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預金保険制度の歴史と基本的課題 

 

            高橋 正彦１） 

 

2008 年 9 月の「リーマン・ショック」の直後、未曾有の世界金融危機が進行する過程で、

多くの国・地域に、預金保険の保護上限額の引上げや全額保護などの動きが広がった。一

方、我が国では、2010 年 9 月に日本振興銀行が破綻し、定額保護による処理が初めて行わ

れた。本稿では、まず、こうした近年の顕著な出来事を契機として、世界と我が国におけ

る預金保険制度の導入と展開の歴史的経緯について、あらためて振り返る。そのうえで、

預金保険制度に内在する基本的な諸課題や将来展望に関して、主に制度設計的な観点から

検討を行う２）。 
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１．預金と預金保険制度 

 

 銀行等の預金取扱金融機関への預金は、①預金者にとっての金融資産、②貸出との連鎖

による金融仲介（資金の運用・調達）と信用創造（預金通貨の創造）、③為替取引による決

済システム（手形交換、内国為替等）の制度的インフラ、といった重要な経済的機能を有

する。特に、我が国のような銀行中心の間接金融優位の金融システムにおいては、預金の

果たす経済的・社会的役割は極めて大きい。 

 一方、預金を法的にみると、民法上の（金銭）消費寄託契約３）の性質を有する預金契約

に基づく、預金者の金銭債権である。預金は、契約上、元本が保証されており、一般的に、

株式等の有価証券投資などと比べて、ローリスク・ローリターンの安全な貯蓄手段と認識

されている。しかし、金融機関が債務超過に陥って破綻すると、預金全額の払戻しができ

なくなるという、債務不履行（デフォルト）リスクが顕現化する。 

 「預金保険制度」（deposit insurance）とは、銀行等の金融機関が破綻したときに、保険

の仕組みにより、預金者が被る損失を一定額までカバーすることを通じて、（少額）預金者

保護と金融システムの安定を図る制度である。これは、金融機関の破綻に備えた、典型的

なセーフティネット（安全網）の仕組みである。また、広義の金融政策のなかで、中央銀

行が物価安定等のために行う、狭義の「金融政策」（monetary policy）と並ぶ、信用秩序維

持ないし「プルーデンス政策」（prudential policy）４）の観点からは、行政当局等による金

融規制・監督、中央銀行による「 後の貸し手」（lender of last resort）としての流動性供

給機能などとともに、重要な政策手段となっている。なお、金融機関に対し、法律等によ

り、預金保険制度などのセーフティネットへの加入を義務付けることは、金融規制の一手

段ともいえる。 

2010 年 9 月 10 日に経営破綻した日本振興銀行の破綻処理に際して、我が国の預金保険

制度上、本則である定額保護による処理が初めて実施された。本件は、一金融機関の破綻

処理策のレベルにとどまらず、我が国の金融システムおよびプルーデンス政策において、

画期的な意味を持つ出来事といえる。 

 

２．世界の預金保険制度の歴史５） 

 

 預金保険は、金融に関わる基本的な諸制度のなかで、紀元前からの古い歴史を持つ貨幣、

中世欧州に淵源を有する銀行、17 世紀以降の各国で確立・普及した中央銀行などと比べる

と、まだ歴史が浅く、発展途上にある制度ともいえる。 

 1929 年 10 月のニューヨーク株式市場の大暴落により勃発した世界恐慌の時代に、震源

地である米国では、金融機関の破綻と、預金者が預金払戻しのために金融機関の店頭に殺

到する、「取付け騒ぎ」（bank run）が相次いだ。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（グラス・スティーガル法）が制定され、銀行・証券業務の分
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離原則などとともに、銀行業務を行う金融機関に対して、全国（連邦）レベルでの預金保

険制度が導入された。翌年には、世界初の本格的な預金保険機関として、連邦預金保険公

社（FDIC）が業務を開始した６）。 

 預金保険制度は、第二次世界大戦後、1970 年代までに、カナダ、日本、一部の欧州諸国

などに順次導入された。日本は 10 番目で、世界でも早い方に属する。その後、各地で金融

危機が発生したこともあって、中南米やアジアなど、世界中に広まった。直近では、100

余りの国・地域で導入されているほか、中国などでも導入が検討されている。 

 この間、2007 年夏頃から深刻化した、米国での住宅バブルの崩壊に伴うサブプライムロ

ーン（信用力の低い個人向け住宅融資）問題や、2008 年 9 月の「リーマン・ショック」（大

手投資銀行のリーマン・ブラザーズの破綻）などを経て、「100 年に１度」ともいわれる世

界金融危機が拡大した。その過程で、あらためて、預金保険制度の重要性や問題点に対す

る認識が高まった。 

 2007 年に英国の銀行のノーザン・ロックに対し、同国では約 130 年ぶりに預金取付けが

発生したことを受けて、その後、預金の保護限度額の引上げ等が行われた７）。2008 年のリ

ーマン・ショックの直後には、アイルランドによる預金の全額保護の宣言をきっかけとし

て、わずか数週間で世界中に、保護限度額の引上げや全額保護など、預金保護を拡充する

動きが連鎖的に広がった８）。こうした預金保護の拡充を実施した国・地域は約 50 に上った

が、それらの多くが 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。 

 その後、欧州連合（EU）の統一通貨ユーロ圏の周縁諸国（PIIGS）等で、ソブリン・リ

スク（政府債務の信認危機）が深刻化し、金融危機との負の連鎖が懸念されている。EU 域

内では、国境を越えて業務を行う金融機関が多いにもかかわらず、預金保険に関するルー

ルの調和が不十分であったとの反省から、域内の預金保険制度を一層統一・強化する動き

が進んでいる９）。EU では、将来的には、各国の預金保険制度を廃止し、域内単一の制度・

基金を設立することを検討している 10）。 

 一方、米国では、1934 年の FDIC の創設以来、金融機関の破綻は、①1930 年代の世界

恐慌期、②1980 年代～90 年代初頭の貯蓄金融機関（S&L）の経営危機、③今般の世界金融

危機という 3 期間に、集中して発生してきた。このうち、S&L 危機時の教訓を踏まえ、連

邦預金保険法に、早期是正措置や、金融機関の破綻処理における 小コスト原則など、破

綻処理費用を節減するための方策が導入された。米国での預金取扱金融機関の破綻は、地

域金融機関を中心に、2009 年には 140 件に上り、2010 年にも 157 件と、1992 年以来の高

水準を記録した。2011 年は 92 件、2012 年は 4 月末までで 22 件となっており、件数とし

てはピークアウトしつつある。 

 預金保険機関が担う業務範囲は、預金の払戻しのみを行う「ペイ・ボックス型」から、

金融機関の検査・監督や破綻処理などまで幅広く行い、預金保険基金に生じる損失を 小

化する手立てを有する「リスク・ミニマイザー型」まで、各国様々である。現状では、欧
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州の多くは前者、米国は後者に該当する。米国の預金保険制度は、前述のような金融機関

破綻の経験を経て、整備が進んできている。FDIC も、破綻処理に際する事前準備や管財人

機能など、他国に類例の少ない強力な権限と、手厚い人員・予算面での資源を持っている。 

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

のグラス・スティーガル法に比肩する、包括的な金融規制改革を内容としており、なかで

も、今般の金融危機への反省を踏まえた、システミック・リスク（金融システム不安が連

鎖的に拡大するリスク）への対処策が中核をなしている。同法は、預金保険制度の見直し

に関しても、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 11）、④無利子の決済性預金の全額保護（2012 年末まで）などを定

めた。 

 これらのうち、預金保険基金の運営枠組みの変更は、近年の金融機関の破綻急増により、

FDIC の財務状況が悪化したことを背景としている。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が、2008 年以降、基金残高は急速に減少し、2009

年 9 月末には、約 20 年ぶりにマイナスになった。FDIC は多額の損失引当金を計上してい

るほか、財務省等から借入れを行うこともできるため、破綻処理に必要な資金が枯渇した

わけではない。しかし、2010 年 7 月の連邦預金保険法の改正により、基金規模の数値目標

の 低水準が引き上げられるなど、FDIC の財務基盤の強化が図られている。2011 年 6 月

末には、基金残高はプラスに回復した。 

 現在、世界の金融当局は、金融危機が業態や国境を越えて短時日に拡大する、グローバ

ルなシステミック・リスクへの対応を迫られている。預金保険制度に関しても、こうした

クロスボーダー問題に対し、我が国を含む各国の預金保険機関の集まりとして、2002 年に

設立された国際預金保険協会（IADI）などの場で、様々な取組みが行われている。IADI

は、国際決済銀行（BIS）に事務局を置く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」を、2009 年 6 月に

公表した。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が 2011 年 1 月に

公表され、その後、評価方法（メソドロジー）に基づき、いくつかの国と地域で、パイロ

ット的に評価（2012 年は、マレーシアとコロンビア）が行われている。この間、2010 年

10 月には、IADI 総会が東京で開催された。 

 

３．我が国における預金保険制度の導入と展開 

 

（１）戦前期における預金者保護の前史 12） 

 我が国では、1890 年 8 月に、普通銀行を対象とする銀行条例が公布された時から、発券

銀行（銀行券を発行する銀行）以外の私立銀行であっても、預金者の保護と信用秩序の維

持という観点から、ある種の公共性を有するため、商法（会社法）とは別の法律によって

規制される必要がある、という認識が存在した 13）。銀行条例では、一般の会社と異なり、
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認可制による開業規制や、資金運用制限（1 取引先への貸付額を制限する大口融資規制）な

どが定められた。この点については、多くの西欧諸国において、1930 年代まで、私立銀行

を対象とする法律が存在せず、一般の商法に準拠して銀行が設立されたこととは事情を異

にしている。 

 その後、資金運用制限については、銀行業界の反対運動を受けて、1895 年には、普通銀

行および零細な貯蓄預金を取り扱う貯蓄銀行に対する規制が撤廃された。また、政府は営

業の自由の観点から、銀行の設立を抑制しない方針をとったため、銀行数は累増し、ピー

クの 1901 年には、普通銀行 1,890 行、貯蓄銀行 444 行など、合計 2,385 行に上った。 

 1914 年 8 月に起きた大阪の北浜銀行の破綻をきっかけとして、金融行政当局である大蔵

省は、銀行への規制を強化する方針に転じた。1916 年 3 月の銀行条例改正により、銀行に

対する事業の停止、営業許可の取消の規定が新設された。同年 4 月には、大蔵省の銀行課

が銀行局に昇格するなど、行政組織も強化された。 

 第一次世界大戦後の反動恐慌のなかで、1920 年 3 月 15 日に株価が暴落し、同年 4 月に

は増田ビルブローカー銀行が破綻した。これを契機に預金取付けが拡大し、七十四銀行な

ど休業銀行が続出して、金融恐慌が深刻化した。同年 4 月から 7 月までに、普通銀行と貯

蓄銀行 21 行が休業に追い込まれた。その後、取付けは一旦鎮静化したが、1922 年 3 月に

高知商業銀行、同年 10 月に日本商工銀行、11 月には日本積善銀行が破綻した。これらを契

機に、預金取付けが広範囲にわたって拡大し、休業銀行が再び続出した。1922 年中に休業

した普通銀行は 15 行であった。 

 こうした金融恐慌に対応し、金融界動揺の波及、すなわちシステミック・リスクの阻止

や、不良銀行の救済を目的として、流動性危機にあった銀行に対し、日本銀行による特別

融通（日銀特融）と、大蔵省預金部（後の資金運用部）資金の融通による公的資金の導入

が行われた。一方、休業銀行の預金者保護を目的とした日銀特融や公的資金導入は、原則

として行われなかった 14）。 

 1923 年 9 月 1 日に発生した関東大震災は、銀行にも直接的・間接的な打撃を与えた。政

府は、9 月 7 日に、30 日間の支払延期令（モラトリアム）を公布・施行した。同月 27 日に

は、「日本銀行震災手形割引損失補償令」を公布・施行し、金融界動揺の波及阻止を目的と

して、流動性危機にあった銀行に対し、政府補償付きの日銀特融による公的資金の導入を

行った。これは、日銀特融により、被災地の銀行が保有する被災地関係の手形（震災手形）

の割引を行い、それによる日本銀行の損失に対して、政府が 1 億円を限度に補償を行うと

いうものであった。 

 1927 年 3 月、震災手形の処理をめぐる国会審議中の片岡直温蔵相の失言問題から、東京

渡辺銀行とあかぢ貯蓄銀行が休業した。これを契機に発生した預金取付けにより、震災手

形の未決済高が多かった銀行が相次いで休業した。同年 4 月に台湾銀行が休業したことか

ら、預金取付けと休業銀行がさらに拡大した。この昭和金融恐慌に対し、政府（政友会・

田中義一内閣）は、全国の銀行に対して、4 月 22 日・23 日の臨時休業を要請するとともに、
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22 日に 3 週間の支払延期令（モラトリアム）を公布・施行した。日本銀行も、金融界動揺

の波及阻止のため、特融を実施した。 

 1927 年 5 月、政府は「日本銀行特別融通及損失補償法案」を帝国議会に提出し、流動性・

経営危機にある銀行に対し、政府補償付きの日銀特融による公的資金の導入を行うことを

提案した。本法案の主な目的は、金融界動揺の波及阻止と不良銀行の救済にあり、高橋是

清蔵相は、休業銀行の預金者保護を目的とした公的資金導入は行わないと言明していた 15）。

しかし、当時、休業銀行の範囲が小規模銀行から中規模銀行に拡大し、それにより打撃を

受けた中小商工業者や零細預金者が、休業銀行の営業再開と預金払戻しを要求し、財界も

それを支持した。こうした動きを受けて、本法案は修正のうえ可決・成立し、5 月 9 日に公

布・施行された。これにより、休業銀行の預金者保護を目的として、将来営業継続の見込

みがある休業銀行に対しては、本法を適用し、預金払戻資金を供給することになった。 

 政府と日本銀行は、休業銀行の整理を進捗させるため、新銀行を設立し、単独整理も有

力銀行との合併整理も困難であった休業銀行を新銀行に吸収させたうえで、休業銀行の補

償済震災手形に関する債務を免除するとともに、新銀行に対し、日本銀行の補償法特融を

行うという方針を決定した。これを受けて、1927 年 10 月、有力銀行等の共同出資により、

新銀行の「昭和銀行」が設立された。 

 休業銀行の破綻処理の過程で、他行に合併または新銀行に吸収された銀行では、積立金

の取崩し、減資減配、重役の私財提供に加え、補償済震災手形に関する債務の免除も行わ

れたが、なおかつ、休業時預金残高の 3～4 割程度の預金が切り捨てられた。このように、

休業銀行の預金者保護を目的とした公的資金導入が制度化されたにもかかわらず、多くの

休業銀行では、徹底的整理が断行され、預金の切捨ても行われた。その背景には、そうし

た銀行が安易に営業を再開しても、再び休業することになると、金融界はさらに大打撃を

受けかねないとの政府等の懸念があった。 

1920 年の金融恐慌の後、1921 年 4 月に公布された貯蓄銀行法では、預金者保護のため

の規制強化策として、① 低資本金の法定（50 万円以上）、②組織形態の株式会社への限定、

③兼業の禁止、④資金運用制限（大口融資規制）などが定められた。政府は法定 低資本

金を梃子にして、中小貯蓄銀行の強制的な合併を図ったことなどから、1922 年に 670 行あ

った貯蓄銀行数は、1923 年には 146 行まで減少した。 

 貯蓄銀行法による規制強化の枠組みは、昭和金融恐慌時の 1927 年 3 月に制定された、普

通銀行を対象とする銀行法にも受け継がれた。ここでも政府は、免許制や法定 低資本金

（100 万円以上、東京・大阪に本店を置く銀行は 200 万円以上）の導入を梃子にして、中

小銀行の強制的な合併を図ったため、1926 年末に 1,420 行あった普通銀行数は、1932 年末

には 538 行まで減少した。銀行法制定と同時に強化された大蔵省の銀行検査も、銀行合同

政策を補完する手段として機能した。ほぼ同時に、日本銀行による取引先銀行調査（考査）

も開始された。前述した日本銀行の補償法特融や、昭和銀行の設立などには、銀行の破綻

処理と併行して、銀行合同政策を促進するという意図もあった。 
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 ところで、当時、米国のいくつかの州で、州立の預金保険制度が導入・運営されていた

ことは、既に、我が国でも知られていた 16）。昭和金融恐慌・銀行法制定時の 1927 年 3 月、

帝国議会で、休業銀行の預金者保護を目的とする預金保険制度の導入に関して議論された

が、大蔵省は消極的であった。その理由の一つとして、米国諸州の制度は、預金保険資金

の枯渇や、銀行経営のモラルハザードの誘発などの問題もあって、当時、廃止あるいは廃

止同然となっていたことが挙げられる 17）。 

その後、世界恐慌を経験した米国では、多数・分散型の銀行制度と、銀行の退出を想定

する市場原理を前提として、前述のように、連邦レベルの預金保険制度が導入され、FDIC

が設立された。一方、一足先に金融恐慌に見舞われた我が国では、銀行法等による金融規

制強化と銀行合同・集中政策がとられ、銀行界の競争回避やカルテル的体質が強まってい

ったため、この時点では、事後的セーフティネットとしての預金保険制度の導入には至ら

なかった 18）。こうした流れは、後の政府・大蔵省による「一県一行主義」や「護送船団行

政」につながっていく。このように、当時の日米では、同様の金融恐慌を相次いで経験し

ながら、金融行政や預金者保護において、異なった道を進んでいくことになった 19）。 

 

（２）戦時体制下の金融統制 20） 

 前述したように、1920 年代の金融恐慌期における金融行政や、銀行法の制定などによる

制度改革の主眼は、信用秩序の維持と、そのための事前的な預金者保護にあり、資金供給

を社会的にコントロールするという発想は希薄であった。1930 年代半ば以降、日中戦争下

の（準）戦時体制期に入ると、資金の供給が国民経済全体に関わる問題と認識され、政府

がこれに関与するようになった。 

 大蔵省は、1936 年に、銀行に対する従来の「消極的取締り」の方針から、産業資金の低

利供給を促進する「積極的銀行指導方針」に転じた。1937 年以降の試行錯誤の末、1941

年 7 月に閣議決定された「財政金融基本方策要綱」によって、「新経済体制」の一翼を担う

「時局金融」として、政策的な資金（信用）配分のための新たな機構が確立した。 

 この新たな機構は、国家資金力を計画的に動員し、財政、産業、消費に合理的に配分す

ることを目的としており、次のような内容を有していた。①資金計画においては、国債の

消化が第一の目的とされ、財政が金融に優位した。②日本銀行法（1942 年 2 月公布）によ

って改組された日本銀行が、全国金融統制会（1942 年 5 月結成）を指揮するかたちで、金

融機関の組織化の中核となった。③金融機関は「同業連帯」を旨とし、強制カルテル的に

組織化された。金融団体統制令（1942 年 4 月公布）に基づいて、普通銀行、地方銀行、貯

蓄銀行、信託会社、生命保険などの業態別の統制会が設置された。 

 こうした金融機関の組織化は、市場原理を完全に排除するものではなかったが、臨時資

金調整法（1937 年 9 月公布）から軍需会社法（1943 年 10 月公布）に基づく指定金融機関

制度に至る、軍需産業への設備資金等の動員・配分政策、社債発行の計画化、国債消化の

ための低金利政策などに、大きな役割を果たした。 
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 軍需産業等への資金調達と運用にあたっては、国家信用により、これを円滑に推進する

措置が講じられた。海外で発行される社債のうち、特殊銀行である日本興業銀行や、国策

会社である南満州鉄道に対しては、既に 1910 年代から、政府保証が付されていた。国内で

発行される社債に対しても、1936 年から政府保証が始まり、社債発行総額中の政府保証債

の割合は、1940 年には約 53％、1944 年には約 75％に上った。 

 融資については、国家総動員法（1938 年 4 月公布）を受けた「会社利益配当及資金融通

令」（1939 年 3 月公布）に基づき、日本興業銀行への命令融資に対して、また、「銀行等資

金運用令」（1940 年 10 月公布）に基づき、一般の銀行への命令融資に対して、それぞれ政

府保証が行われた。 

 預金については、1941 年 12 月に「非常金融対策要綱」が発せられ、金融機関の預金債

務に対して、日本銀行等が保証することが言明された。これには、太平洋戦争の開戦に伴

って発生が懸念された、預金取付けに対する防止策としての意味があった。 

 政府保証の拡大につれて、大蔵省、日本銀行、金融機関自身による金融機関のリスク管

理体制は、順次縮小された。1942 年には、大蔵省の検査機構が廃止され、1943 年 5 月以

降、日本銀行の実地考査も中止された。 

 民間金融機関は、政府保証を全面的に信頼し、貸出や証券投資に伴う信用リスクを無視

したわけではない。戦時期に普及した「時局共同融資団」などによる協調融資には、リス

ク分散の意図もあった。リスクの高い融資については、日本興業銀行や戦時金融公庫等の

特殊銀行が主に担うことにより、民間金融機関の融資のリスク軽減も図られた。ただ、政

府保証により、軍需産業への融資のリスクに対する銀行の警戒感が弱まったことは否定で

きない。実際に、この時期には、金融機関の自己資本（対預金）比率が急速に低下し、1945

年末には、都市銀行で 3.3％、地方銀行では 2.6％まで下落した。 

この間、大蔵省は、「金融事業整備令」（1942 年 4 月公布）により、「一県一行主義」の

徹底化を目指して、金融機関の整理統合を強行した。その結果、1935 年末に 466 行あった

普通銀行数は、1941 年末に 186 行、さらに終戦直後の 1945 年末には、61 行（都市銀行 8

行、地方銀行 53 行）まで激減した。 

こうした戦時体制下の資金統制と金融規制強化の結果、産業構造の面では、消費関連の

軽工業の比率が低下し、重化学工業の比率が上昇するというかたちで、大きな変化が生じ

た。金融システムに関しては、前述の「会社利益配当及資金融通令」や「会社経理統制令」

（1940 年 10 月公布）により、企業の利潤動機を抑制するため、株式の配当制限が行われ

たこともあり、株式市場が低迷する反面で、企業への長期資金供給を含め、銀行を中心と

する間接金融システムの優位性が高まった。軍需会社法に基づき、軍需会社への円滑な資

金供給を保障した指定金融機関制度や、時局共同融資団等による協調融資などは、戦後の

メインバンク（主取引銀行）・システムの原型となった。金融機関の整理統合による主要な

銀行の実質的な構成も、終戦時から近年に至るまで、あまり変化していない。このように、

金融システムを含め、戦時体制下で人為的に形成された経済体制の骨格が、現在の日本経
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済にもかなり残存しているという考え方は、「1940 年体制論」などと呼ばれる 21）。 

 

（３）戦後の金融機関再建整備 22） 

 戦時経済下において、政府は、企業への命令や契約等に基づいて、民間部門との間に巨

大な債権債務関係を形成していたが、1945 年 8 月 15 日の太平洋戦争の敗戦により、この

関係は「戦時補償債務」として、政府の民間部門に対する賠償義務に転化した。一方、前

述のように、日本興業銀行や大手銀行を中心とする金融機関は、戦時金融統制の下で、軍

需金融に傾斜していた結果、戦時債権債務を蓄積していた 23）。また、家計部門は、事実上

の強制預金等のかたちで、資金の出し手の立場にあったため、金融機関に対して、全体と

して莫大な預金債権を有していた。 

 当時の占領行政担当機関である連合国 高司令官総司令部（GHQ／SCAP、以下 SCAP）

は、1946 年春頃から、戦時利得を排除するために、戦時補償を打ち切る方針に傾いた。戦

時補償の打切りは、旧軍需会社等に決定的な打撃を与え、軍需融資に傾斜していた大手銀

行等に多額の不良債権を発生させ、経営破綻に陥らせることが必至であったため、大蔵省

や金融界は、これに強く反対した。しかし、政府は SCAP の意向を受け入れざるを得ず、

1946 年 8 月 8 日、戦時補償の打切りを決定した。この結果、政府・民間部門間の戦時補償

問題は、主に民間部門内部における戦時関連債権債務処理の問題に変質した。それが、金

融機関・企業の再建整備という大事業である。 

 1946 年 8 月 15 日に、金融機関経理応急措置法と、会社経理応急措置法が公布・施行さ

れた。これらにより、すべての金融機関（日本銀行を除く）と、指定を受けた企業（特別

経理会社）が、新旧勘定の分離を命じられた。金融機関の資産・負債については、①戦時

補償打切りの影響を受けない現金、国債・地方債、金融機関に対する債権などの健全な資

産と、これに見合う少額預金（１世帯・法人当たり 15,000 円以下）等の預金や、公租公課、

金融機関に対する債務などの負債が新勘定に、②企業等への貸出金、国債・地方債以外の

有価証券、株主勘定などの資産と、大口預金、軍需融資積立金、株主勘定などの負債が旧

勘定に、それぞれ所属させられた。新勘定は、金融機関の再建のための営業活動の基礎と

なる勘定である一方、旧勘定は、戦時補償打切りに伴う整理の対象となる勘定であり、原

則として、債務の弁済や資産の処分などの移動を禁じられた。この新旧勘定分離に際して、

少額預金者保護の観点が勘案されたことが注目される。 

 1946 年 10 月 19 日に、戦時補償特別措置法、金融機関再建整備法、企業再建整備法が公

布され、同月 30 日に施行された。このうち金融機関再建整備法は、金融機関再建整備手続

という特別な政策措置の根幹を定めたものである。同手続の方法は、旧勘定の 終処理と、

再建整備計画書の作成・実施との 2 段階に分かれている。第 1 段階は、①新旧勘定の分離、

②旧勘定の資産・負債の評価替えと損失の確定、③旧勘定負債項目等による一定基準に基

づく損失の負担・整理、④新旧勘定の合併（ 終処理）という順序で進み、それに続き、

第 2 段階は、⑤旧勘定の 終処理後の再建整備計画の作成と大蔵大臣の認可、⑥再建整備
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計画の実施、というかたちで行われることになっていた。 

 上記③の損失を負担する項目の順序は、金融機関再建整備法で定められた。法定順序は、

①旧勘定の確定益（再評価益）の全額およびその他の利益、②旧勘定に所属する積立金の

全額、③資本金の 90％まで、④整理債務（負債）のうち、1 口 500 万円超の法人預金等の

70％まで、⑤1 口 100 万円超～500 万円の法人預金等の 50％まで、⑥1 口 10 万円超～100

万円の法人預金等の 30％まで、⑦法人預金等の残額とその他の整理債務（個人預金等）の

70％まで、⑧資本金の残額、⑨整理債務の残額、⑩指定債務（国に対する公租公課等、大

蔵大臣が指定する債務）の全額、という原則になっていた。また、以上によってもなお損

失が残るときは、政府が国債の交付により補償することになっており、その限度は当初 100

億円に定められていたが、後に増額された。つまり、損失は、金融機関（利益、内部留保）、

株主（法人・個人）、預金者（法人→個人の順で、かつ金額につき累進的）、政府（→納税

者）の順序で負担することとされていたのである。 

 金融機関再建整備は、後の会社更生法などと同様、再建型の法的倒産手続に類するもの

であった（前者は行政手続、後者は司法手続という相違はある）が、通常の破産整理手続

と比べて、株主や大口預金者等の資産家の負担が大きかった。これは、SCAP 側の当初の考

え方に、資産再分配による民主勢力の育成、株式所有による企業間結合の切断、財閥支配

からの銀行の解放など、戦後改革としての経済民主化を重視する傾向が強かったことを反

映している。 

 また、法定順序により損失を負担してもなお整理しきれない場合、 終的に政府が補償

することとされたのは、新勘定に所属する小口預金に旧勘定整理の負担が及ばないように

するため、預金保証に代わる制度として考案されたものである。こうした観点から、金融

機関再建整備は、金融機関の経営危機に際して、少額預金者保護と金融システムの安定を

図る方策という意味で、政策的背景と発想は異なるものの、その後の預金保険制度や、金

融機関の破綻処理に通じる面もあるといえる 24）。 

なお、政府補償は、預金保証の代替とはいえ、公的資金の投入により、個別金融機関の

損失を補填したかたちになっている。しかし、金融機関の損失は、もともと戦時中の国策

に協力させられたことによるもので、その負担を国民全体が分担することは、ある程度や

むを得ないという広範な認識があったため、当時においては、「金融機関優遇」といった批

判は少なかった。 

 SCAP は、後述する包括的金融業法案による金融制度の全面的改編の前提として、金融機

関再建整備の 終処理を急ぐよう指示した。1948 年 5 月 15 日に至り、大蔵大臣は、各金

融機関の 終処理方法書を 3 月 31 日付けで認可した。 終処理の結果をみると、全金融機

関の確定損は 440 億円に上り、これに対する負担額の内訳は、①確定益 79 億円（合計の

17.9％）、②積立金取崩し 15 億円（同 3.4％）、③資本金切捨て 20 億円（同 4.5％）、④整理

債務（預金等）切捨て 208 億円（同 47.3％）、⑤政府補償 122 億円（同 27.7％）となって

いる。 
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 このように、企業・金融機関の再建整備は、いわゆる「擬制資本」の切捨て、すなわち、

敗戦の結果大きく減少した実物資本に対し、不釣り合いに膨張していた名目上の債権債務

を、戦時補償の打切りを機に、末端の株主や預金者まで巻き込んで、一気に清算するとい

う大事業であった。実施段階で様々な手直しを要したものの、その内容は概ね合理的に構

築されており、 終的な成果も際立ったものであったと評価できる。 

 

（４）戦後占領期の金融制度改革 25） 

 前述の金融機関再建整備と併行して、戦後占領期の経済改革の一つとして、金融制度改

革が行われた。それらのなかで、SCAP 側の主導により実現した改革は、特殊銀行の廃止、

証券取引法の制定による銀行・証券業の分離、臨時金利調整法の制定などにとどまってい

る。その成果については、一般に、あまり高く評価されていないが、戦後の金融制度の形

成に一定の影響を与えたことは軽視できない。 

 SCAP の占領政策において、金融制度改革は、財閥解体・独占禁止政策の一環であった。

1946 年 3 月の「日本の財閥に関する調査団報告書」（エドワーズ報告書）と、これをもと

に作成された「日本の過度経済力集中に関する米国の政策」（FEC230 文書）が、占領前期

の財閥解体・独占禁止政策の骨格を作った。 

この両文書は、金融制度改革にも言及しており、その骨子は、次のようなものであった。

①大銀行の分割等の方法により、競争状態を創出する。②預金保険制度の創設や、郵便貯

金の民間銀行への預託により、中小銀行を保護し、公正な競争を維持する。③大蔵省の権

限を縮小し、銀行検査を強化する。④銀行とそれ以外の産業を分離する。⑤特殊銀行の業

務・権限を縮小する。 

 SCAP の内部で、金融制度改革は、反トラスト・カルテル課と金融財政課が担当していた。

反トラスト・カルテル課は、FEC230 文書の政策を忠実に実行しようとして、大銀行分割

の方針を掲げたが、金融財政課はそれに反対した。金融財政課は、大銀行分割に代わる対

案として、「包括的金融業法案」（1948 年 3 月 5 日）を作成した。米国政府の集中排除政策

見直しのなかで、反トラスト・カルテル課の大銀行分割案は、集中排除審査委員会により、

1948 年 7 月に却下された。 

 1948 年 8 月 17 日、SCAP 経済科学局は日本政府に対して、金融財政課の包括的金融業

法案をもとに、非公式覚書「新法律の制定による金融機構の全面的改編に関する件」（ケー

グル案）を発出した。本案の骨子は、次のようなものであった。①通貨信用政策の策定・

実施、銀行の規制・監督に当たるバンキング・ボード（金融庁）を、大蔵省から独立した

機関として新設する。②日本銀行を、民間銀行が出資する米国の連邦準備銀行のような組

織にする。③金融機関を規制するための包括的な新金融業法を制定する。④従来の特殊金

融機関を見直し、当面の経済復興、住宅・土地開発などを目的とする、必要・健全な機関

だけを設置する。⑤銀行と、他の銀行・企業との間の資本・人的関係を断ち切る。⑥銀行

の証券業務を禁止する。⑦銀行の資金運用制限を設ける。⑧預金者保護のため、銀行の自
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己資本を充実させ、近い将来に預金保険制度を設ける。 

 金融財政課は、この案に基づいて、日本政府に新金融業法を制定することを求めた。た

だ、バンキング・ボード構想については、金融制度改革に慎重であった米国政府の反対を

受けて、日本銀行の中にポリシー・ボード（政策委員会）を設置する案に後退した。こう

して、1949 年 6 月の日本銀行法改正により、政策委員会が新設された。 

 SCAP に促されて、大蔵省は、1949 年 11 月以降、7 回にわたり金融業法案を練り直した。

同省が作成した「金融業法案要綱」（1947 年 12 月）の主な項目は、次のようなものであっ

た。①通貨信用委員会を大蔵大臣の諮問機関として設ける。②銀行の資金運用制限、自己

資本と外部負債との比率などのバランスシート規制を行う。③預金保険制度を導入する。

④準備預金制度を導入する。⑤大株主を禁止する。 

しかし、大蔵省は金融業法の制定に消極的であったため、その後の占領の終結とともに、

この新立法は立消えとなり、結局、1927 年銀行法の抜本的な改革は実施されなかった。大

蔵省が守ろうとしたのは、金融行政に関する同省の権限と、裁量的行政の維持であった。

ただ、同省は、SCAP の占領政策に一方的に抵抗していたわけではなく、米国等の各国の金

融制度について、参考にできるものはしようとする意欲も持っていた。それは、金融業法

案においては、預金保険制度や準備預金制度の創設案などに表れている。 

包括的な金融業法案とは別に、1948 年には、大蔵省内で「預金保険法案」が作成された。

その概要は、次のようなものであった。①政府、日本銀行、銀行、信託会社の出資により、

預金保険会社を設置する。②預金保険会社は、銀行・信託会社の預金等の保険、不適切な

経営状態の銀行・信託会社の業務の管理、銀行・信託会社の検査を業務とする。③銀行・

信託会社の預金等の残高に対する保険料率は 0.02％以下とする。このように、占領期にお

いて既に、かなり本格的な預金保険制度の導入が検討されていたことが窺われる。 

 

（５）預金者保護のための監督３法案 26） 

前述の預金保険法案などを下敷きにして、大蔵省内で、1953 年から預金保険制度の検討

が再開された。そこでは、「大衆層の零細な預金は、社会政策的な見地とともに、我が国の

資本蓄積の推進のためにも、その保護が要請される」ということが基本理念とされていた。 

預金保険制度の検討に際して、主な問題点とされたのは、次のとおりであった。①預金

保険が信用秩序の維持を目的とするのであれば、金融機関経営の健全性維持のための大蔵

省による事前的な行政指導・監督、および日本銀行による事後的な「 後の貸し手」機能

と重複するのではないか。②日本銀行の直接的救済が及ばない金融機関を対象とするとい

う論理と、それらは一般預金を取り扱わないから対象としないという論理は、どう調整さ

れるか。③費用負担の問題、経営安定度の格差による負担の不公平の問題は、どの程度深

刻か。④モラルハザードの発生の問題は深刻ではないか。⑤重大な事態の際には、預金保

険はさほど効果がないのではないか。これらの問題点の多くは、現在の預金保険制度に関

する論点としても通用する。 
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こうした問題点に関する一応の検討を踏まえた要綱として、「預金保険制度案」（1954 年

1 月 27 日）が作成された。その要点は、次のとおりである。①預金者保護、資本蓄積促進、

信用秩序維持を目的として、特殊法人である預金保険機関を創設する。②単一機関とする

が、銀行・商工中金、相互銀行・無尽、信用金庫・労働金庫、信用組合、農林系統の 5 グ

ループについて、それぞれ独自取扱い、別勘定とする。③その業務は、預金保険業務、合

併・営業譲渡の円滑化のための資産担保貸付・資産買取り・保障、対象金融機関の業務管

理、検査、監督当局への必要事項の要請とする。 

この案に対しては、各方面で否定的な反応が多かった。日本銀行は、こうした預金保険

制度は不必要であるだけでなく、金融機関への不信やモラルハザードを招くとして反対し

た。都市銀行や地方銀行は、他業態のリスクを負担させられることを拒否した。相互銀行

は、普通銀行が加わらないのであれば反対という立場であり、信用金庫は逆に、信用組合

の加入に不安を表明した。 

こうした状況を受けて、大蔵省は、①銀行以外の加入により預金保険制度を導入する、

②相互銀行を説得できなければ、信用金庫単独で実施する、③見送りとしたうえ、相互銀

行と信用金庫の各自助機構の成立を支援する、という 3 案を検討した末、結局見送りと決

定した。 

この後、金融機関の業態別の相互扶助機構として、信用金庫業界が振興預金制度を 1954

年 9 月に導入し、相互銀行業界も相互保障協定を 1955 年 3 月に締結した。両制度とも、対

象金融機関のほぼすべてが加入した。 

1955 年頃から、いくつかの相互銀行や信用金庫が、導入預金 27）とそれに絡む不良債権問

題等から経営破綻に瀕し、他の金融機関からの支援を仰ぐというケースが発生した。これ

に対し、振興預金制度や相互保障協定の効果は不十分であった。 

こうした情勢を背景に、1956 年に発足した金融制度調査会では、預金者保護と金融機関

経営保全のための制度的整備が、当面の課題としてあらためて浮上した。大蔵大臣の諮問

を受けた同調査会での審議の結果、1957 年 1 月 23 日に「預金者保護のための制度に関す

る答申」が提出された。これに基づき、預金者保護のための監督 3 法案として、①預金保

障基金法案、②金融機関の経営保全等のための特別措置に関する法律案、③預金等に係る

不当契約の取締に関する法律案が、同年 3～4 月に国会に提出された。 

これらのうち、預金保障法案については、金融業界からの要望を受けて、次のような修

正等が加えられた。①預金保障基金の業務の主眼は金融機関の再建援助とし、預金保障は

基金の判断により行うことができる。②法的に加入を強制しないが、当該業態の全金融機

関が加入することを前提に設立を認可する。③基金の負担に限度を設け、政府も援助を行

うことができる。④各金融機関の保険料支払いに出資的出捐の性格を持たせる。 

金融機関の経営保全等のための特別措置に関する法律案は、経営危機に陥った金融機関

の再建を促すために、経営管理等の保全制度を整備し、 終的には預金者保護を図ろうと

するものである。本法案の内容は、次のとおりである。①経営内容が著しく悪化した金融



14 
 

機関に対して、大蔵大臣は経営管理人を選任し、管理に当たらせることができる。②その

場合、大蔵大臣は当該金融機関の役員の改任を命ずることができる。この役員の就職を制

限し、同役員に対する関係人の責任追及手続を容易にする特例を設ける。③再建のために

適当である場合、大蔵大臣は、合併・営業譲渡等を命ずることができる。④以上の運用に

ついて、大蔵大臣の諮問機関として、金融機関管理審議会を設ける。 

預金等に係る不当契約の取締に関する法律案は、前述したように、当時続発した金融機

関の経営破綻の多くが、導入預金をきっかけとして発生したことから、特に取り上げられ

たものである。本法案では、悪質な導入預金を対象として、当該預金等に係る債権を担保

として提供することなく、融資等を行う契約の場合が処罰の対象とされた。 

当時の銀行法等では、金融機関の破綻を防止するための事前的監督について主に規定し、

破綻に瀕した際の事後的措置としては、業務停止命令等の 終的手段しか規定されておら

ず、再建促進のための特別措置が整備されていなかった。預金者保護のための監督 3 法案

は、そうした問題点を解決することを目的の一つとしていた。そのなかで、金融機関の経

営保全等のための特別措置に関する法律案による金融機関役員の改任等は、預金保障法案

による預金保険制度の創設と対をなし、預金保険によるモラルハザードの発生を防止する

ために、責任者は罰せられるという原則を規定するものであった。 

しかし、金融機関の役員人事に対する大蔵省の介入を懸念した相互銀行・信用金庫業界

の反対や国会工作により、両法案はともに審議未了に終わり、預金等に係る不当契約の取

締に関する法律だけが原案どおり成立し、1957 年 7 月に施行された。 

 

（６）預金保険制度の導入 28） 

 我が国が戦後の高度経済成長期の後半に向かう 1960 年代半ば以降、従来の設備投資主導

型の高度成長から、それとは異なる形態の経済成長への変化が起きるのではないかという、

「転型期論」が注目された。また、開放経済体制や資本自由化が要求されるようになり、

国際競争力の強化の要請も高まった。 

こうした時代の変化に対応して、大蔵省銀行局では、澄田智局長（後の日本銀行総裁）

の下で、金融分野に適正な競争原理を導入しようとする「金融の効率化」という考え方が

打ち出された。この「澄田効率化行政」は、その後の金融自由化の流れにつながっていく

ことになる。 

そのなかで、銀行法による銀行免許制度の下でも、退出の可能性に備え、金融システム

の効率性を維持するために、あらためて、セーフティネットとしての預金保険制度の導入

が検討された。これは、いわゆる「護送船団行政」の下で、銀行等を破綻させないことに

よって、間接的に預金者を守るという従来の考え方から脱却し、預金者保護と金融機関保

護を分離して、前者の目的のためには、直接的手段である預金保険制度を導入する必要が

あるという、当時としては新しい考え方に立っていた。その際、米国など、先行する海外

の制度がモデルとされたが、導入後、近い将来に実際に発動されることは、あまり想定さ
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れていなかった。 

 金融制度調査会での議論を踏まえた答申、「一般民間金融機関のあり方について」（1970

年 7 月 2 日）では、「全体としての信用秩序の維持の見地からも、国民大衆の預金の保障の

意義はいよいよ重要となってきている」と述べられている。これを受けて、国会に提出さ

れた預金保険法案は、全会一致で可決・成立し、1971 年 4 月 1 日に施行された。同年 7 月

1 日、預金保険制度の運用主体である「預金保険機構」が、預金保険法に基づく認可法人と

して、政府、日本銀行、民間金融機関の出資により設立された。 

前述のように、米国以外での預金保険制度の創設は戦後のことであり、欧州主要国等と

比べても、我が国は早い方に属している。ただ、当時、信用金庫や信用組合の経営破綻が

いくつか発生していたものの、金融不安は切迫しておらず、金融界、特に自らは破綻に縁

遠いと考えていた大手銀行には、預金保険機構の設立に消極的な意見も強かった。なお、

農業協同組合等の系統金融機関については、農水産業協同組合貯金保険法が 1973 年 7 月に

制定され、同年 9 月 1 日に「農水産業協同組合貯金保険機構」が設立された。 

 預金者が預金保険の対象金融機関に預金すると、預金者、金融機関、預金保険機構の間

で、預金保険法に基づき、自動的に保険関係が成立する。すなわち、①預金者は金融機関

に預金し、②金融機関は預金保険機構に預金量等に応じた保険料を納付し、③金融機関が

破綻した場合には、預金保険機構が預金者に対し、一定額の保険金を支払う。この三者間

の関係について、金融機関を委託者、預金保険機構を受託者、預金者を受益者とする（他

益）信託になぞらえて説明されることもある。 

預金保険制度の創設当初、対象金融機関は、国内の銀行から信用金庫、信用組合までで、

労働金庫、外国銀行は除かれた（系統金融機関については前述）。預金保護上限額は 1 預金

者当たり 100 万円（元本）で、保険発動の方法としては、預金者保護と金融機関保護を峻

別する趣旨から、預金者に直接保険金を支払う「保険金支払方式」に限定された。「ペイオ

フ」（pay off）という用語は、本来、債務を完済するという意味であるが、預金保険制度の

文脈では、ここでの保険金支払方式のことを「狭義のペイオフ」と呼ぶことがある。これ

に対し、保険発動の方法にかかわらず、預金の全額ではなく、付保対象の一定額までを保

護する（定額保護）との意味で、「広義のペイオフ」という言葉が使われることもある。 

1986 年 5 月には、金融自由化・国際化を推進するための環境整備として、預金保険法が

改正・公布された。これにより、従来の保険金支払方式に加え、破綻金融機関の事業を他

の金融機関（救済金融機関）に承継させ、預金保険機構が資金を援助するという「資金援

助方式」が導入された。保険金支払方式では、満期未到来の定期預金等を含め、付保対象

分の全額を、保険金として一斉に支払うため、事務処理負担が重いうえ、定期預金等の期

限前支払いとなることは、預金者の利益に必ずしも合致しない。また、破綻金融機関の貸

出業務も止まるため、借入人は新たな借入先を探さなければならない。これに対し、資金

援助方式は、破綻金融機関に 低限の業務を継続させたうえ、救済金融機関に継承させる

ことにより、金融機能を維持し、経済・社会への悪影響を小さくできるという点で、より
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現実的な処理方法といえる。 

この法改正で、1974 年に 300 万円に引き上げられていた預金保護上限額は、さらに 1,000

万円（元本）まで引き上げられた。1,000 万円という水準は、米国の保護上限額（当時 10

万ドル）にほぼ見合うほか、政府保証を付された郵便貯金の預入限度額に合わせたともい

われる。この時期はバブル経済期の直前で、銀行等の破綻や金融危機が差し迫っていると

は想定されていなかった。ただ、当時の当局者（吉田正輝銀行局長）には、保護上限額引

上げの政策目的として、少額預金者の保護という従来の発想から脱却し、金融システム全

体の破綻の心理的防波堤を構築するという、今で言うマクロ・プルーデンス的な考え方も

あった 29）。また、この法改正で、対象金融機関に労働金庫が追加された。 

このように、預金保険制度の導入後も、必要な制度整備は行われてきた。しかし、後に

「かつての平時」と呼ばれるようになった当時においては、金融行政上、銀行等の金融機

関は破綻させないとの従来の方針が残存し、実際にも、金融機関の破綻は表面化しなかっ

た。金融自由化の途上にあった当時、銀行等には大きなフランチャイズ・バリュー（免許

業種としての特権的価値）が存在していたため、経営不振に陥った金融機関の吸収による

店舗網等の営業規模の拡大によって、救済金融機関の負担は十分回収できると考えられて

いた。このような手法の典型的な事例として、1986 年 10 月の住友銀行による平和相互銀

行の吸収合併が挙げられる。 

こうしたなかで、預金保険制度は、当初からの大方の想定どおり、導入後約 20 年間、現

実には発動されない「伝家の宝刀」と化した。セーフティネットとしては、その方が望ま

しいともいえるが、多くの国民の間には、「銀行不倒神話」とともに、預金は必ず全額保護

されるとの通念が定着し、「ペイオフ」という言葉すら、一般にはほとんど知られない状況

が続いた。 

 

（７）バブル崩壊後の破綻処理 

 金融自由化の進展によって、銀行等のフランチャイズ・バリューは下落し、破綻金融機

関の受け皿となる価値が低下した。また、1990 年代初頭のバブル経済崩壊後には、不良債

権問題の深刻化に伴い、金融機関の破綻と損失額の増加により、吸収合併のコストは過大

なものとなった。このため、金融機関の側で、従来のような暗黙の破綻処理を行うことは

難しくなった。また、行政側でも、規制緩和により、店舗認可などの裁量的手段がなくな

り、民間の協力を得ることが困難になった。その結果、吸収合併コスト軽減の方策として、

長らく伝家の宝刀と化していた、預金保険制度の発動を余儀なくされることになった。 

 バブル崩壊後の初期段階では、破綻金融機関の受け皿となる救済金融機関を見出し、そ

れに対し、資金援助方式をとることにより、処理が行われた。預金保険機構による預金保

険発動の 初の事例となった東邦相互銀行（破綻は 1991 年）のほか、東洋信用金庫（同

1992 年）、釜石信用金庫（同 1993 年）、大阪府民信用組合（同 1993 年）などは、そうした

事例である 30）。 
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この間、預金保険機構からの資金援助は、付保対象預金の保護に要する費用（保険金支

払コスト）の範囲内に限られるという、制度上の制約がある一方、突然、定額保護（付保

対象外預金のカット）を行えば、預金者の不安と信用秩序の動揺を招きかねないとのジレ

ンマがあった。そのため、預金を全額保護し、不足する資金は、地方公共団体や、関係金

融機関、業界団体などの利害関係者に援助を仰いで賄うという、後日「奉加帳方式」と呼

ばれる手法が用いられた。 

 1994 年には、破綻処理の必要な金融機関が増加し、そのままでは適当な救済金融機関が

見つからず、定額保護による処理を迫られる可能性が高まった。同年末、東京協和信用組

合と安全信用組合の破綻処理のため、民間金融機関と日本銀行の出資で「東京共同銀行」

を設立し、清算した両信用組合の事業を譲渡すると発表された。この方式の採用にあたっ

ては、前述した昭和金融恐慌の際の「昭和銀行」が一つのモデルとされた。 

本件について、マスコミ等では、両信用組合を倒産させたうえで、預金保険機構による

定額保護を実施するべきであるとの主張もあった。これに対し、大蔵省や日本銀行の首脳

は、昭和金融恐慌等の歴史上の先例もあり、本件が「蟻の一穴」となって預金取付けを引

き起こし、信用不安を拡大させることを危惧した。バブルまみれの印象が強かった両信用

組合の破綻処理のために、日本銀行の出資まで行ったことは、当局として「金融システム

を守る」という姿勢を示す反面、「預金は全額保護する」という自縄自縛に陥る結果となり、

後述の預金の全額保護にもつながっていった。その後、コスモ信用組合と木津信用組合の

破綻処理もあり、1996 年 9 月、東京共同銀行を拡充・改組した「整理回収銀行」が設立さ

れた。 

住宅ローンの供給を目的としたノンバンク（預金等を受け入れずに、貸出等の与信業務

を行う企業）である住宅金融専門会社（住専）各社は、1980 年代後半のバブル期に、不動

産関連融資に傾斜したため、バブル崩壊後、それらの融資の多くが不良債権化した。1996

年の「住専国会」での審議は紛糾したが、結局、住専処理策のために、6,850 億円の財政支

出（公的資金）が投入されることになった。同年 6 月、「特定住宅金融専門会社の債権債務

の処理の促進等に関する特別措置法」（住専処理法）が成立し、7 月には、破綻住専 7 社か

ら財産を譲り受け、それらの管理・回収・処分を行う「住宅金融債権管理機構」（住管機構）

が設立された。 

こうしたなかで、1996 年 6 月、預金保険法の改正を含む「金融 3 法」が公布された。こ

れにより、同月から 2001 年 3 月までの約 5 年間の時限措置として、預金保険機構は、保険

金支払コストを超えて、救済金融機関に対する特別資金援助を行うことができるとされた。

これは、資金援助方式による預金の全額保護を意味しており、一般に「ペイオフ凍結」と

呼ばれる。 

こうして、我が国では、リーマン・ショック直後の各国に広がった、金融危機対応とし

ての全額保護等の預金保護拡充策を、10 年以上も先駆けて行うことになった。その期間中、

日本銀行も、同様に米欧の中央銀行に先行して、ゼロ金利政策や量的金融緩和などの非伝
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統的金融政策に踏み切った。プルーデンス政策と（狭義の）金融政策の両面で、我が国は、

当時の未踏の領域に踏み込んだことになる。 

預金を全額保護する制度では、本来、金融機関の経営状況等を判断できると想定されて

いる大口預金者も、金融機関の破綻による債務不履行リスクを負わず、金融機関を慎重に

選択するインセンティブが失われ、預金者のモラルハザードが生じる懸念がある。しかし、

前述のように金融機関の破綻が増加しつつあり、金融不安が高まっていた 1990 年代半ばの

時期においては、そうしたモラルハザードの懸念より、預金に対する国民の信頼と安心を

維持し、金融不安が連鎖的に拡大するシステミック・リスクの顕在化を防止するという考

え方が、政策的に優先されたといえる。これに伴い、1996 年度には、預金保険料率の大幅

な引上げ（各金融機関の前年度対象預金残高対比、0.012％→0.084％）なども行われた 31）。 

1997 年 11 月には、準大手証券会社の三洋証券に続き、都市銀行の北海道拓殖銀行、4 大

証券会社の一角の山一證券が経営破綻した。その直後の徳陽シティ銀行の破綻の際には、

実際に取付け騒ぎが発生した 32）。1998 年には、3 行の長期信用銀行のうち、日本長期信用

銀行と日本債券信用銀行も破綻した。その結果、“too big to fail”（大きすぎて潰せない）と

いう社会的通念は崩壊し、それまでの個別金融機関の経営危機の段階から、戦後未曽有の

金融混乱期を迎えてしまった。 

こうした金融危機の過程で、1998 年 10 月、「金融機能の再生のための緊急措置に関する

法律」（金融再生法）と「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」（金融機

能早期健全化法）が施行された。これらにより、①破綻処理のための金融整理管財人、②

破綻金融機関の業務を継承する承継銀行（ブリッジバンク）、③破綻金融機関の特別公的管

理（一時国有化）、④公的資金による金融機関の資本増強スキーム、⑤整理回収銀行と住管

機構の合併による「整理回収機構」（RCC）など、金融機関の破綻処理や健全化のための制

度整備が行われた。 

このような制度整備に伴い、預金保険機構も、これらに係る業務を新たに担うことにな

った。前述した預金保険機関の業務範囲という観点からは、金融機関に対する監督権限は

ないが、破綻処理の実務を担う預金保険機構は、ペイ・ボックス型とリスク・ミニマイザ

ー型の中間に位置する。人員面でも、役職員定数は、設立当初の 10 余名から、ピーク時の

2002 年度には、400 名以上まで拡大した。 

1996 年 6 月～2001 年 3 月の時限措置として行われた預金の全額保護を解除し、定額保

護に復することは、一般に「ペイオフ解禁」と呼ばれる。不良債権問題と金融不安が長期

化するなかで、全額保護の終了は当初予定から延期を余儀なくされた。定期性預金（定期

預金、定期積金等）については 2002 年 4 月、流動性預金のうち、利息付きの普通預金等に

ついては 2005 年 4 月に全額保護が終了し、1 預金者・1 金融機関当たり、元本 1,000 万円

とその利息までが保護されるという原則に戻った。 

この全額保護の終了は、政府の「金融再生プログラム」（2002 年 11 月に作業工程表を発

表）により、大手銀行の不良債権問題が 2004 年度までに概ね終息し、ようやく「失われた



19 
 

10（余）年」の金融危機を脱して、「新たな平時」に入ったことを反映している。ただし、

企業等の手形取引などの決済機能に配慮して、当座預金や、利息の付かない普通預金など、

無利息、要求払い、決済サービスを提供可という 3 要件を満たす決済用預金については、

恒久的措置として全額保護される。 

こうした平時の原則である定額保護の例外として、信用秩序の維持に極めて重大な支障

が生じるおそれがある場合には、内閣総理大臣等で構成される金融危機対応会議の議を経

て、保険金支払コストを超える額の資金援助など、預金の全額保護となる「金融危機対応

措置」（預金保険法第 102 条）が、恒久的措置として残されている。 

預金保険機構は、1991 年～2003 年に発生した 181 件の破綻処理に対処した。これらの

うち、178 件が資金援助方式、3 件（日本長期信用銀行、日本債券信用銀行、足利銀行）が

一時国有化（特別公的管理、特別危機管理）の方式による。足利銀行のケース（2003 年）

は、前述の金融危機対応措置（第 3 号措置）の適用事例であり、既存株主の保有株式は無

価値になった。りそな銀行のケース（2003 年）も、同措置（第 1 号措置）の適用事例であ

るが、本件は債務超過に陥った金融機関の破綻処理ではなく、資本増強による救済案件と

されている 33）。ただし、両行に対し、規模等の相違があるとはいえ、このように異なった

対応を行ったことについては、筋が通らないという批判もある 34）。 

なお、同様の公的資金の注入による予防的な資本増強策として、主に地域金融機関を対

象として、2004 年 6 月に制定された「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」（金

融機能強化法）によるスキームもある。本法に基づく地方銀行等への公的資金の注入とし

ては、従来、13 件の適用事例があった。その後、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震

災の影響を受けた金融機関の財務基盤強化のため、2011 年 9 月に筑波銀行（茨城県）、仙台

銀行（宮城県）、同年 12 月に七十七銀行（宮城県）に対して、公的資金が資本注入された。

2012 年に入っても、東北地方を中心とした信用金庫や信用組合に、公的資金の資本注入が

行われている。 

 

（８）初の定額保護による破綻処理 

 日本振興銀行（以下、同行）は、2004 年、中小企業向け貸付と定期預金の受入れを主な

業務とする新規参入銀行として開業した。同行は、2005 年開業の新銀行東京とともに、既

存銀行等による低金利貸出市場と、貸金業者（ノンバンク）による高金利貸出市場との中

間領域として、ミドルリスク・ミドルリターンの貸出市場を開拓しようとする、新たなビ

ジネスモデルを目指した。そのための融資手法として、統計的なスコアリングモデルを用

いて、貸出先の財務諸表から信用力を点数化し、融資の可否を自動審査するとともに、小

口貸出を束ねて与信プールを構築するという、スコアリング融資などが理念として掲げら

れた。 

しかし、同行の当時の経営陣が次第に開業当初の理念から逸脱し、ずさんな融資審査や

大口融資への傾斜、ノンバンクからの貸付債権の買取り 35）等により、無理な量的拡大に走
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ったことなどから、多額の不良債権を抱えて債務超過に陥り、経営破綻に至った 36）。破綻

直前の預金者は約 11 万人、預金総額は約 6 千億円であった。銀行経営面でのリスクを懸念

しながらも、預金保険制度による保護を当てにして、他行より金利の高い同行の定期預金

を保有するといった、預金者のモラルハザード的な行動もあったといわれる。 

2010 年 9 月、同行の破綻処理にあたって、本邦初の定額保護による処理が行われたが、

破綻処理方式としては、従来の大半の事例と同様、資金援助方式がとられている。これま

で、保険金を預金者等に支払う方法（保険金支払方式）による破綻処理が行われた事例は

皆無である。 

 破綻当日の 9 月 10 日（金）、金融庁長官が同行に「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」を発出し、預金保険機構を金融整理管財人に選任した。同行は同

日、東京地方裁判所に、再建型の法的倒産手続である民事再生手続開始の申立てを行った。

週末に「名寄せ」（同一預金者の複数の預金口座を集約・合算する作業）を行い、13 日（月）、

同行は、金融整理管財人の管理下で、付保預金の払戻しや融資業務等を再開した。これは、

いわゆる「金月処理」に沿ったものである。 

非付保預金（1 預金者の元本 1,000 万円超の部分）は、民事再生手続のなかで、同行の財

産の状況に応じ、一部カットされたうえで、後日弁済される。実際に、非付保預金の一部

をカットされる預金者は約 3,400 人で、全体の約 3％に相当する。事前の概算払率は 25％

と設定された。2011 年 7 月 27 日に、預金保険機構が東京地方裁判所に提出した同行の民

事再生計画案では、一般債権者に対する弁済率は 27％とされた。このように、非付保預金

は 7 割以上カットされる見込みであったが、この間、預金者の間で大きな混乱が生じるこ

とはなく、他の銀行等でも取付け騒ぎなどは起きなかった。同年 11 月 15 日、同行の民事

再生計画の変更により、一般債権者に対する弁済率は 27％から 39％に高まった 37）。 

 預金保険機構は、金融整理管財人として、同行の業務運営のほか、事業譲渡、旧経営陣

への民事・刑事上の責任追及も行う。同機構は、2011 年 4 月 25 日、同行の預金や資産の

一部を、暫定的な受け皿機関（ブリッジバンク）である第二日本承継銀行（同機構の子会

社）に譲渡した。承継されない不良資産は、整理回収機構（同）等に移管された。同年 8

月 23 日、整理回収機構は、同行の社外取締役を含む 7 人の元役員に対し、合計 50 億円の

損害賠償を求めて、東京地方裁判所に提訴した。 

 預金保険機構は、2011 年 3 月に実施した 終的な受け皿会社の公募で、基本的な要件と

して、「中小企業向け貸出を含め、銀行としての機能を適切かつ継続的に発揮できること」

を掲げた。この公募に対して、当初、7 者から応募があったが、3 段階の選考過程を経て、

同年 9 月末に、小売業界からの新規参入・個人向け（リテール）銀行であるイオン銀行が

選定された。同年 12 月 26 日、第二日本承継銀行の全発行済み株式はイオン銀行に譲渡さ

れ、その商号もイオンコミュニティ銀行に変更された。2012 年 3 月 31 日、イオン銀行は、

イオンコミュニティ銀行を吸収合併した。これにより、イオン銀行は、グループ店舗テナ

ントなどの法人向け融資に進出し、収益源を多様化する方針である。 



21 
 

 破綻処理に関する実質的な政策判断を行う金融庁が、日本振興銀行に対して定額保護に

よる処理を決断した背景として、いくつかの要因が考えられる。すなわち、①金融機関の

破綻としては、足利銀行以来、7 年ぶりの案件であるため、破綻処理方法などの点で、前例

との整合性を問われにくい 38）。②金融平時での単発的なケースであり、預金取付けの波及

の懸念が小さい。③同行は当座預金や普通預金などの決済性預金を扱っていない 39）ほか、

銀行間（インターバンク）市場での資金調達を行っておらず、全国銀行データ通信システ

ム（全銀システム）等の決済ネットワークにも加わっていないなど、特異な「自己完結モ

デル」を採っていたため、破綻しても他の金融機関に影響が及びにくい 40）。④同行は資産

規模との比較で不良債権が多額に上るうえ、旧経営陣が銀行法違反（検査忌避）容疑で逮

捕される（その後、有罪判決を受ける）など、違法行為を行っていたこともあって、公的

資金の投入を伴う金融危機対応措置の対象とはしにくい。⑤近年、預金保険制度や預金の

定額保護に対する一般の認知度が高まってきている 41）。 

 我が国における預金保険制度の創設以来、約 40 年、バブル崩壊後からでも約 20 年の歴

史のなかで、今回初めて、預金の全額保護という呪縛が解かれ、定額保護による処理の実

例ができたという事実は重い。本件に対しては、金融機関の破綻処理手法の充実や、預金

者の自己責任の明確化、市場規律の向上などの観点から、総じて前向きの評価が行われて

いる。預金保険法上の破綻処理案件として、現状では、本件は 182 件中 1 件のみの限られ

た事例に過ぎないうえ、前述のように、破綻銀行が決済機能を欠いていたことなど、本件

特有の事情もあり、今後の破綻処理に際して、同様に定額保護による処理が実施されると

は限らない 42）。それでも、破綻処理の本来の原則が預金の定額保護であることを、実例に

よってあらためて示したことには、大きな意味がある。 

 

４．預金保険制度の基本的諸課題 43） 

 

（１）預金保険制度の有効性と限界 

 「バブルの生成・拡大→バブル崩壊→不良債権問題→個別金融機関の経営破綻→取付け

騒ぎ→システミック・リスク（→景気後退→デフレ・スパイラル）」という金融不安定性の

経路は、それぞれ異なる点もあるものの、1929 年の米国で勃発した世界恐慌、1990 年代初

頭の我が国でのバブル経済崩壊、今般の世界金融危機など、歴史上、何度も繰り返されて

きた。これらに対して、（少額）預金者保護により、取付けの波及からシステミック・リス

クの拡大に至る過程を防止し、信用秩序の維持ないし金融システムの安定を図ろうとして

導入されたのが、預金保険制度である。そうしたプルーデンス政策的な目的については、

米国の FDIC や我が国の預金保険機構の創設にあたっても、同様に明示されている。 

 一方、前述したとおり、FDIC の創設に先行した米国諸州での預金保険（類似）制度の時

代から、既に、預金保険基金の枯渇や、金融機関経営のモラルハザードの誘発などの問題

が生じていた。我が国でも、大蔵省は戦前期から、預金保険制度の導入に消極的であった。
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1950 年代の同省内の検討でも、重大な事態の際には、預金保険はさほど効果がないのでは

ないか、などと指摘されていた。当時の日本銀行や金融業界にも、同制度の導入に対し、

否定的な意見が多かった。実際にも、その後の我が国でのバブル崩壊以降や、今般の世界

金融危機時の経験などは、本格的な預金保険制度が導入・整備されていても、取付け騒ぎ

やシステミック・リスクの発生・拡大を十分に防止することは、容易でないことを示して

いる。 

 預金の定額保護を原則とする、世界の多くの預金保険制度に内在する基本的な諸課題の

なかでも、特に重要と思われるのは、「少額預金者保護を通じて、金融システムの安定を図

る」という基本理念と、その反面として、「大口預金者であれば、（個人であっても、）自己

責任を問えるはず」という前提が現実的なのか、という論点である。 

 前述したように、我が国では、バブル崩壊後の 1990 年代半ば以降、取付け騒ぎの連鎖な

どのシステミック・リスクが懸念される局面では、制度の本則であるはずの定額保護を、

法改正により、数年間凍結せざるを得なくなった。その期間中ですら、実際に取付けが発

生する場面があった。また、2008 年 9 月のリーマン・ショックの直後には、世界中で、預

金の保護上限額の引上げや、全額保護などの動きが広がった。これらの事実は、我が国に

限らず、金融システムの安定がより切迫して求められる局面になるほど、上記の基本理念

と前提は現実的でなくなり、政策当局は保守的な対応をとらざるを得なくなるという、ジ

レンマに直面することを示している。 

 少額預金者保護の建前に基づく定額保護の実施は、零細預金者の生活の保護という社会

政策的な措置としてはともかく、金融システムの安定というプルーデンス政策的な観点か

らは、いわば「平時のセーフティネット」にとどまるのが現実のように思われる。我が国

における預金保険制度の約 40 年の歴史のなかで、バブル崩壊を境として、前半の「かつて

の平時」には、同制度自体が伝家の宝刀と化した一方、後半の有事（危機時）の際には、

事前に預金保護上限額が大幅に引き上げられていたにもかかわらず、結局定額保護による

処理は実施できなかった。今回の日本振興銀行のケースは、リーマン・ショック後にも、

我が国の金融システムが相対的に安定を保っている、束の間の「新たな平時」のなかで発

生した、定額保護による処理の実績づくりのためには格好の案件であったともいえる。 

 IADI、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）、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）、世界銀行（世銀）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。その付属書 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」では、次のように述べられている。「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（中略）。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。」44） 
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 IADI やバーゼル銀行監督委員会のような国際的機関によって、預金保険制度が平時のセ

ーフティネットにとどまるという認識が、これほど率直に表明されたことは、従来にはほ

とんどなかったと思われる 45）。こうした現実については、今般の世界金融危機を経て、あ

らためて広く認識されるようになった。現状では、預金保険制度の限界をどのように、ど

こまで広げていくのか、また、同制度の限界を超える場合に、どのように対応していくの

かということが、制度設計ないし公共政策上の重要な課題となっているといえる。 

 

（２）預金の定額保護と全額保護  

我が国での全額保護中の 1999 年 12 月の金融審議会答申、「特例措置終了後の預金保険制

度及び金融機関の破綻処理のあり方について」では、全額保護の終了を展望して、市場規

律を重視し、破綻処理コストの 小化を目指す「小さな預金保険制度」という考え方が示

された。そうした市場原理に沿った考え方は、その後、我が国での約 2 兆円もの公的資金

の投入を伴うりそな銀行への資本注入や、今般の世界金融危機などにより、一旦、軌道修

正を余儀なくされたようにみえる。 

ただ、前述したとおり、我が国では、今回の日本振興銀行の定額保護による処理により、

預金保険制度と金融機関の破綻処理の本来の原則が預金の定額保護であることが、あらた

めて示された。また、リーマン・ショックの直後に、全額保護等の預金保護の拡充を実施

した約 50 の国・地域の多くで、2010 年末に期限が到来し、新たな定額の預金保護額が恒

久措置として設定された。その際、一時的な全額保護の実施前と比べれば、高い保護上限

額が定められる事例もいくつかあった。 

このように、預金保護額は時代とともに変化してきており、これについては、預金保険

制度の強化・改善とも、試行錯誤ともみることができる。例えば我が国では、前述のとお

り、バブル経済直前の 1986年に、保護上限額が 300万円から 1,000万円に引き上げられた。

その背景に、明確なマクロ・プルーデンス政策的意図があったことについては、当時とし

ては卓見であったと評価できる。ただ、バブル崩壊後の金融機関の破綻処理においては、

ペイオフの凍結と解禁を経て、実際に上限 1,000 万円での定額保護が実施されるまでには、

20 年以上もかかった。一般論として、適切な預金保護上限額の設定は容易ではなく、我が

国の場合でも、現状の 1,000 万円が妥当とも言い切れない 46）。 

いずれにしても、預金の全額保護は、預金者保護それ自体より、金融危機対応のための

緊急避難的な措置として有効である反面、金融機関の経営者と預金者の双方に少なからぬ

モラルハザードを生じさせるほか、過大なコストを要することもあり、平時の定常的な制

度としては現実的ではない。もっとも、これは程度の問題であり、定額保護であっても、

また保護上限額にもよるものの、日本振興銀行のケースでもみられたとおり、ある程度の

モラルハザードの発生などは回避しきれない。 

定額保護を前提とする平時の預金保険制度においては、定額を超える預金者はなぜ（全

額）保護されないのか、すなわち、前述した大口預金者の自己責任という論点が、あらた
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めて問題となる。これに関しては、次のとおり、二つの考え方があり得る。 

第一に、モラルハザードの問題などから、政策的に全額保護をとり得ないとすると、ど

こかで線引きせざるを得ないので、結果的に保護されない預金者が出てしまうのもやむを

得ない、という消極的な考え方がある。第二に、大口預金者は、保護上限額を超えて自発

的に預金しているのであるから、金融機関が破綻した場合のリスクについては当然承知し

ているはずであり、そのような場合に保護されなくても、それは自己責任の範囲内である、

という積極的な考え方もある。近年では、金融機関の情報開示の充実などを背景に、後者

の積極的な考え方が強くなっている。 

このように、大口預金者の自己責任に関して、積極的な考え方が強まってきた反面で、

現実に金融危機が発生すれば、全額保護が導入され、大口預金者も含む預金者は必ず保護

されるという、預金者側のモラルハザードが醸成されることは、市場規律を維持するうえ

で、長期的にみて望ましくない。その意味でも、我が国での今回の定額保護による処理や、

多くの国・地域で、リーマン・ショック後の一時的な全額保護から定額保護に復帰したこ

とについては、再度、一定の評価を行うことができると思われる。 

この点に関連して、前述の IADI とバーゼル銀行監督委員会による「実効的な預金保険制

度のためのコアとなる諸原則」の原則 10 では、次のように述べられている。「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。」47） 

多くの国・地域での一時的な全額保護への移行は、あくまで金融危機時の例外的な措置

であり、恒常的には法制化されていない。例えば英国では、1 年間の時限立法が行われ、米

国では、連邦預金保険法上の 小コスト原則の適用を回避する例外規定（systemic risk 

exception）が発動された。今後の金融危機の再発に際して、全額保護に再移行する場合が

あるとしても、同様の例外的措置がとられると予想される。 

これらに対して、我が国では、金融再生法と金融機能早期健全化法（1998 年 10 月施行）

などによる時限的な制度整備を引き継いで、預金保険法に金融危機対応措置（第 102 条）

が恒久化措置として定められている。このように、恒久的な法律に、平時における定額保

護のほか、有事の際の公的資金注入を伴う全額保護もカバーされているのは、現状では、

世界的にみても稀な進んだ制度と評価できる。 

上記の預金保険法第 102 条には、金融危機対応措置の発動の前提として、「信用秩序の維

持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるとき」（危機的な事態＝システミッ

ク・リスク）という要件が定められている。これに基づいて、具体的にどのような場合に

同措置の対象とするのかについては、政策的な判断が必要であるため、金融危機対応会議

で合議するという手続が法定されている 48）。 

ただ、金融危機対応措置発動のための政策判断の基準は、必ずしも明確とはいえない。

この点に関して、りそな銀行への同措置（第 1 号措置）適用に対し、少なからぬ批判があ
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ったことについては、前述したとおりである。因みに、今回の日本振興銀行の定額保護に

よる破綻処理に際しては、同行の破綻はシステミック・リスクの発生原因にあたらないと

いう、金融担当大臣ないし金融庁の判断が前提となっており、金融危機対応会議での議を

経ていない。今後は、定額保護と、金融危機対応措置（第 1～3 号措置）による全額保護の

どちらを発動するにしても、政策判断を行った側は、その理由と経緯等について、十分な

説明を行うことが求められる。 

 

（３）金融機関の破綻処理と公的資金の注入 

 預金保険制度における預金者保護と金融機関の破綻処理等は、表裏一体の関係にある。

我が国では、バブル崩壊後の 1990 年代に制定された、金融再生法や金融機能早期健全化法

などの危機対応立法に続き、現在でも、預金保険法の金融危機対応措置（第 102 条第 1 号

措置）や、金融機能強化法による地域金融機関への資本増強策といった、破綻処理以外の

場合も含む公的資金の注入スキームが制度化されている。 

 一方、米国では、2010 年 7 月に成立した金融規制改革法（ドッド・フランク法）により、

どれほど重要・複雑な金融機関であっても、秩序だって破綻させ、公的資金を使って救済

しないことを法制化した。これは、2008 年 9 月、リーマン・ブラザーズを破綻させた直後

に、全米 大の保険会社で破綻に瀕した AIG に多額の公的支援を行わざるを得なくなった

ことから、政策当局への信頼が揺らいだという経験などを踏まえたものである。 

 ただ、金融危機の 中に、実体経済への悪影響を無視して、金融機関を連続破綻させて

しまってよいのかとの疑問はあり、今後の金融危機再燃の際に、それが試されることにな

ると思われる。金融機関に限らず、企業の清算を行うと、その事業・資産価値は急激に低

下しやすい。我が国でのバブル崩壊後の経験をみても、破綻処理のための社会的コストと

いう観点から、特にシステミック・リスクを招きやすい銀行等の金融機関については、公

的資金を注入してでも、存続させることに経済合理性が存在するケースもあると考えられ

る。ただ、その場合には、そうした政策判断について十分な説明が求められることは、前

述したとおりである。 

 また、欧州では、国境を越えたクロスボーダーの金融機関破綻に対して、EU 域内共通の

危機管理（crisis management）を整備しようとしている。現状では、その詳細は未公表で

あるが、金融機関の清算を原則としながら、例外的には事業再建の可能性も残している模

様である。 

 

（４）預金保険制度の将来展望 

 これまで検討してきたとおり、預金保険制度の有効性と限界、預金の定額保護と全額保

護、金融機関の破綻処理と公的資金の注入などの論点は、相互に密接に関連している。い

ずれに関しても、今般の世界金融危機などを通じて、その重要性や問題点に対する認識が
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高まったものの、現状では、各国・地域の政策対応や制度改正は、未だに試行錯誤の段階

から脱していないようにもみえる。 

 そのなかで、我が国では、今般の世界金融危機に先駆けて、バブル崩壊後の 1990 年代以

降の金融危機を経験したこともあり、預金保険制度や金融機関の破綻処理制度に関しては、

恒久的な金融危機対応措置を有するなど、国際的にみても、制度整備が進んでいる面もあ

る。ただ、日本振興銀行の定額保護による処理を含め、本来の意味での破綻処理において

は、米国の FDIC などに比べ、十分な実績があるとはいえない 49）。また、金融危機対応措

置についても、発動実績が限られているうえ、制度運営上の問題も残されている。 

 現状では、欧州債務問題を含め、世界金融危機はまだ収束したとはいえない。また、我

が国でも、巨額の財政赤字と国債発行による潜在的なソブリン・リスクもあり、将来的に

金融危機が再発する可能性も否定できない。そうしたなかで、我が国の金融システムが相

対的な安定を保っており、初の定額保護による処理も経験した現在だからこそ、中長期的

な視点から検討すべき課題は少なくない。 

 世界と我が国の預金保険制度の歴史に学びながら、同制度の将来的なあり方に関して、

プルーデンス政策上の制度設計という公共政策的な観点から、真摯に検討と展望を行うこ

とが求められているといえよう。 

 

 

以 上 



27 
 

注 

 

1） 横浜国立大学経営学部・大学院国際社会科学研究科教授、博士（学術）。 

2） 本稿は、前稿である高橋正彦「ペイオフ発動の歴史的意義」、『横浜経営研究』第 32巻第 1 号（2011

年 6 月）をもとに、大幅に加筆・修正したものである。なお、筆者による関連する論文として、①「ペ

イオフ発動と預金者保護」、『ジュリスト』No.1414（2011 年 1 月）、②「ペイオフ発動から 1 年～預金

保険制度の今後のあり方」、『金融ジャーナル』No.658（2011 年 9 月）がある。 

  西村吉正・（前）早稲田大学教授（元・大蔵省銀行局長）には、前稿の作成段階に加え、日本金融学会

春季大会での筆者による報告（2011 年 5 月 29 日）に対する討論者としても、有益なコメントを賜った。

浅井良夫・成城大学教授、福光寛・同大学教授、翁百合・日本総合研究所理事からもコメントをいただ

いた。また、本稿の作成にあたっては、田邉昌徳・預金保険機構理事長から包括的なご示唆を賜ったほ

か、澤井豊・同機構総務部調査室長からも、個別の論点と参考資料に関して、詳細なご教示をいただい

た。本稿に基づく日本金融学会春季大会での筆者による報告（2012 年 5 月 19 日）では、斉藤美彦・獨

協大学教授から、討論者として有益なコメントをいただいた。ここに記して感謝を申し上げる。ただし、

本稿での意見にわたる部分は筆者の私見であり、これらの方々や組織のご見解とは直接の関係はない。 

3） 民法上の典型契約（法律にその名称と内容が規定されている契約類型）の一つである寄託のうち、消

費寄託は、受寄者が寄託者から受け取った受寄物を消費することができ、それと同種・同等・同量の物

を返還すればよい契約のことをいう。預金の場合、預金者が寄託者、銀行等の金融機関が受寄者、預金

された金銭が受寄物にあたる。 

4） （マクロ・）プルーデンス政策に関しては、小立敬「マクロプルーデンス政策の国際的な潮流――次

第に明らかになる政策の方向性――」、『預金保険研究』第 14 号（2012 年 5 月）＜本誌＞を参照。 

5） ①預金保険機構調査室「金融危機と信用機構」、『日本経済新聞』2010 年 11 月 5 日～11 月 22 日「ゼ

ミナール」13～23（『預金保険研究』第 13 号＜2011 年 5 月＞に再録）、②御船純「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」、『預金保険研究』第 13 号（2011 年 5 月）、③御船

純「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――」、『預金保険研究』

第 13 号（2011 年 5 月）、④広部伸浩「（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」、『預金保険研究』第 13 号（2011

年 5 月）、⑤澤井豊「リーマン・ショック後の預金保険制度の世界的動向」、『預金保険研究』第 14 号（2012

年 5 月）＜本誌＞を参照。 

6） 米国では、連邦レベルでの預金保険制度の創設より 100 年余り前の 1829 年、ニューヨーク州で、同

制度の原型といえる「銀行ファンド」（bank fund）ないし「保険ファンド」（insurance fund）を含む、

「銀行債務保険プログラム」（bank-obligation insurance program）が創設された。1831 年から 1858

年にかけて、同様のプログラムが、5 州（バーモント、インディアナ、ミシガン、オハイオ、アイオワ）

で導入された。1908 年から 1917 年にかけても、州立による同様の預金保険プログラムが、8 州（オク

ラホマ、カンザス、ネブラスカ、テキサス、ミシシッピ、サウスダコタ、ノースダコタ、ワシントン）

で導入された。この間、1886 年から 1933 年銀行法まで、全国レベルでの預金保険制度の創設を求める
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連邦議会への発議は、合計 150 回に上った。 

こうした米国での預金保険制度導入への動きは、繰り返し発生した銀行破綻等による金融不安から、

地域社会や個人の預金者等を保護することを主な目的としていた。一方、先行した州レベルでの預金保

険（類似）制度については、既に、預金保険基金の枯渇や、金融機関経営がリスキーな方向に流れると

いった、モラルハザード（倫理の欠如）の誘発などの問題が生じていた。 

世界恐慌を経て、ようやく実現した FDIC の創設にあたっては、銀行システムに対する国民の信頼を

回復し（restore public confidence in the nation’s banking system）、取付けを防ぎ、金融システムの安

定を実現・維持する（achieve and maintain financial stability）ために、連邦レベルの預金保険制度が

必要という考え方があった。一方、これに反対する側の論拠としては、①州レベルでの類似制度の多く

は十分に機能せず、廃止に至ったこと、②預金保険は金融機関経営の失敗に対する制裁を取り除き

（deposit insurance would remove penalties for bad management）、経営者のモラルハザードをもた

らす懸念があること、③制度の運営コストが嵩むうえ、連邦政府による民間部門への過大な介入を招き

かねないこと、などが挙げられた。 

  ①FDIC, “A Brief History of Deposit Insurance in the United States, ”September 1998、②永 顕「金

融危機と公的資金導入――1920 年代の金融危機への対応――」、伊藤正直・ 見誠良・浅井良夫編著『金

融危機と革新――歴史から現代へ――』（日本経済評論社、2000 年 7 月）第 4 章を参照。 

7） 欧州の銀行は、総じて、預貸率（預金残高に対する貸出残高の比率）が高い傾向がある。なかでもノ

ーザン・ロックは、住宅ローン債権の証券化（RMBS）を中心とする市場からの資金調達に依存して、

業容を拡大していた。サブプライムローン問題の深刻化により、証券化市場が機能不全に陥ると、同行

の資金繰りは急速に悪化した。2007 年 9 月、同行に対する当局の流動性支援計画が報道されたことをき

っかけに、預金取付けが発生した。結局、2008 年 2 月に、同行は一時国有化された。本件を契機として、

金融機関の資金調達手段としての預金の安定性と、それを確保するためのセーフティネットである預金

保険の整備の重要性が、再認識された。 

   一方、我が国の金融機関をオリジネーター（原資産保有者）とする住宅ローン債権の証券化は、独立

行政法人である住宅金融支援機構（旧・住宅金融公庫）との提携による「フラット 35」（固定金利、 長

返済期間 35 年の住宅ローン）の証券化スキームを含め、金利リスクや期限前返済リスクの投資家への移

転などに主眼があり、資金調達手段としての意味合いは少ない。これには、近年、我が国の銀行等の預

貸率が低下傾向にあることも関係している。 

   今般の世界金融危機と証券化との関わりや、その後の金融規制強化については、①高橋正彦『増補新

版 証券化の法と経済学』（NTT 出版、2009 年 12 月）補章第 1 節、②同「金融規制強化と証券化市場」、

『横浜経営研究』第 31 巻第 1 号（2010 年 6 月）、③同「ノンバンク規制と債権流動化」、『SFJ 金融・

資本市場研究』第 2 号（2010 年 10 月）、④同「金融規制強化と証券化への影響」、リース事業協会『資

産流動化に関する調査研究報告書』第 6 号（2010 年 11 月）、⑤同「証券化」、『法学教室』No.377（2012

年 2 月）を参照。 

8） 2008 年 9 月に、アイルランドが、自国の金融システム不安を背景に、預金の全額保護を行ったこと

から、隣接する英国で、預金者の安全志向により、英銀から在英のアイルランド系銀行支店への急速な

靎

廣
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預金シフトが生じた。欧州連合（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

が海外支店の預金にも及ぶという事情もあった。これを受けて、英国をはじめ、多くの EU 域内諸国に、

預金保護を拡充する動きが波及した。これらのなかには、自ら金融不安を抱える国だけでなく、予防的

な観点や、自国の金融機関の国際競争力を維持する目的から、他国の動きに追随した国もあった。 

9） EU では、2009 年 2 月に、欧州委員会の諮問機関が金融監督・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）を公表した。同委員会は、2010 年 7 月に、預金者および投資家の保護制

度に係る EU 指令（預金保険指令）の改正案と、保険契約者の保護制度に係る EU 指令の導入方針を公

表した。 

   1994 年に EU 域内共通ルールとして定められた旧・預金保険指令は、域内各国の実情に配慮して、

低限の制度的調和を図ろうとするものであった。今回の改正では、域内制度の一層の調和と強化を意図

して、預金保険による保護限度額を、1 預金者当たり、 低 5 万ユーロから一律 10 万ユーロに引き上げ

た（2010 年末に実施）。保護対象となる預金者や金融商品について、域内で統一を図る（2012 年末に実

施）ほか、預金払戻し期間についても、3 か月以内から 4 週間以内に（2010 年末に実施）、さらに 1 週間

以内に短縮する方針である（2013 年末に実施予定）。 

10） EU レベルでの単一の預金保険制度・基金の設立については、金融機関破綻時の円滑な対応やコス

ト面でメリットがある反面、法制面等の問題もあるため、中長期的な課題として、2014 年末までに、問

題点を検討した報告書を作成する方針である。 

11） ドッド・フランク法により、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（1 預金者当たり、10 万ドル→25 万ドル）が恒久化され、2008 年初に遡って適用されること

になった。この結果、米国の預金保護限度額は、国際的にみても、非常に高い水準となっている。 

12） ①  ・前掲論文（注 6）、②同「昭和金融恐慌と休業銀行の破綻処理問題」、『甲南経済学論集』

第 43 巻第 2 号（2002 年 9 月）、③浅井良夫「1927 年銀行法から戦後金融制度改革へ」、伊藤正直・ 見

誠良・浅井良夫編著『金融危機と革新――歴史から現代へ――』（日本経済評論社、2000 年 7 月）第 5

章を参照。 

13） 大蔵大臣の松方正義が、銀行条例の制定の際に閣議に提出した「銀行条例制定ノ議」では、次のよ

うに述べられている。「私立銀行ノ事業ハ他ノ一般ノ商社ト異ナリ、広ク公衆ヨリ預リ金ヲ為シ、巨額ノ

資本ヲ運転シ、金融ヲ開導スルノ機関ニシテ、其一成一敗ハ惟リ其株主、債主等ニ直接ノ損益ヲ蒙ムラ

シムルニ止マラズ、市場一般ノ信用ニ影響シ、一ニ銀行ノ蹉跌ニ因リ、各地方ノ人民尽ク疑懼ノ念ヲ生

ジ、平生確実ノ銀行ト雖モ、之ガ為メ多少ノ猜疑ヲ受ケ、営業上不測ノ困難ヲ来スコトアルヲ免レズ、

銀行事業ノ一国経済上ニ大関係ヲ有スル夫レ此ノ如シ、故ニ之ガ管理ノ方法モ亦、 厳密精密タラザル

ヲ得ズ。」 

   ここでは、公共性という言葉自体は用いられていないが、銀行条例の立法趣旨として、預金者（債主）

の保護や取付けの防止により、今で言うシステミック・リスクの拡大を抑止するという、プルーデンス

政策的な考え方が既に明確に打ち出されている。 

14） 例外的に、1924 年 1 月に営業を再開した大分銀行に対し、預金払戻資金として、日銀特融が行われ

た。また、七十四銀行と横浜貯蓄銀行の破綻処理のために、1920 年に設立された新銀行の横浜興信銀行

永 顕廣
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に対し、横浜に本店を置く複数の銀行の連帯保証を伴い、破綻した両行の預金払戻資金として、預金部

資金の融通による公的資金導入が行われた。 

15） 高橋是清蔵相は、帝国議会での答弁で、「此法案ハ今後取付ニ行ク所ノ位置ニ在ル預金者ヲ安定スル

ト云フノデ、取付ニ行カレナイ（休業銀行ノ）預金者マデニハ及ンデ居ラナイ。」と述べた。取付けの防

止による事前的なシステミック・リスクの抑制に比べると、休業銀行の預金者保護という事後的なセー

フティネットの優先度は、一段低く考えられていたといえる。 

16） （注 6）を参照。さらに古く 1906 年～08 年に、我が国で初めての経済雑誌といわれる『東京経済

雑誌』で、預金者保護の必要性が強調され、米国における預金保険に関する議論や、州レベルの預金保

険制度が紹介されていた。 

17） 「預金保険制度の不評」、『大阪銀行通信録』第 310 号（1923 年 6 月）を参照。 

18） 昭和金融恐慌の当時、我が国の一部地域で、休業銀行の預金者保護を目的として、民間レベルでの

預金保険制度的な仕組みが設立・運営されていた。例えば、滋賀県では、1927 年 8 月、地元出身の事業

家等の共同出資により、近江銀行小口預金者金融組合が設立され、休業した近江銀行の小口預金者に対

し、預金通帳または証書を担保として、預金の半額を限度に、資金融通が行われた。この時点では、全

国的・公的な預金保険制度は導入されなかったが、一部地域・民間レベルでは、預金保険的な仕組みへ

のニーズがあり、地域・銀行間の公平の問題はあっても、そうしたローカルな要請に応えようとする動

きもあったことは注目される。当時の大蔵省や日本銀行も、こうした事実について、認識・調査してお

り、関心を持っていたことが窺われる。 

19） その後も、米国の預金保険制度の調査・紹介は行われた。例えば、河野通一「銀行預金の保障」、『財

務通報』1935 年 3・4 月号を参照。 

20） ①浅井良夫・前掲論文（注 12）、②野口悠紀雄『1940 年体制 さらば戦時経済（増補新版）』（東洋

経済新報社、2010 年 12 月）を参照。 

21） 野口悠紀雄・前掲書（注 20）を参照。 

22） 高橋正彦「戦後の金融機関再建整備について」（日本銀行金融研究所、1995 年 3 月）を参照。 

23） 1946 年 3 月末現在の全国銀行の総貸出残高の約 75％は、軍需融資（指定融資、命令融資等を含む）

と戦争保険融資によるものであった。 

24） 金融機関再建整備の基本構想段階の初期には、大蔵省内に、「後ろ向き」の債権債務を日本銀行に集

中したうえで、具体的措置を講じるという案があった。これとは別に、「貯金保険金庫」を設立して、プ

ール機関とするという案もあった。これは、成行き次第では、預金保険システムによるバックアップを

行うという二段構えの構想であり、金融機関再建整備と預金保険制度との接点について、当局者が認識

していたことの表れとみることもできる。 

25） 浅井良夫・前掲論文（注 12）を参照。 

26） 大蔵省財政史室編『昭和財政史――昭和 27～48 年度』第 10 巻 金融（2）（東洋経済新報社、1991

年 4 月）を参照。 

27） 導入預金とは、預金に関わる通常の利益（利息等）以外の利益を得る目的で、通常でない契約を伴

って行われる預金である。①臨時金利調整法に違反する特利の支払いを約して行われる預金、②預金者
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が第三者と結託し、当該預金を引当てとして、その第三者に融資する等の特定の契約を伴って預金を行

い、その第三者から預金者に「裏利」が供与される場合などがある。 

28） これ以降の記述については、①西村吉正『金融システム改革 50年の軌跡』（金融財政事情研究会、

2011 年 3 月）、②「自由化行政苦闘の軌跡――大蔵省銀行局長証言――」、『金融財政事情』創刊 60 周年

記念号（2010 年 7 月）を参照。 

29） 1986 年当時、金融機関への預金の 8 割は 300 万円までで、1,000 万円超の預金は 1 割のみであった。

そのなかで、保護上限額の 1,000 万円への引上げに対しては、金融制度調査会やマスコミから、「金持ち

優遇」という批判が高まった。また、日本銀行も、当時、預金保険制度の拡充には消極的であったとい

われる。 

30） 預金保険機構による預金保険発動以前の 1987 年 7 月に、経営困難に陥った鹿児島市農協の救済の

ために、隣接の田上農協が吸収合併した案件について、農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助

が行われている。 

31） その後も、預金保険の支払原資である預金保険機構の責任準備金がマイナスの状況が 2009 年度まで

続いたため、預金保険料率は 0.084％で据え置かれてきた。2010 年度に責任準備金の累積損失が解消し

たことから、金融機関側は、年間 7 千億円に上る保険料負担の軽減を主張した。預金保険機構は、2012

年 3 月 26 日の運営委員会において、欧州の財政金融情勢等を踏まえ、金融システムの中核である預金保

険制度を強固なものとして維持していく観点から、預金保険の実効料率 0.084％を維持することを基本

的な考え方とするが、2012 年度中に預金保険の対象金融機関の破綻がなかった場合には、年度初に遡っ

て保険料率を 0.07％に引き下げ、その差額分（0.014％相当）の保険料を金融機関に還付する旨を決定し

た。条件付きであるが、保険料率の引下げは、1971 年の預金保険制度創設以来、初めてとなる。 

32） 1997 年 11 月 26 日、徳陽シティ銀行（宮城県）が破綻し、仙台銀行などの近隣の金融機関に営業譲

渡された。北海道拓殖銀行、山一證券等の連続大型破綻の直後であったこともあって、金融機関破綻の

波及への一般の危機感が高まり、その当日、複数の銀行で取付け騒ぎが発生した。当時、預金は全額保

護されていたが、急遽、大蔵大臣と日本銀行総裁が共同談話を発表して、預金の全額保護を確認し、預

金者の冷静な対応を訴えた。このときの取付けについては、マスコミが報道を自制したこともあり、そ

うした動きが全国的に広がる事態は何とか回避された。 

33） 預金保険法上、金融危機対応措置（第 102 条）が講じられる場合、その費用については、事後的に

（他の）金融機関から負担金を徴収する（第 122 条）ことが原則になっている。ただ、足利銀行につい

ては、結果的に保険金支払コストを上回る費用は発生せず、金融機関の負担金は生じなかった。りそな

銀行についても、現在、預金保険機構が持株会社であるりそなホールディングスの普通・優先株式を保

有中で、損益が確定していないため、金融機関の負担金は発生していない。 

34） りそな銀行への資本増強については、当時から、「早期是正措置は形式的で、資産査定も行わず、い

きなり第１号措置を発動したのは疑問」、「“too big to fail” が資本増強を正当化する根拠だったのではな

いか」といった批判があった。元・大蔵省銀行局長の西村吉正氏や山口公生氏も、足利銀行とりそな銀

行への対応の不整合・不公平性を指摘している。なお、足利銀行（日本長期信用銀行、日本債券信用銀

行も同様）の一時国有化については、ハードランディング的な破綻処理にみえるが、法的には株主の交
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代であり、銀行の法人格としては存続している。 

  ①野村修也「りそな銀行に対する資本増強の分析」、『法学教室』No.276（2003 年 9 月）、②川本裕子

「りそな銀行への公的資金注入の課題」、『法学教室』No.276（2003 年 9 月）を参照。 

35） 日本振興銀行は、2009 年 2 月に経営破綻した、大手商工ローン業者の SFCG（旧・商工ファンド）

から、多額の事業者向け貸付債権を買い取り、これらの貸付債権は、2008 年度決算における貸出金残高

の約 3 割を占めた。これは、実質的には、債権譲渡担保による同社への貸付ともいえる。ところが、SFCG

は、同行のほか、国内の信託銀行との間で、貸付債権を二重譲渡していた。2010 年 7 月、当該債権の帰

属をめぐって争われた、信託銀行との間の 2 件の民事訴訟の東京地方裁判所判決で、日本振興銀行側は

敗訴し、これが同行の経営破綻の一つの引き金になった。 

  ①平田英明・澤大輔「新銀行東京と日本振興銀行の失敗に学ぶ」、『金融ジャーナル』No.664（2012

年 3 月）、②高橋正彦・前掲論文（注 7③・④）を参照。 

36） 金融庁により設置された、日本振興銀行に対する行政対応等検証委員会は、2011 年 8 月 26 日、自

見庄三郎・金融担当大臣等に対し、同行の設立から破綻までの行政対応などについて検証した報告書を

提出した。そのなかで、同行に対する銀行免許の付与は、妥当ではなかったと指摘されている。 

37） 日本振興銀行と金融整理管財人である預金保険機構が発表したリリースでは、「争いのあった大口債

権の取扱いにつき、今般合意が成立したため、当初争いの帰趨に備えて留保していた資金を、再生債権

者に対する弁済に充当することが可能となった」ことを、弁済率が高まった理由としている。 

38） 金融危機対応措置による預金の全額保護と、定額保護のケースを同時期に併存させることは、金融

機関による預金者の公平性の観点から、制度的にはともかく、政治的にはとり得ない選択肢と考えられ

る。足利銀行と日本振興銀行の破綻の時期が近接していれば、両者の破綻処理方法の整合性も考慮され

たと思われる。 

39） 預金保険法第 1 条には、本法の目的として、「この法律は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る

資金決済の確保を図るため、（中略）もって信用秩序の維持に資することを目的とする。」と定められて

いる。ただ、決済性預金を扱っていない日本振興銀行の場合には、そもそも「資金決済の確保を図る」

必要がほとんどなかった。 

40） 日本振興銀行の破綻直後の記者会見で、自見金融担当大臣は次のように述べた。「今回の場合は、金

融破綻の原則でございまして、そこまでの（金融危機対応措置を発動するほどの）システミック・リス

クはないということを考えまして、（中略）これは定期預金しか扱っておりませんので、（中略）この銀

行は 初から決済システムというものは、そういうものがないビジネスモデルでございまして、そうい

った意味で、破綻したときの広がりというのは少ないと（中略）。そういった意味で、やはり原則は原則

で、私は定額保護ということにさせていただいたわけでございます。」 

41） 預金保険機構が行っている「預金保険制度等の認知度に関するアンケート調査」（2010 年度）によ

ると、預金保険制度について「知っている」という回答は、全体の 76.1％に上っている。2002 年の全額

保護の一部解除を機に、金融機関の情報開示（ディスクロージャー）は、かなり進んできた。また、金

融機関の店頭には預金保険制度を知らせるポスターがあり、同じくホームページにも、同制度に関する

説明（または預金保険機構のホームページへのリンク）があるなど、預金者が同制度について理解し、
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自ら判断するためのツールが、以前に比べ充実してきている。今回の定額保護による処理により、同制

度に関する一般の認知度は、さらに高まったものと推測される。 

42） 金融庁は、東日本大震災後、被災地に限って、現地での信用秩序を保つため、全額保護の実施を内々

に検討したといわれる。検討の結果、実際には、前述の金融機能強化法が改正され、公的資金注入の条

件が大幅に緩和されるとともに、被災地の信用金庫等が公的資金注入後に返済不能になった場合には、

再編などを条件に、実質的に返済を免除するという、特例措置も盛り込まれた。 

43） 近年における国際的なマクロ・プルーデンス政策や、各国の預金保険制度の動向と問題点等に関し

ては、小立敬・前掲論文（注 4）、澤井豊・前掲論文（注 5⑤）＜ともに本誌＞の記述とも一部重複する。

本稿の以下の部分では、預金保険制度に内在する、より基本的・本質的と思われる課題と論点を中心に

検討を行う。 

44） 広部伸浩・前掲資料解説（注 5④）を参照。 

45） 定額保護の預金保険制度の限界を超える措置について、比較的早い段階で検討した論考として、IMF, 

“Deposit Insurance  Actual and Good Practices,” 2000 を参照。 

46） 我が国では、各金融業態のセーフティネットが、①預金保険機構（銀行等）、②投資者保護基金（証

券会社）、③保険契約者保護機構（保険会社）というように、それぞれ別々に設立されている。ただ、①・

②ともに保護上限額が 1,000 万円になっているのは、両者のバランスが意識されていることの表れとみ

ることもできる。今後、預金保険の保護上限額が見直される機会には、ゆうちょ銀行に関する預入限度

額とともに、他の金融業態のセーフティネットとも影響し合う可能性がある。 

  なお、海外では、韓国（KDIC）、英国（FSCS）、マレーシア（PIDM）で、預金以外に、保険（や投

資・証券）の保護スキームを、同一の組織で行っている。IADI でも、こうした統合型の預金（等）保険

制度に関して、調査を開始する予定である。 

47） 広部伸浩・前掲資料解説（注 5④）を参照。 

48） 金融危機対応会議は、内閣総理大臣（議長）、内閣官房長官、金融担当大臣、金融庁長官、財務大臣、

日本銀行総裁によって構成される。本会議に預金保険機構（理事長）は参加しないが、これは、預金保

険制度の執行機関である同機構は、本則である定額保護を逸脱する措置の決定に関与し、政策判断の結

果責任を負う立場にはない、ということを反映していると考えられる。 

49） 我が国での預金全額保護時代の破綻処理や一時国有化は、金融機関業務の内容や流れが変化・断絶

しないという意味で、本来の破綻処理とはいえないという見方もある。 
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マクロプルーデンス政策の国際的な潮流 

―次第に明らかになる政策の方向性― 

小立 敬1 

 

世界金融危機の発生を受けて金融危機の再発防止を図ることを目的として、バーゼルⅢ

（バーゼルⅡ.5 を含む）、システム上重要な金融機関（SIFIs）に対する政策パッケージ、

OTC デリバティブ市場改革、シャドーバンキング規制、報酬規制を含む包括的な金融規制

改革が G20 の枠組みの下で進められている。一方、金融規制改革の議論が始まった当初か

ら、金融システム全体の安定性および健全性の確保を図るマクロプルーデンス政策の必要

性が認識されていたものの、必ずしもその具体的な方向性は明らかではなかった。本稿は、

近になって次第に明らかになりつつあるマクロプルーデンス政策に関する国際的な議論、

各国・地域における検討や具体的な取り組みについて整理を行う。 

 

目次 

 

１．はじめに 

２．マクロプルーデンス政策の明確化 

（１）マクロプルーデンス政策の明確化の作業 

（２）システミック・リスクの概念の整理 

３．システミック・リスクの評価手法の検討 

（１）G20 の枠組みの下での検討 

（２）各国・地域レベルの検討 

（３）データ・ギャップへの対応 

４．マクロプルーデンス・ツールの設計 

（１）国際的な議論の動向 

（２）政策ツールの設計に関する検討 

（３）マクロプルーデンス・ツールの実践 

５．マクロプルーデンス政策に関する組織体制 

（１）組織的アレンジメント 

（２）米国、英国、EU の取り組み 

（３）IMF の組織アレンジメントの議論 

６．おわりに 

  
                                                   
1 株式会社野村資本市場研究所主任研究員。本稿の内容や意見は執筆者個人に属し、預金保険機構また

は株式会社野村資本市場研究所の公式見解を示すものではない。 
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１．はじめに 

世界金融危機は、金融システム全体の安定性および健全性の確保を図る「マクロプルー

デンス政策」（macroprudential policy）の必要性を浮き彫りにした。危機後に構築された

G20 の枠組みでは、2009 年 4 月にロンドンで開催された G20 サミットにおいて、「当局

がマクロプルーデンス上のリスクを特定し、考慮に入れることができるよう規制システム

を再構築」する方針が G20 首脳の間で合意されている2。 

その後、G20 レベルでは、マクロプルーデンス政策の枠組みの構築に関して明確な前進

はみられなかったが、2010 年 11 月のソウル・サミットでは、G20 首脳が金融安定理事会

（FSB）および国際通貨基金（IMF）、国際決済銀行（BIS）に対してマクロプルーデンス

政策の枠組みに関する検討を求めた。具体的には、マクロプルーデンス政策のベスト・プ

ラクティスの特定に向けた進捗状況に関する報告書を作成し、それをマクロプルーデンス

政策の枠組みの設計・実施に関する将来の国際的な原則、ガイドラインの基礎とすること

を要請したものである3。G20 首脳の要請に応じて、FSB および IMF、BIS は、2011 年 2

月に G20 財務大臣・中央銀行総裁会議に対して、「マクロプルーデンス政策ツールおよび

フレームワーク」と題する報告書を提出し、さらに、2011 年 11 月のカンヌ・サミットに

向けて、10 月にそのプログレス・レポート（以下、「進捗報告書」という）を公表した4。 

G20 レベルの議論に加えて、欧米ではマクロプルーデンス政策に関する組織体制を整備

する動きが進んでいる。米国では金融制度改革を図る「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」（以下、「ドッド＝フランク法」）に基づいてマクロプルー

デンス政策の責任を負う「金融安定監督カウンシル」（FSOC）が設立され、FSOC をサポ

ートする組織として「金融調査庁」（OFR）が財務省に設置されている。英国では中央銀

行であるイングランド銀行（BOE）にマクロプルーデンス政策を担う「金融安定政策委員

会」（FPC）を設置することを含む、金融規制システム改革を図る「金融サービス法案」

が議会で審議されている。また、FPC の発足を前にすでに暫定 FPC（interim FPC）が設

置されている。欧州連合（EU）では EU レベルのマクロプルーデンス監督機関として「欧

州システミック・リスク理事会」（ESRB）が設置されている。さらに、欧米を中心にシス

テミック・リスクに関する指標や評価手法の開発、マクロプルーデンス政策の実践を図る

マクロプルーデンス・ツールの具体化に係る検討を始める動きもある。 

金融危機によってマクロプルーデンス政策の必要性は認識されたものの、バーゼルⅢを

始めとするミクロプルーデンス規制改革と比べると、これまでその具体的な取り組みはさ

ほど明確ではなかった。もっとも、ここにきてマクロプルーデンス政策の方向性あるいは

政策ツールに関する具体的な議論が次第に明らかになりつつある。 

 

                                                   
2 ロンドン・サミット首脳宣言（London Summit: Leaders’ Statement）のパラグラフ 15 を参照。 
3 ソウル・サミット文書（Seoul Summit Document）のパラグラフ 41 を参照。 
4 FSB, IMF, and BIS (2011b) 
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２．マクロプルーデンス政策の明確化 

マクロプルーデンス政策の枠組みの構築に当たって、マクロプルーデンス政策の対象範

囲や定義、あるいはシステミック・リスクの概念を明確化する作業が国際的に行われてい

る。しかしながら、現時点では幅広くコンセンサスを得られるまでには至っていない。 

 

 （１）マクロプルーデンス政策の明確化の作業 

マクロプルーデンス政策の対象や目的を明らかにするために、国際的なカンファレンス

や国際会議の場で、その定義や概念を整理する作業が行われている5。例えば IMF は、マ

クロプルーデンス政策の定義として、システミックまたはシステムワイドな金融リスクを

抑制するために、主としてプルーデンス・ツールを利用する政策とする6。もっとも、FSB

および IMF、BIS による進捗報告書は、現時点ではマクロプルーデンス政策に関して広く

コンセンサスが得られた定義や概念は存在せず、その明確化の作業は継続していると述べ

る。その一方で進捗報告書は、合意が得られたマクロプルーデンス政策を特徴づける基本

的要素として、以下の要素を指摘している。 

① 目的――システミック・リスク（金融サービスが広範に混乱し経済全体に深刻な負

の結果をもたらすリスク）の抑制 

② 範囲――金融システムの個々の構成要素ではなく、金融システム全体（金融セクタ

ーと実体セクターの間の関係性も含む）に対する焦点 

③ 措置（instrument）および関連するガバナンス――マクロプルーデンス政策は、シ

ステミック・リスクの源泉を対象として調整されたプルーデンス・ツールを主に利

用。フレームワークの一部を構成する非プルーデンス・ツールはいずれも明確にシ

ステミック・リスクを対象とする必要 

進捗報告書は、マクロプルーデンス政策がプルーデンス政策を構成する分野なのか、そ

れとも新しい政策分野なのかについて見方が分かれていることを指摘する。プルーデンス

政策とは、（マクロとミクロを区別することなく）金融システム全体の安定性の強化を図る

ものであるとの見方が一部にある一方で、ミクロプルーデンスとマクロプルーデンスの背

景にある哲学は異なっており、両者は政策的な利益相反を生じる可能性もあるとの認識が

多数であるとする。マクロプルーデンス政策には多様な捉え方や認識、評価があり、コン

センサスの得られた概念や定義は未だ固まっていない。 

もっとも、進捗報告書は、プルーデンス政策の枠組みが明確にシステミック・リスクに

対処するものであって、システムワイドな分析的視野を有し、政策ツールがシステミック・

リスクを対象としている限り、ミクロとマクロのプルーデンスの認識の相違は解釈論の違

いであるとしており、むしろシステムワイドな視野を持つことがプルーデンス政策の確立

                                                   
5 FSB, IMF, and BIS (2011b) 
6 IMF (2011c) 
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に資するという認識にはコンセンサスが得られていることを強調している。 

一方、マクロプルーデンス政策は財政政策や金融政策といった他の政策分野と関係性を

有し、マクロ経済に影響を与えるものである。進捗報告書は、金融政策はリスクテイクの

インセンティブに影響を与え、財政政策および公的債務の水準が金融セクターの重要な脆

弱性を生み出すことを指摘する。また、マクロプルーデンス政策と他の政策とは関係性を

もつ中で、実効的なマクロプルーデンス政策の枠組みを構築するためには、システミック・

リスクに影響を与える政策の選択を行う政策当局の間で、オープンかつ率直な対話を確保

する組織上のアレンジメントやガバナンス・ストラクチャーが必要であり、政策目的や政

策措置の間の利益相反を解決し、システミック・リスクを抑制する適切なツールを結集す

ることが求められるとする。すなわち、マクロプルーデンス政策を担う当局の間で政策遂

行に係るガバナンスを整備・構築することが必要となる。 

 

 （２）システミック・リスクの概念の整理 

一方、システミック・リスクの概念の明確化に関しては、システミック・リスクを「時

間的な面」（time dimension）と「横断的な面」（cross-sectional dimension）に分けるこ

とが一般的な整理となってきている。システミック・リスクの時間的な面とは、長い時間

をかけて金融システムに蓄積するリスクであり、金融システム内や金融システムとマクロ

経済の間で生じ、大規模な金融サイクルやビジネスの変動をもたらすプロシクリカリティ

（procyclicality）がその原因となる。一方、システミック・リスクの横断的な面とは、あ

る時点で金融システムにおいて幅広く存在するリスクである。金融システム内の共通のエ

クスポージャーや相関関係を原因として金融機関に共通のリスク要因に対する脆弱性があ

る場合、同時的な破綻がもたらされるおそれがある7。 

システミック・リスクの時間的な面、横断的な面については、それらに対応するマクロ

プルーデンス・ツールという点でさらに議論を進めることができる8。システミック・リス

クの時間的な面に対しては、金融システムのプロシクリカリティを緩和することが主な課

題となる。つまり、金融システム全体に及ぶリスクは、金融システム内の関係性、金融シ

ステムと実体経済の関係性によって増幅され、金融危機を惹き起こす。経済サイクルの上

昇局面では金融システムは過度の信用供与、資産価格の急激な上昇、レバレッジとマチュ

リティのミスマッチを通じて、過剰なエクスポージャーが作り出される。一方、金融シス

テムに十分なバッファーがなければ、サイクルが反転した場合に金融ストレスがもたらさ

れ、深刻なディレバレッジ、信用供与の減少や主要な金融サービスの低下によってさらに

ストレスは拡大する。こうした問題に対してはシステミック・リスクの蓄積を抑制するた

め、カウンターシクリカルに作用するバッファーに焦点が当てられる。 

一方、システミック・リスクの横断的な面では、金融機関に共通するエクスポージャー

                                                   
7 Bolio (2010) 
8 FSB, IMF, and BIS (2011a) 
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（同種の資産・負債、共通のサービスへの依存）から生じる、またはカウンターパーティ・

リスクを含め金融機関の間のバランスシートの直接的な結びつきから生じるシステミック

なリスク集中が金融危機の原因となる。この問題に対しては、金融システム全体に及ぶリ

スクに対する個々の金融機関の寄与度に応じてプロテクションを設けることが、破綻の波

及効果を抑制することになる。 

システミック・リスクの時間的な面、横断的な面という整理は、BOE のマクロプルー

デンス・ツールの検討に関する報告書でも行われており、システミック・リスクは時間に

応じて変化するリスク（time-varying risk）と横断的なリスク（cross-sectional risk）に

整理されている9。また、日本銀行のマクロプルーデンス面での取り組みに係るステートメ

ントにおいても、金融システム全体の状況やリスクの分析・評価に際して、リスクに関す

る時系列的な観点と横断的な観点を踏まえることが重要と述べられている10。 

 

３．システミック・リスクの評価手法の検討 

実効的なマクロプルーデンス政策は、システミック・リスクを適時かつ適切に評価・特

定することから始まると考えられる。システミック・リスクを評価・特定し対処するには、

システミック・リスクをどのような方法で評価、モニタリングするかが重要な課題となる。

また、実効的なマクロプルーデンス政策の枠組みを構築するには、システミック・リスク

の評価やモニタリングに加えて、それらの作業に必要なデータの特定とその利用可能性の

確保が求められる。 

 

 （１）G20 の枠組みの下での検討 

FSB、IMF および BIS の進捗報告書は、国際的なレベルおよび各国・地域レベルで検

討されているシステミック・リスクの評価・特定のための指標や手法について、①不均衡

に関する集計指標（aggregate indicators of imbalance）、②マーケット環境に関する指標

（indicators of market conditions）、③システム内リスク集中に関する測定基準（metrics 

of concentration of risk within the system）、④マクロ・ストレス・テスト（macro stress 

testing）、⑤統合的モニタリング・システム（integral monitoring system）という 5 つの

カテゴリーに分けて整理している。 

不均衡に関する集計指標とは、金融システムや経済全体に蓄積するリスクを測定するも

のであり、マクロ経済データやバランスシートから得られる指標である。例として、銀行

のクレジット、流動性、マチュリティ・ミスマッチ、通貨リスク、セクターまたは外部の

インバランスが挙げられており、これらは金融・家計・企業セクターのレバレッジを測る

指標となる。例えば、バーゼルⅢのカウンターシクリカルな資本バッファーのオペレーシ

                                                   
9 BOE (2011) 
10 日本銀行（2011）「日本銀行のマクロプルーデンス面での取組み」を参照。 
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ョンの指標となるのが、民間セクターのクレジットの対 GDP 比率である11。また、異常な

資産価格の上昇は、システミック・リスクの蓄積を表す指標となる。 

次に、マーケット環境に関する指標については、①リスク・アペタイトを測定するもの

としてのスプレッドやリスク・プレミアム、②市場流動性を測る指標としての Libor-OIS

スプレッド（3 ヶ月物）が各国・地域で幅広く利用されている。これらの指標は、ストレ

ス発生につながる金融市場の変化に焦点を当てるものであり、より高い頻度で観察するこ

とが可能である。 

システム内リスク集中に関する測定基準とは、システミック・リスクの波及・増幅効果

に焦点を当て、金融機関間（ノンバンクを含む）、セクター間（公的セクター、民間セクタ

ー）、市場間（調達市場、クレジット市場）、国家間にまたがる共通のエクスポージャーや

相互連関性を把握するものとして位置づけられている12。例えば、ネットワーク・モデル

は相互連関性と波及リスクを測定するのに有益であるとする。一方、バーゼル委員会が定

めるグローバルなシステム上重要な銀行（G-SIBs）の評価手法も含まれる。 

マクロ・ストレス・テストは、①極度に悪化したシナリオ（テールリスク・シナリオ）

の下で生じるマーケットのダイナミクス、ネットワーク効果から生じる増幅効果を具体化

し、②金融システムと実体経済の間の関係性を評価することを目的とするものとして位置

づけられる。個々の金融機関の強靭性を図るストレス・テスト（ミクロ・ストレス・テス

ト）を拡充し、金融システム全体に対するストレス・テストとして実施される。  

そして、上記のシステミック・リスクの測定基準はそれぞれに有用である一方で、金融

システムの状況に関して明確なピクチャーを提示するものとして統合的モニタリング・シ

ステムを指摘し、その具体的な例としてダッシュボード（dashboard）やヒートマップ（heat 

map）を挙げる。例えば、IMF が提案するシステミック・リスク・ダッシュボードは、①

集計量、②ショック発生の可能性、③潜在的影響の 3 つの要素で構成される早期警戒（early 

warning）のツールであり、それぞれの項目は低頻度と高頻度のモニタリング・ツールで

構成されている13（図表 1）。一方、ヒートマップとは、リスクの高低に応じてまるで温度

差を示すようにリスクの程度等を可視化したものであり、例えば、BOE の金融安定報告

（FSR）などで使われている。 

                                                   
11 カウンターシクリカルな資本バッファーは、民間セクターのクレジットの対 GDP 比率のギャップに応

じてコントロールされる。もっとも、バーゼル委員会はそのオペレーションにはコミュニケーションを伴

った当局の判断も必要になると述べており、考慮すべき指標として、①多様な資産価格、②ファンディン

グおよび CDS のスプレッド、③クレジット環境のサーベイ、④実質 GDP 成長率、⑤非金融会社が債務

支払義務に応じる能力に関する適時のデータを挙げている（BCBS (2010), “Guidance for National 
Authorities Operating the Countercyclical Capital Buffer,” December）。 
12 具体的には、①バランスシートのクロス・エクスポージャーに基づくネットワーク分析、②コンティ

ンジェント・クレーム分析（条件付請求権）、③株式リターン、CDS スプレッドを用いたデフォルトの同

時確率およびその他のストレス依存性の指標、④その他の市場ベースのスピルオーバー・リスクに関する

指標を挙げている。 
13 IMF(2011a) 
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 （２）各国・地域レベルの検討 

システミック・リスクの特定のため、G20 レベルまたは各国・地域レベル、特に欧米を

中心にその原因の把握、先進的な評価手法・指標の開発の検討が進んでいるものと思われ

るが、その検討状況はこれまでのところあまり明らかにされていない。 

米国ではリスクの測定およびモニタリングのツール開発を担う OFR が、2012 年 1 月に

システミック・リスクの評価手法に関して包括的にサーベイしたワーキング・ペーパーを

公表した14。OFR は、システミック・リスクの評価手法に関して、規制上のモニタリング・

ツール、学術的なアプローチ、さらには監督上の対応も含めて、①事前分析――早期警戒、

ストレス・テスト等、②イベント時の分析（contemporaneous analysis）――脆弱性の評

価、危機のモニタリング、③事後分析――事実調査に関する分析（forensic analysis）、秩

序だった破綻処理に整理している（図表 2）。 

OFR は分析手法を 3 つの時間軸に分けたことについて、次のように説明する。事前分析

については、不均衡の拡大に対する早期の警戒や危機を回避する手法は有益であり、事前

の警告として機能する。一方、イベント時の分析として市場の混乱を示すシグナルは、危

機の顕在化に対して当局がスタッフ、その他の監督インフラを割り当てる際に有用であり、

特にストレス・イベントが顕現化する際の当局の迅速な対応に関係する。また、事後分析

は、当局のアカウンタビリティを確保するために役立つこととなる。 

                                                   
14 OFR (2012) 

図表 1 IMF のシステミック・リスク・ダッシュボード 

 
（出所）IMF (2011a) 

低頻度 高頻度

危機リスク・モデル システミック・コンティンジェント・クレーム分析（CCA）

低頻度 高頻度

クレジットまたはGDPの乖離 金融市場のボラティリティの状況変化

住宅価格

低頻度 高頻度

インターバンク・エクスポージャー

コアまたはノンコアの負債（集計ベース）

低頻度 高頻度

レバレッジの測定 主要SIFIsの期待デフォルト頻度（EDF）
マクロ・ストレス・テスト

低頻度 高頻度

ネットワーク・モデル 複合損失のCCA関連指標

銀行システムのクロスボーダー・エクスポージャー

相互連関性

ストレス依存性（ストレス同時確率、銀行安定性指標）

集計量

ショック発生の可能性

資産の質・価格の乖離

集中度・連関性

潜在的影響

バランスシート・エクスポージャー
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一方、英国では、暫定 FPC がマクロプルーデンス・ツールの検討を始めており、2011

年 12 月には暫定 FPC の検討のフィードバックとして BOE からディスカッション・ペー

パーが公表されている15。そこではシステミック・リスクの原因について、金融危機を含

む過去の経験に基づく整理が行われており、①レバレッジ、②満期変換（maturity 

transformation）、③金融取引の条件（LTV、マージン規制）、④リスクの拡散、⑤不透明

性および複雑性といった要素がシステミック・リスクの要因であることが指摘されている。

もっとも、どのような手法を用いてシステミック・リスクを評価・特定するのかといった

検討は示されていない。また、EU レベルでは ESRB がシステミック・リスクの評価・特

定を行うことになっているが、具体的な議論は明らかにされていない。 

                                                   
15 BOE (2011) 

図表 2 OFR のシステミック・リスク評価手法 

 
（出所）OFR (2012) 

早期警戒

資産価格の上昇下降サイクル（Costly Asset-Price Boom/Bust Cycles）
不動産価格、株価、クレジット・ギャップ指標（Property-Price, Equity-Price, and Credit-Gap Indicators）
デフォルト耐性モデル（Default Intensity Model）
ネットワーク分析、システミックな金融のリンク（Network Analysis and Systemic Financial Linkages）
住宅セクターのシミュレーション（Simulating Housing Sector）
消費者クレジット（Consumer Credit）
GDPストレス・テスト（GDP Stress Tests）
ストレス保険プレミアム（Distressed Insurance Premium）

レバレッジ・サイクル（Leverage Cycle）
ヘッジファンド・リターンの系列相関、非流動性（Serial Correlation and Illiquidity in Hedge Fund Returns）
ヘッジファンドに基づくシステミック・リスク測定（Broader Hedge-Fund-Based Systemic Risk Measures）
ストレス・テスト等

クレジット・シナリオのシミュレーション（Simulating a Credit Scenario）
クレジットおよび資金調達ショック・シナリオのシミュレーション（Simulating a Credit-and-Funding-Shock Scenario）
SCAP
10-by-10-by-10アプローチ

期待・システミックなショートフォール（Marginal and Systemic Expected Shortfall）
脆弱性の評価

グレンジャー因果性分析（Granger-Causality Networks）
コンティンジェント・クレーム分析（Contingent Claims Analysis）
インプライド・デフォルト確率（Option iPoD）

多変量密度推定（Multivariate Density Estimators）
CoVaR
Co-Risk

危機のモニタリング

銀行ファンディングのリスクおよびショックの伝達（Bank Funding Risk and Shock Transmission）
マハラノビス距離（Mahalanobis Distance）
主成分分析（Principal Components Analysis）
非流動性に関する情報ノイズ（Noise as Information for Illiquidity）
通貨ファンドにおけるクラウド・トレード（Crowded Trades in Currency Funds）
株式市場の非流動性（Equity Market Illiquidity）
事実調査に関する分析

マクロプルーデンス規制（Macroprudential Regulation）
時価会計および流動性プライシング（Mark-to-Market Accounting and Liquidity Pricing）
秩序だった破綻処理

リスク・トポグラフィー（Risk Topography）

事

前
分

析

イ
ベ

ン

ト
時

の

分
析

事
後

分

析
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 （３）データ・ギャップへの対応 

イ．データ・ギャップの改善に関する検討 

システミック・リスクの評価・特定に必要なデータを整備する取り組みが、G20 の枠組

みの下で進展している。金融危機の結果、システミック・リスクを評価・特定するために

監督当局が利用するデータにギャップがあることが明らかになったことがその背景である。 

FSB および IMF は 2009 年 11 月、「金融危機と情報ギャップ」という報告書を公表し、

データ・ギャップの改善を図るための提言を行った16。進捗報告書は、FSB と IMF が提

言したデータ・ギャップの優先的分野として、以下の分野を挙げている。 

① 銀行システム、シャドーバンキング・システムにおけるマチュリティおよび流動性

のミスマッチ、レバレッジに関する情報の改善 

② 以下を通じた共通のリスク・エクスポージャー、相互連関性に関する情報の改善 

(i) 主要な国際的銀行の主要なマーケット、セクター、商品に対するエクスポージ

ャー、それらからの資金調達に関する詳細な情報 

(ii) 大規模でシステム上重要な銀行のバイラテラルのエクスポージャー、それらの

資金調達の提供者に関する一貫したデータ 

(iii) セクター別バランスシート、国際銀行業務、ポートフォリオ投資および資本フ

ローに関するデータの改善 

③ CDS、OTC デリバティブ、複雑なストラクチャード・プロダクトに関するデータ

の改善、取引情報蓄積機関（trade repository）によって収集されたデータの報告・

集計の促進、金融取引参加者を特定するための共通のグローバル・システムの導入

（LEI イニシアティブ） 

進捗報告書はその上で、データ・ギャップの問題に対処する具体的な取り組みを挙げる。

BIS の国際銀行統計においては、国際的に活動する銀行の通貨およびマチュリティに関す

る統計データにおいて、集計ベースの資産・負債のミスマッチがより把握できるように改

善が図られようとしている。一方、各国・地域レベル、グローバル・レベルでシステムワ

イドなリスク評価を強化するため、主要当局の間で効果的なデータの共有を図る観点から、

情報交換の仕組みを変えることが必要であること、その際は機密情報を保護するための仕

組みを慎重に検討することが求められることを指摘する。また、進捗報告書は、金融機関

に対する追加的なデータ要求に伴うコストが 小化されるよう強固なデータ・ガバナンス

の枠組みが必要との考えを述べている。 

 

ロ．LEI イニシアティブ 

進捗報告書がデータ・ギャップに関する優先分野に掲げるものとして、「グローバル取

                                                   
16 IMF (2009) 
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引主体識別子」（LEI）の導入を図る LEI イニシアティブがある。金融取引に関わる取引

主体（legal entity）に対して統一された ID を割り当てる仕組みをグローバルに導入する

取り組みである。LEI の導入を 初に提唱した OFR は、LEI の導入の狙いとして、金融

取引契約の当事者を正確に特定することが金融機関間の相互連関性やシステミック・リス

クのモニタリングに不可欠であることを述べている17。LEI はマクロプルーデンス政策の

実効性の向上につながるものとして位置づけられている。 

現在、LEI は G20 レベルの取り組みとなっており、FSB は OFR と協調し、民間の協力

を得ながら LEI のグローバルな導入に向けた検討を進めている。FSB には専門委員会が

設置され、2012 年 3 月には LEI の技術的な特徴として、①英数字 20 文字のコードを利用

すること、②参照データとして、(i)取引主体の正式名称、(ii)取引主体の本部住所、(iii)法

的構成、(iv)LEI の付与日、(v)LEI の更新日、(vi)LEI の終了日に関する情報をコードに付

随させることに合意が得られた18。今後、FSB は LEI の導入に関する 終報告書の策定に

向けて、さらに検討を進める見通しである19。 

 

４．マクロプルーデンス・ツールの設計 

マクロプルーデンス・ツールの設計に関する検討が G20 レベル、各国・地域レベルで進

められている。もっとも、現段階ではマクロプルーデンス政策を実施する政策ツールの

適な選択を行うために幅広く合意された包括的な理論的枠組みは存在しない20。マクロプ

ルーデンス・ツールの設計に関する具体的な検討は、まだ初期段階である。 

 

 （１）国際的な議論の動向 

イ．マクロプルーデンス・ツールの整理 

進捗報告書はマクロプルーデンス・ツールに関して、①過度のクレジットの拡大、資産

価格の上昇から生じる金融の安定に与える脅威に対処するためのツール、②レバレッジ、

マチュリティ・ミスマッチに関するシステミック・リスクの増幅メカニズムに対処するた

めのツール、③金融システムの構造的な脆弱性を緩和し、ストレス時のシステミックなス

ピルオーバーを抑制するためのツールという 3 つのカテゴリーに整理する。 

第一のカテゴリーに該当する政策ツール、特に不動産市場に関わるものとして、ダイナ

                                                   
17 OFR (2010),“Statement on Legal Entity Identification for Financial Contracts,” Federal Register, 
Vol. 75, No. 229, November. 
18 FSB (2012), “Technical Features of the Legal Entity Identifier (LEI),” March. 
19 LEI イニシアティブには、世界金融市場協会（GFMA）、スワップデリバティブ協会（ISDA）を含む

民間業界団体、民間金融機関が参加し、LEI 導入に向けた具体的な検討作業を進めている。日本では日本

証券業協会等が検討に参加している。なお、米国では OTC デリバティブ市場改革の一環として、取引情

報蓄積機関に対する取引情報報告がドッド＝フランク法で義務づけられており、すでに規制当局によって

報告時に LEI の利用を求める規則が策定されている。 
20 FSB, IMF, and BIS (2011b) 
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ミックな資本バッファー、ダイナミックな引当金、LTV（loan-to-value）比率、DTI

（debt-to-income）比率が挙げられている。ホールセール市場の金融取引の条件（terms 

and conditions）として課せられるマージン規制もこのカテゴリーに含まれる。また、第

二のカテゴリーに含まる政策ツールとしては、金融危機につながる金融システム内のエク

スポージャーの急拡大の効果を考慮して調整を図るものとして、金融システム内のエクス

ポージャーに対するリスク・ウエイトまたは制限を挙げている。そして、第三のカテゴリ

ーの政策ツールとして、システム上重要な金融機関（SIFIs）の追加的な損失吸収力

（additional loss absorbing capacity）を挙げるとともに、（個別金融機関のリスク・プロ

ファイルではなく）金融機関に共通のエクスポージャーや共通のリスク要因、相互連関性

に関するディスクロージャー規制、SIFIs の実効的な破綻処理の枠組みに含まれる要件に

ついても当該カテゴリーに位置づけられている。 

 

ロ．各国で利用されている政策ツール 

一方、IMF は、マクロプルーデンスの目的ですでに利用されている政策ツールに関する

各国サーベイを行っている21。各国で利用される一般的なツールとして、①クレジット関

係―― (i)LTV 比率の上限、(ii)DTI 比率の上限、(iii)外国通貨建て融資の上限、(iv)クレジ

ットまたはクレジット成長に対する制限、②流動性関係―― (i)通貨ポジションまたは通貨

ミスマッチの制限、(ii)マチュリティ・ミスマッチの上限、(iii)準備金規制、③資本関係―

― (i)カウンターシクリカルなまたは時間に伴って変化する資本規制、(ii)時間に伴って変

化する引当金またはダイナミックな引当金、(iii)利益分配の制限を挙げている。 

IMF は、金融危機以前もその後においても、先進国よりもむしろ新興国においてマクロ

プルーデンスを目的とした政策ツールが利用されている傾向を指摘する22（図表 3）。その

背景として、新興国では、先進国と比べると相対的に金融市場が発展しておらず、銀行セ

クターが相対的に規模の小さい金融セクターを支配しているため、市場の失敗に対処する

必要性が高いことを挙げる。一般に、新興国が導入しているマクロプルーデンス・ツール

は 1990 年代の金融危機の後に、システミック・リスクに対処するためにアドホックに利

用が始まったものである。それは、一般的なマクロプルーデンス政策の範疇に比べると、

為替レートや資本勘定（資本フロー）の管理を含む、より政策範囲の広いマクロ金融安定

化（macro-financial stability）の政策フレームワークの一部を構成するものであり、世界

金融危機の後に認識されたマクロプルーデンス政策の必要性に対する認識とは焦点が異な

っている。 

 

                                                   
21 IMF (2011b) 
22 BIS のグローバル金融システム委員会（CGFS）に関しても、マクロプルーデンス政策に関する各国サ

ーベイを行っており、その結果として、新興国は先進国に比べて規制上の権限をマクロプルーデンス政策

に積極的に利用する傾向があることを指摘している（CGFS (2010)）。 
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図表 3 各国のマクロプルーデンス・ツールの利用状況 

 
（注） 0 点はツールの未利用、1 点はツールを単独で利用していることを表す。さらに、複数のツール、対

象を絞ったツール、時間に伴って変化するツール、裁量、他の政策との協調の利用が認められる場合

には 1 点ずつ加算される。 

（出所）IMF (2011b) 
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もっとも、IMF は各国サーベイから得られる教訓として、既存のマクロプルーデンス措

置の多くはシステミック・リスクへの対処として有効であるとの見方を示している。そし

て、マクロプルーデンス措置には特定のリスクに対応するツールを利用すべきであるとし

て、①急激なクレジットの成長およびクレジットに伴う資産価格の高騰によるリスクには、

クレジットに関係するツールが有効であること、②システミックな流動性リスクに対応す

るためには、流動性ミスマッチを含む流動性に関するツールが有効であり、流動性リスク

が外貨ファンディングによるものであれば、ネットの外貨ポジション制限が有効であるこ

と、③過度のレバレッジおよびディレバレッジの結果から生じるリスクには、資本に関係

するツールを選択すべきこと、④資本フローから生じる上記①から③のリスクがある場合

には、3 つのタイプの措置を講じるべきとの考え方を述べている。 

また、IMF はマクロプルーデンス措置を適用するに当たって、①単独のツールか、複数

のツールか、②幅広く適用するツールか、対象を絞ったツールか、③固定的なツールか、

時間に応じて変化するツールか、④ルール・ベースか、裁量ベースか、⑤他の政策との協

調といった論点を考慮すべきことを指摘している。 

 

ハ．金融規制改革の中のマクロプルーデンス規制 

進捗報告書はまた、金融危機後に G20 レベルで検討された包括的な金融規制改革の中で、

マクロプルーデンス・ツールとして位置づけられるものを挙げている。 

システミック・リスクの時間的な面に対応するマクロプルーデンス・ツールとして、プ

ロシクリカリティへの対応を図るバーゼルⅢのレバレッジ比率、資本保全バッファー、カ

ウンターシクリカルな資本バッファーがある。特に、カウンターシクリカルな資本バッフ

ァーに関しては、システミック・リスクが蓄積する好況時に資本を積み上げ、リスクが顕

在化した場合に資本を利用できるようにすることで、金融サイクルの上昇局面、下降局面

ともにスタビライザーとして機能することが指摘される。 

また、時間的な面に対応するものとして、BIS のグローバル金融システム委員会（CGFS）

と証券監督者国際機構（IOSCO）が提案しているマージン、ヘアカットに関する規制を挙

げる23。好況時にレバレッジが積み上がることを抑制し、マーケットが悪化する間のディ

レバレッジや投売りの影響を緩和することを狙いとして、マージンやヘアカットの市場慣

行を改める政策オプションの提案である。 

一方、システミック・リスクの横断的な面については、FSB による SIFIs を対象とする

政策パッケージが挙げられている。SIFIs 政策パッケージには、以下のものが含まれる。 

① 規模、相互連関性、非代替性、国際的な活動、複雑性の 5 つの指標に基づく G-SIBs

の評価手法 

② システム上の重要性に応じた G-SIBs の追加的な損失吸収力（資本サーチャージ） 

                                                   
23 CGFS (2010), “The Role of Margin Requirements and Haircuts in Procyclicality,” CGFS Papers NO 
36, March  
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③ 破綻処理の枠組みに関する新たな国際基準 

(i) 各国の破綻処理制度の改善 

(ii) クロスボーダーの協力の取り決め 

(iii) 再建・処理計画（RRP）の策定 

(iv) レゾルバビリティ・アセスメント（resolvability assessment）24 

④ より密度の高い実効的な監督措置 

これらの措置は、金融危機で改めて認識された「大きくてつぶせない」（too big to fail）

問題を終焉させ、SIFIs がもたらすシステミック・リスクの抑制を狙いとするものである。

マクロプルーデンス上の重要な政策目標を実現するものとして位置づけられている。 

進捗報告書はその他、金融システムの機能を強化し、システミック・リスクの時間的な

面および横断的な面の両面においてマクロプルーデンス政策の実効性を支えるものとして、

マーケット・オペレーションやインフラの強靭性を向上することが、相互連関性や波及リ

スクの点でシステミック・リスクの削減につながるとする。その例として、OTC デリバテ

ィブ市場改革を挙げている25。 

他方、進捗報告書には記述されていないものの、金融システムの安定性の向上を図る観

点から各国・地域レベルで独自の規制措置を適用する動きがある。米国ではドッド＝フラ

ンク法上の SIFIs には一般金融機関に比べてより厳格なプルーデンス規制を課すことが定

められているほか、（銀行を除く）銀行持株会社およびノンバンク金融会社を対象に連邦預

金保険公社（FDIC）のレシーバーシップ（管財手続き）の下、秩序だった清算手続き（orderly 

liquidation）を実施する新たな破綻処理制度が手当てされている。 

また、同法の特徴的な改革として、銀行にリスクの高いビジネスを制限する観点から、

原則、銀行が自己勘定取引およびヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファンド

に対する投資等を行うことが禁じられる（ボルカー・ルール）26。さらに同法は、カウン

ターシクリカルな自己資本規制とすることを規定しており、当局は銀行の自己資本規制を

定める際、景気拡大期には自己資本を増加させ景気後退期には減少させる仕組みとするこ

とが求められている27。 

一方、EU では、域内国の破綻処理制度の調和を図るものとして危機管理フレームワー

ク（crisis management）の整備に向けて欧州委員会が法案を準備しているところである28。

欧州の危機管理フレームワークでは、銀行の破綻処理ツールとして、銀行の破綻が金融シ

                                                   
24 当局が SIFIs を破綻処理する際の実行可能性（＝レゾルバビリティ）を評価し、評価の際に問題が認

められればその是正を求める仕組み。 
25 G20 の枠組みの下、OTC デリバティブ市場改革は、①標準化された OTC デリバティブ契約は適当な

場合には取引所または電子取引プラットフォームを通じて取引され、中央清算機関（CCP）を通じて清算

されること、②OTC デリバティブ契約は取引情報蓄積機関に報告されること、③CCP を通じて清算され

ないデリバティブ契約にはより高い資本規制を課すことを柱としている。 
26 ドッド＝フランク法 619 条を参照。 
27 ドッド＝フランク法 613 条を参照。 
28 European Commission (2011), “Technical Details of A Possible EU Framework for Bank Recovery 
and Resolution,” DG Internal Market and Services Working Document, June. 
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ステムに与える影響の程度に応じて、①倒産法に基づく秩序だった清算（orderly 

liquidation）、②資産譲渡やブリッジバンクによる秩序だった解体（orderly winding 

down）、③ベイルイン（債務の削減）を伴うゴーイングコンサーンとしてのリストラクチ

ャリングによる手法が手当てされる見通しである。 

さらに、欧州各国の独自の動きとして、英国ではリテール預金保護の観点からユニバー

サル・バンクのグループ内でリテール銀行とホールセール／投資銀行を組織上分離するリ

テール・リングフェンス（retail ring-fencing）が導入される方針である29。また、スイス

では金融危機の結果、国家財政に比べてスイスのシステム上重要な銀行が大きすぎるため、

国がベイルアウト（救済）することが困難であること（too big to save）が認識された。

そのため、リスク・アセット対比でコモンエクイティ Tier1 を 10％以上、コンティンジェ

ント・キャピタルを 9％までとし、合計で 19％以上という国際基準を超える自己資本規制

が導入されようとしている（スイス・フィニッシュ）30。いずれも金融システムの安定性

の改善を図るためのマクロプルーデンス上の施策として位置づけられよう。 

 

 （２）政策ツールの設計に関する検討 

一方、英国は独自にマクロプルーデンス・ツールを追加適用するための検討を進めてい

る。英国議会で審議中の金融サービス法案においてマクロプルーデンス・ツールを適用す

ることが規定されていることがその背景にある。 

暫定 FPC は、適用すべきマクロプルーデンス・ツールの特定のための検討を開始して

おり、①金融機関（ノンバンクを含む）のバランスシートに影響を与えるツール、②特定

の金融市場の取引条件に影響を与えるツール、③マーケット・ストラクチャーに影響を与

えるツールの 3 つのカテゴリーに分けて検討していることを明らかにしている31。暫定

FPC の議論のフィードバックとして BOE が公表したディスカッション・ペーパーは、検

討対象として以下のマクロプルーデンス・ツールを提示している32。 

① バランスシートに影響を与えるツール 

(i) カウンターシクリカルな資本バッファー 

(ii) セクター別資本規制（可変的リスク・ウエイト） 

(iii) 大レバレッジ比率 

(iv) 時間に伴って変化する引当金 

                                                   
29 Independent Commission on Banking (2011), “Final Report,” Recommendations, September. 
30 Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) (2011), “Addressing “Too Big To Fail”; The 
Swiss SIFI Policy,” June. 
31 2011 年 9 月 20 日に開催された暫定 FPC の政策ステートメントを参照。 
32 BOE (2011) 
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(v) 資本分配の制限 

(vi) 時間に伴って変化する流動性バッファー 

② 取引条件に影響を与えるツール 

(i) LTV、LTI（loan-to-income）規制 

(ii) マージン規制 

③ マーケット・ストラクチャーに影響を与えるツール 

(i) 中央清算機関（CCP）の利用 

(ii) 取引執行場所の設計・利用 

(iii) ディスクロージャー規制 

ディスカッション・ペーパーは、これらのマクロプルーデンス・ツールに関してそれぞ

れメリット、デメリットを議論している（図表 4）。暫定 FPC は、ディスカッション・ペ

ーパーに対して寄せられたコメントを踏まえてさらに検討を深めつつ、①システミック・

リスクを緩和する政策ツールの実効性、②コスト、負の効果、意図せざる結果という観点

図表 4 マクロプルーデンス・ツールの主な特性 

 
（出所）BOE (2011) 

ツール メリット デメリット

カウンターシクリカルな

資本バッファー

○

○

○

損失吸収力に直接効果をもつこと（サイクルの緩和）

簡便であることで意図が伝わりやすいこと

バーゼルⅢとの相互関係が規制回避を緩和すること

○

○

特定セクターで局所的にバブルが生じる場合、粗雑な

ツールとなること（さらに上昇を促す可能性も）

リスク・ウエイトの調整が誤っていた場合は効果がな

いこと

セクター別資本規制

（可変的リスク・ウエイト）

○

○

○

顕在化する問題を予め刈り取るために対象を絞ったア

プローチであること

カウンターシクリカルな資本バッファーに比べてより強

いインセンティブをもたらすこと

融資のストックではなくフローのリスク・ウエイトを調整

することで、好況時の融資を抑制または不況時の融資
を促進すること

○

○

○

金融システムの他の部分にリスクを転移させる可能性

があること（ウォーターベッド効果）

確実にバランスシートに一貫して適用することが難し

いこと

集計するツールに比べてより多くのデータが必要とな

ること

最大レバレッジ比率
○ リスクベースのツールと比較して、規制回避および測

定が誤る可能性が低いこと

○ リスクに対するペナルティがないため、リスクを増やす

インセンティブをもたらす可能性があること

時間に伴って変化する

引当金

○ クレジットの期待損失に対して早期の引当を確保する

こと

○ カウンターシクリカルな資本バッファーおよび可変的リ

スク・ウエイトと機能の重複があること

資本分配の制限

○ クレジットの供給が混乱するリスクを抑制すること（不

況時に効果）

○

○

画一的なキャップは健全な銀行にペナルティを与える

ことになること

自己資本比率に連動するキャップはディレバレッジを

もたらす可能性があること

時間に伴って変化する

流動性バッファー

○

○

銀行の流動性資産の保有およびマチュリティ・ミスマッ

チに対して直接効果をもたらし、強靭性を向上すること

クレジット・サイクルの軽減を促すこと

○

○

流動性規制に関する国際的な経験が乏しいこと

ミクロプルーデンスの規制が開発途上であること

LTV（loan-to-value）規
制等

○

○

リスクの高い融資を直接制限し、不動産リスクへの強

靭性を向上すること

外国支店への規制回避の可能性が低いこと

○ 金融の安定のベネフィット、経済活動と持ち家の社会

的選好のトレードオフの調整が難しいこと

マージン規制

○

○

流動性の囲い込みと資産の投げ売りをもたらすマージ

ン・コールのリスクを削減する可能性があること

資金調達市場の強靭性を確保すること

○

○

クロス・ボーダー、マーケット・セグメントにまたがる、お

よび無担保融資から生じる規制回避等を生じること

資本および流動性規制は銀行の強靭性という点で同

様の効果をもたらすこと

CCPの利用

○

○

○

ネットワークの相互連関性をシンプルにし、潜在的な
波及リスクを削減すること

リスク管理の集中化を図ること

よりよい透明性を提供すること

○
○

システム上重要なインフラを増やすこと
（例えば、異なるツールを利用し、業務を海外に移転す

ることによって）リスク回避を図ること

取引執行場所の設計・利

用

○ 流動性の急激な低下を避け、極度の価格ボラティリ

ティを削減すること

○

○

市場参加をやめさせ、流動性の低下を招くこと

（例えば、業務を海外に移転することによって）リスク

回避を図ること

ディスクロージャー規制
○

○

情報の波及の可能性を削減すること

市場規律を向上させること

○ 流動性のディスクロージャーは市場を動揺させるリス

クがあり、バッファーの効果がなくなること
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から政策ツールがシステミック・リスクを削減する効率性、③政策ツールの性質および利

用の透明性、④政策ツールの対象範囲および独立性という基準に照らして、金融サービス

法の下で適用されるマクロプルーデンス・ツールを選択し、財務省に提案する方針を明ら

かにしている。 

一方、EU では、マクロプルーデンス監督当局として ESRB が活動を開始しており、2012

年 1 月には域内当局のマクロプルーデンス上の責務に関する勧告および域内国におけるマ

クロプルーデンスの枠組みに関するガイドラインを策定している33。ESRB はその次のス

テップとして、マクロプルーデンス・ツールの設計によって明確化されるマクロプルーデ

ンス監督のコンセプトを提示する予定であることを述べ、重要かつ新たなマクロプルーデ

ンス・ツールとして、銀行の自己資本規制の中で適用されるカウンターシクリカルな資本

バッファーを挙げる34。EU レベルではマクロプルーデンス・ツールとして、まずはカウ

ンターシクリカルな資本バッファーに焦点が当てられる。 

 

 （３）マクロプルーデンス・ツールの実践 

イ．マクロ・ストレス・テスト 

すでに重要な政策ツールとして米国および EU で実施されているマクロプルーデンス・

ツールが、マクロ・ストレス・テストである。米国、EU ともに金融システムの安定性の

観点から実施され、個別金融機関ベースで行われるミクロ・ストレス・テストとは異なり、

当局が策定するストレス・シナリオの下で横断的に行われる点が特徴である。 

米国では、連邦準備制度理事会（FRB）が実施する「包括的資本分析」（CCAR）がマ

クロ・ストレス・テストとして位置づけられる35。CCAR では、FRB が策定するシナリオ

の下でストレス・テストが実施され、対象金融機関の資本計画の十分性が評価される。2012

年の CCAR では、①資本計画の包括性として、その前提となる分析がベースライン、スト

レス・シナリオの下で金融業務から生じる潜在的なリスクを把握し、適切に対処する程度、

②資本計画の前提となる金融機関の前提条件・分析の合理性、資本計画の策定プロセスの

頑健性、③資本分配およびその他の資本措置をガバナンスする資本政策、④計画期間を通

じてストレス・シナリオの下で自己資本規制の 低基準および Tier1 コモン比率 5％を上

回る能力に焦点が当てられている36。 

一方、EU でもマクロ・ストレス・テストが行われており、ユーロ・ソブリン債務危機

が生じる中でストレス・テストの結果は市場の注目を集めている。EU のストレス・テス

                                                   
33 ESRB (2011), “Recommendation of the European Systemic Risk Board, of 22 December 2011, on 
the Macro-prudential Mandate of National Authorities,” ESRB/2011/3. 
34 ESRB (2012) 
35 CCAR は、問題資産救済プログラム（TARP）に基づいて政府出資を受けた銀行持株会社 19 社を対象

に 2009 年に実施された監督資本評価プログラム（SCAP）を発展させたストレス・テストである。 
36 FRB (2012),“Comprehensive Capital Analysis and Review 2012: Methodology and Results for 
Stress Scenario Projections,”March. 
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トは、個々の金融機関の強靭性を測り、金融システム全体の強靭性を評価する「マクロプ

ルーデンス・ストレス・テスト」として位置づけられている37。EU レベルの銀行監督当

局である欧州銀行監督機構（EBA）が実施した 2011 年のストレス・テストは、監督当局

が定める一定のストレスの下で、EU の銀行セクターの強靭性と個々の金融機関のソルベ

ンシーを評価することを狙いとするものであった。EBA はストレス・テストの結果を踏ま

えて、ユーロ・ソブリン債務危機に対処するための施策の 1 つとして、銀行セクターの強

靭性を向上させる観点から、2012 年 6 月末までに域内の銀行がコア Tier1 比率を 9％以上

に引き上げることを要求している。 

 

ロ．マクロプルーデンスに係る監督 

一方、マクロプルーデンスとして、大規模金融機関の監督強化を図る動きもある。FRB

は金融危機後に大規模機関監督調査委員会（LISCC）を設置した。LISCC は銀行監督官

のみならず、エコノミストや法律家、その他の分野の専門家が監督に参加する組織であり、

いわゆる「マルチディシプリナリー・アプローチ」（multidisciplinary approach）が採ら

れている。LISCC では、大規模金融機関の監督として従来に比べてより水平的で金融機関

をまたがった評価が行われている38。LISCC では定性的・定量的な手法を利用して監督が

行われているとするが、その具体的な手法は明らかではない。 

 

ハ．IMF および FSB による早期警戒の取り組み 

グローバル・レベルのマクロプルーデンス政策として IMF と FSB による早期警戒の取

り組み（Early Warning Exercise）も行われつつある。2008 年 11 月のワシントン・サミ

ットにおいて、IMF と FSB が早期警戒を実施することに合意が図られたことが背景にあ

る。IMF と FSB の早期警戒は、グローバル経済へのリスクを評価し、それを削減するた

めの政策を具体化することを目的としている39。IMF が策定する「世界経済見通し」、「グ

ローバル金融安定報告」、「財政モニター」に基づくベースライン・シナリオの下で実施さ

れ、必要に応じて政策的な勧告が行われる仕組みである。IMF の春季会合、年次総会の

際に開催される国際通貨金融委員会（IMFC）にその結果が示される。 

IMF と FSB の早期警戒は、金融システムのリスクや脆弱性に関する IMF と FSB の統

合的な視野を提供することを目的としており、IMF は経済、マクロ金融、ソブリン・リ

スクを主に分析する一方、FSB は金融システムの規制・監督上の課題に対処する。IMF

と FSB の早期警戒では、①セクターや市場の脆弱性、②カントリー・リスク、③金融シ

ステムに対するインプリケーションについて多面的な調査・分析が行われる（図表 5）。 

                                                   
37 EBA (2011), “Overview of the EBA 2011 Banking EU-wide Stress Test,” March. 
38 Bernanke (2011) 
39 IMF (2011b) 
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ニ．FSAP におけるマクロプルーデンス政策の評価 

アジア通貨危機を受けて始まった IMF（および世界銀行）の「金融セクター評価プログ

ラム」（FSAP）は、各国金融セクターの安全性や健全性を評価するプログラムであり、①

金融関係の法令、制度、仕組みが適切かつ有効に運営されているかどうかの検証、②複数

のマクロプルーデンス指標の測定・評価、③信用リスク、市場リスク等の外部ショックに

自己資本が対応可能かどうかを評価するストレス・テストが行われる40。ワシントン・サ

ミットでは、すべての国を対象に FSAP を実施することが確認されている41。 

FSAP ではマクロプルーデンス政策がその評価対象となる。実際に、FSAP に先行する

ものとして、IMF が 2011 年 7 月に結果を明らかにした欧州金融安定化フレームワークに

関するレビューでは、IMFはEUレベルのマクロプルーデンス政策について評価を実施し、

その中でいくつかの提言を行っている42。 

                                                   
40 マクロプルーデンス指標として、資本の充足度（capital adequacy）、資産の質（asset quality）、経営

の質（management quality）、収益（earnings）、流動性（liquidity）、市場リスクに対するセンシティビ

ティ（sensitivity to market risk）が評価される（各指標の頭文字から CAMELS と呼称）。 
41 ワシントン・サミット「改革のための原則を実行するための行動計画」を参照。 
42 IMF (2011), “Lessons from the European Financial Stability Framework Exercise,” Prepared by 
Staff of the Monetary and Capital Markets, European, and Legal Departments, July. 

図表 5 IMF および FSB の早期警戒における分析モデル、指標 

 
（出所）IMF (2011b) 

クロスボーダー・キャッシュフロー 対外ファイナンス・ギャップ

対外インバランス 対外的な危機の可能性

外為レートの不均衡

借換え、ファイナンスのリスク ショックに対する公的セクター債務のセンシティビティ

ソブリンのデフォルト・リスクに対する市場参加者の認識 財政ストレスの伝播リスク

要求される財政再建の規模 財政危機の可能性

レバレッジ、流動性、収益性 株式のバリュエーション、デフォルト確率

不動産バブル

株式市場バブル

グローバル金融安定性のマップ 資産および市場のボラティリティ

危機リスク・モデル 危機のデュレーション・モデル

GDP-at-Risk

金融市場データを使った波及・伝播に係るツール クロスボーダー・データを使った波及・伝播に係るツール

大規模複合金融機関（LCFIs）の脆弱性 国レベルの銀行の脆弱性の測定

システミック・リスク、ストレスの波及

グローバル・プロジェクション・モデル（GPM） グローバル金融財政統合モデル（GIMF）
FISCMOD 観測不能要素モデル

グローバル・シナリオ

セクター、市場の脆弱性

対外セクターのリスク、脆弱性

財政のリスク、脆弱性

コーポレート・セクターのリスク、脆弱性

資産価格、時価総額、バブルの見極め

不良債権およびマクロ経済パフォーマンスの間のフィード

バック効果

金融市場、リスク選好

カントリーリスク・モデル

金融システムに対するインプリケーション

波及・伝播効果の分析

大規模複合金融機関の分析
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５．マクロプルーデンス政策に関する組織体制 

金融危機より以前は、マクロプルーデンス政策に関する政策決定のみに責任を有する組

織は存在しなかった43。しかし、危機後には、マクロプルーデンス政策の実効的な枠組み

を構築することの重要性が認識され、その結果、中央銀行および監督当局の政策範囲の見

直し、政策決定を担う委員会の設立、既存の体制下での当局間の協調の推進といった組織

体制の見直しが進んでいる。特に先進国では、マクロプルーデンス政策に責任を負う組織

を設置し、マクロプルーデンス政策とミクロプルーデンス政策、プルーデンス政策と消費

者保護・投資家保護という政策の目的別に当局の役割を分ける傾向が窺われる。 

 

 （１）組織的アレンジメント 

進捗報告書は、マクロプルーデンス政策に関する組織的アレンジメントとして、①明確

な目的を有すること、②当局に当該目的に見合ったインセンティブおよびツールを与える

こと、③意思決定のアカウンタビリティと透明性をサポートすること、④金融の安定に影

響する政策分野にまたがって実効的な政策の調和を図ることを挙げている。もっとも、マ

クロプルーデンス政策に関する組織体制のあり方は、各国・地域によって大きく異なる。

そこで進捗報告書は、各国・地域のマクロプルーデンス政策の組織体制を評価する際の軸

として、①マンデート、②権限および措置、③アカウンタビリティおよび透明性のメカニ

ズム、④意思決定主体の構成、⑤国内の政策協調を図るアレンジメントを挙げ、次のよう

に一般化を図っている。 

 

 （マンデート） 

金融の安定という包括的な目的に対してより具体的なマクロプルーデンス政策上のマ

ンデートを規定することによって、明確な目的、責任、権限が政策当局に与えられる。当

局は正式なマンデートが与えられることで、意思決定の明確さを向上させ、措置を何も講

じないことを防ぎ、政策の停滞を回避する。 

 

 （権限および措置） 

マクロプルーデンス政策に関する 近の組織改革では、情報収集と意思決定の権限に焦

点が当てられている。マクロプルーデンス当局が関係情報を容易に入手できない場合には、

民間セクターから情報を直接収集する権限をもっているかが重要である。一方、規制上の

報告チャネルによって情報が収集されている場合には、マクロプルーデンス当局が当該情

報にアクセスする権限をガバナンスするための枠組みが必要となる。 
                                                   
43 先進国および新興国 35 ヵ国の中央銀行に関する CGFS のサーベイによると、7 ヵ国では金融危機前に

も金融安定政策に関する政策決定を行う委員会が設置されていたが、いずれもマクロプルーデンス政策に

専念する組織ではなかった（CGFS (2011)）。 
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新たに構築されるマクロプルーデンス政策の枠組みでは、共通してリスク・ワーニング

を発出する権限や規制上の措置を勧告・命令する権限が与えられている。同一当局の下に

マクロプルーデンス政策上のマンデートが与えられ、政策措置のオペレーションの権限が

ある場合（例えば、中央銀行が監督当局を兼ねている場合）には、直接的に政策措置を講

じたり調整する権限が与えられる。マクロプルーデンス政策を担う組織が特定の措置を割

り当てるメカニズムを設けるところもある一方、マクロプルーデンス・ツールのオペレー

ションの責任が明確ではない場合には、その明確な割り当てが必要である44。 

 

 （アカウンタビリティおよび透明性） 

マクロプルーデンス政策のコストは直ちに認識されるのに対して、金融ストレスの可能

性が低下するという政策のベネフィットは、長期に及ぶものであり測定しにくい45。マク

ロプルーデンス政策の成否を容易に評価する基準がないため、マクロプルーデンス体制の

設計においては、アカウンタビリティの確立が大きな課題となる。特に、異なるマクロプ

ルーデンス上の目的をもつ複数の当局が政策に関わる場合にはさらに状況が難しくなる。 

また、一般に対する政策決定の透明性と明確なコミュニケーションはアカウンタビリテ

ィの基本的要素であり、①アカウンタビリティを確保するための事前的方法として、マク

ロプルーデンス戦略に関するステートメント、議事録の公表、FSR の策定、②事後的方法

として、政策の実効性に関する評価を含む年次パフォーマンスのステートメントがある。

多くの法域では議会に対する報告が行われる。 

 

 （意思決定主体） 

マクロプルーデンス政策の決定は多くの国で、特に関係当局が複数存在する場合は委員

会形式で行われる。複数の当局に金融の安定に関するマンデートが与えられている場合ま

たは政策の決定と適用の権限が当局の間で分かれている場合には、委員会を設置すること

が望ましい46。 

マクロプルーデンス政策における中央銀行の位置づけについては、金融およびマクロ経

済の評価に関する経験と専門性、決済システムおよび 後の貸し手（LLR）としての中央

銀行の役割から、マクロプルーデンス政策の政策決定に加わることが一般的であり、その

中でも主導的な役割を果たすことが多い。 

                                                   
44 進捗報告書は、例としてバーゼルⅢのカウンターシクリカルな資本バッファーを挙げ、そのスムーズ

なオペレーションのためには、資本バッファーのオペレーションに関する明確な責任を割り当てることが

必要であると述べている。 
45 一方で、コストとベネフィットの認識の難しさや時間軸の相違は、マクロプルーデンス政策を担う当

局が政治的な圧力に対して必要な障壁を確保するためのプレミアムであるとの見方を述べている。 
46 もっとも、既存の組織およびガバナンス・ストラクチャーが十分に機能している場合には、異なる組

織上のアレンジメントがあることも述べており、例として、少数の当局が関与する場合には非公式なアレ

ンジメントが実効的であることも指摘している。 
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一方、マクロプルーデンス政策上の財務省の役割は、各国の法的枠組みの相違、委員会

に与えられた目的の違い（システミック・リスクの蓄積の抑制だけでなく、危機管理に対

する責任まで負うかどうか）を反映して様々である。財務大臣はマクロプルーデンス政策

の目的および政策の優先順位の決定に加わり、規制の対象範囲の拡大などシステミック・

リスク削減のために法改正が必要な場合に重要な役割を担う。もっとも、マクロプルーデ

ンス政策のオペレーションにおいて財務大臣が中心的な立場に位置づけられた場合、政治

の圧力に対する緩衝材としての効果が低下するリスクがある。 

また、規制・監督当局については、マクロプルーデンス政策の目的に適うようプルーデ

ンス・ツールの調整を図ること、SIFIs に対するマクロプルーデンス監督を具体化するこ

とから、マクロプルーデンス政策の中で主要な役割を担うこととなる。 

 

 （国内の政策協調メカニズム） 

異なる政策目的の間で生じる潜在的な利益相反に対しては、委員会形式はその解決を促

し対処することができる。例えば、カウンターシクリカルな資本バッファーについては、

マクロプルーデンスの観点からは経済サイクルに応じて資本の積み上げ、取り崩しを認め

るが、銀行当局はミクロプルーデンスの観点から、個別金融機関のリスク・バッファーと

して高い資本水準を維持することを望む。このような場合、意思決定の責任の割り当てと

政策目標間の利益相反を解決する明確なメカニズムを設けておくことが必要である。 

金融政策および財政政策とマクロプルーデンス政策の間の政策協調については、政策決

定を担う委員会にメンバーを重複参加させることが典型的な解決策である47。また、金融

政策および財政政策はマクロ経済のインバランスに焦点を当てる一方、マクロプルーデン

ス政策はシステミック・リスクの抑制に焦点を当てるため、両者の明確な役割分担によっ

て金融政策の独立性が確保されることとなる。 

  

 （２）米国、英国、EU の取り組み 

欧米を中心にマクロプルーデンス政策に責任を負う組織を設ける改革が行われている。

その代表的な例として、米国の FSOC、英国の FPC、EU の ESRB を取り上げる48。いず

れの組織にも共通する特徴として、マクロプルーデンス政策に関する明確なマンデートを

有し、他の当局との間で役割分担が図られていること、政策決定のアカウンタビリティと

透明性を確保するための措置が手当てされていることが指摘できる。 

                                                   
47 ポール・フィッシャーBOE 理事は金融政策とマクロプルーデンス政策の協調の問題について、英国の

金融政策委員会（MPC）と FPC の議長は同一人物（BOE 総裁）であり、その他 3 名のメンバー（副総

裁 2名、市場担当理事）も共通化させることで対応すると述べている（Fisher, Paul (2012), “Policy Making 
at the Bank of England: the Financial Policy Committee,” Speech at University of Warwick, March）。 
48 その他フランスでは、フランス銀行（中央銀行）の総裁を議長とする「金融規制システミック・リス

ク・カウンシル」（FRSRC）が 2010 年に設置されている。FRSRC はシステミックな金融リスクの分析

に焦点を当て、政策決定を行う機関として位置づけられている。 
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イ．米国：FSOC 

米国の金融規制システムは、金融機能別に連邦・州レベルで分かれていることから、シ

ステミック・リスクに対する監視が不十分であったことが金融危機によって明らかになっ

た49。このため、2010 年 7 月に成立したドッド＝フランク法の下、システミック・リスク・

レギュレーターとして FSOC が設置された。FSOC は、財務長官が議長を務め、議決権を

有するメンバーとして FRB 等の連邦規制当局の長が参加する合議体であり、FSOC はメ

ンバー当局の間の調整機能も担っている50。 

FSOC は、①大規模金融機関のイベントや業務から生じる米国の金融の安定へのリスク

を特定すること、②政府によるベイルアウトへの市場参加者の期待を排除し市場規律を促

すこと、③米国の金融システムへの脅威の顕在化に対応することが法律で求められており、

マクロプルーデンス政策を担う組織として明確なマンデートが与えられている（図表 6）。

FSOC は少なくとも四半期に 1 回の頻度で開催され、その議事録は公表されるほか、年次

報告と議会証言が義務づけられており、アカウンタビリティの確保が図られている。 

一方、ドッド＝フランク法の下、FSOC をサポートするための組織として財務省に OFR

が設置された。OFR は、「データ・センター」、「調査分析センター」として法的に位置づ

けられており、マクロプルーデンス政策の実行に必要なデータの収集とシステミック・リ

スクの分析というマンデートが与えられている51。 

OFR はデータ・センターとして、規制当局に加えて金融機関や民間のデータ・プロバイ

ダー、データ・ソースから業務遂行に必要なデータを収集・蓄積するほか、一般にも利用

可能な「金融会社参照データベース」、「金融商品参照データベース」を構築しなければな

らない。OFR はこうした法的な責務を踏まえて、前述した LEI の導入を提唱している。

一方、調査分析センターとしての OFR については、米国の金融の安定へのリスクを測定

するための仕組みを開発すること、システミック・リスクを測定し、特定することが法的

に求められている52。 

                                                   
49 U.S. Treasury (2008), “Blueprint for a Modernized Financial Regulatory Structure,” March 
50 FRB の他に、①通貨監督庁（OCC）、②消費者金融保護局（CFPB）、③証券取引委員会（SEC）、④

FDIC、⑤商品先物取引委員会（CFTC）、⑥連邦住宅金融庁（FHFA）、⑦全米信用組合管理庁（NCUA）

の各機関の長、⑧大統領が指名し上院の助言と同意を受けた保険分野の専門性をもつ独立メンバーが議決

権をもったメンバーとして参加する。また、議決権をもたず助言のみを行うメンバーとして、①OFR の

長官、②連邦保険庁（F IO）の長官、③州の保険規制の代表者、④州の銀行規制の代表者、⑤州の証券規

制の代表者も会議に加わっている。 
51 OFR の責務としてドッド＝フランク法では、①FSOC のためにデータを収集し、FSOC およびメン

バー当局に提供すること、②報告・収集されるデータの種類およびフォーマットの標準化を図ること、③

調査、本質的に長期の調査を実施すること、④リスクの測定、モニタリング・ツールを開発すること、⑤

その他関連サービスを実施すること、⑥OFR の活動の結果を金融規制当局に利用させること、⑦金融規

制当局が収集するデータの種類およびフォーマットの決定を支援することが規定されている。 
52 なお、2012 年 3 月、OFR に対して助言、勧告、分析、情報を提供する組織として、金融調査諮問委

員会を設置する方針が公表された。当該委員会には、学者、研究者、業界代表者、政府関係者、データお

よびテクノロジーに関する専門家が参加する予定である。 
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ロ．英国：FPC 

英国では、金融危機で明らかになった財務省、BOE、金融サービス機構（FSA）による

トライパタイト（tripartite）体制の欠陥を踏まえて金融規制システム改革が行われようと

している53。英国議会で審議されている金融サービス法案は、一元的な監督当局である FSA

を廃止する一方、①BOE に理事会レベルの委員会としてマクロプルーデンス政策を担う

FPC を設け、②BOE の運営上独立した子会社としてミクロプルーデンス監督を担う「プ

ルーデンス規制機構」（PRA）を設置し、③BOE から独立した規制機関として消費者保護・

市場規制を担う「金融行為監督機構」（FCA）を新設する（図表 7）。プルーデンス政策と

消費者保護・投資家保護の規制の目的別に責任当局が分かれるいわゆる「ツインピークス・

                                                   
53 アデア・ターナーFSA 議長が金融危機の原因について分析を行った「ターナー・レビュー」では、①

BOE はインフレ・ターゲットを採用する金融政策上の分析に焦点を当てる傾向があり、BOE は金融シス

テムをモニタリングする FSR を策定していたものの、FSR での分析は BOE の政策に反映されなかった

こと、②FSA は個々の金融機関の監督に焦点を絞っていたため、金融セクターや金融システムに対する

リスクへの監督の視点が十分ではなかったこと、③BOE と FSA はマクロプルーデンス分析を積極的に実

施することもマクロプルーデンス・ツールを特定しそれを利用することもなく、両者の間に規制領域の隙

間が生じていたことが指摘されている（FSA (2009)）。 

図表 6 FSOC に与えられたマンデート  

 
（出所）ドッド＝フランク法 

1. FSOCのメンバー当局、その他の連邦・州規制当局、FIOからの情報収集。米国の金融システムへのリス

ク評価に必要な場合にはOFRに銀行持株会社、ノンバンク金融会社からの情報収集を指示

2. FSOCの業務をサポートするため、OFRに指示し、OFRからのデータや分析を要求

3. 米国の金融の安定に対する潜在的な脅威を特定するため、金融サービス市場を監視

4. 国内・国際的な規制提案・策定の監視（保険・会計を含む）、米国の金融市場のインテグリティ、効率
性、競争力および安定性を向上する分野において連邦議会に助言・提案

5. FSOCのメンバー当局、その他の連邦・州規制当局の間の国内金融サービス政策の策定、規則策定、検

査、報告、エンフォースメントに関する情報共有の促進
6. メンバー当局間の議論の結果を踏まえた一般的な監督上の優先課題および原則の提案

7. 米国の金融の安定に脅威となり得る規制におけるギャップの特定

8. 重大な金融ストレスまたは破綻が生じれば、米国の金融の安定にリスクとなり得るノンバンク金融会社

に対するFRBによる監督の勧告

9. FRBに監督されるノンバンク金融会社および大規模で相互連関性のある銀行持株会社を対象にした、リ

スク・ベース資本、レバレッジ、流動性、コンティンジェント・キャピタル、処理計画、与信集中制

限、開示の改善および全社的なリスク管理に関するFRBによる厳格なプルーデンス規制への勧告

10. システム上重要な金融市場ユーティリティ、支払・清算・決済業務の特定

11. 銀行持株会社、ノンバンク金融会社、米国の金融市場において、重大な流動性、信用その他の問題をも
たらすまたは増大させる金融業務・活動に対して第一義的監督当局が新たな厳格な規制およびセーフ

ガードを適用するための勧告
12. 既存または提案された会計原則・基準・手続きに関して、SECおよびその他の基準設定者のレビュー、

意見の提出
13. 市場の発展と規制上の課題の検討・分析、FSOCのメンバー間の規制上の管轄の解決のためのフォーラ

ムの開催
14. FSOCの活動、重大な金融市場・規制の動向（保険・会計に関する規制・基準を含む）とそれらの金融

システムの安定に対する評価、米国の金融の安定に対して潜在的に生じつつある脅威、FRB監督下のノ

ンバンク金融会社またはシステム上重要な金融市場ユーティリティ、支払・清算・決済業務に関する決

定とその根拠、メンバー当局間の監督上の管轄争いに関する勧告およびその結果、米国の金融市場のイ
ンテグリティ、効率性、競争力および安定性を向上し、市場規律を促進し、投資家の信認を維持するた

めの勧告に関して、連邦議会に年次報告書を提出し証言

FSOCの法的目的
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モデル」である。同法案が成立すれば、2013 年第 1 四半期から FPC、PRA、FCA による

新たな金融規制システムに移行する予定である。 

金融サービス法案によって、BOE は英国のプルーデンス体制の中心に位置づけられる。

FPC は、マクロプルーデンス政策を通じて金融システムの安定性に責任を負い、PRA は

ミクロプルーデンス当局として、銀行、保険会社、その他プルーデンス上重要な投資会社

の安全性および健全性を監視する責任を負う。さらに、BOE は特別破綻処理（SRR）を

利用した銀行の破綻処理を含む危機管理、支払・決済システムや CCP を含む主要な金融

インフラ規制に関する責任を有し、中央銀行として金融セクターへの流動性を保証し、緊

急時の流動性支援を提供する責任を負う。 

BOE は 2009 年銀行法によって、英国の金融システムの安定を保護し、改善を図るとい

う「金融安定目的」（Financial Stability Objective）の追求が法的に義務づけられ、FPC は金

融サービス法案によって、金融安定目的の実現に貢献する観点から自らの機能を発揮する

ことが求められる。そのための FPC のマンデートとして、①システミック・リスクを特

定・評価する観点から英国の金融システムの安定を監視、②PRA、FCA に指図を実施、③

BOE、財務省、PRA、FCA、その他の者への勧告を実施、④FSR の策定（年 2 回）を行

図表 7 英国の新たな金融規制システム 

 
（出所）英国財務省 

 

財務省、PRA、FCAを含む関係当局と協働し、
英国の金融システムの安定性を保護・強化

BOEの特別破綻処理部局は、特別破綻処理制
度を利用して破綻銀行を処理することに責任

FPC

英国の金融システムの強靭性を保護・強化する観点か
ら、システミック・リスクを除去・軽減するための措置を特
定・実施し、金融の安定を保護・強化するBOEの目的に
貢献

金融システム・インフラ

清算機関、決済システム、
支払システム

プルーデンス上重要な会社

預金受入機関、保険会社、
一部の投資会社（投資銀行等）

投資会社、取引所、その他の金融
サービス・プロバイダー

取引所、保険ブローカー、
運用会社、独立投資アドバイザー

BOE

プルーデンス規制 プルーデンス規制 行為規制
プルーデンス規制・

行為規制

PRA

金融機関の破綻の影響の最小化を含め、
PRA監督下の認可業者の安全性・健全
性を確保し、金融の安定を強化

FCA

金融サービスの効率化、選択を促し、消費
者保護の適切な程度を保証し、英国の金
融システムの誠実性を強化することで、英
国の金融システムの信認を強化

FPCがシステミック・リスクに対処
するために勧告・指示する権限

子会社
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う。FPC による PRA、FCA への指図とは、FPC がマクロプルーデンス措置を実施するた

めに監督権限をもつ PRA、FCA に指図する権限である。マクロプルーデンス措置は、FPC

と協議の上、財務省による命令（order）によって具体的に規定され、原則として議会承認

を受ける必要がある。 

FPC は、①議長を務める BOE 総裁、②副総裁 3 名（金融政策担当、金融安定担当、プ

ルーデンス規制担当）、③FCA 長官、④総裁が指名する BOE 理事 2 名、⑤財務大臣が指

名する委員 4 名、⑥議決権をもたない財務省代表者で構成される54。FPC は 低でも年に

4 回開催されることが定められており、その議事録は公表される。 

なお、金融サービス法案の成立に先立って暫定 FPC がすでに設置されている。暫定 FPC

は、FPC が正式に発足するまでの間、マクロプルーデンスの観点からシステミック・リス

クを監視し、マクロプルーデンス・ツールを採用するに当たっての準備作業や分析を行う

役割を担う55。暫定 FPC の議長にはマービン・キング BOE 総裁が就任し、BOE の副総裁

や理事がメンバーとなっている。外部メンバーとしてドナルド・コーン元 FRB 副議長が

メンバーに選ばれている点は注目される。 

 

ハ．EU：ESRB 

EU レベルでは従来、銀行、証券、保険・年金の分野ごとに欧州委員会の諮問委員会が

置かれていたが、2011 年から EU レベルの監督体制の強化が図られ、それぞれの分野ごと

にミクロプルーデンス監督の責任を担う欧州監督機構（ESA）として、EBA、欧州証券市

場監督機構（ESMA）、欧州保険年金監督機構（EIOPA）が設置された（図表 8）。さらに、

ミクロプルーデンス当局に加えて、EU レベルでマクロプルーデンス政策に関わる ESRB

が設けられた。ユーロ圏では域内国独自の金融政策がなく、自己資本規制については EU

レベルで調和を図る政策であることなど、EU ではマクロ経済政策、ミクロプルーデンス

政策やそれらの政策的な調和に制約があるため、マクロプルーデンス政策の必要性は特に

高いことが指摘されている56。 

ESRB は、金融システムの変化から生じるシステミック・リスクの回避・緩和に資する

ため、EU 域内の金融システムのマクロプルーデンス監督（macroprudential oversight）

に責任をもつ組織として位置づけられ、幅広い金融ストレスを回避するため、マクロ経済

の変化を考慮することを目的とする。そのための ESRB の責務として、①ESRB の目的

を達成するために必要な情報を決定、収集、分析、②システミック・リスクの特定、優先

                                                   
54 金融政策の独立性の確保の観点から、BOE の金融政策委員会（MPC）にはプルーデンス規制担当の副

総裁は参加しないこととなっている。 
55 暫定 FPC は、①金融システムの強靭性へのリスク、持続不可能な水準の金融セクターのレバレッジ、

信用供与の拡大に焦点を当てた金融システムの安定に対するシステミック・リスクの特定とモニタリング、

②金融システムに顕在化するリスク、そのリスクに対処する手段に関する当局への助言の提供、③財務省

に対するマクロプルーデンス・ツールの分析と助言の提供、④特定されたリスク、採用された措置または

提案する措置を記載した FSR の策定を行う方針である（HM Treasury (2011)）。 
56 IMF (2011c) 
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順位づけ、③システミック・リスクが重大な場合の警告、④特定されたリスクに対する是

正措置の勧告、⑤ESRB が非常事態と判断した場合の非公表ベースでの警告、⑥警告・勧

告へのフォローアップ・モニタリング、⑦ESA との緊密な協調57、⑧適切な場合、共同委

員会への参加、⑨国際的な金融組織との調和、特にマクロプルーデンスに関する IMF お

よび FSB、第三国の関係機関との調和というマンデートが与えられている。 

ESRB の理事会は、議決権を有するメンバーとして、①欧州中央銀行（ECB）の総裁

および副総裁、②各国中央銀行総裁、③欧州委員会 1 名、④EBA 議長、⑤EIOPA 議長、

⑥ESMA 議長、⑦諮問学術委員会の議長、副議長 2 名、⑧諮問専門委員会の議長で構成

される58。理事会は 低でも年 4 回開催することが規定されており、その議事録の公表を

行うほか、少なくとも年 1 回、ESRB 議長は欧州議会の公聴会への出席が求められ、欧州

議会、閣僚理事会に年次報告を行い、それを公表することが義務づけられている。 

                                                   
57 適切な場合、ESA にシステミック・リスクに関する情報を提供し、特に ESA と協働でシステミック・

リスクを特定・測定するための定性的・定量的指標としてリスク・ダッシュボードを開発することを含む。 
58 政策当局者で構成される諮問専門委員会は、①システミック・リスクの把握を含む EU の金融の安定

の状況に関する定期的なレビュー、②運営委員会および理事会による警告・勧告の検討に対する分析面、

政策面での参加、③EU 加盟国当局が利用するマクロプルーデンス政策のレビューと開発、④EU 加盟国、

域外国の当局によるマクロプルーデンス政策に関する意思決定の定期的なモニタリング、その EU 全体

への影響に関する検討、⑤ESRB に割り当てられたその他の責務を実施する。 
 主に専門家で構成される諮問学術委員会は、①分析に関する責務として、(a)リスクを把握しリスクの

重大化の潜在的な影響を評価するための分析手法の改善に対する貢献、(b)既存のツールまたはモデルの

改善、新たなもしくは補完的な分析ツール、モデルの提案を含む効果的なマクロプルーデンス政策のツー

ルの設計・調整に対する貢献、②ESRB の政策フレームワークを常に 先端のものとするために、マク

ロプルーデンスに係る戦略、運営の枠組みに関するオープンで独立した分析的なレビューを行うことが求

められる。 

図表 8 EU の新たな監督体制 

 
（出所）欧州委員会 

各国銀行監督機関 各国保険・年金監督機関 各国証券監督機関

欧州銀行監督機構

（EBA）

欧州保険年金監督機構

（EIOPA）

欧州証券市場監督機構

（ESMA）

欧州監督機構（ESA）

ミクロプルーデンス情報
の提供

マクロプルーデンスの分析、
早期警戒・勧告等

■理事会

メンバー（議決権あり）

ECB総裁・副総裁、各国中央銀行総裁、欧州委員会1名、EBA議長、EIOPA
議長、ESMA議長、諮問学術委員会の議長・副議長2名、諮問専門委員会の
議長

オブザーバー（議決権なし）

各国監督機関代表者、経済財政委員会（EFC）議長

■運営委員会

欧州システミック・リスク理事会（ESRB）

合同委員会

■事務局

■諮問委員会

・専門委員

・学術委員会
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 （３）IMF の組織アレンジメントの議論 

IMF は FSAP において各国のマクロプルーデンス政策を評価するという立場から、マ

クロプルーデンス政策を支える組織的アレンジメントのあり方に関する検討を行っている

59。その検討から、IMF は各国・地域の既存のマクロプルーデンス政策の枠組みについて、

幅広く一貫性をもってレビューするための評価軸として、マクロプルーデンス政策におけ

る望ましい特性を提案している（図表 9）。具体的には、①マクロプルーデンス政策におけ

る全般的な特性、②システミック・リスクの効果的な識別・分析、モニタリング、③マク

ロプルーデンス政策ツールの適時かつ効果的な利用、④システミック・リスクに対処する

ための政策間の実効的な調和に関する特性である。IMF が提案するこれらの特性からは、

IMF がマクロプルーデンス政策を担う組織の役割分担やマンデート、政策の調和に注目し

ていることが窺われる。 

 

 

                                                   
59 IMF (2011c) 

図表 9 IMF のマクロプルーデンス政策の評価軸 

 
（出所）IMF (2011d) 

1. 中央銀行は、マクロプルーデンス政策の立案において重要な役割を担うこと

2. 複雑かつ分断された規制ストラクチャーは、システミック・リスクの軽減に成功しないおそれがあるため避けること

3. 政策プロセスに財務省が参加することは有益であるが、財務省が主たる役割を担うことはリスクをもたらす

4. システミック・リスクの回避および危機管理は、異なる政策機能であることから、異なる組織的アレンジメントによってサ

ポートされること
5. マクロプルーデンス政策のフレームワークは、その他の確立された政策の自主権を損なう手段としてはならないこと

6. 各国特有の状況を考慮してアレンジすること

7. システミック・リスクの評価に必要な効果的な情報共有のメカニズムを設けること

8. システミック・リスクの評価を行う少なくとも1つの機関は、関係するすべてのデータと情報を評価すること。当該機関はシ

ステミック・リスクを評価するために現存する最善の専門技術を備えること
9. 1つの機関の有力な見解に対して異議を述べるメカニズムを設けること

10. システミック・リスクの蓄積および政策措置が遅延するリスクの削減に対抗するよう組織的アレンジメントを図ること

11. システミック・リスクを軽減するための既存機関のインセンティブを利用するよう、主導的なマクロプルーデンス当局を特

定し、明確なマンデートと権限を与えること
12. システミック・リスクに対処するためのプルーデンス・ツールの利用の開始を含め、十分な権限とマンデートが釣り合うす

るようにすること。必要な場合には権限を拡大するメカニズムを設けること
13. マンデートはシステミック・リスクの軽減に優先順位を与えるものとする一方、政策立案者がコストおよびトレードオフを考

慮するよう二次的目標を設けること
14. マクロプルーデンス政策の実効性を不当に損なうことなく、過度に制限的または不適切な政策を防ぐために適切なアカウ

ンタビリティおよび透明性を手当てすること

15. 中央銀行における金融規制機能の組織的な統合は、ミクロプルーデンス政策と同様に、マクロプルーデンス政策と金融

政策の実効的な調和をサポートすることが可能。ただし、セーフガードは必要
16. 政策決定と政策ツールのコントロールの組織上の分離が避けられない場合、他の政策立案者に対して措置を勧告または

命令するための正式な権限を割り当てる法的フレームワークを設けること
17. 複数の規制当局の間で分散して意思決定を行う場合、調和を図る委員会を設立することが有用。もっとも、必ずしも集合

的な措置やアカウンタビリティの問題を乗り越えることまでは必要ない

全般的な特性

システミック・リスクの効果的な識別、分析、モニタリング

マクロプルーデンス政策ツールの適時効果的な利用

システミック・リスクに対処するための政策間の実効的な調和
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６．おわりに 

世界金融危機の反省からマクロプルーデンス政策の必要性が認識された。現在、G20 の

枠組みの下で、FSB および IMF、BIS が、マクロプルーデンス政策のベスト・プラクテ

ィスを特定し、マクロプルーデンス政策の枠組みの設計・導入を図るための国際的な原則

またはガイドラインを将来的に策定する方向で議論が進んでいる。今後、バーゼルⅢ（バ

ーゼルⅡ.5 を含む）、システム上重要な金融機関（SIFIs）を対象とする政策パッケージ、

OTC デリバティブ市場改革、シャドーバンキング規制、報酬規制を含む包括的な金融規制

改革の動きとともに、国際的に一貫性をもったマクロプルーデンス政策の枠組みの構築に

関する国際的な検討を注視していく必要があるだろう。 

マクロプルーデンス政策の枠組みを構築する取り組みの中でも、システミック・リスク

の評価・特定のための手法の開発やマクロプルーデンス・ツールの設計に関しては一部で

検討が進んでいる面もあるが、全体としてその取り組みは初期の段階にあり、マクロプル

ーデンス政策のベスト・プラクティスが特定されるまでは、しばらく時間がかかる状況に

あるように思われる。実際、ベン・バーナンキ FRB 議長は、多くの進展がみられるもの

の、新たなマクロプルーデンス上の責任に も適合する方法を理解する上では未だ早期の

段階（early stage）であると述べている60。しかしながら、マクロプルーデンス政策を担

う組織体制の整備に関しては、米国、英国、EU を始めとして各国・地域において具体的

な改革が進展しており、そして、FSB および IMF、BIS はマクロプルーデンス政策を担

う組織の役割分担やマンデートに注目しているように窺われる。 

一方、日本ではマクロプルーデンス政策を担う当局として、金融庁および日本銀行、破

綻処理当局として預金保険機構等が存在し、財務省も公的資金の使用という観点からマク

ロプルーデンス政策の一翼を担うことが想定される。ただし、いずれの当局がマクロプル

ーデンス政策においてどのような責任を負い、どのような役割を担うのか、マクロプルー

デンス政策に関するマンデート、政策決定プロセス、政策協調あるいは役割分担は必ずし

も明確ではないように思われる。FSB および IMF、BIS の進捗報告書が整理するように、

日本のマクロプルーデンス政策について、①マンデート、②権限および措置、③アカウン

タビリティおよび透明性に関するメカニズム、④意思決定主体の構成、⑤国内の政策協調

のアレンジメント等について、レビューを行う時期にきているのかもしれない。 

 

以 上 

  

                                                   
60 Bernanke, Ben (2012), “Opening Remarks,” At the Federal Reserve Conference on Central 
Banking: Before, During, and After the Crisis, March. 
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リーマン・ショック後の預金保険制度の世界的動向 

 
澤井 豊1 

 米国で顕在化したサブプライム住宅ローン問題、その後のリーマン・ショックから始ま

った世界的な金融危機は、セーフティネットとしての預金保険制度の役割を再認識させる

とともに、世界各国・地域で預金保険制度の強化・改革を促した。そうした強化・改革を

通じて預金保険制度はセーフティネットとしての一定の機能を果たしてきていると評価さ

れるが、預金の全額保護等の措置が時限的に必要となったことなど預金保険制度が抱える

課題も明らかとなった。また、現在に至っても欧州諸国でのソブリン問題の深刻化などに

見られるように危機は完全に終息したとはいえない。 

こうした中で、今回の世界的な金融危機を経て、国の財政からのサポートに過度に依存

せずに強固な預金保険制度を構築することが、金融システム全体への信頼性を高めるとい

う意味で重要との認識が各国・地域で共有された。このことは、預金保険制度のみならず、

広く金融監督面でも大きなインプリケーションを持つものである。 

既に 2009 年には国際預金保険協会とバーゼル銀行監督委員会により、「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）」が策定されていたが、2012 年に

は金融安定理事会が各国の預金保険制度についてのピア・レビューの結果を公表するなど、

預金保険制度に関する国際的な対応もこの数年でさらに拡充・強化されている。 
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1 預金保険機構・総務部調査室長（E-mail: yutaka-sawai@dic.go.jp）。本稿の執筆は個人の資格で行った

ものであり、意見にわたる部分は筆者に属し、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．金融危機を経た預金保険制度の強化・改革 

（１）金融危機への対応措置としての預金保険制度 

預金保険制度の直接的な目的は、預金者の預金を保護することにより金融機関に対する

信認を確保することにあり、ひいては金融システムに対する信認を確保することにある。

逆に、預金者の信認が充分に確保されない場合には、金融機関の破綻前に預金を引き出そ

うとするインセンティブが生じ、それが集合的な形で現れた場合には、預金の取り付けの

発生ということになる。 

今回の金融危機は2007年夏に米国のサブプライム住宅ローン問題が顕在化したことを端

緒とし、その後、金融市場の収縮・不安定化を経て 2008 年 9 月のリーマン・ブラザーズの

破綻を契機に危機が世界的に拡大するという過程を辿ってきた。 

 預金保険制度に関しては、危機の初期段階である 2007 年 9 月に英国のノーザン・ロック

銀行が破綻した際、一部のマスコミ報道をきっかけに預金の取り付けが発生した2ことを端

緒に各国・地域で預金保険制度の強化・改革が図られたが、その主なポイントは以下のよ

うに整理される。 

 

（保護限度額の拡大） 

預金保険で保護される限度額が少額の場合、大部分の小口預金者にとって保護されない

部分が大きくなることから、保護される部分も含め全額を引き出しておこうというインセ

ンティブが高まる。（預金者による預金取り付けのリスク）。 

一方、高額すぎる保護限度額は金融機関サイドにモラル・ハザード（預金保険制度の存

在を理由として、不適切な経営管理の下で高金利を提供することで預金を集めることが典

型的な例）が生じるリスクを残す。また、預金者にとっては、破綻の可能性を考慮しなが

ら金融機関を選別して預金する必要性が減少することになり、預金者サイドにもモラル・

ハザードをもたらす要因となる。また、保護限度額の拡充は、基本的に保険料負担の増大

を伴うものである。 

保護限度額は、これらのバランスをとって慎重に設定する必要があるが、そのことは容

易ではない。今回の金融危機では、金融環境が急激に悪化していく中で緊急避難的に「預

金の全額保護」を行う国・地域が見られた。 

 

（付保預金の払い戻しまでの期間の短縮化） 

 仮に高い保護水準が確保されていても、金融機関の破綻によって預金が直ちに払い出せ

ないと予想されると、預金者にとっては、将来の使用に備えて手元に資金を確保しておく

                                                   
2 ノーザン・ロック銀行に関する経緯などについては赤間（2009）を参照。ノーザン・ロック銀行は 2008
年 2 月に国有化され、その後、不良資産を切り離した上で 2012 年 1 月にその株式は民間金融機関に売却

された。 
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ために、破綻前に預金を引き出しておこうとするインセンティブが働く。このため、預金

の取り付けを防止するには、付与預金の払い戻しが迅速に行われ、また、そのことが預金

者に広く周知されていなければならないが、危機前は、多くの国において必ずしもそのよ

うな体制が整っていなかった。こうした反省から、より迅速な払い戻しを可能とするよう、

払い戻しまでの期間の短縮化が検討され、欧州では制度改正が提案された3。 

 

（国際的な協調の必要性） 

 預金保険制度は、基本的に各国が独自に制度設計を行っているが、危機の深化とともに

各国での制度の違いが問題を引き起こすことが明らかになってきた。例えば、2008 年 9 月

にアイルランドが預金の全額保護を導入した際、隣国の英国で、英国に所在するアイルラ

ンド系銀行の支店への急速な預金シフトが起こるという事態が発生した4。 

 このような事態を受けて、預金保険制度の制度設計においても国際的な協調体制が必要

であることが再認識されるとともに、さらに進んで国境を越えてグローバルに活動する金

融機関が破綻した場合の処理方法について、破綻前に取り決めを行っておく必要性がある

ことも認識された。 

 

また、今回の金融危機にあたって、危機の波及に対する予防的な対応措置として、危機

の中心以外の地域（アジア・大洋州地域）で預金の全額保護や保護限度額の引上げが見ら

れたことが特徴的な点としてあげられよう。これは、基本的には国内を対象とする預金保

険制度が、経済・金融のグローバル化の進展によって国内で完結しない事態となったこと

を示した事例といえる。 

 

（２）金融システム安定のための預金保険制度の役割 

今回の金融危機において預金保険制度は、その強化・改革を通じて預金者の金融機関に

対する信認を高め、さらなる危機の深化を防止したという点でセーフティネットとしての

一定の機能を果たした。しかしながら、①危機前には予定されていなかった規模・範囲で

の緊急避難的な預金保険制度の変更が各国・地域で必要であったこと、②預金保険制度は

定額保護を原則とするが、時限的な預金の全額保護等の措置を導入せざるを得ない国・地

域が存在したこと、など預金保険制度の課題も同時に明らかとなった。 

世界的な金融危機への対応にあたった G20 首脳会合（金融・世界経済に関する首脳会合）

は、リーマン・ショック直後の 2008 年 11 月に開催されたワシントン・サミットにおいて、

「金融システムの安定に必要なあらゆる追加的措置をとる」と宣言したが、同時に「危機

                                                   
3 預金保険指令の改正に関する欧州委員会提案（2010 年７月）では、預金の払い戻しに要する期間をそ

れまでの「3 か月以内」から「１週間以内（7 days）」に短縮している。 
4 EU の預金取扱金融機関がＥＵ域内に支店形態で進出した場合には母国の預金保険制度が適用される。

このため、アイルランドが実施した全額保護は英国に所在する支店にも適用されることになる。 
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の再来を防止するために、金融市場と規制枠組みを強化する改革を実施する」とし、金融

システムの安定化のための改革の必要性も強調した。また、改革にあたっては、金融安定

化フォーラム＜FSF：Financial Stability Forum、後に金融安定理事会（FSB：Financial 

Stability Board）に再構成＞のメンバーシップを新興市場国にも拡大するとともに、G20

の指示と承認の下に FSB が作業を行い、各分野での改革を進める体制とした。 

その後の G20 の議論では、金融危機への対応に巨額の公的資金の投入が必要となったこ

とへの反省から、いわゆる「大きすぎて潰せない（too big to fail）」問題をどう解決してい

くかが論点となった。すなわち、金融システムにその破綻が与えるインパクトが大きい「シ

ステム上重要な金融機関（Systemically Important Financial Institutions：SIFIs）」に対

する規制強化を行うとともに、破綻した場合には、納税者を損失に晒すことなく、また、

金融システムに悪影響を及ぼすことなく破綻させる（公的資金による救済・存続は行わな

い）ことが原則とされ、2010 年 6 月のトロント・サミットでは SIFIs に関連する問題に効

果的に対処し、SIFIs を破綻処理するための具体的な政策勧告を検討・策定するよう FSB

に対して要請が行われた。さらに、2011 年のカンヌ・サミット宣言では、上記に関する FSB

の報告を受けて「大きすぎて潰せない」ことがないこと、納税者は破綻処理のコストを負

担するべきではないことを宣言するとともに、FSB によって 29 の SIFIs が特定された。 

また、G20 のこうした動きと並行して、米国では 2010 年７月に金融規制改革法（ドッド

＝フランク法）が成立し、今後、金融機関に対し公的資金を投入して救済することは行わ

ない方針を 2010 年に法制化した5。 

 

一方、危機から脱却し、小康状態を得たかに見えた世界経済は、ギリシャ債務問題の再

燃（2010 年 5 月に一次支援を決定した後も 2011 年 7 月には追加的な二次支援が必要とな

る）に象徴される欧州のソブリン問題（国家債務問題）の深刻化によって再び不安定化し、

2011 年 9 月に発表された IMF の報告書は「世界経済は危機的な状況に入った」と指摘する

に至った6。続く IMF の世界経済見通しの改訂（2012 年 1 月）においても、2012 年の世界

経済はユーロ圏でマイナス成長が予想され、ユーロ圏のソブリン問題と民間銀行の資金調

達の間にある負のフィードバック・ループ（negative feedback loops）の激化や米国・日本

での中長期的な財政問題、原油価格の上昇が下振れリスクとして認識されるなど、危機が

完全に終息したとは言いがたい状況にある。 

今般の金融危機においては、預金保護以外にも、金融機関に対する債務保証や資本注入、

不良資産の処理などが公的資金を投じて実行されてきた。しかしながら、特に最近のソブ

リン問題の深刻化は、国家財政が公的資金を投入して危機の収束を図るという従来型の対

                                                   
5 米国のオバマ大統領は、法案の署名にあたり、「この法律により、アメリカ国民は二度と再びウォール・

ストリートの失敗のツケを求められることはない。今後は税金による救済は行われない（because of this 
law, the American people will never again be asked to foot the bill for Wall Street’s mistakes. There will 
be no more tax-funded bailouts.）」とコメントしている。 
6 IMF（2011） 



69 
 

応を行う余地が、今後は大幅に狭まる可能性を示唆している。一方で、預金保険制度は、

加盟金融機関が負担する保険料を原資として制度が運営されており、国家財政から独立し

た財務基盤を持つ点でソブリン問題の影響を受けにくい。 

従って、セーフティネットとして強固な預金保険制度を平時から確立しておくことは、

金融機関に対する預金者の信認を高めるという点はもとより、危機時においても金融シス

テム全体の安定性確保に資するという意味で、マクロプルーデンスの視点7からも重要であ

り、その重要性は今後も高まっていくものと思われる。 

 

（図表１） リーマン・ショック後の金融規制改革などの動向  

 

 

 

                                                   
7 日本銀行（2011）では「金融システム全体のリスクの状況を分析・評価し、それに基づき制度設計、政

策対応を図ることを通じて、金融システム全体の安定を確保すること」をマクロプルーデンスの考え方と

している。 

米　国 欧　州 アジア・オセアニア

10月

（米：保護額引上げ、決済用預金の全額保護） （英独を含む多数の欧州諸国） （香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾏﾚｰｼｱ、豪、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

緊急経済安定化法の成立
英独仏：包括的な金融安定化策を公表
ＥＵ：預金保険指令の最低水準引上げの方針公表

11月

2009年4月

6月 金融規制改革案公表

9月

2010年5月
EU：ソブリン問題の顕現化（ギリシア支援合意、ユーロ導入
国に対する時限的な金融支援枠組みで合意）

EU：欧州金融安定化基金（EFSF）創設

7月 金融規制改革法（ドッド＝フランク法）の成立 EU：預金保険指令の見直し案を公表

10月 新しい金融監督体制（金融安定監督評議会）が発足 EU：銀行の危機管理に関する枠組み案を公表

11月

12月

EU：新しい金融監督体制＜欧州システミック・リスク理事会
（ESRB）、欧州監督機構（ESAs）＞が発足

香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾏﾚｰｼｱが定額保護に復帰

英：銀行税を導入

7月
EU：ギリシャ追加支援で合意。EFSFの機能強化を決定

12月
EU：EU首脳会議でIMFへの出資・財政規律の強化・欧州安
定化メカニズム（ESM）の設立前倒し（2012年7月）で合意

G20 ワシントン・サミット

（資料）各国当局資料等を基に作成

FSB（金融安定理事会）、システム上重要な金融機関（SIFIs、その中でも特に国際的な影響大のG-SIFIsが主対象）に関する政策提言を公表

G20 ソウル・サミット

バーゼル銀行監督委員会、新たな自己資本規制枠組み（バーゼルⅢ）のテキスト公表

2011年1月

2008年9月 リーマン・ブラザーズ破綻

世界各地で預金保護拡充を相次ぎ発表・実施

11月
G20 カンヌ・サミット

FSB、システム上重要な金融機関（SIFIs、その中でも特に国際的な影響大のG-SIFIs）29行を指定

G20 ロンドン・サミット

G20 ピッツバーグ・サミット

6月
G20 トロント・サミット
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２．預金保険制度を巡る国際的な動向 

上記の通り、リーマン・ショック後の金融危機対応として、G20 及び FSB が金融規制改

革を主導してきたが、預金保険制度に関しては以下のような動きが見られた。 

 

（１）「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）」 

 FSBの前身であるFSFは 2008年 4月に金融危機に関する報告書8を公表し、その中で「最

近の国際的な金融混乱におけるできごとは、実効的な預金者補償制度（depositor 

compensation arrangement）の重要性を示している」と指摘するとともに「各国の預金保

険制度は国際的な一連の明確なベンチマーク（a clear international benchmark）を欠いて

いる」ことから、参照基準となる実効的な預金保険制度のための諸原則（principles）に関し

て国際的に合意することの必要性を提言した。 

 この提言を受け、国際預金保険協会（IADI：International Association of Deposit 

Insurers）とバーゼル銀行監督委員会は 2008 年 7 月に基本原則の作成に合意し、2009 年 6

月には付保範囲や財源・資金調達など 18 項目の基本原則からなる「実効的な預金保険制度

のためのコアとなる諸原則（コア・プリンシプル）」を公表した9。 

 さらに、2011 年１月には、IADI やバーゼル銀行監督委員会・IMF などの共同作業によ

り、コア・プリンシプルへの各国の預金保険制度の準拠状況を評価するための方法（メソ

ドロジー）が公表された。 

このメソドロジーを使った評価には各国の預金保険機関が行う自己評価のほか、3 つの評

価方法として①IMF や世銀による評価、②コンサルティング会社など民間の第三者による

評価、③他の預金保険機関によるピア・レビューなどが想定されており、自己評価に限定

せず、他の機関による評価をも通じて実効的な預金保険制度が形成されることが期待され

ている。 

 

 ＢＯＸ1 コア・プリンシプルの構成 

  コア・プリンシプルは以下 18 項目から構成されている。 

原則 1：預金保険制度に関する公共政策の目的の明確化 

 原則 2：モラル・ハザードの抑制 

 原則 3：預金保険者の任務 

原則 4：預金保険者の権限 

                                                   
8 FSF(2008) 
9 コア・プリンシプルの具体的内容などは、預金保険研究第 13 号『「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』を参照。また、IADI
創設前の 2001 年に、FSF は、コア・プリンシプルの原型ともいえる「預金保険の国際ガイダンス」を作

成し公表している。＜FSF(2001)＞ 
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原則 5：預金保険者のガバナンス 

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 

原則 7：クロスボーダー問題 

原則 8：預金保険制度への強制加入の必要性 

原則 9：付保範囲 

原則 10：全額保護から定額保護の預金保険制度への移行 

原則 11：預金保険者の財源・資金調達 

原則 12：国民への周知 

原則 13：主要な法律問題 

原則 14：銀行破綻の責任者への対処 

 原則 15：早期発見・適時介入及び破綻処理 

 原則 16：実効的な破綻処理プロセス 

 原則 17：預金者への預金の払い戻し 

 原則 18：資産回収 

 

（２）ＦＳＢによるピア・レビューの実施 

 上記のコア・プリンシプルの公表を受け、FSB は 2010 年 9 月に FSB メンバー（24 か国・

地域）の預金保険制度についてピア・レビュー（Peer Review）10を 2011 年に行うことを

決定した。調査は 2011 年夏に開始され、各国・地域に送付された質問票の回答を取りまと

める形で 2012 年 2 月に報告書11が公表された。 

（＊）FSB メンバー（24 か国・地域）：アルゼンチン・オーストラリア・ブラジル・カナダ・中国・フ

ランス・ドイツ・香港・インド・インドネシア・イタリア・日本・韓国・メキシコ・オランダ・ロ

シア・サウジアラビア・シンガポール・南アフリカ・スペイン・スイス・トルコ・英国・米国 

 

ＢＯＸ２ ピア・レビュー報告書の概要 

 報告書は、金融危機12に際して各国・地域が行った預金保険制度の変更について、次に各

国・地域の預金保険制度の主要な特性についての調査結果が示され、これらの結果に基づ

き最終部分で 4 つの提言を行っている。 

 

 

 

                                                   
10 ピア・レビューは、専門的な知識を有する同業者・同僚によって行われる評価や審査を意味する。 
11 FSB（2012） 
12 報告書では、米国でのサブプライム住宅ローン問題に対する懸念からモーゲージ関連の金融商品に対す

る信頼が失われ、グロ－バルな金融市場が収縮を始めた 2007 年から金融危機が始まったとしている。 
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（預金保険制度の導入状況） 

24 か国・地域のうち中国・南アフリカ・サウジアラビアを除く 21 か国・地域で明示的な

預金保険制度が導入されている。一方、未導入の 3 か国のうち、中国と南アフリカは将来

的に預金保険制度を導入する方針であるが、サウジアラビアは、過去に導入を検討した結

果、導入しないと決定した経緯がある。 

また、複数の預金保険機関が併存する国として日本（預金保険機構と農水産業協同組合

貯金保険機構）・アメリカ・ブラジル・カナダ・イタリア・ドイツの 6 か国があげられてい

る。 

 

（金融危機への対応策としての預金保険制度の変更） 

 24 か国・地域のうち、金融危機に際して、預金保険制度に関して何らかの措置を行った

国は 15 か国・地域。日本を含む 6 か国は特別な措置を行っていない13。 

 

（各国・地域の預金保険制度の主要な特性） 

 預金保険制度の主要な政策目的は預金者の保護にあるが、日本や韓国、米国などを含む

12 か国・地域は、さらに進んで金融システムの安定に資することを預金保険制度の政策目

的としている。また、預金保険制度を有する 21 か国・地域の預金保険機関について、報告

書ではその任務（mandate）に応じて、①ペイボックス型、②ペイボックス・プラス型、

③ロス・ミニマイザー型、④リスク・ミニマイザー型の 4 類型に分類している。 

                                                   
13 FSB などの調査によれば、これらの国・地域を含め、リーマン・ショック後に 49 の国・地域で預金保

険制度の拡充が実施された。詳細は、預金保険研究第 13 号「金融危機と信用機構（第 13 回～23 回）」の

第 15 回を参照。 

数 国・地域

6
オーストラリア・フランス・ドイツ・香港・シン
ガポール・米国

保護限度額の引上げ 7
インドネシア・オランダ・ロシア・スペイン・ス
イス・英国・米国

保険料率・保険料体系の変更 2 ロシア・米国

付保対象預金の拡大 3 ブラジル・韓国・スイス

特別の措置を実施せず 6
アルゼンチン・カナダ・インド・日本・メキシ
コ・トルコ

対応措置の内容

＊保護限度額の引上げには、全額保護の実施を含まない。但し、米国は保護限度額の引上げ（10万ドル→25万

ドル）と無利息の決済性預金の全額保護を実施したため、両方にリストアップしている。

全額保護の実施
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さらに、コア・プリンシプルの各項目に沿って、各国・地域の預金保険制度の特徴を以

下のように整理している。

 

 預金保険制度の加盟については、スイスを除き、強制加盟。 

 預金保険の付保範囲は、大部分の預金者が保護されるように設定されているが、

付保範囲のレベルは、絶対額・1 人当たり GDP 比で見ても、国・地域ごとに大き

な差異がある。 

 付保対象となる預金の種類は各国・地域で違いがある。21 か国・地域のうち、16

か国・地域で外貨預金を付保対象としており、法人預金（19 か国・地域）、公的セ

クターの預金（12 か国・地域）も付保対象とする国が多い。また、一般的にイン

ターバンク預金は付保対象でない。 

 
 21 か国・地域中、16 か国では事前積立により資金を調達。5 か国（オーストラリ

ア・イタリア・オランダ・スイス・英国）は事後徴収のみで資金を調達 

 ほとんどの国・地域において、預金保険制度は有事の際のバック・アップ用の資

金調達手段（追加的な保険料の徴収権限や中央銀行・財政当局などからの借り入

れなど）を有している 

 保険料率については、17 か国・地域のうち、9 か国・地域（アルゼンチン・カナ

ダ・フランス・ドイツ・香港・シンガポール・スペイン・トルコ・米国）はリス

クに応じた可変料率を採用し、8 か国（ブラジル・インド・インドネシア・日本・

韓国・メキシコ・オランダ・ロシア）は定率の料率を適用している14。 

                                                   
14 このうち韓国とオランダは、将来的にリスクに応じた可変料率を採用する意向を表明している。 

ペイボックス型 ペイボックス・プラス型 ロス・ミニマイザー型 リスク・ミニマイザー型

定義
付保預金の払い戻しのみを
行う

付保預金の払い戻しに加え
て追加的な責任（特定され
た破綻処理など）を有する

最小コストでの破綻処理を
選択して行う

監督権限や広範な破綻処理
権限などの包括的なリスク
最小化機能を有する

数 7 3 9 2

国・地域
オーストラリア・ドイツ・
香港・インド・オランダ・
シンガポール・スイス

アルゼンチン・ブラジル・
英国

カナダ・フランス・インド
ネシア・イタリア・日本・
メキシコ・ロシア・スペイ
ン・トルコ

韓国・米国

原則８　預金保険制度への強制加入の必要性
原則９　付保範囲

原則11　預金保険者の財源・資金調達
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 保険金支払いのトリガーには、①裁判所の決定、②監督当局の決定、③預金保険

機関の決定、④中央銀行、⑤これらの組み合わせの 5 つのパターンが存在する。 

 保険金の支払いに要する期間は、翌営業日から 1 年後までと国・地域によってか

なり相違している。 

 21 か国・地域のうち 16 か国で過去 10 年間に金融機関の破綻が発生している。 

 破綻があった国：アルゼンチン・ブラジル・ドイツ・インド・インドネシア・イタリア・

日本・韓国・メキシコ・オランダ・ロシア・スペイン・スイス・トルコ・英国・米国 

 破綻がなかった国・地域：オーストラリア・カナダ・フランス・香港・シンガポール 

 

 他のセーフティネット構成機関との情報共有は、一般的に法律に基づいて行う（日

本・ドイツ・スペイン・米国など）が覚書に基づいて行う国・地域（オーストラ

リア・カナダ・香港・インドネシア・韓国・メキシコ・ロシア・英国など）もあ

る。 

 国境を越えた情報共有としては、オランダと英国が預金の払い戻しに関して情報

の共有を行っている事例がある。 

 
 日本を含む 10 か国・地域では、預金保険制度の周知のための包括的な広報活動を

展開している。 

 10 か国・地域のうち 9 か国・地域では広報活動の効果について定期的に評価を行

っている。 

 

（提言） 

【提言１】 明示的な預金保険制度の導入：明示的な預金保険制度を導入していない国は、

預金者保護と預金取り付けの防止により金融安定を維持するために預金保険制度を導入す

べきである。 

 

【提言 2】 コア・プリンシプルの完全な適用：明示的な預金保険制度を有している国・地

域は、コア・プリンシプルに完全に準拠するように対応措置を講ずるべきである。 

原則15　早期発見、適時介入、破綻処理

原則16　実効的な破綻処理プロセス

原則17　預金者への払い戻し

原則18　資産回収

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
原則７　クロスボーダー問題

原則12　国民への周知
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【提言 3】 IADI によるガイダンスのアップ・デート：IADI は金融危機前に制定したガイ

ダンスをアップ・デートするとともに、コア・プリンシプルの一層の精緻化に向けて追加

的なガイダンスを検討するべきである。 

 

【提言 4】 フォロー・アップ：ピア・レビューの提言を受け、FSB は、各国・地域にお

いて実施される対応についてレビュー及び評価を実施すべきである 

 

 

（３） 実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性 

 また、FSB は、2011 年 10 月に SIFIs に対する政策パッケージの一環として、各国の破

綻処理制度の整合性を高めることを目的とした「実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性

（Key Attributes）」を公表した。多くの国・地域で預金保険機関が金融機関の破綻処理を

実行する権限を有することから、破綻処理制度は預金保険制度と密接に関連する。 

「主要な特性（Key Attributes）」は、金融機関の破綻処理に際して、納税者を損失に晒す

ことなく、重要な金融機能を確保しながら当局が円滑に破綻処理することを基本的なコン

セプトとしている。その上で SIFIs の破綻処理に関してクロスボーダーでの破綻処理を円

滑に実現する観点も踏まえ、各国当局が有すべき権限や責任について明確化し、破綻処理

制度の枠組みを整備しようとするものであり、1）適用範囲、2）破綻処理当局、3）破綻処

理権限、4）相殺、ネッティング、担保、顧客資産の分別管理、5）セーフガード、6）破綻

金融機関等への資金供給、7）クロスボーダー協力のための法的枠組みの要件、8）危機管

理グループ、9）金融機関ごとのクロスボーダー協力合意、10）破綻処理の実行可能性の評

価、11）再建・破綻処理計画、12）情報へのアクセスと情報共有の 12 項目から構成されて

いる。 

この中では、関係当局間での情報交換や情報共有の重要性が指摘されている他、破綻処

理を行う際のツールとして、ベイル・イン（Bail in：破綻処理当局が無担保・無保険の債

権者の債権を減価できる権限）や当局による契約解除権の一時停止（ステイ）など、我が

国の破綻処理スキームでは現状導入されていない論点も含まれており、今後、議論される

ことになろう15。  

 

 

 

                                                   
15 最終文書に先立つ市中協議文書には、この他に預金者優先弁済についての記載があったが、最終文書に

は記載されていない。 



76 
 

３．各国・地域の動向 

（１）米国 

 米国では、2010 年 7 月に成立したドッド＝フランク法の規定に沿って、連邦預金保険公

社（FDIC）などの各規制当局が金融危機の再発防止に向けて規則化する作業を順次進めて

いる。このうち、FDIC が運営する預金保険制度に関連する主な事項は以下のとおり。 

 

（保護限度額の引上げ及び決済性預金の全額保護措置） 

FDIC は保護限度額を 2008 年 1 月 1 日に遡って（10 万ドルから）25 万ドルに恒久的に

引き上げる最終規則を制定した。（2010 年 8 月） 

また、2010 年 11 月には無利息の決済性預金を全額保護する措置を 2012 年末まで延長する

最終規則を制定している。 

 

（保険料の賦課ベースの変更と保険料算出方法の見直し） 

 保険料の賦課ベースに関しては、「国内預金」から「連結総資産－有形株主資本」の平均

残高に変更する最終規則を 2011 年 2 月に制定し、2011 年 4 月より適用した。この変更は、

大規模な金融機関が有する預金保険基金に対するリスクを保険料に適切に反映させること

を意図したものである。 

また、同様の意図から、大規模金融機関（連結総資産規模が 100 億ドル以上）に対する

保険料算出方式を、それまでのリスク・カテゴリーに基づく方式からスコアカードを用い

たスコアリング評価へと変更した（2011 年 4 月より実施）。 

 

（預金保険基金の運営） 

 ドッド＝フランク法は、2020 年 9 月末までに預金保険基金の積立比率（推定付保預金に

対する比率）に関し 1.35％までに回復させることを FDIC に義務づける一方で、基金の積

立目標については最低水準である1.35％以上の範囲でFDICが自ら設定できることとした。 

 これを受けて FDIC は、推定付保預金の 2%を長期的な基金の積立目標として設定し

（2010 年 12 月）、2011 年 2 月には積立比率が 1.15%、2%、2.5%を超えた場合には段階的

に保険料率を下げていく方針を決定した16。一方で、過去に行っていた配当（金融機関への

保険料の払い戻し）は停止することとした。 

                                                   
16目標積立率（2%）の設定についての FDIC の考え方の詳細などについては御船（2011a）を参照。また、

ドッド＝フランク法は、保険料の賦課ベースの変更に伴い、新しい賦課ベースで算出した目標積立率につ

いても最低 5 年間公表するように FDIC に対し求めている。FDIC は、2%の目標積立率を新しい賦課ベー

スで計算すると 1.1％に相当すると公表している。 
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 預金保険基金残高の最近の推移を見ると、2009 年 12 月末の▲209 億ドル（積立比率▲

0.39％）をボトムとして回復傾向が続いており、2011 年 6 月末に残高がプラスに転じた後、

2011 年 12 月時点では 92 億ドル（積立比率 0.13％）となっている。また、FDIC が公表し

ている問題金融機関（Problem Banks：5 段階の検査評定で下位 2 区分の金融機関）の数も

同様に 2011 年 6 月期から減少に転じており、FDIC が将来の破綻に備えて積み立てている

引当金17も減少を続けている。 

（図表２） FDIC の預金保険基金残高の推移 

 
 

（SIFIs に対する秩序だった破綻処理権限） 

 ドッド＝フランク法第 2 編は FDIC に対して、システム上重要な金融機関（SIFIs）に対

する秩序だった破綻処理（OLA：Ordinary Liquidation Authority）を行う権限を FDIC に

与えた18。これにより、FDIC は、従来からの預金取扱金融機関の破綻処理に加え、銀行持

株会社やノンバンク金融会社（証券・保険）など預金取扱金融機関以外の破綻処理を新た

に担うこととなり、2011 年 7 月に SIFIs に対する秩序だった破綻処理に関する最終規則を

制定した。 

 同法及び最終規則では、FDIC は SIFIs の管財人に指名された後、原則 3 年間（但し、1

年間の延長も可能）管財業務を行うが、連邦破産法に基づく処理と大きく異なる点は、（救

済ではない）破綻処理を基本としつつも、当該金融機関の破綻が金融システムに与える悪

                                                   
17 FDIC では将来の破綻予測に基づく引当金を負債計上しており、2011 年末では 65 億ドルを引き当てて

いる。FDIC では基金残高に引当金を加えたものを破綻処理に使用可能な資金と認識している。 
18 SIFIs に対する秩序だった破綻処理を行うには、FDIC・FRB などの書面勧告に基づき、財務長官が大

統領と協議の上決定する。（システミック・リスクの決定）。 
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影響を防止し、回収資産の最大化を図るために、当該金融機関における重要な業務（critical 

operations）の継続が可能となっている点にある19。 

 

（大規模預金取扱金融機関の破綻処理計画） 

 FDIC は、総資産 500 億ドル以上の預金取扱金融機関20に対し、連邦預金保険法（FDI Act）

に基づき FDIC が破綻処理をする際に、預金者が自らの付保預金に破綻から 1 営業日以内

（破綻が金曜日以外の場合には 2 営業日以内）にアクセス可能となることを確実にする破

綻処理計画を作成することを求める最終規則を決定した21。（2012 年 1 月。2012 年 4 月よ

り発効） 

 破綻処理計画には、継続すべき業務や資産や業務の売却・譲渡に関わる戦略、最小費用

での破綻処理などについて記載することが求められ、FDIC への初回の提出期限は、対象金

融機関の親会社のノンバンク資産の規模を基準に 2012年 7月以降の 3つの期限が設定され

ている。 

FDIC は提出された破綻処理計画を不充分と認める時には、対象金融機関にその旨通知し、

修正・再提出を求めることができる。また、計画は以後 1 年ごとに見直される。 

 

（ストレス・テスト） 

FDIC は、預金保険制度に加入している金融機関のうち、連結総資産 100 億ドル以上の

FRS（連邦準備システム）非加盟の州法銀行（FDIC-insured state nonmember banks）及

び連結総資産 100 億ドル以上の貯蓄金融機関（FDIC-insured state-chartered savings 

associations）に対し、ストレス・テストの実施を求める最終規則案を決定・公表した22。

（2012 年 1 月） 

ストレス・テストは危機に際して金融機関の資本の状況がどの程度深刻な影響を受ける

かについて評価するものであり、FDIC は評価のために、（最低でも）3 つのシナリオ＜ベ

ースライン（baseline）、悪化（adverse）、深刻な悪化（severely adverse）＞を対象とな

る金融機関に提示する。また、ストレス・テストの実施には毎年 9 月末のデータを使用し、

各金融機関でのテストの実施・結果の報告（翌年 1 月 5 日まで）を経て、翌年 4 月上旬に

                                                   
19 ドッド＝フランク法においては、秩序だった破綻処理を行うにあたって同法のみが適用され、破産法は

適用されないこととなっている。（202 条(c）(2)）。 
20 FDIC のプレス・リリースでは、対象金融機関は 37 あり、付保預金ベースでは 2011 年 9 月末で 4.14
兆ドル（全体の約 61%）が対象。また、2011 年 10 月には FRB と FDIC の連名で、FRB が監督するノン

バンク金融会社及び連結総資産 500 億ドル以上の銀行持株会社を対象とした破綻処理計画の最終規則を公

表している。 
21

 FRB は、FRB が監督するノンバンク金融会社や連結総資産 500 億ドル以上の銀行持株会社などに対し

て破綻処理計画の策定を求める最終規則を 2011 年 10 月に決定している。 
22 FDIC のプレス・リリースでは 23 の州法銀行が対象。尚、FRB はドッド＝フランク法 165 条に基づき、

FRB が監督するノンバンク金融会社及び連結総資産 500 億ドル以上の銀行持株会社を対象としたストレ

ス・テストに関する規則案を 2011 年 12 月に公表している。 
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は結果が公表されることになっている。 

 

（FSOC の議論への参加：SIFIs の決定) 

 米国ではドッド＝フランク法の成立に伴い、金融安定監督評議会（FSOC：Financial 

Stability Oversight Council）が新たに設置された。FSOC は財務長官を議長として FDIC

総裁などの各規制当局のトップなどがメンバーとなり、米国の金融安定に対するリスクを

特定し、その対応のために監督当局に勧告を行い、市場規律を確立するなど、米国におけ

るマクロプルーデンスを担当する機関とされている。 

 FSOC は、リスクの特定に際してシステム上重要なノンバンク金融機関を決定し、FRB

の監督下においた上で、より厳格な規制を課す権限を有している。FSOC は 2012 年 4 月に

システム上重要なノンバンク金融機関の決定に関する最終規則23を公表した。 

 

（２）ＥＵ 

 EU（欧州連合）では、EU 域内の預金保険制度に関する EU 指令の見直しを行い、2010

年 7 月に欧州委員会が EU 指令の改正案（主な内容は以下）を欧州議会に提出した。 

 預金の保護限度額の 10 万ユーロへの引き上げ（従来の最低水準を域内で共通化） 

 付保預金の払い戻しまでの期間の短縮化（一週間以内） 

 事前積立による預金保険基金の構築。積立規模は付保対象預金（eligible deposits）

残高の 1.5％とし、積立期間は 10 年間とする 

 リスクに応じた保険料率体系の採用（高リスクの金融機関は通常リスクの金融機

関の 200％のリスク係数を使用） 

その後の欧州議会での検討状況などは以下のとおりであり、最終決着には至っていない

ものの、保護限度額の 10 万ユーロへの引き上げなど一部既に実現している措置もある。 

 

（経済・金融委員会での採択） 

 2011 年 5 月、欧州議会の経済・金融委員会（Committee on Economic and Monetary 

Affairs：ECON）において、欧州委員会提出の改正案が一部修正の上で採択された。主な

修正点は以下のとおりであるが、EU 域内の金融機関の競争力に配慮して積立期間を 10 年

から 15 年に延長したことが大きな変更点である。 

 預金保険基金の積立規模について、積立のベースを付保対象預金から付保預金

（covered deposits）の 1.5％と変更24し、積立期間も 10 年から 15 年へ延長 

                                                   
23 最終規則では、3 段階での検討・分析を通じて SIFIs を決定することとされている。 
24 「付保対象預金」は保護限度額（10 万ユーロ）を越える部分を含むが、「付保預金」は保護限度額内の

預金をさす。 
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 預金払戻し期間を 5 営業日以内とする（各国は 2016 年末までは 20 営業日以内の

払い戻しを選択可。但し、その場合でも 5,000 ユーロは 5 営業日以内に払い戻す

必要がある） 

 保険料率に関して「汚染者負担原則（“polluter pays” principle）」を採用し、リ

スクの高い金融機関は通常のリスク水準にある金融機関と比較して 250％のリス

ク係数を保険料率の計算に用いる（原案の 200％を拡大） 

 

（欧州閣僚理事会との調整と欧州議会での採決） 

 欧州議会の検討と並行して欧州連合理事会（閣僚理事会）は 2011 年 1 月から 5 月にかけ

て 5 回の作業部会を開催し預金保険指令の改正について協議したが、2011 年 6 月に常駐代

表理事会（COREPER：加盟国の EU 大使によって構成）において、預金保険基金の積立

規模を付保預金の 0.5％とする議長裁定案（Presidency compromise）が決定された25。 

これにより、基金規模を巡る見解の相違が明らかとなったため、その後関係者間で非公

式な協議が行われていたが、2012 年 2 月に欧州議会は本会議での採決を行った26。採択さ

れた内容は、基金の積立規模を付保預金の 1.5％とし、15 年間で積み立てるなど過去に委

員会で採択された内容と変化はなく、採決後に発表されたプレス・リリースでは、預金保

険指令の改正を巡る欧州議会と欧州連合理事会の膠着状態（deadlock）を打開するため採

決を行った旨が表明されている27。 

 

（金融取引税の導入に関する提案） 

 また、預金保険制度とは直接関係しないものの、EU レベルで金融セクターに負担を求め

る政策として金融取引税（Financial Transaction Tax）の導入が欧州委員会より提案され

ている。（2011 年 9 月） 

 金融取引税は、英国で 2011 年に導入された「銀行税（Bank Levy）」のように金融機関

の「バランス・シート（資産の規模や内容）」に着目して負担を求めるものでなく、金融機

関が行う「取引」に着目して負担を求めようとするものである。欧州委員会は金融取引税

の導入（導入目標は 2014 年 1 月）の提案理由として、①金融危機に対応するため各国で巨

額の公的資金が投入されたが、危機の原因となった金融セクターがその返済資金を負担す

べきであること、②EU 域内の複数の国では、既に何らかの形で金融取引に対して課税して

おり、EU レベルでの共通税を導入することによって EU 共通市場（single market）の強

化を図ることができること、をあげている。具体的には、株式・債券に係る取引に対して

                                                   
25 Council of the European Union（2011） 
26 European Parliament（2012）。採決の結果は賛成 506、反対 44、棄権 21。 
27 欧州議会での採決を受けた欧州閣僚理事会は、欧州議会の採択結果に異議がある場合には、正式に対案

を示さなくてはならない。 



81 
 

は 0.1%、デリバティブ取引に対しては 0.01%の税率が提案され、年間で約 570 億ユーロの

税収が見込まれている。 

 金融取引税の導入については、英国は従来から反対の姿勢を明確に示しており、積極的

な姿勢を見せていたドイツ・フランスなどとの調整が難航することが当初より予想されて

いた。2012 年に入り EU レベルでの調整28が行われる一方で、フランスは 2012 年 8 月か

ら金融取引税を独自に導入する方針を決定している。 

 

（３）英国 

 英国では 2013 年からの金融監督体制の改革のための関連法案が 2012 年 1 月に政府から

議会に提出されている。新しい金融監督体制では、マクロプルーデンスの観点から金融シ

ステム全体の安定を図る機関として中央銀行（BOE）内に金融安定委員会（FPC：Financial 

Policy Committee）が発足するとともに、これまで幅広い監督権限を有していた金融サー

ビス機構（FSA：Financial Services Authority）は解体され、その権限は新設されるプル

ーデンス規制機構（PRA：Prudential Regulation Authority）と金融行動監督機構（FCA：

Financial Conduct Authority）に移管される。 

金融セクターに大きく影響する政策としては、これらの改革に加え、2011 年 12 月にリ

テール・リングフェンスの導入方針（関連法案は 2015 年までに成立させる予定）が政府よ

り公表された。 

 

（リテール・リングフェンス） 

リテール・リングフェンスの導入方針は、独立銀行委員会（ ICB： Independent 

Commission on Banking) 
29の最終報告書に基づいている。同報告書は、ホールセール・投

資銀行業務のリスクからリテール預金を保護し、金融システムの安定性を確保する観点か

ら、英国の銀行（預金取扱金融機関）は、ホールセール・投資銀行業務を行う銀行とは別

にリテール業務を行う「リングフェンス・バンク（ring-fenced bank）30」を設立すること

を求めている。 

また、金融危機時に多くの銀行が公的支援を受けた経緯を踏まえ、損失吸収力の強化の

観点から独自の資本規制31を設け、英国の GDP に対するリスク・アセット比率が 3％以上

の大規模リングフェンス・バンクについては、リングフェンス・バッファーとして同比率

                                                   
28  2012 年 3 月 13 日開催の欧州財務相理事会において金融取引税について協議が行われたが、継続協議

の扱いになっている。 
29 ICB は英国の金融安定・競争促進のために英国の金融セクターの改革を検討する委員会として 2010 年 6
月に設立され、2011 年 9 月に最終報告書を公表した。 
30 リングフェンス・バンクは、個人・中小企業からの預金受け入れ（オーバードラフトを含む）を行い、

決済サービスを提供する。また、個人・中小企業に対する与信は制限されないが、トレーディング業務や

デリバティブ取引を行うことは原則禁止される。 
31 損失吸収力の指標として、資本とベイルイン債を合わせた PLAC（Primary Loss-Absorbing Capacity）
という概念を新たに導入し、バーゼルⅢなどとの比較で、より高い自己資本水準の確保が要求されている。 
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の 3％相当分を上乗せし、普通株のリスク・アセット比率を最低で 10％確保することが要

求されている。 

こうした改革により、英国のユニバーサル・バンク（リテール・ホールセール・投資銀

行業務などの複数の業務を単一の組織で行う）は、同一グループ内とはいえ、リテール部

門を組織的に分離する必要が生じ、そのビジネス・モデルは変更を迫られることになる。 

 

（４）アジア・太平洋地域 

2008 年 9 月のリーマン・ショック後、欧米を中心とした保護限度額の引上げや全額保護

の実施の動きはアジア・太平洋地域にも影響を及ぼし、危機の直接の波及がなくとも「危

機の予防的措置」あるいは「保護限度額に関する他国・地域との平仄」から一時的に全額

保護を実施した国・地域が見られた。そのうちの多くの国・地域では 2011 年 1 月から定額

保護へ復帰したが、香港・マレーシア・シンガポール・台湾では、保護限度額を見直し、

一時的な全額保護の実施前と比較して保護限度額を引き上げるなど、預金保険制度を強化

する動きが見られている32。また、預金保険制度の導入直後に全額保護を実施したオースト

ラリアでは、パブリック・コメントを経て新たな保護限度額を設定した。 

（図表３） アジア・太平洋地域での保護限度額の推移

 

さらに、中国では、預金保険制度の導入に向けての動きが加速化しつつある33他、マレー

シアでは 2011 年より預金保険機関（PIDM）が生命保険などの保険契約者の保護スキーム

                                                   
32 この他にも、例えばシンガポールでは、迅速な預金の払い戻しを実現する観点から、預金と債務の相殺

を行わずに預金の払い戻しを行う方式に変更するなど、預金保険制度の改善のための変更が同時に実施さ

れている。 
33 中国人民銀行（中央銀行）の周総裁は、「中国金融」誌への寄稿で、預金保険制度の導入に向けたプロセ

スを加速させる方針を表明している。（2012 年 3 月） 

リーマン・ショック前 リーマン・ショック後 新しい付保限度額

香港 10万HKドル 全額保護
50万HKドル

（2011年1月～）

マレーシア 6万リンギット 全額保護
25万リンギット

（2011年1月～）

シンガポール 2万SGドル 全額保護
5万SGドル

（2011年1月～）

台湾 150万台湾ドル 全額保護
300万台湾ドル

（2011年1月～）

オーストラリア -------- 全額保護
25万豪ドル

（2012年2月～）

（注）　オーストラリアは2008年10月に預金保険制度を導入

（資料）各国当局資料等を基に作成
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も運営する34など金融のコングロマリット化に対応した動きもみられており、金融危機を経

て、各国・地域の実情に応じた預金保険制度を整備する動きが続いているといえよう。 

 

以 上 

                                                   
34 マレーシアの他に、預金保険制度を運営する機関がその他（保険・証券など）の補償スキームも運営し

ている例としては、英国や韓国がある。 
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平成 24 年 3 月 26 日 

預金保険料率に関する調査会 

 
今後の預金保険料率のあり方等について 

 

 
Ⅰ．はじめに 

預金保険制度は、金融機関が預金保険機構（以下「機構」という）に預金

保険料を納付し、万が一金融機関が破綻した場合には、機構が預金者に一定

額の保険金を支払うことなどによって、預金者保護等を図り、金融システム

の安定性を維持するための制度である1。 

  いわゆるバブル経済の崩壊後に金融機関の破綻が増加する中で、平成 8 年

度以降、時限的に預金等の全額保護措置がとられ、機構は、相次ぐ金融機関

の破綻に対処するため、累計で 19 兆円弱の資金援助（金銭贈与）を行った（う

ち保険金支払コスト内 7.5 兆円＜一般勘定で負担＞、保険金支払コスト超 11.4

兆円）2。 

  この間、昭和 61 年度以降 0.012％とされていた預金保険料率3については、

平成 8 年度から 0.048％に引き上げられるとともに、平成 8 年度から 13 年度

まで特別保険料（料率 0.036％）が設けられた。特別保険料廃止後の預金保険

料率（実効料率）は、引続き 0.084％となっている4。 

                                                   
1  金融機関（預金保険の対象金融機関）が破綻した場合、機構は、預金保険の対象と

なる預金等（対象預金等）のうち付保預金（予め定められた範囲内で実際に保護される

預金等＜現行制度下では、決済用預金は全額、一般預金等は 1 金融機関ごとに預金者等

1 人当たり元本 1,000 万円までと破綻日までの利息等＞）について、預金者等に保険金

の支払を行う（保険金支払方式）か、破綻金融機関の事業を引き継ぐ救済金融機関等に

資金援助を行う（資金援助方式）ことにより、その保護を行うのが原則である（破綻に

伴う混乱を最小限に止める等の観点から、これまでの金融機関の破綻処理では資金援

助方式がとられており、保険金支払方式がとられたことはない）。 
2  保険金支払コストは、破綻処理において機構が付保預金につき保険金支払を行うと

きに要すると見込まれる費用である。破綻処理において資金援助（金銭贈与）を行う場

合も含め、機構の一般勘定は、保険金支払コストの範囲内で費用を負担することとされ

ている。 
3  金融機関が納付すべき預金保険料の額は、対象預金等（特定決済債務を含む）の額

に預金保険料率を乗じて算出される。平成 22 年度における対象預金等の額は約 834 兆

円であり、うち付保預金額は 650 兆円程度と推計される（名寄せは考慮されていない）。

平成 22 年度における機構の保険料収入は、6,794 億円である。 
4  金融審議会答申「特例措置終了後の預金保険制度及び金融機関の破綻処理のあり方につ

いて」（平成 11 年 12 月）においては、「預金の全額保護という特例措置が終了した後の預

金保険料の水準を検討するに当たっては、預金保険制度に対する国民の信頼に応えるため
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  こうした状況の下、①保険金支払コスト超の部分の資金援助を負担する特

例業務勘定（平成 14 年度末に閉鎖）においては、特別保険料の収入が 1.2 兆

円に止まったことから、10 兆円超の国費投入が行われ5、②一般勘定において

は、欠損金がピーク時（平成 14 年度末）には 4 兆円6を超え、その後も欠損

状態が長期間継続した。 

  平成 22 年度末に責任準備金の欠損状態は 15 年振りに解消され、責任準備

金残高は約 0.1 兆円（1,373 億円）となった。また、平成 23 年度末の責任準

備金残高は、現段階では 0.4 兆円程度と見込まれている。 

  こうした中で、当調査会は、今後の預金保険料率や責任準備金のあり方等

について、中長期的な観点を踏まえて検討し、以下のように議論を取りまと

めた。 

 

Ⅱ．基本的な考え方 

１．過去の金融危機前の責任準備金及び預金保険料率 

昭和 46 年の預金保険制度発足時から過去の金融危機前に積み立てられた 1

兆円弱の責任準備金（平成 6 年度末 8,760 億円）は、その後の金融機関の破

綻への対応には全く不足する結果となり、当時の預金保険料率（昭和 61 年度

以降 0.012％）が「平時」の水準として妥当なものだったとは結果的に言い難

いと考えられる。 

２．現行預金保険制度の枠組み 

現行の預金保険制度においては、①保険金支払コスト内の資金援助等は一

般勘定で負担し、②危機対応措置として保険金支払コスト超の資金援助が行

われる場合、保険金支払コスト超の部分は危機対応勘定で負担する枠組みと

されている7。 

                                                                                                                                                     
にも、まずもって、一般勘定の借入金を早期に返済し、更に、将来に備えて一定規模の責

任準備金を積む必要があることを念頭に置かなければならない。 

 現行の預金保険料率は、特例業務に要する費用や金融機関の財務の状況等を勘案して、

平成 7 年度以前の水準の 7 倍（特別保険料を含む）となっているが、特例措置終了後の保

険料の水準については、一般勘定の借入金の早期返済等という観点から、現行の水準をベ

ースとして検討することが必要になると考える。」とされている。 
5  累計で 10兆 4,326億円の交付国債償還が行われた。なお、整理回収機構が過去に破

綻金融機関から買い取った不良債権に係る回収益等は国庫納付することとされており、

平成 15 年度～23 年 12 月末までの間、累計で 8,762 億円が国庫に納付されている。 
6  特例業務勘定廃止時（平成 14 年度末）における同勘定の欠損金を含む。 
7  平成 12 年の預金保険法改正により、こうした枠組みが恒久措置として整備され

た。 
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 仮に危機対応措置がとられた場合には、危機対応勘定の欠損金を賄うため

金融機関から事後的に負担金が徴収される8。 

 さらに制度上、政府は、負担金のみで欠損金を賄うとすると金融機関の財

務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が

生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内に

おいて、機構に対し費用の一部を補助することも可能とされている。 

 もとより預金保険制度のコスト負担のあり方を検討するにあたっては、政

府の補助に依存することなく、預金保険料及び負担金によって自立的に賄う

との考え方に基づくべきであり、また国際的にも、G20 サミット等において、

納税者負担のない金融機関の破綻処理が求められていることを念頭において

おく必要がある。 

３．事前積立の重要性 

一般勘定において事前に十分な額の責任準備金を積み立てておくことは、

預金保険制度を通じ預金への信認を維持するだけでなく、金融システム全体

に対する内外からの信頼を確保し、個別金融機関の破綻がシステミックリス

クの顕現化に繋がる事態を回避するために不可欠である。また、①破綻金融

機関のほか、預金保険により便益を受けている現在の預金者等が保険料負担

を免れる事態を避ける9とともに、②危機発生時に責任準備金の不足に伴う預

金保険料率の引上げを回避し、プロ・シクリカリティ（景気循環増幅効果）

を緩和する観点からも、そうした事前積立は重要である10。 

 さらに、仮に危機対応措置がとられた場合には、金融機関から事後的に負

担金を徴収する事態が想定されるが、その際に一般勘定の責任準備金が十分

でなく、預金保険料率を引き上げる状況となれば、負担金と合わせた金融機

関全体としての負担能力に問題を生じさせかねない点にも留意が必要である。 

  こうした事前積立の重要性等を踏まえると、今後の預金保険制度の安定的

な運営に当たっては、責任準備金に関する何らかの目標規模を設定しておく

                                                   
8  金融庁長官及び財務大臣が負担金納付の必要があると認めるときは、金融庁長官及

び財務大臣が定める負担金の負担率及び納付期間に基づき、金融機関は負担金を機構

に納付する。負担金は、金融機関の前事業年度末における負債の額（引当金、取引責任

準備金等を除く）に負担率を乗じて算出される。なお、これまで金融機関から負担金が

徴収されたことはない。 
9  金融機関の破綻後に事後的に保険料を徴収するのみでは、結果として破綻金融機関

や破綻前の預金者等は保険料負担を免れることとなる。 
10  預金保険制度に関する国際基準である「実効的な預金保険制度のためのコア・プリ

ンシプル」（バーゼル銀行監督委員会・国際預金保険協会、2009 年）においても、事前

積立方式について、プロ・シクリカリティを減少させ、公的資金に対する依存を減じ

させる旨が記述されている。 
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ことが適当と考えられる。 

  一方で、責任準備金は、預金者保護等を図り金融システムの安定性を維持

するためにのみ使われるものであり、責任準備金の規模が過大なものとなら

ないように留意することも必要と考えられる。 

  なお、「預金保険料の負担軽減を通じて個別金融機関の自己資本を充実させ

れば、金融システムの安定性も向上する」旨の見解も金融界から示されてい

るが、システミックリスクを抑制するためには、個別金融機関の財務の健全

性向上を図るだけでは万全ではなく、セーフティネットである預金保険制度

の充実等を図ることが重要と考えられる。 

４．預金保険制度に関する国際的な動向 

海外の預金保険制度の状況をみると、リーマン・ショック後の世界的な金

融危機を踏まえ、既に米国ではその強化が図られたほか、欧州においてもそ

うした方向での議論が行われており11、預金保険制度に関する国際的な動向を

視野に入れておくことも必要である。 

５．我が国金融システムの状況 

我が国においては、過去の金融危機前に比べ金融監督が一層強化され、リ

ーマン・ショック後の世界的な金融危機の下でも金融システムの安定性が維

持されているが、こうした中でも個別金融機関の破綻は生じており（平成 22

年 9 月には日本振興銀行が破綻し、定額保護による破綻処理が行われた）、預

金保険制度は、預金者保護等を通じて、金融システム安定に引続き寄与して

いる。 

 また、欧州の財政・金融問題への懸念を背景とした国際金融市場の不安定

化の影響等を含め、今後の我が国の金融経済情勢を注視していくことも必要

である。 

                                                   
11  米国においては、FDIC（連邦預金保険公社）の預金保険基金について、2011 年（平

成 23 年）初以降、2020 年（平成 32 年）9 月末までに付保預金額の 1.35％という最低

積立規模に回復させた後も、目標規模である付保預金額の 2%を目指すこととされてい

る（2027 年＜平成 39 年＞）に達成見込み）。なお、2011 年（平成 23 年）12 月末に

おける FDIC の預金保険基金の残高は、92 億ドル（引当金を加えると 157 億ドル）で

ある。 
  欧州では、EU の預金保険指令の改正作業において、各国の預金保険基金に関し、

欧州議会では付保預金額の 1.5％という目標積立率を 15 年間で達成させる案となって

いるが、その後も議論が続いている模様である。また、破綻処理基金（預金保険基金の

枠内とすることも可能）を設けることも検討されている。 
 このほか、預金保険制度の枠外であるが、英国やドイツ等では、いわゆる銀行税が

導入されている。 
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６．預金保険制度の費用負担 

金融機関は預金保険制度の運営に必要な預金保険料を支払う一方、預金保

険制度の存在により安定的に低コストで資金（預金）を調達することが可能

となり、一定の便益も受けていると考えられる12。 

 金融機関の利益に対する預金保険料の割合は引続きかなり高い水準となっ

ているが、預金保険料は理論的には、金融機関、預金者及び借り手等がある

程度ずつ負担していると解されている。 

 なお、預金保険料の負担を国際比較する場合には、金利水準を含め、各国

におけるその時々の金融状況も視野に入れる必要がある。 

７．小括 

以上を踏まえ、今後、預金保険制度を適切に運営していくに当たっては、

適正な規模の責任準備金を事前に積み立てることが重要である。 

 

Ⅲ．責任準備金の目標規模等 

責任準備金の目標規模については、①当面早急に確保すべき短期的な目標

規模と、②中長期的な目標規模のそれぞれについて検討することが適当と考

えられる。 

１．責任準備金の目標規模 

(1) 当面早急に確保すべき短期的な目標規模 

当面、早急に確保すべき短期的な目標規模としては、例えば、過去の保険

金支払コスト内の資金援助額が最大だった北海道拓殖銀行クラスの破綻（保

険金支払コスト内の資金援助額約 0.6 兆円）が仮に同時に複数生じたとしても、

余裕をもって対処できる規模（北海道拓殖銀行が破綻した平成 9 年度当時の

対象預金等13の 0.2％強、平成 22年度ベースでは 2兆円程度14）が考えられる。 

(2) 中長期的な目標規模 

 中長期的な目標規模については、我が国における金融監督の強化、金融シ

ステムの安定性が維持されている現状や過去の経緯も踏まえると、次のよう

                                                   
12  特に現状のような均一保険料率の下では、リスクの大きい金融機関ほど全体とし

て受ける便益の程度が大きくなる点にも留意が必要である。 
13 対象預金等とは預金保険の対象となる預金等（決済用預金及び一般預金等）であり、

一般預金等のうち元本 1,000 万円を超える部分も含まれるが、預金保険の対象となら

ない外貨預金等は含まれない（対象預金等と付保預金の関係等につき前掲脚注 1 参

照）。 
14 対象預金等に対する比率を平成 22 年度の対象預金等（約 834 兆円）に乗じて算出。  
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に幾つかの考え方があり得る。 

①  関係者の一部からは、過去の欠損金の最大額が約 4 兆円（平成 14 年度末）

であったことも踏まえ、4 兆円程度が一つの目安となり得る旨の提案がさ

れている（これは平成 14 年度当時の対象預金等の約 0.6％に当たる）。 

②  一般勘定が欠損状態となるのを回避するために、過去の金融危機前（平

成 6 年度末）に責任準備金がどの程度必要であったかを考えた場合、約 4.9

兆円（平成 6 年度末責任準備金約 0.9 兆円＋欠損金のピーク額 4 兆円）必

要だったと算定できることを踏まえると、5 兆円程度の規模は目指すべき

とも考えられる15（これは平成6年度当時の対象預金等の約0.9％に当たる）。 

③ 平成 7～15 年度に生じた金融機関の破綻に係る保険金支払コスト内の資

金援助は約 7.3 兆円となり、こうした破綻が仮に一度に生じても欠損状態

とならないことを考慮して、長期的には 7 兆円程度を目標とすべきとの考

え方もある（これは平成 7～15 年度の対象預金等の平均額の約 1.2％に当

たる）。 

関係者の一部からは、今後、責任準備金を過去の金融危機に対処できる規

模まで積み立てる必要はないとの見方も示されているが、金融システムの安

定性は、金融監督や預金保険制度等のセーフティネットの強化等の政策の適

切な組合せにより向上させていく必要があると考えられる。 

 なお、いずれにしても仮に危機対応措置がとられた場合には、金融機関か

らは預金保険料とは別途、事後的に負担金を徴収することとなり得る。 

２．中長期的な目標規模への到達期間等 

(1) 中長期的な目標規模への到達期間 

中長期的な目標規模を目指して積み立てる期間については様々な考え方が

あり得る。 

 この点、欧米において目標規模への到達までに概ね 15 年程度の期間が想定

されているとはいえ、①変化が早い金融経済情勢に適切に対応するためにも、

預金保険のあり得べき支出には早めに備える必要があること、②米国でも預

金保険基金の最低積立規模への回復は 10 年以内を目標としている16こと等を

考慮すると、例えば、10 年程度を想定することが考えられる。 

      
                                                   
15  米国においても、過去の金融危機（1980 年代後半～90 年代初）及び今回の世界的

な金融危機後の預金保険基金の欠損状態を避けるために、各々の金融危機の前に必要

と算定された水準を踏まえ目標規模を定めるとの考え方がとられている。 
16  米国において預金保険基金を付保預金額の 1.35％という最低積立規模まで回復さ

せるのは、2020 年（平成 32 年）9 月末までの予定（前掲脚注 11 参照）。 
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(2) その他 

現状の実効料率 0.084％は、これまでの段階的な引上げ（昭和 57 年度

0.008％→昭和 61 年度 0.012％→平成 8 年度 0.084％）に起因した刻み方とな

っているが、そうした刻み方自体については見直しを行うことも考えられる。 

  

Ⅳ．その他の論点 

預金保険法上、預金保険料率については、個々の金融機関の経営の健全性

に応じて格差を設けること（可変保険料率）が可能とされている。 

 可変保険料率は、金融機関が預金保険に損失を与えるリスクを預金保険料

率に反映させるものであり、諸外国でも導入が進み、市場規律を補うもので

あることなどから、具体的な検討を行っていくべきとの提案もされている。 

 可変保険料率については、厳密にリスクを推計して料率に反映させること

には困難が伴うほか、財務基盤が相対的に弱い金融機関への影響等にも留意

する必要がある。こうした可変保険料率や、全額保護の決済用預金と一般預

金等との間の料率格差のあり方等も含め、預金保険料率を巡ってはその水準

以外についても多様な論点がある。 

 また、協同組織金融機関については、各業態から、業態内の相互支援制度

の存在を考慮して保険料の軽減を検討すべきとの提案もされている。 

 さらに、今回は特に一般勘定の責任準備金のあり方について検討を行った

が、預金保険制度全体についてそのあり方を考えるには、危機対応勘定の負

担金のあり方に関する検討も望まれる。 

 こうした論点については、今後、まずは当面早急に一定規模の責任準備金

を確保し、目標規模を目指していく段階において、議論していくことが適当

と考えられる。 

 

Ⅴ．おわりに 

預金保険料率については、例年 3 月に開催される機構の運営委員会で審議

の上、預金保険法の規定に基づき、変更する場合にはその議決を経て、金融

庁長官及び財務大臣の認可を受けることとされている。 

 当調査会としては、今回の検討が預金保険料率に関する運営委員会の審議

に資することを期待している。 

 

以 上 
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預金保険料率に関する調査会 メンバー一覧 

（座長以外は五十音順） 

 

 

 

 

座 長： 吉野 直行 慶應義塾大学経済学部教授 

 
小幡 浩之 預金保険機構理事 

 
神田 秀樹 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 
村岡 富美雄 株式会社東芝 取締役 監査委員会委員長 

 
森下 哲朗 上智大学法科大学院教授 

 
山田 伸二 日本放送協会解説委員 

 

 

 

 

（＊） 平成 23 年 11 月 11 日から平成 24 年 3 月 23 日の間に計 7 回開催。この

間、金融界各業態からの意見聴取も実施。 

 
 

 

 

（別紙１）



預金保険機構の財政状況等 

 

（１）預金保険基金（責任準備金）の状況等 

 (単位：億円） 

資金援助＊ 

（金銭贈与） 年度 

件数 金額 

保険料収入
国費投入額

＊＊ 

責任準備金＊＊＊

（及び欠損金▲）

対象預金等 

（被保険預金）
＊＊＊＊ 

平成 4 年度 2 件 200 631 － 7,706 5,316,070

平成 5 年度 2 件 459 638 － 8,206 5,414,448

平成 6 年度 2 件 425 650 － 8,760 5,557,112

平成 7 年度 3 件 6,008 666 － 3,866 5,506,005

平成 8 年度 6 件 13,158 4,620 － ▲ 3,951 5,512,708

平成 9 年度 7 件 1,524 4,630 － ▲ 940 5,563,935

平成 10 年度 30 件 26,741 4,650 11,992 ▲ 11,876 5,727,299

平成 11 年度 20 件 46,374 4,807 35,909 ▲ 18,968 5,757,174

平成 12 年度 20 件 51,546 4,828 36,265 ▲ 31,456 6,115,127

平成 13 年度 37 件 16,394 5,111 6,382 ▲ 37,982 6,093,748

平成 14 年度 51 件 23,266 5,099 13,778 ▲ 40,065 6,225,563

平成 15 年度 － － 5,221 － ▲ 34,938 6,272,579

平成 16 年度 － － 5,294 － ▲ 29,770 6,345,046

平成 17 年度 － － 5,378 － ▲ 24,549 6,435,077

平成 18 年度 － － 5,405 － ▲ 19,327 6,469,378

平成 19 年度 － － 5,667 － ▲ 13,778 7,239,476

平成 20 年度 1 件 2,563 6,117 － ▲ 9,105 7,673,645

平成 21 年度 － － 6,412 － ▲ 2,733 8,053,280

平成 22 年度 － － 6,794 － 1,373

8,339,254

（付保預金約 650 兆円

＊＊＊＊＊）

（注）単位未満四捨五入 

（＊）各年度の計上は、資金援助実施日ベース。（なお、金銭贈与額は、事後の減額等措置分について当初

実施日の金額を修正して計上。) 

（＊＊）交付国債償還額 

（＊＊＊）平成 8年度の計数は勘定間収支を除く、一般勘定、一般金融機関特別勘定及び信用協同組合特別

勘定の合計。平成 9年度から平成 14 年度までの計数は勘定間収支を除く、一般勘定及び特例業務勘定

の合計。 

（＊＊＊＊）対象預金等（被保険預金）は、総預金から預保法施行令 3 条及び 3条の 2 の各号の預金等を控

除した預金額（平成 15年度分より、預保法第 69条の 2 に基づく特定決済債務を加算した額）。平成 13

年度分より末残から平残に移行。単位未満切捨て。 

（＊＊＊＊＊）推計値。名寄せは考慮されていない。 

（別紙２）
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（２）財政収支の累計（設立当初（昭和 46 年）～平成 22 年度） 

 

（単位：兆円） 

資金援助（金銭贈与額） ▲18.9 

うち保険金支払コスト内 （▲7.5）  

うち保険金支払コスト超 （▲11.4） 

保険料収入 8.8 

 うち特別保険料＊ （1.2） 

国費投入額＊＊ 10.4 

責任準備金 

（平成 22 年度末） 
0.1 

（注）単位未満四捨五入 

（＊）平成 8～13 年度 

（＊＊）交付国債償還額 
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預金保険機構の各勘定の状況 

（預金保険法に基づく勘定のみ） 

 
（単位：億円） 

勘定名 勘定の対象業務 
剰余金・欠損金 

（平成 22 年度末） 
財源 

一般勘定 
保険金支払コスト内の資金

援助、保険金支払等の業務

1,373

（責任準備金）

金融機関が納付する

預金保険料 

危機対応勘定 

金融危機への対応に係る業

務（①資本増強、②保険金

支払コストを超える資金援

助、③特別危機管理） 

2,464

金融機関が納付する

負担金＊（必要に応じ

て政府補助） 

（注）単位未満切捨て 

（＊）これまで負担金が徴収されたことはない。 

（別紙３）
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預金保険料率の推移 

 

（平成 23年 4月 1日現在） 

 

（注1）「特定預金」は、当座預金、普通預金及び別段預金、「その他預金

等」は、特定預金以外の定期性預金等。 

（注2）「決済用預金」、「一般預金等」は、平成16年度まで、それぞれ「特

定預金」、「その他預金等」と同じ（ただし、16年度は特定決済債務

（預保法第69条の2第1項）を含む。）。17年度以降は、「決済用預金」

は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3要件

を満たす預金及び特定決済債務、「一般預金等」が決済用預金以外

の定期性預金等。 

（注3）平成8年度～13年度は、この間設定された特別保険料（預保法附

則第19条第1項）の料率（0.036％）を含む。また、14年度は「特定

預金」と「その他預金等」とを、15年度以降は「決済用預金」と「一

般預金等」とを、加重平均したもの。 

 

 

預金保険料率 実効料率（注3）

昭和46年（制度発足時）～ 0.006％ 0.006％ 

57年度～ 0.008％ 0.008％ 

61年度～ 0.012％ 0.012％ 

平成8年度～ 0.048％ 

特定預金（注1） その他預金等（注1） 
13年度 

0.048％ 0.048％ 

14年度 0.094％ 0.080％ 

決済用預金（注2） 一般預金等（注2）

15年度～ 
0.090％ 0.080％ 

17年度 0.115％ 0.083％ 

18年度～ 0.110％ 0.080％ 

20年度 0.108％ 

21年度 
0.081％ 

22年度～ 
0.107％ 

0.082％ 

0.084％ 

（別紙４）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預金保険研究に関するご意見ご照会等は、預金保険機構総務部調査室
(03-3212-6141)までお寄せください。 
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