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本号の構成 

 

 

 今般の世界的な金融危機以降、その影響が特に大きかった米欧諸国を中心に、預金保険

の分野においても新たな動きや変化がみられています。本号は、こうした最近の動きを中

心に記述した論稿をまとめたものです。 

冒頭の論稿（金融危機と信用機構）は、もともと 2010 年 11 月に日本経済新聞に連載さ

れたものです。金融システムの安定に果たす預金保険の役割から、今次危機における預金

保険の対応および危機後の制度見直し、預金保険の国際基準作りの動きまで、最近の預金

保険に関する主な話題を広く取り上げているため、預金保険を巡る動きの全体を見わたす

ための一助として、ここに初出時のまま再掲しています（「金融危機と信用機構」と題した

計 23 回の連載のうち、預金保険に関するテーマを扱った後半の 11 回分）。 

第二の米国の制度見直しに関する論稿（金融規制改革法（ドッド＝フランク法）成立後

の米国連邦預金保険公社）では、冒頭の論稿では詳述できなかった新しい制度の具体的内

容や、冒頭の論稿執筆以降に新たに決定された規則の内容なども含めて、2010 年 7 月にド

ッド＝フランク法が成立した後の FDIC（連邦預金保険公社）の広い範囲にわたる変化につ

いて記述しています。 

第三の欧州の制度見直しに関する論稿（欧州における金融規制改革の動向―監督・セー

フティネット・破綻処理―）では、EU レベルにおける金融監督体制の整備、預金保険等の

金融セーフティネットの共通基準の見直し、危機管理の枠組みの整備の動向について、そ

の相互連関も念頭に置きながら、包括的に記述しています。 

最後の論稿（資料解説「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）に基づく各国預金保険制度の評価について）は、預金保険の国際基準作りの動

向について概要を説明するとともに、関連資料を掲載したものです。冒頭の論稿の最後（第

23 回）でも簡単に触れられていますが、国際預金保険協会（IADI）とバーゼル銀行監督委

員会は、預金保険に関する国際基準ともいえる「実効的な預金保険制度のためのコアとな

る諸原則」を 2009 年 6 月に公表しました。また、その後、上記基準に基づき各国・地域の

預金保険制度を評価するための「実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則・準拠

状況評価のための方法」も 2011 年 1 月に公表されました。本稿では、冒頭に簡単な解説を

付したうえで、参考資料として両文書の仮訳を掲載しています。 

このように、本号では、最近の国際的な金融規制改革の全体の流れの中において、預金

保険を巡る動向をテーマとして取り上げております。本号を通じて、預金保険の機能や意

義に関する理解が深まり、また、その動向に関心のある方々の一助になれば幸いです。 
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預金保険機構・調査室2 
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1 本稿は、日本経済新聞『ゼミナール』（2010 年 11 月 5 日～22 日）掲載稿を同紙の許可を得て本誌に転

載したもの。 
2 預金保険機構・総務部調査室 御船純（E-mail: jun-mifune@dic.go.jp）、澤井豊、杉原正之。本稿の意見

にわたる部分は筆者たちに属し、預金保険機構の公式見解を示すものではない。 
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日本経済新聞「ゼミナール」2010/11/05 

 

 

第 13 回 「預金保険の重要性――銀行への信認低下を防ぐ」 

 
世界的な金融危機への中央銀行の対応に続き、今回からは預金保険にまつわる制度につ

いて見てみたい。預金保険制度とは、金融機関が破綻したときに預金者の預金を一定額ま

で保護することを通じて、金融システムの安定を図る仕組みである。こうした制度は、今

回の危機との対比でよく語られる１９３０年代の世界恐慌への対応過程で生まれた。 

当時、米国では金融機関の破綻と預金取り付けが相次ぎ、預金者の信頼回復が急務とな

っていた。そこで、銀行部門の健全化と預金者保護を図るため、１９３３年銀行法（通称

グラス・スティーガル法）が成立。銀行業務と証券業務が分離され、銀行業務を営む金融

機関に対して預金保険制度が導入された。翌３４年には、世界初の預金保険機関として米

連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）が業務を開始した。 

預金保険制度の導入は、１９７０年代までは、米国、カナダ、日本（７１年に導入）、欧

州の一部諸国などに限られていた。 

しかし、その後、各地で金融危機が発生したことなどもあって、中南米やアジアをはじ

めとして世界全域に急速に広まった。２００９年６月末現在では、預金保険制度を有する

国・地域は１０４、導入を検討しているところも中国などを含めて１７に上っている。 

今回の危機では、リーマン・ショックを契機とした世界的な預金者の信認低下に対して、

預金保険制度の存在が預金者行動の安定に寄与した。預金保険制度はこれまでも金融シス

テムの安定に貢献してきたが、今回の危機を通じて同制度の重要性に対する認識が高まっ

た。 

今日、危機は業態・国境を越えて迅速に各国の金融システム全体に広がるようになって

いる。こうした中で、金融システムの安定を図るには、その中核である銀行部門、すなわ

ち預金を介した決済機能と信用創造機能の安定が特に重要であることが再認識され、預金

保険制度の重要性もまた世界的に再評価されてきた。 
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日本経済新聞「ゼミナール」2010/11/08 

 

 

第 14 回 「銀行の資金調達――預金の安定性を再評価」 

 
 今回の危機で、最初に預金保険制度に注目が集まったのは、２００７年、英国で１８７

８年以来約１３０年ぶりに預金取り付けが発生したときである。 

 英国の金融機関ノーザン・ロックは、１９９７年に協同組織形態から銀行に転換して以

降、業容を急速に拡大。危機直前の０７年６月末までに同行の総資産は約７倍に増え、英

国住宅ローン市場でシェア５位を占めるに至った。急拡大を資金面で支えたのは、住宅ロ

ーン債権の証券化を中心とする市場からの資金調達であった。 

 しかし、市場からの調達依存度を高めすぎたことが危機を招いた。０７年夏にサブプラ

イムローン（信用力の低い個人向け住宅融資）問題が拡大して証券化市場や銀行間取引市

場が機能不全に陥ると、同行の資金繰りは急速に悪化。９月には、同行に対する当局の流

動性支援計画が報道で事前に流れたことをきっかけに、預金取り付けが発生した。このた

め、当局は預金の全額保護を宣言して事態はいったん収まったが、結局、０８年２月に同

行は一時国有化された。 

 ノーザン・ロック問題を振り返ると２つの点が注目される。第一に、近年、欧米の金融

機関では、預金に代わって市場からの資金調達をコスト効率の良い手段として積極利用す

る傾向が強まっていた。ノーザン・ロックもその典型であった。しかし、今回の危機を経

て、資金調達手段としての預金の安定性を再評価する機運が出ている。 

 第二に、預金の安定性を確保するには、しっかりしたセーフティーネット（預金保険）

の存在が欠かせないことも再認識された。当時の英国の預金保険制度は預金の保護限度額

が実質的に約３・２万ポンド（約４３０万円）と低く、預金払い戻しに要する期間も長す

ぎるなど、十分とはいえなかった。こうした反省もあり、０８年に預金の保護限度額が５

万ポンド（約６７０万円）に引き上げられたほか、今年末までに預金払い戻し期間が現在

の３カ月から１～４週間に短縮される方針である。 
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日本経済新聞「ゼミナール」2010/11/09 

 

 

第 15 回「預金保護の拡充――４９ヵ国・地域が実施、課題も」 

 
 ２００８年９月のリーマン・ショックの発生を機に、世界各地で信用不安が急速に高ま

った。同月末には、アイルランドが危機対応の一環として預金を含む銀行の全債務を全額

保護すると宣言。これを皮切りにわずか数週間で世界中に預金保護を拡充（保護限度額の

引き上げや全額保護）する動きが広がった。 

 主要国の金融監督当局で構成する金融安定理事会（ＦＳＢ）などの調べによると、預金

保護の拡充は４９の国・地域で実施された。その内訳は、恒久措置が２３件、時限措置が

２６件（このうち１９件は預金の全額保護）で、時限措置の多くは１１年までに終了する

予定である。 

 地域別にみると、危機の震源地となった米国や欧州諸国はもとより、アジア（香港、シ

ンガポールなど）や中東諸国の一部でも預金保護の拡充が行われた。また、リーマン・シ

ョック発生時に預金保険制度が存在しなかったオーストラリアとニュージーランドでは、

新たに預金保護措置が導入された。 

 預金保護が拡充されたのは、必ずしも自国の金融システムに差し迫った不安が生じた国

だけではない。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、

他国の動きに追随した国もあった。他方、日本やカナダなどでは預金保護の拡充は行われ

なかった。 

 このように、預金保険制度は金融システム安定に重要な役割を果たしたが、今回の危機

は新たに様々な課題も投げかけた。欧州では、欧州連合（ＥＵ）域内で国境を越えて展開

する金融機関のプレゼンスが高いにもかかわらず、預金保険に関する域内ルールの調和が

十分でなかったため、域内制度のさらなる調和と強化が急務となっている。 

 米国では、連邦預金保険公社が年間１００件を超える金融機関の破綻処理を進めている

が、破綻処理費用の負担が重く、財務強化などが課題となっている。またアジアなどでも、

危機への対応を契機として、預金保険制度の整備や見直しを図る動きが出ている。 
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日本経済新聞「ゼミナール」2010/11/10 

 

 

第 16 回 「欧州の制度見直し――保険の限度額や範囲を統一」 

 

 欧州では、欧州連合（ＥＵ）の市場統合の拡大・深化を背景に、金融機関の国境を越え

た展開が進んでいる。だが今回の危機で、域内の預金保険制度の枠組みがそうした現状に

十分追いついていないことが判明した。 

 ＥＵでは、域内各国の預金保険制度の調和を図るため、１９９４年に域内共通ルールと

してＥＵ預金保険指令を定めている。しかし、従来は、域内各国の多様な実情を反映して、

預金の保護限度額についても最低水準しか決めていなかった。このため、リーマン・ショ

ック以前は、域内の預金の保護限度額には最大５倍程度（２万～約１０万ユーロ）の格差

があった。こうした域内格差が危機時に問題を引き起こした。 

 ２００８年９月にアイルランドが自国の金融不安から預金の全額保護を行うと、隣の英

国で、英銀から在英のアイルランド系銀行支店への急速な預金シフトが起きた。ＥＵの預

金取扱金融機関が域内に進出した場合、母国の預金保険制度が海外支店の預金も保護する

ため、アイルランド系の銀行へ預金を移すほうが有利と判断されたためだ。 

 ＥＵでは、域内の資本移動が自由な上、加盟国の多くが共通通貨ユーロを導入している

ことから、預金のシフトが国境を越えて拡大する懸念もあった。このため域内では、英国

をはじめ多くの国で預金保護を拡充する動きが連鎖的に広がった。 

 こうした危機の経験を踏まえて、現在ＥＵでは、域内の預金保険制度をさらに調和・強

化する動きが進んでいる。まず、域内各国の預金の保護限度額は、今年末までに１０万ユ

ーロ（約１１００万円）で統一する。さらに、現在審議中の案では、預金の保護対象範囲

（保護される預金者や金融商品の範囲）も２０１２年末までに域内での取り扱いを統一す

る。金融機関の破綻時に預金払い戻しに要する期間は、１３年末までに現在の３カ月から

１週間に短縮する。また、域内各国の預金保険制度の資金調達枠組みの調和と強化も図る

方針である。 
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日本経済新聞「ゼミナール」2010/11/11 

 

 

第 17 回 「欧州、単一制度へ――預金保険、まず枠組みを共通化」 

 
 今回の危機では、アイスランドのように三大銀行がすべて破綻し、預金保険基金が枯渇

して国家財政を揺るがす事態に発展した例もみられた。これは極端なケースであったが、

こうした事例を通じ、事前に一定水準の基金を確保しておくなど、預金保険制度の資金調

達枠組みを整備することの重要性が改めて認識された。こうした中、欧州連合（ＥＵ）で

は、域内各国における預金保険制度の資金調達の枠組みを統一し、財務基盤を強化する方

針を打ち出している。 

 現在審議中の案では、預金保険を発動する場合、４つの財源を順次活用することが想定

されている。まず第１段階として、預金保険機関が預金取扱金融機関から事前に徴収した

保険料を積み立てた基金を使う。基金規模は、域内各国で保護対象となる預金（対象預金）

額の１・５％の水準で、今後１０年間で目標積立率を達成することが求められている。上

記基金だけでは資金が不足する場合、第２段階として、最大で対象預金額の０・５％の資

金を預金取扱金融機関から即時に追加徴収する。 

 それでも資金が不足すれば、第３および第４段階として、相互借入制度やその他の資金

調達手段の利用が認められる。相互借入制度とは、資金不足に陥った預金保険制度が、域

内他国の預金保険制度から、最大で対象預金額の０・５％の資金を借りられる仕組みであ

る。 

 他国の基金の拠出負担は、その基金規模（各国で保護している対象預金の大きさ）に応

じて案分される。他国の基金からの借り入れは５年以内に返済しなければならない。また

その他の資金調達手段としては、預金保険機関による債券発行などが想定されている（最

終的なコストは預金取扱金融機関が負担）。 

 ＥＵは、将来的には各国の預金保険制度・基金を廃止して、域内単一の制度・基金を設

立することを目指している（２０１４年末までに検討ペーパーを作成予定）。今回の枠組み

共通化作業は、そうした目標に向けての第一歩とも位置づけられる。  
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日本経済新聞「ゼミナール」2010/11/12 

 

 

第 18 回 「米国で破綻急増――景気低迷で融資が焦げ付き」 

 

 米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）が保険対象とする預金取扱金融機関は直近時点で約７

８００に上るが、その中で、破綻する金融機関が高水準になっている。ＦＤＩＣの創設（１

９３４年）以降の歴史をみると、金融機関の破綻は３つの期間に集中して起きてきた。３

０年代の世界恐慌期、貯蓄金融機関（Ｓ＆Ｌ）が経営危機に陥った８０年代から９０年代

初めにかけて、そして今般の金融危機以降である。 

 金融機関の破綻が最も多かったのはＳ＆Ｌ危機時だった。破綻件数は毎年数百件にも上

り、多大な破綻処理コストが発生した。この時の教訓を踏まえ、連邦預金保険法に早期是

正措置や、破綻処理における最小コスト原則のような破綻処理費用を低減させる諸方策が

導入された。 

 ９０年代後半からは、景気回復にも支えられ金融機関の破綻は年間１０件程度で推移し

た。２００４年６月からは２年半以上、破綻が発生しなかった。これはＦＤＩＣ創設以降

で最長記録で、金融機関の経営状況が最も安定していた時期ともいわれている。しかし、

この時期には金融機関の融資基準が緩和され、後に不良債権となる貸し付けの多くが実行

され、金融機関の破綻要因が形成されつつあった。 

 ０８年に入ると、リーマン・ショック直後の大型破綻や、大手金融機関の救済などが相

次ぎ、危機が顕在化した。同年の破綻件数は２５件にとどまったが、破綻金融機関の総資

産額は３千７００億ドル超と過去最大となった。０９年には、ほぼ毎週のように破綻が起

きるようになり、破綻件数は年間１４０件（総資産額は約１千７００億ドル）と１９９２

年以来の件数を記録した。 

 今年も高水準の破綻が続いており、１１月５日時点で１４３件（総資産額は約９３０億

ドル）となっている。景気低迷による住宅・商業用不動産ローンの不良債権化を背景に、

地域金融機関は引き続き厳しい経営状況に置かれており、ＦＤＩＣの四半期調査における

問題行（５段階の検査評価で下位２段階の金融機関）の数も高水準となっている。 
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日本経済新聞「ゼミナール」2010/11/16 

 

 

第 19 回 「米国の預金保険機関――破綻処理で強力な権限・陣容」 

 

預金保険機関が担う業務範囲は各国様々である。預金の払い戻しのみを行う場合もあれ

ば、金融機関の検査・監督や破綻処理などまで幅広く行う例もある。現状では、欧州の多

くは前者、米国は後者、日本はその中間（監督権限はないが破綻処理を担う）と位置づけ

られる。 

 世界で初めて預金保険を創設した米国の制度は整備が進んでいる。さらに米連邦預金保

険公社（ＦＤＩＣ）は破綻処理の遂行に際し、以下の点で世界に類例の少ない強力な権限

と資源を持っている。第一に、早期是正措置に基づき、破綻の約３カ月前から当該金融機

関に職員を派遣し、システム面や受け皿金融機関探しの準備ができる。第二に、管財人機

能を有しており、破綻処理に際しては裁判所などの監督を受けずに大きな権限・裁量を行

使できる。第三に、人員・予算規模が大きい。直近の人員は日本の約 18 倍である。 

 こうした環境下で、ＦＤＩＣは破綻の急増にも円滑に対処してきた。破綻処理は、破綻

先の資産・負債を受け皿金融機関（健全な金融機関）が承継する方式と、破綻先を清算し

て預金を払い戻す保険金支払い方式とに大別される。ＦＤＩＣは、破綻金融機関の資産を

査定し、自ら資産を回収する場合の回収金額と破綻処理費用を見積もる。この想定費用に

比べより有利な条件なら、ＦＤＩＣは受け皿金融機関に資産・負債を譲渡する。 

 今回の危機では、2008 年から今年 11 月５日までの 308 件の破綻のうち 290 件が受け皿

金融機関に承継され、そのほとんどで全預金が保護された。米国では預金の保護範囲が元

来広い上、危機を受けて保護限度額が 10 万ドルから 25 万ドルに引き上げられた。また決

済性預金を全額保護する制度も時限的に導入された。このため受け皿金融機関が預金の保

護限度額（付保預金額）を超えて全預金の継承を計画しても、受け皿金融機関に多額な費

用負担を発生させずに想定費用を下回るケースが多かった。これが預金が全額保護されや

すかった背景となった。 
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日本経済新聞「ゼミナール」2010/11/17 

 

 

第 20 回 「米の預金保険財政――再建に向け積み立てを強化」 

 

 米国での金融機関の破綻急増は、破綻処理を行う米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）の財

務状況を悪化させた。ＦＤＩＣは、預金取扱金融機関から保険料を事前徴収して基金を積

み立てている。基金の規模には数値目標が定められ、長年その目標値は保護される預金額

（付保預金額）の１・２５％であった。近年、基金残高はおおむね当該水準を維持してい

たが、危機の発生で急減。２００９年９月末には約２０年ぶりでマイナスになった。基金

残高のマイナスはしばらく継続すると予想されている。 

 ＦＤＩＣは、将来の破綻予測に基づく損失引当金を多額に計上している。このため、基

金残高はマイナスでも、破綻処理に必要な資金は十分あるとしている。また、仮に資金不

足が生じても、財務省などから借り入れを行うことも可能である。 

 しかし、米国では、ＦＤＩＣの財務基盤の強化に向けて対応策を急いでいる。今年７月

には連邦預金保険法が改正され、基金規模の数値目標の最低水準が付保預金額の１・３５％

に引き上げられた。これを受けてＦＤＩＣは１０月、金融機関の経営に与える影響にも配

慮し、基金規模が１・３５％に達する期限を２０年９月末とする基金回復計画を公表。そ

の上で、基金の目標値を２％に設定する案（２７年に達成見込み）を示した。 

 金融機関に課す保険料率も、引き上げや体系変更が実施・計画されている。ＦＤＩＣは、

１９９３年以降、保険料体系としてリスクに応じた可変料率を採用。金融機関を検査評価

と自己資本充実度により４つのリスク区分に分類し、異なる料率を設けている。こうした

中、０９年には、ＦＤＩＣは全区分の料率の一律引き上げやリスクを追加調整する料率体

系への変更を行い、特別保険料も徴収。今後も、基金が一定水準を回復するまで当分の間、

現在の高い徴収水準をおおむね維持する方針にある。また、リスクをより的確に反映させ

るため、大規模金融機関の料率の算定方法の見直しなども検討している。 
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日本経済新聞「ゼミナール」2010/11/18 

 

 

第 21 回 「日本の破綻処理――９０年代以降、制度の拡充進む」 

 

 今回からは、バブル崩壊後の日本の状況を概観し、今後を展望したい。まず金融機関の

破綻処理制度がどう整備・拡充され、預金保険制度の運用を担う預金保険機構の機能はど

のように拡充していったか、振り返ろう。 

 日本では１９９１年以降、小規模の金融機関の破綻が続いたが、金融不安が深刻化した

ため、９６年から２００２年まで、預金を含む金融機関の全債務を保護する措置がとられ

た。９７年の山一証券や北海道拓殖銀行に続き、翌９８年に日本長期信用銀行、日本債券

信用銀行の大手２行が破綻し、危機はヤマ場を迎える。その過程において、９８年１０月

に金融再生関連法および金融機能早期健全化法が制定され、破綻処理のための金融整理管

財人、承継銀行（ブリッジバンク）、破綻金融機関の一時国有化の制度や、資本増強スキー

ムなどが整備された。 

 この中で、預金保険機構も（１）破綻金融機関の金融整理管財人（２）承継銀行の設立

（３）破綻金融機関の一時国有化（４）資本増強（５）破綻金融機関以外の健全金融機関

からの資産買い取りなどにかかる業務を新たに担うことになった。これらの時限措置の内

容は、２０００年の預金保険法の再改正で、（１）と（２）が通常の破綻処理枠組みとして、

（３）と（４）ならびに預金の全額保護措置が金融危機対応の枠組みとして恒久化された。

後者の金融危機対応措置は０３年に、りそな銀行に対する資本増強と、足利銀行の一時国

有化という格好で２回発動されている。 

 預金保険機構は、９１～０３年の１３年間に発生した１８１件の破綻処理に対処。健全

金融機関に対しても、子会社の整理回収機構を通じて、（５）の資産買い取り等を実施して

きた。０５年に終了した同業務で、不良資産のオフバランス化を通じた金融機関の不良債

権処理が進んだ。さらに各種の法律に基づき金融機関の資本増強を実施。現在も預金保険

法１０２条に基づく恒久スキーム（りそな銀行のケース）のほか、改正金融機能強化法に

基づくスキームが存続している。 
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日本経済新聞「ゼミナール」2010/11/19 

 

 

第 22 回 「日本の預金保険――振興銀破綻で初の定額保護」 

 
 前回述べたように預金保険機構は幅広い機能を備えている。特に、破綻処理後の債権回

収や責任追及まで行う点は特筆されよう。今年９月の日本振興銀行の破綻処理でもこうし

た幅広い機能が活用されることになる。 

 振興銀は、預金を一定額（元本１千万円までとその利息）しか保護しない定額保護によ

る破綻処理、いわゆる（広義の）ペイオフの初の事例となった。定額保護による破綻処理

には、預金者等への保険金支払い（いわゆる狭義のペイオフ）と受け皿に対する資金援助

があるが、振興銀がたどった流れは資金援助方式である。破綻当日の金曜日、金融庁長官

が破綻した金融機関（破綻機関）に「金融整理管財人による業務および財産の管理を命ず

る処分」を出し、預金保険機構を金融整理管財人に選任。破綻機関は民事再生手続き開始

を申し立てた。その週末は預金保護される付保預金（預金者１人当たり元本１千万円まで

とその利息）の名寄せを行うため預金は引き出せなくなったが、月曜日には、金融整理管

財人の管理下で破綻機関は付保預金の払い戻しや融資業務等を再開した。 

 短期間で業務を再開するには迅速な名寄せが必要なため、預金保険機構は日ごろから預

金者データが適切に作成されているか検証し、立ち入り検査も行っている。一方、非付保

預金は、民事再生手続きの中で、破綻機関の財産の状況に応じ一部カットされた上で後日

弁済される。 

 金融整理管財人として、預金保険機構は、破綻機関の業務運営のほか、事業譲渡（付保

預金や一部資産の受け皿金融機関への移管）、旧経営陣に対する民事・刑事上の責任追及も

行う。譲渡先が早期に見つからない場合、暫定的に承継銀行（預金保険機構の子会社）が

使われる。承継されない不良資産は整理回収機構（ＲＣＣ）へ移管。預金保険機構は、債

権回収業務を担うＲＣＣへの指導・助言を通じて回収を促進する。悪質な債務者には、預

金保険機構の財産調査権も活用し、隠匿資産を見つけＲＣＣの回収を支援する。 
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日本経済新聞「ゼミナール」2010/11/22 

 

 

第 23 回 「今後の展望――活力と安定、同時追求が必要に」 

 

 現在、世界の金融当局は、危機が業態・国境を越えて迅速に拡大する状況への対応を迫

られている。こうした中、預金保険機関でも、各国内の当局間の協調体制および海外との

連携を通じた国境を越えた問題（クロスボーダー問題）への対応の強化が重要な課題とな

っている。 

 国内の当局間の協調体制の強化では、情報を共有した上で役割分担を明確化し、緊密な

コミュニケーションを図り、協調して対応することが重要になる。１４回で述べた英ノー

ザン・ロックへの対応では、当局間の連携不足が事態を悪化させた。 

 国境を越えた対応の強化では、各国の預金保険機関の集まりである国際預金保険協会（Ｉ

ＡＤＩ）を軸に様々な取り組みが進んでいる。ＩＡＤＩは預金保険分野での国際協力拡大

を通じた金融システムの安定への貢献を目的に２００２年に設立された。日本の預金保険

機構も設立時から加盟し、先月にはＩＡＤＩ総会が東京で開催された。 

 ＩＡＤＩはバーゼル銀行監督委員会と共同で、預金保険の国際標準ともいえる「実効的

な預金保険制度のためのコアとなる諸原則」（コア原則、上表）を０９年６月に公表。同原

則に基づいて各国で預金保険制度を評価するための基準づくりも進んでおり、年内に公表

予定である。 

 今回の危機を受けて各国で預金保険の整備が一段と進み、国際的な連携や制度の調和に

向けた取り組みも加速している。決済や融資などの金融機能を維持しながら破綻処理がで

きる点が預金保険の強みである。この点で預金保険は、事前的規制の負担を減らし、金融

機関の活動の自由度拡大をもたらすことで、金融システムの活力維持と安定確保の双方に

貢献できる。監督・規制の枠組みや中央銀行と預金保険が最適な形で相互補完的に機能す

ることにより、世界的な金融システムの安定を目指していくことが期待される。 
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金融規制改革法（ドッド＝フランク法）成立後の 

米国連邦預金保険公社 

 
御船 純1 

 

 2010 年 7 月に米国で金融規制改革法（ドッド＝フランク法）が成立したことを受けて、

FDIC（連邦預金保険公社）の制度および役割にも大きな変化が生じている。本稿では、FDIC

の預金保険制度の見直し、システム上重要な金融会社の破綻処理に係る新たな役割、検査・

監督権限の強化等の具体的な変化について整理している。 

 

目 次 

１．はじめに 

２．預金保険制度の見直し 

（１）預金保険料の算出方法の変更 

（２）預金保険基金の運営枠組みの変更 

（３）預金の保護限度額の引上げ 

（４）無利子の決済性預金の全額保護（時限措置） 

３．「システム上重要な金融会社」の破綻処理に係る新たな役割 

（１）FSOC（金融安定監督評議会）への参加 

（２）「システム上重要な金融会社」の破綻処理計画への関与 

（３）「システム上重要な金融会社」の破綻処理の遂行（管財人業務） 

４．検査・監督権限の強化、その他の変更 

（１）預金保険加入機関に対する特別検査 

（２）預金保険加入機関の持株会社に対する特別行政措置 

（３）「システム上重要な金融会社」に対する特別検査 

（４）組織改編 

（５）緊急の金融安定化措置（債務保証プログラムの創設権限） 

５．おわりに 

  

    

                                                  
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 

2010 年 7 月、米国で金融規制改革法（以下、ドッド＝フランク法2）が成立した。同法は、

大恐慌後に米国で成立した 1933 年銀行法（グラス＝スティーガル法）に比肩する包括的な

金融規制改革とも評されているように、幅広い内容を含んでいる。なかでも中核をなして

いるのが、今般の金融危機の反省を踏まえたシステミック・リスクへの対処策である。具

体的には、①主要な金融監督当局のトップなどで構成する FSOC（Financial Stability 

Oversight Council＜金融安定監督評議会＞）を新設する、②FSOC と連携を図りながら、

FRB（連邦準備制度理事会）が「システム上重要な金融会社（総資産 500 億ドル以上の銀

行持株会社および一部認定されたノンバンク金融会社）」を一元的に監督する、③このよう

に危機の抑制に努める一方、システム上重要な金融会社が万一破綻した場合に備えて、

FDIC（連邦預金保険公社）を管財人とする秩序立った清算手続きを整備する、などの諸方

策が盛り込まれている。 

同法の成立は、米国の預金保険制度の運営や銀行の破綻処理および監督を担っている

FDIC の制度および役割にも大きな変化をもたらしつつある。これらの変化は、大別してみ

ると、預金保険制度の見直しを図るもの、前述のシステム上重要な金融会社の破綻処理に

係る新たな役割に関するもの、検査・監督権限の強化等に係るものに分けられる。そこで、

次節以降では、2011 年 4 月上旬（12 日の FDIC 理事会まで）の時点で得られた情報をもと

に、これらの領域における変化をみていく。 

 

２．預金保険制度の見直し 

ドッド＝フランク法では、預金保険制度の見直しに関して、（１）預金保険料の算出方法

の変更、（２）預金保険基金の運営枠組みの変更、（３）預金の保護限度額の引上げ、（４）

無利子の決済性預金の全額保護（時限措置）を決定した。 

 

（１）預金保険料の算出方法の変更 

ドッド＝フランク法では、預金保険料の算出方法に関連して、以下の見直しを決定した。 

①保険料の賦課ベースを、従来の「国内預金」から「連結総資産－有形株主資本（tangible 

equity）」の平均残高に拡大し、預金以外の負債も全て含める。 

②預金保険制度に加入している金融機関（預金保険加入機関3）の規模のみを理由とし

                                                  
2 正式名称は、Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act（ドッド＝フランク ウォ

ール・ストリート改革および消費者保護法）。ドッドとフランクは、各々、法律成立時の連邦議会上院（銀

行・住宅・都市問題委員会）と下院（金融サービス委員会）の委員長名。 
3 以下では、預金保険制度に加入していることを強調（非加入先と区別）したい場合のみ「預金保険加入

機関」という用語を使うが、それ以外の場合は非加入先を含む場合と特に区別せずに「金融機関」と表記

する。 
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て、 も低い保険料率の適用を除外することを禁じた規定4を削除する。 

これらの決定を踏まえて、FDIC は以下の規則変更を実施した（いずれも 2011 年 4 月 1

日から適用）。 

 

（保険料の賦課ベースの変更） 

FDIC は、保険料の賦課ベースを、「国内預金」から「連結総資産5－Tier1 資本6」の平均

残高に拡大し7、預金以外の負債も全て含めた。 

これに伴い、保険料の賦課ベースは約 1.5 倍（7.9 兆ドル→12.2 兆ドル）拡大する見込み

であるが、FDIC は金融機関全体でみた負担の増大を回避するため、保険料率を同時に引下

げて、保険料の徴収総額を現状並みにとどめる（後述２．（２）図表７－１の説明も参照）。

賦課ベースの拡大が個別の金融機関に与える影響は区々であるが8、資産規模別の括りでみ

ると、預金以外の負債比率が相対的に高い、一部少数のメガ級の大規模金融機関（資産規

模 1,000 億ドル超）に負担増大が集中する姿となっている（図表１）。 

FDIC は、今回の変更により、預金保険基金に対するリスクをより適切に反映できるよう

になったとしている。これは、保険料の算出にあたって、①預金以外の債務も含めた負債

規模や、業務上・財務上の関連性が高いグループ企業の活動規模も考慮（連結ベースで賦

課）されるようになったこと、②預金以外の他の債務の中でも、特に有担保債務が賦課対

象に含まれるようになったこと、などの変化を指しているものと考えられる9。なお、②に

関しては、2007 年夏のサブプライム住宅ローン問題の表面化を受けて、流動性が逼迫した

金融機関が連邦住宅貸付銀行（FHLB）からの有担保借入を急増させたため、その後、これ

らの金融機関が破綻した際に、FDIC の処理費用が嵩んだ経緯がある10（有担保債権は預金

債権に優先するため、FDIC の破綻処理費用の増大要因となる）。 

                                                  
4 連邦預金保険法（Federal Deposit Insurance Act）・第 7 条(b)(2)(D)「規模に基づく差別の禁止」では、

預金保険加入機関の規模のみを理由として も低い保険料率を適用させないような取扱い（例えば、大規

模金融機関は破綻時の影響が大きいから、保険料率を上乗せする等）をしてはならないと規定していた。  
5 報告先が連結対象として他の預金保険加入機関を所有している場合、当該機関は非連結ベースで報告。 
6 FDIC は、有形株主資本として Tier1 資本（Tier1 capital）を使うこととした理由として、Tier1 資本は

無形資産の大半を含まないほか、金融機関に追加的な報告負担をもたらさずにすむことを挙げている。 
7 但し、業務の性質上バランスシートの平均規模が大きくなる banker’s bank（金融機関を顧客とする銀行）

と custodial bank に限り、賦課ベース算出に際して Tier１資本以外に一部追加的な控除措置を認める。 
8 FDIC によれば、今回の一連の変更（保険料率の引下げを含む）で大多数の金融機関は保険料が 5％以上

減少する一方、117 先の金融機関（うち大規模金融機関は 46 先）は 5％以上保険料が増加する見通し。 
9 FDIC は、「多くの場合、破綻金融機関の債務の大部分は付保預金と有担保債務で、いずれも FDIC が損

失負担しているが、新しい賦課ベースでは従来と異なり両債務とも対象となる。新ベースでは、さらに、

その他の債務も対象となるが、これらの債務の大半は、破綻以前に払戻されて基金が損失吸収に利用でき

る資産を減らすか、付保預金や有担保債務に置き換えられる。従って、破綻時に損失吸収力がない無担保

短期債務や海外預金を賦課対象に含めることは理に適っている。なお、無担保長期債務も賦課対象である

が、これは損失吸収力があると考えられるため、保険料率の算出時に調整を認めている。」と説明している。 
10 詳細は玉木（2009）の BOX１を参照。なお、FDIC（2009）では、「昨年破綻した金融機関の多くが、

FHLB 貸付への依存度が高かったことは不幸であった」と述べられているほか、今回の変更に際しての公

表文（FDIC（2011f））では、「賦課ベースの変更により、FDIC は有担保債務にも保険料を課すことが可

能となる」と特記されている。 
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（図表１）賦課ベース変更が金融機関（資産規模別）に与える影響（FDIC 推計） 

 

（保険料率を算出する際の「調整項目」の変更） 

FDIC は、2009 年 4 月から保険料率体系を改定し、ベース料率（金融機関の早期是正措

置上の自己資本区分と、当局の検査評定（CAMELS）により決定11）に一定の調整を加え

て 終的な保険料率を算出する方式へ移行した（図表２）。2009 年 4 月の新体系移行時に

は、無担保債務、有担保債務、ブローカー預金12の 3 つの調整項目が設けられていた。 

 

（図表２）2009 年 4 月の新体系移行時の保険料率体系（今回変更前） 

                        （単位:bps） 

リスク・カテゴリー Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

ベース料率 12～16 22 32 45 

調 

整

項

目 

無担保債務の調整 -5～0 -5～0 -5～0 -5～0 

有担保債務の調整 0～8 0～11 0～16 0～22.5 

ブローカー預金の 

調整 

- 0～10 0～10 0～10 

終的な料率（調整後） 7～24 17～43 27～58 40～77.5 

＜リスク・カテゴリー（Ⅰ～Ⅳ）の分類＞ 

 
                                                  
11 但し、 小リスク区分であるリスク・カテゴリーⅠの金融機関にはベース料率に幅を持たせ、その幅の

中で個々の金融機関のリスクに応じて料率を設定している。詳細は西垣・原・真保（2006）を参照。 
12 仲介業者（ブローカー）を通じて金融機関が集める預金。金融機関はブローカーへの手数料と高めの金

利を支払うことで容易に資金調達ができる反面、通常の預金と異なり、ブローカー預金は資金調達源とし

て安定性に欠けるといわれている。詳細は杉原（2010）の BOX１を参照。 

資産規模 対象金融機関 従来の保険料 変更後の保険料
賦課ﾍﾞｰｽ 賦課ﾍﾞｰｽ（推定値）

（数） （ｼｪｱ、％） （兆ドル） （ｼｪｱ、％） （兆ドル） （ｼｪｱ、％）

10億ドル未満 6,990 (91.3) 1.2 (15.2) 1.3 (10.7)

10～100億ドル 560 (7.3) 1.1 (14.0) 1.3 (10.6)
100～500億ドル 70 (0.9) 0.9 (11.4) 1.2 (9.9)
500～1,000億ドル 18 (0.2) 0.8 (9.7) 1.1 (8.9)
1,000億ドル超 19 (0.2) 3.9 (49.7) 7.3 (59.9)
合計 7,657 (100.0) 7.9 (100.0) 12.2 (100.0)
(注）2010年末時点のデータ

(資料）FDIC（2011d）

1-2 3 4-5

良好（well-capitalized） Ⅰ

十分（adequately-capitalized）

不十分（under-capitalized） Ⅳ

「良好」：　自己資本比率10％以上、TierⅠ比率6％以上、TierⅠ/総資産比率5％以上

「十分」：　自己資本比率8％以上、TierⅠ比率4％以上、TierⅠ/総資産比率4％以上

「不十分」：　自己資本比率8％未満、TierⅠ比率4％未満、TierⅠ/総資産比率4％未満

検査評定（CAMELS)

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

自己資本充実度
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こうした中、今回 FDIC は、調整項目について以下の修正を行うことを決定した。 

 無担保債務の調整： 無担保長期債務の比率に応じて保険料率を割引く（マイナ

スする）調整で、金融機関に対して無担保長期で資金調達を行うインセンティブ

を与える狙いで導入されたもの。 

今回の賦課ベースの変更により、無担保長期債務も賦課対象となったことでイン

センティブ効果が削がれないようにするため、課金額と同額を差引く調整を追加

した13。また、「長期」の定義（残存期間 1 年以上）を充たす条件として、「1 年以

内に行使可能な期前償還オプションがないこと」を追加した。 

 有担保債務の調整： 有担保債務が一定水準（国内預金の 25％）を超えた場合に

保険料率を割増す調整で、有担保の資金調達への過度の依存を抑える狙いで導入

されたもの。 

今回の賦課ベースの変更により有担保債務も賦課対象となったため、課金を二重

に行わないようにするため本調整は廃止した。 

 ブローカー預金の調整： ブローカー預金が一定水準（国内預金の 10％）を超え

た場合に保険料率を割増す調整で、資金調達源としての安定性に欠けるブローカ

ー預金への過度の依存を抑える狙いで導入されたもの。今回は変更なし14。 

 預金保険加入機関同士の債務持ち合いの調整： 預金保険加入機関が、他の預金

保険加入機関の無担保長期債務を一定水準（Tier１資本の 3％）を超えて保有して

いる場合に保険料率を割増す調整で、今回新たに導入された15。 

預金保険加入機関同士で債務を持ち合った場合、預金保険基金のリスク総量は（持

ち合いを行っていない場合と比べて）十分に減らないとの考えから、過度の持ち

合いを抑える狙いで導入されたもの。無担保債務の調整時に持ち合いを加味して

債務者の保険料率の割引率を調整することも検討されたが、実務的制約（通常、

債務者側では保有主体に関する情報を把握していない）から、保有者側に課金す

ることとした。なお、他の調整項目と異なり、本調整には調整幅の上限がない。 

 

                                                  
13 修正後の無担保債務の調整率は、以下の式により算出される（下線部分は今回の変更で追加）。 
  ［無担保長期債務×（40bp＋ベース料率）］／賦課ベース 

例えば、無担保長期債務が 10 億ドル、賦課ベースが 200 億ドル、ベース料率が 20bp の場合、調整率は

3bp（10×（40＋20）／200）、調整額は 0.06 億ドル（200 億ドル×0.0003）となる。 
14 ブローカー預金の調整率は、以下の式により算出される。 
  ［ブローカー預金－（国内預金×10％）］／賦課ベース×25bp 
 例えば、ブローカー預金が 40 億ドル、国内預金が 100 億ドル、賦課ベースが 200 億ドルの場合、調整

率は 3.75bp（（40－（100×0.1））／200×25）、調整額は 0.075 億ドル（200 億ドル×0.000375）となる。 
15 預金保険加入機関同士で債務を持ち合っている場合の調整率は、以下の式により算出される。 
  ［（他の預金保険加入機関発行の無担保長期債務の保有額－3％×Tier１資本）×50bp］／賦課ベース 
 例えば、他機関発行債務の保有額が 1 億ドル、Tier１資本が 10 億ドル、賦課ベースが 200 億ドルの場合、

調整率は 0.175bp（（1－0.03×10）×50／200）、調整額は 35 万ドル（200 億ドル×0.0000175）となる。 
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（大規模金融機関の保険料率算出方法の見直し） 

FDIC は、大規模金融機関の保険料率の算出方法について、リスクをよりタイムリーにき

め細かく評価し、預金保険基金への潜在損失の大きさも料率に反映させる狙いから、これ

までのリスク・カテゴリーに基づく料率決定方式を廃止し、スコアリング評価に基づき料

率を算出することとした16（中小金融機関および外国銀行の支店17に対する料率は、従来通

りリスク・カテゴリーに基づき決定）。 

 大規模金融機関の定義： 資産規模が 100 億ドル以上の金融機関（但し外国銀行

の支店は含まない）。このうち資産規模が 500 億ドル以上あり、資産規模が 5,000

億ドル以上の親会社（持株会社等）に所有されている金融機関は、「非常に複雑な

金融機関（Highly Complex Institutions）」と規定する。 

 新しい保険料の算出方法： 以下の得点表（スコアカード、図表３）により点数

を出し（スコアリング評価）、総合評点を計算式に沿ってベース料率に換算する。

なお、FDIC は、新たな規則を制定することなく、毎年、得点表の評価項目を見直

すことができる。 

（図表３）標準的な得点表18 

 
                                                  
16 例えば FDIC OIG(2010)では、2008 年 9 月に破綻したワシントン・ミューチュアルについて、FDIC は

リスクの大きさを認識していたものの、自己資本や監督当局（OTS）の検査評定は悪くなかったため、そ

れを適切に料率に反映することができなかったと指摘している。 
17 米国で預金保険加入機関となっているのは、過去に支店形態で進出した先のみ。現在は支店形態ではそ

もそも預金業務を行うことができないため、現地法人の形態で進出する必要がある。 
18 「非常に複雑な金融機関」については、標準的な得点表を若干変更した得点表に基づき、料率を算出す

る。主な相違点は、資産関連ストレスの評価項目のうち、①リスクの集中度の評価に際して、大口上位 20
社および 大のエクスポージャー先 1 社への集中度も考慮していること、②資産の質の評価のほかに、市

場リスクに関する評価も加えて 35％のウェイトとしていること、③資金調達関連のストレスの評価項目に

「短期資金調達／総資産（各々平均）」を追加し、同項目に 20％のウェイトをおいていること（コア預金

は 50％、流動性比率は 30％のウェイトとしている）。 

分類 評価項目
項目内での
ウェイト

各項目の
ウェイト

C　（自己資本） 25%

A　（資産内容） 20%

M　（経営） 25%

E　（収益性） 10%

L　（流動性） 10%

S　（市場リスクに対する感応性） 10%

TierⅠ／総資産比率 10%

リスクの集中度に関する指標 35%

コア収益／総資産（直近5期の平均） 20%

資産の質に関する指標 35%

コア預金／総負債 60%

バランスシート流動性比率 40%

潜在損失の深刻度 潜在損失規模／国内総預金 ― 100%

パフォーマンスに関する得点（Performance Score）

①CAMELS（当局による

 　５段階の検査評定）
30%

預金保険基金に与える潜在損失の深刻度に関する得点（Loss Severity Score）

50%

20%

②資産関連のストレス
　に対する耐性

③資金調達関連のストレス
　に対する耐性
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①前掲の得点表に基づき、金融機関のパフォーマンスに関する得点（P）と、当

該金融機関の破綻が預金保険基金に与える影響を評価した得点（L）を算出す

る（点数が高いほどリスクが大きい）（計算例については BOX１を参照）。 

②L の得点（0～100 点）に基づき、潜在損失係数（L´）を算出する。 

  L´＝0.8＋［（L－5）×0.005］  （但し、0.8≦ L´≦1.2） 

③P の得点（7.5～100 点19）と L´（0.8～1.2）に基づき、総合評点（T）を算

出する（30～90 点、算出結果が上下限を超えた場合は上下限値とする）。 

P の得点は、潜在損失の大きさを考慮して、 大で 2 割まで増減調整される。

さらに、当該金融機関のリスク度を評価するうえで、得点表に反映されていな

い重大な要因があると認められた場合には、FDIC の裁量（α）で得点を 大

15 点まで増減調整することができる。 

  T＝P×L´＋α  （但し、30≦T≦90、－15≦α≦15） 

④T を、以下の計算式に沿ってベース料率（B）に換算する（当面のベース料率

は 5～35bp20）。 

  B＝ 低料率＋［1.4245× T／100 －0.0385］×（ 高料率－ 低料率） 

         ▼総合評点とベース料率の関係（上式の図示） 

 

⑤ベース料率の算出後は、大規模金融機関以外の金融機関と同様に、調整項目に

ついて一定の調整を行い、 終的な料率を算出する。 

 

（FDIC の裁量によるベース料率の調整） 

FDIC は、新たな規則を制定することなく、ベース料率から±3bp の範囲内であれば一

律に料率変更を行える権限をこれまで有していたが、当該権限は今後も維持されることと

                                                  
19 CAMELS については、他のリスク評価項目と異なり、リスクが 小の場合の加重得点が 0 ではなく 7.5
であるため、P の 低得点は 7.5 となる。 
20 今回の大規模金融機関のベース料率の幅は、中小金融機関および外国銀行の支店に対する当面のベース

料率の幅（リスク・カテゴリーⅠの 低料率～Ⅳの 高料率）と同じになっている（後掲図表７を参照）。

しかし、預金保険加入機関に対して、その規模のみを理由として、 も低い保険料率の適用を除外するこ

とを禁じた規定が削除されたため、大規模金融機関に対する 低料率の設定について制約は存在しない（リ

スク・カテゴリーⅠの 低料率と必ず一致させる必要はない）と考えられる。 
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なった。但し、こうした料率変更が可能な幅（累次変更の場合を含む）は、従来の±3bp

から±2bp に修正された。これは、保険料の賦課ベースが拡大されたことを受けて、実質的

な変更幅を従来とほぼ同じに維持するために行われたものである。 

 

（預金に関する調査報告書の作成） 

このほか、ドッド＝フランク法では、同法施行から１年以内にコア預金とブローカー預

金に関する調査報告書を作成し、議会に提出することも求めている。 

報告書では、①預金保険料を計算するためのコア預金の定義、②コア預金とブローカー

預金の区分改善を図るため両者の定義を見直した場合に、預金保険基金に及ぼしうる影響、

③コア預金とブローカー預金の相違と、両者の経済および銀行部門における役割、④コア

預金の定義見直しが地方経済の景気刺激に与える効果、⑤コア預金の定義見直しが大規模

金融機関と地域の中小金融機関との間の競争上の公平性に与える影響、について評価する

とともに、必要に応じて関連の法改正案も提言するよう求めている21。 

ＢＯＸ１ 得点表の項目の計算例 

金融機関のパフォーマンスに関する得点（P）は、（i）検査評定（CAMELS）、（ii）資産

関連のストレスに対する耐性、（iii）資金調達関連のストレスに対する耐性から構成され、

各分野および分野内の評価項目毎にウェイト付けがされている。 

各評価項目には基準値（cutoff value）の範囲が設定されており、金融機関の各項目の得

点（0～100 点、CAMELS のみ 小リスクの得点を 0 ではなく 25 に設定）は、その基準値

に基づいて算出される。殆どの項目の基準値は、景気の好・不況の両局面を経験した過去

10 年間（2000 年第 1 四半期～2009 年第 4 四半期）における大規模金融機関データの 10％

分位点と 90％分位点を極値として採用している22。なお、基準値には、①数値が大きいほ

ど得点（リスク）が高くなるもの（リスク集中度、資産の質・市場リスク、短期資金調達

／総資産、潜在損失規模の各項目）と、②数値が小さいほど得点が高くなるもの（Tier１／

総資産比率、コア収益／総資産、コア預金／総負債、流動性比率の各項目）がある。 

▼得点（S）の計算式 （V は実績値、C は CAMELS 評価、 大値・ 小値は基準値の上下限） 

①の場合・・・・・・S=（V－ 小値）×100／（ 大値－ 小値） 

②の場合・・・・・・S=（ 大値－V）×100／（ 大値－ 小値） 

CAMELS の場合・・ S＝25＋［（20/3）×（C2－１）］ 

▼計算例：Tier１／総資産比率（②の場合） （V＝6.98％、基準値：6～13％） 

S=（13－6.98）×100／（13－6）＝86 

86×0.1×0.5＝4.3 （S×項目内ウェイト 10％×項目間ウェイト 50％＝加重得点） 

                                                  
21 従来、コア預金とは、要求払預金、市場連動型預金、10 万ドル（今回の変更前の預金の保護限度額）未

満の定期預金を指すものと理解されてきた。ブローカー預金は FDIC 規則 337.6 で定義されている。  
22 金融機関の評価項目で基準値の範囲を超えている値がある場合、その値は 大（小）値として処理され

るが、別途、FDIC の裁量による得点調整（P.21 の③参照）を検討する有力な理由となる（FDIC（2011b））。 
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（２）預金保険基金の運営枠組みの変更 

FDIC は、預金保険加入機関から保険料を事前徴収して基金を積立てている。基金の規模

には数値目標が定められ、長年の間、その目標値は保護される預金額（付保預金額）の 1.25％

に設定され23、今般の危機前まで基金収支は概ね当該水準を維持していた。 

しかし、危機の発生以降、金融機関の破綻急増を背景に基金収支は急速に悪化し、2009

年 9 月末には史上 2 度目（前例は S&L 危機時の 1991 年末～93 年 6 月末）のマイナスに陥

った（図表４、 近の米国金融機関の破綻動向については後掲 BOX２を参照）。FDIC は、

基金の収支改善に向けた対応策を早急に取らざるを得ない状況に追い込まれ、プロシクリ

カルな（景気や信用サイクルを増幅させる）影響を与える懸念があるにもかかわらず、景

気悪化時に預金保険料の大幅な引上げなどを行わざるを得なくなった。 

 

（図表４）FDIC の基金収支の推移 

 

 

こうした事態への反省を踏まえて、ドッド＝フランク法では、金融危機が将来発生した

際に FDIC の基金がマイナスに陥らずに済むようにし、同時に、FDIC が景気・信用サイク

ルを通して安定的かつ適度な保険料率を維持できるようにするため、基金の運営枠組みに

ついて以下の見直しを決定した。 

①基金の積立目標24を、従来の「1.15％～1.5％（推定付保預金に対する比率、以下同

じ）の範囲内」から、「1.35％以上（上限なし）」に変更する。なお、毎年、FDIC が

                                                  
23 基金規模の目標値は、1989 年金融機関改革・救済及び執行法（FIRREA）で 1.25％に定められて以降、

近まで不変であった。その背景には、1980 年代後半の S&L 危機以前に、基金規模が同水準の周辺で長

期にわたり安定的に推移してきたことなどの歴史的経緯によるところが大きいといわれている。 
24 正式には指定積立比率（Designated Reserve Ratio <DRR>）と呼ばれており、推定付保預金（Estimated 
Insured Deposits）に対する預金保険基金の比率で表されてきた。今後も、FDIC は、少なくとも 5 年以

上は推定付保預金と新賦課ベースの両基準対比の比率で基金水準と基金の目標値を公表することを義務づ

けられている（本稿における数値も、従来の推定付保預金に対する預金保険基金の比率を使用）。 
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前記要件を充たしたうえで具体的な目標値を決定する点は、従来と同じ。 

②FDIC は、2020 年 9 月末までに、基金を法律上の 低積立比率である 1.35％まで回

復させる25。 

③FDIC は、基金の法律上の 低積立比率の引上げ（1.15％→1.35％）に伴う中小金融

機関（連結総資産 100 億ドル未満）への影響（負担増大）を相殺するため、何らかの

措置を講じる。 

④基金が一定水準に達した場合、FDIC が金融機関に対して配当を実施する義務を廃止

する。具体的には、（i）基金の積立比率が 1.35％を超えた場合の配当（超過額の半額）

は廃止、（ii）1.5％を超えた場合の配当（超過額の全額）は引き続き行うことも可能

とするが、FDIC の自由裁量で配当の停止または制限を行えることとする26。 

これらの決定を踏まえて、FDIC は関連する諸規則の改正を進め、以下に述べるように、

基金運営の枠組みを大幅に変更した（図表５）。 

 

（図表５）FDIC の基金運営の枠組みの変化 

 

                                                  
25 連邦預金保険法・第 7 条(b)(3)(E)(ii)「基金回復計画の要件」では、基金水準が法律上の 低水準を下回

った場合、特別な状況（extraordinary circumstances）の下でやむを得ない場合を除き、原則として 8 年

以内に基金水準を回復させる計画を策定・実施することが求められているが、現下の局面では 8 年以内の

原則は適用されていない。 
26 従来は、①今後 1 年間に預金保険基金に損失が生じる重大なリスクがあり、②その予想される損失規模

が、配当を実施せずに基金を一時的に積立てることが妥当であるに十分な大きさである場合に限り、FDIC 
理事会は配当の停止または制限を行うことができた。 

（積立比率） 1.15％ 1.35％ 1.50％

（積立比率） 1.15％ 1.35％ 1.50％

法律上の基金規模の範囲

超過額の
半額を配当

超過額の
全額を配当

1.25％

FDIC設定の
目標値

2.00％ 2.50％

FDIC設定の
目標値

法律上の基金規模（上限なし）

現行程度の

高めの保険料
水準を維持

（実効料率8.47bp程度）
＜新賦課ﾍﾞｰｽでは5.29bp＞

保険料の実効料率
を25％低減

基本的な保険料率適用

（保険料率に関しても、FDICが新たに長期方針を決定）

原則8年以内に
1.35％まで回復
する計画を策定・
実施

原則8年以内に
1.15％まで回復
する計画を策定・
実施

従来：付保預金総額の1.15％～1.50％の範囲内で、 毎年、FDICが基金の目標値を設定

改正後：付保預金総額の1.35％以上で、 毎年、FDICが基金の目標値を設定

保険料の実効料率
を50％低減
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（基金目標値の大幅引上げ） 

FDIC は、2011 年 1 月 1 日より、基金の目標値を 2％に引上げた（2％は FDIC が設定し

た 低目標水準であり、上限ではない）。法令上の 低積立比率が 1.35％以上とされている

中で、かなり高めの設定となっている27。 

連邦預金保険法（第 7 条(b)(3)(C)）では、FDIC が基金の目標値を設定する際に考慮すべ

き要因として、①基金への損失リスク、②銀行部門に影響を与える経済環境、③保険料率

の乱高下の抑制、④その他重要と考えられる要因、を挙げている。FDIC は、今回の目標値

の設定にあたり、これらの点について以下のような考えを示している。 

 基金への損失リスク： 当面は、2010～14 年の間に、約 500 億ドルの破綻処理費

用が発生（大半は 2010～11 年に集中）すると予測。長期的な 低目標水準として

は、基金のマイナス転化を回避し、銀行部門が深刻なストレス状況下にあっても、

より円滑に破綻処理対応できるような目標値を設定すべき。 

 経済環境： 景気下振れリスクは引き続き存在するが、米景気の二番底の懸念は

後退した。こうした景況を背景に、金融機関の業績にも若干回復の兆しがみられ

る。しかし、基金がマイナスにある現状では、こうした短期的見通しよりも長期

的展望が一層重要になる。この点、米国では、過去 30 年間に 2 回の深刻な危機を

経験し、いずれの場合にも基金はマイナスになったが、これらの危機でマイナス

転化を回避しえた 2％程度の積立比率は 低限確保しておくべき（図表６上図）。 

 保険料率の乱高下の抑制： 金融機関の業績好調時に基金を十分に積立てておけ

ば、情勢が悪化した際にも、料率の引上げや特別保険料の徴収を行わずに済み、

保険料率を安定させることができる（図表６下図）。この点につき、FDIC のベア

総裁は、「目標値を 2％に引上げる代わりに、金融機関には、長期的にみれば低め

で予見しやすい保険料率体系を適用する。これにより、情勢が悪化したときのプ

ロシクリカルな保険料徴収を相当減らせる」とコメントしている。 

 その他： 預金保険に対する信認を弱めかねない水準まで基金が減少しないよう

にすることが重要。財務省等からの借入枠も多額に設定されているが、これらは

予見できなかった損失をカバーするためのものであって、元々見込まれている損

失をカバーするためのものとは考えていない。 

  

                                                  
27 この点、FDIC に寄せられたパブリック・コメントの中には、「一連の監督・規制改革で将来起こりうる

危機の規模が小さめに抑えられれば、基金の損失も減少し、結果として基金が長期にわたり増大する可能

性もある。」との批判的な意見も寄せられた。 
 これに対して、FDIC は、「過去 2 回と同じ規模の危機を乗り切るためには、少なくとも 2％は必要であ

り、高すぎる水準とは思わない」としたうえで、「積立目標が 2％以上になったら段階的に保険料を下げる

こと、将来いつかの時点で平均損失見込額よりも多額の損失が基金に生じることは殆ど確実であることな

どを考えれば、基金の増加には限りがある」との認識を示している。 
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（図表６）FDIC のシミュレーション結果（積立比率、保険料率） 

 

 
（注）1950～2010 年の間、基金のマイナス転化を回避しえた保険料の平均実効料率（賦課ベースが従来の国内預金

の場合 8.47bp。図表 6 の下図＜実線＞では、新しい賦課ベースに換算した数値＜5.29bp 程度＞で描かれている）

を維持（但し、積立比率が 2％以上になれば実効料率を▲25％、2.5％以上になれば実効料率を▲50％する運用）

した場合の、積立比率（上図）と実効料率（下図）の推移。実線はシミュレーション値、点線は実績値、シャド

ーは危機の時期。 

（資料）FDIC（2011f） 

 

（基金回復計画の策定） 

FDIC は、ドッド＝フランク法の定めに従い、2020 年 9 月末までに基金の積立比率を

1.35％に回復させる計画を策定した28。基金がマイナスである現状に鑑み、当面、現状の高

めの保険料水準を維持するが、2010～14 年の破綻処理費用の見込み額が下方修正されたた

め、2011 年から実施が決定済みであった保険料率の一律 3bp 引上げは行わずに計画を達成

できる見通しになったとして、金融機関の経営に与える影響に配慮し、料率の一律引上げ

は撤回した29。 

                                                  
28 基金回復計画とは、法律上定められている 低積立比率（1.35％）の実現を図る計画であり、FDIC が

設定した 2％の目標値の達成見通しを示す必要はない。なお、2010 年 10 月時点で公表した計画（FDIC
（2010f））では、現状を前提とした試算では 2027 年に 2％を達成する可能性があるとしている。 
29 FDIC は、2009 年 11 月の理事会で、裁量によりベース料率の調整を行える権限を行使し、2011 年から

料率を一律 3bp 引上げることを決定していた。詳細は澤井（2010）を参照。 
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また、同計画では、2018 年第 4 四半期までに積立比率が 1.15％に回復する見込みである

が30、「基金の法律上の 低積立比率の引上げ（1.15％→1.35％）に伴う中小金融機関（連

結総資産 100 億ドル未満）への影響（負担増大）を相殺するため、何らかの措置を講じる」

とされている点については、別途、FDIC が具体的な規則案を 2011 年中に提示する予定。 

 

（配当の無期停止） 

FDIC は、基金を十分に積立ててマイナス転化を回避し、かつ、景気・信用サイクルを通

して安定的かつ適度な保険料率を維持するため、配当（金融機関への保険料の払戻し）の

実施を無期停止（suspend indefinitely）することとした31。 

その代わりとして、基金の積立比率が目標値の 2％（および 2.5％）以上に達した場合、

保険料の実効料率を段階的に（各々25％および 50％）引下げる措置を新たに導入したが、

従来のように保険料の全額払戻しを可能とする制度はなくなり、基金の上限が撤廃された。 

 

（新たな保険料率体系の適用） 

FDIC は、これまで述べてきた諸々の制度改変や新たな目標設定を踏まえて、今後の保険

料率体系（2011 年 4 月 1 日から適用）を以下のように決定した（図表７）。 

 

（図表７）2011 年 4 月以降の新たな保険料率体系 

７－１．当面：積立比率が 1.15％に未達の期間（シャドーと削除が新たな変更箇所） 

（単位:bps） 

リスク・カテゴリー Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 大規模 

金融機関

ベース料率 12～16 

5～9 

22 

14 

32 

23 

45 

35 

―― 

5～35 

調 

整 

項 

目 

無担保債務の調整 -5～0 -5～0 -5～0 -5～0 -5～0 

有担保債務の調整 0～8 0～11 0～16 0～22.5  

ブローカー預金の 

調整 

--- 0～10 0～10 0～10 0～10＊

終的な料率（調整後） 7～24 

2.5～9 

17～43 

9～24 

27～58 

18～33 

40～77.5 

30～45 

―― 

2.5～45

 ＊自己資本区分が「良好」で、CAMELS 評定が上位 2 区分（1 か 2）の先は調整の適用を免除。 

（注）無担保債務の調整はベース料率の 50％が上限。なお、新規導入された預金保険加入機関同士の

債務持ち合いの調整は、他の調整項目のような上限値がないため、上表の料率には含まれていない。

                                                  
30 なお、2011年4月公表の 新計画によれば、基金収支は2011年中にプラス転化の見込み（FDIC（2011a））。 
31 今回の法改正で付与された配当の停止・制限に関する自由裁量を行使したもの。 
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 基金がマイナスである現状に鑑み、積立比率 1.15％を回復するまでは、現状の高

い保険料水準（実効料率 18bp 程度＜国内預金＝旧賦課ベース対比の数値、以下同

じ＞）を維持。 

 但し、①賦課ベース拡大の影響を中立化するため、保険料率は引下げ、②大規模

金融機関のベース料率算出方法を変更（料率の幅は、中小金融機関と同じ＜リス

ク・カテゴリーⅠの 低料率～Ⅳの 高料率＞）、③有担保債務の調整は廃止。 

７－２．積立比率が 1.15％以上、2％未満 （基本的な保険料率＜8.47bp＞の適用） 

 （単位:bps） 

リスク・カテゴリー Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 大規模 

金融機関

ベース料率 3～7 12 19 30 3～30 

調 

整 

項 

目 

無担保債務の調整 

 

-3.5～0 -5～0 -5～0 -5～0 -5～0 

ブローカー預金の 

調整 

--- 0～10 0～10 0～10 0～10＊

終的な料率（調整後） 1.5～7 7～22 14～29 25～40 1.5～40

 ＊および（注）は図表７－１を参照。 

 過去 2 度の基金のマイナス転化を回避しえた平均実効料率（8.47bp、前掲図表６

の推計結果）を目標値として設定。そのうえで、金融部門が安定していた今次危

機直前の時期のデータに基づき、平均実効料率 8.47bpの達成が可能な料率を推計。 

７－３．積立比率が 2％以上、2.5％未満 （７－２から実効料率を▲25％32 ） 

（単位:bps） 

リスク・カテゴリー Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 大規模 

金融機関

ベース料率 2～6 10 17 28 2～28 

調 

整 

項 

目 

無担保債務の調整 

 

-3～0 -5～0 -5～0 -5～0 -5～0 

ブローカー預金の 

調整 

--- 0～10 0～10 0～10 0～10＊

終的な料率（調整後） 1～6 5～20 12～27 23～38 1～38 

 ＊および（注）は図表７－１を参照。 

  

                                                  
32 但し、新設金融機関（原則として初めて保険料支払いを行ってから 5 年未満の先）には適用されない（新

設金融機関には図表７－２の基本的な保険料率が適用される）。 
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７－４．積立比率が 2.5％以上 （７－２から実効保険料率▲50％＜前出脚注 32＞） 

 （単位:bps） 

リスク・カテゴリー Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 大規模 

金融機関

ベース料率 1～5 9 15 25 1～25 

調 

整 

項 

目 

無担保債務の調整 

 

-2.5～0 -4.5～0 -5～0 -5～0 -5～0 

ブローカー預金の 

調整 

--- 0～10 0～10 0～10 0～10＊

終的な料率（調整後） 0.5～5 4.5～19 10～25 20～35 0.5～35

 ＊および（注）は図表７－１を参照。 

 

 

ＢＯＸ２ 最近の米国金融機関の破綻動向 

米国金融機関の破綻動向をみると、今次危機により破綻件数が急増し、2010 年には 157

件と 1992 年以来の高水準を記録した。2011 年は 3 月末現在で 26 件となっており、FDIC

の見通しでは、破綻件数は 2010 年を境に徐々にピークアウトしていくと予想している。ま

た、破綻金融機関の総資産額をみると、大型の破綻が発生した 2008 年に史上 多の 3,700

億ドルを記録した後は、2 年連続の減少となっている。 

なお、FDIC の四半期調査における「問題金融機関（5 段階の検査評定で下位 2 区分の金

融機関）」の数は引き続き高止まりしている（2010 年末時点で 884 行＜預金保険加入機関

7,657 行の約 1 割＞）。 

（ＢＯＸ２図表）破綻件数と問題金融機関数 
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（３）預金の保護限度額の引上げ 

ドッド＝フランク法の決定により、2008 年 10 月から時限措置として実施されていた預

金の保護限度額の引上げ（10 万→25 万ドル）が恒久化され、2008 年 1 月 1 日に遡って適

用されることとなった。 

そもそも引上げを行った際に 25 万ドルという水準が設定された背景には、2006 年に預

金保険制度の法改正を行った際に、年金預金口座に限って保護限度額が 25 万ドルに引上げ

られていたことを踏まえ、他の一般口座についても同額に合わせることにしたものと推察

される。当初は緊急経済安定化法（2008 年 10 月 3 日成立）により 2009 年末までの実施予

定であったが、2009 年 5 月の法改正で 2013 年末までに延長され、2010 年 7 月に恒久化さ

れた。今次危機以降、金融部門に深刻な影響を受けた米国や欧州などでは保護限度額の引

上げが相次いだが、米国の保護限度額は国際的にみても非常に高い水準となっている（図

表８）。 

また、保護限度額の引上げを遡及適用した主な狙いは、特に破綻規模が大きかった 2008

年 7 月のインディマックの破綻（付保預金 P&A33を実施）で損失を被った非付保預金者の

救済にあったと推察される（遡及適用で対象に追加された破綻金融機関は同行を含めて 6

行）。これに関連して、FDIC（2010j）は、「遡及適用により、2008 年 10 月以前に破綻し

た金融機関の非付保預金者の数が 1 万人以上から約 500 人に減少した」としている。 

 

（図表８）保護限度額の比較（一人当たり GDP の倍数） 

 
 

（４）無利子の決済性預金の全額保護（時限措置） 

FDIC は 、 ド ッ ド ＝ フ ラ ン ク 法 の 決 定 を 受 け て 、「 無 利 子 の 決 済 性 預 金

                                                  
33 破綻先の資産・負債を受け皿金融機関（健全な金融機関）が承継（Purchase & Assumption）する破綻

処理方式のうち、預金について預金保護の対象となる付保預金のみを受け皿金融機関が承継するもの。 

0
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リーマン・ショック前（2008年8月）

直近（2011年3月）

注１．ドイツは強制加盟制度分のみの保護限度額。

２．一人当たり名目GDPは2009年の値。
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（noninterest-bearing transaction account）」の全額保護（時限措置）を 2012 年末まで実

施することとした。2008 年 10 月以降、FDIC は決済性の預金の時限的な全額保護を続けて

きたが（これまでの変遷は BOX３を参照）、2010 年末で期限切れを迎えた同措置と、今回

実施を決定した 2011～12 年に関する時限的措置では、制度の根拠や枠組みなどに以下の違

いがある。 

 制度の根拠： 以前の措置は、システミック・リスクの懸念がある場合の FDIC

の例外規定（システミック・リスク・エクセプション、後述４．（５）および脚注

53）に基づいていたが、今回の措置は FDIC の関連規則を改正した時限措置。 

 保護対象となる決済性の預金： 以前の措置では、保護対象となる決済性の預金

の中に、低利が付与されているが資金決済のために活用されている預金口座

（NOW 、IOLTA ）も一部含まれていた。これに対して、今回の措置では、ドッ

ド＝フランク法の定める定義に基づき、NOW口座は対象に含めないこととした34。 

 金融機関の参加義務： 以前の措置では、参加・不参加を金融機関が任意に選択

できたが（金融機関の約 8 割が参加）、今回の措置は全ての機関が自動的に対象と

なる。 

 保険料： 以前の措置では、任意参加した金融機関が通常の保険料とは異なる体

系の手数料を別途支払っていたが、今回の措置では、通常の保護対象範囲の預金

に対する保険料率体系がそのまま適用される。 

 

ＢＯＸ３ 決済性預金の全額保護に係る制度の変遷 

2008 年 10 月 危機対応として FDIC はシステミック・リスク・エクセプションを発動

し、「流動性保証プログラム」を導入。その措置の一つとして、決済性の

預金の全額保護を時限的に実施（当初 2009 年末までの予定）。 

     12 月 制度加入を金融機関の任意に変更。継続加入を選択した金融機関には、

付保限度額を超える預金部分につき、当初一律 10bp の保険料率を適用。 

2009 年  8 月 FDIC は、保護期間の延長（2010 年 6 月末まで）と延長期間における保

険料率の引上げ（一律 10bp→リスクに応じて 15～25bp）を決定。 

2010 年  4 月 FDIC は、保護期間の再延長を決定（2010 年末まで。また、FDIC の裁

量で、追加の規則改正なしに、2011 年末までの期限延長も可能とした）。 

      7 月 ドッド＝フランク法で、2011～12 年の 2 年間に限定して決済性の預金を

全額保護することを決定。 

    11 月 ドッド＝フランク法の決定に基づく FDIC の関連規則の改正を承認。

                                                  
34 NOW は Negotiable Order of Withdrawal（譲渡可能支払指示書）、IOLTA は Interest on Lawyers Trust 
Account（弁護士信託口座利息プログラム）の略。当初は IOLTA も除外する予定であったが、ドッド＝フ

ランク法成立後に再度法改正により定義が見直されたため、含めることとなった。 
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３．「システム上重要な金融会社」の破綻処理に係る新たな役割 

今般の金融危機の経験を通じて、以下のような問題点が多くの国・地域で共有された。 

①金融システムの安定に関してリスクとなる対象の認定や、そうしたリスクへの対処

方針の策定を中心的に担う当局が存在しなかったこと（マクロ・プルーデンスの視点

を重視した監督体制の欠如ないし不足）。 

②システム上重要な銀行などの金融機関35が破綻した場合、秩序立った清算を可能とす

るような破綻処理枠組みが整備されていなかったこと（このため、「大きすぎて潰せ

ない（too big to fail）」状況に陥り、多額の公的資金が投入された）。 

ドッド＝フランク法では、こうした問題点を改善するため、①主要な金融監督当局のト

ップなどで構成する FSOC（Financial Stability Oversight Council＜金融安定監督評議会

＞）を新設する、②FSOC と連携を図りながら、FRB が「システム上重要な金融会社（総

資産 500 億ドル以上の銀行持株会社および一部認定されたノンバンク金融会社）」を一元的

に監督する、③このように危機の抑制に努める一方、システム上重要な金融会社が万一破

綻した場合に備えて、FDIC を管財人とする秩序立った清算手続きを整備する、などの諸方

策を打ち出した。これらの方策につき、FDIC の関わり方を中心にみると、以下のとおり。 

 

（１）FSOC（金融安定監督評議会）への参加 

FSOC のメンバーは、財務長官（議長）、監督当局のトップ 8 名（FRB、FDIC、OCC＜

通貨監督庁＞、SEC＜証券取引委員会＞、CFTC＜商品先物取引委員会＞、FHFA＜連邦住

宅金融局＞、CFPB＜金融消費者保護局、ドッド＝フランク法で新設＞、NCUA＜全米信用

組合管理機構＞）、独立メンバー1 名（保険専門家、任期 6 年）の計 10 名で構成され36、少

なくとも四半期に 1 回開催される（第 1 回会合は 2010 年 10 月に開催）。 

FSOC の主な目的・任務は、大規模で相互に関連した銀行持株会社（large, interconnected 

bank holding companies）やノンバンク金融会社（nonbank financial companies）の重大

な困難や活動などから生じうるシステミック・リスクを認定・モニターし37、それへの対応

を図るために監督当局に勧告や指示を出すことにある。また、こうした目的・任務とも関

連して、FSOC はこのほかに以下のような役割を担っている。 

                                                  
35 米国では、銀行を含む預金保険加入機関を対象とした特別な破綻処理枠組みについては整備されていた

が、銀行持株会社やその他のノンバンク金融会社（システム上重要な金融「会社」）を対象とした類似の枠

組みはなかったため、今回導入されることとなった。他方、例えば英国などでは、今般の危機発生時点で

は銀行特有の破綻処理制度もなかった（その後、2009 年 2 月に Special Resolution Regime を導入）。 
36 このほか、議決権を持たないメンバー5 名（財務省の金融調査局および連邦保険局＜いずれも新設＞の

局長、州保険委員会・州銀行監督当局・州証券委員会の代表各 1 名＜任期 2 年＞）が加わり、助言を行う。 
37 FSOC が情勢分析を行うにあたっては、財務省金融調査局が監督当局の支援も受けながらデータ収集・

分析等を行い、FSOC に材料を提供する。 
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 FSOC は、ノンバンク金融会社のうちシステム上重要な先を認定し38（メンバーの

3 分の 2 以上の多数決で決定）、FRB の監督下におく（総資産 500 億ドル以上の銀

行持株会社とともにシステム上重要な金融会社とみなされ、より厳格な規制が課

せられる）。 

 FSOC は、FMU（Financial Market Utilities）または金融機関が行う決済サービ

スのうちシステム上重要なものを認定する（認定を受けて、FRB は当該 FMU ま

たは決済サービスが遵守すべきリスク管理基準を制定）。 

 FSOC は、監督当局に対して、金融業者に対する規制・基準の強化について勧告

する。 

 

（２）「システム上重要な金融会社」の破綻処理計画への関与 

破綻処理計画（living will, resolution plan）とは、平常時に破綻を想定した計画を立て

させるもので、システム上重要な金融機関を「大きすぎて潰せない」問題への対応策の一

つとして、2009 年夏頃から盛んに議論されるようになった。システム上重要な金融機関に

対し、組織の解体、事業の売却・縮小、契約関係の処理等の計画を予め準備しておくよう

義務づけることに伴うメリットとしては、①万一破綻処理を行う場合に円滑な対応が可能

となることに加えて、②こうした計画の策定を通じて、金融機関自身がその組織や業務の

構造、内容、抱えるリスクなどをよりよく把握し、業務の改善に活かせること、③監督当

局にとっても平時から対象金融機関のより深い理解が可能になることなどが挙げられてい

る（みずほ総研（2009））。 

ドッド＝フランク法では、FRB 監督下におかれるシステム上重要な金融会社は、破綻処

理計画を作成し、FRB のほか FSOC と FDIC に定期的に提出することが義務づけられてい

る。このため、まず同法成立から 18 か月以内に、FRB と FDIC が共同で破綻処理計画の

作成要件を定めるように求めている。今後 FRB と FDIC が関連規則を制定予定であるが、

ドッド＝フランク法では、同計画に含まれるべき内容として、①システム上重要な金融会

社と関連する預金保険加入機関をノンバンク関連会社の活動の影響から遮断する方策、②

所有構造、資産、負債、契約義務に関する記載、③証券の相互保証（cross-guarantees）の

認定、主要なカウンターパーティ、担保権の帰属を決めるプロセス、④その他 FRB や FDIC

から要求された情報を挙げている。 

FRB と FDIC は、システム上重要な金融会社が提出する破綻処理計画（原則として取締

役会で承認されたもの）および信用エクスポージャー報告（自分以外のシステム上重要な

金融会社への／からの与信規模）の内容を検討し39、破綻処理計画の実効性が十分でないと

                                                  
38 システム上重要と認定されたノンバンク金融会社は、 低 1 年に 1 回その妥当性が再検討される。 
39 破綻処理計画は毎年定期的に改定（新年入り後 90 日以内に提出）され、重大な状況変化が生じた場合

にも随時改定（変化時点から 45 日以内に提出）される。当局は追加情報の必要があれば、計画受領後 60
日以内に要求（30 日以内に再提出）する。信用エクスポージャー報告は毎四半期提出される（FDIC（2011c））。 



34 
 

判断した場合、原則 90 日以内に再提出を要求する。これに対して、仮にシステム上重要な

金融会社が当局の要求を充たすような計画を作成できなかった場合、要求を充たすまでの

間、FRB と FDIC は、当該先に対してより厳しい資本・流動性規制や、事業規模・活動分

野・業務運営の制限を課すことができる。また、こうしたより厳格な規制を課してから 2

年以内に計画が再提出されない場合、FDIC と FRB は、FSOC において 3 分の 2 以上の賛

成が得られれば、当該先の秩序ある清算の障害になっていると考えられる資産や事業の売

却（divestiture）を求めることもできる。当局にこのような強い権限が付与された背景に

は、新しい破綻処理体制の成否の鍵は、かなりの部分、破綻処理計画の実効性を高めるこ

とにあるとの認識があるものと思われる。 

こうした破綻処理計画の検討作業等を行ううえでは、当該先の正確かつ継続的な状況把

握が極めて重要である。このため、FDIC は、他のカウンターパート当局（FRB 等）とと

もに、システム上重要な金融会社を継続的にモニタリングすることとなったほか（後述４．

（４））、システム上重要な金融会社に対する特別検査権も新たに与えられた（後述４．（３））。 

 

（３）「システム上重要な金融会社」の破綻処理の遂行（管財人業務） 

米国では、銀行を含む預金保険加入機関については、FDIC が管財人（receiver）となっ

て迅速かつ効率的に破綻処理を行う枠組みが連邦預金保険法で手当てされていたが、銀行

持株会社やその他のノンバンク金融会社を対象とした類似の枠組みは存在しなかった。す

なわち、証券取引委員会（SEC）に登録する証券会社（ブローカー、ディーラー）には連

邦倒産法および 1970 年証券投資者保護法に規定する手続き、②州当局の監督を受ける保険

会社には州法の倒産手続き、③その他の金融会社については連邦倒産法の手続きが適用さ

れてきた（小立（2011））。 

しかし、今般の危機では、リーマン・ブラザーズや AIG といったノンバンク金融会社の

破綻や経営危機が金融システムを大きく揺さぶる事態となり、こうしたノンバンク金融会

社等の秩序立った清算（orderly liquidation）を可能とする破綻処理枠組みの整備が不可欠

との認識が急速に高まった。そこで、ドッド＝フランク法では、銀行持株会社やその他の

ノンバンク金融会社を対象として迅速かつ効率的に破綻処理を行う枠組みを新たに導入す

ることを決めるとともに、FDIC を秩序立った清算手続きの主たる遂行主体と定め40、 

FDIC に対して管財人としての幅広い権限を新たに付与した。 

今回導入が決まった秩序立った清算手続きの流れは、以下のとおり（図表９）。 

                                                  
40 但し、対象が証券会社である場合には、FDIC が管財人となったうえで、FDIC は証券投資者保護公社

（SIPC：Securities Investor Protection Corporation）を清算受託者に任命し、SEC や SIPC と協調対応

していくこととなる。 
また、対象（または対象となる金融会社の子会社・関係会社）が保険会社である場合には、当該保険会

社の清算または再生は州法の下で行われる。但し、財務長官によるシステミック・リスクの認定から 60 日

以内に州当局が秩序立った清算手続きを開始（州裁判所に申立て）しなければ、FDIC が州当局に代わっ

て州法の下で秩序立った清算手続きを進めることができる。 
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（図表９）「システム上重要な金融会社」の秩序立った清算手続き 

 

 管財人の任命手続き： FRB と FDIC41は、自らまたは財務長官の求めに応じて、

財務長官が金融会社の管財人として FDIC を任命すべきかにつき、書面による勧

告を行うかを検討（FRB と FDIC の各理事会の 3 分の 2 以上の賛成が必要）。 

 書面勧告が行われたら、財務長官は大統領と協議のうえ決定を下すが、FDIC を

管財人に任命する場合、以下の基準の全てが充たされていなければならない。 

①対象金融会社が、デフォルトまたはデフォルトの危険にあること 

②対象金融会社の破綻処理に連邦法または州法の倒産手続きを適用した場合、

金融システムの安定に深刻な影響をもたらすこと 

③民間部門で破綻を回避する代替手段がないこと 

                                                  
41 対象金融会社（または対象金融会社の米国における 大子会社）が、①証券会社の場合には FRB と SEC、

②保険会社の場合には FRB と連邦保険局長、が検討することになる。 

FDICを管財人に任命することを勧告

　　・FRBとFDIC（＊）の各理事会における3分の2以上の賛成が必要

　　・財務長官は大統領と協議のうえ、決定

　　・但し、対象となる金融会社（対象金融会社）が反対した場合、財務長官は連邦地方裁判所に申立て

任命日（T） ＦＤＩＣを管財人に任命

（勧告から１日以内） 　　・裁判所が24時間以内に決定を下さなかった場合、申立てを自動的に認可

T＋60日 FDICが対象金融会社に関する報告書を提出

　　・FDICは、対象金融会社の財務状況および清算計画を盛り込んだ報告書を作成し、議会へ提出

　　　する（最低でも四半期ごとに改定を行う）

　　・FDICと主要当局は、報告書作成後30日以内に議会で内容を説明

　　・報告書は、適切な機密保持を行ったうえで、その内容を公表する

T＋3～5年 管財人業務の終了

　　・管財人としての任命期間は原則3年であるが、必要が認められれば1年間の延長（最大2回）が可能

（＊）対象金融会社が証券会社であればSEC、保険会社であれば連邦保険局長の賛成が必要

（資料）Davis Polk "Regulatory Implementation Slides", July 9, 2010 を参考に作成。

（破綻処理に係る資金調達＜詳細は後述P.37＞）

・FDICは、財務省から清算計画の合意を得たら、財務省と

具体的な資金計画についても合意を得たうえで、資金を

調達（FDICが債券を発行し、財務長官が引受け）。

・調達額の上限は、対象金融会社の連結総資産（公正価値

ベース）の90％以内で、原則5年以内に返済。

・返済資金は、対象金融会社の資産の清算からの収入と

システム上重要な金融会社等の負担により賄う。
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④秩序立った清算手続きの適用が金融システムの安定に与える影響に照らし、

対象金融会社の債権者、カウンターパーティ、株主、その他市場参加者の権

利や利益に与える影響が妥当であること 

⑤秩序立った清算手続きの適用で、深刻な影響が回避または軽減されること 

⑥連邦規制当局が対象金融会社に対して、全ての転換債務商品の転換を命じた

こと 

対象金融会社の取締役会も当該決定に同意すれば、FDIC は直ちに管財人に任命

される。他方、取締役会が反対した場合、財務長官は連邦地方裁判所に申立てを

行う。24 時間以内に地裁が決定を下さなければ、申立ては自動的に認められる。 

 議会への報告書提出： FDIC は、管財人に任命されてから 60 日以内に、上院（銀

行・住宅・都市問題委員会）と下院（金融サービス委員会）に対して、対象金融

会社の財務状況や清算計画を盛り込んだ報告書を提出し、 低でも四半期ごとに

改定を行う。報告書の内容は、適切な機密保持を行ったうえで公表する。 

 管財人としての幅広い権限： FDIC には、管財人として、対象金融会社の迅速か

つ円滑な破綻処理を行うため、以下を含めた幅広い権限が付与されている（詳細

は松尾（2010）を参照）。 

①対象金融会社の業務運営 

②対象金融会社の株主・役員・取締役の機能の提供 

③対象金融会社の清算および解散 

④対象金融会社の連邦法または州法の下で組織された対象子会社がデフォルト

またはデフォルトの危険があるなどの場合に、その管財人となること 

⑤ブリッジ金融会社の組織・管理・終了・解散（原則 2 年間、1 年ずつ 大 3

回まで延長可能） 

⑥対象金融会社の合併および資産・負債の移転 

⑦対象金融会社の株主・債権者の権利の終了（株主および無担保債権者は優先

順位に従って損失負担） 

⑧米国以外の国に資産・業務を有する対象金融会社の秩序立った清算に関する

外国金融当局との調整 

⑨債権の決定・支払い 

⑩対象金融会社の取締役・役員等への責任追及（損害賠償請求、報酬返還等） 

なお、⑥の資産・負債の移転に関連して、ドッド＝フランク法では、FDIC が管

財人に任命された場合、翌営業日の午後 5 時（東部時間）までの間、対象金融機

関のカウンターパーティは適格金融契約42（QFC：qualified financial contracts）

                                                  
42 適格金融契約には、証券契約、コモディティ契約、先物契約、レポ契約、スワップ契約、その他 FDIC
が認める契約が含まれる。 
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を終了させることができない。それまでの間に、FDIC は、対象金融会社の全ての

適格金融契約を 1 つの金融機関（ブリッジ金融会社を含む）に承継させるか（そ

の場合、契約は継続）、いかなる適格金融契約も承継させないか（その場合、契約

の終了・清算・ネッティングが行われる）、を決定する43。 

 破綻処理に係る資金調達： FDIC は、財務省から清算計画の合意を得たら、財務

省と具体的な資金計画および返済計画についても合意したうえで、破綻処理に係

る必要資金を調達する。資金調達は、FDIC が債券を発行し、財務長官が引受ける

ことにより行われる（財務長官は債券を売却できる）。調達額は、対象金融会社の

連結総資産（公正価値ベース）の 90％44を上限とし、原則 5 年以内に返済する。

資金管理のために「秩序立った清算基金（orderly liquidation fund）」が設置され、

FDIC が管理する（同基金と預金保険基金との間での相互流用は禁止）。 

 返済資金の手当ては、以下の 3 段階からなり、納税者への負担は生じさせない。

まず、①対象金融会社の資産の清算により得られる収入を返済資金に充当する。

それで不足する場合は、②破綻処理の過程で、FDIC の裁量で同順位の債権者より

多額の支払い（追加的支払い）を受けた特定債権者から、追加的支払い分の一部

または全部の払戻し（clawback）を受ける（但し FDIC は追加的支払いの実施自

体が稀と強調45）。さらに不足する場合は、③システム上重要な金融会社（総資産

500 億ドル以上の銀行持株会社および一部認定されたノンバンク金融会社）と、そ

れ以外のノンバンク金融会社で総資産 500 億ドル以上の先から徴収する46。その場

合、個々の金融会社からの徴収額については、リスク・ベースの料率を適用する

こととされているが、その具体的な規則については今後制定される予定にある。 

 管財人の任命期間： FDIC の管財人としての任命期間は、原則として 3 年間とす

る。但し、FDIC 総裁が、対象金融会社の資産売却等による回収 大化と損失 小

化を図るため、また、金融システムの安定を確保するため、継続が必要であると

判断し、上下院に対して書面で認証した場合には 1 年間延長できる。その後、FDIC

総裁が財務長官の同意を得て認証を提出した場合には、さらに 1年間延長できる。

                                                  
43 連邦預金保険法に基づき FDIC が破綻した預金保険加入機関の管財人に任命された場合の取扱いと同じ。 
44 但し、FDIC が管財人に任命されてから 30 日間（ないしは FDIC が連結総資産の公正価値ベースを算

出するまでのより短い期間）は、対象金融会社の直近の財務諸表上の連結総資産の10％以内を上限とする。 
45 ドッド＝フランク法では、金融機能の維持や資産の回収 大化等を図るため、特定の債権者に対して同

順位の他の債権者よりも必要に応じて追加的な支払いを行える裁量権を FDIC に与えている（連邦預金法

の下での預金保険加入機関の破綻処理においても FDIC は同様の裁量を有している）。しかし、FDIC は、

関連の暫定 終規則（2011 年 1 月発効、FDIC（2011g））において、こうした追加的な支払いを受け取る

ことができない要件を明確にしたうえで、①株主、劣後債権者、長期シニア債権者は追加的な支払いを受

ける基準を充たしえない、②（従来有している預金保険加入機関の破綻処理における追加的支払いの場合

と同様に）追加的な支払いを行うのは稀なケースである、との見解を示している（全ての債権者が損失を

被るリスクを認識していることにより、モラルハザードの問題を回避することが重要との考え）。 
46 FDIC のベア総裁は、費用負担の公平性への配慮などを理由に、対象金融機関から事前に資金徴収を行

い基金を積立てることを主張していたが（事前であれば、破綻金融機関を含む全ての対象金融機関から資

金徴収できるが、事後であると破綻金融機関からは徴収できない）、事後的に徴収することとなった。 
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４．検査・監督権限の強化、その他の変更 

FDIC は、預金保険機関および連邦監督当局として、預金保険加入機関に対する検査・監

督を行っている（図表１０）。このうち、FDIC が検査権限（通常検査権）を有するのは、

FDIC が連邦監督当局となっている 4,715 行（預金保険加入機関の総数は 7,657 行、いずれ

も 2010 年末時点）であるが、FDIC 理事会が預金保険機関としての業務遂行上に必要あり

と決定した場合、その他の預金保険加入機関に対しても検査を行えることになっている（連

邦預金保険法・第 10 条(b)の特別検査権＜special (backup) examination authority＞）。 

しかし、特別検査の実施には他の連邦監督当局との間での調整が不可欠となるが、今回

の危機発生の原因を究明する中で FDIC の情報アクセスが十分確保されていなかったとの

問題が指摘された。こうしたことから、FDIC は特別検査に係る権限強化を図った。 

さらに、ドッド＝フランク法では、こうした預金保険加入機関に対する検査権限に加え、

FDIC がシステム上重要な金融会社の秩序立った清算手続きを行えるようにするため、これ

ら会社の状況を判断するための特別検査を行う権限等を FDIC に新たに付与した。 

（図表１０）米国の主要金融機関の監督体制47 

 

 OTS（貯蓄金融機関監督庁）は、ドッド＝フランク法で廃止が決定されたため、その権限は、

FRB、OCC、FDIC に移管される（廃止時期は、法成立の 1 年後、但し 長 6 か月延期可能）。 

 なお、OTS 長官は OCC 長官とともに FDIC の理事会メンバーを兼ねることが法定されていた

が、OTS 廃止後は、今般新設された CFPB（Consumer Financial Protection Bureau＜金融消

費者保護局＞）長官（大統領が任命して上院が承認）が新たに理事会メンバーとなる。 

                                                  
47 米国では、連邦制の下で金融業の監督規制権限のかなりの部分が州当局にあり、その内容にもばらつき

があるほか、連邦レベルの監督機関も複数存在するなど、複雑な監督体制の合理化や基準の統一化が長年

の課題となっている。今般の改革論議でも、監督体制をより抜本的に見直すべきとの意見も聞かれたもの

の、結局は連邦レベルの監督機関を１つ廃止する小幅の変更にとどまった。なお、ドッド＝フランク法で

は、連邦レベルで初の保険専担の組織として財務省に連邦保険局を設置したが（前出脚注 36）、保険業に

対する一般的な監督権限は引き続き州当局にある。 

州当局
FRB FDIC OCC OTS SEC

国法銀行（FRS加盟＝FDIC強制加入） ○ ●

銀行 州法銀行 （FRS加盟＝FDIC強制加入） ◎ ○ ●
（FDIC加入） ◎ ●
（FDIC非加入） ●

貯蓄金融機関持株会社 ◎
貯蓄金融 連邦免許機関（FDIC強制加入） ○ ●
機関 州免許 （FDIC加入） S&L ○ ◎ ●

機関 　　　　　　 Savings Bank ◎ ●
（FDIC非加入） ●

保険 ●
証券 ●
銀行持株会社（金融持株会社含む） ◎
FRS＝連邦準備制度

●＝免許付与権限（証券は登録制）および監督権限

◎＝連邦レベルでの監督権限

○＝連邦預金保険供与者としての検査権限

（資料）野々口秀樹・武田洋子「米国における金融制度改革法の概要」（『日本銀行調査月報』2000年1月号）を参考に作成。

連邦当局
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（１）預金保険加入機関に対する特別検査 

FDICは、特別検査の実施にあたり、他の連邦監督当局との調整の円滑化を図るため、2002

年 1 月に当局間協定（MOU）を締結していたが、今次危機後、同協定の枠組みでは FDIC

の情報アクセスの確保が十分でなかったとの問題が指摘された。具体的な例として FDIC 

OIG（2010）の報告書では、2008 年 9 月に破綻したワシントン・ミューチュアルについて、

FDIC は監督当局（OTS）より早い段階から懸念を持ち、①2005～08 年の間、毎年 OTS

に特別検査の実施を求めたが、OTS は前述の協定の要件を満たしていないとして要求を却

下したこと48、②FDIC には他の連邦監督当局下の預金保険加入機関に対して特別行政措置

（backup enforcement action）を求める方法49もあったが、FDIC が手続き上の煩雑さを嫌

気してそれを行使するに至らなかったことを指摘し、これら制度上の問題改善が求められ

た。 

これを受けて、FDIC は、ドッド＝フランク法の成立に先立ち50、2010 年 7 月に当局間

協定（MOU）の見直しを行い、預金保険加入機関に対する特別検査に係る権限強化を図っ

た（FDIC（2010l））。見直しのポイントは以下のとおり。 

 検査対象となる預金保険加入機関（原則、以下の４つのグループ）： 

①「問題先」：CAMELS 評価が下位 3 区分または自己資本区分が「不十分」の先 

②「高リスク先」：CAMELS 評価が上位 2 区分の大規模金融機関のうちベース料

率の水準が上位 66％の先と、CAMELS 評価が上位 2 番目の中小金融機関のう

ち FDIC が格下げ確率 50％以上と推定している先 

③「大手機関」：バーゼル２の先進的アプローチの採用を義務づけられている先と、

FRB 監督下のシステム上重要な金融会社の傘下にある先 

④「TLGP 借入先」：FDIC の流動性保証プログラム（TLGP）で 50 億ドル超の借

入がある主体の関連先  

                                                  
48 2002 年の協定では、CAMELS 評価が下位 3 区分（3、4、5）または自己資本区分が「不十分」の金融

機関に対する特別検査を認めていたが、それに該当しない金融機関に特別検査を行おうとする場合、FDIC
は当該金融機関に経営状況の重大な悪化や近い将来に問題が生じる可能性があることを示し、監督当局が

そうした状況判断に同意する必要があった。 
49 連邦預金保険法・第 8 条(t)では、FDIC は他の連邦監督当局下の預金保険加入機関に対して、行政措置

が必要であると判断した場合、当該監督当局に対してその理由を添え、書面をもって行政措置の実施を勧

告できる（行政措置には、日本の業務改善命令に相当する措置を含む formal な措置から、法的拘束力をも

たない informal な措置まで各種ある）。なお、FDIC の勧告後 60 日間が経過しても措置が実施されない場

合（または FDIC が納得するような計画が提示されない場合）、FDIC の理事会決議で、以下の①～③のい

ずれかの状況が認定された場合には、FDIC が行政措置を実施することができる。 
 ①預金保険加入機関が危険で不健全な状況にある、 
 ②預金保険加入機関またはその関連組織が、危険で不健全な行動を取っており、行政措置によりそうし 
  た状況が改善できる、 
 ③預金保険基金や当該機関の預金者に損失を与えかねない行動（不作為を含む）を取っている（または 
  取ろうとしている）。 
50 なお、ドッド＝フランク法では、この関連で、FDIC が預金保険の観点から他の連邦監督当局下の預金

保険加入機関に対して追加的な報告書の提出を随時要求する場合、従来は他の当局の事前の「合意」が必

要とされていたが、「協議」で足りることとした（連邦預金保険法・第 7 条(a)(2)(B)の修正）。 



40 
 

 グループ①②への対応： FDIC は、リスクを見極め、当該機関の預金保険料・破

綻確率・基金への潜在損失などを見積もり、非常時の破綻処理計画を作成するの

に必要な情報を取得する。 

グループ③④への対応： FDIC は当該機関にフルタイムのスタッフを常駐させ、

オンサイトで継続的に監視する。スタッフの人数は金融機関の規模によるが、原

則として、（i）資産規模 7,500 億ドル以上の持株会社の傘下にある先は 大で 5

名、（ii）資産規模 7,500 億ドル未満の持株会社の傘下にある非常に複雑な金融機

関は 3 名とし、状況に応じて、フルタイムやパートタイムのスタッフを増員する。 

 監督当局との間で金融機関に対するリスク評価が分かれた場合の取扱い： FDIC

は、監督当局の CAMELS 評価に異議がある場合、書面でその旨を理由とともに通

知する。その後、両者の間で意見の一致に至らない場合、FDIC の検査・監督担当

局長は、FDIC 総裁に諮ったうえで、FDIC として異なる評価づけを行える。 

 FDIC の裁量による特別検査の実施： FDIC が他の監督当局の制約を受けること

なく、独自に預金保険に係るリスク評価を行える体制を確保するため、2010 年の

協定では、「他の監督当局は、本協定で対象となっていない状況においても、FDIC

がその権限に基づき特別検査を実施することを認める」との一文が盛り込まれた。 

 

（２）預金保険加入機関の持株会社に対する特別行政措置 

ドッド＝フランク法により、FDIC が権限として持つ特別行政措置（前出脚注 49 参照）

の適用対象として、従来の預金保険加入機関のほかに、預金保険加入機関の持株会社が追

加された。これにより、預金保険加入機関の持株会社が取っている（または取ろうとして

いる）行動が基金をリスクに晒すものであると認められれば、FDIC が特別行政措置をとる

ことができるようになった。 

 

（３）「システム上重要な金融会社」に対する特別検査 

ドッド＝フランク法では、システム上重要な金融会社を対象とした秩序立った清算手続

きの導入にあたり、FDIC に管財人として中心的な役割を担わせることとした。このため、

同法では、FDIC に対して、これらシステム上重要な金融会社の状況を判断するための特別

検査を行う権限も新たに付与した。 

但し、これらの会社が一般に健全な状況にある場合には、特別検査を行うことはできな

い。また、FDIC は、特別検査を行う前に、まず当該機関の破綻処理計画や既存の検査報告

を再検討して検査の重複を避けるように努めるほか、これら会社の監督当局である FRB と

大限に調整を図ることとされている。 
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（４）組織改編 

FDIC は、ドッド＝フランク法でシステム上重要な金融会社の破綻処理に係る新たな役割

を与えられたこと、また、同法では金融消費者の保護の強化も大きな柱となっていること

を踏まえて、こうした変化に対応するために組織改編を行い、2 局室を新設した（2010 年

8 月発表、2011 年 2 月正式稼働）。 

 Office of Complex Financial Institutions（CFI）： 他のカウンターパート当局

（FRB 等）とともに、システム上重要な金融会社のモニタリングや実効性のある

破綻処理計画の作成を担い、「大きすぎて潰せない（too big to fail）」状況になら

ないようにする。具体的には、資産規模 1,000 億ドル以上の銀行持株会社（約 20

先）および FSOC でシステム上重要と認定された一部ノンバンク金融会社を対象

に、継続的なモニタリングを実施する。また、システム上重要な金融会社につい

て、破綻処理計画の作成要求・検討・承認を FRB と共同責任で行うほか、秩序立

った清算手続きの実施に際して中心的な役割を担う。 

 FDIC の 2011 年度の運営予算では、CFI 室には 156 名のスタッフ（全員常勤）

が割当てられる予定で、①金融会社の個別および横断的（cross–institutional）モ

ニタリング、②破綻処理計画の検討、③実効性あるクロスボーダー体制の関係構

築などに従事する。 

  Division of Depositor and Consumer Protection： FDIC で監督・消費者保護

を担っていた局から消費者保護の部分を独立させ、新しい局を設立（これに伴い、

監督・消費者保護を担っていた Division of Supervision and Consumer Protection

は Division of Risk Management Supervision と改称＜組織改編後の同局スタッ

フ数は、2011 年度の運営予算ベースで 3,283 名＜うち 2,343 名が常勤＞）。 

 ドッド＝フランク法では、FRS（連邦準備制度）内に金融消費者保護を担当す

る独立部局（CFPB：Consumer Financial Protection Bureau）を新設し、これ

まで複数当局に分散していた関連権限を集約・強化した。しかし、FDIC を含めて

各当局は、引き続き、資産規模 100 億ドル以下の中小金融機関に対しては消費者

保護や公正な貸出に係る規制の適切な施行・遵守に責任を有している51。また、

FDIC には預金者保護に係る従来からの役割（預金保護の仕組みの理解向上等）も

あるため、新しい局の設立により、こうした分野にも一段と注力する方針。FDIC

の 2011 年度の運営予算では、同局には 828 名のスタッフ（うち 733 名が常勤）

が割当てられる予定。 

 

  

                                                  
51 FDIC の場合、今回 CFPB に監督を移管する対象となる先は 21 行と 24 の関連会社（affiliates）。 
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（５）緊急の金融安定化措置（債務保証プログラムの創設権限） 

ドッド＝フランク法では、深刻な経済状況下において流動性イベント52の発生が認められ

た場合、緊急の金融安定化措置として、FDIC が一定の手続きに基づき債務保証プログラム

を創設する権限を与えた。 

 他方、今般の危機では、システミック・リスクの懸念がある場合の FDIC の例外規定（シ

ステミック・リスク・エクセプション53）を根拠として、2008 年 10 月に「流動性保証プロ

グラム（TLGP：Temporary Liquidity Guarantee Program）」が創設され、その措置の一

つとして金融機関の債務保証を行った経緯がある。しかし、ドッド＝フランク法では、FDIC

に債務保証プログラムの創設権限を別途与える一方で、従来は裁量余地が大きかったシス

テミック・リスク・エクセプションについては、その適用範囲を狭めて限定した（流動性

保証プログラムの創設根拠も、同法成立日から、システミック・リスク・エクセプション

規定から同法 1105 条に変更された）。 

 債務保証プログラムの創設： FDIC は、支払能力のある（solvent）預金保険加

入機関または預金保険加入機関の持株会社（その関係会社を含む）の債務（預金

は対象外）を保証するため、債務保証プログラムを創設できる。 

 まず、FRB と FDIC は、財務長官の求めに応じて、流動性イベントが存在する

か否かを検討のうえ、債務保証プログラムの創設を書面により勧告し（FRB と

FDIC の各理事会の 3 分の 2 以上の賛成が必要）、財務長官の同意を得て FDIC は

プログラムを創設する。 

 プログラムの期間・条件は、FDIC が財務長官の同意を得て決める。財務長官は、

大統領と協議のうえ、FDIC の 大保証可能額を決定し、大統領は議会に対して報

告書を提出のうえ承認を受ける。 

 プログラム実施のため、FDIC は債券発行を行って財務長官から資金借入を行え

る54。プログラム実施に要した諸費用（損失および管理費用）は、プログラムの参

加者に対して課される手数料やその他賦課金（fees and other assessments）によ

り賄われる（それで不足する場合には、プログラムの参加者に対してさらに特別

賦課金＜special backup assessment＞を課すことができる）。 

  

                                                  
52 金融市場参加者の間で、金融資産の投売りや多額の追加証拠金の差入れをせずに資金調達を行うことや、

無担保の資金調達を行うことが、非常に困難な状況が広範に存在する状況を指している。 
53 FDIC は、連邦預金保険法・第 13 条(c)(4)(G)により、システミック・リスクが顕現化する可能性が高い

状況にある場合、保護範囲の預金以外の債務（保護限度額を超えた預金、その他債務）や資産に対して保

証を行うことが認められている。但し、システミック・リスク・エクセプションの発動のためには、FDIC 
および連邦準備制度の理事会の 3 分の 2 の承認と、大統領と協議した上での財務長官の承認が必要となる。 
54 預金保険基金からの借入は禁止されている。 
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 システミック・リスク・エクセプションの適用範囲の限定： 本措置の適用は、

FDIC が管財人に任命された預金保険加入機関を解散する（wind up）目的の場合

に限定する55。 

 なお、ドッド＝フランク法では、FDIC に新しく付与された債務保証プログラムの

創設権限の中には「いかなる形態であれ株式は対象として含まれない」と明記さ

れている（同法 1105 条）。他方、システミック・リスク・エクセプションの規定

で明示的に禁止されているのは、議決権株または普通株（voting or common stock）

の取得であるが（連邦預金保険法・第 13 条(c)(5)）、同規定も適用範囲が解散目的

に限定されたため、同規定を根拠として FDIC が金融機関の優先株等を取得する

ことは実質的に不可能になったと考えられる。 

 

４．おわりに 

これまでみてきたように、ドッド＝フランク法の成立を受けた FDIC の制度および役割

の変化は抜本的かつ広範囲にわたるものである。FDIC（2010g）によれば、同法が示した

改革内容を具体的に実現するためには、FDIC が関わるものだけでも 大で 44 の新たな規

則の制定が必要となる（FDIC の単独作成が 18、他の当局との共同作成が 26、これらのう

ち一部の制定は任意）。こうしたことから、細則については今後の規則制定にまつ部分もま

だ少なからずあるため、今後の動向が引き続き注目される。 

また、ドッド＝フランク法は、国際的な金融監督・規制強化の流れも踏まえながら、米

国の金融監督・規制枠組みを包括的に改革する目的で作られたものである。従って、FDIC

の預金保険や破綻処理の枠組みに関わる一連の見直しの目的や意義についても、ドッド＝

フランク法の下での監督・規制枠組み全体の見直しの中で理解していくことが重要である。 

 

  

                                                  
55 連邦預金保険法・第 13 条(c)(4)(G)の関連条文を以下のとおり変更（下線が追加部分）。 
  “…with respect to an insured depository institution for which the Corporation has been appointed  
      receiver…” 
  “…the Corporation may take other action or provide assistance for the purpose of winding up the  
   insured depository institution for which the Corporation has been appointed receiver…”  
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欧州における金融規制改革の動向 

― 監督・セーフティネット・破綻処理 ― 

 
御船 純1 

 

 EU（欧州連合）では、2009 年 2 月に金融監督・規制の包括的な見直しに関する提言が

公表され、その後同提言に沿った形で金融規制改革が進められている。本稿では、EU レベ

ルにおける、①金融監督体制の整備、②預金保険等の金融セーフティネットに係る共通基

準（EU 指令）の見直し、③危機管理の枠組みの整備、の進展状況について整理している。 

 

目 次 

１．はじめに 

２．EU レベルでの金融監督体制の整備 

３．預金保険等の金融セーフティネットに係る共通基準（EU 指令）の見直し 

（１）預金保険指令の改正案 

（２）投資家保護指令の改正案 

（３）保険契約者保護指令の導入 

４．EU 域内共通の危機管理の枠組みの整備 

（１）危機管理を担当する当局 

（２）準備的・予防的な措置 

（３）早期介入 

（４）破綻処理 

（５）破綻処理基金 

（６）域内各国当局間の協調体制 

５．おわりに 

（参考１） 英国における金融監督体制の見直し 

（参考２） 海外諸国における 近の預金保護額の見直し 

（参考３） EU 域内共通の保険料の算出方法 

 

    

                                                  
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 

欧州では、EU（欧州連合）の市場統合の拡大・深化を背景に、金融機関の国境を越えた

展開が進んでいる。しかし、今般の金融危機により、①EU 域内全体の金融システムの安定

に明確な責任を持つ当局の不在、②市場、金融機関、金融セーフティネットなどに係る諸

規制の不備や域内での調和不足、③域内で国境を越えて展開している金融機関グループが

危機に陥った際に国境・業態横断的な対応を迅速に行うための制度的枠組みの未整備など

が明らかになり、EU 当局者の間では、域内の金融監督・規制枠組みが単一市場の現状に十

分対応できていないとの認識が強まった。 

このため、EU では、欧州委員会の諮問機関が 2009 年 2 月に金融監督・規制の包括的な

見直しに関する提言（ドラロジエール・レポート2）を公表し、その後同提言に沿った形で

金融規制改革が進められている（図表１）。次節以降では、2011 年 3 月末時点で得られた情

報をもとに、EU レベルにおける、①金融監督体制の整備、②預金保険等の金融セーフティ

ネットに係る共通基準（EU 指令）の見直し、③危機管理の枠組みの整備の進展状況をみる。 

（図表１）EU の金融規制改革の全体図 

 

 

２．EU レベルでの金融監督体制の整備 

米国では、ドッド＝フランク法の下で金融システム全体に関わるシステミック・リスク

への対応（マクロ・プルーデンス）を強化する方向で金融監督体制の見直しが行われてい

るが3、同様の動きは欧州でもみられており、EU レベルでは、2011 年初めから新しい金融

監督体制（ESFS：European System of Financial Supervision）が発足している（図表２、

英国の金融監体制の見直しについては巻末参考１を参照）。  

                                                  
2 諮問機関の座長を務めたドラロジエール元 IMF 専務理事・元フランス銀行総裁に因んだ報告書の通称。 
3 拙稿「金融規制改革法（ドッド＝フランク法）成立後の米国連邦預金保険公社」（本号所収）を参照。 

（資料） European Commission, "Regulating Financial Services for Sustainable
          Growth", A Progress Report - February 2011, Annex 2に一部加筆

新しい金融監督体制の構築

マクロ・プルーデンスの体制整備、ミクロ・プルーデンスの実効性向上

規制改革

危機管理の枠組みの整備

市 場

― 効率性

― 質の高さ/適切性(integrity)

― 透明性

金融機関

― 安定性

― ガバナンス

― 透明性

利用者

― 信頼

― 保護

― アクセス改善(inclusion)

各国当局の介入手段 EU当局の権限強化 破綻処理基金

預金保険等の金融

セーフティネットの強化
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（図表２）EU レベルでの新しい金融監督体制 

 

新しい金融監督体制は、①域内全体の金融システムのリスクを監視する欧州システミッ

ク・リスク理事会（ESRB：European Systemic Risk Board）の新設、②域内規制の制定

やその適切な実施の監督などを通じてミクロ・プルーデンスの実効性向上を図るための欧

州監督機構（ESAs：European Supervisory Authorities）の新設4、という 2 つの柱からな

っている（European Commission（2010a,b））。 

                                                  
4 欧州監督機構（ESAs）は、欧州銀行機構（EBA：European Banking Authority）、欧州証券・市場機構

（ESMA：European Securities and Markets Authority）、欧州保険・企業年金機構（EIOPA：European 
Insurance and Occupational Pensions Authority）の 3 つの機構の総称。 

【一般理事会】

　＜議決権あり＞

　　・ECBの正副総裁、EU各国の中央銀行総裁

　　・欧州委員会の代表

　　・EBA、ESMA、EIOPA（下記の新設３機構）の長官

　　・ESRBの2つの諮問委員会の正副議長

　＜議決権なし＞

　　・各国監督当局の代表者

　　・経済財政委員会（EFC：EUの財務省高官や中銀当局者で構成）の議長

　　会合準備、情報収集、分析等  　 　一般理事会の運営円滑化 専門的・技術的見解　　

【事務局】 【諮問委員会】

ECB

ミクロ・プルーデンス マクロ・プルーデンス

情報の提供 の観点からの分析提供

紛争処理

理事会  ･･・３つの監督機構の決定

 への異議申立てを審議

各国の銀行監督機関 各国の証券監督機関

　　　　各国の監督機関は、従前通り、日常的な金融機関の監督に対して責任を持つ

（資料）European Commission "Communication from the Commission -- European Financial Supervision", May 27, 2009などを参考に作成。

銀　　行 証券会社 保険会社・年金基金

欧州監督機構（ESAs ＜下記の新設３機構＞）の合同委員会

【運営委員会】

一般理事会委員

欧州システミック・リスク理事会（ESRB）

各国の保険・年金監督機関

加盟（諸）国
の一部主要ﾒﾝﾊﾞｰ

欧州銀行機構

（EBA)

欧州証券・市場機構

（ESMA)

欧州保険・企業年金機構

（EIOPA）

マ
ク
ロ
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
観
点
か
ら
監
督

ミ
ク
ロ
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
観
点
か
ら
監
督

【欧州金融監督システム（ESFS）】

学術委員会：学識者等の専門家で構成

技術委員会：各国当局の実務者レベルで構成

各国政府や監督当局、

ESAsに対してリスクの

警告や対応勧告を発出 欧州理事会、欧州

委員会にも警告・

勧告の発出を通報
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 欧州システミック・リスク理事会（ESRB）と欧州監督機構（ESAs）および各国

監督当局は、相互に補完的な関係にあり、密接に協力していくこととされている。 

ESRB は、ESAs などからミクロ・プルーデンス情報の提供を適時適切に受ける一

方、ESAs に対してはマクロ・プルーデンスの観点からみた金融経済環境の分析な

どの情報を提供する。ESRB の一般理事会5（意思決定機関）には、ESAs の 3 機

関（欧州銀行機構、欧州証券・市場機構、欧州保険・企業年金機構）の各長官（議

決権あり）のほか、各国監督当局の代表者も議決権を持たないオブザーバーとし

て参加する一方、ESAs の監督者理事会（意思決定機関）には ESRB の代表がオ

ブザーバーで参加する。 

 ESRB は、①EU の金融システムの安定に関してリスクとなる対象の認定、②リス

クが認定された加盟国、監督当局、ESAs に対する早期警告や対応策の勧告の発出

（欧州理事会・委員会にも同時に連絡）、③これらの動向に関するフォローアップ

等を行う。 

ESRB の警告および勧告に法的拘束力はないが、指摘を受けた当該国（当局）は、

何らかの対応をとるか、とらない場合にはその理由をきちんと説明しなければな

らない。警告および勧告を発出した事実を公表するか否かについては、ESRB が

ケース・バイ・ケースで判断し、公表する際には一般理事会の 3 分の 2 以上の同

意を条件とする。 

 ESAs は、域内規制の制定やその適切な実施の監督などを通じてミクロ・プルーデ

ンスの実効性を向上させる役割を担っている。 

ESAs は、既存の 3 つの EU レベルの委員会を改組して新設されたが6、今回の改

組でより強い権限が付与された。例えば、危機時に各国の監督当局で協調対応が

必要となった場合（危機時か否かは ESRB が判断）、従来の委員会は勧告を行う以

上の権限をもっていなかったが、ESAs は、所要の措置の実施を要請しても関連当

局がそれに従わなかった場合、状況に応じて措置の実施を強制することもできる

（但し、ESAs の決定は、加盟国に対し、財政支出をその意思に反して義務づける

ものであってはならない7）。また、各国の監督当局者間で係争が発生した場合、従

来の委員会は調停を行う以上の権限をもっていなかったが、ESAs は調停が不調に

終わった場合に法的拘束力をもつ判定を下すことができる。  

                                                  
5 一般理事会の議長は、当初 5 年間 ECB（欧州中央銀行）総裁が務めることとし、任期到来後の選出方法

は今後検討することとなっている。なお、ESRB の事務局機能は ECB が担うこととなっており、一般理事

会の会合準備から情報収集・分析に至るまで全面的に支援を行う。 
6 ESAs の 3 つの機構の前身は、欧州銀行監督者委員会（CEBS）、欧州証券規制当局委員会（CESR）、欧

州保険・年金監督者委員会（CEIOPS）の 3 委員会。 
7 加盟国は、ESAs より所要の措置を講じるように求められた場合、当該要請が自国の財政支出を義務づけ

るものと判断すれば、その根拠を明示のうえ措置の履行を停止することができる。これを受けて、欧州理

事会では、加盟国の主張の妥当性を検討のうえ、要請を継続するか否かを検討する。検討の結果、当初の

要請を取下げる必要はないとの判断が下された場合には、当該措置の履行を加盟国に改めて要請する。 
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 銀行・証券・保険と業態毎に分かれている ESAs の協力・協調を図る枠組みとし

て、3 つの機構の長官等で構成される合同委員会を新設。また、合同委員会の下部

組織として、金融コングロマリットに関する小委員会を設置し、業態横断的な問

題等を検討する。 

 このほか、ESAs の決定に対する異議申立てを行う場として、紛争処理理事会を設

置（同理事会は、3 つの監督機関に対する申立てを一括処理する）。 

 

３．預金保険等の金融セーフティネットに係る共通基準（EU 指令）の見直し 

域内金融サービスの利用者保護と信頼性を強化し、ひいては金融システムの安定を高め

るため、欧州委員会は、預金者および投資家の保護制度に係る EU 指令（域内共通基準）

の改正案と、保険契約者の保護制度に係る EU 指令の導入方針を 2010 年 7 月に同時に公表

し、欧州議会へ提出した（図表３、同案は現在議会および EU 理事会で検討中）。今般の金

融危機の反省を踏まえ、いずれも域内制度の一層の調和と強化を図る内容となっている。 

（図表３）EU 指令の改正案／導入方針の概要 

 

  

預金保険指令
(Directive on Deposit Guarantee Schemes)

投資家保護指令
(Directive on Investor Compensation Schemes)

保険契約者保護指令
(Directive on Insurance Guarantee Schemes)

指令の
制定時期

1994年
（2010/7月改正案を公表）

1997年
（2010/7月改正案を公表）

　　　　　　　　　　　未制定
（2010/7月に基本方針を提示、2011年中に
原案を公表予定）

保護（補償）
限度額

最低5万→一律10万ユーロ（約1,100万円）
（2010年末に引上げを実施済み）

―　「最低水準」から「定額」に変更

最低2万→一律5万ユーロ（約550万円）

―　「最低水準」から「定額」に変更
―　移行期間を3年設ける

未定（何らかの水準設定が望ましい）

保険金の
払戻期間

3か月→4週間（2010年末に短縮済み）→
1週間（2013年末予定）

原則9か月に設定 未定（何らかの期限設定が望ましい）

基金積立
目標

保護対象預金の1.5％（指令改正後10年間で
達成）

―　上記で不足の場合、①保護対象預金の
　0.5％を上限に制度対象機関から追加徴収
―　②①でも不足の場合、域内の他の基金か
　ら①と同額まで借入可能（5年以内に返済）
―　その他の資金調達手段も確保

保護対象資産の0.5％（指令改正後10年間で
達成）

―　上記で不足の場合、①保護対象資産の
　0.5％を上限に制度対象機関から追加徴収
―　②①でも不足の場合、域内の他の基金から
　借入可能（各基金の所要積立額の10％まで
　借入可能、5年以内に返済）
―　その他の資金調達手段も確保

年間保険料の1.2％（指令制定後10年間で
達成）

―　上記で不足する場合の対応として、
　　①制度対象機関からの追加徴収、
　　②域内の他の基金との間での相互借入
　　　制度の利用、
　　③その他の資金調達手段の確保、
　　　なども要検討

その他

従来、各国で区々の取扱であった保護対象範
囲（預金者、金融商品）や保険料率の体系も、
統一を図る方針（2012年末予定）

補償範囲を拡大（投資会社やファンドが顧客資
産を預けているカストディアン等が破綻した場
合にも補償）

生・損保（兼業者含む）ともに指令対象（但し自
動車保険、再保険は対象外）

最低限の域内統一基準を策定する方針（＝域
内各国は自国の現状に合わせて保護範囲な
どを拡大可能）

　＊　上記3つのEU指令の適用対象となる地域は、欧州経済領域（European Economic Area： EU加盟国とスイスを除くEFTA加盟国＜アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー＞）。

(資料） European Commission (2010d）
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（１）預金保険指令の改正案 

EU では、域内各国の預金保険制度の調和を図るため、1994 年に域内共通ルールとして

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）を定めた。しかし、その内容は、預金の保護

限度額についても 低水準を定めるにとどめるなど、域内各国の多様な実情に配慮して

低限の制度的調和を図ろうとするものであった。今般の金融危機では、こうした域内の制

度格差が問題を引き起こす一因となったほか8、域内各国の預金保険制度には総じて改善す

べき点が多いとの認識が高まったため、域内制度の一層の調和と強化を狙った抜本的な改

正案が作成された。改正案の主な内容をみると、以下のとおり。 

 

（預金の保護限度額の引上げ） 

預金の保護限度額に関する域内共通基準を、預金者一人当たり「 低 5 万ユーロ」から

「一律 10 万ユーロ」に引上げるとともに9、基準を「 低水準」から「定額」に変更して、

従来各国で区々であった限度額を一本化した（2010 年末に変更済み10）。（海外諸国におけ

る 近の預金保護額の見直しについては、巻末参考２を参照。） 

なお、以下の場合に限り、域内各国は特例的に 10 万ユーロを超えて預金保護を行いうる

ものとされている（但し、①②の場合、特例の適用期間は事案発生から 12か月以内に限る）。 

①個人の住宅売却に伴う高額預金の発生 

②当該国で認められた社会的配慮の方針に適うような、特別なライフイベント（結婚、

離婚、障害、死亡等）に伴う高額預金の発生 

③年金関連資産（年金保護スキームの一環として、預金を含め包括的に保護する場合） 

 

（保護対象範囲の統一） 

保護対象範囲（対象となる預金者や金融商品）は、これまで EU 指令が定める対象とな

っておらず、各国の基準は区々であったが、今回の改正案で統一を図り、預金者に対する

透明性を高める方針。また、範囲の統一に際しては、預金者への分かりやすさや預金払戻

しの迅速化の観点から、なるべく基準の簡素化を図る（目標時期はいずれも 2012 年末）。 

 金融機関と公的当局を除く、全ての預金者を保護対象とする。非金融法人につい

ては、大企業の預金を対象外としている国もみられるが、迅速な預金払戻しを可

                                                  
8 域内の制度格差が引き起こした問題の具体的事例は、預金保険機構・調査室「金融危機と信用機構（第

13 回～23 回）―日本経済新聞『ゼミナール』（2010 年 11 月 5 日～22 日）」（本号所収）の第 16 回を参照。 
9 今回の改正は、多くの国にとって保護限度額の引上げを意味するものであったが、例外的に保護限度額

の引下げをもたらした場合もあった（イタリアは、従来の限度額＜約10.3万ユーロ＞から若干の下方修正）。 
10 本措置は、2010 年 7 月の改正案公表に先立つ 2009 年 3 月の指令改正で基本方針が決定していたため、

他の措置と異なり既に実施済み（本稿の巻末参考２、御船（2010）の補論 3 参照）。 
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能とする観点から区分を簡素化し、企業規模に関わらず全て保護対象とする。 

 保護対象となる「預金」の定義を、「元本保証の要件を満たしている場合に限る」

と明確化し、その要件を満たさない金融商品（元本非保証系の仕組み預金 、負債

証券＜certificates＞、債券など）は全て対象外とする。「EU 諸国以外の通貨建て

預金」も、特にグローバルにビジネス展開している中小企業にとって重要である

との理由から、保護対象とする扱いで統一する。 

 

（預金払戻し期間、方法） 

預金払戻しに要する期間を、「3 か月以内」から「4 週間以内（20 working days）」とし

（2010 年末に変更済み＜前出脚注 10＞）、その後さらに「1 週間以内（7 days）11」に短縮

する方針を示している（2013 年末予定）。また、欧州委員会は、迅速な預金払戻しの実現に

は、①預金保険制度の発動可能性が高まった時点で、監督当局は預金保険機関にその旨を

必ず通知する（現行は監督当局の裁量に任されている場合が多い）、②預金保険機関と金融

機関は情報共有の強化を図る、③金融機関はいつでも迅速に名寄せデータを提供できる体

制を整える、といった環境整備を行うことが不可欠との認識も示している。 

 

（資金調達、基金規模） 

資金調達についても、これまで EU 指令が定める対象となっておらず、各国の制度（事

前／事後徴収）は区々であったが、今回の改正案では、各国とも事前積立を行って十分な

基金規模を確保することで統一する方針にある12。具体的には、預金保険を発動する場合、

以下の 4 つの財源を順次活用することが想定されている（図表４）。 

（図表４）新しい資金調達の枠組み 

 

                   ↓ 

 

                   ↓ 

 

    

 

                                                  
11 2010 年末以前は、「原則 3 か月以内で、特別な事情がある場合に限り 長 9 か月以内」としていたが、

今回の改正案では、「原則 1 週間以内で、 長 3 か月以内」としている。 
12 European Commission（2010d）では、「新しい枠組みにより、各国の預金保険基金は中規模の銀行の

破綻への対応に十分な資金が確保できる（The new financing requirements will ensure that each scheme 
has enough funds in place to deal with a medium-size bank failure）」と説明されている。 

第１段階：基金（事前徴収）、対象預金額の 1.5％ 

第２段階：追加徴収（預金保険発動時）、対象預金額の 0.5％が上限 

第３段階：相互借入制度（域内他国の基金より借入）、対象預金額の 0.5％が上限 

第４段階：その他の資金調達手段（債券発行、政府等からの借入） 



54 
 

 第 1段階： 保護対象となる預金の 1.5％に相当する基金（金融機関から事前積立、

ex-ante fund）で対応13（指令改正後10年間で基金の目標規模の達成を図る方針）。 

保険料は年 2 回（6、12 月末）徴収する。目標積立率の達成後に基金が再び目標

割れした場合は保険料の徴収を再開し、その水準が対象預金の 1％を下回った場合

には、1 回当たりの保険料徴収額を同 0.25％以上とする（年間徴収額は 低でも

0.25％×2 回＝0.5％）。 

 第 2 段階： 前述の基金で不足する場合、 大で対象預金の 0.5％の資金を金融機

関から追加徴収する（徴収期限は、預金払戻しの実施日＜破綻後 1 週間以内＞の 1

日前まで、ex-post fund）。但し、追加徴収が金融機関の経営を悪化させる懸念が

ある場合、個別行ベースで、 長 6 か月間まで徴収免除を認める（再度繰延可）。 

 第 3 段階： それでも資金が不足する場合、「相互借入制度（mutual borrowing 

facility）」により、域内の他の預金保険基金から、 大で対象預金の 0.5％の資金

を借入可能14（各国基金の負担は、当該基金が保護している対象預金の、域内対象

預金総額に占める割合により按分）。借入資金は、5 年以内に返済しなければなら

ない（金融機関から新たに保険料を徴収することにより返済資金を徴収する）。 

 第 4 段階： 預金保険機関の債券発行による市場からの資金調達、政府等からの

借入など、その他の資金調達手段を活用する（相互借入制度を利用する場合と同

様に、 終的には金融機関が費用を負担する）。 

なお、現在 EU では、預金保険指令の改正案と並行して、域内共通の破綻処理の枠組み

についても検討作業を進めているが、前述の基金（ex-ante fund）の一部（対象預金の 0.75％

＜基金の目標規模の半額相当＞を超える部分）を条件付きで破綻処理目的に利用すること

を認める方向で検討している（詳細は後述４．（５）および図表６）。 

 

（保険料率の体系） 

保険料率の体系についても、これまで EU 指令が定める対象となっておらず、各国の制

度は区々であったが、今回の改正案では、金融機関から可変料率に基づく保険料を徴収す

ることで統一する方針（目標時期は 2012 年末、域内共通の保険料の算出方法の詳細につい

ては巻末参考３を参照）。 

 保険料の賦課ベース： 保護対象となる預金15（eligible deposit）。 

 可変料率： 金融機関のリスク・プロファイルに応じた可変料率を採用。具体的

                                                  
13 基金規模の実額は、域内全体で 1,500 億ユーロ程度（約 17.3 兆円）に上ると推計されている。 
14 相互借入制度は、基金の目標積立率を達成した後に開始する予定。 
15 将来的に実現可能な状態となれば、実際に保護される預金額（covered deposit：米国の estimated 
insured deposit に相当）を賦課ベースとすることがより望ましいとも言及している。 
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には、4 つのカテゴリー（自己資本の充実度、資産の質、収益性、流動性）の定量

指標に基づき点数を算出し（スコアリング）、リスク係数を算出する。定量指標に

ついては、域内各国により金融環境等が異なる点に配慮し、各国一律に適用する

「コア指標（計算ウェイト 75％）」のほかに、各国で適用する指標を選択できる「補

完的指標（同 25％）」を併用する。リスク係数は 5 段階になっており（75％、100％、

125％、150％、200％）、リスクの大小により 大 3 倍弱の格差が生じる。 

 個々の金融機関の負担額： 以下により算出される。 

  ①金融機関 i の得点 pi ＝3/4 pi CORE(コア)+1/4 pi SUP（補完） 

  （上記の算出得点（1≦pi ≦5）を、リスク係数（75～200％）に換算） 

  ②金融機関 i のリスク加重済み貢献額 RAｉ＝賦課ベース×リスク係数 

  ③金融機関 i のリスク負担割合 RSｉ＝(RAｉ／∑ RA ) 

  ④金融機関 i のリスク負担額＝基金全体の保険料の徴収総額×RSｉ 

 

（その他） 

改正案では、その他に以下のような事項も検討課題としている。 

 EU レベルの単一の（pan-EU）預金保険制度・基金の設立の是非： EU レベル

の単一の預金保険制度・基金の設立（各国ベースの制度・基金の廃止）は、金融

機関破綻時の円滑な対応やコスト面においてメリットがあるが、法制面など課題

も多い。本件については、長期的な課題と位置付け、手始めに 2014 年末までに問

題を検討したレポートを作成する方針。 

 域内の預金保険機関間の係争裁定等を担う当局の役割： 欧州銀行機構（EBA）

は、各国の預金保険機関について、①各国基金が保護している対象預金額などの

データ収集、②各国の状況の比較分析（ピア・レビュー）、③相互借入制度による

各国基金間の資金融通の承認、④各国機関間の係争裁定などを行う。 

 預金者に対するサービス改善、情報提供の強化： 金融機関破綻時の預金払戻し

に際して、域内金融機関の海外支店の預金者との窓口役は、母国ではなく受入国

の預金保険機関が担うこととする16。また、預金者に対する情報提供を強化するた

め、預金者には口座開設時に域内共通の雛型に基づく通知書（保護対象となる預

金範囲や預金保険の機能などを記載）を渡し、内容確認させたうえで署名させる。 

 

  

                                                  
16 今回の措置の背景には、2008 年 10 月にアイスセーブ（アイスランド大手行の海外支店）が破綻した際、

海外支店の預金者が、支店所在国の預金保険機関から十分な対応を受けられずに混乱が増幅したとの反省

がある模様。 

k 
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（２）投資家保護指令の改正案 

EU では、域内各国の投資家の保護制度17の調和を図るため、1997 年に域内共通のルー

ルとして投資家保護指令（Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the 

Council on Investor-Compensation Schemes）を定めた。しかし、その内容は、預金保険

指令と同様に、保護限度額についても 低水準を定めるにとどめるなど、域内各国の多様

な実情に配慮して 低限の制度的調和を図ろうとするものであったため、域内制度の一層

の調和と強化を狙った改正案が作成された。 

 補償限度額： 投資家一人当たり「 低 2 万ユーロ」から「一律 5 万ユーロ」に

引上げるとともに、基準を「 低水準」から「定額」に変更して、従来各国で区々

であった限度額を一本化する。変更に際しては、現在 5 万ユーロを超える補償を

行っている域内諸国にも配慮して、移行期間を 3 年設ける予定。 

また、共同保険制度（10％以内）18は今後認めないこととする。 

 補償金の払戻期間： 払戻しに要する期間は、数年かかる事例（ 長 4 年）も散

見されているが、これを原則として 9 か月以内に短縮する方針。なお、9 か月以内

に払戻額を確定できない場合には、見込み額の 3 分の 1 を仮払いのうえ、後日金

額が確定したら追払いまたは払戻しを実施する。 

 資金調達、基金規模： 保護対象となる資産の 0.5％に相当する基金（金融機関か

ら事前積立）で対応（指令改正後 10 年間で基金の目標規模の達成を図る方針）。

この基金で不足する場合、 大で対象資産の 0.5％の資金を金融機関から追加徴収

する。それでも資金が不足する場合、域内の他の基金から、 大で各国基金の所

要積立額の 10％相当額まで借入を行える19ほか（借入資金は 5 年以内に返済）、そ

の他の資金調達手段も利用する。 

 補償範囲： 補償範囲を拡大する。具体的には、投資会社やファンドがカストデ

ィアン等に顧客資産を預けている場合、そのカストディアン等が破綻した際にも

補償を行うこととする。 

 

  

                                                  
17 証券会社等が経営破綻して、投資家の運用資産の返還が困難となった場合、一定の金銭補償を行う制度。 
18 モラルハザードを抑制する狙いから、保護（補償）限度額以下であっても金融サービス利用者（預金者

や投資家）に一定割合の損失負担を課す制度。預金保険指令にも以前は同制度を認める規定が存在してい

たが（例えば、2007 年 10 月以前の英国では、預金の保護上限は 3.5 万ポンドであったが、預金額 0.2 万

ポンドを超える預金部分については、全額保護ではなく預金者に 10％損失を負担させていた）、今般の危

機の経験からむしろ弊害が多い（金融サービス利用者の信頼を損なう）との認識が広まり、2009 年 3 月の

指令改正で一足先に認めないこととした。 
19 但し、1 回当たりの借入上限は、各国基金の所要積立額の 2％までとなっている。 
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（３）保険契約者保護指令の導入 

現在 EU で生損保契約者の保護制度20が存在する先は 12 か国に止まっており、域内全体

の生保契約（保険料ベース）の 26％、損保契約（保険料ベース）の 56％が未保護の状態に

ある。このため、今般、欧州委員会では、域内各国に保護制度の導入を義務づけたうえで、

同制度に係る域内共通基準を新たに制定・導入する方針を打ち出している（現在、保険契

約者保護に関する EU 指令は存在しない）。但し、前述の預金保険指令や投資家保護指令の

改正案の場合と異なり、保険契約者保護指令（Directive on Insurance Guarantee Schemes）

については、今回は 低限の域内統一基準の策定を目指しており、全面的な基準統一は将

来的な課題と位置付けている。具体的な指令案は 2011 年中に公表予定だが、2010 年 7 月

時点で以下のような基本方針が示されている。 

 補償限度額： 何らかの水準設定を検討する方針。 

 補償金の払戻期間： 何らかの期限設定を検討する方針（破綻処理においては、

原則として保険契約が他の保険会社に承継されることが望ましいが、 後の手段

として保険金の払戻しを行う場合の期限も定めておくべきとの考え）。 

 資金調達、基金規模： 年間保険料の 1.2％に相当する基金（金融機関から事前積

立）で対応（指令改正後 10 年間で基金の目標規模の達成を図る方針）。この基金

で不足する場合、金融機関からの追加徴収、域内の他の基金からの借入、その他

の資金調達手段の利用などを想定。 

 

４．EU 域内共通の危機管理の枠組みの整備 

EU では、域内で国境を越えて活動している金融機関グループのプレゼンスが高いにもか

かわらず、破綻処理等の枠組みは各国各様となっている。このため、今般の金融危機で域

内複数国にまたがった金融機関の破綻処理が求められた際には、域内各国が自国の法制に

基づきながら任意に協調することで対応せざるを得ず、EU 域内共通の枠組みの欠如に伴う

以下のような問題点が浮き彫りとなった。 

①共通の介入手段の欠如（各国の法制により可能な措置が区々）が、各国政府の協調

行動を難しくした。 

②早期かつ効果的な対応に必要な介入手段を十分持っていなかったため、「甚大な影響

の波及を覚悟で破綻させるか、公的資金の投入により救済するか」という究極の選択

を迫られ、公的資金の投入を行った結果、各国納税者に多額の負担が生じた。 

③特にシステム上重要な大規模金融機関の破綻（リーマンが典型例）に対処する場合、

                                                  
20 保険会社が破綻した場合に、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助や補償対象保険金の支

払に係る資金援助等を行う制度。 
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現行の枠組みではカバーできない多くの問題があることが明らかになった。 

このため、EU では、金融機関の規模や種類に関わらず、円滑に破綻処理を進める（コア

となる金融サービスの提供を維持しつつ、破綻に伴う金融システムへの影響を 小化する）

ことを可能とするため、域内共通の枠組み作りに向けて検討作業を進めている。同枠組み

は、①危機に対する準備的・予防的な措置、②早期介入、③再生困難となった場合の破綻

処理の 3 段階を含み、「危機管理の枠組み（crisis management framework）」と呼ばれて

いる。欧州委員会は、まず銀行（規模や国際展開の有無を問わず全ての銀行＜all credit 

institutions＞が対象21）の危機管理の枠組みの策定に着手しており（2010 年 10 月公表の

方針案は図表５）、2011 年夏には関連法案の提出を予定している。 

また、その後も、①銀行以外の金融機関22を対象とした危機管理の枠組み案の公表（2011

年末）、②銀行の危機管理の枠組みについて域内各国のさらなる制度調和を検討するレポー

ト（および必要に応じて法改正案）の提出（2012 年末）、③国境を越えて活動している金融

機関グループの破綻処理に関する統一的枠組み（各国単位でなく EU 単一の破綻処理枠組

みや破綻処理基金、EU レベルでの単一の破綻処理当局の創設の実現可能性も含む）の検討

レポート作成（2014 年末）を予定している。 

欧州の新しい金融監督体制では、ESRB がシステミック・リスクに関する早期警告を行

い、ESAs の支援のもとで各国当局が実際の対応を行う想定だが、各国当局が効果的な措置

をとる手段を持っていなければその目的を十分達成できない。このため、危機管理の枠組

みの整備は、欧州の新しい金融監督体制が機能するうえで不可欠の要素と位置付けられる。 

（図表５）銀行の危機管理の枠組み（案） 

 
                                                  
21 銀行グループ系列の投資会社（investment firms）や銀行持株会社を対象とすることも検討中。 
22 前記の「銀行」には含まれない保険会社、投資ファンド、清算機関（CCP）などを対象とする予定。 

再生・破綻処理計画の作成

　　　金融システムの安定に懸念なし

通常の破綻処理 通常の破綻法制

＜破綻処理手段＞

秩序立った清算 ブリッジ・バンク

事業の売却

不良資産の分離

債務の削減

債務の株式転換
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（１）危機管理を担当する当局 

銀行の危機管理の枠組みのうち23、早期介入については、EU の自己資本指令（CRD: 

Capital Requirements Directive）に従い、監督当局がその権限を行使する。 

このほかに、破綻処理の権限を行使する破綻処理当局を特定する必要があるが、問題先

送り（forbearance）のリスクを 小化する観点から、破綻処理と監督の機能は切り離すこ

とが適切である24（現に域内では多くの国でそうした切り分けがなされている）。但し、具

体的にどの当局に権限を持たせるべきかについては特定せず、各国の判断に委ねる（当面、

域内各国の多様な状況を統一する必要はない）。 

 

（２）準備的・予防的な措置 

 監督の強化： より体系的なオンサイト検査の実施、監督当局によるストレス・

テストの活用、ストレス・テストや検査の結果で重大なリスクが示された銀行に

対する監督の追加的強化（検査の頻度引上げ、当局代表者の当該機関への常駐等）

などを検討する。 

 資産の移転： 流動性危機への対応策の一環として、銀行グループ内での資産の

移転を容易化することを検討する。但し、移転元が立地する域内加盟国の金融シ

ステムの安定を損なわず、また、移転元の債権者・株主を保護するために、如何

なる状況・条件の下で移転可能かを明確にする必要がある。 

 再生・破綻処理計画（Recovery and Resolution Plan）： 再生・破綻処理計画の

作成は国際的な流れに沿ったものであり、他国の制度との整合性に留意する。再

生計画は銀行が作成し、破綻処理計画は銀行の密接な協力を得て当局が作成する。 

再生・破綻処理計画は、規模や国際展開の有無を問わず全ての銀行に作成を義務

づける方向。但し、作成内容の要求水準については、銀行の規模、資金調達の性

質、グループ構造などを考慮して差をつける（例：国際的活動を行っていない小

規模の銀行には極めて簡便な内容とする一方、国際的活動を行っているシステム

上重要な大規模銀行には詳細な内容を求めるなど）。 

 予防的措置に係る権限： 当局が銀行の破綻処理において障害となる点を認識し

た場合、予防的にその障害を取り除く権限を当局に付与する。具体的には、当局

が事業運営や企業構造の変更、さらにはエクスポージャーの修正・制限や特定の

業務の制限・禁止等も要求できるようにする。他方、銀行側には、これらの要求

について、その正当性を争う権利を付与する必要がある。    

                                                  
23 これ以降の説明は、現在 EU で検討段階の、銀行の危機管理の枠組み案の内容を対象としている。 
24 監督当局が破綻処理当局を兼ねてもよいが、その場合には、監督と破綻処理の機能の分離を保証するよ

うな取決め（arrangements）が必要としている（European Commission（2011））。 
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（３）早期介入 

 早期介入の発動条件： 現状では、監督当局は銀行が自己資本指令の要件を充た

せない場合に早期介入が可能である（同指令第 136 条）。これをさらに一歩踏み込

んで、銀行が同指令の必要条件を充たせなくなると見込まれる場合にも、早期介

入できるようにする。 

 監督権限： 早期介入に関する監督権限を拡大し、明確化する。新たな監督上の

措置には、配当の禁止（実現可能であれば、規制上の資本に含まれる証券に対す

る利払いの禁止も含める）、経営陣交代の要求、過度なリスクをもたらす事業の売

却などを求める権限が含まれる。 

 再生計画の実行： 現状直面する特定の問題に対応するための再生計画（事前に

提出している計画の緊急時対応策をベースとする場合が多いと予想される）の提

出・実行を銀行に要求する。 

 特別管理人（special manager）の任命： 一定の状況下（以下の①または②が候

補）において、当局が特別管理人を任命する権限を与える。特別管理人は、期間

限定（ 長 1 年、但しさらに 1 年延長可能とする案を検討）で既存経営陣に代わ

って銀行経営を行うか、または既存経営陣を支援する。なお、特別管理人の任命

は、当該銀行に対する当局の支援を意味するものではない。 

①銀行経営陣が、現状直面する特定の問題に対応するための再生計画の提出・

実行を十分履行できない、またはできないと見込まれる場合 

②銀行が自己資本指令の要件を充たせない場合において、既存経営陣では所要

の措置を講じることができないと当局が判断した場合 

 

（４）破綻処理 

危機に対する予防や早期介入策の実施にもかかわらず、銀行の破綻が不可避となった場

合、破綻処理としては 3 つのオプションが用意されている（前掲図表５）。 

 なお、破綻処理手段の発動条件としては、支払い不能（insolvent）に陥る前に破綻処理

手段を利用できるようにする方針（但し、他のすべての現実性のある再生計画を実施また

は検討した後であり、早期の破綻処理が公共の利益となる場合に限定）。 

①金融システムの安定に懸念がない場合： 一般的なルールに則って通常の破綻法制

（bankruptcy code）に基づき処理される。 

②金融システムを不安定化させる懸念がある場合： 当該銀行の清算（gone concern）

を前提として、破綻に伴う影響を 小化し、必要不可欠な一部業務の継続を図るため、
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秩序立った清算（orderly wind down）を行うこととなる。当局は、与えられた法的

権限に基づき、承継銀行（ブリッジバンク）25、事業の売却、不良資産の分離といっ

た破綻処理手段を活用する26。 

③オプション②では秩序立った清算が困難な場合： 当該銀行の継続（going concern）

を前提として事業再構築を行わせることもある。そのための必要手段として、当局に

対して、前述の諸手段に加え、債務の削減や株式転換を行う権限を与えることを検討

する（検討内容の詳細については BOX 参照）。このように going concern を前提とし

た破綻処理枠組みも検討している点は、米国のドッド＝フランク法のもとでの新しい

破綻処理枠組みと接近手法が異なっている。 

但し、European Commission（2010c）では、このオプションの行使については、極

めて例外的な金融環境のもとで、金融システムの安定化の観点から、当該銀行の本質

的に存続可能な業務を継続させることが十分に正当化される場合のみに限定される

べきとの姿勢も示されている（例：大規模で複雑な銀行＜large, complex financial 

institutions＞が担うシステム上重要な決済機能や貸出機能は、その性質や規模に鑑

みて即時の代替や承継は困難であり、破綻で機能が損なわれた場合の影響も大きい）。 

 

BOX 債務の削減手法（bail in）を巡る議論 

欧州委員会は、経営破綻に陥った銀行をやむを得ず going concern として事業再構築する

場合の特別なケースに限り、当該銀行の債務の削減による手法（bail-in）を活用する方針

を示している（将来実施する場合、その時点での既存債務は適用対象としないほか、適切

な移行条項や移行期間を設ける方針）。これに関連して、European Commission（2011）

では、以下の２つのアプローチ（次ページ）を示し、関係者から意見を求めている。 

 いずれのアプローチとも、当局が法的権限に基づき、まず既存株主の権利を償却

し、次いで劣後債務を株式転換ないしヘアカットする点は共通。 

 なお、bail in の活用については、かねてより欧州と米国の間で温度差の存在が指

摘されている。欧州では、“too large, complex or interconnected”といった理由

で破綻銀行が秩序立って退出できない場合、当該銀行を going concern として事業

再構築する際の有力な補助手段として bail in に期待を寄せている。他方、米国で

は、いかなる場合にも破綻可能となるよう破綻処理計画の導入を進める中で、bail 

in はむしろ銀行に誤った救済期待を持たせはしないかとの警戒感がある模様27。 

                                                  
25 承継銀行の設立期間は原則 1 年（ 長 2 年：半年の延長を 2 回まで可能）とする案が出ている。 
26 破綻処理当局がこれらの手段を用いて金融取引を移転させる場合、当該金融取引のカウンターパーティ

のクローズアウト・ネッティングの権利行使は一時的に制限されるようにする方針。 
27 英 Financial Times 紙の 2010 年 9 月 27 日付の記事（“FDIC urges bank action on living wills”）にお

ける米連邦預金保険公社（FDIC）のベア総裁の発言などに、米国当局者のこうした懸念が示されている。 
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１．包括的アプローチ (Comprehensive approach) 

・当局に対して、一般債務（senior debt）を含めた無担保債務についても、株式転換

ないしヘアカット（以下「債務再編」）を裁量的に行える法的権限を付与する。 

但し、金融市場の機能を維持する観点から、スワップ・レポ・デリバティブ取引等の

カウンターパーティ、その他の営業債権者（other trade creditors）、短期債務（該当

する債務の期限は今後要定義）、リテールおよびホールセールの預金、担保付債務（カ

バード・ボンドなど）は、上記の債務再編の対象から除外すべきか？ 

・当局が株主・債権者に損失負担させる場合、その優先順位（株式→劣後債→一般債）

は遵守されるべきだが、同列の債権者間での負担の公平性は常に維持できなくても許

容されるべきか？ 

・当局は、債務再編の対象とする債務の種類や割引率（株式への転換比率、ヘアカッ

ト率）などを裁量により決定する。裁量の内容には、特定の債権者に損失負担させた

場合のシステミック・リスクへの配慮も含める。 

・将来 EU 域内の銀行が債務を新規発行する際には、こうした債務再編に関する法的

権限についての条項を挿入し、海外の法廷で権限行使が差し止められないようにする。 

２．対象限定アプローチ (Targeted approach） 

・当局は、銀行に対して一定額の bail in 債務の発行を義務づけておき、破綻時に、当

局の法的権限で必要に応じて債務再編を行う。 

・全ての銀行に対して、bail in 債務の 低水準（例：総負債に対する一定比率）の発

行を義務づけ、破綻処理計画において追加発行が必要と認められた場合には、当局が

当該銀行に対して増額を要求する権限を付与することも一案。さもなければ、主とし

てシステム上重要な金融機関に発行を限定することも考えられる。 

・債務の割引率（株式への転換比率、ヘアカット率）は、発行する bail in 債務に予め

明記しておくか、当局の裁量に委ねるかの選択肢がある。いずれにせよ、bail in 債務

の契約条項には、破綻時に当局が法的権限を行使する可能性を明記する。 

 但し、本アプローチについては、「（破綻処理段階での）bail in 債務と（早期介入

段階での）contingent capital は、理論上は相互補完的でありうるが、現実に両者

を併存させる場合、重複を避け、不要に複雑にならないように調整を図る必要が

ある」と指摘しているほか、多くの論点について意見を求めている28。 

                                                  
28 具体的には、「bail in 債務の適切な発行水準を決めるのは難しいかもしれない。市場に歪みを与えず、

かつ破綻処理に資するため、当局はどのような要素を勘案して発行水準を決めるべきか？」、「bail in 債務

の調達コストを株式より低く抑えても、市場に相応の規模の潜在需要は存在するか？」、「当局が法的権限

で bail in 可能な特定の金融商品を発行させる代わりに、銀行サイドの判断で適当と思われる金融商品に債

務再編条項をつけさせる案はどうか？」など。 
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（５）破綻処理基金 

破綻処理費用は、破綻銀行の株主と債権者が負担するのが原則であるが、それだけでは

不足すると考えられるため、欧州委員会は、EU 域内各国で破綻処理基金（当局が破綻処理

に要した費用を賄うための基金）を設立することを提案している。但し、必ずしも新規に

独立の基金を設立しなくてもよく、預金保険基金の枠内でそうした基金を用意してもよい

としている。なお、このように事前積立方式により基金を設立する方針を示している点も、

米国の新しい破綻処理枠組み（事後徴収）とは手法が異なっている29。 

 事前積立方式： 銀行から資金を事前徴収する。負担額は、「対象負債（総負債－

Tier１資本－付保対象預金）」の大きさに応じて按分する（リスク・ベースの可変

料率にするか否かについては要検討）。 

 資金調達、基金規模： 基金には目標水準を設け、「対象負債の X％30」というか

たちで表現させる。目標水準は長い期間をかけて達成する方針で、具体的には 2020

年末を目標とする。なお、一旦基金が目標水準を達成しても、基金が目標水準を

割り込んだら、少なくとも目標水準を回復するまで銀行から資金徴収を再開する。 

差し迫った破綻処理への対応に基金が不足する場合には、対象負債の X％を上限

に銀行から資金の特別徴収を行う。徴収した資金を X 週間／月以内に未使用ない

し一部しか使用しなかった場合には、当該資金は還付される。 

特別徴収を行っても資金が不足する場合に備えて、その他の資金調達手段も予め

確保しておく（ 終的には銀行が費用負担）。 

 預金保険基金との関係： 破綻処理基金と預金保険基金の目的の違い（前者は金

融システムの安定に不可欠な業務の継続を図るために利用する資金、後者は預金

者の預金を一定額まで保護するための資金）を踏まえたうえで、両者のシナジー

利益を追求する手法も認める。 

この点、現在審議中の EU 預金保険指令の見直し案では、預金保険基金の積立目

標（保護対象預金の 1.5％）の半分（同 0.75％）を超える部分については、一時的

に破綻処理目的への流用を可能とする案を示している（図表６）31。また、域内国

の中で、預金保険基金と破綻処理基金の統合（merge the DGS and the Fund into 

a single legal entity）を選択する先が出てきた場合にも、これを排除しない方針

を示している32。  

                                                  
29 米国の枠組みの詳細については、前出脚注 3 の拙稿を参照。 
30 具体的な数値は未定のため、European Commission（2011）では X として表現している。 
31 但し、欧州委員会は、「預金保険基金の積立目標の半額は、預金保護目的のために確保しておく」（EU
預金保険指令の見直し案）という仕切り以外に、預金保護目的の資金を確保しておく観点から、何らかの

追加的なセーフガードが必要であるかにつき、コメントを求めている。 
32 欧州委員会は、預金保険基金の一時的流用または基金統合といったスキームが認められた場合、銀行か

ら徴収する預金保険料と破綻処理資金の関係を整理・調整する必要がある可能性も示唆している。 
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（図表６）預金保険基金の破綻処理への流用案 

 
 

（６）域内各国当局間の協調体制 

域内複数国で活動する銀行グループの破綻処理を円滑に行うためには、これまでみてき

た各国の破綻処理の枠組みの共通化に加え、各国当局間の協調体制の強化が重要となる。

そこで、協調体制の強化を図るため、①既存の銀行グループ監督者集会に破綻処理当局者

を加えた銀行グループ破綻処理集会（resolution colleges）を創設し、②EU 域内の親銀行

に対する監督責任をもつ破綻処理当局（「グループ・レベルの破綻処理当局」）に銀行グル

ープ単位での破綻処理に関する決定権限を付与する方針を打ち出している。 

 欧州委員会は、「本来的には、域内複数国で活動する銀行グループの破綻処理を迅

速果断かつ公平に実行するため、銀行グループに関する EU 単一の破綻処理枠組

みを構築するのが 善であるが、域内で銀行グループを監督する単一の EU 当局

や統合化された倒産法制がない現状では困難」との認識を示している。 

 

（銀行グループ破綻処理集会の創設） 

現在 EU には、クロスボーダー金融安定グループ（CBSG：Cross-Border Stability Group）

と呼ばれる監督者集会が存在する。同集会は、単一あるいは複数の銀行グループの動向が

自国の金融システムの安定に与える影響について関心を共有する域内複数国の関係当局者

（典型的には、金融監督当局、中央銀行、財務省）により、任意に結成されているもので

ある。この既存の銀行グループ監督者集会に、破綻処理当局者を加えて銀行グループ破綻

処理集会を創設し、グループ・レベルの破綻処理当局を同集会の議長とする。同集会は、

国境を越えた金融機関グループの破綻処理計画の作成や危機対応などに責任を持ち、危機

時に情報交換や協調対応を図る場として機能することが想定されている。 

  

保護対象預金

に対する割合

1.5%

1.0%

0.75%

         （資料）European Commission（2010d）

金融システムの安定に不可欠な業務の継続を図るために利用可能
（Use for any bank rescue measure）

金融システムの安定に不可欠な
業務の継続を図るために一時的に利用可能

（Temporary use for bank rescue measures）

預金保護（払戻し／資金援助）のために確保
（Reserved for reimbursing depositors or transfer of deposits）

監督当局の同意を得て、金融システムの安定に
不可欠な業務の継続を図るために一時的に利用可能

（Temporary use for bank rescue measures by consent of supervisory authority）



65 
 

（グループ・レベルの破綻処理当局の権限） 

グループ・レベルの破綻処理当局が、銀行グループ単位での破綻処理計画の内容の妥当

性を判断する（内容を検討している間、各国関係当局はグループ単位での計画の有効性に

影響を与えるような措置を独自に実施してはならない）。検討の結果、グループ単位での破

綻処理が実施されることになった場合、各国当局は同計画に沿って、域内共通の新しい枠

組みで整備された権限・手段を行使して破綻処理を進める33。 

グループ単位で破綻処理を行うといっても、実際には、各国当局の破綻処理権限下にあ

る個々の組織単位で処理が行われる。このため、グループ単位での破綻処理計画の実施決

定に拘束力はなく、自国の金融システム安定化の観点から決定に同意できない場合、各国

当局は独自に措置を講じることもできる。但し、その場合には、当該国は他の域内国の金

融システムの安定に及ぼす影響に配慮するとともに、銀行グループ破綻処理集会に対して

独自措置をとることとした理由を説明し、時間的に可能であれば当該措置の実施前に同集

会で他国の関係当局とその理由について議論することが求められる。 

 
５．おわりに 

欧州では、リーマン・ショック後の金融システムの動揺が公的資金の注入や金融財政政

策の出動により一服した後も、危機の余波は、ギリシャ危機を契機とした欧州周辺諸国の

ソブリン問題という形で新たな展開をみせている。こうした事態を受けて、 近（2011 年

3 月）の EU 首脳会議では、包括的な安定策として、ユーロ導入国への金融支援枠組みの恒

久化や34、EU の経済ガバナンスを強化する各種措置（特に、域内各国の経済財政政策に関

する事前調整および事後の不均衡是正の枠組み強化）の実施方針が採択されている。 

これらの措置の狙いは、本稿でみてきた金融規制改革と同様に、EU の市場統合の拡大・

深化の現状に対して域内各国の制度的枠組みが十分に共通化されていないという、欧州に

おける危機対応の困難さの根底にある問題の改善にある。「欧州は、危機を通じて形成され、

危機に対する解決策の積み重ねとして構築されていく」35とも言われる。欧州の「危機に対

する解決策」の重要な一翼を構成している金融規制改革は、まだその内容が検討中の部分

も少なくないが、統一欧州の将来を展望するうえでも、その行く末が注目される。 

 

  

                                                  
33 なお、銀行グループ破綻処理集会の他の関係当局とも協議のうえ、当該グループの構造上・組織上の理

由から、グループ単位ではなく、個々の組織単位で破綻処理を行うことを決定することもできる。その場

合には、その後の具体的な対応策も各国当局に委ねられる。 
34 3 年間の時限措置として導入された現行の金融支援枠組み（EFSF）が期限切れとなる 2013 年 7 月以降

に、恒久的な制度（欧州安定化メカニズム＜ESM：European Stability Mechanism＞）を設立予定。 
35 フランスの政治家・実業家であるジャン・モネ（欧州石炭鉄鋼共同体＜1951 年条約調印＞の設立・運営

に中心的役割を果たすなど、欧州統合の実現に向けて多大な貢献をしたことから「欧州の父」とも称され

ている）の回想録にある言葉（文中の訳は、「欧州の父「ジャン・モネ」の家」（「にちぎん」No.23 2010
年秋号、日本銀行）からの引用による）。 
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（参考１）英国における金融監督体制の見直し 

英国では、2012 年末までに新たな金融監督体制・機関の発足準備を整える予定にある。

具体的には、FSA（金融サービス機構）を解体して、その権限を PRA（プルーデンス規制

機構）と FCA（金融行動監督機構）に移管したうえで、金融システム全体の安定を図る責

任と権限を中央銀行である BOE（イングランド銀行）に集中させる方針を示している（HM 

Treasury（2011）、参考１図表）。 

 

（参考１図表）英国の新しい金融監督体制（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOE に「金融安定委員会（FPC：Financial Policy Committee ）」を新設し、金

融システム全体に関わるリスクを横断的に監視する役割を担わせる（議長は BOE

総裁、そのほかに BOE 役員や PRA 長官等がメンバー）。FPC は、システミック・

リスクへの対応（リスクの認定、対応策の策定等）に責任を持ち、以下に述べる

PRA や FCA に勧告や指示を行う権限を有する。 

 

PRA（プルーデンス規制機構）

PRA は、認可先の安全性・健全性の確保

や破綻時の影響の 小化を図ることを通

じ、金融システムの安定強化を図る。 

FCA（金融行動監督機構） 

効率的かつ多様な金融サービスの促進、

適度な消費者保護の確保、金融システム

の健全かつ公正な状態の維持・強化を通

じ、金融システムへの信頼強化を図る。

プルーデンス

規制 
プルーデンス

規制 
プルーデンス

及び行動規制 
行動規制 

システム・インフラ 

（清算機関、決済・支払 
システム） 

プルーデンス上重要な金融会社

（預金取扱金融機関、保険会社、

投資会社の一部） 

投資会社、為替業者、その他の

金融サービス提供者（IFAs＜独

立金融仲介人＞、投資商品取引、

保険ﾌﾞﾛｰｶｰ、ﾌｧﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞｬｰなど）

FPC（金融安定委員会） 

システミック・リスクの認定やリスクの防止・

軽減を図る措置を取ることを通じ、金融シス 
テムの安定維持・強化に係る BOE の政策目 
的の実現に貢献。 

BOE（中央銀行）

他の関係諸機関（財務省、PRA、FCA など）と

連携して金融システムの安定維持・強化を図る。

BOE は、特別破綻処理制度（Special Resolution 

Regime）の下で銀行の破綻処理を実施する責任

も担っている。 

FPC は、システミック・リスクへの

対応を図るため、勧告・指示を行う 

（資料）HM Treasury（2011） 
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 BOE 傘下の機関として、独立的に業務運営を行う「プルーデンス規制機構（PRA：

Prudential Regulation Authority）」を新設し、ミクロ・プルーデンスの観点から

個別金融機関の監督を担わせる。 

 「金融行動監督機構（FCA：Financial Conduct Authority）」を新設し、金融に関

する消費者保護等の監督を担わせる（金融に対する国民一般の信頼回復を図るた

め、消費者保護等の強化は極めて重要であり、専担機関の新設が適当との考え）。 

英国財務省が公表した見直し案では、BOE に責任と権限を集中させることで、①当局間

の協調体制の問題への対応や、ミクロ情報とマクロ認識の相互補完の強化を図ることがで

きる、②BOE の既存の機能や役割（特別破綻処理制度の下での銀行破綻処理、流動性供給、

支払・決済システムや清算機関などのシステム・インフラの整備）も金融システムの安定

を図るうえで有力な手段であり、それらの総合的な活用が期待できる、と説明している。 

なお、BOE は危機対応策の策定やその実施を行う主たる責任主体となるものの、公的資

金の利用に関しては財務省の決定権限に属している。このため、見直し案では、①BOE 総

裁と財務大臣は金融システムの状況に関する定期協議を年 2 回開催する、②BOE 総裁は、

公的資金投入の潜在的リスクを認めた場合は直ちに財務大臣に知らせるなどの枠組みを法

定して、協調体制の構築を図る方針を示している。 
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（参考２）海外諸国における最近の預金保護額の見直し 

海外諸国における 近（2011 年）の預金保護額見直しの主な動きを整理すると、以下の

とおり。 

 2008 年 9 月のリーマン・ショック以降、多くの国・地域で一時的に預金の全額保

護などが実施されたが、そのかなりの部分が 2010 年末に期限到来を迎え、新たな

預金保護額が恒久措置として定められた36。 

 EU 預金保険指令（域内共通基準）については、2009 年 3 月の指令改正で、預金

保護額の段階的引上げ（ 低 2 万ユーロ→ 低 5 万ユーロ→一律 10 万ユーロ37、

38）が決められていた。 

 

（参考２図表）各国・地域の預金保護額の見直し 

 
  

                                                  
36 少し以前に遡ると、このほかに米国では、2010 年 7 月に成立したドッド＝フランク法により、時限措

置として実施されていた預金保護額の引上げ（10 万→25 万米ドル＜約 2,000 万円＞）が恒久化された。 
37 英国等の非ユーロ圏は 10 万ユーロ相当（英国は 8.5 万ポンドで決定。換算額は 5 年ごとに見直しが義

務づけられているほか、為替変動が大きかった場合には、欧州委員会と協議の上で 5 年以前での見直しも

可能）。 
38 EU 指令適用国の中でもアイルランドなどは（法制度上は上限 10 万ユーロとなっているが）実質的な全

額保護措置を継続している模様。 

リーマン・ショック前
（2008年8月）

最近の改正前
（2010年12月）

2011年1月～

EU預金保険指令 最低2万ユーロ 最低5万ユーロ
一律10万ユーロ
（約1,100万円）

香港 10万HKドル 全額保護
50万HKドル

（約550万円）

マレーシア 6万リンギット 全額保護
25万リンギット
（約680万円）

シンガポール 2万SGドル 全額保護
5万SGドル

（約320万円）

台湾 150万台湾ドル 全額保護
300万台湾ドル

（約800万円）

ヨルダン 1万ﾖﾙﾀﾞﾝ･ﾃﾞｨﾅｰﾙ 全額保護
5万ﾖﾙﾀﾞﾝ･ﾃﾞｨﾅｰﾙ

（約580万円）

ブラジル 6万レアル 2,000万レアル（注） 7万レアル
（約350万円）

（注）期間6か月～5年の定期預金のみを対象。

（資料）各国当局資料等を基に作成
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（参考３）EU 域内共通の保険料の算出方法 

▼リスク係数の算出①：各国が一律適用するコア指標 

 

 
（資料）Text of the Proposal, Annex II（European Commission (2010d)） 
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▼リスク係数の算出②：各国が選択適用する補完的指標 

 

（資料）Text of the Proposal, Annex II（European Commission (2010d)）  
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▼リスク係数を用いた保険料額の算出 

 

 

（資料）Text of the Proposal, Annex I（European Commission (2010d)）  
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（資料解説） 「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）に基づく各国預金保険制度の評価について 

 
広部 伸浩1 

  

金融安定化フォーラム（現・金融安定理事会）が 2008 年 4 月に公表した金融危機に関す

る報告書において、各国当局が預金保険制度に関する国際的な原則に合意するよう提言し

たことを踏まえ、2008 年 7 月、国際預金保険協会（International Association of Deposit 

Insurers：IADI。以下 IADI と記載）及びバーゼル銀行監督委員会（以下、バーゼル委員

会）は、国際的に合意された預金保険制度の基本原則を作成することに合意。「実効的な預

金保険制度のためのコアとなる諸原則（以下、コア・プリンシプル）」を作成し、2009 年 6

月に公表した。 

 

（参考）コア・プリンシプルは、以下 18 項目により構成されている（要旨の仮訳は参考１）。 

 ①預金保険制度に関する公共政策の目的の明確化 

 ②モラル・ハザードの抑制 

 ③預金保険者の任務 

④預金保険者の権限 

⑤預金保険者のガバナンス 

⑥金融制度セーフティネットを構成する他の機関との関係 

⑦クロスボーダー問題 

⑧預金保険制度への強制加入の必要性 

⑨付保範囲 

⑩全額保護から定額保護の預金保険制度への移行 

⑪預金保険者の財源・資金調達 

⑫国民への周知 

⑬主要な法律問題 

⑭銀行破綻の責任者への対処 

 ⑮早期発見・適時介入及び破綻処理 

 ⑯実効的な破綻処理プロセス 

 ⑰預金者への預金の払い戻し 

 ⑱資産回収 

 

                                                  
1 預金保険機構・総務部国際室長（E-mail: nobuhiro-hirobe@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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 コア・プリンシプル公表の後、IADI、バーゼル委員会を含む関係機関において、コア・

プリンシプルを各国の預金保険制度を評価するために使用することとなった。これを受け、

IADI、バーゼル委員会、欧州預金保険フォーラム、欧州委員会、国際通貨基金及び世界銀

行の共同作業により、「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）・準拠状況評価のための方法」が 2011 年 1 月に公表された（仮訳は参考２）。 

同文書による各国の預金保険制度評価の方法としては、①預金保険機関による自己評価、

②IMF や世銀による、例えば金融セクター評価プログラム（Financial Sector Assessment 

Program: FSAP）等の一部としての預金保険制度の評価、③コンサルティング会社等、民

間の第三者による評価、④他の預金保険機関によるピアレビュー等、を想定している。 

 評価方法の内容について概略すると、各国における、マクロ経済の安定、健全な銀行制

度、金融セーフティネットを構成する機関のガバナンスの健全性等、実効的な預金保険制

度のための「前提条件」について記載した後、各原則に基づいて各国預金保険制度を評価

する際の評価基準について説明している。評価基準のセクションでは、それぞれの原則に

ついて、各国預金保険制度がコア・プリンシプルに準拠しているかの評価対象とされる「必

須基準」と、各国当局等が自国の預金保険制度を自己評価する際、より実効的な預金保険

制度とするために改善が必要な分野を確認するための、「付加的基準」を掲げている。 

なお、外部により評価を行う際には、各プリンシプルについて、a)準拠（Compliant）、

b)概ね準拠（Largely Compliant）、c)実質非準拠（Materially Non-Compliant）、d)非準拠

（Non-Compliant）、e)非適用（Not Applicable）、の５段階で行うこととされている。 

預金保険制度は、預金者保護の他、金融システムの安定に資するものであるが、昨今の

危機を経て、後者の役割に大きく貢献することが認識されるようになっている。今後、コ

ア・プリンシプルの評価方法等に基づく各国預金保険制度の評価を通じて、実効的な預金

保険制度の実現、ひいては各国金融システムの安定化に貢献することが期待されている。 
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（参考１） 

実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則（要旨の仮訳） 

（序文及び目的） 

１．「市場と制度の強靭性の強化に関する金融安定化フォーラム（FSF）報告書」（2008

年 4 月）は、「 近の国際的な金融混乱における出来事は、実効的な預金者補償制度の

重要性を示している」と指摘している。また報告書は、当局が、実効的な預金保険制

度に関する国際的な原則について合意する必要性を強調した。 

２．2008 年 7 月、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）及び国際預金保険協会（IADI）は、

IADI により作成された「実効的な預金保険制度のための IADI のコアとなる諸原則」

を基礎として、国際的に合意されたコアとなる諸原則を策定するために協働すること

を決定した。共同作業グループが設置され、コアとなる諸原則を策定し、BCBS 及び

IADI にレビュー・承認を求めるために提出することとなった。この共同作業グル―プ

は、BCBS のクロスボーダー銀行破綻処理グループ（CBRG）と IADI のガイダンス・

グループの代表で構成されている。以下の実効的な預金保険システムのためのコアと

なる諸原則は、CBRG-IADI 共同作業グループの作業によるものである。 

（コアとなる諸原則と前提条件） 

３．政策立案者は、どのように預金者を保護し、金融システム安定化に寄与するかという

ことについて、選択肢を有する。明示的な預金保険は、非明示的な預金保護といった

他の代替手段に比べ、より好ましい選択肢になってきている。預金保険制度は、預金

者（民間制度の場合は、その加入者）に対する当局の義務を明確にし、裁量的な意思

決定の範囲を制限することにより、国民の信頼を得ることが可能となる。また、破綻

機関の処理費用を抑制する一助となり、銀行破綻に対処するための秩序あるプロセス

や破綻費用を賄うためのメカニズムを国に提供することも可能となる。 

４．預金保険制度の導入や改革は、一国の銀行制度が健全で金融機関を取り巻く環境が正

常である時において、より望ましい結果となる。信頼を得るため、またモラル・ハザ

ードをもたらし得る歪みを避けるために、預金保険制度は、十分に構築された金融制

度セーフティネットの一部である必要があり、適切に設計され、かつ十分に実施され

る必要がある。金融セーフティネットは、通常、プルデンシャル規制及び監督、 後

の貸し手、預金保険を含む。金融セーフティネットを構成する機関の権限及び責任の

配分は、公共政策の選択及び各国の状況の問題である。 

５．預金保険制度は、制度自体のみでシステミックに重要な銀行の破綻や「システミック

な危機」に対処することを目的としてはいない。そのような場合には、金融制度セー
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フティネットを構成するすべての機関が協働して効果的に対処しなければならない。

また、システミックな破綻に対処するための費用は、預金保険制度のみによって賄う

のではなく、国の関与等、他の手段も通じて対処されるべきである。 

６．コアとなる諸原則は、広範な国の状況、環境や構造を反映し、それに適応できるよう

設計されている。コアとなる諸原則は、実効的な預金保険業務のための自発的な枠組

みを提供するものとして意図されおり、当局は、自国において実効的な預金保険制度

を構築するために必要な補完的措置を自由に導入することができる。コアとなる諸原

則は、様々な銀行システムのすべてのニーズや状況を対象として構築されているわけ

ではない。むしろ、各国の固有の状況は、公共政策の目的を達成するための現行の法

律や権限、預金保険制度の任務との関連において適切に考慮されるべきである。 

７．実効的な預金保険制度は、多くの外部要素や前提条件に基づくことが必要である。こ

れらの前提条件は、ほとんどは預金保険制度の直接の管轄下にあるものではないが、

預金保険制度に直接的な影響を与えるものである。このような前提条件には、以下が

含まれる。 

●経済及び銀行システムについての継続的な評価 

●金融制度セーフティネットを構成する機関の健全なガバナンス 

●強固なプルデンシャル規制及び監督 

●十分に整備された法的枠組み、会計、情報開示の体制 

８．18 のコアとなる諸原則は、大きく 10 のグループに区分される。すなわち、目的の

設定（1 及び 2）、任務及び権限（3 及び 4）、ガバナンス（5）、セーフティネットを構

成する他の機関との関係及びクロスボーダー問題（6 及び 7）、加入及び付保範囲（8，

9 及び 10）、財源・資金調達（11）、国民への周知（12）、重要な法的問題（13 及び

14）、破綻処理（15 及び 16）、預金者への払い戻し及び資産回収（17 及び 18）であ

る。 

＜目的の設定＞ 

原則 1 – 公共政策の目的：預金保険制度の採用、もしくは既存の預金保険制度の改正

のための 初のステップは、達成されるべき適切な公共政策の目的を明確に

することである。これらの目的は明確にされると同時に、預金保険制度の構

造と融合されるべきである。預金保険制度の主要な目的は、金融システムの

安定に寄与し預金者を保護することである。 

原則 2 – モラル・ハザードの抑制：モラル・ハザードは、預金保険制度の適切な設計

の確保や、金融制度のセーフティネットの他の要素により、軽減されるべき

である。 
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＜任務及び権限＞ 

原則 3 – 任務：預金保険者の任務は、明確かつ正式に特定示されることが重要であり、

また前述の政策目的は、預金保険者に与えられた権限、責任と一貫性を有す

ることが重要である。 

原則 4 – 権限：預金保険者は、その任務を果たすために必要なすべての権限を有する

べきであり、それは正式に特定されるべきである。すべての預金保険者は、

払い戻しのための資金調達、契約の締結、内部業務遂行のための予算及び手

続きの制定、適時の正確な情報へのアクセスなど、預金者に対する義務を迅

速に果たすために必要な権限を必要とする。 

＜ガバナンス（統治）＞ 

原則 5 – ガバナンス（統治）：預金保険者は、業務を遂行していく上で独立性、透明

性、説明責任を有し、不当な政治及び業界からの影響から隔離されるべきで

ある。 

＜金融制度セーフティネットを構成する他の機関との関係、クロスボーダー問題＞ 

原則 6 – 金融制度セーフティネットを構成する他の機関との関係：預金保険者とセー

フティネットを構成する他の機関との間には、特定の銀行に関連してだけで

なく日常的にも、緊密な調整と情報共有の枠組みが整っているべきである。

そのような情報は、（必要な場合には機密性を条件として）正確かつ適時な

ものでなければならない。情報共有及び協力の取り決めは、正式なものとさ

れるべきである。 

原則 7 – クロスボーダー問題：情報の守秘が確保されるという前提において、すべて

の関連情報は、異なる管轄下にある預金保険者間で交換されるべきであり、

適当な場合には、預金保険者と他のセーフティネットを構成する機関との間

でも交換されるべきであろう。複数の預金保険者が預金払い戻しの責任を有

する状況下では、いずれの預金保険者が預金払い戻しのプロセスにおいて責

任を有するのかを決定することが重要である。母国の制度において既に存在

する預金保険は、保険料の徴収や賦課金の決定にあたって考慮されるべきで

ある。 

＜加入、付保範囲＞ 

原則 8 – 強制加入：預金保険制度の加入は、逆選別を避けるため、保護が も必要と

される者（例：個人、中小企業）からの預金を受け入れるすべての金融機関

に強制されるべきである。 
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原則 9 – 付保範囲：政策立案者は、法律、プルデンシャル規制、規則により、付保預

金を明確に定義するべきである。付保水準は、制限的だが、信頼性があり、

迅速に決定され得るべきである。付保水準は、預金保険制度の公共政策の目

的に合致させるために大多数の預金者を適切に保護し、他の預金保険制度の

諸要素と内部的に一貫させるべきである。 

原則 10 – 全額保護から定額保護の預金保険制度への移行：全額保護から定額保護の

預金保険制度への移行を決定する場合や既存の全額保護を変更する場合は、

当該国の情勢が許す限り、できるだけ迅速に行うべきである。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。政策立案者は、移行期間中、特に国民の態度及び期待について注意を払

うべきである。 

＜財源・資金調達＞ 

原則 11 – 財源・資金調達：預金保険制度は、預金者の請求への迅速な払い戻しを確

保するために必要な、利用できるすべての資金調達メカニズム（要すれば流

動性目的のための資金調達を補完する手段を含む）を有するべきである。付

保銀行及びその顧客は実効的な預金保険制度の存在によって直接的に便益

を受けるため、預金保険の費用負担の主要な責任は付保銀行が負うべきであ

る。 

 リスク調整可変料率制度を採用する預金保険制度（事前賦課方式、事後賦

課方式、ハイブリッド方式に関わりなく）においては、リスク調整可変料率

制度に用いられている基準について、すべての参加者に対して透明性を確保

するべきである。同様に、リスク調整可変料率制度を適切に管理していく上

で、すべての必要なリソースが用意されるべきである。 

＜国民への周知＞ 

原則 12 – 国民への周知：預金保険制度を実効的なものとするため、国民が預金保険

制度によって受けられる利益と限度について、継続的に周知されることが不

可欠である。 

＜重要な法的問題＞ 

原則 13 – 法的保護：預金保険者及びその職員は、その任務を遂行する上で、「善意」

により行った決定及び行為に対する訴訟から保護されるべきである。しかし、

職員は、説明責任を確保するため、適切な利益相反規定及びや行動規範に従

うことが求められる。法的保護は、法律及び行政手続きにおいて定義され、

適切な条件の下で、免責対象者の法的費用を負担するべきである。 
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原則 14 – 銀行破綻の責任者への対処：預金保険者又は他の関係当局は、銀行破綻の

責任者に対して、法的補償を求める権限を付与されるべきである。 

＜破綻処理＞ 

原則 15 – 早期発見、適時の介入、破綻処理：預金保険者は、問題行の早期発見、適

時の介入、破綻処理のための金融制度セーフティネットの枠組みの一部であ

るべきである。ある銀行が深刻な資金困難な状況にある、もしくはそうなる

ことが予想される時期に関する決定及び認識は、業務上の独立性及び権限を

有するセーフティネットを構成する機関によって、早期に、適切に定義され

た基準に基づき行われるべきである。 

原則 16 – 実効的な破綻処理プロセス：実効的な破綻処理プロセスは、預金保険者の

義務（預金者への迅速、正確、公平な払い戻しを含む）を遂行する能力を促

進すること、破綻処理費用及び市場の混乱を 小限なものとすること、資産

回収を 大化すること、過失や不正行為がある場合には法的措置によって規

律を強化すること、が満たされるべきである。 

 また、預金保険者又は関係金融制度セーフティネットを構成する他の機関

は、適切な機関による破綻銀行の資産の取得や負債の継承を促進することに

より、銀行の重要な機能（例：預金者の継続的な資金アクセスの提供、手形

交換・決済業務の維持）の保全に寄与するため、柔軟性あるメカニズムを確

立する権限を有するべきである。 

＜預金者への払い戻しと資産回収＞ 

原則 17 – 預金者への払い戻し：預金保険制度は、預金者に付保預金への迅速なアク

セスを提供するべきである。従って、預金保険者は、十分に事前に払い戻し

に必要な条件について通知され、事前に預金者情報へのアクセスが提供され

るべきである。預金者は、付保限度額までの保険金支払いの法的権利を有す

るべきであり、預金保険者が払い戻しを開始する時期及び条件、払い戻しの

スケジュール、前払いや仮払いの有無、適用される払い戻しの限度額につい

て、知らされるべきである。 

原則 18 – 資産の回収：預金保険者は、破綻銀行の資産から生じる回収額を共有する

べきである。（預金保険者又はこの役割を担う他の者による）破綻銀行資産

の管理と回収プロセスは、商業的考慮及び経済的利益に基づいて遂行される

べきである。 
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（参考２） 

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） 

準拠状況評価のための方法 

 
序文 

 

2008 年 7 月、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）及び国際預金保険協会（IADI）は、IADI

が作成した「実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則」（2008 年 2 月）（コア・プ

リンシプル）を元に、国際的に合意された預金保険のためのコアとなる諸原則を策定する

ために協力することを決定した1。BCBS のクロスボーダー銀行破綻処理グループ（CBRG）

と IADI のガイダンス・グループの代表によって構成される共同作業グループが設置され、

コア・プリンシプルを策定し、BCBS 及び IADI に検討及び承認のために提出されることと

なった。「実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則」と題する諮問文書が 2009 年 3

月に完成し、2009 年 6 月に国際社会によって承認された。諮問文書は 18 のコア・プリン

シプルを提示して、それぞれの原則について、補足説明と手引きを付け加えている。付随

する「前提条件」は主に、実効的な預金保険制度を支えるために必要な外的要因について

述べている。 

 

コア・プリンシプルは、各国の多様な事情、制度及び構造を反映し、それらに適応できる

ように設計されている。コア・プリンシプルは、実効的な預金保険業務のための自発的な

枠組みを目指している。各国当局は、実効的な預金保険制度を自国に構築するために必要

と認める補完的措置を自由に導入することができる。コア・プリンシプルは、それぞれの

預金保険制度のすべてのニーズや状況を対象としているわけではなく、また、ある特定の

預金保険の形態を規定しているわけでもない。むしろ、各国固有の事情は、公共政策の目

的及び預金保険制度の責務を達成するための既存の法律や権限との関連において考慮され

る必要がある。 

 

コア・プリンシプルへの準拠状況についての評価は、預金制度の導入や見直し、積極的な

改革を行いつつある国々にとっては、役に立つ手段になる。包括的で信頼性が高く、かつ

実際の措置に注目した評価とするためには、預金保険制度及びそれを支えるセーフティネ

ット機能との関連性に焦点を合わせる必要がある。広義のセーフティネット機能（すなわ

ち前提条件）の評価の大部分は、預金保険者の管轄外の事である。しかし、預金保険者が

                                                  
1 IADI は 2002 年に設立され、ガイダンス及び国際協力の促進によって預金保険の実効性の強化に貢献す

ることを使命としている。IADI コア・プリンシプルは、預金保険制度の導入や改革を検討している国のた

めに策定された。 
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責務を遂行する上で直接影響してくることがある。預金保険制度の評価は、既存の預金保

険者の長所と短所を明らかにし、各国預金保険制度の構造、制度、法律の特徴を考慮にい

れて、預金保険者及び政策立案者（政府当局又は、主に民間制度の場合は加盟銀行など）

による改善策の元となるべきものである。広義のセーフティネットの検証については、例

えば、 近の金融セクター評価レポート（FSAPs）等の外部報告書によるか、又は必要な

経験や技量を持つメンバーを評価チームに加える必要があるだろう。必要なレポートが入

手できない場合、前提条件の完全な検証のためには情報が不十分であることを評価の中で

述べる必要がある。 

 

以下の「メソドロジー」は、BCBS、IADI、欧州預金保険フォーラム（EFDI）、欧州委員

会（EC）、国際通貨基金（IMF）及び世界銀行（世銀）からの代表者の共同作業により策定

された。この導入部の残りの部分では、メソドロジーの使用、準拠状況評価、評価を実施

する上で配慮すべき点について述べる。その次の節では、各国の前提条件の評価に焦点を

合わせる。 後の節では、コア・プリンシプルへの準拠状況評価における詳細な基準を記

載している。 

 

メソドロジーの使用 

 

メソドロジーは、いくつかの使い方がある。すなわち、①預金保険者による自己評価、②IMF

や世銀による、例えば FSAP における預金保険制度の質の評価、③コンサルティング会社

等民間の第三者による検討、④ピアレビュー、例えば、IADI 地域委員会内におけるもの、

である。IADI は、BCBS と協力して、積極的にコア・プリンシプルの解釈を示し、研修を

行うとともに、評価プロセスにおいては、規範と優れた事例を普及する。 

 

実施するのが預金保険者（自己評価）であろうと外部の第三者であろうと、コア・プリン

シプルへの準拠状況を完全に客観的に評価するためには、評価プロセスに様々な視点をも

たらすような構成の専門家達によってなされる必要がある。評価者は、預金保険制度にお

ける業務経験を有する個人等の適切な専門家によって構成されていることが重要である。

預金保険制度の評価が公正に行われるためには、すべての関連当局の真の協力も必要であ

る。18 のコア・プリンシプルのそれぞれを評価するプロセスにおいては、多くの要素の重

要性を判断する必要があり、それは、関連した実務経験を有する適格な評価者のみができ

ることである。コア・プリンシプルへの準拠状況の解釈を行うのに必要とされる法律、会

計の専門知識は、当該国の立法及び会計の構造に関連づけてこれらの法律、会計の解釈を

行えるものでなければならない。評価は、包括的かつ、基準が単に理論上ではなく、実際

上満たされているかどうかの判断を可能にする十分深みのあるものでなければならない。

同様に、法律や規則は、十分な適用範囲と内容があることが必要である。さらに、規制当
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局並びに監督当局及び預金保険者側も、これらの法令を実効的に施行し、準拠していなけ

ればならない。 後に、コア・プリンシプルへの準拠状況評価は、FSAPS のような同様の

分野における 近の実例を踏まえることとする。 

 

メソドロジーで使われている重要な用語の定義 

 

このメソドロジーでは「預金保険者」という語が、預金保険、預金保証又は同様の預金保

護措置を提供する責務を負う特定の法人を指して使われている。一部の国では、この機能

は他の金融セーフティネット構成機関に与えられている。「預金保険制度」という語は、預

金保険者のみならず、預金保険機能及び破綻処理プロセスを支える金融システムセーフテ

ィネット構成機関と預金保険者との関係を指す。「金融システムセーフティネット」は、プ

ルデンシャル規制及び監督、破綻処理権限、 後の貸手、預金保険の各機能を含むと定義

されている。多くの国では政府の一部門（通常、大蔵省や財務省）が金融セクターの政策

を担っており、金融システムセーフティネットに含まれている。 

 

預金保険制度における公共政策の目的とは、この制度が達成すべき目的又は目標を指す。

預金保険者の権能とは、一連の公式な指示によって明らかにされている役割及び責務を指

す。すべての預金保険者に適合する単一又は一連の権能は存在しない。預金保険者に権能

を与える場合、各国固有の事情を考慮にいれなければならない。既存の預金保険者が有す

る権能には、いわゆる「ペイボックス」と呼ばれる狭い権能から予防措置や損失・リスク

の 小化・管理など、より広範な権限や責務のある権能、それらの中間に位置する様々な

組合せの権能がある。 

 

準拠状況評価 

 

評価の第一の目的は、各国の預金保険制度の構造、法律及び制度の特徴を考慮した上で、

制度が「実効的な預金保険制度のコアとなる諸原則」にどの程度準拠しているかを評価す

ることである。評価は、実効的な預金保険制度を提供するために必要な機能を検討すべき

であり、単に預金保険者の評価をするものではない。そうすることで、評価により預金保

険制度の長所のみならず、短所の問題点と程度が明らかになる。重要なのは、評価は目的

を達成するための手段であって、目的そのものではないということである。評価プロセス

は、預金保険者及び政策立案者が、自国の預金保険制度がコア・プリンシプルに照らして、

公共政策の目的にどれくらい合致しているかを判断するのに役立つものである必要がある。

評価はまた、預金保険者及び政策立案者が必要に応じて預金保険制度及び金融セーフティ

ネットを改善する助けにもなる。 
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メソドロジーは、それぞれの「コア・プリンシプル」について一連の必須基準と付加的基

準を提案している。必須基準は、「コア・プリンシプル」へ全面的に準拠しているかを判断

する上での唯一の要素である。付加的基準は、本質的にさらに上を目指すためのものであ

り、推奨される優れた事例で構成されている。必須基準及び付加的基準のかなりの部分は、

IADI 及び BCBS が作成した「コア・プリンシプル」文書及び関連する背景文書から引用さ

れている。付加的基準は、「コア・プリンシプル」への準拠状況評価には使用しないものの、

自己評価の場合に、国又は預金保険者が、預金保険制度の改善分野を確認するために付加

的基準に対する評価の実施を選択するということもあり得る。 

 

外部の第三者による評価は以下の 5 段階による2。 

 

 準拠(Compliant)－重大な欠陥なしに必須基準が満たされている場合3  

 概ね準拠(Largely compliant)－小さな欠点があるだけで、当局は所定期限内に完全な

準拠を達成できる場合 

 実質非準拠(Materially non-compliant)－簡単に修正することのできない重篤な欠点が

ある場合 

 非準拠(Non-compliant)－「コア・プリンシプル」が実質的に履行されていない場合 

 非適用(Not applicable)－預金保険制度の構造、法律及び制度の特徴により、検討対象

外 

 

評点は正確な科学ではなく、「コア・プリンシプル」への適合は様々である。評価基準を準

拠状況のチェックリストととらえるのではなく、質的な評価と考えるべきである。準拠状

況について、ある評点を受けた基準の数及びそれぞれの評点に付け加えられる解説は、ひ

とつひとつの「コア・プリンシプル」の採点プロセスにおいて考慮（加点）されるが、す

べての基準が同程度の重要性を持つわけではない。評価者は、メソドロジーの一貫性ある

適用について訓練を受けていることが極めて重要である。「コア・プリンシプル」は、実効

的な預金保険業務のベンチマークである。それらを遂行するなかで、預金保険者及び政策

立案者は自国固有の要素を考慮していく必要がある。 

 

評価者は、前提条件が十分整っているかに細心の注意を払い、前提条件及び問題の弱点緩

和のために政策立案者が採る措置に関し、コア・プリンシプルからの乖離や問題点につい

                                                  
2 この尺度は、「バーゼル・コア・プリンシプルのメソドロジー（銀行監督）」の外部評価において使用

されている。http://www.bis.org/publ/bcbs130.htm 

3 「準拠」という評点を得るのに、それぞれの「コア・プリンシプル」の必須基準が全て準拠している必

要は必ずしもない。例えば、ある預金保険制度が、特定の「コア・プリンシプル」の 9 つの必須基準のう

ちの 8 つに準拠しているが、比較的重要性の低い分野において準拠していない場合、全体的な準拠状況評

価は「準拠」になることもあり得る。評価者は、このような状況では判断を求められる。 
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て意見を盛り込まなければならない。各国固有の事情、預金保険制度の権能と構造を織り

込んだ上で、個々の「コア・プリンシプル」への準拠状況を評価することによって、十分

でないと考えられる前提条件に一番影響を受けそうな「コア・プリンシプル」を見つけ出

すことができる（詳細は付属書 3 を参照）。しかし、評価者は、前提条件そのものへの準拠

状況についての評価を行うべきではない。代わりに、 近の IMF/世銀 FSAP 報告書の結果

を可能な限り利用すべきである。報告書が 近作成されていない場合には、前回の FSAP

報告書以降の変化についての 新情報を提供するよう当局に要求すべきである。前提条件

に関してこのような報告書がない場合、評価者は前提条件の検討において「情報不十分」

とする必要がある。前提条件に関する勧告は、「コア・プリンシプル」評価に関連する行動

計画の一部ではなく、預金保険制度強化のための他の一般的な勧告に盛り込まれる必要が

ある。 

 

評価者がメソドロジーを解釈し、「コア・プリンシプル」のうちのどれが預金保険制度のす

べての種類の仕組に適用されるかされないかを明らかにする手助けとして、「評価者ガイド」

文書が策定される。この文書には、評価者が各国固有の状況や構造に対して基準に適用す

るときに役立つ補足的な助言が記載される。このガイドは、準拠状況の評価を行う中で得

られた経験や教訓を考慮にいれて時間をかけて作成され、更新される予定である。 

 

評価を実施する上で配慮すべき点 

 

本書付属書 1 は、評価の実施及び報告書作成のための書式である。これは、「銀行監督のた

めのバーゼル・コア・プリンシプル」（BCP）への準拠状況評価のために IMF 及び世銀が

策定した書式に基づいている。 

 

評価の実施にあたって、配慮すべき点がいくつかある。 

 

1. 評価者はさまざまな情報及び関係者へアクセスする必要がある。これには、公表さ

れた情報（関連法、規制及び政策等）に限定されない、より機密性の高い情報（以

前行われた自己評価、監督当局の検査結果等の付保機関の健全性に関する情報及び

預金保険者の運営指針）が含まれる。このような情報は、預金保険者が当該情報を

持つことが法的要件に違反しない限りは、提供される必要がある4。評価者はまた、

他の金融制度セーフティネット構成機関、関連の政府省庁、民間銀行及び監査人な

どさまざまな機関や個人に会う必要がある。必要な情報が提供されなかった場合、

                                                  
4 「銀行監督のためのバーゼル・コア・プリンシプル」の評価では、秘密保持問題は多くの場合、評価者

と評価を受ける機関とが特別な協定を締結することによって解決できることを示している。「コア・プリ

ンシプル・メソドロジー（銀行監督）」４ページ参照。 
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及びそのことが評価の正確性にどんな影響を及ぼすかを特記しなければならない。 

 評価者は、関係当局に求める情報の範囲を提示し、関係者に評価がどのように進め

られるかを初回の会議で説明しなければならない。これには、評価における前提条

件の検討プロセスも含まれる。 

2. それぞれの「コア・プリンシプル」への準拠状況評価では、とりわけ法律、プルデ

ンシャル規制及び監督指針など関係のある一連の要件を評価することが要求される。

評価においては、要件が実行されているか、又は実行され得ることを確実なものと

しなければならない。例えば、政策立案者は、預金保険者が必要とする運営の自立

性、専門的能力及びリソースを有することを確実にしなければならない。 

3. 評価では欠陥を見つけることに加え、長所及び具体的な成果を明らかにしなければ

ならない。 

4. 預金保険制度の実効性にはセーフティネット構成機関間の協力と情報共有が必要で

ある。評価者は、このような情報共有が必要な範囲で行われているかどうかを判断

できなくてはならない。クロスボーダー銀行業務の範囲によっては、評価者がさま

ざまな国の預金保険者や他のセーフティネット構成機関との間で情報共有が必要な

範囲で行われているかどうかを判断できることも重要である。 

 

前提条件 

 

預金保険制度は、多くの外部的要素又は前提条件が整っているときに、 も実効的になる。

これらの要素は大部分、預金保険制度の管轄下にあるものではないが、預金保険者の任務

遂行能力に直接的な影響を与えうる。預金保険制度を実施することを選択する上で、国内

の金融システムの相互に関連する数多くの要素―経済や銀行システムの状況、セーフティ

ネットを構成する機関の健全なガバナンス、強固なプルデンシャル規制及び監督があるか

どうか、充分に整備された法的枠組み、会計制度及び情報開示制度があるかどうか―を考

慮しなければならない。このような前提条件の評価と共に預金保険制度の実効性の評価を

開始すべきである。国民の見方及び預金保護に関する期待も考慮されるべき重要な要因で

ある。 

 

既存の前提条件の理想的でない部分を特定することが重要である。何らかの欠陥に対処す

るための行動が必要な場合、預金保険制度の導入又は改革と併せて行うことができる。 

 

経済及び銀行システムの評価 

 

実効的なものにするために、政策立案者は、自国の経済及び制度の両方と整合性がとれ、

達成すべき公共政策の目的と整合的な預金保険制度を設立するよう努力すべきである。経
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済及び銀行システムの健全性並びに安定性に関する根本的な問題に取り組んでいなければ、

預金保険制度の確立や改革は一層難しくなる。状況が完璧であることは考えにくいが、自

国の経済及び制度的構造がいかに預金保険制度に影響を与えるか究明することが重要であ

る。 

 

したがって、政策立案者は、経済や銀行システムに悪影響を及ぼしうる条件を特定するた

めに経済状況分析を実施し、そのような環境で預金保険制度を実効的に運営することがで

きるかどうかを評価する必要がある。主要な検討要素は以下の通り。 

 

1. 経済や銀行システムに悪影響を及ぼしうる条件を特定し、そのような環境で預金保

険制度を実効的に運営することができるかどうかの評価を行っているか。 

2. 対処が必要な場合、預金保険制度の導入や改革の前又はそれらに併せて実施されて

いるか。 

 

マクロ経済の安定性 

 

マクロ経済の不安定性は市場が機能するのを阻害し、金融仲介を歪めることがある。銀行

やその顧客にとって、経済成長鈍化、高インフレ、為替レートの過度の変動の時期に、い

くつかの異なるリスクを判断することはさらに困難である。 

 

預金保険制度の導入や改革それ自体では、マクロ経済の安定を回復するには十分ではない。

金融セーフティネットの一要素として、預金保険制度はプルデンシャル規制と 後の貸し

手の機能を補完する。マクロ経済状況が不安定な場合、預金保険制度の導入や改革の実効

性は低下する。主要な検討要素は以下の通り。 

 

預金保険制度の導入や改革を実施する前に、銀行システムに影響し、預金保険制度の実効

性に影響を及ぼす条件及び要因を分析する必要がある。これらに含まれるものとしては、

金融市場の状況のほか、経済活動の水準の評価、現在の金融・財政政策、消費者物価や資

産インフレ、がある。 

 

健全な銀行システム 

 

金融システムを調べる場合、問題は、単にその中に不健全な機関があるかどうかというこ

とだけでなく、銀行システム全体が健全であるかどうか、ということである。評価では、

銀行セクターの財務健全性及び構造の両者について調べる必要がある。主要な検討要素は

以下の通り。 
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1. 銀行システム及び他の預金取扱機関の健全性の評価として、自己資本の充実、流動

性、信用の質、リスク管理方針や実践、そして問題の程度についての詳細な評価。

問題があれば、それが個別の預金取扱機関に限定されたものであるのか、制度全体

に関わるものなのかを評価する。 

2. 預金取扱機関の数、業態、特徴といった観点での銀行システムの構造。これらは預

金保険制度の仕組を設計する際に影響を及ぼすからである。政策立案者は、預金取

扱機関の相互関係性、競争、集中及び所有の程度を調査する必要があるかもしれな

い5。 

3. 既存の預金保護措置（預金者優先権など）及びこれらの措置が預金保険制度の導入

や改革とどのように関係するか。 

 

金融セーフティネットを構成する機関の健全なガバナンス 

 

セーフティネットを構成する機関の健全なガバナンスは、金融システムの構造を強化し、

金融システムの安定化に直接貢献する。通常、ガバナンスとは、組織の運営を指揮・監督

するためのプロセス、構造及び情報を指す。重要なことは、ガバナンスは、その組織と、

権能を付与した当局又は 終的にその組織が説明責任を有している他の当局との関係にも

関わっているということである。健全なガバナンスは、独立性、説明責任、透明性並びに

情報開示、及び信頼性から成り立っている。主要な検討要素は以下の通り。 

 

1. 各セーフティネット構成機関は、経営上独立している。組織は外部からの不当な影

響を受けることなく、与えられた権限と手段を行使できる。預金保険者及び他のセ

ーフティネット構成機関は、金融セーフティネットにおける目的を妥協することな

く達成するために連携する必要がある。 

2. 預金保険制度を支援するため、他のセーフティネット構成機関はそれぞれの使命を

果たすために必要なすべての権限を与えられる必要がある。 

 

強力なプルデンシャル規制及び監督 

 

プルデンシャル規制と監督の強さは、預金保険制度の実効性に直接的な影響を持つ。強力

なプルデンシャル規制と監督によって、存続可能な銀行のみが営業し、預金保険制度の一

員になるようにする必要がある。銀行は、十分な自己資本を持ち、健全かつ賢明なリスク

                                                  
5 リソースの配分及び与信決定が主に政府の指示による状況では、政府はそのような運営の結果について

責任を負うと見なされる。預金は、そのような制度においては、通常、完全な政府保証がついていると認

識される。 
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管理、ガバナンス及び商慣行に従う必要がある。監督当局は、新銀行に対する実効的な許

認可体制を有し、個別の銀行に対し定期的かつ徹底的な検査を実施し、早期発見及び適時

介入を含む問題行の破綻処理の枠組みを有する必要がある。主要な検討要素は以下の通り。 

 

プルデンシャル規制と監督の制度は 「実効的な銀行監督のためのバーゼル・コア・プリン

シプル」に則っている。 

 

十分に整備された法的枠組み  

 

関連法が整備されていなかったり、法体制が矛盾している場合、預金保険制度は実効的に

なりえない。十分に整備された法的枠組みとしては商法制度―法人、破産処理、契約、消

費者保護、汚職・不正行為防止及び私有財産法―が含まれる必要がある。更に、法的枠組

みの下、預金保険制度は、加盟銀行に対し預金保険者への義務を強制的に遵守させること

ができなければならない6。主要な検討要素は以下の通り。 

 

1. 法制度は、明確な財産権を伴う十分に整備されたものである。 

2. 銀行システムと預金保険者が機能するような法律が整備されている。 

3. 実効的な破綻処理を適時に行う方法を含む銀行破綻対応のための法的枠組みが存在

している。政策立案者により、破綻処理の枠組みが破産法に準拠するのか、又は特

別な破綻処理体制に準拠するのかが既に決定されている。   

4. 銀行関連の法令は、変化している業界に対して、実効的かつ意味のあるものであり

続けるように、必要に応じ改訂されている。 

5. 預金保険制度関係者と監督当局との間の情報交換については、預金を保護し、銀行

が危機にさらされている場合、セーフティネット構成機関が介入できるように、必

要な全ての手段が法的に確保されている。 

6. 適切な金融セーフティネット構成機関は、問題行から健全行への預金譲渡を含む

様々な選択肢を通じて預金者を保護する権限を有する。 

7. 預金保険制度関係者又は他の関係当局は、破綻銀行の経営陣に対し法的措置をとる

ことができる。 

 

健全な会計及び情報開示制度 

 

健全な会計制度及び情報開示制度は、実効的な預金保険制度に不可欠なものである。その

ような制度の下で提供される正確で信頼のおける適時の情報に基づき、経営陣、預金者、

                                                  
6 「銀行」という用語は付保預金を受け入れる金融機関を示すために使用される。 
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市場及び当局が、銀行のリスク状況について判断し、それによって市場、規制、及び監督

による規律を高める。健全な会計制度及び情報開示制度は、広く国際的に受け入れられた

包括的かつ明確に定義された会計原則や規則を盛り込んだものでなければならない。銀行

を含む大規模企業には、独立した監査制度が必要である。それは、財務諸表の利用者に対

して会計報告が企業の財務状況についての真実かつ公正な見解を与えるものであり、確立

された会計原則に従って作成され、監査に責任を負う監査人がいるとの独立した保証を与

えるためある。銀行が危機にさらされているという兆しがあり、預金保険者がその銀行に

ついての情報を他のセーフティネット構成機関から得られない場合、預金保険者は必要な

情報を適時に取得する権限を有している必要がある。評価者が検討にあたって注目すべき

主要な検討要素は以下の通り。 

 

1. 会計制度及び情報開示制度は、監督当局及び預金保険者が個別の銀行及び銀行シス

テム全体の健全性を適切に評価する上で有用なものである。 

2. 会計制度及び情報開示制度は、迅速な払い戻しのために、預金者の口座に関する情

報を正確かつ適時に識別するために有用なものである。 

3. 会計制度及び情報開示制度は、預金保険者が導入したリスク調整可変料率制度の運

用にとって有用なものである。 

4. 預金保険者は、預金が危機にさらされていることを示す証拠がある場合、加盟銀行

の監査又は検査を、適時に自ら行うか、又は監督当局もしくは他のセーフティネッ

ト構成機関に要請する権限を有している。 
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コア・プリンシプルへの準拠状況評価基準 
 

＜目的の設定＞ 

 

原則 1－公共政策の目的 

預金保険制度の採用、もしくは既存の預金保険制度の改正のための 初のステップは、達

成されるべき適切な公共政策の目的を明確にすることである。これらの目的は明確にされ

ると同時に、預金保険制度の構造と融合されるべきである。預金保険制度の主要な目的は、

金融システムの安定に寄与し預金者を保護することである。 

 

必須基準 

1.  預金保険制度に関する公共政策の目的が明確に定義され、例えば、法律や法律に付

随する文書等で正式に明記されている7。 

2.  預金保険制度に関する公共政策の目的が公表されている。 

3.  預金保険制度がその公共政策の目的にどの程度合致しているか定期的（2～5 年毎又

は必要とあらば更に高頻度）な評価が行われている。この評価は利害関係者の見解

を考慮して行う。 

 

原則 2－モラル・ハザードの抑制 

モラル・ハザードは、預金保険制度の適切な設計の確保や、金融制度のセーフティネット

の他の要素により、軽減されるべきである。（「実効的な預金保険制度のコアとなる諸原則」

―『前提条件』第 16 段落参照） 

 

必須基準 

1. 預金保険制度が、モラル・ハザードの存在を前提とし、公共政策の目的に則して可

能な限りモラル・ハザードを抑制するように設計されている。モラル・ハザードの

危険性を抑制する具体的な制度設計としては、定額保護、適切な場合には可変料率

やリスク調整に基づく預金保険料、預金保険者又は権限を有する他のセーフティネ

ット構成機関による適時な介入と破綻処理による損失の危険性の 小化があげられ

る。 

  

                                                  
7 預金保険制度における公共政策の目的とは、この制度が達成すべき目的又は目標を指す。預金保険者の

権能とは、一連の公式な指示又は目的の表明によって明らかにされている役割及び責務を指す。すべての

預金保険者に適合する単一又は一連の権能は存在しない。既存の預金保険者が有する権能には、いわゆる

「ペイボックス」と呼ばれる狭い権能から予防措置や損失・リスクの 小化・管理など、より広範な権限

や責務のある権能、それらの中間に位置する様々な組合せの権能がある。 
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2.  金融セーフティネットは、モラル・ハザードを抑制する適切な誘因を創り出し、支

えている。例えば、個別の銀行の健全なコーポレート・ガバナンスと健全なリスク

管理の推進、実効的な市場規律、そして強力なプルデンシャル規制・監督・法令の

枠組みと執行などである（「前提条件」の検討において評価される。88－89 ページ

参照）。 

 

＜任務及び権限＞ 

 

原則 3－任務 

預金保険者の任務は、明確かつ正式に特定されることが重要であり、また前述の政策目的

は、預金保険者に与えられた権限、責任と一貫性を有することが重要である。 

 

必須基準 

1.  預金保険者は、明確に定義され、例えば、法律や規則等で正式に明記された任務を

負っている。その権能は、金融セーフティネット内の預金保険者の役割と責務を明

らかにしている。 

2.  その権能は、前述の公共政策の目的や預金保険者に付与された権限、役割、責務と

整合的である。 

 

原則 4－権限 

預金保険者は、その任務を果たすために必要なすべての権限を有するべきであり、それは

正式に特定されるべきである。すべての預金保険者は、払い戻しのための資金調達、契約

の締結、内部業務遂行のための予算及び手続きの制定、適時の正確な情報へのアクセスな

ど、預金者に対する義務を迅速に果たすために必要な権限を必要とする。 

 

必須基準 

1.  預金保険制度の権限（法的権限）が明確に定義され、法律又は規則（民間もしくは

公的な預金保険制度における、承認された自主規制を含む）に正式に明記されてい

る。 

2. 預金保険者の権限は、その権能及び公共政策の目的に合うものである。 

3.  預金保険者は、以下の 小限の権限を有している。 

(ｱ) 加盟銀行に対し預金保険者への義務を強制的に遵守させる権限、又は監督当局

もしくは他のセーフティネット構成機関に、預金保険者に代わってそうさせる

ように要求する権限 

(ｲ) 預金者に対する払い戻しのための法的権限及び能力 

(ｳ) 契約締結の権限（物品、サービス、保険等を調達するための合意・取引など） 
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(ｴ) 内部の業務執行のための予算、及び内部の執行方針や手続の設定権限（人事や

情報技術などの分野） 

(ｵ) 預金者に対する迅速な義務遂行のための正確な情報への適時のアクセスの権限 

(ｶ) 他のセーフティネット構成機関との情報共有の権限 

(ｷ) 他国の預金保険者との情報共有及び協調措置の取り決めをする権限(守秘が必

要な場合はそれを前提とする） 

(ｸ) 緊急時対応計画に関与する権限 

4. 預金保険制度支援のため、他の金融セーフティネット構成機関もそれぞれの権能を

果たすにあたって必要なすべての権限を与えられている（「前提条件」参照）。 

 

＜ガバナンス＞ 

 

原則 5－ガバナンス（統治） 

預金保険者は、業務を遂行していく上で独立性、透明性、説明責任を有し、不当な政治及

び業界からの影響から隔離されるべきである。 

 

必須基準 

1.  預金保険者が、外部からの不当な影響を受けることなく、与えられた権限や手段を

行使することができる。実際に、預金保険者の業務上の独立性及び任務遂行のため

に必要なリソースを取得・配置する権能に対して、政府又は業界が介入しているこ

とを示す相当程度の証拠がない。 

2. 預金保険者が、自律性や独立性を損なうことなく任務を果たせる形で、運営資金が

提供されている。例としては、以下の通り。 

(ｱ) 有能な職員を惹きつけ、雇用し続けられるような給与水準 

(ｲ) 特別な状況に対処するために、適切な守秘義務の制約を条件として、外部の専

門家を雇用する能力 

(ｳ) 職員に適切な訓練の機会を与える予算やプログラム 

(ｴ) 任務を果たすために必要な手段を職員に提供するのに十分な、コンピュータや

その他の関連設備のための予算 

(ｵ) 現地での適切な業務を可能とする旅費予算 

3.  定款、預金保険者の内部規程又は他の関連法令や政策が、以下を規定している。 

(ｱ) 運営組織及び経営陣には能力のある、適切な人材が登用され、必要な知識、経

験を有している。 

(ｲ) 運営組織の成員（職権上任命された者（ex-officio appointees）を除く）及び預

金保険者の長の任期に制限が付されている。 

(ｳ) 運営組織の成員が任期中に罷免され得るのは、法律又は倫理規程に特定又は規
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定された理由によってのみであり、原因なくしては罷免されない。 

4.  運営組織の成員（役員、管理職など）及び預金保険者の経営陣は、預金保険者の目

的及び権能に関して、制度の責務遂行のための透明性の高い枠組みを通じて、官又

は民の、より高次の機関に対し説明責任を負っている。 

5. 預金保険者は、透明性が高く、しかるべきやり方で業務を執行している。また、活

動、ガバナンスの実践、組織及び財務状況について、適切な情報を定期的に開示・

公表している。 

6.  預金保険者は、運営組織の成員及び経営陣の、また、彼らの間での利益相反の可能

性を 小とするような構造をしており、運営組織の成員及び経営陣は、適切な行動・

倫理基準に従っている。 

7. 預金保険者は、利害関係者の意見を考慮している。 

8.  預金保険者の運営組織から職員に決定権限が授権されている場合、運営組織が、授

権された業務の遂行を監督する適切な手続きがある。 

9.  預金保険者は、定期的な外部監査を受けており、その報告書は、預金保険者が説明

責任を有する当局に提供されている。 

10.  預金保険者は、運営組織に承認された戦略計画を有している8。 

11.  定期的に役員会が開催されている（四半期ごと、又は必要に応じてそれ以上の頻度）。 

 

付加基準 

1.  預金保険者は、コーポレート・ガバナンスにおける、以下のような 良慣行に従っ

ている。 

(ｱ) 運営組織が目的をどの程度達成しているかについて定期的に評価が行われてい

る。預金保険者の実効性の評価を容易にするための制度や取組みが整っている。 

(ｲ) 運営組織は、役員会に留保されている特定の権限や経営陣に授権されている権

限を明確に規定した憲章を有している。 

 

＜他の金融制度セーフティネット構成機関との関係、クロスボーダー問題＞ 

 

原則 6－他の金融制度セーフティネット構成機関との関係 

預金保険者と他のセーフティネット構成機関との間には、特定の銀行に関連してだけでな

く日常的にも、緊密な調整と情報共有の枠組みが整っているべきである。そのような情報

は、（必要な場合には機密性を条件として）正確かつ適時なものでなければならない。情報

共有及び協力の取り決めは、正式なものとされるべきである。 

 

                                                  
8 「戦略計画」という用語は、組織の目標及び、いかにしてそれらを実現するかを記載した文書を指す。 
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必須基準 

1. 預金保険者と他のセーフティネット構成機関との間には、特定の銀行に関連してだ

けでなく、日常的にも、適時の情報共有と協調行動の枠組みが、法律、規則、覚書、

法的な合意又はこれらの組合せによって、明示的かつ正式なものとなっている。 

2.  セーフティネット構成機関による企画及び運営が、個別及び共同の両方の場合にお

いて、過去や現在の状況に対応するだけでなく、将来起こりうる状況も考慮してい

る。 

3. 全ての預金保険者は、預金者からの払い戻し請求に迅速に応えるために、個々の預

金者が保有する付保預金金額等を含む情報を適時に入手できる。  

4.  情報の守秘義務に関する規則が、すべてのセーフティネット構成機関及びセーフテ

ィネット構成機関間の情報共有に適用される。 

5.  セーフティネット構成機関は、財務が悪化しているか、又は悪化していると予想さ

れる銀行に関する情報を預金保険者に対して前もって提供している。守秘義務の観

点からこれが難しい場合、又は他のセーフティネット構成機関から提供し得る情報

がない場合、預金保険者が当該銀行から直接情報を収集する権限を有している。 

 

付加基準 

1.  「損失又はリスク 小化」といったより広い権能のある預金保険者は、銀行業界の

みならず、個別銀行の財務状況を把握するための適時かつ正確な情報へのアクセス

を有している。銀行の資産価値は、資産を清算するのに必要な時間によってある程

度決まってくるため、このような預金保険者は、銀行の資産価値及び清算プロセス

にかかる予想期間に関する情報へのアクセスも必要である。 

 

原則 7－クロスボーダー問題 

情報の守秘が確保されるという前提において、すべての関連情報は、異なる管轄下にある

預金保険者間で交換されるべきであり、適当な場合には、預金保険者と他のセーフティネ

ット構成機関との間でも交換されるべきであろう。複数の預金保険者が預金払い戻しの責

任を有する状況下では、いずれの預金保険者が預金払い戻しのプロセスにおいて責任を有

するのかを決定することが重要である。母国の制度において既に存在する預金保険は、保

険料の徴収や賦課金の決定にあたって考慮されるべきである。 

 

必須基準 

1. 国境を越えて銀行業務が展開しているため、外国支店の預金が、他国の預金保険者

又はいくつかの国の預金保険者共同で付保される状況下では、適切な二国間及び多

国間のクロスボーダー合意が締結されている。例えば、本国の制度が自国銀行の外

国支店に付保している場合、受入国の銀行及び/又は受入国の制度が、外国銀行の支
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店に対して補助的な付保を提供している。 

(ｱ) 合意が、母国側、受入国側の適切な預金保険者及び、適切な場合には、他の適

切な金融セーフティネット構成機関を関与させるものであること。これには、

ひとつの預金保険者が単体で付保の責任を負う状況も含まれる。 

(ｲ) 合意が、母国側/受入国の預金保険者及び、場合によっては他のセーフティネッ

ト構成機関の間において継続的かつ密接に協調及び情報共有すること、また必

要なときには特定の銀行に関連した情報共有すること、について定めている。 

(ｳ) 合意が、払い戻し、保険料の評価、費用の分担、預金保険の国民周知など国境

を越えた銀行業務によって発生する諸問題について、ひとつ又は複数のどの預

金保険者が責任を負うかについて定めている。 

2. 国境を越えた銀行業務が行われることで影響を受ける国の預金者が、払い戻しと付

保金額、付保範囲に対して法的に責任のある預金保険制度の存在及び、どの制度か

について明確で判りやすい情報を提供されている。預金保険制度の資金源、払い戻

し請求の標準的な手続き、払い戻し方法の選択肢に関する情報についても、影響を

受ける預金者のために用意されている（預金保険者のウェブサイト、印刷物又は同

様の手段など）。 

 

追加基準 

1. 預金保険者が、他国の預金者を保護することが必要になる現実の危険を認識した場

合、緊急時対応計画に従い、国境を越えた仕組みや合意を作ることができる。例え

ば、付保預金の払い戻しを行うことを当該国の預金保険者と合意していることなど

である。 

 

＜加入、付保範囲＞ 

 

原則 8－強制加入 

預金保険制度の加入は、逆選別を避けるため、保護が も必要とされる者（例：個人、中

小企業）からの預金を受け入れるすべての金融機関に強制されるべきである。 

 

必須基準 

1. 預金保険制度への加入は、保護を も必要とする者（小売店、個人預金者、小規模

事業者など）から預金を受け入れるすべての金融機関について、強制加入となって

いる。 

2. 政策立案者が、対象となる銀行の加入について銀行免許認可の過程の一部なのか、

又は預金保険者に対する申請によるのかを決定する。 

3. 制度加入にあたっての条件、プロセス及び期間を詳細に述べた加入基準が、明確に
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されており、透明性が保たれている。 

4. 預金保険者が加入の可否を決められない（つまり加入を拒否できない）場合、預金

保険者が「新たに免許を受ける銀行」について前もって相談を受けるか、又は情報

を提供される時期が、法律又は行政手続きに明確に規定されている。 

5. 預金保険制度への加入が預金保険者によって打ち切られる場合、関係当局が協調し

て銀行免許を失効させるという取り決めがある。必要であれば、新規に受け入れら

れた預金は預金保護を受けないことを預金者に周知するために適切な通知が出され

る（預金保険者のウェブサイト上など）。 

6. 預金を受け入れるすべての金融機関は、預金保険制度に加入した場合、厳しいプル

デンシャル規制及び監督の対象となり、財務的に存続可能である9。 

 

原則 9－付保範囲 

政策立案者は、法律、プルデンシャル規制、規則により、付保預金を明確に定義するべき

である。付保水準は、制限的だが、信頼性があり、迅速に決定され得るべきである。付保

水準は、預金保険制度の公共政策の目的に合致させるために大多数の預金者を適切に保護

し、他の預金保険制度の諸要素と内部的に一貫させるべきである。 

 

必須基準 

1. 付保預金が、明確かつ公に定義されている。これは、付保水準及び付保範囲によっ

て構成される。特定の預金者が預金保護の対象外である場合、基準が明確に定義さ

れている。 

2. 「付保預金」の定義が、預金者を保護し、国民の信頼と金融安定を促進する（少額

取引口座の保護など）という公共政策の目的を反映している。 

3. 付保水準は、定額だが信頼できるものである（例えば、付保水準が、信頼維持には

十分であるが、市場規律が維持される程度に限定されている）。付保水準は、預金保

険者の公共政策の目的と整合的である。 

4. 預金者が自身の個々の預金の付保金額を判断するために、十分な情報が容易に入手

可能である。 

5. 付保限度額は、預金保険制度内のすべての銀行に等しく適用されている。 

6. 預金保険制度には、銀行破綻の際に預金者が付保限度額内で損失の一部を負担する

「共同保険」が組み込まれていない10。 

7. 預金保険の付保範囲は、預金保険制度の公共政策の目的に合致していることを確実

                                                  
9 81－82、85－86、88－89 ページの「前提条件」の説明参照。 

10 共同保険を使うことは、預金者に銀行のリスク監視を促すものの、数多くの重大な問題を引き起こす。

実効的な市場規律を実現する上では、預金者は必要な金融情報にアクセスし、小売店/個人の預金者のほと

んどがリスクを評価できると想定されている。そして、預金者がそのような判断をできる立場にあったと

しても、共同保険は、預金者にわずかな損失も避けるために銀行取り付けに走る強い動機を与える。 
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にするために定期的に見直されている。 

 

追加基準 

1. 預金保険制度で相殺が利用される場合は、一般的な法的枠組みと整合性がとれてい

る。 

2. 預金保険制度に加入している別々の銀行が合併した場合、合併した銀行の預金者は、

公になっている一定期間、それぞれの銀行の付保（付保限度の 高額まで）を別々

に受ける。合併する銀行は、影響を受ける預金者に対して、別々の付保が終了する

日付などを通知する責任を負うことが求められている。 

 

原則 10－全額保護から定額保護の預金保険制度への移行 

全額保護から定額保護の預金保険制度への移行を決定する場合や既存の全額保護を変更す

る場合は、当該国の情勢が許す限り、できるだけ迅速に行うべきである11。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。政策立案者

は、移行期間中、特に国民の態度及び期待について注意を払うべきである。 

 

必須基準 

1. 銀行システムに影響を与える経済環境の状況分析は、全額保護から定額保護への移

行を開始する前に行われる。 

2. 状況分析では、銀行の資本状況の評価、流動性、信用度、リスク管理方針と実践、

何か問題がある場合にはその問題の程度など、銀行システムの構造や健全性につい

て評価する。また、銀行の数、業態、特徴についても評価を行う。 

3. 状況分析では、プルデンシャル規制及び監督の強さ、法的枠組みの実効性、会計及

び開示制度の健全性について評価する。 

4. 定額保護への移行速度は、銀行業界の状況、プルデンシャル規制及び監督、法的枠

組み、会計及び開示制度と整合的である。 

5. 政策立案者は、定額保護制度への移行にかかる時間と制度内におけるモラル・ハザ

ードとの間の得失を認識し、それに応じて移行を計画している。 

6. 政策立案者は、付保水準引下げに対する国民の反応を認識し、予期している。政策

立案者は、移行に対する国民の否定的な反応を緩和するための有効なコミュニケー

ション戦略を策定している。 

7. 資本移動及び/又は地域統合の度合いが高い場合、付保水準の引下げ（及び/又は付保

範囲の縮小）を決定するに際して、他国の保護水準と関連政策の影響を考慮してい

                                                  
11 「全額保護」とは、預金保険の定額保護その他の取り決めによる保護に加えて、特定の預金及びおそら

くは他の金融商品も保護するという当局の宣言である。全額保護を導入する場合には、さまざまな要素を

考慮する必要がある。例えば、保護範囲の決定（金融機関の業態、金融商品、保護される満期期間など）、

保護される銀行が、受ける保護に対して何らかの形で費用を負担する必要があるかどうか、などである。 
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る。 

8. 新たな定額預金保険制度は、移行中及び移行後に十分な資金へのアクセスを有して

いる。政策立案者は、定額保護の預金保険制度に資金を供給する銀行システムの能

力を考慮している。銀行システムが全額保護の費用のための資金を供給できない場

合、政府の資金供給が必要になることがある。 

  

＜財源・資金調達＞ 

 

原則 11－財源・資金調達 

預金保険制度は、預金者の請求への迅速な払い戻しを確保するために必要な、利用できる

すべての資金調達メカニズム（要すれば流動性目的のための資金調達を補完する手段を含

む）を有するべきである。付保銀行及びその顧客は実効的な預金保険制度の存在によって

直接的に便益を受けるため、預金保険の費用負担の主要な責任は付保銀行が負うべきであ

る。 

 

リスク調整可変料率制度を採用する預金保険制度（事前賦課方式、事後賦課方式、ハイブ

リッド方式に関わりなく）においては、リスク調整可変料率制度に用いられている基準に

ついて、すべての参加者に対して透明性を確保するべきである。同様に、リスク調整可変

料率制度を適切に管理していく上で、すべての必要なリソースが用意されるべきである。 

 

必須基準 

1. 預金保険制度の資金調達方法は、事前、事後又は（ハイブリッドな）両者の組み合

わせ方式に基づいており、法律又は規則に明確に定義され、確立されている。 

2. 預金保険制度の資金調達方法は、預金者からの請求に対する迅速な払い戻しを確実

にしており、流動性の観点から事前に取り決めた確実な予備的資金調達手段を含ん

でいる。そのような資金源としては、中央銀行との資金調達取極、財務省の与信枠、

他の形の公的資金、市場調達などがある。預金保険者が市場調達を行う場合、それ

が予備的資金調達の唯一の手段であってはならない。預金保険者は、単一の民間の

資金源からの信用枠に過度に依存してはならない。 

3. 預金保険制度の資金確保の責任は一義的に加盟銀行が負っており、預金保険者は法

的に強制できる。 

4. 事前賦課方式の預金保険基金を設立する場合、公共政策の目的に合致するように、

明確かつ整合的で十分に検討された基準に基づいて、基金の規模（基金準備率など）

が定義されている。事後賦課方式の場合、主たる資金源は確実かつ、容易に利用で

きるものである。 

5. 預金保険基金には、健全な投資方針と手続、内部統制と開示・報告制度が定められ
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ている。これらは預金保険者の運営機関によって承認されており、また独立した第

三者によって定期的に見直しを受けている。投資方針では、基金の資本と流動性の

保全を確保する必要性が強調されている。 

6. リスク調整可変料率制度を適用している預金保険者については、以下の通り。 

(ｱ) 保険料計算システムは全ての参加者にとって透明性の高いものである。 

(ｲ) この制度による個別加盟銀行の格付けと順位についての機密が保持されている。 

(ｳ) 政策立案者は、預金保険者がこの制度の運営の責務を遂行する上で必要な権限、

リソース及び情報を有していることを担保している。 

7. 預金保険者の基金が、預金者保護及び/又は銀行破綻処理の目的のためにセーフティ

ネットを構成する他の機関によって利用される場合、該当する場合が明確かつ公的

に明らかにされ、加盟銀行に周知されている。預金保険者は、以下を行うための十

分な情報を有している。 

(ｱ) 基金の利用を理解する 

(ｲ) 破綻銀行の財産から払い戻しを求める、又は銀行からの回収に参加する 

(ｳ) 破綻処理又は預金者への払い戻しの金額を、介入又は破綻処理が行われなけれ

ば預金保険者が被るはずであった費用に限定する。 

 

＜国民への周知＞ 

 

原則 12－国民への周知 

預金保険制度を実効的なものとするため、国民が預金保険制度によって受けられる利益と

限度について、継続的に周知されることが不可欠である。 

 

必須基準 

1. 預金保険者は、預金保険制度及び制度がどのように適用されるかについて、その便

益と限界を含め、国民へ継続的に周知を図る責任を負っている。 

2. 国民周知プログラムの目的は、明確に定義され、公共政策の目的及び預金保険制度

の権能と整合性がとれている。 

3. 国民周知のプログラムや活動は、以下のような情報を伝えている。 

(ｱ) どの金融商品が、預金保険によって付保され、どれが付保されないのか（例え

ば、制度が外貨預金を付保しているかどうか） 

(ｲ) どの金融機関の預金が付保されるのか、そしてどのようにしてそのような金融

機関を特定できるのか  

(ｳ) 預金保険の付保限度額と限度を超えている部分の預金に対して被る損失の可能

性 

(ｴ) 払い戻しプロセス－銀行が破綻した場合、預金者はどのようにして、いつ、ど
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こで請求をし、払い戻しを受けることができるのか。 

4. 将来起こりうる状況に対処する、国民周知やコミュニケーションのための実効的な

緊急時対応計画プロセスが用意されており、そのプロセスには、必要な場合、他の

セーフティネット構成機関が協力や協調することが含まれている。 

5. 預金保険者は、継続的に、提供する情報の整合性を確保し、国民周知を 大化する

ため、加盟銀行及び他のセーフティネット構成機関と緊密に協調している。 

6. 預金保険者は、その国民周知プログラム又は活動の実効性について、定期的に評価

を受けているか、又は自己評価を行っている。 

 

追加基準 

1. 国民周知プログラムは、明確に定義された対象者が必要としていることに合わせて

作られ、様々なコミュニケーション手段を利用している。対象者にどの程度訴え、

かつ周知することを目標とするかが、国民周知プログラムの予算を決定する際の主

要な要素である。 

 

＜主要な法的問題＞ 

 

原則 13－法的保護 

預金保険者及びその職員は、その任務を遂行する上で、「善意」により行った決定及び行為

に対する訴訟から保護されるべきである。しかし、職員は、説明責任を確保するため、適

切な利益相反規定及び行動規範に従うことが求められる。法的保護は、法律及び行政手続

きにおいて定義され、適切な条件の下で、免責対象者の法的費用を負担するべきである。 

 

必須基準 

1. 預金保険者及びそこで働く職員は、任務を遂行する上で、「善意」により行った決定

及び行為に対する訴訟から保護されている。 

2. 職員は、説明責任を担保するため、適切な利益相反規定や行動規範に従うことが求

められている。 

3. 法的保護については、法律及び行政手続きにおいて定義され、適切な条件の下で、

免責対象者の法的費用を負担する。 

 

付加基準 

1. 法的保護は、預金者もしくは他の個々の原告又は加盟銀行等が、公的又は行政評価

（民事裁判など）手続において、預金保険者の行為や不作為について正当な申し立

てをすることを妨げるものではない。 
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原則 14－銀行破綻の責任者への対処 

預金保険者又は他の関係当局は、銀行破綻の責任者に対して、法的補償を求める権限を付

与されるべきである。 

 

必須基準 

1.  銀行破綻に責任のある、又は破綻に関与した関係者（破綻銀行の行員、役員、管理

職、監査人、資産鑑定人及び関係者）の行為は、預金保険者又は他の関係政府当局

による調査・追及の対象となっている。そのような当事者による行為に対する捜査

は、以下のうちのいずれか又は複数の適切な機関によって行われている―預金保険

者、監督当局又は規制当局、刑事又は捜査当局、専門的又は懲戒機関。 

2. 銀行破綻についての責任が認定された関係者は、処罰及び/又は賠償の責を負う。処

罰又は賠償には、個人的又は職業上の懲戒措置（過料もしくは懲戒罰など）、刑事告

発及び民事賠償請求などがある。 

 

破綻処理 

 

預金保険者は、コア・プリンシプル 15 及び 16 に規定されている役割の多く又は大部分を

果たすこともあるが、多くの場合はそうではない。しかしながら、ひとつ又は複数の金融

セーフティネット構成機関が、これらの役割を果たすことが重要である。 

 

原則 15－早期発見、適時の介入、破綻処理 

預金保険者は、問題行の早期発見、適時の介入、破綻処理のための金融制度セーフティネ

ットの枠組みの一部であるべきである。ある銀行が深刻な資金困難な状況にある、もしく

はそうなることが予想される時期に関する決定及び認識は、業務上の独立性及び権限を有

するセーフティネット構成機関によって、早期に、適切に定義された基準に基づき行われ

るべきである。 

 

必須基準 

1. 預金保険者は、問題行の早期発見、適時介入及び破綻処理を担う金融制度セーフテ

ィネットの枠組み（破綻処理の枠組み）の一部である。 

2. 破綻処理の枠組みは、法律又は法令により設立され、問題行の早期発見、適時介入

及び破綻処理に有効である。破綻処理の枠組みは、問題行に対する是正措置、介入、

及び破綻処理に関しての早期かつ適時になされた決定の取り消しを目的とする法的

行為に影響を受けない。 

3.  セーフティネット構成機関は、業務執行上の独立性と破綻処理の枠組みにおけるそ

れぞれの役割を果たすための権限を有している。また、責任ある関係組織により遅
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滞なく、（問題行の秩序立った破綻処理を可能にする）適切な措置が取られることを

確実にする、明確に定義された早期介入のメカニズムが存在している（破綻処理の

ための手段を含む）。 

4.  破綻処理の枠組みの中に、深刻な財務危機にあるか、又は深刻な財務危機に陥ると

予測される銀行を特定し、破綻処理が必要になる可能性を減らすために何らかの早

期介入又は是正措置を開始するための基準が含まれている。 これにより、預金保険

基金の損失を 小限に抑えられるはずである。 

(ｱ)  基準は、法律又は規則に明確に定義されており、かつ銀行及び銀行の利害関係

者によく理解されている。 

(ｲ)  基準は、各国固有であり、とりわけ銀行の資本、流動性及び資産の質への懸念

を反映したものとなる。 

 

追加基準  

1. 問題行の早期発見、適時介入及び破綻処理についての決定を評価するメカニズムが

存在している。 

 

原則 16－実効的な破綻処理プロセス 

実効的な破綻処理プロセスは、預金保険者の義務（預金者への迅速、正確、公平な払い戻

しを含む）を遂行する能力を促進すること、破綻処理費用及び市場の混乱を 小限なもの

とすること、資産回収を 大化すること、過失や不正行為がある場合には法的措置によっ

て規律を強化すること、が満たされるべきである。また、預金保険者又は他の関係金融制

度セーフティネット構成機関は、適切な機関による破綻銀行の資産の取得や負債の継承を

促進することにより、銀行の重要な機能（例：預金者の継続的な資金アクセスの提供、手

形交換・決済業務の維持）の保全に寄与するため、柔軟性あるメカニズムを確立する権限

を有するべきである。 

 

必須基準 

1.  国内の全体的な法的枠組みは、破綻処理の枠組みが実効的かつ適時に機能すること

を担保しており、秩序立った銀行の清算、付保預金の支払い又は譲渡、破綻処理の

役割を果たすための管財人の介入が可能である。 

2.  預金保険者又は他のセーフティネット構成機関の権能により、どのような規模の銀

行についても実効的な破綻処理を行うことができる。 

3. 銀行破綻処理及び預金者保護の手続は、預金者への払い戻しに限定されない。預金

保険者又は他のセーフティネット構成機関は、銀行の重要な機能の保全を支援し、

口座又は資産・事業の譲渡を実現し、銀行サービスの継続性を維持するように設計

された実効的な破綻処理の手段を有している。 
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4. 単一の関係当局が破綻処理の全プロセスを所管しない場合、各セーフティネット構

成機関の権能、役割及び職責は明確に定義され、公式に規定されている。 

5.  ひとつまたは複数の破綻処理手続によって、銀行の清算における預金者への払い戻

しより低い費用で、柔軟な破綻処理を行うことができる。 

6.  付保預金をより健全な銀行に譲渡するための明確で十分に持続性のある方法が、預

金保険者又は他のセーフティネット構成機関のために準備されている。 

7.  破綻処理手続において、銀行の株主が 初に損失を被ることが明確になっている。 

 

原則 17－預金者への払い戻し 

預金保険制度は、預金者に付保預金への迅速なアクセスを提供するべきである。従って、

預金保険者は、十分に事前に払い戻しに必要な条件について通知され、事前に預金者情報

へのアクセスが提供されるべきである。預金者は、付保限度額までの保険金支払いの法的

権利を有するべきであり、預金保険者が払い戻しを開始する時期及び条件、払い戻しのス

ケジュール、前払いや仮払いの有無、適用される払い戻しの限度額について、知らされる

べきである。 

 

必須基準 

1. 預金保険制度が法律、契約、又は関係当局によって発動された後、預金保険者は迅

速に預金者に対して払い戻しができる12。 

2.  払い戻しプロセスを完了する期限が、早期かつ明確に定められており、預金者保護

並びに預金保険制度に対する国民の信頼及び金融の安定を促進するという公共政策

の目的に合致している。その期限は公になっている。 

(ｱ) 破綻後、預金者は、預金保険者がいつ、どのような条件で払い戻しプロセスを

開始し、そのプロセスがいつ終了するのかという情報を提供されている。 

(ｲ)  付保限度額、付保範囲及び前払いや仮払いがあるかどうかについての情報が提

供されている。 

(ｳ) 付利される口座がある場合、預金保険者は、契約、法律、規則等によって決め

られた利息について、少なくとも預金保険の義務が発生した日付までの分を預

金者に払い戻す必要がある。 

3.  預金者への迅速な払い戻しのため、預金保険者には、以下が必要である。 

(ｱ)  監督当局が破綻の可能性を認識した後直ちに、預金者への払い戻し準備のため

に預金口座記録などの必要なデータにアクセスできる 

(ｲ)  預金保険者は、自ら（又は監督当局からの要請により）銀行の預金者記録の方

法について、事前に検証する権限を有している。それにより、記録の信頼性を

                                                  
12 迅速な払い戻しとは、金融の安定及び適切な決裁システム機能を損なわない期間内に預金者が払い戻し

をされることと定義される。 
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確保し、計算や預金者からの請求内容の確認に要する時間を短縮することがで

きる 

(ｳ)  預金者へ払い戻すにあたり、支払い方法の選択肢を有している 

(ｴ) 設定されている期限内に義務を遂行するために、十分かつ確実な資金源（準備

金、財務省、中央銀行など）へアクセスできる。 

4. 預金保険者には、払い戻しプロセスを適時に実施するために必要な以下のものが備

わっている。 

(ｱ)  十分な情報技術 

(ｲ)  十分な人員（組織内又は外部契約） 

5.  払い戻しに長期の遅れが生じる状況においては、預金保険者は、前払い、仮払い又

は緊急の一部支払いができる。 

 

付加基準 

1.  預金保険者は、定期的にシステム・テストを行っている他、緊急時対応計画を有し

ている。 

2.  払い戻しのプロセスは、独立した監査人又は当局によって監査されている。 

 

原則 18－資産の回収 

預金保険者は、破綻銀行の資産から生じる回収額を共有するべきである。（預金保険者又は

この役割を担う他の者による）破綻銀行資産の管理と回収プロセスは、商業的考慮及び経

済的利益に基づいて遂行されるべきである。 

 

必須基準 

1.  預金保険者が回収プロセスに関与する場合には、その役割が法律又は規則に明確に

定義され、預金保険者は、破綻銀行からの回収額を商業ベース又は採算ベースで、

可能な限り 大化している。 

2.  預金保険者は、加盟銀行の破綻から生ずる回収の収益を共有している。預金保険者

は、破綻銀行によって被った損失及び費用の返済について、破綻銀行の債権者とし

て明確に認識され、破綻銀行の財産からの回収を直接受け取る。 

3.  預金保険者は、破綻銀行の財産処理において、少なくとも預金者と同じか、又は同

等の債権者としての権利・地位を有する。また、財産の回収請求を行い、財産処理

にあたって適切な影響力を行使するために、情報にアクセスできる。 

4.  預金保険者が、債権者の地位に加えて、破綻銀行全体又は一部の資産の管財人

(receiver)・清算人(liquidator)・コンサベイター(conservator)でもある場合には、

以下のようになっている。 

(ｱ) 預金保険者が資産管理及び回収で担う役割が、法律又は規則に明確に定義され
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ている。 

(ｲ) 資産管理及び回収手法は、資産の質、市場の状況、専門家の意見や法的要件と

いった要因に基づいている13。 

5.  資産管理や回収手法を決定する場合、全債権者の利益が適切に考慮されており、ま

た、資産処分に関する決定は、正味現在価値（net present value）のような概念を

用いて、資産価値 大化の確保と早期処分という、相反する目的のバランスを取る

ようになされている。 

 

付加基準 

1.  預金保険者は通常、付保預金者の権利を代位することから、債権者委員会に出席す

る権利又は権限を有し、破綻銀行の清算過程を注視している。 

  

  

  

                                                  
13 状況によっては、たとえ費用が回収額を上回っても、預金保険者は、不正行為や違法行為に責任がある

当事者を追及することがある。 
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付属書 1 

 
実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則への準拠状況評価 

 

本付属書は、「バーゼル・コア・プリンシプル・メソドロジー（銀行監督）」で使用されて

いる書式に倣い、評価報告書の構成及び手法についての説明と書式を示す14。 

 

評価報告書には、以下を盛り込む必要がある。 

 評価対象機関に関する情報や評価が実施されている背景など、実施された評価に関す

る基礎的な情報を提供する一般セクション 

 評価に使用された情報及び手法に関するセクション 

 制度、マクロ経済状況及び市場構造の概要 

 実効的な預金保険制度の前提条件の検討 

 原則ごとの詳細な評価、すなわち、特定の原則に関連する制度の説明、評点又は評価、

そして「コメント」部分（表 1） 

 評価結果を要約した準拠状況一覧表（表 2） 

 預金保険制度及び実務を改善するための措置及び施策についての原則ごとの提言を記

載した行動計画勧告（表 3） 

 

  

                                                  
14 当該書式は、金融部門評価プログラム（FSAP）又はオフショア金融センタープログラム（OFC）の任

務に関係して評価者が使用することを IMF 及び世銀から推薦された。本書式はまた、比較可能性及び整合

性を維持するため、単独評価又は各国による自己評価向けとしても推薦された。「バーゼル・コア・プリ

ンシプル・メソドロジー（銀行監督）付属書」参照。 
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評価及び概要一覧表 

表 1 

実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則評価概要一覧表 

 

原則 1－（原則 1 を原文通り記載） 

説明  

評価 C, LC, MNC, NC, NA15 

コメント  

原則 2－（原則 2 を原文通り記載） 

説明  

評価 C, LC,MNC, NC, NA 

コメント  

18 原則すべてにつ

いて同様 
 

 

  

                                                  
15 準拠(Compliant: C)、概ね準拠(Largely compliant: LC)、実質非準拠(Materially non-compliant: 
MNC)、非準拠(Non-compliant: NC)、非適用(Not applicable: NA) 
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表 2 

BCBS-IADI による実効的な預金保険制度のための 

コアとなる諸原則への準拠状況概要詳細評価 

コア・プリンシプル 評点 コメント 

原則 1 参照  C, LC, 

MNC, 

NC, NA 

 

すべての原則について同様 C, LC, 

MNC, 

NC, NA 

 

 

 

表 3 

BCBS-IADI による実効的な預金保険制度のための 

コアとなる諸原則への準拠状況改善のための行動計画勧告 

参照原則 行動勧告 

原則ア 問題点の指摘 

提案措置 

原則イ 問題点の指摘 

提案措置 

等 等 
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付属書 3 

 
実効的な預金保険制度の前提条件の検討のための推奨評価プロセス 

 

本節は、「バーゼル/IADI コア・プリンシプル」文書で説明された通り、実効的な預金保険

の前提条件の概要を述べるものである。このような前提条件には、以下が含まれる。 

 

 経済及び銀行システムについての継続的な評価 

 金融制度セーフティネットを構成する機関の健全なガバナンス 

 強力なプルデンシャル規制及び監督 

 十分に整備された法的枠組み、会計、情報開示の体制 

 

評価者は、前提条件が十分かどうかに細心の注意を払う必要がある。本節においては、前

提条件に関して、簡潔かつ適切に行われる事実関係の検討が必要とされている。それは、

前提条件の実施が不十分であると、預金保険者の権能を果たす能力に直接的な影響を与え

うることが、経験から明らかだからである。評価報告書の読者が、どれだけ前提条件が満

たされているかを踏まえて、個々の原則の評点を正しく読み取れることが重要である。前

提条件の検討は、上記の見出しに厳密に従って行われ、読者に、コア・プリンシプルの評

価についての見解が明確に伝わる必要がある。個別の原則への準拠状況評価においては、

各国固有の事情や預金保険制度の権能及び構造を考慮した上で、弱いとみなされた前提条

件に主として影響を受けそうな原則を指摘することも可能である。しかしながら、基準の

評価者は、前提条件そのものの評価をするべきではない。評価は通常、前提条件の類型ご

とにせいぜい 1～2 段落で取りまとめる必要がある。 

 

経済及び銀行システムの継続的な評価 

 

特に経済及び銀行システムの継続的な評価がなされている場合には、前提条件の評価は、

政策立案者が自国のマクロ経済状況（現在の金融・財政政策、銀行システムの健全性など）

の分析を実施する頻度などについて記述すべきであるが、これらの領域における政策の妥

当性について意見を表明すべきではなく、既存の IMF 及び世銀の文書、例えば IMF 第 4

条協議、FSAs (Financial Sector Assessments/金融セクター評価)、FSSAs (Financial 

System Stability Assessments/金融制度安定性評価)、世銀及び IMF の他のプログラムに関

連した報告書などにある分析及び勧告への言及に止めるべきである。 

 

前提条件の他の構成要素についても、評価者は、可能な限り IMF 及び世銀の公式文書に依

拠し、説明及び考えられる勧告が、それらの問題についての IMF 及び世銀の見解との整合
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性を確保するよう努力する必要がある。 

 

評価者は 適切な場合には、これらの要因と預金保険制度の目的達成能力との関連を分析

に盛り込むよう努める必要がある。 

 

金融制度セーフティネットを構成する機関の健全なガバナンス 

 

金融セーフティネットを構成する機関の健全なガバナンスに関する検討は、預金保険制度

に関連する要素に重点を置く必要があり、適切な場合には、他のセーフティネット構成機

関については、ミッションに参加した（預金保険者以外からの）専門家及び IMF/世銀の各

国担当チームが作成した評価に委ねるべきである。前提条件評価の当該部分は、①調整、

②適時の情報共有と協力を確保するための正式な取り決め（覚書等）、③権能と制度や公共

政策の目的との調和、④金融セーフティネット構成機関の信頼性や透明性に関する方針の

一貫性、についての分析と合わせて行われる必要がある。 

 

プルデンシャル規制及び監督の検討 

 

プルデンシャル規制及び銀行監督の強度又は頑健性の全体評価（基本的には IMF/世銀ミッ

ションやピアグループの活動によって作成された評価報告書に委ねる）は、預金保険の実

効性に直接影響し得る問題に重点を置く必要がある。全体評価は、中央銀行、監督当局、

預金保険者など関与する主要な機関の機能分析という要素も取り上げる必要がある。担当

責任機関の明らかな不在についてのみならず、機能の重複についても指摘する必要がある。

これに続いて、経営難に陥っている/破綻した金融機関の状況へ対処するために、明確に定

義され、文書化されたプロセスが存在するかどうかについて検討が行われる。 

 

法的枠組み及び会計並びに情報開示体制の評価 

 

「国際基準の遵守状況に関する報告書」(ROSCs)、FSSAs、FSAs、IMF/世銀その他の国際

機関による報告書に基づいて、評価者は、適切な法的枠組みが存在するかについて意見を

形成する。その際に焦点があてられる論点は、コーポレート・ガバナンスの規程、株主の

権利保護、市場や消費者情報の利用可能性、消費者保護法、プライバシー及び情報開示法、

銀行の役員や管理職に対する訴訟を可能にする職務上の責任を問う法律、規制当局及び監

督当局の職員を保護する補償法、合併・買収・持分取得に関する法的枠組み、外国企業の

市場参入に関する法律、破産法、契約法、一般財産権、公正な紛争解決メカニズム、金融

機関における政府の所有と影響力についての開示、等である。 
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上記の情報源に依拠しつつ、現行の会計及び情報開示体制に関する評価の対象としては、

信頼できる、十分訓練された会計及び監査専門家の存在、金融セクターの規制、効率的な

支払い・清算及び決済制度、財務報告書の透明性と情報公開、一般に認められている会計

及び監査基準の順守、がある。 
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付属書 4 

 
危機対応準備とシステミックな危機における預金保険制度の役割 

 

本節では、通常は、預金保険制度の権限外である活動について述べる。また、システミッ

クな危機における預金保険制度と他のセーフティネット構成機関との望ましい協調につい

ても触れる。 

 

預金保険制度の目的は比較的単純なものであり、預金者保護及び金融の安定性への貢献で

ある。平時に、十分に資金を確保された預金保険制度は、ある程度の件数の小規模な銀行

破綻に際し、多数の付保預金者へ迅速に払い戻しできるはずであり、それによって銀行シ

ステムのその他の部分への信頼性を維持するのに役立つ。 

 

しかしながら、預金保険制度は、システミックな危機においては多くの限界がある。ほと

んどの預金保険制度は、システミックな危機に対処する権能及び権限を欠いている16。事実

上すべての保険と同様に、預金保険制度は、制度上、付保対象の中でほんの２、３の破綻

しか負担できない。システミックな危機においては、銀行部門の大部分又は部門全体が破

綻の危機にあっても、預金保険制度は、自力で問題に対処する資金を持っていない。他の

セーフティネット構成機関が危機の解決のための資金を提供しなければ、市場参加者の信

頼を強化するという預金保険制度の主要な目的が損なわれるだろう。 

 

様々な国で、主として危機対応準備のための緊急時対策計画を導入することにより、シス

テミックな危機に対処するための十分な備えを確実にする対策を講じている。これは、

FSAPs においては、 後の貸し手（lender-of-last-resort: LOLR）機能、問題行の実効的

な破綻処理のための法律並びに規制の枠組み、及び預金保険制度の役割と共に金融セーフ

ティネットの部分において評価されている。要するに、危機対応準備は、通常、財務省又

はそれと同等の省が主導し、他のセーフティネット構成員も関与するのである（他のセー

フティネット構成機関は、通常、政治的に独立しているため、財務省が主導する必要があ

る）。 

 

危機管理枠組みの採用は、肯定的に評価されるべきものであるが、時として預金保険制度

と危機管理委員会との間に潜在的な対立の分野を生じさせる。例えば、預金保険制度の基

金が、場合によっては、システミックな危機への対処に利用可能な基金の一部として含ま

                                                  
16 例えば、幅広い権限を付与されている預金保険者には銀行の破綻処理の権限があるかもしれないが、「費

用 小化」原則による制約があるかもしれない。しかしながら、迅速な対応及び/又はシステム安定の必要

性が「費用 小化」原則の実施を妨げる場合がある。 
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れていることがある。法律によってほとんどの預金保険制度基金は、銀行が破綻した時、

付保預金者への払い戻しに用途が特定されている。ただし、その基金の使途がすでに法律

で許可されていたか、又は預金者保護に密接に関係していた場合は別である（その場合の

費用は、預金保険者が他の方法で負担を求められたであろう金額を超えない）。政府が預金

保険制度の基金を、銀行の資本増強など他の用途のために使用することを決定しようとす

る場合、その使用は、政府の指示の下で行われ、預金保険制度への返済を政府が保証する

場合にのみなされるべきである。 

 

更に、セーフティネット構成機関としての預金保険者は、システミックな危機の間、危機

管理に関与できないことがある。通常、危機管理委員会が、協調広報戦略を策定する。こ

の分野では、危機管理委員会は、平時に信頼性を高めるためのメッセージを立案している

預金保険者の経験を生かすことができる。広報の事前準備は、「通常の」銀行閉鎖において

非常に重要であり(いつ、どこで預金が払い戻されるか、ローンの返済は継続する必要があ

るのか、など)、危機対応のために も前向きなメッセージを前もって準備することは更に

重要である（預金は安全か、など）。効果的な国民周知活動を通じて国民の信頼を促進する

預金保険者の経験は、危機管理委員会の協調広報プログラムに有益な貢献ができる。しか

しながら、預金保険者は、危機における広報を単独で決定すべきではない17。 

 

                                                  
17 より広い権能と付随する権限をもつ預金保険者の中には、システミックな危機において、全額保護の実

施などを通じて付加的な役割を果たしているものもある。 
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