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諸外国における金融システム安定化策の動向 

― 預金保護拡充の現状と課題を中心に ― 

 

御船 純1 

 

 2008 年 9 月のリーマン・ブラザーズ破綻を契機とした世界的な金融危機に対応するため、

欧米各国などでは、預金保護の拡充、債務保証、資本注入、不良資産の買取りなどの金融

システム安定化策が実施されている。本稿では、こうした金融システム安定化策の動向に

ついて概観した後、危機発生後まもなく世界各地で矢継ぎ早に実施された預金保護拡充の

現状と課題について詳しくみる。 

目 次 

１．はじめに 

２．金融システム安定化策の動向 

（１）概観 

（２）地域別動向 

  イ．米国 

  ロ．英国 

ハ．ユーロ圏 

ニ．アジア・オセアニア 

３．預金保護拡充の現状と課題 

（１）2008 年秋の危機対応と現状 

（２）危機対応の評価と教訓 

  イ．2008 年秋以前の経験（英国の事例）からの教訓 

  ロ．2008 年秋の経験からの教訓 

（３）今後の焦点――危機の教訓を踏まえた「出口」の模索 

  イ．いつ退出するか 

  ロ．どのように退出するか 

ハ．どこへ退出するか 

４．むすびにかえて 

補論１ EU 諸国における公的資金注入行の再建計画 

補論２ 世界の預金保険制度・機関と IADI（国際預金保険協会） 

補論３ EU 預金保険指令の見直しの動き 

  

                                                   
1 預金保険機構・総務部調査室長（E-mail: jun-mifune@dic.go.jp）。本稿の執筆は個人の資格で行ったもの

であり、意見にわたる部分は筆者に属し、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 

2008 年 9 月のリーマン・ブラザーズ破綻を契機とした世界的な金融危機に対応するため、

欧米各国などでは、預金保護の拡充、債務保証、資本注入、不良資産の買取りなどの金融

システム安定化策が実施されている。 

白川（2009）の整理に従えば、通常、金融危機は流動性不足という形で表面化するが、

その背後に資本不足の問題が存在する場合、危機の初期段階でどの程度が資本不足の問題

であるかを識別することは難しい。このため、危機対応の道筋としては、流動性の潤沢な

供給等を通じて金融不安の拡大を防ぎながら、金融機関の損失規模（自己資本の不足額）

を見極めていき、必要に応じて資本注入等を行って自己資本の回復を図っていくことにな

る。今回の危機でも、2007 年 8 月にサブプライム住宅ローン問題が顕在化して以降、欧米

の金融機関は流動性不足の問題に直面していたが、2008 年 9 月のリーマン・ブラザーズの

破綻により事態が一挙に悪化し、資金市場における流動性が枯渇した。これを受けて、各

国当局は、中央銀行による流動性供給の拡充に加えて、金融機関に対する預金者の信認低

下やインターバンク市場の機能不全への対処として、預金保護を拡充し、金融機関の市場

性資金調達に対する政府保証（債務保証）を付与した。また、これら流動性不足への対応

と並んで、2008 年秋以降、公的資本注入や不良資産の買取り・損失保証など、公的資金を

用いて自己資本の回復を図る施策を相次いで導入してきた（図表１）。 

以下では、こうした金融システム安定化策の動向につき、欧米各国を中心に概観した後、

危機発生後まもなく世界各地で矢継ぎ早に実施された預金保護拡充の現状と課題について

詳しくみる。 

 

（図表１）金融危機への対応（概念図） 
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２．金融システム安定化策の動向 

（１）概観 

今般の金融危機の発生を受けて、世界の広範な地域で流動性・資金調達面での対応（「預

金保護の拡充」、「債務保証」）が実施されたが、危機の影響が大きかった欧米各国では、不

良資産処理および資本増強面での対応（「不良資産処理」、「資本注入」）にまで踏み込む先

が多くみられた（図表２）2。その後、危機の初期段階にみられた金融システムに対する過

度な不安感が後退し、金融市場が落ち着きを取り戻す中、現在の焦点は、欧米各国におけ

る不良資産処理および資本増強面での対応に移っている。 

まず、欧米各国における流動性・資金調達面での対応をみると、債務保証の新規付与は

各国とも 2009 年末までに終了した（保証期限は、発行債券の期間によって、最長で 2012

～14 年末まで）。預金保険制度における預金保護上限の引上げ（恒久措置を除く）や全額保

護の措置も、時限措置の期限到来に伴い、2010 年末以降、漸次縮小していく方向にある。 

次に、不良資産処理および資本増強面での対応をみると、欧米各国における資本注入や

不良資産処理の進捗ペースや手法は必ずしも一様ではない。第一に、公的資本注入の状況

をみると、各国とも危機当初に多額の注入枠を設定したが、米国やフランスでは既に大手

行による公的資金返済が概ね完了しつつある一方、英国では 2009 年 11 月に至ってもなお

大手 2 行が追加注入を受けている。また、米国でも銀行以外の金融機関に視野を広げると、

2009 年 12 月に GSE2 社3（ファニーメイ、フレディマック）などへの支援強化を余儀なく

されている。第二に、不良資産処理（買取り・損失保証）の状況をみると、英国では損失

保証スキームを提供している一方、米国やドイツなどでは不良資産をバランスシートから

切り離すスキームを用意しているが、これらのスキームは必ずしも十分活用されていない4。 

このように、欧米各国では、金融危機への対応として、金融機関のバランスシート全体、

すなわち負債（預金保護および債務保証）、資本（資本注入）、資産（不良資産処理）の全

てにわたり対策を実施しているほか、一部の事例では、金融機関の一時国有化も実施して

いる。これら国有化された金融機関の最終処理も、今後の課題として残っている。 

  

                                                   
2 「流動性・資金調達面での対応」と「不良資産処理および資本増強面での対応」という整理の仕方およ

び図表２の区分は、白川（2009）、日本銀行（2009）に多く依拠している。 
3 GSE（Government Sponsored Enterprises、政府支援機関）は、MBS（住宅ローン担保証券）の発行・

流通両面で米国の住宅金融市場を支えている。発行面では、一定の規格を満たす住宅ローンを買入れ、そ

れを担保に、自らが元利金払いの保証を付した MBS を発行しており、流通面では、エージェンシー債の

発行資金を原資として大量の MBS を購入・保有している。なお、GSE は、上場されている民間企業であ

るにもかかわらず、その業務の公共性に鑑みて政府と特別な関係（大統領による一部経営陣の指名、各種

の優遇措置の適用等）にあるため、市場では「GSE は暗黙の政府保証を有する機関」とみられている。 
4 ちなみに、日本銀行（2009）は、1990 年代の日本の金融危機への対応（最初に不良資産の買取り＜当初

は民間、後に公的枠組み＞に着手し、その後に公的資本を注入）と対照的に、今回、欧米諸国では不良資

産の買取りが公的資本注入より遅れて実施された理由として、主たる対象が複雑な証券化商品であり、市

場機能が著しく低下している中、売却価格等の設定が容易でないことを指摘しうるとしている。 
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（図表２）欧米各国における金融システム安定化策 

 

 

（２）地域別動向 

イ．米国 

流動性・資金調達面での対応をみると、2008 年 10 月以降、預金保護上限の引上げ、「時

限的な流動性保証プログラム（TLGP：Temporary Liquidity Guarantee Program）」に基

づいた決済用預金の全額保護および債務保証が行われているが、債務保証の新規付与は

2009 年 10 月末で終了しているほか、決済用預金の全額保護も 2010 年末で終了予定5とな

っている。また、米国連邦準備制度（Fed）の資産内訳をみても（図表３）、各種の流動性

ファシリティの残高は大きく低下し、リーマン・ショック以前の水準に戻っている。もっ

とも、住宅金融市場を支えるための MBS やエージェンシー債の買入れなどから保有証券が

著増しているため、Fed の総資産残高は引き続き高水準で推移している。  

                                                   
5 但し、FDIC の裁量で、追加のルール改正なしに 2011 年末まで期限を延長することも可能（2010 年 4

月 13 日の FDIC 理事会で、2010 年 6 月末の期限を半年再延長するルール改正を行った際に併せて決定）。 

米国 英国 ドイツ フランス （参考）　日本（1990年代以降）

預金保護の
拡充（上限引
上げ等）

10万→25万ドル（2013年末まで）

決済用預金の全額保護（2010年末

まで＜但し本文脚注5参照＞）

3.5万→5万ポンド（恒久措置）

（但し、上限引上げ＜2008年10月＞

以降の銀行破綻処理では政府が全
額保護）

2万→5万ユーロ（恒久措置）（＊）

但し、政府宣言で個人預金の全額
保護（期限未定）

不変（7万ユーロ） 全額保護（1996～2005年＜2002年

4月以降、段階的に解禁＞ ）（＊＊）

債務保証

［対象］銀行の新規発行債
　　　　（2009年10月末まで）

　　　　（但し、異例時限定の特例
　　　　あり：2010年4月末まで）

［保証期限］2012年末まで

［対象］銀行の新規発行債
　　　　（2009年末まで）

［保証期限］2014年4月末まで

［対象］銀行の新規発行債
　　　　（2009年末まで）

［保証期限］2014年末まで

［対象］官民（7銀行）共同出資法人

　　の新規発行債（2009年末まで）

　　（上記を原資として、同法人が
　　上記7行の債務を引受）

［保証期限］2014年末まで

全額保護下で、実質的に全債務

保護（＊＊）

資本注入

総枠7,000億ドル（対GDP比4.9%）の

プログラム（TARP）に基づき、資本注

入枠
　・銀行、AIG、GMACに3,000億ドル

　超を注入（大手行は概ね返済）

GSE2社（＊＊＊）向け資本注入枠

（各々2,000億ドル＋債務超過額相

当の累計）
　・約1,260億ドルを注入

最低500億ポンド（対GDP比3.6%）の

資本注入枠
　・大手3行に370億ポンドを

　注入（2008年10月）

　・大手2行に312億ポンドを

　追加注入（2009年11月）

総枠800億ユーロ（対GDP比3.2%）

のプログラムに基づき、資本注入枠
　・約200億ユーロを注入

400億ユーロ（対GDP比2.1%）の資

本注入枠
　・大手6行に総枠210億ユーロ

　（完済）
　・その他個別支援

2006年までの実績：合計12.4兆円

（対GDP比2.5%）

　・早期健全化法、金融機能安
　定化法、預金保険法、組織再
　編成特措法、金融機能強化
　法（旧法）に基づく注入。

改正・金融機能強化法（現行）：総枠
12兆円（実績：約0.3兆円）

不良資産
処理
（買取り・
損失保証）

官民共同ファンド（PPIP）による不良

資産（貸出、証券）買取りプログラム
　・貸出債権ファンド：試験運用中
　（2009年7月～）

　・証券ファンド：複数を設立
　（2009年9月～）

個別行支援に際して損失保証

損失保証スキーム（2行申請、うち
1行は最終的に不要と判断して参加
見送り）

バッドバンク設立に関する法律成立
（2009年7月）

　・証券化商品を受け皿機関へ
　移管するスキーム（民間銀行
　が中心）
　・不良資産および非中核事業
　を切り離し、清算機関へ移管
　するスキーム（州立銀行が中心）

個別行支援に際して損失保証 金融再生法第53条による健全行か

らの不良資産買取り (1998年10月

～2005年3月）

一時国有化

―― 2008年2月：ﾉｰｻﾞﾝ・ﾛｯｸ（2010年1月

に新銀行と不良資産の管理会社に
分離）

2008年9月：ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ﾋﾞﾝｸﾞ

ﾚｰ

2009年10月：ﾋﾎﾟ･ﾘｱﾙ･ｴｽﾃｰﾄ

　（少数株主を排除し、完全国
　有化）

―― 1998年10月：日本長期信用銀行

1998年12月：日本債券信用銀行

2003年11月：足利銀行

（注１）2010年4月14日までに得られた情報に基づく。

（注２）対GDP比は、各国の2008年名目値との対比。

（資料）各国当局資料、OECD（2009a）、OECD（2009b）

（＊＊＊）ファニーメイ（FNMA：Federal National Mortgage Association）、フレディマック（FHLMC：Federal Home Loan Mortgage Corporation）。

（＊＊）　 預金保険法改正（2002年）により、2003年4月以降は、一定の要件を満たす決済用預金と決済債務の全額保護を恒久化。

（＊）　　強制加入制度の預金保護額。ドイツでは、このほかに任意加入制度（各銀行の責任自己資本の30％相当額を保護）が存在。
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（図表３）Fed の資産残高 

 

不良資産処理および資本増強面での対応をみると、緊急経済安定化法（2008 年 10 月成

立）に基づき、金融機関からの不良資産の買取り等のために総枠 7,000 億ドルのプログラ

ム（TARP：Troubled Asset Relief Program）が設定され、資本注入や不良資産処理などに

資金が割当てられている6。TARP の実施状況をみると（図表４）、資本注入については、前

述のとおり、大手行では公的資金返済が概ね完了しつつあるが、その他の地域金融機関や

AIG（保険会社）、GMAC（ノンバンク）などでは返済が進んでいないほか7、TARP の枠外

では GSE2 社に対する注入枠の 2 度目の引上げが行われている8。また、不良資産処理（官

民投資プログラム＜PPIP：Public-Private Investment Program＞）については、貸出債権

ファンド（連邦預金保険公社＜FDIC＞が試験運用中9）、証券ファンドともに必ずしも十分

活用されていない。なお、TARP の公的資金について、当局は、最近（2010 年 1 月）時点

の「極めて保守的な見積もり」の下で最大 1,200 億ドル程度の損失発生を見込んでおり、

その穴埋めとして、大手金融機関から特別税として金融危機責任手数料を課す方針を示し

                                                   
6 当初は資産買取りに利用する目的で設定されたが、その後、資金使途が拡大された。 
7 大手 6 行（注入額合計 1,600 億ドル）は、シティバンクを除き（一部未返済、2010 年中に返済予定）、

返済済み。他方、GMAC は、2009 年 12 月に 3 度目の公的資本注入を表明。 
8 2008 年 9 月、GSE2 社は財務悪化により公的管理下に置かれ、TARP とは別枠で各々最大 1,000 億ドル

の公的資本注入枠が設定された。注入枠は、2009 年 2 月に最大 2,000 億ドルに引上げられ、2009 年 12 月

に最大「2,000 億ドル＋2010～12 年の各四半期の債務超過額相当の累計」に引き上げられた。 
9 具体的には、FDIC が管財人として破綻金融機関から承継した不良資産の一部を、資産運用会社（FDIC

と入札手続きを経て選定された民間機関で共同出資）に移管し、最終処理後の損益を FDIC と当該機関の

間で応分に負担する仕組み。 

（注１）流動性ﾌｧｼﾘﾃｨは、TAF（Term Auction Facility）、CPFF（Commercial Paper Funding

　　　　Facility）、中銀間ｽﾜｯﾌﾟ、TALF（Term Asset-Backed Securities Loan Facility）、Primary

　　　　Credit、Secondary Credit、Primary Dealer Credit Facility、ABCP MMMF流動性ﾌｧｼﾘﾃｨの合計。

（注２）「個別支援関連」は、AIG及びベア・スターンズ向け支援に関する貸付等。

（注３）長国買入れ（最大0.3兆ドル）は2009年10月末で終了。ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ債・MBS買入れ（各々最大0.2兆

   　　　ドル、1.25兆ﾄﾞﾙ）は2010年3月末で終了。

（資料）FRB
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総資産（その他
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うち保有証券

うち流動性ﾌｧｼ

ﾘﾃｨ

うち個別支援

関連

0.0
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0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
兆ドル

うち保有証券の内訳
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ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ債
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ている10。 

この間、商業用不動産ローンの不良化等を背景として、地域金融機関は厳しい経営環境

に晒されており、FDIC による破綻処理は急増している（2009 年は 140 件＜1992 年以来の

水準＞）。こうした状況下、FDIC は、預金保険基金の財務改善や流動性の確保を図るため、

様々な措置（特別保険料の徴収、保険料率の累次の引上げ、保険料の前払実施）を講じて

いる11。 

 

（図表４）TARP の実施状況 

 

 

ロ．英国 

イングランド銀行の推計によれば、英国当局が銀行部門に提供している公的支援の総枠

（コミットメント・ベース）は対 GDP 比で 70％超（2009 年 11 月末時点）に上り、米国

およびユーロ圏を上回る水準となっている（図表５）。 

流動性・資金調達面での対応をみると、2008 年 10 月以降、預金保護上限の引上げ（恒

久措置）や債務保証が行われているが、債務保証の新規付与は 2009 年末で終了している。 

不良資産処理および資本増強面での対応をみると、2008 年 10 月に大手 3 行（RBS、ロ

イズ・バンキング・グループ、HBOS12）に合計 370 億ポンドの公的資本注入を行った後、

2009 年 11 月に RBS とロイズに合計 312 億ポンドの追加注入を決定している13。なお、RBS

                                                   
10 オバマ政権は、2010 年 1 月に、資産規模が 500 億ドル超の大手金融機関（保険会社や証券会社を含み、

公的支援実績の有無にかかわらない）を対象に、最低 10 年間、負債の一部に 0.15％の料率で課金（10 年

で約 900 億ドルを徴収し、それで損失額をカバーできなければ更に延長）する方針を発表した。 
11 FDIC の最近の破綻処理動向およびその基金運営・保険料政策への影響の詳細については、本号所収の

杉原論文および澤井論文を参照。 
12 2009 年 1 月にロイズが救済合併。 
13 この結果、RBS の政府出資比率は 84％に上昇（ロイズは政府を含む株主割当増資を実施したため、出

資比率は 43％で不変）。 

割当済金額 支払済金額 返済額 ネット残高

520.3 468.5 178.0 290.5
銀行への資本注入（注1） 244.9 244.9 169.8 75.1
自動車業界への支援（注2） 81.3 81.3 3.2 78.2
AIGへの資本注入 69.8 46.9 0.0 46.9
PPIP（証券買取プログラム分）（注3） 30.0 30.0 0.0 30.0
TALF（注3） 20.0 20.0 0.0 20.0
その他（HAMP等）（注3） 74.3 45.4 5.0 40.4

（注１）Capital Purchase ProgramおよびTargeted Investment Program（ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ、ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶの2行に

　　　　対する総額400億ドルの資本注入）の合計。

（注２）GMACへの公的資本注入分を含む。

（注３）PPIPはPubilc-Private Investment Program、TALFはTerm Asset-Backed Securities Loan Facility、

               HAMPはHome Affordable Modification Program（住宅ローン条件緩和プログラム）の略。

（資料）Congressional Oversight Panel, "March Oversight Report" （2010年2月25日時点のデータ）

（単位：10億ドル）

合　　　計
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とロイズは、いずれも損失保証スキーム（APS：Asset Protection Scheme）への参加を表

明し（2009 年 2～3 月）、政府と適用条件の大枠で合意していたが、追加的な資本注入の決

定やその後の環境変化などを踏まえて、RBS は当初の条件を修正のうえ最終的に契約を締

結することとした一方、ロイズは参加を取り止めることとなった14。 

この間、2008 年 2 月に国有化されたノーザン・ロック銀行は、2010 年 1 月より、事業

を継続する新銀行（全預金と住宅ローンの一部を継承し、最終的に民間金融機関へ売却）

と、不良資産の管理・回収を専業とする資産管理会社（最終的に清算）に分離されている。

また、2008 年 9 月に一部国有化されたブラッドフォード・アンド・ビングレー銀行につい

ては15、財務省が任命した中立の価格査定人のもとで、破綻した同行の株主に対する補償額

の有無の評価作業が進められている。 

 

（図表５）銀行部門に対する公的支援規模 

 

（注１）名目 GDP（2007 年）との対比でみた各年末（2009 年は 11 月末）時点における規模。 

（注２）規模は、当局が発表した支援措置の総枠ベース（実際の利用額ではない）。支援措置としては、危機発生後に導

入された各種措置に基づき、各国政府・中央銀行が金融機関に対して行った保証、資本注入、資産買取り、貸
出等が含まれる。 

（注３）「ユーロ圏」は、ユーロ導入当初からの採用国 11 か国に欧州中央銀行（ECB）を含めたベース。 

（資料）BOE（2009） 

 

ハ．ユーロ圏 

欧州中央銀行によれば、ユーロ圏当局が銀行部門に提供している公的支援の総枠（コミ

ットメント・ベース）は、対 GDP 比で 27.1％（金融安定レビュー2009 年 12 月号の集計

締切時点）となっている。内訳をみると（図表６）、債務保証の金額が支援枠・実績ベース

ともに非常に大きい金額を占めている。これを利用率（実績／支援枠）でみると、資本注

                                                   
14 RBS の適用条件の主な修正点は、①同行が最初に負担する一次損失の金額引上げ、②保証対象資産の金

額引下げ、③保証料の変更（スキーム脱退時の累計の最低支払額を決めるとともに、定額から利用年数に

応じた累進的料率体系に変更）。なお、ロイズは、損失保証スキームの適用を受けなかったものの、同スキ

ームの適用方針の発表により、一定期間、暗黙の政府保証を得た対価として、政府に 25 億ポンドの手数料

を支払った。 
15 個人預金業務部門を他行（アビー・ナショナル銀行）が買収し、残りの部分を国有化。 

ユーロ圏（左） 

米国（中央） 

英国（右） 

対 GDP 比（％） 
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入が比較的高めとなっている一方、不良資産対応の支援枠の利用は低調となっている。 

流動性・資金調達面での対応をみると、2008 年 9 月以降、多くの国で預金保護の拡充が

行われている。また、ドイツやフランスでは債務保証が行われているが、両国における債

務保証の新規付与はいずれも 2009 年末で終了している。 

不良資産処理および資本増強面での対応をみると、資本注入規模（実行ベース）は、ユ

ーロ圏の中でもベネルクス３国やアイルランドなど危機の影響が大きかった中小国では対

GDP 比 4～6％程度と特に高く16、ドイツやフランスでは対 GDP 比 1％程度となっている

（但しフランスでは大手 6 行は完済）。不良資産処理については、ドイツやアイルランドな

どで不良資産をバランスシートから切り離すスキームが整備されているが、ドイツでは、

一部の事例を除き、現在のところ十分活用されていない模様である17。一方、アイルランド

では、政府が不良資産の受け皿機関となる資産管理公社（NAMA：National Asset 

Management Agency）を設立（2009 年 11 月）しており、アングロ・アイリッシュ銀行（2009

年 1 月国有化）を含む主要 5 行から、2011 年 2 月までに対 GDP 比で約 45％（810 億ユー

ロ）に上る不良資産を買入れ予定であるが、将来の同国財政への負担を懸念する声もある18。 

この間、英国とユーロ圏を含む EU 諸国では、公的資金注入行の再建計画が相次いで打

ち出されているが、いずれの計画においても、EU 域内の競争政策上の観点から、当該行に

大規模な資産売却を求める内容となっている（補論１参照）。 

 

（図表６）銀行部門に対する公的支援枠と利用状況（ユーロ圏） 

 
                                                   
16 European Commission（2009b）. 
17 国有化されたヒポ・リアル・エステートは、2010 年第 2 四半期中に、総資産の過半（2,100 億ユーロ＜

約 27 兆円＞）に相当する大規模な不良資産を受け皿機関に移管する方針を示している。もっとも、齋田

（2009）によれば、ドイツにおけるスキームは、①金融機関（州立銀行の場合はその所有者である州政府

等）自身が最終的な損失を負担し、かつ、②長期にわたり損失が確定しない仕組みとなっているため、ス

キームの活用が他の金融機関に広がることには懐疑的な見方も多い模様。 
18 この点、NAMA の資産査定が注目されているが、2010 年 3 月末に発表された 1 回目の不良資産の買入

れ価格（計 3 回実施予定）は帳簿価格の約 53％となり、厳格な査定として好感されている模様。 

56%

25% 17%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

資本注入 債務保証 不良資産対応

未利用

利用済

（注）Financial Stability Review（2009年12月号）の集計締切日

時点のデータ。

（資料）ECB（2009）

0.1兆€ 1.7兆€ 0.2兆€
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ニ．アジア・オセアニア 

欧米各国の場合と異なり、アジア・オセアニアの各国・地域では、流動性・資金調達面

での対応に専ら限定されているが、その措置は徐々に縮小している。預金保護の拡充につ

いては、2008 年 10 月以降、多くの先で実施されてきたが、時限措置の大半が 2010～2011

年に終了予定となっている（2010 年：香港、シンガポール、マレーシア、台湾／2011 年：

オーストラリア、ニュージーランド／2012 年：タイ）。また、オーストラリアやニュージー

ランドでは債務保証が行われているが（各々2008 年 10 月および 11 月に導入）、債務保証

の新規付与は各々2010 年 3 月末および 4 月末で終了する。 

 

３．預金保護拡充の現状と課題 

（１）2008 年秋の危機対応と現状 

まず、預金保護の拡充に至る経過を簡単に振り返ると、リーマン・ブラザーズの破綻を

契機とした世界各地への危機の急速な伝播を背景として、2008 年 9 月にアイルランドが国

内大手 6 行の預金の全額保護を宣言したのを皮切りに、広範な国・地域で預金保護を拡充

する動きが広がった（図表７）。危機の震源地となった米国や欧州諸国はもとより、香港、

シンガポールなど一部のアジア諸国、さらには中東諸国の一部においても、既存制度のも

とで預金保護の拡充が行われたほか、預金保険制度が存在しなかったオーストラリア、ニ

ュージーランドでは預金保護措置が新規に導入された。このように多数の国・地域で類似

の措置が採られた背景には、本来金融システムに差し迫った不安のなかった国・地域でも、

予防的な観点や、自国の金融機関の国際的な競争条件を維持する観点から、他国に追随す

るケースが尐なからずみられたことが指摘されている。 

この結果、危機発生前と最近（2010 年 1 月）時点で、各国・地域における預金保護の上

限（以下「付保限度額」）を比較してみると、欧米諸国をはじめ多くの国・地域で付保限度

額が大幅に上昇している（図表８）。IADI（国際預金保険協会）の調べでは、2009 年 6 月

末時点における世界の預金保険制度・機関の数は 104 に上っているが（補論２参照）、FSB

（2009）などによると、47 の国・地域で預金保護の拡充が行われている。その内訳をみる

と、恒久措置が 21 件、時限措置が 26 件で、時限措置のうち全額保護の事例が 19 件となっ

ている（図表９、１０）。時限措置の多くは期限が既に明示されており、大半の措置が 2010

～11 年に終了予定となっている19。 

  

                                                   
19 期限未定となってる 8 件のうち、6 件は EU 預金保険指令（後述）の適用国の事例であるため、特例が

認められない限り、これらの国については、2010 年末までに付保限度額を 10 万ユーロとする域内ルール

に合わせることになる見込み。 
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（図表７）世界各地における預金保護拡充の主な動き（2008 年秋以降） 

 

2008/9/15

9/20 アイルランド 2万→10万ユーロ

9/30 アイルランド

10/2 ギリシャ 全額保護

10/3 英国 米国

10/5 ドイツ

アイスランド、デン
マーク

全額保護

スウェーデン

EU財務相理事会 台湾

オーストリア、ギリ
シャ、オランダ、ス
ペイン

フィンランド

10/8 ベルギー

スロベニア 全額保護

10/9 アイルランド

オーストラリア

ニュージーランド

10/13 インドネシア

米国

香港

10/15 EU（欧州委員会）

シンガポール

マレーシア

10/20 オーストリア 全額保護（個人預金、2009年末まで）

10/22 ニュージーランド

10/24 オーストラリア

10/28 タイ

10月 ハンガリー 全額保護 フィリピン

11/1 スロバキア 全額保護

11/3 ポルトガル 2.5万→10万ユーロ

11/5 スイス 3万→10万SFr（2010年末まで）

11/28 ポーランド 約2万→5万ユーロ

12/15 チェコ 2.5万→10万ユーロ

2009/1/1 ルクセンブルク 2万→10万ユーロ

（注）日付は、方針が発表ないしは施行された時点。

（資料）各国当局資料、各種報道資料等を基に作成

25万→50万ペソ

1997年から導入中の全額保護措置の期
限を2年延長（2011年8月まで）

欧　州 北米、アジア太平洋

域内の預金保護金額の引上げ等を提案
（最低水準2万→5万ユーロ）

2.5万→5万ユーロ

リーマン・ブラザース破綻

3.5万→5万ポンド

全額保護（国内大手6行のみ）

全額保護（個人預金）

10万→25万ﾄﾞﾙ（2009年末まで。その後、

2013年末に期限延長）

全額保護（個人預金、10/22に修正）

全額保護（外銀大手に適用拡大）

保護限度額を100万NZドルに設定（2010

年10月まで＜10/12の措置を修正＞、そ

の後、2011年末に期限延長）

無償での保護限度額を100万豪ドルに設

定、それ以上は保証料必要（2011年10月

まで＜10/12の措置を修正＞）

10/16
全額保護（2010年末まで）

全額保護（2010年末まで）

1億→20億ルピア

10/14

全額保護（決済預金、2009年末まで。そ

の後、2010年末に期限延長＜但し本文

脚注5参照＞）

10/7のEU財務相会議の提案を受けて、

預金保険制度に関する指令の改正を提
案（2009/3/11採択）

全額保護（2010年末まで）

全額保護（2009年末まで。その後、2010
年末に期限延長）

10/6

10/12

10/7

全額保護（10/24に修正）

2.5万→5万ユーロ

2万→10万ユーロ

2万→10万ユーロ
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（図表８）世界各地における付保限度額（リーマン・ショック以前と最近時点の比較） 

 

0 100,000 200,000 300,000

【欧 州】

アイスランド

アイルランド

ギリシャ

スロバキア

スロベニア

デンマーク

ドイツ

ハンガリー

オーストリア*

イタリア

オランダ

スペイン

ベルギー

ポルトガル

ルクセンブルク

フランス

スイス

英国

スウェーデン

チェコ

フィンランド

ポーランド

【北 米】

米国

カナダ

【ｱｼﾞｱ太平洋】

香港

シンガポール

マレーシア

オーストラリア**

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ***

日本

（単位：米ドル）

2008年8月末

2010年1月初

（注１）金額は、両時点とも2009年12月末時点の為替レートで米ドル換算（両時点の変化を比較する際

に、為替レートの変動要因を除去するため）。
（注２）縦の実線は、EUの預金保険指令で定められている付保限度額の最低水準（①2008年8月末時点、

②現行）、縦の点線は、2010年末までに引上げを予定している上限額。

（資料）FSB（2009）、各国当局資料等を基に作成

全
額
保
護

―――――――――→ 
① ②

（*2009年末まで全額保護）

全

額

保

護

（***100万NZﾄﾞﾙ＜≒72万米ﾄﾞﾙ＞が上限）

（**  100万豪ﾄﾞﾙ＜≒89万米ﾄﾞﾙ＞超は有償保護）
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（図表９）預金保護の拡充措置の内訳（恒久、時限） 

 

 

（図表１０）全額保護の事例 

 

 

恒久措置

21件

2009年まで

1件

2010年まで

9件

2011年まで

6件

2012年まで

1件

2013年まで

1件 期限未定

8件

（資料）FSB（2009）を基に一部修正して作成

国 　  時期   　<年数> 備　　考 国  　時期 　<年数> 備　　考

ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ 2008- - （注１）、期限未定 ﾒｷｼｺ 1990-2005 <15> 1999年に預金保険を法制化

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 2008-2010(予) <2>
主要行（外銀含む）を対象、
（注２）

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 1993-1996 <3> 1996年に預金保険を法制化

ｷﾞﾘｼｬ 2008- - （注１）、期限未定 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 1993-1998 <5>

ｽﾛﾊﾞｷｱ 2008- - 期限未定 ﾄﾙｺ
1994-2000
2000-2004

<6>
<4>

2000年に一旦解禁

ｽﾛﾍﾞﾆｱ 2008-2010(予) <2> 日本 1996-2005 <9> 2002年以降、段階的に解禁

ﾃﾞﾝﾏｰｸ 2008-2010(予) <2> 韓国 1997-2000 <3>

ﾄﾞｲﾂ 2008- - （注１）、期限未定、個人預金対象 ｼﾞｬﾏｲｶ 1997-1998 <1> 1998年に預金保険を法制化

ﾊﾝｶﾞﾘｰ 2008- - （注１）、期限未定 （ﾀｲ  1997-      ） -
継続中（左の欄を参照）、
2008年8月に預金保険を法制化

ｵｰｽﾄﾘｱ 2008-2009 <1> 個人預金対象、予定通り終了済 ﾏﾚｰｼｱ 1998-2005 <7> 2005年に預金保険を法制化

香港 2008-2010(予) <2> （注３） ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 1998-2007 <9> 2004年に預金保険を法制化

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 2008-2010(予) <2> （注３） ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ 1999-2002 <3>

台湾 2008-2010(予) <2> 当初期限（2009年）を1年延長 台湾 2001-2005 <4>

ﾀｲ  (97) -2012(予) <15>
保護限度額の段階的引下げの開始を
2年延期（2009→2011年）、完全解禁
は2012年で不変

ﾏﾚｰｼｱ 2008-2010(予) <2> （注３）

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 2008-2011(予) <3>
100万豪ドル超部分は有償保護、
2008年10月に預金保険を法制化、
（注２）

ｱﾗﾌﾞ首長
国連邦

2008-2011(予) <3> 主要行（外銀含む）を対象

ｸｳｪｰﾄ 2008- - 期限未定

ﾓﾝｺﾞﾙ 2008-2012(予) <4>

ﾖﾙﾀﾞﾝ 2008-2010(予) <2> 当初期限（2009年）を1年延長

＊ シャドーは、EU預金保険指令の適用国（EUに非加盟の国も一部対象）。これらの国では、特例が認められない限り、当初の日程

　如何にかかわらず、同指令の改定（2010年末までに付保限度額を一律10万ユーロに設定予定）に合わせて、全額保護措置を終了させる

　ことになる見込み（なお、オーストリアは、既に全額保護を終了＜付保限度額の水準は、危機前の2万→10万ユーロへ引上げ＞）。

（注１）政府宣言に基づく（法制度面での変更を伴わない）全額保護措置。

（注２）一部預金の保護期限は最長2015年（スキームの適用期間中に保護対象となった定期預金等は、上限期間を設けて保護を継続）。

（注３）2010年末の全額保護措置の終了に向け、香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾏﾚｰｼｱの３当局間で協調対応を検討する作業部会を設置。

（資料）FSB（2009）、Schich（2009b）を基に一部修正して作成

今次危機の例 過去の例
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（２）危機対応の評価と教訓 

本稿の冒頭（第１節）で述べたとおり、金融危機の初期段階においては、当座の差し迫

った問題として、流動性・資金調達面での対応が最優先課題となる。今回の危機では、債

務保証と併せて、多くの国で預金保護の拡充措置が採られたが、これにより市場参加者お

よび預金者の信認の回復が図られ、危機の深化を防ぐうえで効果を上げたと一般に評価さ

れている。 

しかし、今回の危機は、預金保険制度が金融システムの安定に果たす役割の重要性を改

めて浮き彫りにしただけでなく、2008 年秋およびそれに先立つ局面での経験を通じて、多

くの国に対して預金保険の制度設計の再考を迫った。また、危機は、国境・業態を超えて

金融システム全体に伝播し、国境・業態横断的な対応の必要性という課題を預金保険機関

も含めた政策当局に対して突き付けた。 

 

イ．2008 年秋以前の経験（英国の事例）からの教訓 

まず、2008 年秋以前に遡ってみると、預金保険の制度設計について主として欧州諸国に

再考を迫る契機となったのが、2007 年 9 月に起きた、英国の中堅銀行であるノーザン・ロ

ック銀行に対する預金取付である20。ノーザン・ロック銀行は、資金調達面で市場性資金へ

の依存度が高かったため、サブプライム住宅ローン問題の顕在化により急速に資金繰りが

悪化し、その状況が報道で流れるに至って、預金取付が発生した。実際の預金引出しは、

殆どがインターネットやテレフォン・バンキングを通じて行われたが、店頭に預金者の長

蛇の列が発生したことも、メディアを通じて預金者の不安増幅に大きく影響したとされて

いる。 

現在では、本事例の教訓として、付保限度額の水準や預金払戻しに要する期間などが預

金者の信認を得るのに十分でないと、預金保険は銀行破綻時の預金取付の回避に有効たり

得ないとの認識が広く共有されている。当時の英国の状況に即してみると、具体的に以下

の点に問題があったと認識されている。 

①付保限度額の水準 

付保限度額が比較的尐額（当時は 3.5 万ポンド＜約 500 万円＞）であったうえ、共

同保険制度21により、0.2 万ポンドを超える預金部分については、全額ではなく 90％の

保護であったこと。 

②預金払戻しに要する期間 

 預金払戻しに最長 6 か月かかり、迅速な払戻しが期待できなかったこと。 

  

                                                   
20 本事例に関する記述は、主として赤間（2009）に依拠している。 
21 モラル・ハザードを抑制する狙いから、付保限度額以下であっても預金者に一定割合の損失を課す制度。 
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また、以上に加えて、英国当局では、そもそも預金者の間で、預金保険制度の存在やそ

の内容について認識と理解が十分に浸透していなかった面もあるのではないかとの反省も

みられている。これらの教訓は、後述するように、その後、英国を含む EU 諸国を中心と

した預金保険の制度改正の内容に反映されている。 

 

ロ．2008 年秋の経験からの教訓 

次に、2008 年秋のリーマン・ショック以後の対応過程では、預金保険の制度設計の問題

が再び問われるとともに、預金保険機関も含めた政策当局の国境・業態横断的な対応の必

要性が新たな課題として浮上した。 

前者の問題については、危機の影響が大きかった EU 域内の殆どの国で預金保護上限を

引上げざるを得なかった事実が（前出図表８）、域内諸国の付保限度額が預金者の信認を得

るのに十分高い水準でなかったことを窺わせている。この点は、同じ域内でも、付保限度

額の水準が最も高かったイタリアとフランス（前者は約 10 万ユーロ＜約 1,300 万円＞、後

者は 7 万ユーロ＜約 900 万円＞）では、他の諸国と対照的に引上げが行われていないこと

からも示唆される。むろん、各国の対応の違いは危機で受けた影響の度合に由来する可能

性もあるが、フランスは危機の影響を相応に受けた国であることから、同国で付保限度額

が引上げられなかった一因は、預金保険の制度設計の頑健性に求めることができよう。 

後者の問題については、危機の発生源となったリーマン・ブラザーズの破綻自体、まさ

に国境・業態を跨いだ対応を要請するものであったが、国境・業態横断的な問題の発生は、

域内をクロスボーダーで活動する金融機関のプレゼンスが高い EU 諸国を中心に顕著に観

察された22。 

第一に、危機が急速に進展したこともあって、預金保護に係る対応の時期や内容につい

て、市場の競合度が高い国・地域間での協調が必ずしも十分に図られず、混乱を増幅させ

る要因となった23。EU では、アイルランドが採った預金全額保護の措置が、隣国の英国で

の急速な預金シフト（英銀から在英アイルランド系銀行への預金シフト）をもたらし、英

国も直ちに付保限度額を引上げざるを得ない状況に追い込んだ。その後、EU レベルで、預

金保険制度に関する域内ルール（「EU 預金保険指令」）を改正して、付保限度額の最低水準

を引上げることなどが提案されるが、その間までに各国各様で預金保護の拡充が実施され

た（前出図表７）。 

第二に、上記の点とも関連して、クロスボーダーで活動する金融機関の増加を背景に、

一部の国・地域では、預金保護の拡充は「危機対応」としてのみならず、自国の金融機関

                                                   
22 European Commission（2009d）によれば、EU 域内では、クロスボーダー展開している大手金融機関

グループが 39 先、支店・現地法人を通じた単純な形態のクロスボーダー活動を行っている単体の金融機関

が 100 行あり、このうち大手 39 先が域内銀行部門の総資産に占める割合は約 68％に上っている。 
23 協調の不足がもたらした混乱とは理由が異なるが、混乱という点では、対応に急を要するあまり、預金

保護の拡充を実施して数週間も経ないうちに、保護対象となる金融機関の範囲の拡大（アイルランド）や

保護水準の修正（ニュージーランドほか）などの重要な変更が行われる例もみられた。 
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の国際的な競争条件の維持を図ることを目的とした「競争的対応」としての要素を伴った。

例えば、シンガポールの場合、預金全額保護を導入する際の声明文で、「自国の金融システ

ムは健全」としたうえで、「国内銀行の国際的な競争条件を確保する」ことを理由として明

記しており、「競争的対応」の色彩が強かった例といえる。こうした経験から、預金保護水

準の相違が、市場の競合度が高い国・地域で競争条件の歪みをもたらさないためにも、各

国間の協調が重要であることが認識された。 

第三に、クロスボーダーで活動している金融機関の破綻に伴う預金補償問題が発生した。

2008 年 10 月に破綻したアイスセーブ（アイスランド大手銀行の海外支店24）の預金者に対

する補償は、現在、支店所在地の英国およびオランダ政府が肩代わりしており、アイスラ

ンド政府に返済を求めているが25、本件を通じて、以下の問題点が浮かび上がっている。 

①預金保険基金の支払い能力のチェック体制 

アイスランド政府が返済を迫られている預金補償額（約 50 億米ドル）は、同国の名

目 GDP（2008 年）の約 5 倍の規模に上る。このため、預金保険基金の支払い能力を

遥かに超えていながら形式的に保証を付けていた母国（アイスランド）の預金保険制

度や、銀行の資産膨張を放置していた母国の銀行監督体制のあり方が問われている。 

 また、受入国（海外支店の所在国）の側でも、自国に進出している海外支店に対す

る直接の監督権限がないとはいえ26、母国の預金保険当局の支払い能力を把握すること

に努め、母国当局と協力して然るべき措置を講じるべきとの議論が出ている。 

②政府による債務負担を巡る問題 

アイスランドの預金保険基金に支払い能力がないため、本件は政府間の債務問題に

発展している。しかし、現行の EU 預金保険指令は、クロスボーダーで預金補償問題

が起きた場合、政府が預金保険基金の債務を肩代わりする義務を負うか否か、という

問題まで明示的に想定しておらず、法的に明確化する必要性が認識されている27。 

③各国当局間の協調・情報共有の欠如 

 本件では、秩序立った破綻処理を実現するための、各国当局間の協調・情報共有が

欠けていた。アイスランドが一方的に破綻行の国内部門の預金全額保護を宣言し、海

外支店の預金引出しが突如停止されると、事態に驚いた英国当局は反テロリスト法を

適用して緊急に破綻行の在英支店の資産を差押え、両国の関係が悪化した。こうした

                                                   
24 アイスランドの大手銀行ランズバンキのオンライン・バンキング部門はアイスセーブと呼ばれ、英国や

オランダなどの海外拠点の主な業務は同部門に拠っていた。 
25 EU 預金保険指令（適用対象地域は、アイスランドを含む欧州経済領域（EEA））では、EEA 内に本店

を置く銀行の EEA 内の海外支店の預金については、母国（本店所在地）の預金保険制度で保護されること

となっている。 
26 現在の EU 域内のクロスボーダーの銀行監督体制は、その進出形態によって異なり、海外支店の場合は

母国当局、現地法人の場合は受入国当局が監督することとなっている。 
27 アイスランド政府にも、預金保険基金の債務を政府が肩代わりすることの法的妥当性について、EU レ

ベルの司法機関で預金保険指令の解釈を議論したいとの意向が根強く存在している。  
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中、預金補償問題についても、事前の調整は図られず、受入国側が全額保護の実施後

にアイスランド側と長期間にわたる返済交渉を行うこととなった。 

第四に、預金保険制度にも間接的に影響しうる、より大きな枠組みの問題として、クロ

スボーダー展開している金融機関グループが危機に陥った際に、政策当局による国境・業

態横断的な対応を円滑ならしめる制度的枠組みが欠如していることが明らかになった。EU

においてフォルティス（ベルギーとオランダに本拠を置き、銀行・保険・資産運用業務を

展開）が危機に陥った際、域内の関係諸国の間で対応策を巡る調整が難航したことなどは、

その一例である。 

 

（３）今後の焦点――危機の教訓を踏まえた「出口」の模索 

Schich（2009b）や Feyen and Vittas（2009）は、危機対応として預金保護の拡充を行

う場合、長所として、①金融当局の危機回避への強い決意を示す効果があること、②実施

が容易であること、③当面コストが発生しないこと、を指摘する一方、短所として、①金

融システム（金融機関）を立て直すまでの時間稼ぎ的な政策に過ぎないこと、②モラル・

ハザードや競争の歪みをもたらしうること、③公的偶発債務となりうること、を指摘して

いる。そのうえで、預金保護の拡充で時間稼ぎをしている間に、適切な政策対応（不良資

産処理や資本増強面での対応等）の実施により問題の核心に迅速に取り組み、預金保護の

対応をできるだけ早期に平時の状態に戻ることが望ましいとしている。 

また、IADI のコア・プリンシプル（前出補論２参照）でも、「原則 10：全額保護から定

額保護の預金保険制度への移行」において、「（全額保護を）長期間続けすぎる場合には、

多くの弊害、特にモラル・ハザードがもたらされる」として、「当該国の情勢が許す限り、

できるだけ迅速に行うべき」として、早期の移行が望ましいとしている。 

このように、一般論としては、預金保護に係る危機対応からの退出と平時への復帰（い

わゆる「出口 exit」）は、金融経済の状況に配慮しつつ、他の金融システム安定化措置と整

合性をもった時期に、できるだけ早く行うことが望ましいという点で一致しているが、以

下では、「いつ、どのように、どこへ退出するか」という点につき、現状に即してポイント

を整理する。 

 

イ．いつ退出するか 

「いつ退出するか」という問題は、預金保護の拡充を行った先のうち、時限措置を導入

した場合に当てはまる。今回の危機対応では、前述のとおり、時限措置の多くは期限が既

に明示されており、その大半が 2010～11 年に集中している。予定通りに危機対応の期間が

2～3 年で終了すれば、過去の例と照らして比較的早い退出と評価できる（前出図表１０）。 

他方、期限未定の先については、先行きの状況が不確実な中にあっても、できるだけ早

期に実現可能性の高い期限を示し、預金者や市場参加者に将来の「出口」を意識させるこ
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とで、その行動や期待形成を平時の対応を前提としたものに徐々にシフトさせていくこと

が肝要となる。 

また、既に期限が明示されている先でも、過去の日本の経験のように、諸情勢によって

は期限延長を行うことも想定される（現に、今回の危機でも、多数の国で当初の発表期限

が早々に延長された結果として、現在の予定となっている）。その場合、実現可能性の高い

期限を再設定するとともに、政策への信頼確保という観点から、期限延長が必要となった

理由や状況等の背景説明をできるだけ明確に行うことが重要と考えられる。 

 

ロ．どのように退出するか 

「どのように退出するか」に関する重要な論点としては、第一に、危機対応から平時対

応へ戻す場合、一挙に戻す方法と段階的に戻していく方法が考えられるが、それぞれにメ

リットとデメリットがありうる、ということが挙げられる。 

後者の段階的に平時に戻していく例としては、タイやニュージーランドの場合を挙げる

ことができる。タイでは、アジア通貨危機への対応から、1997 年以来、全額保護措置を継

続する中（前出図表１０）、2012 年の完全解禁（付保限度額 100 万バーツ）に向けて、2009

年から付保限度額を 4 回にわたって段階的に引下げる計画を立案していたが、今回の危機

を受けて、付保限度額の引下げ開始時期を 2 年延期し、2011 年から 2 回にわたって段階的

に引下げる方針に変更している。ニュージーランドでは、2009 年 8 月に時限措置の延長

（2010 年 10 月→2011 年末）を決めた際、延長後（2010 年 10 月以降）のスキームの適用

条件を厳格化している。具体的には、付保限度額を引下げ（100 万→50 万 NZ ドル）、スキ

ームへの金融機関の参加を任意とし、参加する場合の支払保証料を引上げることにより、

預金者と金融機関の双方に段階的に市場規律を課すことを狙っている。ただ、こうした段

階的な退出は、預金者や金融機関に一定の調整期間を与え、徐々に期待をシフトさせてい

くことができる利点がある一方、調整期間の取り方によっては退出に要する期間を長期化

させる可能性もある。 

第二に、預金保護の拡充が法制度面での変更を伴う措置であったか、あるいは政府宣言

のみに基づく（法制度面での変更を伴わない）措置であったかによって、退出のプロセス

ひいてはその後の期待形成に与える影響が異なりうるとの指摘もある。すなわち、今回の

場合、危機の進展が迅速であったこともあり、ドイツなど数か国では政府宣言に基づき全

額保護の措置がとられた（前出図表１０）。政府宣言に基づく措置から退出する際には、預

金保護を縮小するプロセスに法制度面での改正を伴わないため、平時対応に復帰しても、

預金者や市場参加者に「将来危機が再発すれば、当局は再び全額保護を行う（実質的に全

額保護は完全撤廃されていない）」との期待を持ち続けられやすいのではないかと考える論

者も存在する（Schich（2009b））。 

第三に、「いつ、どこへ退出するか」という論点とも密接に関連するが、危機対応時の教

訓を踏まえ、市場の競合度が高い国・地域間で混乱や競争条件の歪みを発生させないため
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には、退出に際しても関係諸国・地域間で十分に協調を図ることが重要である。この点、

EU では、域内の預金保険制度の強化・調和に向けた取組みを加速させており、退出の時期

や内容についても連携が図られる予定にある28。また、香港、シンガポール、マレーシアの

3当局は、2009年7月に預金全額保護からの出口戦略を検討する作業部会を設置しており、

協議を進めている。このほか、前の 2 つの例と異なり明示的な取り決めは存在しないが、

緊密な金融経済関係を有するオーストラリアとニュージーランドも、両国間で協調を図る

とともに、香港等の 3 当局とも連携していく方針を示している（FSB（2009））。 

 

ハ．どこへ退出するか 

預金保険は平時にも存在する制度であるため、預金保護に係る危機対応の「出口」は、

完全撤廃ではなく、平時の保護水準・範囲への回帰を図ることになる。適切な保護水準・

範囲は、当該国・地域の状況や時代によって異なりうるため、必ずしも自明ではないが、

限定しすぎると、英国の事例のように預金取付の回避に有効たり得ないリスクが生じる一

方、拡大しすぎると、モラル・ハザードを引き起こす懸念がある。このため、一般論とし

ては、大部分の小口預金者を十分に保護しつつ、金融知識や情報面で優位な大企業や銀行

等の大口預金者には市場規律が課されるような保護水準・範囲とすべき、という認識が広

く共有されている。 

各国・地域の現時点での予定をみると（図表１１）、米国のように危機前の保護水準・範

囲に戻る予定の先もあるが、そもそも危機前の制度設計は適切でなかったとの認識に立ち、

平時の新たな保護水準・範囲を模索している先も尐なくない29。 

後者の例をみると、香港では、付保限度額の引上げ（10 万→50 万 HK ドル）を柱とする

見直しを決定しているほか、シンガポールでも、付保限度額の引上げ（2 万→5 万 SG ドル）

や保護範囲の拡大を検討している。また、より抜本的な制度設計の見直しを図るものとし

て、EU レベルでの動きが挙げられる。EU では、今回の危機の教訓を踏まえ、現行の預金

保険指令を改正して、①付保限度額の引上げ（最低 2 万→最低 5 万＜実施済み＞→一律 10

万ユーロ＜予定＞）、②預金払戻し期間の迅速化（3 か月程度→20 営業日）を図るだけでな

く、必要に応じて域内各国の預金保険制度のさらなる調和を進めることも検討している（補

論３参照）。ちなみに、日本の過去の経験において、平成金融危機への対応を踏まえ、決済

用預金および特定決済債務30を恒久的に全額保護としたことも、平時への復帰に際して保護

水準・範囲を見直した一例といえる。 

このほか、今回の危機において新たに預金保護措置を導入したオーストラリアとニュー

                                                   
28 域内加盟国の中には時限措置を導入していない先もあるので、厳密に言えば、新たな保護水準・範囲に

向けて、時限措置から文字通り「退出」する先と、既存の恒久措置の変更を行う先が混在している。 
29 危機対応で恒久措置を導入した先については、「出口」の問題を抱えることなく、実質的に平時の制度設

計を変更したとみることも可能。 
30 決済用預金とは、無利息・ 要求払・ 決済サービス提供の 3 条件を満たす預金。特定決済債務とは、資

金決済に係る取引（振込み・手形交換等）に関し、仕掛り中の決済（破綻時点で決済が未結了）の債務。 
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ジーランドについては、時限措置の期限は決まっているが、その後の取扱いは現時点で未

定であり、今後の動静が注目される。 

いずれにせよ、結果的に平時の保護水準・範囲を変更するか否かにかかわらず、危機の

教訓を踏まえ、危機前の預金保険の制度設計が適切であったかを十分に点検することは重

要である。 

 

（図表１１）付保限度額の変化（米国、香港、シンガポール、EU） 

 

 

４．むすびにかえて 

本稿では、預金保護拡充の現状と課題を中心に、諸外国における金融システム安定化策

の動向をみてきたが、これらは進行中の危機への対応として実施されてきた、いわば事後

的な施策である。こうした事後的な施策と並んで、現在、欧米当局や各種の国際フォーラ

ムを中心に、将来の危機の再発防止や円滑な処理を目指して、金融監督・規制や破綻処理

などの枠組みを見直す動きが活発化している。 

こうした中、例えば欧州では、EU レベルで、クロスボーダーの破綻処理枠組みを整備す

る議論と関連して、セーフティーネット・プレーヤーの一員として預金保険機関が担う役

割や業務範囲を見直すべきかについても議論が行われている。預金保険機関は、その役割

と業務範囲の違いにより、「ペイ・ボックス型」と「リスク・ミニマイザー型」に大別され

る。前者は、預金払戻しに業務が限定されるのに対して、後者は、金融機関のリスク・モ

ニタリングや破綻処理等まで幅広く担っている。現状、欧州諸国の多くは前者の型、米国

は後者の型、日本はその中間の型（リスク・モニタリング等の権限はないが、破綻処理を

担う）、と概ね位置付けられるが、欧州（EU）でも域内の預金保険機関を統一的に破綻処

理に関与させるべきかなどにつき議論が行われている。こうした点を含めて、今後の国際

的議論の行方が注目される。 

以 上  

危機前（2008年8月） 危機後（2010年1月現在） （期限） 期限到来後の予定

米国 10万ドル 25万ドル （2013年末） 10万ドル

決済用預金の全額保護
（2010年末、但し
本文脚注5参照）

撤廃

香港 10万HKドル 全額保護 （2010年末） 50万HKドル

シンガポール 2万SGドル 全額保護 （2010年末） 5万SGドル

EU統一ルール 最低2万ユーロ 最低5万ユーロ
（恒久、但し2010
年末で改定予定）

一律10万ユーロ

うち英国 3.5万ポンド 5万ポンド
（恒久、但しEU統
一ﾙｰﾙに従う）

10万ユーロ

うちドイツ 2万ユーロ
5万ユーロ
但し、政府宣言で個人預
金を一時的に全額保護

（英国に同じ、EU
統一ﾙｰﾙ改定時に
全額保護撤廃？）

10万ユーロ

(資料）各国当局資料等を基に作成
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補論１ EU 諸国における公的資金注入行の再建計画 

EU では、域内ルール（EC 条約第 87 条「国家補助規則（State Aid Rules）」）で「域内

の競争条件を歪めるような公的支援を行ってはならない」との原則を定めているが、例外

として、「域内加盟国における深刻な経済的混乱を修復するための公的支援」を認めている。

しかし、今回の危機における銀行支援の実施にあたり、より具体的な適用条件を定める必

要が生じたため、欧州委員会は以下の 4 つの指針を策定している。 

①銀行に対する公的支援への「国家補助規則」の適用指針（2008 年 10 月） 

（全体指針、債務保証や預金保護等の各論に関する指針） 

②資本注入に関する指針（2008 年 12 月） 

③不良資産の処理に関する指針（2009 年 2 月） 

④公的資金注入先の経営再建に関する指針（2009 年 7 月） 

 欧州委員会は、4 つの指針に則り、域内加盟国の政府の措置の妥当性について最終判断を

下すが、妥当性に疑問がある場合には、正式な審査手続きを開始し、各国当局に追加情報

の提供を求めるなどして案件を精査する。各国当局が公的資金注入行の再建計画を立てる

場合も、こうしたプロセスを踏んで、EU の競争政策当局から最終的に承認を得る必要があ

るため、各国は事前段階から EU 当局と連絡・調整を図り、その意向を踏まえながら計画

を策定している。 

再建計画の妥当性を判断する際の基準となる「経営再建に関する指針」の主なポイント

は、以下のとおり（European Commission（2009a））。 

① 「経営再建に関する指針」は、2010 年末までの時限適用（それ以降に受付けた案件

は、「国家補助規則」の通常の枠組みに従う） 

② 公的資金注入先は、追加的な支援を受けずに長期間の事業継続が可能な状態となる

ことが必要 

⇒ 最長 5 年以内に経営再建を完了する（「国家補助規則」の通常の枠組みでは 2～3

年以内）。 

⇒ 経営再建に際しては、ストレス・テストの結果等を踏まえて、適切な再建計画を

策定する。計画には複数の選択肢を掲げ、再建の見込みが立たない場合には、同業他

社による買収や清算を選択肢に含め、秩序立った退出に向けた具体案を策定しておく。 

⇒ 公的資金注入先のうち、再建計画の策定が求められるのは、（i）実質的に債務超過

に陥っている先（「不良資産の処理に関する指針」に定める方法で評価した時の自己

資本がマイナス）、（ii）リスク加重資産の 2％超の公的資金注入を受けている先。再

建計画は、公的資金の注入から半年以内に策定する。 
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⇒ 各国当局は、半年ごとに、公的資金注入先の状況に関する報告書を欧州委員会に

提出する。 

⇒ 今次危機における銀行への公的資金注入については、通常と異なり、「経営再建の

ための公的支援は一回限り（“one time last time”）」とのルールを適用しない場合が

ある（同一行に対する追加注入を場合により認める）。 

③ 公的資金注入先とその株主に応分の負担を要求 

⇒ 公的支援を受けた銀行とその株主に対して、費用負担の公平性を確保するため、

減資や資産売却等を行わせて応分の負担を要求する。但し、通常の場合（再建費用の

50％を負担）と異なり、ケース・バイ・ケースで費用の 50％を下回る負担も認める。

なお、金融経済環境の厳しさから、当初は非常に尐ない負担しか要求できない場合に

は、払戻条項などにより後日応分の負担を要求する。 

④ EU 単一市場の競争環境を歪めないための配慮 

⇒ 当該銀行に対する支援規模（絶対金額、リスク加重資産比、当該銀行の費用負担

度など）、再建完了時の当該銀行の市場競合力の強さなどを適切な範囲に抑える。 

⇒ 貸出増加を条件に公的資金注入を行うことは認めるが、当該銀行の業務遂行を不

自然に抑制（国際展開している銀行に支援実施国向け貸出のみ増加させる、市場実勢

と乖離した金利での貸出実行等）してはならない。 

⇒ 最低 3 年間（場合により再建の全期間）、原則として同業他社を買収することを禁

止する。 

こうした方針の下、欧州委員会は、競争促進や公正性の確保の観点から、公的資金注入

行の規模縮小を強く求めている。例えば、英国では、RBS、ロイズ・バンキング・グルー

プともに、中核事業の大規模な売却を行う計画となっている（両行およびノーザン・ロッ

ク銀行＜事業継続した新銀行分＞を合わせた資産売却規模は、同国リテール市場の 10％程

度）。英国当局は、これら資産の売却方針についても、競争政策上の観点から、①各行の資

産を別々に売却し、②売却先は英国市場における小規模プレーヤーないし新規参入者とす

る、としている。また、オランダでは、ING が 2013 年までに銀行部門から保険部門（資産

運用部門を含む）を分離・売却するなどして、資産規模の約 45％の減尐（2008 年 9 月時点

との対比）が見込まれている。さらに、ドイツでは、コメルツ銀行が 2012 年までに総資産

の約 2 割を売却（2008 年末時点との対比）し、さらに不動産融資専門銀行の売却によって、

最終的には資産規模の約 45％の減尐が見込まれている。  
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補論２ 世界の預金保険制度・機関と IADI（国際預金保険協会） 

今日的な預金保険制度・機関は、1934 年に業務を開始した米国の FDIC を嚆矢とする。

米国では、その前年、世界恐慌の経験の反省を踏まえて、1933 年銀行法（通称グラス・ス

ティーガル法）により、預金者保護を目的として、銀行業務と証券業務を分離するととも

に預金保険制度が導入された。 

Feyen and Vittas（2009）によれば、1970 年代まで、預金保険制度・機関を有していた

先は、米国以外では、カナダ、中南米諸国の一部など比較的限られていたが（日本も 1971

年に導入）、その後、各地における金融危機の発生などを受けて、欧州やアジアを中心に着

実に広まっていった。その結果、IADI の調べでは、2009 年 6 月末現在、日本や米国のよ

うに法制化された預金保険制度・機関（explicit deposit insurance）を有する国・地域は

104 に上っているほか、現在導入を検討中の先は中国などを含めて 17 となっている。 

 

（補論２図表）世界の預金保険制度・機関の数 

 

IADI（International Association of Deposit Insurers の略）は、こうした世界各地への

預金保険制度・機関の普及を背景に、2002 年に設立された国際的な預金保険機関の協議体

（本部はスイスのバーゼル）で、2010 年 3 月末現在で 62 か国・地域の 81 機関が参加して

いる。同協会の目的は、預金保険部門における国際協力の拡大を通じて、金融システムの

安定に貢献すること、および預金保険機関その他の関係機関の国際的な交流・情報交換を

推進することとなっている。最近では、金融安定化フォーラム（当時の名称。2009 年 4 月

に金融安定理事会＜FSB：Financial Stability Board＞に改組）から預金保険制度に関する

国際的な原則（ガイドライン）の策定を要請されたことを受けて、IADI はバーゼル銀行監

督委員会と共同で、「実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則（コア・プリンシプ

ル）」を策定・公表（2009 年 6 月）している。コア・プリンシプルは、預金保険機関の目

的や任務、ガバナンス、保護対象、破綻処理等について 18 の原則を定めており、国際的な

議論の参照基準となっている。  
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補論３ EU 預金保険指令の見直しの動き 

EU では、域内各国の預金保険制度の最低限の調和を図るため、その大枠に関する域内ル

ールとして、1994 年に EU 預金保険指令（Directive 94/19/EC of the European Parliament 

and of the Council of 30 May 1994 on Deposit-Guarantee Schemes）を制定しているが31、

今次危機を契機として、同指令を見直す動きが活発化している。 

1994 年 5 月  EU 預金保険指令の採択 

2005-2006 年 同指令の見直し検討作業 

― 指令の即時改正は不要だが、各国で可能な限り制度改善に努力との結論 

2008 年 10 月 金融危機の深刻化を受け、欧州委員会が同指令の見直しを提案 

12 月 同指令の見直しにつき最終合意 

2009 年 3 月  同指令改正（一部を除き、2009 年 6 月末までに各国で実施済み） 

― 付保限度額の引上げ（最低 2 万→最低 5 万ユーロ、その後、2010 年末までに一律

10 万ユーロへ）32 

― 共同保険制度（10％以内）の廃止 

― 預金払戻し期間の短縮（2010 年末までに 3～9 か月→4～6 週間へ） 

― 欧州委員会は、2009 年末までに預金保険制度全般に関する包括的な見直し作業を行

い、欧州議会へ報告書および必要に応じて指令再改正の法案を提出 

5 月  報告書作成に向けたコンサルテーション・ペーパーを公表 

8 月  上記ペーパーに対するパブリック・コメントの集約結果を公表 

2010 年（予）欧州委員会が報告書（および必要に応じて指令再改正の法案）を提出（2009

年末までの提出予定が遅延中＜2010 年 3 月末時点で未提出＞） 

2010 年末（予）各国で付保限度額の引上げ、預金払戻し期間短縮を実施 

2011 年 3 月まで（予）預金払戻し期間のさらなる短縮（通常 4 週間→2 週間）を検討し、

報告書を提出 

2009 年 3 月の指令改正では、第一に、付保限度額が引上げられることとなった（2 回に

分けて段階的に実施）。既に、2009 年 6 月末までに「最低 2 万ユーロ」から「最低 5 万ユ

ーロ」の基準を満たすために各国で変更が行われており、今後、2010 年末までに「一律 10

万ユーロ」に引上げ予定となっている33。ここで重要な点は、水準の引上げに加えて、域内

                                                   
31 適用対象となる地域は、欧州経済領域（European Economic Area（EEA）：EU 加盟国 27 か国とスイ

スを除く EFTA 加盟国＜アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー＞3 か国で構成）。 
32 同改正では、「欧州委員会は、消費者物価指数（HICP）の変動率に応じて付保限度額の水準を調整でき

る」との条項も併せて盛り込まれた。なお、英国などのユーロ圏以外の指令適用国は、ユーロ建て換算で

同水準の付保限度額が保証されるようにしなければならない。 
33 但し、欧州委員会が、各国からの意見も踏まえて欧州議会へ提出する予定の報告書で、「一律 10 万ユー

ロ」の水準が不適切と結論づけられれば、改めて見直しが行われる可能性も残されている。 
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ルールが最終的に「最低水準」から「定額」に変更されることである。従来は、域内各国

の多様な実状を反映して、「最低水準」という緩やかな統一を図っていたが34、今次危機の

経験を踏まえて「定額」として調和を強化した。 

第二に、10％以内の範囲で認めていた共同保険制度35が廃止された。同制度について、従

来は、預金者に対して健全な金融機関に預金するインセンティブを与え、モラル・ハザー

ドを抑制する効果があるとの考え方が主流であったが、今次危機の経験を踏まえて、最近

は弊害が多いとの認識が広く共有されている。なお、モラル・ハザード抑制の観点からは、

可変料率制（預金保険制度に加盟している金融機関からリスクに応じた保険料率を徴収す

る方式）が一つの選択肢として注目されているが、現時点での域内諸国の導入状況は区々

となっている。 

第三に、預金払戻し期間が大幅に短縮されることとなった。2010 年末までに現行の 3 か

月以内（特別な事情がある場合に限り、最長 9 か月以内）から 4 週間以内（同 6 週間以内）

に短縮され、2011 年 3 月末までに、さらなる短縮（2 週間以内）が可能か否かについて報

告書が作成される予定となっている。 

こうした変更に加えて、欧州委員会は、預金保険制度全般に関する包括的な見直し作業

を行い、近々、欧州議会へ報告書および必要に応じて指令再改正の法案を提出することと

なっている（2009 年末までの提出予定が遅延中＜2010 年 3 月末時点で未提出＞）。報告書

作成の準備のために 2009 年 5 月に公表されたコンサルテーション・ペーパーでは、域内各

国の預金保険制度をどこまで調和させるべきか（域内ルールが取扱う領域をどこまで拡大

すべきか）という問題意識の下、質問内容として、付保限度額や預金払戻し期間に関する

事項のほかに、付保範囲、基金の財源調達、域内のクロスボーダー問題、預金保険制度の

構造（単一の EU 預金保険機関を創設することの是非等）や業務範囲（破綻処理等への関

与の仕方）といった広範な事項を掲げている（European Commission（2009c））。検討の

結果によっては、EU 預金保険指令がさらに改正される可能性もあり、今後の議論の行方が

注目される。 

 

  

                                                   
34 そもそも 1994 年の指令採択時に付保限度額を「最低 2 万ユーロ」としたのは、域内各国の水準に大き

なばらつきがある中で、最大・最小（制度なし）先を除いた諸国の中央値を基に調整して最低水準を決め

たと説明されている（European Commission（2005））。 
35 前出の脚注 21 参照。 
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米国における金融機関破綻処理の最近の動向について 

杉原正之1 

米国では、2009 年の金融機関2破綻が 140 件と、1992 年（179 件）以来の高水準となっ

た。米国で金融機関が破綻した場合、連邦預金保険法の規定にもとづき、連邦預金保険公

社が、その破綻処理にあたっている。 
2009 年の特徴として、破綻金融機関の資産を民間金融機関にスムーズに移行させるため、

承継金融機関が取得した資産から生じる損失を一定期間、一定割合で FDIC が負担するロ

ス・シェア契約が積極的に活用された。また、プライベート・エクイティ・ファンド等が

出資し新設する金融機関が、破綻金融機関を買収する際のガイドラインが作成され、不適

格な出資者の排除により金融システムの安定性へ配慮しつつ、資本供給者拡大による競争

促進を通じたコスト最小化が企図された。 
また、ここ数年間、破綻への備えとして、一定の基準に該当する金融機関に対して、預

金口座データの整備義務付けやスワップ契約等に関する一定の情報の記録管理を義務付け

る規則が作成されてきた。これらにより、大型化する金融機関の円滑な破綻処理に向けた

事前準備体制が整備されてきた。 

1.2009 年における破綻処理等の概要 
(1)P&A 方式 
(2)付保預金移転 
(3)保険金支払方式 
(4)オープン・バンク・アシスタンス 
BOX1 ブローカー預金 

2.P&A 方式におけるロス・シェア契約 
(1)特徴及び最近の活用の背景 
(2)一般的な契約内容 
(3)払戻条件の追加 
BOX2 住宅ローンの条件修正 

3.破綻金融機関の買収先候補の範囲拡大 
(1)買収先候補の範囲拡大 
(2)プライベート・エクイティ・ファンドによる破綻金融機関の買収事例 
(3)プライベート・エクイティ・ファンドによる買収時のガイドライン 
(4)外国金融機関による買収について 

                                                  
1預金保険機構調査室上席調査役(e-mail: masayuki-sugihara@dic.go.jp)。本稿の執筆は個人の資格で行

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。 
2連邦預金保険制度に加盟している預金取扱金融機関を総称して金融機関と呼ぶ。 
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4.破綻処理の事前準備 
(1)事前準備体制 
BOX3 FDIC 加盟金融機関とその監督・免許付与機関 
(2)大規模金融機関の預金口座データ整備 
(3)適格金融契約に関する一定の情報の記録管理 

5.おわりに 
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1.2009 年における破綻処理等の概要 

米国における通常の金融機関破綻処理は、健全な金融機関が受皿となり破綻金融機関の

資産・負債の全部又は一部を承継する P&A（Purchase and Assumption）方式と、預金保

険制度で保護される預金（以下、付保預金）を払戻す保険金支払方式に大別される。連邦

預金保険公社(以下、FDIC）は、連邦預金保険法（以下、FDI 法）の規定により、破綻処

理コストの最小化が義務付けられており、入札を実施して最小コストでの処理方法を決定

している。2009 年中、合計 140 の金融機関が破綻したが、P&A 方式による処理が 130 件、

保険金支払方式等が 10 件（付保預金移転が 1 件、保険金支払方式が 9 件）となっている。

P&A 方式 130 件のうち 126 件は、付保預金だけでなく全預金が承継され、預金者に損失が

生じるケースは殆どなかった。 

 
 
(1)P&A 方式 

P&A 方式とは、健全な金融機関が受皿となり、破綻金融機関の資産・負債の全部又は一

部を承継する破綻処理方法である。通常、金融機関の破綻と同時に受皿となる承継金融機

関が公表され、破綻日の翌営業日から承継金融機関による営業が再開される。また、金曜

日に破綻が公表された場合、週末に店舗での営業が行われない場合でも、破綻金融機関の

預金者は、週末の間（一部では金曜日の夜から）、ATM 等を利用して預金の引出しが可能

となっている。 

保険金支払方式では、FDIC は破綻金融機関の資産をすべて売却処分するが、P&A 方式

では、承継金融機関が顧客との取引関係を考慮のうえ、継続保有を前提に、FDIC の（売却

処分を前提とした）評価価格より高めに資産を買取ることもある。また、破綻金融機関の

営業基盤価値（のれん）に対して承継金融機関がプレミアムを支払うケースもあり、破綻

処理コストは、保険金支払方式におけるコスト（以下、保険金支払コスト）より小さくな

図1　2009年の破綻処理の概要

件数 資産 推定損失 推定損失率

保険金支払方式 9 6,618 2,465 37.2%

付保預金移転 1 956 290 30.3%

P&A（付保預金のみ） 4 5,935 1,728 29.1%

P&A（全預金）　ロス・シェア無 36 13,623 4,052 29.7%

P&A（全預金）　ロス・シェア有 90 143,778 27,885 19.4%

合計 140 170,909 36,420 21.3%

（出所）　FDICの破綻時公表文等により作成

(単位：百万ドル）



 

30 
 

る3。さらに、金融機関が行っていたサービス・機能の維持が図られるため、社会的コスト

の観点からも望ましい破綻処理方法であると考えられる。 

P&A 方式においては、付保預金のみが承継される場合と、全預金が承継される場合があ

る。1991 年の最小コスト原則導入4直後は付保預金のみ承継される場合が多かったが、2009
年の状況をみると、全預金承継が殆どを占めている。 

2009 年に全預金承継が増加した要因として、預金保護上限の暫定的な引上げの影響が考

えられる。米国では、個人名義預金とは別枠で共同名義口座等が保護されるため、一預金

者一金融機関当たりの保護範囲はそもそも高めであったことに加え、今般の金融危機にお

ける暫定措置として標準的な預金保護の上限が引上げ（10 万ドルから 25 万ドル）られ、非

付保預金額が限定的になっている。そのため、比較的小額のプレミアム等5の支払いにより

非付保預金者が被る損失6がカバーされ、保険金支払コスト未満での破綻処理が可能となる。

そして、コストのより小さな処理方式が他に無い場合、最小コスト原則を満たした上で、

全預金承継が可能となる。 

付保預金のみが承継された P&A は 4 件であったが、そのうち 2 件では、FDIC が設立し

たブリッジバンク7により資産・負債が承継された。ブリッジバンクが利用された 2 つの破

綻金融機関は、金融機関を顧客とする Bankers’ Bank であり、一般の顧客から直接預金を

集めず、また、一般の顧客へのローン供与もなかった。顧客である金融機関へのサービス

が途切れないように、ブリッジバンクが利用されたものと考えられる。2009 年 12 月 18 日

に破綻した Independent Bankers’ Bank の場合、2010 年 1 月 13 日には、ブリッジバンク

は最終的な承継金融機関に売却された。 

P&A 方式におけるロス・シェアの詳細は、次章を参照。 

P&A 方式に相当する日本での破綻処理方式は、破綻金融機関の救済金融機関に資金援助

を行う方式（資金援助方式）と考えられる。日本でのこれまでの破綻処理は、すべて資金

援助方式となっている。 

 

(2)付保預金移転（Insured Deposit Transfer : IDT） 

付保預金移転は、健全な金融機関が FDIC の代理人（以下、代理金融機関）となり、FDIC
の代りに付保預金者に小切手を送付するか、代理金融機関に新たに口座を開設させること

により、付保預金を払戻す方法である（破綻金融機関は清算されるが、付保預金者に対す

                                                  
3保険金支払コストよりも大きいとの見積もりがなされれば、P&A 方式ではなく、保険金支払方式が選

択される。 
4それまでは、最小コストでの破綻処理ではなく、保険金支払コスト未満での破綻処理が求められていた。 
5破綻金融機関の営業基盤価値に対して支払われるプレミアムや、FDIC の評価価格より高く資産を買取

る場合のその差額等。 
6米国では、日本と異なり、金融機関が破綻した場合、預金者は一般債権者より優先して弁済を受けるこ

ととなっており、預金者の被る損失は相対的に小さくなっている。 
7金融機関破綻時に、承継金融機関が決まっていない場合、FDIC が暫定的な承継金融機関としてブリッ

ジバンクを設立し、金融業務が継続して提供される場合がある。 
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るサービスの中断が次に述べる保険金支払方式より小さい方法である）。代理金融機関が

プレミアム（破綻金融機関が有していた預金口座を獲得する機会に対する価値と考えられ

る）を支払う場合があり、保険金支払方式より破綻処理コストが低減することが期待され

る。 

2009 年 3 月 27 日に破綻した Omni National Bank において、付保預金移転による破綻

処理がなされた（この方式による処理は、1995 年 1 月以来）。 

米国の付保預金移転に近い方式として、日本では預金設定方式による払戻しが法定され

ているが、適用実績は無い。預金設定方式では、預金保険機構は預金設定先の金融機関に

預金者等ごとに口座を設けて各々の保険金に相当する金額を預け入れ、保険金の支払業務

（保険金の支払請求の受理等）を委託することになると考えられる。 

 

(3)保険金支払方式 

保険金支払方式とは、FDIC が付保預金を直接払戻すとともに、破綻金融機関を清算する

方法である。保険金支払方式による破綻処理は、FDIC が見込む保険金支払コスト未満での

破綻処理方法が見つからない（破綻金融機関の資産・負債を承継する金融機関が見つから

ない）場合に実施される。2009 年中に保険金支払方式で処理された破綻金融機関の中には、

ブローカー預金（BOX1 参照）比率の高い金融機関が目立っていた。2004 年 2 月以来の保

険金支払方式となった MagnetBank（2009 年 1 月破綻）は、破綻直前で、総預金に占める

ブローカー預金の比率が 99.8%となっており、承継を希望する金融機関がなかったものと

考えられる。 

保険金支払方式における払戻方法は 2 通りあるが、2009 年中に実施された 9 件の保険金

支払方式のうち、直接保険金支払方式が 6 件、預金保険国法銀行（Deposit Insurance 
National Bank、以下 DINB）による払戻しが 3 件となっている。 

 

① 直接保険金支払方式 

直接保険金支払方式とは、FDIC が、付保預金者に対して付保預金額の小切手を送付す

ることにより、付保預金の払戻しを行う方法であり、顧客への金融サービスの提供が中断

されることになる。金曜日に破綻した場合、通常、月曜日の朝、付保預金者に対し小切手

が送付されることとなっている。 

直接保険金支払方式で処理された 6 件のうち 3 件では、既存の付保預金については小切

手を送付して払戻す一方、破綻金融機関に年金等の受取口座を開設していた預金者につい

ては、近隣の健全な金融機関に当該口座が移管されると公表されていた。これは、破綻金

融機関に受取口座を開設していた預金者の混乱を最小限に抑えるための対応であると考え

られる。 

直接保険金支払方式は、日本においても法定されているが、適用実績は無い。 
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② 預金保険国法銀行による払戻し 

DINB による払戻しは、3 件で実施された。 

FDI 法に基づき、管財人である FDIC は、破綻金融機関の付保預金を承継する DINB を

設立し、破綻金融機関が営んでいた預金業務を暫定的に提供する。付保預金者には預金及

び口座を他の金融機関に移すまでの猶予期間が与えられる。DINB は、無資本で、存続期

間は最大 2 年とされているが、2009 年の事例では存続期間が 30～45 日となっていた。代

替的な金融サービスの利用可能性を含めて、預金者の利便性・混乱回避が考慮された結果、

直接保険金支払方式ではなく、DINB による払戻しが選択されたと考えられる。3 件のう

ち 2 件は、預金残高が 10 億ドル以上の比較的規模の大きな金融機関であった。 

1934 年に FDIC が業務を開始した時は、この DINB を通じた預金払戻しが唯一の破綻処

理方式であった。1935 年に直接保険金支払方式が認められると、この方法は殆ど利用され

なくなった。前回、DINB による払戻しが実施されたのは、1982 年であり、当時としては

規模の大きな金融機関の破綻であった。FDIC の事務処理負担、預金者の混乱回避のために、

この方法が選択されたようだ。その後、1983 年に付保預金移転が制度化されるとともに、

小切手印刷の自動化等が進み、この方法の選択はなかった。 

 DINB による保険金支払に相当する方式は、日本において規定されていない。平成 8 年

の阪和銀行の破綻処理に際し、破綻金融機関の預金債務を管理する時限的な金融機関とし

て紀伊預金管理銀行8を新設し、これに預金債務のみ移転した事例が、DINB による保険金

支払に近い処理方式であったと考えられる（但し、保険金支払方式ではなく、紀伊預金管

理銀行への資金援助方式となっている）。 
 
(4)オープン・バンク・アシスタンス 

経済や金融システムに対して重大な悪影響を及ぼすとみなされた場合は、最小コスト原

則が適用されない、例外的な措置が可能となっている（システミック・リスク・エクセプ

ション）9。この例外的な措置により、金融機関を閉鎖せず、資金援助等を行い、営業を継

続させる、いわゆるオープン・バンク・アシスタンスも可能となる。 
2009 年１月 16 日に、銀行持株会社バンク・オブ・アメリカ（以下 BofA）傘下の 8 つの

金融機関の総額 1,180 億ドルの資産に対して政府当局（財務省、連邦準備制度理事会及び

FDIC）が協同で損失補填を行うことになった。損失補填契約に関する基本的な条項が公表

され、政府当局と BofA の間で、最終合意に向けた協議が続けられた。しかしながら、協議

                                                  
8新金融安定化基金（第一勘定）が 100 億円出資した。 
9FDIC 理事会及び連邦準備制度理事会の 2/3 以上の賛成があり、（大統領と協議の上で）財務長官が、

ある金融機関の処理において「最小コスト原則」を適用すれば経済や金融システムに重大な負の影響を

もたらすと認識し、かつ FDIC による支援がそうした影響を緩和すると判断した場合、FDIC は最小コ

スト原則に従わずに、金融機関へ支援等が行えることになっている。 
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の過程において損失補填は不要との結論に至ったようであり、9 月 21 日に BofA が、政府

当局と最終合意に至らなかったと公表した。同日、（基本的な条項の公表により）政府当局

の支援を受けるという信用補完を得たことの対価として、BofA は政府当局に対して 425 百

万ドル支払うことを公表した。 
尚、この 8 先に対するオープン・バンク・アシスタンスでは、当該金融機関は閉鎖され

なかったため、2009 年中の 140 件の破綻件数には含まれておらず、別途、8 件の救済支援

（Assistance Transaction）として記録されている。 
米国のシステミック・リスク・エクセプション規定に相当するのは、預金保険法第 102

条の危機対応規定である。日本の危機対応規定は、第 1 号措置から第 3 号措置と３つの対

応措置が明確にされているが、米国では、その対応が明確に定められていないといった相

違点がある。預金保険法第 102 条第 1 号措置の資本増強がオープン・バンク・アシスタン

スに相当しており、平成 15 年にりそな銀行へ資本増強を行った実績がある。 
 
 

BOX1 ブローカー預金 

ブローカー預金とは、ブローカーを通して集められる預金のことである。ブローカーが

資金運用を検討している大口預金者等から資金を集め、高金利を提示した複数の金融機関

に分割して預け入れられた預金等がブローカー預金に該当する。ブローカー預金も預金保

険の対象となるため、一預金者一金融機関あたりの預金額を預金保険で保護される上限内

に設定することにより、金融機関破綻時でも全額が保護されることになる。 

一般に、預金を集めるには、時間と労力を要するが、一度預金を集めると、安定的な資

金調達が見込める。一方で、ブローカー預金は、ブローカーへの手数料と高めの金利を支

払えば、短期間でまとまった金額の調達が可能である（その利便性を評価していた経営者

もいるようだ）。ブローカー経由の預金者は、通常、当該金融機関と長期に渡る取引を希望

しているわけではなく、通常の預金とは異なり、ブローカー預金は資金調達源としての安

定性に欠ける。 

また、早期是正措置上の自己資本区分が”Well Capitalized”より下となった金融機関は、

新たなブローカー預金の受入（ロールオーバー含む）が禁止される（ “Adequately 
Capitalized”の場合には、FDIC の個別承認を受ければ可能）。2008 年以降に破綻した金融

機関の中には、商業用不動産向けローン等の資産を急速に拡大させた際の資金調達をブロ

ーカー預金に依存していた事例が数多く報告されている。これらの破綻した金融機関は、

不動産市況の悪化とともに、資産の評価損が膨らみ、自己資本比率が低下し、”Well 
Capitalized”を維持できなくなった。そして、（FDIC の承認が得られず）ブローカー預金

の受入が禁じられると、流動性危機に陥り、破綻に至った。 

安定的な資金調達源でないブローカー預金は、破綻時の取扱いも通常の預金と異なる場



 

34 
 

合がある。承継金融機関が全預金を承継する場合でも、ブローカー預金は承継の対象外と

されている場合があった。また、承継預金総額に対して定率のプレミアムが支払われるこ

とがあるが、ブローカー預金が承継の対象であったとしても、プレミアム計算の対象外と

されている場合もあった。 

FDIC は、このような問題を預金保険料に反映させることが適当と考え、2009 年第 2 四

半期以降、国内預金に占めるブローカー預金の比率により、預金保険料率に差異が生じ得

ることになった。ブローカー預金への依存度が高いほど、金融機関のリスクプロファイル

が高まるとともに、破綻した場合の営業基盤価値も低く抑えられ、破綻処理コストが増大

することを理由としている。 

 

2.P&A 方式におけるロス・シェア契約 

(1)特徴及び最近の活用の背景 

2009 年の P&A 契約 130 件のうち、90 件にロス・シェア契約が付加されていた。ロス・

シェア契約とは、承継金融機関が承継する特定の資産から生じる損失について、一定の期

間、一定の割合で FDIC が負担するという契約である。この契約を付加することにより、

可能な限り多くの資産を承継金融機関に売却することが企図されている。 

FDIC が最初にこのようなロス・シェア契約を導入したのは、1991 年 9 月となっている。

導入時の背景として、1980 年代から継続していた破綻により、FDIC が既に大量の資産を

保有しており、これらの資産の処分という大きな問題があった。 

破綻金融機関の資産は、FDIC が処分を前提として管理するより、民間金融機関における

通常業務の中で管理・回収する方が、資産価値の向上につながるというのが FDIC の基本

的な考え方である。承継金融機関による資産買取りが望ましいものの、時間的な制約もあ

り、十分な資産査定ができない状況では、大量の資産買取りは期待できない。そこで、一

定期間、FDIC が、承継金融機関が買取る特定の資産から生じる損失の大部分を負担するこ

とにより、承継金融機関に対するインセンティブを与える。大量の資産買取りを促進させ

ること及び事務管理コストの面より、規模の大きな金融機関の案件を中心に導入された。 

ロス・シェア契約の特徴として、次のようなメリットが挙げられている。 

・破綻処理コストの最小化10 

・FDIC のキャッシュフロー管理上のメリット（保有現金残高の維持） 

・FDIC が処分を前提として保有する資産の減少による組織のスリム化 

一方、デメリットとして、FDIC 及び承継金融機関の双方に、ロス・シェア対象資産の管

                                                  
101991-92 年の損失率（破綻処理コスト÷破綻時総資産）の実績は以下のとおり（“Managing the Crisis” 
FDIC より）。ロス・シェア契約を付加した 24 件の損失率は、6.1％。ロス・シェア契約を付加していな

い 175 件の損失率は、10.4％。 
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理といった追加的な事務負担・コストが生じることである。この事務負担・コストを避け

るために、破綻金融機関の入札に参加しない金融機関もあったとされている。 

今般の金融危機では、2008 年 11 月の PFF Bank 及び Downey Savings and Loan 
Association の破綻処理に際して初めて導入された11。FDIC は、破綻時の公表文で、民間部

門において資産を管理することが破綻処理コストの最小化に繋がると繰り返し説明してい

る。特に投資意欲が低下し、資産価値が不透明な中、急いで市場で売却すると、承継金融

機関が管理・回収する場合に期待できる本質的価値以下の価格となり、得策でないとして

いる12。さらに、破綻が急増する中、FDIC の保有する資産を増やさない配慮や、キャッシ

ュフロー管理のメリット等が考慮されたと考えられる。 

 
(2)一般的な契約内容（Metcalf Bank のケース） 

2009 年 4 月 17 日に破綻した American Sterling Bank の資産・負債を承継した Metcalf 
Bank（承継金融機関）と FDIC の P&A 契約書（以下、契約書）を例にとり、ロス・シェ

ア契約の一般的な内容の説明を行う。破綻時の公表文では、承継金融機関が買取った資産

総額は約 173.6 百万ドルであり、内約 100 百万ドルがロス・シェア契約の対象とされてい

た。 
 
①P&A 契約書の概要 

契約書の日付は、閉鎖日である 2009 年 4 月 17 日となっている。契約の当事者は、破綻

金融機関の管財人（”Receiver”）である FDIC、預金保険機関である FDIC 及び承継金融機

関となっている。この契約書に、ロス・シェア契約が含まれている（以下では、管財人・

預金保険機関を区別せずに FDIC とする）。 

承継金融機関は、資産を 20.337 百万ドルディスカウントして買取っている13。また承継

する預金に対し、1.0133 百万ドル又は（承継預金の）0.6％のいずれか小さい額のプレミア

ムを支払うことになっている（但し、プレミアムの計算にあたり、ブローカー預金は承継

預金から除外される）。 

 

 

 

 

                                                  
112008 年 9 月 29 日、ワコビアを救済合併するシティ・グループに対して FDIC によるロス・シェア契

約の適用が公表されたが、後日、合併が破談となったため、取り消された。 
12一方で、想定以上に資産価格が下落した場合には、当初の資産評価額に基づき算出された推定破綻処

理コストを超える損失が生じるリスクもある。 
13ほとんどの資産の買取価格は簿価となっているため、実質的に簿価からのディスカウントと考えられ

る。 
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②ロス・シェア契約の概要 

ロス・シェア契約は、次の 2 つに分かれている。 

・Single Family Shared-loss Agreement（戸建住宅ローンに係るロス・シェア契約、以下

戸建住宅ロス・シェア契約） 

・Non-Single Family Shared-loss Agreement（その他ローンに係るロス・シェア契約、以

下その他ローンのロス・シェア契約） 

 
FDIC の破綻処理マニュアルによると、1991 年頃のロス・シェア契約は、基本的には、

商業用ローン等が対象で、住宅ローンは対象でなかった。住宅ローンは、不良債権化して

いるケースが少なかったためとされている。しかしながら、今般の金融危機においては、

戸建住宅ローンも不良債権化し、ロス・シェアの対象になったと考えられる。 
戸建住宅ロス・シェア契約とその他ローンのロス・シェア契約の主な相違点は、対象期

間と損失の認識にある。戸建住宅ローンのロス・シェア期間は 10 年と長い。そして、損失

の認識は、ローンを売却した際や住宅ローンの条件を修正した場合の損失などである。住

宅ローンの条件修正については、必要条件が充足された場合には実施が求められている。

一方、その他ローンは、ロス・シェア期間が 5 年（その後 3 年間の回復期間）となってい

る。損失の認識は、ローン分類基準に基づく償却等である。 
 

(ⅰ)一次損失 

承継金融機関に対する支払いは“一次損失”(First Loss Tranche）を考慮して計算される。 
“一次損失”は、次の 3 つの額の合計となる。 

(Ⅰ)承継金融機関が買取資産に対して支払うプレミアム（ディスカウントは、マイナス） 
(Ⅱ)承継金融機関が承継預金に対して支払うプレミアム 
(Ⅲ)Equity Adjustment：買取資産の簿価から承継負債の簿価を引いたもの 

一次損失がプラスの場合、ロス・シェアの対象となっている資産から生じるロス負担額

が一次損失を超えた分について、ロス・シェア契約に基づき FDIC からの支払いがなされ

る。一次損失がマイナスの場合、破綻日の翌営業日に、一次損失分の支払いが FDIC より

なされるとともに、ロスが生じ次第、ロス・シェア契約に基づき FDIC からの支払いがな

される。本件では、一次損失はマイナスとなっている。 

(ⅱ)ロス・シェア割合 

ロス・シェアの割合は、当初は 80／20(FDIC80%負担)となっている。ロス・シェアの対

象となる累積ロス（累計でのネットロス、二つのロス・シェア契約の合算値）が一定値

（threshold、本件は 42 百万ドル)を超えると、FDIC の負担比率が 95％に変更される。ロ

ス・シェアの対象となるネットロスは、認識されたロスから、回復額（ロスを計上し損失
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補填を受けた資産に関して、その後生じた評価益、売却益等）を差引いて計算される。 
 

③戸建住宅ロス・シ

ェア契約 

ロス・シェアの期間

は 10 年間であり、対象

は、戸建住宅に対する

ローン（以下、対象戸

建住宅ローン）となっ

ている。 
ロスの認識は、売却

損（差押え物件の売却

含む）、ローン条件修正

時の損失計上額等であ

る。回復額は、（イ）差

押えを行った際に生じ

たロスに対して、差押え物件からの回収、（ロ）ローン条件修正の際に生じたロスに対して、

当該ローンを売却した際の売却益となっている。回復額は、期間満了までに実現した金額

で、それまでに計上したロス金額が上限となる。 
承継金融機関は、月に一度、売却損等に関する報告書を FDIC に提出する必要があり、

その報告書に基づき、支払がなされる。合算で当該月のロスが回復額を上回れば、ネット

ロスの 80％相当金額を FDIC が承継金融機関に支払い、合算で当該月の回復額がロスを上

回れば、ネット回復額の 80％相当金額を承継金融機関が FDIC に支払うことになる。累積

ロス（累計でのネットロスの合計）が、42 百万ドルを超えると、FDIC の負担割合が 95％
に変更となる。 
各対象戸建住宅ローンの管理・回収にあたり、承継金融機関が実施している他の資産と

同様な手法、かつ、プルーデントなビジネス慣行等に従うことが求められている。そして、

この業務のために、十分な職員を雇用し続けるほか、対象戸建住宅ローンについては、別

に定める” FDIC Loan Modification Program”に従う必要がある14。 
対象戸建住宅ローンの債務者に対する承継金融機関によるローンや信用供与を関連ロー

ン(Related Loan)と定義し、（契約期間を含む最終月末までの間）対象戸建住宅ローンの価

値を損ない、関連ローンの回収が最大化するような方法で、承継金融機関は関連ローンの

管理・回収を行ってはならない。 

                                                  
142009 年下期以降においては、” FDIC Loan Modification Program”に限定せず、財務省が実施してい

る“Home Affordable Modification Program”等の中から適切な方法を選択し、住宅ローン条件の修正に

取り組むことを承継金融機関に求めている。 
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承継金融機関は、FDIC の同意のもと、対象戸建住宅ローンの全部または一部を契約期間

終了時迄に、売却する権利を有している。この権利を行使する場合、承継金融機関は 30 日

前に書面にてその詳細を FDIC に通知しなくてはならない。売却は、第三者に対して入札

で実施する必要がある。承継金融機関が売却の意向を通知した場合、FDIC は速やかな判断

が求められ、売却の承認を不合理に留保したり、遅らせたりしてはならない。 
承継金融機関が前述の売却を実施しない場合、FDIC はその裁量に基づき、承継金融機関

に対して対象戸建住宅ローンを売却させる権利を有している（但し、権利行使は、契約期

間終了直前の 6 か月間に限定される）。 
対象戸建住宅ローンについて差押えを行った場合や、ローン条件を修正した場合には、

その判断に至った検討状況を、FDIC が指定する様式で記録し、保存しておくことが求めら

れている。 
 
④ その他ローンのロス・シェア契約 

ロス・シェアの期間は 5 年間であり、その後 3 年間は回復期間として、回復額や諸経費

についての支払いがなされる。対象は、戸建住宅ローン以外で、当事者間で合意されたロ

ーン（以下、対象その他ローン）となっている。 
ロスの認識は、元本の償却等。回復額は、ローンの売却益等であり、それまでの償却金

額等が上限となる。承継金融機関が対象その他ローンの管理等のために第三者に支払った

諸経費のうち、適切と認められるものは、FDIC より払戻しの対象となる（ロス・シェアの

比率に応じて負担される）。 
当初 5 年間のロス・シェア期間中、承継金融機関は、四半期に一度、元本の償却等に関

する報告書を FDIC に提出する必要があり、その報告書に基づき、支払等がなされる。各

四半期の合算でロス（及び諸経費）が回復額を上回れば FDIC が承継金融機関にネットロ

スの 80％相当金額を支払い、各四半期の合算で回復額がロス（及び諸経費）を上回ればネ

ット回復額の 80％相当金額を承継金融機関が FDIC に支払うことになる。その後 3 年間の

回復期間では、回復額と諸経費についての支払いがなされる。回復期間終了時点で、累積

ロス（累計でのネットロスの合計）が、42 百万ドルを超えると、その 15％（FDIC の負担

率 80％と 95％の差異）相当の支払いが FDIC よりなされる。 
関連ローン等に関しては、戸建住宅ロス・シェア契約と同様の取扱となっている。 
対象その他ローンの償却等は、承継金融機関の免許付与機関のローン分類基準等に基づ

いてなされる。その取扱に関して、承継金融機関と FDIC の間で見解の相違が生じた場合、

免許付与機関が最終決定を行うことになっている。 
 

⑤ その他 

FDIC は、承継金融機関が対象ローン（対象戸建住宅ローン及び対象その他ローンの双方）
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の管理・回収を前述の規定通り実施していることを確認するため、随時必要な資料の提出

を承継金融機関に要求できる。また、承継金融機関のロス・シェア条項の遵守状況につい

て監査を行うことも可能となっている。 

 
(3)払戻条件の追加 

金融機関の破綻件数の増加とともに、ロス・シェア契約が含まれた P&A 処理の件数が増

加してきた。そのような中、FDICは増加する破綻処理コストを抑制することを企図し、2009
年 8 月に締結されたロス・シェア契約に、実現損失が（両当事者が事前に合意した）想定

金額よりも小さかった場合、FDIC がその一部の払戻しを受けるという内容が初めて採用さ

れた。大型の金融機関の破綻を中心に導入された後、2009 年 10 月以降では、ほとんどの

事例でこの内容が採用されている。 

 
BOX2  住宅ローンの条件修正 

今般の金融危機発生の根源と言われている“サブプライム・ローン”は、当該関連の商

品に投資した金融機関等だけでなく、自らの支払い能力を超えるローンを組んだ債務者に

も大きなダメージを与えた。住宅価格の上昇を前提としたローン返済計画を考えていた債

務者は、住宅価格の上昇が止まると返済の見通しがなくなる。金利見直し条項が付いてい

るローンも多く、当初の低いローン金利の見直しと同時に支払い困難となり、担保となっ

ている住宅が差押え（”foreclosure”）られ、持家を失う人が急増した。住宅が差押えら

れると、近隣の不動産市況を悪化させ、担保物件の売却価格を低下させるといった側面以

外に、手続き自体に担保物件の 20～40%のコスト（売却コスト等）を要するとされ、債権

者も十分な債権回収ができず、損失が拡大する。差押え件数を減らすことにより、債務者・

債権者だけでなく、社会全体にとっての費用最小化に繋がるとの考え方が支持されるよう

になった。 

FDIC のベア総裁は、早くからこの問題に着目し、債権者主導で住宅ローンの条件を修正

し、不良債権化するのを防ぐべきであると繰り返し主張してきた。金融業界が十分な対応

を実施しない中、FDIC はコンサベーター(conservator、注 1)として運営を行っている

IndyMac Federal Bank, FSB（事実上のブリッジバンク）が保有する住宅ローンに関して、

2008 年 8 月よりローン条件の修正を開始した。これには、次のような特徴がある。 

・支払いが困難な債務者に対し、債権者から条件修正を働きかける（注 2）。 

・条件修正にあたり、債務者に対して機械的な対応を実施する（注 3）。 

・余裕のある支払い条件に修正され、かつ、その条件修正により債権価値が高まる場合の

み条件修正を実施する。 

その具体的な手順は、以下のとおり。 
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① 債務者の月次収入に対する住宅ローン関連支出（以下、HTI）の割合が 38％となる

月次支払額（以下、修正後支払額）（注 4）を算出。⇒月次収入に対する HTI の割合

が 38％超では、余裕を持った返済は不可能との認識。 
② 月次支払額が修正後支払額となるように、条件を次の順序で修正。 

(1) 金利減免：Freddie Mac が週次で公表している 30 年ローンの金利（注 5）を上

限として、順次、低下させる（最低レートは 3％。最低レートが適用されるの

は、当初 5 年間のみ。）。この方法で、修正後支払額にならない場合、(2)に進む。

(2) 支払期間の延長：支払期間を順次、延長させる（原則として最大 10 年）。この

状況で、修正後支払額にならない場合、(3)に進む。 
(3) 元本支払いの猶予。この方法で、修正後支払額にならない場合は、ローン条件

の修正は不可（差押え容認）。 
③ ②で修正された条件に基づき、条件修正後のローンの現在価値を算出する。条件修正

後のローンの現在価値が差押えを行った場合の諸費用等を控除した現在価値より大

きい場合には、ローン条件を修正する。 
IndyMac Federal Bank, FSB での成果をもとに、ベア総裁は、ローン条件修正のために

大規模な財政資金の投入を訴えた（注 6）。2009 年 2 月、財務省は、持家保有者のために

750 億ドルの支援実施を公表した。ベア総裁の考え方を基にした Home Affordable 
Modification Program が設定され、同プログラムのもと、全米の主要な金融機関等より、

差押え防止のためのローン条件修正がなされていくことになった。 
(注 1) コンサベーターは、保全対象の金融機関を健全な状態に保ちつつ、運営及び資産保全のための行

為を行う権限を有する者 

（注 2）条件修正等に関する知識・情報を有していない債務者も多く、債務者からの問い合わせを待って

いたのでは、ローンの条件修正が進まないという事情があった。 

（注 3）債務者毎の固有の事情を考慮し、修正条件を検討すれば、短期間に多くの債務者に対応できない。

そのために、一定のプロセスに基づき、機械的に修正条件を決定して行く方法が採用された。支払い

が滞っている又は滞ると見込まれる債務者が多く、差押えが実施されるまでの短期間に、大量の条件

修正を行う必要があったと考えられる。 

（注 4）HTI の 38％で計算された月次支払額では、条件修正前の月次支払額より 10％以上減少しない場

合（債務者のメリットが小さい場合）には、月次支払額が修正により 10％減少するように月次収入

に対する HTI の割合を下げていく（最低 31％）。 

（注 5）条件修正が提案される週に公表される金利をローン期間中適用。 

（注 6）機械的な条件修正は債権者にとってリスクが高く、多くの民間業者へ実施を奨励するために、損

失補填等何らかのインセンティブが必要と考えられた。 
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3.破綻金融機関の買取先候補の範囲拡大 

(1)買取先候補の範囲拡大 

P&A 方式による破綻処理において、FDIC は、あらかじめ適格性が確認されている候補

者を対象とした入札を経て、承継金融機関を決定している。今般のような金融危機の中、

自らの健全性維持を優先するため、資産拡大等を伴う破綻金融機関の承継を躊躇する金融

機関の増加も懸念された。入札参加者の減少は、競争の減少を通じ、破綻処理コストの増

大に繋がる。一方で、既存の金融機関以外にも、破綻金融機関の資産・負債の承継を希望

する投資家が増え、その存在を無視できなくなった。このような環境変化をうけ、FDIC は、

2008 年 11 月 26 日に、入札対象となる候補者資格の拡大を公表し、入札時点で金融機関免

許を有していない投資家の入札参加を条件付で認める方針を示した15。 
 
(2)プライベート・エクイティ・ファンドによる破綻金融機関の買収事例 

2009 年 1 月 2 日、FDIC は、IndyMac Federal Bank, FSB16 をプライベート・エクイテ

ィ・ファンド（以下 PE）に売却する意向を公表した17。投資家グループが組成した IMB 

Management Holdings LP が、IMB HoldCo LLC という貯蓄金融機関持株会社（以下、本

項では、持株会社）を設立する。FDIC は持株会社に IndyMac Federal Bank, FSB を売却

し、持株会社が 13 億ドルの資本増強を実施することが公表された。IMB Management 
Holdings LP は、Steven Mnuchin 氏を CEO とし、J.C.Flowers&Co らが出資することに

なっていた18。 

2009 年 5 月 21 日には、貯蓄金融機関監督庁により閉鎖された BankUnited, FSB のほと

んどの資産と全預金を新設された BankUnited が承継すると公表された。新設された

BankUnited は、John Kanas19氏を経営トップに据え、WL Ross&Co.LLC、Carlyle 
Investment Management L.L.C.、Blackstone Capital PartnersⅤL.P.らが出資している。 

以上の 2 社は、破綻時の総資産が 100 億ドルを超える規模の大きな金融機関であった。

規模の大きな金融機関の承継候補となり得るのは、そもそも限られており、入札における

競争促進のために、新たな候補者の開拓が必要とされた。 

                                                  
15入札参加者資格を満たすために、必要最低限の情報をもとに、条件付で預金保険制度への加盟を認め

る方針が公表された。それと同時に、入札を希望する投資家には、免許付与機関からも条件付の金融機

関免許の取得が要求されている。 
162008 年 7 月に破綻した IndyMac Bank, FSB の業務を引継ぐために設立された貯蓄金融機関（FDI 法
上のブリッジバンクではないが、事実上のブリッジバンク）。FDIC により運営されていた。 
17FDIC が破綻金融機関をプライベート・エクイティ・ファンドに売却するのは、今回が初めてではなく、

1990 年代初めに実績があると公表されている。 
182009 年 3 月に売却完了が公表された。最終的には、持株会社傘下に新設された OneWest Bank, FSB が、

IndyMac Federal Bank, FSB の全預金と大半の資産を承継することになった。 
19North Fork Bancorporation の前会長兼 CEO。North Fork をニューヨークで最も収益性の高い銀行

にしたことで知られている。 
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(3)プライベート・エクイティ・ファンドによる買収時のガイドライン 

5 月 21 日の BankUnited, FSB 破綻時の公表文で、FDIC は、PE による破綻金融機関の

買収に関してのガイドラインを作成する意向を公表した。続いて 7 月 2 日に FDIC は、PE
が破綻金融機関を買収（承継）する際のガイドライン案（以下、当初案）を公表した。当

初案は、買収時に相当高めの自己資本比率を求める、追加的な資金負担を確約する、長期

的な保有を前提とする等、かなり厳格な内容となっていた。当初案に寄せられたコメント

等を考慮のうえ、8 月 26 日開催の FDIC 理事会において、最終ガイドライン（以下ガイド

ライン又は最終ガイドライン）が決定された。当初案と比較し、PE に求められる内容はや

や緩和されたが、依然として大きな制約を課している。 

このような厳格なガイドライン作成の背景には、次のような問題があったと考えられる。

米国では、複数の PE がそれぞれ一定比率未満の株式を共同で保有する形態や、PE が金融

機関への投資にあたり別途設立した投資口を経由するなど複雑な仕組みが用いられている

ようである（金融機関株主としての規制等を回避することが目的）。FDIC は、投資主体の

組織構造が不透明で、実質的な所有者や経営方針決定者が不明確・不透明であり、それら

が分離されていること等を問題としていた。このような規制を受けない投資主体が破綻金

融機関を買収することにより、長期的な経営方針を持たず、短期の売却益を前提とした行

動がなされ、金融システム及び金融市場の安定性を害することを危惧していたようである。 
一方で、破綻処理コストの最小化が求められている FDIC は、金融機関への資本供給が

減っていく中、資本の出し手としての PE を除外し続けられなくなったようだ。破綻処理コ

ストの最小化と金融機関所有者の適格性確保による金融市場安定化を検討のうえで、今回

のガイドライン作成に至ったと考えられる。 
 

ガイドライン（Policy Statement）は、対象となる投資家の定義と当該投資家に適用さ

れる内容から構成されている。 

①対象となる投資家 

対象となる投資家（以下、対象投資家）は次の二つとしている。 
（ⅰ）管財人が保有している破綻金融機関の預金、負債、資産を承継しようとする会社に

直接又は間接的に投資しようとするプライベート投資家（private investors） 
（ⅱ）破綻金融機関の処理に関連して新規に金融機関を設立し、預金保険制度への加入を

申請する者 
対象投資家の定義について、明確な規定を求める意見が多かったにも係らず、最終ガ

イドラインにおいても明確にされなかった。FDIC は、新たなストラクチャーが随時考え

られている PE 業界において、その投資行動等を正確に定義できないとしている。 
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当初案では、対象投資家が広範囲に及んでいたため、最終ガイドラインにおいて、次

のような適用除外条件が示された（あまりにも広範囲な投資家を一律に対象とすること

により、適切な投資家まで締め出すおそれが指摘された）。投資家が投資している金融機

関が7年以上に渡ってCAMELSの composite格付20で1又は2以上を維持している場合、

このガイドラインの目的を考慮のうえ FDIC 理事会が適切であると認めれば、当該投資

家はこのガイドラインの対象投資家から除外されることになった。つまり、長期にわた

り金融機関へ投資し、成功した実績がある投資家は、ガイドラインの対象外とされるこ

とになった。 
さらに、次の二つの類型が除外されることになった。 

（ⅰ）健全な経営がなされてきた金融機関の過半数以上の株式を所有している銀行持株会

社（貯蓄金融機関持株会社を含む。以下、同様。）と共同で投資を行う投資家又はそのよう

な銀行持株会社へ投資を行う投資家 
（ⅱ）金融機関又は銀行持株会社に対する持株比率が 5％以下であり、他の投資家と共同で

議決権行使を行わない投資家 
 
② ガイドラインの内容 

 項目毎の概要は次のとおり。 
（ⅰ）自己資本に対するコミットメント（Capital Commitment）  

・当初 3 年間は、総資産に対する TierⅠCommon Equity 比率 10％以上を維持21。 
・それ以降も当該金融機関を保有している間は、早期是正措置上、”Well Capitalized”
の水準以上を維持。 
・上記の水準を下回った場合には、速やかに、必要水準以上に引上げる。 
・上記を満たさない場合に、早期是正措置上、”Undercapitalized”として取り扱われる。 

（ⅱ）相互サポート（Cross Support22） 
・複数の金融機関の株式を、一又は二以上の対象投資家が合わせて 80％以上保有してい

る場合、当該対象投資家はそれら金融機関の株式を FDIC に担保として提供する。当該

対象投資家が合わせて 80％以上出資する金融機関が破綻し、預金保険基金に損失が生じ

                                                  
20米国で金融機関監督に用いられている総合評定のこと。5 段階で評定され、1 が最高で 5 が最低の評価

となる。 
21TierⅠCommon Equity とは、TierⅠから永久優先株等の non-common equity を除外した額。このよ

うに FDIC が高い自己資本比率に拘るのは、新設金融機関のリスクプロファイルと預金保険基金への損

失との関係がある。2008 年及び 2009 年において、新設後 7 年以内での破綻が目立っており、特にビジ

ネスモデルが早期に変更されたケースやリスク管理が不適切であった場合などが多いと FDIC は説明し

ている。 
22FDI 法には”Cross Guaranty”という条項がある。この条項によると、持株会社の傘下に複数の金融機

関が存在し、当該持株会社傘下のある金融機関が破綻し預金保険基金に損害が生じた場合、FDIC は、

当該持株会社の傘下の別の金融機関に対して、その損害を請求できることになっている。直近では、2009
年 10 月 30 日に銀行持株会社 FBOP 傘下の複数の金融機関が破綻した際に、この Cross Guaranty 条項

が発動された（これ以前の当条項の発動は、1990 年代半ば迄の 6 件程度）。 
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た場合には、FDIC は担保となっている他の金融機関の株式を処分して、その損失の埋

合せを行う。 
（ⅲ）関連会社との取引 

・対象投資家により保有されている金融機関が、対象投資家、対象投資家が運用するフ

ァンド、関連会社等に対して、与信を行うことは禁止される。 
・関連会社等とは、対象投資家により 10％以上の株式を 30 日間以上保有されている会

社。 
（ⅳ）秘密法を有する国・地域に設立された投資ビークル 

・特殊な秘密法を有する国・地域に設立された投資ビークルを経由して金融機関を保有

することは禁止される（設立国特有の秘密法を理由に、FDIC 等に十分な情報の開示を

拒むことを想定していると考えられる）。 
（ⅴ）継続保有 

・対象投資家は、FDIC の事前承認が無い限り、3 年以内に転売をしてはならない。対

象投資家の関連会社へ転売する場合で、転売先が同様な制限に合意していれば、FDIC
はその承認を不当に留保しない。 
・対象投資家が投資信託の場合には適用されない。 

（ⅵ）禁止されている投資形態 
・複雑で機能があいまいな所有形態であり、所有と経営が分離されているような場合に

は、金融機関の適切な株主とは考えられない。 
（ⅶ）特定の投資家は、入札の対象外 

・破綻した金融機関の株式を直接又は間接的に 10％以上保有している場合、当該投資家

は、当該金融機関の入札には参加できない。 
（ⅷ）情報開示 

・今回のガイドラインの対象となる投資家は、FDIC に対して、必要とされる情報を開

示するものとする（対象投資家の資金量、その投資の分散度合、投資ファンドの過去の

収益の状況、マーケティング資料、マネージメント・チーム及びビジネスモデル等が含

まれる）。 
 

(4)外国金融機関による買収について 

2009年8月21日に破綻したGuaranty Bankの資産・負債を承継したBBVA Compass
は、スペインの金融大手 BBVA の米国子会社であり、外資による規模の大きな破綻金融

機関買収ということで注目を集めた。BBVA は、以前より米国での事業拡大を検討して

いたようであり、今回の破綻金融機関買収で、BBVA Compass は預金シェアで全米 15

番目の商業銀行になったと公表していた。 

他方で、中国民生銀行（”Minsheng Bank”）が米国の金融機関を買収しようとしたが、

承認が得られなかったと Financial Times 紙で報道された例もある。買収対象は、カリフ
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ォルニア州の United Commercial Bank（以下、UCB）。UCB は、香港に支店を有するだけ

でなく、中国にも現地法人を有していた。中国民生銀行は、UCBH Holdings（UCB を傘

下におく持株会社）の株式を 9.9％有していたようであり、今後の米国での事業拡大の

ため破綻前に買収を試みたが、時間的な制約もあり、実現しなかった模様。結果的に、

UCB は、2009 年 11 月 6 日に破綻し、East West Bank（カリフォルニア州）により資産・

負債が承継されることになった。この破綻による FDIC の推定損失は、14 億ドル。仮に、

破綻前に中国民生銀行による買収が実現していたならば、この損失だけでなく、緊急経

済安定化法により UCBH Holdings に注入された公的優先株式約 3 億ドルも棄損しなかっ

た。米国外の銀行等による金融機関の買収には、本国における当該銀行等の監督体制を

含め、買収者の審査に相当の時間を要するようだ。 

 
4.破綻処理の事前準備 

(1)事前準備体制 

米国では、通常、免許付与機関が金融機関を閉鎖すると同時に、承継金融機関が FDIC
により公表される。破綻金融機関の金融サービスの多くは承継金融機関により継続して提

供され、利用者の混乱が回避されるとともに、早期破綻処理により、破綻処理コストの低

減に繋がっている。今般の金融危機でも、2008 年 7 月に破綻した IndyMac Bank, FSB 等

を除けば、速やかに資産・負債の承継がなされており、大きな混乱は生じていない。この

ような対応を可能としているのは、監督機関・免許付与機関と FDIC との情報共有及び当

該情報に基づく早期の破綻処理準備であると考えられる。 
 
①早期是正措置 

米国では、1991 年の連邦預金保険公社改革法（FDICIA)により、早期是正措置が導入さ

れた。預金保険基金への損失を抑制するために、自己資本区分に応じ必要な措置が取られ

るとともに、金融機関が債務超過になる前の段階においても、破綻処理が開始されること

になった。具体的には、自己資本が”Critically Undercapitalized”の区分になった場合、免

許付与機関は、当該金融機関の破綻可能性が高いことを FDIC に通知する。そして、預金

保険基金に対する長期的な損失を最小にするという目的が達成されない限り、90 日以内に

管財人を任命することとなっている。この通知を受けた FDIC は、破綻処理準備にとりかか

る。破綻処理チームを当該金融機関に派遣し、資産査定や預金等に関する情報を入手する。

通常は、入札を経て、受皿金融機関が選定された後に、金融機関が閉鎖される。 
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②破綻金融機関の自己資本区分の推移 

2007 年以降破綻した金融機関について、2010 年 1 月末までに公表された”Material Loss 
Review”23（以下、レビュー）より破綻直前での早期是正措置上の自己資本区分を調べると、

次のようになっていた。 

Critically Undercapitalized  25 先 
Significantly Undercapitalized 17 先 
Undercapitalized 9 先 
Adequately Capitalized 7 先 
 
レビューの対象となった破綻金融機関の半数以上は、”Critically Undercapitalized”の区

分になる前に破綻している。”Adequately Capitalized”の区分のまま破綻した金融機関もあ

るが、IndyMac Bank, FSB（2008 年 7 月破綻）を除けば、金融機関の閉鎖時には、承継金

                                                  
231991 年の早期是正措置と同時に、Material Loss Review 制度が FDI 法に導入された。金融機関の破

綻により預金保険基金に重大（Material）な損失が生じた場合、破綻した金融機関の連邦監督機関の監

察室は、金融機関の破綻要因及び（早期是正措置の適用を含む）監督体制の適切性についてのレビュー

が求められている。重大な損失とは、損失が①2,500 万ドル、②破綻時の総資産の 2％、のいずれか大き

い方を超える場合である。 

図表4.1　米国における早期是正措置

Tier 1 強制規定 裁量規定

(対自己資本) (対Tier 1) / 総資産 （Mandatory provisions） （Discretionary provisions）

8%未満 4%未満 4%未満

6%未満 3%未満 3%未満

･配当、役員報酬支払い停止
･資本回復計画の提出
･資産拡大の抑制
･買収、支店開設、新規業務開始
に関し承認が必要
･ﾌﾞﾛｰｶｰ預金の取り入れ禁止

･上記「第3区分」の措置
･資本再構築の命令
･子会社間の取引制限
･預金金利の制限
･その他の一定業務の制限
･その他必要な措置

･上記「第4区分」の措置
･90日以内にレシーバーないしコン
サベーターを任命
･劣後債の返済停止
･その他の一定業務の制限

･資本再構築の命令
･子会社間の取引制限
･預金金利の制限
･その他の一定業務の制限
･その他必要な措置

･上記「第3区分」の措置
･資本再構築計画の不提出ないし
不履行の場合、レシーバーもしくは
コンサベーターを任命
･その他「第5区分」の強制規定中
の必要措置

リスク・アセット比率

10%以上 6%以上 5%以上

「第1区分」
自己資本充実
(Well Capitalized)

「第2区分」
自己資本適正
（Adequately
Capitalized）

「第3区分」
自己資本不足
（Undercapitalized）

「第4区分」
かなり自己資本不
足
（Significantly
Undercapitalized）

「第5区分」
極めて自己資本不
足
（Critically
Undercapitalized）

-

2%以下
(有形資本/総資産ベース)

8%以上 4%以上 4%以上

･ﾌﾞﾛｰｶｰ預金の取り入れ禁止
（FDICによるウェーバーあり）

-

-

and and

andand

oror

or or
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融機関が確定しており、大きな混乱は生じていない。 
レビューでは、自己資本は金融機関の健全性に関する遅行指数であるとしている。自己

資本に着目する早期是正措置のみを頼りに破綻処理準備をしていたのでは、現状のような

速やかな破綻処理対応は不可能であったと考えられる。 
 

③監督当局と FDIC 破綻処理局との連携 

（ⅰ）FDIC における破綻処理局と監督・消費者保護局との情報共有 

FDIC は、預金保険機関であるとともに、監督・破綻処理の任務を担っている。FDIC
の監督・消費者保護局は、5,000 先弱の連邦監督機関として、定例検査を実施するととも

に、常に、経営状況の把握を行っている。そして、監督・消費者保護局は、自らが監督し

ている金融機関が今後”Critically Undercapitalized”になると見込まれる場合、当該金融機

関に関する情報を速やかに破綻処理局に提供することになっている。この取決めにおいて、

監督・消費者保護局の職員は、破綻処理局の職員が当該金融機関及びその帳簿記録にアク

セスすることについて、当該金融機関から許可を取得することが求められている。このよ

うに、”Critically Undercapitalized”になる前でも、破綻処理局は、必要に応じ、監督・消

費者保護局の協力を得て、資産査定等必要な準備を実施している。 
 

（ⅱ）他の連邦監督機関との連携 

  FDIC は、連邦預金保険供与者という立場から、FDI 法に基づき、全ての FDIC 加盟金

融機関について、特別検査を行う権限及び特別検査等に基づいた行政措置を発動する権限

を有している。 
FDIC 理事会が必要と認めれば、自らが連邦監督機関となっていない金融機関に対して

も、特別検査を実施することができる。一方、特別検査に際し、FDIC は、他の連邦監督

機関と共同で実施することが求められている。そのため、FDIC が必要だと考えても、他

の連邦監督機関との意志疎通がうまくいかなかった結果、対応が遅れ、預金保険基金に大

きな損失をもたらす破綻事例が 2000 年前後24にあった。これを教訓とし、2002 年 1 月、

FDIC と連邦準備制度理事会、通貨監督庁、貯蓄金融機関監督庁は、特別検査を効率よく

実施するための Interagency Agreement（以下、協定）を締結した。この協定に基づき、

FDIC が早期に特別検査を実施するとともに、他の連邦監督機関と連携して必要な対応を

促し、破綻の未然防止及び預金保険基金への損失の最小化に努めている。 
また、FDIC の破綻処理局と監督・消費者保護局との情報共有を参考にし、FDIC の破

綻処理局と FDIC 以外の連邦監督機関との間でも情報共有がなされている模様である。 

                                                  
24 1999 年 9 月に破綻した The First National Bank of Keystone と 2001 年 7 月に破綻した Superior 
Bank が代表的な事例である。 
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③ 早期破綻処理 

以上のように、FDIC は、法律に基づいた検査権限及び他の監督機関と締結した協定等を

最大限活用して、早期の問題発見・破綻処理準備に努めている。早期破綻処理が、FDIC に

求められた破綻処理コストの最小化に繋がるとともに、金融機関利用者の利便性維持にも

繋がっている。10 年程前から検討されてきた監督機関との情報共有等が、今般の金融危機

における破綻処理において有効に活用され、迅速な破綻処理に繋がっているものと考えら

れる。 

 

BOX3  FDIC 加盟金融機関とその監督・免許付与機関 

FDIC に加盟している金融機関は、2009 年 12 月末現在 8,012 となっている。それらの金

融機関をその免許付与機関及び FDI 法に定められている連邦監督機関（appropriate 
federal banking agency）別にまとめると次のようになる。連邦免許と州免許が併存する（二

元銀行制度）だけでなく、商業銀行は三つの連邦監督機関により監督されるといった複雑

な体系となっている。 

FDIC は、4,941 の金融機関の連邦監督機関となっている。金融機関数では全体の約 62％
であるが、当該金融機関の総資産は全体の約 17％となっており、規模の小さな金融機関が

多い。 

残りの 3,071 の金融機関については、他の連邦監督機関が、検査・監督を実施している。

これらの金融機関について、FDIC は、オフサイト・モニタリングにより、健全性を常時監

視している。 

FDIC加盟金融機関の監督・免許付与機関

総資産 国内預金

百万ドル 百万ドル

国法銀行 強制加入 1,462 8,199,604 4,321,479
加入 FRB 州当局 844 1,689,983 1,004,127

- FDIC 州当局 4,533 1,956,527 1,477,671
連邦免許 - 701 930,624 650,594

S&L等 - OTS 州当局 64 12,035 9,276
Savings Bank - FDIC 州当局 408 320,683 233,666

- - - 8,012 13,109,456 7,696,812

FRS : Federal Reserve System（連邦準備制度）

FRB : Board of Governors of the Federal Reserve System（連邦準備制度理事会）

OCC : the Office of the Comptroller of the Currency （通貨監督庁）

OTS : the Office of Thrift Supervisor（貯蓄金融機関監督庁）

尚、州当局は、免許を付与している機関に対して、監督権限を有している。

貯蓄金融
機関

OTS

州免許

合計

（2009年12月末現在）

FRS 連邦監督
機関

免許付与
機関

金融機
関数

商業銀行

OCC

州法銀行
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(2)大規模金融機関の預金口座データ整備 

金融機関破綻処理における重要な課題に、破綻時点における正確な預金口座情報の入手

及び付保預金の確定がある。正確な預金口座情報入手の遅れが、破綻処理時間の長期化、

金融機関利用者へのサービス中断、破綻処理コスト増加の要因となる。金融機関の巨大化、

複雑化が進む中、FDIC は、円滑な破綻処理の準備として、大規模金融機関に対し、FDIC
が定める形式で預金口座データを整備する規則を制定した。 

FDIC が大規模金融機関に対して預金口座データの整備を求める方針を最初に公表した

のは 2005 年 12 月であった。FDIC 創設以来、金融機関の経営状況が最も健全な状況にあ

ると当時の公表文にも記載されていたが、平時より、今後起こりうる問題への対処を検討

していたことになる。金融機関の破綻がない中、コスト増加要因となる新たなシステム構

築には、当然のことながら、業界から多数の反対意見25が寄せられた。3 度のパブリック・

コメントを経て、2008 年 8 月にようやく正式な規則となった。 
この新たな規則の対象となる大規模金融機関は、国内預金残高が 20 億ドル以上で、①口

座数 25 万以上、又は②総資産 200 億ドル以上の金融機関となっている。当初は、約 160
の金融機関が対象となり、2010 年 2 月までに必要とされるシステム上の対応が求められる

こととなった。必要とされている預金口座データの標準的なフォーマットは、規則で詳細

に規定されており、預金及び預金者等のデータを複数のファイルに整備しなければならな

い。大規模金融機関が破綻した場合、破綻日における最終の預金口座データを指定された

フォーマットで FDIC に引渡すことになる。 
大規模金融機関が破綻した場合には、口座数の増加により、付保預金の確定が速やかに

終わらない場合も想定される。このような場合では、付保預金の確定を待たずに、一定の

金額までは、預金者による引出を可能とする対応が検討されている（ブリッジバンクを含

む承継金融機関における営業再開時での利用を想定）。そのため、同規則において、口座種

類毎に、FDIC が定めた金額までは、その全額の払戻しを可能とし、それを超える部分につ

いては、FDIC が定めた割合で計算した金額の払戻しを自動的に禁止するシステム構築が義

務付けられている（“provisional holds”）26。付保預金であると確認されれば、この払戻し

禁止の設定が解除されることになる。このシステムにより、預金者の利便性が向上し、破

綻金融機関の営業基盤価値が維持され、破綻処理コストの最小化にもつながると考えられ

る。 

                                                  
25反対意見だけではなく、実質的な要因以外の、（付保預金の確定ができないといった）テクニカルな要

因より FDI 法のシステミック・リスク・エクセプションが発動される機会がなくなるため、このような

データ整備を行うことが重要であるとの監督当局からの賛成意見もあった。 
26 例えば、FDIC が定めた金額が 200,000 ドルで、定めた割合が 15%とする。375,000 ドルの残高を有

する預金の場合、200,000 ドルまでは全額が払戻し可能であり、それを超える額の 15% 

((375,000-200,000) ×15%＝26,250 ドル)の払戻しが禁止される（合計 348,750 ドルの払戻しが可能）。

FDIC が定める割合は、0%から 100%の範囲とされており、想定される預金者への配当率等を考慮して

定められるものと考えられる。 
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なお、FDIC が破綻処理時に利用しているシステムも、口座数が増大した規模の大きな金

融機関の破綻処理にも対応できるように全面的に刷新されているようである。新システム

では、マニュアル操作を極力減らし、付保預金確定のための時間と労力の削減が可能にな

るようである。2009 年途中の破綻処理から、新システムが部分的に用いられるようになり、

2010 年前半には完全に新システムへ置き換わると見込まれている。 
 

(3)適格金融契約に関する一定の情報の記録管理 

一定の条件に該当する金融機関に対して、当該金融機関が保有している適格金融契約

（Qualified Financial Contracts、以下 QFCs）に関する一定の情報の電子ファイル等での

記録管理を義務付ける規則が制定され、2009 年 1 月より実施されている。これらの情報を

入手・利用することにより、FDIC の破綻処理対応能力が強化されることになる。 
 
①規則導入の背景 

（ⅰ）適格金融契約とは 

FDI 法において、特定の金融契約を QFCs と定め、金融機関破綻時には、他の契約

とは異なった取扱がなされる。QFCs として証券の売買契約、商品の売買契約、先渡契

約、レポ契約、スワップ契約が列挙されている他、規則、決議、命令により FDIC が決

定する同様な契約も QFCs に含まれる。 

（ⅱ）金融機関破綻時の QFCs の取扱い 

このような QFCs を締結している当事者は、その相手方に破産手続きが開始された場合

には、通常は、当事者間の契約を解除させ、ネッティングし清算できるようになっている

（担保物件を処分して不足分を埋め合わせることもできる）。連邦破産法及び FDI 法の双方

において、このような取引相手方の行為を認めている。これは、金融市場の安定性確保と

連鎖的なデフォルトを防止するためとされている。 
連邦破産法に基づく破綻処理手続が開始された場合、取引相手方は、直ちに契約を解除

すること等が可能となっている。一方、FDI 法に基づき FDIC が管財人に任命された場合、

その翌営業日の午後 5 時までの間、破綻金融機関の取引相手方は、QFCs を解除すること等

はできない。 

（ⅲ）FDIC の職務 

FDIC は、管財人に任命された日の翌営業日の午後 5 時までに、QFCs の取扱について、

次の三通りの中から選択を行う。 

（Ⅰ）QFCs を他の金融機関に移転させる（取引相手方は、管財人の指名等を理由に移転
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された契約を解除することはできない） 
（Ⅱ）QFCs を解除する 
（Ⅲ）管財人として QFCs を引継ぐ（取引相手方は、契約を解除し、ネッティングし清

算することができる） 
 
FDIC は、取引相手方毎に、（上記三つの方法の中で）異なる選択を行うことができる。

但し、ある取引相手方との QFCs を他の金融機関に移転させる場合には、同時に、当該取

引相手方との全ての QFCs を同一の金融機関に移転させる必要がある。また、ある取引相

手方との QFCs を解除する場合には、同時に、当該取引相手方との全ての QFCs を解除す

る必要がある。 
FDIC は、限られた時間内に、最適な方法を選択する必要があるが、十分な情報が無い場

合には、適切な判断ができない。例えば、ある QFCs が、ある資産の価格変動をヘッジす

る目的であった場合、当該契約がヘッジ目的であるとの情報が無い限り、当該契約と資産

を一体として考えることはできない。そのために、破綻が生じた場合において速やかに適

切な判断が行える体制が必要とされる。 
この FDI 法の規定により、破綻金融機関のポートフォリオ価値を維持し、円滑な P&A

実施及び低コストでの破綻処理が可能となると考えられる。また、QFCs が他の金融機関に

移転されることにより、QFCs 解除（担保の処分等含む）に伴う市場への悪影響が回避され、

金融システムの安定性に寄与することにもなる。 
 

②適格金融契約の記録管理に関する規則 

2008 年 12 月、FDIC は“Recordkeeping Requirements for QFCs”という規則を制定し

た。この規則に基づき、“troubled condition”に該当する金融機関（問題金融機関）は、その

保有するQFCsに関して指定された情報を電子ファイル等で記録管理することが求められる

（電子ファイルのフォーマット等について、FDIC の事前承認が必要）。そして、その内容を

日々更新できる状況にしておき、FDIC から要請があれば、それらの情報を速やかに提供す

る必要がある。 

（ⅰ）対象となる金融機関 
次に示す“troubled condition”に該当する金融機関が対象となる。 

（Ⅰ）CAMELS の composite 格付が 4 又は 5 に該当する金融機関、及び、3 に該当する

金融機関のうち総資産が 100 億ドルを超える金融機関 
（Ⅱ）FDIC により預金保険供与の取消しの手続きが始められている金融機関 
（Ⅲ）連邦監督機関から業務停止命令（Cease & Desist order）が出された金融機関等 

（ⅱ）必要とされる情報 
必要とされるのは、次の三通り情報である。 
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（Ⅰ）契約毎のデータ 
 契約を締結している支店等、契約の種別、保有目的、満期日、次回コール期日等、

次回支払期日、時価評価額、取引相手方、取引元本等 

（Ⅱ）取引相手方毎のデータ 
取引相手方、時価評価額の総額、差出担保評価額の総額、受入担保評価額の総額、

差出担保額の過不足、受入担保額の過不足 

（Ⅲ）その他（契約書等） 
・取引相手方名とその連絡先等 
・当該金融機関と取引相手方との間の契約書（基本契約を含む）、信用補完に関する

書類等 
・当該金融機関における QFCs 取扱部署等（QFCs を保有する関連会社、支店含む）

が含まれる組織図及び QFCs を取扱っている部署等の責任者等 
・QFCs に関連業務に関しサポートを受けている会社（情報ベンダー等） 

 
（Ⅰ）及び（Ⅱ）に関しては、電子ファイルで毎営業日の更新が求められている27（対象

となる金融機関が連邦監督機関又は FDIC より問題金融機関に該当すると書面での通知を受

けてから、原則として 60 日を経過した日から、電子ファイルでの記録管理が必要となる）。 
 

5.おわりに 

FDIC は、金融機関のリスク・モニタリング、預金保険制度への加盟審査、破綻処理等を

通じて、預金保険基金に生じるロスを最小化する手立てを有するリスク・ミニマイザー型

の預金保険機関である。今般の金融危機においても、金融機関破綻に対応すべく、リスク・

ミニマイザー型の預金保険機関として付与されたオフサイト・モニタリング等の権限を有

効に活用している。 
金融機関破綻に対する対応能力だけではなく、過去の経験を踏まえ、破綻の少なかった

2000 年代前半の平時から取組んできたシステム更新、情報共有体制、預金口座データの整

備に関する規則制定等の対応にも注目する必要があろう。平時からの備えがあったからこ

そ、有事における対応が可能となっている。新たなシステムの全面稼働が見込まれる 2010
年半ば以降では、破綻処理能力はより強化されよう。規模の大きな金融機関でも混乱なく

破綻処理を行う（”too big to fail”の否定）といった方向に沿った対応と考えられる。 
個別の破綻処理をみても、過去の経験をベースに、金融市場等の環境の変化にうまく適

                                                  
27適格金融契約の数が 20 未満の問題金融機関については、連邦監督機関の承認があれば、必要な情報が

日々更新されることを条件として、(Ⅰ)及び(Ⅱ)を電子ファイルで作成することは求められていない。 
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応させながら、最適な処理方法が考えられているようである。2010 年も引続き高水準の破

綻が見込まれており、FDIC の対応が注目される。 

以 上 
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米国連邦預金保険公社（FDIC）の基金運営・保険料政策 

 

澤井 豊 1 
 

サブプライム・ローン問題に端を発した金融危機の進展は米国において金融機関の破綻

の急増をもたらし、金融機関の破綻処理を行う連邦預金保険公社（FDIC）の財務状況に

も預金保険基金（DIF）の残高急減という形で大きな影響を与えている。 

本稿では FDIC の預金保険基金について概観し、基金残高の急減への FDIC の対応策を

整理するとともに今後の基金運営について展望する。 

 

目 次 

１ 預金保険基金（DIF）の概要 
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（3）資金調達の問題 
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1 預金保険機構調査室企画役(E-mail: yutaka-sawai@dic.go.jp)。本稿の執筆は個人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 預金保険基金（DIF）の概要 

米国連邦預金保険公社（FDIC）の預金保険基金（Deposit Insurance Fund：DIF）は、

2005 年連邦預金保険改革法（Federal Deposit Insurance Reform Act of 2005）の成立に

伴って、2006 年 3 月 31 日に銀行預金保険基金（BIF）と貯蓄貸付組合保険基金（SAIF）
が統合して創設された 2。 

同法により、FDIC は 1）基金の維持・管理者であり、2）預金保険の目的（金融機関の

破綻処理）のために基金を使用し、3）規定に沿って投資活動を行うとされている 3。 

また、米国では保険料を保険事故の有無にかかわらず定期的に徴収（いわゆる「事前」

徴収）し、預金保険基金に積み立てる制度としており、基金の規模に関して数値目標を定

めている。 

2005 年連邦預金改革法以前は、この目標積立比率（Designated Reserve Ratio：DRR）

は付保預金額の 1.25％と固定的に設定されていたが、2005 年連邦預金改革法以後はこれ

を 1.15%～1.50％の範囲内で、毎年 FDIC が設定する方式とした。 

これは、DRR を「点」から「範囲（レンジ）」化し変動させることで、FDIC が期待する

基金規模の水準（ひいては保険料の水準）について、広く周知するというシグナル効果を

持たせたものと解釈できる。 

このように目標積立比率をレンジ化するとともに、実際の積立比率がこのレンジの下限

を下回った場合、FDIC は 5 年以内（但し、特別な環境＜extraordinary circumstances＞
である場合を除く）にレンジの下限である 1.15％を回復するための回復計画（Restoration 

Plan）を策定することを義務づけられている。 

しかし、後述するように、金融危機の進展に伴う金融機関の破綻増加とともに基金残高

は急速に減少し、2008 年 6 月末には積立比率は 1.01％とレンジの下限を下回る状況とな

った。 

こうした状況を受けて、FDIC は 2008 年 10 月に回復計画を策定しパブリック・コメン

トに付すとともに、5 年以内に積立比率を 1.15％までに回復するため保険料の引き上げを

図ったが、その後も基金残高の減少に歯止めがかからなった。このため、特別な環境であ

る場合の例外規定を用いて積立比率を回復するまでの期間（回復達成期間）を 2009 年 2
月に 5 年から 7 年に延長し、その後 2009 年 5 月に成立した Helping Families Save Their 
Homes Act of 2009によって達成期間を8年に延長することが可能となったことを受けて、

2009 年 9 月には回復達成期間を 7 年から 8 年に延長し、現在に至っている。 

 
 
 
             
2 FDIC は預金保険基金の他に連邦貯蓄貸付保険公社（FSLIC）と整理信託公社（RTC）の残余資産に関

連した FSLIC 整理基金（FRF）を分別管理している。 
3 連邦預金保険法第 11 条(a)4  
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2 金融危機の進展に伴う基金残高の推移と FDIC の対応策 

（1）基金残高の推移 

金融危機が始まった 2007 年以降の基金残高の推移を見ると、2007 年末には 524 億ドル

の残高があったものの、金融危機の進展に伴う金融機関の破綻増加とともに基金残高は急

速に減少し、2009 年 12 月末には残高は 208 億ドルのマイナスへと転落している。（図 1） 

過去の基金残高＜2006 年の統合以前は銀行預金保険基金（BIF）＞の推移を見てみると、

1980 年代後半の貯蓄金融機関を中心とした破綻増加の影響から基金残高は過去に 1 回

（1991 年 12 月～1993 月 6 月）だけマイナス転落したことがある。その際には、FDIC は

保険料の引き上げと経費コントロールで対応し、金融機関の破綻が減少したことから約 1

年半でマイナスを解消している。 

 今回の基金残高のマイナス転化はこの時から約 20 年ぶりであり、それだけでも異常事

態と言えるが、加えて、基金残高のマイナスは向こう数年間継続すると予想されており 4、

マイナスの状態が前回と比較しても長期間継続する可能性が高いという点にも事態の深刻

さが表れている。 

 

（図 1）基金残高の推移（単位：百万ドル） 
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こうした基金残高の変化をもたらした要因やその結果について、基金の貸借対照表

（B/S：表 1）と損益計算書（P/L：表 2）を使って、今回の金融危機が始まった直後の 2007
年末と 2009 年末との比較を通じて見てみることにする。 

             
4 Third Quarter 2009 CFO Report to the Board (November 17, 2009) 
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まず、貸借対照表の資産の部では、金融機関の破綻処理に伴って証券投資が激減してい

る。これは FDIC が証券投資の形で行っている運用資金を現金化して破綻処理費用を調達

するためである。また、金融機関の破綻に際して FDIC は管財人としてその資産を取得し、

その後処分（回収）していくため、破綻処理からの未収債権が増加している。 

また、後述する保険料の前払の影響から 2009 年末の現金・現金等価物が大きく増加し

ている他、システミック・リスク・エクセプション（Box 1 を参照）の発動の結果、シス

テミック・リスク対応に係る現金・現金等価物（金融機関の発行する債務に対する保証料

等）が増加している。 

負債の部では、金融機関の破綻増加に伴って破綻処理に伴う負債が増加している他、シ

ステミック・リスク対応に係る保証債務や将来の破綻予測に基づく引当金（偶発債務とし

て表示）も急増している。 

 

（表 1）基金の貸借対照表（単位：百万ドル） 
2009年12月 2008年12月 2007年12月

現金・現金等価物 54,092 1,011 4,244
現金・現金等価物【システミックリスク】 6,431 2,377 0
財務省証券投資（ネット） 5,487 27,859 46,587
優先株式【システミックリスク】 1,962 0 0
未収保険料（ネット） 365 1,018 244
未収債権（ネット）【システミックリスク】 3,301 1,138 0
投資・その他資産からの未収利息（ネット） 207 405 768
破綻処理からの未収債権（ネット） 38,399 15,765 808
固定資産・その他資産（ネット） 388 370 351

資産合計 110,632 49,943 53,005

未払負債・その他負債 274 184 151
前受収益（前払保険料） 42,776 0 0
破綻処理に伴う負債 34,712 4,672 0
保証債務【システミックリスク】 8,526 2,078 0
退職給付債務 145 114 116
偶発債務（将来の破綻予測） 44,014 23,981 124
偶発債務（システミックリスク） 735 1,438 0
偶発債務（訴訟その他） 300 200 200

負債合計 131,482 32,667 592

基金残高 -20,850 17,276 52,413  
＊2009 年 12 月の破綻処理に伴う負債 34,712 百万ドルには、システミック・リスク対応（流動性保証プ

ログラム）に関連する 470 百万ドルが含まれている。 

 

損益計算書は、対象期間における基金の損益状況を表しているが、基金の収入（プラス

要因）は、保険料と証券投資利息（及び売却益）の 2 つに大別される。 

このうち、保険料については、通常の保険料に加え、基金残高の維持（回復）のための

特別保険料が含まれ、2009 年の保険料には 2009 年 6 月末を基準として徴収された特別保
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険料が含まれている。また、FDIC は四半期ごとに加盟金融機関から保険料を徴収してい

るが、2007 年以降、保険料は翌保険期間の期末に徴収している（例：2009 年 10～12 月

の保険料は 2010 年 3 月末に納付される）ため、FDIC の財務諸表の保険料収入には、一部

推定に基づく（未収）保険料収入が含まれている。 

一方、証券投資収入（利息相当部分）は、証券投資のボリュームが激減していることに

伴い、大きく減少している。また、破綻の増加による引当金繰入により 2008 年から年間

損益は損失を計上している。 

 

（表 2）基金の損益計算書（単位：百万ドル） 

2009年12月 2008年12月 2007年12月
保険料収入 17,753 2,965 642
システミックリスクに係る収入 1,043 1,464 0
証券投資収入 704 2,072 2,540
証券売却による実現益 1,389 775 0
その他収入 3,437 31 13

収入合計 24,326 7,307 3,196

業務費用（償却含む） 1,271 1,033 992
システミックリスクに係る支出 1,043 1,464 0
預金保険に係る損失引当金 57,722 41,839 95
その他支出 17 4 3

支出合計 60,053 44,340 1,090

純利益（損失） -35,727 -37,033 2,105  

次に、金融機関の破綻が預金保険基金に及ぼす影響を B/S・P/L に沿って見てみると以

下の通り整理できよう。 

金融機関の破綻が起きると、まず、破綻処理の直接的な効果として破綻処理費用が発生

する。これに対しては、手元資金（現金・現金等価物）を取り崩して対応することになる

が、それでも不足する場合には運用資産である財務省証券等を現金化して対応する。また、

その後も金融機関の破綻が続くことが合理的に予想される場合には、その予想に従い、損

失引当金を積み増すことになるが、金融危機が進展した 2007 年第 4 四半期以降、貸借対

照表に計上される将来の破綻予測に基づく偶発債務の引当金は急増している。これらは全

て資産減少・費用増加という形で基金残高にマイナスの影響を与えている。 

尚、FDIC は基金残高と将来の破綻予測に基づく損失引当金を合わせたものを破綻処理

に使用可能な資金として認識しており、基金残高の減少のみを捉えて破綻処理のための資

金が「枯渇した」と評価することは適当ではない（実際の破綻規模が想定内に収まれば、

引当金の範囲内で処理が可能）と主張している 5。 

            
5 Statement by FDIC Chairman Sheila Bair at the Quarterly Banking Profile Press Conference, August 27, 2009  
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この点で基金残高と将来の破綻予測に基づく引当金を示す（図 2）と、2009 年の半ば

までは合算で 400 億ドル程度の規模を維持しているものの、2009 年末には 200 億ドル台

にまで減少しており、厳しい状況が継続していることが窺える。 

 

（図 2）基金残高と破綻予測に基づく引当金の推移（単位：10 億ドル） 
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Box 1 システミック・リスク・エクセプション 

米国では、金融機関の破綻処理において「最小コスト原則」が適用されるが、一定のプ

ロセス（①FDIC と FRB の理事会の 2/3 の賛成、②（大統領との協議を経た）財務長官の

承認）を経て最小コスト原則の適用を回避する例外規定（systemic risk exception：シス

テミック・リスク・エクセプション）が設けられている。 

2008 年 10 月には、このシステミック・リスク・エクセプションが発動され、FDIC は、

具体的な施策として流動性保証プログラム（Temporary Liquidity Guarantee Program：

TLGP）を発表した。 

TLGP は預金保険の保護限度（2013 年末まで 25 万ドル）を越える決済用預金（無利息

の預金）を保護する決済用預金保証プログラム（Transaction Account Guarantee 

Program：TAGP）と適格とされた金融機関等の発行する債務を対象とする債務保証プロ

グラム（Debt Guarantee Program：DGP）から構成され、いずれも保証を受けるには金

融機関が手数料を支払う必要があるが（有償）、当該プログラムへの参加・不参加は金融機

関の任意である。 
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因みに 2009 年 12 月末現在では、決済用預金保証プログラムには預金取扱機関（外国銀

行の在米支店を含む）のうち 86.1％が、また、債務保証プログラムには 53.8％の預金取扱

金融機関（その他の銀行持株会社等を含めた全体では 54.9％）が参加している。 

これらのプログラムのうち、決済用預金保証プログラムは 2010 年 12 月に終了（但し、

FDIC の裁量により 2011 年末までの延長も可能）させる方針が決まっている。また、債務

保証プログラムは、一度期限が延長された上で発行期限が 2009 年 10 月末のものまで（保

証期限は 2012 年末まで）で既に終了しているが、不測の事態に備えて 6 カ月間の緊急保

証機能（emergency guarantee facility）が設定されている。 

また、システミック・リスク対応によって基金に損失が生じた場合の負担の問題として、

現在のところ、基金に損失が生じた場合には、全加盟金融機関（及び銀行持株会社）に賦

課される特別保険料によって負担するとされているが、保険料の徴収にあたっては、その

時点の経済状況や業界に与える影響などを考慮しなければならないとされている。 

 

尚、我が国では、預金保険法第 7 章にシステミック・リスクを想定した金融危機への対

応が規定されており、第 1 号措置から第 3 号措置までの対応措置が明確に規定されている

（第 102 条）。これに対し米国の場合は、システミック・リスク・エクセプションの発動

によってとられる対応の内容が詳細に規定されているわけではない。 

また、我が国では、当該業務を経理する勘定として、通常の破綻処理を経理する一般勘

定とは別に危機対応勘定が別途置かれ、危機対応業務に係る費用は金融機関の負担金（但

し政府の補助も可能）により賄われることが規定されている（第 122 条、125 条）。 

 

 

 

 こうした預金保険基金残高の減少という事態を受けて、FDIC は破綻処理を円滑に行う

に充分な基金残高・流動性の確保を目指して、以下のような対応策を講じてきた。 

 

（2）保険料率の改定 

FDIC では、保険料体系について 1993 年からリスクに応じた可変料率の仕組みを採用

し、金融機関を 9 つのリスクカテゴリーに分類した上で、カテゴリーごとに一律の料率を

設定していたが、2007 年 1 月からはこの仕組みを改め、リスクカテゴリーを、それまで

の 9 区分から 4 区分（ⅠからⅣ）に統合した上で、リスクカテゴリー毎にベース料率を設

定し、リスクカテゴリーⅠについてはベース料率に幅を持たせることとした。 

更に、ベース料率から±3bp の変更は FDIC の裁量により賦課できることになったこと

から、FDIC は 2007 年よりベース料率に 3bp を上乗せした保険料率を適用し、これをベ

ース料率（initial base assessment rate）とした。 
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2007 年以降のベース料率の推移（図 3）を見ると、金融危機の進展とともに 2009 年 1
月には一律 7bpの引き上げが行われ、続いて 2009年 4月にも料率の改定が行われている。

特に 2009 年 4 月の料率の改定は一律の引き上げではなく、リスクカテゴリーⅠの料率の

幅をそれまでの 2bpから 4bpへと拡大するとともに相対的にリスクカテゴリーⅡのグルー

プに対する引き上げ幅が高くなっている 6。 

また、FDIC が発表している全金融機関に対する実効料率（保険料の配当・還元を控除

した純保険料収入を対象預金の平残で割ったもの）は、2007 年が 0.0093％（0.93bp に相

当）、2008 年が 0.0418％（4.18bp に相当）7、2009 年については後述する特別保険料の影

響もあり、金融機関の負担は大きく増加していると思われる 8（保険料の配当・還元につ

いては Box 2 を参照）。 

 

（図 3）ベース料率の推移 

2007年1月～2008年12月

A (1-2) B (3) C (4-5)
Ⅰ

5～7bps Ⅲ

28bps

Ⅳ

43bps

自己資本充実度

検査評価（CAMELS）

Ⅱ

28bps

十分 (adequately-capitalized)

不十分 (under-capitalized) Ⅲ

10bps

良好（well－capitalized）

 
 
2009年1月～2009年3月

A (1-2) B (3) C (4-5)
Ⅰ

12～14bps Ⅲ

35bps

Ⅳ

50bps

自己資本充実度

検査評価（CAMELS）

良好 (well-capitalized)

十分 (adequately-capitalized) Ⅱ

17bps
不十分 (under-capitalized) Ⅲ

35bps  
 

 

 

             
6 2009 年 9 月時点で、リスクカテゴリーⅠに属する金融機関の割合は 78.7％、リスクカテゴリーⅡに属

する割合は 13.8％となっている。 
7 FDIC Annual Report 2008  131 ページ。 
8 因みに FDIC が四半期毎に公表する Quarterly Banking Profile を使って 2009 年の金融機関収益（引当控

除前の純金利収入＋純非金利収入＋支払保険料）に対する支払保険料の影響を試算すると、収益対比で

6.11％（177 億ドル／2,895 億ドル）の負担率と試算される。 
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2009年4月～

A (1-2) B (3) C (4-5)
Ⅰ

12～16bps Ⅲ

32bps

Ⅳ

45bps

自己資本充実度

検査評価（CAMELS）

良好 (well-capitalized)

十分 (adequately-capitalized) Ⅱ

22bps
不十分 (under-capitalized) Ⅲ

32bps  
 
 
尚、2009 年 4 月からの保険料率の改定にあたって、ベース料率に加えてリスクカテゴ

リーに応じて料率に影響する以下の 3 つの調整項目が導入された。 

① 無担保債務調整：無担保長期債務の比率が高い金融機関に対して最大 5bp を調整（マ

イナス）する。 

② 有担保債務調整：有担保債務の比率が国内預金の 25％を超える金融機関に対してベー

ス・レートの 50%を上限として調整（プラス）する。 

③ ブローカー預金調整（カテゴリーⅠは対象外）：国内預金に対するブローカー預金の

比率が 10％を超える銀行に対して 10bp を上限として調整（プラス）する。 

 

 これらの調整は、金融機関に対し、①無担保での資金調達にインセンティブを与える、

②担保付の資金調達に過度に依存することにペナルティを与える、③安定性に欠けるブロ

ーカー預金に過度に依存することにペナルティを与えるものであるが、この結果、2009
年 4 月以降の最終的な料率は以下のように設定されている。 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

12～16 22 32 45
無担保債務 -5～0 -5～0 -5～0 -5～0
有担保債務 0～8 0～11 0～16 0～22.5
ブローカー預金 - 0～10 0～10 0～10

7～24 17～43 27～58 40～77.5

（参考）

12～14 17 35 50

ベース料率

調整後

2009年第1四半期

調整項目
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Box 2 保険料の配当・還元 

 2005 年連邦預金保険改革法の成立に伴って、FDIC は①基金の積立率が一定水準を超え

る場合に金融機関に配当（dividends）を行うこと、②過去に積立積みの基金の一定額を一

回限り還元する（One-time Credit）ことが可能となった。 

 このうち、①の金融機関への配当については、年末の基金の積立比率が a）1.35％を超

えた場合には超過金額の半分を、b）1.50％＜目標積立比率の上限＞を超えた場合には超

過金額の全額を金融機関に配当する旨の規定であるが、改革法の成立以降実施された実績

はなく、現時点では基金の積立比率はマイナスであり、回復計画に沿って今後 8 年間で積

立比率を 1.15％に回復させることから、近い将来にも配当が行われることは見込まれない。 
 一方、②の一回限りの還元は、改革法成立以前の基金残高の積み上げに貢献した金融機

関に対する還元として行われるものであり、総額で約 47 億ドルを還元することが決定さ

れた。還元は金融機関による保険料の支払いと相殺する形で行われ、2007 年には 3,088
百万ドル、2008 年は 1,445 百万ドルが還元されているため、2007 年と 2008 年の預金保

険料の実効料率は、当該還元がなかった場合よりも低い水準にとどまった。 

 

（3）特別保険料の徴収 

金融危機の進展に伴って金融機関の破綻が相次ぎ、通常の保険料収入だけでは基金の残

高減少を充分に補填できない見込みとなったため、FDIC は前述の通り 2009 年 2 月に基

金の目標積立率の回復達成期間を 5 年から 7 年に延長するとともに、通常の保険料とは別

に特別保険料を徴収することを提案しコメントを求めた。 

提案は国内預金量を基準として一律 20bp の特別保険料を徴収する内容であったが、コ

メントを経て、2009 年 6 月末に加盟金融機関の資産総額から TierⅠ額を控除した金額を

基準として 5bp の特別保険料（但し、国内預金量に対して 10bp を上限とする）を徴収す

ることを 5 月の理事会で正式に決定した。 

 特別保険料の徴収にあたって国内預金量から資産総額に賦課ベースを変更したことに関

し、FDIC は「預金以外の資金調達に、より依存する金融機関－大規模な金融機関はその

ような傾向にある－に特別保険料の負担を幾分かシフトするもの」（ベア総裁のプレス・リ

リースにおけるコメント）9と説明している。 

 特別保険料の徴収については、徴収の時期や規模が予見できないうえ、収益状況が低迷

する中での新たな負担となることから金融機関からの批判があり、経済状況が悪化する中

での保険料の徴収が金融機関の貸出余力を弱体化させ、いっそうの景気悪化をもたらすと

の懸念（いわゆるプロシクリカリティの問題）も表明された。 

             
9 FDIC: Press Release-74-2009: FDIC Adopts Final Rule Imposing a Special Assessment on Insured 

Depository Institutions 
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このため、特別保険料の徴収を複数回にわたって行うことは理論的には可能であっても、

現実的には困難と考えられ、FDIC は 2009 年 5 月の時点では 2009 年第 4 四半期にもさら

なる特別保険料の徴収が必要になる可能性があるとしていたものの、後述する保険料の前

払いとセットする形で特別保険料の追加的な徴収を行わないことを表明している。 

 

（4）保険料の前払い 

特別保険料の徴収は主に回復計画（Restoration Plan）との関連で議論されていたが、

それ以外にも金融機関の破綻の増加は、破綻処理費用の形で基金からのキャッシュアウト

をもたらし、FDIC の破綻処理に必要な手元流動性の問題を生じさせている。 

このため、FDIC は破綻処理に必要な手元流動性を確保することを主な目的とした預金

保険料の前払い（Prepaid Assessment）の方針を 2009 年 9 月末に提案し、パブリックコ

メントを経て 12 月に正式に前払いが決定・実施された。前払いの概要は以下の通りであ

るが、加盟金融機関から保険料の前払いを受けることにより、FDIC は当面の破綻処理に

必要な流動性を確保することができ、加盟金融機関は、前払い分を費用計上でなく資産計

上するため、収益に与える影響を回避することができる。 

 

① 加盟金融機関は 2009 年第 4 四半期から 2012 年まで（約 3 年間）の預金保険料を前

払いする。（これにより徴収される前払保険料の総額は約 457 億ドル）。 

② 保険料の前払いは、原則全ての加盟金融機関に適用されるが、FDIC が経営の健全性

に照らして適当でないと判断する場合には、前払いを免除することができる。また、

加盟金融機関からも FDIC に対し免除を申請できる。 

③ 前払いする保険料は加盟金融機関において前払費用（prepaid expense）として資産計

上する。各四半期の保険料が確定していく都度残高を減少させる（支払いが確定する

まで費用とならない）ため損益に直接的には影響しない。 

④ 前払保険料が確定保険料を上回った場合には、差額が当該金融機関に 2013 年 6 月末

に還付される。 

 

 (5)更なる保険料引き上げの余地 

保険料の前払いと同時に発表された回復計画では、目標積立比率の達成期間を 7 年から

8 年に延長すると同時に、 

① FDIC は、2009 年 6 月末に徴収した特別保険料以外の追加的な特別保険料を賦課しな

い。 

② 2010 年までは現状の保険料率を適用し、2011 年からは料率を一律 3bp 引き上げる。 

③ FDIC は、少なくとも半期毎に基金の収支見通し（loss and income projection）をア

ップデートし、必要であれば保険料率の引き上げを検討する。 
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方針が公表されており、2009 年 6 月末に続いて特別保険料を徴収することについては明

確に否定されたものの、通常の保険料については更なる保険料率の引き上げ余地を残して

いる。 

 

 

3 今後の基金運営の展望 

（1）米国の景気動向が及ぼす影響 

FDIC は、基金残高に最も影響を与える今後の破綻処理費用の見通しについて、2009 年

第 4 四半期から 2013 年までに 750 億ドルが必要と見込んでいる。上述の保険料の前払い

も、こうした予測を基礎としているが、米国経済の低迷（実体経済の悪化）が長期化し、

金融機関の不良資産増加を通じて破綻が続くリスクは依然として存在している。 

特に 2009 年には年間で 140 件の金融機関の破綻が発生し、2010 年は 3 月末までで既に

41 件の破綻が起きているが、FDIC が公表している Problem List（検査評価である

CAMELS の 5 段階評価で 4・5 に格付けされる金融機関）にリストアップされている金融

機関の数・資産総額は、2007 年末の 76 金融機関・222 億ドルから 2009 年 12 月末には、

それぞれ 702 金融機関・4,028 億ドルに増加しており、最近の増加傾向に衰えが見られな

い（図 4 参照）。 

Problem List にリストアップされている金融機関は、将来の破綻候補ともいえることを

考慮すれば、今後、破綻処理費用の増加が基金の財政状況のいっそうの悪化を招き、更な

る対応策が必要になる可能性もある。 

 

（図 4）Problem List にリストアップされている金融機関数の推移 
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（2）ロスシェア契約が及ぼす影響 

FDIC が手掛ける最近の破綻処理では、破綻金融機関の資産・負債を承継する P&A 方

式（Purchase& Assumption）がとられることが多いが、その際、FDIC と承継金融機関

との間でロスシェア契約（Loss Share agreement）を締結する事例が多くなっている。 

ロスシェア契約は 1991 年のサウスイースト銀行（Southeast Bank）の破綻処理で初め

て使われ、その後、比較的規模の大きな金融機関の破綻処理に用いられたが、今次の金融

危機の局面で契約の締結が著増し、2009 年 12 月時点で 81 のロスシェア契約が存在して

いる。 

ロスシェア契約の締結は、承継金融機関が破綻金融機関の資産を引き受けることを容易

にすることで円滑な破綻処理を可能とし、特に景気下降局面では譲渡に時間をかければそ

れだけ資産価値の劣化が進むことが容易に想像されることから、ロスシェア対象資産の価

値の劣化を防止するというメリットがある。 

また、ロスシェア契約では、FDIC が自らロスシェア対象資産からの回収を行うのでは

なく、承継金融機関が相当の回収期間をかけて回収を行うことから、 

① FDIC の破綻処理コストを一時点で確定させない（仮に損失が出るとしても、損失

の実現が先送りされる）、 

② FDIC が金融機関の破綻時に必要以上に資産を「安売り」せざるをえないリスクを

軽減する、 

というメリットもある。但し、ロスシェア契約には以下のデメリットもあり、これらの

デメリットが大きい場合には、基金に対していずれもマイナスの影響を与える可能性があ

ると考えられる。 

① 経済の低迷が長期化し、ロスシェア対象資産の不良債権化が想定以上に進んだ場合、

ロスシェア契約に伴う FDIC の負担（ロスの 80％を FDIC が負担する形が標準形）

が増大する。 

② ロスシェア契約は契約期間が長期（5 年から 10 年程度）に及ぶ契約であるため、FDIC
と承継金融機関双方に長期にわたって契約の管理コストが発生する。 

 

（3）資金調達の問題 

FDIC は、従来より 300 億ドルの財務省からの借入枠を有していた 10が、金融危機の進

展に伴い、借入枠は 1,000 億ドル（2010 年までは必要であれば 5,000 億ドル）に拡大され

た。但し、現在まで財務省からの借入を実行したことはない。 

特別保険料の徴収や保険料の前払いを巡る議論においても、代替策としてこうした借入

枠を利用した借入を支持する意見もあったが、FDIC のベア総裁の「預金保険基金は業界 

             
10 この他に政府機関から 1,000 億ドルの借入枠も存在する。 
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からの保険料により全て賄われており、公的資金（taxpayer  funds）は一切使われてい

ないことを国民は改めて認識すべきである」とのコメント 11にあるように、FDIC は財務

省等からの借入には否定的なようである。 

しかしながら、今後の基金の財政状況によっては、保険料のみに頼ることができなくな

り財務省等からの借入を実行せざるを得ない局面があるかもしれない。その場合には、借

入の返済や利息の支払いなどが必要となり、FDIC の基金運営、保険料運営の自由度が制

約される可能性も否定できない。 

 

（4）金融監督における FDIC の機能変化 

また、米国の政府や議会で現在議論されている金融規制や金融監督のあり方における

FDIC の機能変化が基金に影響を与える可能性もあろう。 

FDIC は、破綻金融機関の処理にとどまらず、連邦監督機関として金融機関に対し検査

を行うことができ、監督外の金融機関に対しても預金保険者としての立場から他の監督機

関による検査報告書などによりオフサイトでモニタリングを行っている。 

さらに、他の免許付与機関（OCC や FRB など）・連邦監督機関との情報交換を行って

いる他、必要と認める場合には、監督外の金融機関に対しても他の監督機関と共同で特別

検査を行う権限を有している。 

このように FDIC は問題を抱えた金融機関を早期に発見し、その動向をモニターすると

ともに、必要と判断すれば破綻処理に着手することが可能となっているが、これを基金の

健全性の観点から見ると、破綻処理を早期かつ円滑に進めることは破綻処理費用を引き下

げる効果を有し、結果的に基金に与える損失を最小化することが可能であるとも言える。 

現在、米国議会で議論されている新しい金融規制や金融監督体制において FDIC の監

督・検査権限が大きく変化するようなことがあれば、金融機関の破綻にあたって、これま

でと同様なスピードで破綻処理を進めることが難しくなるかもしれない。その場合には、

破綻処理費用の増加という形で基金への悪影響も懸念されるところであろう。 

 

（5）保険料算出方法の変更 

基金収入の大宗を占める保険料に関して、FDIC は金融機関の報酬制度が及ぼすリスク

を預金保険料に反映させるべく、その手法等について 2010 年 1 月にパブリックコメント

を求めた。 
報酬制度に関しては、2009 年 9 月に開催された G20 において、金融安定化支援のため

の報酬慣行改革の必要性が首脳声明に盛り込まれているが、FDIC としても金融機関の破

綻を通じて基金に影響を与えるリスクの一つとして報酬制度を認識し、そのリスクに対し 
             
11  FDIC: Press Release-228-2009: FDIC Board Approves 2010 Operating Budget 
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て必要かつ十分な保険料制度を設計する必要があると考えていることが背景にあると思わ

れる。FDIC によれば、2009 年中に報告書（Material Loss Review：比較的大規模な破綻

事例に関する報告書）が出された 49 の破綻事例のうち 17（約 35％）の事例で破綻に影響

した要因として「報酬制度」が指摘されている 12。また、ベア総裁はプレス・リリースの

中で「過度なリスクテイクを奨励するような報酬制度が金融システム及び預金保険基金に

重大な損失を与えうることを今回の金融危機は示している」とコメントしている 13。 

金融機関の報酬制度を保険料に反映させることは、それ自体の当否の問題に加え、対象

範囲や料率の設定など技術的な問題もあり容易ではないと思われるが、FDIC はコメント

を受け、その後具体的な規則制定の作業に入るものとみられる。 
 

続いて 2010 年 4 月の理事会では、大規模金融機関（Large Institutions：資産規模が

100 億ドル以上の預金取扱金融機関）に対する保険料率体系を抜本的に見直す案を示し、

パブリックコメントを求めることを決定した。 
FDIC の提案では、大規模金融機関について、検査評価（CAMELS）と自己資本による

リスク区分（Ⅰ～Ⅳ）に基づく従来の料率決定方式に代わり、ストレス状況に対する耐性

に関する評価（Performance Score）と破綻した場合の基金に及ぼす損失の可能性に関す

る評価（Loss Severity Score）をそれぞれスコアリングした上で、その合算スコアに応じ

て保険料率が算出される。スコアリングに際しては、CAMELS や自己資本の他に、より

フォワード・ルッキングな指標を評価の中に取り入れて、金融機関の抱えるリスクをより

適時適切に反映させた保険料を大規模金融機関から徴収しようとするものと説明されてい

る 14。 

 

こうした最近の新たな試みは、2009 年 4 月から導入された保険料率の調整とともに、

基金管理者としての FDIC 及びリスク・ミニマイザーとしての FDIC の考え方を保険料率

の観点から具体化し、金融機関に対する方向付けを意図したものといえよう。 

 

 

以 上 

 

 

               
12  FDIC: Incorporating Employee Compensation Criteria Into The Risk Assessment System 

(January, 2010) 
13 FDIC: Press Release-5-2010 FDIC Board Seeks Comment on Incorporating Employee 

Compensation  Structures Into the Risk  Assessment  System 
14 尚、保険料の算出に際しては、大規模金融機関を、資産規模が 500 億ドルを超える預金取扱金融機関

で、資産規模が 5,000 億ドルを超える親会社に所有されている「非常に複雑な金融機関（Highly 
Complex Institutions）」とそれ以外に区分し、それぞれ異なるスコアカード（スコアリングのための

指標グループ）を用いてスコアリングすることも提案されている。 
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１ はじめに  

 本稿は，現行法における破綻した金融機関2の処理方式3とこれに応じた（破綻金融機関の

取締役等の経営者に対する民事及び刑事の）責任追及の法的枠組み（根拠・手続）につい

て概観してこれを分析するものである。 

本稿を論じるに至った経緯は次のとおりである。すなわち，米国においてはサブプライ

ム・ローン問題に端を発した世界金融危機の影響のためか，２００９年に多くの金融機関

が破綻し，我が国においてもその影響が不安視されていたが，我が国では，２００３年に

おける足利銀行の破綻以降，２００５年４月から定額保護が全面解禁された後も（本稿脱

稿時である２０１０年３月）現在に至るまで，金融機関の破綻は無い。しかしながら，昨

今の世界や我が国の経済情勢等を踏まえても，未だに世界金融危機の影響による我が国の

金融秩序の不安が完全に払拭されたとまでは言い難い現状にある。そこで，このように定

額保護開始後全く金融機関の破綻が生じていない現状において，現行法における資金援助

方式や保険金支払方式下など複数の種類の破綻処理方式における破綻金融機関経営者に対

する責任追及についての法的枠組みを，これまでの破綻処理方式と比較しつつ検討・分析

してこれを整理しておくことは，今後生じうる事態に対処するために多少なりとも参考に

なり得るのではないかと考えたことによる。 

そして，これまでの預金保険機構・整理回収機構の責任追及実績をもとにするなどして，

金融機関の取締役等の経営者の注意義務が一般事業会社の取締役等と比較して高度の注意

義務を負うのか，それがどのように異なるのかといった論点について，学説等において詳

細で精緻な分析がなされ，また多くの判例・裁判例4で当該論点に関する規範が示されてこ

れが確立されてきていることから，実体法上の責任根拠規定を確認した上で，これらの裁

判規範を概観しつつ分析を加えて提示することとし，さらに，デリバティブなど昨今の金

融技術の発達や国際会計基準（ＩＦＲＳ）の導入等を踏まえて想定される今後の金融機関

の経営者の責任追及の展開・見通しについても若干の検討を加えることとした次第である。 

破綻金融機関の経営者に対する責任追及の直接の根拠となる実体法やその解釈規範につ

いて理解しておくことは，実際の責任追及業務にあたって立証命題に即した効率的かつ効

果的な調査等を実践できることに繋がるものであり，責任追及の根拠となる手続を習熟し

ておくことは，実際の責任追及業務遂行上やはり合理的な戦略・戦術でもって調査等を実

                                                  
2 本稿では特に断りの無い限り，「金融機関」は預金保険法２条１項の「金融機関」を指すものとする。 
3 後に詳述するが，破綻処理の方式には①「資金援助方式」と②「保険金支払方式」があり，①は「救済

金融機関に破綻した金融機関の事業の全部又は一部を譲渡し，預金保険機構から原則としてペイオフコス

ト（見込額）の範囲内で資金援助（金銭の贈与等）を行うもの」，②は「預金保険機構が破綻した金融機関

の預金者に直接保険金を支払うもの」である。なお，これも後に詳しく述べるが，他の破綻処理方式とし

て「特別資金援助による全負債保護」や「特別危機管理銀行による実質国有化」がある。 
4 紙幅の関係から本稿で紹介できる判例・裁判例は極めて限定されているため，本稿では特に裁判で争わ

れた事案を中心にこれらを紹介することとする。したがって，ここで紹介するもの以外で悪質な事案とし

て厳格に責任追及がなされたものが少なからず存する（特に悪質な事案については旧経営者等の責任が明

らかであるため和解にて早期終結した事案も多い）ことをあらかじめお断りしておく。 
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践できることになるものと思われる。 

このような過去の責任追及を巡る裁判例や法制度を踏まえて，本稿で検討する課題は，

大きく分けると，①立証命題ともなる，破綻金融機関の経営者の責任追及根拠となる規範

はどのようなものなのか（一般事業会社経営者との相違，注意義務の内容・程度，経営判

断の原則との関係等），②破綻金融機関の取締役の責任を追及するための権限や手続などの

法的枠組みはどのようなものなのか（預金保険法等の預金保険関連法と民事再生法や破産

法等の破綻処理手続法との関係・組合せ・権限等）の２つである。 

本稿が今後の執務等の参考となれば幸いである。 

 

２ 破綻金融機関の経営者責任の法的根拠  

(１)金融機関破綻の社会的影響と責任追及の社会的要請 

 金融機関の破綻により生じる現実的な社会に対する影響というのは，一般事業会社の破

綻の影響と比較すると，各方面へ種々の効果をもたらす深刻なものとなりうるものである。

そのことは，金融機関には一般事業会社とは異なる特徴があるという観点から，これまで

も多くの裁判における判決や学者の論文の中で詳細な指摘がなされてきたところである。

例えば，神吉正三教授は，金融機関の特徴として「銀行業務の公共性と銀行経営の健全性」，

「金融仲介機能」，「預金者の存在」，「銀行の財務構造」，「銀行の専業義務と取締役の兼職

制限」，「株主権の縮減と変容」，「内閣総理大臣の銀行役員の解任命令権」，「預金者に対す

る銀行取締役の責任」などを挙げるが，それ以外の特徴として「破綻回避の必要性と公的

資金の注入制度」を挙げ，その中で，一銀行の経営破綻や決済の不能が連鎖して地域経済

や日本経済に回復しがたい甚大な影響が及ぶ可能性があることや，預金者等個人や法人の

日常生活や業務に深刻な影響が及ぶことを指摘されている5。 

ところで，このように金融機関の破綻の社会的影響が大きいことにつき共通認識が持た

れてきたのと同じように，破綻金融機関の経営者の責任は厳しく問われるべきであるとい

うことはこれまでの日本社会において一般的に支持されてきたように思える。 

例えば，平成７年１２月２２日付け金融制度調査会答申である「金融システム安定化の

ための諸施策－市場規律に基づく新しい金融システムの構築－」においては，「金融機関の

破綻処理のあり方」の「基本的考え方」として「金融機関の破綻処理においては預金保険

が発動されることとなるが，預金保険発動により保護されるべきは預金者，信用秩序であ

                                                  
5 神吉正三「銀行取締役の注意義務再論（１）」龍谷法學第４１巻第３号〔２００８年１２月〕参照。「銀

行の財務構造」の特徴としては，「①他業種企業と比較して極端に自己資本比率が低いこと，②負債の多く

が短期の預金であるのに対し資産の多くが長期の貸出金であるため，預金払戻しが集中すると支払不能に

陥る可能性が高いこと」が指摘されている。 

このように金融機関は財務の健全性自体が商品とも言いうるほど決定的に重要であり，その悪化は直ち

に破綻に繋がり得る（したがって種々の影響が生じ得る）。一方，金融機関と同様かそれ以上に公益性・公

共性の高い事業を営むものであっても，このような論理必然性は必ずしも導かれるわけではない。すなわ

ち，電力会社を例に挙げれば，財務面が悪化したとしても資金繰りが続く限り破綻せず電力供給は維持さ

れるのであって，財務面の悪化が直ちには深刻な影響をもたらすことにはならないものと思われる。 
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り，破綻金融機関，経営者，株主・出資者，従業員ではない。従って，預金保険の発動に

際しては，（中略）経営者の退任及び民事・刑事上の厳格な責任追及が行われること（中略）

が前提条件となる。」とされるなど，経営者の責任追及は預金保険発動の前提条件・必須条

件と位置付けられていた。 

 そして，平成１１年１２月２１日付け金融審議会答申である「特例措置終了後の預金保

険制度及び金融機関の破綻処理のあり方について」においても，例えば「預金保険の発動

に際しては，金融機関を破綻に至らしめた経営者等に対して厳格な責任追及がなされ，株

主・出資者等の損失負担が行われることは当然のことであり，また，悪質な借り手への責

任追及と債権回収の徹底が重要であることは言うまでもない」（同答申４頁）とされるなど，

破綻金融機関経営者の厳格な責任追及が必然である旨が確認されていた。 

その後も，特に平成金融危機の当時においては，膨大な公的資金（税金）が投入される

など国民負担も極めて大きく，その結果として破綻金融機関の経営者に対してその責任を

問う国民の要請も大きいものとされてきたものであり，これらが責任追及の最大の拠り所

にされてきたことも事実であると思われる。 

また，これまでの破綻金融機関の経営者に対する責任追及の論拠として，責任追及業務

の遂行により破綻金融機関の損害を回復させることに加えて，当該金融機関を破綻に導い

た経営者らに対して民事及び刑事両面から経営責任を追及することによって金融機関の経

営者のモラルハザード6を抑止することができ，もって預金保険法の目的である信用秩序の

維持（預金保険法１条）という公益的目的を実現することができることも挙げられてきた。

この論拠自体には実務・学説ともに特段の異論はないものと思われるが，これも経営者に

対する責任追及の必要性7・正当性を示すものであろう。 

現在に至るまでの責任追及の社会的必要性等に係る歴史的経緯・形成過程については本

稿では深く立ち入らないこととするが，これまでにも破綻金融機関の経営者の責任とは一

体どのようなものなのか，その根拠はどのようなものかについては，特に金融機関経営者

の注意義務の内容・程度という側面から，判例・裁判例や学説の中で検討がなされてきた。

そこで以下では，これらを詳しく述べていくこととしたい。 

                                                  
6 モラルハザードとは，預金保険制度が存在することによって，銀行や預金者が資産選択や運用において

慎重性を欠き，この結果，経営が不安定になったり損失を被ることを指す（吉原省三・貝塚啓明・鑞山昌

一・神田秀樹編集代表『金融実務大辞典』（きんざい，平成１２年）１６５５頁）。モラルハザードは，リ

スク業務への積極的な参入を助長し，金融機関の破綻件数を増大させ，かえって，金融システムの安定を

損なうものとなる。預金者保護制度においては，預金者保護を通じて信用秩序の維持を図りながら，それ

によって恩恵を受ける金融機関のモラルハザードを防止するという，相反する利益の調整が最大の課題と

なる（川口恭弘『現代の金融機関と法［第２版］』（中央経済社，２００７年）１６５頁）。 
7 伊藤眞「金融機関の倒産処理法制」高木新二郎・伊藤眞編集代表『講座倒産の法システム第４巻倒産手

続における新たな問題・特殊倒産手続』（日本評論社，２００６年）２５３頁は，銀行の破綻処理方法を検

討するにあたって重視すべきことの一つとして「責任追及の必要性」を挙げた上，「銀行の事業が公共性に

関わることはすでに述べたとおりであるが，その経営自体は私企業たる株式会社として行われている。そ

のことは，事業遂行に対する監督はなされるものの，事業に関するさまざまな判断自体は，株主総会によ

って選任された取締役等によってなされることを意味する。したがって，銀行の経営に破綻の懸念が生じ，

または破綻が明らかになった場合には，その責任を負うべき者は，経営にあたる取締役等であり，またそ

れらの者を選任した株主についても，相当の責任分担を求めざるをえない。」とされる。 
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そして，破綻金融機関の経営者の注意義務ないし責任が一般事業会社の経営者のそれと

比較してどのように異なるのかを論じる前提として，民事責任及び刑事責任の根拠となる

成文化された実体法8（成文法9）を最初に示すことにより，破綻金融機関経営者の直接の責

任根拠となる成文法が，破綻した一般事業会社経営者の責任根拠のそれと特段異なるわけ

でないことを確認した上，判例・裁判例や学説を挙げて民事及び刑事の責任追及の根拠と

なる裁判上の規範がどのようなものかを抽出し，これを検討することとしたい。 

 

(２)経営者の責任対象行為とその根拠となる実体法及び裁判規範10の枠組み 

 これまでに責任追及の対象となるか否かが検討されてきた行為としては，回収可能性の

ない融資，迂回融資等による脱法的融資を含めた意味での大口融資規制違反の融資，回収

利益を損なう（貸出等に際して徴求された）担保1112の解放，違法配当，過大な投資・投機

的行為，横領等が挙げられてきた13。この中でも殊に回収可能性のない融資については，経

                                                  
8 実体法とは，「権利義務の発生，変更，消滅の要件等の法律関係について規律する法」であり，民法や刑

法等がこれにあたり，対義語は（実体法の運用手続を規律する）手続法である（内閣法制局法令用語研究

会編『法律用語辞典［初版］』（有斐閣，１９９３年）６００頁）。 
9 成文法とは，「文字で書き表され，文書の形式を備えている法」であり，制定法ともいわれ，対義語は不

文法である（前掲「法律用語辞典」７８９頁）。 
10 規範とは「のっとるべき規則，あるいはある物事に対して判断，評価又は行為する場合の拠るべき基準」

のこと。例えば，法は，一定の行為を命ずる（社会）規範であるとともに，一般に，その違反に対して何

らかの公的権力を背景とした制裁を定める強制規範である（前掲「法律用語辞典」２３１頁）。裁判規範と

は「裁判所又は裁判官が，具体的事件を判断するに際して準則となる法規範」。社会生活における民衆の行

為を直接規律する規範である行為規範又は社会規範に対する観念（前掲「法律用語辞典」５３２頁）。 
11 貸出等に際して徴求される「担保」の社会的意義等については，債権管理と担保管理を巡る法律問題研

究会「担保の機能再論－新しい担保モデルを探る－」金融研究第２７巻法律特集号（日本銀行金融研究所，

２００８年１２月）が詳しい。同論文によると，担保の機能としては①優先弁済確保機能（債権の回収可

能性を高める（債権回収不能リスクを減少させる）など債権者間のリスク負担構造を変化させる機能），②

倒産隔離機能（倒産手続に服さず，倒産手続外でその権利を実行できる機能），③管理機能（担保が債務者

や他の債権者等に対して何らかの影響を及ぼす機能）が挙げられている。③については，(a)融資実行前で

あれば，担保は債権者にとって審査コストを削減する機能（債務者にとっては優良な債務者であることを

伝達する機能），(b)融資実行後であれば，モニタリングを容易化し，より直截に債務者の機会主義的な行

動を抑止し，債務者に対する機能を強化するという機能，(c)債務者倒産時であれば，後順位担保権者や一

般債権者が担保権の実行や強制執行を行うことに対してそれらの執行を排除するという防御的機能がそれ

ぞれあるとされている。不正融資を巡る司法判断においては①が強調されることが多いように思われる。 
12 担保に関するデータ，例えば銀行が貸出を行う際に担保を徴する比率や貸出金の担保内訳等についてみ

るに，有岡律子「１９９０年代後半以降の銀行経営の変化」福岡大学経済学論叢５２巻３・４号３２５頁

以下によると，１９９２年以降（２００６年に至るまで），無担保貸出の割合が６０％から８０％へと増加

している一方，有担保融資の７，８割を占める不動産担保融資の割合が貸出全体では２８％から１７％へ

と下落しており，不動産価格の下落で担保余力が低下したことなどがその下落の要因となっているようで

ある。このような統計数字の詳細については，例えば日本銀行調査統計局『日本銀行統計２００７年度報・

２００８年秋号』特別掲載９頁（貸出金の担保内訳）参照。 
13 これらの典型行為に該当しない，信用リスク管理を怠るという長期間にわたる継続的な業務に係る行為

を責任追及の対象としているような事例が最近出ている。新銀行東京が旧経営陣を被告として提訴した損

害賠償請求訴訟の事案である。詳細は http://www.sgt.jp/about/newsrelease/参照。また，新銀行東京に

おける経営悪化要因や経営者責任，課題等について，雨宮豊「新銀行東京の行方 経営悪化要因と経営者責

任」ファイナンシャルコンプライアンス〔２００８年６月〕，融資審査の問題点等について，雨宮豊「検証 

新銀行東京の審査の実態と貸し手責任」ファイナンシャルコンプライアンス〔２００９年２月〕参照。 
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営者の個人的利益を図る目的を伴う場合には併せて刑事責任の追及も課題とされてきた14。 

そこで，これらの行為に対する法的責任を検討する上で，これらを，①不正融資，②不

正投資・資金運用，③粉飾決算・違法配当，④その他の具体的不正行為（利益供与，利益

相反取引），⑤不作為による任務懈怠行為（監視監督義務違反行為）の５つの行為類型に分

けることとする。その上で，不正融資，不正投資，粉飾決算・違法配当，その他の具体的

行為，監視義務違反・内部統制システム構築義務違反のそれぞれについては民事責任や刑

事責任が問われた裁判例を概観して，その判断における中核となる部分を抽出し，裁判規

範の内容について検討を加えることとしたい。 

次項以下で見てもらえれば分かるように，破綻金融機関経営者の直接の責任根拠となる

民事及び刑事の実体法自体は一般事業会社経営者の直接の責任根拠となる実体法と基本的

には異なるものではないが，判例・裁判例で示されている破綻金融機関経営者の直接の責

任根拠となる民事及び刑事の裁判規範については，一般事業会社経営者の直接の責任根拠

となる裁判規範と一定の違いが生じていることが確認できる。そのような違いが生じる理

由についても裁判例や学説において検討されていることから，それらを適宜概観した上で

筆者の見解を述べることとしたい。 

なお，筆者は，民事責任の有無に係る判断構造と刑事責任の有無に係る判断構造の枠組

みというのは，（民事責任は故意・過失いずれも責任を問われることがあるのが一般的なの

に対し，刑事責任は故意15処罰の原則16が妥当して過失責任が問われることが限定的である

という違いがあるにしても，）それぞれが全く異なるものであるとは考えていない。それど

ころか国法秩序の統一という観点からすれば，可能な限り，一体的・統一的に理解される

べきであり，また，連続的・整合的に判断枠組みが構築されるべきものであると考えてい

る。平成１９年に改正された「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付

随する措置に関する法律」が施行された現在では，同法における損害賠償命令制度17によっ

て，刑事裁判所が犯罪被害者等から被告人に対する損害賠償請求の申立てがあったときに

刑事事件について有罪の言い渡しをした後に当該賠償請求についての審理・決定をするこ

とができるようになり，犯罪被害者等の損害賠償請求に関する労力が大幅に軽減された。

このように，刑事裁判において損害賠償責任という民事責任の有無が判断される制度の運

用が開始され，（現在は対象事件が殺人・傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた

罪に係る事件などに限定されているが，）今後，被害者等の立証緩和・負担軽減の観点から

                                                  
14 預金保険機構編『平成金融危機への対応』（きんざい，平成１９年）３３０頁 
15 罪を犯す意思のことで犯意ともいい，犯罪の基本的構成要件の一つ（刑法３８条）であり，罪となる事

実を認識しかつその実現を認容することを内容とする（前掲「法律用語辞典」３８８頁）。 
16 刑法３８条１項「罪を犯す意思がない行為は，罰しない。ただし，この法律に特別の規定がある場合は，

この限りではない。」参照。したがって，故意処罰が原則である刑事案件では，当該経営者等が不正融資等

の案件に関してどの程度積極的に関与していたか（認識していたか）を見極めることが重要となろう。 
17 同制度については，任意的口頭弁論である（同法律２３条）上，原則４回で審理打ち切りである（同法

律２４条３項）ため，経済事犯のように評価が難しい事件に馴染むか否かについては検討を要するが，少

なくとも当事者の異議申立てにより民事訴訟に移行した後に当該刑事関係記録が民事訴訟を取り扱う裁判

所に送付されることになることには，一定の意義を認めることができよう。 
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は対象事件が拡大される可能性も否定できないところである。筆者は，民事及び刑事にま

たがる紛争の一挙・統一的解決を図るという意味をも含めたこのような観点から，民事責

任・刑事責任を統一的・連続的に理解すべきものと考えており，次項以下においても民事

責任・刑事責任に係る根拠や規範を併記してこれらを対比させつつ検討することとしたい。 

 

ア 経営者責任に関する一般的根拠法令 

(ア)民事責任についての一般的根拠法令 

民事事件において，金融機関であれ一般事業会社であれ，当該取締役等の経営者による

不正行為について経営者の当該会社に対する責任を問う直接の根拠となる基本法令は，会

社法４２３条１項18（旧商法２６６条１項５号19）20である。当該取締役等の経営者は，善管

注意義務21（民法６４４条，会社法３３０条（旧商法２５４条３項））22と忠実義務（会社法

３５５条（旧商法２５４条ノ３））23を負い，かかる義務に基づく任務を懈怠するという不

正行為により債務不履行に基づく損害賠償責任が問われることとなる。 

このような金融機関・一般事業会社を問わず取締役等の経営者の責任を追及する上での

論点としては，①旧商法２６６条１項５号24における「法令」の範囲という論点（現行法令

                                                  
18 会社法４２３条１項「取締役，会計参与，監査役，執行役又は会計監査人は，その任務を怠ったときは，

株式会社に対し，これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 
19 旧商法２６６条「（１項柱書）左ノ場合ニ於テハ其ノ行為ヲ為シタル取締役ハ会社ニ対シ連帯シテ（中略）

第５号ニ在リテハ会社ガ蒙リタル損害額ニ付弁済又ハ賠償ノ責ニ任ズ」「（１項５号）法令又ハ定款ニ違反

スル行為ヲ為シタルトキ」 
20 信金につき信用金庫法３９条１項「理事，監事又は会計監査人は，その任務を怠ったときは，金庫に対

し，これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」，信組につき中小企業等協同組合法３８条の２第１

項「役員は，その任務を怠ったときは，組合に対し，これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 
21 善良なる管理者の注意をもって事務を処理する義務。善良なる管理者の注意とは，委任契約の債務者が

従事する職業，その社会的・経済的地位などに応じて一般的に要求される注意である。遠藤浩・川井健・

原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一『民法（６）契約各論［第４版］』（有斐閣双書，１９９７年）２

２９頁以下参照。 
22 会社法３３０条「株式会社と役員及び会計監査人との関係は，委任に関する規定に従う。」。信用金庫に

つき信用金庫法３３条「金庫と役員との関係は，委任に関する規定に従う。」，信用組合につき中小企業等

協同組合法３５条の３「組合と役員との関係は，委任に関する規定に従う。」。 
23 会社法３５５条「取締役は，法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し，株式会社のため忠実にその

職務を行わなければならない。」。信金につき信用金庫法３５条の４「理事は，法令及び定款並びに総会の

決議を遵守し，金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。」，信組につき中小企業等協同組合法

３６条の３「理事は，法令，定款及び規約並びに総会の決議を遵守し，組合のため忠実にその職務を行わ

なければならない。」。 
24 旧商法２６６条１項５号は「法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シタルトキ」との文言であるのに対し，

これに相当する現行の会社法４２３条１項は「その任務を怠ったときは」との文言であるが，この２つの

論点は現状も変わらない。会社法４２３条１項の任務懈怠は，法令［旧商法２６６条１項５号にいう「法

令」に対応］に違反する行為を含むとされ，それには①取締役の受任者としての一般的注意義務である善

管注意義務・忠実義務に係る規定，②これを具体化する形で取締役がその職務執行に際して遵守すべき義

務を個別に定める取締役を名宛人とする個別規定のみならず，③会社法その他の法令中の，会社を名宛人

とし，会社がその業務を行うに際して遵守すべきすべての規定も含まれる（東京地方裁判所商事研究会編

『類型別会社訴訟Ⅰ［第２版］』（判例タイムズ，２００８年）２０９頁）。そもそも取締役の任務には法令

を遵守して職務を行うことが含まれ（会社法３５５条），この「法令」にも①会社・株主の利益保護を目的

とする具体的規定だけでなく，②公益の保護を目的とする規定を含むすべての法令が含まれるとされる（江
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すべてが含まれるかどうか（制限説と無制限説））と，②法令違反行為に基づく経営者の責

任についての判断枠組みという論点（具体的な法令に対する違反の場合と，それ以外の善

管注意義務違反の場合とを分けて捉えるかどうか（一元説と二元説））がある。判例25は無

制限説かつ二元説である。旧商法２６６条１項５号における法令には取締役がその職務遂

行に際して遵守すべきすべての規定（一般規定・個別規定・対会社規定）が含まれるとし，

取締役が一般規定以外の規定に違反する行為をしたときには，そのこと自体により，直ち

に取締役の受任者としての債務の本旨に従わざる履行となり，不履行要件（履行不完全）

を充足することとなる26。判断構造としては，①経営者が具体的な法令に違反した場合には，

具体的法令違反をもって直ちに「任務懈怠」とされ，責任追及する原告側としては「会社

が具体的な法令に違反した」との事実を主張・立証すれば，「任務懈怠」の要件事実の主張・

証明として足りることとなる一方，②①以外の場合すなわち経営者の判断の合理性が問題

となる善管注意義務違反の場合には，責任追及する原告側が「経営者としてどのような行

動をとるべきであったか」という経営者の善管注意義務違反に関する事実を主張・証明し

なければならないとされている27。 

 

(イ)刑事責任についての一般的根拠法令 

刑事責任については，金融機関であれ一般事業会社であれ，当該経営者等による違法行

為に関してその刑事責任を問う直接の根拠となる基本法令は，当該組織が株式会社である

場合は一般的には会社法上の特別背任罪（会社法９６０条１項28（旧商法４８６条１項29））

であり，それ以外（信用金庫や信用組合）であれば刑法上の背任罪（刑法２４７条30）であ

る。特別背任罪は，株式会社の取締役等一定の者が①図利・加害の目的で②任務違背行為31

                                                                                                                                                  
頭憲治郎『株式会社法［第２版］』（有斐閣，２００８年）４２７頁）。 
25 最判平成１２年７月７日判例時報１７２９号２８頁（野村證券損失補填株主代表訴訟上告審判決） 
26 最高裁判所判例解説民事編平成１２年度（下）５８２頁 
27 潮見佳男「民法からみた取締役の義務と責任－取締役の対会社責任の構造」商事法務１７４０号３２頁

参照 
28 会社法９６０条１項「（柱書）次に掲げる者が，自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を

加える目的で，その任務に背く行為をし，当該株式会社に財産上の損害を加えたときは，十年以下の懲役

若しくは千万円以下の罰金に処し，又はこれを併科する。」（各号は省略するが取締役等が対象） 
29 旧商法４８６条１項「発起人，取締役，監査役又ハ株式会社ノ第１８８条第４項，第２５８条第２項若

ハ第２８０条第１項ノ職務代行者若ハ支配人其ノ他営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル

使用人自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタ

ルトキハ十年以下ノ懲役又ハ千万円以下ノ罰金ニ処ス」 
30 刑法２４７条「他人のためにその事務を処理する者が，自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損

害を加える目的で，その任務に背く行為をし，本人に財産上の損害を加えたときは，５年以下の懲役又は

５０万円以下の罰金に処する。」 
31 任務違背の判断基準等に関する最近の学説状況等については，品田智史「背任罪における任務違背（背

任行為）に関する一考察（一）」阪大法学５９巻１号１０１頁以下参照。同論文においては，「任務違背の

判断基準に関しては従来の形式説，実質説のほか，近時，事務処理者の行為が本人にとって『不利益』か

否かを判断基準とする不利益基準が有力化しており，いくつかの下級審判例においても不利益基準と類似

の判断手法が用いられている」旨の指摘がなされている。 



81 
 

を行い③会社（本人）に財産上の損害を加えたことにより成立32し，背任罪は，（特別背任

罪の対象となる身分を有しない者で）他人のために事務を処理する者が前記①②③に相当

する場合に成立33する。ただし，事案によっては背任罪ではなく業務上横領罪（刑法２５３

条34）がその責任根拠となることもある。業務上横領罪は，業務上他人の物を占有する者が

①不法領得の意思を有して②かかる意思を実現する一切の行為を行うことにより成立35す

る。 

特別背任罪の「任務違背行為」とは，当該事案の性質上，信義誠実の原則によって要求

される会社との間の信任関係に違背する行為のことである。この行為は作為であると不作

為であるとを問わず，法律行為であると事実行為であるとを問わないとされている。当該

行為が法令，定款，内規等に違反する場合は，そのことにより直ちに任務違背ありという

ことができるが，それ以外の場合は具体的事案に応じて会社の信任に反したかどうかを吟

味することになる36。 

このように見ていくと，法令等に違反する場合に直ちに任務違背ありという刑事責任に

おける判断構造の枠組みは，先に述べた民事責任において法令等に違反する場合には善管

注意義務違反ありという判断構造の枠組みと重なり合う部分が生じるように思われる37。実

際，預金保険機構が破綻金融機関経営者に対する責任追及を遂行した事案を見れば，民事

提訴のみならず告訴告発も併せて行ったものも少なくなく，刑事裁判で責任が認められた

                                                  
32 伊藤榮樹・小野慶二・荘子邦雄編『注釈特別刑法第五巻経済法編Ⅰ』（立花書房，昭和６１年）１２４頁

以下参照 
33 大塚仁・河上和雄・佐藤文哉・古田佑紀編『大コンメンタール刑法［第二版］第１３巻〔２４６条～２

６４条〕』（青林書院，平成１２年）１７２頁以下参照。「他人のために事務を処理する者」とは，他人に対

する内部関係で一定の任務に従って他人の事務を処理すべき法的義務を有する者であるとされ，「任務に背

く行為」とは，その事務の処理者として当該事情のもとで信義則上当然なすべく期待される行為をしなか

ったことであるとされる。 
34 刑法２５３条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は，１０年以下の懲役に処する。」 
35 前掲「大コンメンタール刑法［第二版］第１３巻」４０７頁以下参照。なお，「不法領得の意思」とは，

他人の物の占有者が委託の任務に背いて，その物につき権限がないのに所有者でなければできないような

処分をする意思であるとされる（最判昭和２４年３月８日，評釈につき橋本正博「横領罪における不法領

得の意思（１）」西田典之・山口厚・佐伯仁志編『刑法判例百選Ⅱ各論［第６版］』（ジュリスト，２００８

年）１２８頁）。 
36 前掲「注釈特別刑法第五巻経済法編Ⅰ」１３３頁参照（いわゆる形式説による判断枠組み）。ただし，最

高裁判所判例解説刑事編平成１６年度４３５頁は実質説（処理すべき事務の性質に照らし具体的状況にお

いて法令契約等を参考にしつつ個々の場合ごとに信義誠実に反しているのか通常の業務執行を逸脱してい

るのかを実質的に判断するもの）を多数説とする。なお，当該違法行為の決裁権限を有する者に反対する

旨の意見を述べている場合でも任務違背行為が認められることもありうる（最決昭和６０年４月３日判例

時報１１５４号１５３頁）。当該判例に関して，佐藤雅美「背任罪における任務違背行為（決裁権を有する

上司に反対意見を具申した場合に任務違背行為が認められた事例）」佐々木史朗編『判例経済刑法体系第３

巻刑法』（日本評論社，２０００年）１７１頁は，「当該事務処理者が（中略）補助的な役割を担っている

に過ぎない場合には，上司の決定に一応の反対意思の表明や抵抗を示せば，任務は尽くされたと見られ得

る場合があろう。（中略）組織の中でかなり重要な地位にある者の場合であっても（中略）執拗に決定の撤

回を迫るなど（中略）あらゆる努力を尽くしたと見られうるような場合には，任務違背性が否定される余

地が，例外的に認められるべき」とされる。 
37 もちろん，民事訴訟法上は原則として権利関係の発生，変更，消滅等の法律効果を主張する者が立証責

任を負うのに対し，刑事訴訟法上は一般に検察官が立証責任を負う（前掲「法律用語辞典」２９８頁）と

いう点で，その立証構造には一定の違いは生じる。 
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場合にその後の民事裁判で責任が否定される事例はほぼ皆無である。 

 

イ 善管注意義務違反ないし任務違背行為と「経営判断の原則」との関係 

(ア)民事責任（善管注意義務違反）との関係 

先述のように，当該破綻金融機関ないし一般事業会社の経営者が具体的な法令違反とな

る行為を行った場合には，原告側が具体的法令違反行為を客観的事実に即して証明しさえ

すれば会社法４２３条１項の任務懈怠とされる（被告側がその職務を行うについて注意を

怠らなかったことを証明する必要があることとなる）一方，それ以外の場合には原告側に

おいて善管注意義務違反行為を特定して証明する必要がある。その場合，善管注意義務が

尽くされたか否かの判断は，行為当時の状況に照らし合理的な情報収集・調査・検討等が

行われたか，および，その状況と取締役に要求される能力水準に照らし不合理な判断がな

されなかったかを基準になされるべきであり，事後的・結果論的な評価がなされてはなら

ないとされる38。これがいわゆる「経営判断の原則」39とされるものである。 

この経営判断の原則は，例えば，「取締役の判断に許容された裁量の範囲を超えた善管注

意義務違反があるとするためには，判断の前提となった事実の認識に不注意な誤りがあっ

たか否か，又は判断の過程・内容が取締役として著しく不合理なものであったか否か，す

なわち，当該判断をするために当時の状況に照らして合理的と考えられる情報収集・分析，

検討がなされたか否か，これらを前提とする判断の推論過程及び内容が明らかに不合理な

ものであったか否かが問われなければならない」40などと判示され，後に裁判例も紹介する

が裁判実務においてはほぼ確定した判断基準であるとされている。この基準が用いられる

と，①経営判断の前提となる事実認識の過程（情報収集とその分析・検討）における不注

意な誤りに起因する不合理さの有無，②事実認識に基づく意思決定の推論過程及び内容の

著しい不合理さの存否の２点が審査の対象となる。 

 そして，この原則においては，「当該企業及び取締役の属する業界における通常の企業人」

として期待される注意の程度を基準に判断すべきというのが，ほぼ確定した判断基準であ

り，例えば，「取締役によって当該行為がされた当時における会社の状況及び会社を取り巻

く社会・経済・文化の情勢の下において，当該会社の属する業界における通常の経営者の

有すべき知見及び経験を基準として，当該行為をするにつき，その目的に社会的な非難可

能性がないか否か，その前提としての事実調査に遺漏がなかったか否か，調査された事実

                                                  
38 前掲江頭「株式会社法［第２版］」４２８頁 
39 経営判断の原則が，原告側が主張立証すべき請求原因事実なのか被告側が主張立証すべき抗弁事実なの

か判例上明確ではないと思われるが，通常は「経営判断の裁量の範囲内にあるため善管注意義務違反がな

い」などとして抗弁的に用いられることが多いものと思われる。もっとも，経営判断の適否自体が争点と

なる事案が多いことからすると，経営者の善管注意義務違反の存在を主張する原告側においても当該争点

への準備，対処等は必要不可欠なものとなろう。 
40 東京地判平成１４年４月２５日判例タイムズ１０９８号８４頁（日本長期信用銀行が静岡県熱海市の初

島におけるリゾート施設の開発プロジェクトに対して行った追加融資が回収不能となった件に関して提訴

された通称「初島訴訟」の第一審判決）参照 
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の認識に不注意な誤りがなかったか否か，その事実に基づく行為の選択決定に不合理がな

かったか否かなどの観点から，当該行為をすることが著しく不当とはいえないと評価され

るときは，取締役の当該行為に係る経営判断は，裁量の範囲を逸脱するものではなく，善

管注意義務又は忠実義務の懈怠がない」41などと判示される。  

 

(イ)刑事責任（任務違背行為）との関係 

 刑事責任における任務違背行為の有無の判断については，先に述べた「経営判断の原則」

がそもそも適用されるか，また，仮にそうだとしてどのように適用されるのであろうか。 

これまでの任務違背の有無の判断に際しては，「経営判断の原則」の適用の有無という検

討よりも，裁量の範囲内かどうかという検討42や，または，財産上の損害を生じさせる一定

のリスクを有する「冒険的取引」43として許容されるかどうかという検討がなされてきたよ

うに思える44。例えば，背任罪の成立を認めるべき場合と，冒険的取引として許容される（背

任罪の成立を認めない）場合との限界は，リスクの大きい業務を担当している者がリスク

を容認しつつあえて危険な取引を行ったとしてもその業務の通常の範疇を逸脱していない

限りそれは冒険的取引として容認されるが，反対に，銀行員などリスクをできるだけ回避

する形で事を処理することが社会的に要請されているような業務に従事する者があえてリ

スクをおかすような行動に出た場合にはそのような行動に出たことが無理からぬと是認さ

れるような特別の事情がない限り業務の通常の範疇を逸脱したものでかつ背信性を帯び容

認されないなどとされてきた45。例えば，いわゆる中日スタジアム事件に関する一審判決46で

                                                  
41 東京地判平成１０年５月１４日判例タイムズ９７６号２７７頁（野村證券損失補填株主代表訴訟第一審

判決） 
42 例えば，前田雅英『刑法各論講義［第４版］』（東京大学出版会，２００７年）３２２頁は「銀行の支店

長の場合，通常のその担保の相当性等の評価について裁量権が与えられている。そこでその裁量の範囲内

であれば不適切な貸付でも任務違背とはいえない。それを超えて権限を濫用したといえる場合に初めて背

任となる。裁量権の濫用の有無は，与えられている権限を基礎に，会社の内規や取引のマニュアル，その

業界の慣行等を考慮して具体的に判定する」とする。 
43 前掲品田「背任罪における任務違背（背任行為）に関する一考察（一）」１１５頁は，この概念は事務処

理者の行為により損害が発生したからといって直ちに背任罪が肯定されるわけではないという文脈で用い

られるだけであり，一般的な任務違背の判断と比べて独自の議論が行われているわけではないとする。 
44 このようなリスクの有無の判断手法につき司法の外に目を向ければ，例えば市場リスク（市場価格の変

動により当該取引の価値が変化するリスク）管理の代表的な手法として著名なバリュー・アット・リスク

（Value at Risk，VaR）が挙げられよう。これは，「金融資産を一定期間保有する場合，特定の保有期間内

に，特定の範囲内で評価される期待最大損失額」と定義される市場リスクのマグニチュードを計測する指

標である。リスクには多様なものがあるが，米国の保険会社 AIG の事実上の破綻で話題となった CDS 取引

では，その中でも特に，カウンターパーティリスク（取引の相手方が債務不履行になった場合に損害を被

るリスク）が注目された。近年，金融商品取引の発展・進化に伴って，経営者にとっても，このような様々

なリスク管理の重要性が更に増しているように思われる。 
45 前掲「大コンメンタール刑法第１３巻」１８５頁参照。山口厚『刑法各論［補訂版］』（有斐閣，平成１

７年）３２０頁も「冒険的取引については，行為者が担当している事務の性質（リスクの大きい業務を担

当していない者が行う場合には，任務違背性を肯定する方向に働く），通常の業務の範囲を逸脱しているか

否か（通常の業務の範囲内にとどまる場合には，任務違背性は否定される方向に働く）などを考慮して，

任務違背性を判断する必要があろう」とする。 
46 名古屋地判昭和５２年９月３０日判例タイムズ３５３号１３９頁。当該事件に関する評釈として，例え

ば北川佳世子「冒険的取引と特別背任罪の成否」佐々木史郎編『判例経済刑法体系第１巻商法罰則・証券
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は「会社の取締役等が，そのような（冒険的）取引を主として会社の利益を目的として行

ない，結果においてこれが失敗して会社に損害を与えたというような場合にまで，刑事処

罰の範囲を広げることは，本来自由な競争にまかされるべき経済取引をいたずらに委縮さ

せひいては経済の発展を阻害することとなって疑問である」と判示され，冒険的取引に関

して特別背任罪の成立が否定されている47。 

 しかし，これまでも（経営判断の原則が適用されるから無罪であるとの弁護人の主張に

対して判断が下された場合が多いとしても）刑事裁判において「経営判断の原則」の適用

の可否が問題とされた事例はある。例えば，いわゆる三越事件の控訴審判決48においては，

「明らかに『無用な支出』をして企業に損害を与えた代表取締役らが所論にいう『経営判

断の法則』の名の下に一切の刑事責任を免れるものと解するのは，相当でなく，そのよう

な代表取締役らに対し，その刑事責任が追及されるのは，当然のことである」などとして

当該事案において経営判断の原則の適用を排除する判断をしつつも，その適用の余地を示

唆しているように見受けられる。また，後に詳しく紹介する拓銀ソフィア事件に関する最

高裁決定49においては，「銀行の取締役が負うべき注意義務については，一般の株式会社取

締役と同様に（中略）いわゆる経営判断の原則が適用される余地がある。しかし（中略）

経営判断の原則が適用される余地はそれだけ限定的なものにとどまる。」などと判示され，

限定的であるものの特別背任罪の成否の判断においても経営判断の原則が問題となりうる

ことが示されている。このように，刑事責任において問題となる任務違背行為の有無の判

断は，民事責任の善管注意義務違反の有無の判断と，経営判断の原則の適用の点でも共通

する部分や連続する部分が相当あるように思われる。 

そもそも，先述のとおり，特別背任罪における任務違背行為が「信義誠実の原則によっ

て要求される会社との間の信任関係に違背する行為」であるのに対し，民事責任における

善管注意義務違反が「委任契約の受任者が従事する職業，その社会的・経済的地位などに

応じて一般的に要求される注意をもって事務を処理する義務に違反すること」なのである

                                                                                                                                                  
取引法』（日本評論社，２０００年）５３頁参照。なお，当該判決では図利加害目的の否定により背任罪の

成立が否定されたが，一般的には冒険的取引につき背任罪の成立が否定されるのは任務違背が否定される

ことによるとされている（前掲「大コンメンタール刑法第１３巻」１８５頁参照）。 
47 冒険的取引であることを背任罪を「肯定」する文脈で使用した裁判例としては，大阪府民信用組合不正

融資事件（雅叙園観光事件）に関する大阪高判平成８年３月８日判例時報１５９０号１４９頁がある。こ

れは，破綻した大阪府民信用組合の理事長が，株の仕手戦や地上げに絡む資金の融資が発端となって，簿

外手形債務処理という取引のために貸出規定等を無視して手形割引名下に合計約２６７億円を貸し出した

という事案であるが，同控訴審判決は，「本件は，要するに，雅叙園観光ホテル再開発による見込み利益を

引当てとし，その再建の前提となる雅叙園観光の乱発手形処理のための融資であって，リスクの極めて高

い一種の冒険的取引で，公的役割を担う金融機関に許されるようなものではなく」などと判示して背任罪

を肯定している。 
48 東京高判平成５年１１月２９日判例タイムズ８５１号１２２頁。当該事件の最高裁決定（最決平成９年

１０月２８日判例タイムズ９５２号２０３頁）は「（被告人は）百貨店の代表取締役として，商品の仕入れ

に当たり，仕入原価をできる限り廉価にするなど仕入れに伴う無用な支出を避けるべき任務を負っていた」

と判示した。当該最高裁決定の評釈である神山敏雄「百貨店の代表取締役の任務違背に加功した被告人の

特別背任罪（三越事件）」前掲「判例経済刑法体系第１巻商法罰則・証券取引法」１２０頁は，「判例は任

務違背の判断基準として，行為の有用性の有無に見出している」旨指摘している。 
49 最判平成２１年１１月９日（平成１８(あ)２０５７）裁判所ｳｪﾌﾞｻｲﾄ http://www.courts.go.jp/ 
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から，両者は，会社ないし受任者との間における信任関係に反するものという意味で重な

り合い，その有無の判断構造が似通ってくるのは必然である。筆者は，先に述べた紛争の

統一的解決・当事者の負担軽減という観点からも，これらについては統一的な判断枠組み

が構築されるべきものと考えている。 

 

(ウ)善管注意義務違反と経営判断の原則に関する学説とその分析 

前記のように，破綻金融機関の経営者らが民事責任・刑事責任の問われる直接の根拠と

なる実体法を見ると，会社法や金融商品取引法，刑法など，基本的には一般事業会社の場

合においても適用される法律ばかりであり，成文化された実体法は金融機関であれ一般事

業会社であれ基本的には異なることはないようにも思われる。 

 しかしながら，破綻金融機関の取締役等の経営者の責任が一般事業会社の取締役等の経

営者の責任とどのように異なるかについては，専ら金融機関の役員の民事責任を問う根拠

となる債務不履行責任の前提となる善管注意義務違反ないし忠実義務違反における注意義

務の内容・程度という視点において法律解釈の世界でこれまで論じられ，金融機関経営者

は一般事業会社経営者と比較して加重された高度な注意義務を負うという見解が極めて有

力であるとされてきた。説明は様々であるが，その背景には銀行法１条50に規定された金融

機関に要請される公共性の原則51があるとされ，その要請から銀行等の金融機関に対する金

融監督法による諸規制等が事業会社全般を対象とする会社法にも反映され，一般の事業会

社経営者と比べて金融機関経営者がより慎重な業務執行を行うことが会社法上の法令遵守

義務や善管注意義務の内容として求められていることなどが指摘されている。 

 例えば，吉井敦子教授52は，金融機関の取締役は，金融システムや預金保険制度の維持の

枠組みの中で当該金融機関の健全性・安全性維持の注意義務が課せられ，金融機関の業務

の健全性・安全性に配慮しかつ一般事業会社の経営に比してより慎重な経営をすることが

求められ，その注意義務が一般事業会社の取締役に比べて高くなり，金融機関や取締役が

                                                  
50 銀行法１条１項「この法律は，銀行の業務の公共性にかんがみ，信用を維持し，預金者等の保護を確保

するとともに金融の円滑を図るため，銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し，もつて国民経済の健全な

発展に資することを目的とする。」 

なお，比較の観点から紹介すると，信用金庫法１条は「この法律は，国民大衆のために金融の円滑を図

り，その貯蓄の増強に資するため，協同組織による信用金庫の制度を確立し，金融業務の公共性にかんが

み，その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。」，中小企

業等協同組合法１条は「この法律は，中小規模の商業，工業，鉱業，運送業，サービス業その他の事業を

行う者，勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め，

これらの者の公正な経済活動の機会を確保し，もつてその自主的な経済活動を促進し，且つ，その経済的

地位の向上を図ることを目的とする。」である。，銀行，信金，信組をそれぞれ規律する法の目的には相違

があり，これが経営者責任追及根拠となる実体法の解釈にも微妙な差をもたらしうると思われる。 
51 小山嘉昭『詳解銀行法』（きんざい，平成１６年）４９頁以下では，公共性の原則の意義・根拠等につい

て詳しく述べられているが，銀行法１条の内容としては，同原則のほか，信用秩序の維持・預金者保護・

金融の円滑・銀行経営の健全性が挙げられている。なお，銀行法１条２項「この法律の運用に当たっては，

銀行の業務の運営についての自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。」は，銀行の私企業性

を定めたものとされているため，銀行法１条１項の公共性と２項の私企業性との調和も必要とされる。 

52 吉井敦子『破綻金融機関をめぐる責任法制』（多賀出版，１９９９年）２６８頁以下 
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置かれた当該状況下により具体的注意義務の内容が変化する旨を指摘され，金融機関取締

役の注意義務が一般事業会社の取締役と比較して高いことを明言されている。 

そして，岩原紳作教授は，要約すると「金融機関の公共的役割を守るために，銀行法や

協同組合による金融事業に関する法律等の金融監督法は，大口信用供与規制等，金融機関

がリスキーな行為を行わないような諸規制を加えている。そのような金融監督法上の具体

的な規制のほかに，金融監督法的視点が会社法に反映され，金融機関の経営者は，融資等

の業務執行における判断に当たって，一般の事業会社の経営者に比べよりリスクを避ける

ことが，会社法上の法令遵守義務や善管注意義務の内容として求められている。会社の業

種毎にあるいは業務の性格に応じて異なって表れる善管注意義務の内容に反映されている。

銀行法の一般規定や個別規定に表れるような金融監督法の要求する高い注意義務の水準が，

商法２６６条１項５号の『法令』や商法特例法２１条の１７又は中小企業等協同組合法３

８条の２第１項の『任務』の内容として，会社法ないし中小企業協同組合法上の取締役・

執行役・理事の注意義務や責任に反映される。金融機関の経営者が融資等の業務執行の意

思決定を行うときには，当該業務の期待収益とそのリスクを予測してそれを実行するか否

か，実行するとしていかに実行するかの意思決定を行うが，第一に予測を行うにあたって

の調査・検討を事業会社の場合より慎重に行うべきであり，どれだけ慎重に調査・検討を

行うかということもそのコストとの関係で経営判断の対象になりうるが，その判断の裁量

の範囲が限定される。第二に会社内における決定のプロセスも審査管理部門の体制整備や

経営陣内部の決定手続の整備等，より慎重な手続が要求される。第三に調査と検討に基づ

き行う業務執行の内容そのものにつき金融機関として取るリスクは事業会社の場合に比べ

小さく限定される。」53旨指摘され，金融監督法上の規制や視点が会社法に反映されて金融

機関の経営者が一般事業会社の経営者と比べてよりリスクを避けることが会社法上の善管

注意義務等の内容として求められ，経営判断の原則の適用範囲（裁量の範囲）が限定され

るとの見解を示されている。 

また，神吉正三教授は，要約すると「取締役に対する行為規範と裁判上の規範を定立す

ることの２つを目的として融資決裁における銀行取締役の注意義務は高度注意義務である

と考えるべきである。高度注意義務の具体的な内容は，銀行取締役が厳格な注意義務を負

い，その結果，融資決裁という経営判断において慎重な判断が求められることであり，厳

格な注意義務とは，経営判断において慎重かつ十分に情報収集をしてそれを基に経営判断

の選択肢をまとめあげ，その中からより安全かつ健全な選択肢を抽出してそれらの選択肢

を対象として慎重な考慮を加え，最終的な意思決定を行う必要があるということである。

銀行取締役は，融資審査において融資が無担保の預り金であるとともにリスク負担能力の

低い預金を原資とすることを十分に認識した上で，融資先に関する企業調査の結果を的確

に把握し，銀行全体の信用リスクの統制をも図りつつ申込金額，資金使途，融資期間，返

                                                  
53 岩原紳作「金融機関取締役の注意義務」小塚壮一郎・高橋美加編『商事法への提言 落合誠一先生還暦記

念』（２００４年，商事法務）１７５頁以下 
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済方法の適否を的確に判断して適用金利を的確に設定し，必要に応じて適切に保全措置を

講じて融資を決裁することが求められる。融資決裁に当たる銀行取締役は銀行法７条の２

の趣旨を踏まえれば銀行業の特徴について深く理解していることが前提である。銀行取締

役が高度注意義務を負うことの法的効果は，高度注意義務を負わない場合と比較して，義

務違反に関する責任を認められる可能性が高くなることで，銀行取締役にはより安全かつ

健全な選択肢の中から経営判断を行う必要があるということであり，経営判断における裁

量を広く認める場合と比較して責任が認められる可能性が高くなる。」旨54述べておられ，

金融機関取締役の注意義務が（一般事業会社取締役と異なり）高度注意義務であり経営判

断の原則が限定されるとした上，詳細な判断基準を示されている。 

このように銀行取締役には高度な注意義務が課せられているという見解とは異なる様々

な見解55も存することから，これらにも注目しながら経営者責任を検討する必要はあろうが，

先にも紹介したように最高裁決定でさえ，少なくとも融資業務に際して要求される銀行の

取締役の注意義務の程度が一般の株式会社取締役の場合に比べ高い水準のものであると明

言しているのであって，裁判実務は金融機関の経営者が負う注意義務の程度が一般事業会

社のそれよりも高いものであることを肯定していると評価できると考える。 

なお，例えば山田剛志教授は「銀行業務の公共性から銀行取締役の注意義務は高いと解

する考え方もあるが（中略）わが国には FIRREA56のように直接銀行取締役の注意義務につい

て規定している立法はないから（中略）銀行取締役が特別のより高い注意義務を負ってい

るのではない。」とされるが，一方で同教授は「銀行取締役は銀行業務に関して銀行法７条

の２57を媒介として例えば融資業務に関し預金保険法上の義務を負っており，会社法におけ

る任務懈怠に関する判断には銀行法の全趣旨，業務の公共性や免許制度なども考慮される。

過失の判断は，当時被告である取締役と同じ知識を持った企業人を基準とし，例えば銀行

取締役では銀行法・預金保険法等の業法が業務違反の基準に包含される。」旨指摘される58。

要するに，注意義務自体は高度ではないが，判断基準が同様の知識を持った企業人となる

という意味で判断基準が厳格なものに引き上げられると解しているように思われる。 

このように学説を概観すると，大きくは（Ａ）金融機関経営者の善管注意義務の程度自

                                                  
54 神吉正三「銀行取締役の注意義務再論（２）」龍谷法學第４１巻第４号〔２００９年３月〕７６２頁以下 
55 川口恭弘「事業の公益性と取締役の責任」商事法務１７４０号１０頁は，注意義務に関して「免許規制，

開業後の様々な行為規制は，公益性の維持のために行われ，それは本来行政の役割である。したがって，

公益性を維持する行政目的の観点から，取締役の注意義務が高度になるということはあり得る」とした上，

公益性と営利性の調整に関し「（銀行が）公益の実現のために一定の範囲で営利性を抑えることは株主との

関係においても認められる」とし，さらに，経済活動のインフラ提供という国家利益を損なうことが許さ

れないという観点から，「健全な金融システムの維持という公益は，中小企業への貸出しという公益に優先

する」ことがあり得ることを指摘している。 
56 金融機関改革復興支援法（Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 1989）。

FERREA については，前掲吉井「破綻金融機関をめぐる責任法制」や岸毅「アメリカ合衆国における破綻金

融機関の旧経営者等に対する責任追及活動の歴史と現状」預金保険研究６号１９頁等参照。 
57 銀行法７条の２第１項「銀行の常務に従事する取締役（委員会設置会社にあつては，執行役）は，銀行

の経営管理を的確，公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し，かつ，十分な社会的信

用を有する者でなければならない。」 
58 山田剛志『金融自由化と顧客保護法制』（中央経済社，２００８年）１７７頁以下 
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体が一般事業会社経営者のそれよりも高度になるという見解と，（Ｂ）注意義務自体は高度

ではないが判断基準が高度になるという見解，すなわち金融機関経営者の注意義務違反が

審査対象である場合には本来あるべき金融機関の経営者を基準としてその有無が判断され

るという見解とに分けることができるように思われる。 

筆者は，これらの見解が正反対の見解であるとは捉えておらず，本質的な相違は無いと

考えている。すなわち，そもそも銀行が銀行法により免許業種としての（他の免許業種と

同様の）公共性を帯びているため銀行経営者には高い識見・判断が要求されている上，他

国と同様に日本においても銀行経営者には銀行法上いわゆる「fit and proper test」59が

課されてこれが法律上の義務とされているなど，銀行法や預金保険法など金融機関や経営

者を名宛人とする特別な規制法令等60が多数存在し，その趣旨（公共性等も含む）が反映さ

れることによって，金融機関取締役の注意義務自体が高い水準に引き上げられるのは当然

であると考えている。その一方で，このように高い水準に引き上げられた注意義務に違反

したか否かは，その判断基準を本来あるべき金融機関経営者に設定して判断するほかない

という意味で，かかる判断基準設定が妥当であることも明らかである。結局，前記Ａ説及

びＢ説のどちらもが正鵠を射ている見解であると考えている。金融機関経営者の場合には

一般事業会社経営者と比して経営判断の原則が限定されるという観点についても，金融機

関は他業種と比較して厳格な参入規制等を含め優遇措置が図られている上，破綻すれば地

域ないし日本経済に深刻な影響をもたらしかねず，融資や投資に回される原資が預金であ

るという特殊な財務構造であることなどからすれば，金融機関は一般社会の中では公器に

準じた存在61とでも言えるものであるから，経営判断についても自ずと制約があるというの

は当然肯定されるべき帰結であると考える。 

更に言えば，このように公器に準ずべき金融機関が破綻した場合，金融機関経営者によ

る当該破綻の要因ないし遠因と評価しうるような不正行為ないし違法行為が判明したとき

には，当該行為につき当該経営者らの民事責任や刑事責任が厳しく問われなければならな

いということも当然肯定されるべきであり，金融機関に対して各種特別法令により恩恵62を

与えて公器としての地位を付与した一般社会からの要請であるとも言えよう。 

このように破綻金融機関の経営者責任を厳格に問うことが一般社会の要請であるという

                                                  
59 取締役及び上級管理職の適格性審査のこと。我が国では銀行法７条の２第１項や保険業法８条の２第１

項がこれに相当する。なお，会社法は役員の欠格事由を定めるにとどまっている。 
60 法律上ではなく取締役等の資質に関する運用上の配慮としては，例えば，金融庁の「主要行等向けの総

合的な監督指針」では，監督上の評価項目として「経営管理（ガバナンス）」が掲げられ，その中で，代表

取締役等の役員や取締役会等の機関に対するモニタリングの着眼点として，それぞれ，法令等遵守態勢・

内部管理態勢の構築やリスク管理部門の重視等が挙げられている。また，同監督指針上，かかる監督に当

たってはバーゼル銀行監督委員会等において決定される国際的な銀行監督に関する諸原則・指針等を可能

な限り反映するよう努めることとするとされている。 
61 なお，先に示したように，銀行の私企業性（銀行法１条２項）への配慮が必要なのはもちろんであり，

これを否定する趣旨ではない。 
62 恩恵として，厳格な参入規制（免許制等）により競争が制限され利益の確保に配慮がなされていること，

預金保険の存在により低コストで資金調達が可能であることなどが挙げられる（前掲川口「事業の公益性

と取締役の責任」参照）。 
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考え方に基づけば，破綻金融機関の経営者等の責任追及業務を遂げることをその使命とし

て社会から付託された公的機関というのはかかる任務を完遂しなければならないのであり，

そのための準備として，これまで破綻金融機関経営者の民事責任・刑事責任が問われた判

例等において示された裁判規範すなわち民事責任・刑事責任が成立するための判断基準を

分析し，責任追及業務従事者側からは立証命題として把握しておくことが，その任務遂行

に必要不可欠なことであると言えよう。 

 

(エ)善管注意義務違反と経営判断の原則に関する裁判規範の典型事例 

銀行取締役の善管注意義務違反と経営判断の原則の関係等が示された典型的な民事裁判

例の一つとして，拓銀ソフィア事件に関する第一審判決63が挙げられる。本件は，都市銀行

として初めて経営破綻した北海道拓殖銀行から預金保険機構の委託を受けて債権等を買い

取った整理回収機構が，拓銀の取締役らが決裁した融資が回収不能となったことにつき善

管注意義務ないし忠実義務違反があるとして損害賠償請求を求めた訴訟である。 

当該事件につき裁判所は，銀行の取締役の注意義務の内容に関して，「銀行の取締役は，

このような銀行法の目的に反することのないようにその職務を遂行していくことが職責上

要請されているということができ，その限りにおいて，他の一般の株式会社における取締

役の注意義務よりも厳格な注意義務を負い，そのことによって，経営判断における裁量が

限定されるような場合もあり得る」とした上，経営判断の原則に関して，「銀行の取締役

の注意義務違反の有無については，銀行の取締役一般に期待される知識，経験等を基礎と

して，当該判断をするためにされた情報収集，分析，検討が当時の状況に照らして合理性

を欠くものであったか否か，これらを前提とする判断の推論過程及び内容が不合理なもの

であったか否かにより判断すべき」とし，さらに，信頼の原則64に関して，「取締役の情報

収集，分析，検討に上記のような不足，不備があったか否かについては，分業と権限の委

任を本質とする組織における意思決定の特質が考慮に入れられるべきであり，特に拓銀の

ように融資の際に営業店，審査部，担当役員等がそれぞれの立場から重畳的に情報収集，

分析，検討を加える手続が採られている銀行においては，取締役は，特段の事情のない限

り，各部署の検討結果に依拠して自らの判断を行うことが許される（中略）その特段の事

情の有無は，当該取締役の知識，経験，担当職務，案件との関わり等を前提に，当該状況

に置かれた取締役がこれらに依拠して意思決定を行うことに躊躇を覚えるような不足，不

備があったか否かにより判断すべき」と判示している。 

ここで示されている善管注意義務違反，経営判断の原則，信頼の原則に関する判断は，

                                                  
63 札幌地判平成１６年３月２６日判例タイムズ１１５８号１９６頁 
64 信頼の原則も，経営判断の原則と同様，「善管注意義務違反が存しない」という理由付けとして被告側か

ら抗弁的に主張されることが多いものと思われるが，これが争点化されることが少なくないことにかんが

みると，善管注意義務違反の存在を主張する原告側においても準備，対処が必要となろう。なお，金融庁

検査結果や日銀考査所見に記載されたリスク管理態勢や内部監査等の整備状況と，被告となった経営者等

の整備への関与を確認してこれがなされていなければ信頼の原則の主張は排斥できよう。 
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他の裁判例においても同じような枠組みがよく見られるところであり，破綻金融機関経営

者の民事責任を問うに当たっての立証命題としても参考にされてよいものである。例えば，

当該裁判例に示された規範を念頭に立証命題を組み立てた上で破綻金融機関の経営者の責

任追及業務遂行において行うべき調査等を検討すると，裁判例の経営判断の原則及び信頼

の原則に関して言及されている要素，すなわち，①当該経営者に期待される知識経験を基

礎に，当該融資に関して判断するための情報収集・分析・検討が当時の状況に照らして合

理性を欠くものであったこと，②これらを前提とする判断の推論過程及び内容が不合理な

ものであったこと，③他の各部署における検討結果に依拠して意思決定を行うことに躊躇

を覚えるような不足や不備が存在したことといった事実を裏付ける（証明する）証拠とな

る資料を調査等の過程で収集しこれらを明らかにすればよいことが分かる。 

なお，善管注意義務違反の有無，経営判断の原則や信頼の原則の適用の是非に関しては，

銀行法２５条に基づく「金融庁検査（旧大蔵省検査）」や日本銀行法４４条に基づく「日銀

考査」の際の指摘事項等がその取っ掛かりとなることが少なくない（判例・裁判例の中で

もそのことが指摘された事例が存する）ことから，責任追及業務遂行上はかかる検査結果

や考査所見にも十分に配意する必要があろう。 

 

ウ 不正融資に対する民事責任・刑事責任 

(ア)不正融資に対する民事責任の根拠となる実体法 

不正融資についても，個別具体的な法令に違反する融資（具体的法令違反の融資65）と，

それ以外の一般的抽象的な法令に違反する融資（抽象的法令違反の融資）とに分けて考察

されるのが一般的と思われる（後者の事例が大半であり，先述の経営判断の原則の適用が

問題となる事案が多い。）。そして，民事責任としては，任務懈怠の債務不履行に基づく損

害賠償責任が問われることとなる。この債務不履行に基づく損害賠償責任の前提としては，

善管注意義務（民法６４４条，会社法３３０条（旧商法２５４条３項））と忠実義務（会社

法３５５条（旧商法２５４条ノ３））があり，かかる義務の任務懈怠によって会社に対する

責任（会社法４２３条１項，旧商法２６６条１項５号）66が成立する。 

 

(イ)不正融資に関する民事事件の裁判規範（拓銀民事事件に関する最高裁判決） 

不正融資に関する民事事件の判例としては，北海道拓殖銀行に関する平成２０年１月２

８日の同一日に判断がなされた67２つの最高裁判例が挙げられる。 

                                                  
65 例えば，前掲神吉「銀行取締役の注意義務再論（２）」７４０頁では，融資自体が個別の法令に違反する

ことによって違法となる融資として，大口融資規制に関する銀行法１３条及び５２条の２２に違反する融

資，売春防止法１３に違反する融資，会社法１２０条に違反して株主の権利行使に関する利益の供与とし

て実行される融資，会社法９６５条の預合いの罪に当たる仮装払込みのための融資が挙げられている。 
66 信金につき信用金庫法３９条１項，信組につき中小企業等協同組合法３８条の２第１項。 
67 なお，同一日には，いわゆる北海道拓殖銀行ミヤシタ事件上告審判決（上告棄却）もあるが，この事件
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一つ目が，いわゆる北海道拓殖銀行栄木不動産事件に関する最高裁判決（一部破棄自判・

一部上告棄却）である68。当該民事提訴の対象は，拓銀千葉支店が，㈱栄木不動産に対して

「当日他券過振り69」の方法により無担保で仕手戦の資金を提供し，その与信額が平成２年

２月２１日時点で４８億４０００万円に達し，同日までに拓銀取締役らがこれを認識して

いたところ，同月２２日栄木不動産代表者が同社所有の不動産１２件を担保提供すると申

し出たものの，同月２４日になって栄木不動産が２０億円の追加融資をしなければ担保提

供はできないと申出を変えたことから，拓銀取締役らは急遽実施された不動産鑑定の評価

価額が１５５億円（※その後の実行担保価格は２０億円前後）である前記不動産の担保提

供を条件に２０億円の追加融資を決定したが，前記手形貸付は全額が返済されず，追加融

資も１２億円以上が回収困難となったという事案である。訴訟は，北海道拓殖銀行から債

権譲渡を受けた整理回収機構が，拓銀の元取締役らに対し，融資に際し忠実義務，善管注

意義務違反があったなどと主張して，改正前の商法２６６条１項５号に基づく損害賠償を

請求し，一審70は本件手形貸付に関する責任を否定する一方で本件追加融資に関する責任を

認める判決をくだし，原被告双方が控訴したところ，控訴審71はいずれの責任も否定したこ

とから，整理回収機構が本件追加融資に関する責任について上告したところ，最高裁が控

訴審判決を破棄してこれを認めたという経緯を辿っている。 

当該事件について，最高裁は，「本件追加融資は，このように健全な貸付先とは到底認

められない債務者に対する融資として新たな貸出リスクを生じさせるものであるから，本

件過振りの事後処理に当たって債権の回収及び保全を第一義に考えるべき被上告人らにと

って，原則として受け容れてはならない提案であった（中略）本件追加融資に応じるとの

判断に合理性があるとすれば，それは，本件追加融資の担保として提供される本件不動産

について，仮に本件追加融資後にその価格が下落したとしても，その下落が通常予測でき

ないようなものでない限り，本件不動産を換価すればいつでも本件追加融資を確実に回収

できるような担保余力（確実な担保余力）が見込まれる場合に限られる（中略）Ａ銀行の

                                                                                                                                                  
は，商法２６６条１項５号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間が商法５２２条

所定の５年か否かが唯一の争点となったものである。なお，同事件に関して，最高裁は「商法２６６条１

項５号（現会社法４２３条１項）に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任は，取締役がその任務を懈

怠して会社に損害を被らせることによって生ずる債務不履行責任であるが，法によってその内容が加重さ

れた特殊な責任であって，商行為たる委任契約上の債務が単にその態様を変じたものということはできな

い。また，取締役の会社に対する任務懈怠行為は外部から容易に判明し難い場合が少なくないことをも考

慮すると，同号に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任については商事取引における迅速決済の要請

は妥当しないというべきである。」「商法２６６条１項５号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権

の消滅時効期間は，商法５２２条所定の５年ではなく，民法１６７条１項により１０年と解するのが相当

である。」旨判示している。  
68 最判平成２０年１月２８日判例タイムズ１２６２号６３頁 
69 「支払可能残高を超えて振り出された他行を支払銀行とする栄木不動産振出の小切手を栄木不動産を拓

銀に紹介した人物が同支店に持ち込んだ上，これを交換に回す前に即日入金して払い戻す処理であり，払

戻金は栄木不動産の口座に送金され同社に対する与信と実質的には同視できるもの」のこと。 
70 札幌地判平成１４年７月２５日判例タイムズ１１３１号２３２頁 
71 当該事件高裁判決と後記カブトデコム事件高裁判決の評釈として，岩原紳作「銀行融資における取締役

の注意義務－カブトデコム事件高裁判決を中心として－」商事法務１７４１，１７４２号がある。 
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取締役であった被上告人らとしては，本件不動産について，総額２０億円の本件追加融資

の担保として確実な担保余力が見込まれるか否かを，客観的な判断資料に基づき慎重に検

討する必要があった（中略）それにもかかわらず，被上告人らは，他に客観的な資料等を

一切検討することなく，安易に本件不動産が本件追加融資の担保として確実な担保余力を

有すると判断した（中略）本件追加融資決定時において，本件不動産は，本件追加融資の

担保として確実な担保余力を有することが見込まれる状態にはなかった（中略）そうする

と，Ｂ不動産に対し本件不動産を担保とすることを条件に本件追加融資を行うことを決定

した被上告人らの判断は，本件過振りが判明してから短期間のうちにその対処方針及び本

件追加融資に応じるか否かを決定しなければならないという時間的制約があったことを考

慮しても，著しく不合理（中略）忠実義務，善管注意義務違反があった」旨述べている。 

この最高裁判決は具体的諸事情の下での事例判決72とされているが，この裁判例に照らし

て事案と結論の対応関係という方法により規範を導き出してこれを立証命題を捉えるとし

た場合，概略，健全な貸付先とは認められない債務者に新たな貸出リスクを生じさせる追

加融資が問題となる事例では，①融資の際の担保として提供された不動産を換価すればい

つでも当該融資を確実に回収できるような担保余力が当該不動産につき客観的に見込まれ

なかったこと，②それにもかかわらず安易に確実な担保余力を有すると判断していたこと

を立証命題とし，これを裏付ける証拠収集を行って立証すべきこととなろう。 

二つ目が，北海道拓殖銀行カブトデコム事件の上告審判決（破棄自判）である73。この民

事提訴の対象は，道内の中小企業や若手経営者の育成に力を注いでいた拓銀が，昭和６０

年代以降に不動産開発事業等により急成長したカブトデコム㈱に対し，企業育成路線の対

象企業として積極支援するという過程で行われた第１ないし第３の融資であるところ，第

１融資は，カブトデコムが東証２部上場を目指して第三者割当増資を計画して新株引受先

の関連企業に対する引受代金相当額約２００億円の融資を要請し，その担保が引受予定の

新株及びカブトデコムの代表者の個人保証であることを前提に拓銀がこれを実行したとい

うもの，第２融資は，平成３年にかけて地価が下落するのに伴いカブトデコムの株価も急

落するとともに事業不振等により業績悪化が表面化し，拓銀内でもカブトデコムグループ

に対する債権の不良化が危惧される状況下で，拓銀が約５４０億円の追加融資を実行した

というもの，第３融資は，カブトデコムが破綻に直面する最中，拓銀においてもカブトデ

コムの存続は不可能という認識の下で，同社を数ヶ月延命させる目的で約４１０億円を追

加融資したというものである。訴訟は，これも北海道拓殖銀行から債権譲渡を受けた整理

回収機構が，拓銀の元取締役らに対し，融資に際し忠実義務，善管注意義務違反があった

                                                  
72 「事例判決」とは，判旨において一般論を提示することを回避したような判示の仕方をした判決のこと。

対義語は「原理判決」であり，これは判旨において一般論を展開している判決である。事例判決であって

も，事案と結論の対応関係という方法によって，そこから先例規範を抽出することは可能である。しかし，

事例判決は最高裁が先例として抽象化・一般化されることを回避しようとの意図からそのような判示の仕

方が採られていると見るのが素直であるとされる（大村敦志・道垣内弘人・森田宏樹・山本敬三『民法研

究ハンドブック』（有斐閣，平成１２年）３３１頁以下参照）。 
73 最判平成２０年１月２８日判例タイムズ１２６２号６９頁 
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などと主張して，改正前商法２６６条１項５号に基づく損害賠償を請求した事案であると

ころ，一審74は第１融資ないし第３融資のいずれについても拓銀元取締役らの義務違反を肯

定したが，控訴審75は第２融資のみ肯定し，第１及び第３融資についてはこれを否定したこ

とから76，整理回収機構が上告受理申立をし，最高裁が控訴審判決を覆してこれを認めたと

いう経緯を辿っている。 

この事件に関し，最高裁は，「第１融資に係る債権の回収は専らＢ社（※カブトデコム

のこと）の業績及び株価に依存するものであった（中略）銀行が融資先の関連企業の業績

及び株価のみに依存する形で１９５億７０００万円もの巨額の融資を行うことは，そのリ

スクの高さにかんがみ，特に慎重な検討を要する（中略）一般に，銀行が，特定の企業の

財務内容，事業内容及び経営者の資質等の情報を十分把握した上で，成長の可能性がある

と合理的に判断される企業に対し，不動産等の確実な物的担保がなくとも積極的に融資を

行ってその経営を金融面から支援することは，必ずしも一律に不合理な判断として否定さ

れるべきものではないが，Ｂ社については（中略）財務内容は良好とはいえないなどの報

告がされていたもので，このような調査結果に照らせば，Ａ銀行（※拓銀のこと）が当時

採用していた企業育成路線の対象としてＢ社を選択した判断自体に疑問があるといわざる

を得ないし，Ｂ社を企業育成路線の対象とした場合でも，個別のプロジェクトごとに融資

の可否を検討するなどその支援方法を選択する余地は十分にあったものと考えられ，あえ

て第１融資のようなリスクの高い融資を行ってＢ社を支援するとの判断に合理性があった

とはいい難い。」「第３融資は，大幅な債務超過となって破たんに瀕したＢ社に対し，も

はや同社の存続は不可能であるとの認識を前提に，Ｇ事業が完成する予定の平成５年６月

まで同社を延命させることを目的として行われた（中略）第３融資はその大部分につき当

初から回収の見込みがなかったことは明らか（中略）Ａ銀行は，既にＧ事業のために多額

の資金を融資し，その大部分が未回収となっていたから，Ｇ事業が完成した後に独立して

採算を得られる見込みが十分にあったとすれば，第３融資を実行してでもＧ事業を完成さ

せ，そこから債権を回収することによって，短期的には損失を計上しても中長期的にはＡ

銀行にとって利益になるとの判断もあながち不合理なものとはいえない。しかし（中略）

Ｇ事業自体の採算性について大きな疑問があり，中長期的にも，Ｇ事業を独立して継続さ

せることにより第３融資に見合う額の債権の回収が期待できたということはできない（中

略）第３融資を実行してＢ社を数か月間延命させたとしても，それにより関連企業の連鎖

倒産を回避できたとも，Ｉ組合の破たん及びＡ銀行に対するその支援要請を回避すること

ができたとも考え難い。したがって，関連企業の連鎖倒産のおそれやＩ組合の破たんによ

りＡ銀行にその支援要請が来るおそれがあったことをもって，第３融資を行うとの判断に

合理性があるということはできない」として，第１融資及び第３融資につき具体的事案を

                                                  
74 札幌地判平成１４年１２月２５日（平成１０(ワ)３１６０）裁判所ｳｪﾌﾞｻｲﾄ http://www.courts.go.jp/ 
75 札幌高判平成１７年３月２５日資料版・商事法務２５６号８５頁 
76 カブトデコム事件の一審，控訴審の解説については，いずれも前掲岩原「銀行融資における取締役の注

意義務－カブトデコム事件高裁判決を中心として－」参照 
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前提に判示して義務違反を肯定した。 

当該最高裁判決の評釈として，例えば松山昇平判事は，77「本判決は（中略）第１融資に

おける善管注意義務の内容としては，カブトデコムの財務内容，事業内容および経営者の

資質等の情報を十分に把握・分析すべきであった，担保株式をいっせいに売却することに

よる株価暴落の危険性およびそれを回避する方策等について検討すべきであったという経

営判断における手続的な義務が問題にされ（中略）第３融資を実行してエイペックス事業

（※Ｇ事業のこと）を完成させても，その収益から回収できる期待はなかったとし，担保

物件の価値により保全不足が４００億円以上減少するという見込みも裏付けもなかったと

して，第３融資の決定も著しく不合理とした。やはり，ここでも，取締役が融資判断にお

いて行うべき情報収集等が行われたかどうかが問題にされていると考えられる。」と分析

して，本件最高裁判決で善管注意義務違反とされたことは取締役が融資判断において行う

べき情報収集・調査・検討等を行わなかったことであると指摘している。 

当該最高裁判決も，先述のとおり一般論を提示することを回避したような判示の仕方を

した事例判決にとどまると指摘されているが，そうであっても最高裁の判断構造を分析す

る上では参考となるものであって，事案と結論の対応関係という方法により抽象的規範を

導くとすれば，先述した松山判事の指摘にあるように，少なくとも，当該最高裁判決から

は，行為当時の状況に照らし，融資判断においてなされるべき，合理的な情報収集・調査・

検討等が行われたか及びその状況と取締役に要求される能力水準に照らし不合理な判断が

なかったかという善管注意義務違反と経営判断の原則に係る裁判規範が確認できるのであ

って，責任追及業務遂行上は，このように事例判決からも抽出しうる規範を前提に立証命

題を策定していけばよいこととなろう。 

 

(ウ)不正融資に対する刑事責任の根拠となる実体法 

刑事事件においても，不正融資は，「不良貸付」と「不当貸付」と２種類に分けて考察さ

れるのが一般的である。このうち不良貸付は「回収に困難が予想されあるいは困難を来す

こととなった資金の貸付及び損害の発生が予想されあるいは発生することとなった支払承

諾の総称」，他方，不当貸付は「法令・定款・内規等に違反する資金の貸付及び支払承諾の

総称」と定義される78。このような不良貸付や不当貸付は，一般的にはそれぞれ会社に損害

を加える行為であるなど法律上の要件（構成要件）を満たす場合に，破綻金融機関が株式

会社なら会社法上の特別背任罪（会社法９６０条），それ以外（信用金庫や信用組合）なら

刑法上の背任罪（刑法２４７条）が成立することがあり，事案によっては業務上横領罪（刑

                                                  
77 松山昇平「銀行取締役の融資判断における注意義務－最二小判平２０．１．２８（拓銀訴訟）－」金融

法務事情１８３３号 
78 上嶌一高「不良貸付と特別背任罪」西田典之編・金融業務と刑事法（有斐閣，１９９７年）１３５頁，

落合義和「不正融資（第２章 会社経営をめぐる犯罪）」藤永幸治編集代表『シリーズ捜査実務全書４会社

犯罪』（東京法令出版，平成６年）１２４頁，佐山昌彦「第５章 背任罪」藤永幸治編集代表『シリーズ捜

査実務全書３知能犯罪』（東京法令出版，平成８年）２０６頁 
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法２５３条）が成立することがあり得る。 

 

(エ)不正融資に関する刑事事件の裁判規範（拓銀刑事事件に関する最高裁決定） 

不正融資に関する刑事事件の判例（決定）79としては，先述の拓銀ソフィア事件に係る不

正融資行為につき特別背任罪で起訴された80刑事事件に関して平成２１年１１月９日に判

断が下された最高裁決定（上告棄却）81が挙げられる。既に一部を紹介したが，筆者におい

ては本稿で紹介する中でも取り分け当該最高裁決定が重要であると考えている。 

当該刑事事件は，平成９年１１月に都銀初の経営破綻となった北海道拓殖銀行の頭取で

あった被告人Ａ及びその後任である被告人Ｂが，頭取として在職中に，被告人Ｃが実質的

経営者を務める実質破綻状態の３社（Ｄグループ）に，十分な担保を徴することなく融資

し，拓銀に総額８５億円の損害を加えたとして，被告人Ａ・Ｂ・Ｃが共犯として商法違反

（特別背任）の罪で起訴されたというものである。この事件について，一審の札幌地裁は

被告人３名の任務違反は認定しつつも図利加害目的を否定して無罪とした82が，控訴審の札

幌高裁はこれを覆して被告人３名全員に実刑の有罪判決を下した83ものであり，このような

経緯から最高裁の判断が注目されていた。 

当該事件につき最高裁は，「銀行の取締役が負うべき注意義務については，一般の株式会

社取締役と同様に，受任者の善管注意義務（民法６４４条）及び忠実義務（平成１７年法

律第８７号による改正前の商法２５４条の３，会社法３５５条）を基本としつつも，いわ

ゆる経営判断の原則が適用される余地がある。しかし，銀行業が広く預金者から資金を集

め，これを原資として企業等に融資することを本質とする免許事業であること，銀行の取

締役は金融取引の専門家であり，その知識経験を活用して融資業務を行うことが期待され

ていること，万一銀行経営が破たんし，あるいは危機に瀕した場合には預金者及び融資先

を始めとして社会一般に広範かつ深刻な混乱を生じさせること等を考慮すれば，融資業務

に際して要求される銀行の取締役の注意義務の程度は一般の株式会社取締役の場合に比べ

                                                  
79 より過去の著名裁判例としては，例えばいわゆる平和相互銀行事件に関する最決平成１０年１１月２５

日判例タイムズ９９１号１３４頁があるが，かつての不正融資に関する判例は，当該最決に関する評釈で

ある最高裁判所判例解説刑事編平成１０年度２０５頁以下が「（本決定の）意義は，第三者図利目的と本人

図利目的とが併存していて，（中略）特に前者の内容が第三者の利益に関する認識と認容にとどまる場合で

あっても，前者の目的が主目的に当たるとして，特別背任罪の成立を肯定した点にある」とするように，

専ら図利加害目的に関する判断を主としたものが多数見受けられる。なお，かかる争点については，北村

隆「背任罪における自己保身目的を内容とする図利加害目的の捉え方－破綻金融機関の経営者に対する刑

事責任追及－」預金保険研究１１号３５頁以下参照。 
80 拓銀ソフィア事件の民事訴訟では，拓銀の旧経営陣９名が被告とされたのに対し，刑事訴訟では，拓銀

の代表取締役頭取２名のほか借り手である会社の代表取締役が被告人として起訴されている。このように

借り手側が特別背任罪の共犯者として起訴された事例はこのほか，石川銀行に係る最決平成２０年５月１

９日判例タイムズ１３０１号１２６頁があり，その評釈としては西田典之「銀行による不正融資の融資先

の実質的経営者が特別背任罪の共同正犯とされた事例」金融法務事情１８４７号１０頁がある。また，片

野達也「共犯者の認定－貸し手内部の共同正犯の判決例の検討－」預金保険研究１１号１頁以下参照。 
81 最決平成２１年１１月９日（平成１８(あ)２０５７）裁判所ｳｪﾌﾞｻｲﾄ http://www.courts.go.jp/ 
82 札幌地判平成１５年２月２７日判例タイムズ１１４３号１２２頁 
83 札幌高判平成１８年８月３１日判例タイムズ１２２９号１１６頁 
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高い水準のものであると解され，所論がいう経営判断の原則が適用される余地はそれだけ

限定的なものにとどまるといわざるを得ない。したがって，銀行の取締役は，融資業務の

実施に当たっては，元利金の回収不能という事態が生じないよう，債権保全のため，融資

先の経営状況，資産状態等を調査し，その安全性を確認して貸付を決定し，原則として確

実な担保を徴求する等，相当の措置をとるべき義務を有する。例外的に，実質倒産状態に

ある企業に対する支援策として無担保又は不十分な担保で追加融資をして再建又は整理を

目指すこと等があり得るにしても，これが適法とされるためには客観性を持った再建・整

理計画とこれを確実に実行する銀行本体の強い経営体質を必要とするなど，その融資判断

が合理性のあるものでなければならず，手続的には銀行内部での明確な計画の策定とその

正式な承認を欠かせない。」「これを本件についてみると，Ｄグループは，本件各融資に

先立つ平成６年３月期において実質倒産状態にあり，グループ各社の経営状況が改善する

見込みはなく，既存の貸付金の回収のほとんど唯一の方途と考えられていたＧ地区の開発

事業もその実現可能性に乏しく，仮に実現したとしてもその採算性にも多大の疑問があっ

たことから，既存の貸付金の返済は期待できないばかりか，追加融資は新たな損害を発生

させる危険性のある状況にあった。被告人Ａ及び同Ｂは，そのような状況を認識しつつ，

抜本的な方策を講じないまま，実質無担保の本件各追加融資を決定，実行したのであって，

上記のような客観性を持った再建・整理計画があったものでもなく，所論の損失極小化目

的が明確な形で存在したともいえず，総体としてその融資判断は著しく合理性を欠いたも

のであり，銀行の取締役として融資に際し求められる債権保全に係る義務に違反したこと

は明らかである。そして，両被告人には，同義務違反の認識もあったと認められるから，

特別背任罪における取締役としての任務違背があったというべきである。」と判示した。 

 この判例に関しては，弥永真生教授が，「（これまで最高裁判所は）注意義務の程度に

ついての一般論は示していなかった。したがって，最高裁判所がこのような一般論を明示

的に採った点は意義深い。この一般論は，特別背任罪の成否に関するものであるが，取締

役の会社に対する責任の成否についても妥当するものと解される。」と解説している84よう

に，当該最高裁決定は，不正融資に関する破綻金融機関の刑事のみならず民事の責任を問

うべき場面で極めて参考とすべきはもとより，不正融資にとどまらず不正投資・資金運用

等についての責任を問わなければならない場面でも参考にすべきものと思われる。 

 筆者は，当該最高裁決定は（事例判決ではなく）判旨において一般論を展開している原

理判決であると捉えており，不正融資に関する背任罪の成否にとどまらず善管注意義務違

反の有無に関する最高裁の一般的な考え方，一般的規範が示されているものであり，今後

の責任追及業務遂行上も立証命題として特に重要視すべきものと考えている。 

したがって，当該判旨において示されている規範，すなわち，①融資業務に際して要求

される銀行の取締役の注意義務の程度は一般の株式会社取締役の場合に比べ高い水準のも

                                                  
84 弥永真生「会社法判例速報 特別背任と経営判断原則［最決平成２１．１１．９］」ジュリスト１３９２

号１７８頁 
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のであり，経営判断の原則が適用される余地もそれだけ限定的なものにとどまること，②

融資業務実施に当たり回収不能が生じないよう債権保全のため，融資先の経営状況・資産

状態等を調査し，その安全性を確認して貸付を決定し，原則として確実な担保を徴求する

などの相当の措置をとるべき義務があること，③例外的に実質倒産状態にある企業に対す

る支援策として無担保又は不十分な担保で追加融資をして再建又は整理を目指す場合で

も，これが適法とされるためには客観性を持った再建・整理計画とこれを確実に実行する

銀行本体の強い経営体質を必要とするなどその融資判断が合理性のあるものでなければな

らず，手続的には銀行内部での明確な計画の策定とその正式な承認を経なければならない

ことを念頭に，立証命題を策定することができよう。 

そして，筆者は，本決定における「（銀行の取締役として融資に際し求められる債権保

全に係る）義務違反の認識があったと認められるから，特別背任罪における任務違背があ

ったというべきである。」という判旨から，最高裁は，特別背任罪における任務違背行為

（及びその認識）の有無の判断に当たっては，善管注意義務違反の有無に係る判断を先行

させるという判断の枠組みを一つの判断手法として許容している85ものと評価している。し

たがって，筆者は，責任追及業務遂行においては，まずは民事責任に係る善管注意義務違

反行為に関する立証に足る証拠収集を確実なものとし，その認識の存在に係る立証に足る

証拠収集を遂げて刑事責任をも問いうるかを別途検討していくという方法が，最高裁の判

断構造・枠組みとも合致して有効であると考えている。 

 最高裁は，四国銀行株主代表訴訟に関する最判平成２１年１１月２７日86でも，具体的事

情のもとで銀行取締役の善管注意義務違反を認める旨の判決87をくだしており，その判断の

傾向として，善管注意義務違反の有無の判断に際して融資判断の合理性を容易に認めるよ

うな立場を採っているわけではないことが確認できる。 

なお，先に指摘したように最高裁が示している①銀行取締役の注意義務は一般株式会社

取締役よりも高度水準で経営判断原則の適用の余地が限定，②融資業務実施の際には原則

                                                  
85 客観的行為に着目すると善管注意義務違反と任務違背との各行為は重なり合う部分があるので，背任罪

における任務違背の有無を判断する際にはこれと重なり合う善管注意義務違反の存在が認められば，背任

罪における客観的構成要件要素としての任務違背の存在を認定することができ，次は主観面である任務違

背（つまり善管注意義務違反）の認識の有無の認定判断に移ることができるという判断枠組みである。 
86 最判平成２１年１１月２７日金融法務事情１８９１号５２頁。当該事案は，四国銀行が，県から要請を

受け，県において再建資金の融資を計画していた会社に対し，上記融資が実行されるまでのつなぎ融資を

した後に，同社に追加融資をしてもその回収を容易に見込めない一方で，これをしなければ同社が破綻，

倒産する可能性が高く，上記つなぎ融資まで回収不能となるおそれがある状況のもとで，同社に対して追

加融資をした場合において，その追加融資の一部につき，これを決定した同銀行の取締役らに善管注意義

務違反があるとの厳しい判断が示されたものである。 
87 当該判決に関して，弥永真生教授は，「（拓銀カブトデコム事件と対比すると）本判決は，金融機関の取

締役に任務懈怠が認められる場合はさらに広いことを明らかにしたものと位置付けることができるかもし

れない。すなわち，破綻が懸念される融資先に対する融資は，当該融資先の『破綻，倒産を回避して，こ

れを存続させるために追加融資を実行した方が，追加融資分それ自体が回収不能となる危険性を考慮して

も，全体の回収額を小さくすることができると判断すること（中略）に合理性が認められる場合に限られ

る』としており，金融機関の取締役等の一般的な行為準則・判断枠組みを本判決は示したと評価すること

ができる」との見解を示されている（弥永真生「会社法判例速報 貸出しにおける善管注意義務［最決平成

２１．１１．２７］」ジュリスト１３９６号４４頁）。 
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として借り手の実態に応じて担保徴求等の措置を講じる必要，③例外的に実質倒産状態の

会社へ無担保又は不十分な担保で融資をする際，客観的な再建計画やこれを実行する強い

銀行体質など「融資判断に合理性」かつ銀行内部での明確な計画策定と正式な承認手続が

必要といった一般的規範の要素に照らして四国銀行株主代表訴訟の事案を眺めてみると，

同訴訟では，この一般的規範のうち③における融資判断の合理性が否定されたことによっ

て取締役の善管注意義務違反が肯定されたものという当てはめができると思われる。 

 

エ 不正な投資・資金運用に対する民事責任・刑事責任 

(ア)不正投資・資金運用に対する民事及び刑事責任の根拠となる実体法 

不正な投資・資金運用については，民事責任としては，不正融資の場合と同様に，任務

懈怠の債務不履行に基づく損害賠償責任が問われることがある（会社法４２３条１項等）。

刑事責任としては，これが会社に損害を加える行為であるなど法律の要件を満たす場合に

は，一般的には，破綻金融機関が株式会社であれば会社法上の特別背任罪（会社法９６０

条）が，それ以外（信用金庫や信用組合）であれば刑法上の背任罪（刑法２４７条）が成

立することがあり，業務上横領（刑法２５３条）が成立することもあり得る。 

 

(イ)不正投資・資金運用に対する民事及び刑事責任の根拠となる裁判規範 

 これまでも，破綻金融機関の経営者による不正な投資や資金運用に関しては，責任追及

の対象となってきた。しかしながら，昨今の金融技術の進化，新たな金融商品の誕生・普

及にかんがみると，今後はこれまでに以上に，デリバティブなど多数の金融商品に対する

不正投資・資金運用の案件に注目すべきものと思われる。 

これまでの不正投資・資金運用に対する民事責任追及に関する代表的な事例といえば，

金融機関では，整理回収機構が提訴した損害賠償請求訴訟として，岡山市民信用金庫，振

興信用組合88，東京都教育信用組合89，都民信用組合90の各経営者を被告として提起された訴

訟が挙げられる。このうち岡山市民信用金庫の事案のみが判決確定により終結しており，

それ以外はいずれも和解成立により終わっている。 

 

  

                                                  
88 投資の対象がリスクの高い債券でその投資に失敗した場合には組合が破綻することを認識しながら理事

長らが当該投資による損失を回避するような措置を講じなかったとして提訴された損害賠償請求訴訟（損

害額・訴額は約８億４０００万円）。 
89 理事長が理事会の審議を経ずに独断専行で株価指数オプション取引を行ったとして提訴された損害賠償

請求訴訟（損害額は約１３億４５００万円，訴額は２億円）。 
90 理事長らが他の破綻信用組合からの事業譲受に伴い預金保険機構から受けた贈与金を原資として自己資

本額かそれ相応に及ぶリスクを抱えた日経平均スワップ取引及びＥＢ取引という極めて投機的な資金運用

を行ったとして提訴された損害賠償請求訴訟（損害額は合計約４２億７０００万円，訴額は４億円）。 
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a 岡山市民信用金庫訴訟 

岡山市民信用金庫の裁判例は，不正投資を巡る実務に示唆を与え得るものと思われる。 

この民事事件は，旧岡山市民信用金庫理事長らがリスク管理体制が未整備なまま特定銘

柄のハイリスク商品に対し自己資本額を超える巨額の集中的な過大投資（約３１４億円。

うち回収不能額は約７７億円）をしたことについて，整理回収機構が岡山市民信用金庫か

ら損害賠償請求権を譲り受け，前記理事長ら５名を被告として提訴した損害賠償請求訴訟

事件（訴額は不正融資分も含めると１０億円）である。一審91では，不正融資に関する損害

賠償請求については一部棄却されたものの，不正投資に関する損害賠償請求は全部認容さ

れ，控訴審92では，不正融資についても全面的に整理回収機構の請求が認められた。金融機

関経営者による不正投資・資金運用につき法的責任を認めた裁判例はこれが初めてである。 

一審判決は，過剰投資と善管注意義務については，「被告信金の理事らは，このようなハ

イリスク商品を購入するにあたっては，そのリスクが顕在化して被告信金に多額の損失を

生じさせ，被告信金の財務体質を脆弱にさせることがないように努めなければならず，か

かる観点からすれば，その購入量は自ずから限界があるというべきであって，被告信金の

財務体質を脆弱にさせるような過大な取引を行ってはならない」「本件アジア債を購入する

にあたっては，安全性の原則を常に意識し，自己資本額を基準として，被告信金の財務体

質を脆弱にせしめない程度の範囲内で行うべき注意義務があった」とし，続いて，投資の

過剰性判断に当たり自己資本額を基準とすべきとして，「自己資本額を超過する損失が生じ

る事態になると預金払戻しに支障が生じることになる以上，預金者保護の観点から預金払

戻しの確実性が求められる信用金庫などの金融機関にとって，自己資本額がリスクテイク

の限界を示す指標となる」「付随業務にすぎない有価証券運用についても，この自己資本に

よるリスク限度が当然に妥当し，有価証券保有額についても，リスクの程度とリスクの所

在に応じて自己資本額でもって限界が画されなければならない」とした上，本件アジア債

のリスクにつき２つの側面から検討すべきとして，原債券発行体に対する融資と同視し得

るものについては，「本件アジア債は私募債であり，流動性が極めて乏しく，その性質は原

債券発行体に対する資金の貸付と同視し得るものであり，分散投資と安全性の観点からは，

債券購入といえども，自己資本額の２０％（本件当時）を限度とする大口融資規制と同じ

配慮が必要になるものであるから，本件アジア債の原債券発行ごとの購入高は，当該発行

体が優良格付けを持ちデフォルト（債務不履行）の危険が極めて少ないという特段の事情

がない限り，自己資本の２０％以下にとどめてデフォルトの危険を分散すべき義務を負っ

ていた」とする一方，カントリーリスクと信用リスクの所在が共通するものについては，「原

債券発行体が異なっていても，AII 債と PIHL 債は，タイやインドネシアといった東南アジ

アのカントリーリスクを負担し，ペレグリングループ（※債券発行体）の信用リスクも負

担するという意味でのリスクの所在が共通しているから，このようなリスクの所在が共通

                                                  
91 岡山地判平成１９年３月２７日判例タイムズ１２８０号２４９頁 
92 広島高裁岡山支部判平成２０年１０月３０日 
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している本件アジア債全体の保有高は，自己資本額の範囲内にとどめてデフォルトの危険

を分散すべき義務を負っていた」と判示し，担当理事の善管注意義務違反やその他の理事

らの監視義務違反を認めている93。 

以上のように，当該事案は信用金庫であり銀行とは全く同視できないにしても，当該判

決からは，①金融商品を購入するにあたっては安全性の原則を常に意識し，自己資本額を

基準として当該金融機関の財務体質を脆弱にせしめない程度の範囲内で行うべき注意義務，

②有価証券運用については自己資本によるリスク限度が当然に妥当し，有価証券保有額に

ついてもリスクの程度とリスクの所在に応じて自己資本額でもって画される限界を踏まえ

る義務，③原債券発行体に対する資金の貸付と同視し得る金融商品については，分散投資

と安全性の観点から自己資本額の一定数値を限度とする大口融資規制と同じ配慮が必要に

なり，それ以外でもカントリーリスクと信用リスクの所在が共通する金融商品は自己資本

額の範囲内にとどめてデフォルトの危険を分散すべき義務といった金融商品購入（投資）

に関する善管注意義務違反の判断の枠組みを確認することができる。 

したがって，責任追及業務遂行上は，例えば，このような判断の枠組みを元にして一般

的な立証命題を策定し，①金融商品購入については安全性の原則を意識して自己資本額を

基準とした財務体質を健全に保つ範囲内で行うべき注意義務が守られていたか，②（原則

として）有価証券運用及び保有額が自己資本額によるリスク限度額内で行われていたか，

③貸付と同視しうる金融商品の購入が自己資本額の２０％を限度とする範囲内で行われて

いたか，④（③以外でも）カントリーリスクや信用リスクの所在が共通する金融商品の購

入が限度額とされる自己資本額の範囲内で行われていたかなどを立証命題として策定し，

これらを立証するに足る証拠収集を調査等で行うことが考えられよう。 

 

ｂ ヤクルト株主代表訴訟について 

 このように破綻金融機関の経営者による不正投資・資金運用に関して民事責任が追及さ

れた事例というのは極めて限られているところ，一般事業会社の事例として代表的なもの

としては，ヤクルト株主代表訴訟を挙げることができる。 

この事件は，乳酸菌飲料等の製造販売を主たる業とする株式会社であるヤクルトが，同

社の資金運用業務の担当取締役の指示のもとに投機性の高いデリバティブ取引を行い，平

成５年５月から平成１０年３月までの間に行われたデリバティブ取引によって，同社が約

５３３億円もの損失を被ったとして，同社の株主が，前記担当取締役や当時の取締役又は

監査役であった者に対し，同額の損害賠償を求める株主代表訴訟を提起したものである。

訴訟は，一審判決94は当時のデリバティブ取引を担当する取締役につき善管注意義務違反を

理由とする損害賠償責任を肯定したものの，それ以外の役員については監視義務違反を否

                                                  
93 同判決の分析・評釈については，木村哲彦「過剰投資と金融機関役員の責任」判例タイムズ１２８５号

３１頁以下参照。 
94 東京地判平成１６年１２月１６日判例タイムズ１１７４号１５０頁 
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定し，控訴審判決95はこの一審判決結果を是認するという経緯を辿っている。 

一審判決は，資産運用担当取締役の善管注意義務違反や経営判断の原則（リスク管理体

制）に関する一般論として，「会社の余裕資金の運用を任せられた取締役は，資金運用に伴

うリスク（損失発生の危険性）を慎重に勘案し，当該資金運用の性質・内容（元本割れの

危険が比較的小さいなど安全な資金運用か，あるいはハイリスク・ハイリターンな投資か

など），当該投資の規模（仮に投資が失敗した場合にどの程度の損失額が生ずるのかどう

か等発生する損益の絶対額）を考慮し，それに見合った必要なリスクの管理を行い，その

結果を踏まえつつ，必要があると認めたときには投資の規模の縮小，内容の変更さらには

これを中止するといった措置をとることによって，会社の財務内容等に著しい悪影響を及

ぼすことがないように配慮しなければならず，これを怠って会社に損失を与えた場合には

その損失について善管注意義務違反による賠償責任を負う」「しかしながら（中略）経営

判断の原則が妥当（中略）意思決定が行われた当時の状況下において，取締役に一般的に

期待される水準に照らして，当該判断をする前提となった事実の認識の過程（情報収集と

その分析，検討）に不注意な誤りがあり，合理性を欠くものであったか否か，そして，そ

の事実認識に基づく判断の推論過程及び内容が明らかに不合理なものであったか否かが問

われる（中略）裁量の範囲内であったか否かは，あくまでも意思決定の行われた時点にお

けるリスクに対する認識可能性やリスク管理体制の水準，さらには当時会社が置かれてい

た状況を基準に検討すべき（中略）大規模会社においては（中略）特段の事情のない限り，

各部署において期待された水準の情報収集・分析，検討が誠実になされたとの前提に立っ

て自らの意思決定をすることが許され（中略）これに依拠して意思決定を行えば足りる」

とした上，その他の取締役の善管注意義務違反（監視義務違反）やリスク管理体制との関

係について「取締役会が，個々の取締役の違法な職務執行をチェックしこれを是正する基

本的な体制を構築すべき職責を有しており，これを前提に，会社の業務執行に関する全般

的な監督権限を有する代表取締役と当該業務執行を担当する取締役が，その職務として，

具体的なリスク管理など内部管理体制を構築し，かつ，そのようなリスク管理体制に基づ

き，個々の取締役の違法な職務執行を監督監視すべき職責を担っている（中略）本件デリ

バティブ取引に関する具体的なリスク管理体制の構築を怠っていたと認められる場合にお

いて，個々の取締役が違法な職務執行を行い会社が損害を被ったときは，他の取締役につ

いても，監督・監視義務を内容とする善管注意義務違反を問われる余地（中略）このよう

なリスク管理体制が構築され，これに基づき個々の取締役の職務執行に対する監視が行わ

れている限り，個々の取締役の職務執行が違法であることを疑わせる特段の事情が存在し

ない限り，他の取締役が，代表取締役や担当取締役の職務執行が適法であると信頼するこ

とには正当性が認められることから，仮に，個々の取締役が，違法な職務執行を行い会社

が損害を被った場合であっても，他の取締役について，監視義務を内容とする善管注意義

務違反を問われることはない」と判示した。 

                                                  
95 東京高判平成２０年５月２１日判例タイムズ１２８１号２７４頁 
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なお，以上の判示は金融機関取締役ら経営者の責任追及業務遂行上も参考になるもので

あるが，その内容を見れば分かるように，当該訴訟の判決は，前記岡山市民信用金庫の裁

判例とは異なり，経営判断の原則を広範に認めるとともに，監視義務違反も緩やかに解さ

れているように思われ，金融機関の場合にそのまま妥当するものではないと筆者は考えて

いる。したがって，金融機関の経営者等による不正投資事案に関しては，ヤクルト事件で

示された裁判規範を参考にしつつもこれよりも厳格な規範を前提に，これを念頭に置きつ

つ立証命題を定立していけばよいこととなろう。 

先ほど確認した岡山市民信用金庫の事案では，ヤクルト株主代表訴訟とは異なり，金融

商品購入に当たっては自己資本額という指標をもとにしてリスク限度額が設定されるなど

経営判断の原則に適用が厳しく限定されていることが分かるが，筆者は，このように個々

の事案を比較することによって，金融機関の経営者が一般事業会社の経営者とは異なって

経営判断の原則の適用が限定されている程度，内容を規範として抽出し，責任追及業務遂

行上の立証命題として確立していけばよいものと考えている。 

 

(参考)経営者による金融商品取引に関する実務家の指摘について 

金融商品取引における経営者の法的責任に関する責任の分析としては，例えば，清水俊

彦弁護士は，過大なリスクを伴う金融商品への大規模投資と関係者の法的責任について，

「（法的責任の所在）大規模なオプション売りを含め余資運用というにはあまりに巨大なリ

スクを伴う金融商品への投資がなされ，実際に損失が発生した場合，誰も法的責任を負わ

ずに済むことはあり得ない（中略）法的責任は，商品の複雑難解性の程度と情報格差の所

在によるが，少なくとも財務部門の担当者，同じく担当取締役または業者のいずれかが負

う」「（財務部門の部長以下担当者）財務部門の中でも下部組織はデリバティブ取引を比較

的よく理解しているが，財務担当取締役は大雑把な知識しか持ち合わせていない場合，リ

スクの所在と大きさを報告しなかった直接の担当者，中間の責任者，財務部長などの下部

組織が法的責任を問われることはあり得る」「（財務部門の担当取締役）財務担当取締役は

自らの経験からデリバティブ取引を理解していることもあれば，下部組織からの報告で理

解している場合もある。そのような場合，過大なリスクを伴う取引であれば，通常は取引

を控えるはずである。しかし，何らかの事情で敢えてそれを実行しようとする場合がある。

この場合，損失が発生すれば，それについての法的責任を問われる可能性が高い。他方，

財務担当以外の取締役は，金融の世界の経験がないと，単純なオプション売りすら上程の

され方によってはよく理解できないかもしれない（中略）他の取締役の法的責任を問うの

は酷なことが多いはずである。もっとも，代表取締役のように業務全般を統括する立場に

ある取締役は，自らがよく理解できなくても他の取締役に命令するか自らの下部組織を指

揮するかして密度の高い監視を行うべき」などとデリバティブ取引に関する善管注意義務



103 
 

や監視義務の捉え方に関する一つの考え方を示している96。 

また，同弁護士は，先に紹介したヤクルト事件の地裁・高裁の判断については「地裁・

高裁判決は，余資運用を担当する取締役の業務執行，他の取締役によるその監視，リスク

管理体制によるそれらの評価，監視する取締役の下部組織や担当取締役への信頼といった

さまざまな事柄について，（中略）それぞれ一般論を展開して法理的なものを示しつつ前記

の時系列的な事実関係に対し当て嵌めていこうとしている。（中略）デリバティブ取引の問

題性が広く知られるところとなった今日，当て嵌めのレベルではもはや通用しないことは

明らか」「上告審の慎重な取扱いが期待される。」などと批判的に論じている97。 

同論文は主として一般事業会社を念頭に置いて書かれているものと思われるが，一般事

業会社におけるいわゆる財テクですらここまで厳しい見解が示されていることにかんがみ

ると，ましてや金融機関の場合であれば不正投資・資金運用に対する判断は更に厳格なも

のとなろう。また，同論文におけるロジックを金融機関の経営者の場合に当てはめて考え

る限りでも，金融機関の場合には金融についての知識を有する取締役らが一般事業会社に

比して多いものと思われるだけに，より経営者の法的責任が厳格に問われるべきこととな

り，それが認められることも多くなると思われる。 

 

ｃ 不正投資・資金運用についての刑事裁判例（酒販組合年金基金横領等事件） 

破綻金融機関の経営者による不正投資・資産運用について刑事責任を追及した事案は見

当たらないが，一般事業会社について目を向ければ刑事責任追及事案が存在し，例えばい

わゆる酒販組合年金基金横領等事件の東京地裁判決98を挙げることができる。この事件は，

酒販組合中央会事務局長の被告人が，金融機関等関係者から危険性を指摘されるなどして

いたにもかかわらず，金融商品（仕組債）を購入した場合にその紹介者から供与される利

益を目当てに，同会の年金資金の約７割に当たる１４４億円余りを商品内容や適切な投資

規模等を検討することなく１つの仕組債に投資し，年金資産の運用として通常許容される

限度を超えたリスクを同会に負わせる財産上の損害を加えたという刑法上の背任罪の成立

が認められたもの（争い無い業務上横領３件も併せて認定されたもの）である。 

本判決は，刑法２４７条の損害とは「経済的見地において本人の財産状態を評価し，被

告人の行為によって本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しな

かったとき」をいうとする経済説を採用しつつ，本件が資金運用という一定の範囲でリス

クを負担することの許容される場面であることを意識し，本件仕組債が客観的にリスクの

高い金融商品と認められることや，年金資産という慎重な運用が求められる財産であるに

もかかわらず商品内容及び適切な投資規模等を調査検討することのないまま資金の約７割

                                                  
96 清水俊彦「デリバティブ損失問題の深相（６）」ＮＢＬ９２１号９２頁 
97 清水俊彦「デリバティブ損失問題の深相（７）」ＮＢＬ９２２号７６頁 
98 東京地判平成１９年９月２８日判例タイムズ１２８８号２９８頁参照（控訴審係属中）。 

なお，金融機関にとどまらず一般事業会社について見る限りでも，架空の投資について刑事訴追された

ケースに比し，実在の金融商品に実際に投資したことについて訴追された事案は少ないように思われる。 
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を単一の金融商品に投資していることを捉え，これらを経済的見地から評価し，本件投資

は年金資産の運用として通常許容される限度を超えたリスクを中央会に負わせるものであ

り，同会の年金資産の財産的価値を減少させたとして，投資を行った時点で「財産上の損

害」が発生したと判示する一方，本件仕組債が当初から経済的に価値を有しないものであ

ったとまでは認められないとして，財産上の損害自体が発生したことは認めつつもその損

害額までは認定しなかったものである。 

当該判決を破綻金融機関の場合に当てはめると，そもそも金融機関の場合には原資が預

金という慎重な運用が認められる財産であるため，破綻金融機関の取締役ら経営者が通常

許容される限度を超えたリスクを負わせたと認められるような客観的にリスクの高い金融

商品に投資した事案であれば，不正な投資・資産運用の事案であるとして背任罪等に問う

ことが可能となり得るものと思われる。なお，例えば，先ほども述べた岡山市民信用金庫

の事案を参考とすれば，このような通常許容される限度を超えたリスクを負わせたという

規範について，自己資本額をリスク限定の一つの客観的な基準として規範に組み込めるこ

とができれば，より立証命題が明確化されて立証も容易になり得ると思われる。 

資金運用の対象が年金資産という預金と同様に堅実・保守的に運用されるべき資産であ

るという「運用資産の性質」や，酒販組合は酒税の保全及び酒類組合等に関する法律に基

づいて設立された組合であり酒税の保全に対する協力や共同の利益の増進のための事業を

行う公益性の高い組織であるという「運用組織の特性」にかんがみると，そもそも当該事

案において酒販組合の理事長らは，年金資産を運用するに当たっては，金融機関の場合と

同様に経営判断の原則の適用が厳しく限定されており，リスクの高い金融商品に投資する

場合であれば尚更，相当程度に保守的に投資・資金運用を行うべき義務が課されていたも

のと見ることができるのではないかと思われる。 

 

オ 粉飾決算・違法配当に対する民事責任・刑事責任 

  (ア)粉飾決算・違法配当に対する民事及び刑事責任の根拠となる実体法 

責任追及の対象行為の一つとして「粉飾決算」や「違法配当」も挙げられる。 

粉飾決算とは，「財務諸表の記載内容を故意に歪曲し，その財政状態ないし経営成績を会

社にとって好都合な姿に変えて開示すること」である。一般には，真実よりも過大の利益

を計上し，財務諸表をよりよく見せることを「粉飾」，財務諸表を通して経営成績をより悪

く見せかけることを「逆粉飾」と呼び，両者を区別することが多いが，いずれも財務諸表

の虚偽記載であり，法の規制対象であることに違いはない99。 

粉飾決算の目的については，①対税務関係として税金を少なくする，②対株主関係とし

て利益を多くして経営者への信認を得る，③対従業員関係として利益を少なくして人件費

                                                  
99 森田哲彌・岡本清・中村忠編集代表『会計学大事典［第四版増補版］』（中央経済社，平成１３年）９４

７頁 
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を抑える，④対金融機関関係として利益を多くして又は支払能力があるように財務状況を

示して借入を容易にするなどが通常挙げられ，その方法は，①架空内容の表示（架空の取

引の計上・実際の取引金額の変更，取引の不計上（簿外取引）等），②会計処理方針の変更

（減価償却方法や棚卸資産評価方法，売上計上基準，引当金，準備金の設定基準等を変更

すること），③計上時期の操作（売上や費用の計上時期を正当な期に計上せず，次期に繰り

越したり，当期に繰り上げたりすること）と整理される100。 

粉飾決算や違法配当について責任追及が行われてきた事案を概観すると，これまでは，

現在の金融検査マニュアルでいう債務者区分のランクを操作するもの，勘定科目では貸倒

引当金の過少計上・繰延税金資産の過大計上といったものがその手法として挙げられる。 

まず，民事責任についてであるが，「粉飾決算」が行われた場合，すなわち計算書類に不

適切な会計処理に基づいて実態と異なる虚偽の数値が記載された場合には，取締役らは任

務懈怠として会社に対して損害賠償責任を負うことがある（会社法４２３条１項）。一方，

「違法配当」が行われた場合，すなわち，剰余金の配当が効力を生ずる日に分配可能額が

存在しないにもかかわらず代表取締役ら業務執行者等が違法な内容の貸借対照表を作成し

て架空の剰余金を計上するなどして分配可能額を超過する剰余金の支払がなされた場合に

は，その職務を行った業務執行者等は，実際に支払がなされた相当額を支払う（返還する）

責任を負うこととなり，その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合

にのみその責任を免れることとなる（会社法４６２条１項・２項）101。信用金庫，信用組合

の場合は（同条の適用が無いため）先述の一般規定（民事責任は善管注意義務違反）に基

づき責任が問われることとなる。 

次に，刑事責任についてであるが，「粉飾決算」については，上場会社等であれば102，「重

要な事項につき虚偽の記載」のある有価証券報告書を提出した行為に関して虚偽有価証券

                                                  
100 前掲「金融実務大辞典」１５１２～１５１３頁参照。ハワード・シリット『会計トリックはこう見抜け』

（日経ＢＰ社，２００２年）７５頁以下では，①早すぎる利益の計上又は質的に問題のある利益の計上，

②虚偽の利益を計上する，③一回限りの利得で利益を急増させる，④当期費用を将来又は過去の会計期間

に移す，⑤負債を計上しないか不適正に減額する，⑥当期利益を将来の会計期間に移す，⑦将来の費用を

特別費用処理として当期に移すなどと，粉飾を７つの方法に分類している。昨今の粉飾の手法等について

は，井端和男『最近の粉飾－その実態と発見法－［初版］』（税務経理協会，平成２０年）１３頁以下では，

①資産水増し，②循環取引，③利益先食い，④繰延税金資産水増し，⑤投資事業組合などを利用した連結

逃れ，⑥のれん償却年数の操作の６つが挙げられている。 
101 会社法４６２条１項「（柱書）前条第１項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場

合には，当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者（業務

執行取締役（委員会設置会社にあっては，執行役。以下この項において同じ。）その他当該業務執行取締役

の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。）及

び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は，当該株式会社に対し，連

帯して，当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負

う。」，同条２項「前項の規定にかかわらず，業務執行者及び同項各号に定める者は，その職務を行うにつ

いて注意を怠らなかったことを証明したときは，同項の義務を負わない。」。会社法制定前は，違法配当等

につきその職務を行った取締役らに会社に対する無過失の弁済責任が負わされていた（旧商法２６６条１

項１号，２項）が会社法制定時に廃止された。 
102 上場会社の粉飾決算・違法配当をめぐる責任等は，町田行人「上場会社における粉飾決算・不正会計と

法的責任（上）（下）」商事法務１８６３号３４頁，１８６４号３０頁，石塚洋之・木内敬「企業情報の開

示責任と開示に関する内部統制（上）（下）」商事法務１８８９号１９頁，１８９０号４９頁参照。 
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報告書等提出罪（金融商品取引法１９７条１項１号，２０７条１項１号，２４条）が成立

することがあり，非上場会社であっても，銀行であれば虚偽業務報告書等提出罪（銀行法

６３条１号，６４条１項，１９条），信用金庫（信用金庫法９０条の３第１号，９０条の７

第１項，銀行法１９条（信用金庫法８９条で準用））でも銀行と同様の犯罪が成立すること

がある。信用組合については同様の刑罰規定が見当たらない103。一方，「違法配当」の行為

については，当該金融機関が株式会社であれば違法配当罪（会社法９６３条５項２号）が

成立することがあるが，それ以外の金融機関については刑罰規定が見当たらない104。 

 

(イ) 粉飾決算・違法配当に関する民事及び刑事責任の根拠となる裁判規範 

破綻金融機関の旧経営陣による粉飾決算や違法配当について責任追及を行ったものとし

て代表的なものは，金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（以下「金融再生法」）

における特別公的管理銀行となった①日本長期信用銀行と②日本債券信用銀行の各事例を

挙げることができる105。 

 

ａ 日本長期信用銀行に関する訴訟 

日本長期信用銀行の旧経営陣が起訴された証券取引法違反（虚偽記載有価証券報告書提

出罪）及び商法違反（違法配当罪）の刑事事件は，平成２０年７月１８日最高裁にて一審106・

二審107の有罪判決が覆り，破棄自判で無罪とされて確定した108。また，同じ日に民事事件に

ついては一審109・二審110の請求棄却が維持され，上告棄却・上告不受理の決定がなされた。 

当該事件は，平成１０年１０月に経営破綻した日本長期信用銀行の経営陣が，平成１０

年３月期の決算に際して，資産査定通達等により補充される改正後の決算経理基準を用い

て貸出金の償却や引当処理を行わず，改正前の決算経理基準（いわゆる税法基準）に基づ

いてこれを行ったことにつき，平成１７年改正前の商法３２条２項の「公正ナル会計慣行」

に反するか否かが争いとなり，前記刑事事件と民事事件（配当金相当額の損害賠償請求事

件）がそれぞれ裁判所に係属し，刑事事件は一審・二審ともに公正ナル会計慣行に反する

として有罪判決がくだされていたのに対し，民事事件は一審・二審ともにこれに反しない

                                                  
103 信用組合につき１１４条の６第１５号，第１０５条の２第２項。制裁は金銭罰の一種である「過料」で

あるが，罰金や科料のような刑事罰には当たらないため，刑法総則や刑事訴訟法の適用はなく，一般的規

定としての非訟事件手続法が適用される。 
104 信用金庫につき信用金庫法９１条１項２０号，５７条，信用組合につき中小企業等協同組合法１１５条

１項２５号，５９条。これらも制裁は「過料」にすぎない。 
105 長銀事件・日債銀事件を考察するものとして，西崎哲郎・野村修也・松尾直彦・森公高「長銀・日債銀

取締役証券取引法違反事件の考察」金融法務事情１８９１号１０頁 
106 東京地判平成１４年９月１０日 
107 東京高判平成１７年６月２１日判例時報１９１２号１３５頁 
108 最判小平成２０年７月１８日判例タイムズ１２８０号１２６頁 
109 東京地判平成１７年５月１９日判例時報１９００号３頁 
110 東京高判平成１８年１１月２９日判例タイムズ１２７５号２４５頁 
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として請求棄却されるなど，刑事・民事の結論が異なり注目されてきたものである111。 

当該刑事事件に関して，最高裁は，「資産査定通達等によって補充される改正後の決算

経理基準は，特に関連ノンバンク等に対する貸出金についての資産査定に関しては，新た

な基準として直ちに適用するには，明確性に乏しかったと認められる上，本件当時，関連

ノンバンク等に対する貸出金についての資産査定に関し，従来のいわゆる税法基準の考え

方による処理を排除して厳格に前記改正後の決算経理基準に従うべきことも必ずしも明確

であったとはいえず，過渡的な状況にあったといえ，そのような状況のもとでは，これま

で『公正ナル会計慣行』として行われていた税法基準の考え方によって関連ノンバンク等

に対する貸出金についての資産査定を行うことをもって，これが資産査定通達等の示す方

向性から逸脱するものであったとしても，直ちに違法であったということはできない。そ

うすると，長銀の本件決算処理は『公正ナル会計慣行』に反する違法なものとはいえない

から，本件有価証券報告書の提出及び配当につき，被告人らに対し，虚偽記載有価証券報

告書提出罪及び違法配当罪の成立を認めた第１審判決及びこれを是認した原判決は，事実

を誤認して法令の解釈適用を誤ったものであって，破棄しなければ著しく正義に反するも

のと認められる。」旨述べて破棄自判とした。 

当該最高裁判例についての評釈として，例えば弥永真生教授は，当該最判の位置付けに

ついて，「本判決が－おそらく無意識のうちに－前提としている考え方は，仮に，これま

で慣行として行われている会計処理方針（あるいは，従来，個別企業で適用されていた会

計処理方法）の適用結果が会社の財産及び損益の状況を必ずしも十分に示しているとは考

えられない場合であっても，それを否定する明確なルールが存在しない場合には，（平成

１７年改正前）商法違反あるいは証券取引法違反とはならないというものであるように思

える。より一般化して理解するならば，例えば，イギリスなどのように，個別の会計基準

に従っているか否かを問わず，真実かつ公正なる概観を示さないことが会社法違反にあた

るという考え方はわが国の商法や証券取引法の解釈としては採用しないという立場を本判

決は採ったものと理解するのが最も無理がない。」112旨述べ，また，ライブドア刑事事件判

決を題材に，「かりに，先に示した後者の位置づけが正しいとすれば，ライブドア刑事事

件についての第１審判決及び第２審判決が被告人につき虚偽記載有価証券報告書提出罪が

成立するとした理由づけの一部は再検討されるべきことになろう。すなわち，第１審判決

は，ライブドアの平成１６年９月末までの連結会計年度につき，自社株式の売却益３７億

円あまりを計上したことを有価証券報告書の虚偽記載にあたるとし，第２審判決も自社株

式の売却益３７億円あまりの計上に登場した組合は，会計処理の潜脱という脱法目的で組

成されたものであり，結局許されない利益計上がされていると認定した。しかし，これら

の認定は，長銀刑事事件に係る最高裁判所の判決の前提に照らせば，かなり無理のある認

                                                  
111 渡部晃「旧長銀『違法配当』事件最高裁判決・最高裁決定をめぐって（上）（中）（下）－最二小判平２

０．７．１８刑事事件判決と最二小決平２０．７．１８民事事件決定－」金融法務事情１８５７～１８１

５９号参照 
112 弥永真生「会社法判例速報 『税法基準』と『公正ナル会計慣行』」ジュリスト１３７１号４６頁 
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定であるとみる可能性がある。」113旨指摘して，今回の長銀事件に対する最高裁判決の他事

件への影響の可能性を示している。 

以上のように，長銀事件において最高裁判決が示した規範を，「これまでの会計処理方

針の適用結果が会社の財産及び損益の状況を必ずしも十分に示していない場合でも，それ

を否定する明確なルールが存在しない場合には違反とはならない」という理解で捉えると，

今後の実務への影響は芳しいものとはいえない。筆者は，最高裁が示したのがこのような

理解が肯定される規範であるならば，その相当性・合理性には疑問を抱かざるを得ないと

考えている。そもそも，企業会計原則において最も高次の原則とされる「真実性の原則114」

とも相容れないのではないだろうか。公正なる会計慣行か否かの論点に関して，あくまで

も公正なる会計慣行自体の「慣行性」に着目して，当該事案において税法基準を排除して

資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準に従うべきことが明確か・過渡

的かなどといった判断枠組みを採るべきではない。このように慣行性に着目するというこ

とは利害関係者の利益不利益を度外視しているものであり，財務諸表の作成目的の一つが

利害関係者への情報提供であるということを見失っていると言わざるを得ない。筆者は，

今回の事件当時はともかくとしても現在を基準とすれば，例えば，財務諸表に対する利害

関係者の信頼を基礎にして，税法基準に従わずに改正後の決算経理基準に従わなければ利

害関係者の信頼を損ねるような状況にあったか否か，また，仮にそのような状況があった

として財務諸表作成側においてそのことを認識したか否か，認識できなかったとして認識

すべきであった（その過失があった）か否か（もちろん，過失の判断は民事事件の場合に

のみ妥当するものである。）といった判断枠組みで再構成することができるのではないか

と考えている。特に，金融機関取締役であれば，預金者に損害をもたらしかねないか否か

という視点も重視されるべきである。現在の会社法４３１条の「一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の慣行」それ自体が規範的な要素であると捉えてここで実質的判断を行うこ

ととし，この公正妥当か否かの判断基準を利害関係者の利益不利益の観点から再構成115し，

そのことによって逆に経営者側の恣意的な判断を防ぐという判断枠組みである。 

このように，筆者としては，当該最高裁判例で示されている規範に関しては，今後も揺

るぎないものと位置付けるのは相当ではなく，後述する国際会計基準導入による影響も生

じうるであろうから，その判断枠組み自体が変化しうる可能性を秘めているものであると

                                                  
113 弥永真生「時事解説 長銀刑事事件最高裁判決の意義と今後の影響」旬刊経理情報１１９２号２６頁 
114 企業会計は，企業の財政状態及び経営成績に関して，真実な報告を提供するものでなければならない（企

業会計原則第一 一般原則 一）。もちろん，ここでいう真実とは，自然科学におけるような絶対的真実では

なく，相対的真実であるとされる。しかしながら，そもそも財務諸表に対する利害関係者の信頼を損なう

ような（欺くような）内容ではならないという意味では，かかる相対性には制約があるはずであり，杓子

定規に会計処理を行えばよいというものではないはずである。 
115 例えば，弥永真生『リーガルマインド会社法［第１０版］』４５４頁は，「立法趣旨から『公正妥当』と

は会社の財産及び損益の状況を明らかにするのに適したということ」とするが，これを，「利害関係者との

間における信頼関係を損なわない程度に財産及び損益の状況を明らかにするのに適した」などと捉える。

前掲江頭「株式会社法［第２版］」５６６頁は「個々の会社にとっての『一般に公正妥当と認められる企業

会計の慣行』の内容を最終的に決定するのは，裁判所の役割である。」とするが，長銀のように慣行性の有

無の判断ではなく，公正妥当の是非の判断が求められるということである。 
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捉えており，その見込みも踏まえつつ，今後の同種事案に対する最高裁判断を注視して規

範を確認し，この種事犯に対する立証命題を構築すべきものと考える。 

 

(参考)企業会計制度監視機構の提言 

この最判に関しては会計業界も関心を寄せており提言等もなされている。 

例えば，一般社団法人会計制度監視機構は，長銀最高裁判決に関連する提言として，「会

社法上の『一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行』を解釈するにあたり，これを法

規範に準ずるルールとして捉えるのは適切ではなく，『適切な会計処理方針や会計原則を含

む会計上の原則の総体』として捉えるべきである。（中略）ある特定の会計処理方針が『会

計慣行』となるのではなく，個々の企業の会計事実について，会計原則に従って適切な会

計処理方針を適用する過程の総てを指して『一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行』

と解すべきである。」「個々の企業が従うべき『一般に公正妥当と認められる企業会計の慣

行』は一定の幅のある概念であり，そうした理解を前提にするならば会計慣行というもの

はひとつの概念として捉えられるべきものであり，複数のものが併存しうるものではない。

『公正妥当な企業会計の慣行』を『適切な会計処理方針や会計原則を含む会計上の原則の

総体』とみる場合，司法としては粉飾決算か否か（粉飾決算の違法性）をいかなる基準に

よって判断すべきか問題となる。（中略）適正な財務諸表又は計算書類を作成するために必

要な記録が確保されているかどうか，経営者又は監査人が適切な会計処理方針を選択する

ために必要な背景事情を把握していたかどうか，経営者又は監査人において，選択した会

計処理方針に基づき，適切な評価判断を下すことができる一般的な注意能力を持っていた

か否かによって判断すべきである。『何が公正な企業会計の慣行か』について，その『相対

的真実』の観点から，実体的な面については経営者や監査人の判断を尊重しつつ，公正性

を担保する手続的な面においては司法判断が及ぶと考える（以下略）」とした上，「会計処

理の適切性が争点となる裁判においては『会計判断調査委員会』を設置し，委員として数

名の会計専門職を選任することも適切な方策であろう」116などとして，会計に係る事件につ

いての司法判断の範囲を狭めるべきとの見解を打ち出している。 

このような見解の是非は本稿では論じないが，粉飾決算の違法性に関して経営判断の原則

に依拠して構築されたような判断基準が提示されており，これまでの司法判断において示

された規範を意識した会計業界の考え方の一つとして参考になるものと思われる。なお，

今後も会計処理の適切性が問題となる事案に関する司法判断は必ずしも容易ではない上，

後述するように国際会計基準への移行の問題も加味して考えると，今後，破綻金融機関の

経営者らによる粉飾決算に係る不正行為を明らかにし，その責任を厳格に問うためには，

必須の前提として，このような会計処理に関する知識を十分に習得し，実践的な調査手法

を確立しておくことがより求められるものと思われる。  

                                                  
116 企業会計制度監視機構「報告書『公正なる会計慣行』とは何か－会計判断調査委員会の設置を目指して

－」７～１０頁 
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ｂ 日本債券信用銀行に関する訴訟 

日本債券信用銀行の旧経営陣が起訴された証券取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載）

事件については，一審117・控訴審118ともにすべての被告人につき有罪としていたところ，平

成２１年１２月７日最高裁にて破棄差戻しとされた119。 

当該事件は，平成１０年１２月に経営破綻した日本債券信用銀行の経営陣が，バブル崩

壊により発生した多額の不良債権を隠ぺいするため，平成１０年３月期の決算に際して，

不良債権を過少に積算するなどした内容虚偽の有価証券報告書を作成して大蔵省に提出し

たというものである（なお，長銀の事案とは異なり，そもそも配当をしていないため，商

法違反（違法配当の罪）では告発されていない。民事訴訟については本件とは別の不正融

資案件が２件あるが，いずれも別途和解で終結している。）。 

当該事件につき，最高裁は，「本件当時，資産査定通達等によって補充される改正後の決

算経理基準に従うことが唯一の公正なる会計慣行であったとし，税法基準の考え方に基づ

く会計処理を排斥し，資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準の定める

基準に従って日債銀の貸出金の評価をし，平成１０年３月期決算において日債銀に２２０

５億７００万円の当期未処理損失があったとした原判決は，その点において事実を誤認し

て法令の解釈適用を誤ったものであって，破棄しなければ著しく正義に反する」として長

銀判決とほぼ同様の論旨で原判決を破棄しつつも，「原判決が認定した本件決算処理の経

緯等によると，上記の貸出先が前記の税法基準の考え方により『事業好転の見通しがない』

とすることが適当でない取引先に当たると直ちにいうことには疑問があるところ，原判決

は，あくまで資産査定通達等によって補充された改正後の決算経理基準が唯一の基準であ

るとして債務者区分を行い，貸出金を査定しているものであって，従来採られていた税法

基準の考え方に従って適切に評価した場合に，これらの貸出先が『事業好転の見通しがな

い』とすることが適当でない取引先に当たるかどうか，これらに対する本件貸出金が回収

不能又は無価値と評価すべきものかどうかについては必ずしも明らかとはいえず，その点

について，その当時行われていた貸出金の評価や他の大手銀行における処理の状況をも踏

まえて，更に審理，判断する必要がある。」と判示することにより，（破棄自判の長銀事

件と結論を異にして）差戻しとした。 

本判決に関する評釈等は未だ僅か120であるが，前掲判決速報（金融法務事情１８９１号）

においては「長銀事件で問題とされた貸出先はノンバンクであって，関連ノンバンクにつ

いては，母体行主義のもとにおいて原則として支援が求められていることから，従来の税

                                                  
117 東京地判平成１６年５月２８日 
118 東京高判平成１９年３月１４日 
119 最判平成２１年１２月７日（平成１９(あ)８１８）裁判所ｳｪﾌﾞｻｲﾄ http://www.courts.go.jp/，「判決速

報」金融法務事情１８９１号４３頁，「ニュース 最高裁，旧日債銀の有価証券報告書虚偽記載事件で破棄・

差戻し 旧基準である税法基準に基づく貸出金査定も許容されると判断」商事法務１８８６号５５頁参照 
120 弥永真生「会社法判例速報『公正ナル会計慣行』の意義と虚偽記載有価証券報告書提出罪」ジュリスト

１３９５号８２頁，西崎哲郎「なぜ無罪ではいけなかったのか 釈然としない日債銀粉飾審理の差し戻し」

金融財政事情２８６５号２６頁 
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法基準の考え方によると個別具体的な事情を考慮するまでもなく類型的に『事業好転の見

通しがない』とはいえないことになるのに対し，本件貸出先については，このような関連

ノンバンクではないことから原則として支援が求められる貸出先ということはできず，個

別具体的な事情を考慮して資産査定をする必要があるといえ，問題状況が異なっているこ

とから生じるものである」というように，長銀刑事事件と日債銀刑事事件の各最高裁判例

の結論が破棄自判と破棄差戻しとで分かれた理由が示されている。なお，宣告当日の報道

等では，「新基準に従った二審は，旧日債銀による貸し出しについて『支援意思や再建計

画が真意かどうか疑問』と認定。差し戻し審が貸し出しの経緯などを審理したうえでこう

した認定を維持すれば，再び旧経営陣に厳しい判断が言い渡される可能性もある。」121など

と，差し戻し審においては一審・二審の有罪判決が維持されるとの予測がなされている。 

 

(参考)国際会計基準の影響について 

 粉飾決算・違法配当を巡る裁判規範の形成に今後影響を与えそうなものとして国際会計

基準を挙げることができる。国際会計基準については，我が国では，企業会計審議会にお

いて平成２１年６月３０日付けで「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書

（中間報告）」が承認公表され，これを受けて金融庁及び法務省において平成２１年１２月

１１日付けで，平成２２年３月期末から連結財務諸表及び連結計算書類の作成を国際会計

基準に準拠して行えるよう，関係法令等の改正が公布・施行されている。これまでも我が

国では，日本の企業会計基準と国際会計基準との間におけるコンバージェンス（収斂）が

進められてきたが，さらに，国際会計基準のアダプション（直接適用）が限定的ながら制

度上認められるようになったわけである。 

我が国の従来の会計基準と国際会計基準とを比較した場合，一般的には，我が国の従来

の会計基準が「細則主義（ルールベース）・収益費用アプローチ・純利益重視」であると言

われるのに対し，国際会計基準は「原則主義（プリンシプルベース）・資産負債アプローチ・

包括利益重視」と言われるなど，根本的な相違があるとされている。したがって，このよ

うな国際会計基準の採用による（粉飾決算絡みの事件に関する）民事裁判・刑事裁判への

影響には大きいものがあると思われる。この点，学者や実務家によって，善管注意義務と

の関係の問題や裁判規範性の問題，一般に公正妥当と認められる会計基準（会社法４３１

条）との関係の問題などが指摘されているところである。 

例えば，弥永真生教授は，「コンバージェンスの影響で見積りという要素が非常に多く入

ってきしまった。このため取締役・監査役あるいは会計監査人の善管注意義務との関係で，

どの程度のことをやれば過失がないといわれるのかということが一つ問題となる」「ある会

計処理がＩＦＲＳが要求・許容する範囲外にあるとされても，それは経営判断原則などと

同じような枠組みで過失はなかったとみられる可能性はあると思うが，しかし，範囲内に

                                                  
121 平成２１年１２月８日付け日本経済新聞（朝刊）４２面 
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あるかどうかといういわば虚偽表示の存否というレベルということになると，じつはＩＦ

ＲＳの中には（中略）離脱規定122がある，しかもプリンシプルベースという建前になってい

るということは公正な表示というところにポイントがあるわけで，そうなると一個一個の

明文の規定に反しているからではなくて，公正に表示されていないから虚偽表示にあたる

のだという判断をＩＦＲＳの下ではしなければならなくなる。それは少なくとも抽象論の

レベルでは長銀事件とは違ったアプローチなので，そういったアプローチを裁判所が本当

にしていけるのか。つまり裁判所の役割として，ある個別のルールに従っているかどうか

という判断はできるが，そのような大きな枠組みであるフェア・プレゼンテーション（公

正表示）というものについて裁判所が認定するのか，それが本当に実行可能性があるのか

という問題がある」などと述べている123。 

このような弥永教授の指摘は，要するに国際会計基準採用後における会計を巡る刑事事

件における裁判所の判断は，個々のルールに反しているかどうかという個別具体的な判断

という程度にとどまるものではなく，全体として一般に公正妥当と認められるような企業

会計の慣行ないし基準に照らして虚偽か否かという会計上の実質的・裁量的な判断までも

が求められることになるということを指しているであろうが，もしそうであれば今後の会

計を巡る事件についての裁判所の負担（訴追官である検察官の負担も同様）が以前にも増

して相当重くなるとともに争われる機会が増えるものと思われる。 

現段階では国際会計基準導入の影響は連結計算書類との関係にとどまるようである124が，

このような国際会計基準の影響の問題というのは今後ますます大きくなるものと思われ，

破綻金融機関の経営者による粉飾決算・違法配当行為に対する責任追及業務遂行に際して

も事前に十分に検討されるべきものとなろう。 

筆者は，国際会計基準の導入により粉飾決算等を巡る民事事件及び刑事事件において経営

判断の原則の適用に近い判断枠組みがなされることとなったとしても，既に指摘してきた

金融機関の特性からすれば，財務諸表の作成に関しては経営判断の原則の適用の余地は極

めて限定的なものとされるべきであり，会計上の概念で言うところの保守主義の原則125に特

に配意しながら財務諸表が作成されるべきものであって，粉飾決算に伴う違法配当が行わ

れることによって預金者の預金が毀損される事態を招くことがないように配慮することが

経営者には求められているものと考えている。  

                                                  
122 国際会計基準の規定に従うことにより財務諸表を適切に表示することができないまれなケースが生じ

た場合には国際会計基準に反する会計処理をおこなうことを認める規定（経営者は単に会計基準に準拠し

ただけでは免責されず会社の損益および財産の状況を正しく表示しているかという実質的な判断まで行わ

なければならないという規定）を指す。 
123 弥永真生・秋葉賢一・安江英行・小松岳志「国際会計基準が企業法務に与える影響〔上〕」商事法務１

８８７号１１頁，１７～２０頁。 
124 中村慎二「会計基準の任意適用に伴う会社法・金商法の問題点」商事法務１８９０号３２頁 
125 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には，これに備えて適当に健全な会計処理をしなけ

ればならない（企業会計原則 第一 一般原則 六）とする原則。安全性の原則ともいう（融資の五原則のそ

れとは異なるもの）。もっとも，過度に保守的な会計処理を行うことにより，企業の財政状態及び経営成績

の真実な報告をゆがめてはならない（企業会計原則注解 注４ 保守主義の原則について）とされているこ

とには注意を要する（過度に保守的な会計処理の禁止）。 
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カ その他の直接の行為（利益供与，利益相反取引）に対する民事責任・刑事責任 

その他の行為としては利益供与や利益相反取引が挙げられるが，これらも不正融資や不

正投資の行為が利益供与や利益相反取引に該当することとなるという事案も少なくない。 

株主権の行使に関する「利益供与」行為については，民事的には，当該利益供与をした

取締役については無過失責任が問われ，それ以外の取締役については過失責任が問われる

が立証責任が転換され「その職務を行うについて注意を怠らなかったこと」という内容の

無過失の抗弁が認められなければ責任が問われることとなる（会社法１２０条１項４項。

旧商法２６６条１項２号は無過失責任）。刑事責任も問われることとなる（会社法９７０条

１項，旧商法４９７条１項）。 

株主の権利行使に関する利益供与の罪に関する刑事裁判例としては，大手証券会社によ

る証券不祥事とともに大きくマスコミ等でも取り上げられた，いわゆる第一勧銀事件126を挙

げることができる。本事案は，第一勧業銀行の取締役らが，既に貸付債権の回収不能が見

込まれており追加融資し得ない状況にあった債務者であり株主でもあった総会屋に対し，

定時株主総会で議事が円滑に終了するよう協力を得ることの謝礼の趣旨で，あえてノンバ

ンクである大和信用を利用した迂回融資の方法により合計約７３億５０００万円もの金融

の利益を供与したことに関し，改正前商法４９７条１項の利益供与罪で同取締役らが被告

人として起訴され，一審にて有罪確定したというものである。被告人らは本件融資が第一

勧業銀行の計算でなされたことやその認識を争ったが，裁判所は「諸事情を総合すれば，

本件融資の性質は，第一勧業銀行がＧに対し，甲野ビル名義宛に大和信用を介して行った

迂回融資であり，かつ，その返済の延滞等によって発生した損失は最終的に同銀行に帰属

させ，大和信用に経済的損失を負わせない仕組み，すなわち，右融資につき同銀行が実質

的に債務保証する仕組みといえるから，同銀行の計算においてなされたものと認められる」

などと判示してこれらを認めている。 

続いて，会社法３５６条１項２，３号に定める「利益相反取引」127については，民事的に

は任務懈怠責任を問われることがあり（会社法４２３条１項），取締役会による承認の有無

を問わず一定の要件を充たした取締役について，利益相反取引の事実をもって「任務を怠

ったものと推定する」という法律上の事実推定もされることとなる（会社法４２３条３項，

３５６条）128。これにつき特別背任罪等が成立する場合があることも同様である129。 

                                                  
126 東京地判平成１０年１０月１９日判例時報１６６３号１５０頁。当該判決の評釈については，只木誠

「『会社ノ計算ニ於テ』融資がなされたとされ，利益供与罪に当たるとされた事例」前掲「判例経済刑法体

系第１巻商法罰則・証券取引法」２８１頁参照。 
127 利益相反取引は，取締役が当事者として（自己のために）又は他人の代理人・代表者として（第三者の

ために）会社と行う取引である「直接取引」と，会社が取締役の債務を保証するなど取締役以外の者との

間で会社・取締役間の利害が相反する取引である「間接取引」とに分けられる。 
128 さらに，自己のために会社法３５６条１項２号に定める利益相反取引をした者は，取締役会承認決議の

有無にかかわらず，無過失責任を負うこととなる（会社法４２８条１項）。 
129 利益相反取引が特別背任罪に該当する事例として，大阪高判昭和４５年６月１２日判例タイムズ２５５

号２６４頁。当該判決の評釈については，佐藤雅美「取締役の自己取引と特別背任罪の成否」前掲「判例

経済刑法体系第１巻商法罰則・証券取引法」４７頁参照。 
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この利益相反取引に関する刑事裁判例としては，例えば，㈱高西組が和歌山県商工信用

組合白浜支店に対して現在負担し又は将来負担すべき一切の債務を担保する趣旨で，株式

会社白浜海上娯楽センターの県信に対する２２００万円の定期預金債権に質権を設定する

契約を，高西組の代表取締役かつセンターの代表取締役会長である被告人甲が高西組の代

表として，高西組の専務取締役かつセンターの代表取締役社長である被告人乙がセンター

の代表者として，第三者である県信との間に締結した行為につき，旧商法２６５条に違反

してセンターの取締役会の承認を得ずにしたものであり，旧商法４８６条の特別背任罪に

当たるとして起訴されたという事案を挙げることができる。当該事案に関して控訴審裁判

所130は，「商法２６５条によれば（中略）同条の法意は取締役と株式会社との利害が相反す

る場合において，取締役の利益を図り会社に不利益な行為が濫りに行なわれることを防止

しようとするものに外ならないのであるから，取締役が代表してなす会社と第三者間の取

引であっても，取締役と会社との利害が相反し，取締役に利益にして会社に不利益を及ぼ

すものについては同条にいう取引に包含されるものと解するのが相当である。（昭和４３年

１２月２５日最高裁判所大法廷判決，最高裁判所判例集２２巻１３号３５１１頁参照）し

かして当該取引が取締役と会社間の利益相反行為であるかどうかは，専らその行為の外形

によって決すべきであって，取締役の意図やその行為の実質的な効果を問題とすべきもの

ではない（中略）商法２６５条の規定が適用されるのは，当該株式会社が株式会社として

の実態を有している場合であって，これに反し，当該株式会社が外形上は株式会社の形態

をとつているが，実質的には個人経営であり株式会社の実態を有しないような場合にあっ

てはその適用はない（中略）かかる場合にあっては株式会社と取締役間に実質的に何等の

利益相反関係も存在しないから」「取締役会の承認を受けなければならないとされる取締役

の行為は（中略）取締役に利益で会社に不利益を及ぼすような取締役と会社間の利益相反

の行為をいうものであるから，右のような利益相反行為を取締役会の承認を受けないでな

した場合には，一応右取締役の行為は商法４８６条にいうその任務に背いた行為に該当す

ると認めて差支えない場合がほとんど（中略）しかしながら（中略）利益相反行為に該当

するか否かの判断は専らその行為の外形によって決すべきものであつて，行為者の意図や

その実質的な効果を問題とすべきものではないのであるから，行為の外形において利益相

反行為に該当する場合であっても，当該行為をなすにいたった行為者の意図やその実質的

な効果など当該取引についてこれを実質的に考察すれば，その行為が必ずしも会社にとっ

て不利益を及ぼすものでなく，取締役の会社に対する誠実義務に反するものでないような

場合も存在することがありうる（中略）このような場合には，商法２６５条に違反する取

締役の行為であっても，これを目して商法４８６条にいうその任務に背いた行為に該当す

るとすることができない」などと一般的な規範を示した上で，結果的には特別背任罪の成

立を認める一審を維持している131。 

                                                  
130 大阪高判昭和４５年６月１２日判例タイムズ２５５号２６４頁 
131 なお，利益相反取引そのものが正面から争われた事例ではないが，金融機関による利益相反に近いもの
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このように利益供与，利益相反取引に相当する事案はいずれも，一般事業会社において

も厳しく責任が問われることはもとより，金融機関の場合においても厳格に責任追及がな

されることとなるのは言うまでないところである。 

 

キ 監視義務違反・内部統制システム構築義務違反に対する民事責任・刑事責任 

(ア)監視義務違反等に対する民事及び刑事責任の根拠となる実体法 

取締役の善管注意義務違反は，実際に責任を問われる当該行為をした担当取締役などの

経営者のみならず，自分以外の他の取締役や使用人に対する監督を怠ったことに対する監

視義務違反を含む不作為についても責任を問われることがありうる。また，監視義務に関

しては，一定程度以上の規模の会社の代表取締役らには，業務執行の一環として，会社の

損害を防止しうる内部統制システム構築義務があるとされている132。例えば，会社法上でも，

委員会設置会社においては，取締役会は，内部統制部門を通じて取締役・執行役の監査を

行う監査委員会の職務執行のため必要な事項や，執行役の職務の執行が法令・定款に適合

することを確保するための体制等必要な事項を決定しなければならない（会社法４１６条，

会社法施行規則１１２条）。監視義務違反や内部統制システム構築義務違反の裁判例につい

ても後述するが，いずれも会社法４２３条１項の任務懈怠という善管注意義務違反の形で

民事責任が問われることがある。 

刑事責任について見ると，過去においては不作為による任務違背行為により背任罪を問

われた裁判例が存在する133ものの，先の内部統制システム構築義務違反に相当するような不

作為の行為については，故意処罰を原則とする刑事責任が問われることは極めて考えにく

いようにも思われる。 

 次項以下では，善管注意義務に該当する違反を業務として直接ないし間接的に担当して

いた役員ではない者（他の役員や従業員ら）に対して善管注意義務違反行為を問うものと

して争点となった，監視義務違反や内部統制システム（リスク管理体制）構築義務違反に

関する裁判例を検討することとしたい（なお，既に紹介した岡山市民信用金庫やヤクルト

株主代表訴訟においても同様の点について判断が示されている。）。 

なお，内部統制システム（リスク管理体制）構築義務違反は，広義の監視義務違反に含

まれるものと扱われるのが一般的であると思われるが，狭義の監視義務違反は，当該担当

役員の違法行為を知っていた又は知り得たのにこれを止めることをしなかったという意味

で監視を怠ったという義務違反であるのに対し，内部統制システム構築義務違反は，当該

担当役員の違法行為を知り得なかったという意味でそもそも内部統制システム構築を怠っ

                                                                                                                                                  
と評価しうる融資について経営者等の責任が問われた事例としては，例えば三重県信用組合の理事長や理

事らが共犯者の理事との間に近しい関係が認められる者に対して行った融資につき背任罪で起訴されて有

罪となった刑事裁判例（津地判平成１２年５月２日判例タイムズ１０５８号２７６頁）が挙げられる。 
132 前掲江頭「株式会社法［第２版］」４３０頁 
133 前掲「注釈特別刑法第５巻経済法編Ⅰ」１３３頁参照 
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たという義務違反であるというように，概念上は区別されうるものである。 

 

(イ) 監視義務違反等に対する民事責任の根拠となる裁判規範 

ａ ダスキン株主代表訴訴訟（監視義務違反等） 

 まず，監視義務違反について代表的な裁判例としては，いわゆるダスキン株主代表訴訟

の一審判決134，控訴審判決135，上告棄却・不受理決定136を挙げることができる。 

 本件は，環境衛生器材等の製造販売，料理飲食店等の経営等を目的とするダスキンが運

営するチェーン店「ミスタードーナツ」は，食品衛生法上使用が認可されていない添加物

を含んだ大肉まんを平成１２年５月から同年１２月まで販売していたが，この事実が平成

１４年５月に報道されて大阪府により同月末に食品衛生法に基づき中国にて製造販売され

た大肉まんにつき仕入・販売の禁止が命じられ，平成１５年９月には同社が食品衛生法違

反の罪で略式命令が受けたことから，同社の株主が，同社の取締役及び監査役に対し，(1)

法律上使用が許されない添加物を含む大肉まんを販売したことにつき，①使用が許されな

い添加物が販売する食品に使用されることがないようなリスク管理体制を構築する善管注

意義務を怠った，②使用を発見した場合の報告等の体制を構築するなどの善管注意義務を

怠った，(2)同添加物の使用を知らせた外部業者に口止め料を支払うなどして事実を隠蔽し

善管注意義務を怠った，(3)回収するなどして被害を回復する措置をとるべき善管注意義務

を怠ったとして，損害賠償を請求したものである。訴訟は，一審判決は担当取締役のみ善

管注意義務違反を認めたが，控訴審判決は一審判決を覆して担当取締役にとどまらず代表

取締役やその他の取締役，監査役の全員についても善管注意義務違反を肯定し，最高裁も

これを是認するという経緯を辿っている。 

 控訴審判決は，経営判断の原則との関係について，「一審被告らは，本件混入や本件販売

継続の事実がＺ側からマスコミに流される危険を十分認識しながら，それには目をつぶっ

て，あえて，『自ら積極的には公表しない』というあいまいな対応を決めた（中略）これ

を経営判断の問題であると主張する。しかしながら（中略）（ダスキンは）そのような事

態（※企業にとっては存亡の危機をもたらす結果）を回避するために，そして，現に行わ

れてしまった重大な違法行為によってダスキンが受ける企業としての信頼喪失の損害を最

小限度に止める方策を積極的に検討することこそが，このとき経営者に求められていたこ

とは明らか（中略）一審被告らはそのための方策を取締役会で明示的に議論することもな

                                                  
134 大阪地判平成１６年１２月２２日判例時報１８９２号１０８頁 
135 大阪高判平成１８年６月９日判例時報１９７９号１１５頁 
136 最決平成２０年２月１２日。加藤真朗・坂野真一「ダスキン株主代表訴訟－たった一人の原告，苦難を

乗り越えて」法学セミナー６５１号１４頁では，取締役らの責任が控訴審で認められるに至った経緯に関

して「要点は，敵性証人であるダスキン取締役および監査役から，『（不祥事を）自ら積極的に公表はしな

い』との経営判断が，十分な議論を尽くさずになされた杜撰なものであることを反対尋問で引き出せるか

にかかっていた。（中略）最終的にこの裁判長の尋問を引き出したことで，尋問チームとしては成功を確信

した」などと，その経緯の一部が紹介されている。 
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く，『自ら積極的には公表しない』などというあいまいで，成り行き任せの方針を，手続

き的にもあいまいなままに黙示的に事実上承認した（中略）到底『経営判断』というに値

しない」とした上，善管注意義務違反の有無に関して結論として，「取締役であった被告ら

に『自ら積極的には公表しない』という方針を採用し，消費者やマスコミの反応をも視野

に入れた上での積極的な損害回避の方針の検討を怠った点において，善管注意義務違反の

あることは明らか（中略）監査役であった一審被告も，自ら上記方策の検討に参加しなが

ら，以上のような取締役らの明らかな任務懈怠に対する監査を怠った点において，善管注

意義務違反があることは明らか」と判示している。 

 当該判旨を一見する限りでは，前提となる事案の特殊性もあって，金融機関経営者の責

任を問う根拠となる規範を見出す素材として当該裁判例は役立たせにくいようにも思われ

るが，筆者は，以上の判決で示されている規範は，金融機関においても同様に妥当しうる

場面もあると考えている。例えば，取締役による不正融資等の不正行為が認識された後に

は（その不正行為の程度如何にもよるものとは思われるが）それ以外の取締役においても

積極的な損害回避の方針の検討を怠っていること，監査役も任務懈怠の監査を怠っている

ことにつき，それぞれの監視義務違反が問われる場面があり得ると思われる。 

 

ｂ 大和銀行株主代表訴訟（内部統制システム構築義務違反） 

 我が国で初めて内部統制システム構築義務違反に言及した裁判例としては，いわゆる大

和銀行株主代表訴訟第一審判決137を挙げることができる。これは２つの事件からなり，一つ

目は，大和銀行のニューヨーク支店の行員が１１年間にわたり米国財務省証券等の無断売

却などの不正取引を行い約１１億ドルの損失を出したことについて株主代表訴訟が提起さ

れ，取締役の従業員に対する監視義務（※実際には内部統制システム構築義務）違反の責

任が追及されたものであり，二つ目は，当該損失について虚偽の報告を米国銀行規制当局

に報告したことなどから同銀行が３億４０００万ドルの罰金を支払ったことを理由に，同

銀行の取締役等の善管注意義務違反に基づく責任が追及されたものである。 

 裁判所は，一つ目の事件に対する判断において内部統制システム構築義務違反について，

「健全な会社経営を行うため（中略）リスク管理が欠かせず，会社が営む事業の規模，特

性等に応じたリスク管理体制（いわゆる内部統制システム）を整備することを要す（中略）

会社経営の根幹に係わるリスク管理体制の大綱については，取締役会で決定することを要

し，業務執行を担当する代表取締役及び業務担当取締役は，大綱を踏まえ，担当する部門

におけるリスク管理体制を具体的に決定するべき職務を負う（中略）取締役は，取締役会

の構成員として，また，代表取締役又は業務担当取締役として，リスク管理体制を構築す

べき義務を負い，さらに，代表取締役及び業務担当取締役がリスク管理体制を構築すべき

義務を履行しているか否かを監視する義務を負うのであり，これもまた，取締役としての

                                                  
137 大阪地判平成１２年９月２０日判例時報１７２１号３頁 
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善管注意義務及び忠実義務の内容をなす（中略）監査役は，商法特例法２２条１項の適用

を受ける小会社を除き，業務監査の職責を担っているから，取締役がリスク管理体制の整

備を行っているか否かを監査すべき職務を負うのであり，これもまた，監査役としての善

管注意義務の内容をなす」「整備すべきリスク管理体制の内容は（中略）現時点で求めら

れているリスク管理体制の水準をもって，本件の判断基準とすることは相当でない（中略）

どのような内容のリスク管理体制を整備すべきかは経営判断の問題であり，会社経営の専

門家である取締役に，広い裁量が与えられている」との一般的規範を示した上で，本件の

具体的諸事情に対する当てはめとして「ニューヨーク支店における財務省証券取引及びカ

ストディ業務に関するリスク管理体制は，当法廷に提出された証拠上は，大綱のみならず

その具体的な仕組みについても，整備されていなかったとまではいえない」としつつも「大

和銀行は，顧客から預り保管していた財務省証券の残高確認を行うに当たり，証券の性質

に応じた現物確認（検査担当者が登録債の保管残高明細書をバンカーズ・トラストから直

接取り寄せて支店の帳簿と照合すること）という欠くべからざる方法を採らないという正

に重大な過誤を犯したために，本件無断売却を発見できなかったのであり，甲野が異常に

巧妙な隠ぺい工作を採ったから本件無断売却を発見できなかった訳ではない」として，当

該行員の上司にあたる支店長らの責任を肯定する判断をくだしている。 

 このように内部統制システム構築義務違反を明確に認めた裁判例は，多数の学者らによ

り種々の批評がなされている138ところではあるが，破綻金融機関の経営者責任追及業務遂行

の上では広く対象を検討することが可能となるという意味で実務上参考になると思われる。

なお，筆者は，金融機関は，預金者の預金を原資として投資・運用を行っているという特

質からすれば，このように原資たる預金者の預金が毀損しないように内部統制システムを

構築することが銀行法や預金保険法などの各種規制法令等によって原始的に要請されてい

ると見ることもできなくないと考えており，その意味において内部統制システム構築義務

に関して経営判断の原則が適用される余地もやはり限定されるべきものと考える。 

 

ｃ 有価証券報告書の虚偽記載と内部統制システム構築責任 

次に，不正融資や不正投資・資産運用に関して監視義務違反や内部統制システム（リス

ク管理体制）構築義務違反が問われた事例ではないが，有価証券報告書の虚偽記載につい

て内部統制システム構築責任の是非が争われた最高裁判決139（破棄自判）を挙げる。当該事

件は，ソフトウェアの開発及び販売等を業とする株式会社（上告人）の従業員らが営業成

績を上げる目的で架空の売上げを計上したため有価証券報告書に不実の記載がされ，その

後同事実が公表されて同社の株価が下落したことについて，公表前に同社の株式を取得し

                                                  
138 例えば，近藤光男「銀行の海外支店における従業員の不正取引と取締役の責任」金融法務事情１６２０

号７５頁以下は，「判旨は（中略）どのような内容のリスク管理体制を整備すべきかは経営判断の問題であ

り（中略）広い裁量が与えられているとする。そうであれば，明らかな欠陥があったりとくに不合理なシ

ステムでない限り，それだけを根拠に取締役の責任を認めうる場合は少ないことになろう」と指摘する。 
139 最判平成２１年７月９日判例タイムズ１３０７号１１７頁 
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た株主が，同社の代表取締役に従業員らの不正行為を防止するためのリスク管理体制を構

築すべき義務に違反した過失があり，その結果同社が損害を被ったなどと主張して，同社

に対し，会社法３５０条に基づき損害賠償を請求した事案であり，一審140及び控訴審141は原

告の請求を一部認容していたが，最高裁がこれを覆したものである。 

 当該事件につき，最高裁は，「当時，上告人は，①職務分掌規定等を定めて事業部門と

財務部門を分離し，②Ｃ事業部について，営業部とは別に注文書や検収書の形式面の確認

を担当するＢＭ課及びソフトの稼働確認を担当するＣＲ部を設置し，それらのチェックを

経て財務部に売上報告がされる体制を整え，③監査法人との間で監査契約を締結し，当該

監査法人及び上告人の財務部が，それぞれ定期的に，販売会社あてに売掛金残高確認書の

用紙を郵送し，その返送を受ける方法で売掛金残高を確認することとしていた（中略）通

常想定される架空売上げの計上等の不正行為を防止し得る程度の管理体制は整えていた

（中略）（本件不正行為は）巧妙に偽装するという，通常容易に想定し難い方法によるも

のであった（中略）本件以前に同様の手法による不正行為が行われたことがあったなど，

上告人の代表取締役であるＡにおいて本件不正行為の発生を予見すべきであったという特

別な事情も見当たらない（中略）売掛金債権の回収遅延につきＢらが挙げていた理由は合

理的なもので，販売会社との間で過去に紛争が生じたことがなく，監査法人も上告人の財

務諸表につき適正であるとの意見を表明していた142というのであるから，財務部が，Ｂらに

よる巧妙な偽装工作の結果，販売会社から適正な売掛金残高確認書を受領しているものと

認識し，直接販売会社に売掛金債権の存在等を確認しなかったとしても，財務部における

リスク管理体制が機能していなかったということはできない（中略）代表取締役であるＡ

に，Ｂらによる本件不正行為を防止するためのリスク管理体制を構築すべき義務に違反し

た過失があるということはできない。」と具体的諸事情を前提に判示した。 

 当該最高裁判決においては，リスク管理体制構築義務（内部統制システム構築義務）違

反の過失が否定されているが，この事件で組み立てが示されているように，今後，粉飾決

算に関して破綻金融機関の経営者等の責任追及を行うに当たっては，直接の行為者のみな

らず他の役員等についても内部統制システム構築義務違反という構成を採ることを検討す

る余地があろう。ただし，金融機関は，先述のように預金者からの預金を原資として資金

運用等がなされている上，常日頃から執務場所において金品を取り扱う業務が行われてい

る（その意味で不正が容易なものとなりかねない）ことなど，一般事業会社とは異なる特

性や執務環境を抱えているのであるから，本件事例で挙げられているような程度のリスク

管理体制で足りるものか疑問であり，より水準の高いリスク管理体制構築義務（内部統制

                                                  
140 東京地判平成１９年１１月２６日判例時報１９９８号１４１頁 
141 東京高判平成２０年６月１９日資料版商事法務３０８号２９１頁 
142 当該判決における監査法人の無限定適正意見表明の指摘については，「本件不正行為が巧妙であったこ

との証拠になると同時に，一種の信頼の抗弁を認めた面があると評価する余地がある」との指摘がなされ

ている（弥永真生「会社法判例速報 有価証券報告書の虚偽記載と内部統制システム構築責任」ジュリス

ト１３８５号６０頁）ところであり，実務上も監査法人の意見がこれに信頼を寄せたと抗弁する経営者に

対する責任追及の障害となり得る可能性が示唆されている。 
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システム構築義務）が要求されることとなるものと思われる。したがって，金融機関の経

営者に対して内部統制システム構築義務違反の構成により責任を追及すべくそのための立

証命題を策定する場合においては，本件最高裁判決から導き出されうる規範，例えば，①

部門の分離・チェック体制整備・定期検査など通常の不正行為を防止しうる程度の管理体

制の整備，②不正行為の方法が通常の範囲内であるか否か（巧妙さ等），③過去における

同種事犯の存在など不正行為の発生を予見すべき特段の事情の存在の有無，④監査法人に

よる適正意見の表明の有無などの要素を前提にするにしても，このように抽出された規範

よりも高い水準での不正行為防止に係る内部統制システム構築義務が課されていたものと

して立証命題を構築し，これに向けて主張・立証をすべきこととなろう。 

 

(３)立証命題としての裁判規範，社会ルールとしての行為規範 

以上のように，これまでに集積された学説や判例，裁判例のいくつかを紹介することに

より，破綻金融機関の経営者等の責任追及根拠となる実体法やその解釈上の規範を概観し，

分析してきた。具体的には，当該不正行為に直接関与した担当役員に関する善管注意義務

違反に関する規範，そして，担当外の役員に関する監視義務違反・内部統制システム構築

義務違反に関する規範，更にはこれらの者の犯罪の成否に関する規範などである。これら

の規範は民事・刑事裁判において裁判官がその成否を判断する際の準則であるとともに，

その反面で民事提訴や告訴告発という責任追及業務に携わる預金保険機構にとっての立証

命題ともなるものでもある。したがって，今後もこれらの裁判規範の動きを十分に配意注

目しながら実務における責任追及業務を遂行することとなるはずである。 

それとともに，神吉教授らが指摘されているように，これらの規範は金融機関の経営者

らにとっての行為規範としても機能することはもちろんであり，金融機関の社会的存在の

大きさにかんがみると，金融機関の経営者らによって当該行為規範が遵守され，その結果

として破綻が回避され，ひいては金融秩序が維持されることが，日本社会・地域社会の安

定・発展には欠かせないこととも思われる。 

このように，実体法の解釈上の規範としては，金融機関経営者に対して向けられる規範

は，一般事業会社経営者に対して向けられる規範とは異なって，金融機関経営者の責任が

厳しく問われる内容となっていることは明らかであるが，それとともに，次項以下におい

ては，一般事業会社の経営者の責任追及を問うための手続（会社法の手続等）と比較して，

預金保険法など破綻金融機関の経営者の責任追及を問うための手続が整備されていること

を一通り検討した上，総体として，破綻金融機関経営者の責任追及を厳しく問うことが日

本社会において制度として受け入れられてきたことを確認することとしたい。 
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３ かつての破綻処理方式と責任追及の法的手続  

(１)責任追及業務遂行の前提としての諸制度・権限等 

 最初に，平成１７年４月のペイオフ全面解禁前に行われていた，従来の破綻処理方式と

責任追及の前提となる諸制度や権限について，その法的枠組みや手続の概要を見ていくこ

ととしたい。 

まず，全額保護制度を挙げておく。この制度はそもそもは預金保険法附則１６条に規定

された「特別資金援助による全負債保護」を指していた。平成８年改正預金保険法により

設けられた特例措置の制度であり，当初は５年の存続期間とされていたが，平成１２年改

正で更に１年延長されて平成１４年３月までとされ，現在は既に適用期間が終了している。

預金者等の預金等が全額保護されるために必要な資金援助を行う制度であり，文字どおり

預金等の毀損は一切生じることがない。平成１２年改正預金保険法１０２条１項２号等に

定められた「特別資金援助による全負債保護」として恒久措置化されている。 

次に，協定銀行制度を挙げる。これは，平成８年のいわゆる金融三法の成立により導入

された制度であるが，当初は信用協同組合の経営破綻処理を対象としていた。しかし，そ

の後の大手金融機関の破綻等により平成１０年改正法により一般金融機関までその対象が

拡大された。同改正当時の預金保険法附則７条で定める協定銀行は整理回収銀行である（整

理回収銀行は平成１１年に住宅金融債権管理機構と合併して整理回収機構となる。以後，

整理回収銀行の時期も含め「整理回収機構」と表記する。）。この協定銀行制度とセットで

存在するのが資産買取委託制度である。これは，平成８年から始まり平成１３年３月３１

日までの時限措置とされていた協定銀行に（破綻金融機関等からの）資産買取を預金保険

機構から委託する制度が，平成１２年改正で当分の間の措置とされたものである。なお，

預金保険機構は，預金保険機構の委託により破綻金融機関の経営者に対する損害賠償請求

権等の資産買取をした整理回収機構の整理回収業務に関して指導・助言を行うことができ

ることとされている（預金保険法附則７条等参照）。 

次に，金融整理管財人制度を挙げる。これは，元々は平成１０年に制定された金融再生

法の第４章で規定された「金融整理管財人による管理」制度のことであり，破綻金融機関

の経営権を掌握する監督官庁任命に係る公的な管理人制度である。同制度は，破綻時に発

令が予定されている業務停止命令（銀行法２６条１項後段）が私法上の権利行使を制限す

る効力を持たないとする判例143が存在するため，預金流出防止の強力な手段を確保する必要

があるとの要請から，平成１２年改正預金保険法にて第５章に規定されて恒久措置化され

ている。なお，同制度のモデルは，旧商法上の会社整理における管理人制度，保険業法に

おける保険管理人制度であるとされている。 

次に，承継銀行制度を挙げる。これは，平成１０年金融再生法第５章で定められた「破

                                                  
143 信金協同組合等に対する旧銀行法２２条の業務停止命令に関して，最判昭和４５年３月２７日判例時報

５８８号７４頁 
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綻した金融機関の業務承継」の制度のことであり，金融機関の破綻に際してその受皿とす

る救済金融機関が直ちに現れない場合に対応するために，暫定的な救済金融機関として承

継銀行を確保して預金者保護等を図るものである。この制度は，平成１２年改正預金保険

法において第６章で定められて恒久措置化されたものである。 

次に，特別公的管理銀行制度を挙げる。これは，平成１０年金融再生法第６章で導入さ

れた「特別公的管理」制度のことであり，銀行等であって財産をもって債務を完済するこ

とができない場合等に，預金保険機構において当該銀行等の全株式を取得して実質国有化

するというものである。この制度においては全負債保護も図られることから預金者にとっ

ては先述した「特別資金援助による全負債保護（全額保護）」と同等の効果をもたらす。

この制度も，平成１２年改正預金保険法１０２条１項３号等に定められた「特別危機管理

銀行による全負債保護」として恒久措置化されている。 

預金保険機構独自の報告徴求権（預金保険法３７条３項）もここで挙げておく。破綻金

融機関の経営者等に対する報告徴求権は，平成１０年改正預金保険法で定められた。これ

と同等のものは同年制定に係る金融再生法１６条１項でも金融整理管財人の権限として規

定されており，金融整理管財人制度が預金保険法で恒久措置化した後は現行預金保険法８

１条１項で同様の形で規定されている（なお，特別公的管理銀行制度下では金融再生法４

９条２項の準用規定により，特別危機管理制度下ではその認定要件の文言上，いずれも，

それぞれの経営者等に対して報告徴求権限が及ぶものとされている。）。 

これまで，破綻金融機関の経営者に対する責任追及業務は，以上のような協定銀行制度

（資産買取委託制度を含むものとして）や金融整理管財人制度，特別公的管理銀行制度，

預金保険機構の報告徴求権限といった制度・権限が複合的に組み合わされて利用される中

で遂行されてきたものである。 

 

(２)これまでの責任追及業務遂行時における制度・権限の利用と組合せ 

これまでの責任追及の手続に関する法的枠組み・制度は，前掲『平成金融危機への対応』

の「破綻金融機関等の関与者に対する責任追及概観」（３１３頁以下）が詳しいが，先述の

とおり，平成８年以降の法改正ごとに整備されるに至った「金融整理管財人制度」や「協

定銀行制度（資産買取委託制度を含むものとして）」，「特別公的管理銀行制度による全負債

保護」といった制度の組合せによって構成されている。 

まず，平成８年改正法下においては，特別資金援助，協定銀行制度及び資産買取委託制

度のみが存在したことから，この制度の組合せにおいて責任追及業務が遂行された。 

すなわち①破綻金融機関自らが事業譲渡前に旧経営者等に対して損害賠償請求訴訟を提

起した場合には，その後に整理回収機構が預金保険機構の委託に基づき損害賠償請求権を

買い取り訴訟を承継して民事責任追及業務を遂行し，②事業譲渡前には破綻金融機関自ら

が訴訟提起を出来なかった場合には，整理回収機構が預金保険機構の委託に基づいて損害

賠償請求権を買い取りした後に自ら訴訟を提起し，追及業務を遂行した。預金保険機構は，
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整理回収機構に対する指導助言を行うことで責任追及業務に関わることができた。 

次に，平成１０年改正法下においては，先述の協定銀行制度と資産買取委託制度に加え

て，金融整理管財人制度と特別公的管理銀行制度による全負債保護の制度が存在したこと

から，これらが組み合わされる中で責任追及業務が遂行された。 

すなわち特別資金援助と金融整理管財人制度の組合せ（採用）時には，預金保険機構が

破綻金融機関の財産管理処分権限を保有する金融整理管財人に就任した場合，①金融整理

管財人としての立場144で事業譲渡前に損害賠償請求訴訟を提起したときには，その後に整理

回収機構が預金保険機構の委託に基づき損害賠償請求権を買い取り訴訟を承継し，民事責

任追及業務を遂行し，②事業譲渡前に損害賠償請求訴訟を提起出来なかったときには，整

理回収機構が預金保険機構の委託に基づいて損害賠償請求権を買い取りした後に自ら訴訟

を提起し，民事責任追及業務を遂行した。いずれの場合でも，預金保険機構は整理回収機

構に対する指導助言を行うことでも関与した。なお，預金保険機構が金融整理管財人に就

任する場合としない場合とがあるが，就任した場合には自ら金融整理管財人としての立場

から民事提訴や告訴告発を行うこととなるが，就任しなかった場合においても預金保険法

３７条３項の報告徴求権限行使により得た資料を金融整理管財人に（就任した弁護士らに）

提供する形で，民事・刑事の責任追及業務に関与することができたものである。 

特別公的管理制度採用時には，金融再生法５０条の規定で民事・刑事責任追及義務が課

される特別公的管理銀行自身によって責任追及がなされるのが原則であるが，預金保険機

構は，金融再生法４９条２項準用により預金保険法３７条３項の調査権を特別公的管理銀

行に及ぼすことにより調査して得た資料を，特別公的管理銀行自身に提供するなどして民

事・刑事の責任追及に関与することができた（過去の事例では銀行設置に係る内部調査委

員会へのオブザーバー参加の形で関与していた）。また，特別公的管理制度下でも，協定銀

行制度と資産買取委託制度を利用することができ，特別公的管理銀行自身による提訴の有

無・前後を問わず，整理回収機構が預金保険機構の委託に基づいて特別公的管理銀行から

損害賠償請求権を買い取りした上，自ら訴訟を提起するか又は提起された訴訟を承継して

責任追及業務を遂行し，いずれの場合でも，預金保険機構は整理回収機構に対する指導助

言を行うことでも関与した。 

平成１２年改正法下の責任追及の仕組は，平成１０年改正法下と基本的には同様である。 

次項では，これらの組合せのうち，これまでに預金保険機構が金融整理管財人に就任し

た場合と，特別公的管理制度ないし特別危機管理制度が採用された場合のそれぞれについ

て，責任追及業務が破綻時から最終処理までの間にどのような手順・時期に遂行されてい

たのかについて確認することとしたい。 

 

                                                  
144 厳密に言うと，民事提訴の原告となるのはあくまでも破綻金融機関である。金融整理管財人は原告代表

者金融整理管財人という立場で訴訟に関わることとなる。破産管財人には民事訴訟における当事者適格（原

告又は被告となる資格）がある（破産法８０条参照）が，金融整理管財人はこれが無く破綻金融機関の経

営者同等の立場に就くにすぎない（現在の預金保険法の制度下でも同様である。）。 
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(３)預金保険機構が金融整理管財人に就任した場合における責任追及事例 

これまでに預金保険機構が金融整理管財人に就任した事例は次の一覧表記載の１１金融

機関のみである。この一覧表を見れば分かるように，当該金融機関の破綻→金融整理管財

人による刑事責任追及（告訴告発）→金融整理管財人による民事責任追及（民事提訴）→

破綻金融機関から救済金融機関への事業譲渡という時系列での処理事案が多い。 

しかしながら，下記の一覧表の注（※）１，２にあるように，預金保険機構の委託によ

り損害賠償請求権の買取りをした整理回収機構において，管理を命ずる処分終了後（事業

譲渡後）に初めて民事提訴がなされるというケースもある。 

破綻金融機関 破綻日 告訴告発日 民事提訴日 事業譲渡日

①国民銀行 H11.4.11 H11.11.29 H11.12.22，H12.7.10 H12.8.14 

②幸福銀行 H11.5.22 H11.9.14，H11.10.5 H12.2.8 H13.2.26 

③東京相和銀行 H11.6.12 H12.5.10 H12.12.5 H13.6.11 

④なみはや銀行 H11.8.7 無 H12.8.4 H13.2.13 

⑤新潟中央銀行 H11.10.2 H13.2.7 H13.3.13，H13.12.5※1 H13.5.14 

⑥石川銀行 H13.12.28 H15.3.16 H15.3.20 H15.3.24 

⑦中部銀行 H14.3.8 無 H15.2.18 H15.3.3 

⑧日南信用金庫 H11.11.19 H13.1.23，H13.2.21 H13.3.16 H13.3.26 

⑨相互信用金庫 H14.1.25 無 H16.9.24※2 H14.6.10 

⑩信用組合関西興銀 H12.12.16 H14.2.15 H14.6.12 H14.6.17 

⑪朝銀東京信用組合 H12.12.29 H13.11.8，H13.11.28 H14.10.10 H14.12.29 

※1  平成１３年１２月５日の提訴は（金融整理管財人ではなく）整理回収機構による。 

※2  平成１６年９月２４日の提訴は（金融整理管財人ではなく）整理回収機構による。 

これらのうち，①，②，③，④，⑤，⑧，⑩，⑪の５銀行・１信用金庫・２信用組合に

ついては，金融再生法における金融整理管財人に就任したものであるのに対し，残りの⑥，

⑦，⑨の２銀行・１信用金庫については，平成１２年改正後の預金保険法における金融整

理管財人に就任したものである。 

 

(４)特別公的管理制度・特別危機管理銀行制度採用時における責任追及事例 

 特別公的管理制度が利用されたのは，既に紹介した日本長期信用銀行と日本債券信用銀

行の２事案，特別危機管理制度が採用されたのは足利銀行の１事案のみである。 

 特別公的管理ないし特別危機管理制度下においては，これらの開始決定→特別公的管理

銀行自身（新経営陣）による旧経営陣に対する刑事責任追及（告訴告発）→特別公的管理

銀行自身（新経営陣）による旧経営陣に対する民事責任追及（民事提訴）→株式譲渡とい

う時系列で責任追及義務が遂行されることが，想定されてきた一般的な流れと思われる。 

しかしながら，下記一覧表の注（※）記載のように，長銀の２件の民事提訴のうちの１
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件と日債銀の民事提訴という２つの事例では，預金保険機構の委託により損害賠償請求権

の買取りをした整理回収機構において民事提訴がなされている。この比率には，特別公的

管理ないし危機管理認定を受けた銀行の新経営陣による旧経営陣に対する民事責任追及遂

行上の諸々の難しさが現れているようにも思われる。 

対象金融機関 開始決定日 告訴告発日 民事提訴日 株式譲渡日

日本長期信用銀行 H10.10.23 H11.6.4 H11.12.16，H14.3.7※1 H12.3.1 

日本債券信用銀行 H10.12.13 H11.8.13 H13.9.26※2 H12.9.1 

足利銀行 H15.12.1 無 H17.2.4，H17.9.16 H20.7.1 

※1  平成１４年３月７日の提訴は（特別公的管理銀行ではなく）整理回収機構による。 

※2  平成１３年９月２６日の提訴は（特別公的管理銀行ではなく）整理回収機構による。 

 

４ 現行法における破綻処理方式の概要と責任追及の法的手続  

(１)４種類の破綻処理方式 

ア 資金援助方式と保険金支払方式（原則的な手続） 

現行の預金保険法においては，定額保護下の破綻処理手続145としては，以下順次詳述する，

再建型の「資金援助方式」と，清算型の「保険金支払方式」のいずれか146を採用することが

原則であるとされている。 

この方式のいずれかを採用するかについて優先順位に関する法律上の規定は無いが，平

成１１年１２月２１日付け金融審議会答申「特例措置終了後の預金保険制度及び金融機関

の破綻処理のあり方について」では，「金融機関が破綻した場合には預金保険制度の発動に

より処理されることとなるが，その場合には，破綻金融機関を存続させないことを前提と

して，ペイオフコスト147の範囲内で破綻処理に要するコストがより小さいと見込まれる処理

方法を選択するとともに，破綻金融機関の有していた決済や融資等の金融機能を維持する

など破綻に伴う混乱を最小限に止めることが重要となってくる。そのために，金融機関の

破綻処理方式としては，破綻に伴う損失負担により預金の一部がカットされることは同じ

であるが，譲受金融機関が破綻金融機関の金融機能を引き継ぐことになる一般資金援助148方

                                                  
145 現行手続に至るまでの検討過程等は，前掲資料のほか，本間勝「シリーズ ペイオフ凍結解除後の預金

保険業務 第１回～第５回」金融財政事情２４８９号～２４９３号，佐々木宗啓「ペイオフ凍結解除後に

おける預金者保護および金融機関の破綻処理についての法的考察（１）～（５）」金融法務事情１６３５～

１６３９号，古井俊之「一部定額保護下における金融機関の金月処理スキーム」金融財政事情２６０６号

２８頁，多比羅誠・佐々木宗啓・関口剛弘・喜多豊「ペイオフ凍結解除後の金融機関の破綻処理と預金保

険法８７条１項及び２項の代替許可について」判例タイムズ１０８６号３２頁を各参照 
146 資金援助方式と保険金支払方式とは択一関係にあり両方式を同時に用いることはできない。 
147 ペイオフコストとは，保険金支払方式採用時すなわち預金保険機構が保険金の支払を行うときに預金保

険機構による負担を要すると見込まれる費用を指す（預金保険法６４条２項参照）。資金援助方式について

は，保険金支払方式採用時の費用を下回らなければならないという意味での制約がある。 
148 ここでの「一般」資金援助という概念は，預金保険法附則１６条で規定されている「特別」資金援助の

対概念として利用されている。 
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式の適用を優先し，金融機能までも消滅させることになる保険金支払方式（ペイオフ）の

発動はできるだけ回避すべきである。」（同答申３～４頁）とされ，保険金支払方式よりも

資金援助方式を優先すべしとの答申がなされている。 

これらの方式の詳細は後述するが，いずれの方式においても，預金保険で支払が保証さ

れる範囲を超える金額については預金債権者の負担となる（つまりは債権者が弁済を受け

られない）可能性があるなどの事情から，預金保険法に規定された手続と併行して，民事

再生手続149や破産手続など倒産法に規定された手続を用いることが想定されている150。定額

保護下における両方式では，このように破綻処理法制を利用して手続を進めるという特徴

があり，これが従来の全額保護下の倒産処理手続と異なる特徴を生み出している。 

 

イ 金融危機への対応（例外的な手続） 

現行法では，前記のような定額保護の方式のほかに，預金保険法第７章で定める「金融

危機への対応」において規定されている「特別資金援助による全負債保護（預金保険法１

０２条１項２号）」と「特別危機管理銀行による実質国有化（同法１０２条１項３号）」と

いう全額保護の方式が存在する。これらの制度趣旨は，システミックリスクすなわち一般

的にはある金融機関の破綻又は経営悪化等により連鎖的に他の金融機関の資金繰りが困難

になるなど，わが国又は地域全体の金融機能が不全に陥りかねず，実体経済への悪影響も

懸念されるという事態を回避することにあるとされている151。 

これらの方式の詳細も後述するが，いずれも倒産法を用いることは予定されていない。

「特別資金援助による全負債保護」はかつての全額保護と，「特別危機管理銀行による実質

国有化」はかつての特別公的管理銀行による実質国有化と，それぞれほぼ同様の手続であ

り，いずれも預金が全額保護されることから倒産法を利用する必要がないためである。 

どのような金融機関がその対象となるかについては，預金保険法上の要件に基づき個別

具体的事情に即して判断されるというほかないが，システミックリスクの回避の観点から

するとこれらの例外手続が広範に利用される可能性は否定できない。 

このような保護限度額・方式・倒産法制の利用の可否の関係は下図のとおりである。 

以下，資金援助方式，保険金支払方式，特別資金援助による全負債保護，特別危機管理

による実質国有化の順に，各破綻処理制度利用時における責任追及のための法的枠組み（根

拠・手続）を見ていくこととする。 

 

                                                  
149 松嶋英機「金融機関の法的再建手続」門口正人・西岡清一郎・大竹たかし編『新・実務裁判体系２１会

社更生法民事再生法』（青林書院，２００４年）５１２頁以下は，会社更生手続ではなく民事再生手続によ

る理由として，①債務の特殊性（無担保の預金支払債務が主であること），②業務の特殊性（複雑かつ専門

的），③再建スキームの特殊性，④預保の権限を指摘されている。 
150 前掲伊藤「金融機関の倒産処理法制」は，金融機関の倒産処理手法を検討するに際して重視すべき事情

として，①早期破綻予防の必要性，②事業継続の必要性，③預金者保護の必要性，④集団的処理の必要性，

⑤責任追及の必要性の５つを挙げる。 
151 前掲佐々木「預金保険法の運用」６５５頁等 
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（保護限度額・破綻処理方式・司法手続の関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般預金等につき 
定額保護 

(1000 万円限度) 

特別資金援助による

全負債保護 
(預保法 102Ⅰ②) 

 
破産手続の利用 

 
保険金支払方式 

（ペイアウト方式）

 
資金援助方式 

（事業譲渡方式） 

 
民事再生手続の利用

預金全般につき 
全額保護 

(限度無し) 特別危機管理銀行 
による実質国有化 
(預保法 102Ⅰ③) 

 
司法手続利用せず 
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（各手続の組合せにおける責任追及主体・権限の相違） 

破綻処理方式

(根拠法令) 

資金援助 

(法 3章 4節) 

保険金支払① 

(法 3章 3節) 

保険金支払② 

(法 3章 3節) 

全負債保護 

(法 102Ⅰ②) 

特別危機管理 

(法 102Ⅰ③) 

司法手続 民事再生手続 民事再生手続 破産手続 利用せず 利用せず 

当該金融機関

の扱い 

破綻金融機関 

(法 74Ⅲ参照) 

破綻金融機関 

(法 74Ⅲ参照) 

破産手続開始決

定を受けた者152 

破綻金融機関 

(法 110Ⅱ参照) 

特別危機管理銀行

(法 111Ⅱ参照) 

責任追及主体 

(根拠法令) 

金融整理管財人 

(法 83ⅠⅡ) 

金融整理管財人

(法 83ⅠⅡ) 

破産管財人 

(破産法 78Ⅰ) 

金融整理管財人 

(法 83ⅠⅡ) 

同銀行の新経営陣

(法 116ⅠⅡ) 

責任追及主体

の調査権限 

報告徴求・照会 

(法 81ⅠⅡ) 

報告徴求・照会

(法 81ⅠⅡ) 

説明徴求・検査

(破産法 83) 

報告徴求・照会 

(法 81ⅠⅡ) 
預保法に無し 

預金保険機構

の立場 

金融整理管財人

に就任可能 

金融整理管財人

に就任可能 

金融整理管財人

(OR 破産管財人)

金融整理管財人

に就任可能 

新経営陣選任の 

調査委員会へ関与

機構独自権限

行使の可否 

権限行使可能 

(法 37Ⅲ) 

権限行使可能 

(法 37Ⅲ) 

権限行使可能 

(法 37Ⅲ) 

権限行使可能 

(法 37Ⅲ) 

権限行使可能 

(法 37Ⅲ) 

整理回収機構

の資産買取 

買取可能 

(附則 10Ⅰ①) 

買取可能153 

(附則 10Ⅰ②) 
買取不可154 

買取可能 

(附則 10Ⅰ①) 

買取可能 

(附則 10Ⅰ②) 

※破産手続利用時の預金保険機構の立場や独自権限行使の可否等は異なる見解があり得る。 

 

(２)資金援助方式における責任追及の法的枠組み 

ア 資金援助方式（民事再生手続利用）の概要 

資金援助方式とは，金融機関が破綻して破綻金融機関となった場合に預金保険法第３章

第４節に規定する合併等に伴う資金援助を行うことであり，破綻金融機関の営業を解体す

ることなく付保預金及び一定の健全資産を併せて営業を再構築した上，他の健全な民間金

融機関を最終受皿金融機関として営業等を営業譲渡等の手法を用いて承継させることによ

り預金者保護を図るものである155。 

この方式においては，預金保険法第３章第４節の資金援助のほか第５章の「金融整理管

財人による管理」の制度など（最終受皿金融機関がすぐに現れなければ第６章の「破綻し

た金融機関の業務承継」の制度），預金保険法という行政的な手続法の規定が適用されるこ

ととなる一方で，民事再生手続という司法手続が利用されることが想定されている。 

                                                  
152 預金保険法６９条の３第１項２号「破産手続開始の決定を受けた者（当該破産手続開始の決定を受ける

前において金融機関であつた者に限る。）」 
153 ただし承継銀行を経由する必要がある。 
154 ただし一般サービサーとしての整理回収機構を活用することは可能である。もっとも，その場合には財

産調査権を利用することはできない。 
155 前掲佐々木「預金保険法の運用」６５２頁 
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民事再生手続とは，民事再生法及び民事再生規則によって規律される倒産処理手続であ

る。これは，収益を生み出す基礎となる債務者の財産を一体として維持し，債務者自身又

はそれに代わる第三者がその財産を基礎として経済活動を継続し，収益をあげるという再

生型手続の一つ（他に会社更生手続）とされる。その特徴の概要は，①「手続開始原因」（民

事再生法２１条１項）が「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」や

「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないと

き」とされるなど，経済的破綻が確定的段階になる前に手続を開始しようとする再生型手

続の特質が表されていること，②手続遂行主体である債務者が財産管理処分権や業務遂行

権を保持し続けること（民事再生法３８条１項），③利害関係人のうち一般債権者は手続参

加が義務付けられる（民事再生法８４条等）が，一般の優先権ある債権者らは手続外での

満足を受ける（民事再生法１２２条等）ことができること，④担保権が別除権とされてそ

の実行については原則として法律上の制限が加えられないこと（民事再生法５３条等），⑤

利害関係人の権利変更の方式に関して，債務者の特性や債権者の選択に応じて複数の方式

が認められていることなどが挙げられる156。 

 

イ 金融整理管財人の責務と民事再生手続利用による制約 

金融庁長官は，当該金融機関が，①債務超過と認める場合，②預金等の払戻しを停止す

るおそれがあると認める場合，③預金等の払戻しを停止した場合，④金融機関からの申出

を受けて債務超過が生ずるおそれがあると認める場合のいずれかの場合で，かつ，(a)当該

金融機関の業務の運営が著しく不適切であること，(b)当該金融機関について，合併等が行

われることなく，その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には，当該金融機関が業

務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が

生ずるいずれかに該当するときには，当該金融機関に対し，金融整理管財人による業務及

び財産の管理を命ずる処分を行い，この処分を受けた被管理金融機関の管理等は金融整理

管財人が行うこととなる（預金保険法７４条１項２項）。 

そして，金融整理管財人は，被管理金融機関を代表し，業務の執行や財産の管理・処分

を行う権利を専属的に保有する（預金保険法７７条１項）こととなり，預金保険法８３条

１項により被管理金融機関の経営者らの民事責任追及を，同条２項によりその刑事責任追

及を，それぞれ責務として行うこととなる。 

このように金融整理管財人は預金保険法に定められた権限を行使することによりその責

任追及義務を履行することとなるが，その一方で，前記のとおり資金援助方式においては

民事再生手続を利用することから，金融整理管財人は，責任追及に際しては，民事再生法

の規定や司法実務上の制約をも配慮してこれを遂行する必要がある。 

 具体的な制約としては，金融整理管財人は，債権者に対して公平かつ誠実に業務執行権

                                                  
156 伊藤眞『破産法・民事再生法［第２版］』（有斐閣，２００９年）２８頁等 



130 
 

及び財産管理処分権を行使しなければならない法律上の義務を負うことから，破綻金融機

関の経営者等に対する損害賠償請求権を譲渡する際の価格や責任追及業務の経費負担に関

して，再生債権者の利益を害さないよう配慮が求められる。そして，裁判所及び監督委員

の監督下で破綻処理手続を行わなければならないため責任追及対象の経営者等と提訴前和

解を行うことなどにつき監督委員の同意が必要となり，また，責任追及業務の結果に関し

て裁判所に対する各種報告を行うことが必要となる。さらに，司法実務上の要請により原

則として破綻公表から６か月目には事業譲渡を行わなければならないことから，それまで

に民事提訴や告訴告発など一連の措置を遂げるべきこととなる。 

預金保険機構は，金融整理管財人に就任することにより責任追及業務を遂行することも

あるが，他方で，金融整理管財人に選任されず就任しない場合（一般の弁護士らが金融整

理管財人に就任する場合）もあることから，後者の場合に預金保険機構がどのようにして

金融整理管財人による責任追及業務に関与していくかが課題となり得る。 

なお，預金保険機構においては，民事再生法に定められた「法人の役員の責任の追及」

制度（民事再生法１４２条以下）を利用することは予定していない（後述のとおり，破産

手続利用時とは異なる。）。 

 

ウ 当該手続における預金保険機構の関わり 

この資金援助方式（民事再生手続利用）において預金保険機構が責任追及義務に関わる

方法は平成１０年改正法下のものと異ならない。 

すなわち，①預金保険機構が就任した金融整理管財人としての立場で事業譲渡前に損害

賠償請求訴訟を提起した場合，その後に整理回収機構が預金保険機構の委託に基づき損害

賠償請求権を買い取り訴訟を承継し，民事責任追及業務を遂行し，②事業譲渡前に損害賠

償請求訴訟を提起出来なかった場合には，整理回収機構が預金保険機構の委託に基づいて

損害賠償請求権を買い取りした後に自ら訴訟を提起し，民事責任追及業務を遂行する。い

ずれの場合でも，預金保険機構は整理回収機構に対する指導助言を行うことでも関与する

こととなる。なお，預金保険機構が金融整理管財人に就任する場合としない場合とがある

が，仮に就任しなかった場合でも預金保険法３７条３項の報告徴求権限行使により得た資

料を，金融整理管財人に提供する形で責任追及に関与することとなる。この場合における

預金保険機構の権限行使及び資料提供は，預金保険法３４条２号から４号までの業務に附

帯する同条１０号所定の業務として位置付けられることとなる157。 

もちろん，刑事手続についても金融整理管財人は犯罪があると思料した時には，告訴告発

などの所要の措置をとり，既に整理回収機構に損害賠償請求権を譲渡した後であっても，

預金保険機構は整理回収機構に対する指導・助言の過程でこれらを思料した時には整理回

収機構と連携の上で告訴告発することとなる。  

                                                  
157 前掲佐々木「預金保険法の運用」８１頁 
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エ 金融整理管財人制度における責任追及に関する検討事項等 

金融整理管財人制度採用時において，預金保険機構が金融庁長官により金融整理管財人

に選任されてこれに就任した場合には，実績が豊富で組織性が高い預金保険機構の判断に

より，破綻金融機関の経営者に対する責任追及措置をとるという公的な義務が履行される

こととなる。一方，同じく金融整理管財人制度採用時に，預金保険機構が金融整理管財人

に選任されず就任できなかった場合には，責任追及措置をとるという預金保険法上の公的

義務は，金融庁長官から選任された弁護士らの判断により履行されるが，この場合でも預

金保険機構が金融整理管財人に就任した場合と同様に，預金保険機構の意思決定が十分に

反映されるような制度の必要性も認められるところである。 

 

(３)保険金支払方式における責任追及の法的枠組み 

保険金支払方式とは，金融機関が破綻して保険事故を発生させるに至った場合に，預金

保険法第３章第３節に規定する保険金支払を行うことであり，同方式が採用される場合，

保険事故を惹起した金融機関は清算され，その清算の過程で当該金融機関の営業は解体さ

れ換価されることが想定されている158。 

保険金支払方式を採用した場合においては，一般的には破産手続を利用することが想定

されてきた159。しかしながら，これは法律上論理必然の関係にはなく，民事再生手続を利用

することも可能160であり，むしろその方が手続的に便宜に叶う点も否定し難い。そこで，次

項以下では，保険金支払方式採用時において，破産手続を利用した場合と，民事再生手続

を利用した場合とに分けて考察することとする。 

なお，破産手続とは，破産法及び破産規則によって規律される倒産処理手続であり，人

的及び物的資源から構成される債務者の総財産を解体し，それらをより有効に活用できる

第三者に譲渡し，その清算価値を債権者に配分するとともに，債務者の経済活動に終止符

を打つという清算型手続の一つ（他に特別清算）とされる。その特徴の概要は，①手続開

始原因（破産法１５条１項，１６条１項）が支払不能及び債務超過という債務者がその総

債権者に対する債務を完全には履行しえなくなった状態とされるなど清算型手続の特質が

反映されていること，②破産管財人が任命されて（破産法７４条１項），債務者の財産につ

                                                  
158 前掲佐々木「預金保険法の運用」６５２頁 
159 前掲佐々木「預金保険法の運用」のほか，預金保険機構「預金保険制度の解説」（平成１９年９月）２

０頁参照。なお，破産手続を用いる場合でも，金融機関等の更生手続の特例等に関する法律により，多く

の特則が定められている（同特則の概要については，松下淳一「金融機関等の破産手続の特則」山本克己・

山本和彦・瀬戸英雄編『新破産法の理論と実務』（判例タイムズ社，２００８年）５８頁以下参照）。 
160 例えば，池田靖「民事再生手続の選択基準」前掲『新・実務裁判体系２１会社更生法民事再生法』３１

３頁以下には「申立時に資金繰りの目処を明確にできず，あるいは最終的に清算をせざるを得ないような

場合には（中略）民事再生でソフトランディングを目指すことになる。（中略）直ちに破産してしまっては

利害関係人の被害が大き過ぎるので，若干の時間的猶予を得て，その間に債務者自身が諸事を処理するこ

とは有用である。例えば大和建設等のゼネコンについて（中略）申立後自力で現場を再開し，工事の引受

先をみつけることによって（中略）債権者等の被害も減らせたし，社会的に有用な資産の毀損を防ぐこと

ができた。」との指摘がある。 
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いて管理処分権を与えられて（破産法７８条１項）清算を遂行すること，③権利を行使す

るすべての破産債権者が手続に参加することを要求され，原則として平等な配当に服する

（破産法１００条１項）こと，④典型担保権が別除権とされるなど特定財産上の担保権者

が原則として手続に拘束されず自由な権利行使を認められること，⑤免責手続が設けられ

ていることなどが挙げられる161。破産手続の目的としては，①債務者の財産等の適正かつ公

平な清算を図ること（破産法１条），②債務者について経済生活の再生の機会の確保を図

ること（同条），③社会的影響の大きい事件などでは社会正義の実現にも配慮することが

要求されている（例えば，破産者が詐欺的行為を行うなどしたために債権者の中に被害者

的側面を有する債権者が多数いるような場合は，被害者保護という観点をも考慮して管財

業務を行うことが相当な場合もある。）162。 

このように破産手続には民事再生手続と異なる特徴があるところ，後述するように，特

に前記②破産管財人の存在と同③債権者間の公平とが，それぞれ責任追及業務に多大なる

影響を及ぼしうる要素となり，一定の課題が生じることとなる163。 

 

ア 保険金支払方式（破産手続利用型） 

 破産手続を利用する保険金支払方式下における責任追及の趣旨・目的は，資金援助方式

下における責任追及の趣旨・目的と基本的には異ならない。すなわち金融機関の経営者の

モラルハザードを抑止し，もって預金保険法の目的である信用秩序の維持という公益的目

的を実現することに変わりはない。しかしながら，破綻処理手続として用いる破産手続は，

あくまでも債務者の財産等の適正かつ公平な清算等を最大の目的としているように思われ

ることから，実際に破産法を金融機関の破綻処理手続に用いた場合には検討すべき課題が

生じることとなる。その点につき以下述べる。 

 

(ア)金融機関性の喪失に伴う金融整理管財人の地位存続の可否の問題  

最初の課題が，破産手続開始決定に伴う金融機関性喪失の問題である。 

預金保険法上の「金融機関」とは，預金保険法２条１項１号に規定された銀行法上の銀

                                                  
161 前掲伊藤「破産法・民事再生法［第２版］」２２頁等 
162 東京地裁破産再生実務研究会『破産・民事再生の実務［新版］上 破産編Ⅰ』（きんざい，平成２０年）

１５６頁 
163 倒産法を金融機関の破綻処理に適用した際の問題点は，吉戒修一「金融機関破綻関連法の法的検討〔Ⅰ〕

〔Ⅱ〕〔Ⅲ〕」商事法務１５３１～１５３３号に詳細な指摘がある。１９９９年当時の法律を前提にしてい

る論文ではあるが，同論文では，例えば「銀行の業務の性格からすると，倒産五法の手続を銀行の破綻処

理にそのまま適用するには，次のような問題がある。…。第六に，経営責任等の追及の問題がある。…。

銀行の破綻の場合，このような事態に至ったことにつき経営者の責任が認められるときは，それを明確化

し，追及することは，経営者のモラルハザードを防止するためにも不可欠であるから，その経営責任の追

及を容易にするための法的手当てが必要である。それとともに，破綻した銀行が外部からの支援を得て再

建される場合，既存の株主も経営破綻に対する監督責任の懈怠につき応分の責任を負うべきであり，その

株主責任を負わせるための法的手当ても必要である。」と経営責任追及上の問題点が指摘されている（「金

融機関破綻関連法の法的検討〔Ⅰ〕」商事法務１５３１号１２，１３頁）。 
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行などであるところ，「破産手続開始決定」は会社法４７１条５号164により会社の解散事由

と定められている上，この「解散」は銀行法４１条３号165に定められているように銀行免許

失効事由であるため，破産手続開始決定が下されると必然的に「金融機関」であることを

前提に下された管理を命ずる処分が失効し，金融整理管財人の地位も失われるものと解す

る見解166がある。この見解に従う限り，預金保険機構は金融整理管財人に就任しても，破産

手続開始決定に伴いその地位を喪失し，責任追及業務においても金融整理管財人としての

権限を行使することができないこととなる。 

もっとも，破綻金融機関が金融機関性を失って一般事業会社となった場合でも，公的管

理の必要性がある限り，内閣総理大臣（金融庁長官）の監督権限を認めるべきであり，管

理を命ずる処分は当然には失効しないという見解167もあり，この見解に従えば，金融整理管

財人は破産手続開始決定後もその地位や権限に基づき調査・責任追及を行うこととなる。

そもそも破産手続を利用した場合においても，破綻金融機関の経営者に対する責任追及の

必要性は同様に存在する上，金融整理管財人は破産管財人には認められていない（責任追

及業務に有益な）照会権限（預金保険法８３条２項）があることから，破産手続開始決定

後であっても金融整理管財人の地位は存続するものと解すべきであり，実際にもそれが妥

当であることは明らかであると思われる。 

 

(イ)預金保険機構が独自に保有する権限行使の可否の問題 

次が，預金保険機構が預金保険法で認められている独自権限の行使可否の問題である。 

すなわち破綻金融機関の金融機関性の喪失に伴い金融整理管財人の地位も喪失する見解

に沿って検討すると，預金保険機構が独自に有している調査権限（預金保険法３７条３項）

の対象についても，この行使時において権限の対象が「金融機関」であることが前提であ

るように解されるため，一見すると，やはり破産手続開始決定後は預金保険機構は責任追

及業務のためにかかる権限を行使することができないようにも思える。確かに，破綻金融

機関の概念の前提である預金保険法２条１項で規定された金融機関の定義をもとにして，

銀行である破綻金融機関が免許を失効させれば，もはや本項の報告等徴求権の対象となら

                                                  
164 会社法４７１条柱書「株式会社は，次に掲げる事由によって解散する。」，同条５号「破産手続開始の決

定」 
165 銀行法４１条柱書「銀行が次の各号のいずれかに該当するときは，第四条第一項の内閣総理大臣の免許

は，効力を失う。」，同条３号「解散したとき（設立，株式移転，合併（当該合併により銀行を設立するも

のに限る。）又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。）。」 
166 前掲佐々木「預金保険法の運用」３６９頁，３７０頁には，「被管理金融機関が銀行であるときに，銀

行業の全部の廃止，営業の全部を譲渡したとき，解散したとき等の銀行免許執行事由（銀行法４１条）が

発生すると，当該金融機関は銀行法上の銀行ではなくなり，ひいて預金保険法上の金融機関としての地位

（２条１項１号）を喪失し，その結果，管理を命ずる処分が失効し，金融整理管財人の地位も失効すると

いう事態が発生する」旨の記述がある。 
167 前掲佐々木「預金保険法の運用」３３１頁には，「たとえば金融機関性を失って一般事業会社となって

も，公的管理の必要性がある限り，内閣総理大臣（金融庁長官）の監督権限を認めるべきであり，管理を

命ずる処分は当然には執行しないという見解もある」旨の記述がある。 
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ないとする見解もある168。 

しかしながら，預金保険法３７条３項は「（破綻金融機関の取締役等）であった者」に

対する報告徴求や帳簿検査をも認めようとする規定であるから，このような制度趣旨を損

なうことにかんがみれば前述のような結論は妥当ではなく，破産手続開始決定後であって

も，同項の報告徴求権限行使は可能であると解すべきである。破産手続開始決定後には責

任追及に向けた預金保険機構の権限を維持できないとなれば責任追及を回避しようとする

経営者が敢えて破産手続を選択する可能性も否定できないのであって，このような不都

合・不合理な結果を招来させないためにも，権限を維持させる解釈を行うべきであろう。 

 

(ウ)破産手続における預金保険機構の地位の問題 

 次が，破産手続において預金保険機構はどのような地位を保有するかという問題である。 

破産管財人の資格は，破産法上は，個人のみならず法人管財人も認められ（破産法７４

条２項），その他に特段の制約は無いが，実際上は，法的知識とともに公共性が強く求めら

れ，利害関係の無い弁護士から選任されている。このような実務を前提に考えると，破産

手続を利用する保険金支払方式の下においては，預金保険機構は，金融機関の破綻処理に

精通した法人ではあるが，保険金支払方式下において預金者に保険金支払や概算払を行う

ことで預金等債権を取得することによって最大規模の債権者となることから，破産管財人

として不適格であるという見方もあり得る。このような見方からは，預金保険機構は裁判

所から選任された破産管財人の補助者169に就任し得るにすぎないということになろう。 

しかしながら，破産管財人は，社会的影響の大きい事件においては利害関係人の利益だ

けでなく社会正義の実現にも配慮することが求められ，これを実現するよう職務を執行し

なければならない。また，規模の大きな企業の破産手続を円滑に進めるためには利害関係

者排除の要請を誇大に捉えると適任者が得られないため相当とは言い難く，かかる排除要

請よりもむしろ最適任者選任の要請が高まることとなり，そのような場合には裁判所が相

当と判断すれば利害関係を持つ者であっても破産管財人に選任することができる。かよう

な柔軟な対処を可能とするために，破産管財人については利害関係の無いことが法律上要

求されていないのである170。以上のような見方に立てば，預金保険機構は，金融機関の破綻

処理に精通している上，内閣総理大臣及び財務大臣の監督を受けるなど公的な性格を有し

                                                  
168 前掲佐々木「預金保険法の運用」８１頁 
169 前掲「破産・民事再生の実務［新版］上 破産編Ⅰ」１７４頁。破産管財人は，管財事務の処理上，必

要がある場合は事務補助者を使用することができる。この補助者の資格については別段の資格はなく，破

産者の元従業員，役員，家族等が使用されることも多い。また，破産管財人は，他の弁護士や，公認会計

士又は税理士を利用することもあるが，訴訟等の個々の事務処理等のため個別に委任する場合と，事実上

の補助者として使用する場合がある。司法研修所編『破産事件の処理に関する実務上の諸問題』（法曹会，

昭和６０年）１２１頁，２６３頁も参照。 
170 竹下守夫編集代表『大コンメンタール破産法［初版］』（青林書院，２００７年）３２１頁。なお，選任

基準については，前掲「破産事件の処理に関する実務上の諸問題」１０６頁以下，松嶋英機「破産管財人

の選任」前掲『新破産法の理論と実務』１３７頁以下参照。 
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ていることから，事案によっては破産管財人に選任される適格を保有しているというべき

であり，破産管財人への就任も可能であると思料する。 

ところで，破産管財人は，①職務を適正・迅速に執行し，管財人として一般的・平均的

に要求される注意義務を尽くさなければならない（善管注意義務，破産法８５条１項参照）

上，②職務執行に当たってはすべての利害関係人に対して公正中立であるべきで，これに

ついての利害関係人の信頼を損なってはならない義務を負い（公正中立義務），更に③利

害関係人又は破産財団と自己取引（管財人が直接又は親族若しくは代理人を通じて破産財

団に属する財産の換価処分の相手方となること）等の利害相反の関係に立ってはならない

とされている（忠実義務）171。したがって，預金保険機構が破産管財人に就任することがで

きれば，これらの義務に配慮しつつ責任追及業務に当たることとなろう。 

他方，破産管財人の補助者の行為に過失が認められるときには破産管財人はその責任を

負うものとされる関係上，やはり破産管財人の補助者についても善管注意義務と同等の義

務を負うものと解されるので，預金保険機構が，破産管財人（保全管理人も同）の補助者

としての立場でしか金融機関の破綻処理手続に関与できない場合でも，破産管財人と同様

に善管注意義務等を負うことを自覚し，破産債権者の利益を害することのないよう十分に

配慮しつつ，旧経営陣らの責任追及等の業務に当たることが必要となろう。 

 

(エ)破産管財人と金融整理管財人と預金保険機構の地位・権限の調整の問題 

 次が，破産管財人と金融整理管財人と預金保険機構の各地位・権限の調整の問題である。 

先述したように破産手続開始決定後には金融整理管財人の地位も喪失するという見解も

あるが，仮に破産手続開始決定後も金融整理管財人の地位が存続するものと解した場合に

は，破産管財人と金融整理管財人の地位・権限を調整する必要が生じることとなる。そも

そも金融整理管財人の地位・権限は，破産者のそれに由来するものであるから，私法上は

破産管財人に劣後することになるものと思われ，そうなると金融整理管財人の権限行使も

相当の制約が課されることとなろう。 

また，既述のように，破産手続開始決定後であっても，預金保険機構は，独自に保有する

報告徴求権限（預金保険法３７条３項）を行使することができると解すべきである。預金

保険機構が破産管財人に就任しなかった場合には，預金保険機構独自の保有権限と，破産

管財人権限との調整を図る必要があるところ，破産法と預金保険法の趣旨や性質からして

各々が尊重されるべきであるから，それぞれの権限が重なり合う範囲，場面においては双

方が協力し合いながら調整，両立を図っていくべきであろう。しかし，そうであっても，

預金保険機構は，独自権限行使により得た資料を破産管財人に提供するなどして，破産管

財人を主体とした責任追及業務を側方支援することとなろう（その場合には，預金保険機

構は破産管財人の補助者としての地位も併せ持つこととなろう。）。  

                                                  
171 東京弁護士会法友全期会破産実務研究会編『新破産実務マニュアル［初版］』（ぎょうせい，平成１９年）

１５９頁，前掲「破産事件の処理に関する実務上の諸問題」１１４頁以下。 
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(オ)破産手続の進捗状況と責任追及を担当する者の地位の関係  

このように保険金支払方式において破産手続を利用した場合においては，先述のような

種々の課題があるが，これらの地位・権限を手続の中で確認することとしたい。破産手続

開始決定までに銀行法や預金保険法上の手続が先行するため，各段階で預金保険機構の地

位・権限等に違いが生じることとなる。以下，時系列に沿って検討する。 

最初に，内閣総理大臣が，銀行法２６条に基づき破綻金融機関に対し業務停止命令を発

する（銀行法５９条により金融庁長官に権限委任）とともに，預金保険法７４条に基づき

破綻金融機関に対し管理を命ずる処分を行い（預金保険法１３９条により金融庁長官に権

限委任），預金保険機構は金融整理管財人として選任されることが想定されている。この

段階では，預金保険機構は，①元来保有している預金保険機構独自の調査権限等（例えば，

預金保険法３７条１項ないし３項）に加えて，②金融整理管財人に選任されることにより

新たに取得した金融整理管財人の地位・権限を保有することとなるが，責任追及業務は，

主として金融整理管財人としての地位・権限において行うこととなる（預金保険機構独自

の権限は補充的に行使することとなる。）。 

その後に行われた破産手続開始申立の後，裁判所が保全管理命令を発令して保全管理人

を選任し（破産法９１条１項），必要に応じて保全管理人が裁判所の許可を得て保全管理

人代理を選任する（破産法９５条）。預金保険機構は保全管理人ないしその補助者として

の地位に就くものと思われる。この段階では預金保険機構は，①元来保有する預金保険機

構の地位・権限，②継続保有する金融整理管財人の地位・権限に加え，③保全管理人ない

しその補助者としての地位・権限という３つの地位を有することとなる。この段階では保

全管理人に債務者財産の管理・処分権が移る関係上，金融整理管財人としての権限行使に

は一定程度の制約があるが，金融整理管財人，保全管理人ないしその補助者としての地位・

権限を調整しながら責任追及業務を行うこととなる。 

その後，裁判所が破産手続の開始を決定した後に破産管財人を選任し（破産法７４条１

項），必要に応じて破産管財人が裁判所の許可を得て破産管財人代理を選任する（破産法

７７条）。預金保険機構は破産管財人ないしその補助者としての地位に就く。この段階で

は預金保険機構は，①元来保有する預金保険機構の地位・権限に加え，（先述のとおり金

融整理管財人の地位は喪失するとする見解もあるが）②継続保有する金融整理管財人の地

位・権限，③破産管財人ないしその補助者としての地位・権限という３つの地位等を有す

ることとなる。この段階では破産管財人に破産者財産の管理・処分権が移る関係上，金融

整理管財人としての権限行使には制約があるが，金融整理管財人，破産管財人ないしその

補助者の地位・権限を調整しながら責任追及業務を行うこととなる。 

 

(カ)破産管財人ないしその補助者としての責任追及の制約等 

預金保険機構が破産管財人ないしその補助者という立場で責任追及に従事する場合に検
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討すべき課題も少なくないが，破産管財人であれ，その補助者であれ，責任追及上の制約

については，破産管財人の地位・権限を先に検討することとなる。 

破産管財人自身は，破産財団に属する財産に対する管理処分権を基本として，破産法８

３条に基づく説明徴求権172，物件検査権及び子会社等に対する調査権を行使することによ

り，責任追及等を行っていくこととなる。ところで，破産管財人は，裁判所の監督下にあ

り（破産法７５条），訴えの提起等一定の行為につき裁判所の許可を得る必要がある（同

法７８条）上，破産手続開始後遅滞なく，破産手続開始に至った事情や破産財団に関する

経過及び現状といった破産手続に関し必要な事項について，また，そのほか破産財団に属

する財産の管理及び処分の状況等について，それぞれ裁判所に報告しなければならず（同

法１５７条），任務終了時においても，計算（収支）の報告書を提出しなければならない

（同法８８条）。また，保全管理人も，裁判所の監督下にある（同法９６条，７５条）こ

とはもとより，債務者の常務に属しない行為173をするには裁判所の許可を要し（同法９３条

１項），任務終了時に計算の報告をしなければならない（同法９４条）174。そして，破産管

財人代理及び保全管理人代理は，それぞれ破産管財人，保全管理人の責任で（裁判所の許

可を得て）選任されるので，裁判所の監督には直接は服するものではないが，裁判所はそ

の許可をいつでも取り消すことができるため，各代理も裁判所の間接的な監督下にあると

されている175。したがって，預金保険機構が破産管財人に選任されればもちろん裁判所の監

督下にあるが，その補助者に就いた場合であっても破産管財人らを通じて間接的に裁判所

の監督下にあるとみるのが妥当であり，裁判所への報告も常に破産管財人らを通じて間接

的に協力することとなろう。 

一般的には，法人管財事件の場合には破産手続開始決定から約３か月後を目処に第１回

財産状況報告集会・債権調査期日が指定されており，債務者が極めて多数の大型事件や換

価業務に時間を要することが予想される特殊事案の場合にのみ，管財事務の負担を考慮し

て６か月程度後に指定されている176ようである。また，裁判所の取りまとめる司法統計177に

よると，企業を破産者とする破産手続の終結までの期間はおおむね１～２年（以内）が多

いとされている。これらのスケジュールと責任追及業務とが直接リンクするわけではない

ものと思われるが，責任追及業務の状況を財産状況報告集会に報告できることがより望ま

                                                  
172 説明義務者は「破産者，破産者の代理人，破産者が法人である場合のその理事・取締役・監事・監査役・

清算人・これらに準ずる者，破産者の従業員，これらの者であった者」である（破産法４０条１項２項）。 
173 常務とは債務者の継続的な業務行為である。債務者が事業を営んでいる場合は，通常の程度における原

材料の仕入れ，製品の販売，運転資金の借入れ，弁済期の到来した債務の弁済などが，事業を休止してい

る場合は，弁済期の到来した債権の回収，設備の保守，管理などがそれぞれあたる（伊藤眞・岡正晶・田

原睦夫・林道晴・松下淳一・森宏司『条解 破産法』（弘文堂，平成２２年）６６３頁以下）。 
174 前掲「大コンメンタール破産法［初版］」３９４頁には，「事案によっては，保全管理人は，任務の進捗

に応じて保全管理の状況（債務者の財産状況を含む。）を書面により裁判所に報告する場合があり，その場

合には，同報告が破産手続開始の判断にも用いられる。」旨の記載があるが，計算報告が義務であるのに対

し，このような保全管理の状況に関する報告は義務と解されているわけではないと思われる。 
175 前掲「大コンメンタール破産法［初版］」３２８頁，３９５頁 
176 前掲「破産・民事再生の実務［新版］上 破産編Ⅰ」１２０頁 
177 裁判所ｳｪﾌﾞｻｲﾄ http://www.courts.go.jp/search/jtsp0030 の１０７件目参照 



138 
 

しい上，破産事件終結までにこれを遂げる必要はあると思われることから，保険金支払方

式においても，資金援助方式と同程度のスケジュール感覚で，かかる期間の短さを意識し

つつ，責任追及業務に当たる必要があることとなる。具体的には，先述のとおり破産管財

人（保全管理人も同様）が破産法８３条に基づく説明徴求権，物件検査権及び子会社等に

対する調査権などを行使することにより調査を行うこととなるため，預金保険機構は，先

述のスケジュールの制約の中で，破産管財人ないしその補助者として，かかる権限行使に

より調査等を行うこととなろう178。 

また，破産管財人の意向によっては，破産法に定められた「法人の役員の責任の追及等」

（破産法１７７条～１８３条）を利用することも予想されるため，かかる制度が利用され

た時には別途責任追及業務遂行上の制約が生じることとなろう。 

 

イ 保険金支払方式（民事再生手続利用型） 

(ア)金融整理管財人による責任追及・預金保険機構自身による責任追及 

 先述のとおり保険金支払方式では破産手続を用いることが想定されてきた。しかしなが

ら，これは法律上論理必然の関係にはなく，保険金支払方式を採用した場合においても，

破産法ではなく民事再生法を利用することは可能である。 

この方式下での責任追及業務は，預金保険機構の立場としては，基本的には資金援助方

式（民事再生手続利用）における責任追及業務と異なるものではない。ただし，保険金支

払方式において民事再生法を利用する場合においても，特に協定銀行制度（整理回収機構

を利用すること）が可能か否かという検討事項が存在する。 

 

(イ)保険金支払方式下における整理回収機構の活用の可否 

先述のように，これまでの破綻処理においては，預金保険機構単独ではなく，整理回収

機構との連携により責任追及が行われてきたものである。しかるに，保険金支払方式で民

事再生手続を利用した場合に整理回収機構を活用できるかが検討事項となりうる。 

すなわち現行預金保険法上，一見すると，預金保険機構が，整理回収機構に破綻金融機

関等やその他から貸付債権その他の財産（譲受債権等）の資産を承継ないし取得させた上，

当該譲受債権の整理回収業務に関して整理回収機構に指導・助言するとともに，整理回収

業務に向けて預金保険法上の財産調査権を行使することができるのは，預金保険法附則１

０条１項各号に限られた形で列挙されているように，破綻処理方式として資金援助方式が

採用された場合に限定されているように見えなくもない。例えば，同条１項１号で準用さ

れる同法６４条１項に規定された預金保険機構委託に係る整理回収機構による破綻金融機

関からの直接の買取という方法は，あくまでも資金援助方式を採用することが前提となっ

                                                  
178 破産者の協力を求める方法や公認会計士等の補助者の活用方法等については，最高裁判所事務総局編

『破産事件執務資料』（法曹会，平成３年）２１頁以下参照。 
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ているように解され，保険金支払方式を採用した場合においてはかかる方式を採ることが

できると解することは容易ではないように見える。 

ただし，預金保険法附則１０条１項２号で準用される預金保険法１２９条の買取の場合

であれば，その文言上は破綻処理方式いかんを問わず，預金保険機構は，預金保険法上の

協定承継銀行である日本承継銀行に破綻金融機関から貸出債権や損害賠償請求権を譲り受

けさせた上で，協定銀行である整理回収機構に委託して承継銀行からこれらを買い取らせ

ることが可能である。 

このように，預金保険機構は，承継銀行を経由して整理回収機構に買い取らせた損害賠

償請求権に関しては，預金保険機構が整理回収機構に指導助言することができ，その存在

が確定すれば財産調査権を行使することができるため，より厳格な回収が期待できる。ま

た，その財産調査・回収過程において発見された刑事事件については，整理回収機構は告

発に向けて所要の措置を取ることが預金保険法上要請されており，預金保険機構はこれに

ついても指導助言することができる（法附則７条，８条等）。 

なお，これまでの破綻処理において預金保険機構が整理回収機構に委託した資産買取の

手続は，資金援助方式を採用した状況下で整理回収機構が破綻金融機関から承継銀行を介

さずに直接資産を買い取るという方式であり，先ほど説明した保険金支払方式採用時のも

のとはその方式が異なるものである。 

 

(４)金融危機対応における責任追及の法的枠組み 

ア 特別資金援助による全負債保護（預金保険法１０２条１項２号） 

特別資金援助による全負債保護とは，破綻金融機関又は債務超過の金融機関について，

保険金支払に要すると見込まれる費用を超える資金援助を行うことにより，その全負債を

保護しようとするもので，ペイオフ凍結解除前の（預金保険法附則１６条に定められた）

特別資金援助に類似する預金保護手続である。具体的には，当該金融機関に対して，預金

保険法１０２条１項２号の認定後直ちに金融整理管財人による管理の処分を行うとともに，

ペイオフコストを超える資金援助を行うこととなる。 

この認定がなされるための要件は，預金保険法１０２条１項柱書，同条２号に規定され

ているように，「破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない金融

機関」について「当該金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込

まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助（２号措置と呼称）」が講ぜられなけ

れば，「我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大

な支障が生ずるおそれがある」とされる場合である。 

 

(ア)資金援助方式（定額保護）との類似点 

当該金融機関に対しては，預金保険法１１０条１項により管理を命ずる処分がなされ，
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１０２条１項２号後段の「その財産をもって債務を完済することができない金融機関」も

同１１０条２項により破綻金融機関とみなされることにより，この２号措置を受けた金融

機関はいずれも既に述べた定額保護下の資金援助方式において金融整理管財人の管理下に

ある破綻金融機関と同等の取扱がなされることとなる。もっとも，２号措置では全負債が

保護されることとなるため，全額保護下の責任追及とほぼ同じ状況が生まれることとなる。

また，預金保険法３７条３項４項にいう破綻金融機関には「みなし破綻金融機関」も含ま

れることから，２号措置を受けた金融機関に対してはいずれも預金保険法３７条３項の調

査権限を及ぼすことができることとなり，これについても定額保護下における資金援助方

式採用時の破綻金融機関と同等の取扱がなされることとなる。 

 

(イ)資金援助方式（定額保護）との相違点 

２号措置では全負債が保護されることにより債権者の債権が毀損することが無く，民事

再生手続を利用する必要が無くなることから，資金援助方式採用時には民事再生手続を利

用した際に司法実務上の要請から生じる期間的制約が無くなる。このように民事再生手続

の標準スケジュールを考慮する必要がなくなるが，管理の終了までの期間（原則１年，例

外１年延長）という制約を受けることはもちろんである。 

 

イ 特別危機管理銀行による実質国有化（預金保険法１０２条１項３号） 

特別危機管理銀行制度とは，平成１０年金融再生法第６章で導入された「特別公的管理」

制度がほぼ同様のものとして平成１２年改正預金保険法１０２条１項３号等に定められた

「特別危機管理銀行による全負債保護」として恒久措置化された制度で，これは破綻金融

機関等であって財産をもって債務を完済することができない場合等に，預金保険機構にお

いて当該銀行等の全株式を取得して実質国有化するというものである。この制度において

は全負債保護も図られることから，その側面では「特別資金援助による全負債保護（全額

保護）」と同等の効果をもたらすこととなる。 

 

(ア)資金援助方式（定額保護）との類似点 

資金援助方式と類似性があるのは，預金保険機構独自の権限行使が可能な点と，預金保

険機構の委託により整理回収機構に資産買取を行わせることが可能な点である。 

預金保険機構は，預金保険法３７条３項に規定された預金保険機構独自の調査権限に基

づいて独自に民事・刑事責任追及に関する調査を実施することができる。預金保険法附則

７条で破綻金融機関と特別危機管理銀行とは別概念として用いられているが，特別危機管

理措置の対象となる金融機関について定める預金保険法１０２条１項３号は「破綻金融機

関に該当する銀行等であって，かつ，その財産をもって債務を完済することができないも

の」と規定されて破綻金融機関であることが前提となっていることから，預金保険法３７
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条３項を適用することにより特別危機管理銀行の取締役等に対して報告徴求権限を行使す

ることが可能となるものと思われる。 

また，特別危機管理制度採用時には，後述のとおり特別危機管理銀行自身によって責任

追及がなされるのが原則であるが，預金保険機構は，預金保険法３７条３項の調査権限行

使により調査して得た資料を，特別危機管理銀行自身に提供するなどして責任追及に関与

することができ，また，特別危機管理銀行自身による提訴の有無・前後を問わず，整理回

収機構が預金保険機構の委託に基づいて特別危機理銀行から損害賠償請求権を買い取りし

た上，自ら訴訟を提起するか又はこれを承継して責任追及業務を遂行し，いずれの場合で

も，預金保険機構は整理回収機構に対する指導助言を行うことで関与できる。 

 

(イ)資金援助方式（定額保護）との相違点 

これまでも述べてきたとおり，特別危機管理制度採用時すなわち預金保険法１０２条１

項３号措置が講じられた際の特別危機管理銀行の経営者の破綻の責任を明確にするための

措置は，同法１１６条１項で民事責任追及措置，同条２項で刑事責任追及措置がそれぞれ

義務として規定されているが，いずれも責任追及の主体は特別危機管理銀行の新経営陣と

されている。責任追及にあたって基礎調査を行う預金保険機構は，内部調査委員会へのオ

ブザーバーという形で関与することができるにすぎない。特別危機管理制度採用時におい

ては，特別危機管理銀行から選任された内部調査委員会が責任追及措置に係る判断をくだ

すこととなるが，金融整理管財人制度採用時に預金保険機構が金融整理管財人に就任した

場合と同じように，組織力や経験が十分な預金保険機構の意思決定が十分に反映されるよ

うな制度を整える必要もうかがえるところである。 

 

５ おわりに  

これまで概観・検討してきたように，破綻金融機関の経営者責任追及の直接の根拠とな

る実体法そのものは，一般事業会社の経営者のそれと異なるところはないが，実体法の解

釈上の規範としての破綻金融機関経営者の責任追及根拠の規範は，一般事業会社経営者の

責任追及根拠のそれとは著しく異なり，破綻金融機関経営者の責任が厳しく問われるもの

となっている上，破綻金融機関の経営者責任追及の根拠となる手続法も，一般事業会社の

経営者の責任追及を問うための手続法と比較して，より厳格にその責任追及を問うことが

可能な手続として整備されていることが確認できたところである。 

 預金保険機構及び整理回収機構は，一般社会から要請される破綻金融機関の経営者の責

任を厳格に問うという社会的使命をも担っているわが国唯一の組織であるといっても過言

ではないことから，両機構においては，破綻金融機関の経営者の責任根拠となる実体法上

及びその解釈上の規範を明確に認識して立証命題として確立し，責任追及を問うための制

度・権限を定めた手続法規に習熟してそれを有効に活用し，これらによって国民に負託さ
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れている使命を果たすことが，金融秩序ないし信用秩序の維持という預金保険法の目的に

も適うものであると思われる。 

以 上 
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１．はじめに 

平成２１年１月５日から，株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替

に関する法律等の一部を改正する法律の施行により，上場会社の株券の電子化が実施され，

社債，株式等の振替に関する法律（以下「振替法」という。）に基づいて処理されることと

なった。株券電子化後，上場会社の株券は無価値となり，株主が証券会社等に開設した口

座によって権利が管理されることとなり，口座の情報は，株式会社証券保管振替機構（以

下「ほふり」という。）を中核とするコンピューターのネットワークで一元的に管理される

こととなった。 
株券電子化は，安全で効率的な証券決済制度を構築する手段として実施されたものであ

る。その結果として，上場会社株主の債権者にとっては，債務者が保有する株券そのもの

の保全や執行が不可能となる一方で，一定の条件がそろえば，債務者が隠ぺいしていた株

式を発見し，その保全や執行を可能にするという副次的効果をもたらした。 
本論文で紹介する事案は，ある上場会社の株主として株券を保有しながらその所在を秘

匿していた債務者に対し，従来であれば株式に対する保全が困難であった中，株券電子化

の実施によって特別口座が開設されたことにより，株式の仮差押えが実現した事案である。

特別口座によって管理されている株式に対する保全や執行はいまだ事例が少ないと思われ

ることから，実務の参考として紹介するとともに，株券電子化による上記副次的効果につ

いて，本事案をもとに考察する。 
 
２．株券電子化の概要 

（１）株券電子化のしくみ 

株券電子化により，上場会社の発行済み株券は無効となり，上場されている株式は，振

替機関（現在はほふりが指定を受けている。）及び口座管理機関（証券会社や銀行等）が顧

客（「加入者」と呼ばれる。）のために開設した口座（「振替口座」と呼ばれる。）に銘柄や

銘柄ごとの数といった情報が電子的に記録され，その記録によって権利の帰属が確定する。

そして，株券電子化実施以降の株式（「振替株式」と呼ばれる。）の移転は，加入者の口座

が開設された口座管理機関を通じた振替口座間での電子データの授受（振替）によること

になる。 
ほふりは，証券会社等口座管理機関から，ある一定時点（決算基準日等）における加入

者の氏名や住所等の情報の通知を受け，加入者の口座の名寄せを行ってその情報をデータ

登録し，一定時点におけるすべての株主の情報を発行会社に通知し（「総株主通知」という。），

発行会社は，総株主通知に基づき，株主名簿に株主の氏名，株式数等の情報を記録，更新

する。 
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（２）株券電子化後の株式の移行，譲渡方法，質入れ方法等 

イ．一般口座株主の場合 

株券電子化移行前，株主が保有する株券を証券会社等を通じて証券保管振替機関（ほふ

りが担っていた）に預託していた場合は，株券電子化移行後，特段の手続を要することな

く，移行前に開設していた証券会社等に振替口座の開設を受け（便宜上，「一般口座」とい

う3。），同口座において株式を保有することとなる。 
加入者の振替口座は，その属性により，株主が自己が保有する株式を管理する「保有欄」

と質権者が担保として有する株式を管理する「質権欄」の区分がなされる。株式を譲渡す

る場合は，株主が証券会社に振替口座を開設し相対取引によって譲渡する場合を例にとる

と，自己の振替口座を開設している証券会社に対し，譲受人の口座を振替先口座として振

替を申請し4，譲受人の口座に当該譲渡した株の増加の記録がなされることで譲渡の効力を

生ずる（振替法１４０条）。また，株式に質権設定する場合，振替申請により，質権者の口

座の質権欄に当該質入れした株数の増加の記録がなされることで効力を生ずる（振替法１

４１条）。 
 

ロ．特別口座株主の場合 

一方，株券電子化移行前に株主がほふりに株券を預託せず，手元に保管していた場合（い

わゆる「タンス株」），株券は株券電子化によって無効になるが，株主名簿上の最終名義人

の特別口座が発行会社の指定する口座管理機関に開設され5，特別口座に情報が記録される

ことにより，権利は保全される。 
ただし，株主は，特別口座で管理する株式を相対取引によっても取引所市場においても

売却などの処分はできない（振替法１３３条１項）。特別口座に記録された株式を売却する

場合は，①証券会社等へ本人名義の一般口座をあらかじめ開設→②発行会社を介し，特別

口座を開設している口座管理機関に対し，①の証券会社等の口座への株式の振替を申請→

③証券会社等の口座へ株式が記録された後，取引が可能となる，という一連の手続を必要

とする。 
 

                                                  
3   本論文では「特別口座」の名称に対比して「一般口座」の言葉を用いるが，法律上の用語として「一

般口座」という言葉はない。論者によって「加入者口座」「通常口座」「取引口座」等の言葉が使用され

ている（阿多博文「株券電子化と各種手続⑴－特別口座，特別口座，株式譲渡，相続・遺贈等について」

ＮＢＬ８９７号３４頁参照）。 
4  振替申請に際しては，①減少の記録がされる銘柄及び振替数②振替元口座③振替先口座（口座管理機

関名，口座番号，口座名義等）④振替日等を指定して行う。 
5 株券電子化移行日における株主名簿に関する情報を把握管理するのは株主名簿管理人としての信託銀

行等であるため，便宜上，特別口座の開設先である口座管理機関には，信託銀行等が就任するのが通例

である（阿多・前掲注１・３４頁参照）。特別口座を開設している信託銀行等としては，現在７社あり，

第３「事案の概要」で記載した事案のＤ社は７社のうちの１社である。 
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（３）加入者の権利推定 

加入者は，その口座における記録がされた振替株式についての権利を適法に有するもの

と推定される（振替法１４３条）。したがって，口座に残高のある株主は，特に反証がない

限り，その株式について正当な権利の保有者であると判断され，逆に，口座に残高のある

株主に対して，その権利を否定しようとする者は，その株主が無権利者であることを立証

しなければならない6。 
 

（４）強制執行方法等 

振替株式の強制執行は，差押命令により開始され（民事執行規則１５０条の２），同命令

により，債務者は，振替株式の振替・抹消申請，取立て等の処分を禁止され，債務者が口

座開設を受けている振替機関や口座管理機関は，振替及び抹消を禁止される（同規則１５

０条の３第１項）。振替株式の保全執行は，仮差押えの執行については，振替機関等に対し

振替及び抹消を禁止する命令を発する方法により行われ（民事保全規則４２条１項），仮処

分の執行については，仮差押えの執行又は強制執行の例によるとされる（同規則４５条１

項）。差押え等の事実は，「政令で定める事項」（振替法１２９条３項７号，社債，株式等の

振替に関する法律施行令２８条１号）として振替口座に記載される。換価に際しては，執

行裁判所が定めた価額で支払いに代えて差押債権者に譲渡する命令（譲渡命令）又は執行

官その他の執行裁判所が相当と認めるものに対して，執行裁判所の定める方法により売却

することを命ずる命令（売却命令）とこれに伴う振替が行われる（民事執行規則１５０条

の７第１項，４項。なお，後記注８参照）。その他，振替株式の執行手続については債権執

行の条文が準用されている（同規則１５０条の８）。 
なお，これに対し，株券に対する強制執行は，株券が民事執行法上は動産とされるため，

執行官が債務者の直接占有下にある株券を差し押さえることにより開始される（同法１２

２条１項）。仮差押えの執行の場合も同様である（民事保全法４９条）。したがって，株券

の所在が分からない限り，強制執行や保全執行を開始することができない。換価に際して

は，相場のある株券は売却の日の相場以上の価額で売却される（民事執行規則１２３条１

項）。 
 
  

                                                  
6  加えて，振替の申請により口座に増額の記録を受けた加入者は，増額した振替株式についての権利を 

取得する善意取得が認められている（振替法１４４条）ことからすれば，振替口座の記録には一定の公

信力が認められているといえる。 
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３．事案の概要 

（１）株式発見の経緯 

Ａ社は，ゴルフ場，ホテル経営，不動産賃貸業等を主たる目的とする株式会社であり，

平成２年から同１３年にかけて，複数の金融機関から合計９０億円超の貸付を受けた。し

かし，返済が滞ったため，債権者である金融機関は，めぼしい担保物件の処分により回収

した後，同１４年及び同１５年には，すべての債権を株式会社整理回収機構（以下「ＲＣ

Ｃ」という。）に譲渡した7。ＲＣＣは，Ａ社の代表取締役Ｂ（連帯保証人でもある）に対し

て債務弁済を求めたが，十分な弁済が行われず，同２０年１２月当時の残元金は合計約６

８億円であった。 
ＲＣＣは，同１８年当時，預金保険機構に財産調査を依頼し，その調査結果に基づき，

Ａ社が東証２部に上場しているＣ社の株式を保有していることを把握した8。Ａ社が保有す

るＣ社株式は，ほふりへの預託がなされていないいわゆる「タンス株」の状態であったが，

預保調査によっても，株券の所在・保管場所を特定することはできなかった。ＲＣＣは，

Ｂとの交渉の過程で，Ｂに対して，同株式を売却してその代金を債務の弁済に充てること

や担保としての差し入れを提案したが，Ｂはこれに応じなかった。しかし，Ｂは，その一

方で，同株式の一部を売却して自らの役員報酬等に充てていた。そこで，ＲＣＣは，同株

式を含めたＡ社保有資産の隠匿及びさらなる流出の可能性があったため，同２０年１２月，

預金保険機構にＡ社の財産調査を再度依頼した。 
預金保険機構は，同２０年末から同２１年にわたり財産調査を行い，Ａ社やＢの保有資産

を確認した結果，Ａ社が保有していたＣ社株券はタンス株のままで，ほふりに預託されて

いる様子はなく，株券電子化の実施にあたり，Ｃ社が有価証券管理業等を営むＤ社に特別

口座を開設する旨公告していたことから，株券電子化実施以降は，Ａ社が保有するＣ社株

式はＤ社に開設された特別口座に記録されているものと推測された。そこで，ＲＣＣは，

こうした情報に基づき，Ｃ社株式の仮差押命令を申し立てることとした。  

                                                  
7  金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（以下「金融再生法」という。）５３条に基づいて，破

綻に至っていない健全金融機関等の不良債権をＲＣＣが買い取ったものである。なお，同法律に基づく

健全金融機関等からの資産買取申込みは平成１７年３月で終了している。 
8  預金保険機構は，ＲＣＣが旧住専７社，破綻金融機関及び健全金融機関（金融再生法５３条に基づく

もの）から譲り受けた貸付金債権等の回収に必要な指導・助言を行っており（特定住宅金融専門会社の

債権債務の処理の促進等に関する特別措置法（以下「住専法」という。）３条１項４号，預金保険法附則

７条１項３号，金融再生法５３条３項），債務者の財産が隠ぺいされているおそれがあるものその他債務

者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについては，財産調査権が認められ

ている（住専法３条１項６号，預金保険法７条１項５号，金融再生法５３条３項）。預金保険機構が財産

調査権を行使するため必要があるときは，官庁，公共団体その他の者に照会し，協力を求めることがで

き，一定の場合には債務者の所有不動産等に立ち入り，質問・帳簿提出等を求めることができる（住専

法１５条，１７条，預金保険法１３条，１４条の２，金融再生法５８条）。この財産調査権に基づき，預

金保険機構は，金融機関調査，債務者及び関係箇所への立入調査，債務者及び関係者に対する質問調査

等を行い，その結果をもとにＲＣＣに回収への指導助言を行う。ＲＣＣは，預金保険機構による財産調

査権行使の結果を利用して，債務者等と交渉をし，必要に応じて保全・執行を申し立てたり，民事訴訟

を提起したりするなどして，債権回収を図っている。 
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（２）仮差押命令申立てから決定までの経緯 

もっとも，特別口座に記録された株式は，加入者自ら開設した一般口座以外の口座を振

替先とする振替申請は認められない上，Ｄ社は，有価証券管理業等を行う口座管理機関で

はあるものの，特別口座の開設といった株券電子化に伴う手続の代行を行うのみであり，

同社に一般口座を開設したり，同社を通じて株式の売買を行ったりすることができない会

社であった。そこで，このＤ社に開設された特別口座で管理されている株式の仮差押えが

可能であるか，また，どのようにして本執行へ移行して換価できるのかが問題となったが，

検討の結果，特別口座に記録された株式に対する仮差押えも通常の仮差押えと同様に可能

であり9，本執行への移行も可能である10と判断し，仮差押命令申立てに至った。 
その結果，裁判所は，「ＲＣＣがＡ社に対して有する債権の執行を保全するため，Ａ社が

Ｄ社の加入者として有する振替社債等は，仮にこれを差し押さえる。Ａ社は，仮に差し押

さえられた振替社債等について，振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分をして

はならない。Ｄ社は，仮に差し押さえられた振替社債等について，振替及び抹消をしては

ならない。」という申立てどおりの内容の仮差押決定を下した（神戸地方裁判所平成２１年

１月２７日決定）。Ｄ社の陳述書によると，仮差押えの対象となった株式の時価は１億１千

万円相当であった。 
上記仮差押えの後，ＢとＲＣＣとの間では，Ａ社が保有するＣ社株式を売却して弁済金

に充てる方向で交渉が進められた。 
  
                                                  
9  実務上は，口座に「特別口座」という名称が付されて一般口座と区別されているわけではないため，

外部の第三者からは，一般口座か特別口座かを判断することは困難であり（口座の開設先が証券会社か

信託銀行等かによってある程度の推測はできる），保全や執行に際し，口座特定のために一般口座か特別

口座かを区別して申し立てる必要もない（阿多・前掲注１・３４頁参照）。 
10  振替社債等に関する強制執行は，差押命令（民事執行規則１５０条の３）を得た後，同命令が債務者

に送達された日から１週間経過後，取立てが可能となる（同規則１５０条の５）が，振替株式は直接の

取立てが観念できないため，取立てが困難な場合として，差押債権者の申立てにより，執行裁判所が（ア）

当該株式を執行裁判所が定めた価格で支払いに代えて差押債権者に譲渡する命令（譲渡命令）あるいは

（イ）執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して株式売却を命ずる命令（売却命令）を発す

る方法がある（同規則１５０条の７第１項）。 
（ア）譲渡命令の場合，執行裁判所は譲渡価格を定めて譲渡命令を発令し，同命令が確定すれば，裁

判所書記官が，あらかじめ証券会社等に開設を受けた差押債権者の口座に増額の記載・記録をする旨の

申請をすることとなる（同規則１５０条の７第４項）。もっとも，本事案では，ＲＣＣが自ら債務者保有

の株式を譲り受けることは想定できないため，譲渡命令による換価が選択されるとは考え難い。 
また，（イ）売却命令の場合，仮に，Ｃ社株式の記録がある口座がＤ社ではなく証券会社であれば，当

該証券会社を「裁判所が相当と認める者」として，差し押さえた株式を取引所市場において通常の株式

売買と同様の形で売却させることができるのであるが，本件では，Ｃ社株式の記録があるのは，市場取

引も行っておらず自ら株式売却ができないＤ社であるため，執行官に対して売却を命ずるという形で換

価をすることとなると考えられる。この場合，当該株式を売却した執行官が買受人の口座への振替を申

請し（同規則１５０条の７第５項），申請を受けた証券会社が買受人の口座への振替を行い，執行官が売

却についての報告書とともに売得金を執行裁判所に提出することになる（同規則１５０条の７第６項，

１４１条４項）。 
したがって，振替法上，特別口座から加入者自ら開設した一般口座以外の口座を振替先とする株式の

振替は認められないが，強制執行により買い受けた者の口座へ株式を振り替えることはあるということ

である。 
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４．本事案の意義及び株券電子化の影響 

（１）株券電子化による利便性 

株券電子化による利便性としては，一般的には，株主，発行会社，証券会社等にとって

の利便性として主として以下のように説明されている。 

⑴ 株主にとっての利便性としては，①株券を手元で保管することなどによる紛失や

盗難，偽造株券取得のリスクが排除される，②株式を売買する際，実際に株券を交

付・受領し，株主名簿の書換申請を行う必要がなくなる，③発行会社の商号変更や

売買単位の変更の際に，株券交換のために株券を提出するなどの手間を費やす必要

がなくなるなどと説明される。 

⑵ 発行会社にとっての利便性としては，①株主名簿の書換えにあたり，株券が偽造

されたものでないか等のチェックを行う必要がなくなる，②株券発行に伴う印刷代，

印紙税，合併や株式交換等に伴う株券の回収・交付のコスト等が削減できる，③株

券喪失登録手続を行う必要がなくなる，④従来は信託銀行等株主名簿管理人が銘柄

ごとに行っていた名寄せ作業をほふりが一元的に行うことで，株主管理事務の効率

化・合理化が図られるなどと説明される。 

⑶ 証券会社等にとっての利便性としては，①株券の保管や運搬に伴うリスクやコス

ト等が削減される，②ほふりに預託された株券を引き出す手続が不要になるなどと

説明される。 
 
（２）株券電子化の副次的効果 

株主，発行会社といった，株券発行に関する直接の当事者からみた利便性は上記のとお

りである。ここでは，本事案を通して，上記直接の当事者以外の見地から副次的効果を検

討してみたい。なお，便宜上，株券電子化後の振替株式と対比するのは，本事案のＣ社株

券と同じ，株券発行会社の株券とする。 
 

イ．株主の債権者に対する影響 

（i）債務者による株式隠匿の阻止 

株券電子化により，上場会社の株主は，その権利を確保するため，必ずいずれかの証券

会社等に自己名義の振替口座を開設し，保有する株式銘柄や銘柄ごとの数等をそこに記録

しなければならない。そうすると，株式という資産の保有を隠ぺいしたい株主であっても，

自己の振替口座を開設してその保有株式の銘柄等を記録しなければならず，誰も了知しな

い状態で保有し続けることは不可能となった。 
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その結果，債権者にとっては，所在不明のタンス株として動産執行の方法による保全や

執行が開始できなかった株式について，それを管理する債務者の振替口座が開設されてい

る口座管理機関が特定できれば，株式の保全や執行が可能となった。 
本事案は，従来であれば，ＲＣＣによる仮差押申立てが困難であった所在不明のタンス

株につき，株券電子化によって，Ａ社の特別口座が開設され，同口座で管理されることに

より仮差押えが成功したものであり，まさに株券電子化実施の副次的効果を受けた結果と

いえる。 
したがって，株券電子化は，これまで債権者からの追及を逃れようと株券の所在を明ら

かにしてこなかった悪質債務者が保有する株式に対し，適正な保全・執行を可能にする一

面を有するといえる11。 
 
（ii）保全・執行手続の円滑化 

振替株式の譲渡は，振替申請によって，譲受人の口座の保有欄に当該譲渡に係る数の増

加の記録がなされることが効力要件である（振替法１４０条）。同様に，振替株式の質入れ

は，振替申請によって，質権者の口座の質権欄に当該質入れに係る数の増加の記録がなさ

れることが効力要件である（振替法１４１条）。したがって，譲受人・質権者の口座へ増加

の記録がなされない限り，当事者間においても譲渡・質入れの効力が生じないことになる。

そして，加入者は，その振替口座における記録がなされた振替株式についての権利を適法

に有するものと推定される（振替法１４３条）。 
そうすると，株式の帰属は振替口座の記録で一義的に決定されるため，保全や執行に際

しては，債務者名義の振替口座の記録のみを考慮してこれに基づいて行えば足りる。そし

て，債務者がその保全あるいは執行を阻止しようと，第三者と通謀して，株式を当該第三

者に譲渡したなどの主張をしようとしても，振替口座上移転の記録がない限り実体法上の

効力が生じていないため，これが認められることはない1213。 
                                                  
11  ただし，債権者にとっては，債務者が保有する株式の保全・執行をする場合，債務者が株式を保有し

ているという事実を了知していなければならないことはもとより，債務者の保有する株式が記録されて

いる口座管理機関を特定して裁判所に申し立てる必要があるため，どの証券会社に口座を開設している

かを調査・確認した上で申し立てる必要がある。本事案では，ＲＣＣが預金保険機構の財産調査権行使

の結果に基づいて，あらかじめ債務者が保有していた株式を発見し，その銘柄や保有数を把握していた

ため，株券電子化後に開設された特別口座を特定することが可能であった。しかし，調査権限を有しな

い一般債権者にとっては，債務者が株式保有やその口座管理機関を明らかにしない限りは，これを特定

することは通常は困難である。この意味で，株券電子化による株式隠匿の阻止という副次的効果も，一

定の条件のもとで認められるものといえる。 
12  株式の譲渡の対抗要件につき，会社法１３０条１項では株主名簿の氏名等の記載が会社及び第三者対

抗要件となっているが，振替法１６１条３項により会社法１３０条１項が読み替えられ，振替株式につ

いては株主名簿の氏名等の記載は発行会社に対する対抗要件となる。また，会社法上，質入れの発行会

社及び第三者対抗要件とされている株主名簿の記載（会社法１４７条１項）については，振替法１６１

条１項で適用除外されている。 
13 流通性の高い上場会社の株式について，取引所市場を介さない相対取引がどの程度行われているかを

明確に把握することは困難であるが，相対取引は，大量の株式を売却する場合など，相場に影響を与え

ずに取引を行えるメリットがあり，実際に，善意取得に関する事案等において，相対取引による取得の
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これに対し，振替法の適用のない状況下で株券が発行されている場合，執行官が債務者

に対する動産執行にあたり株券を発見したときは，基本的には債務者の占有下にあれば債

務者の責任財産に帰属するものとして差し押さえればよいものの，必ずしも当該株券が債

務者に帰属するとは限らない場合がある。株券発行会社の株式譲渡の効力要件は，株券の

交付であり（会社法１２８条），その株券の交付の方法には現実の引渡以外に，占有改定（民

法１８３条），指図による占有移転（民法１８３条）も含まれ，外観だけでは真の帰属は決

し得ない。また，質入れの効力要件は株券の交付であり（会社法１４６条），質権者による

継続占有が第三者対抗要件である（会社法１４７条）ため，債務者から，第三者の株券に

質権設定を受けて占有しているに過ぎないという主張がされる可能性もあり得る。しかも，

引渡行為に当事者以外の者の関与は不要であることから，債務者と関係者との通謀によっ

て，株式譲渡や質入れの事実を表面上作出して仮装することが可能であり，保全・執行を

妨害するため，虚偽の異議を主張されることもないとは言い切れない。これらの場合は，

最終的には債務者の占有のみを判断基準にはできず，実体的帰属関係を判断する手続を必

要としなければならないこともあり14，株式の保全・執行の円滑さに欠けることもあり得る

といえよう。 
したがって，株券電子化は，株式の保全・執行に際して，その帰属を考慮すべき要素が

単純であるため，株券の場合に比べればより円滑な手続を可能にすると考えられる。 
 

ロ．刑事事件における影響 

上記のとおり，株券電子化により，すべての上場会社の株式を口座管理機関に開設した

振替口座で記録・管理させるとともに，権利移転の効力要件を振替申請に基づく振替口座

の増加の記録としたことで，株式に対する保全・執行が容易になるものと考えるが，株券

電子化による影響は，民事上のものだけではなく，刑事事件においても影響を与えるもの

と思われる。 
例えば，株式が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律における犯罪収

益等の場合，株式は没収あるいは追徴の対象となる（同法律１３条，１６条）。株券が発行

されている場合は，被疑者やその関係者によって隠匿されると，所在が突き止められず，

適切な没収・追徴ができなくなる可能性があったが，株券電子化により，上場会社の株式

                                                                                                                                                  
例が見られる（名古屋高判平成１６年１１月１日判タ１１９１号３２６頁，東京地判平成１６年９月１

６日判タ１２２７号３１６頁，東京地判平成１３年１月１８日判タ１０７３号１９４頁等）。したがって，

上場株式の相対取引も一定の割合で利用されているものと思われる。 
14 執行官は，差押物件につき，その所有権の実体的帰属関係を調査する必要はなく，債務者の占有下に

あると認められれば債務者の責任財産に帰属するものとして差し押さえればよいし，第三者が所有権そ

の他の権利を持っていても，差押え自体は違法ではない。ただ，当該物件が外形上，あるいは所在場所

の状況その他から，もしくは強力な証拠資料の提示を受けることにより，直ちに第三者の所有であるこ

とが明白に認識できるときは，差押えを避けるべきである。また，執行官の判断が他人の所持を侵害す

るときは，債務者は執行異議（民事執行法１１条），第三者は第三者異議の訴え（同法３８条）により執

行の排除を求めることができる（深沢利一著「民事執行の実務（中）」２４４～２５０頁）。 
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の物理的な隠匿は不可能となり，証券会社等口座管理機関から振替申請書等の客観的証拠

を収集することで，被疑者らの株式取得，保有，処分状況等を確認することができ15，没収・

追徴保全及びその執行は従前よりも容易になったと考えられる16。 
したがって，株券電子化は，株式が絡んだ刑事事件に対しても副次的効果を与えるとい

える。 
   
５．おわりに 

株券電子化は，もともとは，安全，迅速，円滑で効率性の高い証券決済制度の構築を目

指して実施されたものであるが，その影響は，証券業界内にとどまらない。本事案のよう

に，株主の債権者が債権回収の一環として株式に対して保全・執行しようとする場面でも

影響を与えるし，株式が絡んだ刑事事件の捜査にも影響を与え得るものである。 
本論文では，一つの事案を端緒として，株主の債権者の立場等といった限られた範囲に

おいては，株券電子化による副次的効果が認められるという立場で述べてきた。より広い

視野の下では，別の分野においても副次的効果が生じているのではないかと思われる。逆

に，順位のある担保権設定ができない17点など，見方と運用によっては株券電子化移行前よ

りも不便と感じられる点やいまだ解決されていない解釈・運用上の論点もあるであろう18。

今後，透明化された上場株式市場において，決済の迅速性，確実性が実現され，様々な副

次的効果が生じる一方，電子化された株式に対する権利行使等の場面で，当初想定されて

いなかった種々の解釈上・運用上の問題も生じると予想される。株券電子化が実施されて

日が浅いが，今後の運用や裁判例等の集積を待ち望むものである。 
 

                                     以 上 

                                                  
15 現実には，迅速な把握のためには，捜査機関が被疑者ら関係者の口座が開設されている口座管理機関

を迅速に特定する必要がある。実際の捜査においては，被疑者・被告人の預貯金口座取引やパソコンデ

ータの分析等によって利用が判明した金融機関，住所地近辺の証券会社等に照会することになり，実務

上は，株券電子化以前と大きな違いはないかもしれない。もっとも，いったん口座管理機関が特定され

てしまえば，その保有の事実の立証や処分先の把握等は従前よりはるかに容易になると思われる。 
16 債権者からの強制執行を免れる目的で，債務者が保有する株式を隠匿し，仮装譲渡したり，債務負担

を仮装して株式に対し虚偽の担保設定をしたりすれば，強制執行妨害（刑法９６条の２）が成立し得る

ところ，その証拠収集についても同様のことがいえる。 
17 振替法上，振替債に対する順位のある質権設定について禁止する規定はないものの，制度上，順位の

ある質権設定は難しいと思われる。小林英治「振替債の取引における法的諸問題の検討」金融法務事情

１８４８号５５～５６頁では，「順位のある質権の問題については，振替債の権利の性質に基づくものと

いうよりも，証券振替制度の制度設計において生じた，口座振替と占有移転との機能的・技術的な相違

に起因するものと言えるのではないか」と指摘している。 
18 大野晃宏ほか３名「株券電子化開始後の解釈上の諸問題」商事法務１８７３号５１～５９頁では，個

別株主通知をめぐる問題，相続をめぐる問題などにつき，解釈上の問題を提起している。 
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