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2011 年 4 月 

＜仮訳＞ 

 

実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則（コア・プリンシプル） 
準拠状況評価のための方法 

 
序文 

 

2008 年 7 月、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）及び国際預金保険協会（IADI）は、IADI

が作成した「実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則」（2008 年 2 月）（コア・プ

リンシプル）を元に、国際的に合意された預金保険のためのコアとなる諸原則を策定する

ために協力することを決定した1。BCBS のクロスボーダー銀行破綻処理グループ（CBRG）

と IADI のガイダンス・グループの代表によって構成される共同作業グループが設置され、

コア・プリンシプルを策定し、BCBS 及び IADI に検討及び承認のために提出されることと

なった。「実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則」と題する諮問文書が 2009 年 3

月に完成し、2009 年 6 月に国際社会によって承認された。諮問文書は 18 のコア・プリン

シプルを提示して、それぞれの原則について、補足説明と手引きを付け加えている。付随

する「前提条件」は主に、実効的な預金保険制度を支えるために必要な外的要因について

述べている。 

 

コア・プリンシプルは、各国の多様な事情、制度及び構造を反映し、それらに適応できる

ように設計されている。コア・プリンシプルは、実効的な預金保険業務のための自発的な

枠組みを目指している。各国当局は、実効的な預金保険制度を自国に構築するために必要

と認める補完的措置を自由に導入することができる。コア・プリンシプルは、それぞれの

預金保険制度のすべてのニーズや状況を対象としているわけではなく、また、ある特定の

預金保険の形態を規定しているわけでもない。むしろ、各国固有の事情は、公共政策の目

的及び預金保険制度の責務を達成するための既存の法律や権限との関連において考慮され

る必要がある。 

 

コア・プリンシプルへの準拠状況についての評価は、預金制度の導入や見直し、積極的な

改革を行いつつある国々にとっては、役に立つ手段になる。包括的で信頼性が高く、かつ

実際の措置に注目した評価とするためには、預金保険制度及びそれを支えるセーフティネ

ット機能との関連性に焦点を合わせる必要がある。広義のセーフティネット機能（すなわ

                                                  
1 IADI は 2002 年に設立され、ガイダンス及び国際協力の促進によって預金保険の実効性の強化に貢献す

ることを使命としている。IADI コア・プリンシプルは、預金保険制度の導入や改革を検討している国のた

めに策定された。 
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ち前提条件）の評価の大部分は、預金保険者の管轄外の事である。しかし、預金保険者が

責務を遂行する上で直接影響してくることがある。預金保険制度の評価は、既存の預金保

険者の長所と短所を明らかにし、各国預金保険制度の構造、制度、法律の特徴を考慮にい

れて、預金保険者及び政策立案者（政府当局又は、主に民間制度の場合は加盟銀行など）

による改善策の元となるべきものである。広義のセーフティネットの検証については、例

えば、 近の金融セクター評価レポート（FSAPs）等の外部報告書によるか、又は必要な

経験や技量を持つメンバーを評価チームに加える必要があるだろう。必要なレポートが入

手できない場合、前提条件の完全な検証のためには情報が不十分であることを評価の中で

述べる必要がある。 

 

以下の「メソドロジー」は、BCBS、IADI、欧州預金保険フォーラム（EFDI）、欧州委員

会（EC）、国際通貨基金（IMF）及び世界銀行（世銀）からの代表者の共同作業により策定

された。この導入部の残りの部分では、メソドロジーの使用、準拠状況評価、評価を実施

する上で配慮すべき点について述べる。その次の節では、各国の前提条件の評価に焦点を

合わせる。 後の節では、コア・プリンシプルへの準拠状況評価における詳細な基準を記

載している。 

 

メソドロジーの使用 

 

メソドロジーは、いくつかの使い方がある。すなわち、①預金保険者による自己評価、②IMF

や世銀による、例えば FSAP における預金保険制度の質の評価、③コンサルティング会社

等民間の第三者による検討、④ピアレビュー、例えば、IADI 地域委員会内におけるもの、

である。IADI は、BCBS と協力して、積極的にコア・プリンシプルの解釈を示し、研修を

行うとともに、評価プロセスにおいては、規範と優れた事例を普及する。 

 

実施するのが預金保険者（自己評価）であろうと外部の第三者であろうと、コア・プリン

シプルへの準拠状況を完全に客観的に評価するためには、評価プロセスに様々な視点をも

たらすような構成の専門家達によってなされる必要がある。評価者は、預金保険制度にお

ける業務経験を有する個人等の適切な専門家によって構成されていることが重要である。

預金保険制度の評価が公正に行われるためには、すべての関連当局の真の協力も必要であ

る。18 のコア・プリンシプルのそれぞれを評価するプロセスにおいては、多くの要素の重

要性を判断する必要があり、それは、関連した実務経験を有する適格な評価者のみができ

ることである。コア・プリンシプルへの準拠状況の解釈を行うのに必要とされる法律、会

計の専門知識は、当該国の立法及び会計の構造に関連づけてこれらの法律、会計の解釈を

行えるものでなければならない。評価は、包括的かつ、基準が単に理論上ではなく、実際

上満たされているかどうかの判断を可能にする十分深みのあるものでなければならない。
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同様に、法律や規則は、十分な適用範囲と内容があることが必要である。さらに、規制当

局並びに監督当局及び預金保険者側も、これらの法令を実効的に施行し、準拠していなけ

ればならない。 後に、コア・プリンシプルへの準拠状況評価は、FSAPS のような同様の

分野における 近の実例を踏まえることとする。 

 

メソドロジーで使われている重要な用語の定義 

 

このメソドロジーでは「預金保険者」という語が、預金保険、預金保証又は同様の預金保

護措置を提供する責務を負う特定の法人を指して使われている。一部の国では、この機能

は他の金融セーフティネット構成機関に与えられている。「預金保険制度」という語は、預

金保険者のみならず、預金保険機能及び破綻処理プロセスを支える金融システムセーフテ

ィネット構成機関と預金保険者との関係を指す。「金融システムセーフティネット」は、プ

ルデンシャル規制及び監督、破綻処理権限、 後の貸手、預金保険の各機能を含むと定義

されている。多くの国では政府の一部門（通常、大蔵省や財務省）が金融セクターの政策

を担っており、金融システムセーフティネットに含まれている。 

 

預金保険制度における公共政策の目的とは、この制度が達成すべき目的又は目標を指す。

預金保険者の権能とは、一連の公式な指示によって明らかにされている役割及び責務を指

す。すべての預金保険者に適合する単一又は一連の権能は存在しない。預金保険者に権能

を与える場合、各国固有の事情を考慮にいれなければならない。既存の預金保険者が有す

る権能には、いわゆる「ペイボックス」と呼ばれる狭い権能から予防措置や損失・リスク

の 小化・管理など、より広範な権限や責務のある権能、それらの中間に位置する様々な

組合せの権能がある。 

 

準拠状況評価 

 

評価の第一の目的は、各国の預金保険制度の構造、法律及び制度の特徴を考慮した上で、

制度が「実効的な預金保険制度のコアとなる諸原則」にどの程度準拠しているかを評価す

ることである。評価は、実効的な預金保険制度を提供するために必要な機能を検討すべき

であり、単に預金保険者の評価をするものではない。そうすることで、評価により預金保

険制度の長所のみならず、短所の問題点と程度が明らかになる。重要なのは、評価は目的

を達成するための手段であって、目的そのものではないということである。評価プロセス

は、預金保険者及び政策立案者が、自国の預金保険制度がコア・プリンシプルに照らして、

公共政策の目的にどれくらい合致しているかを判断するのに役立つものである必要がある。

評価はまた、預金保険者及び政策立案者が必要に応じて預金保険制度及び金融セーフティ

ネットを改善する助けにもなる。 
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メソドロジーは、それぞれの「コア・プリンシプル」について一連の必須基準と付加的基

準を提案している。必須基準は、「コア・プリンシプル」へ全面的に準拠しているかを判断

する上での唯一の要素である。付加的基準は、本質的にさらに上を目指すためのものであ

り、推奨される優れた事例で構成されている。必須基準及び付加的基準のかなりの部分は、

IADI 及び BCBS が作成した「コア・プリンシプル」文書及び関連する背景文書から引用さ

れている。付加的基準は、「コア・プリンシプル」への準拠状況評価には使用しないものの、

自己評価の場合に、国又は預金保険者が、預金保険制度の改善分野を確認するために付加

的基準に対する評価の実施を選択するということもあり得る。 

 

外部の第三者による評価は以下の 5 段階による2。 

 

 準拠(Compliant)－重大な欠陥なしに必須基準が満たされている場合3  

 概ね準拠(Largely compliant)－小さな欠点があるだけで、当局は所定期限内に完全な

準拠を達成できる場合 

 実質非準拠(Materially non-compliant)－簡単に修正することのできない重篤な欠点が

ある場合 

 非準拠(Non-compliant)－「コア・プリンシプル」が実質的に履行されていない場合 

 非適用(Not applicable)－預金保険制度の構造、法律及び制度の特徴により、検討対象

外 

 

評点は正確な科学ではなく、「コア・プリンシプル」への適合は様々である。評価基準を準

拠状況のチェックリストととらえるのではなく、質的な評価と考えるべきである。準拠状

況について、ある評点を受けた基準の数及びそれぞれの評点に付け加えられる解説は、ひ

とつひとつの「コア・プリンシプル」の採点プロセスにおいて考慮（加点）されるが、す

べての基準が同程度の重要性を持つわけではない。評価者は、メソドロジーの一貫性ある

適用について訓練を受けていることが極めて重要である。「コア・プリンシプル」は、実効

的な預金保険業務のベンチマークである。それらを遂行するなかで、預金保険者及び政策

立案者は自国固有の要素を考慮していく必要がある。 

 

評価者は、前提条件が十分整っているかに細心の注意を払い、前提条件及び問題の弱点緩

                                                  
2 この尺度は、「バーゼル・コア・プリンシプルのメソドロジー（銀行監督）」の外部評価において使用

されている。http://www.bis.org/publ/bcbs130.htm 

3 「準拠」という評点を得るのに、それぞれの「コア・プリンシプル」の必須基準が全て準拠している必

要は必ずしもない。例えば、ある預金保険制度が、特定の「コア・プリンシプル」の 9 つの必須基準のう

ちの 8 つに準拠しているが、比較的重要性の低い分野において準拠していない場合、全体的な準拠状況評

価は「準拠」になることもあり得る。評価者は、このような状況では判断を求められる。 
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和のために政策立案者が採る措置に関し、コア・プリンシプルからの乖離や問題点につい

て意見を盛り込まなければならない。各国固有の事情、預金保険制度の権能と構造を織り

込んだ上で、個々の「コア・プリンシプル」への準拠状況を評価することによって、十分

でないと考えられる前提条件に一番影響を受けそうな「コア・プリンシプル」を見つけ出

すことができる（詳細は付属書 3 を参照）。しかし、評価者は、前提条件そのものへの準拠

状況についての評価を行うべきではない。代わりに、 近の IMF/世銀 FSAP 報告書の結果

を可能な限り利用すべきである。報告書が 近作成されていない場合には、前回の FSAP

報告書以降の変化についての 新情報を提供するよう当局に要求すべきである。前提条件

に関してこのような報告書がない場合、評価者は前提条件の検討において「情報不十分」

とする必要がある。前提条件に関する勧告は、「コア・プリンシプル」評価に関連する行動

計画の一部ではなく、預金保険制度強化のための他の一般的な勧告に盛り込まれる必要が

ある。 

 

評価者がメソドロジーを解釈し、「コア・プリンシプル」のうちのどれが預金保険制度のす

べての種類の仕組に適用されるかされないかを明らかにする手助けとして、「評価者ガイド」

文書が策定される。この文書には、評価者が各国固有の状況や構造に対して基準に適用す

るときに役立つ補足的な助言が記載される。このガイドは、準拠状況の評価を行う中で得

られた経験や教訓を考慮にいれて時間をかけて作成され、更新される予定である。 

 

評価を実施する上で配慮すべき点 

 

本書付属書 1 は、評価の実施及び報告書作成のための書式である。これは、「銀行監督のた

めのバーゼル・コア・プリンシプル」（BCP）への準拠状況評価のために IMF 及び世銀が

策定した書式に基づいている。 

 

評価の実施にあたって、配慮すべき点がいくつかある。 

 

1. 評価者はさまざまな情報及び関係者へアクセスする必要がある。これには、公表さ

れた情報（関連法、規制及び政策等）に限定されない、より機密性の高い情報（以

前行われた自己評価、監督当局の検査結果等の付保機関の健全性に関する情報及び

預金保険者の運営指針）が含まれる。このような情報は、預金保険者が当該情報を

持つことが法的要件に違反しない限りは、提供される必要がある4。評価者はまた、

他の金融制度セーフティネット構成機関、関連の政府省庁、民間銀行及び監査人な

                                                  
4 「銀行監督のためのバーゼル・コア・プリンシプル」の評価では、秘密保持問題は多くの場合、評価者

と評価を受ける機関とが特別な協定を締結することによって解決できることを示している。「コア・プリ

ンシプル・メソドロジー（銀行監督）」４ページ参照。 
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どさまざまな機関や個人に会う必要がある。必要な情報が提供されなかった場合、

及びそのことが評価の正確性にどんな影響を及ぼすかを特記しなければならない。 

 評価者は、関係当局に求める情報の範囲を提示し、関係者に評価がどのように進め

られるかを初回の会議で説明しなければならない。これには、評価における前提条

件の検討プロセスも含まれる。 

2. それぞれの「コア・プリンシプル」への準拠状況評価では、とりわけ法律、プルデ

ンシャル規制及び監督指針など関係のある一連の要件を評価することが要求される。

評価においては、要件が実行されているか、又は実行され得ることを確実なものと

しなければならない。例えば、政策立案者は、預金保険者が必要とする運営の自立

性、専門的能力及びリソースを有することを確実にしなければならない。 

3. 評価では欠陥を見つけることに加え、長所及び具体的な成果を明らかにしなければ

ならない。 

4. 預金保険制度の実効性にはセーフティネット構成機関間の協力と情報共有が必要で

ある。評価者は、このような情報共有が必要な範囲で行われているかどうかを判断

できなくてはならない。クロスボーダー銀行業務の範囲によっては、評価者がさま

ざまな国の預金保険者や他のセーフティネット構成機関との間で情報共有が必要な

範囲で行われているかどうかを判断できることも重要である。 

 

前提条件 

 

預金保険制度は、多くの外部的要素又は前提条件が整っているときに、 も実効的になる。

これらの要素は大部分、預金保険制度の管轄下にあるものではないが、預金保険者の任務

遂行能力に直接的な影響を与えうる。預金保険制度を実施することを選択する上で、国内

の金融システムの相互に関連する数多くの要素―経済や銀行システムの状況、セーフティ

ネットを構成する機関の健全なガバナンス、強固なプルデンシャル規制及び監督があるか

どうか、充分に整備された法的枠組み、会計制度及び情報開示制度があるかどうか―を考

慮しなければならない。このような前提条件の評価と共に預金保険制度の実効性の評価を

開始すべきである。国民の見方及び預金保護に関する期待も考慮されるべき重要な要因で

ある。 

 

既存の前提条件の理想的でない部分を特定することが重要である。何らかの欠陥に対処す

るための行動が必要な場合、預金保険制度の導入又は改革と併せて行うことができる。 

 

経済及び銀行システムの評価 

 

実効的なものにするために、政策立案者は、自国の経済及び制度の両方と整合性がとれ、
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達成すべき公共政策の目的と整合的な預金保険制度を設立するよう努力すべきである。経

済及び銀行システムの健全性並びに安定性に関する根本的な問題に取り組んでいなければ、

預金保険制度の確立や改革は一層難しくなる。状況が完璧であることは考えにくいが、自

国の経済及び制度的構造がいかに預金保険制度に影響を与えるか究明することが重要であ

る。 

 

したがって、政策立案者は、経済や銀行システムに悪影響を及ぼしうる条件を特定するた

めに経済状況分析を実施し、そのような環境で預金保険制度を実効的に運営することがで

きるかどうかを評価する必要がある。主要な検討要素は以下の通り。 

 

1. 経済や銀行システムに悪影響を及ぼしうる条件を特定し、そのような環境で預金保

険制度を実効的に運営することができるかどうかの評価を行っているか。 

2. 対処が必要な場合、預金保険制度の導入や改革の前又はそれらに併せて実施されて

いるか。 

 

マクロ経済の安定性 

 

マクロ経済の不安定性は市場が機能するのを阻害し、金融仲介を歪めることがある。銀行

やその顧客にとって、経済成長鈍化、高インフレ、為替レートの過度の変動の時期に、い

くつかの異なるリスクを判断することはさらに困難である。 

 

預金保険制度の導入や改革それ自体では、マクロ経済の安定を回復するには十分ではない。

金融セーフティネットの一要素として、預金保険制度はプルデンシャル規制と 後の貸し

手の機能を補完する。マクロ経済状況が不安定な場合、預金保険制度の導入や改革の実効

性は低下する。主要な検討要素は以下の通り。 

 

預金保険制度の導入や改革を実施する前に、銀行システムに影響し、預金保険制度の実効

性に影響を及ぼす条件及び要因を分析する必要がある。これらに含まれるものとしては、

金融市場の状況のほか、経済活動の水準の評価、現在の金融・財政政策、消費者物価や資

産インフレ、がある。 

 

健全な銀行システム 

 

金融システムを調べる場合、問題は、単にその中に不健全な機関があるかどうかというこ

とだけでなく、銀行システム全体が健全であるかどうか、ということである。評価では、

銀行セクターの財務健全性及び構造の両者について調べる必要がある。主要な検討要素は
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以下の通り。 

 

1. 銀行システム及び他の預金取扱機関の健全性の評価として、自己資本の充実、流動

性、信用の質、リスク管理方針や実践、そして問題の程度についての詳細な評価。

問題があれば、それが個別の預金取扱機関に限定されたものであるのか、制度全体

に関わるものなのかを評価する。 

2. 預金取扱機関の数、業態、特徴といった観点での銀行システムの構造。これらは預

金保険制度の仕組を設計する際に影響を及ぼすからである。政策立案者は、預金取

扱機関の相互関係性、競争、集中及び所有の程度を調査する必要があるかもしれな

い5。 

3. 既存の預金保護措置（預金者優先権など）及びこれらの措置が預金保険制度の導入

や改革とどのように関係するか。 

 

金融セーフティネットを構成する機関の健全なガバナンス 

 

セーフティネットを構成する機関の健全なガバナンスは、金融システムの構造を強化し、

金融システムの安定化に直接貢献する。通常、ガバナンスとは、組織の運営を指揮・監督

するためのプロセス、構造及び情報を指す。重要なことは、ガバナンスは、その組織と、

権能を付与した当局又は 終的にその組織が説明責任を有している他の当局との関係にも

関わっているということである。健全なガバナンスは、独立性、説明責任、透明性並びに

情報開示、及び信頼性から成り立っている。主要な検討要素は以下の通り。 

 

1. 各セーフティネット構成機関は、経営上独立している。組織は外部からの不当な影

響を受けることなく、与えられた権限と手段を行使できる。預金保険者及び他のセ

ーフティネット構成機関は、金融セーフティネットにおける目的を妥協することな

く達成するために連携する必要がある。 

2. 預金保険制度を支援するため、他のセーフティネット構成機関はそれぞれの使命を

果たすために必要なすべての権限を与えられる必要がある。 

 

強力なプルデンシャル規制及び監督 

 

プルデンシャル規制と監督の強さは、預金保険制度の実効性に直接的な影響を持つ。強力

なプルデンシャル規制と監督によって、存続可能な銀行のみが営業し、預金保険制度の一

                                                  
5 リソースの配分及び与信決定が主に政府の指示による状況では、政府はそのような運営の結果について

責任を負うと見なされる。預金は、そのような制度においては、通常、完全な政府保証がついていると認

識される。 
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員になるようにする必要がある。銀行は、十分な自己資本を持ち、健全かつ賢明なリスク

管理、ガバナンス及び商慣行に従う必要がある。監督当局は、新銀行に対する実効的な許

認可体制を有し、個別の銀行に対し定期的かつ徹底的な検査を実施し、早期発見及び適時

介入を含む問題行の破綻処理の枠組みを有する必要がある。主要な検討要素は以下の通り。 

 

プルデンシャル規制と監督の制度は 「実効的な銀行監督のためのバーゼル・コア・プリン

シプル」に則っている。 

 

十分に整備された法的枠組み  

 

関連法が整備されていなかったり、法体制が矛盾している場合、預金保険制度は実効的に

なりえない。十分に整備された法的枠組みとしては商法制度―法人、破産処理、契約、消

費者保護、汚職・不正行為防止及び私有財産法―が含まれる必要がある。更に、法的枠組

みの下、預金保険制度は、加盟銀行に対し預金保険者への義務を強制的に遵守させること

ができなければならない6。主要な検討要素は以下の通り。 

 

1. 法制度は、明確な財産権を伴う十分に整備されたものである。 

2. 銀行システムと預金保険者が機能するような法律が整備されている。 

3. 実効的な破綻処理を適時に行う方法を含む銀行破綻対応のための法的枠組みが存在

している。政策立案者により、破綻処理の枠組みが破産法に準拠するのか、又は特

別な破綻処理体制に準拠するのかが既に決定されている。   

4. 銀行関連の法令は、変化している業界に対して、実効的かつ意味のあるものであり

続けるように、必要に応じ改訂されている。 

5. 預金保険制度関係者と監督当局との間の情報交換については、預金を保護し、銀行

が危機にさらされている場合、セーフティネット構成機関が介入できるように、必

要な全ての手段が法的に確保されている。 

6. 適切な金融セーフティネット構成機関は、問題行から健全行への預金譲渡を含む

様々な選択肢を通じて預金者を保護する権限を有する。 

7. 預金保険制度関係者又は他の関係当局は、破綻銀行の経営陣に対し法的措置をとる

ことができる。 

 

健全な会計及び情報開示制度 

 

健全な会計制度及び情報開示制度は、実効的な預金保険制度に不可欠なものである。その

                                                  
6 「銀行」という用語は付保預金を受け入れる金融機関を示すために使用される。 
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ような制度の下で提供される正確で信頼のおける適時の情報に基づき、経営陣、預金者、

市場及び当局が、銀行のリスク状況について判断し、それによって市場、規制、及び監督

による規律を高める。健全な会計制度及び情報開示制度は、広く国際的に受け入れられた

包括的かつ明確に定義された会計原則や規則を盛り込んだものでなければならない。銀行

を含む大規模企業には、独立した監査制度が必要である。それは、財務諸表の利用者に対

して会計報告が企業の財務状況についての真実かつ公正な見解を与えるものであり、確立

された会計原則に従って作成され、監査に責任を負う監査人がいるとの独立した保証を与

えるためある。銀行が危機にさらされているという兆しがあり、預金保険者がその銀行に

ついての情報を他のセーフティネット構成機関から得られない場合、預金保険者は必要な

情報を適時に取得する権限を有している必要がある。評価者が検討にあたって注目すべき

主要な検討要素は以下の通り。 

 

1. 会計制度及び情報開示制度は、監督当局及び預金保険者が個別の銀行及び銀行シス

テム全体の健全性を適切に評価する上で有用なものである。 

2. 会計制度及び情報開示制度は、迅速な払い戻しのために、預金者の口座に関する情

報を正確かつ適時に識別するために有用なものである。 

3. 会計制度及び情報開示制度は、預金保険者が導入したリスク調整可変料率制度の運

用にとって有用なものである。 

4. 預金保険者は、預金が危機にさらされていることを示す証拠がある場合、加盟銀行

の監査又は検査を、適時に自ら行うか、又は監督当局もしくは他のセーフティネッ

ト構成機関に要請する権限を有している。 
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コア・プリンシプルへの準拠状況評価基準 
 

＜目的の設定＞ 

 

原則 1－公共政策の目的 

預金保険制度の採用、もしくは既存の預金保険制度の改正のための 初のステップは、達

成されるべき適切な公共政策の目的を明確にすることである。これらの目的は明確にされ

ると同時に、預金保険制度の構造と融合されるべきである。預金保険制度の主要な目的は、

金融システムの安定に寄与し預金者を保護することである。 

 

必須基準 

1.  預金保険制度に関する公共政策の目的が明確に定義され、例えば、法律や法律に付

随する文書等で正式に明記されている7。 

2.  預金保険制度に関する公共政策の目的が公表されている。 

3.  預金保険制度がその公共政策の目的にどの程度合致しているか定期的（2～5 年毎又

は必要とあらば更に高頻度）な評価が行われている。この評価は利害関係者の見解

を考慮して行う。 

 

原則 2－モラル・ハザードの抑制 

モラル・ハザードは、預金保険制度の適切な設計の確保や、金融制度のセーフティネット

の他の要素により、軽減されるべきである。（「実効的な預金保険制度のコアとなる諸原則」

―『前提条件』第 16 段落参照） 

 

必須基準 

1. 預金保険制度が、モラル・ハザードの存在を前提とし、公共政策の目的に則して可

能な限りモラル・ハザードを抑制するように設計されている。モラル・ハザードの

危険性を抑制する具体的な制度設計としては、定額保護、適切な場合には可変料率

やリスク調整に基づく預金保険料、預金保険者又は権限を有する他のセーフティネ

ット構成機関による適時な介入と破綻処理による損失の危険性の 小化があげられ

る。 

                                                  
7 預金保険制度における公共政策の目的とは、この制度が達成すべき目的又は目標を指す。預金保険者の

権能とは、一連の公式な指示又は目的の表明によって明らかにされている役割及び責務を指す。すべての

預金保険者に適合する単一又は一連の権能は存在しない。既存の預金保険者が有する権能には、いわゆる

「ペイボックス」と呼ばれる狭い権能から予防措置や損失・リスクの 小化・管理など、より広範な権限

や責務のある権能、それらの中間に位置する様々な組合せの権能がある。 
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2.  金融セーフティネットは、モラル・ハザードを抑制する適切な誘因を創り出し、支

えている。例えば、個別の銀行の健全なコーポレート・ガバナンスと健全なリスク

管理の推進、実効的な市場規律、そして強力なプルデンシャル規制・監督・法令の

枠組みと執行などである（「前提条件」の検討において評価される。9－10 ページ参

照）。 

 

＜任務及び権限＞ 

 

原則 3－任務 

預金保険者の任務は、明確かつ正式に特定されることが重要であり、また前述の政策目的

は、預金保険者に与えられた権限、責任と一貫性を有することが重要である。 

 

必須基準 

1.  預金保険者は、明確に定義され、例えば、法律や規則等で正式に明記された任務を

負っている。その権能は、金融セーフティネット内の預金保険者の役割と責務を明

らかにしている。 

2.  その権能は、前述の公共政策の目的や預金保険者に付与された権限、役割、責務と

整合的である。 

 

原則 4－権限 

預金保険者は、その任務を果たすために必要なすべての権限を有するべきであり、それは

正式に特定されるべきである。すべての預金保険者は、払い戻しのための資金調達、契約

の締結、内部業務遂行のための予算及び手続きの制定、適時の正確な情報へのアクセスな

ど、預金者に対する義務を迅速に果たすために必要な権限を必要とする。 

 

必須基準 

1.  預金保険制度の権限（法的権限）が明確に定義され、法律又は規則（民間もしくは

公的な預金保険制度における、承認された自主規制を含む）に正式に明記されてい

る。 

2. 預金保険者の権限は、その権能及び公共政策の目的に合うものである。 

3.  預金保険者は、以下の 小限の権限を有している。 

(ｱ) 加盟銀行に対し預金保険者への義務を強制的に遵守させる権限、又は監督当局

もしくは他のセーフティネット構成機関に、預金保険者に代わってそうさせる

ように要求する権限 

(ｲ) 預金者に対する払い戻しのための法的権限及び能力 

(ｳ) 契約締結の権限（物品、サービス、保険等を調達するための合意・取引など） 
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(ｴ) 内部の業務執行のための予算、及び内部の執行方針や手続の設定権限（人事や

情報技術などの分野） 

(ｵ) 預金者に対する迅速な義務遂行のための正確な情報への適時のアクセスの権限 

(ｶ) 他のセーフティネット構成機関との情報共有の権限 

(ｷ) 他国の預金保険者との情報共有及び協調措置の取り決めをする権限(守秘が必

要な場合はそれを前提とする） 

(ｸ) 緊急時対応計画に関与する権限 

4. 預金保険制度支援のため、他の金融セーフティネット構成機関もそれぞれの権能を

果たすにあたって必要なすべての権限を与えられている（「前提条件」参照）。 

 

＜ガバナンス＞ 

 

原則 5－ガバナンス（統治） 

預金保険者は、業務を遂行していく上で独立性、透明性、説明責任を有し、不当な政治及

び業界からの影響から隔離されるべきである。 

 

必須基準 

1.  預金保険者が、外部からの不当な影響を受けることなく、与えられた権限や手段を

行使することができる。実際に、預金保険者の業務上の独立性及び任務遂行のため

に必要なリソースを取得・配置する権能に対して、政府又は業界が介入しているこ

とを示す相当程度の証拠がない。 

2. 預金保険者が、自律性や独立性を損なうことなく任務を果たせる形で、運営資金が

提供されている。例としては、以下の通り。 

(ｱ) 有能な職員を惹きつけ、雇用し続けられるような給与水準 

(ｲ) 特別な状況に対処するために、適切な守秘義務の制約を条件として、外部の専

門家を雇用する能力 

(ｳ) 職員に適切な訓練の機会を与える予算やプログラム 

(ｴ) 任務を果たすために必要な手段を職員に提供するのに十分な、コンピュータや

その他の関連設備のための予算 

(ｵ) 現地での適切な業務を可能とする旅費予算 

3.  定款、預金保険者の内部規程又は他の関連法令や政策が、以下を規定している。 

(ｱ) 運営組織及び経営陣には能力のある、適切な人材が登用され、必要な知識、経

験を有している。 

(ｲ) 運営組織の成員（職権上任命された者（ex-officio appointees）を除く）及び預

金保険者の長の任期に制限が付されている。 

(ｳ) 運営組織の成員が任期中に罷免され得るのは、法律又は倫理規程に特定又は規
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定された理由によってのみであり、原因なくしては罷免されない。 

4.  運営組織の成員（役員、管理職など）及び預金保険者の経営陣は、預金保険者の目

的及び権能に関して、制度の責務遂行のための透明性の高い枠組みを通じて、官又

は民の、より高次の機関に対し説明責任を負っている。 

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

動、ガバナンスの実践、組織及び財務状況について、適切な情報を定期的に開示・

公表している。 

6.  預金保険者は、運営組織の成員及び経営陣の、また、彼らの間での利益相反の可能

性を 小とするような構造をしており、運営組織の成員及び経営陣は、適切な行動・

倫理基準に従っている。 

7. 預金保険者は、利害関係者の意見を考慮している。 

8.  預金保険者の運営組織から職員に決定権限が授権されている場合、運営組織が、授

権された業務の遂行を監督する適切な手続きがある。 

9.  預金保険者は、定期的な外部監査を受けており、その報告書は、預金保険者が説明

責任を有する当局に提供されている。 

10.  預金保険者は、運営組織に承認された戦略計画を有している8。 

11.  定期的に役員会が開催されている（四半期ごと、又は必要に応じてそれ以上の頻度）。 

 

付加基準 

1.  預金保険者は、コーポレート・ガバナンスにおける、以下のような 良慣行に従っ

ている。 

(ｱ) 運営組織が目的をどの程度達成しているかについて定期的に評価が行われてい

る。預金保険者の実効性の評価を容易にするための制度や取組みが整っている。 

(ｲ) 運営組織は、役員会に留保されている特定の権限や経営陣に授権されている権

限を明確に規定した憲章を有している。 

 

＜他の金融制度セーフティネット構成機関との関係、クロスボーダー問題＞ 

 

原則 6－他の金融制度セーフティネット構成機関との関係 

預金保険者と他のセーフティネット構成機関との間には、特定の銀行に関連してだけでな

く日常的にも、緊密な調整と情報共有の枠組みが整っているべきである。そのような情報

は、（必要な場合には機密性を条件として）正確かつ適時なものでなければならない。情報

共有及び協力の取り決めは、正式なものとされるべきである。 

 

                                                  
8 「戦略計画」という用語は、組織の目標及び、いかにしてそれらを実現するかを記載した文書を指す。 
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必須基準 

1. 預金保険者と他のセーフティネット構成機関との間には、特定の銀行に関連してだ

けでなく、日常的にも、適時の情報共有と協調行動の枠組みが、法律、規則、覚書、

法的な合意又はこれらの組合せによって、明示的かつ正式なものとなっている。 

2.  セーフティネット構成機関による企画及び運営が、個別及び共同の両方の場合にお

いて、過去や現在の状況に対応するだけでなく、将来起こりうる状況も考慮してい

る。 

3. 全ての預金保険者は、預金者からの払い戻し請求に迅速に応えるために、個々の預

金者が保有する付保預金金額等を含む情報を適時に入手できる。  

4.  情報の守秘義務に関する規則が、すべてのセーフティネット構成機関及びセーフテ

ィネット構成機関間の情報共有に適用される。 

5.  セーフティネット構成機関は、財務が悪化しているか、又は悪化していると予想さ

れる銀行に関する情報を預金保険者に対して前もって提供している。守秘義務の観

点からこれが難しい場合、又は他のセーフティネット構成機関から提供し得る情報

がない場合、預金保険者が当該銀行から直接情報を収集する権限を有している。 

 

付加基準 

1.  「損失又はリスク 小化」といったより広い権能のある預金保険者は、銀行業界の

みならず、個別銀行の財務状況を把握するための適時かつ正確な情報へのアクセス

を有している。銀行の資産価値は、資産を清算するのに必要な時間によってある程

度決まってくるため、このような預金保険者は、銀行の資産価値及び清算プロセス

にかかる予想期間に関する情報へのアクセスも必要である。 

 

原則 7－クロスボーダー問題 

情報の守秘が確保されるという前提において、すべての関連情報は、異なる管轄下にある

預金保険者間で交換されるべきであり、適当な場合には、預金保険者と他のセーフティネ

ット構成機関との間でも交換されるべきであろう。複数の預金保険者が預金払い戻しの責

任を有する状況下では、いずれの預金保険者が預金払い戻しのプロセスにおいて責任を有

するのかを決定することが重要である。母国の制度において既に存在する預金保険は、保

険料の徴収や賦課金の決定にあたって考慮されるべきである。 

 

必須基準 

1. 国境を越えて銀行業務が展開しているため、外国支店の預金が、他国の預金保険者

又はいくつかの国の預金保険者共同で付保される状況下では、適切な二国間及び多

国間のクロスボーダー合意が締結されている。例えば、本国の制度が自国銀行の外

国支店に付保している場合、受入国の銀行及び/又は受入国の制度が、外国銀行の支
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店に対して補助的な付保を提供している。 

(ｱ) 合意が、母国側、受入国側の適切な預金保険者及び、適切な場合には、他の適

切な金融セーフティネット構成機関を関与させるものであること。これには、

ひとつの預金保険者が単体で付保の責任を負う状況も含まれる。 

(ｲ) 合意が、母国側/受入国の預金保険者及び、場合によっては他のセーフティネッ

ト構成機関の間において継続的かつ密接に協調及び情報共有すること、また必

要なときには特定の銀行に関連した情報共有すること、について定めている。 

(ｳ) 合意が、払い戻し、保険料の評価、費用の分担、預金保険の国民周知など国境

を越えた銀行業務によって発生する諸問題について、ひとつ又は複数のどの預

金保険者が責任を負うかについて定めている。 

2. 国境を越えた銀行業務が行われることで影響を受ける国の預金者が、払い戻しと付

保金額、付保範囲に対して法的に責任のある預金保険制度の存在及び、どの制度か

について明確で判りやすい情報を提供されている。預金保険制度の資金源、払い戻

し請求の標準的な手続き、払い戻し方法の選択肢に関する情報についても、影響を

受ける預金者のために用意されている（預金保険者のウェブサイト、印刷物又は同

様の手段など）。 

 

追加基準 

1. 預金保険者が、他国の預金者を保護することが必要になる現実の危険を認識した場

合、緊急時対応計画に従い、国境を越えた仕組みや合意を作ることができる。例え

ば、付保預金の払い戻しを行うことを当該国の預金保険者と合意していることなど

である。 

 

＜加入、付保範囲＞ 

 

原則 8－強制加入 

預金保険制度の加入は、逆選別を避けるため、保護が も必要とされる者（例：個人、中

小企業）からの預金を受け入れるすべての金融機関に強制されるべきである。 

 

必須基準 

1. 預金保険制度への加入は、保護を も必要とする者（小売店、個人預金者、小規模

事業者など）から預金を受け入れるすべての金融機関について、強制加入となって

いる。 

2. 政策立案者が、対象となる銀行の加入について銀行免許認可の過程の一部なのか、

又は預金保険者に対する申請によるのかを決定する。 

3. 制度加入にあたっての条件、プロセス及び期間を詳細に述べた加入基準が、明確に
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されており、透明性が保たれている。 

4. 預金保険者が加入の可否を決められない（つまり加入を拒否できない）場合、預金

保険者が「新たに免許を受ける銀行」について前もって相談を受けるか、又は情報

を提供される時期が、法律又は行政手続きに明確に規定されている。 

5. 預金保険制度への加入が預金保険者によって打ち切られる場合、関係当局が協調し

て銀行免許を失効させるという取り決めがある。必要であれば、新規に受け入れら

れた預金は預金保護を受けないことを預金者に周知するために適切な通知が出され

る（預金保険者のウェブサイト上など）。 

6. 預金を受け入れるすべての金融機関は、預金保険制度に加入した場合、厳しいプル

デンシャル規制及び監督の対象となり、財務的に存続可能である9。 

 

原則 9－付保範囲 

政策立案者は、法律、プルデンシャル規制、規則により、付保預金を明確に定義するべき

である。付保水準は、制限的だが、信頼性があり、迅速に決定され得るべきである。付保

水準は、預金保険制度の公共政策の目的に合致させるために大多数の預金者を適切に保護

し、他の預金保険制度の諸要素と内部的に一貫させるべきである。 

 

必須基準 

1. 付保預金が、明確かつ公に定義されている。これは、付保水準及び付保範囲によっ

て構成される。特定の預金者が預金保護の対象外である場合、基準が明確に定義さ

れている。 

2. 「付保預金」の定義が、預金者を保護し、国民の信頼と金融安定を促進する（少額

取引口座の保護など）という公共政策の目的を反映している。 

3. 付保水準は、定額だが信頼できるものである（例えば、付保水準が、信頼維持には

十分であるが、市場規律が維持される程度に限定されている）。付保水準は、預金保

険者の公共政策の目的と整合的である。 

4. 預金者が自身の個々の預金の付保金額を判断するために、十分な情報が容易に入手

可能である。 

5. 付保限度額は、預金保険制度内のすべての銀行に等しく適用されている。 

6. 預金保険制度には、銀行破綻の際に預金者が付保限度額内で損失の一部を負担する

「共同保険」が組み込まれていない10。 

7. 預金保険の付保範囲は、預金保険制度の公共政策の目的に合致していることを確実

                                                  
9 2－3、6－7、9－10 ページの「前提条件」の説明参照。 

10 共同保険を使うことは、預金者に銀行のリスク監視を促すものの、数多くの重大な問題を引き起こす。

実効的な市場規律を実現する上では、預金者は必要な金融情報にアクセスし、小売店/個人の預金者のほと

んどがリスクを評価できると想定されている。そして、預金者がそのような判断をできる立場にあったと

しても、共同保険は、預金者にわずかな損失も避けるために銀行取り付けに走る強い動機を与える。 
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にするために定期的に見直されている。 

 

追加基準 

1. 預金保険制度で相殺が利用される場合は、一般的な法的枠組みと整合性がとれてい

る。 

2. 預金保険制度に加入している別々の銀行が合併した場合、合併した銀行の預金者は、

公になっている一定期間、それぞれの銀行の付保（付保限度の 高額まで）を別々

に受ける。合併する銀行は、影響を受ける預金者に対して、別々の付保が終了する

日付などを通知する責任を負うことが求められている。 

 

原則 10－全額保護から定額保護の預金保険制度への移行 

全額保護から定額保護の預金保険制度への移行を決定する場合や既存の全額保護を変更す

る場合は、当該国の情勢が許す限り、できるだけ迅速に行うべきである11。全額保護を長期

間続けすぎる場合には、多くの弊害、特にモラル・ハザードがもたらされる。政策立案者

は、移行期間中、特に国民の態度及び期待について注意を払うべきである。 

 

必須基準 

1. 銀行システムに影響を与える経済環境の状況分析は、全額保護から定額保護への移

行を開始する前に行われる。 

2. 状況分析では、銀行の資本状況の評価、流動性、信用度、リスク管理方針と実践、

何か問題がある場合にはその問題の程度など、銀行システムの構造や健全性につい

て評価する。また、銀行の数、業態、特徴についても評価を行う。 

3. 状況分析では、プルデンシャル規制及び監督の強さ、法的枠組みの実効性、会計及

び開示制度の健全性について評価する。 

4. 定額保護への移行速度は、銀行業界の状況、プルデンシャル規制及び監督、法的枠

組み、会計及び開示制度と整合的である。 

5. 政策立案者は、定額保護制度への移行にかかる時間と制度内におけるモラル・ハザ

ードとの間の得失を認識し、それに応じて移行を計画している。 

6. 政策立案者は、付保水準引下げに対する国民の反応を認識し、予期している。政策

立案者は、移行に対する国民の否定的な反応を緩和するための有効なコミュニケー

ション戦略を策定している。 

7. 資本移動及び/又は地域統合の度合いが高い場合、付保水準の引下げ（及び/又は付保

範囲の縮小）を決定するに際して、他国の保護水準と関連政策の影響を考慮してい

                                                  
11 「全額保護」とは、預金保険の定額保護その他の取り決めによる保護に加えて、特定の預金及びおそら

くは他の金融商品も保護するという当局の宣言である。全額保護を導入する場合には、さまざまな要素を

考慮する必要がある。例えば、保護範囲の決定（金融機関の業態、金融商品、保護される満期期間など）、

保護される銀行が、受ける保護に対して何らかの形で費用を負担する必要があるかどうか、などである。 
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る。 

8. 新たな定額預金保険制度は、移行中及び移行後に十分な資金へのアクセスを有して

いる。政策立案者は、定額保護の預金保険制度に資金を供給する銀行システムの能

力を考慮している。銀行システムが全額保護の費用のための資金を供給できない場

合、政府の資金供給が必要になることがある。 

  

＜財源・資金調達＞ 

 

原則 11－財源・資金調達 

預金保険制度は、預金者の請求への迅速な払い戻しを確保するために必要な、利用できる

すべての資金調達メカニズム（要すれば流動性目的のための資金調達を補完する手段を含

む）を有するべきである。付保銀行及びその顧客は実効的な預金保険制度の存在によって

直接的に便益を受けるため、預金保険の費用負担の主要な責任は付保銀行が負うべきであ

る。 

 

リスク調整可変料率制度を採用する預金保険制度（事前賦課方式、事後賦課方式、ハイブ

リッド方式に関わりなく）においては、リスク調整可変料率制度に用いられている基準に

ついて、すべての参加者に対して透明性を確保するべきである。同様に、リスク調整可変

料率制度を適切に管理していく上で、すべての必要なリソースが用意されるべきである。 

 

必須基準 

1. 預金保険制度の資金調達方法は、事前、事後又は（ハイブリッドな）両者の組み合

わせ方式に基づいており、法律又は規則に明確に定義され、確立されている。 

2. 預金保険制度の資金調達方法は、預金者からの請求に対する迅速な払い戻しを確実

にしており、流動性の観点から事前に取り決めた確実な予備的資金調達手段を含ん

でいる。そのような資金源としては、中央銀行との資金調達取極、財務省の与信枠、

他の形の公的資金、市場調達などがある。預金保険者が市場調達を行う場合、それ

が予備的資金調達の唯一の手段であってはならない。預金保険者は、単一の民間の

資金源からの信用枠に過度に依存してはならない。 

3. 預金保険制度の資金確保の責任は一義的に加盟銀行が負っており、預金保険者は法

的に強制できる。 

4. 事前賦課方式の預金保険基金を設立する場合、公共政策の目的に合致するように、

明確かつ整合的で十分に検討された基準に基づいて、基金の規模（基金準備率など）

が定義されている。事後賦課方式の場合、主たる資金源は確実かつ、容易に利用で

きるものである。 

5. 預金保険基金には、健全な投資方針と手続、内部統制と開示・報告制度が定められ
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ている。これらは預金保険者の運営機関によって承認されており、また独立した第

三者によって定期的に見直しを受けている。投資方針では、基金の資本と流動性の

保全を確保する必要性が強調されている。 

6. リスク調整可変料率制度を適用している預金保険者については、以下の通り。 

(ｱ) 保険料計算システムは全ての参加者にとって透明性の高いものである。 

(ｲ) この制度による個別加盟銀行の格付けと順位についての機密が保持されている。 

(ｳ) 政策立案者は、預金保険者がこの制度の運営の責務を遂行する上で必要な権限、

リソース及び情報を有していることを担保している。 

7. 預金保険者の基金が、預金者保護及び/又は銀行破綻処理の目的のためにセーフティ

ネットを構成する他の機関によって利用される場合、該当する場合が明確かつ公的

に明らかにされ、加盟銀行に周知されている。預金保険者は、以下を行うための十

分な情報を有している。 

(ｱ) 基金の利用を理解する 

(ｲ) 破綻銀行の財産から払い戻しを求める、又は銀行からの回収に参加する 

(ｳ) 破綻処理又は預金者への払い戻しの金額を、介入又は破綻処理が行われなけれ

ば預金保険者が被るはずであった費用に限定する。 

 

＜国民への周知＞ 

 

原則 12－国民への周知 

預金保険制度を実効的なものとするため、国民が預金保険制度によって受けられる利益と

限度について、継続的に周知されることが不可欠である。 

 

必須基準 

1. 預金保険者は、預金保険制度及び制度がどのように適用されるかについて、その便

益と限界を含め、国民へ継続的に周知を図る責任を負っている。 

2. 国民周知プログラムの目的は、明確に定義され、公共政策の目的及び預金保険制度

の権能と整合性がとれている。 

3. 国民周知のプログラムや活動は、以下のような情報を伝えている。 

(ｱ) どの金融商品が、預金保険によって付保され、どれが付保されないのか（例え

ば、制度が外貨預金を付保しているかどうか） 

(ｲ) どの金融機関の預金が付保されるのか、そしてどのようにしてそのような金融

機関を特定できるのか  

(ｳ) 預金保険の付保限度額と限度を超えている部分の預金に対して被る損失の可能

性 

(ｴ) 払い戻しプロセス－銀行が破綻した場合、預金者はどのようにして、いつ、ど
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こで請求をし、払い戻しを受けることができるのか。 

4. 将来起こりうる状況に対処する、国民周知やコミュニケーションのための実効的な

緊急時対応計画プロセスが用意されており、そのプロセスには、必要な場合、他の

セーフティネット構成機関が協力や協調することが含まれている。 

5. 預金保険者は、継続的に、提供する情報の整合性を確保し、国民周知を 大化する

ため、加盟銀行及び他のセーフティネット構成機関と緊密に協調している。 

6. 預金保険者は、その国民周知プログラム又は活動の実効性について、定期的に評価

を受けているか、又は自己評価を行っている。 

 

追加基準 

1. 国民周知プログラムは、明確に定義された対象者が必要としていることに合わせて

作られ、様々なコミュニケーション手段を利用している。対象者にどの程度訴え、

かつ周知することを目標とするかが、国民周知プログラムの予算を決定する際の主

要な要素である。 

 

＜主要な法的問題＞ 

 

原則 13－法的保護 

預金保険者及びその職員は、その任務を遂行する上で、「善意」により行った決定及び行為

に対する訴訟から保護されるべきである。しかし、職員は、説明責任を確保するため、適

切な利益相反規定及び行動規範に従うことが求められる。法的保護は、法律及び行政手続

きにおいて定義され、適切な条件の下で、免責対象者の法的費用を負担するべきである。 

 

必須基準 

1. 預金保険者及びそこで働く職員は、任務を遂行する上で、「善意」により行った決定

及び行為に対する訴訟から保護されている。 

2. 職員は、説明責任を担保するため、適切な利益相反規定や行動規範に従うことが求

められている。 

3. 法的保護については、法律及び行政手続きにおいて定義され、適切な条件の下で、

免責対象者の法的費用を負担する。 

 

付加基準 

1. 法的保護は、預金者もしくは他の個々の原告又は加盟銀行等が、公的又は行政評価

（民事裁判など）手続において、預金保険者の行為や不作為について正当な申し立

てをすることを妨げるものではない。 
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原則 14－銀行破綻の責任者への対処 

預金保険者又は他の関係当局は、銀行破綻の責任者に対して、法的補償を求める権限を付

与されるべきである。 

 

必須基準 

1.  銀行破綻に責任のある、又は破綻に関与した関係者（破綻銀行の行員、役員、管理

職、監査人、資産鑑定人及び関係者）の行為は、預金保険者又は他の関係政府当局

による調査・追及の対象となっている。そのような当事者による行為に対する捜査

は、以下のうちのいずれか又は複数の適切な機関によって行われている―預金保険

者、監督当局又は規制当局、刑事又は捜査当局、専門的又は懲戒機関。 

2. 銀行破綻についての責任が認定された関係者は、処罰及び/又は賠償の責を負う。処

罰又は賠償には、個人的又は職業上の懲戒措置（過料もしくは懲戒罰など）、刑事告

発及び民事賠償請求などがある。 

 

破綻処理 

 

預金保険者は、コア・プリンシプル 15 及び 16 に規定されている役割の多く又は大部分を

果たすこともあるが、多くの場合はそうではない。しかしながら、ひとつ又は複数の金融

セーフティネット構成機関が、これらの役割を果たすことが重要である。 

 

原則 15－早期発見、適時の介入、破綻処理 

預金保険者は、問題行の早期発見、適時の介入、破綻処理のための金融制度セーフティネ

ットの枠組みの一部であるべきである。ある銀行が深刻な資金困難な状況にある、もしく

はそうなることが予想される時期に関する決定及び認識は、業務上の独立性及び権限を有

するセーフティネット構成機関によって、早期に、適切に定義された基準に基づき行われ

るべきである。 

 

必須基準 

1. 預金保険者は、問題行の早期発見、適時介入及び破綻処理を担う金融制度セーフテ

ィネットの枠組み（破綻処理の枠組み）の一部である。 

2. 破綻処理の枠組みは、法律又は法令により設立され、問題行の早期発見、適時介入

及び破綻処理に有効である。破綻処理の枠組みは、問題行に対する是正措置、介入、

及び破綻処理に関しての早期かつ適時になされた決定の取り消しを目的とする法的

行為に影響を受けない。 

3.  セーフティネット構成機関は、業務執行上の独立性と破綻処理の枠組みにおけるそ

れぞれの役割を果たすための権限を有している。また、責任ある関係組織により遅
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滞なく、（問題行の秩序立った破綻処理を可能にする）適切な措置が取られることを

確実にする、明確に定義された早期介入のメカニズムが存在している（破綻処理の

ための手段を含む）。 

4.  破綻処理の枠組みの中に、深刻な財務危機にあるか、又は深刻な財務危機に陥ると

予測される銀行を特定し、破綻処理が必要になる可能性を減らすために何らかの早

期介入又は是正措置を開始するための基準が含まれている。 これにより、預金保険

基金の損失を 小限に抑えられるはずである。 

(ｱ)  基準は、法律又は規則に明確に定義されており、かつ銀行及び銀行の利害関係

者によく理解されている。 

(ｲ)  基準は、各国固有であり、とりわけ銀行の資本、流動性及び資産の質への懸念

を反映したものとなる。 

 

追加基準  

1. 問題行の早期発見、適時介入及び破綻処理についての決定を評価するメカニズムが

存在している。 

 

原則 16－実効的な破綻処理プロセス 

実効的な破綻処理プロセスは、預金保険者の義務（預金者への迅速、正確、公平な払い戻

しを含む）を遂行する能力を促進すること、破綻処理費用及び市場の混乱を 小限なもの

とすること、資産回収を 大化すること、過失や不正行為がある場合には法的措置によっ

て規律を強化すること、が満たされるべきである。また、預金保険者又は他の関係金融制

度セーフティネット構成機関は、適切な機関による破綻銀行の資産の取得や負債の継承を

促進することにより、銀行の重要な機能（例：預金者の継続的な資金アクセスの提供、手

形交換・決済業務の維持）の保全に寄与するため、柔軟性あるメカニズムを確立する権限

を有するべきである。 

 

必須基準 

1.  国内の全体的な法的枠組みは、破綻処理の枠組みが実効的かつ適時に機能すること

を担保しており、秩序立った銀行の清算、付保預金の支払い又は譲渡、破綻処理の

役割を果たすための管財人の介入が可能である。 

2.  預金保険者又は他のセーフティネット構成機関の権能により、どのような規模の銀

行についても実効的な破綻処理を行うことができる。 

3. 銀行破綻処理及び預金者保護の手続は、預金者への払い戻しに限定されない。預金

保険者又は他のセーフティネット構成機関は、銀行の重要な機能の保全を支援し、

口座又は資産・事業の譲渡を実現し、銀行サービスの継続性を維持するように設計

された実効的な破綻処理の手段を有している。 
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4. 単一の関係当局が破綻処理の全プロセスを所管しない場合、各セーフティネット構

成機関の権能、役割及び職責は明確に定義され、公式に規定されている。 

5.  ひとつまたは複数の破綻処理手続によって、銀行の清算における預金者への払い戻

しより低い費用で、柔軟な破綻処理を行うことができる。 

6.  付保預金をより健全な銀行に譲渡するための明確で十分に持続性のある方法が、預

金保険者又は他のセーフティネット構成機関のために準備されている。 

7.  破綻処理手続において、銀行の株主が 初に損失を被ることが明確になっている。 

 

原則 17－預金者への払い戻し 

預金保険制度は、預金者に付保預金への迅速なアクセスを提供するべきである。従って、

預金保険者は、十分に事前に払い戻しに必要な条件について通知され、事前に預金者情報

へのアクセスが提供されるべきである。預金者は、付保限度額までの保険金支払いの法的

権利を有するべきであり、預金保険者が払い戻しを開始する時期及び条件、払い戻しのス

ケジュール、前払いや仮払いの有無、適用される払い戻しの限度額について、知らされる

べきである。 

 

必須基準 

1. 預金保険制度が法律、契約、又は関係当局によって発動された後、預金保険者は迅

速に預金者に対して払い戻しができる12。 

2.  払い戻しプロセスを完了する期限が、早期かつ明確に定められており、預金者保護

並びに預金保険制度に対する国民の信頼及び金融の安定を促進するという公共政策

の目的に合致している。その期限は公になっている。 

(ｱ) 破綻後、預金者は、預金保険者がいつ、どのような条件で払い戻しプロセスを

開始し、そのプロセスがいつ終了するのかという情報を提供されている。 

(ｲ)  付保限度額、付保範囲及び前払いや仮払いがあるかどうかについての情報が提

供されている。 

(ｳ) 付利される口座がある場合、預金保険者は、契約、法律、規則等によって決め

られた利息について、少なくとも預金保険の義務が発生した日付までの分を預

金者に払い戻す必要がある。 

3.  預金者への迅速な払い戻しのため、預金保険者には、以下が必要である。 

(ｱ)  監督当局が破綻の可能性を認識した後直ちに、預金者への払い戻し準備のため

に預金口座記録などの必要なデータにアクセスできる 

(ｲ)  預金保険者は、自ら（又は監督当局からの要請により）銀行の預金者記録の方

法について、事前に検証する権限を有している。それにより、記録の信頼性を

                                                  
12 迅速な払い戻しとは、金融の安定及び適切な決裁システム機能を損なわない期間内に預金者が払い戻し

をされることと定義される。 
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確保し、計算や預金者からの請求内容の確認に要する時間を短縮することがで

きる 

(ｳ)  預金者へ払い戻すにあたり、支払い方法の選択肢を有している 

(ｴ) 設定されている期限内に義務を遂行するために、十分かつ確実な資金源（準備

金、財務省、中央銀行など）へアクセスできる。 

4. 預金保険者には、払い戻しプロセスを適時に実施するために必要な以下のものが備

わっている。 

(ｱ)  十分な情報技術 

(ｲ)  十分な人員（組織内又は外部契約） 

5.  払い戻しに長期の遅れが生じる状況においては、預金保険者は、前払い、仮払い又

は緊急の一部支払いができる。 

 

付加基準 

1.  預金保険者は、定期的にシステム・テストを行っている他、緊急時対応計画を有し

ている。 

2.  払い戻しのプロセスは、独立した監査人又は当局によって監査されている。 

 

原則 18－資産の回収 

預金保険者は、破綻銀行の資産から生じる回収額を共有するべきである。（預金保険者又は

この役割を担う他の者による）破綻銀行資産の管理と回収プロセスは、商業的考慮及び経

済的利益に基づいて遂行されるべきである。 

 

必須基準 

1.  預金保険者が回収プロセスに関与する場合には、その役割が法律又は規則に明確に

定義され、預金保険者は、破綻銀行からの回収額を商業ベース又は採算ベースで、

可能な限り 大化している。 

2.  預金保険者は、加盟銀行の破綻から生ずる回収の収益を共有している。預金保険者

は、破綻銀行によって被った損失及び費用の返済について、破綻銀行の債権者とし

て明確に認識され、破綻銀行の財産からの回収を直接受け取る。 

3.  預金保険者は、破綻銀行の財産処理において、少なくとも預金者と同じか、又は同

等の債権者としての権利・地位を有する。また、財産の回収請求を行い、財産処理

にあたって適切な影響力を行使するために、情報にアクセスできる。 

4.  預金保険者が、債権者の地位に加えて、破綻銀行全体又は一部の資産の管財人

(receiver)・清算人(liquidator)・コンサベイター(conservator)でもある場合には、

以下のようになっている。 

(ｱ) 預金保険者が資産管理及び回収で担う役割が、法律又は規則に明確に定義され
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ている。 

(ｲ) 資産管理及び回収手法は、資産の質、市場の状況、専門家の意見や法的要件と

いった要因に基づいている13。 

5.  資産管理や回収手法を決定する場合、全債権者の利益が適切に考慮されており、ま

た、資産処分に関する決定は、正味現在価値（net present value）のような概念を

用いて、資産価値 大化の確保と早期処分という、相反する目的のバランスを取る

ようになされている。 

 

付加基準 

1.  預金保険者は通常、付保預金者の権利を代位することから、債権者委員会に出席す

る権利又は権限を有し、破綻銀行の清算過程を注視している。 

  

  

  

                                                  
13 状況によっては、たとえ費用が回収額を上回っても、預金保険者は、不正行為や違法行為に責任がある

当事者を追及することがある。 
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付属書 1 

 
実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則への準拠状況評価 

 

本付属書は、「バーゼル・コア・プリンシプル・メソドロジー（銀行監督）」で使用されて

いる書式に倣い、評価報告書の構成及び手法についての説明と書式を示す14。 

 

評価報告書には、以下を盛り込む必要がある。 

 評価対象機関に関する情報や評価が実施されている背景など、実施された評価に関す

る基礎的な情報を提供する一般セクション 

 評価に使用された情報及び手法に関するセクション 

 制度、マクロ経済状況及び市場構造の概要 

 実効的な預金保険制度の前提条件の検討 

 原則ごとの詳細な評価、すなわち、特定の原則に関連する制度の説明、評点又は評価、

そして「コメント」部分（表 1） 

 評価結果を要約した準拠状況一覧表（表 2） 

 預金保険制度及び実務を改善するための措置及び施策についての原則ごとの提言を記

載した行動計画勧告（表 3） 

 

  

                                                  
14 当該書式は、金融部門評価プログラム（FSAP）又はオフショア金融センタープログラム（OFC）の任

務に関係して評価者が使用することを IMF 及び世銀から推薦された。本書式はまた、比較可能性及び整合

性を維持するため、単独評価又は各国による自己評価向けとしても推薦された。「バーゼル・コア・プリ

ンシプル・メソドロジー（銀行監督）付属書」参照。 
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評価及び概要一覧表 

表 1 

実効的な預金保険制度のためのコアとなる諸原則評価概要一覧表 

 

原則 1－（原則 1 を原文通り記載） 

説明  

評価 C, LC, MNC, NC, NA15 

コメント  

原則 2－（原則 2 を原文通り記載） 

説明  

評価 C, LC,MNC, NC, NA 

コメント  

18 原則すべてにつ

いて同様 
 

 

  

                                                  
15 準拠(Compliant: C)、概ね準拠(Largely compliant: LC)、実質非準拠(Materially non-compliant: 
MNC)、非準拠(Non-compliant: NC)、非適用(Not applicable: NA) 
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表 2 

BCBS-IADI による実効的な預金保険制度のための 

コアとなる諸原則への準拠状況概要詳細評価 

コア・プリンシプル 評点 コメント 

原則 1 参照  C, LC, 

MNC, 

NC, NA 

 

すべての原則について同様 C, LC, 

MNC, 

NC, NA 

 

 

 

表 3 

BCBS-IADI による実効的な預金保険制度のための 

コアとなる諸原則への準拠状況改善のための行動計画勧告 

参照原則 行動勧告 

原則ア 問題点の指摘 

提案措置 

原則イ 問題点の指摘 

提案措置 

等 等 
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Guidance Points, Basel, 2005c.  http://www.iadi.org/docs/IADI_APEC_Guidance.pdf  
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付属書 3 

 
実効的な預金保険制度の前提条件の検討のための推奨評価プロセス 

 

本節は、「バーゼル/IADI コア・プリンシプル」文書で説明された通り、実効的な預金保険

の前提条件の概要を述べるものである。このような前提条件には、以下が含まれる。 

 

 経済及び銀行システムについての継続的な評価 

 金融制度セーフティネットを構成する機関の健全なガバナンス 

 強力なプルデンシャル規制及び監督 

 十分に整備された法的枠組み、会計、情報開示の体制 

 

評価者は、前提条件が十分かどうかに細心の注意を払う必要がある。本節においては、前

提条件に関して、簡潔かつ適切に行われる事実関係の検討が必要とされている。それは、

前提条件の実施が不十分であると、預金保険者の権能を果たす能力に直接的な影響を与え

うることが、経験から明らかだからである。評価報告書の読者が、どれだけ前提条件が満

たされているかを踏まえて、個々の原則の評点を正しく読み取れることが重要である。前

提条件の検討は、上記の見出しに厳密に従って行われ、読者に、コア・プリンシプルの評

価についての見解が明確に伝わる必要がある。個別の原則への準拠状況評価においては、

各国固有の事情や預金保険制度の権能及び構造を考慮した上で、弱いとみなされた前提条

件に主として影響を受けそうな原則を指摘することも可能である。しかしながら、基準の

評価者は、前提条件そのものの評価をするべきではない。評価は通常、前提条件の類型ご

とにせいぜい 1～2 段落で取りまとめる必要がある。 

 

経済及び銀行システムの継続的な評価 

 

特に経済及び銀行システムの継続的な評価がなされている場合には、前提条件の評価は、

政策立案者が自国のマクロ経済状況（現在の金融・財政政策、銀行システムの健全性など）

の分析を実施する頻度などについて記述すべきであるが、これらの領域における政策の妥

当性について意見を表明すべきではなく、既存の IMF 及び世銀の文書、例えば IMF 第 4

条協議、FSAs (Financial Sector Assessments/金融セクター評価)、FSSAs (Financial 

System Stability Assessments/金融制度安定性評価)、世銀及び IMF の他のプログラムに関

連した報告書などにある分析及び勧告への言及に止めるべきである。 

 

前提条件の他の構成要素についても、評価者は、可能な限り IMF 及び世銀の公式文書に依

拠し、説明及び考えられる勧告が、それらの問題についての IMF 及び世銀の見解との整合
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性を確保するよう努力する必要がある。 

 

評価者は 適切な場合には、これらの要因と預金保険制度の目的達成能力との関連を分析

に盛り込むよう努める必要がある。 

 

金融制度セーフティネットを構成する機関の健全なガバナンス 

 

金融セーフティネットを構成する機関の健全なガバナンスに関する検討は、預金保険制度

に関連する要素に重点を置く必要があり、適切な場合には、他のセーフティネット構成機

関については、ミッションに参加した（預金保険者以外からの）専門家及び IMF/世銀の各

国担当チームが作成した評価に委ねるべきである。前提条件評価の当該部分は、①調整、

②適時の情報共有と協力を確保するための正式な取り決め（覚書等）、③権能と制度や公共

政策の目的との調和、④金融セーフティネット構成機関の信頼性や透明性に関する方針の

一貫性、についての分析と合わせて行われる必要がある。 

 

プルデンシャル規制及び監督の検討 

 

プルデンシャル規制及び銀行監督の強度又は頑健性の全体評価（基本的には IMF/世銀ミッ

ションやピアグループの活動によって作成された評価報告書に委ねる）は、預金保険の実

効性に直接影響し得る問題に重点を置く必要がある。全体評価は、中央銀行、監督当局、

預金保険者など関与する主要な機関の機能分析という要素も取り上げる必要がある。担当

責任機関の明らかな不在についてのみならず、機能の重複についても指摘する必要がある。

これに続いて、経営難に陥っている/破綻した金融機関の状況へ対処するために、明確に定

義され、文書化されたプロセスが存在するかどうかについて検討が行われる。 

 

法的枠組み及び会計並びに情報開示体制の評価 

 

「国際基準の遵守状況に関する報告書」(ROSCs)、FSSAs、FSAs、IMF/世銀その他の国際

機関による報告書に基づいて、評価者は、適切な法的枠組みが存在するかについて意見を

形成する。その際に焦点があてられる論点は、コーポレート・ガバナンスの規程、株主の

権利保護、市場や消費者情報の利用可能性、消費者保護法、プライバシー及び情報開示法、

銀行の役員や管理職に対する訴訟を可能にする職務上の責任を問う法律、規制当局及び監

督当局の職員を保護する補償法、合併・買収・持分取得に関する法的枠組み、外国企業の

市場参入に関する法律、破産法、契約法、一般財産権、公正な紛争解決メカニズム、金融

機関における政府の所有と影響力についての開示、等である。 
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上記の情報源に依拠しつつ、現行の会計及び情報開示体制に関する評価の対象としては、

信頼できる、十分訓練された会計及び監査専門家の存在、金融セクターの規制、効率的な

支払い・清算及び決済制度、財務報告書の透明性と情報公開、一般に認められている会計

及び監査基準の順守、がある。 
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付属書 4 

 
危機対応準備とシステミックな危機における預金保険制度の役割 

 

本節では、通常は、預金保険制度の権限外である活動について述べる。また、システミッ

クな危機における預金保険制度と他のセーフティネット構成機関との望ましい協調につい

ても触れる。 

 

預金保険制度の目的は比較的単純なものであり、預金者保護及び金融の安定性への貢献で

ある。平時に、十分に資金を確保された預金保険制度は、ある程度の件数の小規模な銀行

破綻に際し、多数の付保預金者へ迅速に払い戻しできるはずであり、それによって銀行シ

ステムのその他の部分への信頼性を維持するのに役立つ。 

 

しかしながら、預金保険制度は、システミックな危機においては多くの限界がある。ほと

んどの預金保険制度は、システミックな危機に対処する権能及び権限を欠いている16。事実

上すべての保険と同様に、預金保険制度は、制度上、付保対象の中でほんの２、３の破綻

しか負担できない。システミックな危機においては、銀行部門の大部分又は部門全体が破

綻の危機にあっても、預金保険制度は、自力で問題に対処する資金を持っていない。他の

セーフティネット構成機関が危機の解決のための資金を提供しなければ、市場参加者の信

頼を強化するという預金保険制度の主要な目的が損なわれるだろう。 

 

様々な国で、主として危機対応準備のための緊急時対策計画を導入することにより、シス

テミックな危機に対処するための十分な備えを確実にする対策を講じている。これは、

FSAPs においては、 後の貸し手（lender-of-last-resort: LOLR）機能、問題行の実効的

な破綻処理のための法律並びに規制の枠組み、及び預金保険制度の役割と共に金融セーフ

ティネットの部分において評価されている。要するに、危機対応準備は、通常、財務省又

はそれと同等の省が主導し、他のセーフティネット構成員も関与するのである（他のセー

フティネット構成機関は、通常、政治的に独立しているため、財務省が主導する必要があ

る）。 

 

危機管理枠組みの採用は、肯定的に評価されるべきものであるが、時として預金保険制度

と危機管理委員会との間に潜在的な対立の分野を生じさせる。例えば、預金保険制度の基

金が、場合によっては、システミックな危機への対処に利用可能な基金の一部として含ま

                                                  
16 例えば、幅広い権限を付与されている預金保険者には銀行の破綻処理の権限があるかもしれないが、「費

用 小化」原則による制約があるかもしれない。しかしながら、迅速な対応及び/又はシステム安定の必要

性が「費用 小化」原則の実施を妨げる場合がある。 
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れていることがある。法律によってほとんどの預金保険制度基金は、銀行が破綻した時、

付保預金者への払い戻しに用途が特定されている。ただし、その基金の使途がすでに法律

で許可されていたか、又は預金者保護に密接に関係していた場合は別である（その場合の

費用は、預金保険者が他の方法で負担を求められたであろう金額を超えない）。政府が預金

保険制度の基金を、銀行の資本増強など他の用途のために使用することを決定しようとす

る場合、その使用は、政府の指示の下で行われ、預金保険制度への返済を政府が保証する

場合にのみなされるべきである。 

 

更に、セーフティネット構成機関としての預金保険者は、システミックな危機の間、危機

管理に関与できないことがある。通常、危機管理委員会が、協調広報戦略を策定する。こ

の分野では、危機管理委員会は、平時に信頼性を高めるためのメッセージを立案している

預金保険者の経験を生かすことができる。広報の事前準備は、「通常の」銀行閉鎖において

非常に重要であり(いつ、どこで預金が払い戻されるか、ローンの返済は継続する必要があ

るのか、など)、危機対応のために も前向きなメッセージを前もって準備することは更に

重要である（預金は安全か、など）。効果的な国民周知活動を通じて国民の信頼を促進する

預金保険者の経験は、危機管理委員会の協調広報プログラムに有益な貢献ができる。しか

しながら、預金保険者は、危機における広報を単独で決定すべきではない17。 

 

                                                  
17 より広い権能と付随する権限をもつ預金保険者の中には、システミックな危機において、全額保護の実

施などを通じて付加的な役割を果たしているものもある。 


