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本邦金融機関による AT1 証券発行開始にあたって 

銀行の信用力評価には、制度の理解が不可欠 
 
銀行は滅多なことでは債務不履行を起こさない。しかし、リーマンショックを契機に金融機関の

再生・破綻の枠組みの見直しが進んでいるため、今後はそうではないかもしれない。クレジット市

場関係者は、薄々、そう感じている。外資系格付会社の銀行格付手法の度重なる見直しも、格付

会社が銀行の信用リスク評価の考え方を改めねばならないと認識していることが背景にある。 
 
日本では、第二次世界大戦後の銀行破綻処理において、預金がデフォルトしたのは 2010 年

の日本振興銀行の処理事例のみである。日本振興銀行の破綻処理には民事再生手続が用いら

れ、保護対象外の預金の弁済率はおよそ 58％となった。同行は社債等の市場調達は行っていな

かった。仮定の話だが、社債や劣後債を発行していたとしたら、再生債権として大幅カットの対象

になったであろうことは想像に難くない。 
 
日本における銀行の破綻処理は、1990 年代以降、いくつも行われてきているが、前述の日本

振興銀行以外の何れの事例でも、銀行が債務不履行を起こさない形で決着してきている。例を挙

げると、阪和銀行は、1996年に業務停止命令を受け、事後的に債務超過認定された。しかし、営

業譲渡を受けた紀伊預金管理銀行が預金保険機構の資金援助を受けながら、債務を完済した。

金融再生法に基づく特別公的管理の対象となった日本長期信用銀行（新生銀行）も日本債券信

用銀行（あおぞら銀行）も、1998 年の特別公的管理以降の処理の過程において、預金や金融債

を含め、一切、債務不履行は起こさなかった。金融再生法の枠組みは、後に預金保険法に取り込

まれた。預金保険法の枠組みに基づき 2003 年に資本注入を受けたりそな銀行も債務不履行は

発生させなかったし、足利銀行の国有化（2003 年）が行われた際にも足利銀行の債務に不履行

は生じなかった。 
 

劣後債の信用リスクはシニア債とはどう違うのか 
 
邦銀が劣後債やケイマン法人などの海外の連結子会社発行の優先出資証券の発行を本格化

したのは 1998 年であった。金融再生法が成立する数か月前、長銀と日債銀が国有化される半

年前の 98 年春に、設置されて間もない金融監督庁が早期是正措置を導入したことが契機となっ

た。ここでいう早期是正措置とは、自己資本比率が一定水準を下回ると、機械的に業務改善命令
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等の行政処分を下すというルールである。そこで、大手銀行から地域金融機関まで、多くの預金

取扱金融機関が劣後債や海外子会社発行の優先出資証券の発行を始めた。こうした劣後債は、

一部に例外はあったが、多くは、発行体（子会社発行の場合は、保証人となる親会社）に破産、会

社更生、和議（後の民事再生）手続きが開始されたら、他の債権者の権利に後れるとする劣後特

約を付しただけのものであった。法的倒産手続きが開始されれば、他の債権者にとってバッファー

として（つまり、自己資本のように）機能することが評価されており、劣後特約を付すだけで、自己

資本 Tier 2 に算入することが可能であった。つまり、劣後債を発行することで、自己資本比率を

維持向上させることが可能であった。 
 
リーマンショックを契機にバーゼル銀行監督委員会で自己資本規制が抜本的に見直されること

になり、自己資本に算入できる要件が大幅に厳格化した。バーゼル III 移行後は、少なくとも 
“PONV” （point of non-viability, 実質破綻認定時点）でカットされるか、強制的に普通株式等

に転換されるものでなければ、 Tier 2 にすら算入できなくなった。預金保険法 126 条の 2 の 1
項第 2 号特定措置や 102 条 1 項 2 号措置が決定された際に、全額カットされるという債務免除

特約を付した本邦銀行持株会社や銀行による劣後債 1の発行は昨年（2014 年）から始まってい

る。 
 
バーゼル III 移行後は、その他 Tier 1 に算入しようとすれば、償還期限がないものに加え、少

なくとも、普通株式等 Tier 1 比率（一般的に “CET1” と呼ばれる）につき、5.125％以上のトリ

ガー水準を設け、この水準を下回った際にカットまたは株式等への転換特約を付す必要がある。

このようなその他 Tier 1 に算入できるものを “AT1” という。いよいよ、本邦銀行持株会社によ

る AT1 の発行が今年始まる。 
 
なお、日本では、国内基準行については、日本独自の自己資本比率規制に移行しており、自己

資本に Tier 1 や Tier 2 の区別がなくなった。国内基準行の規制上の自己資本は、「コア資本」

に一本化されており、劣後債については、債務免除特約を付したところで、一切、自己資本に算入

できなくなっている。（なお、昨年 3 月までに発行した既発債については、経過措置として、「コア資

本」に参入可能である。）このため、今後、 B3T2 や AT1 を発行する本邦金融機関は、国際統

一基準行に限られよう。また、持株会社を設けているグループについては、持株会社が発行すれ

ば、連結ベースでバーゼル III のルールによる「少数株主持分」としての自己資本算入制限を受け

ないため、銀行発行よりも持株会社発行形態が定着するであろう。 
 

1 こうしたバーゼル III において発行体が Tier 2 に算入できる特約付劣後債のことを一般に 
B3T2 （Basel 3 において Tier 2 に算入可、という意味）と呼ぶ慣行が定着している。 
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日本と EU との銀行再生破綻処理制度の違いを理解する 

 
リーマンショックの前後に、欧州では、自己資本比率が比較的高かった大手金融機関を含め、

多数の金融機関が、資本注入や公的な保証により、救済された。こうした公的救済（ベイルアウト）

に対する批判が高まったことから、納税者負担なしに金融機関の資本を回復させるベイルインが

考案され、EU 加盟国を含む一部の国々で制度化されている。欧州連合（EU）では、「金融機関の

再生及び破綻処理に関する指令」（Bank Recovery and Resolution Directive, 略して BRRD）

が 2014 年に欧州議会を通過した。BRRD に基づくベイルイン制度が EU 加盟各国で発効する

2016 年 1 月以降は、銀行監督当局の判断で、ベイルインを発動できる。倒産手続きを経ずに、

当局の判断で、銀行など金融機関の債務を償却し、または、株式に転換できることになる。当局

判断でカットできるのは債務免除特約等の特約が付されたものに限定されない。シニア債（無担

保社債）はいうまでもなく、預金保険による付保の対象とならない預金債務ですら、カットの対象に

なり得る。何年後になるのか予想できないが、次回、リーマンショックに似たような状況が生じた場

合には、こうしたベイルイン制度を導入した国々では、粛々とベイルインが発動されることになろ

う。 
 
ところが、日本のベイルイン制度はこれとは根本的に異なる。昨年 11 月に金融安定理事会

（FSB）がまとめた「実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性」（Key Attributes）の導入状況に

ついての報告書 2で、日本は極めて高い評価を得た。従来からの預金保険法の枠組みに加えて、

債務免除特約等が合意されている劣後債・劣後ローンについて、（主に預金保険法に126条の2
を新設したことで）金融危機対応会議の議を経て、内閣総理大臣がカットを命ずることができるル

ールを導入したことにより、Key Attributes を完全に満たすという評価を受けた。日本でベイル

インの対象になるのは、当事者間の契約上、劣後特約に加え、債務免除特約等が予め合意され

ているものに限られる。日本では、国が私人間（銀行または銀行持株会社と劣後債等の投資家）

の契約に介入しない制度になっているのである。日本の銀行や銀行持株会社の信用リスクは、こ

うした日本の制度を前提に考えねばならない。 
 
ところで、AT1 のトリガーは、たとえば、「普通株式等 Tier 1 比率 5.125％」のように設定され

る。具体的な数値が挙げられるので、一見、客観的なトリガーのようにも見える。しかし、自己資本

比率は、会計基準の選択、資産査定の姿勢、経営者や監督当局の意図などが多分に反映される

2 Financial Stability Board, FSB reports to G20 on Progress in Reforming Resolution 
Regimes and Resolution Planning, 12 November 2014  
http://www.financialstabilityboard.org/2014/11/fsb-reports-to-g20-on-progress
-in-reforming-resolution-regimes-and-resolution-planning/ 
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ものでもある。たとえば、トリガー水準に抵触するまで貸倒引当金を積み増すべきかどうかという

誰かの判断や意図が働く余地がある。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
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