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2011年 6月 21日 
「世界金融危機後の金融機関規制」 

深尾光洋 
 
要旨 
 リーマン・ブラザーズ証券の破綻をきっかけとして発生した世界金融危機は、資産価格

バブルの兆候が見られた欧米諸国の金融システムに甚大な悪影響を与えた。このため、金

融機関に対する規制や監督体制、預金者などの顧客保護体制などについて、全面的な見直

しが行われている。特に、従来のミクロ的な個別金融機関の健全性に焦点を当てた規制・

監督体制から、マクロ的な景気循環による信用膨張の抑制、自己資本比率規制の大幅な強

化、世界的な大金融機関に対する監視と規制の強化、大金融機関の破綻処理メカニズムの

導入などである。しかし、国際的な企業に対する倒産制度は未整備であり、またユーロ圏

におけるギリシャ、アイルランドなどのソブリンリスクに対する対応も解決策は見通せな

い状況にある。 
 
１．金融機関規制見直しの概観 
１．１．金融機関に対する規制強化の動き 
 2007年頃から深刻化した米国の低所得者向け住宅ローン（サブプライムローン）の不良
債権化から始まった米国における金融危機は、2008年 9月のリーマン・ブラザーズ証券と
大手保険会社アメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）の実質破綻により急激に
深刻化した。1この金融危機は大西洋を渡って英国、オランダ、スイスなどの大手金融機関

の経営危機を招いた。しかし、各国中央銀行による金融緩和、財政支出の拡大、政府によ

る金融機関に対する資本注入、預金保険の拡充などの対策が行われ、米国や EU 主要国で
は、徐々に経済が安定してきている。しかし、2010年に入ると、ギリシャ、アイルランド、
ポルトガルなどの EU 内で比較的所得の低い国では、財政赤字の拡大により国債金利が急
上昇するなど、金融機関の危機から政府信用に対する危機（ソブリン・クライシス）に問

題が変化しつつある。 
 金融危機後の主要国の経済が徐々に回復する中で、巨大金融機関に対する監督体制や規

制そのもののあり方に関する政策の見直しが急ピッチで行われている。特に米国では、比

較的厳格な規制を受けていた銀行部門ではなく、規制が緩やかであった投資銀行（証券会

社）や保険会社などの非銀行金融機関が金融危機の震源地になったこともあって、非銀行

金融機関に対する規制・監督体制の見直しも重要なテーマとなっている。投資銀行、保険

会社は、規制が非常に緩かった店頭取引の金融派生商品（CDS, credit default swap等）や
証券化商品を使って巨額の取引を行い、大きな利益を計上していたものの最後には損失を

被り破綻に瀕した。その結果、米国政府は巨額の公的資金の投入を行ったほか、金融機関

                                                   
1 サブプライムローン問題と世界金融危機の関係については、深尾[2009]を参照されたい。 
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の債務に対する保証、企業に対する直接的な信用供与などの異例の対応を余儀なくされた。

金融機関が利益のためにやり放題の取引をやった後で、その破綻処理に対して税金が投入

されていることに対する批判は非常に強く、利益が出るときは株主や金融機関の幹部が巨

額の利益を得る反面、損失が出るときは政府・納税者が負担するという点が、最も問題視

されてきた。 
 
１．２．欧米における動向 
 金融システムの危機に際して、米国政府と連銀（米国の中央銀行）は預金保険制度の拡

大、MMFに対する政府保証の導入、大手金融機関の債務に対する保証の導入、資産流動化
証券の大量買い入れ、企業の短期資金調達に対する直接的な信用供与など、大恐慌以来の

大規模な対策を打ち出した。この結果、政府が実質的に株主や主要債権者となった金融機

関が数多く生まれている。こうした政府が実質的に支配する金融機関に対しては、政府が

経営に介入することが可能になっているが、オバマ政権による大手金融機関トップに対す

る報酬規制の動きは、こうした背景の下で行われている。また欧州においても、公的資金

の投入などにより、政府が実質的に経営に介入できる金融機関が増加しており、こうした

金融機関に対して国際業務よりも国内業務を優先すべきだとの政治的な圧力が強まってい

る。 
 また、リーマン・ブラザーズ証券の破綻後 3 年近くが経過しているが、同社の倒産処理
は遅々として進んでおらず、あと数年は必要だと見られている。これは、倒産前には一体

として経営されていた各国にある複数の関係会社が、倒産後にはそれぞれ別の国の倒産法

制により破綻処理されるため、関係会社間の債権債務関係が複雑に絡み合い、解きほぐす

ことが非常に困難なためである。 
 こうした状況の下で、世界的な大金融機関は「大きすぎて倒産させられない」「複雑すぎ

て倒産処理できない」「規制監督するには大きすぎる」「巨大すぎて小さな国には救済でき

ない」「民間金融機関としては大きすぎる」などと見られるようになっている。 
 
１．３．規制・監督体制再構築の方向性 
 金融機関規制の見直しは、G20首脳会議の下に、G20諸国の金融監督当局と IMFなどの
国際機関がメンバーとなる金融安定化理事会（FSB、Financial Stability Board）が全体を
統括し、銀行の自己資本比率規制を議論するバーゼル委員会（BCBS、Basel Committee on 
Banking Supervision）、証券監督者国際機構（IOSCO、International Organization of 
Securities Commissions）などが業界ごとの規制見直しを行ってきた（図表１参照）。 
 見直しの方向性は、概ね以下のようになっている。 
 
 第一に、従来は個別の金融機関に対する規制・監督が中心であったが、このミクロ中心

の仕組みについての反省が行われている。金融システム全体が速いペースで貸出・与信を
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拡大してバブル的な資産価格の上昇が発生しているような場合には、景気も良く貸し倒れ

も少ないため個別の金融機関の収益は良好で、問題がないかのように見える。しかし実際

には、日本の 1980年代後半のバブル後の不良債権急増に見られたように、景気が悪化し始
めると金融機関の経営が急激に悪化することが多い。このためマクロ的な観点から、自己

資本比率規制などの金融機関規制をダイナミックに変化させるための仕組み（マクロ・プ

ルーデンス）の仕組みが導入されている。 
 
 第二に、個別の金融機関に対する規制（マイクロ・プルーデンス）の観点からは、まず

自己資本比率規制が強化されている。世界金融危機の大きな原因が、大手金融機関の過大

なレバレッジ（負債・資本比率）であった。少ない資本でも借り入れや金融派生商品、仕

組債を使うことで、巨額の投資を行うことができる。運用がうまく回れば巨額の利益が得

られるが、一旦投資に失敗すると、借り入れの返済を迫られて大量の資産を投げ売りする

必要が生じ、急激に経営が悪化しやすい。そこで BIS 規制におけるコア自己資本の定義の
厳格化や最低自己資本比率の引き上げが決定された。例えば、繰延税金資産などの清算価

値が無いか資産を自己資本の計算から除外したりする。また劣後債務に近い資本調達手段

である優先出資証券や優先株をコア自己資本の計算から除外する。さらに経営が悪化した

金融機関に対して、自己資本を半ば自動的に引き上げることができる資金調達を義務づけ

ることが検討されている。たとえば、自己資本比率が低下した場合には、監督当局の判断

で劣後債務を強制的に普通株式に転換できる制度を導入する。 
 
 第三に、複雑化した金融機関に対応して、金融監督当局の統合や連携が強化されている。

米国では銀行、保険、証券、商品取引所などの監督当局が分離されているが、相互連携を

強化するとともに、連銀に対して、万一破綻した場合には金融危機が発生しかねない大手

金融機関に対する強力な規制権限を与えた。EU では、2011 年から各国に分かれている監
督当局の連携を強化する仕組みが創設された。また IMF(International Monetary Fund)や
FSB(Financial Stability Board)などの国際機関の監督機能も強化された。 
 
 第四に、米国の大手保険会社 AIG の破綻の原因となった CDS2等の金融派生商品につい

ては、集中決済機関や取引所を設けて、取引リスクを削減すると同時に取引状況の監視を

強める見直しが行われている。CDS は債務保証に近い契約であるため、契約のターゲット
となった債券の発行者の信用度が悪化すると、保証の売り手は巨額の含み損を抱えること

になる。これに対して保証の買い手は、売り手に対して巨額の含み益を持つ債権者となる。

                                                   
2 Credit default swapの略で、個別の企業や金融機関、政府などが発行した債券が返済不
能に陥った場合に、事前に一定の代価を支払って CDSを購入しておくことで、その損害相
当額を受け取る契約。保証契約に似ているが、実際に当該債券を保有していなくても購入

できる。深尾[2009]参照。 
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CDS 契約では、保証の買い手は、売り手から含み益相当額の担保を徴求できるのが、AIG
のように巨額の担保を要求されると資金繰りが困難化して経営が悪化する可能性もある。

AIG の場合は連銀が巨額の特別融資を行うことで対応したが、金融派生商品のリスク管理
が不十分であったことを示した。 
 
 第五に、流動性リスクに対する規制が強化されている。リーマン・ブラザーズ証券やベ

ア・スターンズ証券は、巨額の中長期債券を 1 日から数日程度のレポ取引を繰り返すこと
でファイナンスしていた。レポ取引では、証券会社はマネー・マーケットファンド（MMF）
などの投資家に対して、自身が保有している中長期債券を数日後に買い戻す契約を付して

売却することで、資金を調達している。投資家から見ると、中長期債券を担保にとって短

期間だけ資金を証券会社に貸していることになる。しかし証券会社の経営が傾くと、レポ

取引の相手方は、国債などの非常に優良な資産でなければ継続を断ることが多い。これは、

金融市場が混乱してくると、担保として引き取った有価証券が最上級のものでない限り、

担保債券を急いで現金化しようとすると損失を被る可能性が高いからである。3 
 
 第六に、大きな金融機関に対してより厳しい規制を課する動きがある。例えば大規模な

金融機関ほど高い自己資本比率規制や高い預金保険料を課したり、破綻処理が困難な大金

融機関に対して、万一破綻した場合の破綻処理方法（いわば遺言状）を事前に作成させた

りしてする対応が導入されつつある。 
 これに関連して、リーマン・ブラザーズ証券の破綻の影響が非常に大きかったので、そ

の後は大金融機関の経営悪化には、政府・中央銀行による資本注入や資金援助が行われて

きた。しかし今後は大きな金融機関についても混乱を避けつつ破綻処理ができるようにす

るための法律が整備されつつある。米国の「ドッド・フランク法」、英国の「2009年銀行法
(Banking Act)」、ドイツの「2010年銀行再建法(German Bank Restructuring Law)」など
である。 
 
 第七に、預金保険制度の拡充が行われている。多くの国で預金保険の上限が引き上げら

れたほか、EU域内では預金保険の上限を統一する動きが見られる。 
 
２．米国の金融機関規制見直し（ドッド・フランク法） 
 米国の金融機関監督体制の見直しの中核となるのが、2010年 7月に成立したトッド・フ
ランク法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)である。以下で
は、この法律の概略を説明する。 
 

                                                   
3 Duffie [2010]は、リーマン・ブラザーズ証券などの投資銀行の経営が急速に悪化したプロ
セスについて、詳しい解説を与えている。 
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（１）金融顧客保護庁 
 ローンや金融商品の販売における消費者保護を強化するために、連銀（米国の中央銀行）

内に独立した機関(Consumer Financial Protection Bureau)を設立する。この機関は、消費
者を保護するためにすべての金融機関に対する規制を立案し、金融機関に対して検査を行

う。また、消費者に対する金融教育を行い、消費者からの電話相談窓口を設ける。 
 
（２）金融危機の予防 
 金融監督当局間の連携を強化するため、財務省、連銀、連邦預金保険公社、証券取引委

員会などのトップから構成される金融安定監視委員会（Financial Stability Oversight 
Council）を新たに設置する。同委員会では、監督当局間の情報交換を行うとともに、連邦
議会への報告を義務づける。この委員会では、リーマン・ブラザーズ証券や AIGのような
非銀行金融機関の破綻による金融の混乱を防止するために、金融システムの安定上重要な

銀行・非銀行の大手金融機関グループに対して、連銀による厳しい監督を実施する対象を

決定する。また大手金融機関グループの破綻に伴う外部不経済を考慮して、他の金融機関

よりも高い自己資本比率の維持など、中小金融機関よりも厳しい監督を行う。これにより、

金融機関が業容をむやみに拡大して「大きすぎてつぶせない」（too big to fail）状態になる
インセンティブを弱める。さらに大きく複雑な金融機関の存在が経済の安定にとって重大

なリスクとなる場合には、最後の手段として、事業の一部を強制的に切り離させる権限を

有する。同委員会は大手金融機関に対して、その経営が悪化した場合に、短期間で自らを

破綻処理する方式(resolution plan)を立案するように要請できる。 
 ブッシュ政権末期にリーマン危機に直面して予算化された TARP（Troubled Asset Relief 
Program）による資本注入を受けた大規模な銀行持ち株会社が、傘下に保有する銀行を売
却することで銀行持ち株会社でなくなっても、大規模金融機関としての規制を引き続き適

用される。4これにより、連銀借り入れを容易にするために一度銀行持ち株会社となって連

銀の監督下に入ったゴールドマンサックス、モルガンスタンレーなどの大手投資銀行が、

銀行だけを切り離すことで、連銀による監督から逃れることを防止している。 
 
 預金保険による保護や中央銀行からの借り入れが行える特権を持つ銀行に対して、自己

勘定による投資を全面禁止する。これは、元米連邦準備理事会議長のボルカー氏が主張し

ていた規制であり、米国の銀行は貸し出しや債券による資金運用だけを行い、株式投資や

特別目的会社への出資等が禁止される。 
 
（３）金融研究室の設置 
 財務省に金融研究室（Office of Financial Research）を設置する。この研究室は、少な
くとも 5年ごとに規制のコストとベネフィットを分析し報告する。 
                                                   
4 いわゆるHotel California条項。 
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（４）連銀の権限強化 
 連銀の権限を大幅に強化する。連銀理事会に金融監督担当の副議長を設置し、金融監督

に関する政策立案と連邦議会への報告を行わせる。連銀は、従来の銀行と銀行持ち株会社

に対する規制権限に加え、金融システム上重要な非銀行金融機関に対する監視・監督権限

を持つ。連銀は、 金融システム上重要な金融機関に対して自らの Resolution Plan（funeral 
plan）を提出させる。また、こうした金融機関に対して、強制株式転換条項付負債 
(contingent capital that is convertible to equity in times of financial stress)の発行を義務
付けることが可能となる。 
 連銀は、大手金融機関に対して年二回のストレステスト（金融環境が大幅に悪化した場

合に自己資本がどの程度毀損されるかを調べるシミュレーション分析。）を行わせる。また、

こうした金融機関の負債・資本比率を 15倍以下に規制できる。 
 
（５）大手非銀行金融機関の破綻処理 
 銀行については、すでに連邦預金保険公社による破綻処理が可能である。このため新た

に、大手の非銀行金融機関について、預金保険公社が破産管財人となって 3 年以内を目処
とする破産処理が行えるようにする。これにより、金融機関が大きすぎて倒産させられな

いという状況を終える。これに伴って従来可能であった連銀による特定の会社に対する特

別融資は禁止される。今後は、一定の条件の下で、対象になる金融機関が必要に応じて借

り入れが行える、制度的な融資制度だけになる。また債務超過の先に対する貸出も禁止さ

れる。連銀は、その貸出において十分な担保を徴求することで、納税者に対する負担を避

けなければならない。 
 
（６）格付け機関 
 高格付けを取得したサブプライム・ローンの証券化商品の価格が大幅に値下がりした問

題に対処するために、格付け機関の規制・監督を強化する。格付け機関のアナリストに対

する資格試験を導入する。またアナリストの利益相反を防止するため、格付け機関の従業

員が格付け先に就職することに制限を設ける。また、規制における格付けの過大な使用を

減らし、投資家が自ら行うリスク分析を奨励する。 
 
（７）役員報酬と企業ガバナンス強化 
 株主に対して、企業の役員報酬と敵対的買収時の退職給与に対する議決権を与える。し

かしこの議決は、取締役会による報酬決定を拘束しないため、単なる株主の意志表明にと

どまる。株主による取締役の指名権を強化する。また、役員選任における株主の議決にお

いて、単に多数の票を得た者を選任する方式から、過半数を得た者を選任する方式に移行

する。これは従来、取締役会が取締役の選出枠と同数の候補者を株主総会に提出すること
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で、たとえそれぞれの取締役への賛成票が一票でもあれば全員が選任されるという問題点

に対処したもの。また、会計基準に合致しない決算を使って払われた役員報酬は、返済し

なければならない。 
 
（８）証券化商品の規制強化 
 証券化商品を販売する金融機関は、信用リスクの 5 パーセント以上を保有する義務があ
る。これは、リスクの過大な金融商品を顧客に売り抜ける行為を規制するために、金融商

品を組成する金融機関は、その一定割合以上を、リスクヘッジすることなく保有すること

が義務付けられる。 
 
（９）預金保険上限の引き上げ 
 従来の 10万ドルの預金保険上限は、2008年 1月から一時的に 25万ドルに引き上げられ
ていたが、これを恒久措置とする。 
 
３．EUの金融機関規制見直し 
（１）従来の制度の問題点 
 EU域内では、一つの国で銀行免許を取得すれば、域内に自由に支店を開設して金融業が
行えるため、各国間で金融機関の相互進出が行われていた。しかし、金融機関に対する規

制・監督体制や顧客に対する保護政策は十分に統一されていなかった。例えば EU 各国間
では預金保険による保護水準に大きな差があったほか、会計基準や規制の細目にも違いが

あった、BIS 自己資本比率規制も免許を得た国によって厳格性に違いがあった。欧州諸国
の金融機関は、サブプライム・ローンの証券化商品を相当保有していたため、世界金融危

機から大きな影響を受けた。世界金融危機に伴う大手金融機関の経営悪化により、従来の

つぎはぎの制度の問題点が表面化した。5例えば、各銀行の預金者は、母国の預金保険制度

によって保護されていたが、EU内には統一した保護上限が決められていなかった。このた
め、保護水準が低い国の金融機関から、保護水準が高い国の金融機関への預金シフトが発

生した。また、経営が悪化した大手金融機関についても、取引先企業などへの影響を最小

限にした破綻処理方式が整備されていない国が多かったため、各国は結局資本注入などに

よる救済策を打ち出さざるを得なかった。 
 
（２）マクロ・プルーデンスの導入 
 このため EU では、世界金融危機以後、金融機関規制・監督体制や預金者保護制度の全

                                                   
5 世界金融期によって明らかになった EUにおける金融監督体制の問題点については、The 
High-Level Group on Financial Supervision in the EU chaired by Jacques de Larosiere 
[2009]を参照されたい。また、金融危機後の EU金融監督体制の改革については、御船純 
[2011]、三谷明彦［2011］がよくまとまっている。 
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面的な見直しが行われ、2011 年初めから新しい金融監督体制に移行している。この新体制
では、欧州金融監督制度(ESFS、 European System of Financial Supervision)と呼ばれ、
マクロ・プルーデンスの観点からは欧州システミック・リスク理事会(ESRB、European 
Systemic Risk Board)、マイクロ・プルーデンスの観点からは欧州監督機構(ESAs、
European Supervisory Authorities)と呼ばれる二つの組織が創設された。ESFSは欧州中
央銀行(ECB、European Central Bank)が事務局を努めており、ECBの正副総裁、EU各
国の中央銀行総裁、欧州委員会の代表、後述する ESAs を構成する 3 つの機構の長などで
構成されている。ESRB は、過大な貸し出しの膨張など各国の金融システムを不安定にす
る要因を指摘し、EU加盟国に対して対応策を採用するように勧告（強制力はない）できる。
EU加盟国は、勧告に従う義務はないが、従わない場合には理由を公表する必要がある。 
 
（３）マイクロ・プルーデンスの強化 
 ESAsは、EU域内の規制を定め金融機関が規制に従っているか否かを監督する組織であ
る。ESAsは銀行監督を行う欧州銀行機構(EBA、European Banking Authority)、証券監
督を行う欧州証券・市場機構(ESMA、European Securities and Markets Authority)、欧
州保険・企業年金機構 (EIOPA、European Insurance and Occupational Pensions 
Authority)の３つの機構を総称したもので、今回の新体制により権限が強化された。従来の
３つの機構は勧告権限しかなかったが、新体制では勧告の実施を強制できる。しかし EU
では各国の財政が独立しているため、ESAsは加盟国に対して財政支出を伴う対応策を強制
することはできない。また３つの機構の協力強化のために、それぞれの機構の長官などで

構成される監督者理事会（意思決定機関）が設置された。また、監督者理事会には、マク

ロ・プルーデンス面との連携を強化するために、ESRB の代表がオブザーバーとして参加
している。しかし監督権限が EU 域内で完全に統合されたわけではなく、各国の監督当局
は平時には従来どおり、金融機関の監督に対して責任を持つこととされている。 
 
（４）預金保険制度の見直し 
 従来の EU の預金保険制度は国単位で運営され、保護の最低額だけが EU 内で統一され
ていた。また海外に進出した金融機関の預金は、母国の預金保険制度で保護されていた。

このため、EU域内の預金保険限度額には最小で 2万ユーロ、最大で 10万ユーロと、5倍
もの格差があった。2008年 9月にアイルランドが預金の全額保護を行うと、英国にあるア
イルランド系の銀行では預金がすべてアイルランド政府により保護されるのに対して、英

国の銀行では一定額までしか保護されず、金融機関の間で預金のシフトが発生した。 
 こうした問題に対処するため、制度の大幅な改正が行われている。EUの預金保険制度は、
従来どおり各国ごとに預金保険機構が預金者保護に当たるものの、その運用面では制度を

統一する法案が決定され、現在欧州議会と EU 理事会で審議されている。具体的には、従
来は預金保険の保護限度額が５万ユーロ以上とされ、最低水準だけが決められていたが、
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改正案では一律１０万ユーロとされ各国の裁量はなくなっている（2010年末実施済み）。ま
た保険金の払い戻し期間も従来の３ヶ月から 4 週間に短縮され（2010 年末実施済み）、さ
らに１週間への短縮が提案されている。払い戻し期間を短縮することで、銀行破綻に伴う

預金者の不便を縮小して、将来の取り付け発生のリスを削減することが狙いになっている

と見られる。保険の準備金の積み立てについては、従来は各国の裁量とされてきたが、今

後は保護対象預金の 1.5％の積み立てを義務付け、さらに積み立てが不足する場合の預金保
険料の臨時徴収や EU 域内の他国の預金保険制度からの借り入れについても規定がおかれ
た。 
 
（５）投資家保護制度の見直し 
 顧客が証券会社に預けている株式や債券などの有価証券は、証券会社の破綻により取り

戻せなくなるリスクがある。これを保護するのが投資家保護制度である。EUでは、従来一
人 2 万ユーロ以上の補償制度を設けることを EU 加盟国に義務付けていたが、上限金額は
統一されていなかった。現在、この保証限度を一律 5 万ユーロまでの補償制度に切り替え
ることが提案されている。また補償金の支払い期間についても、従来は最長 4 年もかかる
場合があったが、これを最長でも 9ヶ月以内にすること、保護対象資産の 0.5％相当の基金
の積み立てを義務付けること、保険料の臨時徴収制度を導入すること、各国の保護基金の

間の相互資金融通制度を創設すること、などが提案されている。 
 
（６）大手金融機関の破綻処理制度の整備 
 日本や米国では過去の金融危機に対応して、預金保険制度の一部として、大銀行が破綻

に瀕したときに当局が一時的に経営を肩代わりして、資金援助などを行いながら金融経済

に与える影響を最小限に抑えつつ銀行を再建したり清算したりする仕組みが導入されてい

る。しかし、EUには、こうした金融機関の破綻をスムーズに行うことができる仕組みがな
いことが問題となった。特に国境を越えて活動している金融機関については、倒産法など

が国によって異なるため、世界金融危機においてはスムーズな対応ができず、結果的に納

税者の負担が大きくなってしまったと反省されている。また、銀行だけでなく大きな非銀

行金融機関（ノンバンク）についても、危機管理のメカニズムの必要性が認識されている。

現在は、制度設計の段階であるが、最終的には EU レベルで単一の破綻処理を行う機関の
創設も検討課題となっている。 
 
４．BIS規制の動向 
４．１．国際金融市場の変化と BIS規制の変遷 
 国際的な業務を行う銀行に対する規制を議論して、いわゆる BIS6自己資本比率規制を決

                                                   
6 Bank for International Settlementsで国際決済銀行のこと。第一次大戦後にドイツの戦
後賠償金問題をきっかけに設立された、主要国中央銀行が加盟する国際機関。中央銀行間
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めているのがバーゼル銀行監督委員会である。バーゼル銀行監督委員会は、発足当初 G10
諸国7とルクセンブルク（ユーロ導入前からベルギーと通貨同盟を結んでいたほか、欧州で

重要な証券取引所が存在する）、スペインの 13 カ国の中央銀行と金融監督当局の代表で構
成されていた。しかし世界金融危機以降、より多くの途上国と協力していく必要から、ア

ルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、中国、香港、インド、インドネシア、韓国、メ

キシコ、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、トルコが加わり、全体で

27カ国となった。 
 筆者の経験では、当初の G10を中心とした時期においても、各国の利害を調整しながら
BIS 規制を起草するのは非常に時間と努力が必要な作業であった。そこに途上国を中心と
する多数の国が参加すると、作業の困難さは数倍になるものと思われる。実際に現在の BIS
規制の改定に携わっている人々にヒヤリングしてみると、会議の合間の休憩時間や食事時

間、会議の前後などに従来の G10諸国である程度調整を行ってから、全体会議での討論で
規制を決めているとのことであった。市場取引を歪めず実効性を持つような規制の起草に

当たっては、国際的に活動している先進的な金融機関と当局の間での意見交換が不可欠で

あるが、途上国にはこうした金融機関は数少ないのが実情である。中国やインドは、国際

的な資金取引に対する規制が厳しく、金融機関の海外進出も限定的である。また、南米諸

国や東欧諸国では、過去の金融危機において、経営が悪化した地場の金融機関が外資系金

融機関の傘下に入ることで救済されてきたため、金融市場が外資に席巻されてしまった国

が多く見られる。これが、金融機関規制において途上国側の意見が見えてこない背景にあ

るのではないかと思われる。 
 BIS 規制は強制力のある国際的な条約ではなく、主要国間の紳士協定である。このため
日本の当局は、日本の金融機関に対して BIS 規制の達成を猶予することも可能である。し
かしそれを達成できなかった金融機関が、海外で現地の通貨当局による許認可が必要な業

務を行なう場合には、達成できた金融機関よりも不利な取扱を受ける可能性が高い。また

低い自己資本は格付けの低下を招き、海外市場における資金調達コストを上昇させる。こ

の意味で、仮に日本の当局が邦銀の BIS 規制達成を猶予したとしても、BIS 規制は実際上
の強制力を持つ。実際、世界の主要な国際金融市場を持つ国が国内法により BIS 規制を実
施しているので、多くの途上国を含め世界のほぼすべての国が自国の銀行に対して BIS 自
己資本比率規制を適用している。以下では、国際金融市場の変化に伴って BIS 規制がどの
ように変化してきたのかを概観する。8 

                                                                                                                                                     
の政策協調、国際金融市場や金融機関の活動の監視を行うほか、国際金融統計の作成、中

央銀行の外貨準備の運用などを行っている。本部はスイスのバーゼル。 
7日本、米国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ベルギー、オランダ、ス

イス、スウェーデンの 11カ国を指し、IMFに対して資金を供給組織である GAB(General 
Arrangements to Borrow)の構成国。 
8 Basel Committee on Banking Supervision, History of the Basel Committee and its 
Membership, August 2009などを参照されたい。 
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 第二次大戦後、ブレトンウッズ体制と呼ばれる米ドルを中心とした固定相場制の下で、

為替相場を維持するために政府・中央銀行は外貨準備を保有して、外国為替市場において

為替介入を行うことで、為替相場を米ドルに対して固定していた。限られた外貨準備で為

替相場を固定するためには、民間の国際資本取引を規制する必要があり、各国は広範な国

際金融取引に対する規制（為替管理）を行っていた。このため、銀行の国際業務も、貿易

取引に伴う資金決済と融資業務が中心であった。しかし 1973年春以降の変動相場制移行に
伴い、固定相場の維持に制約されなくなった主要国は徐々に為替管理を自由化し、銀行の

国際業務も活発化した。 
 
（変動相場制への移行と金融業務の国際化） 
 世界の主要通貨は 1973年に固定相場制から変動相場制に移行したが、その結果為替相場
変動が格段に大きくなり、外貨取引により大きな損失を被る金融機関も増えてきた。1974
年には、ドイツのヘルシュタット銀行が為替投機に失敗して 1974年に破綻し、これが米国
の取引先金融機関に大きな損害を与えた。9これをきっかけに、国際的な活動を行う銀行に

対する規制監督について、銀行免許を与えた母国（home country）と活動を行っている進
出先の国の役割分担が問題になり、1975年から G10諸国を構成メンバーとするバーゼル銀
行監督委員会が活動を始めた。 
 
 当初は、金融機関に対する母国と出先国の間の監督の責任分担問題と情報交換体制の構

築が主な議題であった。しかし 1980年代に入ると、二回の石油危機によって多額の経常収
支赤字を発生させた途上国の累積対外債務問題が深刻化し、途上国に多額の貸し出しを抱

える主要国の大手銀行の自己資本不足が懸念されるようになった。このため、1987年には、
自己資本比率規制案が公表され、1988年 7月にバーゼル自己資本規制（当初の BIS規制で
以下 BIS一次規制と呼ぶ）が G10中央銀行総裁会議で合意された。10今日の肥大化した規

制に比較すると、BIS一次規制は全文で 28ページの比較的単純なものであった。 
 
（BIS一次規制） 
 この規制では、主に信用リスク（貸出先が返済不能に陥ることに伴う損失）に対して十

分な自己資本を保有することを求めるものであり、リスク量は、保有する資産の金額に貸

出先の信用度を表すウエイト（リスク・ウエイト）を乗じて合計した、「リスクアセット」

の金額に対して、一定比率以上の自己資本を維持することが求められた。また最低自己資

本比率は次のように決められた。（Tier 1はコアとなる項目、Tier 2は補完的な項目の意味。） 
 
                                                   
9 ヘルシュタット銀行が破綻した後、取引先金融機関の健全性についての懸念が強まった結
果、6週間ほどの間銀行間の資金貸借取引が困難に陥った。 
10 Basel Committee on Banking Supervision, "International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards," July 1988. 
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  Tier 1自己資本÷リスクアセット を 4％以上 
 
 （Tier 1自己資本＋Tier 2自己資本）÷リスクアセットを 8％以上 
 
Tier 1自己資本は、払込済普通株式と税引後利益から積み立てられた公表内部留保額 
Tier 2自己資本は Tier 1に、非公表の内部留保（ドイツ系の銀行に見られた）、含み利益（銀
行保有資産の時価が簿価を上回る金額で日本の銀行の株式含み利益など）の 45％、一般貸
倒引当金（個別の貸出の見込み損失に対して割り当てられていない貸出ポートフォリオ全

体に対する引当金）、劣後債務（銀行の普通債務の返済に劣後して返済される負債で銀行が

破綻した時には返済されないもの）などであった。 
 
 リスクアセットを計算するための主なリスクウエイトは以下の通りであった。 
 
OECD加盟国11中央政府・中央銀行の負債：                 0％ 
地方政府、国内の公的機関：              0~50％ 
OECD加盟国の銀行の負債：                             20％ 
一般の個人向け住宅ローン：                             50％ 
一般企業向け貸し付け：                 100％ 
 
 なお、当時活発化しつつあったデリバティブ（金融派生商品）取引を考慮して、金利ス

ワップ、通貨スワップの取引先に対する信用リスク相当額が設定されたのは画期的であっ

た。一般にデリバティブ取引は、将来の金利、株価、為替相場の変動や特定の企業が破綻

するか否かなど様々な金融事象について賭を行うことに相当する。銀行がデリバティブ取

引による賭に勝った場合は、勝った銀行は負けた取引先から決済日に掛け金を得る権利が

生ずるが、決済日までに取引先が破綻すれば掛け金を回収できなくなる。これがデリバテ

ィブ取引に伴う信用リスクであり、「カウンターパーティ・リスク」と呼ばれている。 
 BIS 規制においては、デリバティブ取引に伴う信用リスクのリスクウエイトについて、
上限が 50％とされ、一般の取引先に対する信用リスクの 100％よりも優遇されていた。ま
た、満期が 1 年以下あるいは何時でもキャンセル可能な貸出枠設定契約については、リス
クウエイトがゼロに設定されていた。特に短期のオフバランス信用取引に関するこの規定

は、BIS 規制の抜け穴となり、証券化商品や特別目的会社を使った小さな自己資本で巨額
のリスクを取る手段に使われた。 
 
 金利、株価、為替相場などの変動についてリスクを取って利益を獲得しようと試みる場

合には、現物の債券、株式、外貨建て金融資産・負債などを保有するよりは、デリバティ

                                                   
11 正確には OECDとサウジアラビア。 
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ブ取引を締結する方が、信用リスク相当額は遥かに小さくなる。例えば、銀行が現物株式

を保有すると信用リスク相当額は時価の 100％となり、その 8％の資本を保有する必要があ
る。これに対して、デリバティブである株式先物を買い建てれば、その証拠金分が信用リ

スク相当額なるだけである。債券投資の代わりが金利スワップや金利オプション、外貨投

資の代わりが先物外国為替や為替オプション、株式投資の代わりが株式先物や株価オプシ

ョンなどであった。 
 
 当初の BIS 規制が導入された時点では、各国の会計基準も区々で国際会計基準も未整備
であったため、会計基準を統一することは行われなかった。このため、実際の自己資本の

計算方式は、各国の会計基準と各国の監督当局の裁量に任されていた。この会計基準の違

いをある程度考慮するための仕組みとして、Tier 1とTier 2の自己資本が導入されていた。
筆者は、1990 年から 91 年にかけて、BIS 規制の改訂を議論するダニエルソン委員会の日
本銀行サイドのメンバーであったが、本来の自己資本は Tier 1であると認識され、Tier 2
は各国の会計基準が異なることを調整するために設けられた仕組みであると理解されてい

た。例えば、当時の日本では税効果会計や株式の時価会計が行われていなかったため、株

式の含み利益から税効果相当分（将来の売却益に対する課税見積額）を差し引いた額が Tier 
2への算入が認められた。 
 
 またリスクウエイトについても、各国にかなりの幅の裁量が与えられていた。地方政府

の債務に対するウエイトはゼロから 50％と大きな幅があった。また、当時は市場リスク（資
産価格の変動リスク）が自己資本比率規制の盛り込まれていなかったため、原則はゼロと

される自国政府の国債について、英国では低いながらもリスクウエイトを適用して、擬似

的に市場リスクを考慮していた。 
 
 このように、自己資本の定義やリスクアセットの計算方式が各国で異なるため、銀行が

公表する BIS自己資本比率も相互間の比較は困難であった。また、信用リスクについても、
詳細に必要自己資本を計算するという考え方は採用されていなかった。このため、自己資

本に対比して大口の信用供与を行っている場合のリスク集中の問題は考慮されていなかっ

た。また、信用リスク以外のリスクである株価、債券価格や為替相場の変動リスク等は明

示的には考慮されていなかった。 
 
 BIS 自己資本比率規制で定められた最低自己資本比率は、原則として常に維持すべきも
のとされ、貸し倒れなどにより自己資本比率が低下する可能性については、自ら十分な自

己資本のバッファーを保有することで対応すべきだと考えられていた。 
 
（BIS一次規制の問題点） 
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 BIS 一次規制は、金融機関に対しリスクの管理と、資産内容のリスクに応じた自己資本
保有の重要性を強く認識させる上で重要な役割を果たしたが、同時に国際資金市場に対し

て、次のような副次的な影響を与えた。 
（１）金融機関間の自己資本比率の余裕の違い（現在の比率および資本調達の容易さ）に

応じて、各国金融機関の活動に大きな影響を与えた。 
（２）BIS 自己資本比率は、為替レート、資産価格の変動によりかなり変動する。特に邦
銀の場合には、BIS規制が日本のバブル末期に導入されたこともあり、1990年以降の日本
の株価の大幅な下落により、その行動に大きな影響を与えた。 
（３）各取引先の BIS リスクウエイトの違いが、銀行による資金ディーリングにも、かな
り影響を与えた。実際の信用リスクの違いを必ずしも反映しない重要なリスクウエイトの

違いには次のようなものがある：①OECD 加盟国（とサウジアラビア）とその他の国の銀
行、②リスクウエイトが 100％として扱われた投資銀行と 20％の商業銀行。これらのリス
クウエイトの違いは、必ずしも実際の信用リスクの違いに対応していないため、銀行行動

に対して取引先として途上国よりは先進国を選ぶという歪みを与えたと考えられる。 
  BIS規制の詳細が銀行に理解されるに従って、BIS規制を直接・間接に迂回する取引が
生じてきた。これらの取引の一部は、現実に銀行の与信リスクを低下させたが、多くの取

引は見かけ上のリスクアセットを低下させるだけで、実際の信用リスクの低下にはつなが

らないものであった。これらの迂回的な取引としては、決算期末時点だけ貸出先に対して

他の銀行から信用保証を受けることによる見かけ上の信用リスク引き下げや、期末 1 日だ
け株式などの資産を売却して翌日買い戻すことによるリスクアセットの圧縮等がある。 
 国際銀行は BIS 規制上の自己資本比率を維持することが、国際業務を継続・拡大する条
件になっているため、格付けにおいてもこれが重視されるようになってきた。もちろん自

己資本比率は、銀行の健全性を示す非常に重要な指標であるが、同時に真の健全性を示す

ものではなく、会計制度に基づいた抽象的な概念である。この意味で、人為的な指標が金

融機関の格付けに大きな影響を与え、銀行の調達コストに歪みを与えている側面は否めな

い。 
 また BIS規制の Tier 2自己資本は、有期優先株、資産評価益、劣後債務などを含んでい
るが、これらは「資本」としての性格が曖昧かつ資本調達コストが高い等の問題を内包し

ており、これを増加させることが本当に金融機関の健全性を高めるかどうかについて疑問

があった。実際、1997-98年に発生した日本の金融危機では、国有化された日本長期信用銀
行と日本債権信用銀行の劣後債務は、法的な倒産処理の実施（会社更生法や破産法の適用）

が劣後条項を有効化するトリガーとなっていたため、国有化による破綻処理が劣後条項の

発動条件になるか否かに疑問があったことなどから、破綻処理において政府が劣後債務も

保護してしまい資本としての役割を果たさなかった。 
 
 さらに自己資本を実際に計測する上で重要な会計基準については、国際的な会計基準の
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統一がなされていなかったため、各国の大幅な裁量が認められていた。1990 年代末から
2000年代前半にかけて、不良債権問題の深刻化で邦銀の自己資本が大幅に低下した時期に
は、日本の監督当局は、その裁量を使って巨額の繰延税金資産の計上を銀行に認めること

により、表面上 BIS 規制を遵守できるように取りはからった。当時の繰延税金資産の大き
な部分は、巨額の繰越欠損金を抱える銀行が、将来利益が得られるようになった場合に、

繰越欠損と利益を相殺することで将来の税金負担が減少する見積額から構成されていた。

この繰延税金資産は、計上した銀行が利益を上げることなく破綻した場合には無価値にな

るものであり、資産としての性格が弱かった。このように会計基準の不統一は、BIS 規制
回避の手段として使われた。 
 
（オフバランス取引拡大による金融機関行動の歪み） 
 BIS規制の導入は ROAに対する注目度をさらに高めた結果、オンバランス取引から、リ
スクウエイトが比較的小さいオフバランス取引への移行を加速した。インターバンク資金

取引（特にディーリング）は、フューチャーズ（先物ないし先渡取引）、スワップ、FRA等
によりオフバランス化が比較的容易であった。このため、自己資本に余裕がない反面、シ

ステム対応に強く、会計制度上も導入が容易であった米銀の導入が先行した。しかし当時

の米国では、オフバランス取引に対する会計制度や開示制度は充分確立されていなかった。

日本でも、銀行の為替取引関連オフバランス取引の会計制度は 1990年の改訂により原則時
価評価となっていたものの、金利関連等のオフバランス取引については、明確に規定され

ていないものが大半であった。 
 会計制度の不備やそれによるディスクロージャの遅れは、実際の自己資本と開示された

自己資本の間にギャップを生むため、金融機関のリスク管理を困難にし、また監督当局に

とっても金融機関の健全性把握を困難化した。実際、1997年に破綻した山一証券は、その
保有する有価証券を決算期前に市場価格よりも大幅に高い値段で売却するとともに決算の

後で金利をつけてより高い値段で買い戻す取引を海外の金融機関と行うことで、自己資本

を実態よりも大きく見せていたが、当時の日本の会計基準では有価証券の店頭先物取引の

含み損については、開示が強制されていなかったため、容易に粉飾を行うことができた。 
 当時のオフバランス取引は、その導入後間もなかったため、税法上の取扱も確立してい

なかった。このため、取引からの税金額を事前に考慮して取引を行うことが困難となり、

税金支払いの不確実性からくるリスクにさらされることになった。またある種の取引（資

産の証券化、オフバランス取引）については、そうした取引の歴史が新しいこともあって、

その法的な根拠が脆弱な場合があることが知られるようになった。 
 このようにオフバランス取引の拡大は、一面で信用リスクを減少させた反面、逆にリス

ク管理上、税務上、法律上のリスクを上昇させていた。 
 デリバティブ取引をもっとも活発に行っていたのが欧米の大手投資銀行であった。BIS
規制の導入当初は投資銀行のリスクウエイトが 50％であったため、銀行が他の銀行と取引
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する場合のリスクウエイトである 20％よりも高かく、デリバティブ取引のディーリングを
行う上で、投資銀行は銀行に比較して不利な立場に置かれていた。しかし 2005年頃に米国
の大手投資銀行は銀行に対する BIS 規制と同等の監督に服していると見なされて、銀行が
銀行に対する取引を行う場合と同じく 20％のリスクウエイトに引き下げられた。これが、
金融危機の前に米国投資銀行が過大なリスクを負うことになった背景にあった。 
 
（BIS二次規制） 
 バーゼル銀行監督委員会は、その後も BIS 規制を徐々に改定していった。1995-96 年に
は金融機関の破綻において大量のデリバティブ取引の清算を容易にするための条項が追加

された。さらに、1996年には為替相場変動や金利変動に伴うリスク（市場リスク）を、自
己資本比率の計算式の分母に追加する規制の改定が行われた。市場リスクの計算には、過

去数年程度の実際の市場価格の変動制から統計的に求める、value at risk (VAR)と呼ばれる
手法が用いられた。この手法には、用いるデータの期間を短くすることで、リスクを小さ

く見せることが可能であるという欠陥があった。12しかし市場リスクの追加は、大幅な自己

資本の積み増しを必要にするような改正ではなかった。 
 この後、バーゼル銀行監督委員会は、信用リスクの推計方法の精緻化に向かい、信用リ

スクに対しても、格付け機関による信用格付けと上記の VARの手法を組み合わせたリスク
量の推定方式を導入した。2004年に発表された BIS二次規制では、格付けと過去数年程度
の貸し倒れデータから信用リスクを推定する統計的にきわめて精緻な手法が採用された。

市場リスクに加え、非常に複雑な信用リスクの規定、さらに金融検査や情報開示に関する

章を加えた結果、BIS 二次規制の文書は、実に 239 ページという膨大なものとなり、BIS
一次規制の 8倍に増加した。13このように、BIS規制の分母の計算方式は非常に精緻化され
た半面、自己資本の定義はほとんど改訂されず、その定義は非常に甘い物になっていた。

1997-2002 年にかけての金融危機で自己資本が大幅に低下した日本の銀行でも、巨額の繰
延税金資産の計上や資本性のない劣後債務を親密な生保などの投資家に発行するにより、

BIS規制を満足する資本を表面上維持することが可能であった。 
 BIS 二次規制では、必要自己資本の計算方式として、信用格付けと比較的短いデータに
基づく倒産確率を導入した結果、必要自己資本額は、景気循環に対して非常に敏感になっ

てしまった。景気循環の期間は、一般に倒産確率を計算するデータ期間よりも長いことが

多い。また、信用格付けも、景気循環に対応して循環的な変動をしている。この結果、好

                                                   
12 市場価格の変動性のモデルとして正規分布やそれに近い分布が用いられることが多かっ
た。しかし現実の市場価格の変動性は、数十年に一度は、正規分布からとても予想できな

い大きな変動が発生していることが知られている。このため、短い期間のデータから変動

性を推計すると、こうした大変動により巨額のロスを出す可能性があることが知られてい

る。 
13 Basel Committee on Banking Supervision, "International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards: A Revised Framework," June 2004 
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況期には貸出先企業の信用格付けが引き上げられ、また貸し倒れが減少して必要自己資本

が低下する一方で、不況期には格下げと貸し倒れが増加して、必要自己資本が大幅に増加

することになる。この問題点については、バーゼル委員会の事務局をつとめる BIS の事務
局が指摘していたが、二次規制の実施においては十分な対応がなされなかった。14 
 
（BIS三次規制） 
 このように一見精緻な自己資本比率に関する 2次規制が導入されていたが、2008年 9月
のリーマン・ブラザーズ証券と保険会社である AIGの破綻で始まった世界金融危機には、
米国を初めとする多くの国で導入直前か、日本の場合は導入直後で部分的な実施であった。

もちろん世界金融危機のきっかけとなったのは、BIS規制が直接適用される銀行ではなく、
証券会社、保険会社であったが、欧米諸国の大手国際銀行の経営を大幅に悪化させ、大手

の証券会社、銀行、企業の資金繰りも極端に悪化した。 
 また、債券市場、特にサブプライムの不動産融資を証券化した仕組債市場が麻痺状態に

陥り、発行時に最上級格付け AAAを得ていた住宅ローンの流動化債券の価格が、半値以下
に低下する場合が多く見られ、BBB レベルの流動化債券の場合には元本の 5％以下にまで
低下するものも多かった。 
 リーマンショックの 1年後に開催された G20ピッツバーグサミットにおいて、2010年末
までに銀行資本の質と量を改善しつつ、過大なレバレッジを抑制するために、BIS 規制を
改定することが決定された。これを受けて 2010 年 12 月に公表された BIS 三次規制では、
BIS2次規制で先延ばしされてきた、自己本比率の分子となる自己資本の質と量の充実が盛
り込まれた。また、リーマンショックで流動性不足に苦しむ金融機関が多かった反省から、

流動性規制の導入も盛り込まれた。15 
 従来、最低自己資本比率は、固定的な数値であったが、BIS 三次規制では、利益が出て
いるときに前もって自己資本を積んでおいて、不況期には取り崩せる余裕を持つとの思想

が入れられた。また、自己資本の質を向上させるために、様々な規定が盛り込まれている。

さらに、信用デリバティブ取引（特に CDS取引）におけるリスク管理の失敗が、AIGの破
綻原因であったことから、カウンターパーティ・リスクに対する必要自己資本の引き上げ

が行われた。 
 自己資本については、従来の Tier 1の内容を精査・純化し、さらに最低水準を 4％から 6％
に引き上げた。また従来、Tier 1の半分である 2％以上とされてきた普通株式等 Tier 1の
最低水準を 4.5％に引き上げ、資本としての性格が弱い非累積型優先株に頼ることなく 4％
を超える自己資本を保有することを義務づけた。また、Tier 1自己資本が最低水準の 4.5％

                                                   
14 Claudio Borio, Craig Furfine and Philip Lowe [2001]. 
15 Basel Committee on Banking Supervision, "Basel III: A global regulatory framework 
for more resilient banks and banking systems," December 2010, Basel Committee on 
Banking Supervision Basel III: International framework for liquidity risk measurement, 
standards and monitoring December 2010. 
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に近いときには、利益の社外流出を厳しく制限して内部留保を強制し、7％を超えてはじめ
て、利益を自由に配当や自社株買いに使えるように規定した。これは、日本の会社法の利

益準備金の積み立て義務に近い規定であるといえる。この 4.5％に上乗せされる 2.5％の自
己資本は、BIS三次規制において「資本保全バッファー」と呼ばれる。（図表２参照） 
 さらに、マクロ的な視点からの自己資本積み上げも義務づけられた。これは、各国で貸

出ブームが発生するときには、資産価格のバブル的な上昇が背景となっていることが多い

ため、将来の資産家確定化に備えて自己資本を積ませるものである。具体的には、貸出残

高・GDP比率が過去のトレンドから乖離して拡大している場合には、規制当局が銀行に対
して一定以上の利益の内部留保を強制し、自己資本比率を向上させる政策である。これは、

上述の資本保全バッファーに上乗せしてさらに最大 2.5％の自己資本を保有させる。この上
乗せ分は、景気循環に対応したクッションであるので、カウンターシクリカル・バッファ

ーと呼ばれる。 
 デリバティブに関しては、取引相手の破綻リスク管理が強化された。デリバティブ取引

は金利、為替相場、株価などを対象としたゼロサム・ゲームの賭け事に相当する。この場

合、自分が賭に勝っている状態では、相手の倒産により勝っている掛け金を取りはぐれる

リスクがある。これがカウンターパーティ・リスクであり、CDS などの信用デリバティブ
において、特に大きな金額になりやすい。CDS は、特定の会社が倒産するかどうか、また
倒産した場合にどれだけ損失が出るかについて行われる賭であり、倒産リスクが上昇する

と急激に勝ち負けの金額が増大する。さらにデリバティブ取引は、少数の有力な金融機関

をハブとしてスポーク状に数多くの顧客がぶら下がる形で取引が行われているため、ハブ

となった金融機関の経営が悪化すると、多数の顧客のカウンターパーティ・リスクが急激

の増大する性質がある。このため、従来相対で行われてきたデリバティブ取引を、新設す

る清算機関になるべく集中することで、カウンターパーティ・リスクを削減することが目

指されている。 
 世界金融危機では、多数の金融機関が資金繰り困難に陥ってしまった。本来、顧客の資

金繰りを助ける金融機関が自ら資金繰り困難に陥ると、一般企業の資金繰りを困難に陥れ、

景気を急激に悪化させる。そこで、BIS 三次規制では、金融機関に対して一定水準以上の
すぐに現金化しうる流動資産を保有させることで、将来の金融危機発生を防止する対策を

打ち出した。具体的には、2015年以降、金融市場がかなり混乱している状況であっても、
すぐに現金化できる中央銀行預金や短期国債など高品質の金融資産（適格流動資産）を 30
日以内に純支払い（支払いから受け取りを差し引いた額）が発生すると予想される額を上

回って保有することを義務づける。さらに、2018年以降は、資産の流動性に応じて決まる
所要額（所用安定調達額）を上回る安定した債務（安定調達額）の保有を義務づけること

になった。 
 さらに、個別の金融機関の巨大化が進み、金融市場において大きなプレゼンスを持つよ

うになると、万一破綻した場合の影響が大きくなりすぎて、破綻処理そのものが困難にな
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ってしまう。実際、リーマン・ブラザーズ証券の破綻は、世界の金融市場に甚大な悪影響

を与え、今回の世界金融危機の引き金を引いたといえる。危機の引き金となったリーマン・

ブラザーズは投資銀行であり、日本の証券会社に当たる。またアメリカン・インターナシ

ョナル・グループ（AIG）は大手保険会社である。むしろ、投資銀行による大口顧客からの
預かり資産を流用して相場を張るプライマリー・ブローカレッジ業務、保険会社による保

証料収入を狙った信用デリバティブ（特にクレジット・デフォルト・スワップ）の濫用が、

金融危機の拡大を招いた。本来、投資銀行が顧客から預かった債券や株式などの資産は、

投資銀行の自分の資産とは分別して管理するのが普通である。そうであれば、万一、投資

銀行が倒産しても、顧客は預けた資産を取り戻すことができる。コインロッカー会社が倒

産しても、顧客はロッカーに預けた荷物を取り戻せるのと同じである。しかし大手の米投

資銀行は、大口顧客から預かった資産を分別管理せず、自らの資金調達の担保などに流用

していた。これは顧客の了解を得た上であったものの、リーマン・ブラザーズ破綻後、預

け入れた資産が取り戻せない顧客が多数発生し、他の投資銀行に預け入れた資産の取り付

けが発生した。16 
 これに対して、そもそも金融市場の大混乱を引き起こさずに破綻処理ができない金融機

関の存在自体に問題があるとの見方が強まった。そこで銀行だけでなく、全ての重要な大

金融機関については十分な自己資本を持たせることにより破綻しにくくする一方で、万一

破綻したばあいでも混乱を招かない破綻処理が実施できるような体制を作ることが合意さ

れた。そこで世界的なネットワークを持って活動する大きな金融機関（Global SIFIs、
Systemically Important Financial Institutions）に対して、(1)経営が悪化した場合の再建
ないし破綻処理計画(RRP, recovery and resolutions plans, あるいは living will)の作成を
義務付ける、(2)最低自己資本比率規制を強化する、(3)自己資本比率が低下した場合に債務
の一部を株式に強制転換できるタイプの証券を発行させる、(4)破綻時には確実に一般債務
に対して劣後することにより、自己資本として働く劣後債務証券を発行させる、などの規

制を課すことが予定されている。また、大金融機関の破綻処理が困難な背景として、(1)資
産・負債を課税や規制対策として金融機関グループ内の別々の会社に割り振って計上

(booking)する内部慣行、(2)グループ内金融機関の相互保証の存在、(3)破綻時において未決
済の大量のデリバティブの勝ち負けを直ちに時価で決済する必要が生ずる問題、(4)グルー
プ内各社で共有されているコンピューターシステムやデータファイルが破綻後に使用でき

なくなる問題、などが指摘されている。SIFIとして指定される金融機関や SIFIに対する規
制の詳細は 2011年末までにバーゼル銀行監督委員会が発表する予定となっている。17 
 
（BIS三次規制の評価） 

                                                   
16 米国の大手投資銀行が破綻したプロセスについては Duffie [2010]が非常に明快な説笑み
を与えている。 
17 Financial Stability Board [2010]。 
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 現在の BIS 規制を全体としてみると、分母のリスクアセットの計算方式が過度に複雑化
しているように思われる。統計的な厳密性を求める結果として、計算式が複雑化し、逆に

規制逃れのループホールを見つけやすくなっている可能性もある。むしろモデル作成は金

融機関に任せ、ストレステストを行うシナリオを厳しく設定して、それによる最大損失を

自己資本の数分の一以下に決めれば、細々としたリスク管理手法までマニュアルとして提

供する必要はない。むしろ監督当局が、一つの金融機関の開発したリスク管理モデルを使

って、別の金融機関のリスクをあぶり出すようにすれば、十分有効な監督ができるのでは

ないか。 
 これに対して、レバレッジ規制の導入は、最近のギリシャ、アイルランド、ポルトガル

などのソブリンリスクの拡大を考えると、評価できるだろう。BIS 三次規制案では、総資
産の 3％以上の Tier 1 自己資本を持つ必要があるため、国債だけ持っている銀行に対して
も、50％のリスクウエイトが課されていることに相当する。 
 また自己資本比率規制の分子となる自己資本に関する規定も、大幅に拡充されており、

高く評価できる。しかし、元々の BIS 一次規制でも、コア自己資本は厳しく定義されてい
たはずである。むしろ時間の経過とともに、自己資本比率が悪化した銀行が苦し紛れに調

達したグレーの資本を次々に資本として認めてきた監督当局の無節操な規制方法に問題が

あったのではないかと思われる。 
 世界的な規模の大手金融機関に対する自らの破綻処理計画作成については、その実効性

に多数の疑問がある。倒産法制が各国で区々となっており、EU域内でさせ、倒産法の違い
の調整には、相当面倒が法律関係の整理が必要となっている。このため、国境をまたいで

多数の支店や子会社を持つ金融機関が破綻処理計画を作ったとしても、スムーズな倒産処

理はとても望めないように思われる。 
 
５．残された課題 
 第１に、国債倒産制度の問題が解決されていないことがあげられる。リーマン・ブラザ

ーズの処理には、破綻後５年前後もかかると見られるが、債権者から見るとあまりにも長

すぎる処理である。国際的な金融機関をスムーズに処理するための、国際的にコンシステ

ントな倒産処理法制を OECDなどが中心となって作るべきではないか。こうした国際倒産
法制が存在しなければ、大手金融機関に対して自らの破綻処理計画書を作製させても、実

際には使えない計画書になる可能性が高い。 
 
 第 2に、ソブリンリスク（政府債務の信用リスク）の扱いがある。EU域内のギリシャの
長期国債の流通価格は発行価格の半値以下にまで低下してしまった。また、アイルランド、

ポルトガル、スペインなど EU 域内のソブリン債務も、政府の信用低下に伴う格下げと価
格低下に直面している。このため、従来の BIS 規制における先進国政府信用に対してゼロ
のリスクウエイトを置く規制のあり方に見直しが必要になっている。ユーロ圏諸国のよう
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に独自の中央銀行を持たない国に対して信用リスクを高く設定すべきかどうかは、重大な

政治問題になるだろう。 
 第３に、現在の法人税制と自己資本比率規制は相互に矛盾したインセンティブを金融機

関に与えていることが、自己資本比率規制が十分機能してこなかった背景にある。税制で

は支払い金利を課税所得控除することにより高いレバレッジを持つインセンティブを与え

ながら、金融監督・規制では自己資本比率規制で高い自己資本を持たせようとしている。

金融機関に関しては利益に対する法人税の課税に代えて、想定元本＋総資産の規模に対す

る低率の課税にした方が良いのではないかと考えられる。高い自己資本を維持する資本コ

ストを負債のコスト並に引き下げた上で、例えば数十％程度の高い自己資本を規制で課す

べきではないだろうか。 



 22 

図表１ 
 

世界金融危機以後の銀行自己資本比率規制検討の経緯 
_____________________________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 2008年 9月  リーマンショック 
 2008年 11月  G20ワシントン・サミット 
 2009年 4月  G20ロンドン・サミット 
 2009年 9月  G20ピッツバーグ・サミット 

「金融システムの強化」を図るため、銀行資本の量と質の双方を改善し、過度な

レバレッジを抑制するため、国際的に合意されたルールを 2010 年末までに策定
することにコミット。 

 2009年 12月  バーゼルⅢの市中協議案公表 
 2010年 2月  定量的影響度調査の実施 
 2010年 6月  G20トロント・サミット 
 2010年 7月 9月 中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ(GHOS)会合 

国際的に活動する銀行の自己資本・流動性の新たな枠組みに合意。 
 2010年 11月Ｇ20ソウル・サミット 
  上記枠組みが報告、了承される。 
 2010年 12月  バーゼルⅢテキストの公表 
_____________________________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
出所：金融庁・日本銀行（2011） 
金融庁・日本銀行、｢バーゼル銀行監督委員会によるバーゼルⅢテキストの公表等について｣、

2011年 1月、http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20101217-1.html 
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図表２ 
BIS III自己資本比率規制の目標比率 

 

出所：金融庁・日本銀行（2011） 
金融庁・日本銀行、｢バーゼル銀行監督委員会によるバーゼルⅢテキストの公表等について｣、

2011年 1月、http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20101217-1.html 
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図表３ 
BIS III自己資本比率規制の導入スケジュール 

 
金融庁・日本銀行、｢バーゼル銀行監督委員会によるバーゼルⅢテキストの公表等について｣、

2011年 1月、http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20101217-1.html 
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