
 

 

改訂された「国際預金保険協会による実効的な預金保険制度のためのコアとな

る諸原則」について 
 

大内 聡1 
原 和明2 

2014 年に「国際預金保険協会による実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則」

（以下、コア・プリ）が改訂された。

本稿では、コア・プリの改訂に至る経緯や位置付けを示し、各原則についての詳しい内容、

主な変更内容等を解説する。

 

目 次 

1. 概要 
(1) 経緯 
(2) 位置付け 

2. 内容 
(1) 主要な用語の定義 
(2) モラル・ハザードと運営環境 

BOX 2014 年のコア・プリの改訂 
(3) コア・プリ適用における特別な論点 
(4) コア・プリの各原則 

3. 最後に 

参考「国際預金保険協会による実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則」（仮訳） 

参考文献 

 

                                                       
1 預金保険機構 国際統括室室長（E-mail: satoshi-ohuchi@dic.go.jp）。
2 預金保険機構 調査部調査役（前国際統括室調査役）（E-mail: kazuaki-hara@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らに属し、預金保険機構の公式見

解を示すものではない。 

1



 

 

1. 概要  

 (1)  経緯 

2001 年 9 月に金融安定化フォーラム
3
（金融安定理事会（以下、FSB4

）の前身）が、預

金保険制度の導入や改革を検討している国のために、「預金保険の国際ガイダンス」を発表

した。国際ガイダンスの作成を契機に、預金保険者（deposit insurance agency）の間で、情

報共有、国際協力、研究活動を推進しようとの動きが高まり、2002 年 5 月に国際預金保険

協会（International Association of Deposit Insurers 以下、IADI）が設立された。

2008 年 4 月に、金融安定化フォーラムは、金融危機に関する報告書
5
をとりまとめたが、

その中で、「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、それ

を受けて、2009 年 6 月に、IADI 及びバーゼル銀行監督委員会（以下、BCBS）は、コア・

プリを公表した。

コア・プリの公表の後、IADI、BCBS、欧州預金保険フォーラム（EFDI）、欧州委員会（EC）、

国際通貨基金（IMF）及び世界銀行（世銀）の共同作業を経て、2011 年 1 月に、IADI と BCBS

は「実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則・準拠状況評価のための方法」を公表

した。同文書による各国の預金保険制度評価の方法として、IADI と BCBS は、①預金保険

者による自己評価、②IMF や世銀による、例えば金融セクター評価プログラム（Financial 

Sector Assessment Program: FSAP）等の一部としての預金保険制度の評価、③コンサルティ

ング会社等、民間の第三者による評価、④他の預金保険者によるピア・レビュー（peer review)

等を想定している。

その後、コア・プリは、各国における預金保険制度の自己評価、FSAP、2012 年の FSB の

ピア・レビュー
6
、ワークショップやセミナー等で用いられてきたが、それらを通じて明ら

かになった課題や金融危機後の状況変化等を反映するよう、改訂されることとなった。

IADI は、2013 年 2 月に作業部会を設置して改訂作業を開始した。作業部会の意見は 2014

年 1 月に、BCBS、EC、EFDI、FSB、IMF、世銀と IADI の代表からなるジョイント・ワー

キング・グループに提出された。ジョイント・ワーキング・グループはその任務を果たすた

めに、コア・プリで定める目標水準を引き上げることとコア・プリを柔軟で国際的に適用可

能な原則となるように維持することとの間で、適正なバランスを達成することを追求した。

IADI は、2014 年 9 月に市中協議文書を公表し、改訂案を 10 月の業務執行委員会
7
で承認し、

11 月に FSB に提出した。 

改訂されたコア・プリは、払い戻し、付保範囲、資金調達及びガバナンスを含むいくつか

                                                       
3 Financial Stability Forum 
4 Financial Stability Board 
5 Financial Stability Forum（2008）p51 
6 Financial Stability Board（2012） 
7 IADI の業務執行委員会（Executive Council）は、総会で選ばれた 25 名の委員から構成されている。IADI の
実質的な意思決定機関であり、預金保険制度に関するガイダンスの承認等を行う。詳細は原（2013）。 
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の分野での預金保険制度の基準を強化すると共に、危機への準備と危機管理における預金保

険者の役割についてのガイダンスを追加している。また、引き続き、多様な預金保険制度へ

の適用が可能であると共に、多くの預金保険者が破綻処理の枠組みにおいて果たしている重

要な役割を反映している。コア・プリは、FSB により「健全な金融システムのための基準」

のひとつとされている8。

(2)  位置付け 

コア・プリは、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ベストプラク

ティス（最良慣行）と位置付けられているものであり、各国に対して準拠を義務付けている

ものではない。

改訂されたコア・プリでは、公共政策の目的、付保範囲、財源と資金利用、預金者への払

い戻し等 16 の分野に 1 つずつ原則が設けられている。

さらに、原則をより具体的に記述した基準（criteria）が設けられているが、改訂前のコア・

プリには、必須基準（essential criteria）と付加基準（additional criteria）の 2 つがあった。

必須基準は、当該国の預金保険制度が原則に準拠しているかを評価する際の基準となって

いる。一方、付加基準は原則をより高いレベルで充足するための推奨基準で、原則に準拠し

ているか否かを評価9する際には利用されなかった。

改訂の際、殆どの付加基準が必須基準に格上げされ、その他の付加基準は削除された。し

たがって、改訂後のコア・プリには付加基準がない。

外部により評価を行う際には
10
、各原則について、a）準拠（Compliant）、b）概ね準拠（Largely 

Compliant）、c）実質非準拠（Materially Non-Compliant）、d）非準拠（Non-Compliant）、e）

非適用（Not Applicable）の 5 段階で行うこととされている
11
。

各国の預金保険制度のコア・プリへの準拠状況を評価し、準拠していない点を明らかにす

ることによって、当該国の預金保険制度が改善される可能性もある。ただし、各国が制度を

変更するかどうかは、それぞれの自主性に任されるべきものである。

預金保険者の任務が国毎に異なっており、コア・プリには、国によっては預金保険者の任

務外となる内容も含まれている。また、実効的な預金保険制度のためには、監督機関との情

報共有及び協調、中央銀行からの緊急の資金調達等が欠かせないことから、監督機関や中央

銀行に関係する内容も含まれている。 

                                                       
8 FSB ホームページ参照

（http://www.financialstabilityboard.org/what-we-do/about-the-compendium-of-standards/key_standards/）。
9 想定されている評価主体としては、①預金保険者、②IMF や世銀、③コンサルティング会社等、民間の

第三者、もしくは④他の預金保険者が挙げられている。
10 自己評価の場合もこちらの評価基準で行うことが推奨されている（IADI（2014）脚注 30）。
11 「準拠」は重大な欠陥がなく必須基準が満たされている場合、「概ね準拠」は小さな欠点があるだけで所

定期間内に完全な準拠を達成できる場合、「実質非準拠」は簡単に修正することのできない重大な欠点があ

る場合、「非準拠」は原則が実質的に履行されていない場合とされている。 
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2. 内容 

コア・プリは、第 1 章から第 4 章までが、イントロダクション、主要な用語の定義と運営

環境等となっている。第 5 章に原則と必須基準が具体的に記載されている。最後の附属書に

コア・プリを用いて預金保険制度を評価する際の注意事項等が記載されている。

第 1 章には、コア・プリの作成及び改訂の経緯、第 2 章には、コア・プリで使われている

主要な用語の定義が記載されている。経緯は、既に記載のとおりであり、以下では第 2 章以

下の内容を説明する。

(1) 主要な用語の定義 

第 2 章には、コア・プリで使われている 21 の主要な用語の定義が記載されている。殆ど

の用語は、概ね広く使われているとおりだが、預金取扱機関に該当する用語は bank となっ

ており、日本の信用金庫や信用組合も bank に含まれることに注意が必要である。

(2)  モラル・ハザードと運営環境 

第 3 章では、モラル・ハザードと預金保険制度が運営される上で影響を受ける運営環境等

を記載している。

預金保険制度により、制度がない場合と比べて、預金取扱機関がより大きなリスクをとる

可能性が高まる。ゆえに、預金保険制度では保護の対象となる預金や水準が限定されている

が、さらに、プルデンシャル規制、監督、市場規律、早期是正措置及び破綻処理等を通じモ

ラル・ハザードが抑制されるべきとしている。

また、預金保険制度の実効性に影響を与える要因として、預金保険制度以外の要因を挙げ

ている。例えば、長期間に亘ってマクロ経済状況が不安定な場合は、通常よりもより大きな

預金保険基金、緊急時の資金調達手段の強化等が必要になるだろうとしている。プルデンシ

ャル規制・監督、破綻処理の枠組みが実効的であれば、預金取扱機関の破綻処理コストは引

き下げられるが、監督が不十分な預金取扱機関があれば、認識されていない金融システムの

リスクが不意に顕現化するかもしれないとしている。そして、株主や債権者の異議申し立て

により、破綻処理手続きが遅延し、金融システムの安定を損なうことがないよう、預金取扱

機関に特有な破綻処理の枠組みが用意されていなければならないとしている。

また、健全な会計制度と情報開示制度は、実効的なリスク評価に必要で、預金保険者を含

むすべての金融セーフティネット構成機関12は、早期の対応を可能とするためにも、適時に

信頼性のある預金取扱機関の財務情報にアクセスする必要があるとしている。

                                                       
12 コア・プリでは、金融セーフティネットの機能には、プルデンシャル規制、監督、破綻処理、最後の貸

し手、預金保険等が含まれ、多くの国においては、政府の一部門（一般的には金融セクターの政策に責任

を持つ金融あるいは財務の官庁）が金融セーフティネット構成機関に含まれるとされている。日本では、

金融庁、日本銀行、預金保険機構等が金融セーフティネット構成機関に該当する。 

4



 

 

 BOX 2014 年のコア・プリの改訂 

（改訂前のコア・プリ） 

原則 1 公共政策の目的 

原則 2 モラル・ハザードの抑制 

原則 3 任務 

原則 4 権限 

原則 5 ガバナンス（統治） 

原則 6 他の金融制度セーフティネット 

構成機関との関係 

原則 7 クロスボーダー問題 

原則 8 強制加入 

原則 9 付保範囲 

原則 10 全額保護から定額保護の預金保 

険制度への移行 

原則 11 財源・資金調達 

原則 12 国民への周知 

原則 13 法的保護 

原則 14 銀行破綻の責任者への対処 

原則 15 早期発見、適時の介入、破綻処理 

原則 16 実効的な破綻処理プロセス 

原則 17 預金者への払い戻し 

原則 18 資産の回収 

（改訂後のコア・プリ） 

原則 1 公共政策の目的 

原則 2 任務及び権限 

原則 3 ガバナンス（統治） 

原則 4 他の金融セーフティネット 

構成機関との関係 

原則 5 クロスボーダー問題 

原則 6 緊急時対応計画と危機管理 

における預金保険者の役割 

原則 7 メンバーシップ 

原則 8 付保範囲 

原則 9 財源と資金利用 

原則 10 広報 

原則 11 法的保護 

原則 12 預金取扱機関の破綻の責任 

者への対処 

原則 13 早期発見と適時の介入 

原則 14 破綻処理 

原則 15 預金者への払い戻し 

原則 16 回収 

 

内容にかかわる実質的な変更点として、以下の 4 つが挙げられる。

①緊急時対応計画と危機管理における預金保険者の役割の原則を新設（原則 6） 

②あるべき資金調達手段として事前積立を記載 （原則 9） 

③破綻処理における国際的な基準との整合性の確保（原則 14） 

④付保預金者への払い戻しの所要日数を 7 営業日以内と設定（原則 15） 

また、形式的な変更点として、以下の 4 つが挙げられる。

①改訂前のコア・プリの「モラル・ハザードの抑制（原則 2）」については、記載内容を 

各原則に割り当てることで削除。

②改訂前のコア・プリで 2 つに分かれていた「任務（原則 3）」と「権限（原則 4）」につ

いては、統合。 

③「全額保護から定額保護の預金保険制度への移行（原則 10）」を削除し、主な内容を原
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 則 8 に盛り込み。

④「早期発見・適時の介入・破綻処理（原則 15）」、「実効的な破綻処理プロセス（原則 16）」

の双方に盛り込まれていた破綻処理についての記載を「破綻処理（原則 14）」に一本化。

これらの変更により、コア・プリは、改訂前の 18 から 16 の原則に整理された。

(3) コア・プリ適用における特別な論点 

第 4 章では、コア・プリ適用における特別な論点として、イスラム預金保険制度、複数預

金保険制度、金融包摂、預金者優先弁済の 4 つが取り上げられている。イスラム預金保険制

度については、イスラム金融サービスの成長が背景として記載されている。イスラム預金保

険制度は、イスラムの教義（シャリア）に従った形で元本が保証されている金融商品を、一

定の範囲内で保護する制度である。現在のコア・プリは、イスラムの教義上の必要性まで考

慮していないことから、今後新たな基準を設ける予定とされている。複数預金保険制度につ

いては、同一国内で複数の預金保険制度が運営されている場合に、預金保険者間での適切な

情報共有、協調の枠組みが設けられる必要があるとしている。金融包摂は、個人等が金融サ

ービスを利用しうる度合いを示すとされている。預金保険者は、何らかの理由で金融サービ

スを受けられなかった者にも、金融サービスの提供を可能とする技術進歩や新しい動きをフ

ォローするよう努力すべきとしている。預金者優先弁済については、預金保険者の費用を削

減する可能性があるものの、債権者による債権の保全等により預金保険者の費用削減効果が

相殺される可能性や、リングフェンス等により破綻処理における国際協調が妨げられる可能

性があるとされている。

(4) コア・プリの各原則 

第 5 章では、16 の原則と、原則毎に設けられている必須基準が記載されている。以下で

は原則の概要を記載し、原則毎に設けられている基準についても、適宜説明する。また、一

部の原則については、改訂に伴い名称が変わっているが、対応する原則同士を比較すること

によって、改訂による主な変更内容を適宜記載する。

 

原則 1  公共政策の目的  

預金保険制度の主要な目的は、預金者の保護と金融システムの安定への寄与である。こ

れらの目的は、正式に規定され、公に開示されるべきである。預金保険制度の仕組みは

公共政策の目的を反映したものであるべきである。 

原則 1 では、預金保険制度の主要な公共政策の目的が、預金者の保護と金融システムの安

定への寄与であり、法律等により明確に規定され公に開示されることを求めている。

預金保険制度は、預金者を保護すると共に、金融知識の乏しい預金者が、不安にかられて

6



 

 

預金取扱機関から付保預金を引き出すインセンティブを抑え、金融システムの安定に寄与す

ることができる13。このような考え方は、日本の金融審議会の答申や預金保険法とも整合的

になっている14。

 

原則 2  任務及び権限 

預金保険者の任務と権限は、公共政策の目的をサポートするものであり、かつ法律で明

確かつ正式に規定されるべきである。 

預金保険者が、付保預金者への払い戻し以外に持つべき任務について、コア・プリには特

に規定がなく、各国固有の事情を考慮すべきとしている。コア・プリでは、預金保険者をそ

の任務毎にペイ・ボックス（pay box）、ペイ・ボックス・プラス（pay box plus）、ロス・ミ

ニマイザー（loss minimiser）、リスク・ミニマイザー（risk minimiser）の 4 種類に分類して

いる。ペイ・ボックスでは、預金保険者は付保預金者への払い戻しのみに責任を負うが、リ

スク・ミニマイザーでは、付保預金者への払い戻しだけでなく、リスク評価、早期介入、破

綻処理、場合によってはプルデンシャルに関する監督にも責任を負い、包括的な預金保険基

金へのリスク最小化の責務を持つとされている。なお、ペイ・ボックス・プラスやロス・ミ

ニマイザーの任務はその中間に位置付けられる。実際に、預金保険者の任務は国毎にまちま

ちとなっている15。

従来のコア・プリでは、任務についての原則と権限についての原則の 2 つに分けていたが、

任務と権限の原則は補完的な関係にあることから、1 つの原則に統合された。

 

原則 3  ガバナンス（統治） 

預金保険者は、運営上の独立性を有し、適切に統治され、透明性、説明責任を有し、外

部からの不当な影響から隔たれているべきである。 

これらの詳しい内容は必須基準に記載されている。運営組織（governing body）は、重要

な決定にかかわっており、そのメンバーの任免が適切になされるよう求めている。また、預

金保険者がその任務を適切に遂行しているかどうかについて、定期的な内部監査、外部監査

                                                       
13 金融安定化フォーラム（2001） 
14 金融審議会（1999）。経済学の分野には、Diamond-Dybvig （1983）のモデルで示されているように、預

金保険を通じて、健全な預金取扱機関への取り付けを防ぐという考え方もあるが、この考え方とも整合的

である。
15 FSB（2012）では、FSB 加盟国の中で預金保険制度を有する 21 ヶ国の預金保険者の任務を 4 つに分類し

ているが、7 ヶ国の預金保険者はペイ・ボックス、3 ヶ国の預金保険者はペイ・ボックス・プラス、9 ヶ国

の預金保険者はロス・ミニマイザー、2 ヶ国の預金保険者はリスク・ミニマイザーとしている。日本はロ

ス・ミニマイザーに分類されている。Kunt, Kane, and Laeven （2014）では、概ね半数の国の預金保険者の

任務をペイ・ボックス、残りの半数の国の預金保険者の任務をペイ・ボックス以外としている。 
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を受けることを求めている。預金保険者が独立性を保つためには、外部からの不当な影響を

受けることなく、法律で規定された任務を果たすことが求められる。そのために、預金保険

者は必要な人的資源や運営予算を有するべきとされている。透明性の観点からは、適切な情

報開示制度があり、預金保険者は利害関係者に対して必要な開示を行わなければならないと

されている。また、立法機関や監督機関等の高次の機関（higher authority）に対する説明責

任も求めている。

（改訂による主な変更内容） 

預金保険者の運営組織をより詳細に規定する必須基準が盛り込まれた。必須基準では、運

営組織の継続性を図る観点から、運営組織のメンバー全員の任期が同時に満了を迎えること

はなく、一部のメンバーの任期は異なるべきとされた。また、預金保険者の運営上の独立性

を維持する観点から、他の金融セーフティネット構成機関の代表は、預金保険者の運営組織

の長あるいは運営組織のメンバーの過半数を占めるべきでないとされている。

 

原則 4  他の金融セーフティネット構成機関との関係 

預金者を保護し金融システムの安定に寄与するために、預金保険者と他の金融セーフテ

ィネット構成機関との間には、継続的に緊密な協調と情報共有を行うための正式で包括

的な枠組みが設けられているべきである。 

預金保険者は、金融システムの安定に寄与するよう、金融セーフティネット構成機関のひ

とつとして、迅速な預金の払い戻し等の役割を担っている。その役割を果たす上で、監督機

関をはじめとする他の金融セーフティネット構成機関との情報共有と協調は不可欠である

として、原則 4 が盛り込まれている。重大な監督上の措置（material supervisory action）がと

られた際には、情報が共有されなければならないとしている。また、実効的な情報共有と協

調のために、金融セーフティネット構成機関には、情報の守秘義務が課されるべきとしてい

る。

（改訂による主な変更内容） 

同一国内に預金保険者が複数ある場合、預金保険者間で適切な情報共有や協調がなされな

ければならないとの必須基準が追加された。

 

原則 5  クロスボーダー問題 

外国の預金取扱機関のプレゼンスが大きい国においては、自国の預金保険者と当該預金

取扱機関に関する国の預金保険者との間で、正式な情報共有と協調の取り決めが設けら

れるべきである。 
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クロスボーダーで業務を行っている預金取扱機関が存在する場合の対応が、原則 5 に盛り

込まれている。

 

（改訂による主な変更内容） 

従来のコア・プリの必須基準では、外国の預金取扱機関の支店の預金が、異なる国の預金

保険者、あるいは複数の預金保険者によって保護されている場合、関係する預金保険者等の

間で情報提供や協調が行われるべきとされていた16。改訂により、そのような場合だけでな

く、外国の預金取扱機関のプレゼンスが大きい場合には、関係する預金保険者と金融セーフ

ティネット構成機関との間で情報共有と協調の取り決めが求められることとなった。

 

原則 6  緊急時対応計画と危機管理における預金保険者の役割 

預金保険者は、預金取扱機関の破綻等が起こるリスクに備え、預金取扱機関の破綻等が

実際に起こった際に効果的に対応できるように、実効的な緊急時対応計画、危機管理の

方針及び手続きを設けるべきである。金融システム全体にわたる危機に対応した準備戦

略と危機管理原則を策定することは、すべての金融セーフティネット構成機関の共同の

責務である。預金保険者は、金融システム全体にわたる危機への準備と危機管理に関し

て、金融セーフティネット構成機関の間での継続的なコミュニケーションと協調を担う

制度的な枠組みの一員であるべきである。 

原則 6 は、今回の改訂で新たに盛り込まれた。改訂前は様々な原則に散らばっていた預金

保険者の緊急時対応計画と危機管理についての必須基準をまとめた上で、内容をさらに充実

させている。預金保険者に、危機管理の方針と手続きを設け、危機に備えて定期的な訓練を

することを求めている。また、危機対応のための金融セーフティネット構成機関のコミュニ

ケーションと協調が盛り込まれている。

 

原則 7  メンバーシップ 

預金保険制度への加入は、すべての預金取扱機関に強制されるべきである。 

                                                       
16 1994 年の EU の預金保険指令では、EU 域内の外国の預金取扱機関の支店の預金者の保護は、支店所在

地国の預金保険者ではなく、本店所在地国の預金保険者が行うとされていた。また、EU 域内では、最低限

の保護限度額は定められていたが、実際の保護限度額は各国の裁量に任されており、保護限度額は各国で

異なっていた。そのため、本店所在地国の保護限度額が、支店所在地国の保護限度額よりも低い場合、支

店形態で進出している預金取扱機関の保護限度額は、同一国で営業している他の預金取扱機関と比べて低

くなるが、支店所在地国の預金保険者が、差額を保護するトッピングアップ（topping up）の制度も設けら

れていた。詳細は、西畑、西垣、真保（2007）参照。

なお、EU では、2009 年の預金保険指令の改正により、保護限度額は 10 万ユーロ相当に統一された。詳

細は、御船（2011）参照。 
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預金取扱金融機関の預金保険制度への加入は強制とされている。これは、預金保険制度の

存続のためのリスク分散や金融システムの安定の観点から、すべての預金取扱機関を対象に

加え、対象となる預金取扱機関は一体となって制度の適用を受けるのが望ましいという理由
17
や、任意加入にすると問題を抱える預金取扱機関が参加を選択し、優良な預金取扱機関が

不参加を選択する可能性があるためである
18
。

必須基準では、金融システムの安定の観点から、預金取扱機関は預金保険制度に加入しな

ければならないものの、モラル・ハザードを抑制するために、預金取扱機関は健全なプルデ

ンシャル規制と監督の対象であるべきとしている。

（改訂による主な変更内容） 

預金取扱機関のうち、監督上求められる要件あるいは預金保険制度への加入要件のすべて

を満たさないものの、新しく設けられた預金保険制度への加入が許された預金取扱機関につ

いては、信頼できる改善計画を設けなければならないとの必須基準が新設された。

 

原則 8  付保範囲 

政策立案者は、付保預金の対象と水準を明確に定義すべきである。付保範囲は、限られ

ているが信頼性があり、大部分の預金者を保護するものの、相当な額の預金を市場規律

の下に置くような水準とすべきである。預金保険の付保範囲は、預金保険制度の公共政

策の目的や関係する制度上の特徴と整合性がとれていなければならない。 

原則 8 の必須基準では、共同保険について記載している。共同保険19は、預金者が一部損

失を負うことから、金融機関の経営を注視することとなり、モラル・ハザードの抑制手段と

して有効な手段と考えられていたこともあったが20、損失を負うことを恐れる預金者が預金

を引き出すことで、預金取扱機関の取り付け21を招くとして、預金保険制度に導入すべきで

ないとされている。

（改訂による主な変更内容） 

従来の付保範囲の必須基準の数は 7 であったが、改訂を通じて 10 に増えている。金融シ

ステムの安定の観点から、外貨預金が幅広く使われている国については、外貨預金も預金保

険による保護の対象とするとの必須基準が追加された。また、モラル・ハザード抑制等の観

                                                       
17 佐々木（2003）p110 
18 金融安定化フォーラム（2001） p26 
19 共同保険（coinsurance）は、預金保険者が預金者の預金を保護するものの、提供される保護は一定割合

までで預金者も一定の割合の損失を負うもの。
20 FSF（2001） p31 
21 2007 年秋に英国のノーザン・ロック銀行で起こった取り付けについては、赤間（2009）参照。 
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点から、金融機関の預金や預金取扱機関の破綻に責任を有するとみなされる個人の預金等を

保護の対象から外す場合に、付保預金者への払い戻しが遅れることはないとの必須基準も新

たに盛り込まれた。金融システムの安定を図るという観点から、預金者への迅速な払い戻し

が、預金保険者の任務として重要なためである。

複数預金保険制度についての必須基準も追加されている。同一国内で複数の預金保険制度

が運営されている場合、提供されている付保範囲の違いにより、預金保険制度全体の実効性

や金融システムの安定に負の影響を及ぼしてはならないとしている。公平性の観点から、預

金者の居住資格や国籍により、付保範囲は影響を受けないとの必須基準も追加された。また、

預金者が預金を適当な預金取扱機関に即座に移すことができない可能性も勘案して、複数の

預金取扱機関が合併する場合には、一定の期間は、保護限度額に合併数を乗じた数まで、保

護限度額を引き上げるとの従来の付加基準が、今回の改訂で必須基準とされた。

なお、従来のコア・プリでは、独立した原則であった全額保護から定額保護の移行時の留

意点が、改訂後は原則 8 の必須基準にまとめられている。

 

原則 9  財源と資金利用 

預金保険者は、預金者の請求に対して迅速に払い戻しを行えるよう、確実な流動性資金

調達の取り決めを含む、容易に利用可能な基金及び資金調達メカニズムを有するべきで

ある。預金保険の費用負担の責任は、加盟する預金取扱機関が負うべきである。 

預金保険者は、付保預金者への迅速な払い戻しを確保するために、必要な資金を用意しな

ければならない。そのため、原則 9 では、預金保険者は、加盟する預金取扱機関からの保険

料の徴収を通じて、事前に適切な規模の預金保険基金を積み立てておくべきとしている。預

金保険基金の規模についても適切な検討がなされ、目標水準に到達するまでに、合理的な期

間が設定されるべきとされている。さらに、預金保険基金が不足する場合に備えて、事前に

取り決められた確実な流動性資金調達手段を用意しなければならないとしている。

必須基準では、緊急時の資金調達手段については、市場からの資金調達が唯一の資金源で

あってはならないとしている。また、預金保険基金の運営については、価値の保存と流動性

の確保の観点を図り、適切なリスク管理方針と手続き、内部統制、情報開示、報告等を求め

ている。

預金保険者が、預金保険者以外の破綻処理機関による破綻処理（清算以外の手段による処

理）に、預金保険基金の利用を認める際には、破綻処理機関は、預金保険者への説明責任等

を果たすべきとされている。

可変保険料率の導入は必須基準に含まれていないが、制度の透明性など可変保険料制度が

導入されている場合の条件が必須基準となっている。
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（改訂による主な変更内容） 

改訂前の必須基準は、預金保険制度の資金調達について、預金保険基金の事前積立、事後

調達又は両者の組み合わせに基づいてなされるべきとしていたが、公平性、プロシクリカリ

ティの抑制、預金保険制度への信頼性の維持といった観点に加え、多くの国で事前積立の制

度がとられている
22
という実態も踏まえ、改訂後の必須基準は、資金調達は事前積立で、預

金保険基金の目標規模は定期的に見直すべきとしている。ただし、預金保険制度の設立にあ

たっては、預金保険者には十分な資金がないことから、政府や国際機関等からの助成金を受

けてもよいとする必須基準も追加された。また、預金保険者は公共政策の目的を達成するた

めに、預金保険基金を積み立てていることから、その収入や所得に対する課税を受ける場合

は、預金保険基金の積立を阻害しないとの必須基準も追加されている。

 

原則 10  広報 

預金者を保護し、金融システムの安定に寄与するために、預金保険制度の利点と限界に

ついて継続的に周知されるべきである。 

預金保険制度は、預金取扱機関の破綻時に、保護の対象となる預金者を保護することで、

預金取扱機関の取り付けが広がることを防止し、金融システムへの信頼性を高めている。

預金保険制度が実効的であるためには、付保範囲内の預金であれば、預金保険制度によっ

て保護され、損失は一切生じないことを預金者が理解する必要がある。そのため、原則 10

では、預金保険者は、他の金融セーフティネット構成機関や預金取扱機関と協力して、預金

者に対して、預金保険制度で保護される預金、限度額、保護対象となる預金取扱機関等の情

報を伝え、預金保険制度の認知度を上げることに尽力しなければならないとしている。

このような広報によって、万が一預金取扱機関が破綻した場合でも、金融システムを安定

的に保つことができる。

（改訂による主な変更内容） 

広報活動において、継続的かつ多様な広報ツールを利用することが新たに盛り込まれ、そ

れらの活動を支えるために、預金保険者は必要な長期的な戦略を持ち、必要な予算を保持し

なければならないとされた。

 

                                                       
22 Kunt, Kane, and Laeven（2014）では、事前積立をとっている国の割合は 88%としている。 
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原則 11  法的保護 

預金保険者及び任務を果たすべく預金保険者のために働いている個人は、その任務を遂

行する上で、「善意（in good faith）」により行った決定、行為あるいは不作為に対する補

償請求・訴訟手続き等から保護されるべきである。法的保護は、法律で定められるべき

である。 

原則 11 は、預金保険者の役職員等が、その責務を適切に果たしている場合には、訴訟等

により損害賠償責任を負うことはないとしている。預金保険者の役職員等が、任務を果たし

ているのであれば、負担を負うことがないよう設けられている。

（改訂による主な変更内容） 

法的保護は法律で定めるべきとされ、法的保護の対象も拡大された。

 

原則 12  預金取扱機関の破綻の責任者への対処 

預金保険者又は他の関係当局には、預金取扱機関の破綻の責任者に対して、法的補償を

求める権限が付与されるべきである。 

原則 12 においては、故意・過失により預金取扱機関の破綻に責任を有する者は、適切に

処罰され、賠償責任を負うべきとしている。適切に責任追及がなされる枠組みを整えておく

ことによって、モラル・ハザードの発生が抑制され、回収にも寄与すると考えられている。

（改訂による主な変更内容） 

責任追及を行う上で、適切に調査（捜査）がなされるよう、制度や手続きが設けられてい

るとの必須基準が追加された。

 

原則 13  早期発見と適時の介入 

預金保険者は、問題を抱えている預金取扱機関の早期発見、適時の介入を行う金融セー

フティネットの枠組みの一部であるべきである。ある預金取扱機関が存続不能な状況に

なる前に介入が行われるべきである。 

原則 13 では、金融セーフティネット構成機関によって、経営に問題を抱える預金取扱機

関を早期に発見し適時に介入する枠組みの設定を求めている。預金取扱機関が存続不能な状

況になった場合には、預金保険者が迅速に払い戻しを行えるように、預金保険者も当該枠組

みに含まれるべきとされている。
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（改訂による主な変更内容） 

改訂前の原則 13 は早期発見、適時の介入だけではなく破綻処理もカバーしていたが、改

訂により、破綻処理についての内容は原則 14 に一本化された。

 

原則 14  破綻処理 

実効的な破綻処理の枠組みによって、預金保険者が預金者を保護し、金融システムの安

定に寄与することができる。法的な枠組みには、特別な破綻処理の枠組みが含まれるべ

きである。 

原則 14 の必須基準では、預金保険者が破綻処理権限のすべてを保持している必要はない

ものの、預金保険者はその任務に必要な権限、リソース等を有し、複数の金融セーフティネ

ット構成機関が破綻処理の任務を果たす場合においては、金融セーフティネット構成機関の

間で適切な役割分担がなされていなければならないとしている。

FSB は、2011 年 10 月にシステム上重要な金融機関（SIFIs）に対する政策パッケージの一

環として、各国の破綻処理の枠組みの整合性を高めることを目的とした「金融機関の実効的

な破綻処理の枠組みの主要な特性」（以下、「主要な特性」）を公表したが、「主要な特性」の

記載との整合性を保持する観点から、原則 14 の必須基準において、破綻処理当局が「主要

な特性」に記載されている殆どの破綻処理手段を保持することを求めている。また、複数の

破綻処理手段を用意することで、清算と保険金支払いによる処理よりも低コストでの破綻処

理の実施を可能にすることも求めている。

破綻処理手続きにおいては、公平性と市場規律の観点から、株主がまず損失を負担すると

ともに、債権者への弁済順位は法定された順位に従うとされている。破綻処理プロセスの不

可逆性も求められている。

（改訂による主な変更内容） 

預金者が国籍あるいは居住地で差別的な取扱いを受けることがないという必須基準が新

たに盛り込まれた。

 

原則 15   預金者への払い戻し 

金融システムの安定に寄与するために、預金保険制度は、預金者が迅速に払い戻しを受

けられるようにすべきである。付保預金者への払い戻しに対して、議論の余地のない明

確なトリガーが存在すべきである。 

原則 15 では、迅速な払い戻しを可能にするために、預金保険者には、預金者データの正

確性の事前確認、払い戻しプロセスのマニュアル化、適切な情報システムの保持、シミュレ
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ーションの実施等を求めている。加えて、預金保険者による払い戻しプロセスにおける適切

な内部管理の実施を担保すべく、独立機関による払い戻しプロセスの監査や預金保険者によ

る破綻後のレビューの実施を求めている。さらに、預金者への払い戻しと未決済取引の処理

が適切になされるよう、清算機関と清算人との間で協調がなされるよう求めている。また、

払い戻しが大幅に遅れる場合には、前払い等の制度を設けてよいとしている。

（改訂による主な変更内容） 

改訂前は、望ましい付保預金者への払い戻しの期間が盛り込まれていなかったが、預金取

扱機関の破綻時には、大部分の預金者に、7 営業日以内に付保預金を払い戻すとの必須基準

が盛り込まれた。預金保険者が、7 営業日以内での付保預金者への払い戻しができない場合、

信頼性のある計画を立てなければならないとしている。

 

原則 16   回収 

預金保険者は、法律で定められた弁済順位に従って、（預金保険者）自身の債権回収を行

う権限を保持すべきである。 

預金保険者は、債権者として破綻した預金取扱機関より回収された資産から適切に弁済を

受けるべきとの観点から、原則 16 が設けられている。必須基準により、預金保険者は少な

くとも預金者と同順位の債権者としての権利を保持すること、清算人から回収状況について

の情報を取得する権限を保持することを求めている。また、破綻した預金取扱機関の資産の

管理・回収においては、資産の質、専門家の利用といった商業的な検討や市場の状況といっ

た経済上の検討がなされるべきことが盛り込まれている。

  

（改訂による主な変更内容） 

預金保険者や他の金融セーフティネット構成機関で働く者は、利益相反を避ける観点から、

清算人から資産を購入してはならないとの必須基準が追加された。

 

3. 最後に 

上述のとおり、コア・プリは、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

たベストプラクティス（最良慣行）と位置付けられ、各国に対して準拠を義務付けているも

のではない。各国には固有の価値観、経済環境、法制度があることから、コア・プリの導入

は、あくまで各国の自発的な取り組みにまかされるべきである。

預金保険制度は、比較的新しい制度であり、本コア・プリも改訂されたものの、2009 年

にはじめて設けられてから、まだ 10 年の月日も経ていない。未だ預金保険制度が設けられ
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ていない国や近年新たに預金保険制度が設けられた国23もある。

一方で、金融危機等を経て、世界では実効的な預金保険制度の重要性が認識されてきてお

り、コア・プリが、各国のより実効的な預金保険制度を実現していく一助になることが期待

される。

 

以 上 

                                                       
23 中国では、2015 年 5 月に新たに預金保険者を設立する法律が施行された。 
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参考 「国際預金保険協会による実効的な預金保険制度のためのコアとなる

諸原則」（仮訳24） 
 

I. 序文 

2009年 6月に、国際預金保険協会（International Association of Deposit Insurers 以下 、IADI）

とバーゼル銀行監督委員会（BCBS）は、「実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原

則」（以下、コア・プリ）を公表した25 。また、2010 年 12 月には、「実効的な預金保険制度

のためのコアとなる諸原則・準拠状況評価のための方法」が完成した。コア・プリと「実効

的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則・準拠状況評価のための方法」は、各国におい

て、自国の預金保険制度の質を評価し、コア・プリとの間の乖離を認識し、対処する上での

ベンチマークとして用いられている。コア・プリは、国際通貨基金（IMF）と世界銀行（世

銀）による金融セクター評価プログラム（FSAP）において、各国の預金保険制度とその実

施状況の実効性を評価するためにも利用されている。

コア・プリは、各国の多様な事情、制度及び構造を反映し、適応できるように設計されて

いる。コア・プリは、預金保険の効果的な実施をサポートする枠組みとなるよう意図されて

いる。なお、自国に実効的な預金保険制度を構築するために、必要と認める補完的措置を導

入するのは、各国当局の自由である。

コア・プリへの準拠状況評価は、預金保険制度の導入や見直し、積極的な改革を行ってい

る国々にとっては、有益な手段になりうる。包括的で信頼性が高く、かつ改善策のもとにな

る評価にするためには、預金保険制度だけではなく、預金保険制度をサポートするセーフテ

ィネット機能との関係にも注目すべきである。広義のセーフティネット機能（すなわち運営

環境）の評価は、殆どの場合、預金保険者の責務の範疇の外である。しかし、運営環境は、

預金保険者が任務を遂行する上で直接影響を及ぼしうる。預金保険制度の評価は、各国預金

保険制度の構造、組織、法律の特徴を考慮に入れ、既存の預金保険者の長所と短所を明らか

にし、預金保険者及び政策立案者（例：政府当局、主に民間制度の場合は加盟する預金取扱

機関等）による改善策のもとになるべきである。

2007 年から 2009 年の世界金融危機は、預金保険制度にとって、制度上の重要な教訓を明

らかにした。危機の進展により、金融システムにおいて預金者の信頼を維持し、その信頼を

                                                       
24 仮訳は、著者個人の責任で行った。原文を尊重するよう心がけたものの、趣旨が伝わりにくい部分は一

部意訳している。利用にあたっては、原文（http://www.iadi.org/docs/cprevised2014nov.pdf）参照のこと。 
25 2008 年 7 月、BCBS と IADI は、IADI が作成した「実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則」

（2008 年 2 月）をもとにして、国際的に合意された預金保険のためのコアとなる諸原則を策定するため

に協力することを決定した。BCBS のクロスボーダー銀行破綻処理グループ（CBRG）と IADI のガイダン

ス・グループの代表によって構成されるジョイント・ワーキング・グループが設置され、一連の主要な原

則を取りまとめた上で、BCBS と IADI に対して検討と承認を求めて提出することとなった。「実効的な預

金保険制度のためのコアとなる諸原則」と題する諮問文書が 2009 年 3 月に完成し、2009 年 6 月に国際社

会によって承認された。 
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維持する上で預金保険が果たす役割の重要性が明らかになった。多くの国で、預金保険の付

保範囲の拡大と資金調達手段の強化が、金融システムの安定に寄与している。一部の国では、

当局により全額保護が導入された。政策立案者は、どのような形の保護であれ、預金者の信

頼を確保する重要性を認識した。金融危機の後、多くの預金保険者の任務は拡大し、預金者

への払い戻しに加え、破綻処理手段も含まれることとなった。最近の IADIの調査によると、

破綻処理の分野で一定の役割を果たす預金保険者の割合は上昇し、2005 年には概ね半分だ

ったが、2011 年には概ね 65％となった26 。

こうした教訓が、コア・プリに重要な示唆を与え、コア・プリが改訂される状況と環境を

生み出した。預金保険者がその任務を果たす上で必要となる運営上の独立性を確保すること

への認識は高まり、強調されることとなった。また、金融危機によって、預金保険者が金融

セーフティネットの中により統合されるように、追加的な手段と能力を持つ必要性が明らか

になった。

こうした展開やコア・プリの利用経験、国際的な規制強化を受けて、2013 年 2 月に IADI

はコア・プリを見直し、改訂案を策定する内部の作業部会を設けた。見直しにおいて、作業

部会は、コア・プリを各国の自己評価や FSAP での利用を通じて得られた経験、金融安定理

事会（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」（以下、「主要な特性」）

の策定といった規制環境における重要な進展、FSB の「預金保険制度についてのピア・レ

ビュー」における提言を受けて IADIにより策定された強化ガイダンス（enhanced guidance）、

イスラム預金保険制度に関連した IADI のガイダンス、ならびに金融包摂の諸問題を考慮に

入れている27。

IADI の提案は、BCBS、欧州預金保険フォーラム（EFDI）、欧州委員会（EC）、FSB、IMF、

世銀の代表を含むジョイント・ワーキング・グループ28に提示され、本文書に規定される最

終版のコア・プリを作成する出発点として用いられた。この見直しを行うにあたって、ジョ

イント・ワーキング・グループは、より実効的な預金保険制度に向けてコア・プリによる要

求水準を高めることと、柔軟で国際的に適用可能な基準であり続けることとの間で、適切な

バランスをとることを、共同作業を通じて目指してきた。改訂されたコア・プリは、引き続

き幅広い預金保険制度に適用可能となる。

既存のコア・プリは、各国が自国の預金保険制度を評価し、改善の余地を明らかにする目

的の達成に寄与してきた。継続性と比較可能性を可能な限り維持すべく意識的な努力がなさ

れる一方、コア・プリと「実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則・準拠状況評価

のための方法」は、ひとつの包括的な文書に統合された。改訂されたコア・プリは、より論

理的な構造を持つことで、実際の利用に役立つように再構築されている。主要な改訂には、

                                                       
26 IADI（2013）「年次調査」、FSB（2012）「預金保険制度に関するピア・レビュー」参照。
27 FSB（2011）「主要な特性」、IADI（2012）強化ガイダンス：「払い戻し制度及びプロセス」、「広報」、IADI
（2013）強化ガイダンス：「モラル・ハザード」、「保護範囲」、FSB（2012）「預金保険制度に関するピア・

レビュー」、IADI（2010）「ディスカッションペーパー：シャリアの観点による預金保険」。
28 作業部会とジョイント・ワーキング・グループのメンバーリストは、附属書 2 参照。 
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以下の内容を含む。 

・ 使われている用語の明確性と整合性の改善 

・ 複数の原則間の重複の削減 

・ 特定分野（例：ガバナンス、預金者への払い戻し、付保範囲、資金調達）の原則の

強化、預金保険基金の利用に対して設定されているセーフガードの改善 

・ 払い戻し、広報、付保範囲、モラル・ハザード及び資金調達に関する IADI の強化ガ

イダンスの盛り込み 

・ モラル・ハザードについてのガイダンスを 1 つの原則に限定して設ける代わりに、

モラル・ハザードの懸念への対処を関係する全ての原則に盛り込み 

・ 破綻処理の枠組みにおいて、多くの預金保険者が担っている、より大きな役割を反

映し、FSB の「主要な特性」とコア・プリとの整合性を確保するよう、介入と破綻処

理に関する原則の更新 

・ 危機への準備と危機管理における預金保険者の役割に関するガイダンスを追加 

・ イスラム預金保険制度の運営に関連した検討事項の盛り込み 

・ クロスボーダーの預金保険の課題に関連する原則の更新と強化 

・ 同一国内における複数預金保険制度の運営に関するガイダンスの追加 

・ 正当な理由に基づく新たな必須基準の追加と複数の付加基準の必須基準への引き上

げ 

今回の見直しの結果、原則は、18 から 16 へと減少し、必須基準は 96 となった。既存の

「実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則・準拠状況評価のための方法」の 6 つの

付加基準は、必須基準に引き上げられた。

改訂されたコア・プリは、実効的な預金保険制度を設け、強化する上での包括的な基準で

あり続けるであろう。整合性がある実効的な基準を実現する重要性から、IADI は、改訂さ

れたコア・プリの実現を支援する各国の活動に、他の金融セーフティネット構成機関と共に

かかわる用意がある。

 

II. 主要な用語の定義 

「預金取扱機関（bank）」とは、公衆より預金やその他払い戻しを要する資金を受け入れ、

当該国の法的な枠組みで預金取扱機関と分類されている主体（entity）。

「全額保護」とは、定額保護の預金保険その他の取り決めによる保護に加えて、特定の預

金及びおそらくは他の金融商品も保護する当局の宣言。

「ブリッジバンク」とは、破綻処理プロセスの一部として、破綻した預金取扱機関の資産、

負債、事業を一時的に引き受け、維持するために設立された主体。

「預金保険」とは、預金取扱機関が預金者に対する義務を履行できない際に、預金者を付

保預金の損失から保護するために設けられた制度。

「預金保険者」とは、預金保険（deposit insurance）、預金保証（deposit guarantee）あるい
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は類似の預金保護の取り決めの提供に責任を負う特定の主体（specific legal entity）。

「預金保険制度」とは、預金保険の機能と破綻処理プロセスをサポートする預金保険者と、

それらの役割を果たす金融セーフティネット構成機関と預金保険者との間の関係。

「預金者優先」とは、債務超過の預金取扱機関の清算時の配当において、他の一般債権者

と比べ、預金に対して優先的な取扱いを付与すること。残りの債権者が債権回収を行う前に、

預金者に対する債権の全額が返済されなければならない。預金者優先は、多くの異なる形態

をとりうる。例えば以下のとおり。 

・ 国内預金者優先は、国内で記帳され支払われる預金に対して、より高い弁済順位を

付与するもので、在外支店の預金は対象外。

・ 付保対象預金者優先は、保護対象の条件を満たすすべての預金（保護限度額内であ

るか否かにかかわらず）に対して、より高い弁済順位を付与するもの。

・ 付保預金者優先は、付保預金者（及び代位する預金保険者）に対して、より高い弁

済順位を付与するもの。

・ 2 段階預金者優先は、付保対象の預金ではあるものの、（保護限度額を超えており）

預金保険による保護の対象外の預金への弁済順位が、通常の無担保、非優先債権者の

債権よりも高く、付保預金の弁済順位が、付保対象であるものの保護の対象外の預金

より高いもの。

・ 一般預金者優先は、付保預金か非付保預金か、あるいは、付保対象預金か否かにか

かわりなく、すべての預金の弁済順位が、通常の無担保非優先債権よりも高いもの。 

「可変保険料制度」（あるいは「リスクに応じた保険料」）とは、各預金取扱機関のリスク

プロファイルの基準に応じて保険料を差別化することを目指す保険料賦課制度。

「事前積立」とは、将来の義務を遂行し（例：預金者への払い戻し）、預金保険者の運営

費用等を賄うための資金を蓄積するために行う、保険料の定期的な徴収。

「事後徴収」とは、預金保険に要する負担を賄うために、預金取扱機関の破綻後に、破綻

した預金取扱機関を除く預金取扱機関から資金を徴収する制度。

「金融包摂」とは、個人等が正規の金融サービスにアクセスし利用しうる度合い。

「金融セーフティネット」には、プルデンシャル規制、監督、破綻処理、最後の貸し手、

預金保険等の機能が含まれる。多くの国においては、政府の一部門（一般的には、金融セク

ターの政策に責任を持つ金融あるいは財務の官庁）が金融セーフティネット構成機関に含ま

れる。

「適任（Fit and proper）」とは、通常は適格性の検査を指す。適切性の検査が、誠実さと

適正さの評価を目指す一方、適格性の検査は、経営者等（managers and directors）の力量を

評価し、該当する地位の責務を果たしうる能力があるかの評価を目指す。当局により力量が

評価される際には、公的な資格、過去の経験と業績に対して、焦点が当てられる。誠実さと

適正さの評価にあたって検討される項目には、犯罪歴、資産保有状況、個人債務の返済にか

かわる民事訴訟の履歴、職業団体からの加入拒否や除名の履歴、類似の業界における監督者
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による制裁の履歴、過去の業務上の問題行動の履歴が含まれる。

「清算（あるいは管財人による管理：レシーバーシップ）」とは、預金取扱機関の免許が

取り消され、管財人の管理（レシーバーシップ）下におかれた後の、資産の整然とした処分

を通じた、破綻した預金取扱機関の事業及び運営の段階的な終結（winding-up の用語が使わ

れている国もある）を指す。大部分の国では、「管財人による管理：レシーバーシップ」と

同義。

「清算人（あるいは管財人：レシーバー）」とは、破綻した預金取扱機関の清算と資産処

分を担う主体。

「預金保険者の任務」とは、一連の正式の指示で示される役割及び責務。すべての預金保

険者にとってふさわしい単一あるいは一連の任務は存在しない。預金保険者への任務の付与

にあたっては、各国固有の事情を考慮にいれなければならない。

既存の預金保険者の任務は、いわゆる「ペイ・ボックス」と呼ばれる狭い任務から予防措

置や損失・リスクの最小化・管理等の責務を含むより幅広い任務、あるいはそれらの中間に

位置する様々な任務の組合せ等、様々な場合がある。預金保険者の任務は、大きく 4 つのカ

テゴリーに分けられる。 

a. 「ペイ・ボックス（pay box）」任務では、預金保険者は付保預金の払い戻しのみに責

任を負う。 

b. 「ペイ・ボックス・プラス（pay box plus）」任務では、預金保険者が特定の破綻処理機

能（例：金銭上の援助）といった追加的な責任を負う。 

c. 「ロス・ミニマイザー（loss minimiser）」任務では、預金保険者が様々な最小費用の破

綻処理戦略からの破綻処理戦略の選択に能動的に関与する。 

d. 「リスク・ミニマイザー（risk minimiser）」任務では、預金保険者が、リスク評価及び

/又は管理、一連の早期介入及び破綻処理権限、場合によっては、プルデンシャルに関

する監督といった包括的なリスク最小化の責務を持つ。 

「モラル・ハザード」は、他者が損失のすべてあるいは一部を負担するため、当事者が、

より大きなリスクを引き受ける誘因を持つ場合に生じる。

「公共政策目的」とは、預金保険制度により達成が期待されている目標。

「破綻処理」とは、存続不能な状況にある預金取扱機関の処理計画と処理プロセス。破綻

処理には、清算と預金者への払い戻し、資産と負債の移転及び/又は売却、一時的な承継機

関の設立、負債の削減や負債の資本への転換等がある。破綻処理には、破綻処理権限の行使

と併せて、破綻処理の対象となる主体の一部に対する倒産法下での手続きの実施も含まれる。

「破綻処理当局」とは、単独あるいは他の当局と共に、当該国において設立された金融機

関の破綻処理（破綻処理計画の策定の機能を含む）を担う当局。

「代位」とは、ある者の債務、債権、権利、救済についての権利を他者に引き継げるよう

に、法的な請求、要求、権利をある主体（例：付保預金者）からその他の主体（例：預金保

険者）へと移すこと。 
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「目標積立規模」とは、一般的には賦課基準（例：全預金あるいは付保預金）に対する割

合として規定され、予期される将来の負担と預金保険者の運営費用及び関連費用を満たすの

に十分な、事前に積み立てられる預金保険基金の規模。

 

III. モラル・ハザード、運営環境とその他の検討事項 

モラル・ハザードの最小化 

適切に設計された金融セーフティネットは、金融システムの安定に貢献する。しかし、不

適切に設計された場合、リスク、特にモラル・ハザードを増大させることになろう。モラル・

ハザードは、他者が損失のすべてあるいは一部を負担するため、当事者が、より大きなリス

クを引き受ける誘因を持つ場合に生じる。預金保険においては、預金者を損失の恐れから保

護することによって（例：明示的な定額保護であれ、あるいは預金取扱機関の破綻がありえ

ないと信じ込むことによって）、預金者が危険で、不健全な預金取扱機関の業務から隔たれ

ることとなり、預金保険がない場合と比べて、預金取扱機関が、より大きなリスクをとる可

能性が生じる。預金保険は、大部分の預金者は、概して、健全な預金取扱機関と不健全な預

金取扱機関の区別ができないとの認識の下で、他の保険制度と同様に、モラル・ハザードを

抑制するように設計されていなければならない。全体の制度設計により株主、預金取扱機関

の経営陣、預金者の行動によるモラル・ハザードは抑制される。また、モラル・ハザードは

他の金融セーフティネット構成機関によっても抑制される。

より特徴的には、 

・ 本コア・プリに記載のとおり、預金保険制度における重要な制度設計上の特徴は、

モラル・ハザードの抑制を目指している。制度上の重要な特徴の例としては、以下に

限定されないが、保護水準と保護対象の限定、可変保険料、預金保険者又は権限を有

する他の金融セーフティネット構成機関による適時の介入及び破綻処理が挙げられる。

・ 金融セーフティネットは、個別の預金取扱機関の良好なコーポレート・ガバナンス

及び健全なリスク管理の促進、破綻した預金取扱機関の当事者による損失負担、実効

的な市場規律、強力なプルデンシャル規制・監督・破綻処理・法律・規則（regulation）

の枠組み及びその執行を含む様々なメカニズムを通じて、モラル・ハザードを抑制す

る適切な誘因を作り出し、促進している。 

モラル・ハザードが預金保険制度に及ぼす影響度合いの評価は、監督、法的な枠組み、早

期警戒、介入及び破綻処理の枠組みの全体の実効性に対する評価をもとにしてなされる。

運営環境 

預金保険制度の実効性は、制度設計上の特徴だけではなく、運営環境によっても影響を受

ける。運営環境には、マクロ経済状況、国の財務の健全性、金融システムの構造、プルデン

シャル規制・監督、法律と司法の枠組み、会計及び情報開示制度が含まれる。運営環境の大
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部分は、預金保険者の管轄外である。しかし、運営環境は、預金保険者の任務遂行能力に影

響を与えると共に、部分的であれ、預金者を保護し当該国の金融システムの安定に貢献する

預金保険の実効性も決めることとなる。運営環境は、正式に評価されないものの（運営環境

の準拠状況の評価に対応するものはない）、コア・プリの準拠状況評価のもととなる。制度

全体の設計と運営が適切であり実効的であるかを正確に評価するためには、本セクションで

まとめられている諸条件が注意深く分析されなければならない。全く同一に設計された預金

保険制度であっても、運営環境の違いを反映して、金融システムの安定と預金者の保護に対

して、異なる影響を及ぼす可能性がある。

1. マクロ経済状況 

マクロ経済の状況は、当該国の市場の実効性、金融システムの金融仲介能力、経済成長に

影響を及ぼす。不安定な経済状況が長期間持続すると、市場の機能は妨げられ、そのような

状況は、金融機関がリスクを吸収し管理する能力に影響を及ぼす。マクロ経済状況が不安定

な期間においては、市場の変動が、不安定を招く債権者の取り付け（預金者の取り付けを含

む）につながる可能性がある。さらに、複数の資産価格や為替レートといった相対価格の将

来の動きの不確実性が高まれば、ある金融機関の中期的な存続可能性を判断するのは困難と

なるだろう。

経済状況が安定的な期間においては、コア・プリは、実効的な預金保険制度のための最低

限の特徴についてのガイダンスを提供する。預金保険制度は、個別の預金取扱機関の破綻に

直面した場合に、預金者の信頼を維持する。長期間に亘ってマクロ経済状況が不安定な場合、

コア・プリは、預金者への強いサポートを補強するために強化が必要な分野に対するガイダ

ンスを提供する。そのような場合には、預金保険制度は、通常時よりも大きな積立、緊急時

の資金調達手段の強化、金融システムの安定強化における他の金融セーフティネット構成機

関との密接な協力と関与等、様々な強化手段を必要とするかもしれない。このような環境下

において、預金保険制度を導入する場合には、注意深い検討が必要となる。もし、必要な制

度改正による補完がなければ、新しい制度への信頼性が損なわれ、預金者の信頼を高めるこ

とに失敗するかもしれない。

各国のマクロ経済状況についての評価は、IMF、世銀、経済協力開発機構（OECD）とい

った国際機関の各国のレポートを通じて得ることができる。これらのレポートには、しばし

ばマクロ経済変数の最近の状況と将来見通しの分析が含まれている。

2．金融システムの構造 

金融システムの健全性は、預金保険制度の適切な制度設計に影響を与える。預金保険制度

の評価においては、金融セクターの健全性と構造、預金保険者に要求される範囲の検討がな

される必要がある。検討要素は、以下のとおり。 
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1. 自己資本の充実、金融システムの流動性及び信用の質の査定に基づく、預金取扱機関

の健全性の評価。預金保険者の利用可能なリソースは豊富で、生じうる脅威を発見する能力

が高く、他の金融セーフティネット構成機関との関係が強くなければならない。預金の所在、

預金の構成通貨、それらに関連する付保範囲、払い戻しのルールも、同様に預金保険者のリ

ソースの保持の方法に影響を与える。

2.  預金取扱機関の数、業態、特徴及び保護される預金や預金者の種類といった観点での

金融システムの構造。これらの情報は、預金保険者の頑健さや実効性に対する評価に影響を

与える。金融システムにおける預金取扱機関の相互関係性、競争、集中度合いのいずれもが、

ショックの波及やシステム上のショックが起こる可能性に影響を与える。監督が不十分な預

金取扱機関の存在により、認識されていない金融システムのリスクが不意に顕現化するかも

しれない。預金保険制度はこれらのリスクも考慮して設計されていなければならない。

3.  既存の預金者保護の取り決め（例：預金者優先や相互支援の取り決め等）及びこれら

の取り決めが預金保険制度の導入や改革に与える影響。

金融システムについての記載は、様々な情報源から取得できる。個別金融機関の情報は公

に開示されていないかもしれないが、各国自身も金融システムの頑健さと安定性について評

価し査定しなければならない。加えて、IMF、世銀、FSB、OECD といった国際機関による

各国のレポートにも、当該国の金融システムの記載、そのリスクと欠陥の改善に対処する提

言が含まれている。

3. プルデンシャル規制、監督及び破綻処理 

プルデンシャル規制、監督及び破綻処理の枠組みの頑健さは、預金保険制度の機能や実効

性に影響を与える。金融機関の脆弱性の早期発見と是正は、強力なプルデンシャル規制と監

督によって確保される。金融機関による改善措置の実施の監視、あるいはその実施が不十分

な場合の早期介入と実効的な破綻処理の枠組みは、預金取扱機関の破綻に係るコストの引き

下げに寄与する。

モラル・ハザードを抑制する上で、プルデンシャル規制と監督の頑健さは、不可欠な要件

である。株主や経営陣が、実効的な市場規律が存在しない中で、不適切あるいは不健全に金

融機関を運営できると感じている場合には、監督当局が金融機関の問題行動に対する最後の

砦になる。強固な規制と監督がなければ、預金保険者にとってのリスクは、認識されず、抑

制もされない。弱体化した金融機関への介入は遅れ、破綻処理と預金保険者の費用を引き上

げる。監督当局は、新たな預金取扱機関に対する実効的な免許付与体制を有し、個別の預金

取扱機関に対し定期的かつ徹底的な検査を実施し、実効的な早期警戒制度を設けるべきであ

る。金融セーフティネットによってカバーされているすべての預金取扱機関は、実効的な破

綻処理の枠組みの対象となるべきである。金融セーフティネットの構成機関は金融システム

の構造を強化し、金融システムの安定に直接貢献するため、健全なガバナンスを予め有する

べきである。 
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プルデンシャル規制、監督及び破綻処理の制度は、BCBS の「銀行監督のためのバーゼル・

コア・プリンシプル」、FSB の「主要な特性」を含む国際基準に準拠しているべきである。

それらの遵守状況は、IMF と世銀の FSAP によって評価される。FSAP や FSB レビューと

いった最近の外部評価がない場合であっても、各国は、現状の構造と国際基準とのギャップ

について記載した、有用な自己評価やレポートを持っている可能性がある。

4. 法律及び司法の枠組み 

預金保険制度は、関連する法律が包括的に整備されていないか、法制度に大きな不整合が

ある場合には、実効的になりえない。法的な枠組みは、預金保険制度の活動に影響を与える。

十分に整備された法的な枠組みとして、商法制度－会社、破産、契約、債権者の権利、消費

者保護、汚職・不正行為防止及び私有財産法―が含まれるべきである。これらの法律は金融

取引の手引きとなり、規範の存在を担保しその履行を確保する。法制度は十分に機能する司

法制度にサポートされていなければならない。預金保険制度にとっては、法的な枠組みは、

預金保険者に適切な権限を付与し、加盟する預金取扱機関が預金保険者に対する義務を履行

するようになっていなければならない。

実効的な預金取扱機関の倒産法には、一般企業の倒産法とは別の預金取扱機関のための特

別な破綻処理の枠組み（SRR）の導入が含まれる29。一般企業の倒産法においては、交渉を

通じた合意が可能であり、交渉によって、その財務を再構築し、業務を再編成し、債務負担

を削減し、支払条件を変更することができる。これらの手段によって、一般企業は収益性を

改善する時間が与えられる。しかしながら、預金取扱機関の場合、財務状況は急激に悪化し、

他の金融機関にも悪影響が波及し、金融システムの安定を損なう可能性がある。こうした金

融機関が、一般企業に適用される倒産法で処理される場合には、通常、株主及び/又は債権

者が、異議を申し立てることが認められる。多くの国の一般企業に適用される倒産法におい

ては、株主及び/又は債権者が数週間に亘って異議を申し立てることが認められ、さらに破

産裁判所が数週間をかけて、当該異議申し立ての裁定を行うこととなっている。このような

場合、事実上の預金の支払停止となり、他の金融機関（潜在的にはすべての金融機関）に対

する悪影響の波及と預金者の取り付けが広がる可能性が高まる。

そのため、破綻処理当局が適時に対応し、悪影響の波及を避け、金融システムの安定を維

持できるよう SRR が必要になる。このような制度によって、破綻処理当局による金融契約、

未決済の支払や証券取引、金融商品の担保等への対処や管理人及び/又は清算人の任命が可

能となる。さらに、特別の倒産法によって、預金保険者は、預金保険者が預金者に支払った

金額に相当する預金者の（破綻した預金取扱機関に対する）債権を代位する。また、SRR

は、金融セーフティネット構成機関の監督に関連した機能と倒産に関連した機能との間の整

合性を確保している点でも重要といえる。SRR に基づくことで、関係する専門家の手によ

                                                       
29 この原則は、FSB の「主要な特性」と整合的である。 
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って意思決定が行われ、専門家が迅速に行動することが可能となる。その場合でも、株主や

債権者は、手続きが適正になされる権利及び司法審査を受ける機会が与えられるべきである。

しかしながら、異議申し立てに成功した場合であっても、金銭的な補償に限られ、監督当局

や破綻処理当局が行使した権限の取消までを含むべきではない。

法制度にはその実効性を損なう多くの弱点が存在する可能性がある。例えば、法的な不確

実性は、金融システムの苦境を深め、悪影響の波及や信用危機につながる可能性がある。法

的な枠組みにおける脆弱性は、一般的に言ってセーフティネットの実効性を損なう可能性が

あるが、預金保険制度の実効性を損なう可能性は特に高い。脆弱性が、財産権、債権者の権

利、預金取扱機関の倒産あるいは破綻処理を規定する法律に存在する場合もある。そのよう

な脆弱性がもたらす影響としては、意思決定の遅れ、意思決定の取消不能に関する不確実性、

非公式な紛争解決が含まれる。これらの結果として、資産回収額が最適な額を下回り、預金

保険制度の損失及び/又は費用を増やすことにつながりうる。したがって、モラル・ハザー

ドを抑制する頑健で実効的な法的枠組みが必要である。

法制度の実効性は、IMF や世銀、FSB のような国際機関の報告書の中でも頻繁に強調さ

れている。また、現地の法律家も、1 件の事件に要する時間、規制当局の意思決定を覆す裁

判所の能力又は権限、法的なプロセスへの信頼性及び現代の金融市場に合った法制度の適切

性に対する見識を有する。

5. 会計制度及び情報開示制度 

健全な会計制度及び情報開示制度は、預金保険制度による実効的なリスク評価に必要であ

る。経営陣、預金者、市場及び当局によって、金融機関のリスクプロファイルにかかわる決

定がなされる際に、正確で信頼性の高い適時の情報が利用されることで、市場、規制、及び

監督による規律は高められる。健全な会計制度及び情報開示制度には、広く国際的に受け入

れられた包括的かつ明確に定義された会計原則や規則が盛り込まれている。

独立した監査制度は、財務諸表の利用者に対して、預金取扱機関の財務状況についての真

実かつ公正な見解が、会計書類によって提供されていることへの独立した保証を与えている。

また、会計書類が確立された会計原則に従って作成され、責任を持った監査人によって監査

されていることへの独立した保証も与えている。強固な会計制度と情報開示制度がない場合

には、リスクの発見が困難となる。預金保険者を含むすべての金融セーフティネット構成機

関は、適時に信頼性のある財務情報にアクセスする必要がある。

 

IV. コア・プリを適用する上での特別な課題 

イスラム預金保険制度 

イスラム金融サービスの業態は急激なペースで成長している。この成長は、イスラム諸国

のみならず世界中で生じている。こうした発展は、いくつかの国でイスラムの原則と規則に
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従ったイスラム預金の保護のためのイスラム預金保険制度（Islamic deposit insurance system: 

IDIS）の設立を後押ししてきた。 

IDIS は従来の銀行サービスと比べて新しい概念だが、イスラム銀行セクターに対して、

預金保険制度を設立し、預金保険による保護を提供する必要性は高まっている。本文書で規

定するコア・プリは、実効的な IDIS を設立する上でのガイドとして、概ね適用可能となっ

ているが、イスラム上の必要性や IDIS に特有の制度設計30までを特別に考慮に入れていな

い。このため、実効的なイスラム預金保険制度のコアとなる諸原則は、関係するイスラムの

基準設定主体や同様の任務を持つ機関との協力を通じて、IADI によって別文書として策定

される予定である。

複数預金保険制度 

いくつかの国において、同一国内で複数の預金保険制度が運用されている。これらは、複

数預金保険制度（multiple deposit insurance system: MDIS）と呼ばれる。MDIS には、複数の

預金保険制度が国内の特定の地域レベル毎に設立されている場合や、特定の預金取扱機関が

複数の預金保険者から補完する形で保護を受けている場合もある31 。

制度間に存在する目的、任務や制度設計の相違によって、構造的な複雑性が生じ、結果と

して、非効率や潜在的な競争上の懸念につながる可能性がある。したがって、同一国内に複

数の預金保険制度が存在している場合には、適切な情報共有、協調の枠組みが設けられてい

る必要がある。（預金者の混乱を招かぬよう）異なる複数の制度について、実効的な広報が

なされるよう確保することが特に重要である。また、当該国で営業している金融機関の保護

水準の相違により、預金保険制度全体の実効性や金融システムの安定に悪影響をもたらさな

いことが重要である。

金融包摂 

大部分の国において、金融包摂の促進は、明確には預金保険者の任務とされていないもの

の、預金保険者は、自国の金融包摂の取り組みや関連する技術進歩、特に、洗練されていな

い少額預金者に影響を与えるような動きをフォローするよう努力すべきである。金融包摂の

促進への預金保険者の関与、例えば、預金類似の価値保蔵商品への保護の拡張は、監督当局

や他の金融セーフティネット構成機関の強い関与やそれらの者との協調を通じてなされる

べきである。さらに、少額預金者や金融サービス提供者の間で潜在的に起こりうる混乱を最

                                                       
30 イスラム預金保険制度の制度設計には、シャリアに基づく契約が含まれる。シャリアに基づく契約によ

って、イスラム金融サービスを提供する金融機関、預金者や投資口座の保有者を守る金融機関と預金保険

者の間の関係は規定される。また、こうした制度設計には、イスラム預金保険の預金保険基金に許容され

ている投資及び、利子、不確実性、ギャンブルといったシャリアによる禁止事項が含まれる。
31 必ずしも、すべての預金取扱機関が、1 つの預金保険制度に加入する必要性はない。異なる種類の預金

取扱機関は、異なる預金保険制度に加入しうる。 
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小化するために、どのような預金や資金移動手段が預金保険によって保護され、どのような

商品が保護されないかについての情報が、広報活動を通じて適切に提供されるべきである。

 

預金者優先 

一般的に言って、債権者の弁済順位の中での、預金者の弁済順位は、預金保険者が負担す

る費用や破綻処理の枠組みに大きな影響を与える。

預金者優先、特に付保預金者優先は、（預金保険者による代位が存在する場合）清算と預

金者への払い戻し費用を削減しうる。預金保険者が破綻処理へ金銭上の援助をする場合も費

用を削減しうる。また、預金の部分的な移転、一時的な承継機関の利用、負債の株式への転

換といった破綻処理手法の利用を促進する可能性もある。さらに、各国における預金者の取

扱いの統一は、より実効的なクロスボーダーの破綻処理に貢献しうる。

その一方で、預金者優先は、潜在的には、意図せざる結果をもたらす場合もある。預金者

に相対的により高い優先権が付与された場合、預金者より弁済順位の低い債権者が負担する

潜在的な損失額が増加する。これに対応して、預金者以外の債権者が担保の徴求又は満期ま

での期間の短縮といった行動を通じて債権の保全を高める可能性がある。こうした行動は、

預金取扱機関の資金調達に大きな影響を与え、預金者優先による便益を相殺する可能性があ

る。破綻しつつある預金取扱機関の在外支店の預金者よりも国内預金者に優先権を与えるこ

とで、在外支店が営業するホストの国の当局が、自国の預金者を保護するために、独自の行

動（例：資産に対するリングフェンスの設定）を起こすことにつながる可能性もある。

結論として、預金者優先の導入を検討している、あるいは現在の預金者優先の取り決めの

変更を検討している国は、自国の法律と司法の枠組み、金融システムの構造に即して、利点

と欠点を比較考慮すべきである。
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V．コア・プリと準拠状況の評価 

原則 1（公共政策の目的） 

預金保険制度の主要な公共政策の目的は、預金者の保護と金融システムの安定への寄与で

ある。これらの目的は、正式に規定され、公に開示されるべきである。預金保険制度の制度

設計は、預金保険制度の公共政策の目的を反映すべきである。

必須基準 

1. 預金保険制度の公共政策の目的は、例えば法律や法律を補完する文書等を通じて、正

式かつ明確に規定され、公に開示されている。

2.  預金保険制度の制度設計は、預金保険制度の公共政策の目的と整合的である。

3.  預金保険制度が、その公共政策の目的にどの程度合致しているかの評価が行われてい

る32。評価には、運営組織が行う定期的な内部評価と、外部機関が行う定期的な外部評

価の両方が含まれる（例：外部評価を行う主体は、預金保険者が説明責任を負っている

機関や会計検査院等の利益相反がない独立機関）。これらの評価においては、主要な利

害関係者の見解を考慮しなければならない。

4.  預金保険制度に追加的な公共政策の目的がある場合には、主要な目的である預金者の

保護及び金融システムの安定への寄与との間で、矛盾があってはならない。

 

  

                                                       
32 定期的な評価は、各国固有の要因によるが、少なくとも 5 年に 1 回、必要であれば、更に高い頻度で行

われるべきである。 
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原則 2 （任務及び権限） 

預金保険者の任務と権限は、公共政策の目的をサポートするものであり、かつ法律で明確

かつ正式に規定されるべきである。

必須基準 

1.  預金保険者の任務及び権限は、法律で明確かつ正式に規定されており、規定されてい

る公共政策の目的と整合的である。

2.  預金保険者の任務は、預金保険者の役割と責務を明確化し、他の金融セーフティネッ

ト構成機関の任務と整合的である33。

3.  預金保険者は、付与された権限により、その任務を遂行し、役割と責務を果たすこと

ができる。

4.  預金保険者の権限には、以下の権限が含まれるが、以下に限られない。

(a) 保険料、賦課金等の賦課及び徴収 

(b) 他の預金取扱機関への預金の移転 

(c) 付保預金者への払い戻し 

(d) 任務遂行に必要な、正確かつ包括的な情報を預金取扱機関から適時に直接入手 

(e) 自国の金融セーフティネット構成機関及び他国の適切な金融セーフティネット構成

機関から正確かつ包括的な情報を適時に入手し共有 

(f) 預金取扱機関に、法律に規定される預金保険者への義務の強制 （例：預金者情報へ

のアクセスの提供）又は他の金融セーフティネット構成機関に、預金保険者に代わって、

預金取扱機関に当該義務を果たすよう要請 

(g) 運営予算、運営原則、運営制度と運営上の慣行の設定 

(h) 契約の締結 

  

                                                       
33 預金保険者の任務は、いわゆる「ペイ・ボックス」と呼ばれる任務が限定的なものから、予防措置や損

失あるいはリスクの最小化・管理等より広い責務も持つもの、それらの中間に位置する様々な任務を組み

合わせたものまである。預金保険者の任務は、概して以下の 4 つのカテゴリーに分けることができる。 
a. 「ペイ・ボックス」任務では、預金保険者が付保預金の払い戻しのみに責任を負う。

b. 「ペイ・ボックス・プラス」任務では、預金保険者が特定の破綻処理機能（例：金銭上の援助）といっ

た追加的な責任を負う。

c. 「ロス・ミニマイザー」任務では、預金保険者が様々な最小費用の破綻処理戦略からの破綻処理戦略の

選択に能動的に関与する。

d. 「リスク・ミニマイザー」任務では、預金保険者が、リスク評価・管理、一連の早期介入や破綻処理の

権限、場合によってはプルデンシャルに関する監督の責務も含む包括的なリスク最小化の責務を持つ。 
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原則 3（ガバナンス（統治）） 

預金保険者は、運営上の独立性を有し、適切に統治され、透明性、説明責任を有し、外部

からの不当な影響から隔たれているべきである。

必須基準 

1.  預金保険者は、運営上の独立性を有する。任務遂行のために、外部からの不当な介入

を受けることなく、権限を行使することができる。預金保険者の運営上の独立性を阻害

する、政府、中央銀行、監督当局あるいは業界からの不当な介入はない。

2.  預金保険者34の運営組織は、より高次の機関（higher authority）に対し説明責任を負っ

ている。

3.  預金保険者は、運営上の独立性と任務遂行に寄与する能力とリソース（例：人的資源、

運営予算、有能な人材を惹きつけ雇用を維持するのに十分な給与水準）を有している。

4.  預金保険者は、適切に統治され、適切な説明責任の遂行、内部管理の実施、透明性の

確保及び情報開示制度の実施を行う健全な組織統治の下にある。預金保険者の組織構造

は、実際のあるいは認識しうる潜在的な利益相反を最小化している。

5. 預金保険者は、透明性が高く、しかるべきやり方で業務を遂行している。預金保険者

は、利害関係者に対して、適切な情報を定期的に公に開示している35。

6. 預金保険者の定款、関係する法律等により以下の内容が規定されている。

(a) 運営組織のメンバーや経営陣は、「適任」の人物である。

(b) 運営組織のメンバー及び預金保険者の長（その地位に基づいて任命された者

（ex-officio appointees）を除く）には一定の任期があり、その任期満了は同時ではない36。 

(c) 運営組織のメンバーや預金保険者の長の任免に、透明性の高いプロセスが設けられて

                                                       
34 本文書では、役員会といった運営組織からなる統治構造について述べている。統治構造にかかわる法規

制上の枠組みは、各国で大きく異なる。経営執行機能のない監査委員会が、運営組織と別個の組織として

独立しており、監督機能を果たす二段階の統治構造をとる国がある一方、単体の運営組織がより大きな役

割を果たす一段階の統治構造をとる国もある。これらの相違をうけ、本文書では特定の統治構造を奨励し

ていない。
35 適切な情報に含まれる例としては、戦略目標や戦略計画、ガバナンス構造やガバナンスの実践について

の報告、各期の財務報告と活動報告を含む年次報告が挙げられる。
36 同じ年に任命及び/又は選出されるメンバーは、運営組織の一部のメンバーに限る取り決め。例えば、11
人のメンバーからなる運営組織において、メンバーの任期満了を同時にせず、各年 2 人ずつ新たなメンバ

ーが任命される。 
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いる。運営組織のメンバーや預金保険者の長が任期中に罷免されうるのは、法律、内部

の定款又は倫理規定に定められた理由によってのみであり、原因なくして罷免されない。 

(d) 運営組織のメンバーと職員は、高い倫理基準、包括的な行動規範に従っており、実際

のあるいは認識しうる潜在的な利益相反が最小化されている37。

7. 預金保険者は、その任務を十分に遂行しているかどうか定期的に評価され、定期的な

内部監査及び外部監査を受けている。

8. 預金保険者の運営組織の構成は、実際のあるいは認識しうる潜在的な利益相反を最小

化している。運営上の独立性を維持するために、預金保険者の運営組織に参加している

他の金融セーフティネット構成機関の代表が、預金保険者の運営組織の長に就任したり

運営組織のメンバーの過半数を占めていない。

9. 預金保険者の管理運営のために、預金保険者の運営組織は定期的な会議を開催してい

る（例：四半期ごと又は必要に応じそれ以上の頻度）。

 

  

                                                       
37 原則 11 の必須基準 3 参照。 
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原則 4（他の金融セーフティネット構成機関との関係） 

預金者を保護し金融システムの安定に寄与するために、預金保険者と他の金融セーフティ

ネット構成機関との間には、継続的に緊密な協調行動と情報共有を行うための正式で包括的

な枠組みが設けられているべきである。

必須基準 

1. 法律、規則、覚書、法的な合意又はこれらの組み合わせによって、継続的な情報共有

と協調の枠組みが、明示的かつ正式なものとなっている。

2. 情報の守秘義務に関する規則が、すべての金融セーフティネット構成機関及び金融セ

ーフティネット構成機関間の情報共有に適用される。情報の守秘義務は、金融セーフテ

ィネット構成機関間の情報共有を妨げることがないよう、法律や金融セーフティネット

構成機関の合意により守られている。

3.  金融セーフティネット構成機関は、継続的に情報を共有している。特に、預金保険制

度に加盟する預金取扱機関に対して、重大な監督上の措置がとられている際には、情報

を共有している。

4.  同一の国で、複数の預金保険者が預金保険を運営している場合、預金保険者の間で適

切な情報共有と協調がなされている。
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原則 5（クロスボーダー問題） 

外国の預金取扱機関のプレゼンスが大きい国においては、関係する国の預金保険者との間

で、正式な情報共有と協調の取り決めが設けられるべきである。

必須基準 

1. 外国の預金取扱機関（すなわち外国の預金取扱機関の子会社や支店）のプレゼンスが

大きい国においては、守秘義務のもと、関係する預金保険者と金融セーフティネット構

成機関との間での正式な情報共有と協調の取り決めが設けられている。

2. 預金保険者が外国にある預金の保護に対しても責任を持つ場合、あるいは同一国内で

複数の預金保険者が預金の保護に責任を持つ場合は、どの預金保険者が、預金の払い戻

しプロセス、保険料等の設定、広報に対する責任を持つかを定めた、二者あるいは複数

の当事者間の合意がある。
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原則 6（緊急時対応計画と危機管理における預金保険者の役割） 

預金保険者は、預金取扱機関の破綻等が起こるリスクに備え、預金取扱機関の破綻等が実

際に起こった際に効果的に対応できるように、実効的な緊急時対応計画、危機管理の方針及

び手続きを設けるべきである。金融システム全体にわたる危機に対応した準備戦略と危機管

理原則を策定することは、すべての金融セーフティネット構成機関の共同の責務である。預

金保険者は、金融システム全体にわたる危機への準備と危機管理に関して、金融セーフティ

ネット構成機関の間での継続的なコミュニケーションと協調を担う制度的な枠組みの一員

であるべきである。

必須基準 

1. 預金保険者は、預金取扱機関の破綻等が起こるリスクに備え、預金取扱機関の破綻等

が実際に起こった際に効果的に対応できるように、実効的な緊急時対応計画と危機管理

の方針及び手続きを設けている。

2. 預金保険者は、緊急時対応計画や危機管理計画を策定し、定期的な訓練を実施してい

る。

3.  預金保険者は、金融システム全体にわたる危機への準備と危機管理に関して、金融セ

ーフティネット構成機関の間での継続的なコミュニケーションと協調を担う制度的な

枠組みの一員である。

4.  預金保険者は、すべての金融セーフティネット構成機関が関与する、金融システム全

体にわたる危機への準備や危機管理に関連した、定期的な緊急時対応計画やシミュレー

ション訓練に参加している。

5.  預金保険者は、包括的かつ調和のとれた広報活動が確実に行えるよう、すべての金融

セーフティネット構成機関を含む、危機前後のコミュニケーションの管理計画の策定に

参加している。
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原則 7（メンバーシップ） 

 預金保険制度への加入は、すべての預金取扱機関に強制されるべきである。

必須基準 

1. （明確な保証の有無にかかわらず）、国営の預金取扱機関を含むすべての預金取扱機

関は、預金保険制度への加入が強制されている。すべての預金取扱機関は健全なプルデ

ンシャル規制と監督の対象となっている38。

2.  新たに設けられた預金保険制度への加入に際し、監督上求められる要件あるいは預金

保険制度への加入要件のすべてを満たさないものの、預金保険制度への加入を許された

預金取扱機関は、設定された期間内（例：1 年）に不足している要件すべてに対処する

ための信頼性が高い計画を求められている。

3. 預金保険制度への加入に必要な条件、プロセス及び期間（time frame）が明確にされ

ており、透明性が保たれている。

4. 預金保険者が、預金取扱機関の預金保険制度への加入の可否を決める任務を担ってい

ない場合、預金保険者は、法律や行政手続きによって定められた明確で合理的な期間内

に、事前に相談あるいは情報提供を受けることで、新たな免許の申請についての十分な

情報が与えられる。

5. 預金取扱機関の免許の失効あるいは返還により、加盟する預金取扱機関が預金保険制

度から脱退する場合、既存の預金は、定められた期限まで引き続き保護されることが即

座に預金者に通知される39。

6. 預金保険者が加盟する預金取扱機関を預金保険制度から脱退させる場合、関係当局が

協調して預金取扱機関の免許を即座に失効させる取り決め（arrangement）が設けられて

いる。脱退の際には、既存の預金は、定められた期限までは引き続き保護されることが

即座に預金者に通知される。

 

  

                                                       
38 「健全なプルデンシャル規制と監督」についての判断は、BCBS の「銀行監督のためのバーゼル・コア・

プリンシプル」に高いレベルで準拠しているかによってなされる。
39 原則 10「広報」参照。 
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原則 8（付保範囲） 

政策立案者は、付保預金の対象と水準を明確に定義すべきである。付保範囲は、限られて

いるが信頼性があり、大部分の預金者を保護するものの、相当な額の預金を市場規律の下に

置くべきである。預金保険の付保範囲は、預金保険制度の公共政策の目的や関係する制度設

計上の特徴と整合性がとれていなければならない。

必須基準 

1. 付保預金は、法律又は規則で明確かつ公に定義されており、公共政策の目的を反映し

ている。付保預金の定義には、付保範囲の対象と水準が規定されている。特定の預金や

預金者が保護の対象外である場合、当該預金と預金者は明記され、容易に特定可能で、

預金の払い戻しのスピードに影響を与えることはない40。

2. 預金取扱機関の取り付けのリスクを最小限に保ち、市場規律を害しないよう、付保範

囲の対象と水準は限定され、かつ信頼性を保つように設計されている。付保範囲の対象

と水準は、預金取扱機関の大部分の預金者を完全に保護するものの、相当の割合の預金

額を市場規律の下に置くように決められている41。金額ベースで大部分の預金が保護さ

れている場合には、モラル・ハザードは、預金保険制度の他の制度設計上の特徴だけで

なく、厳しい規制と監督により大きく抑制されている42。

3. 預金保険者は、加盟する預金取扱機関のすべてに対して、等しい付保範囲の対象と水

準を適用している。

4. 預金保険者は共同保険を組み込んでいない。

5. 付保範囲の対象と水準は、預金保険制度が公共政策の目的に合致していることを確実

にするために、定期的に見直されている（例：少なくとも 5 年に 1 回）。

6. 同一の預金保険制度に加入している預金取扱機関同士が合併する場合、合併する預金

取扱機関の預金者は、法律又は規則に定めるとおり、公に開示されている一定期間の間、

                                                       
40 特に、ある種の預金は、保護の対象から除かれるか、あるいは保護にふさわしくないとみなされるかも

しれない。それらの預金として、銀行間預金、政府機関、地方・州・あるいは市政府、もしくは他の公共

団体の預金、経営者・大株主・会計監査人等（directors, managers, large shareholders, and auditors of banks）を

含む金融機関の経営悪化に責任を持つとみなされる者の預金、無記名預金等がある。
41 付保範囲の上限・対象、外貨預金の保護についての追加的なガイダンスは、IADI（2013）「実効的な預

金保険制度の強化ガイダンス：保護範囲」を参照。
42 厳しい規制と監督がなされているかは、BCBS の「銀行監督のためのバーゼル・コア・プリンシプル」

への高いレベルでの準拠で示される。 
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それぞれの預金取扱機関の付保範囲までの保護（付保範囲の最高限度まで）を別々に受

ける。合併する預金取扱機関は、影響を受ける預金者に対して、特別の保護の適用が終

了する日付等を通知する責任を負う。

7. 付保範囲は、預金者の居住資格や国籍により影響を受けない。

8. 同一国内で複数の預金保険者が預金保険を運営している場合には、当該国で営業して

いる預金取扱機関の間で付保範囲が異なることにより、預金保険制度全体の実効性や金

融システムの安定に負の影響を及ぼさない。

9. 外貨預金が幅広く使われている国では、外貨預金が保護されている。

10. 全額保護が導入されている場合、全額保護から定額保護に移行する信頼性の高い計画

が存在する。当該計画には以下の内容を含む。 

(a) 定額保護への移行は金融システムに影響を与えることから、当該国が全額保護から定

額保護への移行を開始する前に経済環境の評価がなされる。 

(b) 全額保護から定額保護に移行するペースは、金融業界の状況、プルデンシャル規制及

び監督、法律及び司法の枠組み、会計制度及び情報開示制度と整合的である。 

(c) 政策立案者は、定額保護への移行に対する国民の否定的な反応を緩和するための実効

的な広報戦略を策定している。 

(d) 資本移動及び/又は地域統合の度合いが高い場合、自国の付保範囲の水準の引き下げ

及び/又は保護対象預金の限定の決定が他国の保護水準や関連する政策に与える影響を

考慮している。
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原則 9（財源と資金利用） 

預金保険者は、預金者の請求への迅速な払い戻しを確保するために必要となる、すぐさま

利用可能な基金とあらゆる資金調達メカニズムを有するべきである。その中には、確実な流

動性資金調達の取り決めを含むべきである。預金保険の費用負担の責任は、加盟する預金取

扱機関が負うべきである。

必須基準 

1. 預金保険制度の資金調達は、事前積立方式により行われる。資金調達手段は、法律又

は規則によって明確に定義され、確立されている。

2.  預金保険制度の資金調達の責任は、加盟する預金取扱機関が負っている。

3.  預金保険者の設立を助成するための預金保険基金への助成金（例：政府や国際的な援

助機関からのもの）は許容される。政府から提供された預金保険基金への助成金は、預

金保険者が保険料の一部あるいは全部を減額する前に、完済されなければならない。

4.  預金保険制度のための緊急の資金調達手段には、事前にアレンジされた確実な流動性

目的のための資金調達手段が含まれており、法律又は規則で明確に規定（あるいは許可）

されている。資金源としては、政府との間で事前に定められた資金調達、中央銀行や市

場からの借り入れ等がある。緊急時の資金調達手段として市場からの資金調達が行われ

る場合、市場からの資金調達が唯一の資金源であってはならない43。緊急の流動性資金

調達のための取り決め（arrangement）は、事前になされ、必要な際に、実効的かつ適時

に資金の調達を確保するものとなっている。

5. 事前積立の預金保険基金を設けた後、 

(a) 基金規模の目標水準は、明確で整合性があり透明性の高い基準をもとにして決められ

ており、当該基準は定期的に見直されている。 

(b) 目標となる積立水準に到達するまでの合理的な期間が設定されている。

6. 預金保険者は、預金保険基金の健全な運用と管理に責任を持つ。預金保険者は、以下

を達成する明確な運用方針を持つ。 

(a)  預金保険基金の価値の保存と流動性の維持・保全 

(b)  適切なリスク管理方針と手続き、内部統制、情報開示・報告制度の設定 

                                                       
43 運用可能であれば、（例：欧州連合内）預金保険者は、相互に借り入れることができる。 
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7. 預金保険者は、資金を中央銀行に置いておくことができる。預金保険者は、預金取扱

機関への多額の投資を制限する規則を設けて運用している。

8. 預金保険者が破綻処理当局でない場合は、預金保険者は、法的な枠組みに従って、（預

金保険者以外の破綻処理当局による）清算以外の手段による加盟する預金取扱機関の破

綻処理に、預金保険基金の利用を認める選択肢を有する44。この場合、以下の条件が満

たされる。 

(a)  預金保険者は、通知を受け、破綻処理の意思決定プロセスに参加している。

(b)  預金保険基金の利用は、透明性があり、文書で記録され、明確かつ正式に規定され

ている。 

(c)  預金取扱機関が清算以外の破綻処理プロセスにより処理された場合、破綻処理の結

果として、存続可能で、健全かつ事業の再構築がなされた預金取扱機関となっており、

預金保険者が、同一の義務に対して追加的に資金を出すことによる損失の発生の可能性

は限られている。 

(d)  資金の拠出額は、仮に当該預金取扱機関が清算され、保険金の払い戻しが行われた

際に、預金保険者が負担すると想定される額から、回収見込額を除いた金額までに限ら

れている。 

(e) 株主の持分がゼロになるまで減額され、預金保険の保護対象外の無担保債権者が法

的な弁済順位に従って等しく損失を負担することなしには、拠出された資金が破綻した

預金取扱機関の資本再構築に使用されない。 

(f)  預金保険基金の利用に対して、独立した監査がなされ、その結果が預金保険者に対

して報告されている。 

(g)  預金保険基金を利用した破綻処理の実施及び決定に対して事後評価が行われている。

9. 預金保険者の所得及び/又は収入（例：受領した保険料、破綻した預金取扱機関から

の回収額、基金の投資より生じた利息）が政府により課税される場合は、他の法人への

課税と比較して、懲罰的あるいは不相応なものとなっておらず、預金保険基金の積立を

不当に阻害していない。預金保険者による政府への支払いは、政府からの預金保険基金

への助成金と流動性資金の返済に限られている。

10. 預金保険者が、可変保険料制度を利用している場合45、 

(a) 保険料算出システムは、可変保険料制度に参加しているすべての預金取扱機関にとっ

                                                       
44 国の法律でこのような預金保険基金の利用が、強制される場合もある。
45 IADI（2011）「可変保険料率制度構築のための一般的なガイダンス」参照。 
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て透明性の高いものとなっている。 

(b) スコアリングや料率カテゴリーが十分に大きな差異を伴っている。

(c) 保険料算出システムの個別の預金取扱機関の格付けやランクの機密が保持されてい

る。  
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原則 10（広報） 

預金者を保護し、金融システムの安定に寄与するために、預金保険制度の利点と限界につ

いて、公衆に対して継続的に周知されるべきである。

必須基準 

1. 預金保険者は、包括的な広報プログラムの一部として、継続的に、さまざまな広報手

段を用いて、預金保険制度の認知度を引き上げる広報活動に責任を負っている。

2. 預金取扱機関の破綻時、預金保険者は、適切にかつ法律の規定に従い、プレスリリー

ス、印刷物、ウエブサイト、他のメディアを通じて、預金者に対して、以下の内容を伝

えなければならない。 

(a) 付保預金者は、いつ、どこで、どのようにして、自分の資金にアクセスできるのか46。

(b) 支払いを受けるために、付保預金者が提供しなければならない情報 

(c) 前払いや仮払いがなされるかどうか47。

(d) 預金者が損失を負担するかどうか、非付保預金者が清算人に対して付保対象外の部分

の支払い請求を行う際の手続き。

3. 広報プログラムや広報活動は以下の情報を伝えている。

(a)  保護の対象となる範囲（どの金融商品と預金者が預金保険によって保護され、何が

保護されないのか）。 

(b)  加盟する預金取扱機関のリスト及びどのようにして加盟する預金取扱機関を特定で

きるのか。 

(c)  預金保険による保護の水準 

(d)  預金保険者の任務等その他の情報 

4. 広報プログラムの目的（例：認知レベルの目標）が明確に規定され、預金保険制度の

公共政策の目的及び任務と整合的になっている。

5. 預金保険者は、広報目的を達成するための長期的な戦略を持ち、預金保険制度の認知

度の目標水準を設定し、維持するために予算を配分している。

 

                                                       
46 例えば、預金を承継して払い戻しを行う（又は利用可能とする）承継銀行及び/又はエージェントバンク

があるかどうか、あるいは破綻した預金取扱機関を利用した払い戻しがなされるかどうか。
47 例えば、事前準備の機会がない「不意打ち（surprise）」破綻のような、（付保預金者への払い戻しの）長

期の遅れが避けられない場合。 
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6. 預金保険者は、預金者に提供される情報の整合性と正確性を確保し、預金保険制度の

認知度を最大化するよう、継続的に、預金取扱機関や他の金融セーフティネット構成機

関と緊密に連携している。預金保険者が規定するフォーマット及び言語によって、預金

保険制度に関する情報を伝えることが、預金取扱機関に対して法律又は規則により義務

づけられている。

7. 預金保険者は、自らの広報活動を継続してモニターすると共に、自らの広報プログラ

ムあるいは広報活動の実効性についての独立した評価を定期的に行うようアレンジし

ている。

8. 外国の預金取扱機関による支店や子会社を通じ国境を越えた銀行業務が行われてい

る場合に、払い戻しに法的な責任を負っている預金保険者の存在を明らかにし特定する

明確な情報と付保範囲の水準と対象についての明確な情報が、預金者に提供されている。

 

  

43



 

 

原則 11（法的保護） 

預金保険者及びその任務を果たすべく預金保険者のために働いている個人あるいは過去

に働いた個人は、その任務を遂行する上で、「善意（in good faith）」により行った決定、行

為あるいは不作為に対する判決、補償請求、民事訴訟、あるいは他の訴訟手続きから生じる

債務から保護されるべきである。法的保護は、法律で定められるべきである。

必須基準 

1. 法的保護は法律に規定されており、預金保険者、現在及び過去の役員及び職員(directors, 

officers and employees)、預金保険者により雇われている現在及び過去のあらゆる個人48

が、その任務を通常どおり遂行する上で、「善意（in good faith）」により行った決定、

行為、あるいは不作為に対し、法的保護が提供されている。 

2. 法的保護の対象には、個人に対する損害の請求額や裁判の裁定額、裁判費用を含む費

用の負担が含まれる（裁判が勝訴に終わった際の費用負担のみではない）。

3. 預金保険者の運営規定と運営手続きにより法的保護を受けている個人は、説明責任を

果たすよう、実際のあるいは認識されうる利益相反の開示及び倫理規定の順守が求めら

れる。

4.  法的保護によっても、公的あるいは行政上の見直し手続きの過程で、預金者や他の債

権者及び預金取扱機関が預金保険者の作為あるいは不作為に対して法的な異議申し立

て（例：民事訴訟）を行うことは妨げられない。

 

  

                                                       
48 預金保険者との間に結ばれた雇用契約及び/又は民間の保険会社との間で結ばれた履行契約で提供され

る個人への損害賠償契約は、法律で定められている又は法律で認められている法的保護の代替にならない。 
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原則 12（預金取扱機関を破綻に至らしめた責任者への対処） 

預金保険者又は他の関係当局には、預金取扱機関を破綻に至らしめた責任者に対して、法

的責任を追及する権限が付与されるべきである。

必須基準 

1. 預金取扱機関の破綻に責任を有する又は破綻に寄与した関係者（例：預金取扱機関の

経営者及び所有者等）及びプロフェッショナルサービスの提供者（例：監査人、会計士、

弁護士、資産鑑定人）は、調査（捜査）(investigation)の対象となる。それらの者の行為

に対する調査（捜査）は、預金保険者、監督当局又は規制当局、刑事・調査(捜査)当局、

あるいは他の専門機関や懲罰を担当する機関等のいずれか又は複数の機関によって行

われる。

2. 関係機関は、預金取扱機関の破綻に対して責任を負うべき者に対し、責任追及を行う

上で、適切な手続きをとる。責任を負うべきとされた者が、制裁や損害賠償責任の対象

とされている。制裁や損害賠償には、個人的又は職業上の懲罰（制裁金やその他の罰則

を含む）、刑事告発、訴追、民事上の損害賠償請求等がある。

3. 預金保険者あるいは他の関係当局は、預金取扱機関の破綻時に当該預金取扱機関のた

めに活動していた内部の者、関係者、プロフェッショナルサービスの提供者によってな

された違法行為や任務過怠について、適切に調査（捜査）することを確保する原則及び

手続きを設けている。
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原則 13（早期発見と適時の介入） 

預金保険者は、問題を抱えている預金取扱機関の早期発見、適時の介入を行う金融セーフ

ティネットの枠組みの一部であるべきである。当枠組みにより、ある預金取扱機関が存続不

能な状況になる前に介入が行われるべきである。そうした早期発見と適時の介入を通じて、

預金者を保護し金融システムの安定に寄与すべきである。

 

必須基準 

1. 預金保険者は、財政状態に問題のある預金取扱機関が存続不能な状況になる前に、早

期発見をし、適時の介入をする金融セーフティネットの実効的な枠組みの一部である49。

2. 金融セーフティネット構成機関は、早期発見と適時の介入の枠組み上のそれぞれの役

割を果たすための運営上の独立性と権限を有している。

3. 当該枠組みには、適時の介入や是正措置の発動に使われる明確に定義された一連の質

的及び/又は量的な基準が含まれている。 

(a)  基準は、法律又は規則あるいは合意により明確に定義されている。

(b)  基準は、預金取扱機関の資本、資産の質、経営、収益性、流動性、市場リスクに対

する感応性等の安全性と健全性の指標を含んでいる。 

(c)  基準は、定期的に見直され、見直し手続きは正式なものとされている。 

 

  

                                                       
49 早期発見と適時の介入の枠組みの実施と実効性の度合いについては、「銀行監督のためのバーゼル・コ

ア・プリンシプル」（BCPs）と「主要な特性」の該当箇所の評価を通じて、測定される。 
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原則 14（破綻処理） 

実効的な破綻処理の枠組みによって、預金保険者は預金者の保護と金融システムの安定に

寄与することができるようにすべきである。法的な枠組みには、特別な破綻処理の枠組みが

含まれるべきである。

必須基準 

1. 預金保険者は、その任務に整合的な破綻処理50権限を行使できるよう、運営上独立し

ており、十分なリソースを有している。

2. 破綻処理の枠組みによる幅広い権限と選択肢を通じて、すべての預金取扱機関の破綻

処理可能性が確保されている。

3. 複数の金融セーフティネット構成機関が、破綻処理の責任を負っている場合、法的な

枠組みによって、当該金融セーフティネット構成機関間で、目的、任務、権限が明確に

分配されており、破綻処理における目的、任務、権限の分配において、重大な欠落、重

複あるいは不整合が存在しない。協調のための明確な取り決めが事前に設けられている。

4.  破綻処理及び預金者保護の手続きは、預金者への払い戻しに限定されない。単一ある

いは複数の破綻処理当局は、重要な金融機能の維持を助け、預金取扱機関を破綻処理す

る実効的な破綻処理手段を有している。以下の手段に限られないが、それらの手段には、

経営陣の変更あるいは解任、契約の解除、資産・負債の移転あるいは譲渡、負債の削減、

負債の株式への転換、及び/又は一時的な承継機関の設立が含まれる。

5.  単一あるいは複数の方法を通じて、清算の場合に想定される破綻処理の費用から回

収益を差し引いた額より低い費用で、破綻処理を行う柔軟性が認められる。

6. 規定された債権の弁済順位に従って破綻処理手続きがなされる。その弁済順位では、

付保預金は損失の負担から保護されており、預金取扱機関の株主が最初に損失を負担す

る。

 

                                                       
50 本文書において、破綻処理とは、存続不能な状況にある預金取扱機関の処理計画と処理プロセスを指す。

破綻処理には、清算と預金者への払い戻し、資産と負債の移転及び/又は売却、一時的な承継機関の設立、

負債の削減及び/又は負債の資本への転換等がある。破綻処理には、破綻処理権限の行使と併せて、破綻処

理の対象となっている法人の一部に対する倒産法下での手続きの実施も含まれる。破綻処理の枠組みに複

数の破綻処理当局が関与する国もありうる。預金保険者に対して付与されている特定の破綻処理権限は、

預金保険機関の任務に応じて異なりうる。 
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7. 破綻処理の枠組みにおいては、預金者はその国籍や居住地により差別されない。

8. 存続不能な状況にある預金取扱機関の破綻処理に関する意思決定の取消を目的とす

る法的行為によって、破綻処理プロセスは影響を受けない。裁判所は、破綻処理に関す

る意思決定を取り消すことができない。異議申し立てが認められた場合の法的な救済は、

金銭上の補償に限られる。

9. 破綻処理の枠組みにおいて、預金者が自らの預金へのアクセスを失ってから選択され

た破綻処理手段（例：預金者への払い戻し）が実施されるまでの期間は、可能な限り短

期間に保たれている。
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原則 15（預金者への払い戻し） 

金融システムの安定に寄与するために、預金保険制度は、預金者の付保された金額を迅速

に払い戻すべきである。付保預金者への払い戻しのために、明確で議論の余地のないトリガ

ーが存在すべきである。

 

必須基準 

1. 預金保険者は、7 営業日以内に大部分51の付保預金者に対して払い戻しを行うことが

できる。現状、預金保険者が、7 営業日以内に大部分の預金者に対して払い戻しができ

ない場合は、預金保険者は、当該目標を達成する信頼性の高い計画をたてている。

2.  信頼性が高い計画は、 

(a)  達成までの期間が明確に設けられている（例：2 年以内）。

(b)  関係する法律、規則、制度及びプロセス（例：介入及び破綻処理マニュアル）によ

って裏付けられている。 

(c)  明確で測定可能な成果物がある。

3.  預金の払い戻しのトリガーは発動されたものの、払い戻しが大幅に遅れる可能性があ

る場合には、預金保険者は、前払い、仮払い又は緊急の一部支払いをすることもできる。

4. 預金者が自らの資金へ迅速にアクセスできるよう、 

(a)  付保預金者への迅速な払い戻しを可能にするため、預金保険者は、常時、預金者デ

ータにアクセスすることができる。また、これには預金保険者が指定したフォーマット

で預金者データを保持するよう預金取扱機関に要求する権限が含まれる。 

(b) 預金保険者は、預金者データの信頼性を検査する事前のあるいは準備検査（（advance 

or preparatory examination）例：現地に赴いての、単独あるいは監督当局と協力した）を

行う権限があり、加盟する預金取扱機関の預金者データの作成能力を確認するために、

加盟する預金取扱機関の IT システムとデータを検査している。 

(c)  預金保険者は複数の払い戻し手段を持つ52。

5. 預金保険者は、払い戻しプロセスを迅速に行う能力とリソースがある。以下の内容が

含まれる。 

                                                       
51 「大部分」とは、受益者が複数である信託口座のように、実務上 7 営業日以内の払い戻しが困難な預金

が存在しうることを踏まえている。
52 払い戻し手段として、小切手での支払い、電信振替、エージェントによる支払い、現金払い、P&A を通

じた預金の移転等がある。 
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(a)  払い戻しについての文書やマニュアルでサポートされた、払い戻しの機能に特化し

た適切なリソースと訓練された（組織内又は外部契約の）要員 

(b)  組織的かつ正確に預金者情報を処理する情報システム 

(c)  預金取扱機関の閉鎖のための文書やマニュアルに記載された、破綻直前と直後の活

動 

(d)  （預金保険者が）監督当局と破綻処理当局と共に実施する預金取扱機関の閉鎖のシ

ミュレーションの実施を含む、シナリオ・プラニングとシミュレーション 

6.  預金取扱機関の破綻後の評価（例：事後の検討）は、成功した、あるいは不成功に終

わった預金取扱機関の払い戻しプロセスの各要素（場合によって破綻処理手続きも含む）

を評価し分析するためになされる。

7. 適切な内部管理が行われていることを担保するために、独立機関が払い戻しプロセス

の定期的な監査を行っている。

8.  付保預金と延滞債権（例：元金、利息及び延滞金）又は期限が到来したローンとの

相殺がなされる場合、相殺の実行が適時になされ、付保預金者への迅速な支払いや金融

システムの安定を妨げない。

9.  未決済の取引が適切に、整合性をもって、適時に処理されることを確実にするため53、

関係する清算機関、決済機関及び清算人との間で実務上の取り決め（working 

arrangement）及び/又は合意が存在している。

10. 預金保険者が清算人になる権限がない場合、払い戻しプロセスを促進するよう、清

算人が預金保険者に協力することが、法律又は規則で義務付けられている。

 

  

                                                       
53 適時の払い戻しを確保するための、より詳細なガイダンスは、IADI（2013）強化ガイダンス：「払い戻

し制度及びプロセス」（Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Reimbursement Systems and 
Practices）参照。 

50



 

 

原則 16（回収） 

預金保険者は、法律で定められた債権の弁済順位に従って、（預金保険者）自身の債権回

収を行う権限を保持すべきである。

必須基準 

1. 債権回収プロセスにおける預金保険者の役割は、法律に明確に定められている。預金

保険者は代位により破綻した預金取扱機関の債権者として明確に認識される。

2. 預金保険者は、破綻した預金取扱機関の財産の取扱いにおいて、少なくとも預金者と

同等の債権者としての権利又は地位を有することが、法律で規定される。

3. 預金保険者は、清算人による清算プロセスを監視できるよう、債権者としての立場で、

清算人から情報を取得する権利がある。

4. 資産管理手法と回収手法による破綻した預金取扱機関の資産の管理や処分は、商業的

な検討や経済上の検討に基づいて行われている。

5.  預金保険者を代理する者、他の金融セーフティネット構成機関を代理する者、破綻処

理におけるサービスの提供を行う第三者のプロフェッショナルサービスの提供者は、清

算人から資産を購入してはならない。
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附属書 1 コア・プリへの準拠状況評価 

本附属書は、準拠状況評価についてのガイダンスと準拠状況評価の書式、評価報告書の構

成についてのガイダンスを示す54。

準拠状況の評価  

評価の第一の目的は、各国の預金保険制度の特徴、法律及び組織構造を考慮した上で、預

金保険制度がコア・プリにどの程度準拠しているかを評価することである。評価では、単な

る預金保険者の評価ではなく、実効的な預金保険制度であるために必要な機能を評価すべき

である。そうすることで、評価により預金保険制度の長所のみならず、短所の問題点とその

特性が明らかになる。重要なのは、評価は目的を達成するための手段であって、目的そのも

のではないということである。評価プロセスは、預金保険者及び政策立案者が、コア・プリ

に照らして、自国の預金保険制度が公共政策の目的をどの程度達成しているかを判断するの

に役立つべきである。評価は、預金保険者及び政策立案者が、必要に応じて預金保険制度及

び金融セーフティネットを改善する助けにもなる。

本文書による準拠状況評価においては、各原則に対して一連の必須基準が提案されている。

必須基準は、原則に全面的に準拠しているかを判断する上での唯一の要素である。外部の第

三者による評価は以下の 5 段階による55。

 

・準拠（Compliant）－重大な欠陥がなく必須基準が満たされている場合56 

・概ね準拠（Largely compliant）－小さな欠点があるだけで、当局は所定期間内に完全な

準拠を達成できる場合 

・実質非準拠（Materially non-compliant）－簡単に修正することのできない重大な欠点があ

る場合 

・非準拠（Non-compliant）－原則が実質的に履行されていない場合 

・非適用（Not applicable）－預金保険制度の特徴、法律及び組織構造から検討の対象外 

評点は厳密な科学ではなく、「コア・プリ」は様々な方法で満たされうる。必須基準は準

                                                       
54 当該書式は、金融部門評価プログラム（FSAP）やオフショア金融センタープログラム（OFC）のミッシ

ョンで、評価者が使用するよう IMF と世銀から推奨されたもの。本書式は、比較可能性及び整合性を維持

するため、個別評価や各国による自己評価向けにも推奨されている。BCBS（2012）「銀行監督のためのバ

ーゼル・コア・プリンシプル」参照。
55 この尺度は、BCBS「コア・プリンシプル・メソドロジー（銀行監督）」の外部評価で利用されている。

(http://www.bis.org/publ/bcbs130.htm)で入手可能。 
56 各原則に対する「準拠」評価を得るのに、必須基準の全てに準拠している必要はない。例えば、預金保

険制度が、ある原則の 9 つの必須基準のうち 8 つに準拠しており、比較的重要性の低い分野に準拠してい

なくても、全体的な準拠状況の評価が「準拠」となることもあり得る。評価者はこのような状況で判断が

求められる。 
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拠状況のチェックリストとみなされるべきではなく、品質評価ととらえられるべきである。

準拠状況について、適合している基準の数及びそれぞれの評点に付け加えられるコメントは、

ひとつひとつの原則の採点プロセスにおいてウェイト付けされるが、すべての基準が同程度

のウェイトを持つわけではない。評価者は、準拠状況の評価における一貫性ある本文書の運

用について訓練を受けていることが極めて重要である。「コア・プリ」は、実効的な預金保

険の実施へのベンチマークである。評価を実施する上で、預金保険者及び政策立案者は自国

固有の要素を考慮していく必要がある。

評価者は、運営環境が適切かどうかに細心の注意を払い、適切な運営環境からの乖離や弱

点、政策立案者がそれらの弱点を緩和するために取りうる対処についての意見を盛り込まな

ければならない。各国固有の事情、預金保険制度の権能と構造を織り込んだ上で、個々の原

則への準拠状況を評価することによって、十分でないと考えられる運営環境から特に影響を

受けそうな原則を判別することができる。しかし、評価者は、運営環境そのものの準拠評価

を行うべきではない。代わりに、最近の IMF/世銀 FSAP 報告書や、FSB のピア・レビュー

の結果を、最大限利用すべきである。報告書が最近作成されていない場合には、前回の FSAP

報告書以降の変更についての最新情報を提供するよう、評価者は当局に要求すべきである。

もし、運営環境に関してこのような報告書がない場合、評価者は、運営環境の検討において

「情報不十分」とする必要がある。運営環境に関する勧告は、「コア・プリ」評価に関連す

る行動計画勧告の一部であるべきではなく、預金保険制度強化のための他の一般的な勧告に

盛り込まれる必要がある。

評価者による準拠状況の評価における本文書の解釈や、あらゆる種類の預金保険制度の措

置に適用される原則か否かを明らかにする手助けとして、「評価者のためのハンドブックガ

イド」が作成されている。本文書には、評価者が各基準を各国固有の状況や構造に対して適

用するときに役立つ補足的な助言が含まれている。このハンドブックガイドは、準拠状況の

評価を行う中で得られた経験や教訓を考慮にいれ、時間をかけて作成され更新される予定で

ある。

準拠状況の評価における本文書の利用 

本文書は、様々な状況での準拠状況評価に使われうる。①預金保険者による自己評価、②

IMF や世銀による、例えば FSAP や技術支援（TA）プロジェクトにおける預金保険制度の

品質評価、③ピア・レビュー、例えば、IADI 地域委員会内あるいは FSB のピア・レビュー・

プロセスによる評価、④コンサルティング会社等の民間の第三者による評価等である。IADI 

は、コア・プリの解説やトレーニングの実施に積極的にかかわっていく予定である。この中

には、評価プロセスにおけるベストプラクティス（最良慣行）に対するガイダンスが含まれ

る。

2013 年に、IADI は、自己評価技術援助プログラム（SATAP）を設けた。SATAP によって、

各国は IADI に、独立した立場の IADI の専門家チームによる現地に赴いての評価及び自己
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評価結果の検証を求めることができるようになった。このような客観的な評価は、各国にと

り、今後の FSAP のレビューへの備えとして非常に役立つこととなろう。

実施するのが預金保険者（自己評価）であろうと外部の第三者であろうと、コア・プリへ

の準拠状況を完全に客観的に評価するには、コア・プリの準拠評価は、評価プロセスに様々

な視点をもたらす適格な専門家によってなされる必要がある。評価者のチームは、預金保険

制度における業務経験を有し、預金取扱機関の破綻処理にかかわった個人を含む適格者によ

って構成されていることが好ましい。預金保険制度の公正な評価は、すべての関連当局の真

の協力も必要である。16 の原則のそれぞれを評価するプロセスにおいては、多くの要素の

ウェイト付けを判断する必要があり、それは、適切な実務経験を有する適格な評価者のみが

できることである。コア・プリへの準拠を解釈するにあたっては、法律及び会計上の専門的

技術を必要とし、その法律及び会計上の解釈は、当該国の法律及び会計制度と関係づけられ

ていなければならない。評価は、単に理論上ではなく、実際上基準が満たされているかどう

かの判断を可能にするよう、包括的かつ十分深みのあるものでなければならない。同様に法

律や規則は、範囲と深度において十分である必要がある。また、規制当局、監督当局及び預

金保険者の側では、これらの法律及び規則が実効的に行使され準拠されていなければならな

い。最後に、コア・プリの準拠状況の評価は、FSAP といった同様の分野における最近の評

価があれば、それを踏まえることとなる。

評価報告書 

評価報告書には、以下の内容を盛り込む必要がある。

・ 評価される組織や評価が行われる状況についての情報といった、評価における背景情

報が記載された一般セクション 

・ 評価に使われた情報と手法についてのセクション 

・ （当該国の）制度、マクロ経済の状況、市場構造の概要 

・ 実効的な預金保険制度の運営環境の評価 

・ 評価結果を要約した準拠状況の表（コア・プリへの準拠状況概要表）（表 1） 

・ 預金保険制度と実務を改善するための措置及び施策についての原則毎の提言を記載し

た行動計画勧告（コア・プリへの準拠状況改善のための行動計画勧告）（表 2） 

・ 原則毎の詳細評価、すなわち、特定の原則に関連する制度の説明、評点あるいは「評

価」、そして「コメント」セクション（表 3） 

・ 当局者の「コメント」セクション  
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準拠評価及び概要一覧表 

 

表 1  コア・プリへの準拠状況概要表 詳細評価 

原則 評価 コメント 

原則 1 参照 C、LC、MNC、NC、NA57  

以下、16 原則すべてについ

て同様 

C、LC、MNC、NC、NA  

 

表 2 コア・プリへの準拠状況改善のための行動計画勧告 

参照原則 行動勧告 

原則 1 問題点の指摘 

提案措置 

原則 2 問題点の指摘 

提案措置 

以下、提案措置も含め、全 16 原則につい

て同様 

問題点の指摘 

提案措置 
 

表 3 コア・プリ評価概要一覧表 

原則 1：（原則 1 を原文通り記載） 

説明  

評価 C、LC、MNC、NC、NA 

コメント  

個々の必須基準： 

説明  

評価 C、LC、MNC、NC、NA58 

コメント  

以下、16 原則すべてについて同様  

準拠状況評価を実施する上で配慮すべき点 

準拠評価を実施する書式に加えて、以下の実務上で配慮すべき点が念頭におかれなければ

ならない。

                                                       
57 「準拠（C）」、「概ね準拠（LC）」、「実質非準拠（MNC）」、「非準拠（NC）」、「非適用（NA）」 
58 評価者は、個々の必須基準の評価を行うことが推奨される。しかし、個々の評点は、当局に提出される

FSAP の国際基準の遵守状況に関する報告書（ROSC）に含まれるべきではない。 
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1. 評価者はさまざまな情報及び関係者へアクセスすべきである。これには、公に開示さ

れている情報、より機密性の高い情報（例：以前行われた自己評価、監督当局の検査結果等

の預金保険で保護されている金融機関の健全性に関する情報）及び預金保険者の運営指針が

含まれる。このような情報は、預金保険者が果たすべき当該情報の守秘義務の法的要件に違

反しない限り、評価者に提供されるべきである。評価者は、他の金融セーフティネット構成

機関、関連の官庁、民間の預金取扱機関、監査人等、さまざまな機関や個人にもコンタクト

すべきである。必要な情報が提供されなかった場合、及びそのことが評価の正確性にどのよ

うな影響を及ぼすかは、特記されなければならない。

評価者は、関係当局に求める情報の範囲を提示し、関係者に評価がどのように行われるか

を初回の会議で説明しなければならない。説明には、評価における運営環境の検討プロセス

も含まれる。 

2. それぞれの原則への準拠状況評価では、法律、プルデンシャル規制及び監督指針など

関係のある一連の要件を評価することが要求される。評価においては、要件が実行されてい

るか、又は実行され得ることを確実なものとしなければならない。例えば、政策立案者は、

公共政策の目的を達成するために、預金保険者が確実に必要な運営の独立性、専門的能力及

びリソースを有するようにしなければならない。 

3. 評価では短所を見つけることに加え、長所及び重要な成果を明らかにしなければなら

ない。 

4. 実効性のある預金保険制度には金融セーフティネット構成機関間の協力と情報共有が

必要である。評価者は、必要な情報共有が行われているかどうか判断できなくてはならない。

クロスボーダーでの銀行業務の重要性によっては、他国の預金保険者や他の金融セーフティ

ネット構成機関との間での情報共有が行われているかどうか、評価者が判断できることも重

要である。
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附属書 2 IADI 作業部会及びジョイント・ワーキング・グループのメンバー 

 

IADI 作業部会のメンバー 

議長   David Walker  Canada Deposit Insurance Corporation 

コーディネーター Vijay Deshpande Federal Deposit Insurance Corporation 

United States 

アルゼンチン  Alejandro Lopez  Seguro de Depósitos Sociedad Anónima 

ブルガリア  Rossen Nikolov  Bulgaria Deposit Insurance Fund 

カナダ  Joshua Lattimore   Canada Deposit Insurance Corporation 

コロンビア María Inés Agudelo Fondo de Garantías de Instituciones 

Financieras 

フランス  Thierry Dissaux  Fonds de Garantie des Dépôts 

ドイツ  Dirk Cupei  Association of German Banks 

Jan Nolte   Association of German Banks 

ハンガリー  András Fekete-Györ National Deposit Insurance Fund 

インド Kumudini Hajra Deposit Insurance and Credit Guarantee 

Fund 

日本   目黒 克幸  預金保険機構 

ヨルダン  Jumana Hamed  Jordan Deposit Insurance Corporation 

カザフスタン  Bakhyt Mazhenova  Kazakhstan Deposit Insurance Fund 

韓国   Keehyun Park  Korea Deposit Insurance Corporation 

マレーシア  JP Sabourin  Malaysia Deposit Insurance Corporation 

Kevin Chew  Malaysia Deposit Insurance Corporation 

メキシコ Raúl Castro Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario 

ナイジェリア  Ade Afolabi  Nigeria Deposit Insurance Corporation  
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ポーランド  Anna Trzecińska  Bank Guarantee Fund 

スイス  Patrick Loeb  Esisuisse 

英国 Alex Kuczynski  Financial Services Compensation 

Scheme 

アメリカ  David Hoelscher  Federal Deposit Insurance Corporation 

ジンバブエ  John Chikura  Deposit Protection Corporation 

 

オブザーバー等 

台湾   Yvonne Fan  Central Deposit Insurance Corporation 

インドネシア  Salusra Satria  Indonesia Deposit Insurance Corporation 

ケニア  Rose Detho  Deposit Protection Fund Board 

メキシコ Eugenia Kuri Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario 

アメリカ  Maisha Goss-Johns  Federal Deposit Insurance Corporation 

 

事務局 

ポーランド  Tomasz Ozimek  Bank Guarantee Fund 

アメリカ  Taryn Jones  Federal Deposit Insurance Corporation 

 

ジョイント・ワーキング・グループのメンバー 

1. 国際預金保険協会代表 

議長   David Walker  Canada Deposit Insurance Corporation 

コーディネーター Vijay Deshpande  Federal Deposit Insurance Corporation 

United States 

コロンビア María Inés Agudelo Fondo de Garantías de Instituciones 

Financieras 
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ヨルダン  Jumana Hamed  Jordan Deposit Insurance Corporation 

マレーシア  JP Sabourin  Malaysia Deposit Insurance Corporation 

   Kevin Chew  Malaysia Deposit Insurance Corporation 

Yee Ming Lee  Malaysia Deposit Insurance Corporation 

ポーランド  Anna Trzecińska  Bank Guarantee Fund 

英国 Alex Kuczynski Financial Services Compensation 

Scheme 

アメリカ  David Hoelscher  Federal Deposit Insurance Corporation 

ジンバブエ  John Chikura  Deposit Protection Corporation 

2. 欧州預金保険フォーラム代表 

ドイツ  Dirk Cupei  Association of German Banks 

ハンガリー  András Fekete-Györ National Deposit Insurance Fund 

ルクセンブルク Joseph Delhaye Association pour la Garantie des Dépôts 

Luxembourg 

スイス  Patrick Loeb  Esisuisse  

3. 国際機関代表   

BCBS   Karl Cordewener 

Nik Faris Nik Sallahuddin 

EC   Sven Gentner 

FSB   Eva Hüpkes 

IMF   David Parker 

Sven Stevenson 
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世銀   Claire McGuire 

David Scott 

Jan Nolte 

 

参考文献 

（省略） 

 

（以 上） 
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