世界同時金融危機後の金融健全化政策に関する考察

世界同時金融危機後の金融健全化政策に関する考察
──銀行破綻処理と預金保険制度を中心に──

経済学研究科経済学専攻博士後期課程 3 年

林

興

１．はじめに
米国大手証券会社のリーマン・ブラザーズの破綻により、サブプライム・ローン金融危機
は各国に伝播し、国際金融市場で信用収縮が起り、世界同時金融危機へと発展してしまった。
こうした金融危機への対応の失敗の反省から、G20 や金融安定理事会（FSB）
、バーゼル銀
行監督委員会などを中心に国際的な金融規制改革論議が急ピッチで進めている。とりわけ、
システミックに重要な金融機関（SIFIs）に対する規制・監督の厳格化が規制改革の中心となっ
ている。金融自由化と金融工学の発展により、銀行が主体となっている金融コングロマリッ
トは段々と国際化、巨大化と化していく。このような金融コングロマリットが破綻すると、
往々として国際金融システムに重大な影響をもたらす。
しかしながら、国際金融コングロマリットに対し、規制・監督体制が確立したとは言い難
い。とりわけ、国際金融コングロマリットを対象とした破綻処理ルールおよび預金保険制度
の制定はまだ始まったばかりである。
本稿では、米国のサブプライム・ローン問題に端を発した世界同時金融危機後の各国・地
域における国際金融コングロマリットの破綻処理の対応策や、国際上預金保険制度の見直し
をめぐる動きについて整理し、今後国際金融コングロマリットの破綻処理および預金保険制
度の在り方について考察したい。
世界同時金融危機後の金融健全化政策について考察を進めた結果、得られた結論を予め示
せば以下の通りである。
国際金融コングロマリットが破綻した場合には、各国の監督当局が協調のもとで金融コン
グロマリットを解体し、最小コストの前提で預金保険制度を活用して銀行部門の健全化を維
持する。
また、負担の公平性の観点から、金融コングロマリットに対し、リスク度に応じて預金保
険料率を設定すべきである。金融危機の処理コストを想定し、預金保険基金を十分に積み上
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げして社会的負担を最小限にすべきである。
さらに、国際的な協調の必要性から考慮すると、預金保険制度においても、通貨スワップ
協定のように、金融危機が発生する時に各国の預金保険基金を融通しあうことが望ましい。

２．銀行規制・監督の必要性
本章では、銀行経営に関するミクロ理論について簡単に整理した後、銀行に対して規制・
監督および預金保険などのセーフティネットといった公的関与の必要性について述べる。

2.1

銀行経営に関するミクロ理論

金融の最も重要な機能は、余剰資金を持つ貸し手から資金を必要とする借り手への資金移
転（マネーフロー）である。しかし、このような金融取引には、様々なリスクと困難が伴う。
なぜなら、金融取引とは現在時点と将来時点の間で資金の交換を行う取引である。そのため、
仮に取引が成立する時点では、返済等が行われる将来までにどのような事態が発生するかを
正確に予測することが不可能であるという不確実性が存在するからである。以下では、金融
取引における二つの問題、情報の非対称性と契約の不完備性について考察する。
2.1.1 情報の非対称性
情報の非対称性とは、
経済取引の当事者の間で保有する情報の質や量が異なることをいう。
金融取引は、資金の貸し手は資金の借り手に資金を提供するかわりに、将来借り手が事業投
資等から得た収益の中から借りた資金（元本＋利息）を貸し手に返済する約束である。しか
し、資金の貸し手は、借り手が資金を用いて行おうとしている事業投資等の採算性、また、
事業投資がうまく行われているかどうか等借り手の情報について、十分に持っていない。こ
うした情報の非対称性が存在することによって、金融取引が円滑にできないおそれがある。
酒井・前多 [2004] では、情報の非対称性を、事前情報の非対称性、期中情報の非対称性、
事後情報の非対称性の三つの類型に分類している（図表 2-1）
。
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図表 2-1 情報の非対称性の類型

（資料）酒井・前多 [2004] より引用

まず、金融取引で貸借契約を結ぶ前に、貸し手にとって借り手の信用力が分からない場合
の情報の非対称性を事前情報の非対称性と呼ぶ。事前情報が非対称である場合には、貸し手
は借り手の信用力が分からないので、過去の金融取引で蓄積した情報ないし市場に存在する
借り手の平均的な質を根拠に、
貸借契約の利子率を決める。数多く存在する借り手に対して、
信用力の優劣を判別することができない場合には、同一の利子率を提示するであろう。この
とき、信用力の高い借り手は、自分に対して正当な評価を得られず、高めの利子が提示され
たことに不満を感じて貸借市場から撤退することになる。一方、信用力の低い借り手は過大
評価され、より低い利子率で貸借契約を締結することになる。貸し手は、比較的信用力が低
い借り手との取引による信用コストの拡大を恐れて利子率を高めに設定し、これは市場の金
利体系を歪める。また、市場には信用力の低い借り手だけが残り、最終的には市場自体の信
認が失われる。このような現象を「逆選択」と呼ぶ。さらに、逆選択が深刻となり、資金貸
借が行われない状態に陥ると、
「市場崩壊」に至る。
次に、貸出を行った後、貸し手は借り手の事業投資の活動が分からない場合の情報の非対
称性を期中情報の非対称性と呼ぶ。実際、貸出した資金は契約通りに使われているのか、貸
し手としてはそれを観察することが非常に困難である。したがって、借り手がその資金をよ
りリスクの高い事業投資に回し、
あるいは貸借契約に反して事業投資にせず返済に充てる等、
いわゆるモラル・ハザード現象が起きる可能性がある。場合によっては、借り手がリスクを
取りすぎで破綻し、貸し手が予想外の損失を被ることになる。
最後に、企業の事業投資が終了した後でも、企業側がどれだけの利益を上げたかを貸し手
が把握できない場合の情報の非対称性を、事後情報の非対称性と呼ぶ。例えば、借り手が事
業投資の収益を小さく申告し、金利減免等の返済負担軽減を求める可能性が否定できない。
実際このような現象が起きると、貸し手は期待収益の損失を恐れて貸借取引そのものが行わ
れないことになり、ひいては貸し手が市場から撤退して市場崩壊につながる。
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このように、情報の非対称性が貸し手と借り手の間に存在するときに、市場が歪んで金融
取引が効率的に行われなくなる恐れがある。したがって、金融取引の機能を発揮させるため
には、情報の非対称性を軽減もしくは緩和する仕組みが必要になってくる。その方法として
は、①借り手が自ら進んで貸し手に情報を公開する（ディスクロージャーの促進）
、②貸し
手が借り手についてより綿密に調べ、情報の収集・分析に努める方法（情報生産の高度化）
といった 2 つの方策が考えられる。前者の借り手側のアクションとして、良質な借り手が自
分の事業投資の質が良いことを貸し手に知らせる「シグナリング（signaling）
」がある。具
体的には、貸し手に質の高い担保を提供したり、自己資本で一部事業投資を行ったり、自分
が行おうとしてする事業投資の質を貸し手に表明することができる。
もちろん、
いままで行っ
た金融取引で蓄積してきた信用力を貸し手にアピールすることも有効であると考えられる。
そして、貸し手が借り手の情報を収集・分析することによって、情報の非対称性を軽減す
ることができる。資金を借り手に貸す前に、借り手の信用状況や、これから行おうとしてい
る新規事業投資の見通しを調べる等、いわゆる「事前審査」によって、事前情報の非対称性
を軽減することができる。期中情報の非対称性が引き起すモラル・ハザードについては、返
済が行われるまでの継続的な監視、いわゆる「債権管理」が必要となる。さらに、事後情報
の非対称性を対処するためには、事後の情報生産によって、自らの期待収益の損失を防げる
ことができると考えられる。
以上の対策により情報の非対称性を軽減することができるが、完全に解消することは不可
能であると指摘されている。なぜなら、借り手の情報を収集・分析するには、一定の費用が
かかるからである。貸し手が、こうした情報生産にかかる費用と貸出から得られる期待収益
とを比較して、もし採算がとれなければ、貸し手は貸借取引そのものが行なわない。このよ
うに、情報の非対称性の存在が金融取引における効率的な資源配分を妨げる恐れがある。し
たがって、金融取引を円滑に行うために、借り手が自ら進んで貸し手に情報を公開すること
がより重要となってくる。
2.1.2 不完備契約理論（incomplete contract）
金融取引の契約成立時点と完了時点が異なっているという特徴は、契約の不完備性の問題
も引き起こす。というのは、将来時点における経済の状態は、現在時点では不確実なもので
あるから、それら不確実な要素を金融取引契約に明確に記載することは不可能である。例え
ば、借り手が事業投資を失敗して破綻した場合の対応、また、外部経済の悪化により事業投
資が一時的に立ち行かなくなった場合の対応等、それぞれの状態についての対処方法を契約
に記述する必要がある。
しかし、現実問題として、将来に渡り起こりうる不確実なことは無数にあるため、貸し手
がそれら全てのことを事前に予測するのは不可能である。また、仮に予測できたことを全て
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契約に記載しようとしても、必要とする費用を勘案すれば、これは非現実である。したがっ
て、実際に契約を結ぶ際には、敢えて将来時点における起こりうる不確実なことについての
記載が曖昧になっている部分が含まれている契約を不完備契約と呼ぶ。
情報の非対称性と同様、不完備契約は資源の配分を非効率にしてしまう恐れがある。なぜ
なら、事業投資の進行状態は、借り手側のみが保有している情報であり。貸し手にとっては
知ることが難しい情報である。このような場合は、
貸し手は情報の非対称性を軽減するため、
借り手が行っている事業投資の情報の収集・分析に努める。しかし、その情報生産にかかる
コストが期待利得より大きいとき、貸し手はそれを見越して借り手に貸出を行わない可能性
が高い。
契約の不完備性から生じる非効率性を緩和するため、当初契約に書き込まれていない事象
が生じた場合、当事者の話し合いによって、契約の一部を見直す可能性が生じてくる。この
ような契約内容の見直しを「再交渉」
（renegotiation）と呼ぶ。ただし、この場合には、借
り手が新たな契約を提示し、それに対して貸し手が承諾するか拒否するかの選択を行うこと
にする。貸し手が新契約を受け入れる場合は、新契約が効力を持ち、新契約を反対する場合
は、旧契約が効力を持つことになる。
再交渉を行うとき、将来において経済の状態の回復が見込まれ、あるいは借り手の努力に
よって、事業投資の再生が可能な場合には、契約形態を見直し、非効率な事業投資の継続を
避ける契約形態を考える。この場合、借り手が貸し手に借換えの再交渉を行うことになる。
貸し手が再交渉に応じれば、借換えないし短期契約という形で再契約し、借り手側の事業投
資が継続されることになる。逆に、貸し手が再交渉を拒否し、借り手に旧契約どおりの返済
を迫れば、事業投資が清算され、貸借契約が中止することになる。そのとき、ポイントとなっ
てくるのは借り手が再交渉するときに提示していた新たな返済額である。つまり、この返済
額が事業投資の清算価値を下回る場合には、
貸し手は事業投資を清算したほうが得と判断し、
再交渉を中止する。そのため、借り手は事業投資を継続したいときには、できるだけ清算価
格以上の新返済額を提示して、貸し手に承諾してもらい、再交渉を成功に持ち込もうとする。
2.1.3 銀行の役割
前節までで、情報の非対称性と不完備契約に伴う問題を緩和するためには、情報生産およ
び契約の再交渉が必要であることを見てきた。この節では、銀行が情報の非対称性と不完備
契約の問題の緩和においてどのような役割を果たしているのかを見てみよう。
Rajan[1992] は、金融取引を市場型取引とリレーションシップ型取引の二つの取引形態と
に分類して考察している。市場型取引とは不特定多数の取引者が資本市場に集まり基本的に
同条件の下で取引を行うものであり、相手の「顔」が見えない分、情報の非対称性と契約の
不完備性が高くなりがちとなる。この取引の典型例は、証券市場での株式や債券の売買取引
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である。市場取引においては、コストの理由から貸し手（個人投資家）が情報の非対称性を
緩和することは困難である。また、再交渉をしようと思っても、多数な貸し手との交渉は事
実上不可能に近いので、市場取引においては再交渉が排除されている。一方、リレーション
シップ型取引は銀行からの借入れをイメージしたもので、相対型取引である 1。相対型取引
とは、取引相手が誰であるかを知ったうえで行う取引である。貸出や預金の取引がこれに当
たる。取引相手が知っているため、再交渉は比較的容易に行えることになる。
したがって、金融取引における情報の非対称性と契約の不完備性を緩和するには、銀行の
役割が重要となる。
まず、銀行は、預金で調達した資金を貸出という 2 資金移転の形態で金融仲介機能を果た
している。銀行は、多数な余裕資金を持っている貸し手から少額かつ満期の短い預金を集め
る一方で、資金を必要としている借り手に多額かつ長期間で資金を貸出する。このような満
期・分割性・流動性に関する「資産変換」によって、借り手と貸し手の間に生じているロッ
トや期間のミスマッチを解決している。
次に、銀行は、貸出先を事前に審査することによって、リスクの高い借り手を選別したり、
リスクを応じて利子率を提示したりすることができる。こうすることによって、事前情報の
非対称性による逆選択と市場崩壊をある程度防ぐことができる。また、貸出後も借り手の行
動を継続的にチェック（モニタリング）することによって、借り手のモラル・ハザードを防
止する。このような情報生産活動は、高度な金融技術と莫大な費用が必要となるため、個々
の貸し手（預金者）よりも銀行のほうが効率的に行うことができる。
さらに、契約の不完備性の問題は、銀行と貸出先との再交渉によってある程度解決できる。
というのは、銀行が情報生産を行っていることから、将来に渡り起こりうる不確実なことに
ついて、銀行がある程度予測できるので、契約を結ぶ時からその不完備性をある程度緩和す
ることができる。また、市場取引の場合、契約を見直す際に（事実上不可能ではあるが）多
数の貸し手を相手にするのに対し、リレーションシップ型取引では、貸出先と債権・債務関
係にあるのは銀行 1 行あるいは数行に限られているので、再交渉がスムーズに行える可能性
がある。
前述では、銀行は代表的監視者または委託された監視者として、貸し手の代わりに借り手
のモラル・ハザードを監視する機能を担っている。しかしながら、銀行が貸し手の利益を考
えて、借り手の活動を適切に監視するかどうかという問題も生じてくる。Jensen and
Meckling（1976）のエージェンシー理論によると、エージェント（agent）とプリンシパル
（principal）との間において、
「情報の非対称性」が存在する。プリンシパルがエージェント
の行為を監視できない場合、エージェントには、プリンシパルの目的を充実に追求するより
自己の目的に適った行為を選択しようとする動機が生じる可能性があると指摘している。し
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たがって、プリンシパルの貸し手の目的に反して、エージェントの銀行が自己目的のため、
利益相反に走り、モラル・ハザードを引き起こす恐れがある。エージェントの銀行の利益相
反行為を阻止するためには、一定の費用（エージェンシー・コスト）が必要とされる。しか
し、銀行の行動に対し、個々の貸し手による監視は事実上不可能であるため、公的機関によ
る規制・監督が必要となる。

2.2

銀行規制・監督およびセーフティネットの必要性

前節まで、銀行経営にかかわるミクロ理論および銀行の役割について整理してきたが、本
節では、なぜ銀行に対して規制・監督およびセーフティネットが必要とされるかについて論
じる。
銀行は通常の企業と異なって、いくつかの顕著な特徴がある。
第 1 に、銀行は決済機能を担っており、経済のインフラストラクチャ（公共財）の役割を
果たしている。
第 2 に、銀行同士は相互の債権債務関係により、緊密な決済ネットワークを形成している
ため、ある銀行の破綻が波及作用で他の銀行に連鎖し、システミック・リスクを引き起す恐
れがある。
第 3 に、
「情報の非対称性」から顧客（消費者・預金者および投資家）は大変不利な立場
にあり、金融当局による消費者・預金者および投資家を保護する必要がある。
第 4 に、銀行は高いレバレッジをきかせてバランスシートを拡大して経営を行うため、資
産の劣化などにより、債務超過になりやすい。その場合、預金の取付けによって急速に資金
繰り難に陥ってしまう恐れがある。
第 5 に、銀行は多数な貸出を行っており、一旦破綻すれば多くの貸出先の資金繰りが一挙
に悪化し、実物経済に多大な悪影響を与える可能性がある。
以上のような特徴から、銀行に対して、規制・監督およびセーフティネットといった公的
関与が不可欠とされてきた。つまり、
「信用秩序の維持」と「消費者・預金者および投資家
の保護」といった視点から、銀行規制・監督およびセーフティネットの構築が必要である。
また。負の外部性などの市場の失敗に対処するには、銀行に特定の規制を加えるなど公的介
入が不可欠である。
銀行に対する信用秩序維持政策と規制監督政策は総じてプルーデンス政策（prudential
policy）といい、金融システム全体を安定化させ、国民経済全体へのコストを最小化するこ
とを最終目標とするマクロプルーデンス政策と、個々の銀行の経営危機を防ぎ、消費者・預
金者および投資家の保護を最終目標とするミクロプルーデンス政策に分けることができる。
さらに、プルーデンス政策を事前対策と事後対策に分けることもできる。前者には、銀行破
綻を防ぐための規制・監督といった事前対策である。後者の事後対策には、預金保険制度と
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銀行破綻処理、
さらに中央銀行による流動性の提供（最後の貸し手機能）がある。次章から、
これらのプルーデンス政策について具体的に論じていく。

３．銀行破綻処理制度
銀行破綻は、一般的に、銀行が流動性危機あるいは債務超過に陥ることによって、預金な
どの債務の支払いに応じられず、営業を継続できなくなるときに生じる。銀行破綻の実例か
らみると、破綻に追い込まれる主因は、①貸出資産の劣化（不良債権の急増）
、②有価証券、
金融派生商品への投資の失敗、③不正行為、不祥事等、④著しい経営不振に陥る。問題銀行
の破綻に対して、まずは任意の買収、合併、吸収など預金保険を使わず民間ペースで行うの
が基本である。それで対処できなかったときは、預金保険制度を活用して破綻処理を行う。
さらに、預金保険制度が賄えきれないときには、中央銀行による最後の貸し手を発動するこ
とによって銀行を救済・破綻処理を行う。本章では、欧米各国の銀行破綻処理制度の歴史を
振り返りながら、世界同時金融危機以後の銀行破綻処理制度の変化について概観する。

3.1
3.1.1

世界同時金融危機前の銀行破綻処理制度
米国の銀行破綻処理制度

2007 年の世界同時金融危機までには、米国が世界でもっとも洗練された銀行破綻処理制
度を有しており、多くの国のモデルとなっている 3。米国の銀行破綻処理制度をみると、破
綻処理にあたって基本的な選択肢は以下の 4 種類がある。
ペイオフ方式（清算、保険金支払い方式）
ペイオフ方式は、銀行を清算し、預金保険から預金者に保険金を支払うというもっとも基
本的な破綻処理方法である。主として、小規模な銀行が破綻したときに使われる。この場合
は、預金保険機構が預金者から債権を取得し、債権者としての権利を行使して、管財人、清
算人の業務に関与し、清算配当を取得する。迅速に破綻処理できる反面、破綻銀行が清算さ
れるため、従来のような金融サービスの提供は不可能になり、地域経済に多大な悪影響を及
ぼすことになる。
P&A 方式（合併、営業譲渡方式）
P&A 方式は、健全な受け皿銀行に破綻銀行の資産と負債を譲渡する方式で、営業譲渡方
式とも呼ばれる。この場合、預金保険機構は受け皿銀行が引き受けるインセンティブを与え
るために、上記のペイオフ方式の費用いわゆる ｢ペイオフ・コスト｣ の範囲内で資金援助を
行う。これは、受け皿銀行に営業継承インセンティブを促進する手段として、ペイオフ方式
で処理を行う際に要する費用の範囲内で受け皿銀行に資金援助ができることとされるもので
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ある。この方式は、米国が 1930 年代にペイオフ方式の悪影響を回避するため誕生したもの
である。このように、受け皿銀行に支払う額はペイオフを行った場合の預金保険機構の純支
払推定額を下回れば下回るほど（最小コスト原則とも呼ぶ）
、社会的利益が大きいという判
断ができるである。
通常、事前に受け皿銀行はすでに選定しており、破綻する銀行の公表と同時にすべての業
務を受け皿銀行に移行される。破綻日の翌営業日から受け皿となる承継銀行による営業が再
開される。社会的な混乱と不安（取り付け騒ぎなど）を避けるため、譲渡手続きを週末に行
われるのは基本的である。
オープンバンク・アシスタンス方式（非閉鎖型の資金援助）
この方式は破綻危機にある銀行を清算せず、資金援助を行うである。この場合、預金保険
機構は銀行の所有権を取得することもあり、銀行の経営にかかわり、さらに銀行の経営陣の
交代を求めることもある。
日本では、1998 年の金融機能安定化緊急措置法や金融機能早期健全化緊急措置法に基づ
く資本注入制度や、これを引き継いだ預金保険法第 102 条 1 項 1 号の措置、すなわち、金融
危機対応の公的資金注入措置が、このオープンバンク・アシスタンス方式に一番近いものと
考えられる。
ブリッジバング方式（一時国有化）
一方、経済や金融システムに対して重大な悪影響を及ぼすとみなされた場合には、上記三
つの方式を適用せず、いわゆるブリッジバング方式（一時国有化）という例外な措置を取る
可能性がある。
ブリッジバング方式とは預金保険機構が子会社としてブリッジバングを設立し、暫定的な
受け皿となり、その業務を一時的に維持・継続させ、最終的な受け皿を探すものである。ブ
リッジバングの下で限定された銀行業務を行うことで、破綻銀行のさらなる悪化を防ぐだけ
ではなく、受け皿候補が破綻銀行資産などをチェックする余裕も出てくる。主として大規模
複雑な銀行の破綻処理で用いられている。
上記のように、米国は世界でもっとも早くから洗練された破綻処理制度を構築し、これが
世界のスタンダードとなってきた。その理由として、米国は何度も金融危機に見舞われ、数
多くの金融機関の破綻処理を経験したことがあげられる。例えば、1980 年代から 1990 年代
前半にかけて起こった S&L 危機において、1,043 の S&L が連邦当局により閉鎖された。処
理にあたって、公的および社会的な負担は合わせて 1,500 億ドルに達するとされている。
S&L の破綻処理により、多大な公的負担および金融監督の不備という反省から、1991 年

─ 353 ─

に米国は「連邦預金保険公社改善法」を制定し、連邦預金保険公社（FDIC）に大きな権限
を与え、銀行破綻処理制度を大幅に拡充した 4。FDIC はさまざまな立場で破綻処理に関与
している。すなわち、
①検査・監督機能を発揮し金融機関の問題の早期把握・是正に努める
②破綻処理が避けられない時には事前準備等の調整
③銀行が破綻後は管財人として破綻銀行を直接管理する
④受け皿金融機関への売却際の資金援助や保険資金の支払いなどの破綻処理資金の提供
⑤金融システムに重大な悪影響をもたらすと判断するときには、FDIC が子会社としてブ
リッジバングを設立し、実質的な受け皿となって経営しながら最終的な売却先を探す。
そして、米国の破綻処理制度は以下のような特徴がみられる。第１に、金融機関の状況に
ついての迅速な見極めと、入念で徹底した事前準備ができる。第 2 に、最小コスト原則を採
択し競争原理を導入したのである。第 3 に、他の国と比べ、銀行破綻処理の手法の多さであ
る。第 4 に、管財人業務において強力な権限と効率性が持つ。
3.1.2

欧州の銀行破綻処理制度

欧州では、北欧以外の国々はあまり金融危機を経験していないこともあって、多くの国は
銀行破綻処理制度の整備が進んでいない。問題銀行に対しては、民間銀行の合併、増資など、
破綻前に問題を解決するのが基本となっている。システミック・リスクの恐れがある場合に
は、金融当局が介入し公的資金注入など国有化によって解決を図る。預金保険機構は、単に
ペイオフを実行する機関として活動している。また、預金保険の本国監督主義によって、破
綻処理についても破綻銀行の各支店の所在国の法律で行われることとなる。ただし、その処
理状況は各加盟国また債権者に公表しなければならない。
国別をみると、イタリアは問題銀行に対して ｢特別管理｣ と「強制清算」の権限を持ち、
問題銀行への介入措置を整備している。破綻銀行の大部分は P&A 方式で処理され、ごく例
外的にペイオフ方式で処理され、欧州諸国の中で比較的よく整備されている。一方、英国で
は、銀行に特有な破綻処理の仕組みがなく、銀行の破綻処理は、一般事業法人と同様な枠組
みの下で行われてきた。このため、銀行の破綻処理は、基本的に、監督当局ではなく、債権
者の申立てによって開始されてきた。また、破綻処理の選択肢についても、従来は、ペイオ
フ方式の処理のみで、P&A 方式、オープンバンク・アシスタンス方式、ブリッジバング方
式という手立てがなかった 5。

3.2

世界同時金融危機以後の銀行破綻処理

サブプライム・ローン問題を危機とした世界同時金融危機は 2008 年に入ると、欧米にお
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いて銀行の破綻が相次いだ。その特徴として、過去に例のない大型な銀行、さらに国際金融
コングロマリットが破綻・救済されることが挙げられる。
3.2.1

米国の銀行破綻処理

米国のケースをみると、
まず 2008 年 7 月には、
総資産約 320 億ドルの米地方銀行の住宅ロー
ン大手のインディ・マック銀行が破綻し、一時国有化された 6。次に、2008 年 9 月 15 日のリー
マン・ショックを契機に、米国の金融市場がパニックになり、大型な銀行は次々と破綻・救
済された。9 月 25 日に、
総資産約 3,070 億ドルの貯蓄金融機関最大手のワシントン・ミューチュ
アル銀行が破綻し、P&A 方式で事業の大部分を JP モルガン・チェースに譲渡された。JP
モルガン・チェースはワシントン・ミューチュアル銀行の全預金と資産および負債等を承継
し、対価として FDIC に 19 億ドル支払った。そして一週間後に、今度は総資産 6,700 億ドル、
全米でも第 4 位の資産規模を誇る金融コングロマリットのワコビアが 5 位のウェルズ・ファー
ゴに救済合併された。当初は政府補填付きでオープンバンク・アシスタンス方式でシティグ
ループによる合併が一転して、政府支援なしの P&A 方式での合併となった。さらに、金融
市場のさらなる混乱を受け、米政府は 2008 年 10 月 3 日に「緊急経済安定法」を成立させ、
シティグループやバンク・オブ・アメリカを含む大手 9 行にそれぞれ 250 億ドルの公的資金
を注入した。その後も金融危機が収まらない中、問題銀行に米当局による再度の資本注入と
一部の資産に対する損失補償等を内容とする追加救済策が発表された（図表 3 -1）
。
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図表 3-1

世界同時金融危機以後米国における大手銀行の破綻・救済
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)
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Washington
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TARP とは、「緊急経済安定化法」に基づき、金融機関からの不良資産の買取り等のため
に総枠 7,000 億ドルのプログラム（Troubled Asset Relief Program）を指す。

（資料） 原 [2009] より抜粋、加筆修正し筆者作成。

このように、米国は「緊急経済安定法」に基づき、システミック・リスク・エクスセプショ
ンを発動して、国際金融コングロマリットの救済を乗り出すことが世界同時金融危機におけ
る銀行破綻処理の最大な特徴である。これは、リーマン・ショック以後、金融システム全体
に対する市場の信頼が大きく低下し、資金市場における流動性がほぼ枯渇したため、銀行の
資金仲介機能や資金決済機能が機能しなくなり、連鎖倒産の可能性が高まったという判断か
らである。そして、問題銀行の流動性の不足という問題を対処するため、預金の全額保護措
置を打ち出した。さらに、ワコビアの救済合併については、当初合意したシティグループに
よる買収案より、株主に有利な買収案を提案したウェルズ・ファーゴと合併したことから、
銀行破綻処理において、最小コスト原則が堅持していることが窺われる。
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3.2.2

欧州の銀行破綻処理

破綻銀行の国有化を嫌う米国と違って、欧州では破綻銀行を処理する際に、国有化が比較
的によく利用されている。従って、米国に比べ、欧州では銀行破綻処理制度の整備があまり
進まず、国有化以外の破綻処理の選択肢が少ない。世界同時金融危機においても、多くの銀
行は完全国有化ないし一部国有化された。そのため、本節では、完全に国有化された銀行の
中で代表性がある銀行を取り上げ、世界同時金融危機以後の欧州の銀行破綻処理の状況を分
析する（図表 3-2）
。
まず、2007 年 9 月に、ノーザン・ロック銀行（NR）はサブプライム・ローン問題により
資金繰りが悪化し、
イングランド銀行（BOE）に支援を要請したことから信用不安が広がり、
銀行に対する預金取付けが発生した。BOE は NR に対し、流動性支援を行いながら、NR の
預金全額保護を発表した。その後も NR に対する追加的な流動性支援や債務保証により、
BOE の NR 向けの与信が急増し、事実上 NR の負債のほぼすべてが政府保証を受けること
となった。このため、2008 年 2 月に、英国政府は NR の株式を強制的に取得し、一時的で
はあるが、完全国有化に踏み切った。ただし、NR の国有化においては、預金保険制度は発
動されていない。
前述のように、英国において、銀行破綻処理にはペイオフ方式の処理のみで、P&A 方式、
オープンバンク・アシスタンス方式、ブリッジバング方式という手立てを有していなかった。
このため、政府が銀行の株式や資産・負債を強制的に移管する権限を与える一年間の時限立
法「Banking Act 2008」を成立させ、銀行の一時国有化の道筋を開いた 7。
そして、リーマン・ショックを契機に、欧州においても金融危機が深刻化し、銀行の破綻
が多発した。2008 年 9 月に、NR と同じ住宅ローン中堅銀行のブラッドフォード・アンド・
ビングレー（B&B）が破綻した。B&B に対し、米国式の P&A 方式に適用され、その結果
支店網や預金はサンタンデール・セントラル・イスパノ銀行グループの、アビー・ナショナ
ル銀行に売却され、残りの住宅ローン債権等が一時英国財務省の管理下となり、国有化され
た。
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図表 3-2

世界同時金融危機以後欧州における大手銀行の破綻・救済処理

Northern Rock

Bradford & Bingley

2008/2/17

2008/9/29

10

148

P&A
65

Dexia

Groep
2008/9/29

P&A
07

Fortis Financial

2008/9/30
2011/10/10
P&A

1,008

689

2008
Northern
Rock

NR

9

（約

200

276 億ユーロ）
64

270
BNP

197

2011

141

10

ABN

900

60.5%

NR

36.5%

NR
628

3%

(

866億ユーロ )
UK

2012

11

3
55

（注）2007 年 12 月末の為替レート１ユーロ＝ 0.7251 ポンドで換算。
（資料）European Banking Authority、FSA 等より筆者作成。

また、ほぼ同日に、オランダの金融コングロマリットのフォルティス・フィナンシャル・
グループが破綻した。総資産 10,080 億ユーロのうち、オランダ国内の事業については、ベ
ネルクス三国政府が国有化し、ベルギー、ルクセンブルクの銀行部門およびアセットマネジ
メント部門は BNP パリバに売却された。同グループは実質上解体されることとなった。
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さらに、金融安定理事会（FSB）にシステム上重要な金融機関（SIFIs）として認定され
たベルギーの金融コングロマリットのデクシアも流動性不足問題に直面され、ベルギー、フ
ランス、ルクセンブルクと主要株主から、総額 64 億ユーロの資本注入を受けた。しかし、
経営回復の見込みがなく、欧州のソブリン債危機が追い打ちとなり、グループの解体が不可
避となった。2011 年 10 月に、ベルギー国内部門はベルギー政府により国有化された。その
他の不良資産を含むデクシアの残りの資産をバッドバンクに移行した。そして、資産売却に
よる償却・評価損がなお拡大しているため、2012 年 11 月に、フランスとベルギー政府はデ
クシアに対して 3 回目となる救済を行い、55 億ユーロの追加資本注入を実行した。
上記のように、欧州において、金融統合がかなり進んでいたため、国際金融コングロマリッ
トの破綻が多く見られた。これらの銀行の規模が大きいため、本店所在国（母国）だけの破
綻処理は困難であり、関係国との協力のもとで破綻処理を進める必要が不可欠である。例え
ば、フォルティス・フィナンシャル・グループおよびデクシアの破綻処理を行う際には、国
内部門のみの（本店）業務を政府が国有化し、海外部門に関しては P&A 方式に基づき清算
されるのが基本的にスタンスとなっている。
しかし、欧州では銀行特有の破綻処理制度が確立していないため、世界同時金融危機以後
欧州における大手銀行の破綻・救済処理において技術的な困難にいくつか直面した。たとえ
ば、ノーザン・ロック銀行は債務超過に陥っていないにもかかわらず、政府が強制的に銀行
株を取得し、国有化に踏み切った。今後、どのようにして株主を補償するのか課題となる。
また、デクシアに対し、一時国有化されたものの、いまだに再建の道筋見えず、ついに 3 回
目の政府の救済を仰がざるを得なくなった。日本の金融機関の破綻処理の経験からすれば、
処理期間が長いほど損失率が高くなる傾向がある 8。このため、将来において、デクシア救
済における公的負担が膨れ上がる恐れが大いにある。
一方、米国では、なるべく破綻銀行の国有化を避け、P&A 方式（合併、営業譲渡方式）
とオープンバンク・アシスタンス方式（非閉鎖型の資金援助）で破綻銀行の処理を進めてき
た。とりわけ、ワコビアの救済合併については、当初合意した（政府支援を前提に）シティ
グループによる買収案より、政府支援を受けず、株主に有利な買収案を提案したウェルズ・
ファーゴと合併する救済案を採用した。銀行破綻処理において、公的負担を最小限に抑制す
る最小コスト原則が堅持していることが窺われる。また、預金保険制度が機能していたこと
もあって（後述）
、欧州にくらべ、金融システムの混乱が比較的に早く収拾され、金融市場
の回復も比較的に早かったとされる 9。
このように、金融危機後の破綻処理方法を比較すると、公的負担の最小化および金融危機
の安定化のための効果という視点から、米国の破綻処理制度が比較的に機能していると言え
よう。破綻・救済が適切に行えなかったという反省から、欧州は法改正を行い、銀行破綻処
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理において、P&A 方式、オープンバンク・アシスタンス方式およびブリッジバング方式を
導入している。
ここまで、世界同時金融危機以後、欧米各国の銀行破綻処理の動向について概観してきた。
システミック・リスクを対処するため、国際金融コングロマリットに対し、システミック・
リスク・エクスセプションの実施あるいは国有化といった中央銀行の「最後の貸し手」の機
能を発動したことが大きな特徴である。こうした危機対応による銀行破綻処理方式が金融市
場 の安定化に寄与したことを高く評価することができるが、モラル・ハザードを引き起こ
す恐れがある。また、
“Too big to fail”といった問題の提起にも直面する。このため、国際
金融コングロマリットの破綻に備え、危機対応によらない銀行破綻処理ルールを策定するこ
とが重要である。

3.3

国際金融コングロマリットの破綻処理

世界同時金融危機において多くの国際金融コングロマリットが破綻ないし救済されること
に受け、銀行破綻処理に対し国際的な協力の必要性が強く意識されるようになってきている。
2011 年 7 月には、FSB と BIS 委員会がグローバルな SIFIs（G-SIFIs）のうち、
「グローバ
ルなシステム上重要な銀行」
（G-SIBs）を特定する方法と G-SIBs に求める追加的な損失吸収
力の要件に関する市中協議文書を策定し、
「グローバルにシステム上重要な銀行に対する評
価手法と追加的な損失吸収力の要件」を公表した 10。
しかし、国際的な銀行破綻処理に関しては、各国の法制度の違い等から、多くの難点が存
在している。以下では、国際金融コングロマリットの破綻処理における問題点を取り上げて
検討することとしたい。
国際金融コングロマリットの破綻処理を複雑なものとする要因には様々なものがある。
①破綻処理制度の整備の程度差
銀行破綻処理制度の整備について、各国においてかなりの程度差が存在する。米国、カナ
ダおよび日本のようにしっかりとした銀行破綻処理制度を有している国が存在する一方、欧
州各国、中国などまだ完全に整備していない国もある。このような程度の差が存在すると、
国際金融コングロマリットの破綻処理の際に、各国の間の調整が困難になると予想される。
②監督当局の違い
一般的には、銀行の破綻処理において金融監督当局の関与が不可欠である。しかし、各国
においては、金融監督当局の権限に一定な差が存在する。さらに、金融コングロマリットの
内部にある各事業の監督形態がバラバラであるため、意思決定には時間がかかると予想され
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る。
③預金保険制度
各国において、それぞれ預金者を保護するための預金保険制度が存在する。預金保護対象
と保護限度においては、かなりの程度差がみられる。例えば、アイスランドの預金保険制度
による保護上限は、1 万 6 千ポンドとなっている一方、英国の預金保険制度の保護上限は 5
万ポンドとなっているため、世界同時金融危機においては、アイスランドから英国への預金
流出が続出した。預金保険制度においてこのような制度差が存在すると、国際金融コングロ
マリットの破綻処理が難しくなるだけではなく、金融危機を深刻化させる恐れがある。
④海外支店の管轄権問題
国際金融コングロマリットが破綻した場合、いずれの国が倒産手続きについての管轄権を
有するのか（本店所在地国の支店のみが有するのか、海外支店所在地国、財産所在地国にも
管轄権を有するのか）
、一国の倒産手続きは外国に所在する財産についても効力が及ぶのか
（普及主義、属地主義）
、各国の倒産手続きの相互承認、執行、法制度の適用など様々な問題
が存在する 11。したがって、国際金融コングロマリットの破綻処理を行う際に、国際間の協
調が不可欠である。
⑤情報の不足
国際金融コングロマリットを構成する各国の現地法人の監督や破綻処理に際しては、所在
国の金融監督当局が現地法人の情報を十分に得ることができない恐れがある。また、破綻処
理に際しては、
所在国の金融監督当局と国際金融コングロマリットの親会社の間の意思疎通、
交渉等においても様々な困難に直面する。
このように、国際金融コングロマリットの破綻処理に関しては、数多くの問題が存在する。
また、実際の破綻処理にあたって、欧州のような域内金融統合が進んでいる地域では、破綻
処理が比較的に簡単に進めるが、関係国の利害対立が深刻な場合には、実態経済に悪影響を
もたらす可能性さえある。
本章では、従来の銀行破綻処理制度について概観した後、世界同時金融危機における銀行
破綻処理制度の変化について分析を行い、国際金融コングロマリットの破綻処理の特徴を整
理した。しかし、国際金融コングロマリットの破綻処理に関しては、各国の法制度の違い等
から、多くの難点が存在している。国際金融コングロマリットの破綻処理ルールの確立は、
今後の金融監督において最重要な検討課題であると思われる。
以下では、上記の国際金融コングロマリットの破綻処理事例を参照しながら、プルーデン
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ス政策のもひとつの柱である預金保険制度について考察を行う。

４．預金保険制度
世界同時金融危機の深刻化に伴い、多くの国が預金の全額保護措置を打ち出したほか、保
護範囲の拡充する動向も見られた。また、預金保険基金が急減しているため、預金保険基金
の積立率が大幅に引き上げられ、各国は預金保険基金の基金確保に努めている。本章では、
世界同時金融危機が発生以後、預金保険制度の動向について検証する。
預金保険制度は、銀行が破綻したときに預金者と金融システムを守る制度である。銀行が
事前ないし事後に設定した預金保険料率（積立率）に基づき、預金保険機関に保険料を支払
う。万が一、銀行が破綻した場合に、予め定められた保護預金の種類や金額の範囲で、預金
保険基金から預金者へ預金を払い戻しという方法で預金者を保護することによって、信用秩
序の維持に資することを目的とするものである。近年では、保護上限を設定する預金保険制
度が主流となっているが、金融危機に陥った場合には、金融システムの健全性を維持するた
め、時限的に預金の全額保護を打ち出す国々も多い。

4.1

各国の預金保険制度の概要

1950 年代から、ほとんどの国において厳しい金融規制政策がとられ、銀行破綻が極めて
少なかった。そのため、預金保険制度はさほど普及しなかった。1960 年代から先進国、と
りわけ米国においては金融規制が緩和され、銀行破綻の発生を防ぐために、預金保険制度を
導入する動きが徐々に広まった。
各国の預金保険制度をみると、預金保護の上限が設けられており、銀行が破綻した場合、
預金者がある程度の損失を被り得る制度になっていることが共通している。これは預金保険
制度が負うリスクを軽減するためと、預金者にも一定のリスクを負担させることによって、
預金保険制度に伴うモラル・ハザードを防ごうとしているのである。
一方、預金保険の財源である保険料については、その負担方法は各国で異なっている。通
常は保険料を毎年事前に徴収し、基金として積み立てるが、銀行破綻が発生した後、保険料
を徴収する国もいる。また、保険料率については、一律の保険料率を設定している国がいる
一方、銀行の経営リスクに応じた可変保険料制度を導入している国もいる。
さらに、預金保護対象の範囲については各国間で極めて大きな差が見られる。米国とカナ
ダではほぼすべての預金を保護対象となっている一方、多くの国では個人と法人を保護対象
としている。例えば、欧州では、①金融のプロ、あるいは自らリスク管理ができると考えら
れている預金者を除外され、銀行、証券会社、保険会社、投資基金、年金基金、国、地方政
府等が除外対象となる。②銀行の破綻に責任があったと考えられる預金者が保護対象外とな
る。破綻銀行の関係者、
連結関係会社等が対象となる。③マネーロンダリングに関する預金。
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④一部の国では、大中企業を保護対象から排除し、個人と小規模企業しか保護しない。この
ように、欧州においては、零細預金者保護という理念を鮮明に打ち出している。ただし、欧
州域内では、イタリア、フランスのように保護額を高く設定する国がいる一方、ドイツ、英
国みたい比較的に低い水準しか保護しない国もいる。
近年の金融セーフティネット制度の設計には、リスクの予防的削減という発想が主流に
なってきている。預金保険制度においても、銀行のリスク特性により格差を付けた保険料率
を課すという「可変保険料制」を導入する動きが広まった。
加盟銀行に対して均一料率を課すという「均一保険料率制」に関して、保険料の算定と管
理が比較的容易であるが、公平性が欠けるという問題点が存在する。なぜなら、健全な銀行
にとっては、預金保険料の存在が問題銀行のために、不当に多額の保険料を支払わされるこ
ととなり、まさにコストでしかないのである。一方、経営が悪化している銀行にとっては、
預金保険から補助金を得ているということとなる。このように、リスク志向の高い銀行が預
金保険から便益を得て、リスク高い投資に走る等経営上においてモラル・ハザードが生じや
すい状態となる。すなわち、一律の保険料率は銀行の経営健全化のインセンティブをそぐも
のなのである。
一方、可変保険料制度は以下のメリットが存在すると考えられる。
第 1 に、可変料率は銀行経営上のモラル・ハザードをコントロールすることができる。
第 2 に、経営状況による保険料率の増減により、銀行間の公平性を保つことができる。
第 3 に、可変保険料率を算出する際に自己資本比率を考慮に入れることによって、自己資
本比率規制等の効果を高めることができる。
しかしながら、リスク軽減といった見地から、可変保険料制度は理論的に優れた考え方で
はあるが、実際の運用にあたってはいくつかの技術的な課題を解決しなければならない。第
１は、加盟銀行のリスクを客観的に評価する方法を開発必要がある。第 2 は、均一保険料制
度に比べ、制度の運用と維持にあたっては一定のコストがかかる。第 3 は、経営が悪化して
いる銀行にとって、高い保険料はさらなる負担であるため、導入にあたっては一定の配慮が
必要とされる 12。

4.2

世界同時金融危機以後の預金保険制度の動向

前述したように、欧州の預金保険制度の預金保護の範囲が比較的に狭く、かつ、保護の上
限は国によってかなりの開きがあるため、預金者の預金保険制度に対する信任が十分ではな
かった。その結果、欧州では預金の取付けおよび預金保護上限が高い国への預金流出が見ら
れた。このため、欧州では、預金保護の拡充および預金払い戻しの期間の短縮化を通じて銀
行の取付けを食い止めようとした。また、EU 域内の預金保険制度に関する EU 指令の見直
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しを行い、事前積立による預金保険基金の構築とリスクに応じた保険料率体系の採用を発表
した。
一方、米国では、中小銀行の破綻の急増に伴い、預金保険基金が激減したため、預金保険
料の大幅の引上げにより、預金保険基金の基金確保に努めている。本節では、世界同時金融
危機以後の預金保険制度の動向について検討することとしたい。
4.2.1

米国の預金保険制度の動向

米国では、銀行を自己資本の充実度と監督格付けの高低に基づき、9 つのマトリックス分
類することを通じて、銀行のリスク度に応じて保険料率（可変保険料率）を定める仕組みと
なっている。銀行が毎年、決められた保険料率で連邦預金保険公社（FDIC）に預金保険料
を支払うといった事前徴収方式を採用している。また、向こう 1 年間に予想される損失であ
る期待損失については、事前に引当金を積み立てている。期待損失を上回る損失が発生した
場合に備えて、財務省等からの借入れも可能となっている。このように、米国は非常に充実
した預金保険制度を整備しており、優れた運用実績を持っている。2008 年の世界同時金融
危機においても、数多くの中小銀行が破綻したが、従来の枠組に基づいて順調に行われてい
る。
ただし、破綻銀行の急増を受けて、FDIC の預金保険基金は急速なスピードで減少してい
る。2007 年 12 月末に 524 億ドルあった基金は、2008 年 12 月末には 173 億ドルまで減少し、
2009 年 12 月末には 209 億ドルの赤字に転落した。預金保険基金の積立率も 2007 年 12 月末
の 1.22% から 2008 年 12 月末には 0.36% となり、2009 年 12 月末にはマイナス 0.39％となっ
ている（図表 4-1）
。預金保険基金残高の急滅を受けて、FDIC は預金保険料の引上げを動き
出した。2008 年 10 月 FDIC は、2009 年第一四半期以降の預金保険料について 2008 年の保
険料率 0.05% ～ 0.43% から一律 0.07% 引上げる等を内容とする回復計画を発表した。
さらに、2010 年 7 月に成立したドッド＝フランク法は、2020 年 9 月末までに預金保険基
金の積立率を 1.35％までに回復させることを FDIC に義務づけている。
一方、FDIC は、推定付保預金の 2% を長期的な基金の積立目標率として設定し（2010 年
12 月）、2011 年 2 月には預金保険基金の積立率が 1.15% に到達した場合のスケジュールを公
表した。まず、預金保険基金の積立率が将来危機に耐えるに十分なレベルに到達するまでに
は（積立率が 1.5% に達するまで）
、無期限に配当を停止する。そして、積立率は 2% と 2.5%
13
を超えたときに、配当金の代わりに段階的に保険料率を下げていく方針を決定した 。こう

した一連の預金保険料の引上げと積立目標の見直しにより、2011 年 12 月末の預金保険基金
残高および積立率はともにプラスに転じている（図表 4 － 1）
。
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図表 4-1

FDIC 預金保険基金残高および積立率の推移

（資料）FDIC より筆者作成。

4.2.2

欧州の預金保険制度の動向

銀行の預金取付けおよび預金保護上限が高い国への預金流出を対処するため、EU（欧州
連合）では、EU 域内の預金保険制度に関する EU 指令の見直しを行い、2011 年 5 月に、欧
州議会の経済・金融委員会において、EU 指令の改正案（主な内容は以下）を採択された 14。
①預金の保護限度額の 10 万ユーロへの引き上げ（従来の最低水準 2 万ユーロを域内で共
通化）
。
②付保預金の払戻し期間を 5 営業日以内とする（各国は 2016 年末までは 20 営業日以内の
払い戻しを選択可。但し、その場合でも 5,000 ユーロは 5 営業日以内に払い戻す必要が
ある）
。
③事前積立による預金保険基金の構築 15。積立規模は付保預金残高の 1.5％とし、積立期
間は 15 年間とする。
④リスクに応じた保険料率体系の採用（高リスクの金融機関は通常リスクの金融機関の
250％のリスク係数を使用）
。
上記の改正案の中、もっとも注目すべき点はリスクに応じた保険料率体系の採用である。
これは、欧州では、保険料率に関して「汚染者負担原則（
“polluter pays”principle）
」を採
用し、リスクの高い金融機関は通常のリスク水準にある金融機関より高いリスク係数を保険
料率の計算に用いる。このように、預金保険制度への信任を回復するため、欧州議会は大幅
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な改革に踏み切った。
図表 4-2 は世界同時金融危機以後、世界各国のおける預金保護拡充の動きを纏めったもの
である。他の国・地域に比べると、欧州の預金保護限度が低いであることがわかる。こうし
た最小限の預金保険制度は、金融危機の際に、預金者の不安を増幅させ、預金取付けに繋がっ
たと考えられる。しかしながら、適切な預金保護範囲を設けるのは、決して簡単なことでは
ない。欧州のように保護範囲を低く設定すれば、
何らかのショックで預金者が銀行に殺到し、
取付け騒ぎを引き起す可能性が高まり、
金融システムの安定が脅かされることとなる。一方、
保護範囲を高く設定すれば、銀行経営上におけるモラル・ハザードが生じやすく、金融シス
テムの不安定化につながる。このように、金融システムの安定化とモラル・ハザードという
トレード・オフの関係にある両者の間に、適切な均衡を取ることが求められるのである。さ
らに、金融危機を対処するため、時限的に保護範囲を拡大することが認められるが、平時に
戻った時の出口戦略の模索することが重要である。
図表 4-2 世界各国・地域における預金保護拡充の主な動き（2009 年末）
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（資料）各国当局資料、各種報道資料等より筆者作成。

世界同時金融危機を対処するため、欧米各国を中心に預金保険制度の強化・改革が図られ
たが、その主なポイントは以下のように整理することができる。
1．保護限度額の拡大
預金者による預金取り付けから銀行を守るため、時限的ではあるが、多くの国は保護限度
額の拡大に動いた。さらに、金融危機が深刻化していく中で、
「預金の全額保護」を行う国・
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地域が見られた。
2．預金保険料率の引上げと積立目標の見直し
破綻銀行の急増を受けて、欧米各国を中心に預金保険料率と預金保険基金積立目標の引上
げを決めた。
3．付保預金の払い戻しまでの期間の短縮化
預金者の不安を和らげるため、払い戻しまでの期間の短縮化が検討され、欧州では最短で
5 営業日以内を払い戻す必要として、法制度改正がなされた。
4．国際的な協調の必要性
預金保険制度は、基本的に自国の預金者のために設計した独自の制度であるが、金融危機
の深化とともに各国での制度の違いが問題を引き起こすことが明らかになってきた。
例えば、
アイルランドが金融危機に陥る際に、国内預金は預金保護上限が高い国への預金流出が見ら
れた。そして、今度アイルランドが預金の全額保護を決めた際に、隣国の英国で、英国に所
在するアイルランド系銀行の支店への急速な預金シフトが起こるという事態が起きた。
特に銀行のグローバル化が進む中、今後このような事態が続出であろうと考えられる。し
たがって、国際コングロマリットの破綻処理制度の設計と同様、預金保険制度の制度設計に
おいても国際的な協調体制が必要である。

5．おわりに
最後に、前章まで考察した世界同時金融危機以後の銀行破綻処理と預金保険制度の動向を
総括しながら、今後国際金融コングロマリットの破綻処理および預金保険制度の在り方につ
いて若干の提言をしていきたい。
銀行との金融取引における特有な情報の非対称性と不完備契約理論から、預金者は相対的
に不利な立場に置かれることになる。しかし、コストなどを考えると、零細預金者たちが銀
行を監視することはほぼ不可能である。また。負の外部性などの市場の失敗に対処するには、
銀行に特定の規制を加えるなど公的介入が不可欠である。したがって、
「信用秩序の維持」
と「預金者の保護」といった視点から、銀行規制・監督およびセーフティネットの構築が必
要である。預金保険制度と銀行破綻処理制度はまさに銀行規制・監督の中心的な役割を担っ
ている。
2008 年の世界同時金融危機以後、世界の預金保険制度と銀行破綻処理制度において、大
きな変革が見られた。国際金融コングロマリットに対する規制・監督体制およびセーフティ
ネットの不備により、国際金融コングロマリットの破綻処理にあたって、中央銀行の「最後
の貸し手機能」を発揮するなど、強力な金融危機対策を余儀なくされた。こうした危機対応
による銀行破綻処理方式が金融市場 の安定化に寄与したことを高く評価することができる
半面、モラル・ハザードを引き起こすという批判もある。このため、国際金融コングロマリッ

─ 367 ─

トの破綻に備え、危機対応によらない銀行破綻処理ルールを策定することが重要である。
他方、世界同時金融危機の深刻化を受けて、世界各国、地域において、預金保険制度の拡
充が図られた。預金保護限度額の拡大、預金保険料率の引き上げおよび払い戻し期間の短縮
などは金融危機の沈静化に一役買ったが、モラル・ハザードや競争の歪みをもたらすことが
懸念される。預金保護に係る危機対応からの退出と平時への復帰が今後の課題となる。
これまでの議論を踏まえ、国際金融コングロマリットの破綻処理および預金保険制度の在
り方について以下の提言を行いたい。
第 1 に、国際金融コングロマリットが破綻した場合には、各国の監督当局が協調のもとで
金融コングロマリットを解体し、預金保険制度を活用して銀行部門の健全化を維持する。破
綻処理方式に関しては、最小コスト原則を堅持すべきである。
第 2 に、税負担の公平性の観点から、金融コングロマリットに対し、リスク度に応じて預
金保険料率を設定すべきである。金融危機の処理コストを想定し、預金保険基金を十分に積
み上げて社会的負担を最小限にすべきである。
第 3 に、各国の預金保険制度の違いを考えると、銀行破綻処理と同じ、預金保険制度の設
計および実施にあたっては、国際的な協調が必要である。預金保険制度においても、通貨ス
ワップ協定のように、金融危機が発生する時に各国の預金保険基金の融通しあうことが望ま
しい。
─────────────────────────────────────────
1

リレーションシップ・バンキングとは、金融取引に固有な問題である情報の非対称性や融資
契約の不完備性に対処する金融仲介サービスの一形態であり、金融機関が個々の企業の経営
に関する内部情報を収集・蓄積することによって情報の非対称性問題を緩和・解決する機能
を発揮するビジネス・モデルである。

2

概念上は、貸出を行った銀行に借入企業から借入証書が渡され、預金者に銀行から預金証書
が渡されていると考えることができる。

3
4

カナダと日本は銀行破綻処理制度を整備、拡充する際に、米国の制度を参考にした。
「連邦預金保険公社改善法」は、1980 年代から 90 年にかけて、商業銀行や貯蓄貸付組合の多
くが経営危機に陥った経験を教訓として、連邦保険公社（FDIC）の強化を目的としている。
具体的には、① FDIC の資金枠拡充、②連邦監督局監督体制の強化、③早期是正措置の導入（日
本より厳しく、自己資本比率 10％未満で業務改善命令が発動される）、などから構成されて
いる。

5

赤間 [2009]

6

FDIC による破綻処理した過去最大な銀行であったコンチネンタル・イリノイ銀行の総資産
は約 336 億ドルであった。
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7

英国は 2009 年に銀行法「Banking Act 2009」を成立させ、預金取扱銀行については、①民
間セクターの買い手への継承、②ブリッジバングへの継承、③一時的な国有化という特別な
枠組みを含む破綻処理制度を追加整備した。

8

預金保険機構 [2005]「金融機関破綻に関する定量分析」、19 ページ。

9

例えば、2012 年 6 月、米ニューヨーク連銀は 2008 年に米保険大手アメリカン・インターナショ
ナル・グループ（AIG）と当時の米証券大手ベアー・スターンズの救済を支援するために実
施した 700 億ドルを超える融資を全額回収したと発表した。とりわけ AIG の保有株式売却や
金利収入などで政府救済額（投融資額合計）より上回る 151 億ドルの利益を確保した。

10

BIS[2011],“Global systemically important banks: Assessment methodology and the
additional loss absorbency requirement - consultative document”July.

11

森下 [2008] 参照。

12

日本においては、可変保険料制度の導入の可能性について研究を進めてきたが、問題銀行へ
の配慮から導入を先送りした。

13

FDIC[2012],“2011 Annual Report”,pp12.

14

この改正案の一部は欧州でのソブリン問題の深刻化を受けて改正を行ったものである。例え
ば、預金の保護限度額を最初の域内最低水準 2 万ユーロ→ 5 万ユーロ（2008/10）→ 10 万ユー
ロ（2010/7）に段々と引き上げた。

15

従来では、英国、オランダ、イタリア等は事後積立方式を採用してきた。
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Study on the policy of the Financial Function
Strengthening after the simultaneous global financial
crisis
─ Mainly the deposit insurance system and processing
bank failures ─
LIN, Xing
Abstract
The purpose of this paper is to discuss the nature of the deposit insurance system and
the global financial conglomerate bankruptcy process.
After the simultaneous global financial crisis, many international financial conglomerates
have been nationalized or public-fund injection. It has been pointed out in many previous
studies that there is due to the lack of safety nets and financial oversight.
The author suggests that the bankruptcy of the global financial conglomerate should be
effective coordination between the states concerned. We should make full use of the
deposit insurance system, advocates minimal cost to liquidate the global financial
conglomerate, and the need to preserve the perfection of the banking system.
Secondly, it should be based on the level of risk degree of the global financial
conglomerate set the deposit insurance premium rate. Hope to establish the system of
deposit insurance fund intermediation between countries, to deal with the bankruptcy of
the global financial conglomerate.

Key Word
・global financial conglomerate
・deposit insurance system
・processing bank failures
・simultaneous global financial crisis
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