与え

ることで、カナダ人が預金取付け起こし得

る要因を減らし、各金融機関が抱える預金

の安定性を維持し、ひいては金融システム

の安定へつながるというものである。 
なお、他の一般的な預金保険機関と同様、

CDIC が加盟金融機関の預金を保護すると

いっても、これは、当該金融機関の破綻時

の預金保護に限られ、不正や盗難等による

預金の損失を保護するものではない。 
 
2．カナダのセーフティーネットプレーヤー 

カナダでは、連邦レベル3のセーフティー

ネットプレーヤーが 5 つあり、CDIC はそ

のうちの 1 つである。他のプレーヤーは、

                                                   
3  州レベルでのセーフティーネットプレーヤー

である各州の預金保険公社については後述する。 
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財務省(Ministry of Finance)、金融監督当

局(Office of Superintendent of Financial 
Institutions、以下「OSFI))、中央銀行(Bank 
of Canada) 、金融消費者庁 (Financial 
Consumer Agency of Canada 、 以 下

「FCAC」)である。各機関の概要は以下の

とおりであるが、これら 5 つのプレーヤー

が協力してカナダの金融システムの健全性

確保を図っている。 

 

連邦レベルの

セーフティーネット

財務省

（金融機関政策立案、

法案作成）

中央銀行

（金融政策、LLR)
FCAC

（金融消費者保護）

CDIC

（連邦金融機関の

預金保護）

OSFI

（連邦金融機関検査

・監督）  

財務省―――財務省は、国全体の財政政策はもちろん、金融機関を統治する政策に

ついて責任を有する。これには、預金引受機関に関する立法、すなわち、

カナダ預金保険公社法(Canada Deposit Insurance Corporation Act、以

下「CDIC 法」)、OSFI 法、中央銀行法、銀行法、信託貸付会社法、保険

法、信用組合法等が含まれる。 

OSFI―――OSFI は、銀行、保険会社、信託貸付会社、信用組合等の検査監督を行

い、これらの機関が関連法を遵守するとともに、健全な財務状況を維持

することに責任を有する。 

中央銀行――中央銀行は、金融政策に責任を有するとともに、信用と通貨に関する

規制、およびカナダの経済金融の発展に責任を有する。また、カナダの

決済機構についても責任を有する。 

FCAC―――FCAC は、金融機関関連法中の消費者向け条文の確たる施行に責任を有

するとともに、消費者および零細企業の利益を保護するための金融機関

の自己規制イニシアチブの実施をモニターし、また、消費者の教育や消

費者からの問合せ対応を行う。 

 
これら 5 つのセーフティーネットプレー

ヤーの役割は、上記のように整理されつつ

も、一部に役割がオーバーラップすること

も皆無ではない。カナダでは、金融部門の

法律を定期的に見直す制度があり、こうし

た機会に役割の重複や不明確な点等を含め

非効率な部分の改正が行われる。 近では、

2007 年の制度見直しによって、CDIC 法が

改正され、従来は、OSFI が保有する連邦法

下で設立される金融機関の免許権限と、

CDIC が保有する預金保険への加盟許可権

限との関係が必ずしも明確でない点があっ

たが、OSFI が免許を与えた場合に自動的に

預金保険に加入することとされ、権限役割
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関係が整理された例などがある。 

Ⅱ．CDIC の組織とガバナンス 

1．CDIC の法的地位と法律上のマンデート 

CDIC は議会により連邦政府公社として

設立されたものであり、財務省を通じて議

会に対して説明責任を有している。CDIC
の業務および業務目的は CDIC 法により規

定されているが、預金保険の提供および金

融システムの安定促進と並んで、これらの

目的達成にあたり、CDIC にかかる費用を

小化することが定められている4。CDIC
の活動が CDIC 法に則ったものであるかを

含め、毎年 CDIC は議会に対して、年報と

中期計画を提出して報告を行っている。 

CDIC の目的(CDIC 法第 7 条) 
CDIC の目的は、 

(a) 預金の全部または一部の損失に

対し保険を与えること、 
(b) カナダの金融システムの安定を

促進ないしは安定に貢献すること、 
(c) (a)および(b)の目的を達成するに

あたっては、加盟金融機関に預金を

持つ人への利益に適い、また、CDIC
が被る損失可能性を 小化する方法

を用いること。 

                                                   
4  預金保険機関にかかるリスクを 小化するた

めには、加盟金融機関のリスク状況を把握し、リ

スクの削減を求めたり、リスクに応じた保険料を

賦課したり、預金保険からの排除を実施したりす

る、等の権限を有する必要が生じる。こうした点

を捉え、幅広い権限をもち、様々な活動をしてい

る預金保険機関を「リスクミニマイザー型の預金

保険機関」と呼び、預金保険料を受入れ、金融機

関破綻時に預金保険の払出しを行う、出納的な機

能だけを持つ単純な預金保険機関(「ペイボック

ス型の預金保険機関」)と区別することがある。 

2．役員会(Board)の構成と責任および行

動規範 

(1) 役員会の構成 

役員会は、議長、5 名の実務経験豊かな

民間メンバー、および 5 名の金融監督規制

に関し包括的知識を有する公的セクターメ

ンバーの合計 11 名で構成される。 

議長――金融実務能力を有する人物

で政府により任命される。 
民間メンバー(5 名)――政府の承認

の元で、財務大臣により任命

される。民間メンバーは、

CDIC の加盟金融機関の役職

員との兼務は出来ない。さら

に、公的部門(州・連邦の議員

職を含む)の役職員(正式な職

員でなくても公的部門機関に

オフィスを得ていたり、公的

部門から給与を得ていたりす

る場合を含む)との兼務も出

来ない。 
公的メンバー(5 名)――公的セクタ

ーの既定のポジションにある

ものがメンバーとなる。既定

のポジションは、中央銀行総

裁、財務副大臣、OSFI 長官、

OSFI 副長官(または OSFI 高

官)、FCAC 長官である。 
 
(2) 役員の行動規範 

役員は、「役員の業務および倫理規則

(Code of Business Conduct and Ethical 
Behaviour for Directors)」による厳格な行

動規則に服し、「利益相反規則(Conflicts of 
Interest Code」」に定められた事項につき、
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毎年、議長に報告が義務付けられている。

議長については、さらに、CDIC 加盟金融

機関の株式をいかなる場合でも保有しては

ならない等の追加的な規則が定められてい

る。 
CDIC に関する事項は役員会によって運

営・管理されることが CDIC 法により定め

られており、役員会には、その遂行に必要

な権限が同法により与えられている。 
役員会は、さらに役員会憲章を 2003 年に

策定(2006 年に一部修正)し、役員会のガバ

ナンスにかかる 20 の原則を定めている。そ

こには、公的政策目的のための政府公社と

して CDIC が従うべき健全な業務と財政の

規範についての役員会の理解と責任が示さ

れている。 
 

 

C D I C の 組 織 図
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3．CDIC 組織の概要 

(1) CDIC 組織と理事長 

CDIC の日々の運営は職員によって行わ

れる。CDIC の運営の長として、理事長

(President and CEO)1 名が置かれ、CDIC
職員と役員会との間をつなぐ役割を果たし

ている。 
運営は、大きく三つの部門(Division)と一

つの局(Department)により行われ、これら

の部門の全てが理事長に報告を行う。三つ

の部門とは、①法務・人事・広報部門、②

財務・総務部門、③保険・リスク管理部門

である。局は、④監査・コンサルティング

局である。（各部局の詳細については BOX
を参照のこと）。監査・コンサルティング局

は、理事長への報告とともに、監査委員会

に対しても直接報告を行う。 
 
(2) 執行役員と各部門の業務 

理事長は CDIC 執行役員のトップとして

CDIC を統率し、CDIC が効率的に機能す

るよう管理する責任を有する。理事長は、

同時に、CDIC がその目的を達成する中で、

CDIC 職員が役員会の政策と指示に則って

職務を遂行するように確認する責任がある。

3 部門それぞれに副理事長(Vice President)
が、執行役員として置かれ、担当する部門

の日々のオペレーション機能につき、理事

長に対して責任を持つ。執行役員ポストと

して、この他に、①秘書室長、②法務部長

(General Counsel)、③財務部門長(CFO)が
あるが、前 2 者は、法務・人事・広報部門

の副理事長が、CFO は財務・総務部門の副

理事長がそれぞれ兼務している。 
 

(3) CDIC 組織の陣容 

CDIC の人員は 2007 年 3 月時点で 79 名

に過ぎず、過去に多数の破綻を処理した時

でもピークで 115 名程度と少ない。後述す

るように破綻前の検査権限を持ち、加盟金

融機関のリスク評価も行うなど幅広い業務

をこれだけの人数でこなすために、実際の

オペレーションでは、外注を多用している。

例えば、OSFI と FCAC と共同して、預金

者保護や金融機関行政一般に関する電話照

会対応の業務を運営している(より厳密に

は、コールセンターの運営は CDIC が行い、

OSFI と FCAC の同種の業務についても

CDIC が受託している)が、このオペレーシ

ョンは完全に外注化されており、そこで働

く人員は CDIC 人員としてはカウントされ

ない。また、こうしたレベルとは異なり、

万が一の破綻が生じた際に利用する外注計

画も用意されている。具体的には、破綻金

融機関に処理に必要な実務をこなすのに必

要となる、会計、司法関係事務などを中心

に、会計事務所や弁護士事務所等への外注

が計画されている。 
なお、CDIC がその業務の広さに比して

80 名程度と人員が少なく、他国の預金保険

制度と比べて効率が良いとの見方も可能で

あるが、その際には、州の預金保険公社の

存在も勘案するべきかを検討することが望

ましい。後述するが、州預金保険公社の人

員は 10 州全体で 300 名程度であることか

ら、カナダ全体でみると預金保険公社

(CDIC 及び州預金保険公社)の人員は合計

で 350～400 とみることも可能である。 
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BOX   
CDIC の各部局 

 
①法務・人事・広報部門 

法務部――法務部は、CDIC に法務アドバイスを提供する。 も焦点が置かれるのは保

険・リスク管理および保険料支払い等の主要機能に対する法務サービスである。法

務部門は同時に CDIC の業務についても、契約事項や CDIC の法・組織体制が CDIC
法および細則等に則ったものとなっているかについてモニタリングを行う。 

人事部――人事部は CDIC の採用や給与といった人事・労務に関する全ての事項を担

当する。CDIC の人事・労務管理へのアプローチは、高い能力とともに高い倫理観を

持って仕事を行い、CDIC の目的を深く理解しこれを推進していこうとし、同時に仕

事に高い満足感を得るような人材を、CDIC に惹きつけ、職に留まるような職場環境

を維持することも含んでいる。こうした前向きな職場環境と優れた人材を維持する

ことの重要性は CDIC のガバナンスと経営実践に反映されている。 

広報部――広報部は、内部および外部とのコミュニケーション等を担当する。外部向

け広報としては、複数年に亘る預金保険に関する知識普及プログラムを実施してい

るところである。CDIC のホームページ運営も広報部の担当である。この他、電話で

の問合せへの対応等も担当している。 

②財務・総務部門 

企画部――企画部は、CDIC の戦略管理とレポーティング管理を担当する。また、プロ

ジェクト管理サービスを提供し、CDIC の各部門のプロジェクト管理者への技術情報

のサポートをする。主要な責任としては、コーポレートプラン、年報、実績報告書

等の作成がある。そのほか、施設管理、セキュリティ管理、業務継続計画の策定な

ども担当する。これら業務の実施にあたっては、保険・リスク管理部門のリスク管

理部と密接に連絡を取り協力して行っている。 

経理部――経理部は、CDIC の年次財務諸表や財務計画および予算などを含む、経理予

算事項を担当する。財務計画の策定については、財務管理法(Financial Adminis-
trative Act)に基づき、CDIC の 5 ヵ年中期計画を毎年策定提出することとなってお

り、これには将来の業務内容や主要なファイナンスの必要事項を含む。 

IT 部―――IT 部の主たる業務は、①情報システムの開発、②IT 関連サポートサービス

の提供、③情報の管理および記録から成る。情報の管理および記録業務は CDIC に

かかわる広範な情報を対象とする。 
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財務部――財務部(Treasury)は、余裕資金を運用するとともに、ファイナンスの必要に

応じた借入れの実施を担当する。財務部のオペレーションは、様々な証券への投資

によって投資収益を得ることを認めた役員会承認の財務リスクポリシーに則って行

われる。CDIC の流動性確保は、CDIC の内部留保の利用、政府(Consolidated 
Revenue Fund)からの借入れ、市場からの調達の順に実施される。財務部はこの他

に、資産負債管理(ALM)および ALM 委員会を担当する。 

③保険・リスク管理部門 

情報技術部――情報技術部は、加盟金融機関のリスク評価に必要となる CDIC が必要

とする加盟金融機関の財務データが確実に入手できるよう、財務データに関する関

連公的機関間の委員会である財務情報委員会(Financial Information Committee、以
下「FIC」。同委員会は金融機関監督委員会<Financial Institutions Supervisory 
Committee>の下部委員会)へ積極的に参加している。保険・リスク管理部門の業務

を遂行する上で重要な「介入システム」の維持管理についても、情報技術部は、財

務・総務部門の IT 部とともに責任を有する。加盟金融機関破綻時には、情報技術部

のスタッフはペイアウトを円滑に行うために特定の業務の割当を受ける。 

リスク評価部――リスク評価部は、加盟金融機関全体およびそのうちの中心参照行の

リスクプロファイルを分析評価する担当である。特にリスクが高い金融機関につい

ては、必要に応じて特別検査を含めより詳細なリスク評価を行う。破綻処理にあた

って、その手法等について保険・リスク管理部門担当の副理事長を助ける。同部も

FIC に積極的に参加している。 

リスク評価・介入部――リスク評価・介入部は、加盟金融機関のペイアウトを担当し、

準備検査を実施し当該金融機関の抱える預金状況をレビューし、また、破綻時に直

ちに預金情報を活用できるよう当該金融機関の情報システムや会計システムを確認

する。同部は CDIC のコンティンジェンシープラン（危機管理計画）策定の調整も

担っている。また、破綻金融機関の清算プロセスにおいて CDIC が回収金額を 大

化するようモニタリングを行うとともに、各破綻処理が適切に行われたかをレビュ

ーする責任も負っている。 

保険部――保険部は、加盟金融機関が預金保険ポリシーに定められた条件に従ってい

るかをモニタリングする。特に、可変保険料に関して求められる報告、可変保険料

率カテゴリーへの加盟金融機関の割振り、保険料一般について担当する。また、金

融機関の預金保険への加盟、脱退、排除等についても責任を持つ。 

リスク管理部――リスク管理部は、CDIC 全体のリスク管理の手法について調整し、リ

スク管理が全体として機能することに責任を持つ。CDIC のリスク管理の枠組みは、
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CEO、執行役員らから構成されるリスク管理委員会で検討され、監査委員会そして

役員会に報告し承認を受ける形で行われる。 

政策・国際部――政策・国際部は、CIDC の責任と業務に関する政策を評価、発展、提

言する責任を担っている。また、預金保険制度の導入・強化を検討している国の支

援、効率的な預金保険のガイダンスの作成といった CDIC の国際業務も担当してい

る。 

④監査・コンサルティング局 

監査・コンサルティング局――同局は、CDIC の内部監査を実行し、日常ベースで CDIC
が法令を遵守していることを確認している。特に、CDIC が帳簿を適切につけている

かどうかとともに、①CDIC 資産がきちんと維持管理されているか、②全ての取引が

適切な決済の下で行われているか、③資源が経済的かつ効率的に利用されているか、

④業務が実効的に行われているかといった点を確実にするためのシステムが維持さ

れ実践されているかどうかを判断する。また、同局は毎年リスクベースの戦略業務

計画を作成し、監査委員会の承認を受け、年末には同計画に対しての実施状況が監

査委員会によって評価される。同局が実施した内部監査結果は、監査分野ごとにま

とめてレポート化され、監査結果に対する経営の行動計画とともに監査委員会に提

出される。同局はまたフォローアップ監査を実施し、経営の行動計画の実行状況に

つき、定期的に監査委員会に報告を行う。年末には、同局は行政監査(Office of the 
Auditor General)が CDIC の監査レポートを作成するのに協力するとともに、行政

監査が行う特別監査を助ける。 

⑤秘書室 

秘書室――秘書室は、役員会がその役割と責任を果たせるよう支えるとともに、役員

会の運営等を確実に行い効率的に機能するよう議長を助ける責務を負っている。
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Ⅲ．預金保険の保護範囲 

1．対象金融機関 

対象金融機関すなわち CDIC への加盟金

融機関は、カナダで設立されたほぼ全ての

銀行、預金引受貸付信託会社、および協同

信用協会法(Cooperative Credit Associa-
tions Act)により設立された協同信用協会

である。 
一方、預金を受入れつつも CDIC に加盟

していない金融機関としては、例えば、信

用組合(Credit Union および Caisses Po-
pulaires、設立州の州預金保険公社に加盟)、
外国銀行のカナダ支店、一部のカナダ設立

の銀行などがある。これらの外国銀行カナ

ダ支店および CDIC 非加盟銀行は、法律に

より顧客に対して、①CDIC に加盟してい

ないこと、②従って、預金は CDIC により

保護されないこと、を周知する義務がある。 

1999 年に脱退（オプトアウト）規則が定

められ、一定金額以上の大口ホールセール

預金のみを扱い、リテイル預金を取扱わな

い銀行の場合、預金保険制度からの脱退を

認めることとされた。オプトアウトの対象

は 2007 年の CDIC 法改正でもさらに拡大

された。こうした制度の影響もあり、CDIC
加盟行は 近一貫して減少傾向にあり、現

在は 80 行にまで減少している。もっとも、

オプトアウトを行う金融機関はもともと大

口ホールセール預金中心の先が多く、保有

預金のうちで保護対象預金の割合が相対的

に低いこと等から、加盟金融機関数の減少

が、付保預金総額の減少につながる影響は

限定的で、付保預金総額は、むしろ漸増傾

向にある。
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2．対象金融商品 

(1) 対象金融商品 

金融商品が CDIC による預金保険の対象

となるためには、上記の CDIC 加盟金融機

関に預けられた、ないしは同金融機関によ

り発行されたものであるとともに、カナ

ダ・ドル建て、かつ、以下の特定の商品で

あることが条件である。なお、保護対象は

元本だけでなく利息も含まれる。 

加盟金融機関数(右目盛) 
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①普通預金および当座預金 (savings 
accounts and checking accounts) 

②約定期間 5年以下の定期性預金(なお、

金利水準が、株式等のインデックス

により変化するタイプの預金も含

む) 
③為替、支払保証小切手、旅行者小切

手、銀行手形 
④不動産関連税支払いのための預金 

通常の預金だけでなく、為替や旅行者小

切手も保護対象商品である点が特徴である

が、これらは銀行が発行し、記名された利

用者が、既定の金額を受取ることが定めら

れている金融商品であり、この金額が保護

対象となる。 
 
(2) 非対象金融商品 

一方、対象とならない商品としては、①

株式およびミューチュアルファンド、②約

定期間が 5 年を超える定期性預金、③債券、

④政府短期証券がある。 
 
3．保護上限 

(1) 一般的な保護上限額 

上記の条件(加盟金融機関扱いのカナダ

ドル建ての保険対象金融商品)を全て満た

す金融商品は CDIC により保護されるが、

その金額は無制限ではなく、一人一金融機

関あたり 10 万カナダドル5と定められてい

る(元本と利息を合計して適用)。 
因みに、この保護上限額は、足許の為替

                                                   
5  1967 年の CDIC 設立時には 2 万カナダドルで

スタートしたが、その後段階的に引上げられ、

2005 年度に 6 万カナダドルから 10 万カナダド

ルに変更され現在に至っている。 

レートで換算すると、我が国の保護限度額

（1,000 万円）とほぼ同等である。しかし、

この保護上限の適用は、次項で説明する 6
つの異なるカテゴリーそれぞれに別途適用

されるため、同一破綻金融機関に係る金融

商品であっても、それらが別のカテゴリー

に属する場合には、総合的には 10 万カナダ

ドルを越えて保護されることもあり、実際

には我が国の保護範囲よりも広くなること

がある6。 
加盟金融機関同士が合併した場合、ある

いは一方が他方を買収した場合等について

は、上記の一金融機関あたりの保護上限額

の扱いは、合併・買収時点に存在していた

預金については、これらを引出すまで(定期

預金においては満期を迎えるまで)は、合

併・買収前と同様のものとなる。合併・買

収時点以降に新たに預けられた預金、およ

び、同時点以降に満期を迎えた定期預金に

ついては、通常の保護上限額が適用される。 
 
(2) 保護上限が個別に適用される 6 つの

カテゴリー 

①個人名での預金 

自然人、法人を問わず、個人(あるいは 1
企業)の名前で預けられた預金は、その名前

で総合（名寄せ）され保護上限額まで保護

                                                   
6  このようにカテゴリー別にそれぞれ保護上限

額を適用する例は、カナダの他に米国でもみら

れる。米国では 8 つのオーナーシップ形態別に

それぞれ保護上限を適用する結果、実質的な保

護総額は表面的な保護上限額より大きくなるこ

とがある。一方、わが国でも、保護上限 1,000
万円が適用される預金等の外枠に決済用預金が

あり、決済用預金については上限無しに保護さ

れる制度となっているため、実質的な保護上限

総額の大小を各国間で比較する際には注意が必

要である。 
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される。 

②共同名義での預金 

共同名義での預金は、個人名義預金とは

別に保護上限額まで保護される。具体的に

は、例えば A、B、C の 3 名での共同名義で

12 万カナダドルの預金がある場合、このう

ち 10 万カナダドルについて保護される7。

これは、A、B、C がそれぞれ個人名義で保

有する預金とは別枠である。 

③信託預金(Savings Held in Trust) 

受益者 (Beneficiary) のために委託者

(Trustee)が預けた預金は、他の預金とは別

のカテゴリーとして 10 万カナダドルまで

保護される。例えば、お祖母さんが孫が将

来大きくなった時のために孫のために信託

預金をするようなケースが該当する。もっ

とも、目的がかなり先の将来の受益であっ

ても、信託される預金形態は、当座預金、

普通預金、および約定期間が 5 年以下の定

期預金でなければ、預金保護の対象にはな

らない。 

④老後預金(Savings Held in Registered 
Retirement Savings Plan <RRSP>) 

RRSP は退職時に備えてお金をためる口

                                                   
7  参考までに、米国でも共同口座は個人口座とは

異なるオーナーシップ形態として扱われ、保護上

限が別枠で与えられるが、適用の仕方はカナダの

方式と異なり、実質的な保護額はさらに大きくな

り得る。上記の A、B、C の 3 名で 12 万ドルの

共同口座を保有している例をとると、カナダでは

共同口座総額で保護上限 10 万ドルを適用するの

に対し、米国では 12 万ドルを 3 名に配分し、そ

れぞれが 4 万ドル保有しているとみなした上で、

A、B、C それぞれについて、共同口座形態で保

有している金額の 10 万ドルまで保証する。従っ

て、この例においてカナダ方式では保証対象外と

なる 2 万ドルも、米国方式では保護対象となる。 

座である。この口座へ預ける預金形態のう

ち、普通預金と 5 年以下の定期預金は、保

護の対象となり、これまでのカテゴリーと

は別枠で保護上限額まで保護される。 

⑤年金預金(Savings Held in Registered 
Retirement Income Fund <RRIF>) 

RRIF は退職後に定期的に支払いを受け

ることが出来るタイプの口座である。この

口座へ預ける預金形態のうち、普通預金と

5年以下の定期預金は、保護の対象となり、

これまでのカテゴリーとは別枠で保護上限

額まで保護される。 

⑥不動産関連税の支払いのための預金 

カナダでは、不動産ローンを借りている

場合、毎月の元利払時に、不動産関連税も

少しずつ借入れ銀行に積み立てておく契約

形態がある。この不動産関連税支払いのた

めの積立金預金口座については、これまで

の預金カテゴリーとは別枠で保護上限額ま

で保護される。 
 

Ⅳ．保険料と保険基金 

1．保険料 

保険基金の原資である保険料は、加盟金

融機関により支払われる。保険料の金額は、

保護対象となる預金残高に、保険料率を乗

じて計算されるが、保険料率は一律ではな

く、金融機関の抱えるリスクに応じて異な

る保険料率が適用される(可変保険料率)。 
 
(1) 保護対象となる預金残高 

金融機関が破綻した際に保護される預金

は、前節でみたとおり、①加盟金融機関に
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預けられた、②カナダドル建ての、③特定

の金融商品で、④6 つのカテゴリー毎に保

護限度額(10 万カナダドル)までの預金であ

る。保険料を計算する際に用いられる「保

護対象となる預金残高」には、毎年 4 月末

時点8で実際に保護される対象となる預金

残高が使用される。 
―― 例えば、ある企業が手元資金の運用

のために、100 万カナダドルの大口定

期預金をある銀行に保有している場合、

保護限度額以内の 10 万カナダドルに

ついては、預金保険料の計算対象とな

るが、保護限度額を超える 90 万カナダ

ドル部分については、預金保険料の計

算対象とはならない。これを、金融機

関からみれば、別々の企業から 10 万ド

ルの定期預金を 10 口集める(総額 100
万ドル)よりも、一つの企業から 100 万

ドルの定期預金を得る方が預金保険料

支払いコストの点で有利ということが

いえる。 

この保険料計算対象を保護限度額内の預

金に限定する CDIC の方式は、金融商品と

して保険の対象であれば金額にかかわらず

保険料計算対象とする我が国の方式とは異

なる。CDIC の方式は、実際に保護される

部分についてだけ保険料を支払うという点

で公平とされるが、実際の保護対象部分把

握の金融機関のコスト(手間)は少なくなく、

                                                   
8  この点、わが国においては、年度末等の一時点

の預金残高でなく、年度の平均的な残高を対象と

しているのとは異なっている。保険料計算対象と

して平均残高を採用するにあたっては、平均残高

を把握するための金融機関のコスト(手間)をい

かに勘案するかが大きい。しかし、一時点の預金

残高を計算対象とする場合には、その一時点だけ

預金残高を縮小させようとの歪んだインセンテ

ィブを与えるとの指摘も一般的に行われる。 

次項でみるようにカナダの金融機関からは

見直しを求める要望が強く、CDIC におい

て検討をしているところである。 
 
(2) 保護対象預金残高の把握方法と見直し 

保護対象限度額内の預金残高を把握する

ためには、同一預金者による預金を、6 つ

のカテゴリー毎に合算し、保護対象限度額

内の残高を計算する必要がある。これは

CDIC が行えるものではなく、CDIC 法が、

金融機関に毎年こうした作業を義務付けて、

CDIC に報告を行わせている。 
金融機関における具体的な把握方法は、

以下のとおりである。 
① 総預金残高から対象外預金残高を控

除する。 
② 対象預金を 6 つのカテゴリーに区分

する。 
③ 各カテゴリーに区分された預金を預

金者毎に集計する。 
④ 10 万カナダドルを越える部分を控

除する。 

こうした作業により保険料計算対象を限

定する方式は、前述の公平性の点に加え、

このような名寄せ作業を金融機関が毎年行

う結果、実際の金融機関破綻時の処理がス

ムーズに行いやすくなる点、などがメリッ

トとしてあげられることがある。しかし、

作業負担をきらう加盟金融機関からは簡素

化等の見直しを要望する声が強く、2007 年

3 月の CDIC 法改正において、当該関連条

文が以下のように改正された。 
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CDIC 法第 21 条第 5 項 

「同条の目的で、加盟金融機関は、

CDIC により保護される対象預金残高

を把握するために CDIC が認めるどの

方式を利用してもよい」(改正前) 
↓ 

「同条の目的で、加盟金融機関は、

CDIC により保護される対象預金残高

を把握ないしは推計するために CDIC
が認めるどの方式を利用してもよい」

(改正後) 

この改正により、預金保険料の計算対象

の定義自体は変わるものではないが、対象

預金残高の算出手法において多少の柔軟性

を認める余地が出来たこと受け、CDIC で

は、2007 年 7 月に、見直し方向を探るコン

サルテーションペーパーを出し、2008 年現

在、見直しを行っているところである。 
―― 例えば、財務諸表で報告される預金

関連計数と預金保険対象預金残高との

関係を統計的に検証し、安定的な相関

が確認できる預金関連報告計数があれ

ば、これを代位変数として預金保険対

象預金残高を推計すること等が試行さ

れている。2004 年に行われた調査では、

カナダドル建て個人預金総額が預金保

険対象預金座高との相関が も高く、

2004 年計数では、カナダドル建て個人

預金総額の 82％が預金保険対象預金

残高であるとの関係が観察された。し

かし、この比率は 1996 年から 2004 年

にかけて低下傾向にあり、安定的では

ないことも同時に判明した9。さらに、

                                                   
9   2006 年 4 月末時点では、カナダドル建て預金

総額と保護対象預金残高の比率は 57％となった。

2005年度から保護限度額が6万カナダ

ドルから 10 万カナダドルに引上げら

れことに伴い、同種の統計的分析を行

うために必要な過去の実績データの確

保さえ困難となっている。 

―― カナダドル建ての約定期間 5 年以内

の定期預金であれば、金利水準が、あ

らかじめ定められた(例えば満期日な

ど)参照日の、株価、為替レートや商品

相場等のインデックスにリンクして決

定される、あるいは参照金利に従って

決定されるような複雑な預金も保護対

象とされる(CDIC法第14条第2-51項)。
こうした商品が満期日に利息が決定し

利息が元本に加えられるよりも前の段

階で金融機関が破綻した場合、経過利

息が保護されることとなっている。し

たがって、保険料計算対象の算出にお

いては、同経過利息についても算出す

る必要があるが、メインシステム外の

個別作業で対応する例が多く、金融機

関にとってかなりの手間となっている。

このため、同経過利息の計算も金融機

関から見直し要望が出されている点で

ある。これまでの実績では、加盟金融

機関の 2 割がこうした預金を取扱って

おり、該当する金融機関が報告した経

過利息額の水準は、保護対象預金残高

の 0.6％に過ぎない。しかし、この比率

は金融機関によりばらつきがあり、

0.1%未満の先から 6.5％に上る先まで

ある。経過利息が保護対象預金残高の

6％超を超える金融機関もあることか

                                                                        
また、同比率は金融機関毎に、大きく異なってい

る点でも直ちには推計に利用し難いとの見方が

なされている。 
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ら、直ちに経過利息の計算を全て省略

させることはできないが、経過利息の

影響が一定レベル以下の先については

計算を省略させることを念頭に、カッ

トラインを設けること等が検討されて

いる。 

(3) 保険料率 

CDIC では 1999 年 5 月から(CDIC の保

険料年度は 5 月 1 日から翌年 4 月 30 日ま

で)可変保険料方式を採用した。具体的内容

は、可変保険料付則(Differential Premium 
By-law)に定められ、付則は定期的に見直し

が行われる。 
加盟金融機関を、検査結果等の定性的情

報、および財務諸表等の定量的情報を利用

して､スコアリングを行い、その得点に応じ

て 4 つのリスクカテゴリーに分類し、それ

ぞれのカテゴリーについては同一の保険料

を適用する10。 
2005 年度～2008 年度における保険料率

は、 上位カテゴリーから順に 72 分の 1％
(約 0.014%)、36 分の 1%(約 0.028%)、18
分の 1％(約 0.056%)、9 分の 1%(約 0.111%)
とされている。CDIC 加盟の金融機関は

1996 年を 後に破綻が生じておらず、その

後は預金保険基金水準は回復、積増し傾向

にあることから、これらの料率は徐々に引

下げられてきている。 
―― 例外的に 2001 年度にかけて第Ⅳ区

分の料率が引上げられているが、これ

                                                   
10  スコアリングの具体的方法については､「米国

及びカナダの預金保険料制度」(預金保険研究創

刊号・片岡久議)が詳しい。なお、スコアリング

に使用する情報についての見直しは随時行われ

ているため、 新の情報については「CDIC 
Differential Premium By-Law」(CDIC ホームペ

ージ)を参照することが望ましい。 

は、1999 年度の可変保険料率制度導入

時に、当初 2 年間は経過措置として第

Ⅳ区分の金融機関についても第Ⅲ区分

と同じ料率を適用し、どの金融機関に

とっても適用保険料率が可変料率導入

前の固定料率を上回らないように配慮

したためである。 

この結果、CDIC の実効平均料率は足許

では 0.02%を下回るレベルまで低下し、

CDIC 発足時の定額料率 0.033%を下回り、

これまでで も低い水準となっている11。 
これには、リスク区分毎の料率が低下し

ていることに加えて、各リスクカテゴリー

に分類されている金融機関数の割合が優良

先に集中してきていることも影響している。 

                                                   
11 なお、1999 年度以降の平均実効料率は、各リ

スクカテゴリーに分類される金融機関数割合

を用いて預金保険機構にて計算したものであ

る。正確に加重平均を算出するには、リスクカ

テゴリーに分類される割合として金融機関数

ではなく、その金融機関が保有する保護対象預

金残高を用いる必要があり、ここでの試算結果

はあくまで参考として用いられるべきもので

ある点、注意が必要である。 
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▽ 料率区分( 高Ⅰ～ 低Ⅳ)毎の料率推移(単位：ﾍﾞｰｼｽﾎﾟｲﾝﾄ＝0.01％) 

99､00年度 01年度 02～04年度 05～08年度
Ⅰ 4.2 4.2 2.1 1.4
Ⅱ 8.3 8.3 4.2 2.8
Ⅲ 16.7 16.7 8.3 5.6
Ⅳ 16.7 33.3 16.7 11.1  

 
▽ CDIC 設立以来の料率推移(単位：ﾍﾞｰｼｽﾎﾟｲﾝﾄ＝0.01％) 
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▽ 各料率区分( 高Ⅰ～ 低Ⅳ)に属する金融機関数の割合推移 
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(4) 保険基金残高 

① 事前積立方式の採用 

加盟金融機関が破綻し保険金の支払い等

で必要となる資金については、万が一に備

えて事前に積立てを図る方式と、一時的に

政府支出等で賄った上で事後的に加盟金融

機関から徴収する方式、およびその中間形

態に大別される。CDIC では、預金保険制

度が健全に機能するためには、破綻に際し

て必要となる資金をあらかじめ用意してお

くことが重要であるとの認識に基づき、事

前積立方式を採用している。 
もっとも、積み立てた保険基金でも不足

する事態、ないしは保険基金で賄える金額

であっても緊急に流動性が必要となった場

合に備えて、政府から 60 億カナダドルまで

の即時の借入れも可能となっている(CDIC
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法第 10.1 条第 3 項)。 

② 保険基金残高と積立て目標 

事前積立方式を採用する場合でも、具体

的に保険基金の積立て目標を定める方式と、

特に目標を定めることなく保険基金残高を

積増していく方式がある。CDIC では、2004
年度から保険基金の積立て目標を定め、保

険料率の決定においても、目標水準と現在

の保険基金水準との乖離状況なども考慮す

るアプローチを取っている。 
具体的には、CDIC は保険基金の積立て

目標を、保護対象預金残高の 0.4％～0.5％
という形で定めている。これは、①金融機

関の破綻確率、②破綻時の保護対象預金残

高見込み、および、③損失率の見込みを用

いて、シミュレーションを行って計算され

たものである。 
今後 1 年間に必要となる保険基金の必要

額見込みについては引当金という形で積立

てた上で、実際に必要となる金額がこの平

均的な必要額見込みとどれだけ乖離する可

能性があるかについては、上記三要素を用

いてモンテカルロシミュレーションという

統計的手法により、一定の信頼水準下での

値を推計し、その乖離額をカバーできるよ

うに目標保険基金残高を設定している(い
わゆるEL＜期待損失＞には引当金で対応し、

UL＜非期待損失＞には保険基金で対応す

るとの考え方)。 
2004 年に保険基金残高を付保預金残高の

0.4％～0.5%とする目標を定めた際には、保

険基金残高は 2010 年に目標下限に到達す

る見込であった。達成まで 6 年間かかる点

に関しては、時間がかかり過ぎると積上が

り前に危機に直面する可能性が否定できな

い反面、あまりにすぐに達成されるとその

後の積上がり過ぎに対処せねばならない点

が問題との双方の考え方があり、2004 年度

には保険料率の変更は行われなかった。 
 
 
▽ 保険基金残高および目標積立額(上限、下限)の推移イメージ 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

目標上限 目標下限 実績・予想

年度

（10億カナダドル）

 
(CDIC コーポレートプラン資料より作成)
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その後、積み上がり状況は順調に推移し

たが、2005 年度から料率の引下げに加え、

保護限度額が6万ドルから10万ドルに引上

げられた結果、分母である付保預金残高が

増大し、0.4%水準の達成は 2012 年度に後

ずれすることとなった。さらに、足許では、

付保預金残高の増加が予想よりも大きくな

った結果、0.4%水準の達成見込み年度は

2015 年度に一段と後ずれしている(2007 年

末時点で保険基金残高は 16 億カナダドル

で、2007 年 4 月末時点の付保預金残高対比

で 0.34%の水準)。 
 

Ⅴ．加盟金融機関のリスク把握と破綻

処理 

1．加盟金融機関のリスク把握 

CDIC が加盟金融機関のリスクを把握す

る手法は、オフサイトでのモニタリングを

通じて把握するものと、オンサイトでの検

査を通じて把握するものに大別される。も

っとも両者は独立して機能するものではな

く、オフサイトモニタリングを通じて明ら

かになった問題点をオンサイト検査で確認

するとの関係にある。 
 
(1) オフサイトモニタリング 

オフサイトのモニタリングでは、金融機

関から徴求するデータが重要な情報である

が、カナダでは金融機関徴求データについ

ては、中央銀行、OSFI、CDIC の 3 者で共

同して取扱う形が取られている。具体的に

は、徴求データ内容を 3 者協議で決定し、

徴求の実務は中央銀行が代表して行い

FIC(Financial Information Center DB)と
いう DB に入力し管理する形である。CDIC

を含む 3 者はこの DB へ自由にアクセス出

来るようになっている。 
また、CDIC では、OSFI が行った検査結

果レポートも入手できることとなっており、

上記の金融機関からの徴求データ、外部機

関の格付、株価などの市場情報、金融機関

を取り巻くマクロ経済環境等の情報と合わ

せ総合的に利用している。 
現在の CDIC 加盟金融機関は 80 である

が、グループベースでは 55 程度となり、こ

れを保険リスク管理部門のリスク評価部の

スタッフが分担して、上記の DB を始めと

する様々な情報を利用して総合的な分析を

行いリスク評価を行っている。このリスク

評価は、各加盟金融機関につき、少なくと

も四半期ごとに、問題がある先については、

より頻度をあげて行っている。 
 
(2) オンサイト検査 

リスク評価部でのオフサイトモニタリン

グ等を通じて、加盟金融機関が問題を抱え

る可能性が明らかとなった場合、CDIC で

は、オンサイト検査である特別検査を実施

することが出来る。 
同検査の目的は、問題の状況をより正確

に把握することにあるが、CDIC がオンサ

イト検査を実施するということでの無用な

市場の憶測を避けるため、実際の運用では、

OSFIにCDICの抱える懸念を伝えてOSFI
による検査を促す、あるいは、外部監査会

社に委託して限定的にいくつかの懸念ポイ

ントを確認してもらうといった形が取られ

るようである。 
この他、オンサイト検査としては、より

破綻の懸念が強い時には、破綻処理を念頭

に準備検査が行われる(次項参照)。 
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2．問題先への対応 

問題金融機関に対する対応については、

問題の度合いに応じて OSFI の守備範囲と

CDIC の守備範囲を定めた介入ガイドライ

ン (Guide to Intervention for Federally 
Regulated Deposit-Taking Institutions)が
定められており、このガイドラインによっ

て、加盟金融機関が抱える問題が大きくな

る前に、早期に是正を図る枠組みが整備さ

れている。こうした早期是正のための枠組

みを整えることによって、潜在的に破綻に

通じるような事態に対して効率的に対応す

ることが可能となるとともに、枠組みをは

っきりと示すことで、加盟金融機関が自ら

のリスクを削減することにも寄与すること

を狙っている。 
連邦金融機関の規制監督においては、

OSFI が第一義的責任を有しており、OSFI
はリスクベース検査を通じて金融機関の安

全性、健全性を評価する。通常時において

は、CDIC が金融機関に何らかの是正を求

める際は、OSFI を通じて行い、CDIC は直

接には金融機関と健全性等についてのやり

とりは行わない。しかし、金融機関が問題

を抱え、ガイドラインにある各ステージに

分類された場合は、CDIC は法律で定めら

れた CDIC の任務の必要に応じ、CDIC 法

および付則に則り、問題金融機関に裁量を

生かして対応する。これには、準備検査や

保険契約の解除等を含む。 
ガイドラインでは、金融機関が問題を抱

えていると判断された場合に、当該金融機

関の抱えるリスクの状態に応じて以下の 4
つのステージに分けて、それぞれのステー

ジでの CDIC、OSFI それぞれの政策手段、

および両者の協調内容を以下のように具体

的に定めている。 
なお、介入ガイドラインは、どのような

状況においても決められている対応が取ら

れるようにするという意味での厳密な枠組

みではなく、それぞれのケースにより、状

況は大いに変わり得ることを前提としてい

る。従って、ガイドラインの内容が、特定

の状況に対して OSFI と CDIC が取り得る

対応の幅を限定するようなものとは捉える

べきではない。
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「預金受入連邦金融機関への介入ガイドライン」(主要点の抜粋) 

 

ステージ 1：早期警告段階 
OSFI は、金融機関の経営者等に懸念を伝

え、改善策の策定を求める、また、報告書の

提出頻度や内容を強化し、検査を強化する。

改善策については、経営者との間でその実現

について契約を交わす。必要に応じ営業の一

部制限を命じる。 

CDIC は、金融機関を CDIC の要注意先リ

ストに載せ、その旨を金融機関に伝達する。

また必要に応じて、問題の状況をより正確に

把握するための特別検査を行う。 

ステージ 2：存続可能性あるいは健全性にかかわるリスク段階

OSFI は、CDIC とともに金融機関の問題

が悪化した場合に備えたコンティンジェン

シープランの策定を始める。 

CDIC は、金融機関が預金保険法および細

則に反している場合は、その旨伝える、公式

なレポートを経営者に送り、同事態が改善さ

れない場合には、預金保険のキャンセル等の

アクションを取ることもある。また、破綻処

理が必要となった場合に備えて、円滑な処理

を確実にするための準備検査12を実施する。

ステージ 3：将来の存続可能性に多大な懸念がある段階

OSFI は、業務制限の範囲を拡大し、OSFI
職員を問題金融機関に常駐させるとともに、

金融機関経営陣に、リストラ策の策定ないし

引受け先の開拓等を促す。また、破綻に備え

てのコンティンジェンシ－プランを拡大強

化する。 

CDIC は、OSFI との連絡をより密接強化

するとともに、破綻時に CDIC が被るコスト

を 小化するための手段を講じる。 

ステージ 4：存続不可能／破綻切迫段階

OSFI は、一時的に資産管理を行い、裁判

所に清算命令をリクエストする。 
CDIC は、必要に応じて FIRP13を開始す

るとともに、清算人ないし管財人の役割を務

める。 

                                                   
12 準備検査は、預金データのシステムの確認などを含めて行われるもので破綻処理準備の一環と位置付け

ることが出来る。 
13 Financial Institution Restructuring Provision の略。次項参照。 
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3．破綻処理手法 

CDIC 法で定められた主要な破綻処理手

法としては、①ペイアウト（預金払戻し）、

②P&A(我が国の資金援助方式にあたる)を
主体としつつ、他に、③Agent Agreement、
④ Financial Institution Restructuring 
Provision(FIRP)がある。 
―― Agent Agreement は、破綻金融機関

の資産負債管理を健全金融機関に委託

し、預金の払戻し等を行わせるもので

あり、破綻金融機関は処理されその営

業ベースは失われるので概念的にはペ

イアウトに近い点もあるが、受託した

健全金融機関が受託業務を遂行する過

程で営業ベースの一部を吸収すること

も否定できず、P&A 的な側面もある。

ただし、受託金融機関は、破綻金融機

関の資産負債を引受けることなしに、

破綻金融機関のブックのままで扱う点

が狭義の P&A とは異なる。 

―― FIRP は破綻金融機関の営業を一時

的に CDIC が行うもので、その期間は

90 日以内(内閣の承認で 90 日間の延長

が可)とされている。実質的には、ブリ

ッジバンクに近いが、与えられる期間

が短いために、FIRP を実施する際には

その実施決定時に既に 終的な受け皿

がほぼ決まっていない限り、FIRP での

処理が達成できない懸念が強い。この

点で、現実的には実用性が少ない処理

手段とされている。 

CDIC では、加盟金融機関の破綻が 1996
年を 後とし過去 10 年間以上にわたり、実

際の破綻が無く、破綻処理の経験が薄れつ

るあることから、2004 年から年に 1 回破綻

処理シミュレーションを行っている。シミ

ュレーションでは実際の破綻時に、円滑に

預金払出しが実行できるかどうかを確認し、

問題点があればその後の改善に結びつけて

いる。 
 

Ⅵ．国際業務 

世界の預金保険機関の国際的な組織とし

て、国際預金保険協会(International As-
sociation of Deposit Insurers 、 以 下

「IADI」)が 2002 年に設立されたが、CDIC
はその創立メンバーであるとともに、当時

の CDIC 理事長が、初代の IADI 会長を勤

めるなど、国際業務に対して積極的に関与

してきた。IADI を通じた多国間協力だけで

なく、各国からの研修グループの受入など

の 2 国間協力などにも意欲的な取組みを見

せてきた。 
CDIC が積極的に国際協力を推進する背

景は、金融業務が国際的な広がりを強め、

国境がますます低くなる中で、他国の金融

システムの安定状況がカナダの金融システ

ムに与える影響が徐々に強まってきている

状況に鑑み、他国の金融システム安定に寄

与することが同国の利益に適うという点に

ある。また、国際協力を通じて、他国の預

金保険等のセーフティーネットについての

知識を深めることで、CDIC の業務遂行運

営のさらなる改善に役立つといった面、ま

たグローバルな金融問題をいち早く把握す

ることで、カナダの金融機関への適宜、適

切な対応が可能になるといった面も指摘さ

れる。 
なお、こうした積極的な国際協力が評価

され、2006 年には IADI により、同年の

優秀預金保険機関(Deposit Insurance Or-
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ganization of the Year)14として表彰を受け

た。 
 

Ⅶ．広告宣伝 

各国の預金保険機関ともに、預金保険の

存在・内容を一般に周知させることに相応

の意を用いているが、CDIC は、こうした

広報活動を行う上で、ホームページの利用、

印刷物の配賦に加え、テレビコマーシャル

の利用にまで踏込んでおり、具体的広報手

段が多義に亘っている。広報活動へのこう

した積極的な取組みも CDIC の一つの特徴

となっている。さらに、広報活動の一環と

して以下のような取組みがある。 
 
1．認識向上推進運動(Public Awareness 

Campaign) 

CDIC は毎年、年初(1~2 月が中心)に、一

般の預金保険についての認識を高めるため

のキャンペーンを実施している。こうした

キャンペーンをスタートすることになった

きっかけは、2000 年に実施した調査で、カ

ナダ人の半数以上が預金保険を知らなかっ

たことにある(預金保険を知っていたカナ

ダ人は 47%)。同推進運動では、上記の TV
コマーシャルの強化、HP の見直し等を集

中的に実施するほか、一般の預金保険への

認識調査なども実施している。 
―― 2007 年初時点では、預金保険の保護

                                                   
14 優秀預金保険機関賞は 2005 年に IADI によ

り創設された。IADI の活動目的(預金保険の分野

における国際協力を推進することで金融システ

ムの安定に寄与すること、預金保険機関および関

連団体間のより広い国際的連絡を強化すること)
に も寄与した預金保険機関を毎年一つ選出し

これを称えるものである。なお創設年である

2005 年の同賞は台湾の預金保険機関である

CDIC(Central Deposit Insurance Corporation)
に与えられた。 

限度額が一人一金融機関あたり 10 万

カナダドルであることを正しく認識し

ている人は僅かに 10％であったが、キ

ャンペーン後の調査では、シニアの 4
割以上が同保護限度額を正しく認識し

ているとの結果が出ている。 

2．一般向け年次説明会(Annual Public 
Meeting) 

CDIC は、新たな広報宣伝活動の試みと

して、2006 年から一般を対象に CDIC の状

況を説明する年次説明会を年末に開催する

こととした。年次説明会では、役員会議長、

理事長、副理事長など CDIC の経営・運営

のトップが出席し、直接に一般大衆とコミ

ュニケーションを交わしつつ、CDIC の目

的および当該営業年度の状況報告が行われ

る。 
開催地は、初回の 2006 年年次説明会はト

ロントであったが、2 回目の 2007 年年次説

明会はバンクーバーで行われており、開催

地の点でもより幅広い層へ直接に対話が出

来るように配慮されている。 
 

Ⅷ．連邦預金保険公社と州の預金保険

公社の二元構造 

冒頭で記述したとおり、カナダの制度で

特徴的な点の一つとして、信用組合の監督

が州毎に行われていることを受けて、預金

保険公社も州毎に設置されていることが挙

げられる。 
CDIC と各州の預金保険公社との間では、

定期的に連絡が行われるなどの関係はある

が、預金保険公社の運営をはじめ、保護限

度額や目標保険基金の水準に至るまで、連

邦と州レベルだけでなく、州相互において
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もかなりの相違点が存在しており、カナダ

全体では、内容が異なる 11(連邦＋10 州)の
預金保険公社が存在するとの見方も可能で

ある。 
―― 際立った相違点としては、①アルバ

ーター州等で保護上限を設けず、全額

保護を提供していること、②ブリティ

ッシュコロンビア州で 2002 年以降保

険料率がゼロとされている(徴収が行

なわれていない)こと、③州預金保険公

社の保険基金の積立比率(保険基金残

高／付保預金残高)はCDICと比較して

高めで、ニューブランズウィック州の

ように 2％を越える先もあること、な

どがある。 

また、金融機関監督機能と預金保険機能

について、連邦レベルではそれぞれ OSFI
と CIDC が担当する整理がなされているが、

州レベルでは、州預金保険公社が加盟金融

機関の監督機能を担当する州もみられ、セ

ーフティーネットの構造自体が異なってい

る例もある。 
―― 例えば、オンタリオ州では、州の監

督当局(Financial Service Commis-
sion of Ontario、以下「FSCO」という)
と州の預金保険公社(Deposit Insur-
ance Corporation of Ontario、以下

「DICO」という)は、権限の調整を行

ってきたが、FSCO は保険や他の金融

業の監督で忙殺され、かつ信用組合の

監督では DICO がより経験を有するた

め、信用組合法を改正し、信用組合の

監督権を DICO に移すこととした。背

景には、破綻時の処理を行う機関が、

責任を持って監督を行う方が、金融シ

ステムへの悪影響は少なくてすむとの

考え方によるものであるが、連邦での

セットアップとは異なる。 

以 上 

 

▽ 各州と連邦の預金保険公社の比較 

CDICは2006年度末、
他は主に2007年度末

加盟金融
機関数

金融機関資産
合計（億ドル）

金融機関の
平均資産

残高（百万ドル）

保険基金
残高（百万ドル）

積立比率
付保上限
額（ドル）

実効料率

CDIC 82 11,670 14,400 1,550 0.36% 100,000 0.02%

オンタリオ 215 250 115 107 0.59% 100,000 0.10%

ノバスコシア 34 14 41 13 0.95% 250,000 0.09%

アルバータ 53 110 206 104 0.95% 無制限 0.17%

マニトバ 57 110 188 95 0.88% 無制限 0.10%

ニューブランズウィック 56 30 54 70 2.35% 無制限 0.18%

ブリティッシュコロンビア 52 360 691 236 0.66% 100,000 0.00%

ケベック 544 830 153 550 0.95% 100,000 0.07%

サスカチュアン 100 90 94 163 1.73% 無制限 0.05%

ニューファウンドランド 13 5 41 5 0.97% 250,000 0.17%

プリンスエドワードアイランド 10 6 61 6 1.05% 60,000 0.14%

１０州合計（平均） 1,134 1,805 ( 159 ) 1,349 ( 1.11% ) --- ( 0.11% )

出所：CDIC、オンタリオ州預金保険公社作成資料より  
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第 2 回 DICJ1ラウンドテーブルについて 
 

大岡 直哉2 
 
預金保険機構(以下｢機構｣)は、今後直面する可能性のある課題につき、機構が課題を提起

しモデレーターとなり、各課題に精通し豊富な経験を有する米国、カナダ、アジア諸国等

の主要預金保険機関等より専門役職員をケーススタディー発表者やコメンテーターとして

招聘し、討議・意見交換を行う｢DICJ ラウンドテーブル｣を平成 18 年より開催している。 
この DICJ ラウンドテーブルでは、①将来の当機構業務の参考にするとともに、②アジア

諸国(とりわけ制度導入直前・後の国)に対する情報提供(知的協力)、さらには③預金保険関

係機関相互の連携強化(国際交流)を図ることを目的としている。 
第 2 回 DICJ ラウンドテーブルは平成 19 年 3 月に開催されたところ、以下にその要旨を

紹介する。 
 

目 次 
 
1．第 2 回 DICJ ラウンドテーブル開催の概要 
 
2．セッション 1 ｢平時における預金保険基金の適正水準のあり方｣ 
 (1) 課題提起 ｢平時における預金保険基金の適正レベルの維持及び目標基金の設定につ

いて｣ 
 (2) 各国事例 
 (3) 各国コメント 
 (4) 討議・総括 
 
3．セッション 2 ｢預金保険の保護対象｣ 
 (1) 課題提起「預金保険の保護対象の再考」 
 (2) 各国事例 
 (3) 各国・地域コメント 
 (4) 討議・総括  

 
                                                   

1  DICJ は Deposit Insurance Corporation of Japan(預金保険機構の英名)の略。 
2 預金保険機構総務部国際室長。本稿の執筆は筆者が個人の資格で行なったものであり、意見にわたる部

分は筆者個人に属し、預金保険機構の公式見解を示すものではない。 
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1．第 2 回 DICJ ラウンドテーブル開

催の概要 

第 2 回となる今回の DICJ ラウンドテー

ブルでは、①｢平時における預金保険基金の

適正水準のあり方｣および②｢預金保険の保

護対象｣の 2 テーマから構成され、平成 19
年 3 月、東京において 2 日間にわたり、海

外 19 の預金保険機関から 27 名、預金保険

機構役職員および国内関係機関から延べ約

40名の合計約70名の参加を得て開催した。

各課題に精通した海外の参加者から、経

験を踏まえた意見や助言が出され、活発な

意見交換が行なわれた。平時における預金

保険基金の適正水準のあり方については、

長期的な観点も含めた目標レベルの検討の

重要性等が強調され、一方、預金保険の保

護対象については、国際的に活動する金融

機関が破綻した場合にその海外支店におけ

る預金保護がどのように扱われるかという

点に関する国際協調の重要性、保護範囲の

決定要素等が議論され、機構の将来業務の

参考となった。また、こうした機会を通じ、

今後も各国間の協力関係を継続していくこ

とが同意された。 
 

 
 

(参考)第 2 回 DICJ ラウンドテーブル・プログラム 

 

 平成 19 年 3 月 7 日(水) 平成 19 年 3 月 8 日(木) 

 

 

 

午 

 

 

前 

セッション 1 

｢平時における預金保険基金の適正水準のあり方｣ 

セッション 2 

｢預金保険の保護対象｣ 

(1)課題提起   

  玉木伸介 預金保険機構財務部審理役 

(1)課題提起 

  金井達也 預金保険機構金融再生部審議役ほか 

(2)各国事例 

①Arthur J. Murton 米国・連邦預金保険公社保険・調査局長 

 “Maintaining an appropriate deposit insurance fund” 

②Andrey A. Pehterev ロシア・預金保険公社企画局長 

“DIA Russia approach to DIF sufficiency evaluation” 

③Thomas J. Vice カナダ・預金保険公社副総裁 

 “Practical decisions” 

(2)各国事例 

①Arthur J. Murton 米国・連邦預金保険公社保険・調査局長

 “FDIC deposit insurance coverage” 

②Michael A. Osmena フィリピン・預金保険公社総裁 

 “Deposit insurance coverage in the Philippines” 

③Thomas J. Vice カナダ・預金保険公社副総裁 

 “CDIC coverage issues” 

 

 

午 

 

後 

(3)各国コメント 

①Arun B. Balwatkar インド・預金保険公社信用保険部長 

②Jae-Soon Park 韓国・預金保険公社預金保険政策部長 

③Nguyen Manh Dung ベトナム・預金保険公社副部長 

 

(3)各国・地域コメント 

①Gregory Zimnicki 香港・預金保護委員会コンサルタント 

②Lai Wai Keen マレーシア・預金保険公社国際部長  

③Sin Teik Ooi シンガポール・預金保険公社代表執行役 

及び Chua Yang Leng シンガポール・通貨庁監督政策局上

席分析官 

④Yvonne Fan 台湾・中央預金保険公社国際調査室次席  

(4)討議・総括 (4)討議・総括 
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2．セッション 1「平時における預金

保険基金の適正水準のあり方」 

(1) 課題提起 

｢平時における預金保険基金の適正レベ

ルの維持及び目標基金の設定について｣ 

セッション 1 では、冒頭、機構側より、

平時において預金保険基金はなぜ必要か、

また、我が国の平成金融危機時にはどのよ

うに対処したかという点などから、課題を

提起した。 
まず、平時モードへと移行をした後であ

っても、時期や原因は予測不可能であるが、

いつかは到来する次の危機に備えるために

十分な基金が預金保険機関には必要である。 
そして、次に、「なぜ基金が必要か？」と

いう点について言えば、納税者に頼らず、

市場から過度に調達をせず、追加的に保険

料を徴収せずに問題金融機関に対して｢適

時に｣対処するため、また、生き残り金融機

関が全てのコストを負担しないですむよう

にという公平性のため、さらに、金融シス

テムに対して追加的な負担を与えない安定

性のため、であるといえる。 
「いかにして基金を構築するか？」とい

う点についても重要である。基金の積立て

は預金保険機関にとっては余剰資金を創出

することによるが、他方、加盟機関の利益

は減少し、自己資本の増加は緩慢となるた

め、そうした影響を考慮する必要がある。

なお、(わが国でも行っている)基金の事前積

立制度のインパクトについていえば、タイ

ムリーな破綻処理、加盟機関のガバナンス、

モラルハザード、公平性との関係などがあ

げられる。 
日本のケースについて若干触れると、平

成金融危機に対処するため、1996 年には保

険料率を 0.0012％から 0.084％に引上げた。

他方、多くの金融機関の破綻処理に対応す

るための費用は賄いきれず、同年以降は欠

損が生じる状況となった。現在(2006 年 3
月末)でも約 2.5 兆円の欠損が残っているが、

この解消には毎年 5～6 千億円の保険料収

入が充てられており、ポスト・ファンディ

ングの状況になっている。なお、これだけ

多額の資金が事前の十分な積立なしに利用

できたのは、公的資金注入や日銀の流動性

供給、またゼロ金利によって超低利の資金

調達を可能にする環境があったことなどに

よる。 
その他、適切なレベルの設定に関して、

米国、カナダ、台湾、韓国の例を紹介、キ

ャップまたはフロアによる基金のレベル調

整の考え方、関係者とのコミュニケーショ

ン向上によるメリットなどを概説した。 
 
(2) 各国事例 

機構からの課題提起を受け、各国(米国、

ロシア、カナダ)から、自国の経験や取組に

ついて発表が行なわれた。以下、各国の説

明要旨を紹介する。 
 
① 米国連邦預金保険公社(FDIC)：「適正

な預金保険基金の維持について」 

まず、米国連邦預金保険公社(FDIC)より、

2006 年成立した 2005 年連邦預金保険改革

法を踏まえた現在の基金の制度・運用など

について、以下の主旨で発表が行なわれた。 
FDIC の預金保険基金は、2006 年末の残

高は約 500 億ドルに達しており、原資は金

融機関からの保険料徴収および預金保険基
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金の運用益によって賄われている。指定積

立比率は、1.15%～1.5%の間で FDIC 理事

会が決定することとされているが、現在は

1.25%の水準である。通常の範囲は 1.15%
～1.35%とされ、1.15%以下になった場合は

当該範囲内に戻す計画を策定する必要があ

り、1.35%を超えた場合は超過部分の半額

(1.50％を超えた部分は全額)を金融機関に

配当を払うこととされている。 
可変料率については、1991 年より、カテ

ゴリー別に金融機関のリスク判定を行って

おり、カテゴリー分けは CAMELS 格付(検
査評定)と自己資本充実度を基にしている

が、この考え方は現在の制度のもとでも従

来通りである。検査評定による区分は A～C
の 3 段階、自己資本充実度による区分は｢良

好｣、｢十分｣、｢不十分｣の 3 段階となってい

る。賦課料率は、本年から新たに、カテゴ

リー①：0.05-0.07％、カテゴリー②：0.1％、

カテゴリー③：0.28％、カテゴリー④：

0.43％、の 4 区分(従来は 9 区分)でスタート

している。なお、これらはベースレートに

一律 0.03％の調整を上乗せしたものである

(FDIC はベースレートから＋/－0.03％の

範囲で調整が可能とされている)。 
なお、保険料率の見直しは定期的に行わ

れる。料率の決定の要素になるものは、破

綻の際の経済・金融への影響見込み、運営

コスト、業界に対する料率変更の影響、運

用見込みなどである。 
今後の積立比率に関する見通しとしては、

まず、過去数四半期においては、保護対象

預金の大幅な伸びが預金保険基金の伸びを

上回り、積立比率は減少傾向にあった(2006
年末で 1.21%)。2006年 11月の理事会では、

今後 3 ヵ年以内(2009 年まで)に指定積立比

率 1.25%を達成することが目標とされた。

これは、付保預金の増加が年率約 5％程度

であれば、2 年半程度で達成できる見通し

である。 
 
② ロシア預金保険公社(DIA-Russia)：

「DIA-Russia における預金保険基

金の設定」 

次に、ロシア預金保険公社(DIA-Russia)
より、同国における基金設定に関して大要

以下の発表が行なわれた。 
DIA-Russia は、2003 年末に設立され、

現在(2007 年 3 月に引上げ)の一人当たり預

金保護限度額は約 400,000 ルーブル(＝約

15,500 ドル)となっている。基金は事前積立

制である。保険料は四半期ごとの徴収で、

基金の規模は本年末には 25 億ドル程度に

達する見込みである。 
預金保険制度にとっての重要なリスクと

なるのは基金の不足である。当該リスクの

管理のため重要になる要素は、保険金の支

払いのために必要な基金の規模に加え、基

金が不足する場合を補うために受ける政府

予算の規模である。基金の不足が予想され

る場合、政府予算が議会へ提出される前の

段階で、公社から政府へ対応策が示される。 
基金の十分な規模の維持には、 
①最も基本のアプローチ：総預金に対す

る基金の率として算定された目標積立率に

よる。 
②より慎重なアプローチ：預保システム

の責任範囲の額に対する基金の率として算

定された積立て比率による。 
③最も慎重なアプローチ：次期における

加盟銀行の破綻リスクの評価に基づく。 
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といったアプローチがある。 
基金の設定についての基本的な考え方は、

「期末における基金の規模＝期首における

基金の規模＋収入－支出」であり、収入見

込みは保険料、運用益、銀行清算手続で生

じたリカバリー分から成り、支出見込みは

保険金支払いおよび諸経費から成っている。

また、支出見込みはさらに、想定損失と想

定外損失に分類されるが、想定損失はデフ

ォルト確率、エクスポージャー、デフォル

ト時損失の 3 要素からなっている。 
 

③ カナダ預金保険公社(CDIC)：「預金保

険基金の積立-実務的な対策」 

続いて、カナダ預金保険公社(CDIC)より、

自国制度の紹介も含めた基金の制度・運営

について、以下の主旨で発表が行なわれた。 
CDIC は、預金保険の提供および金融安

定化の促進を任務として、1967 年に設立さ

れた。運営の決定権を持つ理事会は、10 人

の理事(官民 5 人づつ選出)および議長(民間

出身・財務大臣による任命)で構成されてい

る。 
現行の事前積立基金制を制定する際の議

論において、関係者の主張する観点(①およ

び②は理事会メンバーより)は次のとおり

であった。 
①公的セクター：金融および法令制度

との調和の必要性、破綻処理時に必要な

十分な基金の確保、産業界に対する影響

やモラルハザードの検討など。 
②民間セクター：金融機関収益への影

響、消費者保護に対する有効性、事前積

立制度の国際比較など。 
③加盟行：保険金支払いに必要なレベ

ルを超えた積立には反対(CDIC が財政

資金へのアクセスが可能なことに鑑み)。
事前積立制については反対しないが、モ

デストな保険料を期待。 
基金の損失見込みは、General provision、

Watch-list provision 、 Qualitative ad-
justment の３つの要素から構成されてい

る。： 
・General provision：付保預金×予

想デフォルト見込み(5 年間)×破綻の際

に生じる損失率＋ /－Qualitative ad-
justment 
・Watch-list provision：同様の公式

であるが予想デフォルト見込み(過去の

変動を加味)の高い加盟行向け。毎年の

リスクの上昇にあわせて加盟行は

Watch-list(3 年単位)に載せられる。 
・Qualitative adjustment：算定され

た数字の＋/－25%の範囲で調整。 
基金の積立原資は、年ごとの保険料と基

金の運用益から成り立っている。また、政

府および市場からの借入も可能となってい

る(60 億ドルを限度。議会の認めた場合はそ

れ以上も可能)。基金規模は、裁量的な分析

およびモンテカルロ法によっている。保護

対象預金は、大規模行に集中している(加盟

53 行中 6 大行が付保預金の 87%、上位 20
行で 97%を保持)。現在の基金の目標値は、

2006年4月末時点の保護対象預金に対して

40-50bps(18～23 億加ドル)となっている。

2006年 3月末時点では 33bps(14億加ドル)
に達しており、毎年 1bp の割合で上昇して

いる。 
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(3) 各国コメント 

これらの事例発表に対して、インド、韓

国、ベトナムの代表より、自国制度の紹介

を含めたコメントが順次述べられた。主な

ポイントを以下紹介する。 
 
① インド預金保険公社(DIGGC)： 

インド預金保険公社は 1961 年設立され

たペイボックス型機関で、清算、管財など

の業務は行ってない。対象金融機関は 2,400
先、一人当たりの保護限度額は 10 万ルピー

(約 2,300 米ドル)となっている。これまでの

破綻金融機関数は、1961-2000 年の間は 8
先、2000-2001 年の間は 40 先であった。 

基金は事前積立方式であり、保険料は定

率である。市場調達は今のところ行ってい

ない。現在の基金の積立比率は 0.79%(1%
以上を目標)。リスクベース料率は導入を検

討中。 
 
② 韓国預金保険公社(KDIC)： 

韓国の制度については、まず、基金は事

前積立方式となっている。また、現在は定

率保険料であり、それぞれ、銀行セクター

に対する保険料率は0.1%、証券会社は0.2%、

保険会社等その他は 0.3%の料率である。 
なお、目標基金・可変料率の導入は既に

2006 年 5 月に決定されており、現在、導入

に向けて準備中である。目標基金はすべて

のセクターに導入を目指しているが、商業

銀行と相互貯蓄銀行については困難と考え

ている。理由としては、前者は対象機関が

少ないこと、後者は勘定が赤字になってい

るためである。 

   
③ ベトナム預金保険公社(DIV)： 

ベトナム預金保険公社は、政府からの資

本金 62 百万ドルを基に 2000 年に設立され

た。2006 年末の資本及びその他合計は約

151 百万ドルとなっており、保護対象預金

に対する基金(事前積立方式)の積立比率は

約 1%となっている。 
ベトナムの新興市場としての状況及び

WTO 加盟(2006 年)の動きから、金融・銀

行セクターが急速に成長しており、2006 年

の銀行資産は前年比 34%の増加となってい

る。そのため、政府に対して公社資本の増

加も要請している。 
基金の積立目標は 3-5%を目指している。

また、IMF の勧めるベンチマークである｢中

規模行 2 先の破綻に耐え得る基金規模｣も

考慮に入れている。なお、現行の保険料率

0.15%で目標積立レベルに達するのはかな

り時間を要するため、基金原資調達先の多

様化も検討している(2005 年に公布された

政府命令では、市場調達(政府保証)なども可

能となっている)。また、可変料率の導入も

検討を始めている。 
 
(4) 討議・総括 

討議では、まず、機構側より、基金は必

要とのコンセンサスを共有できたとの理解

のもと、基金を持つ場合の留意点にはどう

いったものがあるかという点で参加者に意

見を聞いた。 
そこで、いくつかの参加者からは、モラ

ルハザードの問題について議論があった。

これは、基金の量とモラルハザードの関係

を如何に考えるか、また、基金の量とは別
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に健全性規制・監督の有効性もモラルハザ

ードの度合いを左右する、といったもので

あり、各々、セーフティーネットの部品と

しての基金の「量」あるいはセーフティー

ネット全体の観点から見た「質」という点

についての問題提起である。参加者からは、

｢預金保険に潤沢な資金があれば、それを

様々な健全性規制・監督で補うことになる。」

との意見や、また、「仮に預金保険機関が十

分に預金者をカバーしていなければ、預金

者は高利率の預金の方へ走るであろう。」と

の見解も示された。基金の量とモラルハザ

ードの関係をどう扱うか(測るか)という問

題への明確な回答は難しいが、「基金の短期

的観点のみならず長期的安定性が重要」と

の提言がなされた。 
次に、基金の構築に関し、各国の経験に

基づく意見を聞いたところ、アジア通貨危

機後も依然として不良債権の問題を抱える

国もあり、「積立レベルについても何％あれ

ば必ずしもよいというものではなく、各国

の金融状況などにも左右され、あくまで相

対的なものであろう」との提言があった。 
また、TBTF(Too big to fail)の問題につい

ても議論があった。参加者からは、システ

ミックリスク用の基金は持つとしても

additional なものであり、そこまで多くの

基金を持つとなると、保険料率を引上げね

ばならず、「問題は TBTF 先の破綻のリスク

だけではなく、保険料を徴収してそれを預

保制度の中に蓄積するということの全体を

検討の対象にせねばならない」といった提

言があった。 
最後に、議論のまとめとしては概ね以下

の 3 点に収束され、また、検討課題として

今後も議論を続けていきたいとのコンセン

サスが得られた。 
①基金の目標設定は、それ自体が預金お

よび金融機関その他の関係者に対するコミ

ュニケーションのツールとなる。すなわち、

目標の水準やその達成・維持に関する見通

しによって人々の行動、特にモラルハザー

ド的な行動が変化し、金融システムの安定

への影響が生じる。 
②目標の水準は、破綻処理を円滑に行っ

て金融システムの安定を維持するという短

期的な観点と共に、金融機関に対するガバ

ナンスの強化とモラルハザードの抑制によ

って金融システムの安定を図る、という長

期的な観点を含めて検討するべき。 
③短期的な観点については、破綻確率な

どを用いて適切な目標水準を設定するとい

う方向性が既に認識されている。長期的な

観点については、健全性規制・監督の枠組

みや預金保険機関による政府、中央銀行又

は市場からの借入れ可能性など、金融シス

テムを安定させる諸方策の総体という概念

を持つことが必要である。 
 

3．セッション2「預金保険の保護対象」 

(1) 課題提起「預金保険の保護対象の再考」 

セッション 2 においても、冒頭、機構側

より、保護対象範囲のカテゴリー分類、わ

が国のケース、国際的な調和の問題、など

について課題提起を行なった。 
保護範囲は預金保険の最も重要なイシュ

ーの 1 つである。保護範囲のカテゴリー分

類としては、①対象金融機関、②保護され

る預金の範囲、③対象となる預金者、④保

護の限度(限度額および利息の扱い)、の 4
つのカテゴリーが存在する。 
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次に、当該カテゴリーに沿って日本のケ

ースについて説明すると、対象金融機関に

ついては、制度創設時は銀行、信金、信組

を対象としていたが、その後、労働金庫、

協同組織金融機関の中央組織が対象に加わ

り、2007 年からは郵貯が民営化とともに対

象となった。 
保護される預金の範囲は、①広く国民に

浸透していること、②元本が保証されてい

ること、③債権者が特定されていること、

を検討の要素にしている。1971 年の制度設

立以来、何度か対象範囲を拡大してきたが、

現在、外貨預金、譲渡性預金、邦銀海外支

店の預金は対象外となっている。 
対象となる預金者については、一般大衆

の保護が最大目的であり、制度設立当初は

個人と企業のみが対象であったが、後に政

府の預金なども追加された(現在、日銀、金

融機関、預保、偽名・匿名の預金は対象外)。 
最後に、保護の限度については、政策目

的等を考慮して決定している。一人当たり

GDP との対比については、制度発足以来の

平均値が2.2倍となっている(1.0-3.6倍の間

で推移)。 
重要なイシューとして、保護範囲の国際

的な調和の問題がある。この必要性を考え

る理由は、①どの国の預金保険システムに

よってもカバーされていない重要預金の存

在、②異なる預金保険システム間の裁定問

題、の存在がある。「システムにカバーされ

ない預金」については、外国銀行の支店の

取扱いの問題があげられる。また、「預保シ

ステム間の裁定」の問題は、より有利なシ

ステムとそうでないシステムが同一の国で

存在しているような状況があげられる。こ

の場合、金融機関はその相違点を顧客獲得

に利用、顧客はシステムによって金融機関

を選択することが可能である。EU におい

ては、1994 年の統一指令によって「Home 
Country Principal」が既に存在し、同一国

内において、預金保険の保護金額が異なる

ことが無いような工夫が施された。 
保護範囲の新たな課題としては、①新た

なタイプの預金への対応や、②預金類似商

品を含む新たな金融ビジネス(電子マネー、

ヴァリュー・ストアド型マネーなど)への対

応、が例として挙げられる。 
 

(2) 各国事例 

機構側の課題提起を受け、各国スピーカ

ー(米国、フィリピン、カナダ)より自国にお

ける取扱いについて発表が行なわれた。概

要は以下のとおりである。 
 

① 米国連邦預金保険公社 (FDIC) ：
｢FDICにおける預金保険の保護対象｣ 

まず、FDIC の方式は、全ての口座が 10
万ドルまで保護されることになっているが、

一部には 10 万ドル超でも保護されるもの

も存在する。預金が全額保護される預金者

は、現在概ね 90%となっている。 
基本原則として、対象となる預金は、銀

行と貯蓄機関の国内預金(米国内で支払い

可能な預金)のみである。なお、株式、債券、

保険(自動車・生保)、貸金庫などは対象外で

ある。限度額は、1934 年の設立時の 2,500
ドルから現在の 10 万ドルまで累次にわた

り拡大してきた。なお、2006 年からは、退

職金口座が 25 万ドルまで保護されるよう

になった。 
対象となる預金口座は、個人口座、共同
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口座、退職金口座、など種々あるが、各々

別個に扱われる。共同口座(2 人以上で共有)
の場合は、一人当たり 10 万ドルまでが保護

対象となる。企業・政府の預金の場合も 10
万ドルまで保護対象になる。地方政府の預

金は、当該政府と銀行が同一州に存在する

かどうかでやや異なる。当該政府と銀行が

同一の州に存在すれば、定期性預金と貯蓄

預金は 10 万ドルまで保護され、これとは別

途、要求払い預金が 10 万ドルまで保護対象

となるが、銀行が異なる州に存在する場合

は、全ての預金を合算して 10 万ドルまでが

保護対象となる。 
FDIC では、預金保険の保護範囲を周知

するため、消費者への啓蒙活動にも各種の

取組を行っている。ウェブサイトでは、預

金保険システムの仕組などの情報のほか、

自分の利用している金融機関が保護対象に

なっているか判明するようになっており、

また、自分の預金の保護される範囲の計算

も出来るようになっている。金融機関は預

金者配布用に FDIC のパンフを与えられて

いる。また、FDIC の預金保険に関する情

報は、英語以外に 4 ヶ国語(スペイン語、韓

国語、中国語 2 種)でも提供されている。 
 

② フィリピン預金保険公社(PDIC)：｢フ

ィリピンの預金保険の保護対象｣ 

PDIC は、1963 年に設立され、現在職員

数 565 名を擁している。基金原資は保険料

および運用益で賄われている。意思決定機

関は理事会であり、財務長官(議長)、PDIC
総裁(副議長)、中銀総裁、民間セクター代表

2 名で構成され、毎月召集される。 
保護限度額は、1963 年設立時は 1 万ペソ

(約 2,600 ドル)であったが、現在では 25 万

ペソ(約 5,100 ドル)に拡大されている。対象

となる預金は全ての預金口座で(含利息)、外
貨預金も含む。 
対象金融機関は、フィリピン国内で銀行

業務を許可された全ての金融機関(含外銀

支店)である。現在の金融機関は 865 行であ

るが、最も数が多いのは地方小銀行で 86%
を占める。ただし、預金量では商業銀行が

88%で圧倒的シェアを占めている。なお、

加盟は強制であるが、保険料の不払いがあ

っても直ちに保護の停止とはならない。ま

た、現在毎年 10 行程度の閉鎖がある。 
預金が全額保護される預金者については、

2004 年に限度額を現在の 25 万ペソに引き

上げた際、それまでの 90%から 95%へ上昇

した。また、農村銀行(rural bank)では 99%
となっている。 
預金保険基金は、現在の 10 億ドル規模か

ら 18 億ドルへの拡大を目標にしている。保

険料(定率)の 80%は大規模行から得ている

が、可変保険料率の導入も検討中である。 
 

③ カナダ預金保険公社(CDIC)：｢CDIC
の保護対象｣ 

現行制度の概要を説明すると、まず、対

象金融機関は銀行、信託会社、ローン会社、

信用組合であり、現在総数は 82 行となって

いる。強制加盟であり、外銀の子会社も加

盟可能である。ただし外銀支店は対象外と

なっている。 
保護限度範囲の設定は、小口預金者の大

多数を保護すること(ただし、市場の秩序を

失わせるような過度の保護は避ける)を目

的としており、現在の限度額は、1 機関に



 

 
102

つき 1 預金者当たり 10 万加ドル(元本およ

び利息)である。限度額の引上げは過去 2 回

行なわれており、それぞれ 1983 年(2 万加

ドル⇒6 万加ドル)と 2005 年(6 万加ドル⇒

10 万加ドル)である。 
対象となる金融商品は、当座預金、イン

デックス連動型預金、送金小切手、手形、

支払保証小切手、社債(ローン会社)、旅行者

小切手などで、共同口座、信託預金、退職

貯蓄預金、退職金運用ファンドなどは別枠

の保護がある。現在、保護の対象外となっ

ているものは、外貨預金、満期 5 年超の預

金、外銀支店への預金である。 
CDIC は、保護範囲の見直しについて分

析およびアドバイスはするが、最終的に決

定を行なうのは財務大臣(パブリック・コン

サルテーションも一部行う)である。なお、

保護範囲の調整に当たって考慮する要素は、

物価上昇および所得増加、新しい金融商品

の開発状況、預金形態および量の変化など

である。 
一般大衆が預金保険の情報に精通するこ

とは金融システムの信頼維持への一助と考

えており、広報活動にも各種取組んでいる。

CDIC では、様々な方法で預金者への情報

提供を試みており、最近では TV を通じて

も行っている。こうした取組みはコストも

かかるが重要と考えている。 
最後に、保護範囲の問題の重要な点は、

財務など他の預金保険システムの機能と整

合的であるべきこと、さらに、定期的な見

直しと必要な調整を行うこと、にあると考

える。また、対象金融機関や一般とのコミ

ュニケーションも重要である。 
 

(3) 各国・地域コメント 

これらの事例発表に対して、香港、マレ

ーシア、シンガポール、台湾の代表より、

自国制度の紹介を含めたコメントが順次述

べられた。以下、その主旨を紹介する。 
 

① 香港預金保護委員会(HKDPB)： 

香港における預金保険システムの目的は、

小口預金者の保護および香港金融システム

の保護であり、外貨預金も保護される。 
加盟金融機関は、銀行免許を受けている

全ての金融機関であり、加盟は強制である。

外銀については、当該国のシステムによっ

て香港の制度と同等かそれ以上の保護がな

されている場合には除外措置がある。 
保護範囲について考慮すべき要素は、保

護される預金者の割合、保護される預金の

割合、さらに必要なコスト、といった点で

ある。また、保護範囲の妥当性の検証には、

シミュレーション・データや除外金融商品

の見直しなどが行なわれる。 

広報活動としては、各種キャンペーンに

加え、ホットラインの設置やウェブサイト、

パンフなど。10 万香港ドルまでの保護上限

の周知がなされている。 
将来の課題としては、広報活動の継続、

除外金融商品の見直しに関する立法院への

報告、などがある。 
 

② マレーシア預金保険公社(MDIC)： 

保護限度設定の要素は、預金者間の安定

を維持するための十分なレベルかつモラル

ハザードの増加を惹起しない範囲、という

点が重要である。 
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日本の預金保険制度について、2 つのイ

シューを考察したい。まず、1 点目は 1,000
万円の限度額は小口預金者の信頼維持の観

点から十分か、ということ、2 点目は、保

護範囲は世帯当たりの貯蓄の伸びとあわせ

て引上げるべきか、ということである。こ

うした点を考える上で、マレーシアの例を

述べさせてもらえば、金融機関を含むステ

ークホルダーとの対話や調査が効果的であ

った。なお、世帯当たりの貯蓄額はベンチ

マークとしてはよいが、キー・インディケ

ーターとして使うべきではないと考えてい

る。なお、日本とマレーシアのシステムに

は(外貨預金を保護対象に含まないなど)類
似点が多いと思う。 

マレーシアにおける保護範囲を決める 2
つの基準は、①預金者の信頼と金融システ

ムの安定への貢献、②金融機関へ過度の負

担となる保険料は招かないこと、である。  

なお、現行の 6 万リンギの保護上限の下で

は、預金者の 77%が保護されている(2005
年末時点)。 

最後に、適切な保護範囲の決定には、マ

クロ経済の安定、モラルハザードの最小化、 
必要な基金レベル、といった点が大きく影

響すると考えている。 
 

③ シンガポール預金保険公社(SDIC)及
びシンガポール通貨庁(MAS)： 

保護範囲の基本検討要素としては、小口

預金者の十分な保護、コストの抑制、市場

秩序の維持、といった点である。 

現在の保護範囲については、対象金融機

関はリテール業務を持つ全ての金融機関

(含外銀現地法人、外銀支店)であり、対象預

金者は個人(企業の預金は除外)および登録

チャリティー関連である。限度額は、(加盟

行当たり)一人当たり 2 万シンガポール・ド

ルであり、対象預金はシンガポール・ドル

による貯蓄預金、当座預金、および定期預

金等である(利息を含む。外貨預金、仕組預

金、担保付預金は除外)。 
ペイボックス機関としての観点を述べる

と、迅速かつ正確な支払いというペイボッ

クスの基本目的に対して保護範囲の問題は

どのようなインパクトを持つか、という点

に集約されると考える。保護範囲の設定に

よっては、保険金支払いに関するデータ整

備の必要性が増大する場合もある。ペイボ

ックス型機関は cost efficiency でなければ

ならず、保護範囲の決定には常にペイアウ

ト時のことを念頭に置いて検討する必要が

ある。 
 

④ 台湾中央預金保険公社(CDIC)： 

最初に、現在 CDIC が取組んでいる国際

預金保険協会(IADI)の保護範囲研究プロジ

ェクトを紹介したい。本研究にあたっては、

全額保護・定額保護による政策目的の実現、

必要コスト、財務等他の預金保険システム

の側面との調和、などを念頭においている。

保護範囲の与えるインパクトについて述べ

れば、低すぎる場合には金融システムに対

しカウンター・プロダクティブな影響を発

し、高すぎる場合には銀行のリスクに対す

る預金者の注意が低下するといった影響が

発生する。検討要素としては、一人当たり

GDP などのベンチマーク、保護される預

金・預金者の割合、モラルハザード、公平

な競争原理、特定の保護対象の存在、など
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がある。なお、各国間の保護範囲の比較に

ついて付言すると、ほとんどの国において、

保護限度額は一人当たり GDP の 2～3 倍程

度の範囲となっている。 
次に、台湾のケースについても説明した

い。保護限度額は、1987 年にそれまでの

70 万台湾ドル(約 21,000 米ドル)から 100
万台湾ドル(約 30,000 米ドル)へ引上げられ、

現在に至っている。なお、1999 年からは元

本のみ対象の扱いになっている。預金が全

額保護される預金者については、全金融機

関平均で 94％前後に上る。なお、収入レベ

ルの増加や物価上昇などを背景に、保護限

度額を 150 万台湾ドル(一人当たり GDP の

3 倍)へ引上げることも検討されている。こ

れによると、97%の預金者が保護される見

込みであるが、実施にあたっては保険料の

引上げが必要となる。 
対象預金の範囲としては、小切手預金口

座、通帳預金口座、および定期預金であり

(台湾ドルによる預金のみ)、外貨預金、譲渡

性預金、中央・地方政府の預金、中銀の預

金、銀行の預金、仕組預金は除外されてい

る。なお、年金預金については最近の法改

正で別枠での保護を認めることとしている。

外貨預金の扱いについては、国民への浸透

度について議論がある。 
今後の課題としては、預金利息の取扱い、

外貨預金の取扱い、広報活動、国境間の問

題、といった点があげられる。 
 

(4) 討議・総括 

討議においては、大きく①新たなタイプ

の預金(デリバティブ取引とセットとなっ

た仕組預金やインデックスを参照して金利

が変動する預金など)、②外国銀行支店およ

び外貨預金の取扱い(国際調和の問題)、③保

護範囲の決定要素および預金者への啓蒙、

に分けて議論が行なわれた。 
まず、第一に新たなタイプの預金につい

て参加者の意見を求めたところ、保護対象

にしている機関からは、明確に預金という

範疇に定義付けられることおよび元本が

100%保証されていることをもって認めて

いるとの意見があり、また、保護対象に含

めることを検討中の国からは、金利低水準

の中で預金者の回帰を狙って商品の幅を広

げようという動きを見越したものとの考え

方も紹介された。他方、こうしたタイプの

預金を本来保護すべき目的と異なるとして、

保護範囲からはずすとしている国・地域も

あった。全般的(特に米国、カナダ)に、預金

全体に占めるこの種の預金の割合はいずれ

の国でも比較的小さいものとみているとの

ことであった。 
次に、外国銀行の支店および外貨預金の

扱いについて参加者の意見を求めたところ、

外国銀行の本店が破綻した場合、海外支店

の資産も本店の所在国で分配されるのか、

本店の資産が海外店の預金者に分配される

のかといった管轄権の点でも問題提起があ

った。なお、米国では、破綻が生じた際の

海外支店の預金は国内預金に対して劣後す

る債権として扱われることになっていると

の法制度が紹介された。銀行の支店が海外

にある場合、外国政府が自国預金者を保護

するために外国銀行支店の資産を押さえる

(ring fencing)かどうかといった点は重要な

問題であり、国際協調の面から、各国のス

キームの研究・理解の重要性が指摘された。

引続き議論されるべき課題と考えられる。 
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なお、外国銀行が小口預金を扱う場合に

は現地法人化すべきかどうか、といった点

も議論の対象となった。上記のような問題

があれば、現地法人化を義務付けるべきと

いう意見もあったが、資産の評価といった

問題もあることや、海外の銀行をどういう

かたちで受入れるかという点は当該国政府

の誘致政策にもよるであろうとの指摘もあ

った。なお、外国銀行は 100%現地法人化

のかたちで設立・活動する制度となってい

る国もあり、そうした国ではこのような問

題は生じていないとのことであった。 
外貨預金を対象にしている機関からは、

当該預金が銀行システムの中で大きな割合

を占めており、小口預金者も外貨預金を持

ち、海外の学校に行く子女の学費払いを外

貨で行なうなど日常的に用いているという

ことや、国によっては海外出稼ぎ者が多い

ため外貨預金が一定の割合を占めている、

といったことなどが保護の理由としてあげ

られた。なお、外貨預金を保護している場

合、それに伴う為替リスクについては預金

保険機関が負担しているとのことであった。 
最後に保護範囲の決定要素については、

｢金融システムの安定を考慮した場合に保

護範囲はどこまで拡大すべきか｣といった

提言がなされた。この点を考えるに、上限

設定は単純なベンチマークだけではなく預

金者の心理といった点も含めて議論すべき

であろう、との点で参加者の理解が共有さ

れた。 
 

 以 上 
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第 3 回 DICJ1ラウンドテーブルについて 

 
大岡 直哉2 

 
 

預金保険機構(以下｢機構｣)は、今後直面する可能性のある課題につき、機構が課題を提起

しモデレーターとなり、各課題に精通し豊富な経験を有する米国、カナダ、アジア諸国等

の主要預金保険機関等より専門役職員をケーススタディ発表者やコメンテーターとして招

聘し、討議・意見交換を行う｢DICJ ラウンドテーブル｣を平成 18 年より開催している。 
この DICJ ラウンドテーブルでは、①将来の当機構業務の参考にするとともに、②アジア

諸国(とりわけ制度導入直前・後の国)に対する情報提供(知的協力)、さらには③預金保険関

係機関相互の連携強化(国際交流)を図ることを目的としている。 
本年で「DICJ ラウンドテーブル」は第 3 回開催を迎えるに至り、海外 19 の預金保険機

関から約 30名、機構役職員及び国内関係機関から延べ約 50名の合計約 80名の参加を得て、

2 日間にわたり議論を行った。その模様を以下に紹介する。 
 

目 次 
 
1．第 3 回 DICJ ラウンドテーブル開催の概要 
 
2．セッション 1｢預金保険制度における取得資産の管理・回収組織に関する比較考察｣ 
 (1) 課題提起｢各国の状況に応じた処理手法｣ 
 (2) 各国事例 
 (3) 各国コメント 
 (4) 討議・総括 
 
3．セッション 2｢預金保険のクロスボーダー問題｣ 
 (1) 課題提起 
 (2) 各国事例 
 (3) 各国・地域コメント 
 (4) 討議・総括 
 

                                                   
1  DICJ は Deposit Insurance Corporation of Japan(預金保険機構の英名)の略。 
2 預金保険機構総務部国際室長。本稿の執筆は筆者が個人の資格で行なったものであり、意見にわたる部

分は筆者個人に属し、預金保険機構の公式見解を示すものではない。 
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1．第 3 回 DICJ ラウンドテーブル開

催の概要 

第 3 回を迎えた「ラウンドテーブル」は、

本年 2 月 27 日-28 日の 2 日間にわたり開催

された。 
国内外から述べ合計約 80 名の参加者を

得て、①「預金保険制度における取得資産

の管理・回収組織に関する比較考察」及び

②｢預金保険のクロスボーダー問題｣の 2 テ

ーマを議論した。 
各テーマとも、過去の経験や取組みに基

づいた意見が多くの海外参加者から得られ、

盛況な会合となった。①の「預金保険制度

における取得資産の管理・回収組織に関す

る比較考察」では、当方の課題提起や各国

のプレゼンテーションを通じ、資産の管

理・回収には、各国の状況に応じたフレキ

シブルな取り組み方が必要であることがコ

ンセンサスとして得られ、また、②の｢預金

保険のクロスボーダー問題｣では国際協調

の必要性が強調され、中でも、情報交換な

どについては今後の継続した議論の重要性

があらためて確認された。

(参考)第 3 回 DICJ ラウンドテーブル・プログラム 

 平成 20 年 2 月 27 日(水) 平成 20 年 2 月 28 日(木) 

 

 

 

 

午 

 

 

前 

セッション 1 

｢預金保険制度における取得資産の管理・回収組織に関す

る比較考察｣ 

セッション 2 

｢預金保険のクロスボーダー問題｣ 

(1)課題提起   

玉木伸介 預金保険機構財務部長 

“On strategies for disposition of assets under country-specific 

environment” 

(1)課題提起 

赤間弘 預金保険機構調査室長 

“Resolution of Cross-Border Banks from East-Asian 

Perspective” 

森下哲朗 上智大学法科大学院教授 

“Cross-Border Issues in Bank Insolvencies” 

(2)各国事例 

①Donald E. Inscoe 米・連邦預金保険公社保険・調査局副局長 

 “Management of Failed Bank Assets: The U.S. Experience” 

②Carlos Isoard 墨・預金保険公社理事 

“Assets Management and Sales: IPAB’s Experience” 

(2)各国事例 

①Donald E. Inscoe 米・連邦預金保険公社保険・調査局副局長

 “Cross-Border Issues for the FDIC” 

②Peter Smith 英・金融サービス庁銀行預金保険改革局長 

 “Deposit insurance coverage in the Philippines” 

 

 

午 

 

後 

(3)各国コメント 

①S. Venkata Raman インド・預金保険公社副部長 

②Bong-Hwan Kim 韓国・預金保険公社企画・調整チームリーダー 

③Jean Pierre Sabourin マレーシア・預金保険公社総裁 

④Jose C. Nograles フィリピン・預金保険公社総裁 

⑤Marina Zinovina ロシア・預金保険公社副部長 

⑥Nat Tapasanan タイ・中央銀行資産管理部長  

(3)各国・地域コメント 

①Clarence Hui 香港・預金保護委員会マネージャー 

②Ooi Sin Teik シンガポール・預金保険公社 CEO 

及び Chua Yang Leng 同・通貨庁監督政策局上席分析官 

③Grace M. C. Lee 台湾・中央預金保険公社法務部長 

④Nguyen Linh Nam ベトナム・預金保険公社研究協力部長 

(4)討議・総括 (4)討議・総括 
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2．セッション 1｢預金保険制度におけ

る取得資産の管理・回収組織に関する

比較考察｣ 

(1) 課題提起｢各国の状況に応じた処理

手法｣ 

冒頭、機構側から、日米の金融危機時に

おける処理を比較し、そこから得られる相

違点や教訓などをもとに議論を提起した。 
米連邦預金保険公社(FDIC)・整理信託公

社(RTC)の処理方法としては、 
①速やかに資産を処理した(市場をして

リソース配分機能を回復) 
②当時の経済がインフレ・成長傾向にあ

ったこと(資金調達は高コスト) 
③資産の大部分は住宅ローンであり、一

件当たりは少額であるものの多数存在。

一方、法人向けローンは、ローンのセ

カンダリ―市場が既に存在していたこ

となどから、比較的容易に市場で売却

可であったこと 
④RTC は自己資金がなく、時間的制約の

下、早期売却が唯一の方法であったこ

と 
⑤証券化のためのインフラや資産市場は

すでに存在・機能していたことが特徴

としてあげられる。 
その一方で日本の場合は、 
①回収極大化による納税者負担の最小化

が回収戦略の中心目的であり、10.4 兆

円に上る公的資金投入を大きな背景に、

社会正義の実現という要請に加えて金

融システム安定のための納税者負担を

事後的にせよ極小化する要請が加わっ

たこと 
②バブル期における暴力団の経済活動へ

の進出という背景(RCC の回収を支援

するための財産調査権が預保へ付与さ

れた) 
③不良債権の回収は、当時の日本の融資

慣行等を勘案すれば、相当程度迅速に

進捗したといえること 
④日本のバブルは、有価証券バブルでも

あり、金融システムにとって株式の価

格変動リスクは大きな負担であったこ

とから、公的部門でこれを一時吸収し

たこと 
⑤当時の日本の金融資本市場にかけてい

た再生ビジネスを政府が触媒となって

振興し、不良債権を一時公的部門で引

き取り、処理を促進したこと 
⑥経済はデフレ、超低金利、イールドは

フラットであったこと(資金調達は低

コスト) 
⑦住宅ローンは比較的健全な資産であり、

法人向け債権は件数が少ないものの規

模が大きかったこと 
が特徴としてあげられる。こうした要素か

ら判断すると、マクロ経済をはじめ多くの

場合で両国は異なる状況にあったことが明

確である。 
そして、こうした経験を通じて得られた

教訓は、 
①One-size-fits-all の手法はあり得ない 
②資産の価格発見を容易にすることが重

要 
③資産管理・処理組織はその目標を明確

化する必要性がある 
④資産処理のための「武器」とそれを動

員する自由度は目標達成のために重要

である 
というものである。 
そしてこれらを踏まえたうえで、①市場の
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評価が困難な資産はどう処理すべきか？②

資産管理組織の戦略・組織形態はどうある

べきか？等といった点を中心に議論を提起

した。 
 

(2) 各国事例 

機構からの課題提起を受け、米国及びメ

キシコから、自国の経験等に基づいた取組

みについて各々発表が行われた。以下に各

国の説明要旨を紹介する。 
 
① 米連邦預金保険公社(FDIC)：「破綻銀

行から取得した資産の管理-米国の経験」 

最初に、FDIC の機能・役割について、

基本的な説明があった。特に預金保険基金

の維持・管理、銀行・貯蓄貸付組合(S&L)
の監督、破綻銀行の管財人業務、取得資産

の管理・処分といった面を中心に説明がな

された。 
破綻金融機関より取得した資産の処理に

おける FDIC の役割は、資産回収の極大化

及び基金に与える損失の最小化を目指すこ

とである。また、FDIC は、破綻銀行と他

の銀行との合併、資産・負債の移転を独自

の判断で実施することが可能である。なお、

FDIC は取得資産の大半を承継銀行に売却

処分するが、処分困難な残余の財産はFDIC
が一時保有し、時間をかけて処理する。 

FDIC の破綻処理方法はこれまで幾度か

の変遷を受けている。特に 1980 年代～90
年代初頭の貯蓄貸付組合(S&L)危機時に問

題が顕現化したため、法改正(FDICIA 1991
年)による改革が行われた。1980 年代まで

は、ペイオフ・コスト以下であれば破綻処

理方法(P&A、ペイオフ、オープンバンク・

アシスタンス)は自由に選択可能であった

が、FDICIA 改正によって、①最小コスト

原則(P&A が普及)、②早期是正措置(自己資

本比率 2%以下で対応)といった措置が導入

された。 
また、資産処理の新旧の体制については

次のように概括できる。旧来手法では、破

綻処理の過程において簿価で取得し、資産

は一時保有することとなる。この場合は人

的コスト及び法的費用が増加し、資産価値

の悪化を招く可能性がある。その後の新た

な手法のもとでは、資産は市場価格で取得

し、その大半を 90 日以内に処理することと

なっている。 
最後に、教訓・課題として主に挙げられ

るのは、①資産の性質に応じた効果的・効

率的な処理が必要であり、②資産価値の最

大化と資産処理の迅速化のバランスが重要、

という点である。また当然ながら、そうし

た目標達成に向け優先される事項を明確に

すべきことは言うまでもない。 
 

② メキシコ預金保険公社(IPAB)：「資産

管理・売却-IPAB の経験」 

次に、メキシコ IPAB から、同様に自国

の金融危機に基づく事例が紹介された。 
1994-95 年のメキシコ金融危機は、不十

分な監督・規制体制の問題、マクロ経済の

不安定によるペソ下落、といった要因に起

因している。1990 年代のメキシコの経済状

況は、銀行の保有する資産の急激な減価を

招いている。 
危機時における対応としては、①全額保

護(～2004 年)、②債務者・預金者保護のた

めの短期・長期の各種施策、③外資の参入

許容、④監督・規制体制の近代化といった
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点における取組みがなされた。そして、こ

の金融危機が新たな預金保険システムの必

要性を明らかにしたことにより、政府から

権限を移譲された機関として IPAB が設立

された(1999 年に業務開始)。 
IPAB の資産管理・処理の方針については、

経済・金融情勢等を考慮し、可及的速やか

に資産回収の極大化をはかる、というもの

である。これまでの回収額累計は約 97.5 億

ドルであり、うち 56%の資産は第 3 者機関

によって間接的に管理されている。資産の

種類としては、ローン、不動産、動産、株

式、その他有価証券など多岐にわたる。 
さらに処理手続きの実績を詳しく述べれ

ば、 2008 年 1 月までの累計で 23,376 件の

不動産資産(608 件が競売)、637,932 件の動

産資産(64 件が競売)を売却している。また、

2007年末までにUSD10,949百万(すべての

種類の資産に係る)が回収済み(当初価値の

約 30.5%に相当)となっている。なお、大量

の資産に対応するようなセカンダリー市場

は近年まで存在しなかった。 
 

(3) 各国コメント 

日本、米国、メキシコの発表の後、引き

続き、インド、韓国、マレーシア、フィリ

ピン、ロシア、タイの代表から自国の制度・

経験に係るコメントが述べられた。各国の

主なポイントは次のとおりである。 
 

① インド預金保険公社(DICGC) 

資産処理の方法としては、①商業銀行に

ついては企業の破産と類似した手続き、②

信用組合については各州政府によって任命

される清算人と清算手続き、による。 

資産管理・処理組織としては、Asset 
Reconstruction Companies (ARCs)があり、

中銀が規制当局となっている。6 つの ARCs
によって 2007 年末までに取得された資産

累計は、約 9,059 百万ドル(取得コストは

2,290 百万ドル)。 
 
② 韓国預金保険公社(KDIC) 

迅速な回収と回収額の極大化の両目的の

実現を理想としているが、実際には、金融

の安定、資産の性質、資産回収会社の財務

状況、市場の状況を勘案して適切な方法を

選択。 
不良資産処理の分担としては、①

Insolvent な 金 融 機 関 か ら の 資 産 は

RFC(KDIC の下部機関)、②健全金融機関か

らの資産は韓国資産管理公社(KAMCO)と
なっている。RFC の資産処理は、資産の性

質や財務状況に応じて①売却、②(将来の処

分のための)一時保有の手法を選択する。 
 
③ マレーシア預金保険公社(MDIC) 

資産管理組織の基本目標は、迅速な処理

と回収額の極大化である。処理手法として

は、第 3 者機関への大量売却、管理・回収、

将来の売却のため一時保有、証券化といっ

たものがある。 
論点としては、①独立機関かインハウス

の組織か(MDIC は子会社組織)、②保有か

売却か、③影響するファクターは何か(資産

の種類、経済状況、法的インフラ、政治的

配慮等)といったものがある。しかしながら、

全てのケースに当てはまる手法はない(No 
one-size-fits-all approach)。 
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④ フィリピン預金保険公社(PDIC) 

1997 年のアジア通貨危機の影響により、

総資産に占める不良資産の割合が急増(4%
⇒14%)、Special Purpose Vehicle (SPV)が
2002 年に設立された。2007 年末時点で管

理下におかれている資産総計は 1,165.6 百

万ドル。 
 

⑤ ロシア預金保険公社(DIA) 

ロシア金融危機の後、1999 年に不良債権

回収のために資産管理会社が設立された。

その後DIA(預金保険機関)が2004年に設立

されている。 
日本の例に関心がある。独立した調査権

や告訴・告発権を持つべき点に同意。なお、

システミックな状況に対する措置は未整備

である。 
 

⑥ タイ中央銀行(BOT) 

1997 年のアジア通貨危機の影響で金融

機関の多大な閉鎖・合併が生じた。Asset 
Management Corporation を 1998 年に設

立し資産処理などを実施(2005 年終了)。そ

の後、TAMC(国営 AMC)を 2001 年に設立

(10 年間の時限)、全ての政府保有不良資産

が移転されている。 
 

(4) 討議・総括 

討議においては、冒頭、日本側より、整

理回収機構がこれまで行ってきた実績を紹

介し、整理回収機構は単純な売却処理機関

ではなく、回収に主眼を置いてスタートし

た経緯を説明、また、マクロ経済も含めて

米国とはさまざまな面で異なる状況にあっ

たことも言及した。さらに、預金保険機構

の「責任追及業務」についても補足し、経

営者に対する告発と債務者に対する告発に

つき、前者は金融機関の破綻責任を明らか

にし、モラルハザードを防止すること、後

者は不良債権の悪質債務者に対して厳格な

態度を取ることにより、スムーズな回収及

び回収の極大化をはかることを目的として

いる旨説明をした。特に後者については、

競売妨害、脅迫、詐欺などについては暴力

団が絡んでいるケースが多いこと、また、

そうした反社会的勢力への行為についても

厳格に対応していることを説明した。 
その後、資産管理・回収については各国

によって状況は相当異なるという意見が多

かったことから、さらに議論を進めた。資

産管理処分の戦略として、「一旦保有して処

理に適切な時期を待つ場合と迅速に処理す

る場合の双方の手段があり得る」という点

をコンセンサスとして共有できたという理

解のもと、どういう要素を考慮すべきか、

といった点などについて参加者の意見を求

めた。 
参加者からは、「市場のインフラが未成熟

であった場合や資産が複雑化すれば、公正

な価格(fair price)発見は困難になるのでは

ないか」との意見があり、さらに、「米

FDIC(90 日以内に売却)のような直ちの売

却(immediate sale)というのは実際には困

難ではないか」という議論があった。これ

は、短期間で適正な市場価格を見出すこと

は一般に困難との考え方が背景にあるもの

と思われたが、この点は、米の場合も目標

であって必ずしも全ての資産が短期間で処

理できるわけではない、との見解が示され、

また、議論を通じ「適正な価格の認定は国

別の状況によって相当異なる」との共通の
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理解を得た。 
さらに、「処理方法の選択は資産の性質等

の観点からみるべき」との意見も出された。

例として、特定の資産で現在市場が存在し

ていないような場合は当然ながら処理には

困難が伴うことが指摘された。そこで、「新

たな市場における公正価格の利用可能性」

という点も議論された。これらは、知的所

有権などユニークな資産や、市場取引がユ

ニークなものも考えられるが、参加者から

は、「(世界中で問題となっている証券化に

ついて)将来のリターンが不安定なものは

新たに出現しても証券化には意欲が低下す

るのではないか」といった意見や、「市場モ

デルがあっても買手がいなければ適正価格

の設定は難しい」、といった意見が出された。 
そこで、さらに、状況による違いという

点について、システミックなリスクの有無

といった点についても議論された。システ

ミック・リスクの可能性が考えられる場合

は、「悪影響が世界中に伝搬することを避け

るために必要な措置を取る必要があるこ

と」、「そうした手段についてはクロスボー

ダー等の観点からよく研究されるべき」、

「適正価格が判明していても早期の売却で

市場に悪影響を及ぼすことも考慮すべき」、

といった意見が参加者から出された。 
最後に、議論のまとめとしては、「基本的

には経済・市場に対応するための柔軟性と

いうものが重要であること」、「資産の管

理・処分には法制度や組織など適正な種類

のインフラが必要であり、そのような対策

はむしろ平時においてこそ備えておくべ

き」、とのコンセンサスを参加者間で得られた。 

3．セッション 2「預金保険のクロス

ボーダー問題」 

(1) 課題提起 

セッション 2 では、日本側から 2 つの発

表に分けてテーマの課題提起を行った。最

初に、「東アジアの観点から見たクロスボー

ダー銀行の破綻処理」と題し、東アジア地

域の観点から問題の考察についてプレゼン

テーションし、次に「破綻銀行のクロスボ

ーダー問題」として、詳細な論点を提示し

た。以下、各々のプレゼンテーションの要

旨を紹介する。 
 
① ｢東アジアの観点から見たクロスボ

ーダー銀行の破綻処理｣ 

クロスボーダー銀行(国際的に業務展開

する銀行)問題とはそもそも何かというこ

とであるが、まず、銀行監督では母国主義

というコンセンサス(バーゼル・コンコルダ

ット)が存在する一方、破綻処理については

母国・ホスト国間の取極めについてのコン

センサスが存在しない、という問題がある。

また、クロスボーダー銀行の破綻処理にお

ける大きな論点として、①公平性の問題(母
国、ホスト国の預金者・債権者間の利害関

係の調整)、および②システミック・リスク

の問題(システミック・リスクが母国のみな

らずホスト国に波及)が存在する。なお、ク

ロスボーダー銀行の破綻処理の選択肢とし

ては、 ①預金・債務の全額保護及び②定額

保護を保ったままの処理、があり得るが、

前者はシステミック・リスクの回避および

内外の預金者・債権者の平等の観点からは

優れているが、モラルハザードにつながる

との批判がある。他方、後者は、これまで
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実際に採られたことが殆どなく、システミ

ック・リスク回避にはたして有効かという

懸念がある。 
次に、現状、我が国にとってのクロスボ

ーダー銀行問題という位置づけに関しては、

外銀の進出形態やそのプレゼンスが参考と

なる。現在得られるデータからは、①外銀

は現地法人ではなく支店形態で進出してい

る先が多いこと、②外銀は、インターバン

ク市場および外国為替市場でのプレゼンス

が極めて高い(一方で、貸出・預金市場での

プレゼンスは低い)、という状況である。こ

うした点からは、我が国にとってもクロス

ボーダー銀行問題は重要であると考えられ

る。 
なお、日本は、クロスボーダー銀行の破

綻処理については、豊富な経験をし、様々

な教訓を得ている。まず、1991 年には、

BCCI の破綻に直面し、国際的な情報共有

の重要性が認識された。また、1990 年代後

半には、山一証券(欧州に銀行子会社を保有)、
長銀、日債銀の破綻を経験したが、全額保

護などの措置を講じて、国際的なシステミ

ック・リスクの顕現化を回避した。日本の

預金保険制度は、こうした経験を経て、シ

ステミック・リスク対応の預金保険法 102
条を備えるなど、進化を遂げてきたと言え

よう。 
さらに、東アジア諸国におけるクロスボ

ーダー銀行の問題という点については、ア

ジア通貨危機後に国内における外銀のウェ

イトが上昇していること、中国の銀行など

が海外進出を活発化していること、等から

重要となってきていると考えられる。 東ア

ジア国内における外銀の進出度合いについ

て見れば、外銀の現地通貨建て資産・債務

は、通貨危機後急増しており、また、多く

の東アジア諸国(韓国、香港、シンガポール、

タイ、マレーシア、ベトナム)では外銀の規

模(現地建て負債のGDP比)が日本より高い。

また、東アジアの銀行による対外進出につ

いて、銀行の資産規模の世界ランキング(大
銀行ほど、海外展開する傾向)をみると、

1989 年時点では、上位 5 行は全て邦銀とな

っている一方、2007 年時点では、上位 10
行のうち中国の銀行が 3 行入っている。 

最後に問題提起としては、①東アジアに

おける外銀の進出形態如何(支店か現地法

人か)、②債務の中身(預金かインターバンク

での調達か)、③外銀の外為市場でのプレゼ

ンス、④クロスボーダー銀行が破綻した場

合はどのように対処することになるか、と

いった諸点があげられる。 
 

②「破綻銀行のクロスボーダー問題」 

クロスボーダー銀行の破綻処理を複雑に

する要因としては、まず、管轄権の問題、

すなわち、属地主義(territorialism)と普及

主義(universalism)の問題がある。 
両者の典型例としては、前者は米国の法

制、後者としてはＥＵ指令がある。米国の

破綻法制は、資産側は、自国に所在する全

ての資産を保全対象とする一方、負債側は、

自国の支店の債権者のみに限定するという

考 え 方 で 、 現 代 属 地 主 義 (modern 
territorialism)とも呼ばれる。米国では、リ

ングフェンシングも「外国銀行業務の法規

制として合理的かつ公平なシステム」とい

う判例が国内で出されている。ＥＵ指令は、

クロスボーダー銀行の破綻処理に伴う不確

実性を低減させたとの評価がある一方、EU
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域内のみでしか適用されないという限界も

ある。 
属地主義と普及主義に対しては、賛否両

論があり、属地主義は現地監督当局の迅速

な対応を促す一方、各国間の協調体制を乱

す可能性が指摘されている。また、普及主

義は、債権者の公平性を確保(ホームカント

リー原則と整合的)できる一方、自国の債権

者の保護は不十分ではないかとの指摘もあ

る。 
因みに、外銀が破綻した場合、在日本支

店がどのように処理されるか述べておきた

い。日本の銀行法 51 条では、外国銀行の支

店が免許を取り消された場合、全ての資産

は清算されると規定されている。従って、

外銀が破綻した場合は、日本で並行倒産処

理が行われることとなる。BCCI が破綻し

た際には、BCCI 東京支店は、特別清算法

の下で処理された。 
二番目の問題として、広い意味での「最

後の貸し手」の問題について触れる。BCCI
の破綻時に大株主のアブダビ政府が、「最後

の貸し手」として資金を提供し、グローバ

ル・プーリングによる処理が可能となった。

これは、預金保険機関による資金援助と同

様の性格を有するが、クロスボーダー銀行

を処理する際には、こうした資金援助は、

どの国が行うべきかという問題が生じる。 
三番目の問題として、預金保険の側面に

目を転じると、国によっては、我が国のよ

うに、外銀支店の預金が保護されていない

場合があることに注意を要する。また、預

金保険で支払われた資金は如何にして回収

することが可能か、ということも論点であ

る。この関係では、1991 年の BCCI の破綻

のケースに関し、英国の裁判所が、国内資

産のプーリングへの移転を拒絶し、預金保

険の資金回収に充当する保全命令を発した

例がある。 
また、グループ・ベースとエンティティ

ー・ベースという論点もある。これは、ク

ロスボーダー銀行の業務はグループ・ベー

スである一方、破綻処理手続はエンティテ

ィー・ベースとなる違いがあることによる

ものである。 
最後に今後の課題としては、関係者間で

様々なケーススタディを行い、各国の預金

保険機構間における何らかの協調体制が将

来的には必要となることが考えられる。 
 

(2) 各国事例 

① 米連邦預金保険公社(FDIC)：「FDIC
におけるクロスボーダー問題」 

クロスボーダーの基本的問題点としては、

まず、国際的に合意された原則がないこと、

さらに金融危機における対応や破綻処理の

法制が各国毎に大きく異なることを認識す

る必要がある。 
法制・政策面の問題点としては、支店・

現地法人の形態による管轄権の違い、情報

へのアクセス、規制・監督のフレームワー

クの相違、などが考えられる。さらに、組

織形態の違いは、第一義的な監督当局、緊

急の流動性支援を行う機関、預金保険機関、

破綻処理当局、といった役割をどちらの国

が負うべきか、という点にも影響を及ぼす。

そして、ホーム・カントリー主義とホスト・

カントリー主義の違いにより、適用される

法律、 費用負担、システミック・リスクの

場合の対応まで論点は多岐にわたる。 
各国預金保険制度についても、その保護
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範囲や破綻処理の哲学が大きく異なる。ベ

イルアウトしてしまうか或いは定額保護を

保ったまま対応するか、承継銀行形式をと

るか通常の清算処理とするか、論点は多く

存在する。 
FDIC の重要な政策としては、外国当局

との合意を形成し、情報共有の枠組みや危

機時における協調の体制を構築していくこ

と、また、国際機関へのアプローチ・参加

を通じた理解と協力の促進、が挙げられる。

クロスボーダー銀行の破綻においても基本

は最小コスト原則になると考えられるが、

外銀の米国内顧客との関係、外国当局の行

うリングフェンシングの可能性、様々な法

律面の問題点の把握など、検討すべき点は

多い。 
 

② 英金融サービス庁(FSA)：「金融の安

定及び預金者保護：英のフレームワ

ーク強化」 

英国で現在進められている金融システ

ム・フレームワークの強化の中では、銀行

破綻の可能性を低減させるとともに、破綻

した場合でもその悪影響を最小化すること

が目標におかれている。改革の 5 つのポイ

ントとしては、①金融システムの安定、②

銀行破綻の可能性の低減、③破綻時のイン

パクトの最小化、④消費者のコンフィデン

ス向上・補償、⑤英国内及び国際的な協調、

である。 
①金融システムの安定の課題としては、

金融機関のリスク管理・ストレステスト、

流動性リスク、などがあり、②破綻可能性

の低減への課題としては、監督の強化や情

報の共有など、さらに、③破綻時のインパ

クト最小化への課題としては、迅速な業務

の承継や承継銀行制度等を含む破綻処理体

制の強化、などがあげられる。また、④消

費者の信頼向上・補償への課題としては、

預金保護範囲の改善、迅速な保険金の支払

い、などの点がある。 
なお、英国中銀の強化という点も重要な

課題である。英中銀のコーポレート・ガバ

ナンスは旧態依然としているとの批判があ

り、内部体制の改革が望まれている。 
⑤英国内及び国際的な協調の枠組みにつ

いては、国内における中銀、財務省、FSA
三者の枠組みに加え、金融安定化フォーラ

ム(FSF)や IMF 等との国際的な協調体制を

構築することが課題である。 
クロスボーダー問題についても、FSF、

IMF、EU などとの協力体制に加え、EU 内

やバーゼルなどにおける議論(リングフェ

ンシングなど)に積極的に参加することを

目指している。 
まとめとしては、将来起こり得る新たな

危機へ備え、かつ、柔軟性を確保すること

が我々にとって必要であろうと考える。な

お、改革の内容はパブリック・コンサルテ

ーションに付しており、議会プロセスを経

て法制化・施行に至るのは来年になるであ

ろう。 
 

(3) 各国・地域コメント 

日本、米国、英国の発表の後、香港、シ

ンガポール、台湾、ベトナムより自国制度

の紹介を交えたコメントが述べられた。要

旨は以下の通りである。 
 

① 香港預金保護委員会(HKDPB) 

香港における銀行システムの下では、免
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許銀行、限定免許銀行、預金取扱機関の 3
種が存在し、保護範囲に相違がある。外銀

の進出度については、免許銀行 142 行のう

ち 119 行、限定免許銀行 29 行のうち 13 行

を占めている。ただし、預金取扱機関はす

べて香港の会社である。 
セーフティーネット・プレイヤーの枠組

みとしては、HKMA が免許発行、銀行監督、

最後の貸し手 (LLR)機能などを担当、

HKDPB が 2006 年 9 月から預金保険制度

を担当している。 
クロスボーダー問題は、各国間の法制や

当局の権限・目的の相違と各国の管轄に作

用し合う破綻のインパクトがイシューと考

える。 
 

② シンガポール通貨庁(MAS)/シンガポ

ール預金保険公社(SDIC) 

シンガポールにおいては、外銀は支店又

は現地法人の双方の形式が存在している。

なお、リテール業務を行う機関については、

預金保険制度への加盟が強制である。最近

では、アジア地域の経済成長及び貿易・投

資の増大、さらに銀行法規制の自由化を受

け、外銀のプレゼンスは拡大し、また国内

銀行の海外展開も拡大している。 
クロスボーダー問題における預金保険の

課題は、ホーム/ホスト国監督当局の協力及

び(何らかの)基準の策定、また、ペイオフの

際におけるオフショア債務の算定なども考

慮の必要がある。 
 

③ 台湾中央預金保険公社(CDIC) 

クロスボーダー問題に関しては、 2006
年に国際預金保険協会(IADI)加盟 25 機関

に対してアンケートを実施した。その際に

得られた結果を紹介すると、次の通りであ

る。 
①大多数のホスト国において、外銀は預

金保険制度へ強制加盟となっている。 
②大多数の国で、海外支店は預金保険制

度の対象外となっている。 
③大多数の国で、外貨預金は預金保険制

度の対象となっている。 
④大多数の国で、預金保険機関に管財人

又は清算人の役割を持たせている。 
クロスボーダーにおける破綻処理は、国

別に異なる制度に加え、協調メカニズムや

費用分担メカニズムが欠如していることが

問題である。問題解決に推奨される方法と

しては、覚書(MOU)等の 2 国間又は多国間

取極めの締結や何らかの国際基準の設定と

いったものがある。 
最後に、CDIC としての見解をまとめる

と次の通りである。 
①外銀支店及び国内銀行海外支店はホス

ト国の預金保険制度へ加盟すべき 
②外銀支店は資産規模が増加した場合は

現地法人へ改組すべき 
③外銀支店はホスト国内で一定規模の資

産を維持すべき 
④海外当局との協力の一環として MOU
の締結を促進すべき 

 

④ ベトナム預金保険公社(DIV) 

近年、ベトナム経済は世界経済への統合

が進んでいる。2006 年には WTO へ加盟し

たが、それによって 2011 年までに外銀に係

る規制を完全撤廃することが要請されてい

る。また、二国間の関係でも米、日、EU
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との貿易協定(BTA)をこれまで締結してき

ている。 
次にベトナムの銀行業界における外資の

参入状況についていえば、ジョイントベン

チャー銀行が 5 先、外銀支店が 32 先、とい

う趨勢であるが、これらで全業態の与信残

高の 1 割を占めている。他に 100%外資の

financial companies が 4 先ある。 
預金保険制度としては、ドン建て預金を

扱う外資系銀行・会社は預金保険制度の対

象であり、国内銀行と同等の取り扱いであ

る。DIV はすべての保護対象金融機関の監

督を行っているが、ホーム-ホスト国間の情

報共有システムは未整備である。また、破

綻処理については、法制度が未生成であり、

管財業務と破綻処理のメカニズム自体も未

整備である。債権回収に係るホスト国-ホー

ム国の規制当局間の協調体制も未整備であ

る。 
グローバリゼーションと地域統合とが同

時並行的に進む現在、複数国間において多

業種(銀行、証券、保険)を行うコングロマリ

ットが増えており、結果として各国へのリ

スク伝播の可能性が高まっている。しかし

ながら、規制当局の法制度、マンデート、

責任範囲などが国別に異なることからクロ

スボーダーにおいて問題は多い。 
結論としては、各国規制当局及び預金保

険機関の情報共有の枠組みが必要と考える。

ベトナムは金融統合の初期段階であり、ク

ロスボーダーも新たな課題である。しかし

ながら、これまでに、ベトナム中銀が 6 カ

国と情報共有の MOU を締結、DIV は 3 カ

国と MOU を締結するなど、この分野でも

取組みを行っているところである。 
 

(4) 討議・総括 

冒頭、アジア通貨危機を含む各国の経験

を補足した。その中で、アジア諸国では、

アジア通貨危機時に、システミック・リス

クを防ぐために全額保護措置を取った場合

が多かったことに関連し、「システミック・

リスクに対応した例外措置(systemic risk 
exception)を持つべきことが望ましいか」と

いうことについて参加者間で議論された。 
理想的には定額保護措置を取り、モラル

ハザードを防ぐことが第一に考えられる一

方で、実際にはクロスボーダーで業務を展

開する銀行は大規模の金融機関である場合

が多々想定され、そうした場合にシステミ

ックに大きな影響を持つことは当然考えら

れる。他方で、システミック・リスク用の

特別規定を持つ場合はモラルハザードにつ

ながる可能性も指摘されるところ、これら

の点をどう考えるかということについて参

加者から意見が出された。預金保険機関は、

基本的に、最小コスト原則に基づいて、破

綻銀行を処理することがマンデートであり、

銀行債務の全額保護を行うか否かは、政府

が決めることであるし、システミック・リ

スク用の例外規定が無くても、政府が全額

保護を宣言さえすればよいことであるとの

意見が出された。その一方で、日本などの

経験から言えば、日本の預金保険法の 102
条のような条項によって、政府が金融危機

に対して迅速に対応できる、との意見も聞

かれた。 
また、システミック・リスクには、グロ

ーバルな規模に影響の及ぶシステミック・

リスクとそれに至らない規模のシステミッ

ク・リスク(国内的には大規模であってもグ
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ローバルには影響が懸念されない場合)と
いう 2 つの場合がある、との指摘もあった。

そして、「グローバルなリスクのある場合に

は、通常の全額保護措置とは別の措置、す

なわち一時国有化のような措置も場合によ

っては検討すべきではないか」との意見が

出された。ただし、この点は、国によって

外資の銀行が多い場合は国有化という手段

が難しい可能性がある、との意見もあった。 
さらに、ホーム国―ホスト国間の MOU

などによる取極に関しても参加者に意見を

求めた。情報共有の必要性、すなわち、「監

督機関同士でも預保機関同士でも一定の情

報はシェアされるべき」という点について

は、ほぼすべての参加者のコンセンサスを

得られた。また、ホーム国-ホスト国間で取

極を結ぶ場合、情報交換体制の他に、例え

ばコストシェアリングについてまで含める

ことができれば理想的(リングフェンシン

グを恐れて情報共有に消極的になる状況を

回避)、との指摘があった。なお、この情報

共有の面では、「預金保険機関の形態による

情報保有量の相違」や「各国の守秘義務の

扱い方の相違」といった点も留意すべきポ

イントとして意見が出された。 
議論の総括としては、「クロスボーダーの

問題をより深く議論すべき」ことが参加者

間でコンセンサスとして共有された。具体

的には、預金保険の保護範囲や破綻処理シ

ステムなどのハーモナイゼーションといっ

た面が研究すべき点として認識され、お互

いに他国の預金保険制度や破綻処理システ

ムの共通点及び相違点を研究することが重

要であるとの相互理解を得られた。 
 

      以 上 


