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（講演録）我が国のセーフティネットについて 

三國谷 勝範1 
 

 

新年おめでとうございます。ご紹介いただきました三國谷です。本日は、セーフティネ

ットについてお話を申し上げようと思っております。理事長の田邉さんからこれをちょっ

とやってくれというお話がありましたので、断るわけにはいかないということで参りまし

た。全くとりとめのない話を申し上げたいと思います。 

 本日は、皆さん、懐かしい方々がいっぱいいらっしゃるので、昔のことをだいたい知っ

ている人が多いようです。恐らくこの十数年というのは、金融というものが本当に激動の

時代であり、この時代を金融危機と言わずにいつを金融危機というのかという時代を潜り

抜けてきた、少なくともその中心の一つに預金保険機構があったということではないかと

思います。 

 

（日本のバブル崩壊とセーフティネットの整備） 

 私は過去を振り返る場合に、日経平均の株価の推移の表（次ページ）をよく使います。

これは、日本の経済状況、過去の歴史を物語っていると思っております。株価であります

から、GDP など実体経済と比べまして、相当振れが大きくなって現れてくると思います。

また、時間的には、実体経済の数値よりは少し早目に反応するというものではありますけ

れども、これを見ますと、セーフティネットの歴史、預金保険機構の歴史が、バブル崩壊

後、いかにいろいろな困難な時代を歩んできたのか、ということが物語られているのでは

ないかと思っております。 

 私はいつも思うんですが、セーフティネットというのは、いろいろな制度の「逆さ富士」

みたいなところがありまして、「逆さ富士」を見ていると、だいたい「表富士」の姿が分か

ると思っております。逆に、基幹的な制度をつくるときに、この「逆さ富士」を描けない

制度というのは、無理があることが多いと思います。いろんな制度の話がありますときに、

こうすればこういうことができます、ああすればこういうことになりますとか、制度です

から必ずいいところと悪いところがあるのですけれども、いいとこどりのような話が上が

ってくることもないわけではないんですが、よく私が言ったことは、その場合、セーフテ

ィネットはどうするのかということです。それでバタンというケースも多かったと思いま

す。セーフティネットというのは、いざという場合に、本当にそういう状態で誰をどう救

うか、また、そこに必ず財源の問題が関わってくるわけであります。それは大変厳しい話

でありまして、セーフティネットをつくらないならつくらないで、それについて、 

                                                  
1 東京大学政策ビジョン研究センター教授。前金融庁長官。本講演録は、平成 25 年 1 月に預金保険機構

において行われた講演を元に加筆・修正したものである。 
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図表 1：日経平均株価の推移 

 

それなりの考え方の整理が必要です。勢いだけで物事を論じられないところがあります。

セーフティネットは「表富士」の投影かもしれませんが、形影相伴って基幹部分の構造が

あるということだと思います。 

 さらに、セーフティネットは、この四半世紀、実戦の中で練り上げられてきたものだと

考えております。過去の歴史というものを振り返りますと、バブルがはじけたのが、ちょ

うど昭和から平成への境目でした。平成元年の暮れに、日経平均が史上 高値をつけてい

ますし、その前にはベルリンの壁の崩壊がありました。それ以降は、右肩上がりから急に

右肩下がりということになったわけであります。ここに現れておりますように、バランス

シートが膨れてきたのが、ある日突然、収縮過程に入りました。実体経済も金融も苦難の

時代に入っていくわけであります。シンプルな話でありますが、バランスシートがありま

して、資産のほうがどんどん膨らむときは、事業は順調にいくことが多いと思います。リ

スクテイクしていって、それで借り入れを増やして、それをまた買った資産で担保にして

また借りていけば、資産が負債を凌駕して膨らんでいきます。逆に、バブルがはじけてか

らは、放っておけばどんどん資産が圧縮していく、こういう過程に入りました。個々の経

営を見ましても、それまでの成功者が、この右肩下がり以降、逆に失敗者になっていった

という例は、皆さまよくご存じだと思います。 

 バランスシートの調整が必要となりましたが、金融機関においても、ここに大きな資産、

負債の塊がありまして、資産がどんどん減価していきました。生命保険会社も、ザ・セイ

ホと言われた時代から、予定利率の問題に直面する局面になったこともあります。 

 平成に入りましてから、だんだん金融機関への影響が表面化してまいります。1995 年 12
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月には住専問題処理の閣議決定が行われています。1997 年には三洋証券・北海道拓殖銀行・

山一証券それから徳陽シティ銀行と、11 月に 4 つの大きな金融機関が破綻しました。その

翌年ですが、今度は話が日本長期信用銀行（日長銀）、日本債券信用銀行（日債銀）にまで

及んでいきます。その中で、金融監督庁が発足しました。確か、金融監督庁が発足したの

は 6 月 22 日でありますから、まるでその日を狙ったかのように、あるいは狙ったのかもし

れませんが、市場が日長銀、日債銀に対して攻勢をかけてきました。その中で金融国会が

ありまして、その秋には日長銀、日債銀が特別公的管理になるわけであります。 

 そのあと小康状態を保ちますけれども、また、どんどん日経平均が下がってまいりまし

て、7,000 円台になったこともあります。そのときに、りそな銀行に対する資本増強があり

まして日経平均も持ちなおす。それで、ようやく光が差し始めてきたときに、今度はサブ

プライム、リーマンという問題にぶつかりまして、それからご案内のような状態になりま

した。2009 年には、日経平均も 7,000 円台のぎりぎりのところまできてしまい、そして現

在ということになっているわけであります。本日は 1 万 1,000 円近くになっているようであ

りますけれども、これが歴史でありまして、この中で、この預金保険機構を含めたセーフ

ティネットの歴史が練り上げられてきたということだと思います。 

 なおかつ、時代はどんどん動いておりまして、それまでは日本の中での問題として処理

されてきましたが、今度は、G20 ロスカボス・サミットあたりでも別な視点からの切り口が

提唱されておりまして、現在金融審議会でいろいろな議論が行われています。これがだん

だん実際化してまいりますと、さらに預金保険機構の役割というものが広がってくるかも

しれない。そういうときにどういうことを準備しておいたらいいかといったような問題に

もなってくると思っております。 

 

（預金保険制度の進展） 

図表２：預金保険制度の推移 
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歴史を翻りますと、預金保険機構は 1971 年に発足しています。このときの預金保険制度

は、一種の予防型とでもいえるものでした。だんだん、銀行というものの競争というか、

自由化・効率化というのが始まっていくときに、預金者保護についても、単に金融機関が

破綻しないという前提に依存してはいけないということで、この制度が誕生したのが 1971

年であります。 

 少し先を行きますと、元本 100 万円で始まったものが、1974 年に元本 300 万円になりま

す。1974 年というのは、私が入省した年でありますが、当時は大変インフレが激しい時期

でありました。今、秋に人事院勧告がありますと、だいたい、下げられるのが人事院勧告

でありますが、そのころは、上がるというのが人事院勧告でありました。このインフレが

激しかった時代に 300 万円になったということであります。ただ、この時点でもまだ、こ

の預金保険制度というものは、どちらかと言えば予防的なものでありまして、まだ実戦に

遭遇したわけではありませんでした。その後、この問題が単なる予防型というわけにはい

かなくなり、実戦においてどう対応していくかという話になってまいります。 

 

 その前に、もう一点、過去の歴史を振り返りたいと思います。1974 年というのは、次ペ

ージの左の表の右から 2 番目でありますが、これだけ急に日経平均株価も上がってきてい

る一方で、そのときはそのときなりにいろいろな問題もありました。1970 年代には、例え

ば、ニクソンショックですとか第一次オイルショックがありました。それから、1974 年と

いうのは、ここで少し株価がストンと落ちておりますが、このときの補正予算で特例公債

の発行が始まっております。 
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図表３：日経平均株価とドル・円為替レートの推移（1949 年～） 

（出所）Bloomberg、昭和財政史より作成

（注）日経平均株価及びドル・円為替レートの計数は、年中平均の値

（円）（円） （円） （円）【１９４９～１９７５年】 【１９７６～２０１２年】

 

  

もう少しさかのぼって 1965 年あたりになりますと、ここはいわゆる山一特融などがあっ

た時代でありまして、この時代もそれなりにいろいろなことを経験しました。このときに

建設公債の発行が始まっております。右の表へ入りまして、1985 年、このときにはプラザ

合意がありまして、ここから為替がどんどんどんどん円高になっていきました。 後の 10

年にまいりまして、1995 年には先ほど申し上げました住専問題の閣議決定がありました。

その後の 2005 年には主要行の不良債権の半減目標が達成されています。10 年単位で取って

みましたが、時々の時代の流れが見えてくるかと思っております。 

 もう一回戻りますと、1986 年に預保法の改正が行われております。この時期に、資金援

助方式というのが導入されましたし、元本 1,000 万円という制度にもなったわけであります。

よく預金保険制度の目的は何なのかといった場合に、少額預金者の保護なのか、預金の保

護なのかということがありますが、この元本 1,000 万円というのは、両方とも取れると。決

して当初始まった 100 万円とか 300 万円という意味での少額預金保護ということだけでは

なく、1,000 万円というのはある程度の一般的な水準であるということも言えるかと思いま

す。金融自由化の進展といった環境の変化を受けまして、信用秩序に資する観点からこの

ような制度の改定が行われたわけであります。このときには救済金融機関からの資産買取

りの制度化ということも行われています。 

 預金保険制度全体を通じまして、当初は預金保険機構にも利益相反問題があるんじゃな

いかという論点もありました。ある意味では、自分で債権等を管理する人が 初からのプ
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ロセスに参加すると利益が相反するのではないかということで、やや預金保険機構の役割

を抑制的にするという動きもあったわけでありますが、だんだん、だんだんやってみます

と、結局のところ余人を持っては代えがたいということになってきたと思っております。

これだけの実績と経験を持った人、公的な組織でなければやはりできないのではないかと

いうことで、いろいろなところで預金保険機構が当事者として参加するようになりました。

今、金融整理管財人と言えば、ほとんど預金保険機構ということになるかと思いますが、

一昔前であれば、いろんな個人をリストアップしておいて、その中から選ぶということを

していたときもありました。 

 1986 年には資金援助方式も導入されました。これがその後いろんな形で実際に活用され

るわけでありまして、その前の保険金支払方式だけのときに比べ、実質的に金融機能をど

うやって維持するか、そういう視点が少しずつ入ってきたかと思っております。現実に、

1991 年から、いろいろな金融機関の破綻が始まりました。東邦相互銀行から始まりまして、

1992 年東洋信金、1994 年には東京協和・安全信組が破綻しました。1992 年には宮澤構想が

あり、公的資金の議論が提起されたこともあります。そのときは公的資金制度ということ

には至りませんでしたが、だんだん金融危機が深化するにつれて、やはり公的資金が必要

であるという大きな流れになったと思っております。 

こういった金融混乱の中で、1995 年には「金融システムの機能回復について」が出てい

ます。21 世紀まで、まだだいたい 5 年ぐらいあるということになりますが、この 5 年間は

基本的に預金を全額保護せざるを得ないのではないかという考え方が示されました。金融

システムの安定化を図る必要があり、制度上は 1,000 万円だが、そこまでの、まだ環境が熟

してはいないのではないか、ということでこの方針が出されまして、それが 1996 年の制度

化に繋がっていくということであります。 

この 1996 年、この年の国会の冒頭には、住専処理法、金融三法が提出されます。住専問

題の閣議決定というのはその前の年の冬であります。このときは、世の中は住専問題一辺

倒でした。当時の予算委員会、あるいは、大蔵委員会は毎日朝から晩までほとんどこの住

専問題だけが議論される、こういう国会だったと記憶しております。当時の銀行局長が毎

日国会に呼ばれまして、日中、建物の中にいないわけでありますから、いろいろな報告と

か決断は夜仰ぐというような時代でありました。 

 私が個人的に思いますのは、私ども現在の価値観で過去のことを論評しがちですけれど

も、やっぱり預金保険制度、セーフティネットがよく整備されている時代といない時代で

は、物事の進め方が違うんだと思います。預金保険制度は、当初予防的な形で導入された

ものでありますが、実戦に入ってみますと、いろいろなところで現実の金融機能に合わせ

ていろいろな改善を加えていかなければなりません。ある事例が起きたときに、それまで

の制度というものが全部に対して準備できたかというと、必ずしもそうでもない。なかな

か完璧には予見し難いところがあります。その中で現実に運用する、モラルハザードを防

ぎながら金融システムを維持していくという、この狭間の中で先人は相当苦労したわけで



7 
 

ありまして、こんにち、私どもがこれだけの相当整備されたセーフティネット、私は今、

世界の中で も洗練されたものの一つになっていると思っていますが、かつ、経験と実績

を積み重ねた組織があり、万端の態勢が整っている時代とそうでなかった時代では、同一

には論じられないのだと思っております。このときの金融三法もそうでありまして、例え

ば破綻金融機関からの資産買取制度、これも理屈から言ったら、値段にもよりますが、破

綻金融機関から買っていいのかという議論が 初あって、 初は救済金融機関だけからだ

ったわけですが、なかなかそれだけではうまくいかないところがあり、破綻金融機関から

の資産買取制度ができました。また、預金保険機構が預金債権等も買い取ることによって、

調整の前面に出て行くことにもなりました。2000 年度までは預金を全額保護することにも

なりました。 

 それから、この当時は信用組合が非常に大きな問題だったわけでありまして、信用組合

については公的資金を入れる道を考えてはどうか、という議論が行われました。 

 そういった中で、1996 年の 9 月に整理回収銀行ができまして、また次の時代に入ってい

きます。大雑把に見まして、預金保険制度の役割というのは何度か進化してきたと思いま

す。 初は文字通りの少額預金者保護、100 万円とか 300 万円の保護ということです。それ

が 1,000 万円ということで金額的に増えてきました。それから、借り手に対する問題であり

ますが、破綻した場合には破綻に至る原因をつくった借り手がいるではないかという観点

から、 初は、株主に対する厳格な責任追及に加えて、借り手に対する厳格な責任追及と

いう考え方が出てくるわけであります。しかしながら、現実に金融システムということを

考えますと、借り手だっていろいろな方々がいらっしゃいます。そこで借り手の中で今度

は「善意かつ健全な借り手」という概念が登場いたしまして、そういった方々に対しては、

金融機能というものをきちんと維持していくべきではないかということになってまいりま

した。さらに、その後は、決済機能の強化というのが行われるわけであります。 

1997 年に北拓、山一等が破綻しましたときに、金融システムに関する大蔵大臣談話が出

まして、国が金融システムの安定に責任を持っていきますということを声明することによ

って不安の鎮静化を図りました。その上で、1998 年になりますと、信用組合だけではなく

て、やはり金融機関全体に対して公的資金の道をこしらえなければいけないのではないか

という話になりました。当時は梶山構想というのがありまして、30 兆円ぐらいは公的資金

というものを考えようではないかと、こういった話になってきたわけであります。それら

を受けまして、1998 年に金融二法、預金保険法の改正と金融機能安定化法の制定がありま

して、整理回収銀行の業務も拡大してきました。このときは、三洋・北拓・山一・徳陽シ

ティときている時代でありますから、文字通り金融危機の真っただ中ということでありま

すが、この金融二法が通りましたあと、今度は、日長銀等に対する市場のアタック等がご

ざいまして、その夏、金融国会を迎えるわけであります。 

 この過程において、議論になってきたのがブリッジバンク構想であります。ここでの基

本的なコンセプトは、借り手の中でも善意かつ健全な借り手、これに対しては、やはり、
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きちんと配慮していかなければいけないのではないかというものでした。金融機関の機能

を、ブリッジバンクというものでつないで、これを維持していくべきではないかというこ

とになってきたわけであります。 

 結果、このときの金融国会では、 終的に議員立法により、金融再生法と早期健全化法

ができました。大変暑い夏でありました。6 月に金融監督庁が発足しました。参議院選挙が

あり、与野党が逆転するといった状態の中で、夏、ほとんど毎日、いわゆる金融国会にお

いてこの金融関係法案の審議が行われました。そのときの経験者もちらほら顔を見ますけ

れども、毎日、夜なべでずっと対応しなくてはいけないという状態でした。私は外回りが

多かったのですが、そういうときに限っていろいろなところから電話がきて、内部の事務

に関する質問があったりして苦労したことなども思い出します。壮絶な日々でした。結果

的に、議員立法により、金融再生法と早期健全化法ができまして、今の特別公的管理制度

やブリッジバンクシステムができ上がったということであります。 

 ブリッジバンクシステムというのは、言うなれば、アメリカのブリッジバンク制度を日

本型にアレンジしたものであると思います。実は、保険に保険管理人制度というのがあり

まして、これが金融整理管財人制度に応用されました。保険というのは、一定の保険集団

が集まってその間でリスクを分散しているわけでありまして、その母集団が大きく崩れた

瞬間に保険というのは成り立ち難くなります。このため、破綻時において、いかにこの母

集団を維持するかということが制度の骨格になっているわけであります。その仕組みの一

つが保険管理人制度でありまして、いざというときに、いろいろな業務執行を行う権限、

いうなれば、執行権を保険管理人に専属させるものであります。この保険管理人、そして

金融整理管財人というものにたどり着くまでには、当初いろいろな頭の体操をいたしまし

た。執行権と議決権と二つあるわけですけれども、 終的には両方を別な、それまでの破

綻金融機関ではなくて、別の主体に移さなくてはいけない。しかし、議決権というのはい

ったいどうやって移すんだろうと。それから執行権と言ったって、いきなりできるかどう

か。例えば、業務改善命令を出しても、業務改善命令を出すだけでは執行部は残ります。

別の人に移すにはどうしたらいいかなどという議論をしているうちに、この保険管理人制

度に出会いまして、これを応用すれば、新たな制度ができ上がるではないかということで

形成されてきたのが、このシステムであり、 終的な立法にも取り込まれていきました。

これによりまして、破綻の場合、金融整理管財人制度が執行権を全部掌握し事務整理にあ

たることになります。その中で、善意かつ健全な借り手などに対する配慮も行われるとい

うのが基本的な流れです。議決権は、救済金融機関に移行するときに、実質的になくなり

ます。 

議決権を含めて一気にやるのが特別公的管理制度です。国が株式を取得することにより、

一気にそれを実現するものです。その分、国の関与は強化されます。国が取得した株式は、

一定の期間内に他者への譲渡などが行われます。その後の運用を見ても、このブリッジバ

ンクシステムと特別公的管理の両方が使われております。 
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 なお、金融整理管財人という仕組みには、預金取扱金融機関版にするためのいろんな改

良が加えられました。この結果、現実には、そのあとの承継銀行を利用しなくても、金融

整理管財人から次の救済金融機関に直接事業譲渡をするということが、だいたいの主流に

なってきました。ただ、救済金融機関が直ちに現れない場合もあるわけでありまして、今

回の日本振興銀行の破綻にもあてはまると思いますが、やはり承継銀行というものも必要

に応じて使いながら、運用されていると思います。私は、金融整理管財人と承継銀行を合

わせたこのセットの仕組みというのが、日本型ブリッジバンクシステムであると考えてお

ります。 

 この金融再生法・早期健全化法が制定されましたあと、しばらくその運用の時代に入っ

たと思っております。この制度を仕組むときに、現実の混乱の中で株主のガバナンスがど

の程度効くかという問題に対処するため裁判所の代替許可制度など、各種の特別措置が導

入されました。このときのものが、現在の他の制度にも取り入れられてきていると思いま

す。その上で、2000 年に預保法の改正というのが行われるわけであります。ただ、やはり

ペイオフというものをどういうぐあいに、いつから解禁するのかということは常に大議論

でした。このとき、特例措置処理終了後の預金保険制度および金融機関の破綻処理制度の

在り方について議論が行われ、だいたいにおいて、これまでの制度の恒久化が行われるこ

ととなりました。 

 当時の議論の一番大きな話は、その中でいつ、ペイオフを解禁するのかということでし

た。決済制度に関する議論も行われました。結局そのときは、解禁を 1 年ずらして、段階

を付けて、定期預金から始めるという話になったわけであります。決済機能というものを

どう考えるかということは大変大きな課題でした。 

 申し上げるまでもなく、銀行法において、銀行の機能というのは、預金をもって貸出し

をするという金融仲介機能、あるいは、決済機能、為替ですね、このどちらかをやれば銀

行になります。決済機能は金融の根幹でありまして、これからもますます重要なものにな

っていくと思っております。日銀さんを見ましても、決済機構局というものができ上がっ

ておりまして、決済には相当力を入れております。世界中でも、決済というのは大きなア

リーナであり、一種の草刈り場みたいなところがあって、そこでみんな競争をしていると

いうところがあります。 

 話は脱線しますけれども、EU のほうも通貨統合ということになりますと、 初は取引所

も、同じ通貨でやるのであれば統合しても構わないんじゃないかという話から、さらに決

済までどんどん国境を越えて統合されてきました。EU を巡っていろんな議論が行なわれて

いますが、じゃあ、それでは決済システムをどうするんだということが、実はこれも大き

な要素になると思っております。 

 この決済用預金の保護制度の話でありますが、このときのいろいろな議論の中で、例え

ば、預金の段階であれば 1,000 万円まで保護されますけれども、これがいったん決済のため

に起動しますと、金融機関において様々な勘定に言わば仮置きされ、必ずしも預金ではな
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くなります。そうすると、起動前の資金は 1,000 万円まで保護されますけど、起動してしま

ったあとは、今度は逆に保護されないといったような問題が生じます。決済用預金制度の

導入の基本的なコンセプトは二つありまして、一つは、日銀券以外の安全確実な決済手段

というものを準備することです。つまり、銀行の中で、決済用預金というのがあれば、こ

れは言わば日銀券を持つのと同じように保護されるということです。もう一つは、仕掛か

り中の決済もきちんと保護するということです。この二点であります。当座預金が決済用

預金の典型でありますけれども、個人の場合には当座預金という形ではなかなか口座が持

てません。そこで無利息、要求払い、決済サービスの提供という 3 要件を満たしますと、

これは決済用預金として全額保護しましょうということであります。 

 現在、ある程度金融は安定していますが、世界中見渡しても、決済システムの安定とい

うものをどうやって確保するかということは、大変大きな課題だと思っております。 

 こういったものの制度を調整するということとの兼ね合いにおきまして、定期性預金は

2002年 4月からペイオフ解禁を始めることになりました。普通預金を含めた全体のほうは、

決済用預金制度の導入と合わせて、2005 年 4 月から行うということが決まりました。 

 ここでだいたい大きな制度改正というのは一段落ということになるかと思いますが、つ

いこの前の 2011 年の国会では、住専問題の 終的な処理が行われました。住専処理の閣議

決定から約 15 年たっております。一言で言うのは簡単ではありますが、この間、不良債権

の処理の問題ですとか様々なことがあり、関係者がつらい思いもしながらこの 15 年間を切

り抜けてきたということだと思います。三洋・北拓・山一・徳陽シティ・日長銀・日債銀

とかのときも、つらい時代でありました。金融庁も日銀も、当時そこの 前線にいた課長

クラスが、それが 15 年たって、今、幹部になったり、私みたいに退官したりした者もいま

すけども、田邉さんもそうですけれども、当時、その中で駆けずり回っておりました。も

う、一日一日、いろいろな情報、これは一つには、執行面でのいろいろな処理というのが

ありますが、制度面でもいろいろありまして、はいずり回りながら過ごしてきたというの

が実感であります。そういう意味では、前理事長の永田さんも、その当時の、セーフティ

ネットが未だ今のような形では整備されていない時代に苦労された方でありますし、ある

意味では、当時、参画した金融庁のメンバー、日銀のメンバーというのは同じ釜の飯を食

ってきたというそういう間柄になっていると思うんです。だんだんその世代が卒業してき

まして、次の世代に、今度は移りつつあります。 

思うのですが、後から見ると、物事は何でも平板に見えがちですが、例の日本版金融ビ

ッグバンというのも、ちょっとこれは別のものに書いておいたんですが、あれは、私は 2

回驚きまして、 初はじめて、構想を見たときに、こんなこと、本当に一気に実行するな

んてすごいとびっくりしました。ただし、それが数年たってみると、当たり前のことに映

ってしまうことに、また驚きました。我々は過去のことを見ると、どうも当たり前のよう

に思いますけれども、その一つ一つの山を登るときには大変な胸突き八丁というものを経

験すると思います。皆さま方もつい 近まである銀行の処理で苦労されてきたかと思いま
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す。やっているときには大変な苦労をされているんだと思いますが、これをあとで一言で

整理するというのは、言葉というのは、正確にそのときのことを伝えるということは、非

常に実は難しいことではないかと思っています。 

 いずれにしてもこの過程の中で、預金保険制度というのは、当時の少額預金者保護とい

うことから、現実の金融仲介機能、借り手というものに対しても、実戦的な判断を加えて

いく、決済機能にも着眼していくといった形で進化してきたわけでありますが、これから

先は、だんだんこの世界経済情勢が渾沌としている中で、経済機能というものをどう考え

るかというところになってきているかもしれません。これを今後、制度として、どう構築

していくかということが金融審議会では議論されているかと思うのですが、これはたぶん

制度をつくるのも大変難しいのではありますが、執行するということを考えますと、これ

も数次元にも渡る非常に難しい話になるかと思います。 

 

そういったことも含めまして、皆さん、銀行のことは得意であるし、詳しいでしょうし、

預金保険機構の話であれば、私よりも詳しい方々ばかりでありましょうから、ここで保険

と証券のセーフティネットについて説明したいと思います。 

 

（保険のセーフティネットについて） 

 これは全部私の整理ですが、結局、保険のセーフティネットは、保険集団をどうやって

維持するかということが基本になっていると思います。よく、会社の合併とか分割の際に

も議論になるのですが、私自身はそこの答えは決まっていて、保険というのは、保険集団

はどうやって維持されるのだろうか、ということが基本と考えます。負債サイドのみなら

ず、資産サイドもそのことを踏まえる必要があると思います。そこは、根幹にかかわる問

題であって、例えば、預金保険機構の皆さまがある保険に入ってリスク分散することを考

えます。皆さん、入るときの保険集団を前提として入ってきているわけですが、その保険

集団が違うものであるとしたら、ちょっと話が違うじゃないかということにもなります。

それから、300 人なら 300 人の集団でやっているものを 3 分割して 100 人ということになる

と、ある集団ではリスクは軽減されますが、ほかのところにその分リスクが集中します。

やはり、ある程度リスク分散ができる大数がないと保険というのは成り立たちません。こ

の保険集団をどうやって維持するかということで、これまでいろいろなセーフティネット

の制度の組み立てが行われてきたと思っております。 

 保険会社が破綻した場合、保険集団を維持するためには、それまで保険料を払って実際

に積み立ててきた「責任準備金」というものをある程度補償してやりませんと、みんな、「や

めた」ということになってしまいます。したがって、保険のセーフティネットというもの

を考える場合には、責任準備金をどう考えるかという問題、ここが一番大事でありまして、

将来の予定利率や保険金というものに着眼していると、話がわかりにくくなってしまいま

す。これが混同されるケースも多いと思われます。 
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図表４：破綻時における責任準備金の削減と予定利率の引き下げイメージ 

  

例えば、よく保険会社が破綻すると保険金はこれだけカットされますと言う場合には、

この「保険」という 後の「保険金」の方に着眼して見ていることになります。上の表を

見ますと、保険金というのは一番右側のところです。この部分は、破綻時までに実際に支

払ってきた保険料の積立に係る分と、今後の保険料の支払と予定利率に係る分の二つが合

成されたものです。破綻して、ほかの救済金融機関に保険集団が移りますと、その後は、

従前の予定利率を維持するわけにはいかなくなります。例えば、6%で予定利率を組んでい

たとしてもそれは 1%とか、さらに厳しいものにもならざるを得ません。 

翻って、保険会社が破綻した場合、過去に積み立ててきた責任準備金については、原則

90%が補償され、１割程度はカットされることになります。ということは、過去の積立期間

が長い人は、責任準備金の 10%カット分は比例的に大きくなりますが、その後の積立期間

が短い分、予定利率の引き下げによる減額幅は小さくなり、 終的に、満期保険金の金額

の減額幅も小さくなるのが一般的です。逆に、過去の積立期間が短い人は、それまでの責

任準備金の積立が少ないことから、責任準備金の 10%の減額分は比例的に小さくなります

が、一方、その後の分については、予定利率の引き下げにより、満期保険金への影響額が

大きくなります。よく、破綻により 7 割とか、8 割とかもカットされます、とか報じられま

すが、それは概ね後者の例です。保険のセーフティネットのポイントは、これまで実際に

積み立ててきた責任準備金について原則 90%を補償し、その上で、救済保険会社に引き継

ぐということにあります。 

なお、他の保険への再加入の困難性の程度や、過去と今後の積立期間等は、契約者によ

り異なっており、解約を選択する者も出てきます。ただ、一方で、保険集団の維持という

ことも大事な視点であることから、早期解約控除制度（払戻金の減額制度）も設けられて

います。 
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 また、保険には第一分野と第二分野があります。第一分野は生命保険、第二分野は損害

保険と考えていただければいいと思います。今までの説明は、だいたい生命保険、息の長

い保険について当てはまる話であります。第二分野みたいに短いものであれば、保険集団

の維持というよりも、破綻後一定期間までの保険事故については、当初予定の保険金を支

払うこととする一方で、それに期限を設定することによって、期限までに早めにほかの保

険に入り直すインセンティブを与えることが指向されることにもなりました。2005 年の制

度改正により、第二分野の相当部分は、そういうメカニズムが働く仕組みに、現実になっ

ております。 

 保険の場合のもう一つのポイントは、予定利率です。予定利率というのは、積立金を将

来何パーセントで運用するかというもので、契約の前提となります。どれだけの予定利率

を確保できるかは、経済環境にも依存します。昔は高利率の時代もありましたが、あると

きから低利率になってきました。今の時代であれば、ほとんど 1.5%、あるいはそれより下

ということも言われ始めておりますけれども、そういう前提で保険の金額は計算されてい

ます。この予定利率というものが特に問題になりましたのは、過去の高い時代に契約した

ものが、運用環境の変化により予定通り回らなくなり、いわゆる「逆ざや問題」が生じて

きたときです。この「逆ざや問題」というのは、特に生命保険で顕著な問題であります。

保険は、20 年、30 年単位で契約をしているものがあります。負債というものを考えた場合

に、銀行の預金であれば、だいたい、要求払いのほか、定期でも長くて 2 年、1 年、あるい

は半年、3 カ月とかであります。したがって、生命保険のような形での長期にわたる金利の

固定を前提としません。しかしながら、保険ということになってきますと、この負債の部

分が 20 年、30 年とかの約束でありますので、一体どの程度の利率を前提とするのかという

ことは、長期的に大変大きな問題になってまいります。 

 私、思うのでありますが、実は、金融機関と一口に言いましても、いろんな性格の違い

がありまして、この負債の長さというか、そういったことから考えますと、やはり生命保

険が一番長い。一方、証券会社はその要素が少ない。銀行はその中間にあるのかなと。損

害保険会社もかなり銀行に近いという気もします。資産サイドは資産サイドで、負債サイ

ドと一体で適切な管理が必要なことは当然ですが、負債のデューが長いと、なかなか小回

りが利かなくなるところがあります。今ある保険会社が危機に遇った場合、それはもう 10

年前、20 年前からのつけが回ってきているわけでありまして、その段階で打つ手は限られ

てきているわけです。リーマン・ショックの後、我が国においても大和生命が破綻してい

ます。気がついたときには・・・とならないよう、先を読んだ経営が必要になります。 

 予定利率を考えるとき、破綻のときにそれから先の利率をどうするかは別として、過去

のものをどうするかという点も問題にもなってくるわけであります。全体を見直すという

ような仕組みを考えたのが、予定利率の引き下げ制度になります。それとは別に、破綻の

際、過去の高い予定利率でやってきたものにつきましては、対応する一部について補償額

の減額を行うということも制度化されております。大和生命のときの資料には、責任準備
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金を「原則として」90%補償するということが記されています。過去の予定利率が 3%を越

えたようなものについては、破綻した場合に高率分をカットすることがあるということを

数年前に制度化しております。この「原則として」というのは、そのことを誤解のないよ

うに記したものです。 

 これまで保険会社がいろいろ破綻しておりますけれども、だいたいがこの過去の高予定

利率時代の契約が多くなり、あとから身動きできなくなったというのが多いわけです。保

険会社で 初に破綻したのは日産生命保険でありますが、実は、当時、大蔵省は、団体保

険は日産生命に入っておりました。ある日あるとき、私ども職員は報道で破綻を知りまし

た。省内情報管理はしっかりしていました。 

 それから、もう一つ、保険のセーフティネットをつくるときに、保険契約者と納税者の

関係というものもあるんです。納税者の立場からは、セーフティネットをつくるときには、

当然まず保険契約者というか、保険会社が負担するべきだろうということになります。こ

れは預金でも同じであります。一方、保険会社の負担能力の問題もありますが、保険契約

者というのは結構すそ野が広くて、この面では納税者より広いところがあるかもしれませ

ん。預金取扱金融機関の場合と同じ面も出てきます。そういった中で、保険の場合にも、

保険のセーフティネットが涸渇しましたときに、銀行と同じように、公的な資金という議

論も出てまいりました。一方で、やはり決済システムを担っている預金取扱金融機関とは

違うのではないかというような、いろんな議論の結果、「補助規定制度」というのができ上

がりました。ある一定程度までは保険会社が負担し、それを超えたら、補助金対応も行う

という仕組みが導入され、これによって過去の危機を乗り越えてきたということでありま

す。なお、保険会社の負担や補助制度の発動という前に、破綻した保険会社の保険契約者

は、積み立ててきた責任準備金の一部カットや、その後の予定利率の引下げといった形で

いろいろな負担を負うことになることは、既に述べたとおりです。 

 いろいろな事故が起きるたびに、保険のセーフティネットを、毎回毎回苦労しながら、

こしらえてきました。またこれから先の議論というのは、常にあるわけであります。これ

までのところ、リーマン・ショックが起きるとか、東日本大震災が起きるとかということ

で、基本的な制度は延長されてきております。 

 それから、責任準備金というのも、これもいろいろな考え方があります。よく、年金会

計であれば、利率が高いときには割引率が高くなって、そのときの責任準備金は少なくて

もいい、逆に利率が低いときには責任準備金が多くなくてはいけないと、こういうことに

なってきますが、保険の場合果たしてそれで済むのか、という問題もあります。国際的な

会計基準でもいろいろな議論が行なわれています。一方、監督会計の考え方もあります。

破綻とか、合併とかを考えたときに、そのときに必要な責任準備金がフラクチュエートす

るものなのかどうかという論点もあると思います。やりはじめますと、この責任準備金と

は何ぞやという議論になってきます。契約者保護という観点からも、そこは相当複雑にな

ります。他方、保険については、おそらく 2 つか 3 つの基本的なプリンシプルがあって、
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それをマスターしてしまえば、実は簡単なところもありますが、それをマスターしないと、

いくら表面をなぞってもさっぱり分からんということにもなります。これはこれで、銀行

のセーフティネットとはちょっと勝手の違う世界ということで、お考えいただいた方がよ

ろしいかと思います。 

 破綻時における保険の話でありますが、繰り返しになりますけれども、責任準備金、す

なわちすでに保険料を支払って積み立てられてきた分をどう補償するかという問題と、救

済金融機関に移行した場合に、その後の予定利率がどこまで引き下げられるかという二つ

のポイントがあることを、おさえていただきたいと思います。 

 

（証券のセーフティネットについて） 

それから証券です。有価証券に表象される権利と義務は、これは申し上げるまでもなく、

発行者と顧客との関係であります。銀行あるいは保険会社の場合には、預金者あるいは保

険契約者は、銀行なり保険会社に対して債権を持っています。間接金融ともいいますけれ

ども、要するに、貸出先と預金者の間に銀行が入っているわけでありまして、預金者は銀

行を相手としています。ところが、証券の場合には、仮に証券会社が破綻しても、持って

いる国債や株式が駄目になることはありません。逆に、仮に証券会社が元気であっても、

買った株式の発行会社が破綻すれば証券の価値は無くなります。したがって、証券会社の

場合、顧客のお客様から預かった証券なり現金というのを、証券会社の資産と混同するこ

となく、これをお客様のものとして、きっちり分別管理することがセーフティネットの基

本ということになるわけであります。特に、三洋・山一以降、この制度は相当しっかりし

ております。 

次に、投資者保護基金制度があります。どういうときにこれが発動されるかというと、

一つには、お客様から預かった財産を信託するときなどに生じるタイムラグに備えるもの

であります。会社が破綻した場合において、顧客の財産で信託される前のもの、あるいは

信託が解除されて未だ証券会社に滞留しているものについては、投資者が損害を被るおそ

れがあります。そういったものに対する備えというのが、投資者保護基金であります。 

もう一つは、残念なことに、南証券とかの例がありましたが、要するに、会社が悪意で

ある場合です。そういう会社が分別管理をしないで破産すれば、投資者に被害が及びます。

これらの事態に対処するため、銀行と同じく 1,000 万円の範囲内での投資者保護基金という

制度ができ上がってきているわけです。 

さらに、証券の場合に、もう一つ話が加わります。今はだいたい、ペーパーレスの時代

になっています。これはコンピュータの振替システムで管理されているわけでありまして、

そこの口座がしっかりしている限りにおいては、これ自体が分別管理という状態になって

いるわけであります。なおかつ、株式も国債も、銘柄毎に管理されますので、一つ一つの

銘柄毎に、鍵がかかっている状態になります。したがって、当事者の権利が侵害されると

いうことは、なかなか簡単に想定しにくいところがあります。しかし、ここでは 2 つだけ
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考えておかなければいけないことがあります。ひとつは誤操作であります。電子的な仕組

みでありますから、データ化けとか、あるいは、外から何かあったりとか、データが何か

改ざん、または変化するということはあり得るわけです。その変化した、あるいは改ざん

されたデータが外へ送られた場合に、もらった人は善意取得します。そこで権利の過不足

が生じてしまうんです。この場合にどうするかというと、ここでいろいろな仕組みが準備

されています。一番問題になるのは、過大記録された権利が第三者に善意取得されたよう

な場合で、必要以上に電子上の権利が増えることになり、この責任はだれが持つのかとい

うことであります。そこは、第一次的には、その誤操作をした振替機関、口座管理機関が

責任を持って買入れ等を行い、消却に努めていくことになります。ただし、その間、議決

権というか、そういうのは、数の上では膨らむ状態になってしまいます。それについても

必要な調整規定をおいていったというのが、第一の仕組みです。 

実は、振替制度というのは、CP から始まって国債・社債・株式と順次進展したわけであ

りますが、CP が先陣を切った一つの理由に、共益権というか議決権という問題がないこと

があります。ところが、社債になると、少し共益権が出てきます。株式になってくると、

この共益権の塊みたいなものですから、これを全部ひも解くのに、法務当局も含めて、大

変な時間をかけることが必要になりました。 

それと、振替システムの多層化を行っていく必要がありました。先ほど言った誤記録問

題一つをとってみても、振替機関と顧客が直接つながる単層構造であれば話はまだ簡単な

方なんですが、多層化しますと、権利調整は相当複雑になります。顧客が上層の振替機関

と直接取引するということは非現実的であり、身近な証券会社とかと取引することを前提

とする必要があります。系統なんかを考えたら、その下に二段階、三段階というものも考

えていくことが必要になります。さらに、海外への発展などを展望すると、もっと重層的

になっていくかもしれません。したがって、システムは多層化する必要があります。 初

CP から始まったもう一つの理由は、CP の場合、主に機関投資家による取引であることから、

振替機関と直接つながる単層構造であっても、とりあえずの 初の一歩は踏み出せるので

はないかという考え方からです。 

次に、誤記録等があった場合の権利関係をどう調整するかという点ですが、まずは、誤

記録が行われた口座管理機関等による買入れと消却などが行われることにより、数の修正

が図られます。数の調整をしきれなかった場合には、第二ステップとして損害賠償による

解決ということになります。そこから先は、少し頭の体操の世界にもなりますが、そのと

きにもし口座管理機関が倒れてしまったら、契約者に実損が生じます。このため、これま

での投資者保護基金とは別な考え方が必要ということでつくりましたのが、「加入者保護信

託」というものです。誤記録等が行われた場合、いろいろな、二段、三段の、消却義務と

か、損害賠償とかいろいろな義務をかけますが、それでも 後に顧客の保護が必要な場合

には、この加入者保護信託から 1,000 万円を限度として補償する、これが全体の仕組みであ

ります。 
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今、誤記録ということで言いましたが、ここでもやはり気を付けなければいけないのは、

口座管理機関が「悪意」という場合です。過去の例を見ても、全くないとは言い切れませ

ん。加入者保護信託制度は、そこも展望した制度であります。ここでもいろんな議論があ

りまして、きちんと口座管理機関を監視すればいいではないかとか、自己責任ではないか

といった議論もありましたけれども、その一方で、例えば高齢者も含めまして、そこまで

要求することが本当に社会常識的かということで、加入者保護信託が設定されました。 

それから、このペーパーレスの仕組みの場合には、今の点のほか、投資者保護基金と比

べて、システムの参加者が拡大しているという論点もあります。これまでの投資者保護基

金というのは、すべて証券会社、今で言えば第一種金融商品取引業者でありました。この

口座振替制度には、銀行など他の金融機関も加入いたします。現に加入しています。そう

すると、これまでの投資者保護基金では保護対象にならない者が出てくることになります。

そういった視点から、投資者保護のための横断的な制度にするということで、このような

仕組みを構築する必要がありました。なお、この加入者保護信託は、第二種金融商品取引

業者には適用されておりませんので、注意が必要です。 

ちなみに、振替法の前身の保振法の場合、投資者の被害に対して、参加者による無限連

帯責任制度が採られていました。ただ、無限連帯責任制度は、責任の所在が不明確になり、

参加者が不測の損害を負わされることもありうるなど、システム発展の上での阻害要因で

もあるとされていました。加入者保護信託制度は、この課題の解消策にもなっています。 

こういったものがいろいろありますので、預金取扱金融機関と非預金取扱金融機関双方

に総合的に取り組むこととなった場合、それぞれ 1 つの制度の歴史と背景を含めていろん

な物事を考えなくてはいけないことになると思われます。結構、証券には証券なりの世界

が、保険には保険なりの世界があり、その上での総合化ということになりますので、今日

はそのへんを付け加えて説明をさせていただきました。保険と証券を説明し始めると長く

なりますので、今日はさわりということでこの辺にしておきたいと思います。 

 

（資本参加法制） 

その上でもうひとつ、資本参加法制についてお話したいと思います。これは、セーフ

ティネットということではないのですが、金融機関が、金融機能強化のために体力をつけ

なきゃいけないというときに、政府が資本参加をする制度です。 初にこの資本参加の道

を考えた方がいいのではないかということになったのは、組織再編促進法のときです。金

融機関がある程度の自己資本比率を維持している場合であっても、将来を睨んで他行と再

編するとき、それまで維持してきた自己資本比率が低下するというのであれば、意義のあ

る再編であっても、インセンティブが失われるおそれがあります。組織再編促進法は、再

編により低下した自己資本の回復をするために政府が資本参加するという仕組みです。次

は、 初の金融機能強化法であります。当時の金融再生プログラムの中に公的資金に関す

る検討項目が入っていましたが、いろいろ議論を積み重ねていって、金融機能強化法とし
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て制度化したものです。当初は、経営責任に対して、大変厳格なものとして制度化されま

した。ただ、その後、いろいろなことが起きました。一つは、リーマン・ショックであり

ます。リーマン・ショック後は、ご案内のとおり資本市場が干上がってしまいました。誰

もリスクを取れない状態になってしまいました。そうすると、みんな、銀行に金を借りに

行くわけですけれども、中には、普段、資本市場を中心に資金を調達している人もいます。

そういう人たちも、みんな、銀行にお金を借りにきましたし、地域金融機関にも相当借り

にきました。そのときだけは、実は、日本の銀行の貸出残高というのは、中小企業向けも

含めまして、増加しています。また、借りる側において、もうちょっと厚く、キャッシュ、

流動性を保有しておきたいという動きもありました。 

このように、世の中、日本経済全体が、貸す方も借りる方もみんな困った状態の中で、

金融庁も様々な措置を講じましたが、法律として、当時担いだのが、新「金融機能強化法」

です。リーマン・ショックは、日本の外の金融システムに起因するものでありますので、

責任というものも相当軽減した形で新金融機能強化法案を提出しました。当時、中小企業

庁は、債務保証とか信用補完対策を講じました。日銀の CP 買入れなんかと相まって、みん

なでこの事態に対処したということであります。 

率直に言って思いますのは、リーマン・ショックがあったあと、いろいろなうわさとい

うか、貸し渋りも含めまして、いろいろ言われましたが、金融機能強化法の活用を対外的

に宣明した瞬間、相当鎮静化いたしました。いざとなったときに、こういった仕組みが「あ

る」ということが、人の行動というものを積極的・合理的にする、ということの証左かと

思います。サーカスもそうかもしれませんが、下にネットがあるから思い切って演技がで

きるのであって、無ければちぢこまってしまうということがあるかもしれません。 

次に、この資本参加法制は、先般の東日本大震災でも延長されることになりました。こ

のとき 2 つの特例を設けております。一つは、震災特例ということで、震災の影響を受け

たものは、資本参加の条件を非常に有利なものにするという点です。二つ目は、協同組織

金融機関の特例であります。協同組織金融機関の場合には、地域が非常に限定されており

ます。例えば、その営業地域が港町地帯だけというところが、面的にやられたところもあ

ります。そういう被災協同組織金融機関に対しては、中央機関が、きちんと指導すること

を前提に、10 年間のタームにおいて整理しながら、必要によっては、参加した資本の毀損

も含めて面倒をみるという仕組みです。10 年と申し上げましたけれども、やはり、あれだ

けのことがありますと、結構、時間がかかるかと思うんです。いろんな権利調整というの

も、結構時間のかかる話になることも展望し、そういったものも含めたスパンで考えた上

での、新たな資本参加法制の仕組みということになったものです。 

考えてみますと、組織再編促進法とか、 初の金融機能強化法というのは、ある意味で

は、日本のシステムの中からの発想で出てきたものであります。リーマン・ショックとい

うのは、むしろ、日本の外のシステムの混乱に起因し、東日本大震災というのは、金融シ

ステムの外で起きたことによるものです。それぞれ、由来が違うわけでして、それに応じ
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て、いろいろな制度が進化してきたと思っております。 

 

（おわりに） 

それらを含めまして、 後にちょっと、いろいろ思いつくまま申し上げますと、一つは、

やはり、セーフティネットがある時代とない時代では、その違いというものは考えておい

た方がいいのではないかということです。今は、セーフティネットが相当程度制度化され

ており、正統な授権のもとにやれるものについて、そういったものがなかった時代の先人

の苦労ということを、そこを思い起こすことも必要ではないかと思います。そのときの時

代背景というものも、一応考えていくことが公平なことではなかろうかと思っております。 

その次に、預金取扱金融機関のセーフティネットは、預金者保護が原点でありますけど、

金融仲介機能、決済機能ということも含めて、現実のシステムに与える影響というものを

どう考えていくかということです。 

考えてみますと、保険というものも証券というものも、保険契約者の保護や投資者の保

護が出発点となっております。しかし、現実に、今回のアメリカの例を見ても、リーマン

とか、AIG とか、証券会社、保険会社がああなりました。この経済機能というのをどう考

えていくのか。これまでは投資者保護の観点から組み立ててきたものを、もう一段階上が

ることになりますと、これはこれで、大変大きな別の課題が現れます。何を守るのか、財

源をどうするのかとか、また、銀行・証券・保険それぞれ、一つ一つの仕組みの違いがあ

りますから、その上での経済機能をどうやって抽出するのかという、そういう大変大きな

判断だと思います。 

制度は制度で、この辺を切りわけていくことになるでしょうが、この執行ということに

なりますと、これがまたこれで、これまでの銀行と同じような前提にはならないところも

あるかと思いますので、そこはよくよく注意を払われた方がいいと思います。 

それから、これまでの仕組みは、それぞれの業界の負担を基本としてきましたが、過去

においても、まず、住専から始まりまして、複雑な歴史を繰り返してきたと思っておりま

す。住専に公的資金が入った当初のころは、おそらく、公的資金というのは、その後しば

らくタブー視されることになると思われました。しかしながら、現実に金融危機が深化す

る中で、状況を打破する人たちが出てきました。梶山構想というのもございました。やは

り、現実の必要性の中で制度化されていったのだと思います。 初は、非常に厳格なもの

から始まりましたが、だんだん、経験に基づく進化をしてまいります。住専のときには、

納税者の怒りというものにも直面しました。今次の世界的金融危機を見ていると、各国に

おいて同じことが起きているなということを感じます。 

それから、セーフティネットの場合、金融規律と裏腹のところがあります。この兼ね合

いというのも大変難しいと思っています。また、制度というのは、理屈というか理論面も

さることながら、いろいろな経験の蓄積というのがやはり大きいと思います。どんな制度

でも、その後の運用がよろしくなければ、その制度は結局生きてこないし、信頼もされま
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せん。発展もしなくなります。運用がきちんと行われてそこが信頼を得ることにより、制

度に対する信頼と、制度の包容力というのも出てくるのだと思っています。 

現在、金融機能強化法という資本参加法制は、相当支持を得ているわけであります。こ

れは、実は、制度だけではなく、これまでの実績によるものだと思います。ここには、預

金保険機構の皆さまのご努力が相当のものがあったと思うんです。現実に投入した資金と

いうのは、我々は相当程度回収してきました。あるいは、利益を出してもきました。日本

の経済システムの安定に貢献してきたと思っています。そういった経験の蓄積ということ

が、やはり、その次の制度の発展につながってきているんだと思います。 

そこで、その場合に一方で、モラルハザードの問題というものも、これは相当意識して

かからなければいけません。そのへんのきちんとした整理が信頼の基盤だと思っておりま

す。 

金融と実体経済の関係は、何度も申し上げましたが、これからも絶えず議論があるかと

思います。金融は実体経済を支えることも引っ張ることもあるかもしれません。そうかと

いって、一人歩きもできません。その中で、どういう役割を果たしていくのかということ

だと思います。 

さらに、考えてみますと、経済社会の発展というものがあります。銀行・証券・保険と、

この三分法を出発点とする金融制度について、時代に即して垣根を取り払いながら、その

代わりに横断的なルールを敷くことによってシステムを進化させてきました。例えば、説

明義務であったり、市場ルールであったりです。ただ、セーフティネットは、なかなか横

断化されてきませんでした。財源問題も含めまして、ハードルが高い課題でした。 

冒頭、セーフティネットは逆さ富士と申し上げましたが、ここのところが、社会がだん

だん発展、横断化してきて、経済機能もそれを促してくるとどうなるかということで、今、

私は、新しい時代への試みが始まっているのだと思っております。日本の金融危機以降と

いうのは、日本は、アメリカとか危機先進国の勉強をしながら、日本型のものにいろいろ

なものを改良して、いつのまにやら、アメリカ型より、あるいは、ヨーロッパ型より、さ

らに進んだものを相当こしらえてきたと思います。世界各国が日本のセーフティネットシ

ステムを勉強しているかもしれません。これは、いいこととか悪いこととかという話では

なく、要すれば、途中で習うものがなくなって、自分たちで開拓していかざるを得なくな

った。その中で、いろいろなものを我々は手探りでつくってきたのであります。ただ、今、

起きておりますことは、そういうことを越えて、私はいつも縦糸で言っているのですが、

横糸の世界、国際的な横断化の中で、どのように日本のシステムというのを接合させてい

くのかという大きな問題でありまして、これは、セーフティネットに限らず、あらゆると

ころで直面している問題であります。格付機関の問題、デリバティブの問題もはじめとし

まして、それがまた今、セーフティネットの問題にきているなという認識であります。こ

の縦と横の調整というのが、そんな簡単な話ではないのです。簡単な話でないというのは、

できないということではなく、克服すべき課題が多いということであって、これまでの延
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長線上で論議をしていただけでは駄目で、新しい切り口から新しい法則を抽出していくと

いうことです。 

考えてみますと、我々の時代というのは、どうしても若いときに、インフレというのを

経験してきました。物価は上がるものだという DNA が、どうもどこかにあって、今も上が

りますよという感じなんですが、 近、若い人と話をしていますと、入ったときから右肩

下がりですから、下がることに、みんな、頭の中の DNA がしみついているという感じもし

ています。ただ、今は、どちらでもない、右肩上がりでもない、右肩下がりでもないとい

う時代に入っているんだと思いますし、本当にリスクとリターンというものは、両方うま

くとっていくことが大事な時代になってきたと思います。 

今はいろいろな企業が国境を越えていろいろな戦略を展開していますが、まさしく世界

は広いわけでありますから、そういった中で、リスクの取り方には巧拙があって、信念と

いうかロマンとビジョンとか、そういうものが問われている時代と思います。日本のある

企業のリーダーは、いつもロマンとビジョンと言います。あるとき、海外へ行ってロマン

とビジョンというのを説明しようと思ったのですが、ビジョンは説明できるのですが、ロ

マンというのは、これはどうやったら英語になるかと思いまして、なかなかいい言葉がな

くて、ビジョン＆フィロソフィーとしてしまったのですが、考えてみれば、ロマンという

言葉が、実際の世界に入ってくるのは、こういう言葉が通用するのは日本だけかもしれな

いとも思いました。ぜひ預金保険機構の皆さまも、ロマンを持って仕事をしていっていた

だければと思います。 

 

 

以 上 
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ドッド＝フランク法による新たな破綻処理制度 

澤井 豊1 
米井 道代2 

 2010 年 7 月に米国でドッド＝フランク法が成立してから約 3 年が経過しようとしている。

ドッド＝フランク法は 16 編にも及ぶ膨大な法律であり、そのカバーする範囲も新たな金融

規制の導入や規制の強化から投資者・消費者保護までと多岐にわたるが、その大きな特徴

の一つは、複雑で大規模な金融機関の破綻処理に関して新たな破綻処理制度を導入したこ

とにあるといえよう。 

 本稿では、同法が規定する破綻処理制度の内容を概観し、その上で、管財人として破綻

処理を行う米国連邦預金保険公社（FDIC）が考える破綻処理スキームなどについて、従来

の預金取扱金融機関の破綻処理との関係も交えて整理する。 
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国際預金保険協会（International Association of Deposit Insurers：IADI）事務局（スイス・バーゼル）に派遣。  

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らに属し、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．成立後約 3 年が経過したドッド＝フランク法 

（１）成立の経緯と施行状況 

米国では、2010 年 7 月 21 日に「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（Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act、以下「ドッド＝フラン

ク法」）」が成立した。 

同国では、2007 年に顕在化したサブプライム住宅ローン問題がリーマン・ショック（2008

年 9 月）を経て世界的な金融危機をもたらしたことを受け、金融規制の改革法として財務

省が同法の原案を作成した。その後の審議を経て上院・下院で異なる法案が可決される事

態となったが、 終的には両院協議会での議論を経て同法が成立している。 

ドッド＝フランク法は、量的に膨大というだけでなく、関係する行政機関も多岐にわた

り、法律のみで完結しているものではない。同法は、各行政機関による規則制定を法律に

規定しており、各行政機関は法の成立と同時に、規則の制定に着手することになった3。規

則制定に関連する規定は法律の各所に点在しており、全貌を把握することは容易ではない

が、米国財務省は、成立後 2 年が経過した 2012 年 7 月の時点で、期限が到来している 221

の規則に関し、91％が既に規則案が提案されているか 終規則となっており、規則案が公

表されていないものは 9％にとどまるとしている4。 

 

（２）法律に盛り込まれた新しい理念 

ドッド＝フランク法は世界的な金融危機を教訓とした金融規制改革法として、以下のよ

うな新しい理念を導入している。 

イ マクロ・プルーデンスの重要性 

世界的な金融危機は、個別金融機関の危機であったと同時に金融システム全体の危機で

もあった。金融システム全体の危機はシステミック・リスクとも言われるが、個別金融機

関の支払不能や、特定の市場ないしは決済システム等の機能不全が、金融システム全体に

波及し、その機能が低下することを指す。 

                                                  
3 米国の行政機関の規則制定プロセスでは、まず規則案（Notice of Proposed Rulemaking：NPR）を作成する。

この段階では、行政機関は法的規制を受けずに自由に規則案を作ることができ、関係者からの意見聴取や

独自情報に基づいて作成することが可能である。規則案は連邦官報（Federal Register）に公告され、利害

関係者は、書面または口頭の陳述（Public Comment）によって、意見や資料、自己の主張等を行政機関に

提出することができる。 
行政機関は、これら受領したコメント等をフィードバックし、そのコメント等に照らして規則案を書き

換えるか否かを決定する。この場合、行政機関は、利害関係者に対して再度コメントを求めることもでき

る。仮に、行政機関が当初の規則案の修正が必要と判断し、規則を改定する場合は、再度上記の手続きを

踏まなければならない。 
4 U.S. Department of the Treasury（2012）。一方で、米国の法律事務所によるレポート（Davis Polk 2013）で

は、2013 年 3 月までに期限が到来した 279 の規則について、 終規則となっているものは 36.9％にすぎな

いと分析している。 
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このような経験から、個別金融機関の健全性を確保するように監督・規制するだけでは

金融システム全体の安全性を担保することはできず、金融システム全体の安定を図るマク

ロ・プルーデンスの考え方が重要であるという認識が金融危機を経て広く共有されるよう

になった。 

ドッド＝フランク法では、このようなマクロ・プルーデンス重視の考え方に沿い、その

責任機関として、主要な金融監督当局＜連邦準備理事会（FRB）、通貨監督庁（OCC）、FDIC

等＞のトップなどから構成される金融安定監督協議会（Financial Stability Oversight Council：

FSOC）を新設した。FSOC は財務長官を議長とし、FRB 議長や FDIC 総裁などの議決権を

有するメンバー10 人と議決権のないメンバー5 人から構成され、その目的は以下の 3 つに

要約されている5。 

i. 大規模で複雑な銀行持株会社やノンバンク金融会社の活動及びそれらの重大な

経営危機・破綻に起因する米国の金融安定を脅かすリスクを把握すること 

ii. 株主・債権者・取引相手に対し破綻の際でも保護されるという期待を与えるこ

とを排除しながら市場規律を増進すること 

iii. 米国の金融システムの安定に対する脅威に対応すること 

FSOC の会合は少なくとも四半期に一度開催されることになっており、2010 年 10 月を初

回に、2013 年 4 月までに 30 回の会合が開催されている。但し、FSOC は意思決定機関であ

り、その決定事項の実施は FSOC の構成機関を通じて行われる。 

FSOC の設立に伴って も注目された権限は、金融システムに重要な影響を及ぼす金融会

社6として、総資産 500 億ドル以上の金融持株会社の他に、ノンバンク金融会社を指定する

権限である。FSOC は 2012 年 4 月にこれらの指定に関する 終規則を制定し、その後具体

的な指定作業に入っているが、2013 年 4 月末現在で指定は行われていない7。 

 

ロ 「大きすぎて潰せない（Too Big To Fail：TBTF）」の終焉 

ドッド＝フランク法の成立以前は、大規模な金融機関が経営危機に陥った場合、金融シ

ステムに与える影響が大きいことを理由として救済することがしばしば行われてきた。 

今回の危機では、大規模な金融機関が経営危機に陥ったことに加え、それらが預金取扱

金融機関だけでなく、特別な破綻処理方法が存在しなかった証券会社（Bear Stearns・Merrill 

Lynch など）・保険会社（AIG など）・Fannie Mae や Freddie Mac といった政府が支援する機

                                                  
5 FSOC（2012） 
6 これらの金融会社は FRB の監督下に置かれ、FRB によって、より厳格なプルーデンス規制（自己資本規

制やレバレッジ規制など）が行われる。また、FRB が行うプルーデンス規制等に対して FSOC は勧告する

権限を有している。尚、同法においては FSOC により指定されるこれらの金融機関は総称して「対象金融

会社（covered financial company）」と定義されるが、以下では通称として単に「システム上重要な金融機関

（Systemically Important Financial Institution：SIFI）」と記載する。 
7 この他に、FSOC は同法第 8 編の規定に基づき、システム上重要な金融市場ユーティリティ（Financial 
Market Utility：支払・決済・清算等を行う機関）として 8 機関を指定している。（2012 年 7 月） 
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関（Government Sponsored Enterprises：GSE）に広がっていたことも特徴的であった。こう

した機関の一部は、破綻処理されたものもあるが、関係当局が資金繰り支援や債務保証、

資本注入により破綻を回避する救済措置（bail-out：ベイルアウト）を選択する例が相次い

だ8。 

公的資金の投入を伴う救済措置は米国に限らず各国でも広く見られたが、そのために巨

額の公的資金が投入されたことも明らかであった。危機の鎮静化とともに、公平の観点か

ら TBTF 問題の解決の必要性が強く意識されるようになり、危機後の G20 における議論の

中心テーマの一つとなった。 

このような中、ドッド＝フランク法においても TBTF 問題を終焉させることを法律の目的

の一つとするとともに、その実現のための具体的なツールとして、新たな破綻処理制度が

整備された。 

 

２.  ドッド＝フランク法における破綻処理 

 米国では、金融機関が破綻した場合、預金保険制度の対象機関であれば、連邦預金保

険法に基づき FDIC が管財人（レシーバー）となり、破綻処理を実行する枠組みが整備され

ている。一方、預金保険制度の対象ではない金融機関が破綻した場合、連邦倒産法や州法

等に基づき、破綻処理（倒産手続）が実施される。 

前記の通り、米国では、リーマン・ブラザーズや AIG など、預金保険制度の対象ではな

い金融機関の破綻や経営危機が世界的規模で金融システムの機能不全を引き起こす事態が

発生した。このような金融機関については、システミック・リスクを前提とした特別な破

綻処理の枠組みがないことから、破綻による混乱を恐れて救済を行う一方、既存の枠組み

内での対応を行うケースもあるなど、当局の対応は一貫性に欠けるものであった。さらに、

リーマン・ブラザーズの破綻に見られたように、デリバティブ契約等の解除が無秩序に行

われた結果、金融システム全体に悪影響が伝播し、社会的・経済的なコストを著しく増大

させてしまう事態を引き起こした。 

ドッド＝フランク法は、こうした破綻処理制度の不備を解消する観点から、既存の（倒

産法制による）破綻処理制度を前提とした破綻処理の促進策とともに新たな破綻処理制度

の導入（第 2 編）を図っている。特に第 2 編においては、システミック・リスクが生じた

場合の破綻処理を実施するための枠組みとして「秩序だった清算権限（Orderly Liquidation 

Authority：OLA）」を手当てすることになった。 

このため、既存の破綻処理制度と新たな破綻処理制度の 2 つの破綻処理制度が併存する

形となったが、FDIC のグルンバーグ総裁は、両者の関係について「ドッド＝フランク法に

おいては、倒産（bankruptcy）が第一のオプションである。SIFI（システム上重要な金融機

                                                  
8 その例として、財務省による TARP では、Capital Purchase Program や Target Investment Programs 等によっ

て金融機関に対し約 2,450 億ドルの資本注入が行われた他、AIG や GM・クライスラー等への支援も行われ

た。 
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関）が破綻処理計画を作成する目的は、倒産法の下で秩序だって処理するための計画を自

ら用意することにある。倒産法による処理によって秩序だった処理ができない例外的な環

境においてのみ第 2 編による破綻処理が考慮される。第 2 編による処理は倒産法にとって

代わるものと考えてはならず、システミックな崩壊を防ぐ 後の手段（ラストリゾート）

である」と位置づけている9。 

 

（１）第 1編に規定される方策 

（ストレステスト） 

ドッド＝フランク法 165 条に基づき、FRB は FRB が監督する SIFI に対し、毎年ストレス

テスト（経済状況が悪化する場合に発生する一定の損失を許容するだけの資本を保有して

いるかどうかを検証するテスト）を実施する。テストは、3 種類のシナリオ＜ベースライン

（baseline）、悪化（adverse）、深刻な悪化（severely adverse）＞に沿い、毎年 9 月末のデー

タを使用して実施される。テスト結果は一般に公表されることになっており、FRB は 2013

年 3 月に第 1 回目のテスト結果を公表した10。 

また、同条では、FDIC 等のその他の主要連邦規制当局（primary federal regulator）につい

ても、それぞれが規制・監督する金融機関のストレステストに関し、FRB と整合性のある

規則を制定することを求めており、FDIC は、自らが主要な連邦規制当局となっている預金

保険制度の対象金融機関のうち、連結総資産 100 億ドル以上の金融機関に対し、ストレス

テストを実施する規則を策定している。 

 

（破綻処理計画） 

破綻処理計画（Resolution Plan）は、ドッド＝フランク法ではリビング・ウィル（living will）

とも呼ばれ、迅速かつ秩序だった破綻処理の実現を図る観点から、金融機関が自らの破綻

時における破綻処理方法を SIFI に策定するよう求めるものである。同法に基づき、FRB と

FDIC は共同で計画の内容等に関する規則を策定し、2011 年 11 月から規則が施行されてい

る。 

破綻処理計画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、12 月、2013 年 3 月という 3 種類が設定されている11。両当局は対象金

融機関から提出された破綻処理計画が不十分と判断した時には、その旨通知し、修正・再

提出を求めることができ、計画は以後 1 年ごとに見直される。 

                                                  
9  FDIC（2012 b） 
10 テストの対象となった 18 の銀行持株会社の集計結果では、深刻な悪化シナリオの下で向こう 9 四半期

に 4,620 億ドルの損失を計上し、自己資本比率は 2012 年第 3 四半期の 11.1%から 2014 年第 4 四半期には

7.7%に低下する。また、これとは別に、FRB は 2011 年より Comprehensive Capital Analysis and Review（CCAR）
というストレステストを実施している。 
11 2012 年 10 月時点で 11 の金融グループから計画が提出されている。 
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これとは別に、FDIC は、連邦預金保険法が適用され、大規模金融機関に該当するとされ

る総資産 500 億ドル以上の預金取扱金融機関に対し、破綻処理計画の策定を求める規則を

制定し 2012 年 4 月より施行している。これは、銀行持株会社（親会社）の破綻処理計画は

連邦倒産法に基づく一方で、その銀行子会社は、預金取扱金融機関として連邦預金保険法

によって破綻処理されるため、両者の破綻処理が異なる枠組みで実施されることに対応し

たものとされている12。 

 

（２）第 2編による新たな破綻処理制度の概要 

（新たな破綻処理制度の特徴） 

ドッド＝フランク法第 2 編の「秩序だった清算権限（OLA）」の目的は、「米国の金融シ

ステムの安定に重大な影響を与えるリスクを軽減し、モラルハザードを 小化する方法で、

破綻金融会社を清算するために必要不可欠な権限を付与すること」と規定されている。そ

して、OLA に基づき破綻処理を行う際のツールは、預金保険制度の対象金融機関に対して

FDIC が実施する破綻処理をモデルとしている。 

また、新たな破綻処理制度は、FDIC が管財人（レシーバー）として指名され破綻金融機

関を管理する清算型の手続きであるが、金融システムに与える悪影響を 小化し、破綻金

融機関の価値を維持する観点から主要なオペレーション、サービス、取引を継続する手当

ても含まれており、それを実現可能にするための資金調達も考慮されていることも特徴的

である。 

 

（対象となる金融機関、手続きの前提とその開始など） 

新たな破綻処理制度は連結総資産 500 億ドル以上の銀行持株会社や FSOC が指定するノ

ンバンク金融会社を対象とした破綻処理の枠組みである。（但し、米国の連邦法または州法

によって設立・組織された金融会社が対象とされており、米国外で設立された金融機関・

グループは対象外） 

OLA に基づく処理に先立ち、FRB 及び FDIC は FDIC を管財人に任命することについて

財務長官に勧告を行う。その際には、当該 SIFI が支払不能または支払不能のおそれがある

（default or in danger of default）かどうか、また、その破綻が米国の金融安定に及ぼす影響な

どを検討する必要がある。次に勧告を受けた財務長官が、当該 SIFI を支払不能または支払

不能のおそれがあると認定し、また、連邦倒産法に基づく破綻処理が米国の金融システム

に重大なリスクをもたらし、民間セクターによっては破綻を回避できないというシステミ

ック・リスクがあると判断する場合、FDIC を管財人に指名し、OLA に基づく処理が開始さ

れる。 
                                                  
12 破綻処理計画としては、この他に、同法第 2 編に基づき FDIC が作成する破綻処理計画があり、SIFI ご
とに 大で 3 種類の破綻処理計画が存在する。 
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（３）FDIC の管財人権限 

新たな破綻処理制度では、FDIC が SIFI ごとに作成する破綻処理計画13に基づき処理が行

なわれる。FDIC が管財人として OLA に基づく破綻処理を行う際の権限は、主にドッド＝

フランク法第 210 条に規定されている。それらは、連邦預金保険法における管財人として

の権限（11 条（d）・（e）などに規定）と整合性がとれたものとなっており、破綻金融機関

の資産の処分や債権の確定、破綻の原因に責任のある経営陣の責任追及に至るまで多様な

権限を付与されている。 

図表１ 管財人権限（連邦預金保険法とドッド＝フランク法） 

 
 

連邦預金保険法

(11 条) 

ドッド＝フラン

ク法(210 条) 

1 資産や株主・役員・取締役が有する権利などの承

継 
(d)(2)(A) (a)(1)(A) 

2 業務運営 (d)(2)(B) (a)(1)(B) 

3 株主・役員・取締役の機能の遂行 (d)(2)(C) (a)(1)(C) 

4 清算および解散（wind-up） (d)(2)(E) (a)(1)(D) 

5 連邦・州法により組織された子会社（預金取扱金

融機関を除く）が支払不能またはその危険がある

などの場合にその管財人となること 

－ (a)(1)(E) 

6 承継金融機関（ブリッジバンク/ブリッジ金融会

社）の設立（原則 2 年、1 年ずつ 大 3 回までの

延長可能） 

(d)(2)(F) 

(n) 

(a)(1)(F) 

(h) 

7 合併・資産および負債の移転 (d)(2)(G) (a)(1)(G) 

8 正当な債務の支払い (d)(2)(H) (a)(1)(H) 

9 召喚令状の発行 (d)(2)(I) (a)(1)(J) 

10 管財業務における民間セクターの利用 (d)(2)(K) (a)(1)(L) 

11 株主、債権者の権利の終了/株主および無担保債

権者による損失負担 
－ (a)(1)(M),(b) 

12 外国当局との協調 － (a)(1)(N) 

13 債権の決定・支払 (d)(3) ～(10) (a)(2)～(7) 

14 裁判手続の停止 (d)(12) (a)(8) 

15 詐害的移転の否認 (d)(17) (a)(11) 

16 相殺 － (a)(12) 

                                                  
13 FDIC は、同法第 1 編によって各 SIFI が策定する破綻処理計画を参考として破綻処理計画を策定する。 
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  連邦預金保険法

(11 条) 

ドッド＝フラン

ク法(210 条) 

17 資産の差押および差止命令による救済 (d)(18) (a)(13)～(14) 

18 管財人指名前に締結された契約の取り扱い（否

認・履行拒絶） 
(e)  (c)(1) 

19 適格金融契約の移転など（*） (e)(8)～(11) (c)(8)～(10) 

20 取締役・役員の責任（損害賠償訴訟） (k) (f) 

21 外国当局に対する支援要請/支援提供 － (k) 

22 経営幹部・取締役からの報酬返還 － (s) 

* 適格金融契約（Qualified Financial Contracts：QFCs）とは、証券売買契約、コモディティ売買契約、先渡

契約、レポ契約、スワップ合意等を含む。取引相手は、管財人の指名を理由とした契約解除の権利が一時

的に制限され、その間に FDIC は、管財人としてこれらの契約の承継先（ブリッジバンク/ブリッジ金融機

関を含む）への移転、解除などについて決定する（ステイ）。 

 

 

上記の通りドッド＝フランク法における FDIC の管財人権限の特徴としては、以下の点が

挙げられよう。 

① 新たな破綻処理制度が、大規模で複雑な金融機関（SIFI）を対象としていることから、

管財人の権限が及ぶ範囲を SIFI の子会社等を含めた範囲まで拡大している。また、

SIFI がグローバルに事業を展開していることから、外国当局と円滑な関係を構築す

ることを促している。 

② 破綻金融機関の経営陣の経営責任を明確化し、モラルハザードを抑制する観点から、

株主・債権者が損失を負担することを明確化し、破綻に責任のある経営幹部などか

らの報酬返還や活動に一定の制約を課す14ことを可能とする権限を与えている。 

 

（４）破綻処理費用の負担 

ドッド＝フランク法における破綻処理費用の負担については、連邦預金保険法とは異な

る方式を採用している。 

連邦預金保険法による預金取扱金融機関の破綻処理では、その費用を負担するために預

金保険基金（DIF）が事前に積み立てられている。基金は、FDIC 加盟金融機関が負担する

保険料により積み立てられるが、バックアップとして財務省からの借入枠（1,000 億ドル）

が設定され、政府機関（Federal Financing Bank・Federal Home Loan Bank）からの借入も可能

になっている。 

                                                  
14 ドッド＝フランク法 213 条には、破綻の責任を有する経営幹部などが、その他の金融会社への活動に

低 2 年は関与できない旨の規定がある。 
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一方、新たな破綻処理制度では、OLA に基づき「秩序だった清算基金（OLF：Orderly 

Liquidation Fund）」が設置される。預金保険基金は FDIC 内に設置され FDIC が自ら管理す

るが、OLF は国庫（財務省）に設置される。FDIC は、OLF の利用に先立って当該 SIFI に

関する「秩序だった清算計画（Orderly Liquidation Plan）」を策定して、財務長官の認可を受

けなければならない。 

さらに、破綻処理の資金調達については、債券の発行（財務省が購入可能）で資金を手

当てする一方、まずは株主および債権者に対し負担を求め、破綻処理から全額の回収が図

れない場合には、事後に連結総資産 500 億ドル以上の銀行持株会社及び FRB が監督するノ

ンバンク金融会社に対し負担金を求める15。 

尚、負担金を求める際には、総資産やリスクが大きい会社の料率が高くなる累進ベース

の料率を用いることが規定されている。 

 

（５）クロスボーダーでの破綻処理 

SIFI はクロスボーダーでの業務を大規模に行っているため、新たな破綻処理制度は、米

国だけでなくクロスボーダーでの破綻処理を行うことを想定している。 

ドッド＝フランク法では外国当局との協調を図る旨が規定されており、管財人となる

FDIC では、2010 年に新設した OCFI（Office of Complex Financial Institutions）の中に専門グ

ループを設けてクロスボーダー関連の業務を行っている16。 

2012 年 12 月に開催されたシステミックな破綻処理に関する諮問委員会（Advisory 

Committee on Systemic Resolution）の会合17では、クロスボーダーでの破綻処理が議題として

取り上げられ、クロスボーダーでの円滑な破綻処理の障害となる主な要因として、①資産

の囲い込み（リングフェンス）、②各国の規制の変更、③破綻時の契約の解約（特にデリバ

ティブ契約）、④決済・支払システムへのアクセス、⑤関連会社が提供する業務上の各種サ

ービスへのアクセスが指摘されている。また、クロスボーダーでの破綻処理を進める観点

から、グローバルにシステム上重要な金融機関（Global Systemically Important Financial 

Institutions：G-SIFI）ごとに組織される危機管理グループ（Crisis Management Group：CMG） 

への参加や二国間での協議・MOU の締結などの対応を今後進めるとしている。 

 

 

 

 

 
                                                  
15 事前に基金を積み立てる案も検討されたが、事前徴収や基金の存在そのものが金融機関の破綻を想定し

ているという点でモラルハザードを招くとの議論から、 終的に事後徴収となった。 
16 OCFI は 2013 年予算ベースで 180 人の定員を有しており、国際協調の他に SIFI の破綻処理計画の策定や

SIFI のモニタリングなどの業務を行っている。 
17 http://www.fdic.gov/about/srac/2012/2012_12_10_agenda.html を参照。 
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ＢＯＸ１ FDIC が想定する OLA に基づく破綻処理  

 

FDIC が OLA に基づく破綻処理の手法を明らかにしたものとして以下の 3 つが代表的なも

のである。 

 

1 リーマン・ブラザーズの破綻処理に関するペーパー（2011 年 4 月）18 

本ペーパーは、2008 年 9 月に連邦倒産法（チャプター11）に基づいて破綻処理されたリ

ーマン・ブラザーズについて、FDIC が OLA に基づいて破綻処理を行っていれば、世界的

な金融危機を引き起こすことなく、より高い配当を実現できたと結論づけるもの。 

ペーパーでは、OLA によって FDIC に与えられた新たな権限のうち、次の 5 つを も重

要な要素（the most important elements）として記載している。 

 SIFI に破綻処理計画の策定・提出を義務付けていることから、FDIC が事前に破綻処理

計画を策定することが可能であること（要素 1） 

 重要な金融機能を維持・継続するための流動性供給機能があること（要素 2） 

 予想配当率に基づく暫定的な配当を行うことができること（要素 3） 

 ブリッジ金融機関の活用によって、システム上重要な主要業務の継続が図れること（要

素 4） 

 デリバティブ取引などの適格金融契約を移転し、中途解約を防止すること（要素 5） 

 そして、FDIC は、これらの権限に基づいて破綻前に破綻処理計画を（リーマン・ブラザ

ーズと協議しながら）プランニングすることができ（要素 1）、並行して資産評価も行い、

市場での入札プロセスを経て破綻公表時には譲渡先が決定している状況19をつくることが

できた。これにより重要な金融機能は継続され、債権者への配当も（倒産法による手続き

よりも）早期に行うことができた。加えて、事前に国際的な調整を図ることも可能であっ

たとしている。 

 本ペーパーの特色は、SIFI の破綻処理に際し、FDIC が預金取扱金融機関の破綻処理で行

う P&A（Purchase & Assumption：資産負債承継）の適用を念頭に議論が展開されていること

である。このため、破綻前の事前準備の重要性が強調され、デリバティブ契約（要素 5）に

ついては、譲渡先が破綻時に契約の移転を受けることが想定され中途解約権の一時停止（ス

テイ）についての特段の言及がない他、ブリッジ金融機関の活用（要素 4）については、制

度を説明するに留まっている。 

                                                  
18 FDIC（2012c） 
19 但し、グループ全体が譲渡の対象になるものでなく、システム上重要でないグループ企業については、

OLA でなく通常の倒産法により処理されることも想定されている。 
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2 グルンバーグ FDIC 総裁による講演（2012 年 5 月）20 

本講演では、標準的な P&A による破綻処理に代わり、SIFI の も有望な破綻処理戦略（the 

most promising resolution strategy）としてグループの 上位に位置する親会社（持株会社）の

みを破綻処理の対象とするシングル・レシーバーシップ（Single Receivership）の考え方が

明らかにされ、ブリッジ金融会社を活用する戦略21が述べられている。 

この戦略では、ブリッジ金融会社は 終的に民間セクターに移転され、破綻処理する親

会社以外の（預金取扱金融機関を含む）事業子会社は債務超過でない（equity solvent）形で

存続し、重要な金融機能は維持・継続される。破綻処理が親会社に限られるため、デリバ

ティブ契約のうち適格金融契約は中途解約やネッティングによる解約が 小化され、通常

通り機能し続けることが期待されている。 

さらに、破綻した親会社の債務の一部（劣後債務、無担保債務）をブリッジ金融会社の

株式に転換することが含まれており、金融安定理事会（FSB：Financial Stability Board）など

で議論されてきたベイル・イン（bail-in）を実質的に導入する方針も明らかにされている。 

 

3 FDIC と BOE による共同ペーパー（2012 年 12 月）22 

「グローバルに活動するシステム上重要な金融機関の破綻処理」とタイトルが付けられ

た本ペーパーでは、英国の中央銀行であるイングランド銀行23と歩調を合わせる形でシング

ル・レシーバーシップの戦略による SIFI の破綻処理を、より詳細に述べている。 

また、破綻による無秩序なデリバティブ契約等の解約を回避することが金融安定に必要

であることが示され、解約権の一時停止（ステイ）の必要性が述べられている。 

 一方で、クロスボーダーでの破綻処理に関しては、母国とホスト国の協調を図ることを

英米両国の主要な共通課題（key common considerations）として位置づけ、破綻処理を実効

的なものとするため、更なるクロスボーダーでの調整が必要であるとしている。 

 

３．ドッド＝フランク法を巡る議論  

米国におけるこれまでの金融規制改革の歴史を見ると、大きくは、規制強化→規制緩和

→規制強化へと変遷している。1930 年代の大恐慌時代におけるグラス＝スティーガル法24

（銀行業務と証券業務の分離）に代表される規制強化に始まり、1970 年代以降は規制緩和

へ転換し、1990 年代には金融持株会社や銀行持株会社のもとでの幅広い金融業務を認めた

                                                  
20 FDIC（2012c） 
21 この戦略により、企業のフランチャイズ・バリューを も維持することができ、同時に金融システムに

与える影響を 小化できるとされている。 
22 FDIC&BOE（2012） 
23 イングランド銀行は 2009 年銀行法に規定される預金取扱金融機関の破綻処理制度（Special Resolution 

Regime）を使った破綻処理について責任を有する機関とされている。 
24 Glass-Steagall Act（1933 年銀行法）。FDIC は 1933 年銀行法に基づき設立されている。 
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グラム＝リーチ＝ブライリー法（Gramm-Leach-Bliley Act ）の制定（グラス＝スティーガル

法の事実上の撤廃）により規制緩和の強化が図られた。 

しかし、世界的な金融危機によって規制緩和から規制強化への転換が試みられることに

なり、ドッド＝フランク法はこうした規制強化を象徴する法律と位置付けられてきた。も

っとも、同法を 1930 年代以来の包括的な金融改革を図るものとする評価がある一方で、従

来の米国の金融システムや規制体系（いわゆる二元銀行制度や多元的な金融規制当局の存

在等）を抜本的に見直しておらず「大きな改革」とまでは言えないとの評価もある。 

世界的な視点から見ると、リーマン・ショックは米国を震源として世界的な危機を生み

出し、金融規制改革の必要性に対する意識を国際的に高めることになった。リーマン・シ

ョック直後の 2008 年 11 月に開催された G20 ワシントン・サミットを皮切りとして「金融

セクター改革」（金融市場と規制枠組みを強化する改革）に関する議論が開始され、G20 及

び FSB が主導する形で現在も議論・検討が続けられている。議論の中核の一つには、金融

危機への対応に多額の公的資金の投入が必要になった事態を踏まえた TBTF 問題への対応

があり、ドッド＝フランク法は、金融機関の破綻に際して公的資金を投入して救済しない

ことを、いち早く立法化したものとして評価することができよう。 

 

ドッド＝フランク法の評価を巡っては、成立から相当な期間が経過した現在も議論が続

いている。 

まず、金融規制改革法としての同法に対する根本的な批判として、同法が定める各種の

規制に金融機関が対応するためのコスト（いわゆる規制コスト）が大きすぎ、そのコスト

が消費者（納税者）に転嫁されるばかりでなく、米国の金融セクターの競争力や経済成長

にとってマイナスであるという批判が根強く存在している25。しかし、これは「自由な経済

活動」と「規制」の折り合いをどうつけるかという極めて当事者の「価値判断」に依存す

る側面もあり、容易に結論が出る問題ではないとも言える。 

 

次に、同法が目指す TBTF 問題の終焉に関しても、破綻処理との関連で以下のような代替

案が主張されている。 

イ 規模の規制 

 これは破綻処理が可能なレベルまでに金融機関の規模を縮小すべきという考え方であ

り、理念的には理解可能である。但し、現実問題として適正な規模をどう制度設計する

かは技術的に非常に困難であり、規模を制限することにより、経済全体の効率性が損な

われる可能性も考慮しなければならない。 

また、これと関連して、単に規模を制限するのではなく、業務や組織を予め分離して

                                                  
25 米国共和党は、2012 年の大統領選挙に向けた政策綱領の中で「過度な規制は全ての国民にとっての隠れ

た税金（stealth tax）である（規制に関するコストが 終的に国民に転嫁される）」とし、オバマ政権下で実

現された医療保険制度改革と並んで、ドッド=フランク法を「撤廃（repeal）する」と明記していた。 
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おくことにより破綻処理を容易にし、金融システムの安定性を確保するという考え方も

あり、英国では「リテール・リングフェンス」として法整備が進められているところで

ある。 

 

ロ 業務の規制 

金融機関の過度なリスク・テイクが金融危機を招いたとの教訓から、金融機関が行う

ことができる業務を制限する考え方であり、ドッド＝フランク法では「ボルカー・ルー

ル」として取り入れられている26。「ボルカー・ルール」は同法の成立当時から画期的な

業務規制として非常に注目されたが、2013 年 4 月末現在でも 終規則は制定されていな

い27。業務の規制を巡っては、規定化しようとすると技術的な難しさから複雑な規制体系

となってしまうという問題がある。また、規制の国際的な整合性や規制が与える競争力

への影響も考慮する必要があるなど、「ボルカー・ルール」の 終規則案の提出の遅れは、

業務を規制することの難しさを表していると言えよう。 

 

さらに、OLA に基づく破綻処理に関しても、①シングル・レシーバーシップの戦略は明

確にされているが、それを確実に実行するオペレーション（例えば迅速な資産評価など）

が担保されていないのではないか、②ブリッジ金融機関は 終的に民間セクターに所有権

を移転するとされているが、そのタイムラインが明確でない。移転までに相当の期間を要

するのであれば、その期間中は（FDIC が管理することから）実質的に一時国有化と同じ状

態になるのではないか、③SIFI の破綻処理に重要なクロスボーダーでの破綻処理に関して

多国間での調整を図るのは困難ではないか、などの論点が残されている。 

 

４．おわりに  

以上のような議論はあるが、ドッド＝フランク法による新たな破綻処理制度は、その円

滑な実施に向けて関係当局での検討・調整が続けられている。FDIC では、SIFI の破綻処理

に関する諸問題を検討し、助言するための諮問委員会を設置して検討を継続しており、国

際的には、FSB が G-SIFI ごとの破綻処理の実行可能性の評価（resolvability assessment）を

2013 年後半から開始する予定である他、G-SIFI ごとに組織される危機管理グループ（CMGs）

を通じて、破綻処理における国際間の協力体制も強化されつつある。これらは全て米国で

の破綻処理制度の実効性を高める方向に作用するものである。 

また、破綻処理制度は実際に機能することで、初めてその実効性が証明されるものであ

るが、新たな破綻処理の枠組みは、これまで実行されたことはなく、そのため不確定な要

                                                  
26 ボルカー・ルールは、①自己勘定取引（proprietary trading）の禁止、②ヘッジファンドやプライベート・

エクイティへの投資やそのスポンサー業務の禁止を主な内容とする。 
27 ドッド＝フランク法では、ボルカー・ルールの適用は、① 終規則の発出日の 12 か月後、②法律成立

日の 2 年後、のいずれか早い方とされているが、さらに 2 年間の適用猶予期間が設けられている。 
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素が存在し続けることにも留意しなければならない。 

 

我が国でも、金融審議会に設けられたワーキング・グループ28の報告書（2013 年 1 月）に

おいて、預金取扱金融機関・保険会社・金融商品取引業者・金融持株会社等を対象とする

「金融機関の秩序ある処理の枠組み」を整備する必要があると指摘され、4 月には、預金保

険法の一部改正を含む「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されて

いる。 

ドッド＝フランク法を巡る議論は、我が国における破綻処理制度を検討する際にも大い

に参考となるものであり、今後もその動向を注視していく必要があろう。 

 

 

以 上 

  

                                                  
28 金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ 
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参考１：金融機関の破綻処理手法の比較 

 リーマン・ショック後の金融規制を巡る一連の議論において、大規模金融機関の破綻処

理に関する考え方や政策を包括的に示した主な文書としては、ドッド＝フランク法以外に

は、FSB の「金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性（Key Attributes）」29と欧

州委員会の「銀行及び投資会社の再建・破綻処理のための枠組み（RRD）」30が代表的なも

のであり、これらの主要項目を比較すると以下の通りである。 

 

参考 1 図表 破綻処理手法の比較 

 
 

 

 

                                                  
29 FSB（2011） 
30 European Commission（2012a）（2012b） 

ドッド＝フランク法（OLA)
欧州委員会指令案
(危機管理：RRD）

FSB（Key Attributes）

時期 2010年7月成立 2012年6月公表 2011年10月公表

適用範囲

・システム上重要な金融機関として定
義（総資産500億ドル超など）。持株会
社も適用対象

・EU資本指令（CRD）により定義された
銀行(credit institutions)と投資会社
(Investment Firms)
・システム上問題となるか否かにかかわ
らず対象範囲となる

・破綻時に（システムに対して）重要な
影響をもたらす金融機関の全て（銀行に
限らない）

破綻処理当局

・FDICが管財人として指名される
・破綻処理に入るか否かの判断は
FDICに限らず、FED、財務省の3者が
関与する

・各国は、破綻処理当局を設立（確定）
するが、どのような機関が破綻処理を実
施するかについては裁量に任されてい
る（監督当局と同じ機関が破綻処理当
局の機能を有することも可）
・原則として、破綻処理に入るかどうか
の判断に財政当局が関与すべきかどう
かについては明確ではない

・各国・地域は、破綻処理の枠組みの
対象となる金融機関に対する破綻処理
権限の行使に責任を負う当局（破綻処
理当局）を有するべきである

破綻処理計画

・システミックに関連する金融機関は破
綻処理計画（living will)を作成し、破綻
処理当局が計画を評価する

・破綻処理当局は、対象となる全ての銀
行と投資会社から提出された詳細な情
報を基に破綻処理計画を作成する義務
を有する

・破綻処理計画を策定する義務がある

予防的措置

・破綻処理計画の評価の結果として、
破綻処理当局は当該金融機関に対し
て予防的措置をとらせることができる

・破綻処理計画の作成の結果、破綻処
理の円滑な遂行に支障があると認めら
れる場合、破綻処理当局は当該金融機
関に予防的措置をとらせることができる

・破綻処理の実行可能性を判定するた
めの基準を設定すべき

早期介入--特別管理人

・規定なし ・破綻処理当局は早期介入権限を有
し、特別管理人を指名することができる

・規定なし
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（欧州委員会公表資料などにより作成） 

  

ドッド＝フランク法（OLA)
欧州委員会指令案
(危機管理：RRD）

FSB（Key Attributes）

破綻処理開始のトリガー

・支払不能の状態にあるかまたは支払
不能のおそれがある
・公共の利益があり、かつ民間部門の
みでの解決策がない場合に限り、OLA
による破綻処理を開始できる

・トリガーは種々の類型あり（混合）
・公共の利益があり、かつ民間部門の
みでの解決策がない場合に限り、破綻
処理のツールを使用することができる

・破綻処理は、金融機関が存続不能
か、存続不能となるおそれがあり、加え
て（今後）存続可能となる合理的な見通
しがない場合に、開始されるべきである
・破綻処理の枠組みは、金融機関が支
払不能となり、債務超過となる前に、早
期、かつ適切なタイミングで破綻処理を
開始できるようにすべきである

破綻処理のツール

・継続企業を前提としないGone
Concernのツールのみ：ブリッジ金融
機関、事業譲渡（Purchase &
Assumption）が可能

・継続企業を前提としたGoing Concern
のツールと、継続企業を前提としない
Gone Concernのツールの両方がある：
事業売却、ブリッジバンク、不良資産の
切り離し、ベイル・イン（bail-in）

・資産負債移転
・ブリッジ機関
・ベイル・イン（bail-in）

破綻処理のメカニズム

・FDICが管財人となり管理する ・混合型：管財人を使うか、executive
order（行政命令）により処理するかを当
局が決定可能

・定義なし

ベイル・イン／債権カット

・ベイル・インに係る直接の規定はない
但し、FDICの裁量により、破綻企業の
債権者に対しヘアカット（元本の削減）
が可能

・Going concern（ベイル・イン)ベースで
もGone concern(ブリッジバンク）ベース
でも債権カットは可能

・損失を吸収する上での必要性に応じ
て、株式、無担保債権、非付保債権を
償却（write down)する
・無担保債権、非付保債権の全てまた
は一部を株式に転換する

デリバティブ契約などに
関わる早期解約権の一
時停止（ステイ）

・連邦預金保険法に準拠する形で規定
（翌営業日の東部時間午後5時まで）

・破綻処理当局が破綻処理の開始を通
知した翌営業日の午後5時まで一時停
止が行われる

・破綻処理当局は、破綻処理の開始の
みを理由とした早期解約権の権利行使
を一時停止する権限を持つべきである

破綻処理費用の負担

・限定した対象（総資産500億ドル超の
銀行持株会社）からリスクベースで賦
課する事後徴収

・各国で破綻処理基金を創設。基金は、
金融機関の拠出により付保預金の1％
を10年間で事前に積み立てる

・事前に民間によってファイナンスされる
預金保険基金や破綻処理基金を有する
べき
・一時的な資金供給による損失は、事
後に株主、債権者、必要であれば金融
セクターから回収するメカニズムを有す
るべき



39 
 

参考２：シングル・レシーバーシップによる破綻処理 

＊以下は第 7 回 DICJ ラウンドテーブルでの FDIC スタッフによる講演31に基づき、シング

ル・レシーバーシップによる破綻処理の流れを数値例を用いて説明したもの。 

 

1 破綻直前の親会社（持株会社）の状況 ＜単位：百万ドル＞ 

 

・親会社（持株会社）は、自身では事業を行っていないため、その資産は子会社等への投

資（株式）、子会社等への貸付金（advance）に限られる。 

 

 

2 破綻処理の開始によるブリッジ金融会社への資産移転 

 

・破綻処理の開始によって、親会社（持株会社）の資産はブリッジ金融会社に移転される。

一方で、破綻した親会社の負債（優先無担保債務・劣後債務・株式）は FDIC のレシーバ

ーシップに残され、ブリッジ金融会社に移転されない。このため、ブリッジ金融会社は、

（債務超過でない）資産超過の状態になる。 

・破綻直後に必要となる流動性（主に事業子会社が事業を継続するために必要な流動性）

に対応するため、ブリッジ金融会社は OLF（財務省が管理する清算基金）から借り入れ

（50,000）を行う。 

 

                                                  
31 FDIC：John Oravec 氏による講演。講演資料は

http://www.dic.go.jp/katsudo/kokusai/roundtable/7th/2013.3.15.html を参照。 

資産 負債等

子会社等への投資 182,000       優先無担保債務 199,000       

子会社等への貸付金 141,000       劣後債務 39,000         

総負債 238,000       

総株式 85,000         

総資産 323,000$     負債・株式合計 323,000$     

資産 負債等

現金 50,000$       OLFに対する負債 50,000$       

子会社等への投資 182,000       

子会社等への貸付金 141,000       総負債 50,000         

総株式 323,000       

総資産 373,000$     負債・株式合計 373,000$     
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3 ブリッジ金融会社でのオペレーション（資産査定・資本の再構築など） 

・OLF からの借入金（50,000）を子会社等への貸付金に充当（貸付金 141,000→191,000） 

・子会社の資産査定に基づき 130,000 の子会社等への投資（株式）を償却（write down）す

る（投資：182,000→52,000） 

・子会社の資本の再構築のため、子会社等への貸付金を子会社等への投資（株式）に 80,000

転換（貸付金：191,000→111,000、投資：52,000→132,000） 

・これらのオペレーションを終了した時点のバランスシートは以下のようになる 

 

 

4 ブリッジ金融機関の新会社への移行 

・子会社からの貸付金の回収（111,000→61,000）32により OLF からの借入金（50,000）を返

済。 

・損失（償却した 130,000）は破綻した持株会社の株式（85,000）→劣後債務（39,000）の

順に負担され、不足分（6,000）は優先無担保債権者に対するヘアカット（元本の減額）

が行われる（199,000→193,000。ヘアカット率は 6,000/199,000＝3%） 

・その後、破綻持株会社の優先無担保債権者には、新しい持株会社の株式（70,000）33、転

換権付劣後債務（10,000）、無担保債務（113,000）が割り当てられる。 

・これらにより新会社への移行時のバランスシートは以下のようになる 

 

                                                  
32 破綻処理の順調な進捗により、事業子会社は市場からの資金調達が可能となり、ブリッジ金融会社へ返

済を行うことができる。 
33 損失処理を経て新会社の資産規模は減少し、必要となる資本も減少する。 

資産 負債等

現金 0 OLFに対する負債 50,000$       

子会社等への投資 132,000       

子会社等への貸付金 111,000       総負債 50,000         

総株式 193,000       

総資産 243,000$     負債・株式合計 243,000$     

資産 負債等

子会社等への投資 132,000       新会社の無担保債務 113,000$     

子会社等への貸付金 61,000         新会社の転換権付劣後債務 10,000         

総負債 123,000       

総株式 70,000         

総資産 193,000$     負債・株式合計 193,000$     
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参考３：ドッド＝フランク法による預金保険制度の改革 

 ドッド＝フランク法は預金保険制度についても変化をもたらしており、その概要は以下

の通りである。 

 

（保護限度額） 

ドッド＝フランク法の規定（335 条(a)）により、FDIC はそれまで 10 万ドルであった保

護限度額を 2008 年 1 月 1 日に遡って 25 万ドルに恒久的に引き上げた（2010 年 8 月）。

また、FDIC が同法の成立前（2008 年）から行っていた無利息の決済用預金の全額保護34は、

同法の成立によって 2012 年末までに限定して継続されることとなったが、当該措置は期限

の満了によって延長されることなく終了した35。 

 

（保険料の賦課ベース・算出方法） 

FDIC が徴収する保険料の賦課ベースに関しては、ドッド＝フランク法（331 条(b)）に基

づき、それまでの「国内預金」から「連結総資産－有形株主資本」の平均残高に変更され、

2011 年 4 月から適用された。賦課ベースの変更は、「預金量」でなく「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、大規模金融

機関に対する保険料算出方式は、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された36。 

 

（預金保険基金の運営） 

FDIC が主に破綻処理費用を賄うために積み立てている預金保険基金（DIF）は、世界的

な金融危機による金融機関の破綻急増を背景に急速に残高が減少し、2009 年 12 月末では

マイナス残高（▲209 億ドル＜積立比率▲0.39%＞）に陥っていた。こうした状況の下、ド

ッド＝フランク法は、FDIC に対して 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）を 1.35%までに回復させることを義務づける一方で、基金の積立目

標については 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。 

これに伴い FDIC は、長期的な基金の積立目標として、「推定付保預金の 2%」を過去の

                                                  
34 銀行に対する時限的な流動性支援策（Temporary Liquidity Guarantee Program：TLGP）の一環として、

優先債務の保証制度（Debt Guarantee Program：DGP）とあわせて有償で行われていたもの。 
35
 終了後は、当該決済性預金は、オーナーシップカテゴリー（所有者別のカテゴリー）を構成する預金

の一種としてカウントされ、同一カテゴリー内における全種類の預金を合算した 25 万ドルまでが保護対象

となる。FDIC によれば、同措置の終了により、1.5 兆ドルが付保対象預金からはずれることになった。 
36  賦課ベースの変更などを含む 2011 年 4 月の制度変更が個別の金融機関の保険料負担に与えた影響につ

いて、FDIC 年報（2011 年）では、2011 年第 2 四半期には、資産規模が 100 億ドル以上の金融機関の保険

料が全体に占める割合が 70％から 80％に上昇し、総資産 100 億ドル未満の金融機関の保険料は、全体で前

四半期に比べて 33％減少したとしている。 
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歴史的データに基づき自主的に設定した37。（2010 年 12 月） 

近の預金保険基金の残高の推移は、破綻件数の着実な減少傾向38を主因に 2009 年 12 月

末をボトムに順調に回復しており、2011 年 6 月末に残高がプラスに転じた後、2012 年 12 

月時点では 330 億ドル（積立比率 0.45%）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 CAMELS で下位 2 区分の金融機関）の数も同

様に 2011 年第 2 四半期から減少に転じている。 

 

参考３図表 預金保険基金残高の推移 

 

 

 

  

                                                  
37 また、連邦預金保険法により、FDIC 理事会は、DIF の長期的な積立目標を毎年見直すことになっており、

2012 年 12 月の理事会において目標を 2%に据え置いている。 
38 年間の破綻件数は 2010 年の 157 件をピークに 2011 年 92 件、2012 年 51 件と減少しており、2013 年は 4
月まで 10 件となっている。 
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EU における銀行同盟の議論 

 

鈴木 敬之1 

 

リーマン・ショックを契機とした世界的な金融危機をうけて、欧州各国は大規模な公的資

金の投入を実施したが、公的資金投入による財政悪化は各国でのソブリン危機に発展した。

さらに、それまで安全資産とみなされてきたソブリン債等の価値が下落し、それらを保有

する欧州の金融機関が危機に陥るという負の連鎖を引き起こした。 

欧州の金融セクターは各国の経済規模を凌駕するほどの規模を有するため、各国単独での

金融支援には限界があり、EU 規模での対応が不可欠となる。2012 年に入り、主にユーロ圏

においてソブリン危機と金融機関の危機を切り離すことを目的に銀行同盟（Banking Union）

が構想され、実現に向けて議論が進められている。 

本稿では、銀行同盟の背景・経緯をふまえ、欧州経済通貨同盟（Economic and Monetary 

Union : EMU）との関係にも触れつつ、銀行同盟の現状や今後の展望等について整理した。 

 

目  次 

 

１．銀行同盟の背景・経緯 

 

２．銀行同盟の構成要素 

（１）銀行同盟とは 

（２）監督 

（３）破綻処理 

（４）預金保険 

（５）EMU 及び銀行同盟に関するスケジュール 

３．今後の展望等 

（１）各国対応の調整 

（２）預金保険機関の役割の変化 

４．おわりに 

 

（参考１）EU の金融セクターの状況と公的支援 

（参考２）銀行同盟提案に関する欧州システミック・リスク理事会（ESRB）のレポート 

  

                                                        
1 預金保険機構・総務部調査室上席調査役（E-mail：takayuki-suzuki@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．銀行同盟の背景・経緯 

（EU 統合による金融コングロマリット化の進展） 

欧州の金融業界は、ユニバーサル・バンキング（銀行業務と証券業務の兼営）が大宗を占

める。バンカシュアランス（銀行業務と保険業務の兼営）については、同一法人によらず、

業態別子会社又は持株会社形態で相互参入してきた2。 

1992 年末に市場統合が完成すると、域内のヒト、モノ、カネ、サービスの移動が原則自由

化された。これに伴い、域内共通ルールとして、①「ユニバーサル・バンキング」の原則、

②金融機関の免許等について、いずれかの国の監督当局から許認可を得れば、他国でも業

務展開を認める、「シングルパスポート・ルール（EU 域内における単一免許制度）」、③金

融機関に免許を付与した母国が監督責任を負う、「ホームカントリー・コントロール（母国

監督主義）」、④健全性規制（自己資本、大口与信、経営者の適格性、主要な株主に係る規

制）等を原則とすることとなった。これ以降、金融セクターでは、市場統合と自由化を背

景に、域内でクロスボーダーの合併・再編が進み、業務の兼営化とクロスボーダー化によ

る、いわゆる金融コングロマリット化が進展した。 

しかし、EU 指令を実現するための手段及び方式は各国に任されているため、当局におけ

る監督形態や中央銀行の監督等への関与の程度等については、国によりかなりばらつき

（fragment）がある。また、①金融機関の有するリスクの複雑化・集中化、②グループ間取

引によるリスクの伝播、③リスク移転を通じたいわゆる「規制の裁定3（regulatory arbitrage）」、

④資本ポジションの脆弱化4等が監督上の問題と認識されてきた。 

欧州では、これらが 2000 年代後半のサブプライムローン問題を機に顕在化した5。 

 

（欧州における金融危機） 

金融技術の進展に伴い、証券化技術を活用した金融商品が量産されたが、2007 年以降、米

国でのサブプライムローン問題に起因する投資マーケットの崩壊等により、欧州での金融

機関の経営危機が相次いで発生した。また、2008 年にはいわゆるリーマン・ショックを契

機として、世界的な金融危機の波が欧州にも影響を及ぼすこととなった。 

 これに対し、各国は危機対応の一環として流動性の供給、債務保証、資産買取（不良資

産の切り離し）、資本注入等の公的支援等を行い、危機の鎮静化を図ろうとした。しかし、

2010 年のギリシャの政府債務の粉飾問題を端緒に、南欧のいくつかの国を中心として資金

                                                        
2 1989 年に第二次 EU 指令で EU 全体においてユニバーサル・バンキングが承認された。EU 指令は、域内

統一ルールとされ、保険業は銀行の本体業務に含まれず、また、銀行以外での預金受け入れは禁じられ

ているので、保険会社本体で銀行業務はできない扱い。 
3 金融機関が、当局規制の程度により、各国での業務展開のウエイトを変えることをいう。 
4 例として、複数の子会社が親会社の自己資本を資本バッファーとして用いること（ダブル（またはマル

チプル）・ギアリング）や、親会社がグループ全体の資金調達を行い子会社等にファイナンスすること、

がある。 
5 欧州の金融機関が経営危機に陥った原因等については Box3 を参照。 
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調達コストの高騰が当該国の財政危機に発展し（ソブリン問題）6、同時に当該国の債券等

を保有する金融機関の資産評価に悪影響を与え、金融機関の資産劣化を招くという、金融

機関の危機をもたらした。 

（欧州における金融セクターのスケールインパクト） 

欧州における金融セクターの現状を、欧州委員会の銀行構造改革に関する専門家グルー

プ7の報告書によって概観すると、EU の金融セクターの規模は、金融機関数で 8,000 を超え、

その総資産は約 43 兆ユーロと EU27 か国の GDP 比で約 350％（2011 年）に達する。金融機

関の総資産の GDP 比は、米国で約 80％、日本で約 170％である8。EU の金融セクターの集

中度をみると、EU をベースとする「グローバルにシステム上重要な金融機関（Global 

Systemically Important Financial Institutions: G-SIFIs）」（15 金融グループ）の総資産は EU27

か国の GDP 比で 163％に上っている。さらに、15 の G-SIFIs の EU の金融セクター全体に

占めるシェアは 44％に達しており、少数の金融グループが大きなウェイトを占めている。 

このように、欧州の金融セクターは、各国や欧州全体の経済規模と比べ規模が大きく、集

中度も高いことが特徴であり、金融セクターが大規模な危機に陥った場合、スケールイン

パクトが大きく、各国が単独で支援することが困難な水準になっている（本稿の巻末の参

考 1－1 を参照）。 

（金融危機後の公的支援の状況） 

世界的な金融危機に対応して欧州各国は大規模な公的支援を行っている。EU 各国で 2008

年から 2012 年 9 月までに公的支援（State Aid：国家による企業支援）として承認された支

援枠は総額 5 兆ユーロ（EU27 か国 GDP の約 40％に相当）を超える9（本稿の巻末の参考 1

－3 を参照）。 

EU では、公的支援を行うにあたって、欧州委員会の審査が行われ、「EU 機能条約（Treaty 

on the Functioning of the European Union : TFEU）」により、「公的支援が EU 共通の利益につ

いて明確に定義された目的をみたし、競争条件や取引を歪めないようにする」という考え

方に基づき、特定の企業や商品の取引を利するような支援は認められない。また、返済計

画及び状況の改善策が求められるとともに、 終的に費用対効果（value for money）が求め

られる。 

公的支援の方式としては、資本再構築（注入・増強）（Recapitalizations）、債務保証

（Guarantees）、資産買取（不良資産の切り離し）（Asset relief interventions）、（保証以外の）

流動性供給等（Liquidity measures other than guarantees measures）のカテゴリがある。国別の

                                                        
6 European Commission (2012d)、2011 年末時点で、ユーロ圏のソブリン債務は 8.3 兆ユーロに及ぶ。 
7 European Commission (2012d)。なお、分析は EU を対象としており、スイスは含まれていない。 
8 European Commission (2012d)。本稿の巻末の参考 1-2 を参照。 
9 European Commission(2012 f)  
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承認支援枠では、英国、ドイツ、デンマーク、スペイン、アイルランドの順に上位 5 か国

で総額約 3.2 兆ユーロ（全体の 64.5％）に達し、これにフランス、ベルギー、オランダが続

く。これらの上位 8 か国で約 4.3 兆ユーロ（承認枠全体の 84.9％）が承認されている。 

また、承認に基づく支援実績は 2008 年から 2011 年までの累計で 1.6 兆ユーロに及び、そ

の内訳は資本再構築が約 3,221 億ユーロ、債務保証が約 1 兆 848 億ユーロ、資産買取が約

1,167 億ユーロ、流動性供給等が約 881 億ユーロとなっている。 

国別では、1,000 億ユーロを超える 6 か国（アイルランド、ドイツ、英国、デンマーク、

フランス、スペイン）の支援で約 1.3 兆ユーロ（実施総額の約 80％）を占める10。 

支援の承認枠と各国の経済規模（GDP）を比べると、アイルランドで 3.6 倍、デンマーク

で 2.5 倍、ベルギーではほぼ同等となっている。巨額の公的支援が行われたことがわかると

同時に、各国単体で公的支援を行い続けることには限界があることが読み取れる（本稿の

巻末の参考 1－3 を参照）。 

 

BOX １ EU について 

欧州連合（European Union : EU）は、現在 27 の加盟国から構成され、経済・金融のみなら

ず広範な分野をカバーしている。機能上は 3 つの柱があり、まず、①「欧州共同体」とし

て、通商・経済分野で共通の機関を有する 3 つの共同体11を合体した経緯をふまえ、主とし

て通商・国際移動、エネルギー安全保障を含む広義の経済政策、金融政策、広義の社会政

策等を行う。また、②「共通外交安全保障」として通商以外の外交及び共通安全保障政策

を行うとともに、③「警察刑事司法協力」として警察、刑事司法、税関等の協力を行う。 

（主な機関） 

EU の主な機関として、欧州委員会（European Commission）、欧州議会（European Parliament）、

閣僚理事会（Council of the European Union）、欧州理事会（EU 首脳会議）（European Council）

がある（図表１）。 

欧州委員会は、法案提出権、EU 法の制定、監視、予算執行等の権限を有する行政機関で

ある。 

欧州議会は、意思決定及び民主的統制機関である。EU 市民の直接選挙により選出された

議員により構成され、閣僚理事会と同列の共同決定権を有する。 

閣僚理事会は加盟国閣僚と欧州委員会委員からなる意思決定・立法機関である。 

欧州理事会（EU 首脳会議）は加盟国首脳と欧州委員会委員長からなる 高意思決定機関

                                                        
10 European Commission(2012 f) 、同ウェブサイト。2008～2012 年 6 月までの支援のピーク残高は約 1.5 兆

ユーロ。2012 年 6 月時点で支援残高は約 1 兆ユーロ（Eurostat）。 
11 1951 年のパリ条約により欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）が創設され、続いて 1957 年のローマ条約により

欧州経済共同体（EEC）と欧州原子力共同体（EURATOM）が設立された。 
1986 年の単一欧州議定書のもと 3 共同体は域内の障壁を徐々に廃止し、単一市場を完成させた。1992 年に

欧州連合条約（マーストリヒト条約）により経済通貨同盟（EMU）を目指す欧州連合が誕生した。 



49 
 

である。主に EU の進むべき方向性や外交・共通安全保障について決定する。 

 

（意思決定プロセス） 

EU の意思決定は、次のプロセスで行われる。①欧州委員会は法案を欧州議会と閣僚理事

会に提出する。②両者で承認後、③首脳会議に報告、承認され、その後、④各国における

立法手続等が行われる。この他、欧州議会に対して、欧州中央銀行（European Central Bank : 

ECB）は勧告、欧州裁判所は法令等の適用要請を行う。 

閣僚理事会のうち、EU 経済・財務相理事会（ECOFIN）は、毎月定例で開催され、経済状

況の監視、加盟各国の予算政策・財政の監視、金融市場・資金移動などの諸問題に関する

経済政策指針を策定する。また、欧州議会とともに EU の予算編成・決定に関与する。 

この他、非公式ながら、ユーロ圏の財務相会合としてユーログループ（Eurogroup）があり、

経済政策等についての公式な意思決定機関である ECOFIN に先立ち開催される。 

 

図表１ EU の機構 

 

 

 

（資料）各種資料より作成 
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（危機後の金融規制改革） 

金融危機の教訓から、EU では金融規制の改革が進められてきた。2009 年 2 月には、金融

監督・規制の包括的な枠組みについての見直しに関する提言（「ドラロジエール・レポート
12」）が出され、提言に沿って金融セーフティネットに係る域内共通基準（EU 指令）の改定

や、新たな監督の枠組みの構築等が進められた。 

具体的には、2010 年 7 月には、預金保険等の金融セーフティネットに係る EU 指令の改正

案及び導入方針が示され、銀行、証券、保険のそれぞれについて、預金保険指令、投資家

保護指令、保険契約者保護指令の改正案が欧州議会に提出された。 

また、2011 年から新たな監督体制が構築された。EU レベルでのマクロプルーデンスを担

う欧州システミック・リスク理事会（European Systemic Risk Board: ESRB）のもと、欧州監

督機構（European Supervisory Authorities :ESAs）として、銀行、保険、証券ごとに、欧州銀

行監督機構（European Banking Authority :EBA）、欧州保険年金監督機構（European Insurance 

and Occupational Pensions Authority : EIOPA）、欧州証券市場監督機構（European Securities and 

Markets Authority : ESMA）が組成され、各国当局と協調し、ミクロプルーデンスの監督を行

う体制が整備された。 

 

（新たな協定の締結－経済運営と財政規律） 

EU では、1998 年に ECB を発足させ、EMU を目指してきたが、金融危機後に各国の経済

成長が伸び悩む一方で公的支援などにより政府債務が増加し、EU 各国に求められる政策の

適切な管理が困難となってきた。 

このため、EU では各国の財政規律の強化を図ることを目的とし、2011 年初めに「欧州半

期（European Semester）制度」13を導入し、加盟国の財政運営の監視を強化した。また 2011

年 3 月には 23 か国間で「ユーロプラス協定（Euro Plus Pact）14」を締結し、2011 年 12 月に

は「シックスパック（Six-Pack）15」を発効させ、既存の「安定成長協定（Stability and Growth 

Act）16」を強化している。 

2012 年 3 月には、EU 各国は財政均衡義務の国内法制化を各国に義務付ける「安定、協調

及び統治に関する条約（Treaty on Stability, Coordination and Governance : TSCG）17」に調印し

                                                        
12 European Commission（2009） 
13 EU における半期単位での意思決定の基本スケジュールを制度化したもの。経済ガバナンスの強化策、

マクロ経済の不均衡是正、構造改革、財政政策予算の監視制度などが含まれる。 
14 競争力、成長、持続的な財政ファイナンスの分野について、23 か国（ユーロ圏 17 か国に加え、デンマ

ーク、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ルーマニア）の間で締結した協定。 
15 経済ガバナンス強化のための 5 つの規則と１つの指令からなる協定。財政基準及びマクロ経済の条件を

満たさない場合は、過剰財政赤字措置（Excessive Deficit Procedure：EDP）、過剰不均衡措置（Excessive 
Imbalance Procedure：EIP）が発動される。 
16マーストリヒト条約で定められた過剰財政赤字の是正手続きの実質的な適用を図るために、1997 年 6 月

に制定された欧州理事会規則。 
17 25 か国（EU のうち除く英国、チェコ）により締結された政府間条約。条約の財政に係る部分は、「財政
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た。条約により、各国は同協定発効から 1 年以内に、財政均衡目標を憲法又は予算措置を

伴う国内法に盛り込むこととなっている。 

（財政・金融面の支援のためのセーフティネットの整備） 

また、危機対応として各国レベルで公的支援が行われるとともに、EU 全体での財政・金

融面での支援のため、セーフティネット（安全網）が整備された。2010 年 5 月に、EU 及び

IMF はギリシャ等に対する支援について合意した。続いてユーロ圏各国は欧州安定拠出基

金（European Financial Stability Facility : EFSF）18の設立で合意し、EU レベルでも欧州金融

安定メカニズム（European Financial Stability Mechanism : EFSM）19の設立が合意された。 

その後、アイルランド、ポルトガルに EFSF 等による支援が行われ、2012 年 10 月には、

ユーロ圏における恒久的なセーフティネットとして欧州安定メカニズム（European Stability 

Mechanism : ESM）が発足した。ESM では、ユーロ圏各国に対し 5,000 億ユーロまでの金融

支援が可能となり、2012 年 12 月にスペインへの支援を実施している。 

 

２．銀行同盟の構成要素 

（１） 銀行同盟とは 

「銀行同盟（Banking Union）」というフレーズは、欧州委員会のバローゾ委員長が 2012 年

5 月のスピーチ20で言及したのが端緒である。 

当時は、ギリシャ問題を契機に、信用力が低下した国の国債などを保有する欧州の銀行が

信用危機に陥る状況が発生しており、こうした事態に対し、特にユーロ圏でソブリン問題

と銀行の問題を切り離し、金融安定を図る試みが「銀行同盟」構想の根底にあった。 

これに続き、6 月の EU 首脳会談では「銀行同盟」の設立について合意された21。合意では、

「銀行同盟」は「監督」、「破綻処理」、「預金保険」という 3 要素により構成されるとし、

ユーロ圏の金融機関の監督権限を ECB に移し、各国当局と中央銀行を交えた銀行監督及び

破綻処理等のネットワークを構築することを主な内容としていた。 

その後、2012 年 9 月に銀行同盟に関連して、欧州委員会より次の 3 つの提案がなされた。 

① 銀行（credit institutions）の厳格な監督政策に係る ECB の特定業務付与：単一監督メカ

ニズム（Single Supervisory Mechanism : SSM）の創設により、ECB（及び各国当局）に

                                                                                                                                                                   
協定（Fiscal Compact）」といわれる。 
18 EFSF はいわゆる「トロイカ（欧州委員会、ECB、IMF）」により構成され、支援枠は 4,400 億ユーロ。

内訳はギリシャ向け（支援枠 1,091 億ユーロ）、アイルランド向け（2010 年 11 月支援合意、支援枠 177 億

ユーロ）、ポルトガル向け（2011 年 5 月支援決定、支援枠 260 億ユーロ）。支援にあたっては経済調整プロ

グラムの提出が必要。 
19 EFSM は欧州委員会に加盟国向けの 600 億ユーロの借入枠を付与するもの（2012 年 10 月までにアイル

ランド向け 225 億ユーロ、ポルトガル向け 260 億ユーロの支援を合意）。借入国は経済調整プログラムの提

出が必要。 
20 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-402_en.htm を参照。 
21 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131201.pdf を参照。 
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ユーロ圏の全銀行の監督権限を与えること。 

② EBA の権限見直し：EBA にユーロ圏と非ユーロ圏の間の意思決定構造のバランスを保

証するような EBA の規制の変更を認めること。 

③ 銀行同盟に向けたロードマップ：単一ルールブック、単一の預金保険、単一銀行破綻

処理メカニズムなどを主な内容とするロードマップ。これに基づき 2012 年 12 月に、

詳細な工程表が作成されている。 

BOX 2 EMU と銀行同盟 

銀行同盟は EMU の枠組上「統合された金融枠組み」の一要素として位置づけられる。 

１． EMU の現段階 

EMU は次の 3 段階を経ており、現在単一通貨ユーロを導入する国は第 3 段階にある。 

 第 1 段階（1990 年～1993 年 12 月）：域内の資本移動に関する制限を原則撤廃し、マ

ーストリヒト条約により加盟国の経済収斂基準22が設けられた。 

 第 2 段階（1994 年１月～1998 年 12 月）：単一通貨導入に向け、加盟各国の財政赤字

を抑制するルールを整備し、1998 年 6 月には ECB が発足した。 

 第 3 段階（1999 年 1 月～）：単一通貨ユーロが導入され、ECB が単一通貨政策を担う

ようになった。ユーロは 1999 年に会計上の通貨として参加国通貨の換算レートを固

定し、11 か国で導入された。2011 年以降は 17 か国がユーロを採用している。 

［参考］欧州とユーロ圏 

EU のうちユーロ以外の独自通貨を採用する国（10 か国23）もあり、欧州内の通貨事情は各

国でばらつきがある（次ページ、図表２）。ユーロは EU 内 17 か国のほか、モナコ、バチカン

等、ユーロ加盟国と通貨同盟を結ぶ国でも使用されている。 

単一通貨であることは、各国の差異があっても同じユーロ建てで値付けがなされること

を意味する。しかし、実際には域内では必ずしも一物一価が成立しておらず、例えば各国

での１ユーロの価値（各国内で１ユーロで買えるモノ）は各国において異なる。こうした

状況下で、ユーロ圏では、共通の金融政策（金利決定）を ECB が行い、財政政策（課税

及び支出）を各国で行うため、経済運営上の連携が不可欠となる。また、金融機関レベル

では、バランスシート上、資産価値が集約的に預金通貨に反映される。それぞれの差異に

起因する歪みとその管理が困難な点が単一通貨制度上の根本的な課題として存在する。 

                                                        
22 単一通貨の導入には当該国の経済及び財政状況が一定の幅に収まっていることが必要とされた。これを

収斂条件（Convergence Criteria）といい、①物価上昇率が も低い 3 か国の平均値より上下 1.5％以内、②

長期金利（10 年物国債）が、物価上昇率が も低い 3 か国の平均値より上下 2％以内、③財政赤字の GDP
比が 3％以内、④政府債務残高が GDP の 60％以内、⑤為替相場が直近 2 年間安定している、などそれぞれ

が満たすべき一定の水準又は範囲が示されている。 
23 ユーロを採用していない理由としては、①ユーロ不参加（opt-out）を決めた（英国、デンマーク）、②当

初の収斂条件（Convergence Criteria）を満たさない（旧東欧諸国等）、に大別される。 
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図表２ 欧州とユーロ圏 

 
（資料）各種資料より作成 

２．EMU の４本柱 

EU では、金融危機後に各国間の一層の連携強化に向けた取り組みがなされてきた。2012

年 6 月の EU 首脳会議では“Towards a Genuine Economic and Monetary Union”（真の経済通貨

同盟にむけて）と題する提案が欧州委員会から提出され、12 月に、その 終文書が欧州首

脳会議において合意された。 

同文書には、向こう 10 年間の EMU の将来展望、成長・安定・雇用に EMU が 適に寄与

するための方策が盛り込まれており、骨子となる枠組みは次の 4 点である。 

① 統合された金融枠組み：金融を安定化させ、銀行の破綻が市民に与える影響を 低限

にとどめること、金融機関の監督責任の所在を EU レベルに引き上げるとともに、銀

行の破綻処理と預金保険制度を統一すること 

② 統合された予算枠組み：各国及び EU 全体で健全な財政政策の策定が確実に行われる

よう、協調した合同での意思決定、共通の債券発行に向けた相応の施策を行うこと 

③ 統合された経済政策の枠組み：持続可能な成長、雇用、競争力の促進につながると同

時に、EMU の円滑な機能に資する政策について、各国と EU 双方で確実な実施を担保

すること 

④ EMU における民主的正統性と意思決定の説明責任の確保 

３．EMU と「銀行同盟」との関係など 

「銀行同盟」は、上記の EMU の 4 つの骨子のうちの「統合された金融枠組み」の中に位

置づけられている。 

また、EMU の枠組みとは別であるが、金融安定理事会（Financial Stability Board : FSB）の

「金融機関の実効的な破綻処理枠組みの主要な特性（Key Attributes）」（2011 年）、バーゼル

銀行監督委員会（BCBS）・国際預金保険協会（IADI）により公表された「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: Core Principle ）」（2009 年）は、

銀行同盟の構成要素である「監督」、「破綻処理」、「預金保険」を考える際に、基本的枠組

みを提供するものである。 
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（２） 監督 

銀行同盟における金融監督については、各国当局から ECB に監督権限を授権し、単一監

督メカニズム（Single Supervisory Mechanism：SSM）を構築する方針が、2012 年 12 月の EU

首脳会議で確認されている24。 

 

（ECB への監督権限の授権） 

ECB は、従来の金融政策権限とは別に、ユーロ圏の全銀行（約 6,000）のうち、システム

上重要な金融機関等25（約 150～200）について、金融安定化に係る特定の監督事項について

の 終責任を負う。 

ECB に付与される具体的な権限としては、①ユーロ圏における許認可（免許）に係る権限

（資本、レバレッジ、流動性基準にかかわる監督）、②ストレステスト及び早期介入関連の

監督等がある。 

また、SSM による監督開始時期は、2014 年 3 月または各国での法制化から 12 ヶ月後のい

ずれか遅い時点とすることが示された。なお、SSM は基本的にユーロ圏を対象とするが、

非ユーロ加盟国が自発的に SSM に加わることも可能とされている。その他、監督理事会

（Supervisory Board）を ECB 内に設立し、ユーロ圏と非ユーロ圏の加盟国は完全かつ対等な

議決権を有することとされた26。 

（各国当局及び EBA との役割分担） 

SSM が実施されても、各国の監督当局は日々の監督と ECB の決定に係る準備及び実施に

ついて引き続き重要な役割を担う27。 

また、ECB は金融監督についての EU の枠組みの中で EBA と協力することとし、EBA は

従来と同様に EU の全 27 か国に適用される単一ルールブックを作成し EU 全体の監督手法

の整合性の確保を担うこととされた。 

（SSM と ESM の関係） 

SSM の創設後は、欧州安定メカニズム（ESM）が直接銀行への資本注入等を行えるように

なる。その実現性を確保するための SSM の実施枠組みについて、2013 年前半の可能な限り

早期に合意することとされた。 

                                                        
24 2013 年 4 月、閣僚理事会と欧州議会が SSM 創設につき合意した。 
25 その選定条件は、①資産規模が 300 億ユーロ超、②資産規模が 50 億ユーロ以上で各国の GDP の 20％以

上、③クロスボーダーの活動が大規模と各国当局や ECB が判断したもの、④公的支援を受けたもの。 
26 欧州議会は監督理事会の議長・副議長の選任権、解任提案権を有する。さらに ECB による提案に対して

欧州議会に閣僚理事会より先決権を付与し、民主的な統制を確保している。 
27 各国当局は、ECB に移らない分野（消費者保護、資金洗浄、決済サービス等）について引き続き監督す

る。 
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（３） 破綻処理 

破綻処理に関しては、欧州委員会より、銀行（credit institutions）と投資会社（investment firms）

の再建・破綻の枠組みに関する指令案28（Recovery and Resolution Directive：RRD）が 2012

年 6 月に欧州議会と閣僚理事会に提出された。 

 

（３つの処理フェーズ：破綻処理の準備と予防、早期介入、破綻処理） 

RRD では、再建・破綻処理の枠組みにおいて効率性確保の必要性から、破綻処理当局（当

局）は、①破綻処理の準備と予防、②早期介入、③破綻処理の 3 つのフェーズに分けて対

応することとしている（図表３）。 

まず、①破綻処理の準備と予防（preparation and prevention）では、ア．各金融機関は財

務状況が悪化した際の再建計画（recovery plan）を策定すること、イ．当局は金融機関が存

続不可能な状況に陥った場合の破綻処理計画（resolution plan）を策定すること、ウ．これら

の再建・破綻処理計画（recovery and resolution plan : RRP）は、金融機関の個別レベル、グ

ループレベルの両方で策定すること、エ．当局が破綻処理可能性を評価（assessment of 

resolvability）したうえで、RRP の円滑な遂行に支障があると認める場合、当該金融機関に

対して法律上（組織上）または業務上の変更を要求できること、があげられている。 

次に、②早期介入（early intervention）としては、当局は、金融機関が自己資本規制を遵

守できない、またはその可能性が大きい場合、早期介入を実施することとしている。具体

的には、当局は、再建計画の完全実施、実施のためのアクションプランの策定、株主総会

の招集、債務整理計画の策定等を当該金融機関に求めることができる。 

さらに、③破綻に至った場合の破綻処理の方針として、当局は、ア．金融機関の特別な

破綻処理制度を構築すること、イ．破綻処理に対する投資家の適確な予見可能性と当局の

裁量とのバランスを図ること、ウ．EU 域内市場におけるクロスボーダーの破綻処理プロセ

スを整備する29こと、が示された。 

また、破綻処理のツールとして、①事業売却、②ブリッジ金融機関の導入、③資産分離

（asset separations：不良資産等を資産管理会社に移管）のほか、新たに④ベイルイン・ツー

ルの導入（債権者の債権を減額または株式に転換すること）が EU レベルで求められている。 

破綻処理の費用を賄う破綻処理基金（Resolution Fund）については、金融機関の負債及び

リスクプロファイルに応じた拠出金により、各国で破綻処理基金を設置することとしてい

る。破綻処理基金は 10 年間で付保預金の 1％の水準に到達するものとし、各国の破綻処理

                                                        
28 本指令案は、ユニバーサルバンクサービスを前提とした、銀行及び投資会社の概念に基づいている。銀

行（credit institutions）は預金や貸出等を取り扱う機関をいう。また、投資会社（investment firms）は、金融

商品についての投資サービス（investment services）を営む法人全般をいう（本指令案第 4 条）。（なお、い

わゆる投資銀行業務は兼営であれば銀行が行っている。） 
29 各国の破綻処理当局は、国境を越えて活動する金融機関グループに対応するため、各国間で協力するほ

か、EBA とも協力する。また、EBA の規則に少数意見を尊重する枠組みを追加し、SSM 不参加国からも

少なくとも 2 か国を EBA の理事会メンバーに加えるよう、変更が提案されている。 
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基金は、国境を越えて活動する金融機関グループの破綻処理に対応するために、預金保険

基金との相互利用も可能とされている。 

図表３ 破綻処理指令（案）の概要 

 

（資料）欧州委員会 

 

BOX 3 金融危機の経験をふまえた改革提言 

EU の専門家グループでは、サブプライムローン問題以降の大規模金融機関の経営危機の

原因分析を行い、以下のような提言を行っている30。 

①銀行グループにおいて、預金取扱業務と特定の高リスク業務（高いレバレッジ取引、自

己勘定取引やデリバティブ等）は、法的（エンティティごと）に分離すべき 

                                                        
30 European Commission（2012d）、専門家グループは経営危機の原因として、①過剰なリスク・テイキング、

②過剰なレバレッジ、③不適正な資本・流動性要件、④銀行システム全体の過剰な複雑さ等をあげている。 

項目 欧州委員会指令案(破綻処理）

範囲
EU資本指令（CRD）により定義された銀行(credit institutions)と投資会社
(investment firms)（システム上問題となるか否かにかかわらず対象範囲となる）

破綻処理当局

各国は、破綻処理当局を設立（確定）するが、どのような機関が破綻処理を実施
するかについては裁量に任されている（監督当局と同じ機関が破綻処理当局の
機能を有することも可）。
原則として、破綻処理に入るかどうかの判断に財政当局が関与すべきかどうかに
ついては明確ではない

破綻処理計画
破綻処理当局は、対象となる全ての銀行と投資会社より提出された詳細な情報
を基に破綻処理計画を作成する義務を有する

予防的措置
破綻処理計画の作成の結果、破綻処理の円滑な遂行に支障があると認められる
場合、破綻処理当局は当該金融機関に予防的措置をとらせることができる

早期介入－特別管理人 破綻処理当局は、早期介入権限を有し、特別管理人を指名することができる

破綻処理開始のトリガー

トリガーは種々の類型あり（混合）
公共の利益があり、かつ民間部門のみでの解決策がない場合に限り、破綻処理
のツールを使用することができる

破綻処理のツール
継続企業を前提としたGoing Concernのツールと、継続企業を前提としないGone
Concernのツールの両方がある：事業売却、ブリッジバンク、不良資産分離、ベイ
ル・イン（bail-in）

破綻処理のメカニズム
混合型：管財人を使うか、executive order（行政命令）により処理するか、を当局
が決定可能

ベイル・イン／債権カット
Going concern（ベイル・イン)ベースでもGone concern(ブリッジバンク）ベースでも
債権カットは可能
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②ベイルインの導入が必要 

同提言の考え方の特色は、大規模金融機関がその複雑さと大きなエクスポージャーゆえに

経営危機に至ったため、破綻処理の障害となるそれらの要因を、減らすか分離することが

望ましいとしている点である。 

提言では、その具体策として①伝統的な商業銀行業務と異なる新しい（ハイリスクの）業

務を制限する、②リスクをふまえたベイルイン可能な損失吸収力を保持するとともに、転

換可能な資本ツールを追加発行する、③グループ全体の経営状況、財政状態、リスク状況

等、企業グループの状況について当局への報告義務を課す、④当局による破綻処理の実行

可能性の評価においてこれまで EBA で検討されてきた分析手法や技術ガイドラインを活用

する、ことを示しており、これらにより、金融機関の破綻処理の実効性を高めうるとして

いる。 

 

 

（RRD の課題等） 

RRD に示された考え方のうち、特に重要と考えられるものは、①RRP の策定、②ベイル

イン、③金融機関の資産・負債の時価評価であるが、これらには課題もある。 

まず、RRP の策定については、金融機関を通常の営利企業とみれば、破綻を前提とした活

動（初動の再建計画の策定等）に経営資源を投入するのは、本来は考えられないことであ

る。したがって、平時から破綻処理の準備を金融機関に求めるのであれば、制度的な枠組

みが不可欠といえる。また、RRP を実効的なものとするためには、セーフティネット機関

を含めた破綻処理当局と金融機関の緊密なコミュニケーションが重要となる。 

次に、ベイルインは、金融機関の破綻による損失の負担を債権者に求める概念である。損

失は、破綻金融機関の株主・債権者、業界により負担されるべきであり、納税者負担を回

避するという考え方に基づいている。 

サブプライムローン問題後に、各国で銀行の破綻処理法制が整備されてきている動きもあ

るが31、ベイルインを新たに導入する場合には、破綻処理手法としての概念の明確化がまず

必要であろう。ベイルインの対象と範囲が何によって（契約、法令、当局決定など）規定

されるか、ステークホルダーの階層化（充当順位）の決定、トリガー等の発動要件が破綻

処理に影響を与えるため、それらを統一する必要がある。 

第三に、破綻処理では、金融機関の価値の評価および損失（支援）額の決定が必要になる。

そのためには「資産・負債及びエクスポージャーの時価評価」、「潜在的な損失見込額の算

定」、「当局が破綻金融機関の全負債32をベイルインする権限を有すると同時にステークホル

ダーの権利等を保護する措置」などの具体的な実施手法を検討していかなければならない。 

                                                        
31 例えば、英国では 2009 年銀行法、ドイツでは 2010 年に銀行再編法、スペインでは 2012 年に国王令が成

立している。 
32 このうち、付保預金や満期まで１か月未満の負債等は、対象から除外される。 
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（破綻処理に関係する預金保険機関の役割） 

破綻処理に関係する預金保険機関にとっては、RRD に沿った破綻処理を実施するうえで、

①付保預金の払い戻しに加え、それ以外の破綻処理費用についても預金保険機関が負担す

る可能性、②準備・予防、早期介入、破綻処理の一連の過程において預金保険機関が広く

関与することになる可能性、が考えられる。したがって、預金保険機関としては、必要な

情報を入手したうえで、①RRP の策定に関与すること、②破綻前を含めた各段階で破綻処

理当局と協力すること、③ベイルインの意思決定及び資産・負債評価に関与すること、が

特に重要になると考えられる。この他にも、預金保険機関としては、継続企業の前提に立

って破綻の予防として（預金保険基金の負担によって）資本注入等を実施したにもかかわ

らず、結果的に破綻の予防が失敗しペイアウト（破産・清算）に移行する場合に、破綻処

理費用の二重払い（当初の予防等の費用分とペイアウト時の保険金の支払い）が生じる懸

念も指摘されており、そうした事態への対応措置を講じることも重要である。 

 

（単一破綻処理メカニズム（Single Resolution Mechanism：SRM）） 

SRM とは、RRD に基づき EU 各国の破綻処理制度が整備された次の段階として EU 共通

の破綻処理制度を構築しようとするものである。欧州委員会は 2013 年中に SRM について

の提案を行う予定としている。SRM の創設は EMU の「統合された金融枠組み」を完遂す

るうえで不可欠のものであり、SRM により破綻金融機関の経済的価値を維持しつつ、破綻

処理コストを 小化することが可能となるとされている。 

また、SRM では、破綻処理制度の共通化に加え、共通の破綻処理当局である「単一破綻

処理当局（Single Resolution Authority）」を創設することにより、適時かつ効率的な破綻処理

の遂行とともに EU 域内で統一的な破綻処理を行うことが可能になる。 

 

（４）預金保険（Deposit Guarantee Scheme : DGS） 

EU における預金保険制度については、1994 年に導入された預金保険指令（Deposit 

Guarantee Scheme Directive：DGSD）に関して、金融危機の経験をふまえ、2010 年 7 月に

同指令の改正案が欧州委員会より提出されている。 

改正案のうち、特に重要と考えられるのは、EU の金融機関がクロスボーダーで業務を展

開している現状から、預金等の保護範囲及び水準（どのような商品をいくらまで保護する

か）を統一化することである。また、EU 各国で相違が見られた資金調達や保険料につい

ても、事前積立による資金調達やリスクベースの保険料率の導入が提案された。 

しかし、DGSD については、これに沿った形で付保水準が EU 各国で 10 万ユーロに引き

上げられたものの、2013 年 4 月時点では 終的な結論は得られていない。 
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BOX 4 キプロスにおける預金課税の議論 

2013 年 3 月にユーロ圏各国は、キプロスに対し金融支援（上限 100 億ユーロ）を行うこ

とで合意した。（キプロスは、金融セクターの資産規模が経済規模（GDP）の 7 倍以上に

達する「金融立国」であったが、関係が深いギリシャのソブリン問題の影響を受けて金融

セクターが苦境に陥り、支援が必要になったもの。） 

支援に際し、キプロス政府が、預金者（居住者及び非居住者）に負担を課すこと（一回

限りの課税）を含め、自国内で損失を負担して金融支援額の縮小策をとることが条件とさ

れたため、政府は預金に課税する法案を提出する方針を表明したが、キプロス国民の強い

反発を招き、課税法案は議会で否決された。 

キプロスは 2000 年に預金保険制度を導入しており、保護範囲は 10 万ユーロとされてい

る。その後、ユーロ圏財務相会合では 10 万ユーロまでの預金は全額保護することを確認

し、 終的には、10 万ユーロまでの預金は保護されると同時に、キプロスの大手 2 行を実

質的に破綻処理（うち 1 行は救済し存続）することで決着した。 

その処理においては、10 万ユーロを超える預金の所有者が損失を負担することになった

が、RRD に含まれるベイルインが非付保預金部分に適用され、非付保預金部分と救済され

る銀行の株式との交換が行われる点が特徴的である。 

 

 

（５）EMU 及び銀行同盟に関するスケジュール 

（EMU のスケジュール） 

EMU のスケジュールについては、2014 年までのロードマップが示されており、3 つのス

テージに分かれている。 

第 1 ステージ（2012 年末～2013 年）では、財政の持続可能性を確保し、金融機関とソブ

リンの結びつきを断ち切ることを目標として、①実効的な SSM の確立、②調和のとれた

各国の破綻処理と預金保険制度の枠組みに関する合意の締結、③ESM から金融機関に資本

注入を直接行うための実務的な枠組みの設定、を主な内容としている。 

第 2 ステージ（2013 年～2014 年）では、統合された金融の枠組みを完成し、健全な構造

改革政策を促進するため、共通の破綻処理当局及び破綻処理に関する決定を迅速かつ公平

に行うための適切な歯止め33（backstop）を EU レベルで設置する予定とするとともに、EU

共通の SRM を導入することとしている。 

第 3 ステージ（2014 年以降）では、①（各国の）ショックを吸収する機能を EU レベル

で創設して EMU の耐性（resilience）強化を図ること、②各国に特有なショックを吸収す

るための財政能力（fiscal capacity）を EU レベルで確立することとしている。 

                                                        
33 ESM 等のいわゆるセーフティネット（安全網）をさす。 
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（銀行同盟のスケジュール） 

銀行同盟については、2013 年 4 月時点で、以下のようなスケジュールが示されている。 

まず、監督については、ECB への監督機能の移管が 2013 年より開始され、単一監督メ

カニズム（SSM）の設立が 2014 年の 3 月を目標として行われる。 

破綻処理に関する再建・破綻処理指令（RRD）及び預金保険指令（DGSD）についての

スケジュールは、①2013 年 3 月末までに首脳会議で合意する34、②2013 年 6 月末までに欧

州議会等と合意する、③その後、各国は優先事項として本指令を法制化するとされている。

なお、RRD に盛り込まれたベイルインの導入開始については 2018 年１月とされている。 

このように、「完全な銀行同盟」に向けたスケジュールは全体で 5 年以上の時間軸が示さ

れており、スケジュールの変動要因としては、EMU の枠組みにおける金融以外の分野で

の進捗状況や、EU の枠を越える国際的規制（バーゼルⅢ等）がある（p.62～63、図表４）。 

 

３．今後の展望等 

 以上のように、銀行同盟は EMU における「統合された金融枠組み」として制度が整備さ

れるが、その実現にあたっては以下のような課題等が考えられる。 

（１）各国対応の調整 

（各国対応の温度差） 

銀行同盟に関しては、EU 内のユーロ圏各国間、ユーロ圏と非ユーロ圏で温度差がある。 

まず、ユーロ圏では、金融セクターが相対的に健全であるにもかかわらず、支援等による

負担増を懸念するドイツなどと、自国の金融問題に手を焼き ECB に監督を早く委ねたいと

もいわれる南欧諸国とでは事情が異なる。 

ユーロ圏と非ユーロ圏との関係では、非ユーロ圏の国も ECB に監督を任せることはでき

ることになっているが、銀行監督の枠組みをどこまで ECB に移譲するかについては、自国

の経済状況と金融セクターの状況によって幅がある。例えば金融センターを擁し自国の主

導権を維持したい英国と、ユーロの収斂条件を満たさないためユーロ圏に入れず、金融セ

クターへの国家の関与が大きい旧東欧各国とでは状況が異なる。 

（各国での立法措置等） 

銀行同盟で示されている各種の提案や指令案を実施するための立法措置は、各国で行う

部分と条約による部分がある。各国の政治情勢により、国内でコンセンサスを得られるか

は不透明である。ESM の稼働により、2012 年末から 2013 年初頭にかけては、ユーロ圏の

危機は一旦鎮静化した様相を呈した。危機からの脱出ムードが高まると、改革に対するイ

                                                        
34 2013 年 4 月末時点では合意について未公表である。 
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ンセンティブが後退し、スケジュールが遅延する可能性も出てこよう。 

（２）預金保険機関の役割の変化 

EMU の「統合された金融枠組み」及び銀行同盟の枠組みに基づき、預金保険機関等のセ

ーフティネットプレイヤーに求められる役割が変化する可能性がある。 

（業務範囲） 

銀行・証券・保険業務を担う金融グループの破綻処理を想定すると、保護すべき対象は、

預金者に限らず、投資者、保険契約者も含まれることになる。このため、セーフティネッ

ト整備の観点からは、預金者のみを保護してきた預金保険機関が、投資者、保険契約者を

も保護する役割が生じる可能性もある。例えば、英国の金融サービス補償機構（FSCS）は

銀行、証券、保険等、金融サービス全般をカバーしており、韓国、マレーシア等の預金保

険機関も複数の業態をカバーしている。 

また、大規模金融機関（いわゆる G-SIFIs）については、母国が中心となり破綻処理方式

の検討を進める形となっているが、ホスト国（母国以外の国）において、どのセーフティ

ネットプレーヤーが、どのような形で処理を行うか、既存の枠組みとの関係について見直

しが必要になるかもしれない。見直しによっては、セーフティネットとしての預金保険機

関の業務範囲も影響を受ける可能性もあろう。 

（機能） 

金融機関の破綻時においては、預金保険と破綻処理の機能を担う機関が必要になる。この

うち、預金保険機関が果たす機能については、破綻時に預金者に対し保護範囲に限定した

補償を行うだけの狭義の機能から、金融機関の破綻処理に関与する機能、預金にとどまら

ず、証券（投資家）・保険（契約者）を対象とするような機能までかなりの幅がある。 

欧州における破綻処理制度を巡る議論では、円滑な破綻処理のために預金保険と破綻処理

を一体的に取り扱う必要があるとする考え方に基づき、預金保険機関が破綻処理に、より

深く関与する可能性が出てきている。こうしたことから、預金保険機関の機能が拡大する

可能性が考えられる。 

（クロスボーダーの取扱い） 

欧州では、大規模な金融機関がクロスボーダーで事業を展開しており、その破綻処理は一

国内にとどまらず、クロスボーダーで対応することが必要になるが、その取扱いが明確に

なっていない35。 

                                                        
35 預金保険制度については、EU 各指令に基づき、欧州経済圏（European Economic Area : EEA、EU27 か国

に EFTA3 か国（アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン）を加えたエリア）では EEA 域内に本

店を有する金融機関の EEA 内支店の預金は、母国の制度により保護される等、相互主義に基づく統一的な

取扱いが既になされている。 
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図表４ EMU 及び銀行同盟に関する制度改正に関する動向 

（資料）欧州委員会等資料により作成（2013 年 4 月時点） 
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EU 域内ではこの問題は（EU 内の）「単一市場（single market）」として「市場内（internal 

market）」のテーマとして取り扱われるが、クロスボーダーの破綻処理は大きな問題であり、

破綻処理の中で預金保険機関が果たす役割にも変化をもたらすかもしれない。 

４．おわりに 

銀行同盟に含まれる制度の統合は、長い歴史と固有の伝統を持つ欧州各国が、それぞれの

独自性を維持しながらもまとまっていこうとする取り組みであり、そのプロセスは、相互

の多様性を尊重しつつ、共通事項を徐々に拡大していこうとする試みであるといえる。 

世界的な金融危機は、欧州の金融セクターの現状のプレゼンスを前提にする限り、一国で

は危機への対応が困難であることを明らかにした。したがって、統合へのプロセスは逆行

させられないという共通認識36に基づき、長期的な立場から各国が EMU 及び銀行同盟への

ステップを進めることが重要である。 

銀行同盟の議論の進展は、その構成要素である、監督、破綻処理、預金保険の各制度の在

り方にも大きな影響を与える。また、そうした EU での議論の流れが金融システム安定に係

る世界的な議論に影響を及ぼす可能性があることや、我が国金融機関の欧州での事業展開

にも影響を与えることから、銀行同盟を巡る動向には、引き続き注意を払う必要があろう。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
36 ESRB（2012）、参考 2 を参照。同様に IMF の 2013 年 2 月の報告では、「銀行同盟構想を後戻りさせては

ならず、ECB による監督一元化のみでは不十分」とする見解が示唆されている。（IMF（2013）） 
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（参考１）EU の金融セクターの状況と公的支援 

 

欧州委員会の専門家グループは、金融危機をふまえ EU の金融セクターの現状等について

様々な視点から分析を行っている37。 

参考１－１ 欧州の主要金融機関 

 

（資料）欧州委員会38 

参考１－２ 各地域の金融セクターの規模 

 
（資料）European Banking Federation (2011)、日本は上位 6 行ベース39。 

                                                        
37 European Commission(2012d) 
38 European Commission(2012d) 
39 European Commission(2012d) 

金融機関 国
総資産

 (€10億)
総資産/GDP

(%)

総資産/
EU GDP

(%)

常用雇用者数
（2011年、人）

在欧支店数
総資産変化率

(%、2007-11年)

Deutsche Bank* ドイツ 2,164 84.8 17.4 100,996 2,735 12.4
HSBC* 英国 1,968 119.8 15.8 288,316 1,984 22.2
BNP Paribas* フランス 1,965 99.8 15.8 198,423 6,816 16.0
Credit Agricole Group* フランス 1,880 95.4 15.1 162,090 9,924 22.0
Barclays* 英国 1,871 113.9 15.0 141,100 2,602 12.0
RBS* 英国 1,804 109.8 14.5 146,800 2,477 -28.0
Santander* スペイン 1,252 118.2 10.1 193,349 7,467 37.1
Societe Generale* フランス 1,181 60.0 9.5 159,616 6,456 10.2
Lloyds Banking Group* 英国 1,162 70.7 9.3 98,538 2,956 141.5
Groupe BPCE* フランス 1,138 57.8 9.1 117,000 8,388 n.a.（2009年合併）

ING* オランダ 961 161.5 7.7 71,175 1,938 -3.3
Unicredit* イタリア 927 59.4 7.4 160,360 8,068 -9.3
Rabobank Group オランダ 732 122.9 5.9 59,670 906 28.3
Nordea* スウェーデン 716 197.4 5.8 33,068 1,097 84.1
Commerzbank* ドイツ 662 25.9 5.3 58,160 1,598 7.3
Intesa イタリア 639 41.0 5.1 100,118 6,603 11.6
BBVA スペイン 598 56.5 4.8 110,645 2,965 19.1
Standard Chartered 英国 461 28.1 3.7 86,865 3 104.5
Danske Bank デンマーク 461 193.7 3.7 21,320 620 2.6
DZ Bank AG ドイツ 406 15.9 3.3 25,491 25 -5.9
Landesbank Baden-W. ドイツ 373 14.6 3.0 12,231 217 -15.9
KBC ベルギー 285 80.5 2.3 47,530 2,058 -19.7
Handelsbanken スウェーデン 276 75.9 2.2 11,184 747 40.0
SEB スウェーデン 265 73.1 2.1 17,571 362 6.9
Banca Monte dei P.S. イタリア 241 15.4 1.9 31,170 2,965 48.5
Erste Bank オーストリア 210 71.2 1.7 50,452 2,150 4.7
Swedbank スウェーデン 208 57.4 1.7 16,287 554 22.5
RZB AG オーストリア 150 50.9 1.2 60,599 2,977 9.2
UBI イタリア 130 8.3 1.0 19,407 1,919 6.8

25,086 2,599,531 89,577
G-SIFIs*（本拠地がEU内にあるもの） 20,382 1,988,661 65,412
(G-SIFIs/上記29社合計) 81.2% 76.5% 73.0%

上記29社　合計

EU 米国 日本
銀行部門総資産（兆ユーロ） 42.9 8.6 7.1
銀行部門総資産／GDP（％） 349 78 174
トップ10金融機関総資産（兆ユーロ） 15.0 4.8 3.7
トップ10金融機関総資産／GDP（％） 122 44 91
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EU は、米国、日本に比べて銀行部門の資産の規模が大きく（日本の約 6 倍、米国の約５

倍）、経済規模に比べて大きい（欧州は GDP の 3.5 倍、米国は 0.8 倍、日本は 1.7 倍）。 

 

参考１－３ 公的支援の状況（各国別） 

 

 

注:(1) 全期間の 大保証額  (2) 全期間の 大流動性供給額 

（資料）欧州委員会40（State Aid）等 

 

上表は公的支援について各国別の状況を示したものである。支援の内容・規模の他、囲み

で示すように、EU 及び各国における金融セクターのスケールインパクト（金融機関の総資

産の経済規模（GDP）に対する比率）の大きさが読み取れる。 

 

 

 

 

 

 

                                                        
40 European Commission(2012f) 

資本増強
等

保証 資産買取
流動性供

給、その他
等

資本増強
等

保証(1) 資産買取
流動性供

給、その他
等（2）

総数
GDP

（2011年）

国
 € 10億  € 10億  € 10億  € 10億  € 10億

2011年
GDP比

 € 10億  € 10億  € 10億  € 10億  € 10億
2011年
GDP比

社  € 10億
2011年
GDP比

 € 10億

ベルギー 20.40 310.00 28.22 0 358.62 97.4% 20.40 44.23 7.73 0 72.36 19.65% 108   1 ,161.71    315.4% 368      

ブルガリア 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 31    42 .86       111.4% 38       

チェコ 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 57    192.96      124.6% 155      

デンマーク 14.55 587.90 2.30 7.88 612.63 256.1% 10.77 145.00 0 1.97 157.75 65.94% 161   1 ,115.07    466.1% 239      

ドイツ 114.61 455.85 66.10 9.50 646.06 25.1% 63.24 135.03 56.17 4.75 259.19 10.08% 1,893 8 ,522.75    331.5% 2,571    

エストニア 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 17    19 .07       119.4% 16       

アイルランド 90.61 386.00 54.00 40.73 571.34 365.2% 62.78 284.25 2.60 0.08 349.71 223.54% 479   1 ,250.20    799.2% 156      

ギリシャ 35.75 85.00 0 8.00 128.75 59.9% 6.30 56.30 0 6.90 69.49 32.31% 54    435.21      202.3% 215      

スペイン 209.32 320.15 13.93 31.85 575.25 53.6% 19.31 62.20 2.86 19.31 103.68 9.66% 334   3 ,732.26    347.7% 1,073    

フランス 26.65 339.80 4.70 0 371.15 18.6% 22.46 92.73 1.20 0 116.39 5.83% 656   8 ,454.28    423.4% 1,997    

イタリア 20.00 110.00 0 0 130.00 8.2% 4.05 10.90 0 0 14.95 0.95% 740   4 ,158.07    263.1% 1,580    

キプロス 1.80 3.00 0 0 4.80 27.0% 0 2.83 0 0 2.83 15.91% 141   130.39      734.1% 18       

ラトビア 0.82 5.20 0.54 2.70 9.27 46.2% 0.51 0.54 0.41 0.97 2.43 12.12% 30    28 .35       141.4% 20       

リトアニア 0.58 0.29 0.58 0 1.45 4.7% 0 0 0 0 0 0% 91    24 .20       78 .8% 31       

ルクセンブルグ 2.50 6.15 0 0.32 8.97 20.9% 2.60 1.65 0 0.19 4.43 10.35% 142   1 ,040.68    2430.2% 43       

ハンガリー 1.07 5.35 0.04 3.87 10.33 10.3% 0.11 0.01 0 2.13 2.24 2.23% 189   115.33      114.7% 101      

マルタ 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 26    51 .17       796.2% 6         

オランダ 37.64 200.00 22.79 52.90 313.33 52.0% 18.86 40.90 5.00 30.40 95.16 15.80% 284   2 ,480.28    411.9% 602      

オーストリア 15.90 77.84 0.50 0 94.24 31.3% 7.38 19.33 0.40 0 27.11 9.01% 765   1 ,011.06    336.8% 300      

ポーランド 33.89 33.89 0 0 67.78 18.3% 0 0.00 0 0 0 0% 699   334.76      90 .5% 370      

ポルトガル 26.25 40.67 4.00 6.06 76.98 45.0% 0 8.54 0 2.85 11.39 6.66% 155   580.74      339.8% 171      

ルーマニア 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 41    90 .66       66 .4% 136      

スロベニア 0.63 12.00 0 0 12.63 35.4% 0.25 2.15 0 0 2.40 6.73% 25    53 .71       150.7% 36       

スロバキア 0.66 2.80 0 0 3.46 5.0% 0 0 0 0 0 0% 30    59 .72       86 .5% 69       

フィンランド 4.00 50.00 0 0 54.00 28.5% 0 0.12 0 0 0.12 0.06% 323   641.58      334.9% 192      

スウェーデン 5.03 156.00 0 0.52 161.56 41.8% 0.78 19.92 0 0 20.70 5.35% 174   1 ,160.04    299.9% 387      

英国 114.62 458.75 248.05 51.93 873.35 50.0% 82.39 158.22 40.41 18.55 299.57 17.15% 373   9 ,933.06    568.6% 1,747    

EU27か国計 777.29 3,647 445.75 216.27 5,085.95 40.3% 322.18 1,084.83 116.78 88.10 1,611.90 12.76% 8,018 46,820.15  370.5% 12,637  

項目

承認額 : 2008 - 2012年9月末 実施額 : 2008 - 2011年
金融機関総数及び総資産

(2012年3月末時点)

総額
総額

（2008-2011年）
総資産
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（参考２）銀行同盟に関する欧州システミック・リスク理事会のレポート 

欧州システミック・リスク理事会（European Systemic Risk Board：ESRB）の学術諮問委

員会（Advisory Scientific Committee：ASC）は、2012 年 10 月に銀行同盟に関するレポート

を公表している41。 

 

（銀行同盟について） 

 ASC は銀行同盟に関する欧州委員会の提案を歓迎するが、破綻処理についての言及が

ないことに懸念を抱いている。銀行同盟は、 終的には「単一の監督当局（a European 

supervisor）」「単一の破綻処理当局（a European resolution authority）」「単一の預金保険

制度（a European deposit insurance scheme）」によって構成されるべきである。 

（監督） 

 （各国から EU レベルへの）監督権限の移行は、破綻処理権限の移行と同時に行われ

るべきである。破綻処理メカニズムが機能することが、実効的な（effective）監督メ

カニズムの前提である。この両者が機能しない間は、預金保険を巡るモラル・ハザー

ドの問題［危機時における関係者の救済期待等］が回避できない。 

 一元化される監督権限はすべての銀行を対象とすべきである。現時点で も脆弱な銀

行はグローバルな銀行ではないため、グローバルな大手銀行のみを監督対象とするこ

とは問題がある。また、小規模な金融機関であっても、同じようなリスク・エクスポ

ージャーを有する場合、（同時・連鎖破綻により）システミック・リスクを発生させ

る可能性があり、全ての金融機関を監督することが重要である。 

 2012 年 9 月に ECB への監督権限の一元化が提案されたが、ECB の「監督機能」と「金

融政策」は組織的に分離されていなければならない。また、EU の他の機関や加盟国

政府の政治的な圧力からの独立が確保されなければならない。各国当局は ECB の指

示のもとで役割を果たすが、ECB が 終的な決定権を持つことで、各国の利害調整の

問題が軽減することになろう。 

 ECB は、バーゼル規制の第 1 の柱（ 低所要自己資本比率）に加えて、第 2 の柱（金

融機関の自己管理と監督上の検証）に関して主導的な機能を果たすべきである。金融

機関のみならず、各国の監督当局も問題の先送り（forbearance）を黙認してしまう

危険性42がある。ECB への権限付与の範囲は、明確かつ法的に行われなければならな

い。 

                                                        
41 ESRB（2012） 
42 ASC の 7 月のレポート（Forbearance, resolution and deposit insurance）では、「銀行の借り手に対する問題

の先送り」、「監督当局の銀行に対する問題の先送り」、さらにこれらの二重の先送り（double forbearance）
が指摘されている。 
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 一元化された監督権限を信頼できるものとするためには、（単一の預金保険制度はす

ぐには必要でないかもしれないが）単一の破綻処理当局は必須（essential）である。「単

一の監督当局」と「単一の破綻処理当局」はパッケージで導入されなければならない。 

 金融監督の主要な要素（key element）は、問題銀行の業務を停止し、閉鎖すること。

閉鎖の決定においては、決定がもたらす帰結を評価しなければならないが、そのため

には、①閉鎖がもたらすシステミックな危機を 小化するプロセス、②損失の負担に

関するルールが必要である。欧州では、そのどちらも現時点で決まっていない。 

（預金保険制度） 

 単一の預金保険制度の緊要性はそれほど大きくはない（less urgent）。また、単一の預

金保険制度の存在は、監督や破綻処理が機能するための必要条件ではない。破綻処理

に要する費用は（預金保険の基金でなくとも）業界からの負担（industry levy）や ESM

からの融資で調達可能かもしれない。ベイルインが実現すれば破綻処理費用の調達は

一時的なものとなり ESM からの融資で十分であろう。（付保）預金がベイルインの対

象にならない場合には、既存の各国の預金保険基金を使用して個別に（case-by-case 

basis）対応することが可能だろう。 

（破綻処理） 

 銀行同盟に関する欧州委員会の提案には、単一の破綻処理制度の導入に向けたタイム

テーブルが存在しない。欧州委員会は、共通の破綻処理の枠組みに関する EU 指令案
43が欧州議会・欧州理事会で採択された後、単一の破綻処理制度の提案を行う（早く

ても 2013 年）としているが、より早期に実現を図るべきである。 

（銀行同盟と預金保険制度の関係） 

ASC のレポートは、監督の一元化には基本的に賛同するものの、「破綻処理に関する単

一の制度がなければ実効的でない」とし、「単一の破綻処理制度にとって、単一の預金保

険制度の導入は必ずしも必要でない」と結論づけている。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
43 2012 年 6 月に提案された指令案は、EU 域内に単一の破綻処理制度を導入するものではなく、加盟各国

の破綻処理制度の調和を図ることを目的としている。 
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設立 10 周年を迎えた国際預金保険協会（IADI）の組織・活動について 

 

原 和明1 

 

国際預金保険協会（International Association of Deposit Insurers; IADI）は 2012 年に設立 10

周年の節目を迎えた。この 10 年間 IADI は、セミナーの開催や研究活動を行うとともに、

預金保険制度に関する国際的な基準づくりに深く関わってきた。 

その成果の一環として、2009 年 6 月に IADI はバーゼル銀行監督委員会と共同で、「実効

的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則（コア・プリンシプル）」を公表している。 2011

年にはコア・プリンシプルは金融安定理事会から金融システムの安定化のために不可欠な

12 の国際基準のひとつとして認められ、IMF、世界銀行が実施している金融セクター評価

プログラムでも評価基準として利用されるなど、IADI の活動は国際的に認められてきてお

り、その地位は向上してきている。 

 預金保険機構は IADI の設立メンバーであり、積極的に IADI の活動に参加・協力してき

た。設立以来、IADI の業務執行委員会の委員とアジア・太平洋地域委員会の議長職につい

ては、預金保険機構の国際業務を統括する理事が勤めており、IADI の研究活動やセミナー

への協力、新規加盟の勧誘等を通じて主導的役割を果たしている。 

 

目 次 

1 設立の経緯及び目的 

2 組織 

3 主な活動 

4 財務状況 

5 最近の新たな動き 

6 おわりに 

 

                                                  
1 預金保険機構・総務部調査室調査役（E-mail: kazuaki-hara@dic.go.jp）。2011 年 7 月から 2013 年 1 月ま

で IADI 事務局（スイス・バーゼル）にて勤務。 
 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 設立の経緯及び目的 

預金保険制度は、ルネサンス期にまでさかのぼる銀行や 17 世紀以降に確立・普及した中

央銀行などと比べると歴史が浅い制度である。世界で初めて預金保険制度が導入された米

国では、1934 年に連邦預金保険公社が設立されており、日本では 1971 年に預金保険機構が

設立された（世界で 10 番目）。預金保険制度は、現在では 100 以上の国で導入されている

が、ほとんどの国が 1980 年代以降に制度を導入しており、1980 年代にフランス、イギリス、

イタリアなど約 20 ヶ国、1990 年代になって韓国や東欧諸国など約 35 ヶ国で導入されてい

る。このように、預金保険制度は新しい制度であることから、制度の導入や変更のために、

国際的な基準となる指針が求められていた。 

1997 年以降の世界的な金融危機を受けて、金融市場の安定化を図る目的で、G7 により

1999 年 2 月に金融安定化フォーラム（Financial Stability Forum; FSF, 金融安定理事会（FSB）

の前身）が設立された。FSF において金融システムの重要な要素として預金保険制度が取り

上げられ、FSF 議長からカナダ預金保険公社の CEO ジャン・ピエール・サブラン氏（当時）

に、預金保険機関の設立やその改善に資する預金保険制度の国際的なガイダンス（指針）

を作成するよう要請があった。この要請を受けて、米国、アルゼンチン、イタリア、カナ

ダ、ジャマイカ、ドイツ、チリ、日本、ハンガリー、フィリピン、フランス、メキシコ、

世界銀行、IMF の代表で構成される預金保険部会2が FSF に設置され、協議には 100 カ国以

上、400 人以上の代表が関わり、2001 年 9 月に “Guidance for Developing Effective Deposit 

Insurance Systems”（預金保険の国際ガイダンス）が報告書として公表された。 

これを契機として、預金保険機関が相互に経験を共有するため、さらなる情報共有や国

際協力、研究活動をすすめようという動きが高まり、2002 年 5 月にスイス民法第 60 条に定

める非営利法人として IADI が設立された。 

IADI は、預金保険機関等の相互協力を強化することを通じ、金融システムの安定化に資

することを目的としている。IADI はその目的の達成のため、①預金保険制度に関する共通

の関心事項・問題点についての理解の促進、②異なる制度・環境等を勘案したうえでの預

金保険制度の実効性を高めるためのガイダンスの策定、③トレーニングや教材等を通じた

預金保険制度の諸問題に関する専門知識・情報の共有、④新たな預金保険機関の設立や制

度の改善への助言、⑤預金保険制度に関する調査研究活動を主な活動としている。 

IADI はその活動の一環として、2001 年 9 月に公表された「預金保険の国際ガイダンス」

等を発展させる形で、2009 年にバーゼル銀行監督委員会（Basel Committee on Banking 

                                                  
2 預金保険制度の作業部会では、以下の 16 の分科会に分かれて報告が行われ、預金保険制度を運営し

ていく上での指針が報告書にまとめられている。各分科会のテーマは、①モラルハザードに対応する選

択肢、②預金保険制度の政策目的、③状況分析、条件及び実施上の考慮事項、④預金全額保護から効果

的な限定保護の預金保険制度への移行時における特別考慮事項、⑤権限、⑥組織・機構、⑦セーフティ

ネット関係当局間の相互関係、⑧加盟、⑨保護範囲、⑩資金調達、⑪広報、⑫クロスボーダー及び地域

統合問題、⑬破綻銀行の処理、⑭預金者への保険金支払い、⑮債権と回収、⑯預金者の優先権及び相殺

権である。 
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Supervision; BCBS）と共に “Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems”（実効的な

預金保険制度のためのコアとなる諸原則3 以下「コア・プリンシプル」）を作成し公表する

とともに、2011 年に “Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems: A methodology for 

compliance assessment” （実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則の準拠評価のた

めの方法 以下「メソドロジー」）を公表している。また、2011 年にコア・プリンシプルは

金融安定理事会（Financial Stability Board; FSB）から金融システムの安定化のために不可欠

な 12 の国際基準（Key standards for sound financial system）のひとつとして認められた。こ

れらの動きを受けて、2011 年に IADI の規約（Statutes）が改正され、今後は、①国際的な原

則（Principles）・基準（Standards）の策定、②国際的な原則、基準、ガイダンス等の実現へ

の協力、③国際機関との協調、④預金保険制度が果たしている役割についての他のセーフ

ティネットプレイヤーへの伝達も主要な活動に含められることとなった。 

なお、IADI では戦略目標（Strategic Priority）を設定することとしており、2011 年の総会

で承認された戦略目標は、①コア・プリンシプル等に関わる技術支援等を通じた制度改善

への協力、②国際基準設定機関4をはじめとする国際機関との協力強化、③研究活動及びガ

イダンスの作成を通じた制度改善への協力、④会員の拡大及び事務局の強化となっている。 

 

2 組織 

IADI への加盟形態には、正会員（Member）、準会員（Associate）、オブザーバー、パート

ナーの 4 つがあり、預金保険機関のみが正会員となれる。預金保険機関以外のセーフティ

ネットプレイヤーは準会員、非営利団体で正会員・準会員の条件を満たさない先はオブザ

ーバー、非営利団体で IADI と協力協定を結んでいる機関はパートナーとなることができる。

IADI は設立時 25 の正会員でスタートしたが、加盟機関は順調に増加し、2013 年 3 月末時

点では、正会員 67、準会員 9、パートナー12 に達している5。 

正会員は、IADI の意思決定に参加できる一方、準会員、オブザーバー、パートナーは総

会への出席をはじめ IADI の活動には参加できるが、議決権は与えられていない。IADI には

最高意思決定機関としての総会（General Meeting）と実質的な意思決定を委ねられた業務執

行委員会（Executive Council; EXCO）がある（図 1  IADI の組織図 参照）。EXCO は一定の

任務を果たす委員会を設置することができ、2013年 3月末時点で 7つの常設委員会（Standing 

                                                  
3 コア・プリンプルは預金保険制度の国際的なベンチマークであり、以下 18 項目の原則から構成され

ている。1、公共政策の目的の明確化、2、モラルハザードの抑制、3、預金保険機関の任務、4、預金保

険機関の権限、5、預金保険機関のガバナンス、6、金融制度セーフティネットを構成する他の機関との

関係、7、クロスボーダー問題、8、預金保険制度への強制加入の必要性、9、付保範囲、10、全額保護か

ら定額保護の預金保険制度への移行、11、預金保険機関の財源・資金調達、12、国民への周知、13、主

要な法律問題、14、銀行破綻の責任者への対処、15、早期発見・適時介入及び破綻処理、16、実効的な

破綻処理プロセス、17、預金者への預金の払い戻し、18、資産回収。 
4  国際基準設定機関は、金融の分野での国際的な基準を設定している機関。FSB によると、BCBS、支

払・決済システム委員会（Committee on Payment and Settlement Systems; CPSS）、FSB 等が該当する。 
5 IADI HP 参照。http://www.iadi.org/aboutIADI.aspx?id=48 
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Committee）と 8 つの地域委員会（Regional Committee）が設けられている。 

 

図 1 IADI の組織図 
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IADI は規約、運営規則（By-laws）、各委員会の運営規則（Term of Reference）、役員の任

務規定（Accountability Profile）、事務手続（Policies and Procedures）および総会と EXCO の

議決に基づいて運営されている6。 

会長（Chair of the Executive Council and President of the Association）は、総会・EXCO の議

長を務めるとともに、IADI の戦略的な方向性を決める議論をリードしている。現在の会長

にはポーランドの預金保険基金 CEO のジャージー・プルスキー氏が 2012 年 10 月より就任

している7。 

IADI の事務局8はスイス・バーゼルに所在する国際決済銀行（Bank for International 

Settlements; BIS）内にあり、総会・EXCO の運営、入出金の管理をはじめとする日常業務、

内外からの照会への回答等を行っている。 

日本の預金保険機構は IADI の設立メンバーであり、これまで積極的に IADI の活動に参

加・協力してきた。設立以来、預金保険機構の国際業務を統括する理事は、EXCO 委員と地

域委員会であるアジア・太平洋地域委員会の議長を務めており、研究活動やセミナーへの

協力、新規加盟の勧誘等を通じ主導的役割を果たしてきた。現在、預金保険機構で国際業

務を統括している小幡浩之理事は、EXCO 委員、アジア・太平洋地域委員会の議長に加え、

2013 年より財務企画委員会の議長も務めている。 

(1) 総会 

総会は IADI の最高意思決定機関とされており、全ての正会員が各 1 票の議決権を持ち、

意思決定に参加できる。総会では、会長、EXCO の委員の選出、規約の改正、会計監査人の

任命、予算および事業計画の承認、年次報告書および財務報告書の承認等が行われる。総

会は 1 年に 1 回開催しなければならないとされている。なお、総会あるいは EXCO による

議決または 5 分の 1 以上の会員の要請に基づき特別総会を開催することもできる。 

 

(2) 業務執行委員会（EXCO） 

EXCO は、総会で選ばれた委員から構成されており、定員は現在 25 名である9。総会で決

められた規約に基づき、幅広い意思決定が EXCO に委ねられており、IADI の実質的な意思

決定機関である。EXCO は、総会への規約改定の要請、運営規則等の制定及び改定、新規加

                                                  
6 規約と運営規則は IADI HP 参照。http://www.iadi.org/aboutiadi.aspx?id=71 
7 IADI の初代会長は、カナダ預金保険公社 CEO ジャン・ピエール・サブラン氏（当時：現在はマレー

シア預金保険公社 CEO）（2002 年 5 月～2007 年 11 月）。2 代目会長は、米国の連邦預金保険公社副総裁

のマーティン・グルーンバーグ氏（当時：現在は米国の連邦預金保険公社総裁）（2007 年 11 月～2012
年 10 月）。なお、議長不在のときの代理として副議長が設けられており、IADI の投資活動等財務を担当

する者としてトレジャラーが設けられている。 
8 IADI の事務局長は、初代がジョン・レイモンド・ラブロス氏（カナダ預金保険公社出身）、2 代目がド

ナルド・インスコー氏（米連邦預金保険公社出身）、3 代目（現任）がカルロス・イソアード氏（メキシ

コ銀行預金保険公社出身）である。 
9 委員の任期は 3 年以内で、原則として連続 6 年を越えて委員となることはできない。 
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盟機関の承認、総会への予算及び事業計画の承認の要請、常設委員会及び地域委員会の設

置、各委員会の議長の任命、預金保険制度に関するガイダンスの承認等を行う。現状 EXCO

は年 3 回開かれており、持ち回りの議決も認められている。設立以来、日本の預金保険機

構の国際業務を統括している理事は、EXCO の委員に選ばれている。 

 

(3) 常設委員会 

(ア) 監査委員会（Audit Committee） 

会計監査人の選定、監査プロセス・財務報告及び内部統制手続きの評価等を行う。 

 

(イ) データサーベイ委員会（Data and Survey Committee） 

サーベイの実施、データーベースやホームページの管理を行う。 

 

(ウ) 財務企画委員会（Finance and Planning Committee） 

予算・事業計画・財務報告及び財務に関する運営規則等の審議を行う。日本の預金保険

機構の国際業務を統括している小幡理事は、2013 年 2 月から財務企画委員会の議長を務め

ている。 

 

(エ) ガバナンス委員会（Governance Committee） 

現在は運営規則等の審議を行う委員会である。ただし、今後役割が変更され、IADI の戦

略的な方向性について討議する場となる見通しである。 

 

(オ) メンバーシップ・コミュニケーション委員会（Membership and Communication Committee） 

新規加盟プロセス及び新規加盟の審議、ニュースレター及び預金保険制度を運営してい

る国（地域）のリストの作成等を行う。 

 

(カ) リサーチ・ガイダンス委員会（Research and Guidance Committee） 

預金保険制度に関する調査研究活動を行う。 

 

(キ) トレーニング・コンファレンス委員会（Training and Conference Committee） 

IADI 加盟機関や国際機関と協調して、セミナーの実施、教材の作成等を行う。 

 

(4) 地域委員会 

地域委員会は、各地域における新規勧誘、地域レベルでの協力及び情報の共有、各地域

の活動や特色を協会全体の活動に反映させること等を目的としている。①アフリカ、 

②アジア・太平洋、③カリブ、④ユーラシア、⑤ヨーロッパ、⑥ラテンアメリカ、⑦中東・
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北アフリカ、⑧北米の 8 つの地域委員会がある。 

IADI の設立以来、日本の預金保険機構の国際業務を統括している理事は、アジア・太平

洋地域委員会の議長を務めており、アジア・太平洋地域における加盟機関の拡大や IADI の

セミナーの開催や研究活動に貢献している。 

 

3 主な活動 

(1) 研究活動 

IADI は主な活動として、預金保険制度の実効性を高めるためのガイダンスの策定、預金

保険制度に関する調査研究活動を行っている。なお、預金保険制度に関する共通の関心事

項・問題点についての理解の促進、トレーニングや教材等を通じた預金保険制度の諸問題

に関する専門知識・情報の共有、預金保険機関の設立や制度の改善への助言といった活動

を行う上でも、研究活動は不可欠である。研究活動は主にリサーチ・ガイダンス委員会で

行われている。 

 

(ア) リサーチ・ガイダンス委員会 

リサーチ・ガイダンス委員会は、ガイダンスグループ、リサーチグループ、イスラム預

金保険グループ、アドバイザリーパネルにより構成されている。ガイダンスグループは、

コア・プリンシプルやガイダンスペーパーの改定作業、IADI のペーパーの品質管理の観点

からの審査、リサーチグループは、イスラム金融の預金保険制度に関するテーマ以外につ

いての研究、イスラム預金保険グループは、イスラム金融の預金保険制度に関する研究を

行っている。アドバイザリーパネルは、預金保険制度についての有識者のグループで IADI

のペーパーの審査や研究活動への助言を行っている。 

 

(イ)  ペーパーの位置づけ 

IADI が作成し公表するペーパーには、リサーチペーパー、ディスカッションペーパー、

ガイダンスペーパー、コア・プリンシプルの 4 種類がある。 

リサーチペーパーは、預金保険制度に関係する分野についての研究結果で、IADI のホー

ムページ等に掲載されている。なお、地域委員会が作成するペーパーもリサーチペーパー

とされている。 

ディスカッションペーパーは、一定のテーマの研究結果だけではなく、預金保険制度に

関わるガイダンス（指針）となりうる内容を含んでいるもの。IADI のホームページ上で 6

週間の意見公募期間後、EXCO で認められれば、ガイダンスペーパーとなる。 

ガイダンスペーパーは、コア・プリンシプルを実際に適用する上での指針となる内容を

含むものであり、示される指針は、どのような環境下でも適用可能で、発展途上国や預金

保険制度の改善を図っている国においてもわかりやすく実用的である必要がある。 
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コア・プリンシプルは、どのような環境下においても広く当てはまる柔軟性を持った「基

本原則」と位置づけられている。コア・プリンシプルやそれを補完するメソドロジーは、IADI

だけではなく、BCBS をはじめとする国際機関と協力して作成されている。 

コア・プリンシプルやガイダンスペーパーは、5 年を目安として定期的に見直される。 

 

(ウ)  今後の計画 

FSB は、2012 年 2 月に公表した”Thematic Review on Deposit Insurance Systems” （預金保

険制度に関するピア・レビュー）の報告書の中で、IADI に対し、金融危機以前に公表され

たガイダンスペーパーを危機の経験を踏まえて更新すると共に、複数預金保険制度に関す

る新たなガイダンスペーパーを作成し公表するよう要請している。これを受けて、2013 年

3 月末時点で、「広報」、「付保預金の払戻し」、「預金の保護範囲」の 3 つのガイダンスペー

パーが更新されており、今後は「資金調達」のガイダンスペーパーの更新、「複数預金保険

制度」のガイダンスペーパーの作成及び公表が予定されている10。 

また、2013 年 3 月末時点で「早期警戒及び適時介入」のディスカッションペーパーの意

見公募がされている。今後は、①「資産の回収」、②「統合的保護制度」、③「責任追及」、

④「イスラム金融についての預金保険制度」、⑤「預金保険制度の目的」をテーマとしたペ

ーパーの作成が計画されている。 

 

(2) トレーニングプログラム 

IADI は主な活動として、トレーニングや教材等を通じた預金保険制度の諸問題に関する

専門知識・情報の共有を行っている。なお、預金保険制度に関する共通の関心事項・問題

点についての理解の促進、預金保険制度の導入や改善に対する助言、国際的な原則、基準、

ガイダンス等の実現への協力、預金保険制度が果たしている役割についての他のセーフテ

ィネットプレイヤーへの伝達を行う上でも、セミナーの実施、トレーニング教材の開発、

あるいは、会員間の情報共有や協力を進めることが重要となる。 

加盟機関や地域委員会、トレーニング・コンファレンス委員会11がセミナー等を開催して

おり、2012 年度に 開催された IADI 関連のセミナーは 30 件近くに及んでいる。 

また、国際機関との協力も進んでいる。たとえば、2009 年以降、金融安定研究所（Financial 

Stability Institute ;FSI12）と共同でセミナーを開催している13。FSI はセーフティネットプレイ

                                                  
10 IADI の公表しているペーパーは、IADI の HP から参照できる。http://www.iadi.org/Research.aspx?id=55 
また、預金保険機構も IADI の公表しているペーパーをまとめて HP に掲載している。
http://www.dic.go.jp/katsudo/kokusai/iadirepo/index.html 
11 トレーニング・コンファレンス委員会は、アンケートを通じ、正会員が興味のあるテーマを調べるこ

とで、正会員のニーズにあったセミナーを年 2 回開催している。これまでに、付保預金の払戻し（保険

金の支払い）（2007,2009,2010 年）、破綻処理（2008 年）、保険料と預金保険基金(2011 年)、預金保険制度

における法務（2012 年）のセミナーを開催している。 
12 1999 年に BIS と BCBS が共同で設立した機関。FSI の目的は、①健全な監督指針や監督行動を推進し、

すべての国において、健全な監督が実施されるようサポートする、②監督機関の職員等が金融分野のイ
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ヤーに対する研修活動を行っており、IADI としては単独でセミナーを開催するよりも、よ

り多くのセーフティネットプレイヤーの参加が期待でき、預金保険制度が果たしている役

割について、より効果的に他のセーフティネットプレイヤーに伝えることができる。 

また、FSI は 200 に及ぶトレーニングプログラムをセーフティネットプレイヤー等に提供

しているが、IADI は FSI と協力し、これまでに預金保険制度や銀行の破綻処理に関する 6

つのトレーニングプログラム14を作成している。今後も概ね 1 年に 1 つのペースで預金保険

制度に関連したトレーニングプログラムを作成する計画である。 

さらに、IADI は預金保険制度の分野における国際協力を促進するために、正会員による

様々な能力向上プログラム（Capacity Building Program）をホームページ上15で紹介している。 

 

4 財務状況 

IADI の主な金銭収入は年会費であり、正会員 11,390 スイスフラン（CHF）、準会員 8,542.5 

CHF、オブザーバー5,695 CHF の年会費となっている。なお、正会員は新規に加盟した際に、

年会費とは別に 11,390 CHF の入会金を支払わなければならない。 

2011/2012 年度決算では、IADI の収入は、年会費約 80 万 CHF と BIS からの金銭援助 40

万 CHF で合計約 120 万 CHF。支出は人件費 60 万 CHF、会議開催費 10 万 CHF、トレーニ

ング開催費と旅費が各々5 万 CHF、その他 10 万 CHF で合計約 90 万 CHF。収支は約 30 万

CHF の黒字である。 

BIS からは、IADI の活動に関して金銭援助だけではなく、IT サービス、会議運営サービ

ス等の提供も受けている。また、正会員からも、事務局への人員の派遣、セミナー開催の

サポートといった形で援助を受けている。その意味で、IADI の活動は、数多くの関係機関

に支えられている。 

 

5 最近の新たな動き 

(1) 他の国際機関との協力の深化 

2008 年 4 月に FSF が発表した金融システムの安定強化についての報告書 “Report of the 

                                                                                                                                                  
ノベーションに対応できるよう、金融の最新情報を提供する、③セミナー等を通じ経験の共有を図るこ

とで、監督機関の職員等が複雑な課題への解決策を見出すことをサポートする等で、監督職員を対象と

したセミナーの開催等やオンライントレーニングプログラムの開発を行っている。 
13 セミナーのテーマは、コア・プリンシプル（2009 年）、クロスボーダー銀行破綻処理（2010 年）、コ

ア・プリンシプルの準拠評価のための方法（2011 年）、銀行破綻処理（2012 年）。 
14 IADI が FSI と協力して作成したプログラムは、①預金保険制度の基礎、②保険料と預金保険基金の管

理、③-④付保預金の払戻し及び保険金の支払い（No1-2）、⑤破綻金融機関の資産の清算、⑥コア・プリ

ンシプルの 6 プログラム。 
15 http://www.iadi.org/capacity.aspx 
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Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience”16では、各国当局が預

金保険制度に関する国際的な原則に合意するよう提言しており、それに応える形で、2009

年 6 月に IADI は BCBS と共同で、コア・プリンシプルを発表した。さらに、2010 年 1 月に

IADI は、BCBS、欧州預金保険フォーラム（European Forum of Deposit Insurers; EFDI17）、欧

州委員会、IMF 及び世界銀行との共同作業によりメソドロジーを公表している。FSB は、

2011 年 2 月にコア・プリンシプルを 12 の主要な国際基準のひとつとして認め、IMF や世界

銀行もコア・プリンシプルを金融セクター評価プログラム（Financial Sector Assessment 

Program; FSAP）で評価基準として利用するとしている。 

FSB は、2012 年 2 月に FSB 加盟国の預金保険制度に関するピア・レビューの報告書を公

表したが、その中で、コア・プリンシプルやメソドロジーをベンチマークとしてピア・レ

ビューを行ったことを明記し、さらに IADI が作成し公表したガイダンスペーパーを更新す

るよう要請している。なお、IADI が作成し公表した複数のガイダンスペーパーは、FSB に

おいて、国際的な基準（Standard）のひとつとされ、FSB のホームページに掲載されている。 

また、IADI は様々な形で FSB への協力を行っている。2010 年 6 月には、FSB からの諮問

に答える形で、金融危機時に預金保険制度の分野で講じられた保護範囲の拡大や、全額保

護の導入といった危機対応措置についての報告書を IMF と共同で提出している18。また、近

年では、FSB の “Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions”（金融

機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性）に係るメソドロジーの策定作業に協力し、

FSB の破綻処理委員会（FSB Resolution Steering Group）にも参加している。 

このような他の国際機関との共同作業の広がりは、IADI の国際的な地位の高まりを反映

しているものと評価できよう。 

 

(2) コア・プリンシプルに基づく評価作業 

預金保険制度の基本原則としては、コア・プリンシプルとメソドロジーが公表されてい

るが、これらだけでは、実際に各国の預金保険制度の評価を行うには不十分との観点から、

それらを補完するものとして、IADI は評価ハンドブックを作成しており、必要に応じて更

新することとしている。 

2008 年 4 月に FSF が公表した金融システムの安定強化についての報告書では、各国が預

金保険制度に関する国際的な原則に合意することに加え、当該原則を各国による預金保険

制度についての自己評価あるいは IMF や世界銀行による評価を行う際に利用すること、そ

                                                  
16 主要 7 カ国蔵相中央銀行総裁会議（G7）の諮問を受け、FSF がまとめたもの。預金保険制度以外では、

Basel III につながる金融機関の自己資本比率や流動性規制の強化、店頭デリバティブ取引に対する規制、

オフバランス取引のオンバランス化、格付機関の役割の見直し等に関する提言が盛り込まれている。 
17 EFDI は 2002 年に設立され、金融システムの安定に寄与するよう、預金保険制度の分野、破綻処理分

野等における欧州及び国際的な協力の促進を目的としている。44 カ国の 57 の正会員(預金保険機関)と
11 の準会員から構成されている。 
18 “Report to the Financial Stability Board on Update on Unwinding Temporary Deposit Insurance Arrangements” 
（「IMF 及び IADI の共同報告：預金保険の暫定的な措置の解消に関する最新情報」2010 年 6 月) 
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の結果欠点が明らかになった場合には、各国当局はその欠点の改善を図るべきと提言され

ている。 

トレーニング・コンファレンス委員会では、評価グループを組成し、評価ハンドブック

を参照する形で概ね毎年度 2 機関の預金保険機関の評価を行うトレーニングプログラムを

実施している。また、各国における自己評価、IMF 等の FSAP での利用もあいまって、コア・

プリンシプルに基づいた預金保険制度の評価を行う動きが広がっている。 

 

(3) データーベースの充実  

IADI では、調査研究活動を補完する観点から、正会員等からデータを集め、調査研究に

利用している。研究活動をサポートするための機関として、データ・インフォメーション

小委員会（Data and Information Subcommittee）がリサーチ・ガイダンス委員会で活動を行っ

てきた。また、2003 年と 2008 年には、IADI の加盟機関であるカナダ預金保険公社が各国・

地域の預金保険制度について広範囲なサーベイを行っている。 

なお、さらなる情報共有の促進等のため、2012 年にデータ・インフォメーション小委員

会がリサーチ・ガイダンス委員会内の小委員会から格上げされ、データサーベイ委員会に

改組された。データサーベイ委員会では、今後、毎年サーベイ（Annual Survey）を行うと

もに、その充実を図ることとしている。 

 

6 おわりに 

世界的な金融危機を経て、預金保険制度や破綻処理制度の重要性に対する認識は高まっ

ており、IADI は、今後も他の国際機関との協力を深めていくとともに、預金保険制度に関

連する国際的な基準づくりに向け、これまで以上に積極的に活動していこうとしている。 

国際機関としての IADI は、設立後 10 年間で大きく規模を拡大させてきた。と同時に、

各国の預金保険機関の活動はこれまでの預金保険制度の枠を超えて広がりつつある。たと

えば、イギリス、韓国、マレーシアでの預金保険機関は、保護対象を預金だけでなく、証

券・保険などの分野にも拡大しており、米国の連邦預金保険公社（FDIC）は、ドッド＝フ

ランク法により、ノンバンク金融機関の破綻処理にも深くかかわることになった。その一

方で、預金保険制度を導入して間もない国も多い。 

IADI として、規模や活動の広がりとともに、このような各国・機関の多様性にどのよう

に対応していくかは、今後の課題のひとつと言えよう。 

 

 

以 上
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参考 1 IADI の加盟機関 

Ⅰ．正会員（預金保険機関：66 カ国／地域、 67 機関）（平成 25 年 3 月 31 日現在） 

アジア・太平洋 （1） オーストラリア：Australian Prudential Regulation Authority 
（2） バングラデシュ：Bangladesh Bank 
（3） ブルネイ：Brunei Darussalam Deposit Protection Corporation 
（4） 台湾：Central Deposit Insurance Corporation 
（5） インド：Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 
（6） 日本：Deposit Insurance Corporation of Japan 
（7） ベトナム：Deposit Insurance of Vietnam 
（8） タイ: Deposit Protection Agency 
（9） 香港：Hong Kong Deposit Protection Board 
（10）インドネシア：Indonesia Deposit Insurance Corporation 
（11）韓国：Korea Deposit Insurance Corporation 
（12）マレーシア: Malaysia Deposit Insurance Corporation 
（13）フィリピン：Philippine Deposit Insurance Corporation 
（14）シンガポール：Singapore Deposit Insurance Corporation 

北米  

 

（15）カナダ：Autorité des marchés financiers (Québec) 
（16）カナダ：Canada Deposit Insurance Corporation 
（17）米国：Federal Deposit Insurance Corporation 

中南米 （18）ウルグアイ：Banco Central del Uruguay, Superrintendencia de 
Protección del Ahorro Bancario 

（19）グアテマラ：Banco de Guatemala, como Administrador del Fondo para 
la Protección del Ahorro 

（20）バルバドス：Barbados Deposit Insurance Corporation 
（21）トリニダード・トバゴ：Deposit Insurance Corporation 
（22）エクアドル：Corporación del Seguro de Depósitos 
（23）バハマ：Deposit Insurance Corporation, Central Bank of The Bahamas
（24）パラグアイ：Fondo de Garantía de Depósitos, Banco Central del 

Paraguay  
（25）ニカラグア：Fondo de Garantía de Depositós de las Instituciones 

Financieras 
（26）ベネズエラ：Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria 
（27）コロンビア：Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 
（28）ペルー：Fondo de Seguro de Depósitos 
（29）ブラジル：Fundo Garantidor de Créditos 
（30）エルサルバドル：Instituto de Garantiá de Depósitos 
（31）メキシコ：Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
（32）ジャマイカ：Jamaica Deposit Insurance Corporation 
（33）アルゼンチン：Seguro de Depósitos Sociedad Anónima 
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欧州・NIS （34）アルバニア：Albanian Deposit Insurance Agency  

（35）アゼルバイジャン：Azerbaijan Deposit Insurance Fund 

（36）ポーランド：Bank Guarantee Fund  
（37）カザフスタン：Kazakhstan Deposit Insurance Fund 
（38）ガーンジー：Banking Deposit Compensation Scheme 
（39）ブルガリア：Bulgarian Deposit Insurance Fund 
（40）ベルギー：Deposit and Financial Instrument Protection Fund 
（41）リヒテンシュタイン：Deposit Guarantee and Investor Protection 

Foundation of the Liechtenstein Bankers Association 
（42）ウクライナ：Deposit Guarantee Fund 
（43）ルーマニア：Deposit Guarantee Fund in the Banking System 
（44）ロシア：Deposit Insurance Agency (Russia) 
（45）ボスニア・ヘルツェゴビナ：Deposit Insurance Agency of Bosnia and 

Herzegovina 
（46）セルビア：Deposit Insurance Agency of Serbia 
（47）チェコ：Deposit Insurance Fund Czech Republic 
（48）コソボ：Deposit Insurance Fund of Kosovo 
（49）ドイツ：The Deposit Protection Fund of the Association of German 

Banks 
（50）スイス：The Deposit Protection of Swiss Banks and Securities Dealers
（51）フランス：Fonds de Garantie des Dépôts 
（52）英国：Financial Services Compensation Scheme 
（53）イタリア：The Interbank Deposit Protection Fund 
（54）ジャージー：Jersey Bank Depositors Compensation Board 
（55）ハンガリー：National Deposit Insurance Fund of Hungary 
（56）スウェーデン：Swedish National Debt Office 

中近東・アフリカ （57）モロッコ：Bank Al-Maghrib, Fonds Collectif de Garantie des Dépôts 
（58）スーダン：Bank Deposit Security Fund of Sudan 
（59）ウガンダ：Bank of Uganda 
（60）タンザニア：Deposit Insurance Board of Tanzania 
（61）リビア：Deposit Insurance Fund of Libya 
（62）ジンバブエ：Deposit Protection Board 
（63）ケニア：Deposit Protection Fund Board 
（64）レバノン：Institut National de Garantie des Dépôts 
（65）ヨルダン：Jordan Deposit Insurance Corporation 
（66）ナイジェリア：Nigeria Deposit Insurance Corporation 
（67）トルコ：Savings Deposit Insurance Fund of Turkey 

 
Ⅱ．準会員（預金保険機関以外のセーフティネットプレイヤー：9 カ国／地域、9 機関） 
 
（1）モンゴル：Bank of Mongolia 
（2）タイ：Bank of Thailand 
（3）フィリピン：Bangko Sentral ng Pilipinas 
（4）アルジェリア：Bank of Algeria 
（5）モーリシャス：Bank of Mauritius 
（6）レソト：Central Bank of Lesotho 
（7）ヴァージン諸島：Ministry of Finance 
（8）南アフリカ：The National Treasury 
（9）パレスチナ：Palestine Monetary Authority 



 

84 
 

Ⅲ．パートナー（国際機関等：12 機関） 

（1） Asian Development Bank Institute 
（2） Association of Supervisors of Banks of the Americas (ASBA) 
（3） Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) 
（4） European Bank for Reconstruction and Development 
（5） European Forum of Deposit Insurers 
（6） Inter-American Development Bank, IDB 
（7） International Monetary Fund 
（8） Office of Technical Assistance, US Department of the Treasury, International Affairs 
（9） The South East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Centre  
（10）The Toronto International Leadership Centre for Financial Sector Supervision 
（11）Union of Arab Banks 
（12）World Bank 

 

 

参考 2  これまでに公表された IADI 関連のペーパー一覧19 

 

1）  コア・プリンシプル 

 Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems 2009 実効的な預金保険制度のための

コアとなる諸原則 

 

 Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems: A methodology for compliance 

assessment, December 2010 実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則の準拠評価の

ための方法 

 

2）  ガイダンスペーパー 

 IADI Guidance Paper: Guidance on the Resolution of Failed Banks, Research and Guidance 

Committee, December 2005, 銀行破綻処理のためのガイダンス 

 

 IADI Guidance Paper: Interrelationships Among Safety-Net Participants,, Research and Guidance 

Committee, January 2006 セーフティネット構成機関間の相互関係 

 

 IADI Guidance Paper: Funding of Deposit Insurance Systems, Research and Guidance Committee, 

2009 預金保険制度の資金調達 

 

 IADI Guidance Paper: Public Awareness of Deposit Insurance Systems 2009 預金保険制度の

国民への周知 

 

                                                  
19 日本語の題名は仮訳 
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 IADI Guidance Paper: Governance of Deposit Insurance Systems, May 2009 預金保険制度の

ガバナンス 

 

 IADI Guidance for the Establishment of a Legal Protection Scheme for Deposit Insurance System, 

2010 預金保険制度のための法的保護スキームの確立 

 

 General Guidance for Developing Differential Premium Systems (update of the Guidance issued 

in 2005), 2011 可変保険料率制度構築のための一般的なガイダンス（2005 年公表のガイダン

スの更新） 

 

 Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Reimbursement Systems and 

Processes, 2012 実効的な支払いシステム及びプロセスのための預金保険制度のガイダンス 

 

 Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Public Awareness of Deposit 

Insurance Systems, 2012 実効的な広報のための預金保険制度のガイダンス 

 

3）  リサーチペーパー 

 Questions on the Design of a Deposit Insurance Systems - February 2004 預金保険制度の設計

に関する質問 

 

 Organizational Risk Management for Deposit Insurers – 2007 預金保険機関における組織的

なリスク管理 

 

 Deposit Insurance from Shariah Perspectives, 2010 シャリアの観点による預金保険 

 

 Information Paper on Survey of Islamic Deposit Insurance, 2010 イスラム金融の預金保険につ

いての調査に関するインフォメーションペーパー 

 

 IMF and IADI Joint Report: Update on Unwinding Temporary Deposit Insurance Arrangements - 

June 2010 IMF 及び IADI の共同報告：預金保険の暫定的な措置の解消に関する最新情報 

 

 Cross Border Deposit Insurance Issues Raised by the Global Financial Crisis - March 2011 世界

的な金融危機が引き起こした預金保険のクロスボーダー問題 

 

 Evaluation of the Deposit Insurance Fund Sufficiency on the Basis of Risk, 2011 リスクに応じ

た預金保険基金の充足度評価 
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 Transitioning from a Blanket Guarantee or Extended Coverage to a Limited Coverage System - 

March 2012 Research Paper on Handling of Systemic Crises , 2012 全額保護又は保護の拡大か

ら定額保護への移行 

 

 Research Paper on Handling of Systemic Crises, October 2012 金融システム危機への対応 

 

4）  地域委員会作成ペーパー 

 Transitioning from a Blanket Guarantee to a Limited Coverage System, Asia Regional Committee, 

September 2005、全額保護から定額保護制度への移行（アジア地域委員会） 

 

 The Effect of DIS on Banking Sector Development: The Example of Kazakhstan, Russia and 

Ukraine, Eurasia Regional Committee, 2009 銀行セクターの発展における預金保険制度の影

響: カザフスタン、ロシア及びウクライナの例（ユーラシア地域委員会） 

 

 Funding Mechanisms of Deposit Insurance Systems in the Asia-Pacific Region, Asia-Pacific 

Regional Committee, 2011 アジア・太平洋地域における預金保険制度の資金調達メカニズム

（アジア・太平洋地域委員会） 

 

 Comparative Analysis of Deposit Insurance Systems in CIS Countries, Eurasia Regional 

Committee, 2012  CIS 諸国の預金保険制度の比較分析（ユーラシア地域委員会） 
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第 7 回 DICJ ラウンドテーブルの模様について 

広部 伸浩1 

 

預金保険機構は、預金保険制度に関連する諸問題について、海外の主要な預金保険機関

等から役職員を招聘し、参加者と討議・意見交換を行う｢DICJ ラウンドテーブル｣を 2006 年

より、ほぼ毎年一回のペースで開催している。 

 DICJ ラウンドテーブルは、①将来の当機構業務の参考にするとともに、②アジア諸国（と

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

機関相互の連携強化（国際交流）を図ることを目的としている。以下に、2013 年 3 月に開

催された第 7 回 DICJ ラウンドテーブルの模様を紹介する。 

 

 

目 次 

 

１．第 7 回 DICJ ラウンドテーブルの概要 

 

２．各セッションでのプレゼンテーションの概要2 

 

（1）セッション 1 ｢破綻処理を巡る最近の動向｣ 

（2）セッション 2 ｢破綻処理を巡る技術的な諸問題｣ 

（3）セッション 3「統合型保護制度」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
1
 預金保険機構総務部国際室長（E-mail：nobuhiro-hirobe@dic.go.jp）。本稿の執筆は筆者が個人の資格で行

なったものであり、意見にわたる部分は筆者個人に属し、預金保険機構の公式見解を示すものではない。 
2 講演資料は http://www.dic.go.jp/katsudo/kokusai/roundtable/7th/2013.3.15.html を参照。一部のプレゼンテー

ションについては、講演者の要望により掲載していない。 
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１．第 7 回 DICJ ラウンドテーブルの概要 

 

第 7 回目となる今回の DICJ ラウンドテーブルは、海外 19 の預金保険機関等から 38 名、

諸外国の在京大使館・中央銀行関係者 6 名、国内関係機関等及び機構職員を含め延べ 65 名

の合計 109 名の参加を得て 2013 年 3 月 6 日～7 日の 2 日間にわたり東京で開催された3。 

今回のラウンドテーブルは、欧米や我が国において破綻処理に関する新しい動きが見ら

れることや、アジア等で預金保険機関が預金取扱金融機関以外の破綻対応を行っている例

があり、このような動きが広がりつつあることを受け、「破綻処理制度の新たな展開」をテ

ーマに、①破綻処理を巡る最近の動向、②破綻処理を巡る技術的な諸問題、③統合型保護

制度の 3 つのセッションを設け、報告・議論を行った。各セッションでは、海外参加者よ

り、各国における取組の紹介やこれまでの経験に基づく意見が述べられ、活発な質疑応答

が行われるなど盛況な会合となった。 

セッション 1（破綻処理を巡る最近の動向）では、米国からドッド＝フランク法第 2 編に

よる破綻処理の概要について、ハンガリーから破綻処理に関する EU 指令案について発表が

行われ、預金保険機構からは、金融機関の秩序ある処理の枠組みに関する我が国の最近の

動向について説明を行った。 

セッション 2（破綻処理を巡る技術的な諸問題）では、米国から FDIC の破綻処理におけ

る適格金融契約（QFCs）の取り扱いについて、英国から英国の破綻処理制度と金融サービ

ス補償スキーム（FSCS）の資金調達について、カナダからカナダ預金保険公社（CDIC）に

おける複雑な金融機関の破綻処理を専担する部署の概要と取組みについて説明が行われた。 

セッション 3（統合型保護制度）では、韓国から破綻処理の経験と預金保険基金の運営に

ついて、マレーシアからタカフル（イスラム金融保険商品）を含めた保険分野の保護制度

の概要について、インドネシアから統合型保護制度に向けた動きについて報告が行われた。 

 

また、1 日目午後には、基調講演として、吉野直行慶應義塾大学教授（当機構運営委員会

委員）より、アジアの金融市場とセーフティネットに関する講演が行われた。 

  

                                                  
3
 第 1 回～第 3 回ラウンドテーブル（2006 年～2008 年開催）の模様は、預金保険研究第 7 号及び預金保

険研究第 9 号に掲載済。その後の第 4 回～第 6 回の開催実績等は以下の通りであり、各回の概要について

は、預金保険機構のホームページ（http://www.dic.go.jp/katsudo/kokusai/roundtable/index.html）を参照。 

・第 4 回：2009 年 2 月 25 日～26 日（テーマ：金融危機への対応） 

・第 5 回：2010 年 3 月 3 日～4 日（テーマ：金融危機からの出口に向けて） 

・第 6 回：2012 年 3 月 7 日～8 日（テーマ：預金保険制度による効果的な破綻処理） 
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（参考）第７回 DICJ ラウンドテーブル・プログラム 

 

2013 年 3 月 6 日（水） 

開会挨拶 

セッション１   

「破綻処理を巡る最近の動向」 

① Mr. John Oravec, 米・連邦預金保険公社 破綻処理戦略・実行主任 

「ドッド＝フランク法第 2 編による破綻処理：破綻処理戦略の概要」 

② Dr. András Fekete-Győr,  ハンガリー国家預金保険基金最高経営責任者 

「破綻処理に関する EU 指令案」 

③ 小幡浩之 預金保険機構理事 

「金融機関の秩序ある処理の枠組みに関する日本の最近の動向」 

基調講演 

吉野直行 慶應義塾大学教授 預金保険機構運営委員会委員 

「アジアの金融市場とアジアにおける預金保険及び保険・証券に対するセーフティネット」 

セッション２ 

「破綻処理を巡る技術的な諸問題」 

①  Mr. John Oravec, 米・連邦預金保険公社 破綻処理戦略＆実行主任   

「FDIC の破綻処理：適格金融契約（QFCs）」 

② Ms. Karen Gibbons, 英・金融サービス補償スキーム 政策・対外関係担当課長 

「英金融サービス補償スキームと英国の破綻処理制度及び資金調達」 

③ Mr. Thomas Sauvé,  カナダ預金保険公社 複合破綻処理課長 

      「カナダ預金保険公社における複雑な金融機関の破綻処理部門」 

 

 

2013 年 3 月 7 日（木） 

セッション３ 

「統合型保護制度」 

① Mrs. Eun-Ji Gwon,  韓国預金保険公社 預金保険政策部研究員 

「韓国における破綻処理の経験と預金保険基金の運営」 

② Mrs. Afiza Abdullah,  マレーシア預金保険公社 政策・国際課次長 

「マレーシア預金保険公社によるタカフル（イスラム金融保険商品）と保険分野の保護制度の

概要」 

③  Mr. Salusra Satria,  インドネシア預金保険公社保険・リスクマネージメント課長 

  「統合型保護制度に向けた動き」  
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２．各セッションでのプレゼンテーションの概要 

 

（1）セッション 1 ｢破綻処理を巡る最近の動向｣ 

 

1. 米国連邦預金保険公社（FDIC）：「ドッド＝フランク法第 2 編による破綻処理：破綻処

理戦略の概要（Dodd-Frank Act Title II: Resolution Strategy Overview）」 

システム上重要な金融機関（以下 SIFI）の破綻処理に関して、ドッド＝フランク法第 1

編は健全性の監督及び破綻処理計画（living will）について規定しており、第 2 編では秩序

ある破綻処理権限（OLA）について規定している。 

OLA における 5 つの重要な要素は、①適用可能性と管財人の選任（Applicability and 

Appointment）②即時かつ断固たる行動を取る権限（Authority for Immediate and Decisive 

Action）、③継続性－ブリッジ金融会社及び関連する権限（Continuity- Bridge Financial 

Companies and Related Authorities）、④流動性へのアクセス（Access to Liquidity）、⑤納税者

による救済の禁止（Prohibition on Taxpayer Bailouts）である。 

 SIFI の破綻処理においては破産（bankruptcy）が第一の選択肢であり、ドッド＝フランク

法第 2 編による破綻処理は、金融システムに重大なインパクトを与えずに破産による破綻

処理ができない場合に限られる。また、ある SIFI の業務や構造が倒産法に基づく処理に適

合しないと考える場合、その障害を取り除くために必要な手続きを取ることができる。 

 OLA の特徴・プロセスを示せば次の通り。①破産が破綻処理の第一の選択肢であり、②

対象は総資産 500 億ドル以上の持株会社などに限定される。③総資産 500 億ドル以上の企

業は破綻処理計画を提出する必要があり、④特定されたプロセスを経て破綻処理が開始さ

れ、⑤デリバティブ契約に関して１営業日の解約停止期間（ステイ）がある。これはデリ

バティブ契約をレシーバーシップに維持しておくか、他に移転するか等を決めるために設

けられている。⑥債権者に対する支払いに関するセーフガードが存在する。⑦秩序だった

清算基金（Orderly Liquidation Fund：OLF）を通じた流動性の供給が可能となっている。ま

た、⑧納税者による救済ができないことが法律で明確に定められている。現在のところ、

FDIC は破綻処理戦略として、グループの最上位に位置する持株会社 1 社のみを破綻処理す

るシングル・レシーバーシップ（Single Receivership）を基本的に想定している4。 

破綻処理における主要な課題としては、SIFI では、①資金調達、業務、ビジネスライン、

法的組織が十分に整理されていないこと（数千社に及ぶ関連会社等がある）、②高い水準で

の流動性が必要とされること、③SIFI が大量に保有するデリバティブ契約にクローズアウ

トやネッティング条項が含まれていること、④複数の法域で、複数の法令、免許等に基づ

いて業務を行っており管轄の問題があること、⑤グループ内取引などにより財務状況が複

雑であること、⑥破綻処理によりフランチャイズ・バリューが急激に失われてしまうこと、

                                                  
4 シングル・レシーバーシップによる破綻処理の流れについては、本誌 39 ページ（参考 2：シングル・レ

シーバーシップによる破綻処理）を参照。 
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⑦破綻処理における実務的な実行可能性の問題、がある。 

 

2. ハンガリー預金保険基金：「破綻処理に関する EU 指令案（European Commission Proposal 

for a Directive on Recovery and Resolution）」 

銀行・投資会社の再建・破綻処理の枠組みに関する EU 指令案（RRD）が 2012 年 6 月に

提出されたが、これは 2009 年のピッツバーグでの G20 サミットや FSB の「金融機関の実

効的な破綻処理の枠組みの主要な特性（Key Attributes of Effective Resolution Regimes for 

Financial Institutions）」を反映したものである。 

 EU における金融危機対応に係る議論は 2009 年に開始されたが、非常に野心的かつ包括

的なものであった。欧州で普遍的な危機管理の枠組みを整備することは、変化し続ける金

融市場の動向と当局が使いうる対応手段のギャップを埋めるうえで不可欠であり、今後の

欧州の金融安定にとっても極めて重要である。また、銀行同盟の枠組みの基礎ともなるも

のである。 

 指令案の対象範囲には、金融機関、投資会社、金融機関の子会社、EU 域外に本店を持つ

金融機関の支店等が含まれるが、EU 指令は一般的な枠組みを提供するものであり、詳細の

多くは EBA（欧州銀行監督機構）により作成される。 

指令案は、① 破綻の予防（再建・破綻処理計画）、② 早期介入、③ 破綻処理の三本柱

からなっている。再建計画は、金融機関が問題の悪化を防止するために策定するが、その

際に公的資金による支援を想定することは認められていない。破綻処理計画は破綻処理当

局（中央銀行、金融監督当局、財務省、預金保険機関、新たに設立される特別な機関等）

が策定するが、重要な経済機能を維持しながら納税者の負担を最小化することを目的とし、

金融機関は作成プロセスに関与しない。破綻処理計画では、シスミテックな危機が発生す

る場合を含め、様々なシナリオが検討される。また、破綻処理のツールとしては、①事業

売却、②ブリッジ金融機関、③資産の分離、④ベイルイン等が含まれる。 

早期介入が行われる場合には、監督当局は再建計画で定める行動計画を実施するための

工程表の作成を命じたり、株主総会の招集、特別管理人の選任等を実施することができる。 

破綻処理は、金融機関が支払い不能、あるいはそれに近い状況であり、公共の利益が脅

威にさらされる可能性があると見なされることが条件となる。破綻処理では、株主と債権

者の間の損失の負担（配分）が極めて重要になる。損失を算定するための資産・負債の評

価については、本来は独立した専門家が行うべきだが、私見では、破綻処理は殆どの場合

緊急を要するため、破綻処理当局が自ら評価を行うことになろう。また、指令案ではクロ

スボーダーの破綻処理も扱われており、EU では重要な論点である。 

破綻処理に関する資金調達については、破綻処理基金を事前に積み上げるべきというの

が基本的な考え方。10 年後の目標水準は付保預金の 1％である。また、追加的に事後調達

的な要素を加えることや、金融機関のリスク・プロファイルに応じて拠出金を調整するこ

とも必要であろう。現在の提案では、国によっては預金保険基金と破綻処理基金の合計で
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1%にすることも可能。また、欧州安定メカニズム（ESM）からの借り入れも考えられるが、

ESM がどのように破綻処理に関わるかについては、さらに議論を重ねる必要がある。基金

の使途としては、保証、貸付、資産購入、ブリッジ金融機関に対する金銭の支援等が挙げ

られる。 

指令案は、（2013 年の中頃に採択できれば）各国レベルでは遅くとも 2014 年末までに実

施される見込みであるが、ベイルイン条項については時間的余裕を確保し 2018 年に適用を

開始する案になっている。 

 

3. 預金保険機構（日本）：「金融機関の秩序ある処理の枠組みに関する日本の最近の動向

（Recent Developments in Japan on Orderly Resolution Regime for Financial Institutions）」 

日本では 1990 年代後半から 2000 年代初めの金融危機の教訓を生かして、金融システム

の安定性を維持しつつ、納税者が破綻処理費用を負担しない破綻処理制度を導入している。

通常の破綻処理では、保険金支払方式と資金援助方式の 2 つの方式があるが、コストが小

さくなることが見込まれ、破綻に伴う混乱を最小限にとどめる観点から、資金援助方式が

優先され、破綻金融機関の金融機能の維持が図られている。破綻処理の費用は、破綻金融

機関の株主、一般債権者、非付保預金者が負担すると共に、預金保険基金が負担し、納税

者の負担はない。 

さらに、金融システムの安定を維持する観点から、厳格な手続きによる危機対応措置も

設けられている。この場合も、原則として金融業界がその費用を負担する。また、預金取

扱金融機関以外の証券会社や保険会社の破綻についても、一定の保護スキームがある。 

我が国では、FSB の「主要な特性（Key Attributes）」等の国際的な議論も受けて、金融審

議会の中にワーキング・グループが設立され、2013 年 1 月 28 日に報告書が発表された。そ

の中では、銀行だけではなく、その他の金融機関や持株会社等も対象とする金融機関の秩

序ある処理の枠組みを整備すること、認定の手続として金融危機対応会議の議を経て内閣

総理大臣が必要性を認定すること、市場の著しい混乱の回避のために必要と認められる場

合に預金保険機構が必要な関与を行うこと、費用負担については金融業界の事後負担を原

則とすること等が挙げられている。 

 

 

（2）セッション 2 ｢破綻処理を巡る技術的な諸問題｣ 

 

1. 米国 FDIC：「FDIC の破綻処理：適格金融契約（QFCs：Qualified Financial Contracts in SIFI 

Resolution）」 

ドッド＝フランク法の成立（2010 年 7 月）以降、FDIC が SIFI の破綻処理に責任を有す

ることになり、SIFI のデリバティブ取引の報告も受けるようになった。ただ、大規模金融
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機関に関して破綻前に FDIC が得られる情報量は現時点では限定的ということには留意す

べきだろう。 

リーマン・ブラザーズの破綻時には、（連邦破産法により破綻処理が行われ）デリバティ

ブ契約に関するステイ（中途解約権の一時停止）が適用されなかったが、ドッド＝フラン

ク法ではステイの対象となる。対象となる適格金融契約（QFCs）は、1）商品売買契約

（Commodities Contacts）、2）先渡契約（Forward Contracts）、3）スワップ契約（Swaps  

Agreements）、4）レポ契約（Repurchase Agreements）、5）証券売買契約（Securities contracts）

である。QFCs のステイでは、FDIC が管財人に任命された翌営業日の 17 時まで、取引相手

は、管財人に指名された事実のみによって契約の解約や取消又は相殺手続の行使ができな

いと定められている。金曜日取引の終了後に破綻を公表すれば、次の営業日は月曜日にな

るため 72 時間の猶予が得られる。 

QFCs の処理は、1）他の金融機関に移転する、2）取引を解除し、時価評価での支払いを

行う、3）管財人が引き続き保有する、の 3 種類から選択する。処理方法は契約ごとに選ぶ

ことはできず、取引相手ごとに決定しなければならない。 

一方で、取引相手の保護も重要であり、FDIC には取引継続の責務が発生する。このため、

破綻処理中にマージンコール（追加証拠金の差入）の対応も行う他、親会社が提供してい

た保証については、ブリッジ金融機関が引き続き保証を行う。また、中央清算機関（CCP）

やデリバティブ決済機関（DCO）を通じて決済する場合もあり、これらの機関との取引継

続ができることも重要になる。 

FDIC 規則 371 条は、QFCs の記録を経営が悪化した金融機関に求めることを定めたもの

であるが、取引記録の内容は、ポジション水準と取引相手についての 2 つに分かれており、

電子媒体等で主要な契約及び取引先の組織図・連絡先なども用意することになっている。

同規則は、大規模に国際業務を行っている銀行を必ずしも前提としていない面もあるため、

SIFI の報告要件の項目については今後も検討が必要だろう。また、SIFI の破綻処理におい

ては事前の情報入手が不可欠で、詳細な担保情報やクロスボーダーでの法的合意なども重

要になるだろう。 

 

2. 英国 FSCS：「英 FSCS と英国の破綻処理制度及び資金調達（FSCS, UK Resolution regime 

and funding）」 

FSCS は「2000 年金融サービス市場法（「FSMA 2000」）」に基づき 2001 年 12 月に設立さ

れ、銀行・保険会社・投資会社のみならず、金融仲介業者や住宅貸付分野もカバーしてい

る。 

英国では「2009 年銀行法」により預金取扱金融機関に対する特別な破綻処理制度（SRR）

が導入され、破綻処理機関として中央銀行（BOE）が指名された。その基本的な目的は、

①英国の金融システム安定の維持及び強化、②英国の金融システムの安定に対する国民の

信頼の維持及び強化、③預金者保護、④公的資金の保護等が挙げられる。預金者保護に際
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しては、公的資金を用いないようにする必要がある。 

SRR の目的は、銀行が経営困難に陥った場合もしくはその可能性が高い場合に対処する

ことであり、SRR による安定化の選択肢（stabilisation options）には、①民間の買い手への

売却（transfer to a private sector purchaser：米国では P&A に相当）、②ブリッジバンクへの移

転（transfer to a bridge bank）、③一時的な公的所有（transfer to temporary public ownership）が

示されている。 

リーマン・ブラザーズの破綻が直接的なきっかけとなり、2011 年には投資銀行と投資会社

を対象とする「投資銀行に関する特別管理規則（The Investment Bank Special Administration 

Regulations 2011）」が制定された。その主な目的は、顧客資産の早期返還や、これらの企業

を救済するか清算するかの決定等を行うことがあり、これまでに 3 社に適用された。 

FSCS の資金調達に関しては、現在、事後調達方式であり、民間のシンジケート団から 10

億ポンドの借入が可能になっている。さらに、英国債務管理庁の一部である National Loans 

Fund（NLF）からの借入れも可能。2008 年に金融危機が発生した際には、FSCS がペイアウ

トと付保預金の移転の双方に関する資金調達の責任を担った。 

英国の破綻処理制度は、今後も変更されるだろうが、多くのことが、まだ流動的である。

一部は確実に実施されるとみられるが、EU の再建・破綻処理指令（RRD）の結果も待たれ

る。資金調達に関しては、欧州全体では明らかに事前調達に向かっているため、金融業界

は事後調達か事前調達かではなく、いつ、どの程度の金額が事前調達されることになるの

かを注目している。 

 

 

（3）セッション 3「統合型保護制度」 

 

1. 韓国 KDIC：「韓国における破綻処理の経験と預金保険基金の運営（Resolution Experiences 

and DIF Management in Korea）」 

 韓国預金保険公社（KDIC）は 1996 年に設立され、1997 年 1 月より銀行預金者の保護を

開始した。当時、銀行以外の金融機関はそれぞれの基金を保有していたが、1998 年 4 月に

同法が改定され、金融監督の権限が FSC（金融監督委員会）に統合された。それ以降 KDIC

は、銀行、生損保、投資会社、マーチャントバンク及び貯蓄銀行に対して預金保険等の保

護スキームを提供しており、統合型保護機関として機能している。 

 韓国での金融部門のリストラは、1997 年からのアジア通貨危機に伴うマーチャントバン

クの清算が第一段階となり、2000 年からの景気後退により第二段階のリストラが実施され

た。さらに、2008 年からの世界的な金融危機が国内の不動産市場に悪影響を及ぼし、不動

産セクターに積極融資していた貯蓄銀行が打撃を受けた。この結果、2011 年と 2012 年に 24

の貯蓄銀行の破綻処理が行われ、その内訳は、P&A が 13 件、ブリッジバンクへの移転が

10 件、オープンバンク・アシスタンスが 1 件となっている。KDIC は 2005 年 2 月に破綻貯
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蓄銀行の処理方法を選択する権限を与えられ、基本的にブリッジバンクの活用は最小限と

し、P&A によって市場に売却する方針としていた。しかし、P&A では預金者は自らの資金

に長期間アクセスできず、他方で銀行の業務は中断されるため、預金者の不満が高まると

ともに、銀行のフランチャイズ・バリューが急低下した。このため、KDIC は 2006 年 9 月

に、ブリッジバンク P&A（ブリッジバンクを用いた P&A）の手法が望ましいと決定し、そ

れ以降、殆どの貯蓄銀行の破綻はこの手法で処理されている。 

預金保険基金（DIF）の運営に関しては、アジア通貨危機に際して政府が金融部門のリス

トラを実施し、KDIC が金融支援を行ったため、KDIC の基金はマイナスとなった。 上述の

ように業務は 1998 年に KDIC に統合されたが、基金は引き続き業態別の勘定で管理されて

いる。基金の財源は、保険料、金融機関からの拠出金、借入（勘定間の借入を含む）、債券

発行ならびに過去の資本注入からの返済金である。 

2010 年末に貯蓄銀行勘定の累積赤字が 2.1 兆ウォンに達したことを受け、2011 年 3 月に

「貯蓄銀行リストラのための特別勘定（特別勘定）」が設立された。特別勘定の設立により、

対象金融機関の保険料収入の 45％が特別勘定に配分され、破綻処理コストの一部を賄って

いる。 

特別勘定の設立については、原則に反するほか、他の勘定の不安定化や貯蓄銀行のモラ

ルハザードにつながる恐れがあるなどの反対論がある。これに対し KDIC は特別勘定を用い

るメリットとして、①貯蓄銀行の破綻処理における納税者の負担を最小化できる、②債務

超過の貯蓄銀行のリストラを円滑に行える、③ システミック・リスクを回避できる等の点

を指摘している。さらに、モラルハザードの発生による悪影響を阻止するために、KDIC は

貯蓄銀行の保険料を引き上げ、破綻の責任を調査したうえで懲罰を厳格化し、基金の管理

について定期的に国会に報告することにしている。 

KDIC には、統合型保護機関としてのメリットがあると考えている。たとえば、様々な業

態の金融機関の破綻処理に関する知識・経験を有しており、それらを破綻処理に適用でき

る、また、いかに有利かつタイムリーに市場で破綻金融機関を売却できるのかの経験を積

んでいる、といった点である。 

 

2. マレーシア MDIC：「マレーシア預金保険公社によるタカフル（イスラム金融保険商品）

と保険分野の保護制度の概要（Overview of MDIC Takaful and Insurance Benefits Protection 

System）」 

マレーシア預金保険公社（MDIC）は 2005 年 9 月に金融システムの安定性の向上、預金

者保護を目的として設立されたが、これまで銀行の破綻はない。一方、保険商品の保証ス

キームの基金は 1996 年からマレーシア中銀（BNM）が管理していたが、BNM は MDIC に

対し保険の補償スキームの設立を提案し、2010 年 12 月末から、MDIC はイスラム金融保険

商品（タカフル：Takaful）を含め、TIPS（保険保護制度：Takaful and Insurance Benefits Protection 

System）も管理することになった。 



98 
 

預金保険制度（DIS）は 25 万リンギットを上限に預金を保護し、基金には伝統的（非イ

スラム）預金基金（Conventional Fund）とイスラム金融基金（Islamic Fund）の別々の基金が

ある。保険（生保・損保）の保護限度額は上限 50 万リンギットであり、殆どの契約者は満

額が保護されることになる。マレーシアでは MDIC への加盟は生保・損保会社の義務だが、

これから制度を導入する国では、加盟を任意とするか義務とするか、仲介業者（再保険業

者）を保護の対象とするのか、保護の限度額をどうするのかなどを議論する必要がある。 

保護スキームの資金調達は事前・事後徴収の組み合わせ。保険料を事前徴収して基金を

積み立てている。必要であれば、政府に対して与信枠を要請できる。また市場調達も可能。

MDIC には全部で 6 つの基金がある。預金保険制度（DIS）には Conventional と Islamic の 2

つの基金があり、保険（TIPS）は生保と損保で分かれ、さらにイスラム金融保険商品も含

まれるので 4 つの基金がある。基金間の cross subsidiary（相互融通）はない。経費はそれぞ

れの基金に付加される。 

複数の業態を 1 つの機関が監督することとなった背景として、金融システムが複雑にな

ってきていることが挙げられる。マレーシアでは BNM が銀行セクターと保険セクターの両

方を監督し、オペレーション上も効果が見られる。MDIC においても、預金と保険の保護ス

キームを運営することに問題はなく、効率的であると考えている。 

 

 

以 上 
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日本振興銀行の破綻処理 

――預金者保護を中心として――i 

 

遠藤伸子ii 

志賀 勝iii 

村松教隆iv 

菅野昌彦v 

吉岡あゆみvi 

近内京太vii 

今野雅司／増田薫則／亀田純一／佐藤耐治viii 

 

 日本振興銀行株式会社（以下「振興銀行」という）は、平成22年9月10日、預金保険法（以下「預

保法」という）74条5項に基づき金融庁長官に「その財産をもって債務を完済することができない」旨

を申し出、金融庁長官から約1870億円の債務超過等を理由に同法74条1項に定められた業務お

よび財産の管理を命ずる処分（以下「管命処分」という）を受け経営破綻し、同時に、預金保険機構

が金融整理管財人に選任された。その後、預金保険機構は金融整理管財人業務を終え、平成24

年9月10日、同処分は取り消され、預金保険機構における振興銀行の破綻処理業務は終了した。 

 昭和46年の預金保険制度発足後における金融機関の破綻は、平成3年から平成20年までの17

年間に181件生じたが、いずれも資金援助（預保法59条）のほか、関係者の支援や特別資金援助

（預保法附則16条）、金融危機対応措置（預保法102条）の発動等により全負債が保護されてきた。

時限措置として行われた預金等の全額保護から定額保護への移行は平成14年4月から段階的に

施行され、平成17年4月から現行の制度となっているが、平成22年9月における振興銀行の破綻処

理が、預金保険制度発足以降、初めての定額保護によるものとなった1。 

 本稿は、定額保護下での預金者保護を中心に、振興銀行で行われた破綻処理を振り返るもので

ある。なお、本稿における意見にわたる部分は、執筆担当者らの個人的見解であり、所属団体であ

る（であった）預金保険機構の見解を述べたものでないことをあらかじめお断りする。 

  

                                                  
i 本稿は、『金融法務事情』（2012 年 11 月 10 日号、11 月 25 日号、12 月 10 日号、12 月 25 日号）掲載の

論文を同誌の許可を得て本誌に転載したもの。尚、執筆者の肩書は執筆当時のものである。 
ii 東北大学法科大学院教授・前預金保険機構法務統括室室長  
iii 東京地方裁判所判事補・元預金保険機構法務統括室室長  
iv 預金保険機構法務統括室室長  
v 東京地方裁判所判事補・元預金保険機構法務統括室総括調査役  
vi 預金保険機構法務統括室総括調査役  
vii 弁護士・元預金保険機構法務統括室総括調査役  
viii 預金保険機構法務統括室総括調査役  
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3 おわりに 
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1．金融機関の破綻処理の概要 

⑴ 定額保護における預金保護の原則 

ａ 預金保険制度の対象 

 全額保護下においては、破綻した金融機関に対するすべての預金債権が保護されていた

が、定額保護下においては、破綻した金融機関に対するすべての債権が保護されることは

ない。そして、金融機関が顧客に提供する、あらゆるサービスが預金保険制度の対象とし

て保護されるものでもなく、上記サービスのうち「預金等」（預保法2条2項）の中の、①

一般預金等2および②決済用預金3が預金保険制度の保護の対象となる4、5。 

 

ｂ 付保預金と非付保預金 

 保護の対象となる預金のうち預金保険により実際に保護される額（保険金の額）は、①

一般預金等（支払対象一般預金等）は、保険基準額（1000万円）までの元本および保険基

準額に対応する元本に係る保険事故が発生した日までの利息等の額の合計額（預保法54条1

項・2項、同法施行令6条の3）、②決済用預金（支払対象決済用預金）は、全額（預保法54

条の2第1項）である（以下、支払対象一般預金等のうち保険金が支払われる範囲内の部分

および支払対象決済用預金を併せたものを「付保預金」、支払対象一般預金等のうち保険

金が支払われる範囲外の部分を「非付保預金」という）。 

 

ｃ 付保預金確定のための「名寄せ」 

 支払対象一般預金等について、同一の預金者が同一の金融機関に複数の口座を持ち、保

有している元本が1人について2以上あるときは、保険基準額（1000万円）に対応する元本

は、複数の預金の元本の合計額である6。したがって、保険事故7が生じた場合には、同一

の預金者が当該金融機関に保有している複数の保護の対象となる預金の口座を集約し合算

して、付保預金額を確定する作業が必要となる。これを「名寄せ」といい、破綻した金融

機関から提出される預金者のデータをもとに預金保険機構が行う8。 

 

ｄ 付保預金保護の方式 

 保険事故があった場合に付保預金を保護する方法として、2つの方式がある。 

 1つは、預金保険機構が預金者に対して保険金を直接支払うことで付保預金を保護する方

法（預保法第3章第3節）である。これを保険金支払方式という。もう1つは、破綻金融機関

（預保法2条4項）から救済金融機関が合併等により付保預金を含めその事業を譲り受ける

ことにより、付保預金を保護する方法である。この場合には、預金保険機構が、破綻金融

機関に対して付保預金払戻し等のための資金貸付を行ったり（同法69条の3、127条）、保

険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮して（同法64条2項）救済金融機関

に対して資金援助を行ったりすることにより、破綻金融機関または救済金融機関が預金者
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等に対して付保預金の払戻しに応ずる。これを資金援助方式（同法第3章第4節）という。 

 保険事故が、金融機関の営業免許の取消し、破産手続開始の決定、解散の決議によって

生ずる場合は（第2種保険事故。預保法49条2項2号）、保険金支払方式による保護となるが

（同法53条1項本文）、大抵の保険事故は金融機関が預金等の払戻しを停止することにより

発生するものと思われ（第1種保険事故。同法49条2項1号）、この場合、保険金支払方式と

資金援助方式とのどちらの方式を選択する（同法53条1項ただし書）のが相当かが問題にな

る。 

 この点については、保険金支払方式が、預金の払戻しを中止し、原則として破産手続等

の清算型倒産手続のもとで金融機能が消滅するのに対し、資金援助方式は、預金の払戻し

を継続し、再生手続等の再建型倒産手続のもとで金融機能が継続する関係にある。このた

め、資金援助方式のほうが、金融機能が継続し、混乱等の社会経済的損失が少なくなると

いえるし、また、弁済・配当見込額は、金融機能が継続する資金援助方式のほうが、金融

機能が消滅する保険金支払方式よりも多くなると思われる。その結果、資金援助に要する

と見込まれる費用は、保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用よりも原則とし

て少なくなると考えられるため、こうした観点からも資金援助方式を選択するのが相当で

あるといえる9。 

 

⑵ 破綻処理方式と併用する倒産手続の各選択 

 定額保護下では、非付保預金やその他の債権については、破綻した金融機関の財産状況

に応じて弁済・配当がなされるため、債権者の公平・公正な取扱いが重視され、法的倒産

手続がとられることになる。保険金支払方式を選択した場合には、原則として破産手続等

の清算型の法的倒産手続が採られることになるが、資金援助方式を選択した場合、併用し

得る法的倒産手続は再建型の手続となり、再生手続と更生手続との2つが考えられるところ、

それぞれの手続については、以下のように長所、短所がある。 

 

ａ 再生手続の長所・短所 

 再生手続は、債務者が財産の管理処分権を保持するため（民事再生法（以下「再生法」

という）38条1項）、手続開始時に財産の管理処分権を有する金融整理管財人だけに管命処

分を受けた金融機関（被管理金融機関。預保法2条12項）の代表権、業務執行権および財産

の管理処分権が専属し（同法77条1項）、迅速な意思決定を行える態勢が保障されている。

また、金融機関の間では、破綻時における別除権の行使を前提とした担保権付取引が数多

く行われているのが通常であるところ、再生手続は、原則として、別除権の行使を制限し

ないため（再生法53条2項、148条）、金融市場に与える影響が更生手続よりも小さいとい

う長所がある。 

 もっとも、再生手続は、実務上、申立てから再生計画認可決定までの標準的なスケジュ

ールが、例えば東京地方裁判所では約5カ月間と短く設定されているため10、申立てから再
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生計画認可決定までに一般の事業会社よりもある程度長期間が予想される金融機関の破綻

処理に上記の実務運用を厳格に適用されると、再生手続を選択することが困難となる。ま

た、再生手続は、再生債務者に自認義務があるため（再生法101条3項、157条1項）、当該

金融機関に自認債権が多く残る場合は、多数の供託を要し、再生計画の遂行が煩雑になる

という短所がある。 

 

ｂ 更生手続の長所・短所 

 更生手続は、実務上、申立てから更生計画認可決定までの標準的なスケジュールが、例

えば東京地方裁判所では約13カ月間と長く設定されているため11、スケジュールの面では、

金融機関の破綻処理にも採用しやすい。また、更生手続は、問題のある別除権が付着して

いる場合には手続の中で排除することができる。さらに、更生会社に自認義務がないため

（ 二小判平21.12.4本誌1906号68頁）自認し得る債権も債権届出がない限り失権し更生計

画の遂行が容易になるという長所がある。 

 もっとも、更生手続は、管財人に事業経営権および財産の管理処分権が専属する一方で

（会社更生法（以下「更生法」という）72条1項）、金融整理管財人にも調査権（預保法81

条）や責任追及の権限（同法83条）、役員の解選任権（同法87条3項・4項）、承継資産の

確認申請の権限（同法93条）があるところ、管財人と金融整理管財人とが異なる場合には、

迅速な意思決定を行える態勢が保障されていない12。また、更生手続は、担保権の行使を

制限しているため（更生法47条1項、2条12項）、前記ａのとおり、金融市場に与える影響

が再生手続よりも大きいという短所がある。 

 

⑶ 定額保護下において資金援助方式をとった場合の破綻処理の概要 

ａ 破綻処理のモデル 

 預金保険機構は、いつ、そしていかなる業態の金融機関の破綻が生じても適切に対応し

得るよう、平時から破綻処理スキームの検討や訓練を重ねており、資金援助方式だけに限

らず、保険金支払方式の検討等も実施しているところ、定額保護下において資金援助方式

を採用し再生手続を利用する場合には、おおむね以下のような処理方針が想定される13。 

 まず、金融機関は、破綻する場合、預金者等への混乱を 小限とするため、その申出を

金曜日の営業終了後に行うことが多いものと予想される。この申出により、破綻した金融

機関は、金曜日夕刻に、業務停止命令（銀行法26条1項）および預金保険機構を金融整理管

財人とする管命処分（預保法74条1項）を受ける。もっとも、銀行法上の業務停止命令には、

私法上の権利行使を制限する効力を持たないため（ 二小判昭45.3.27判時588号74頁）、

同金融機関に対する権利行使を制限するため、法的倒産手続を申し立てることになる。そ

のため、金曜日夜には再生手続開始および弁済禁止等の保全処分の申立てを行う。 

 ここで、預保法49条2項1号（第1種保険事故）にいう「預金等の払戻しの停止」とは、金

融機関が、弁済能力の欠乏のため、即時に弁済すべき預金等に係る債務を一般的かつ継続
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的に支払わない旨を外部に表示する行為ないし態度をいうものと解され、再生手続開始の

申立てや保全処分の申立ては、これに当たるものと考えられる14。このため、上記申立て

により、第1種保険事故が発生することとなる。 

 その後、週末（土、日曜日）中に営業再開へ向けた準備作業（預金等に係る名寄せ、現

金の手配、職員への説明など）を終了し、破綻翌営業日（月曜日）午前9時から営業を再開

し、当該営業終了後に再生手続の開始決定を受ける。営業の再開により金融機能を回復さ

せ、主に付保預金の払戻しと仕掛り中の決済取引に係る債務（特定決済債務）の弁済、善

意かつ健全な債務者への融資等を中心とした業務を行う。なお、金融機関が弁済できるの

は付保預金および特定決済債務のみであり、それ以外の再生手続開始決定前の原因に基づ

く債務は再生法により弁済（払戻し）が禁止される。 

 その後は、被管理金融機関において事業継続し、受皿となる救済金融機関の出現を待つ

ことになるが、現実には破綻直後に承継銀行（Bridge Bank。預保法2条13項）と事業譲渡

に関する基本合意をし、準備が整い次第15、承継銀行に対して、金融機能を維持するため

の資産および付保預金を含む事業譲渡16を行う。そして、付保預金を除いた被管理金融機

関に対する債権（非付保預金等）は、再生債権として再生計画に則り弁済を受けることに

なる。また、事業譲渡後の被管理金融機関は、解散し清算することを予定している。 

 

ｂ 付保預金の取扱い 

 再生手続を利用する場合、付保預金は再生債権となるが、再生手続開始決定と同時に、

裁判所から決済債務の弁済等の許可決定を受けることにより、再生法85条1項の権利行使の

制限を受けず、開始決定後一定の期間は払戻しが可能となる（金融機関等の更生手続の特

例等に関する法律（以下「更生特例法」という）473条）。この観点から、再生手続申立て

時に弁済禁止等の保全処分（再生法30条1項）を申し立てるにあたって、付保預金の弁済を

禁止の対象から除外するため、同保全処分の発令後開始決定前も付保預金の払戻しは行わ

れる。 

 そして、被管理金融機関から救済金融機関へ事業譲渡がなされることにより、付保預金

の免責的債務引受が行われることから、弁済等の許可決定で定められる付保預金の払戻期

間は、おおむね再生手続開始決定日から事業譲渡がなされるまでの期間となる。 

 なお、この期間内に払い戻される付保預金等の原資は、預保法127条および同法69条の3

に基づいて、預金保険機構が被管理金融機関に対して貸し付ける金銭であり、同条に基づ

く貸付は、再生手続開始後に貸付を実施した場合でも、再生手続との関係では再生債権と

されるので（預保法127条、69条の3第3項3号）、付保預金の払戻し等による被管理金融機

関の財産の毀損はない。 

 したがって、再生手続開始の申立て時から承継銀行への事業譲渡までの間は、被管理金

融機関から付保預金の払戻しが可能となり、 救済金融機関への事業譲渡により付保預金の

免責的債務引受をした後は、救済金融機関から付保預金の払戻しが可能となるので、金融
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機関が破綻して第1種保険事故を起こしても、付保預金払戻しについて障害はない。 

 

ｃ 保険事故日の翌日以降の利息 

 保険事故日となった破綻日の翌日から事業譲渡の前日までに払い戻される一般預金等

（例えば、破綻日翌日から事業譲渡日前日までに満期が到来する定期預金）の利息は、預

保法上①保険事故日までの利息と②保険事故日の翌日以降の利息とに分けられる。 

 ①保険基準額の元本に対応する保険事故日までの利息は、付保預金であるから払戻しは

可能であるが（預保法54条1項）、②保険事故日の翌日から付保預金移転までの利息は非付

保預金であり、再生債権であるから、再生法85条1項により、その払戻しは許されない。し

かし、②の利息の払戻しができず、同利息の保護がないと、預金者にとって保険事故日の

翌日以降も被管理金融機関に預金を預け続けるインセンティブが働かないため、無用の付

保預金の払戻しが生ずる可能性がある17。そこで、これを防止し、被管理金融機関の事業

価値を保護すべく、②の利息については、承継銀行に履行の引受けを求めるなどの措置が

必要となる18。 

 

ｄ 承継銀行（Bridge Bank）の役割 

 承継銀行とは、事業の譲受け、付保預金移転または合併により被管理金融機関の業務を

引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀

行であって、預金保険機構の子会社として設立されたものをいう（預保法2条13項）。承継

銀行は、被管理金融機関の事業の受皿となる救済金融機関が直ちに現れない場合に、金融

システムの安定と預金者保護を図るために、暫定的に被管理金融機関から事業を譲り受け

るものであるが、実際の金融機関の破綻処理において果たす役割は、それにとどまらない。

すなわち、破綻直後から被管理金融機関と事業譲渡に関する基本合意を締結し、破綻直後

から被管理金融機関の事業譲渡先として登場する。また、単なる事業の譲受先のみならず、

破綻直後に被管理金融機関と資金提供に関する契約を締結し、事業譲受けまで被管理金融

機関の事業価値を維持継続するため、破綻後利息の引受けのような被管理金融機関に対す

る資金の提供者としての役割も担うことになる（スポンサー機能）。 

 これにより承継銀行の存在は、①破綻直後より事業譲渡先が決まることで預金者等の無

用の不安を払拭できる、② 終的な受皿となる金融機関も被管理金融機関ではなく承継銀

行から事業を譲り受けることで、偶発債務等のリスクを回避できるため、 終受皿金融機

関の出現を促進する、③再生手続開始申立て時から事業譲渡のスケジュールが明確となる

とともに、譲渡前でも再生債務者である被管理金融機関の事業価値が維持されることにな

り、再生手続の安定にも資するなどの積極的な意味を持つことになる。 

 なお、現行の承継銀行制度に加え、より柔軟で効率的な破綻処理を可能とするため、平

成23年の預保法の改正により株式会社整理回収機構（以下「整理回収機構」という）に承

継銀行機能が付与された（預保法附則15条の2）。 
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２．振興銀行の破綻処理の概要 

 

⑴ 振興銀行の破綻に至るまでの経緯 

ａ 振興銀行の開業と事業の拡大 

 振興銀行は、平成15年4月10日、中小企業等向け融資と定期預金の受入れを事業内容とし

て設立され、平成16年4月13日に銀行業の免許を受け、同月21日、開業した。 

 振興銀行は、開業当初は前記目的に沿った経営方針を採っていたが、預入期間10年の個

人向け定期預金で年約2％という、国内金融機関の中では高い金利を付して集めた預金を原

資として、平成19年頃からは、店舗の全国展開を進めながら、株式会社SFCG（以下「SFCG」

という）等の貸金業者から合計約2000億円の貸付債権を買い取ったり、親密先企業等への

融資を急増させたりし、急速に事業を拡大していった。 

 

ｂ 振興銀行への立入検査と行政処分等 

 SFCGは、過払金返還請求や平成20年9月のリーマンブラザーズの破綻に端を発する金融危

機等により、資金繰りが悪化し、平成21年2月、東京地方裁判所から再生手続開始決定を受

けた。その後、再生手続中に、SFCGが振興銀行に譲渡した商工ローン債権の多くが信託銀

行3行にも二重に譲渡されていた事実が判明するなどしたことから、SFCGは、同年4月、同

裁判所から破産手続開始決定を受けた。 

 このような中、振興銀行は、金融庁による立入検査を受けた（銀行法25条）。その結果、

検査対象の電子メールを削除したという検査忌避（同法63条3号）等の法令違反や、経営管

理態勢、法令等遵守態勢および信用リスク管理態勢等に関する問題が認められた。そこで

金融庁長官は平成22年4月27日、振興銀行に対し、検査結果を通知するとともに、銀行法24

条1項に基づく報告を求めた。 

 これに対し振興銀行は、金融庁長官に対し、平成21年度決算としては約51億円の赤字と

なったものの、平成22年3月31日時点では約275億円の資産超過であった旨報告し、同年5月

17日、同旨の決算発表を行った。もっとも、法令違反等の事実はなお残っていたため、金

融庁長官は、同月27日、振興銀行に対し、同年6月7日から同年9月30日まで1億円超の新規

融資や債権買取り、融資・預金の勧誘等といった業務の一部停止を命ずるとともに、同年6

月28日を期限とした受検態勢、法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢、信用リスク管理態

勢および資産査定管理態勢等の抜本的再構築を行う業務改善計画の提出、その後の実行な

らびに毎月の報告を求める一部業務停止・改善命令を発した（銀行法26条、27条）。 

 

ｃ 債務超過の申出と管理を命ずる処分等 

 振興銀行は、経営の建直しを図り、特別調査委員会を設置し、行政処分で指摘された法

令違反の原因究明や大口融資先の管理状況等の調査を行ったり、全国に125ある店舗の統廃

合を進めたりするなどしたが、平成22年7月14日、元代表執行役ら役員が検査忌避罪により
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逮捕されるとともに、同月27日と同月29日、信託銀行2行との間でそれぞれSFCGから二重に

譲渡された商工ローン債権（以下「二重譲渡債権」という）の帰属を争っていた各訴訟で、

いずれも、東京地方裁判所から敗訴判決を受けた。 

 そのような状況下で、振興銀行は、自己査定をやり直し、平成22年6月30日時点で、約1870

億円の債務超過に陥ったものと結論付けた。 

 そこで振興銀行は、同年9月10日（金曜日）、金融庁長官に対し、債務超過に陥った旨お

よびその理由を申し出た。これを受け金融庁長官は、振興銀行に対し、同日から同月12日

（日曜日）までの間、名寄せや資産の保全行為等以外の業務の停止を命ずるとともに、資

産内容の悪化を招く貸付の実行や高金利の預金の受入れ、偏頗弁済等を禁ずる一部業務停

止命令（銀行法26条）を発出した。また、金融庁長官は、振興銀行に対し、同行がその財

産をもって債務を完済することができず、合併等が行われることなく、その業務の全部の

廃止または解散が行われる場合には、同行が業務を行っている地域または分野における資

金の円滑な需給および利用者の利便に大きな支障を生ずるおそれがあると認め（預保法74

条1項2号）、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（同法74条1項）を

し、同時に、金融整理管財人に預金保険機構を選任した（同法77条2項）。 

 以後、預金保険機構が金融整理管財人として振興銀行の管理にあたることとなった。 

 

⑵ 預金保険機構における検討――破綻処理スキームの選択 

 破綻処理スキームの選択は、再生手続を併用した資金援助方式におけるスキームと即断

せず、考え得るあらゆるスキームを検討した。 

 

ａ 保険金支払方式か資金援助方式か 

 振興銀行においても、資金援助に要すると見込まれる費用は、保険金の支払を行うとき

に要すると見込まれる費用よりも少なくなることが見込まれたため、振興銀行が第1種保険

事故によって破綻し、預金保険機構が金融整理管財人に選任された場合（預保法78条2項）、

同行の破綻処理には、前記1⑴ｄで示した原則どおり、資金援助方式を選択するのが相当で

はないかと想定した。 

 

ｂ 再生手続か更生手続か 

 振興銀行の資産査定は、預金保険機構が想定している標準的な資産査定よりも困難な作

業になることが見込まれたため、申立てから計画認可決定まで10カ月を超えるスケジュー

ルを設定する必要があった。また、振興銀行は、貸金業者から過払金を含む貸付債権を大

量に買い取っていたため、債権届出がされていない過払金債権者に対する供託が多数発生

することも見込まれた。 

 しかしながら、①先述のとおり、再生手続では別除権の行使を制限しないため、更生手

続に比べて金融市場に与える影響が小さいこと、②更生手続を選択した場合、金融整理管
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財人が更生管財人に選任されなかったり、複数の管財人が選任されたりした場合には各種

権限が分属し、迅速な意思決定が行えない可能性があったことなどから、裁判所に再生手

続のスケジュールについて事案に応じた柔軟な運用を認めてもらえれば、振興銀行の破綻

処理には、再生手続を選択するのが相当ではないかと想定した。 

 

⑶ 振興銀行の破綻と初動処理 

ａ 預金保険機構の入管等 

 振興銀行の金融整理管財人に選任された預金保険機構は、平成22年9月10日（金曜日）、

職員約100名を振興銀行の本店や主要支店に派遣した。振興銀行の役職員らは円滑に預金保

険機構の管理下に入った。 

 振興銀行の本店や支店は、業務停止命令の発令により、役職員は出勤していたものの、

開店されることはなかった。 

 また、預金保険機構は、同日、預金保険機構のホームページに、振興銀行が経営破綻し、

金融整理管財人に選任された預金保険機構の管理下に置かれるようになったことや、翌週

13日（月曜日）から限定的に営業再開する16の中核店舗19、預金や融資の取扱い、約8カ月

後に事業譲渡を実施するなどといったスケジュール等を公表した。 

 

ｂ 株式会社第二日本承継銀行との事業譲渡に関する基本合意の締結等 

 金融庁長官は、平成22年9月10日、預保法上の承継銀行である株式会社第二日本承継銀行

（以下「第二BB」という）が振興銀行から事業の譲受け等を行うべき旨の決定をした（預

保法91条1項2号）。これを受け、第二BBは、同日、振興銀行との間で、別途定める日に振

興銀行の事業を譲り受けるとともに、当該事業等の価値を維持するため、付保預金の破綻

後利息に係る債務の履行を引き受けたり、業務を円滑に実施するための資金を貸し付けた

りするなど、振興銀行の事業を支援する旨の事業譲渡に関する基本合意やこれに付随する

各種契約を締結した。また、預金保険機構は、被管理金融機関のスポンサー兼事業の暫定

的な譲受人として予定していた承継銀行である第二BBとの間で、第二BBが振興銀行から事

業の譲受けを行うこと等を内容とした承継協定を締結した（同法97条1項）。 

 

ｃ 再生手続の申立てと保険事故の発生 

 ⒜ 再生手続に係る申立て 

 振興銀行は、平成22年9月10日、東京地方裁判所に対し、次のとおり、再生法上の各種申

立てを行った。 

ア 再生手続開始の申立て（再生法21条1項） 

 振興銀行が改めて行った自己査定の結果である1870億円の債務超過をもって、再生手続

開始の原因となる事実とされた。 
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イ 弁済禁止および担保提供禁止の保全処分の申立て（再生法30条1項） 

 定型的な債務、日常取引上生ずる債務に加え、預保法で保護され預金保険機構から資金

を借り入れた付保預金債務や仕掛り中の決済債務の弁済を除外した内容である（預保法54

条1項、69条の2、69条の3、127条）。 

ウ 監督命令の申立て（再生法54条1項） 

 扱う金額が大きい金融機関の特殊性にかんがみ、東京地方裁判所民事第20部における定

型的な同意事項から、1億円以内の貸付および保証ならびに預保法に基づく預金保険機構か

らの前記借入れ（預保法69条の3、127条、128条）等を除外した内容である。 

エ 共益債権とする旨の許可申請（再生法120条1項） 

 振興銀行が再生手続開始の申立て後再生手続開始前にした預金の受入れや第二BBからの

借入れ等によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする内容である。 

オ 決済債務の弁済等の許可申立て（更生特例法473条1項） 

 同月12日（日曜日）には、預金保険機構の名寄せによって付保預金・決済債務の総額が

判明し、預金保険機構から貸付決定を受けられる予定であったから、再生手続開始決定に

併せて決済債務の弁済および付保預金払戻しの許可を求める内容である。 

カ 再生債権届出期間に関する意見（更生特例法457条） 

 裁判所は、金融機関について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、

再生債権の届出をすべき期間について、預金保険機構の意見を聴くこととされている。 

 ここで、開始決定後に、救済金融機関に事業譲渡（付保預金の承継を含む（預保法59条2

項3号））することを予定している場合には、これにより預金の大部分である付保預金が救

済金融機関に移転し、事業譲渡日以後は、付保預金者は「預金者表」（更生特例法462条）

の記載から外れることになる。 

 そこで、金融整理管財人に選任された預金保険機構は、事業譲渡を8カ月後の平成23年5

月ころと予定していたことから、再生債権の届出をすべき期間の末日を同月27日とされた

い旨、意見を述べた。 

 

 ⒝ 保険事故の発生等 

 前記1⑶ａで述べたとおり、再生手続開始の申立てや保全処分の申立ては、預保法49条2

項1号（第1種保険事故）にいう「預金等の払戻しの停止」に当たるので、振興銀行は、前

記⒜により、第1種保険事故が発生したとして、平成22年9月10日、預金保険機構に対し、

その旨を通知した（預保法55条1項）。金融庁長官も、振興銀行における第1種保険事故の

発生を知り、直ちに預金保険機構に対しその旨を通知した（同法55条2項）。 

 また、東京地方裁判所は、前記⒜イ・ウの各申立てを受け、直ちに同旨の保全処分を命

ずるとともに、監督命令を発した。 
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ｄ 名寄せと資金貸付の決定等 

 預金保険機構による名寄せの結果、平成22年9月12日（日曜日）には、預金保険で保護さ

れる付保預金または決済債務の総額が5814億8278万2236円であることが判明した。 

 そこで、預金保険機構は、同日、意思決定機関である運営委員会を開催し、5814億8278

万2236円を上限とした付保預金の払戻しまたは決済債務の弁済のための貸付を行う旨の決

定をした（預保法69条の3、127条）。その上で、預金保険機構は、振興銀行との間で、上

記金額を上限として貸し付け、その実行は分割して行っていく旨の資金貸付契約を締結し

た。 

 

ｅ 営業再開と再生手続開始決定等 

 振興銀行の本店ほか15の中核店舗は、平成22年9月13日（月曜日）午前9時、営業を再開

した。コールセンターの電話が鳴りやまないこと等はあったものの、収拾不能な混乱が生

ずることはなく、預金者等に対する説明や中途解約の受付等が行われていった。 

 また、同日、振興銀行の従業員の過半数を代表する者は、監督委員に対し、再生手続開

始に異議がない旨の意見書を提出した（再生法24条の2）。さらに、監督委員も、東京地方

裁判所に対し、申立て棄却事由が認められないとして、手続開始を相当とする旨の意見書

を提出した。 

 以上のようなことから、東京地方裁判所は、各店舗の営業が終了した同13日午後7時、振

興銀行について再生手続開始決定をすると同時に、次の事項を定めた（再生法33条1項、34

条1項）。 

 ○ 再生債権の届出期間：平成23年5月27日まで 

 ○ 認否書の提出期限：同年6月8日 

 ○ 再生債権の一般調査期間：同月17日から同年7月1日まで 

 ○ 報告書等の提出期限：平成22年11月12日 

 ○ 再生計画案の提出期限：平成23年7月27日 

 さらに預金保険機構は、名寄せの結果に基づき、平成22年9月13日、東京地方裁判所に対

し、決済債務の弁済または預金等の払戻しの許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類を

一部の特定決済債務（預保法69条の2）、払戻しを行う預金等の種別を定期預金と別段預金、

弁済等の限度額を5814億8278万2236円、弁済等の期間を同日から平成23年5月20日とされた

い旨、意見を述べた（更生特例法473条3項）。そこで、同裁判所は、平成22年9月13日、振

興銀行に対し、上記意見と同旨の内容で、決済債務の弁済や付保預金の払戻しを許可した

（同条1項・2項）。 

 

ｆ 債権者説明会の実施 

 振興銀行は、平成22年9月16日（木曜日）、17日（金曜日）の2日間にわたり、東京都江

東区青海の東京国際交流館において、預金保険で保護されない預金等債権その他一般債権
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を有する債権者を対象とした債権者説明会を開催した（民事再生規則（以下「再生規則」

という）61条）。2日間合計で200名超の債権者が出席し、振興銀行の現状と今後、再生法

の適用と主なスケジュール、預金等債権その他一般債権等の取扱いにつき、説明および質

疑応答を行った。 

 

ｇ 営業再開店舗の追加と融資対応等 

 振興銀行は、平成22年9月21日に追加で25店舗、同月27日にはさらに追加で残り全部の60

店舗の営業を、それぞれ再開した。 

 また、貸付債権の弁済期が日々大量に到来するようになり、返済猶予が求められている

ものにつき、これを更新（ロールオーバー）するか否か等の判断を求められるようになっ

た。この点については、原則として、債務者区分や財務状況、取引状況、融資条件等を考

慮し、倒産手続で重視される回収の極大化に も資する方法を選択することとした。そし

て、振興銀行に多数存在した善意かつ健全な中小企業の債務者については、貸付を更新し

て継続返済させるのが回収の極大化に も資して相当な場合が多かった。このため、1億円

を超える貸付を更新すべき案件も多数発生したことから、処理の円滑化・迅速化のため、

同月22日、東京地方裁判所から、1億円を超える貸付であっても、更新については同意事項

から除外する旨の変更決定を得た。 

 振興銀行は、以上のような融資判断を預金保険機構の管理下で行いながら、個別融資を

含む資産査定を進めていった。 

 

ｈ 保険金不払決定 

 預金保険機構は、平成22年10月6日、振興銀行の保険事故発生からほぼ1カ月が経過し、

事業譲渡に向けての作業が着実に行われ、事業譲渡を行うについて特段の支障も生じてい

ないことを確認することができたため、運営委員会を開催し、振興銀行の保険事故につき

保険金の支払を行わない旨の決定をした（預保法56条1項）。 

 この結果、振興銀行の破綻処理は資金援助方式により進めていくことが確定した20。 

 

ｉ 振興銀行の抱えていた特徴・問題点 

 振興銀行の本店を除いた各営業店に配置されている従業員は少なく、本店を除く各営業

店では預金等に係る事務処理は基本的に行われておらず、定期預金口座の開設はインター

ネットを介するか郵送により本店に必要書類を提出してもらい、預金相当額の振込を受け

ることによりされていて、現金の取扱いがなかった。 

 また、振興銀行がいわゆる商工ローン等ノンバンクから買い取った貸付債権には、譲渡

元において利息制限法超過利息を収受していたため、元本を上回る回収分を不当利得とし

て返還しなければならないリスク（以下「過払金リスク」という）や貸付債権の二重譲渡

により優先する譲受人に回収分を不当利得として返還しなければならないリスクが付着し
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ている可能性があるなど、資産・負債の実情を正確に把握するには時間を要する特殊事情

が存していた。これらの特徴・問題点が後述する資産査定、概算払の大きな障害となった。 

 

⑷ 振興銀行の資産査定 

ａ 被管理金融機関の資産査定 

 再生手続では、手続開始時の資産の額を定めることを目的とした財産評定が清算価値基

準で行われる（再生法124条、再生規則56条1項本文）。 

 また、金融機関の破綻処理手続では、資金援助方式を採用した場合、事業譲渡代金や資

金援助の額を算出するため、保険事故時の資産の額を定めることを目的とした資産査定が

時価基準で行われることを想定している。 

 

ｂ 振興銀行の資産査定 

 ⒜ 振興銀行の特殊性 

 振興銀行は、10社ほどの貸金業者から貸付債権（額面合計約2000億円）を買い取ってい

た。これらの買い取った貸付債権には過払金リスクが付着していたので、同リスクを踏ま

え、慎重に査定をしていく必要があった。 

 また、SFCGから買い取った商工ローン債権は、その多くが二重に譲渡され、対抗関係で

振興銀行の劣後するものが相当数あり、さらに、上記買取債権には、別の貸付に切り換え

られたものや、SFCGに買い戻されたもの等もあり、事実関係や権利関係が錯綜していた。 

 

 ⒝ 事実・権利関係の整理 

 振興銀行は、平成22年7月27日と同月29日、二重譲渡債権の帰属を争っていた各訴訟で、

いずれも、債権譲渡登記の具備が第一譲受人に後れているという理由により、敗訴判決を

受け、控訴していた。しかし、振興銀行は、同年9月16日と同年10月6日にも、同種の各裁

判で、いずれも、同様の理由により、敗訴判決を受けた。これを受け、振興銀行は、同年

10月8日、その後は基本的に二重譲渡債権の帰属を債権譲渡登記の先後により決していくこ

とを表明し、以後、第一譲受人との間で約1万8000件に及ぶ二重譲渡債権の帰属先を判定す

る作業を順次行っていった。 

 

 ⒞ 概算払の実施と財産評定書の提出 

 振興銀行の資産を正確に把握するには、前記のような作業を長期間にわたって必要とし

たが、平成22年12月には、貸金業者から譲り受けた貸付債権以外の資産や負債の大要を把

握することができた。そこで、預金保険機構は、後記⑺のとおり、同月13日、概算払率25％

の概算払（預保法70条）を開始した。 

 また、振興銀行は、平成23年2月には、二重譲渡債権の帰属先を判定する作業が完了した

こともあり、同月8日、再生手続開始時の資産の額を約2265億円、負債の額を約8980億円、
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破産配当率を24％とする財産評定書を東京地方裁判所に提出した。 

 

⑸ 振興銀行の役員等の解任・選任 

ａ 被管理金融機関における役員等の解選任 

 振興銀行は委員会設置会社（会社法326条2項、銀行法4条の2第2号）であり、取締役会の

員数は定款上20人以内と定められていた。管命処分時の役員構成は代表執行役兼取締役1名、

社外取締役4名、執行役7名、会計監査人1法人であった。 

 被管理金融機関の役員の解選任については、預保法87条3項、4項により、被管理金融機

関が委員会設置会社である場合には、金融整理管財人が裁判所の許可を得て、取締役、執

行役、会計参与または会計監査人を解任でき、その解任により法律または定款に定めた取

締役、会計参与または会計監査人の員数を欠くこととなるときは、金融整理管財人は、裁

判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役、会計参与または会計監査人を選任すること

ができる。そして、この代替許可があったときは、当該代替許可に係る事項について株主

総会等の決議があったものとみなされる（同条6項）。 

 振興銀行の場合、金融整理管財人の円滑な業務遂行を担保するには役員等の解任が必要

であると考えられ、株主総会の決議事項である取締役、会計監査人の解任については（会

社法339条1項）裁判所の代替許可を用いることとしたが、取締役会の決議事項である代表

執行役の解職および執行役の解任については裁判所の代替許可を用いなかった。なぜなら、

管命処分により、振興銀行の業務の執行を行う権利は金融整理管財人である預金保険機構

に専属し（預保法77条1項）、金融整理管財人が、取締役会の権限事項である代表執行役の

解職および執行役の解任（会社法420条2項、403条1項）を行うことができるため、あえて

裁判所に代替許可を求めることは不要といえるからである。 

 

ｂ 取締役・会計監査人についての代替許可申請 

 金融整理管財人である預金保険機構は、平成22年12月10日、東京地方裁判所に、預金保

険機構が振興銀行の取締役5名を解任することおよび同取締役として3名を選任すること、

会計監査人1法人を解任することおよび同会計監査人として1法人を選任することについて、

代替許可申請をした。 

 預保法87条3項の代替許可申請の理由（代替許可の要件）に関しては、被管理金融機関と

役員との間の法律関係を委任契約とみて相互解約の自由を承認し、金融整理管財人の全く

自由な裁量行為を確認するとの見解や、解任の相当性（役員等の経営責任等）の確認の審

査を行うとの見解などが成り立ち得るため21、申請理由はどの見解に立っても要件を充た

すように申立書に記載した。 

 

ｃ 代替許可決定 

 東京地方裁判所は、平成22年12月24日、金融整理管財人である預金保険機構が、振興銀
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行の取締役5名および会計監査人1法人を解任すること、および同取締役として3名および同

会計監査人として1法人を選任することを許可し、同月27日、振興銀行は、そのホームペー

ジにおいて、取締役5名の解任および社外取締役3名の就任を公表した。 

 裁判所の代替許可によって選任された取締役および会計監査人の任期は、選任時の属す

る事業年度の終了後 初に招集される定時株主総会の終結時である（預保法87条5項）22。

振興銀行においては平成23年6月28日に定時株主総会を開催したが、同総会において計算書

類の承認についての決議を行うとともに、上記平成22年12月27日に裁判所の代替許可によ

り選任された取締役および会計監査人の重任についても、併せて決議を行った。 

 

⑹ 預金の取扱い 

ａ 振興銀行における預金の特徴 

 振興銀行は定期預金のみを取扱い、普通預金や当座預金などの決済性の預金は取り扱わ

ず、決済機能を有していなかったほか、金融市場からの調達もないなど、他の金融機関と

はその営業形態が異なっていた。 

 

ｂ 付保預金・破綻後利息の取扱い 

 付保預金の払戻しは弁済禁止の保全処分（再生法30条1項）の対象から除外され、再生手

続開始決定後には、申立てのとおり、再生手続開始決定日である平成22年9月13日から平成

23年5月20日までを弁済等期間とする旨の決済債務の弁済および付保預金等の払戻し等の

許可決定を受けた。これにより、再生手続開始の申立てから承継銀行により付保預金が引

き受けられるまでの間、振興銀行において付保預金の払戻しが可能となった。 

 同年4月25日には、第二BBへの事業譲渡により付保預金も同行に移転したため、同日から

は、同行が付保預金の払戻しをすることになった。 

 また、前記⑶ｂで述べたとおり、第二BBにて、付保預金の破綻後利息に係る債務の履行

を引き受けたので、付保預金者は、当該利息部分についても払戻しを受けることができた。 

 

ｃ 係争中の（付保）預金債権 

 振興銀行においては、預金債権（一般預金等）に係る払戻請求訴訟が、破綻前、再生手

続開始決定前に係属していた。 

 この点、再生手続との関係では預金債権は再生債権であり、とくに非付保預金等につい

ては預保法・更生特例法上の特則もないので、預金に関する訴訟は、再生手続開始決定に

より中断する（再生法40条1項）。その後、再生債務者の受継を経て、通常の再生債権同様、

債権確定手続により確定される23（同法107条）。 

 これに対し付保預金は、再生債権ではあるものの、再生手続後も一定期間権利行使が認

められ（更生特例法473条）、再生手続中に第二BBに免責的債務引受されるため、訴訟手続

の帰趨を検討する必要が生じた。 
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 この点については様々な考え方があり得ると思われるが、付保預金についても再生法の

債権確定手続により確定されるとすると当該訴訟は債権確定訴訟となり、とくに元々の訴

訟が預金の払戻しを求める訴訟の場合、付保預金部分についても給付判決を得られず、付

保預金の払戻しに障害を生じさせないという預金保護の目的に反するとともに、救済金融

機関に対して既判力が及ばないとも考えられるため、預金者に対して不利益を課すことに

なり得る。 

 そこで、再生手続開始決定により付保預金に関する同訴訟は中断するが24、中断中に救

済金融機関（第二BB）が付保預金の債務引受を行い、被告適格が破綻金融機関から救済金

融機関へ移転するとし25、再生債務者が、再生法40条2項により受継を行うと同時に、付保

預金部分についての訴訟は、救済金融機関が引き受けるとするのが適当ではないかと思わ

れる。この考えによれば、係属中の付保預金に関する給付訴訟の原告は、受継後に救済金

融機関に対する訴訟引受を申し立てることになり（民事訴訟法50条1項）、以後は救済金融

機関を相手に訴訟を行うことになる。なお、預金に付保部分と非付保部分とが混在してい

る場合には、非付保部分については、再生法上の債権確定手続によることになる。 

 また、付保預金に関する訴訟において預金者が勝訴した場合には、預金保険機構から救

済金融機関に対して金銭贈与（訴訟枠：預金保険機構業務方法書31条2項・3項）がなされ、

預金の払戻しがなされることになる。 

 

⑺ 預金等債権の買取りの実施 

ａ 預金等債権買取制度・手続 

 ⒜ 制度趣旨 

 振興銀行の破綻処理は再生法の手続下により行われたため、付保預金を除く預金債権は

再生債権として個別的権利行使が制限され（再生法85条1項）、随時の払戻しはできない。 

 しかし、預金債権は、その性質上、預金者にとっては早期の現金化の必要があることも

否定できず、このため、預金等債権買取制度（預保法改正（平成8年法律第96号）により導

入）によって、倒産手続の進捗状況にかかわらず金融機関の破綻後比較的早期に非付保預

金について預金者からの要求により流動性を回復し、預金者の保護を図る必要がある26。 

 

 ⒝ 手続構造 

 預金等債権買取制度は、概算払と精算払との2段階の手続構造となっている27。 

 概算払は、預金保険機構が、預金等債権28の預金者からの請求に基づいて、当該預金者

から、預金等債権に破綻金融機関の破産配当見込額等を考慮した上で決定する一定の率（概

算払率）を乗じた金額（概算払額）で当該預金等債権を買い取る制度である（預保法70条1

項）。 

 精算払は、預金保険機構が、倒産手続において、概算払により預金者等から買い取った

預金等債権を回収した場合において、当該回収額が概算払額と預金等債権の買取りに要し
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た費用等との合計額を超える場合は、超過額を預金者に追加的に支払う制度29である（預

保法70条2項ただし書）。 

 

 ⒞ 預金等債権買取りの手続 

 預金保険機構では、預金等債権買取りの手続として、①保険金支払方式が選択された場

合には、買取対象となる預金等債権を保有している預金者等に概算払額等を記載した預金

等債権買取通知書・預金等債権買取請求書を郵送し、署名押印を得た上で預金等債権買取

請求書を預金保険機構に返送して買取りの請求をしてもらい、買取代金（概算払額）を当

該預金者等の指定口座に振り込む方式（郵送・振込方式）を、②資金援助方式が選択され

た場合には、買取請求の受付・買取代金（概算払額）の振込事務を破綻金融機関に業務委

託し、預金者等の買取請求を破綻金融機関の店頭で受け付け、買取代金（概算払額）を当

該預金者等の指定口座に振り込む方式（窓口方式）を一般的なものとして想定している30。 

 

ｂ 振興銀行の破綻処理と概算払の実施 

 ⒜ 前 説 

振興銀行の破綻処理において、制度導入以来、初めて預金等債権の買取りが実施された

31。 

 振興銀行は、保険事故発生日である平成22年9月10日時点で3423人の非付保預金者、約110

億円（元本）の非付保預金額を有していた（預金全体に占める割合としては預金者数で約

2.7％、預金元本で約1.9％。）32。 

 

 ⒝ 預金等債権買取りの決定等 

 預金保険機構は、振興銀行の破綻日において概算払率や買取時期等は未定であったが、

概算払を実施する方針であると表明した。 

 破綻から約3カ月後には、金融整理管財人たる預金保険機構において、振興銀行の資産お

よび負債の内容を精査する作業も進み、破産配当見込額等の見積りも可能となったため、

預金保険機構は、運営委員会の議決を経た上で、平成22年12月7日、預金等債権買取りの決

定をし、概算払率を25％と定め、概算払率につき預保法71条1項、139条に基づく金融庁長

官および財務大臣の認可を受けて、同月15日付で以下の事項を公告（抄。同法72条1項）し

た。支払方法については、営業店で預金等に係る事務処理が基本的に行われていないとい

った特殊事情も考慮しながら、郵送・振込方式となった。 

 ① 買取期間：平成22年12月13日～平成23年3月31日 

 ② 買取場所：預金保険機構（預金等債権買取請求書等を郵送受付） 

 ③ 概算払額の支払方法：預金者指定口座に買取代金（概算払額）を振り込む 

 ④ 概算払率：25％ 
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 ⒞ 概算払率の決定 

 ア 概算払率の決定の手続の概要 

 預保法71条2項は「当該金融機関について破産手続が行われたならば当該金融機関に係る

預金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、機構の資産の効

率的な利用に配意しなければならない」と定めているが、これは、倒産手続上の清算価値

保障原則の考え方を持ち込むことで、預金者に対する 低限の保障を確保する一方で、預

金保険機構の概算払額が預金保険機構の倒産手続における回収額を上回った場合に預金者

に対して当該差額を不当利得金として返還を求める制度は存しないこともあり、預金保険

機構の財政負担上、不測の損失を被らないようにする意味合いもあるものと解されている

（精算払により実際の配当率・弁済率と調整される）。 

 イ 概算払率の決定（資産・負債の評価） 

 資産・負債の評価の基準時は、平成22年9月10日の振興銀行の破綻日（第1種保険事故発

生日）とし、資産全体を約2200億円、負債を約8900億円と見込み、債務超過額約6700億円

として、概算払率を25％と算定した。 

 ウ 財産評定における破産配当率との関係 

 概算払率は行政手続上定められるもので、司法手続である再生手続上の財産評定（再生

法124条、同規則56条1項）における破産配当率（再生債権者一般に清算価値を保障する）

とは、同じ破産手続における評価を前提としているものの、両者の関係を拘束する法令上

の定めはとくに存しない。 

 振興銀行における財産評定の評価基準日は平成22年9月13日（再生手続開始決定日）であ

り、財産評定書を裁判所に提出したのも、預金等債権買取りの決定がされた同年12月7日か

ら2カ月を経過した平成23年2月8日であり、評価基準も異なっていたため、結果として財産

評定における破産配当率は24％となり、1ポイントの差が生じた。 

 

 ⒟ 買取期間（スケジュール策定） 

 ア 買取開始時期等の設定 

 買取開始時期は平成22年12月13日とし、預金等債権買取りの決定の時期を含めて破綻日

から約3カ月後となった。 

 預金等債権買取制度が預金者の早期流動性回復のための措置であることを考慮すれば、

可能な限り早期であることが望ましいが、前記⑷で述べたような事情が存在したこともあ

り、開始時期が破綻から3カ月後となったことはやむを得なかったと思われる。 

 イ 買取期間 

 買取期間は、平成22年12月13日から平成23年3月31日の約3カ月半と定めた。 

 買取期間について、法令上、法定期間はとくに定められていないが、再生手続上の債権

届出期間の末日が平成23年5月27日と定められていることを踏まえ、2カ月弱の余裕を見て、

買取期間を定めた33。 
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 ⒠ 預金等債権買取りの運営態勢 

 預金保険機構では、十数名の人員態勢（電話照会作業除く）で預金等債権買取りの手続

を担当した。郵便物の受付、オンライン受付登録、預金者が返送した預金等債権買取請求

書の受付・審査（振興銀行本店と預金者からの相殺がされていないかの確認等も含む）・

処理、振込の事務処理等を担当した。 

 

⒡ 預金等買取請求をした預金者数、概算払額 

 終的に預金等債権買取りの請求をしたのは約3100名であり、概算払額は約24億円とな

った。 

 

ｃ 振興銀行の破綻処理と精算払の実施 

 振興銀行の再生計画に基づく第1回弁済率は39％34であり、概算払率25％を上回った。よ

って、概算払により預金者等から買い取った預金等債権を預金保険機構が回収した結果、

当該回収額が概算払額と預金等債権の買取りに要した費用等の合計額を超えたため、精算

払（預保法70条2項ただし書）が実施された。 

 

⑻ 相 殺 

ａ 相殺の必要性 

 預金者が破綻した金融機関に対して債務を負担しているときは、預金者は、預金債権と

相殺をすることによって、実質的に預金を回収することができる。とくに預金が非付保預

金の場合には、これらの預金と借入債務とを相殺するほうが、再生計画に基づき弁済を受

けたり、預金等債権の買取りを請求したりするより、預金者にとって有利である35。 

 もっとも、再生債権者は、債権届出期間内に限って相殺をすることができるとされてお

り（再生法92条1項）、時期的な制約がある。また、再生債務者からの相殺は、裁判所の許

可を得なければ実行することはできない（同法85条の2）という制約がある。 

 

ｂ 振興銀行における取扱い 

 そこで振興銀行は、破綻後から債権届出期間の末日である平成23年5月27日までの間、債

権者説明会、ホームページへの掲載、概算払の案内等の各要所において、預金者に対し、

相殺を促した。 

 

⑼ 買取りも相殺もしない非付保預金者の権利行使 

 非付保預金のうち相殺も預金等債権の買取りの請求もされなかった預金は、債権届出の

上、再生計画に基づき弁済を受けることになる。ここで、各預金者自ら再生債権として届

け出なければならないとすると、預金者に対して相当の負担を課すことになる。 
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 そこで、再生手続等の迅速かつ適正な進行を確保するとともに、預金者の負担の軽減を

目的として設けられた制度が、預金保険機構による預金者の代理業務である（更生特例法

第5章第2節）。 

 預金保険機構は、平成23年5月10日、預金者表を作成した旨を公告するとともに（更生特

例法462条1項）、同月12日から同月26日までの間、預金者表を縦覧に供し（同条2項）、同

月27日、東京地方裁判所に対して預金者表を提出した（同法463条1項）。これにより、預

金者表に記載のある預金等債権については債権届出期間内に届出があったものとみなされ

る（同法464条）とともに、預金保険機構は、預金者表に記載された預金者を代理して、再

生手続に属する一切の行為を行うこととなった（機構代理。同法466条）。 

 その後、預金保険機構は、機構代理に係る預金者に通知し、同年10月14日に公告した上、

同年11月15日に開催された債権者集会において、振興銀行が提出した再生計画案に対して、

同意する内容の議決権を行使した。そして、平成24年4月2日、振興銀行の再生計画に基づ

く第1回弁済が預金者代理人である預金保険機構に対してなされ、その後、弁済金を受領し

た預金保険機構は各預金者からの請求に基づき、弁済金の支払を進めた。 

 

⑽ 第二BBへの事業譲渡 

ａ 第二BBへの事業譲渡 

 預金保険機構は、振興銀行の事業の 終受皿となる銀行を選定するため、 終受皿とな

る銀行を公募することとし、「 終受皿に求められる基本的な要件」を提示し、これに基

づく受皿候補の募集（公募期間：平成23年3月11日～3月31日）と書類審査を行っていた。

しかし、その決定と事業承継の実行にはなお時間を要する見通しであったため、承継銀行

である第二BBに対して事業譲渡を行うこととし、同年4月1日、事業譲渡契約を締結し、同

月25日これを振興銀行と第二BBとの間で実行した。 

 

ｂ 事業譲渡の諸準備 

 ⒜ 譲渡対象資産の選別（資産査定） 

 承継銀行には、破綻金融機関が保有する資産のうち健全な資産のみが承継されるべきで

あるから、破綻金融機関が承継銀行に譲渡する資産は、金融庁長官が、承継銀行の保有す

る資産として適当であると確認したものに限られる（適資産確認。預保法93条、139条）。 

 振興銀行の貸付金は、平成22年9月10日時点で貸付先数約4万6000件、貸付残高約4346億

円、平成23年4月25日時点で貸付先数約2万9000件、貸付残高約3819億円であり、そのうち

適資産として区分したものは同日時点で約1万1000件、貸付残高約363億円であった36。そ

のほか振興銀行は、現預金約1500億円、有価証券、営業用動産・不動産、ソフトウェア等

を適資産として区分し、同年3月15日、金融庁長官に対し適資産確認の申請を行い、同月31

日、同確認を得た。 

 そして、銀行業務に関する契約関係については、破綻金融機関が締結していた契約すべ
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てを承継するのではなく、以後の銀行業務に必要なものを適切に承継する必要があり、振

興銀行の締結していた契約を洗い出し、承継対象となる契約を確定した。振興銀行は銀行

業務を行うにあたり、基幹業務の業務委託契約、他の銀行との決済預金口座関連契約、店

舗の賃貸借契約、リース契約等の諸契約を締結しており、そのうち第二BBにおける業務に

必要な契約約二百数十件を承継させることとした。 

 

 ⒝ 譲渡価格の算出、資金援助申込みのための資産評価 

 事業譲渡の対価は継続企業価値を前提とする適正な価格によるところ、事業譲渡価格の

算定は純資産方式を採用し、「事業譲渡実施日の譲渡資産評価額から譲渡負債（付保預金

等）評価額及び本件事業譲渡に関して発生する所定の費用を控除した額」とした。このう

ち承継対象となる資産の評価は原則として時価（継続企業価値）によるところ、貸付金に

ついては、原則として金融検査マニュアルに従い資産査定を実施し、その結果をもとに従

来金融機関の破綻処理に使用されてきた引当金控除方式37によって算出した。なお、具体

的な評価方法、評価額については、監査法人の審査を経ている。 

 また、事業譲渡契約締結日時点では、譲渡実行日現在の評価額を算定できないため、譲

渡価格の算定は、過去のある時点の譲渡対象資産評価額から譲渡負債評価額等を控除して

算定し、契約実行日までの価額の変動については事後的に価格調整をすることとし、調整

後に 終的な譲渡価格を振興銀行および第二BBにおいて確認するという手法を採った。 

 

 ⒞ 再生法42条の許可 

 再生手続において、再生計画によらない事業譲渡は「事業の再生のために必要であると

認める場合」に裁判所の許可を得て行うことになる（再生法42条1項）。この事業譲渡の必

要性を判断する際には、譲受人の選定過程の公平さや譲渡代金、譲渡条件の相当性なども

斟酌される38。このため譲受人選定においては、入札を可能とする条件が整う場合には入

札手続を導入することが望ましいとされているが、入札手続が不可欠というわけでない。

ただ、入札手続を経ない場合でも譲受先の選定過程の公平さと譲渡価格の相当性の確保に

は十分配慮することが求められる39。 

 この点、承継銀行は、早期に破綻金融機関の受皿となる金融機関が現れない場合に破綻

金融機関の事業価値を維持するため、暫定的な救済金融機関として、破綻金融機関から事

業を譲り受けるものであり、 終的な事業の譲受先（ 終受皿金融機関）は、承継銀行か

ら事業を譲り受けることが想定されているため、承継銀行は、他の事業譲受候補金融機関

と競争関係に立つものではなく、承継銀行への事業譲渡時においては、譲受人の選定過程

の公平さ等について判断することは困難である。 

 しかし、承継銀行への事業譲渡についても再生法42条1項が適用されるため、同項の要請

をどのように実現するかが問題となった。この点、種々の考え方があり得るが、今回採ら

れた手法は、 終受皿金融機関への事業承継（再承継）の際に、同法42条1項で求められる
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要請を実現することとした。すなわち、 終受皿金融機関の選定過程を公平に行い、譲渡

価格の相当性を確保しつつ、再承継の際に譲渡益が生じ、かつその譲渡益が再生債務者の

元々の事業に起因するといえる場合には、同譲渡益は、債権者への弁済原資とすべきもの

であるから、同譲渡益を振興銀行を通じて再生債権者に還元するというものであった。 

 

 ⒟ 事業譲渡に必要な行政、司法手続 

 第二BBへの事業譲渡に関しては、適資産確認のほか、銀行法30条3項、再生法42条、同法

43条の許認可が必要であり、さらに、預保法上の要請として、自己取引の承認（預保法84

条）、預金保険機構からの資金援助に係る適格性の認定（預保法61条）が必要であった。

これらについては所定の申請を行い、事業譲渡までに許認可等を得た。 

 

 ⒠ 債権者説明会 

 事業譲渡に先立ち、事業譲渡についての債権者説明会を平成23年4月11日に開催した。 

 

ｃ 事業譲渡の実行 

 ⒜ 資産（貸付金・担保）の移転手続 

 ア 指名債権譲渡手続 

 適資産の認定をされた貸付債権は約1万1000件あり、その数は膨大なものであった。銀行

の事業譲渡においては、当該事業譲渡の公告により、民法上の指名債権譲渡手続が簡素化

されており（銀行法36条2項）、振興銀行は、事業譲渡日である平成23年4月25日、同公告

を行った40。 

 なお、債権やその発生原因となる契約に譲渡禁止特約が付されている場合には、債務者

の承諾の擬制や簡素化の規定がないから、私法上の原則どおり、契約の相手方の承諾が必

要との理解のもと、相手方の承諾を得た41。 

 イ 根担保権の移転手続 

 上記の貸付債権には担保権が設定されていたが、根抵当権、根債権質権、根債権譲渡担

保権、根動産譲渡担保権等の典型、非典型の根担保権が混在していた。根担保権付債権は、

元本が確定しないと被担保債権の移転に根担保権が随伴しない。この点、根抵当権につい

ては預保法133条の規定により、同条1項所定の事項につき公告を行い、根抵当権設定者が

異議を述べなければ、承継金融機関に移転することができることから、振興銀行および第

二BBは連名で、平成23年4月8日、根抵当権譲渡の公告を行った42、43。 

 他方、根抵当権以外の根担保権については、預保法133条で直接規定していないため問題

となった。これについては、①預保法133条を類推適用ないし準用して公告を行う方法、②

民法398条の19第2項を類推適用ないし準用して、個別に元本確定させ、貸付債権に随伴さ

せる方法、③元本確定を承諾により行い、あるいは民法398条の12第1項の類推適用ないし

準用により、根抵当権設定者の承諾を得て移転をさせる方法が検討された。この点、救済
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金融機関への事業譲渡後は引き続き銀行取引が継続するものであり、元本確定をさせるこ

とには合理性がなく、元本確定をさせずに救済金融機関に根担保権を移転することについ

て通常債務者は異議がないはずであり、さらに、個別に対応する事務コストは膨大なもの

となることから、①の方法によることも検討されたが、あらゆる根担保権に、預保法133条

を類推適用または準用できるのかについては疑義もあり、結論的には保守的に②の方法を

中心としながら、一部の非典型の担保権については③の方法によった。 

 

 ⒝ 付保預金債務の承継手続 

 振興銀行から第二BBへの事業譲渡により、平成23年4月25日時点で存在していた付保預金

（約2158億円）が第二BBに承継された。この付保預金の承継の性質は、免責的債務引受で

あり、本来債権者の承諾が必要であるが、預保法131条により債権者の承諾手続が簡素化さ

れている。そこで、振興銀行は、同条に基づき、平成23年4月25日、「事業譲渡に伴う債権

者異議申立ての公告」を行った。 

 

ｄ 事業譲渡時に行われる資金援助 

 ⒜ 資金援助制度 

ア 救済金融機関への資金援助（預保法59条1項） 

 資金援助方式の場合、預金保険機構は、付保預金を引き受ける救済金融機関に対して、

金銭の贈与等の資金援助を行う。 

 救済金融機関が譲り受けた事業の積極財産の価額が、その引き受けた付保預金等の債務

の総額を下回る場合には、事業譲渡の時点で、救済金融機関が承継した事業は債務超過と

なってしまうので、この債務超過分を補塡する金銭の贈与がその典型例である。 

イ 破綻金融機関への衡平資金援助（預保法59条の2） 

 資金援助方式においては、破綻金融機関の事業の一部（適資産）と付保預金債務の全額

とを額面にて救済金融機関に承継する。そのため、事業譲渡をした場合には、事業譲渡を

しない場合と比べ、不適資産のみが破綻金融機関に残置される債権の引当てとなり、残置

される債権に対する弁済率が事業譲渡前に比べて低下することがある。そのままでは、救

済金融機関に対する事業譲渡が詐害性を帯びるため、事業譲渡による弁済率の低下分を、

預金保険機構が破綻金融機関に資金援助（金銭贈与）をすることで補塡することにより、

詐害性を解消することができる。この資金援助（金銭贈与）を衡平資金援助という。 

 

 ⒝ 資金援助の実行 

 第二BBは平成23年4月8日に、金銭の贈与による資金援助の申込みを衡平資金援助の申込

みと併せて行い（預保法59条、59条の2）、これを受けて、預金保険機構は同月15日、運営

委員会を開催し、資金援助を実施する旨の議決を行った（預保法64条）。 

 運営委員会議決後、預金保険機構は、第二BBとの間で資金援助に関する契約を、振興銀
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行との間で衡平資金援助に関する契約を、それぞれ締結し、契約の締結後、第二BBおよび

振興銀行は、各資金援助契約書を金融庁長官に提出した。 

 事業譲渡実行日である同月25日、預金保険機構から第二BBに対し約1041億円の資金援助

（金銭の贈与）が、振興銀行に対し約656億円の衡平資金援助（金銭の贈与）が、それぞれ

実行された。 

 もっとも、同日時点の数値は事業譲渡実行日の数値を正確に表したものではないため、

事業譲渡契約に定められた価格調整条項に基づき改めて資金援助額を確定し、同年9月27日、

運営委員会においてこの調整後の金銭贈与額の議決がなされ、その後速やかに返還等が実

行された。調整後の金額は第二BBに対する金銭贈与額が460億円（当初より581億円の減額）、

振興銀行に対する金銭贈与額が751億円（当初より95億円の増額）となった。 

 

⒞ 承継銀行の経営管理の終了（第二BBからイオン銀行への再承継） 

 平成23年4月25日に事業譲渡を受けた第二BBは、預金保険機構の経営管理のもと（預保法

94条）、資産の劣化防止および金融機能の維持に努めた。同年12月26日、 終受皿金融機

関となった株式会社イオン銀行（以下「イオン銀行」という）に対し、預金保険機構から

第二BBの全株式の譲渡が実行され、預金保険機構の経営管理が終了した。この株式譲渡は、

預保法101条2項4号の「再承継」に該当するため、再承継を援助するための資金援助（資産

の買取り）がなされ、株式譲渡に先立ち、「再承継を援助するために買取りの対象とする

ことが適当と認められる資産」について、預金保険機構から買取委託を受けた整理回収機

構が第二BBから買取りを行った。 

 

⑾ 事業譲渡対象資産以外の資産処理（振興銀行の清算） 

ａ 事業譲渡以外の資産譲渡の概要 

 ⒜ 振興銀行の資産の概要 

 第二BBへ譲渡されなかった振興銀行の資産（適資産確認を受けなかった資産。以下「不

適資産」という）の処理は、原則として他に譲渡する方法が採られたが44、45、46、次に

述べる事情への配慮を要した。 

 ア 引直し計算 

 振興銀行は、その破綻前、SFCG等の貸金業者から大量の貸付債権（貸金業法の適用があ

るもの）を購入していたが、これらについて、同行の破綻前には、いわゆる引直し計算が

必ずしも行われていないという状態にあった47。そのため、これら譲受債権の残高は、実

際には減少している可能性があり、それが譲渡の障害となるため、引直し計算を要し、譲

渡の可能な状態とするまでに相当の時間を要した。 

 イ 責任追及債権の存在を意識すること 

 振興銀行は、その破綻後、金融整理管財人たる預金保険機構の経営管理下におかれたも

のであるところ、金融整理管財人は、被管理金融機関の経営者等に対し、民事・刑事双方
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の責任追及業務を行うべき義務を負う（預保法83条1項・2項）。振興銀行の破綻処理にお

いて、金融整理管財人たる預金保険機構は、同行の破綻につき、旧経営陣の責任を追及す

べき義務を負っており、同行の旧経営陣等に対する民事上の損害賠償請求権48の存在を意

識し、これを譲渡対象とする必要があった（下記ｂ参照）。 

 

 ⒝ 実際の譲渡状況 

 振興銀行において、不適資産は、①整理回収機構への売却、②株式譲渡後にイオン銀行

の子会社となった第二BB（株式会社イオンコミュニティ銀行（当時。現在はイオン銀行に

吸収合併されている））への売却、③入札による債権の外部への売却の3通りの方法で換価

処分がなされた49。結果として、振興銀行の保有する資産のかなりの部分を整理回収機構

に売却することとなった。 

 

ｂ 整理回収機構への資産譲渡 

 ⒜ 整理回収機構の役割 

 振興銀行は、その保有する不適資産の多くを整理回収機構に売却した。 

ア 整理回収機構による資産買取りは資金援助の1方法であること 

 預金保険機構は、破綻金融機関の事業を譲り受ける金融機関を援助するための資金援助

をするにあたり、前述した金銭贈与の方法によるほか、破綻金融機関の保有する（不適）

資産を買い取る方法によることもできる（預保法59条1項3号）。もっとも、破綻金融機関

から買い取った資産（その多くは、貸付債権である）については、その回収が予定されて

いるところ、債権の回収は、その業務を熟知した者が行うことが合理的である。したがっ

て、実際の破綻金融機関の処理にあたっては、預金保険機構が自ら破綻金融機関の資産を

買い取るのではなく、預金保険機構が整理回収機構へ買取りを委託し、これを受けた整理

回収機構が破綻金融機関から資産を買い受けることになる（預保法附則8条1項2号、10条1

項1号）。なお、資産買取りの資金は、預金保険機構が整理回収機構に貸し付けることがで

きる（預保法附則11条1項）。 

 すなわち、整理回収機構による破綻金融機関の資産の買取りは、預金保険機構による資

金援助の1方法として行われるものである。 

イ 整理回収機構に譲渡した債権について預金保険機構による調査権が認められている

こと 

 預保法上、預金保険機構は、整理回収機構の整理回収業務の円滑な実施を確保するとと

もに、下記ウの利益納付を的確に行わせるため、整理回収機構が買い取った貸付債権等の

債務者の財産が隠蔽されているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明す

ることがとくに必要であると認められるものについて当該債務者の財産の調査を行うこと

ができるとされ、併せて、預金保険機構には、罰則付きの立入調査権が付与されている（預

保法附則7条1項5号、14条の2、24条2項2号～4号）。 
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 上記の点にかんがみると、破綻金融機関の旧経営陣等に対する責任追及債権については、

整理回収機構に譲渡し、預金保険機構の指導および助言（預保法附則7条1項3号）のもと、

同社に回収をゆだねることが、それ以外の方法による行使および回収に比べて効果的であ

るといえる。そのため、責任追及債権およびこれに関連する貸付債権については、整理回

収機構に売却することが適当である50。 

ウ 整理回収機構から預金保険機構への利益納付がなされること 

 整理回収機構は、預金保険機構との整理回収協定上、預金保険機構から委託を受けて買

い取った資産について、整理回収業務を実施した結果、利益が生じたときは、同利益相当

額を預金保険機構に納付する義務を負う（預保法附則8条1項2号の3）。 

 

⒝ 整理回収機構が買い取った振興銀行保有資産 

 振興銀行は、その保有する資産のうち、いわゆる責任追及債権およびこれに関連する貸

付債権等を、4回に分けて整理回収機構へ売却した。 

 ここで、整理回収機構による資産買取りが、預金保険機構による資金援助の1方法である

ことは前述したとおりであるが、2度目以降の資産買取りは、預保法上の追加的資金援助（預

保法69条）に当たる。追加的資金援助の要件は、①前に資金援助が行われていることおよ

び②必要があると認める場合であることの2つであり、要件②が専ら問題となるが、本件に

おいては、整理回収機構において多数の小口債権を買い取るために、所用の回収態勢整備

やシステム構築の必要があった上、振興銀行において整理回収機構に引き渡すべき契約書

類等がきわめて多数にわたったという事情があったことから、事業譲渡の行われた平成23

年4月時点で、整理回収機構への資産譲渡をすべて行うことは困難であり、準備の整ったも

のを順次複数回に分けて譲渡する必要性が認められたものである。 

 

 ⒞ 資産の評価方法 

 振興銀行が整理回収機構に売却した資産の評価方法は、第二BBへの事業譲渡の場合と同

様、引当金控除方式によった。整理回収機構との相対取引であり、入札等は実施していな

い。 

 

 ⒟ 「回収益還元スキーム」の構築 

 整理回収機構への資産譲渡は、預保法上は破綻金融機関に対する資金援助の一環である

が、再生法上は再生債務者による財産の処分にあたる。また、再生債務者による財産の処

分については、平成22年9月10日発令の監督命令により監督委員の同意事項とされていた

（再生法54条2項。ただし、再生計画認可決定の時まで）。ここで、整理回収機構への資産

譲渡は相対取引であり、入札等は実施していないため、整理回収機構への譲渡が入札を実

施した場合に比して、再生債権者にとって不利にならないようにするとともに、整理回収

機構による回収益により、非付保預金への弁済額を 大限確保できるようにするため、将
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来的にその回収益を同行を通じて再生債権者に還元することが可能となる旨のスキームを

構築し（回収益還元スキーム）、整理回収機構への資産譲渡について監督委員の同意を得

た。同スキームの内容は次のとおりである。 

 すなわち、前述のとおり、もともと整理回収機構から預金保険機構への利益納付が予定

されていることを踏まえ、整理回収機構が買取資産の回収益として平成26年3月末日までに

預金保険機構に納付した額およびその時点における譲渡対象資産を再評価した額の合計額

が、譲渡対象資産の取得原価相当額を上回ったときは、その上回った額を回収益として所

定の方法により計算した額を、預金保険機構が振興銀行に対し追加的衡平資金援助51（預

金保険法69条4項、59条の2）として金銭贈与を行った上で、振興銀行が追加弁済を行うこ

とにより再生債権者に還元する方法によることとした。例えば責任追及債権は、整理回収

機構への売却時点では抽象的な権利として低廉な価格で売却せざるを得ないことが多いが、

その後、具体的に訴訟提起、回収等を行うことにより、多額の回収益を生ずることもあり

得る。そのような場合、当該回収益を再生債務者に戻し、再生債務者による自主回収と実

質的に近い形を実現しようというものである（むろん、責任追及債権以外についても同様

である）。 

 なお、仮に整理回収機構に損失が生じた場合には、預金保険機構による損失補塡が実施

されるが（預保法附則10条の2）、再生債権者に損失負担は求めない。 

 

ｃ 終受皿への資産売却 

 終受皿となる金融機関が預金保険機構から株式を譲り受けることによって、 終受皿

金融機関の子会社となった第二BBに対しても不適資産の譲渡が行われた。 

 不適資産の一部を第二BBに譲渡するにあたり、同社が承継銀行（預金保険機構の子会社）

である間は、不適資産を譲り受けることができないと解されるため（預保法93条1項）、第

二BBの株式譲渡実行後に不適資産の一部が譲渡された。 

 

ｄ 入札による債権の外部への売却 

 振興銀行が貸付債権を処分する方法の1つとして、入札による債権の外部への売却という

方法が採られている。 

 これは振興銀行が保有する債権のうち、受皿金融機関へ譲渡できなかった債権で市場に

よる売却になじむ債権（すなわち、整理回収機構による回収を行ってもコスト面から十分

な成果を得られる見込みがない債権や、係争中等であって、債権の性質上、整理回収機構

へ譲渡すべき債権52を除く債権）について、外部投資家による落札という手続を行って処

分するものであり、その目的は振興銀行が保有する貸付債権を適正な価格によって換価・

処分することにあった。結論として、約3000先、額面約62億円の債権が本件入札による売

却手続により換価・処分された53。 
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３．おわりに

 

 本文中であまり触れられなかったが、振興銀行の再生手続については、平成23年11月15

日に再生計画の認可決定を受け、同年12月14日に同決定が確定し、再生計画に基づき第1回

弁済（弁済率39％）がなされた。このように振興銀行においては預金保護手続とともに再

生手続も順調に進行している。振興銀行の預金保護手続、再生手続等の破綻処理が円滑に

進んだことについては、各方面の御理解と御協力によるものが大きく、あらためて感謝の

意を表するとともに、今後も従前のスタンスを保ちつつ、さらなる改善を図ることにより、

適正かつ迅速な破綻処理スキームの構築を目指していきたいと考えている。 
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注 

 

1 平成8年6月の預保法改正により全額保護の特例措置が実施されるまでの間も定額保護であったが、救済合併

等により「事実上の全額保護」が図られていた。 

2 決済用預金以外の預金等で外貨預金その他政令（預保法施行令3条）で定める預金等を除いたものをいう（預

保法51条1項）。また、一般預金等のうち他人名義等のものも除かれる（同法54条1項、同法施行令6条）。 

3 決済サービスを提供できること、要求払い、無利息という3つの要件を充たす預金で外貨預金その他政令（預保

法施行令3条の2）で定める預金を除いたものをいい（預保法51条の2第1項）、当座預金、無利息の普通預金等

がこれに当たる。なお、決済用預金のうち他人名義等のもの等は除かれる（同法54条の2第1項、同法施行令7

条）。 

4 このほかに、支払対象決済用預金の払戻しを行う場合に消滅しない決済債務（特定決済債務）も保護の対象と

なるが（預保法69条の2）、必要ないため、説明を割愛する。 

5 保護の対象となる預金について、一般預金等は「支払対象一般預金等」（預保法54条）、決済用預金は「支払対

象決済用預金」（同法54条の2）という。 

6 預保法54条2項。例えば1人の預金者が破綻した金融機関に対して500万円、600万円の2口の定期預金を有す

る場合、合計した元本は1100万円となるので、1000万円が付保預金、100万円が非付保預金となる。なお、同一

の預金者が一般預金等の口座を複数有しており、かつ、その元本が1000万円を超える場合には、次の順位によ

り付保預金を特定する。①担保権の目的となっていないもの、②弁済期（満期）の早いもの、③弁済期（満期）が

同じ預金等が複数ある場合は、金利の低いもの、④金利が同じ預金等が複数ある場合等は、預金保険機構が指

定するもの、⑤担保権の目的となっているものが複数ある場合は、預金保険機構が指定するもの。 

7 保険事故は預保法49条2項各号に規定されており、金融機関の預金等の払戻しの停止（1号）、金融機関の営

業免許の取消し等（2号）をいう。 

8 預保法は、破綻時に名寄せをスムーズに行うことができるよう、金融機関に対し、名寄せに必要な預金者データ

を整備するとともにそのデータを預金保険機構に迅速に引き継ぐためのシステム対応を図ることを義務付けてい

る（預保法55条の2）。さらに金融機関は保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、

電子情報処理組織の整備等の措置を講ずることが義務付けられている（同法58条の3）。 

9 平成11年12月21日付金融審議会「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」参照。 

10 西謙二＝中山孝雄編『破産・民事再生の実務［新版］(下)』7頁（金融財政事情研究会、2008年）参照。 

11 西岡清一郎ほか編『会社更生の実務(上)』8頁（金融財政事情研究会、2005年）参照。 

12 近年は、DIP型会社更生の運用も定着してきたようであり（更生法67条3項。西岡ほか編・前掲注11・305頁）、預

金保険機構が金融整理管財人と管財人とを兼任することができればよいが、それが保障されていない現時点に

おいては、なお検討が必要である。 

13 詳細は、古井俊之「一部定額保護下における金融機関の金月処理スキーム」週刊金融財政事情2004年6月28

日号35頁以下参照。 

14 佐々木宗啓編著『逐条解説預金保険法の運用』31、111頁以下（金融財政事情研究会、2003年）参照。 
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15 承継銀行への事業譲渡の時期は、当該金融機関の規模や資産状況等にもよるが、破綻からおよそ6カ月後が

目安となる。 

16 預保法上の「事業譲渡」とは付保預金の承継を伴うものをいう（預保法59条2項3号、佐々木編著・前掲注14・

224頁。 

17 加えて、保険事故日の翌日以降の利息を保護しないこととした場合、救済金融機関に付保預金を移転するに

あたって、利息を破綻前、事業譲渡前、事業譲渡後に区分するため、相応のシステム改変費用が発生する。 

18 佐々木編著・前掲注 14・254 頁参照。 

19 東京都千代田区神田司町の本店のほか、札幌、仙台、大宮、千葉、新宿、新橋、高田馬場、横浜、名古屋、新

潟、梅田、神戸、岡山、福岡、松山の合計16店。 

20 資金援助の可否に関する判断は資金援助の申込み後に行われるため（預保法64条1項）、保険金不払決定は

資金援助が可能なことを確定させるものではない。 

21 佐々木編著・前掲注14・362頁参照。 

22 振興銀行の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までである（銀行法17条参照）。 

23 この場合、当該預金は基本的には後述の機構代理債権でなく預金者自ら債権届出を行うことが必要と思われ

る。 

24 もっとも、再生法40条1項について、「再生債権に関する再生債務者の当事者適格自体には変動がないが、中

断するのは、再生債権の確定のために特別の手続が設けられているためである」（伊藤眞『破産法・民事再生法

［第2版］』688頁（有斐閣、2009年））とされていること、付保預金については再生手続開始決定後であっても払戻

しが可能であることから（更生特例法473条1項）、付保預金のみの訴訟であれば、再生手続開始によっても中断

しないという解釈もあり得ると思われる。 

25 付保預金である以上、救済金融機関（または承継銀行）へ移転していると解される（佐々木編著・前掲注14・

228頁は、「付保預金のすべてを移転させることの要否という問題がある。例えば、係争中の預金等といったものを

破綻金融機関に残してよいかである。…条文文言に照らし、すべての付保預金を移転する必要があると解するの

が正当であろう」としている）。 

26 なお、当該破綻金融機関に対し、融資債務等を有している預金者等については、倒産手続下においても一定

の要件のもとで預金者等からの意思表示による相殺が可能であり、早期の預金等債権の回収手段として位置付

けられる。預金者からの相殺については、 http://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu4-2.htmlも参照され

たい。 

27 制度の概要は、http://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu4-3.htmlも参照されたい。 

28 保護の対象となる預金に外貨預金を加えたものをいう（預保法70条1項、同法施行令15条）。このため、付保預

金も含まれ得るが、付保預金は全額が保護の対象になるため、買取りは非付保預金と外貨預金を対象としてい

る。 

29 精算払請求権は、実質的には預金者等の不当利得返還請求権と考えられているが、他面、概算払額が回収

額を上回った場合において、預金保険機構が当該差額について預金者に返還を求めることはなく、預金保険機

構の負担に帰する。 

30 手続の概要については、http://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu4-3.htmlも参照されたい。 
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31 預保法制定附則17条では、平成14年3月31日までに実施することができる制度として、概算払率を100％とする

「預金等債権の買取りの特例」制度が定められているが、いわゆる平成金融危機当時の全負債保護下での金融

機関破綻処理においても、本条による概算払が実施されることはなかった。 

32 全体で預金者数12万6779人、預金元本合計約5820億円。 

33 預金保険機構は買い取った預金等債権について裁判所に債権届出をする（再生法94条1項）。 

34 再生計画案提出時点（平成23年7月27日）においては27％としていたが、同年10月25日、39％に変更する旨の

許可申請をし、許可を得た上で再生計画案が可決され、裁判所の認可決定を得た。 

35 なお、満期到来前の定期預金についても、多くの金融機関において、預金規定上、預金者からの相殺を可能

とする手当てがなされている。 

36  平 成 23 年 12 月 6 日 預 金 保 険 機 構 「 日 本 振 興 銀 行 が 保 有 す る 資 産 の 買 取 り 等 に つ い て 」

（http://www.dic.go.jp/shinko/shikinenjo/enjo4.html）。平成23年4月25日時点の貸付先数・貸付残高は、事業

譲渡後の精査後の数値である。また、平成22年9月10日時点から減少しているのは、返済、相殺および貸付金の

利息制限法による引直し計算の結果である。 

37 担保によって保全されている債権部分とそれ以外の部分とを区別し、前者部分については全額の回収見込み

があるとしてその金額を債権評価額とし、後者の部分についてはその回収見込み等を勘案した一定の割合を乗

じて計算された貸倒引当金・債権等譲渡損失引当金の額を控除した額をもって債権評価額とするもの。正常先

債権には、損失を見込まず額面価格とし、要注意先債権については、担保不保全分の半分をロスと見込み、破

綻懸念先債権、実質破綻先債権および破綻先債権については、担保不保全分の全部をロスと見込む。 

38 東京高決平16.6.17（金判1195号10頁）。 

39 才口千晴＝伊藤眞監修『新注釈民事再生法［第2版］(上)』228頁（金融財政事情研究会、2010年）、西＝中山

編・前掲注10・129頁。 

40  平 成 23 年 4 月 25 日 付 振 興 銀 行 「 事 業 譲 渡 に 伴 う 債 権 者 異 議 申 立 て の 公 告 」

（http://www.shinkobank.co.jp/info/pdf/press110425.pdf）参照。 

41 佐々木編著・前掲注14・483頁参照。 

42 http://www.shinkobank.co.jp/info/pdf/press110408_3.pdf 

43 なお、振興銀行においては、根抵当権が設定されているもののその設定登記がなされず、仮登記のみがなさ

れているという例が非常に多く見られたが、これについても預保法133条の適用があると解すべきであり、実際に

そのように処理した。 

44 振興銀行の保有していた債権は、大別すると①振興銀行が自ら顧客に貸し付けて取得したプロパーの貸付債

権（以下「プロパー債権」という）、②貸金業者からの譲受債権（本文ａ⒜ア参照）に分けられる。 

45 貸付先数約4万6000先、貸付残高4346億円（平成22年9月10日基準）。 

46 なお、振興銀行は、貸付債権以外にも、不動産や動産（美術品等）、株式（上場、非上場）等の資産を有してい

たが、これらの処分方法については通常の倒産手続における処理と大きく変わるところはないため、説明は割愛

する。以下、本文で「資産」という場合、貸付債権を指すものとする。 

47 なお、振興銀行は、債権の買取り後、当該譲受債権の適用利率を制限利率まで引き下げていた。よって、問題

となるのは、振興銀行による買取り時の残高が（買取り前からの引直し計算の結果）同行の把握していたものより
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も少額であったか譲渡時点で既に残高がマイナス（過払い状態）であったため、後の回収行為によって同行把握

の債権残高より少額の残高となる場合やさらに進んで不当利得返還債務が発生する場合である。 

48 会社法423条1項に基づく、株式会社の取締役に対する損害賠償請求権等。 

49 詳細は、預金保険機構・前掲注36を参照されたい。 

50 整理回収機構による、破綻金融機関の旧経営陣等の責任追及の実績等については、同社のホームページ

（http://www.kaisyukikou.co.jp/）を参照されたい。 

51 追加的資金援助（衡平資金援助を含む）が可能であることは前記⒝のとおりである。振興銀行に対する追加的

衡平資金援助は、①未確定再生債権等が満額確定した場合に必要となる金額、②回収益還元スキームにより回

収益が最大限上がった場合に必要となる金額につき、それぞれ、将来的に金銭贈与が可能となるように措置した

ものである。 

52 詳細については、前記ｂ参照 

53 預金保険機構・前掲注36参照。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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編集・発行 預金保険機構 
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