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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。
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3. 最後に 
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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。 
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 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
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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。
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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。 
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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。 

52



 

 

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 
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EU：預金保険指令の改正 

澤井 豊1 
鬼頭 佐保子2 

 EU では、2014 年 4 月に預金保険指令（Deposit Guarantee Scheme Directive：DGSD）が改

正された。今回の改正は、1994 年の制定以来、2 回目となる。前回の改正は、世界的な金

融危機を受けて 2009 年に行われ、保護限度額の引き上げなど一部の項目の改正に止まって

いたが、今回は全面的な改正が行われた。特に、払い戻しや資金調達、預金者への周知な

ど預金保険制度の実務に関する規定が詳細化されたほか、クロスボーダー破綻における預

金保護に関連する規定も整備された。さらに、世界的な金融危機を経て預金保険制度が破

綻処理制度との結びつきを強めたことを受けて、同時に成立した銀行再建・破綻処理指令

（Bank Recovery and Resolution Directive：BRRD）との関連も有している。

 本稿では、同指令の改正の内容を紹介し、改正の特徴などを解説するとともに、金融機

関の破綻処理との関係や今後の課題についても整理する。 

目 次 

１．預金保険指令の改正の経緯 

２．改正預金保険指令の概要 
（1）適用範囲・メンバーシップ 

（2）付保対象預金・保護限度 

（3）付保預金の払い戻し 

（4）基金の資金調達 

（5）基金の使用 

（6）クロスボーダーでの払い戻し 

（7）預金者への周知 

３．今後の課題など 

４．おわりに 

参考 1：Icesave 問題を巡る EFTA 裁判所の判決 

参考 2：EBA による保険料の算出手法に関するガイドライン 

参考 3：預金者への周知を図るための情報提供 

参考 4：EU 加盟国における保護限度額（1 人当たり GDP 比）

                                                   
1 預金保険機構・国際統括室参事役（E-mail: yutaka-sawai@dic.go.jp）。
2 預金保険機構・国際統括室調査役（E-mail: sahoko-kito@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。 
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１．預金保険指令の改正の経緯 

EU では、1992 年に欧州連合条約（マーストリヒト条約）が締結され、経済通貨同盟

（Economic and Monetary Union：EMU）を構築することにより域内の経済統合の強化を図る

こととし、預金保険制度に関しても、1994 年 5 月に預金保険指令3が制定された。指令では、

1986 年の欧州委員会（European Commission）による勧告4が望ましい成果を挙げていないと

の認識を受けて、各国が預金保証スキーム（deposit guarantee schemes）5を確実に整備する

こと、保護限度額は最低 2 万ユーロ6以上とし、本店が設立された国（ホーム国）の預金保

険制度が他の EU 加盟国に所在する支店の預金を保護することなどが規定された。

（金融危機への緊急対応措置としての 2009 年改正） 

指令の制定を受けて各国で預金保険制度の導入・整備が進められたが、2007 年以降の世

界的な金融危機において、金融セーフティネットとしての預金保険制度が十分に機能せず、

預金者の信用不安が広がったことを受け、早急な対応が必要との認識が広く共有されるに

至った。

こうしたことから、2008 年 10 月の EU 財務相会議において保護限度額の引き上げが合意

され、その後欧州委員会が提案した改正指令案が、一部修正の上で欧州議会（European 

Parliament）と欧州閣僚理事会（Council of the European Union）で採択された7（2009 年 2 月）。 

2009 年に改正された指令8は、金融危機への緊急対応措置として、①保護限度額の引き上

げ（最低 2 万ユーロ 2009 年 6 月末までに最低 5 万ユーロ 2010 年末までに一律 10 万ユ

ーロ）、②付保預金の払い戻しの迅速化（3 か月程度 20 営業日）、③2010 年末までの共同

保険（Co-Insurance）9の廃止、をその内容としていた。

しかしながら、こうした改正のみでは、金融機関のクロスボーダー業務の拡大に対応し

た制度設計がなされていないなど、EU レベルで取り組む中長期的な課題が存在し続けてい

ることも認識されており、預金保険指令のさらなる改正に向け、引き続き検討することと

なった。

                                                   
3 Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1424330370787&uri=CELEX:31994L0019 
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1424330801309&uri=CELEX:31987H0063 
勧告では、預金保険制度を未導入の加盟国に対して制度の導入を求め、既に導入している加盟国には、い

っそうの制度整備を求めている。
5 EU 内では、預金保険制度は Deposit Insurance System, Deposit Guarantee Scheme, Financial Compensation 
Scheme など、さまざまに呼ばれるが、EU 機関では Deposit Guarantee Scheme （DGS）と表記しており、本

稿でも DGS を預金保険制度の意味で使用する。
6 1979 年 3 月の欧州通貨制度（EMS）の発足以降、2002 年に正式にユーロが共通の法定通貨として導入さ

れるまで、共通通貨計算単位として ECU（エキュー）が使用されていた。1994 年制定の預金保険指令では、

2 万エキューと記されているが、2009 年の改正指令（前文 3）において 2 万ユーロとして認識されている。
7 EU の立法プロセス（指令・規則など）では、基本的に欧州委員会が提出した法案を、欧州議会と欧州閣

僚理事会が共同で採択する。議会と理事会のいずれかが同意しない場合、法案は廃案となる。
8 Directive 2009/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Directive 
94/19/EC on deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0014 
9 共同保険は、預金保険機関が保護範囲内の預金の全額を保護するのではなく、その一部（例えば 90%）

を保護し、その他の部分（例えば 10%）は預金者が負担するもの。 
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BOX１：預金保険指令の改正に関する市中協議 

欧州委員会は 2009 年 5 月に市中協議文書10を公表し、預金保険指令の改正に関する意見

を募集した。協議文書での質問は 40 項目に及び、指令改正そのものの是非を問うものから、

適切な保護限度額とその例外、付保対象となる預金商品や預金者の範囲、付保預金の払い

戻しの方法やその期間、クロスボーダー破綻への対応、基金の資金調達、単一預金保険制

度（pan-EU DGS）の設立の是非を問うものまで幅広い問題意識が示されている。

これに対して寄せられた回答の多くは、EU 域内の基準を調和させ、域内の競争上の公平

性を確保する観点から指令の改正は必要とした。また、保護限度額の引き上げや付保対象

となる預金者の範囲の統一、保険料の事前徴収、可変料率の導入、預金保険機関が必要に

応じて政府や中央銀行等から追加的な資金調達を行うことなどを支持する意見が多く見ら

れた。一方で、付保対象となる預金商品の種類やクロスボーダーの問題、各国の預金保険

機関の任務など、金融機関だけでなく、預金者への対応が慎重に求められる部分について

は、意見の相違が見られた。

  

（欧州委員会による改正案の提案） 

欧州委員会は、2010 年 7 月に預金保険指令の包括的な改正案を提案した。改正案は、①

保護限度額を 2010 年末までに一律 10 万ユーロとし、通貨の種類及び企業規模にかかわら

ず、金融機関及び公的機関を除く全ての預金者の預金11を付保対象とする、②迅速な払い戻

し（2010 年末までに 4 週間、2013 年末までに 7 日以内）、③クロスボーダーでの払い戻し

を行う際の対応（ホスト国が代理で払い戻しを行う）の明確化、④預金者に対する情報提

供の強化、⑤長期的かつ責任ある資金調達手段の確保、などを主な内容としていた。また、

預金保険制度の加盟金融機関が拠出する保険料（contributions）については、個別金融機関

のリスクに応じた料率（可変料率）が提案された。

（その後の経緯） 

欧州委員会の提案を受け、欧州議会は 2012 年 2 月に原案を修正の上で決議し12、欧州議

会と欧州閣僚理事会の調整に入った。

その後、2012 年 6 月には、欧州理事会（European Council）が「銀行同盟」（Banking Union）

の創設を提唱し、欧州委員会は、預金保険制度に密接に関係する金融機関の破綻処理に関

し「銀行再建・破綻処理指令（Bank Recovery and Resolution Directive：BRRD）」を提案した。

また、当時は金融安定理事会（Financial Stability Board：FSB）などで金融機関の破綻処理

                                                   
10 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/deposit_guarantee_schemes/consultation_dgs_2009_e
n.pdf 
11 但し、投資商品、債務証券（debt certificates）は対象外。 
12 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20120216IPR38344/html/EP-adds-pressure-to-break
-deadlock-on-bank-deposit-guarantee-schemes-directive 
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を巡る国際的な議論が並行して行われており、こうした状況も踏まえて預金保険指令に関

する協議・調整が継続された結果、2013 年 12 月に欧州議会と欧州閣僚理事会が政治的な合

意に達した13。最終的に合意された主な事項は、①10 万ユーロの保護限度額の共通化、②付

保預金の払い戻し期間の段階的な短縮、③資金調達手段に係る事項（基金の事前積立目標14

の導入、事前徴収及び事後賦課も含む他の資金調達手段の確保）、④リスクに応じた保険料

の算出、⑤預金者に対する情報提供の強化、などである。

合意を受け、2014 年 4 月に欧州議会で改正指令案が採択され15、6 月に EU 官報（Official 

Journal of the European Union）に掲載された16。改正指令は、原則として 2015 年 7 月 3 日よ

り施行され、段階的な導入が認められている規定についても、遅くとも 2016 年 5 月 31 日

までに各国の国内法に法制化されることが義務付けられている。

２． 改正預金保険指令の概要 

 改正された預金保険指令（以下「改正指令」）は、全体で 23 条からなり、以下のような

構成になっている。 

第 1 条 適用事項および範囲（Subject matter and scope） 

第 2 条 定義（Definitions） 

第 3 条 所管当局等（Relevant administrative authorities） 

第 4 条 公認、メンバーシップ及び監督（Official recognition, membership, and supervision） 

第 5 条 付保対象預金（Eligibility of deposits） 

第 6 条 保護レベル（Coverage level） 

第 7 条 払い戻し額の決定（Determination of the repayable amount） 

第 8 条 払い戻し（Repayment） 

第 9 条 預金保証スキーム（DGS）に対する請求（Claims against DGSs） 

第 10 条 DGS の資金調達（Financing of DGSs） 

第 11 条 基金の使用（Use of funds） 

第 12 条 DGS 相互間の貸出（Borrowing between DGSs） 

第 13 条 DGS に対する保険料の計算（Calculation of contributions to DGSs） 

第 14 条 EU 内の協力（Cooperation within the Union） 

第 15 条 第三国で設立された金融機関の支店（Branches of credit institutions established in 

third countries） 

第 16 条 預金者に対する情報提供（Depositor information） 

第 17 条 認定された金融機関リスト（List of authorized credit institutions） 

                                                   
13 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1176_en.htm 
14 付保預金の 0.8%を 10 年で積み立てる。
15 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-119_en.htm?locale=en 
16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN 
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第 18 条 委任の実行（Exercise of the delegation） 

第 19 条 経過規定（Transitional provisions） 

第 20 条 指令の国内法化・実施（Transposition） 

第 21 条 （旧指令の）廃止（Repeal） 

第 22 条 （改正指令の）発効（Entry into force） 

第 23 条 （改正指令の）名宛国（Addresses） 

（1）適用範囲・メンバーシップ 

改正指令は、預金保証スキーム（Deposit Guarantee Scheme：DGS）17の設立及び機能に関

連する規則と手続を規定する（1 条 1）。1994 年に制定された預金保険指令（以下「改正前

指令」）では、3 条において「各国の領域内において、1 つあるいは複数の DGS を導入し公

認しなければならない」とし、それらを指令の適用対象としているが、改正指令では、次

の 3 つの類型を DGS と定義し、指令の対象としている（1 条 2 及び 2 条 1（1））。

（a）法定された DGS 

（b）公式に DGS と認定される契約上の DGS18 

（c）公式に DGS と認定される IPS19 

以上から、「公式に DGS と認定されない契約上の DGS」及び「公式に DGS と認定されな

い IPS」は改正指令の対象にはならない（1 条 3）。 

また、改正指令においても、改正前指令と同様に、各国は、領域内に一つあるいは複数

の DGS を導入しなければならず（4 条 1）20、各国において認可された金融機関は、公式に

DGS と認定されるスキーム（上記の（a）から（c）のいずれか）に加盟していなければ預

金の受け入れをしてはならない（4 条 3）。加盟金融機関は、DGS の要請に応じて、預金者

への払い戻しに必要な全ての情報（付保預金の特定に関する情報を含む）を提供しなけれ

ばならない（4 条 8）。

                                                   
17 預金保険制度と同義であり、加盟金融機関が預金の払い戻しができない場合に、預金保険機関が付保預

金を払い戻すという機能を果たす。また、「DGS」は預金保険制度（スキーム）とともに、制度の運営主体

である預金保険機関を意味するものとしても使用される。
18 例えばドイツでは、民間商業銀行と公的銀行を対象とした強制加盟の預金保険制度がそれぞれあるが、

強制加盟の預金保険制度の保護限度額（10 万ユーロ）を超える預金の保護を目的とした任意の預金保険制

度（voluntary DGS）もそれぞれ存在し、これらは「契約上の DGS」と分類される。
19 業界の相互支援制度（Institutional Protection Scheme：IPS）。破綻防止を目的とした金融機関グループ（同

じ業態など）による相互援助制度で、特にドイツで複数の IPS が見られる。1994 年制定の預金保険指令で

は、預金保険制度（DGS）と同等以上の預金者への保護を提供し、金融機関そのものを保護する制度（IPS）
に加盟している金融機関は預金保険制度（DGS）への加盟を免除することができるとされていたが、改正

指令では IPS を DGS と認定されるものとされないものに明確に区分した。
20 但し、各国レベルで設立された DGS の統合やクロスボーダーでの DGS の設立の可能性は排除されてい

ない（4 条 1）。 
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（2）付保対象預金・保護限度 

（預金の定義及び付保対象預金） 

改正指令は、預金を以下のように定義する（2 条 1（3））。

預金とは、当該金融機関が法律上・契約上の払い戻し義務を負う口座にある残高（credit 

balance）で、普通預金（savings deposits）や定期預金（fixed-term deposit）が含まれるが、以

下は除かれる。

（a）オプション・スワップなどの金融商品（financial instruments）21  

（b）その元本が額面で（at par）で支払われないもの 

（c）当該金融機関や第三者による特定の保証や合意に基づく場合のみに、その元本が額面

で支払われるもの 

以上から、いわゆるデリバティブ商品は預金に該当せず、その元本が額面で払い戻され

ることが預金としての必要条件になる。 

次に、定義された預金のうち、付保対象から除かれる預金などは以下の通りである（5

条 1） 

（a）他の預金取扱金融機関による預金 

（b）当該金融機関の自己資本（own funds）22 

（c）マネーロンダリングに関係する預金 

（d）金融機関（financial institutions）による預金 

（e）投資会社（investment firms）による預金 

（f）保有者が不明である預金 

（g）保険引受・再保険引受による預金 

（h）集団的投資引受（collective investment undertaking）による預金 

（i）年金及び退職基金による預金 

（j）公的当局による預金  

（k）金融機関が発行した債務証券（debt securities）等 

 以上から、いわゆる金融機関預金や公的当局の預金は付保対象から除かれる23が、法人の

預金には特に制限が設けられていないため、原則として、全ての個人（retail）・法人（business）

の預金は付保対象となる。また、我が国では外貨預金は付保対象外の預金であるが、改正

指令では通貨による制限はない。 

 

                                                   
21 金融商品の具体的な内容は、Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 
2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 
2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC 
（http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0039&rid=6）のAnnex I 中のSection C 
を参照。
22 「own funds」は「Tier 1 資本」と「Tier 2 資本」の合計と規定されており（point (118) of Article 4(1) of 
Regulation(EU) NO 575/2013）、いわゆる資本性証券が含まれる。
23 但し、年金スキーム及び小規模な地方当局（local authorities）の預金は例外的に付保対象となる（5 条 2）。 
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（保護限度額） 

保護限度額は、1 預金者ごとに 1 金融機関あたり 10 万ユーロ24（利息は内数25）である（6

条 1）。 

但し、例外規定（6 条 2）として、 

（a）個人の所有住宅に関連した取引から発生する預金 

（b）各国の法律で認められた特別のライフイベント（結婚・離婚・退職・解雇・失業・就

業不能・死亡など）に関連する預金 

（c）各国の法律で認められた保険金の支払や犯罪・違法行為に対する補償金に基づく預金 

の 10 万ユーロを超える部分（temporary high balance）については、預け入れ後、少なくとも

3 か月（但し最長 12 か月）、一定限度まで保護されることが規定されている26。

（3）付保預金の払い戻し 

（払い戻し期間の短縮） 

預金保険制度は、加盟金融機関が預金の払い戻しができなくなった場合に、預金保険機

関（DGS）が付保預金を預金者に払い戻す27ことをその基本的な機能とするが、改正指令は、

現状の払い戻し期間（20 営業日）28は預金者の信頼を維持する必要性に反して（run counter）

おり、預金者のニーズも満たしていないとの認識から、払い戻しの期間は 7 営業日に短縮

されるべきとする29。しかし、そのための態勢整備を短期間で行うことは各国の事情もある

ことから、現実的な対応として 2023 年末までの移行期間を設けている。具体的には、付保

預金の払い戻しの所要日数を、現在の 20 営業日から段階的に短縮し、2024 年までに 7 営業

日までとする（8 条 1・2）30。また、共同名義口座（joint account）に関しては、払い戻しの

期間を延長することができるが、破綻から 3 か月を越えてはならない（8 条 3）。

尚、2023 年末までの移行期間中においては、預金者の生活費をカバーするために付保預

金のうち適切な金額（具体的な金額は各国で決定）にアクセスできるようにすることを規

定している（8 条 4）31。

 

                                                   
24 ユーロを使用していない EU 加盟国については、最初は 10 万ユーロを 2015 年 7 月 3 日時点の為替レー

トで換算した金額が保護限度額として適用される。その後は、5 年ごとに調整が行われる（6 条 5）。
25 7 条 7 
26 これらの具体的な保護期間や保護限度額は各国が決定する。
27 DGS が預金者に払い戻しを行った場合、当該金融機関の清算（winding up）および再生手続（reorganization）
において、DGS は同額の代位権（right of the subrogation）を有する（9 条 2）。
28 2009 年の一部改正により、払い戻し期間は「3 か月程度」から「20 営業日」に短縮された。
29 前文（38） 
30 2018 年末までは 20 営業日、2019 年から 2020 年末までは 15 営業日、2021 年から 2023 年までは 10 営業

日。
31 我が国における「仮払い」に相当する。改正指令では、これにより払い戻された金額は、後日に払い戻

し可能となる金額から控除される（8 条 4）。 
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一方、以下の預金については、払い戻しが遅れる場合がある（8 条 5）。これらは、権利

者が確定していないなどの理由により、短期間で払い戻しが行えないことが想定される預

金として特定されている。

（a）払い戻しを受ける権利者が確定していない預金、法的係争の対象である預金 

（b）当該預金が、政府あるいは国際機関の制裁対象である預金 

（c）過去 24 か月以内に取引が行われていない預金（休眠状態にある預金） 

（d）6 条 2（前出）に規定する一時的な高額預金（temporary high balance） 

（e）他の EU 加盟国に本店を有する金融機関の支店で、支店が所在する加盟国（the host 

Member State）の DGS により払い戻される預金32  

（払い戻し通貨） 

 払い戻しにあたって、DGS は預金者に払い戻し通貨を通知するが、払い戻し通貨につい

ては、以下のように定められている（6 条 4）。

（a）DGS が所在する加盟国の通貨 

（b）口座保有者が居住する加盟国の通貨 

（c）ユーロ 

（d）預金口座の通貨 

（e）口座が所在する加盟国の通貨 

（払い戻し金額の算定） 

付保預金の払い戻しのためには、まず、払い戻し金額を算定しなければならない。改正

指令では、払い戻し金額について、1 預金者ごとに 1 金融機関あたり 10 万ユーロの上限が

適用される33こと（7 条 1）、金額の算定に当たり、共同名義口座（joint account）について、

特段の規定がない場合には、原則として当該口座は預金者間で等しく配分されること（7 条

2）が示されている。 

また、迅速な払い戻しを行う観点から、払い戻しにあたって預金者からの請求は不要で

あり（8 条 6）、過去 24 か月以内に当該預金に係る取引がなく、払い戻しをする際に生じる

事務コストを下回る価値しかない（少額の）預金は払い戻しを行うべきでないと規定して

いる（8 条 9）。

尚、払い戻しにあたって、預金者（破綻金融機関に対する債権者）が既に期限が到来し

ている負債34を当該金融機関に対して有している場合、各国の国内法等に従い、相殺（set off）

することができる（7 条 5）。これは、迅速な払い戻しを確保するため、期限が到来してい

                                                   
32 EU においては、預金保険指令に基づき、EU 域内に本店を有する金融機関の EU 域内支店の預金は、本

店所在地（ホーム国）の DGS が保護する。後述するように、支店が所在する加盟国の DGS は、ホーム国

の DGS の指示のもとに付保預金の払い戻しを行う。
33 破綻日までの利息で付利されていない利息（経過利息)は、払い戻し対象であるが、元本と合わせ、保護

限度額（10 万ユーロ）を超えない（7 条 7）。
34 破綻時点で債務者が期限の利益を失っている状態にある。 
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る負債は相殺可能（逆に、それ以外の債権・債務については相殺を行わずに払い戻すこと

が可能）である旨の規定と思われるが、各国の法制度の違いに配慮し、「各国の国内法等に

従い」との条件が付されている。

（4）基金の資金調達 

（事前積立による預金保険基金） 

改正指令では、預金者が等しく高い保護レベルを享受する観点から、各国の預金保険機

関（DGS）に、事前積立により預金保険基金（以下「基金」）を積み立てること、また事前

積立による基金の目標レベル（ex-ante financial target level）の調和が必要とされた。

DGS は、潜在的な負債（potential liability）に応じた目標レベルまで、加盟金融機関によ

る保険料（contributions）35を原資として利用可能な金融手段（available financial means）36 を

積み立てる（10 条 1）。

基金は、付保預金（covered deposits）の少なくとも 0.8％に相当する水準37を 2024 年 7 月

3 日までに積み立てる。付保預金の払い戻しなどにより、基金が目標レベルを満たさなくな

る場合には保険料の徴収を再開（resume）38し、特に、その水準が目標レベルの 3 分の 2 以

下（0.8％の場合で約 0.53％）に落ち込んだ場合には、加盟金融機関が支払う定期的な保険

料（regular contribution）は、6 年以内に目標レベルを回復することが可能なように定めなけ

ればならない（10 条 2）。さらに、基金が払い戻しに不足する場合には、加盟金融機関は付

保預金の 0.5%を超えない範囲内で特別保険料（extraordinary contribution）を支払わなければ

ならない（10 条 8）39。

（リスクに応じた保険料） 

 加盟金融機関が負担する保険料は付保預金（covered deposits）と当該金融機関が負うリス

クの程度（degree of risk）に基づく（13 条 1）。但し、指令はそれ以上の詳細な算定手法を

示しておらず、欧州銀行監督機構（European Banking Authority：EBA）40に対し、各国での

                                                   
35 加盟金融機関は、少なくとも毎年（at least annually）保険料を支払う。
36 「利用可能な金融手段」（available financial means）は、現金、預金、8 条 1 の払い戻し期間（最終的には

破綻日より 7 営業日以内）を越えることなく換金できるリスクの低い資産、10 条 3 に定める限度を上限と

する支払コミットメント（2 条 1（12））。
37 0.8％は最低水準であり、各国の裁量により、これを上回る目標水準を設定することも可能。また、後述

のように、欧州委員会の承認により、これを下回る目標水準を設定することも可能。
38 いったん目標レベルに達し、それ以降には保険料の徴収を行わない可能性が想定されていると思われる。
39 さらに、例外的な状況において監督当局の同意があれば DGS は（加盟金融機関に対し）さらに高い保険

料を求めることができる 
40 EBA は欧州金融監督制度（ESFS）の一環として 2011 年に設立され、拘束力のある技術的基準（Binding 
Technical Standards：BTS）やガイドラインの策定を通じて、銀行分野における EU の単一ルールブック（Single 
Rulebook）を作成することを主な業務としている。「拘束力のある技術的基準」とは、EU の規制文書（指

令や規則）における詳細を規定した法令であり、ガイドラインや勧告と比べて法的拘束力があり、全ての

加盟国に直接適用が可能である。 
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指令の整合的な適用を確保するため、保険料の算定に関するガイドライン41を 2015 年 7 月 3

日までに制定しなければならないと規定している（13 条 3）。

この規定を受け、EBA は、2014 年 11 月に保険料の算出手法に関するガイドライン案につ

いて市中協議を行い42、2015 年 5 月 28 日に最終ガイドラインを公表した43（参考 2 を参照）。

EBA はガイドラインの策定にあたり、リスクに応じた保険料体系を採用している EEA（欧

州経済圏）10 か国の実態調査を行った。その結果、保険料の算定にあたり、単独のリスク

指標に基づく国（スウェーデンなど）、複数のリスク指標を等しいウェイトで評価する国（フ

ランス）、複数のリスク指標を異なるウェイトで評価する国（ドイツなど）など、各国でリ

スク指標やそのウェイト付けが異なることが明らかとなった。

次に、EBA は 3 種類のテスト・システムを開発し、各国レベルでの適合性を検証するた

め、24 か国でテストを実施した。テスト結果及び関係者からのコメントを受け、EBA は「資

本」「流動性・資金調達」「資産の質」「ビジネスモデル・マネジメント」「DGS にとっての

潜在的な損失」の 5 つのリスク・カテゴリーを設定し、このうち「DGS にとっての潜在的

な損失」は、「付保預金対比での担保差入れされていない資産＜（Total Assets－Encumbered 

Assets）／Covered Deposits＞」をコアとなるリスク指標として採用した44。 

このようなリスク・カテゴリーを用いて集計されたリスク・ウェイトは、基準料率の 50％

～200％のレンジとされている。

（例外規定） 

改正指令では、各国での事情の違い45に配慮し、DGS の資金調達について、いくつかの例

外規定が置かれている。

まず、保険料の徴収に関し、加盟金融機関からの現金による納付に代えて、基金残高の

30％の範囲内でペイメントコミットメント（payment commitment）46を含めることができる

（10 条 3）。また、システミック・リスク等に関して既に加盟金融機関による強制的な拠出

（mandatory contribution）が国内で行われている場合、当該スキームに対する拠出金を基金

への拠出に算入でき（10 条 4）、後述するように、他の加盟国（基金）からの借入等による

資金調達も可能になっている（Box2 を参照）。

次に、目標レベルについては、付保預金の保護のために基金が実質的に使用される見込

                                                   
41 ガイドラインには、算定式、特定された指標、金融機関のリスク分類、特定のリスク分類に割り当てら

れたリスク・ウェイトの閾値、その他の必要な要素を含む（13 条 3）。
42 http://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-methods-for-calculating-contributions-to-deposit-guarantee-schemes  
43 http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-guidelines-on-contributions-and-payment-commitments-to-deposit-guarantee-scheme 
44 「担保差入れされていない資産」の程度に関しては、金融機関の破綻処理において DGS にとっての潜在

的な損失に直接的に影響するとして多くの関係者がリスク指標として採用することに賛成したと説明され

ている。
45 例えば、指令が改正された 2014 年 4 月時点で、英国・イタリアなどは保険料の事前積立制度を採用して

いない。
46 ペイメントコミットメントは、低リスクかつ第三者に担保差し入れされていない資産によって完全に担

保された DGS に対するコミットメント（2 条 13）。ペイメントコミットメントに関する最終ガイドライン

は、保険料の算定手法に関する最終ガイドラインとあわせて公表された。（2015 年 5 月 28 日） 
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みが低いと判断され、かつ金融市場が高度に集中している場合（in a highly concentrated 

market）には、欧州委員会の承認を得て、0.5%を下回らない範囲内で、より低い目標レベル

を設定することができる（10 条 6）。

さらに、加盟金融機関による定期的な保険料（regular contribution）は、ビジネス・サイク

ルの局面や保険料のプロ・シクリカルな（procyclical）なインパクトを適切に考慮するとの

留保条件が付され（10 条 2）、基金の不足によって加盟金融機関が特別保険料を負担しなけ

ればならない場合であっても、監督当局（competent authority）は、特別保険料の徴収が金

融機関の流動性や支払能力を危険にさらす場合、特別保険料の全額あるいは一部の徴収を

延期することができる（10 条 8）。

BOX２：DGS 間の資金貸与 

改正指令では、EU 加盟国の DGS は、払い戻しに必要な資金調達ができない場合、他の

加盟国の DGS からボランタリー・ベース（on a voluntary basis）で資金貸与を受けることが

できることが規定された（12 条 1 及び 2）47。但し、資金貸与については、以下の条件があ

る。

①貸与総額は、貸与を受ける DGS の付保預金の 0.5％を超えてはならない。

②貸与を受けた DGS は、5 年以内に返済しなければならない。返済は分割（年払い）が可

能であり、利息は元本返済時にのみ賦課される。

③貸付利率は、少なくとも、貸付期間中の欧州中央銀行（ECB）の限界貸付ファシリティ

（Marginal lending Facility）の金利相当でなければならない。

④貸付を行う DGS は、貸付開始時の金利と貸付期間を EBA に報告しなければならない。

（5）基金の使用 

改正指令では、金融機関が破綻した場合に、預金者に対する払い戻しのために基金を使

用することを第一とする（11 条 1）としながらも、破綻処理当局48が、ある金融機関に対し

て破綻処理の措置を採らない場合であって、一定の条件を満たす場合にはその破綻防止の

ために基金を使用することが可能49と規定している（11 条 3）。また、通常の倒産手続き

（normal insolvency proceedings）において、預金者の付保預金へのアクセスを確保する目的

で（DGS 自らが払い戻す以外に）資産・負債の移転や預金の移転などのために基金を使用

することも可能としている（11 条 6）。
                                                   
47 2010 年 7 月の欧州委員会による改正案では、DGS の相互借入制度が明示的に提案されていたが、最終的

には資金貸与は「ボランタリー・ベース」で行うと規定された。
48 監督当局や中央銀行、財政当局などにより構成されるが、預金保険機関（DGS）は、破綻処理当局に必

ずしも含まれない。
49 本規定は、金融機関の破綻時に預金者への付保預金の払い戻しを主な目的とする DGS よりも、破綻防止

を目的とする IPS を念頭においた規定と思われる。 
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金融機関の破綻処理は、預金保険指令ではなく 2014 年 4 月に成立した銀行再建・破綻処

理指令（Bank Recovery and Resolution Directive：BRRD）50に基づく。BRRD により、各国は

預金保険基金とは別に、金融機関の破綻処理のための破綻処理基金（Resolution Fund）を設

立するが、BRRD による破綻処理に預金保険基金を使用することについては、改正指令・

BRRD の両方に規定されており、預金保険基金が金融機関の破綻処理に一定の役割を果たす

こととされている（11 条 251。BRRD109 条）。

 BRRD では、金融機関の破綻処理ツールとして、①事業売却、②承継機関、③資産分離、

④ベイルイン（債務の資本への転換や元本削減）の 4 つのツールが規定されている。この

うち、ベイルイン・ツールが使用される場合、付保預金はベイルインの対象とならない52が、

仮に付保預金がベイルイン対象であったならば債務超過解消のために削減されるであろう

額について、通常の倒産手続きにより預金者へ補償を行う53場合に被るであろうと見込まれ

る損失額の範囲内で、破綻処理の財源として、預金保険基金が使用される54。

また、ベイルイン・ツール以外の破綻処理ツールが使用される場合、DGS は、各国の

国内法による通常の倒産手続きにおいて、付保預金者が、同順位の債権者と同等の損失

を被ると仮定する場合に見込まれる損失額を負担する55。

但し、BRRD（108 条）では、破綻処理における債権者への弁済に関し、付保預金が最優

先、次に個人・中小企業の預金が優先されるという 2 段階の「預金者優先」（Box3 を参照）

が規定されており、ベイルイン・ツールが使用される場合、付保預金は、付保預金に劣後

する金融機関の債務がベイルインの対象となった後にのみベイルインの対象となることか

ら、預金保険基金が負担を求められるケースは限定的なものと考えられる56。また、それ以

外のツールが使用される場合も、「通常の倒産手続きにより預金者へ補償を行う場合に被る

であろうと見込まれる損失額」が負担額の上限とされていることから、DGS に付保預金の

払い戻しコストを超える負担が生じる可能性は低いと言えよう。

  

                                                   
50 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423711469550&uri=CELEX:32014L0059 
51 11 条 2 では、DGS の金融手段（基金）は、EU 指令 2014/59/EU（BRRD）109 条に従い、金融機関の破

綻処理の資金調達のために使用され、破綻処理当局は、DGS との協議を経て、DGS が負担する金額を決定

するとされている。
52 BRRD44 条 2 
53 付保預金を払い戻すことと同義。
54 BRRD109 条 1 
55 DGS の負担額は、いかなる場合においても、預金保険基金の目標レベルの 50%を超えないものとするが、

加盟国は、自国の銀行セクターの特性を考慮し、50%以上の割合を設定することが可能である（BRRD109
条 5）。
56 尚、BRRD では、ベイルインの適用時、（a）債務超過の解消に達するまでの債務等の削減、（b）十分な

資本を再構築するまでの負債の資本への転換、を通常の倒産手続きにおける優先順位に基づいて行う旨を

規定している（46 条、48 条）が、DGS は、ベイルインの適用時に（b）の資本再構築のコストに対する拠

出は行わない（109 条 1）。 
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BOX３：銀行再建・破綻処理指令（BRRD）における預金者優先の規定 

預金者優先（Depositor Preference）は、他の無担保非優先債権に対して、預金の弁済順位を優

位に設定するものであり、一般的には、預金者の預金保護に対する信頼維持に繋がり、DGS に

とっても、付保預金の払い戻し費用を抑える効果が期待できる。

但し、預金者優先には、一般預金者優先（General depositor preference：預金者全てが優先）、

自国預金者優先（National depositor preference：自国の預金者のみが優先され、在外支店の預金

は非優先）、付保対象預金者優先（Eligible depositor preference：付保対象預金の預金者が優先）、

付保預金者優先（Insured depositor preference：付保対象預金のうち保護限度内の部分に係る預金

者が優先）などのさまざまなバリエーションがあり、どれを選択するかによって、その効果は

異なりうる。また、預金者優先の導入は、弁済順位が不利になる債権者にとって、損失負担の

リスクに見合う担保の徴求や満期までの期間短縮などにより債権保全を図ろうとするインセン

ティブとなることにも留意する必要がある。

預金者優先の導入の是非については、FSB の Key Attributes（金融機関の実効的な破綻処理の

枠組みの主要な特性）に関する市中協議（2011 年 7 月）57のディスカッション・ノートにおい

て意見が募集されたが、最終的には Key Attributes に明示されることはなかった。また、2012

年 6 月に欧州委員会が BRRD を提案した際にも、預金者優先に関する規定はない。 

しかし、その後の協議において預金者優先の導入が検討され、既に預金者優先を導入してい

た EU 加盟国も存在していた58ことなどから、最終的には、付保預金が最優先、次に個人・中小

企業の預金が優先されるという 2 段階の預金者優先が規定された。

［BRRD108 条の抄訳］ 

倒産処理における預金の優先順位（Ranking of deposits in insolvency hierarchy） 

加盟国は、通常の倒産手続きに係る各国の国内法において、以下の点を確実にするものとする。 

（a）以下は、通常の無担保非優先債権の請求権より優位のものとして、同順位で扱われる。 

(i)  EU 指令 2014/49/EU（預金保険指令）で規定される保護範囲を超えた、自然人及び中

小企業（micro, small and medium-sized enterprises）の付保対象預金（eligible deposits） 

(ii) EU 域内で設立された金融機関の EU 域外の支店の預金であって、EU 域内の支店を通

じて預けられていれば、自然人及び中小企業の付保対象預金となるであろう預金59 

（b）以下は、上記（a）より優位のものとして、同順位で取り扱われる。

(i) 付保預金（covered deposits） 

(ii)  付保預金者に代位した DGS  

                                                   
57 http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_110719.pdf 
58 ECB によれば、2012 年時点でブルガリア、ギリシャ、ラトビア、ハンガリー、ポルトガル、ルーマニア

が預金者優先を導入していた。
59 (i)及び(ii)により、EU 域内で設立された金融機関の支店の預金であれば、支店の所在地（EU 域内か域外

か）にかかわらず、同等に優先されることになる。 
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（6）クロスボーダーでの払い戻し 

EU では、EU 域内に本店を有する金融機関が EU 域内に支店形態で進出する場合、当該

支店の預金は進出国（ホスト国）でなく本店所在地（ホーム国）の DGS が保護する（14 条

1）。国境を越えてクロスボーダーで活動する金融機関が破綻した場合にも、預金者の所在

地にかかわらず、払い戻しは迅速に行われる必要があるため、改正指令では、クロスボー

ダーで活動する金融機関が破綻した場合の払い戻しに関する規定が全面的に更新された。

具体的には、改正前指令（4 条 1）では、本店所在地（ホーム国）の DGS が他の加盟国

に所在する支店の預金者を保護する旨が一般的に規定されていただけであったが、クロス

ボーダー破綻を含む金融危機を経た今回の改正では、本店所在地（ホーム国）の DGS の指

示に従って、進出国（ホスト国）の DGS が付保預金の払い戻しを行うことが規定され、ホ

ーム国・ホスト国の役割が明確化された。

（ホーム国・ホスト国の役割） 

ホスト国の DGS は、ホーム国の DGS の指示（instruction）に従って払い戻しを行い、ホ

ーム国の DGS の指示により行う行為について何ら責任を追わない。ホーム国の DGS は、

払い戻しを行う前に必要な資金供給を行い、ホスト国の DGS に生じたコストを補償

（compensate）しなければならず、ホスト国の DGS は、ホーム国の DGS に代わり（on behalf 

of）、預金者に通知を行い、預金者から情報を取得する権利を持つ（14 条 2）。ホーム国の

DGS とホスト国の DGS は情報交換を行わなければならない（14 条 4）。 

また、情報交換を通じた協力強化の観点から、DGS、あるいは、必要に応じて指定当局

（designated authorities）60は、DGS 間の協力協定（cooperation agreements）を締結すべきで

あり、締結の事実及びその内容を EBA に報告する（14 条 5）61。

（第三国で設立された金融機関の支店の取り扱い） 

EU 域外に本店を有する（第三国）金融機関が EU 域内に支店形態で進出する場合、各国

は、当該支店が、本店所在地の預金保険制度によって預金保険指令と同じ程度の預金保護

を行っているかを確認し62、同程度に保護されていない場合、当該支店が業務を行う EU 加

盟国の DGS に加盟しなければならないことを規定できる（15 条 1）63。

また、第三国で設立された金融機関の EU 域内支店で、EU 域内の DGS に加盟していない

支店は、現在及び将来の預金者の預金保護に関する全ての情報を（加盟国に）提供しなけ

ればならない（15 条 2）。
                                                   
60 改正指令 2 条 1（18）で「本指令に従って DGS を運営している機関、あるいは民間機関が DGS を運営

している場合にあっては、本指令に従って該当するスキームを監督するために加盟国により指定された公

的機関（public authority）」と定義され、各国は、2015 年 7 月 3 日までに指定当局を特定し、欧州委員会及

び EBA に通知する（14 条 7）。
61 協定に係る合意の不一致や紛争は EBA に、その解決が付託されることがある。
62 確認にあたっては、少なくとも、改正指令の規定と同様な保護限度額と保護範囲であることを確認する

（14 条 1）。
63 改正前指令 6 条に同様の規定がある。 
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（7）預金者への周知 

EU では、金融危機を通じて、預金者が「預金保険制度の存在を知らない」、「制度の存在

は知っているが内容を正確に理解していない」ことが明らかとなり、預金保険制度を実効

的なものとするために、積極的な情報提供を通じて預金者の正確な理解を図る必要がある

ことが認識された。また、EU では、前述の通り、EU 域内に本店を有する金融機関が EU

域内に支店形態で進出する場合、当該支店の預金は進出国（ホスト国）でなく本店所在地

（ホーム国）の DGS が保護することから、預金者が、自分の預金がどの DGS によって保

護されているかわかりにくいという状況にもある。

こうしたことから、預金者への周知に関し、改正前指令（9 条）では、預金者への十分な

情報提供を行う旨の一般的な規定にとどまっていたものを、改正指令では、口座開設時に

書面（参考 3 を参照）を交付すること（16 条 2）64などを含む詳細な規定が設けられた。

規定では、預金者の預金が付保対象か否かの情報は、口座開設時のみならず、預金者に

送付する口座明細書（statement of accounts）によっても提供される（16 条 3）。また、DGS

のウェブサイトは、預金者が必要とする情報、特に改正指令で想定される預金保護のプロ

セス及び条件の関連規定に係る情報を含まなければならない（16 条 3）。預金者がインター

ネット・バンキングを利用している場合、これらの情報は電子媒体により（by electronic 

means）伝達されうるが、預金者からの依頼があれば書面で（on paper）交付する（16 条 8）。

３．今後の課題など 

1994 年に制定された預金保険指令は全体で 16 条の簡潔な構造であり、その規定ぶりも一

般的な理念を規定したものが多い。このため、預金保険制度の設立や運営に関しては、機

能や規模などの点も含めて各国の裁量に任されていた部分が多く、実質的に EU 域内で統一

されていなかったと評価される65。今回の改正によって、クロスボーダーでの払い戻しに関

する規定や積極的な情報提供を通じて預金者の制度に対する信頼維持を図る規定など、預

金保険制度が実効的に機能するための各種の規定が整備され、EU における預金保険制度の

調和を図る点で大きく前進したものと言える。また、今回の改正では、EU レベルの監督機

関である EBA が多くの点で指令の規定の実現に関与する66ことになっており、指令の内容

を統一性をもって確実に適用していく効果が期待される。 

                                                   
64 改正指令 Annex I  Depositor Information Template を参照。
65 改正指令の前文（6）は、改正前指令は最低限の調和（minimum harmonization）の原則に基づいており、

その結果、大きく異なった特徴を有する数多くの預金保険制度が EU 域内に存在することになったとして

いる。
66 改正指令では、EBA の主な役割として、①各種のガイドラインなどの作成・制定、②各国の DGS、指定

当局 （designated authority）、監督当局（competent authority）との情報共有（EBA に対する報告・通知）、

③DGS のストレス耐性（resilience）を検証するためのピア・レビューの実施（少なくとも 5 年ごと）、④

DGS に関連するシステミック・リスクの分析に関する欧州システミック・リスク理事会（ESRB）との協

力、が示されている。 
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その一方で、今後の課題としては以下が挙げられよう。

第 1 に、改正指令では、預金保険制度に関する各国のバラつき（fragmentation）が依然と

して解消されていない。例えば、金融危機を経て、保護限度額は 10 万ユーロに共通化され

たが、10 万ユーロの「価値」を 1 人当たり GDP 対比で見ると、ルクセンブルクの 125％か

らブルガリアの 1,870％まで開きがある（参考 4 を参照）。1 人当たりの預金量が 1 人当たり

GDP に比例する可能性を考えると、これは、制度が保護する預金者や預金量のカバー率が

各国で異なることを意味しよう。また、各国の預金保険機関の機能や規模にも格差が存在

している。

第 2 に、改正指令には、主要な点で各種の例外規定が存在する。そのうちでも、加盟金

融機関（ひいては金融セクター）の負担に直結する預金保険基金の資金調達においては、

事前積立の基金規模の目標レベルについて、付保預金の 0.8％を原則とするが、一定の条件

のもとで 0.5％までに引き下げることが可能となっている。また、例外規定により、基金そ

のものを保有しないことも可能となっている。

英国の健全性監督機構（Prudential Regulation Authority: PRA）67 は、預金保険指令の改正

を受けて、国内法の整備に向けた市中協議文書を公表し（2014 年 10 月）、その結果を受け

て預金者保護に関する政策声明書（policy statement）等を公表するとともに、PRA 規則の変

更を公表した（2015 年 4 月）68。この中で、英国の預金保険機関である金融サービス補償ス

キーム（FSCS）69の資金調達に関して、改正指令を根拠に、現行の事後徴収（ex-post）を継

続することとした。すなわち、改正指令は、システミック・リスク等に関して既に加盟金

融機関からの強制的な拠出が国内で行われている場合、当該拠出を基金への拠出に算入す

ることを認めている（10 条 4）が、英国で現に徴収されている銀行税（Bank levy）がこの

拠出に該当するとするものである70。

このような例外規定の存在（特に金融セクターの負担に関連する例外）が、EU における

金融機関の競争条件を歪めてしまう可能性は否定できないところであろう。

第 3 に、今回の改正により、預金保険制度は破綻処理制度（BRRD）と関連づけられたが、

BRRD（2015 年 1 月から適用開始）に基づく具体的な破綻処理スキームは未だに確立されて

いない状態にある。特に、新しく導入されたベイルイン・ツール71については、いつ、どの

ような場合に、どのような規模で使用されるか不確実であり、ひいては預金保険制度に与

える影響も容易に予測できないものになっている。

第 4 に、指令におけるクロスボーダーの問題の取り扱いに関し、特に払い戻しの点で実

                                                   
67 英国の中央銀行であるイングランド銀行（Bank of England: BOE）の 100％子会社として 2011 年に設立

され、2013 年 4 月から、英国の預金取扱金融機関、保険会社、大規模投資会社のマクロプルーデンス規制

を担っている。
68 Depositor and dormant account protection(PS6/15), April 2015, Bank of England, Prudential regulation 
69 Financial Services Compensation Scheme（FSCS） 
70 その他では、付保対象預金者の変更や一時的な高額預金に対する例外的な保護、払い戻し期間の短縮化

のスケジュールなどが論点として挙げられている。
71 2016 年 1 月からの適用開始が予定されている。 
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務上の困難が予想される。前述の通り、改正指令では、クロスボーダーで活動する金融機

関が破綻した場合、進出国（ホスト国）での払い戻しは、本店所在地（ホーム国）の DGS

の指示に従い、ホスト国の DGS が行う。

具体的には、下図のように、ホーム国 A の DGS は、破綻の事実をホーム国 A のみならず

ホスト国 B（複数の場合もありうる）の預金者にもアナウンスする必要がある。その後、ホ

スト国 B の DGS は、付保預金の払い戻しに必要な預金者情報（預金者の名称や付保預金額

などの情報）をホーム国 A の DGS から受領し、当該情報をもとに払い戻しを行い72、必要

に応じて各種の通知73を行う。また、払い戻しにあたっては、預金者やメディアなどからの

（電話・電子メール・郵便などのさまざまなツールによる）照会対応が必要となる74ほか、

払い戻しに先立って、必要な資金をホーム国 A の DGSから受領しておかなければならない。

このように、指令が規定する 7 営業日以内の払い戻しを行うためには、ホーム国・ホス

ト国の DGS が緊密に協力して多くの課題をクリアする必要があるが、実務的にこれらをど

のように取り扱うかは、EU 域内の DGS 間で未だに協議中75の段階であり、一定の結論が得

られるまでは、今しばらく時間がかかる模様である76。

 

 

 

  

                                                   
72 ホーム国の DGS とホスト国の DGS の預金者データに整合性がない場合、ホスト国のシステムに預金者

情報をインストールする際、データ変換などを行うプロセスが必要となる。
73 例えば、6 条 2 に規定する例外的に保護される預金などについては、預金者に対して、その取扱いに関

して個別に通知する必要があると思われる。
74 DGS と預金者の間で使用する言語については 8 条 7 に規定されているが、実務上はホーム国の言語でな

く、ホスト国の言語が使用されることが自然であると思われる。
75 例えば、各国の DGS が使用する預金者データを統一化することなどが検討されている。
76 改正前指令を巡るクロスボーダー破綻事例（システミックな危機において保険金が未払いとなった事例）

については、参考 1 を参照。 

A 国（ホーム国） 

 
預金者情報 
 

    
破綻金融機関 

ホーム DGS 
       

 
預金者情報 
システム 

B 国（ホスト国） 

 
    払戻し 

各種通知・回答   照会 

  
 
 

預金者 

ホスト DGS 

 
預金者情報 
システム 

払戻しに必要な資金 

払戻しに必要な預金者情報 
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４．おわりに 

改正指令の特徴の一つは、各種の見直し規定が導入されていることであり、例えば、EBA

は、2019 年 7 月 3 日までに、保険料の算定手法及び算定手法と加盟金融機関の信用リスク

の関連性に関して欧州委員会に報告する77他、欧州委員会は、EBA のサポートを得て、改正

指令の各国での実施状況に関して欧州議会に対して報告書を作成する（19 条 6）。

欧州委員会が作成する報告書には、 

（a）基金の目標レベルの適切性 

（b）11 条 3 に規定される代替手段（alternative measures）が預金者保護に与えたインパクト

及び代替手段と銀行セクターの秩序ある清算手続きとの整合性 

（c）銀行モデルの多様性に与えるインパクト 

（d）現在の保護レベルの妥当性 

などに関する事項が記載される。

このような見直し規定は、金融機関の破綻状況など、預金保険制度を巡る状況が今後も

変化しうることを想定したものと考えられるが、報告の内容によっては、対応策として新

たな立法措置が検討される可能性もある。

また、2015 年 6 月には、EU の 5 機関の代表78 が、EU における経済通貨同盟（EMU）を

深化させ、遅くとも 2025 年までに完成させるとする野心的な計画（ambitious plan）を公表79

し、その中で、EU における単一預金保険制度（European Deposit Insurance Schemes：EDIS）
80の開始（launch）を 2017 年 7 月までの第 1 段階（Stage1）の取り組み81として提案した。 

EU における単一預金保険制度については、2010 年に欧州委員会が預金保険指令の改正案

を提案した際に、その可能性82について言及されていた。また、2012 年 6 月に EU 首脳会議

で銀行同盟（Banking Union）が提唱された際にも、預金保険制度は、「監督」「破綻処理」

と並んで、統合を進める構成要素の一つとして挙げられていた経緯がある。

 

                                                   
77 その際、EBA は多様なビジネスモデルのリスク・プロファイルについて十分に考慮するものとする、と

されている。
78 ジャン=クロード・ユンカー欧州委員会委員長、ユーロ圏首脳会議（the Euro Summit）のドナルド・トゥ

スク議長、ユーログループ（ユーロ圏財務相会議）のユルーン・ダイセルブルーム議長、マリオ・ドラギ

欧州中央銀行総裁およびマルティン・シュルツ欧州議会議長 
79 http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_en.pdf 
80 EDIS のメリットとして、現在の各国ベースの預金保険制度には脆弱性が残っており、EDIS により将来

の危機に対する耐性が強化されること、また、リスク分散が図られ、金融セクターから徴収する保険料の

規模（基金規模）がより大きくなることから、各国の財政に中立的であることが挙げられ、EDIS が本格的

に（fully-fledged）機能するまでには時間がかかるが、現在の法的枠組みの中で、2017 年 7 月までに方向性

を固める（合意する）べきとしている。尚、改正指令については、改正により各国の預金保険制度の調和

（特に事前積立（pre-funding）による資金調達）が図られたが、いまも各国の裁量（discretion）が残ってお

り、見直されるべきとしている。
81 EMU を深化させ、遅くとも 2025 年までに完成させるための計画として、タイムラインを 3 段階（Stage1
「深化」（Deepening by Doing）、Stage2 「EMU の完成」（completing EMU）、Final Stage「最終段階」）に分

けて提示している。
82 欧州委員会が提案した改正案では、単一預金保険制度は「Pan-EU DGS」と表記されていた。 
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しかし、その後、監督については欧州中央銀行（ECB）による SSM（Single Supervisory 

Mechanism）、破綻処理については SRM（Single Resolution Mechanism）によって一元化が図

られたが、預金保険制度についての進展は見られていない83。今回、EU レベルでの単一預

金保険制度の創設を積極的に進めたいという政治的意志が改めて示されたものと言える。

 このように、EU における預金保険指令は、今回の改正をもって完成されたものでなく、

今後も状況にあわせて見直しが行われていくものと考えられ、その議論の行方を引き続き

フォローしていく必要があろう。

 

以 上 

                                                   
83 指令の改正時（2014 年）に欧州委員会が公表した FAQ では、「EU において単一の預金保険制度を構築

すべきか？」という問いに対し、「EU における単一の預金保険制度は、SSM・SRM（BRRD）といった銀

行同盟の他の要素が整備された将来の時点で、その実現が選択肢となるかもしれない」とされていた。 
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参考 1：Icesave 問題を巡る EFTA 裁判所の判決 

世界的な金融危機の中でクロスボーダーでの保険金の未払問題が生じ、預金保険指令に

関する国際的な訴訟に発展した事例として、Landsbanki（本店：アイスランド、2008 年

10 月破綻）の在外（英国・オランダ）支店であった Icesave（アイスセーブ）の事例84があ

るが、その経緯などは以下の通りである。

アイスランド政府85は、1994 年に制定された預金保険指令（以下「1994 年預金保険指令」）

に基づき預金保証スキーム（deposit-guarantee scheme：DGS）を法制化し、2000 年 1 月に

Iceland s Depositors  and Investors  Guarantee Fund（TIF）86を発足させた87。 

2008 年に入り、金融危機の拡大を受け、アイスランド政府は破綻銀行の預金を新しく設

立する銀行に移管することを内容とする緊急経済法（Emergency Act）を制定（10 月 6 日）

し、翌 7 日には Landsbanki（Icesave の本店）の破綻に対し、緊急経済法に基づき、その国

内預金を新銀行（New-Landsbanki）に移管した。その後、アイスランド政府は TIF に保険金

の支払を命令（10 月 27 日）したが、TIF は支払不能の状態にあった。

このため、英国・オランダ政府は、自国預金者保護の観点から TIF に代わり預金者に払

い戻しを行い（英国では全額保護とし、同国の預金保険機関である FSCS が払い戻しを実行）、

その後、TIF に代わって支払った部分の補償をアイスランド政府に求めた。

交渉を経て、3 国の政府間で合意がいったん形成されたが、アイスランドの国民投票（2011

年 4 月）は支払を拒否したため合意形成は不可能となり、EEA 域内のコンプライアンス担

当部門である ESA （EFTA Surveillance Authority）は、 

・1994 年預金保険指令違反＜争点 1：保険金の未払い＞ 

・1994 年預金保険指令及び EEA 合意（EEA Agreement）に規定する「国籍による差別的取

扱の禁止」違反88＜争点 2＞ 

を理由として、アイスランド政府が当時の保護上限額を支払う義務があることの確認を求

め、EFTA 裁判所（EFTA Court）に提訴した（2011 年 12 月）。

 

本訴訟に関し、EFTA 裁判所（EFTA Court）は、アイスランド政府に 1994 年預金保険

                                                   
84 アイスランドは EU 未加盟であるが、EU・リヒテンシュタイン・ノルウェーとともに EEA（European 
Economic Area：欧州経済圏）を構成し、重要な経済政策などは EU に準拠している。EEA では、EU の 1994
年預金保険指令に基づき、EEA 域内に本店を有する銀行の EEA 域内支店の預金は、本店所在地（ホーム国）

の預金保険制度が保護することになっていた。
85 Icesave のロゴを使用し、インターネットを使ったネット銀行として預金を受け入れていた。
86 アイスランド法に基づく民間基金。
87 発足当時の保護上限額は 1 預金者あたり 2 万ユーロ。
88 国内預金者の預金は新銀行に移管され保護されたが、国外預金者の預金は保護されなかったとするもの。 
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指令違反はないとする決定89を行った（2013 年 1 月）。

決定では、争点 1 の 1994 年預金保険指令違反について、指令は「域内での銀行設立・営

業の自由」と「金融システムの安定・預金者保護」の 2 つの目的を有するが、各国がどの

ような預金保険制度を導入するか［単数/複数、民間ベース/公的機関など］に関しては、各

国の裁量にかなりの程度委ねられているとする。また、各国政府は（共通の保護上限額を

有する）預金保険制度を公式に導入しなければならず、預金保険制度が適切に機能するこ

とを確実にするという点の監督責任も有するが、（預金保険機関の支払不能など）あらゆる

場合に政府が補償しなければならないことまでが想定されているとはいえない、としてい

る。

さらに、預金者が補償を求める権利は預金保険機関に対する権利であり、政府に対する

権利ではない90、預金保険機関の資金はその加盟金融機関が負担するものであり、政府が責

任を有するものでない。そもそも、預金保険機関が支払不能になった場合の政府の対応に

ついて指令は明確に定めておらず、仮に政府がその支払不能に関して補償責任を有すると

すれば、域内の競争条件に歪みをもたらし、モラル・ハザードの問題が発生する可能性も

ある、としている。

 また争点 2 の「国籍による差別的取扱の禁止」違反については、指令との関連では、ア

イスランドの国内預金者の預金は政府が TIF に保険金の支払いを命ずる以前に新銀行に移

管され、指令の適用対象にはなっていないこと、また、ESA はアイスランド政府に「アイ

スランド国外の預金者に対する保険金の支払い」という特定の債務（a specific obligation）

の履行を求めるが、アイスランド政府が当該債務を履行したとしても、国内預金者と国外

預金者が同等の取り扱いを受けることにはならないとした。 

決定では、金融危機時にとりうる個別の政策において、各国政府は広範囲の裁量余地（a 

wide margin of discretion）を有しており、国内預金者を優先的に保護したアイスランド政府

の措置には一定の合理性がある、としている。こうした背景には、1994 年預金保険指令に

は金融危機（システミックな危機）が想定されておらず、金融危機における政府の対応も

明確に規定されていなかったとの認識があったと思われる91。

  

                                                   
89 http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/16_11_Judgment_EN.pdf 
90 この点で、改正指令においては、預金者が付保預金の補償（compensation）を求める権利は、DGS に対

する権利であることが明記されている（9 条 1）。
91 但し、金融危機を経て預金保険指令が改正され、他にもシステミックな危機を含めた金融機関の破綻処

理の議論がその後大きく進展しており、現時点で同じような問題が発生すれば、異なる結論に至る可能性

は高いと思われる。尚、TIF は、2015 年 9 月に、アイスセーブに関する英国（FSCS）とオランダ銀行（オ

ランダの中央銀行）の請求について、総額で 200 億アイスランド・クローナを支払い和解することで合意

したことを公表した。
http://www.tryggingarsjodur.is/Frett/17129/ 
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参考２：EBA による保険料の算出手法に関するガイドライン 

 

EBA が公表したガイドラインにおける保険料の算定手法の概要は、以下の通りである。 

算定式（Calculation formula） 

Ci = CR   ARWi   CDi     

Ci = 加盟金融機関 i の年間保険料 

（Annual contribution for member institution i） 

CR = 保険料率（全加盟金融機関に対して同一の料率） 

（Contribution rate＝identical for all member institutions in a given year) 

ARWi = 加盟金融機関 i の集計されたリスク・ウェイト  

（Aggregate Risk Weight for member institution i） 

CDi = 加盟金融機関 i の付保預金 

（Covered deposits for member institution i） 

  = 調整係数（加盟金融機関に対して同一の係数） 

（Adjustment coefficient＝identical for all institutions in a given year） 

 

※ARWi は、加盟金融機関 i に関して集計されたリスク・スコア（Aggregated Risk Score：

ARSi）に基づき割り当てられる。ARSi は、リスク指標にウェイトを掛けたリスク・スコア

を合計して算定され、次に ARSi をベースとして金融機関に割り当てられる ARWi が算定さ

れる。

※リスク指標に関し、次頁の「資本」「流動性・資金調達」「資産の質」「ビジネスモデル・

マネジメント」「DGS にとっての潜在的な損失」の 5 つのリスク・カテゴリーを設定する。

※ARSi を ARWi に変換する方式として、「バケット（bucket）方式」と「スライディング・

スケール（sliding scale）方式 」の 2 つが示されており、DGS は金融セクターの特性や加盟

金融機関の多様性（heterogeneity）の程度を考慮した上で、いずれかの方式を選択するとさ

れている。

※ （調整係数）：DGS は、10 年以内に基金の積立目標（付保預金の 0.8％）を達成する必

要があるが、加盟金融機関のリスクの程度（ARWi により査定）と付保預金（CDi）の金額

のみに基づいて保険料を徴収すると、当該年に必要とされる金額（目標積立金額の 1/10）

と乖離する可能性があるため、調整係数を導入し、乖離を補正する。 
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※DGS は、コアとなるリスク指標以外に、加盟金融機関のリスク・プロファイルの決定要因

となる他のリスク指標がある場合、リスク指標を追加することができる92。

※リスク指標は 5 つのカテゴリーに分類され、ウェイト全体（100％）のうち、コアとなるリ

スク指標の最小ウェイト（Minimum weight）は 75％93。最小ウェイト（75％）以外の 25％に

ついては、DGS の裁量（追加的なリスク指標を採用する、コアとなるリスク指標のウェイト

を高めるなど）が認められる。但し、コアとなるリスク指標及び各リスク・カテゴリーの最

小ウェイトは維持する必要があり、最終ウェイト（100％）をコアとなるリスク指標のみで配

分する場合には 5 つのリスク・カテゴリーのウェイトに個別の上限が定められる。 

集計されたリスク・ウェイトに関する閾値（Thresholds for aggregate risk weights） 

ARW の下限は 50%から 75%の間、上限は 150%から 200%の間で設定されるべきである。

但し、50%～200%の変動レンジでは、加盟金融機関のビジネスモデルやリスク・プロファ

イルの違いを十分に反映せず、モラル・ハザードをもたらす場合には、より広いレンジを

適用することができる。

  
                                                   
92 追加的なリスク指標は、上記の 5 つのリスク・カテゴリーに分類されるが、どれにも当てはまらない場

合に限り、「ビジネスモデル・マネジメント」のカテゴリーの指標に含まれる。
93 各カテゴリーで利用しないコアとなるリスク指標がある場合、該当のカテゴリーに割り当てられた最小

ウェイトを維持するため、同じカテゴリー内で利用するリスク指標のウェイト配分を増やして調整する必

要がある。 

リスク・カテゴリー

自己資本比率
（Capital coverage ratio）

Actual CET1 ratio／Required CET1 ratio　  または

Actual own funds／Required own funds

CET1比率

（CET1 ratio）
Common Equity Tier 1 Capital／Risk Weighted
Assets

流動性カバレッジ比率
（LCR）

＊EUレベル共通のLCRを定めた資本要件規則

（CRR）の完全施行までは、流動性資産比率

（Liquidity rat io）を暫定的な指標とする。
   Liquid Assets／T otal Assets
*liquid assetsは、各国の定義に準ずる。

安定調達比率（NSFR） EUレベルの共通の算定手法は検討中

3. 資産の質

（Asset quality）
不良債権比率
（NPL ratio）

Non-Performing Loans／Total Loans and Debt
Instruments　または

Non-Performing Loans／Total Loans

総資産に占めるリスク加重資産
（RWA／Total assets） Risk Weighted Assets／Total Assets

総資産利益率（RoA） Net Income／Total Assets

5. DGSにとっての潜在的な損失

（Potential losses for the DGS）

担保差入れされていない資産
（対付保預金）（Unencumbered
assets／  Covered deposits）

（Total Assets－Encumbered Assets）／Covered
Deposits

レバレッジ比率
（Leverage ratio）

4. ビジネスモデル・マネジメント

（Business model and management）

2. 流動性・資金調達

（Liquidity and funding）

コアとなるリスク指標

1. 資本（Capital）

Tier 1 Capital／Total Assets
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参考３：預金者への周知を図るための情報提供 

 

以下は、改正指令 AnnexⅠで示されている預金者への情報提供を図るためのテンプレート

であり、金融機関での口座開設時に預金者に交付し、その受領を確認する。 

預金者に対する情報テンプレート（仮訳） 

預金保護に係る基本情報 

〔預金取扱金融機関の名称

を記載〕 

〔関係する預金保証スキーム（Deposit Guarantee Scheme: DGS）

の名称を記載〕(1) 

保護の限度 金融機関ごとに預金者 1 人当たり 10 万ユーロ(2) 

〔ユーロが法定通貨ではない場合は相当額に変更〕 

〔該当する場合〕以下の商標（trademark）は、預金者の預金取

扱金融機関の一部である〔同一のライセンスにより営業している

全ての商標を記載〕。 

同一の預金取扱金融機関に

複数の預金を保有している

場合 

当該預金取扱金融機関の全ての預金は「合算」（aggregated）され、

その総額が 10 万ユーロ〔ユーロが法定通貨でない場合は相当額

に変更〕の預金保護限度額の対象となります。(2) 

共同名義口座（joint account）

を保有する場合 

10 万ユーロ〔ユーロが法定通貨でない場合は相当額に変更〕の

預金保護限度額が各預金者に適用されます。(3) 

破綻が起きた場合の預金の

払い戻し期間 

7 営業日(4) 

〔適宜他の期限に変更〕 

払い戻し通貨 ユーロ〔該当する場合には他の通貨に変更〕 

連絡先 〔関係する DGS の連絡先（住所、電話番号、電子メールアドレ

スなど）を記載〕 

追加情報 〔関係する DGS のウェブサイト情報を記入〕 

預金者の受領確認 ［預金者のサインなど］ 

追加情報（以下の全てまたは一部） 

（1）預金保護に責任を有するスキーム 

〔以下に該当する場合のみ〕あなたの預金は、DGS として公的に認定された契約スキーム（contractual 

scheme）により保護されます。破綻が起きた場合、預金は 10 万ユーロ〔ユーロが法定通貨でない場合は

相当額に変更〕を上限として払い戻されます。 

 

〔以下に該当する場合のみ〕あなたが預金する預金取扱金融機関は、DGS として公的に認定された機関

保護スキーム（Institutional Protection Scheme：IPS）の一部となっており、当該スキームの全てのメンバー

機関は、破綻を回避するために相互援助を行っています。破綻が起きた場合、預金は 10 万ユーロ〔ユー

ロが法定通貨でない場合は相当額に変更〕を上限として払い戻されます。 
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〔以下に該当する場合のみ〕あなたの預金は、法定の DGS と契約上の DGS により保護されています。破

綻が起きた場合、いずれにしても預金は 10 万ユーロ〔ユーロが法定通貨でない場合は相当額に変更〕を

上限として払い戻されます。 

 

〔以下に該当する場合のみ〕あなたの預金は、法定の DGS により保護されています。さらに、あなたが

預金する預金取扱金融機関は、機関保護スキーム（IPS）の一部となっており、当該スキームの全てのメ

ンバー機関は、破綻を回避するために相互援助を行っています。破綻が起きた場合、預金は＜IPS ではな

く＞DGS により 10 万ユーロ〔ユーロが法定通貨でない場合は相当額に変更〕を上限として払い戻されま

す。 

 

（2）一般的な保護限度額 

預金取扱金融機関が債務超過（insolvency）になり、預金の払い戻しができない場合、預金者は DGS から

払い戻しを受けます。払い戻しは、金融機関あたり最大で 10 万ユーロ〔ユーロが法定通貨ではない場合

は相当額に変更〕になります。このため、同一の預金取扱金融機関の全ての預金は、保護レベル（coverage 

level）を確定するために合算（aggregated）されます。例えば、ある預金者が 9 万ユーロを貯蓄口座（saving 

account）に、2 万ユーロを当座預金（current account）に保有している場合、その預金者には 10 万ユーロ

だけが払い戻されることになります。 

 

〔以下に該当する場合のみ〕この方法＜預金の合算＞は、預金取扱金融機関が複数の商標（trademark）を

使って営業している場合にも適用されます。本金融機関〔預金者が口座を保有する預金取扱金融機関名を

記載〕は、○○○〔当該金融機関が使用する全ての商標を記載〕にも基づいて営業しています。このため、

これら（1 つあるいは複数）の商標により取り扱われる預金は、（合算されて）総額で 10 万ユーロを上限

として保護されます。 

 

（3）共同名義口座（joint account）の保護限度額 

共同名義口座の場合、預金保護限度額の 10 万ユーロは、各預金者に適用されます。 

 

〔以下に該当する場合のみ〕但し、2 人以上の預金者で法人格を持たないビジネスパートナーシップ、組

合（association）や類似の性質を持つグループのメンバーである口座の預金は合算され、10 万ユーロ〔ユ

ーロが法定通貨でない場合は相当額に変更〕の計算上、単独の預金者（a single depositor）の預金として取

り扱われます。 

 

場合によっては〔国内法（national law）の規定を記載〕、預金は 10 万ユーロ〔ユーロが法定通貨でない場

合は相当額に変更〕を超えて保護されます。詳細は以下〔関係する DGS のウェブサイト情報を記載〕で

入手可能です。 
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（4）払い戻し 

責任を有する DGS は、〔名称、所在地、電話番号、電子メールアドレスおよびウェブサイト情報を記載〕

です。当該 DGS は（10 万ユーロ〔ユーロが法定通貨でない場合は相当額に変更〕を上限として）○日〔国

内法に規定された払い戻し期間を記載〕以内に預金の払い戻しを行い、遅くとも〔2023 年 12 月 31 日〕

より〔7 営業日〕以内に払い戻しを行います。 

 

〔払い戻しを 7 営業日以内に行うことができない場合、緊急あるいは暫定的な払い戻し（emergency/interim 

payout）についての情報を追加〕 

 

上記の期限内に払い戻しが行われない場合、責任を有する DGS に連絡して下さい。一定の期間を経過す

ると、払い戻しの請求が受け付けられない可能性があります。詳細は、以下で入手可能です〔責任を有す

る DGS のウェブサイト情報を記載〕。 

 

その他の重要情報 

一般的に、全ての個人（retail）預金者および法人（business）は、DGS により保護されています。付保対

象外の預金については、責任を有する DGS のウェブサイトに記載されています。あなたが預金を保有す

る預金取扱金融機関は、預金者の依頼に基づき、特定の金融商品が付保対象であるかどうかについての情

報を提供します。預金が付保対象である場合、預金取扱金融機関は口座明細書（statement of account）上

でもその旨を確認します。 
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参考４：EU 加盟国における保護限度額（1 人当たり GDP 比） 

 

 

出典：Deposit Insurance Database, IMF Working Paper WP/14/118, July 2014 

 

付保限度額/1人当たりＧＤＰ
（％）

1 オーストリア 282
2 ベルギー 304
3 ブルガリア 1,870
4 クロアチア 1,016
5 キプロス 557
6 チェコ 731
7 デンマーク 233
8 エストニア 724
9 フィンランド 292

10 フランス 321
11 ドイツ 306
12 ギリシャ 631
13 ハンガリー 1,028
14 アイルランド 302
15 イタリア 397
16 ラトビア 906
17 リトアニア 861
18 ルクセンブルク 125
19 マルタ 603
20 オランダ 289
21 ポーランド 1,029
22 ポルトガル 665
23 ルーマニア 1,547
24 スロバキア 778
25 スロべニア 606
26 スペイン 473
27 スウェーデン 238
28 英国 354

（参考）

日本 247
米国 471
韓国 195

(2013年データに基づく）
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ドイツにおける預金保険制度の最近の動向について 

鬼頭 佐保子1 
澤井 豊2 

ドイツの預金保険制度は、歴史的な経緯もあり、法定されたスキームと任意加盟のスキ

ームが併存し、預金保険機関も複数存在するなど、英国やフランスなどと異なる形態をと

っている。特に、業界の相互支援制度である IPS（Institutional Protection Scheme）が制度化

されている点は、他の欧州諸国にもあまり例がなく、ドイツに特徴的な制度といえよう。

しかし、ドイツは EU 加盟国であり、EU での銀行同盟の議論や預金保険指令の改正に見

られる、域内の制度の調和を図ろうとする EU の政策とも整合性を取る必要がある。

本稿では、ドイツの預金保険制度について紹介するとともに、預金保険制度を巡る EU

レベルの政策や議論と関連した最近の動向を整理している。

 

目 次 

 

１．ドイツの預金保険制度 

（1）銀行システムと監督体制 

（2）預金保険制度の概要 

２.  EU 預金保険指令の改正とドイツの預金保険制度 
（1）IPS の機能の変化 
（2）リスクに応じた保険料率の導入 
（3）付保預金の払い戻し期間の短縮への対応 
（4）預金保険基金の使用 
（5）破綻処理とのかかわり 

３．今後の課題など 
 

                                                   
1 預金保険機構・国際統括室調査役（E-mail: sahoko-kito@dic.go.jp） 
2 預金保険機構・国際統括室参事役（E-mail: yutaka-sawai@dic.go.jp） 

本稿の執筆は個人の資格で行ったものであり、意見にわたる部分は筆者らに属し、預金保険機構の公式

見解を示すものではない。また、本稿は、2015 年 6 月に行った調査出張において現地でヒアリングし

た事項を一部含んでいる。 
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１．ドイツの預金保険制度 

（１）銀行システムと監督体制 

ドイツの金融機関は、銀行業務を営む機関（Credit institutions）、金融サービス機関

（Financial services institutions）、保険会社及び年金基金（Insurance undertaking and pension 

funds）、投資運用業者（Asset management companies and investment funds）などに分類され

る3。

このうち、銀行業務を営む機関（Credit institutions）を業態別に見ると、商業銀行セクタ

ー（commercial banks）、貯蓄銀行セクター（institutions belonging to the savings bank sector）、

協同組織金融機関セクター（institutions belonging to the cooperative sector）の 3 本柱の構造

（three-pillar structure）になっていることがドイツの大きな特徴とされており、その他にこ

れら以外の銀行がある4。 

（a）商業銀行セクター 

外国銀行の在独支店を含む民間の商業銀行により構成される。このうち、大銀行（big 

banks）5は、大企業向けのホールセール業務や国際業務、資本市場取引も行うビジネスス

タイルをとっている。その他、限定された地域で、預金をベースに事業法人や個人向けに

信用供給を行う比較的小規模な地域レベルの商業銀行などがある。 

（b）貯蓄銀行セクター 

本セクターの大宗を占める貯蓄銀行（savings bank）は公法（public law）に基づいて設立

された金融機関であり、公営（public sector）のものと独立系（independent）のものがある。

地域的に見ると、地方レベルの貯蓄銀行、州立銀行（Landesbanken）、全国レベルの中央機

関で貯蓄銀行グループに資金貸与等を行うデカバンク（DekaBank）の 3 層で構成される。

地方レベルの貯蓄銀行は数が多いが、規模が非常に小さく、営業地域も限定されている。

州立銀行は、大規模な商業銀行と同様にホールセール業務や資本市場取引などのビジネス

を行っている。 

（c）協同組織金融機関セクター 

協同組織金融機関セクターは、個別の協同組織金融機関と 2 つの中央機関（DZ Bank、

WGZ Bank）で構成されている。協同組織金融機関は、小規模で特定の地域に密着した業

務を行っているが、2 つの中央機関は、個人向け業務（retail）、法人向け業務（corporate）、

資本市場取引、インターバンク取引などの多角的なビジネスを行っている。

                                                   
3 BaFin, Supervision, http://www.bafin.de/EN/Supervision/supervison_node.html 
4 各セクターについては、以下を参照。Annual Report 2014, Federal Financial Supervisory Authority 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht-BaFin), May 2015, p.109.
Monthly Report, April 2015, Deutsche Bundesbank pp.36-37.
5 大銀行には、Deutsche Bank AG、Dresdner Bank AG（2009 年 11 月まで）、Commerzbank AG、UniCreditbank 
AG（前・Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG、1999 年 1 月より）､Deutsche Postbank AG（2004 年 12 月よ

り）が含まれる（Deutsche Bundesbank, Banking statistics, August 2015, p.28）。 
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（d）その他 

住宅ローン組合（Bausparkassen）、ファンドブリーフ（担保証券）銀行（Pfandbriefbanken）、

証券取引銀行（Wertpapierhandlesbanken）、連邦および州営の開発銀行（Förderbanken des 

Bundes und der Länder）6などが含まれる。 

ドイツの中央銀行であるドイツ連邦銀行（Deutsche Bundesbank）の資料によってドイツ

の銀行セクターを業態別にみると（次ページ図）、金融機関の 58％が協同組織金融機関セ

クターに、また、24%が貯蓄銀行セクターに属しており、商業銀行セクターの銀行は 15％

と全体の 6 分の 1 にも満たない。このように、ドイツで協同組織金融機関などの小規模な

金融機関が数多くある理由の一つとしては、零細手工業者や商人、農民などが資金調達を

行えるよう、農村など地域レベルで金融機関が設立されたという歴史的な背景がある7。一

方、総資産規模で見ると、貯蓄銀行と協同組織金融機関の 2 つのセクターを合算しても約

50％に過ぎず、商業銀行セクターの占める割合が大きい。

また、ドイツの銀行は、預金の受け入れや融資業務などの銀行業務に加え、証券業務や

保険商品の販売など幅広い業務を行っており、いわゆる「ユニバーサルバンク」の形態を

とっていることも大きな特徴である8。

（監督体制） 

ドイツの金融監督における主な機関は、「連邦財務省」（Bundesministerium der Finanzen: 

BMF）、「連邦金融監督庁」（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: BaFin）及び中央

銀行である「ドイツ連邦銀行」（Deutsche Bundesbank）である。

BaFin は、連邦財務省の所管であった旧連邦銀行監督局、連邦保険監督局、連邦証券監

督局が 2002 年に統合された金融監督機関であり、銀行だけでなく保険会社や証券会社の監

督も行っている。銀行監督の分野では、ドイツ連邦銀行が、多数の金融機関と関係があり、

ドイツ国内に支店を有し地方での存在も大きいことから、中央銀行としての見識の活用や

監督業務の効率化の観点から、銀行法（Gesetz über das Kreditwesen: KWG）において、BaFin

とドイツ連邦銀行は監督機能を分担している。

具体的には、ドイツ連邦銀行は、主に銀行に対する経常的なモニタリング（監査報告や

年次財務諸表の査定、立入検査など）の実施、監督に係る諸原則及び規則の発出、プルー

デンスに係る分野における国際協力の調整や危機管理などを行う。一方で、BaFin は、金

融機関に対する認可の付与及び取消、銀行業務や金融サービスの提供などに係るルールに

基づく一般的な指針（general instructions）の発出などを行っている9。

                                                   
6 開発銀行には、development bank の他に promotional bank と呼ばれるものを含む。promotional bank とは、

公益（public interest）を図ることを目的とし、公共政策を遂行する一手段として利用されるものである。

復興金融金庫（KfW）などの 2 つの連邦（Federal）レベルの銀行と、バイエルン・ラボ金融機関（Bayern 
Labo）などの 17 の地方（Regional）レベルの銀行がある（Association of German Public Banks, VÖB, 2014）。
7 斎藤、重頭（2010）p.35 
8 Deutsche Bundesbank Monthly Report, April 2015, pp.36-37.  
9 http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Tasks/Banking_supervision/Bundesbank_and_BaFin/bundesbank_and
_bafin.html 
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ドイツの銀行システムの構成（2015 年 7 月末現在） 

 
（資料）ドイツ連邦銀行の月次レポート（8 月公表）に基づいて作成 

 
さらに、2007 年から 2008 年にかけての世界的な金融危機の教訓や欧州システミックリ

スクボード（European Systemic Risk Board: ESRB）10が EU 加盟国にマクロプルーデンスを

担当する金融監督機関を設定するよう勧告したことを受け、2013 年の金融安定化法（Gesetz 

zur Überwachung der Finanzstabilität: FinStabG）に基づき金融安定化委員会（Financial Stability 

Commission）が設置された。金融安定化委員会は、各機関が金融安定化のために連携し、

マクロプルーデンスに係る監督手段と戦略を策定することを目的としている。メンバーは、

連邦財務省、BaFin、ドイツ連邦銀行、金融市場安定化機構（Federal Agency for Financial 

Market Stabilisation：FMSA）から構成され、四半期に 1 回討議を行い、年に 1 回は国会に

対し報告を行っている11。

このうち、金融市場安定化機構（FMSA）は、金融市場安定化基金（Financial Market 

Stabilisation Fund: SoFFin）を運営するために 2008 年に設立された。FMSA は SoFFin を通

じて金融機関の資本増強や流動性の補填（bridge liquidity gaps）などを行い、2009 年の金

融市場安定化促進法（Gesetz zur Fortentwicklung der Finanzmarktstabilisierung: FStFEntwG）

の改正により、経営危機に陥った金融機関の非戦略事業部門（non-strategic business units）

                                                   
10 ESRB は 2011 年に設立され、EU レベルでのマクロプルーデンスに係る監督に責任を有する。
11 Annual Report 2014, BaFin, pp.31-32. 

業　態

商業銀行
（Commercial banks）

273 15% 3,107.3 39%

Big banks 4 1,923.1
Regional banks and other commercial banks 163 897.8

Branches of foreign banks 106 286.5

貯蓄銀行
（Landesbanken and Savings banks） 423 24% 2,152.2 27%

Landesbanken 9 1,024.4
Savings banks 414 1,127.8

協同組織金融機関
（Credit cooperatives） 1,039 58% 1,080.0 14%

Regional institutions of credit cooperatives 2 283.3
Credit cooperatives 1,037 796.7

その他 56 3% 1,576.7 20%
Mortgage banks 16 369.1

Building and loan associations 21 213.2
Special purpose banks 19 994.4

合　　計 1,791 100% 7,916.2 100%

機関数
総資産

(10億ユーロ)
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などを、いわゆるバッドバンクと呼ばれる不良債権処理機関（wind-down agencies）に移転

（transfer）する権限も有することになった。

さらに 2011 年には、FMSA が銀行の再編基金（Restructuring Fund）も管理することにな

り、銀行税の徴収、ブリッジバンクの設立、保証の提供、金融機関の資本再構築など、そ

の任務がさらに拡大した。2013 年には、Bafin の監督下にある金融機関の破綻処理計画の

評価も実施することとなり 12、FMSA は、ドイツにおける破綻処理当局（Resolution 

Authority：RA）としての機能を果たすこととなった。

（２）預金保険制度の概要 

（歴史的経緯） 

ドイツでは、伝統的に預金保護のためのスキームが業態別に運営されていた。最も古い

ものは、協同組織金融機関セクターのスキームで、1934 年に設立されている。協同組織金

融機関と同様にドイツ国内に多くの機関を有する貯蓄銀行及び州立銀行を対象とするスキ

ームも 1969 年に設立されたが、両者に共通している点は、加盟金融機関に対する流動性や

資本の供給などを通じて破綻を防止し、業界内での相互扶助（mutual solidarity）を図るこ

とを目的としていることである。

一方、商業銀行を対象とするスキームは、1966 年にドイツ銀行協会が一部の預金13を保

護する目的で全国的な共同基金（nation-wide joint fund）を設立したが、1974 年のヘルシュ

タット危機14の経験から、1976 年に、より包括的な預金保護を目的とした任意加盟の預金

保護基金が設立された。

さらに、1994 年には、EU レベルで、域内の預金者の保護を図り、加盟各国に預金保険

制度の整備を求める預金保険指令が制定された。EU 指令は、指令の規定に準じた国内法

の制定を各加盟国に義務づけているが、規定が直接適用されるわけでなく、どのように国

内法化するかは各加盟国に委ねられる。ドイツでは、同指令に従い、「預金保証及び投資者

補償法」（Deposit Guarantee and Investor Compensation Act）15が 1998 年に制定された。同法

では、ファンド、証券、デリバティブ、金融商品（money market instruments）など、預金

者だけでなく投資者の保護も行う制度的な枠組みが作られ、預金保護については、それま

での歴史的経緯から、新たに公的な機関を設立せず、既存の枠組みを活用することとした。

まず、同法の制定時に既に存在していた任意スキームについては、銀行業に対する信頼

を保ち、銀行システムの安定に大きな役割を果たしてきたとの認識から維持することとし

た16。ただし、EU 預金保険指令に従い、こうした任意スキームとは別に法定スキーム（強

                                                   
12 http://www.fmsa.de/en/fmsa/FMSA/tasks/ 
13 貯蓄預金（Saving deposits） 、給与及び年金口座（salary and pensions  accounts）、自然人の要求払い預

金および定期預金（sight and time deposits of natural persons）。Gerhard Hafmann、 The six Deposit Guarantee 
Schemes system in Germany , Deutsche Bundesbank, EFDI, Rome, 25 October 2007 
14 1974 年に旧西ドイツのヘルシュタット銀行が為替先物取引で債務超過に陥り、ドイツ国内の多くの銀

行に対して決済資金の支払いが困難な状況となった。
15 http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Legislation/EAEG_en.pdf 
16 Deutsche Bundesbank, Monthly Report, July 2000, pp.30-31. 法定スキームと任意スキームが併存すること
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制加盟）が 1998 年に設立された。

一方、同じく既に存在していた、貯蓄銀行・州立銀行や協同組織金融機関を対象とした

スキームについても、加盟金融機関の破綻を未然に防ぐことを目的とした機関保護スキー

ム（Institutional Protection Scheme: IPS）として、法定スキームに代用しうるものと位置づ

けた。このため、IPS に加盟している金融機関は、法定スキームへの強制加盟が免除され、

ドイツの貯蓄銀行・州立銀行や協同組織金融機関には、法定スキームに参加しない金融機

関が存在することになった。

こうした経緯により、ドイツでは、以下のように法定スキームをはじめとして、複数の

預金保護スキームが併存している。

主なドイツの預金保護スキーム 

 

注：この他に民間の住宅ローン組合による任意の預金保護基金（Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds. e.v.）

がある。

（法定スキーム） 

強制参加が義務づけられる法定スキームは、2 つのスキームが存在しているが、いずれ

も公的機関ではなく、銀行協会が運営している。ドイツ連邦銀行は、その理由として、（銀

行協会が運営することにより）公的セクターの負担が軽減され、預金保護において独自の

イニシアティブや高度な専門知識を利用できることを挙げている17。

法定スキームは、商業銀行がメンバーである「ドイツ銀行協会」（Bundesverband deutscher 

Banken:BdB）と、公法（public law）に基づいて設立される公的銀行がメンバーである「ド

イツ公的銀行協会」（Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands: VÖB）が運営している。

いずれの法定スキームも、EU 指令に従い設立されたものであり、①当座預金、②普通

預金、③定期預金、④外貨預金、⑤欧州経済圏内の海外支店の預金などが保護対象となる。

一方で、①金融機関の預金、②破綻金融機関の経営者その他一定の関係ある個人の預金、

                                                                                                                                                     
で、結果的に預金保護が手厚くなり、銀行のモラルハザードを引き起こすのではという懸念については、

効率的な銀行監督と任意のスキーム自身による加盟金融機関のリスク・コントロール手段により対処でき

るとドイツ連邦銀行は説明している。
17 Deutsche Bundesbank, Monthly Report, July 2000, p.33 

対象金融機関 運営機関 設立年

商業銀行 ドイツ銀行協会（BdB） 1998
公的銀行 ドイツ公的銀行協会（VÖB） 1998
商業銀行 ドイツ銀行協会（BdB） 1976
公的銀行 ドイツ公的銀行協会（VÖB） 1994
貯蓄銀行 貯蓄銀行協会（DSGV） 1969
協同組織金融機関 協同組織金融機関連合会(BVR） 1934

機関保護スキーム（IPS）

法定スキーム（EdB/EdÖ）

任意スキーム（ESF）
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③無記名預金、④マネーロンダリングに関わる預金などは対象外18であり、現在の保護限

度額は 10 万ユーロ19になっている。

 また、法定スキームの主な任務は、監督当局の正式な決定に基づいて、預金者に対して

付保預金を払い戻すことであり、加盟金融機関に対する早期介入などは行わない。このた

め、スキームを運営する機関は非常に小規模である。

（a）ドイツ銀行補償制度（Entschädigungeseinrichtung deutscher Banken GmbH: EdB）20 

ドイツ銀行協会（BdB）は、1976 年より任意加盟のスキーム（Deposit-Protection Fund of the 

Association of German Banks）を運営していたが、1998 年に強制加盟の法定スキーム

（Compensation Scheme of German Banks）を設立した。本スキームでは、①商業銀行、②民

間の住宅ローン組合（Bausparkassen）、③欧州経済域外に本店を持つ外国銀行の在独支店が

対象となり、加盟金融機関は 204 機関（2014 年現在）である。

また、加盟金融機関の破綻に伴う預金者に対する払い戻しは、FSB（2012）によると過

去 10 年間に 9 件実施しているが21、そのほとんどが小規模な銀行であるとのことである。

 なお、保険料（contributions）の算定には、リスクに応じた可変料率を採用しており、最

低でも 15,000 ユーロ、また、新たに加盟する金融機関は、毎年の預金保険料の他に、加入

時に一回限りの支払（one-off payment）を支払う義務がある22。

（b）ドイツ公的銀行協会補償制度（Entschädingungseinrichtung des Bundesverbandes 

Öffentlicher banken Deutschlands GmbH: EdÖ）23 

ドイツ公的銀行協会（VÖB）は、1994 年より任意加盟のスキーム（Deposit-Protection Fund 

of the Association of German Public Sector Banks e.v.）を設立していたが、強制加盟の法定ス

キーム（Depositor Compensation Scheme of the Association of German Public Sector Banks 

GmbH）を 1998 年に設立した。公的銀行協会は、連邦及び州が運営する開発銀行、州立銀

行など 63 機関がメンバーとなっているが、リテール預金などの預金を取り扱う機関は少な

く、法定スキームに加盟する金融機関は 18 機関にとどまっている。保険料（contributions）

                                                   
18 2014 年に改正された EU 預金保険指令（Directive 2014/49/EU）では、①他の預金取扱金融機関の預金、

②当該金融機関の自己資本（own fund）、③マネーロンダリングに関わる預金、④金融機関の預金、⑤投

資会社（investment firms）の預金、⑥保有者が不明の預金、⑦保険引受による預金、⑧集団的投資引受

（collective investment undertaking）による預金、⑨年金基金による預金、⑩公的当局による預金、⑪債務

証券（debt securities）などが対象外となっている。
19 保護限度額は、1994 年から 2 万ユーロ及び 10%の Co-insurance、2009 年以降は 5 万ユーロと順次引き

上げられ、2011 年より 10 万ユーロとなった。
20 http://www.edb-banken.de 
21 FSB(2012), p.55 
22 Regulation on contributions to the Compensation Scheme of German Banks (EdB Contributions Regulation), 
published in 1999. Last amended by Regulation of 17 of August 2009. 
http://www.bafin.de/SharedDocs/Aufsichtsrecht/EN/Verordnung/EdBBeitvV_en.html 
23 http://www.voeb-edoe.de/startseite/ 

99



は、最低でも 5,000 ユーロ、また、新たに加盟する金融機関は、毎年の預金保険料の他に、

加入時に一回限りの支払（one-off payment）を行う義務がある24。

1998 年のスキーム創設以来、加盟金融機関の破綻に伴う預金者への払い戻しを行ったこ

とはない。また、VÖB のメンバーである公的銀行は、基本的に州・地方ごとに顧客（clients）

を持ち、国内の他の地域で営業することが許されていないため、商業銀行のように、他の

EU 加盟国の預金保険機関と協力して取り組むようなクロスボーダーの問題は基本的に発

生しない25。

なお、VÖB では、加盟金融機関に対して独自のリスク評価（risk-scoring）を行っており、

加盟金融機関の年次報告や監査報告をレビューし、「信用リスク」、「金利変動リスク」、「流

動性リスク」の 3 つのカテゴリーでリスク・モニタリングを行っている。

（任意スキーム） 

任意加盟の預金保護基金（Einlagensicherungsfond: ESF）は、強制加盟の法定スキームが

整備される 1998 年以前から存在していたものであり、ドイツ銀行協会（BdB）とドイツ公

的銀行協会（VÖB）が、それぞれ商業銀行、公的銀行を対象に設立していた。

任意スキームの特徴は、①法定スキームの保護限度額（現状では 10 万ユーロ）を超える

部分の預金を保護していること、②2014 年に改正された EU 指令26第 1 条 3（a）に規定さ

れる契約上のスキーム（contractual scheme）であり、EU 指令の適用対象でないこと、③法

定スキームではないため BaFin の監督を受けないことである。

（a）商業銀行を対象とする任意スキーム 

ドイツ銀行協会（BdB）では、1976 年に任意加盟の預金保護基金（Deposit-Protection Fund 

of the Association of German Banks）を設立している。対象金融機関は、①商業銀行、②欧

州経済域外に本店を持つ外国銀行の支店で、約 165 機関が加盟している。

本スキームの主な任務は、①預金者に対する払い戻し、②加盟金融機関の破綻防止手段

の行使（流動性、資本、保証の提供など）、③他の金融機関による経営困難な銀行の経営権

の取得（takeover）の仲介、④経営困難な銀行を基金自身が引き受けること、などである。

さらに、加盟金融機関に対する監査、月次リスク・モニタリング、格付け、リスクの改善

に対する指導なども行っており、法定スキームよりも広い機能を有している。

保護限度額は、法定スキームの保護限度額を超える部分につき、1 預金者あたり当該金

融機関の自己資本（liable capital）の 20%相当額（2020 年以降は 15%、2025 年以降は 8.75%

                                                   
24 Regulation on contributions to the Compensation Scheme of the Association of German Public Sector Banks 
(EdVÖB), published in 1999. 
http://www.bafin.de/SharedDocs/Aufsichtsrecht/EN/Verordnung/edvoebbeitrv_en.html 
25クロスボーダーの問題が生じない点は、貯蓄銀行セクター、協同組織金融機関セクターも同様である。
26 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN 
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に、それぞれ引き下げ予定）とされている27。

保険料（contributions）については、各加盟金融機関が毎年 6 月 30 日時点で入手可能な

最新の財務報告における貸借対照表上の「対顧客負債」（liabilities to customers）残高の 0.06％

を基本保険料とし、リスクに応じた格付けにより、追加あるいは削減される。新規に加盟

する金融機関は、毎年の預金保険料の他に、加入時に一回限りの支払（one-off payment）

を行う義務がある28。

（b）公的銀行を対象とする任意スキーム 

ドイツ公的銀行協会（VÖB）では、1994 年に任意加盟の預金保護基金（Deposit-Protection 

Fund of the Association of German Public Sector Banks e.v.）を設立している。対象金融機関は、

預金取扱業務を行っている公的銀行で、2015 年では 11 機関が加盟している29 。

保護限度額は、法定スキームの保護限度額を超える部分について、基金の総積立額に応

じて決める。このため、事前に一定の額を決めているものではない30。

保険料（contributions）は、基金の事業年毎に、各加盟金融機関の付保預金（protected 

deposits）の 0.005％（定率）を支払うとし、2,500 ユーロを下限としている31。 

（機関保護スキーム：IPS） 

ドイツでは、金融機関が破綻した場合に付保預金の払い戻しを行うことを主な業務とす

るスキームとは性格が異なり、加盟金融機関の破綻を未然に防ぐことを目的とした機関保

護スキーム（Institutional Protection Scheme: IPS）が存在する。制度的には任意加盟である

が、EU 預金保険指令およびドイツの国内法で、その存在が公認され、その規定にも従う

スキームである。

ドイツの「預金保証及び投資者補償法」12 条では、「金融機関の存続性を保護するため

のスキーム（Schemes safeguarding the viability of institutions）」として IPS が規定されており、

「地域の貯蓄銀行協会、あるいは協同組織金融機関連合会の保証スキーム（guarantee 

scheme）のメンバーである預金取扱金融機関」は、「所属する保証スキームが、加盟金融機

関そのもの、特に加盟金融機関の流動性やソルベンシーを保護することを規定しており、

いつでも利用可能な必要な基金を保持している場合には、いかなる補償スキーム

（compensation schemes）32にも所属することはない」とされている33。

                                                   
27 http://bankenverband.de/service/einlagensicherung 
28 By-laws of the Deposit Protection Fund of the Association of German Banks, Bundesverband deutscher Banken 
e.v., Berlin, August 2014 
29 http://www.voeb.de/de/startseite 
30 また、基金の積立目標は、2014 年時点では少なくとも総預金額の 0.1%相当とされているが、EU レベ

ルで預金保険指令が改正され、法定スキームの積立目標が 0.8％と規定されたことにより、任意スキーム

の積立目標も修正する見込みが高いとのことである。
31 Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschelands e.v. Satzung, 22 Januar 2014. 
http://www.voeb-es.de/fileadmin/voeb-es/Satzung_ESF.pdf 
32 同法に基づき設立される法定スキームを指す。 
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ドイツでは、以下の 2 つのスキームが IPS として認められているが、FSB（2012 年）に

よると、過去 10 年間に IPS が実施した破綻防止のための再編（restructuring）事例は 124

件である34。

（a）貯蓄銀行協会（Deutscher Sparkassen-und Giroverband: DSGV） 

 貯蓄銀行協会による IPS は 1969 年に設立され、貯蓄銀行と州立銀行及び州立住宅建築貯

蓄銀行（Landesbausparkassen）が対象金融機関である。IPS として 13 の保証基金（guarantee 

funds）（貯蓄銀行に対応する地域ごとの 11 基金と、州立銀行35、州立住宅建築貯蓄銀行そ

れぞれに対応する基金）を保有しており、全国レベルのネットワークを DGSV が運営して

いる。破綻防止を目的としたスキームのため、明示的な保護限度額の設定はないが、これ

までに加盟金融機関が支払不能（default）に陥ったことはなく、預金者に対し払い戻しを

実施したことはない36。

（ b ） 協 同 組 織 金 融 機 関 連 合 会 （ Bundesverband der Deutschen Volksbanken und 

Raiffeisenbanken: BVR） 

 協同組織金融機関連合会の IPS は 1934 年に設立され、ドイツにおける預金保護のスキー

ムとして最も古いものである。ドイツの全ての協同組織金融機関（個別の協同組織金融機

関と DZ Bank および WGZ Bank の 2 つの中央機関）が対象となっている。貯蓄銀行協会に

よる IPS と同じく、破綻防止を目的としたスキームのため、明示的な保護限度額の設定は

ない。また、創設以来、加盟金融機関の破綻事例はない37。

BVR では、破綻防止のための加盟金融機関のリスク管理を行っており、加盟金融機関か

らリスクに基づく保険料を徴収している。また、BVR は、保険料をベースとした保証基金

（Guarantee Fund）により資金援助（financial assistance）を実施するが、さらに加盟機関に

よる保証の発行により保証ネットワーク（Guarantee Network）を構築しており、これらに

よって加盟機関を保護している。

 

                                                                                                                                                     
33 ただし、IPS は、BaFin の監督・監査の対象となり、スキームの内規のいかなる変更も BaFin に通知す

ることが求められている。また、BaFin が、IPS の要件を満たしていないことを事実（facts）により立証

できる場合は、連邦財務省にその旨を報告し、連邦財務省は、当該 IPS を調査し、IPS の要件を満たさな

いと裁定することができる。
34 FSB（2012）, p.55 
35 Giro centre と呼ばれる中央振替機関も含む。
36 http://www.dsgv.de/en/savings-banks-finance-group/institutional_protection_scheme.html 
37 DZ BANK,  Bank on Germany , DZ BANK Group, August 2015 
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２. EU 預金保険指令の改正とドイツの預金保険制度 

EU では、2014 年 4 月に預金保険指令（Deposit Guarantee Scheme Directive：DGSD）が改

正され38、主な規定が 2015 年 7 月 3 日より施行されている。今回の改正は、世界的な金融

危機を経て EU 加盟各国の預金保険制度のいっそうの調和を図ることを目的とした全面的

な改正であった。

EU 指令については、預金保険指令に限らず、予め定められた期間内に各加盟国が指令

の内容を国内法化することが求められるが、ドイツでは、預金保険指令の改正を受け、指

令の国内法化を完了している。具体的には、預金保険制度に関する国内法は、投資者保護

と合わせた形で「預金保証及び投資者補償法（Deposit Guarantee and Investor Compensation 

Act）」として法定されていたが、預金保険指令の改正を機に「預金」と「投資」を切り分

け、預金保険制度に関する部分を「預金保証法（Deposit Guarantee Act）」として新たに制

定している。

預金保険指令の改正（及び国内での新法の制定）に対応するため、ドイツでは以下のよ

うな変化が見られている。

 

（１）IPS の機能の変化 

改正前の預金保険指令（1994 年制定）では、その 3 条で、加盟国は、預金保証スキーム

（Deposit Guarantee Scheme：DGS）と同等以上の預金者への保護を提供し、金融機関その

ものを保護する制度（IPS）に加盟している金融機関について、DGS への加盟を免除する

ことができるとされ、ドイツにおいても、前述の通り、貯蓄銀行セクターや協同組織金融

機関セクターにおいて、法定スキームに加盟していない金融機関が存在していた。

一方、2014 年の預金保険指令の改正によって、預金を受け入れる金融機関は、以下のい

ずれかに加盟することが義務づけられた。 

（a）法定された DGS 

（b）公式に DGS と認定される契約上の DGS 

（c）公式に DGS と認定される IPS 

このため、それまで IPS のみに加盟していた金融機関は、預金の受け入れを継続するた

めに、（a）の法定された DGS（ドイツにおいては EdB、EdÖ が該当）に新たに加盟する

か、既に加盟している IPS が公式に DGS と認定される必要が生じた39。そこで、ドイツの

IPS は、自らが（c）の「公式に DGS と認定される」ことを選択し、加盟金融機関が新た

に他の DGS に加盟する必要が生じないような措置を講じた。

既存の IPS が公式に DGS と認定される条件は指令 4 条 2 で「預金取扱金融機関と投資会

                                                   
38 預金保険指令の改正の概要については澤井・鬼頭（2015）を参照。
39 なお、ドイツにおいては、（b）の「公式に DGS と認定される契約上の DGS」に該当する制度は現状存

在しない。 
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社に係るプルーデンス要件に関する規則40113 条 7 の基準（criteria）規定を満たすこと」及

び「本指令の規定に従うこと」とされている。このため、公式に DGS と認定されるために

は、従来の破綻防止の機能に加え、加盟金融機関が破綻に至った場合の払い戻し機能（指

令 7 条などに規定）を新たに有する必要があり、資金調達の点でも指令 10 条に規定する事

前積立の預金保険基金を将来にわたって積み立てる必要が生じる。

ドイツの 2 つの IPS（DSGV と BVR）は、これらの条件をクリアし、2015 年 7 月 3 日か

ら公式に DGS と認定される IPS となったことをリリースしている。このうち、貯蓄銀行セ

クターの IPS である DSGV は、加盟金融機関の破綻時に、預金者が DSGV に対して 10 万

ユーロまでの請求権を有することになる旨を表明している41。また、協同組織金融機関セ

クターの IPS である BVR は、指令の要件を満たすために、1 預金者あたり 10 万ユーロを

限度に払い戻す機能を有する 100％子会社（BVR Institutssicherung GmbH）を設立し、BVR

自身は、従来と同じく IPS として破綻防止の役割を果たすとしている42。

 
Box1：預金取扱金融機関と投資会社に係るプルーデンス要件に関する規則 

同規則 113 条 7 では、金融機関のエクスポージャーのリスクウェイトに関連し、監督当

局（competent authority）が IPS として認める基準として以下の事項を挙げている。 

（a）対象金融機関が同一国内で設立されている 
（b）利用可能な状態である基金（fund）から加盟金融機関に必要な支援を行うことができ

るような取り決めが存在している 
（c）個別の加盟金融機関及び IPS 全体のリスク状況の全体的な概要（overview）を把握す

るため、リスクの監視（monitor）や分類（classification）を行う適切かつ統一性のある

システムを配置している 
（d）IPS が自らのリスクのレビューを行い、その結果が個別の加盟金融機関に伝えられて

いる 
（e）B/S、P/L などを含む連結ベースでのレポートを毎年（annually）作成している 
（f）加盟金融機関が IPS からの脱退を希望する場合、少なくとも 24 か月前に事前通知す

ることが義務づけられている 
（g）加盟金融機関間での不適切な自己資本の創出や自己資本の算定のための重複的な使用

（multiple gearing）が排除されている 
（h）同種（homogeneous）のリスクプロファイルを有する金融機関が IPS の加入資格

（membership）を有する 
（i）関連する監督当局により、（c）及び（d）に係るシステムの充足度合いが定期的に監

視（monitor）されており、認可を得ている 

                                                   
40 Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential 
requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012    
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1441776154410&uri=CELEX:32013R0575 
41 http://www.dsgv.de/en/savings-banks-finance-group/institutional_protection_scheme.html 
42 http://www.bvr.de/Press/Press_releases/Customer_deposits_held_with_cooperative_banks_still_fully_protected_ 
decision_taken_to_amend_BVR_protection_scheme_in_line_with_EU_directive 
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（２）リスクに応じた保険料率の導入 

改正前の預金保険指令は預金保険機関の資金調達に関する規定がなく、このため調達し

た財源（事前積立の場合は預金保険基金）をどのように使用するかについての規定も存在

しなかった。改正された指令では、10 条で加盟金融機関の保険料（contributions）による

事前積立方式の資金調達の原則が規定され、13 条では加盟金融機関が負担する保険料は付

保預金（covered deposits）の額と当該金融機関が負うリスクの程度（degree of risk）に基づ

くとされた。さらに、欧州銀行監督機構（European Banking Authority：EBA）が策定する

保険料の算定に関するガイドラインに沿い、リスクに応じた保険料率を導入する必要があ

る。

ドイツでは、預金保険機関によっては、2015 年までは定率の保険料率により加盟金融機

関から保険料を徴収している場合があり、2016 年以降はリスクに基づく可変保険料率を採

用する予定としている。ただし、保険料の算出方法がこれまで以上に複雑になり、事務負

荷が大きくなるという影響も懸念されているようである。

（３）付保預金の払い戻し期間の短縮への対応 

 指令の改正により、預金保険機関による付保預金の払い戻し期間は、それまでの 20 営業

日から 7 営業日へと短縮された。このため、ドイツに限らず、各国の預金保険機関は早期

の払い戻しに向けて体制の整備を行っているが、払い戻しのためには預金を合算して払い

戻し金額を算定しなければならないことから、将来の破綻に備えて預金者データを平時か

ら整備しておくことが重要になる。

ドイツでは、加盟金融機関から取得する預金者データ43を、複数の預金保険機関が同一

の専門業者にアウトソースしているケースや関連会社に委託しているケースなど、その状

況は一様ではない。ただし、いずれの場合も、預金保険機関自らが、加盟金融機関から提

出されたデータの検証を行っており、また、新たなシステム開発に取り組んでいるようで

ある。

なお、改正された預金保険指令では、クロスボーダーで活動する金融機関が破綻した際

に、本店所在地（ホーム国）と進出国（ホスト国）の預金保険機関が協力して払い戻しを

行う旨が規定されているが、ドイツでは、貯蓄銀行を含む公的銀行は地理的に営業地域が

限られており、協同組織金融機関もクロスボーダーでの活動は行っていない。そのため、

クロスボーダーでの払い戻しの課題について現実的に取り組むことになる預金保険機関は、

商業銀行セクターを対象とする法定スキームを運営するドイツ銀行協会（EdB）のみであ

ると考えられる。

 

                                                   
43 これらは SCV（Single Customer View）と総称される。 
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（４）預金保険基金の使用 

 改正された預金保険指令 11 条は、事前に積み立てた基金の使用について、金融機関が破

綻した場合に預金者に対する払い戻しのために使用することを第一とする（11 条 1）とし

ながらも、他に 2 つのケースを示している。

第 1 に、破綻処理当局が、ある金融機関に対して破綻処理の措置を取らない場合、一定

の条件を満たす場合に、当該金融機関の破綻防止のために基金を使用することが可能であ

る（11 条 3）。

本規定は代替手段（alternative measures）とされ、破綻前に行う破綻防止機能を規定して

いる点で、これまで主に IPS が果たしてきた機能を念頭においたものと想定されるが、規

定上は、この機能を IPS に限っていない。ただし、代替手段を使用する場合のコストは DGS

の任務を果たす（付保預金の払い戻し）ためのコストを上回ってはならない44とされてい

るため、破綻防止のために無制限に基金を使用することはできない。また、代替手段を使

用するにあたっては、その手段や条件について破綻処理当局及び監督当局の意見を聞く

（consult）こととされており、預金保険機関が単独で実施することはできない。

これをドイツにあてはめてみると、公式に DGS と認定される IPS となった 2 つの IPS

（DSGV と BVR の 100％子会社）は、今後、加盟金融機関の破綻防止の機能を果たすにあ

たって、これらの条件を勘案しなければならないことになる。一方、商業銀行セクターの

任意スキーム及びドイツ公的銀行協会（VÖB）が提供する公的銀行を対象とする任意スキ

ームは、ともに破綻防止の手段を有する45が、これらは公式に DGS と認定されておらず、

預金保険指令の対象になっていないため、破綻防止の機能を果たすにあたって、預金保険

指令の規定に拘束されることはない。

第 2 に、金融機関が通常の倒産手続き（normal insolvency proceedings）によって清算する
46場合に、預金者の付保預金へのアクセスを確保するために資産・負債の移転や預金の移

転47などのために基金を使用することが可能となっている（11 条 6）。ただし、この場合も、

そのコストが付保預金の払い戻しに要するコストを越えないことが条件となる。

本規定は、金融機関の法的清算において、預金保険機関が付保預金の払い戻しを行わな

い可能性を想定したものであるが、ドイツをはじめとした EU の預金保険機関が、金融機

関の法的清算にどのように関与して行くかはまだ明確でなく、各国の法制度などの状況も

踏まえて、今後も議論が続けられることになろう。

 

                                                   
44 11 条 3（d） 
45 なお、商業銀行及び公的銀行を対象とする法定スキームは破綻防止の機能を有していない。
46 破綻処理当局が、銀行再建・破綻処理指令（Bank Recovery and Resolution Directive：BRRD）に基づく

破綻処理を行わず、通常の倒産手続きにより破綻処理が行われる場合をさす。
47 規定上は、付保預金の移転だけでなく、非付保部分の預金の移転の可能性も排除されていない。 
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（５）破綻処理とのかかわり 

 預金保険指令の改正と時期を同じくして 2014 年 4 月に成立した銀行再建・破綻処理指令

（Bank Recovery and Resolution Directive：BRRD）に基づき、各国は金融機関の破綻処理の

ための破綻処理当局（RA）を特定し、預金保険基金とは別に破綻処理基金（Resolution fund）

を設立することとなった。ドイツでは金融市場安定化機構（FMSA）が破綻処理当局（RA）

となり、BRRD に基づく金融機関の破綻処理を行うが、預金保険制度に関しては、従来ど

おり複数のスキームを維持しながら、付保預金の払い戻し（法定スキーム）や加盟金融機

関の破綻防止のために資金援助を行う（IPS など）。

ただし、改正された預金保険指令は BRRD と明確に関連づけられており48、今後、金融

機関の破綻処理にあたって、預金保険機関が破綻処理当局と協力することは確実と言える。

具体的には、主に IPS が果たす破綻防止機能と破綻処理当局が選択する破綻処理ツールと

の関係や証券・保険業務を営む「ユニバーサルバンク」の破綻における投資者保護との関

係についての調整が必要になる可能性があると考えられる。

３. 今後の課題など 

ドイツの預金保険制度は、預金保険指令の改正（及び国内での新法の制定）によっても、

①銀行システムの構造上の特徴（3 つの柱）に対応した複数の預金保険機関、②法定スキ

ームと任意スキームの併存、③IPS の存在、という基本的な構造に大きな変化は見られな

い。これは、改正された預金保険指令が、加盟国に一定の裁量（discretion）を認め、複数

の預金保険機関や任意スキームの存在、さらには IPS を排除していないためであるが、ド

イツ政府当局が、自国の枠組みを大きく変更しないように改正交渉に臨み、結果的に成功

したことの表れとも言えよう。

しかし、このことは、ドイツの現状の預金保険制度に全く問題がなく、今後も、そのま

ま維持可能であり続けることを保証するものではない。

第 1 に、他の欧州諸国と比較して、ドイツの預金保険制度が複雑であることが将来的に

問題となる可能性がある。IPS を含む複数の預金保険制度が国内に存在していることにつ

いて、ドイツの複数の預金保険機関の当事者が「それぞれの制度が十分に機能しており、

預金者に混乱を与えることもなく問題は生じていない」と評価しているが、例えば、IPS

は破綻防止の機能を果たすことで、全ての預金を実質的に無制限に保護する制度ともいえ

るのに対し、商業銀行や公的銀行を対象とする法定スキームでは、保護の対象となる預金

は限定され、その範囲も 10 万ユーロが限度となる。

国際預金保険協会（IADI）のガイダンスペーパー「複数預金保険機関」（実効的な預金

保険制度に関する強化ガイダンス）では、このような制度の枠組みの違いは、結果として

金融機関間での競争条件の歪みをもたらし、規制逃れの裁定取引（regulatory arbitrage）や

                                                   
48 11 条 2 
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預金者の混乱を発生させる可能性もあるとし49、IMF もドイツの現状の預金保険制度に改

革の余地があると過去に指摘している50。

第 2 に、ドイツは EU 加盟国として、EU の政策の方向性と無関係ではいられないことで

ある。預金保険制度に関し、EU での銀行同盟51の議論や預金保険指令の改正に見られる方

向性は、域内の預金保険制度の調和や統合を図ろうとするものであり、ドイツの個別性・

特殊性を積極的に許容するものではない。

預金保険制度の調和や統合を巡っては、銀行同盟の議論の初期段階で EU 域内に単一の

預金保険制度を設立する構想があり、その後一時的に「棚上げ」状態になったが、2015 年

6 月に、EU の 5 機関の代表52 が単一預金保険制度（European Deposit Insurance Schemes：

EDIS） の開始（launch）を 2017 年 7 月までに合意すべきであるという提案53を改めて行

っている。

この提案に対し、ドイツの 2 つの IPS（DSGV と BVR）は、提案の公表直後に強い反対

を表明している54。その理由として、預金保険制度を EU 域内で共通化し、（外国を含む）

第三者のために基金を使用することは、預金保護に対する預金者の信頼を損ね、モラルハ

ザードをもたらすなど、金融システムの安定にむしろ逆行するものであり、各国に一定の

裁量を認めた預金保険指令の枠組みを超える政策はとるべきでないとしている。また、9

月には、ドイツ銀行業連合会（Die Deutsche Kreditwirtschaft）55も、同様の理由から EDIS

の必要性や効率性を否定するリリースを出している56。

しかしながら、EU を代表する複数の機関のトップが単一預金保険制度の実現を提案し

ているという事実は過小評価すべきでないと思われる。今後、EU において、単一預金保

険制度に関する議論が開始され、中長期的にこの構想が何らかの形で実現するようであれ

ば、ドイツの預金保険制度も変化を余儀なくされる可能性が出てこよう。

 

以 上 
                                                   
49 IADI のガイダンスペーパー（2015）は、一つの国・地域に複数の預金保険機関が存在することに関し

て、いくつかの課題を指摘している。
http://www.iadi.org/docs/IADI_Enhanced_Guidance_on_Multiple_Deposit_Insurance_Org_June_2015.pdf 
50 IMF,  Germany: 2013 Article IV Consultation , IMF Country Report No.13/255, p16. IMF,  Germany: 2012 
Article IV Consultation , IMF Country Report No. 12/161, p.15.
51 銀行同盟の設立は 2012 年 6 月の欧州首脳会議で合意され、「監督」「破綻処理」「預金保険制度」の 3
つを構成要素としている。
52 欧州委員会、ユーロ圏首脳会議、ユーログループ（ユーロ圏財務相会議）、欧州中央銀行及び欧州議会

の 5 機関。
53 http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_en.pdf 
提案では、各国の DGS に対する欧州レベルの再保険システム（re-insurance system）にも言及している。
54http://www.bvr.de/p.nsf/0/5A8F08BBCBA43577C1257E74004AE589/$file/mutualization-of-dips-eurozone.pdf 
http://www.dsgv.de/en/press/press-releases/150630_PR_deposit-guarantee-schemes_42.html 

55 連邦レベルの銀行業界の団体で、BVR、BdB、VÖB、DSGV、ドイツ・ファンドブリーフ銀行協会の 5
団体で構成。
56 http://www.die-deutsche-kreditwirtschaft.de/uploads/media/150911_DK_PM_Einlagensicherung_EN.pdf 
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中長期的な預金保険料率のあり方等について

平成 年 月 日

預金保険料率に関する検討会
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Ⅰ．はじめに

預金保険制度は、金融機関が預金保険料を預金保険機構（以下「機構」）に支払

い、金融機関が破綻した場合には、機構が一定額の保険金を支払うこと等により預

金者保護等を図り、金融システムの安定を維持する制度である。

保険金支払等のために積み立てる機構の責任準備金 は、いわゆる平成金融危機時

に金融機関の破綻が相次いだことから平成 年度に約 兆円の欠損となったが、

金融危機時に引き上げられた 預金保険料率 を維持してきたことから、平成 年度

には欠損を解消した（図表 ～ ）。機構では、これを契機に預金保険料率の中長期

的なあり方を検討するため、平成 年 月に機構理事長の私的諮問機関として「預

金保険料率に関する調査会」（以下「前回調査会」）を設置し、平成 年 月に最

終報告書「今後の預金保険料率のあり方等について」（以下「前回調査会報告書」）

を公表した 。

前回調査会報告書では、責任準備金残高に関し、当面早急に確保すべき短期的な

目標として「 兆円程度 」が提示された。平成 年 月の運営委員会では、こう

した議論を念頭に、当面 年間は、従前の預金保険料率（ ％＜実効料率ベー

ス、以下同様＞）を維持しつつも預金保険制度加入金融機関の破綻がなかった等一

定の条件を満たせば ％を返還するスキームが新たに導入され 、この方式の下

で平成 年度までに責任準備金残高「 兆円程度」を目指すこととなった。

                                                   
 責任準備金は、預金保険法（ 条）に基づき、保険金支払や資金援助等の同法（ 条の 第

号）に定める業務を行う費用を賄う準備金として積み立てられ、一般勘定で経理されている。

機構は、毎期、一般勘定に係る全ての収益（保険料収入等）と費用（資金援助事業費、一般管

理費等）の差額を責任準備金として積み立てる（責任準備金の役割や内容については後記 Ⅲ

１．を参照）。

預金保険料率は、平成 年度より、それ以前の から へ引き上げられている（平

成 年度から平成 年度は、この間設定された特別保険料の料率（ ％）を含む。平成

年度以降は、後述の保険料の一部返還方式を導入）。

預金保険料率は、預金保険法上、一般預金等（定額保護対象）にかかる料率と決済用預金（全

額保護対象）にかかる料率のそれぞれを運営委員会で決定のうえ、認可を受ける仕組みとなっ

ている。実務上は、実効料率（保険料全額の付保対象預金全額に対する料率）を先に設定した

うえで、一定の計算ルールに則り上記２つの料率を導き出し、これらを決定のうえ認可に付す

る手続としている（詳細は「参考」を参照）。

を参照。

北海道拓殖銀行の破綻時（平成 年度）の保険金支払コスト内の資金援助額約 兆円を参考

に、同行クラスの複数破綻にも余裕をもって対処できる規模として算出。

を参照。
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また、中長期的な責任準備金の積立目標についても、前回調査会ではいくつかの

選択肢が議論されており、これを踏まえた平成 年 月の運営委員会では、「かつ

て生じた欠損金とならない水準を目指して概ね 年程度を目途に積み立てること」

とし、具体的にはそれまでの積立状況や内外の諸状況を勘案しながら今後検討して

いくものとされた（詳細は後記 Ⅱ．を参照）。

こうした経緯の下、平成 年度末には平成 年 月の運営委員会で念頭に置か

れていた「当面 年間」が終わりを迎えること、また「 兆円程度」の短期的目標

の達成もほぼ確実な情勢にある ことから、機構では、前回調査会での議論も踏まえ

つつ、平成 年度以降の中長期的な預金保険料率のあり方について再検討するた

め、平成 年 月に「預金保険料率に関する検討会」（以下「本検討会」）を設置

した。本検討会は、預金保険料率に係る運営委員会における審議に資することを目

的に機構内に設置されたものであり、メンバーは別紙のとおりである。本報告書は、

本検討会の 回にわたる審議を踏まえ、その検討結果をとりまとめたものである。

Ⅱ．平成 年 月にかけての中長期的な積立目標についての議論の概要

預金保険料率については、預金保険法（ 条第 項、 条の 第 項）で、保

険金支払や資金援助等に要する費用の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡

するように定めることが求められており、預金保険制度の安定的な運営に当たって

は、責任準備金に関する何らかの目標規模を設定しておくことが適当と考えられ

る 。

前回調査会では、近時我が国が直面した最大の金融危機経験である平成金融危機

の際に責任準備金が枯渇した経験 に鑑み、今後の責任準備金のあり方を検討するに

あたっては過去の金融機関の破綻実績を踏まえることが重要であり、責任準備金を

                                                   
平成 年度末の責任準備金残高は、当該年度内に預金保険制度加入金融機関の破綻がなかっ

た場合 兆円程度となる見込み。

平成 年 月に （国際預金保険協会）により改訂された「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）」においても、事前積立を必須とし、目標規模の

設定やその定期的な見直しを求めている。

 責任準備金は、平成金融危機直前の平成 年度末に 億円であったが、前述のとおり、

平成 年度末に約 兆円の欠損となった。 
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過去の金融危機に対処できる規模まで積み立てることを中長期的な目標とするこ

とが適当とされた。

そのうえで、平成金融危機時の金融機関破綻に伴う責任準備金の毀損状況等を踏

まえ、 つの具体的な案 ── ①過去の最大欠損額である「 兆円程度」（平成

年度末の欠損額）、②欠損を回避するため必要であった「 兆円程度」（平成 年度

末の既往ピーク残高と平成 年度末の最大欠損額との差額）、③平成 ～ 年度の

保険金支払コスト 内の資金援助額である「 兆円程度 」── が提示された。

これを踏まえ、平成 年 月の運営委員会では、中長期的な責任準備金の目標

規模として、「基本的には、かつて生じた欠損金とならない水準を目指して、平成

年度から概ね 年程度を目途に積み立てることとし、その具体的な料率のあり

方等については、それまでの積立状況やその時点の内外の諸状況を勘案しつつ検討

を進める」ことが適当との共通理解に立ち、平成 年度末に上記②の「 兆円程度」

を目指すことについて一定のコンセンサスが得られている。

なお、前回調査会報告書において積立期間を「 年程度」としたことについては、

米国で預金保険基金の最低積立規模（ドッド＝フランク法に基づく推定付保預金残

高対比 ％）への回復までの期間を 年以内としている点等が考慮された。

Ⅲ．破綻処理における財源の基本的な考え方

１ 一般勘定の役割

中長期的な預金保険料率を検討していくうえで、預金取扱金融機関の破綻を念頭

に責任準備金が置かれている機構の一般勘定が担う役割をまず確認しておくと、一

般勘定は、預金保険制度の基本的な機能である、「決済用預金の全額保護および一

人あたり１千万円までの預金等の定額保護」を実現するための勘定であり、金融機

                                                   
保険金支払コストとは、保険金を支払うために必要な費用をいう。救済金融機関等に資金援助

を行う場合も、保険金支払コストまでは一般勘定から支出される。

｢ 兆円程度」との差額の約 兆円は、平成 ～ 年度の一般勘定の保険料収入に相当。
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関の破綻時に、その費用とそれに係る流動性負担等を担うこととなる。支払時に責

任準備金が不足する場合は、外部調達により対応することとなる 。

もっとも、金融機関の連鎖破綻が懸念される等、危機的な情勢が今後万が一発生

し、内閣総理大臣が法律の規定に基づき金融危機対応措置（預金保険法 条）が

必要と判断した場合には、一般勘定とは別の危機対応勘定を用いた措置が発動され

る。この勘定は預金の全額保護等の際に保険金支払コストを超える資金援助等を経

理するための勘定であり、そのコストは金融機関による事後負担（預金保険法

条第 項に基づく「負担金」の納付）で賄われるのが原則である。

具体的には、預金保険法（ 条）に基づき金融危機対応措置がとられる場合、

債務超過等ではない先に対しては、資本増強（第 号措置）で対応し、危機対応勘

定で経理する。債務超過等の先に対しては、預金等の全額保護（第 号措置）や一

時国有化（第 号措置）で対応し、保険金支払コストまでは一般勘定から支出され、

保険金支払コストを超える部分は危機対応勘定で経理する（図表 ） 。

このように、システミック・リスクが懸念されるような危機的な状況下では、一

般勘定にのみ対応が委ねられる訳ではなく、各種措置をケースに応じて適切に組み

合わせ、危機対応勘定も用いて対応することとなる。

因みに、平成金融危機 の際には、金融機関の破綻が相次ぐ中、金融機関自身の

収益や自己資本を用いて損失を処理するとともに、資本増強（現在の預金保険法

条 第 号措置に相当） 兆円 により 金融機関をサポートしたほか、一般勘

                                                   
責任準備金に不足が生じる場合には、内閣総理大臣および財務大臣の認可を受けたうえで、法

令で定められた借入限度額の範囲内で、外部調達（民間金融機関借入等、機構債発行、日本銀

行借入）により対応する。なお、日本銀行借入は、民間金融機関借入等および機構債発行を実

施するまでの一時的な資金繰りに対応するもの。

このほか、危機対応勘定で経理されるケースとしては、預金取扱金融機関だけでなく、保険会

社、一定の金融商品取引業者等も対象とした措置として、平成 年 月の預金保険法改正で

追加された「秩序ある処理」（ 条の ）がある。この場合、債務超過ではない先に対しては、

特別監視、流動性供給、信用補完、システム上重要な取引の圧縮、資本増強（特定第 号措置）

で対応し、債務超過等の先に対しては、機構が金融機関等の管理等を行い、システム上重要な

取引の分離とブリッジ金融機関等への事業譲渡、特定資金援助（特定第 号措置）で対応する。

ここでは、責任準備金残高が既往のピークであった平成 年度末から最大の欠損金となった平

成 年度末までとした。

資本増強は、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律により 先に約 兆円、金

融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律により 先に約 兆円実施した（一部

重複して投入）。平成 年 月末現在の未処分残額は両法合算で約 兆円。
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定による資金援助（定額保護に係る費用） 兆円、特例業務勘定 による資金援助

（現在の預金保険法 条 第 号措置に相当） 兆円が実施された。

２ 金融機関の健全経営を促進するための金融監督の強化等

前述のとおり、システミック・リスクが懸念されるような危機的な状況下では、

つの勘定を用いた各種措置を実施して対応することとなるが、日頃から金融機関

が健全経営を保持していくことがまずもって重要である。

平成金融危機以降、こうした考え方に立ち、平成 年度の早期是正措置の実施、

平成 年度の金融検査マニュアルの適用、平成 年度の早期警戒制度の導入等、

金融機関の健全経営を維持するための金融監督上の制度が種々導入されている。ま

た、国際金融規制でも、バーゼルⅡおよびⅢ等を通じて、自己資本比率規制の枠組

み強化が図られている。

この間、個別金融機関においても、健全経営を目指し、自主的に自己資本の充

実 や不良債権の処理 に努めるとともに、リスク管理手法の高度化や体制強化に取

り組んでいる。

以上のような各種の取組みもあり、我が国の金融システムは安定しているものと

考えられる。

                                                   
現行制度の危機対応勘定に相当。このうち、約 兆円が交付国債（公的資金）、約 兆円が

特別保険料（金融機関負担）により賄われた。

早期警戒制度が導入された平成 年度末と平成 年度末の自己資本比率（国際：国際統一基

準行、国内：国内基準行）をみると、主要行等（国際・国内合算ベース： ％→国際： ％、

国内： ％）、地方銀行（国際： ％→ ％、国内： ％→ ％）、第二地方銀

行（国内： ％→ ％）、信用金庫（ ％→ ％）、信用組合（ ％→ ％）

と全業態で上昇。

平成 年度末と平成 年度末の不良債権比率（金融再生法開示債権ベース）をみると、主要

行（ ％→ ％）、地方銀行（ ％→ ％）、第二地方銀行（ ％→ ％）、信用金庫（ ％

→ ％）、信用組合（ ％→ ％）と全業態で低下。
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Ⅳ．責任準備金の目標水準および積立期間の考え方

１ 考慮すべき事項と検討の視点

責任準備金の積立目標を定める際には、 責任準備金の積立目標水準をどの程

度とすべきか、 その目標水準をどの程度の期間で達成すべきか、の 点につい

て検討する必要がある。以下では、これら 点について検討する際の視点を一覧す

る。

（ ）積立目標額の見積方法

まず、一般勘定が負担するであろう将来費用（すなわち将来発生する保険金支

払コスト合計額）を見積もる必要があり、そのためには、どの程度の数と規模の

金融機関が破綻すると想定するのか、その際、破綻処理のために一般勘定から支

出する費用（資金援助等）の破綻先の総負債に対する比率（以下「対負債一般勘

定支出率」）はどの程度になると想定するのか、が重要となる。

ひとつの方法として、必要な事項について確率分布等を推定ないし仮定したう

えで、金融機関の破綻状況とそれに伴う一般勘定上の費用を推計できる一定の統

計モデルを構築し、これを用いて将来的な費用を見積もる方法（「統計モデルによ

る推計」）が考えられる。

また、破綻発生の態様についていくつかの具体的なシナリオを置いて、その際

の費用を見積もるという方法（「シナリオ分析」）も有り得る。

いずれの方法でも、ある程度現在の状況を踏まえて将来の負担を予想し得る点

がメリットではあるが、破綻金融機関の対負債一般勘定支出率をどうみるか、あ

るいは破綻の集中度合についてどの程度厳しい想定を置くか等によって一般勘定

の費用負担の見積額が大きく変動することになる。システミック・リスクが顕現

化し、大規模な連鎖破綻が起こるような事態も想定すべきであるとすれば、当然

に見積額も巨額となるが、一般に、今後起こり得る金融危機の状況を事前に見通

すことは容易ではない。

上記の２つの方法にはこうした難しさもあることから、推定や仮定に基づくモ

デル値とは別に、金融危機時に実際に発生した費用の累計等の過去の実績から、

金融危機時においても欠損を回避し得る責任準備金残高目標を導き出すという考
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え方もある（「過去実績方式」）。実際に金融危機を経験したことのある国ではそう

した手法をとることができる。但し、これはあくまでも過去の実績であり、現在

の監督制度や金融機関の状況を踏まえて将来を見通したものではない点に留意す

る必要がある。

また、何らかの形で見積もった費用の一定部分は破綻発生後に借入等の外部調

達で対応するケースもある。

預金保険料率によるプロ・シクリカリティ を回避する観点からは、景気動向

や金融危機の有無にかかわらず料率を中長期的に一定に保つことが重要となる。

この観点からすれば、連鎖破綻発生時に責任準備金が払底し預金保険料率の引上

げに繋がることを避けるため、できるだけ事前積立で対応すべきであると考えら

れる 。

一方で、前述のとおり、金融危機発生シナリオ（システミック・リスク要因）

を幅広く織り込む等、極端なケースにも対応しようとすればするほど、結果的に

費用見積が増加するが、これを全て事前に積み立てようとすると、金融業の収益

力対比でみた預金保険料率が過剰に高くなり、その結果自己資本の構築・充実、

ひいては金融仲介機能の発揮が阻害されかねない等の悪影響が生じる可能性が出

てくる。

事前積立の目標水準設定にあたっては、プロ・シクリカリティの回避と自己資

本充実の要請等のバランスをとっていくことが求められる。

                                                   
大きな金融危機が発生する度に預金保険制度に資金不足が生じ、これを穴埋めするため、金融

危機の最中に預金保険料率を引き上げる（危機が収束すればまた引き下げる）場合、経済動向

や金融機関の経営にストレスが掛かっている局面でより多額の保険料を求めることとなり、金

融機関の経営の更なる悪化や金融仲介機能の低下を招いて、結果的に危機を増幅させることと

なりかねない。このように、ある制度が景気循環の山谷を結果的に増幅させてしまうことをプ

ロ・シクリカリティという。

事後負担であっても、借入手段が確実に用意されており、かつ比較的短期間に返済可能な規模

に止まるのであれば、料率を変動させる必要性は少なく、プロ・シクリカリティの回避と矛盾

しない可能性はある。ただ、実際には、将来生じる費用を正確に予測することは困難であり、

プロ・シクリカリティの回避を重視すれば、責任準備金が枯渇しないように、準備金残高を高

めに持つ決定が下されやすいと考えられる。
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（ ）積立期間

事前積立分（すなわち責任準備金の目標水準）の適正な規模が明らかとなった

段階で、次に何年間かけてこれを積み立てるのが適正なのかが検討事項となる。

この点に関しては、預金保険制度への信頼感を確保していく観点からは、でき

るだけ早期に積み立てることが望ましいが、一方、金融機関の自己資本の充実、

金融仲介機能の発揮の観点からは、預金保険料が金融機関の収益力に与える影響

への配慮も必要と考えられる。制度への内外からの信認を確保する観点から、諸

外国の例を参考とすることも考えられる。

２ 海外における事例を踏まえた考察

上記各視点からみて、海外の預金保険制度がどのようになっているのかをみてお

くことも必要と思われる。以下、代表的な例を概観する。

（ ）米国の事例

米国は、 年から現在に至るまで 回の金融危機を経験している。それらの

際の経験も踏まえ、 （連邦預金保険公社）はプロ・シクリカリティを回避し、

預金保険料率を長期に渡り安定的に維持することを重視している。具体的には、

まず 年～ 年の間一定の預金保険料率を適用することを前提に金融危機

時にも預金保険基金残高をプラスで維持するために必要であった預金保険料率を

試算し、そのうえで、当該料率を適用した場合の危機直前の基金残高試算値を参

考に、推定付保預金残高対比 ％を基金の中長期的な事前積立の目標水準として

設定している 。目標水準の到達時期よりも、安定的な預金保険料率の維持に主

眼が置かれている結果、目標水準に達するための年限については特に定められて

はいないとの特徴がある 。

                                                   
前述のとおり、これとは別に、法令（ドッド＝フランク法）上、 年 月までに推定付保預

金残高対比 ％の基金を保持することが義務付けられている。

を参照。
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（ ）カナダの事例

カナダは、統計モデルによる推計を採用しており、金融機関の信用リスクモデ

ルを構築し、ある信頼水準の下で基金に発生すると見込まれる損失額を試算して

いる。そのうえで、当該損失額の全てを事前積立で対応することはせず、一定額

は（破綻が発生した後で）基金が借入することを前提に、将来の借入負担が過大

とならないよう事前の積立目標額を定めている。その積立期間は、 年以内と一

定の目安が示されているが、 ～ 年毎に積立目標水準等を見直すこととされてい

る 。

（ ） の事例

年 月の預金保険指令 の改正では、預金保険基金の積立状況等、加盟国

毎に事情が異なる 中、付保預金残高対比 ％を事前積立の目標水準 とするこ

と、積立期間は今後 年間（ 年まで）とすることが定められた。本預金保

険指令の改正にあたり、当初は、欧州委員会が 年に影響評価を実施し 、

域内の大規模破綻に備えた基金規模の設定も検討されていたが、最終的には金融

機関収益への影響等も勘案し、本内容で決着した。

なお、欧州委員会は、 年後に目標水準の妥当性を点検することとされている。

３．小括

このように、各国はそれぞれ、自国が過去に直面した金融危機時の経験や将来損

失を推計するためのデータの整備状況、準備金の現状、借入制度の有無やその余力、

金融機関の収益力との対比等、様々なファクターを総合的に勘案し、一定の合理性、

説明力を確保しつつ、それぞれの事情に応じた目標水準や期間の設定方法を選択し

ているように窺われる。責任準備金の目標水準や期間に関し、「グローバルに確立

                                                   
を参照。

を参照。

域内各国の預金保険制度は、その機能や現時点の基金水準等において区々である。

この他に、破綻処理時の流動性供給等を担う破綻処理基金として、付保預金残高対比 ％を

今後 年間で積み立てることとされている（ 単一破綻処理メカニズム）。

を参照。
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された統一的な考え方」といったものは存在せず、各々の考慮項目について必ずし

も明確な評価がある訳ではない。各国固有の実情を踏まえつつ、全体としてのバラ

ンスが取れた設計を行うことが肝要と考えられる。

また、預金保険基金を、システミック・リスクの顕現等のあらゆる事態に対応で

きるような水準にまで事前に積み立てることは海外でも想定されていないほか、将

来の金融経済情勢や規制が変化し得ることを踏まえ、定期的な見直しを前提として

いるケースが多いとみられる。

預金者保護のためには、一義的には個々の金融機関が自己資本の充実等の健全経

営に取り組むことが引き続き重要であるが、たとえこれを尽くしていても金融経済

情勢に予期せぬ事態が発生し、結果的に複数先が経営困難に陥ることがあり得る。

預金保険制度は、こうした事態が生じた際にも預金者保護に万全を期すために創設

されたものであり、「金融機関による健全経営の努力」と「預金保険制度の適切な

整備・充実」は、金融システム安定のための車の両輪と考えられる。グローバルに

みても、バーゼルⅢ等の自己資本比率規制が強化され、自己資本の積み上げをはじ

めとする個別金融機関による健全性強化の取組みが進む中で、預金保険基金の充実

の動きもあわせて継続されている。

Ⅴ．責任準備金の目標水準および積立期間の評価

以上の考え方に基づいて、 年前の運営委員会で一定のコンセンサスを得た「平

成 年度末に責任準備金が 兆円程度になるように積み立てを行っていく」こと

を当面の積立目標とすることが妥当であるかについてあらためて検討する。

１ 目標水準について

平成 年度末までに「 兆円程度」を積み立てていくとの目標設定は、上記 Ⅱ．

のとおり、「近時我が国が直面した最大の金融危機経験である平成金融危機レベル

のリスクが再度顕現化し、費用が一般勘定に発生した場合でも、なお責任準備金が

払底しないだけの積み立てを事前に行って備える」との考え方が元になっている。

過去の金融危機時の実績に基づいて目標を定めるものであり、上記 Ⅳ でみたとお

り、目標水準の設定方法の一つとして一定の合理性が認められる。
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また、上記 Ⅲ ２ のとおり、平成金融危機以降、金融監督行政および自己資本

比率規制の枠組みの強化、金融機関による自主的な自己資本の充実や不良債権の処

理、リスク管理手法の高度化や体制強化が図られており、現時点の金融機関の破綻

発生の蓋然性や破綻発生時の対負債一般勘定支出率は、一般的には平成金融危機時

よりも低下しているもの と推測できる。こうした点を踏まえると、「 兆円程度」

の責任準備金は妥当な水準と考えられる。

因みに、「 兆円程度」の責任準備金が現在の金融機関の規模の下でどの程度の破

綻集中に耐えられるかをみるため、平成金融危機時における対負債一般勘定支出率

が現在もなお当てはまると仮定し、現時点で存在する金融機関がどの程度の規模で

破綻すると「 兆円程度」に達するのかについても機械的に試算してみた。この結

果、各業態の平均的な規模の金融機関が相当数破綻したとしても、「 兆円程度」の

責任準備金で対応が可能な姿となっている 。また、金融機関が実施しているリス

ク量分析の手法を活用し、統計的手法を用いて一般勘定に生じ得る費用の推計も行

ってみたが、信用・株式・金利の各リスクカテゴリーにおいて相当程度のリスク量

が同時かつ全預金保険制度加入金融機関で一斉に顕現化するとの強いストレス状

況を仮定した場合でも、「 兆円程度」の責任準備金で耐え得るとの試算結果 が得

られている 。

                                                   
平成金融危機時においても、そのピーク時から終息期に掛けて対負債一般勘定支出率は低下傾

向がみられていた。

例えば、平均的な規模の地域金融機関を想定してみると、数十先の保険金支払コストをカバー

できる水準に相当する。

この試算では、各金融機関のリスク・プロファイルを反映した損失発生のタイミングの違いを

考慮しておらず、全金融機関のリスク量が一斉に顕現化すると想定しているほか、各カテゴリ

ーのリスク量が同時に、かつ通常みられるような各カテゴリー間のリスク減殺（リスク分散効

果）なく顕現化すると仮定しており、損失発生の集中度をかなり高めに想定したものとなって

いる。本件試算では、一部の推計にあたり日本銀行の協力を得た。

 上記 Ⅲ.２.のとおり、平成金融危機以降、金融監督行政や自己資本比率規制の枠組みの強化に

加え、個別金融機関の健全経営に向けた自主的な努力により、破綻発生時の対負債一般勘定支

出率は、平成金融危機時に比し低下しているものと推測できるが、両試算結果はその効果を織

り込まない前提で算出されたものである。 
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２ 海外の目標水準との比較

（ ）米国との比較

我が国でも米国と同様の考え方に基づき、責任準備金が常にプラスを維持する

ための事前積立の目標水準（米国では推定付保預金残高対比 ％）を試算すると、

金融危機時以降に預金保険制度へ加入した金融機関が設立時あるいは預金保険制

度創設時から預金保険制度に加入していたと想定した場合、推定付保預金残高対

比 ％となる 。 兆円は足許（平成 年 月末）の推定付保預金残高対比 ％

に相当することから、「 兆円程度」の水準は試算値とほぼ同水準と評価できる。

なお、前述のとおり、米国は ％の積立を実現する目標時期を定めておらず、

年（平成 年）頃に達成できるとの見通しを公表している 。

（ ） との比較

預金保険基金の積立目標として、今後 年間（ 年まで）で、付保預金残

高対比 ％を積み立てることを定めており、我が国の 兆円（平成 年 月末

の付保預金残高対比 ％）とほぼ同水準となる。なお、預金保険指令は、 加

盟国が欧州委員会の承認を得て、目標水準を ％まで引き下げることを許容し

ている。

３ 小括

このように、当面の積立目標として「平成 年度末までに 兆円程度を目指す」

との考え方は、我が国の実情を踏まえた全体としてバランスの取れたものであり、

海外との比較でも遜色ないと評価することが可能である。

また、仮に万が一「 兆円程度」の規模を超えるような事態が起こったとしても、

上記 Ⅲ のとおり、我が国では平成金融危機の経験も踏まえ、システミック・リス

                                                   
金融機関の預金保険制度加入時期について上記の想定を置かない場合は、推定付保預金残高対

比 ％となる。因みに推定付保預金の残高は平成 年 月末で約 兆円。 
 を参照。 
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ク に対処できるような各種フレームワークが整備されている。具体的には、一時

的な資金不足が生じた場合には、前述のとおり、一般勘定において迅速な外部調達

が可能となるような体制が整備されているほか、一般勘定にのみ対応が委ねられる

訳ではなく、預金保険法（ 条）に基づく金融危機対応措置や同法（ 条の ）

に基づく「秩序ある処理」における危機対応勘定の使用等、平成金融危機時同様、

各種セーフティネットの枠組み全体で対応することになる。こうしたセーフティネ

ットの充実もあわせたうえで、我が国の金融システムのリスクへの対応力を評価す

べきと考える。

Ⅵ．適用料率の定め方 

１ 基本的な考え方

上記 Ⅴ の評価を踏まえ、「平成 年度末に責任準備金が 兆円程度になるよう

に積み立てを行っていく」ことを当面の積立目標とし、金融システム安定のための

中核的な仕組みである預金保険制度を強固なものとして維持する観点から、これを

確実に達成していくことが妥当である。このため、適用する預金保険料率について

は、この目標を確実に達成できる水準に定めることとし、具体的には、 ％から

％の間で設定することが適当であると考えられる 。その場合、現行の預金保

険料の一部返還方式は当面利用する必要がないと考えられる。

２ 環境変化等を踏まえた点検の枠組み

今回設定する積立目標に対する毎年の積立状況については、運営委員会でモニタ

リングすることが適当である。

                                                   
システミック・リスクとしては、個別金融機関の破綻が重なるだけでなく、預金流出や流動性

枯渇等により金融機関の破綻が連鎖し、金融の機能不全が実体経済との間で負のスパイラルを

発生させるような事態まで想定し得る。

保険料を定めるにあたっては、金融機関の収益に過大な負担とならないよう点検する必要があ

るが、料率を ％から ％の間まで引き下げた場合、実質業務純益に対する保険料の比

率は、預金保険制度加入金融機関全体で ％台から ％～ ％台へと低下する（平成 年度ベ

ース）。
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また、今回設定する積立目標は、現時点での評価に基づく当面の目標であり、積

立期間が長期であることを考慮すると、預金保険制度を巡る環境変化等を踏まえた

点検を積立期間中に行うことが適切と考えられる。具体的には、付保対象預金の実

際の伸びや預金保険制度等を巡る国際的な動向 、破綻発生の状況、金融経済情勢

等を踏まえ、適用料率や、目標水準およびその定め方 、達成時期について、必要

に応じ点検することが適当である。

Ⅶ．今後の課題等に関する意見

本検討会の主目的である中長期的な預金保険料率および責任準備金について

結論を得るための議論のほか、関連する論点として、以下のような点について、

今後の課題として指摘する意見があった。

１ 責任準備金の運用について

今後、責任準備金の積み立てがさらに進んでいく場合、システミック・リスク顕

現時に有担保コール市場や国債市場等で資金化が求められる可能性もある中、安全

性と流動性を重視しつつ、円滑な資金化を念頭に期間リスクに配慮したポートフォ

リオ構成とする等、運用のあり方に一層工夫する必要があるとの意見が示された。

２ 可変保険料率について

本検討会は、中長期的な預金保険料率および責任準備金について結論を得ること

が主目的であり、可変保険料率について特定の結論を得るための議論は行っていな

                                                   
例えば、金融安定理事会（ ）は、グローバルなシステム上重要な銀行（ ）について、

その重要な経済機能の継続を確保する一方、納税者の負担によらずに破綻処理を行えるための

枠組み整備を進めている（ 年 月公表「金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な

特性」・ 年 月公表「グローバルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸収力の充実」

＜市中協議文書＞等）。

諸外国では、目標水準を預金保険基金の絶対額ではなく、付保預金残高に対する基金残高の比

率等で定めるケースが多い。市場規模が変動することを考慮すると、こうした目標の定め方も

将来の点検にあたり検討に値するとの意見が多くみられた（その際、上記 Ⅴ ２ の米国と

の比較において、推定付保預金に対する目標水準の比率は我が国の 兆円の方が若干低いこと

も考慮すべきとの意見もあった）。
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いが、導入に慎重な意見、「検討は早めに進めるべき」とか「一定の目標規模を達

成した時点で検討すべき課題と考えられる」との意見、「国際的な規制の導入等を

踏まえた検討が必要である」といった意見が示された 。

Ⅷ．おわりに 

預金保険料率については、例年 3 月に開催される機構の運営委員会で審議の上、

預金保険法の規定に基づき、変更する場合にはその議決を経て、内閣総理大臣（金

融庁長官に法定委任）および財務大臣の認可を受けることとされている。 

本検討会としては、今回の検討が預金保険料率に関する運営委員会の審議に資す

ることを期待している。 

以上 

                                                   
因みに海外の動向をみると、可変保険料率の導入が進みつつある。米国、カナダ、韓国等では、

既に可変保険料率を導入している。 のサーベイ（ 年末）によれば、回答のあった

預金保険機関（ 機関）の約 が可変保険料率を導入している。また、最近の動きとしては、

において預金保険指令（ 年 月）に基づき、同年 月に （欧州銀行監督機構）か

ら具体的手法に関するガイドライン案が出され、域内全域において 年 月までに可変保

険料率の導入が求められている。このほか中国でも預金保険制度創設に向けて、 年 月

に預金保険条例案が公表されており、可変保険料率の導入が検討されている。
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（図表１）

預金保険機構の財政状況等

（億円）

年度 保険料収入
資金援助

（金銭贈与）

責任準備金等

（年度末）
被保険預金

平成元年 ―

―

―

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

― ▲

― ▲

― ▲

― ▲

― ▲

▲

― ▲

―

―

―

（注）

・単位未満切捨て。

・資金援助額の各年度の計上は、資金援助実施日ベース（なお、金銭贈与額は、事後の減額等措置

分について当初実施日の金額を修正して計上 。

・平成 年度の計数は勘定間収支を除く、一般勘定、一般金融機関特別勘定及び信用協同組合特別

勘定の合計。平成 年度から平成 年度までの計数は勘定間収支を除く、一般勘定及び特例業

務勘定の合計。

・被保険預金は、総預金から預保法施行令 条及び 条の の各号の預金等を控除した預金額（平成

年度分より、預保法第 条の に基づく特定決済債務を加算した額）。平成 年度分より末残

から平残に移行。
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（図表２）

預金保険料率の推移

預金保険料率 実効料率（注 ）

昭和 年（制度発足時）～ ％ ％

年度～ ％ ％

年度～ ％ ％

平成 年度～ ％

％

年度
特定預金（注 ） その他預金等（注 ）

％ ％

年度 ％ ％

年度～
決済用預金（注 ） 一般預金等（注 ）

％ ％

年度 ％ ％

年度～ ％ ％

年度 ％ ％

年度 ％ ％

年度～ ％ ％

年度～（注 ）
％

％

％

％

％

％

年度（注 ）
％

％

％

％

％

％

（注１）「特定預金」は、当座預金、普通預金及び別段預金、「その他預金等」は、特定預金以外
の定期性預金等。

（注２）「決済用預金」、「一般預金等」は、平成 年度まで、それぞれ「特定預金」、「その
他預金等」と同じ（ただし、平成 年度は特定決済債務（預保法第 条の 第 項）を含
む）。平成 年度以降は、「決済用預金」は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供
できること」の 要件を満たす預金及び特定決済債務、「一般預金等」が決済用預金以外の
定期性預金等。

（注３）平成 年度～平成 年度は、この間設定された特別保険料（預保法附則第 条第 項）
の料率（ ％）を含む。また、平成 年度は「特定預金」と「その他預金等」とを、平
成 年度以降は「決済用預金」と「一般預金等」とを、加重平均したもの。

（注４）平成 年度・平成 年度は、同年度において、保険事故の発生、管理を命ずる処分又は
預保法第 条第 項第 号若しくは第 号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理
大臣の認定がなかったため、保険料の一部が返還された 返還後の預金保険料率及び実効料
率は括弧内 。

（注５）平成 年度は、同年度において、保険事故の発生、管理を命ずる処分又は預保法第
条第 項第 号若しくは第 号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定が
なかった場合には、保険料の一部が返還される 返還後の預金保険料率及び実効料率は括弧
内 。
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（

（図表３） 
 
 

金融機関の破綻への対応 
定額保護のケースと預保法 条の関係

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 法令の規定に基づき、内閣総理大臣が認めたときに金融危機対応会議の議を経て 
各措置が行われる。

※ 一般勘定の役割についての詳細はⅢ． ．参照。

危
機
対
応
勘
定

 

一般勘定※

（保険金支払コスト内を負担）

資本増強 
預保法 102 条 
第 1 号措置 

預金等全額保護 
預保法 102 条 
第 2 号措置 

一時国有化 
預保法 102 条 
第 3 号措置 

預金定額保護 
預保法 54 条第 2 項 

54 条の 2 第 1 項 

金
融
危
機
対
応
会
議 

※
１ 

金融危機対応措置

過少資本 
（資産超過） 

債務超過等 
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（参考）

決済用預金・一般預金等の保険料率の算定について

決済用預金と一般預金等にかかる保険料率の算出方法について

○ 預金保険料は前事業年度の預金保険制度の対象預金等の残高（営業日平残）

に保険料率を乗じて算出される（預保法第 条および第 条の ）が、ある

年度の保険料率を決定する際は、実効料率ベースでの料率（％単位、小数点

下３桁）をまず議論し、先にこれを設定したうえで、そこから預保法上の保

険料率概念である「決済用預金（全額保護対象）に係る料率」と「一般預金

等（定額保護対象）に係る料率」を計算により導出する取り扱いとしている。

○ 具体的には、決済用預金と一般預金等では保護範囲が異なるため料率につ

いても格差を設けることが適当（決済用預金に係る料率が一般預金等に係る

料率を上回ることが適当）との金融審議会答申（下記参照）を踏まえ、「付保

預金 円当たりに換算した際の預金保険料が決済用預金と一般預金等で均一

になること」を前提に（ ）のとおり導き出すこととしている。

▽金融審議会答申（平成 年 月）

「決済用預金」の全額保護は安全な決済手段を提供するものとして高い公共性を有

する措置であるとはいえ、安全な決済サービスを直接享受するのは預金者であること

に鑑みれば、「決済用預金」の全額保護のための財源は、預金保険料とすることが適

当である。その料率については、全額保護であること等を踏まえ、その他の預金に係

る料率と格差を設けることが適当である。

（中略）また、「決済用預金」に対する預金保険料をその他の預金よりも高く設定

することで、金融機関が金利の付かない無コストの資金を集めることに対する抑制と

なりえ、同時に金融機関の適切な原価計算に基づいて預金者に適正な転嫁（手数料の

徴収等）がなされることとなれば、預金者のモラル・ハザード防止につながると考え

られる。
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具体的な計算方法

○ 以上を踏まえ、決済用預金の料率＝（Ａ）、一般預金等の料率＝（Ｂ）、予

め定める実効料率＝（Ｃ）とし、以下の２式が成り立つような（Ａ）（Ｂ）を

求めることとしている。

決済用預金残高 × (Ａ) + 一般預金等残高 × (Ｂ) = 付保対象預金残高合計 × (Ｃ)

決済用預金残高 × (Ａ)
決済用預金残高

= 一般預金等残高 × (Ｂ)
一般預金等の保護対象部分（推定値）
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預金保険研究に関するご意見ご照会等は、預金保険機構調査部調査分析課
(03-3212-6235)までお寄せください。

 

 

２０１５年１２月 

編集・発行 預金保険機構 

〒１００－０００６ 

東京都千代田区有楽町１－１２－１ 

新有楽町ビルヂング内 

電話 ０３（３２１２）６０３０（代表） 

FAX ０３（３２１２）６０８５  

HP    http://www.dic.go.jp 

135




