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カバードボンドだけ特別扱いする大口エクスポージャー規制最終案 

バーゼル委員会が 2019 年から実施する予定の規制テキスト最終案を発表 

昨年 3 月にバーゼル銀行監督委員会は大口エクスポージャー規制案についての市中協議 1を

実施した。この市中協議に関しては、全国銀行協会が 2013 年 6 月 28 日付でこうした大口エク

スポージャーにかかる総量規制をバーゼル合意の第一の柱（自己資本比率規制等の定量規制）

に盛り込むべきではないとの趣旨の意見書 2を提出した。全銀協以外にも世界各地から多数の当

局・金融機関・業界団体等からバーゼル委員会宛てに意見が提出されたものと推測されるが、バ

ーゼル委側は、現状、提出された意見書を公開していない 3。 
 
この市中協議を踏まえ、バーゼル委は、2014年4月15日付で最終案を発表 4した。金融庁と

日本銀行は、それぞれのホームページにて 4 月 18 日付で告知 5を行っている。 
 
バーゼル委員会は、大口エクスポージャー計測・規制の実施時期を 2019 年 1 月からとしてい

る。大口エクスポージャー規制は、「適格資本」（「適格資本」は、Tier 1 とされた）の 25％が上限

となる。実施時期から 4 年半以上も前倒しで 2014 年の時点で「最終案」をとりまとめる必要があ

るのは、規制を実施するには、制度整備に加え、規制対象となる世界中のあらゆる金融機関にお

いて、支配関係等に基づく与信先（オフバランス扱いのものを含む）の名寄せ・合算のために、態

勢整備やシステム開発に相当程度の時間を要することが明らかだからであろう。 
 
今回発表された「最終案」は、「最終案」といいながらも、適格 CCP（中央精算機関）向けエクス

1 BCBS, Supervisory framework for measuring and controlling large exposures - 
consultative document, 26 March 2013  http://www.bis.org/publ/bcbs246.htm 
2 一般社団法人全国銀行協会 「バーゼル銀行監督委員会「大口エクスポージャーの計測と管理

のための監督上の枠組」に係る市中協議文書に対するコメント」 平成 25 年 6 月 28 日  

http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/opinion/entryitems/opinion250628.pdf 
3 前述の全銀協の例以外にも、提出者側が公開している事例が多々みられるが、筆者はそれら

を網羅的には把握できていないので、ここでは言及しないこととする。 
4 BCBS, Final standard for measuring and controlling large exposures published by 
the Basel Committee, 15 April 2014 http://www.bis.org/press/p140415.htm 
5 金融庁  http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20140418-2.html  日本銀行 
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2014/rel140418d.htm/ 
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ポージャーの扱いについては 2016 年に終了する観察期間経過後に決定するとしている。 
 
バーゼル委から発表された大口エクスポージャー規制最終案について、筆者の気付いた点と

第一印象を以下に記しておく。 
 
1. 導入時期は 2019 年 1 月からと明記されている。 
2. リスク感応的な自己資本規制の一環（risk-based capital standard）を完全なものにす

るために導入するのである、と述べている。（つまり、リスクの高低を加味しないレバレッジ

規制の一環ではなく、リスク量を加味する体系だという説明がなされている。） 
3. 大口エクスポージャー計測および規制の対象外となるのは「ソブリン」、中央銀行ならびに

「ソブリン」として扱われる公的主体のみ 6とされている。「ソブリン」等の定義は、既存の自

己資本比率規制のものを準用するとしている。 
4. 関連性を基準に与信先を名寄せ・合算したベースで、適格自己資本（eligible capital）（こ

れは、”Tier 1” とされた）10％以上を占めるエクスポージャーと、金額・占有率にかかわら

ず、上位20先を大口エクスポージャーとして定義し、これを監督当局に対する報告の対象

としている。 
5. 適格自己資本（eligible capital）の25％を1先に対するエクスポージャーの上限としてい

る。ただし、G-SIBによる他のG-SIB向けのエクスポージャーに関しては、15％を上限とし

ている。上限を超過した場合は、「ただちに」（immediately）監督当局に報告するとともに、

早急に対処（rapidly rectified）せねばならない、と記述されている。 
6. 適格自己資本（eligible capital）は、 Tier 1 とした。（つまり、基準となるのは、CET1 で

も、Tier 1 + Tier 2 でもなく、Tier 1 である。） 
7. 集団投資スキーム（ファンド等）および証券化商品については、1 件あたり適格自己資本

（eligible capital）の0.25％以内であれば、それ自体（ファンドや証券化商品の持分）を1
つのエクスポージャーとして扱う。しかし、1件あたり適格自己資本の0.25％を超える投資

持分等については、原則として「ルック・スルー・アプローチ」（LTA）を用い、裏付けとなる

個々の資産等に対するエクスポージャーとして計測管理する。「ルック・スルー・アプローチ」

を用いることができない場合は、 “unknown client” （特定できない未知の顧客）向けの

エクスポージャーとして扱い、全ての “unknown clients” 向けのエクスポージャーの合

算値が大口エクスポージャー規制の対象となる。 
8. 投資信託の投資口・持分のように、持分間に優先劣後関係がない場合は、組み入れ資産

をプロラタ（持分割合に応じて）保有していると扱い、計測する。証券化トランシェのように、

6 日本国内の自己資本比率規制では、標準的手法において、地方公共団体向けエクスポージャ

ーを国と同じくリスクウェイト 0％としていることに着目しておきたい。（地方公共団体向けエクスポ

ージャーが大口エクスポージャー規制の対象外となるかどうかは、今後、国内導入のプロセスで

決まっていくことになるものと思われる。） 
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優先劣後構造があるものについても、同じく組み入れ資産をプロラタ（持分割合に応じて）

保有していると扱い、計測するが、トランシェの金額が上限となる。 
9. カバードボンドについては、20％を下回らない範囲で、当局が定める掛け目を適用したう

えで大口エクスポージャー規制の対象となる。つまり、掛け目を 20％と定めれば、カバー

ドボンドについては、その額を 5 分の 1 とみなして計測・規制の対象にする。 
 

証券化商品への投資において実務負担が増加するか―LTA 適用の閾値 

 
この規制がそのまま導入されると、ファンドや証券化商品については、1 件あたり「適格自己資

本」の 0.25％以下であれば、それ自体を 1 つのエクスポージャー先として扱い、0.25％を超える

ものについては、原則、ルック・スルー・アプローチ（LTA）を適用して、裏付資産・組み入れ資産を

持分割合に応じて保有しているものとみなして計測することが求められることになる。 
 
「適格自己資本」（Tier1）が 5000 億円の大規模な銀行にとって、その 0.25％は 12.5 億円だ

が、「適格自己資本」が 1000 億円の銀行にとって、その 0.25％はわずか 2.5 億円である。地域

金融機関でも、1 銘柄あたり 5 億円単位で投資し、保有しているケースが多いだろう。裏付資産・

組み入れ資産を「ルック・スルー」する LTA を適用するということは、住宅ローンやクレジット債権

など消費者向けの小口の債権の証券化商品であれば、1 銘柄毎に数百ないし数千ある個々の債

務者と金額を把握したうえで、他の与信先（たとえば、自らの直接の与信先や、他の証券化商品

等の裏付資産）等と「名寄せ」したうえで、合算し、計測・管理する。それを行わないか行えないの

であれば、総額で「適格自己資本」の 25％が投資の上限となる。「適格自己資本」が 1000 億円

の銀行が、裏付資産個々の把握と名寄せ管理を避けたいと思えば、1銘柄あたりの保有額を2.5
億円以内に抑えるか、証券化商品やファンドの保有総額を 250 億円にとどめることになる。 

 
カバードボンドだけ特例扱いにするのは、カバードボンドの発行が盛んな欧州諸国だけにその

他の諸国対比緩い基準を適用することに等しい。ここにも欧州諸国の都合で国際的なルール作り

が進む現象の一端を見ることができよう。欧州諸国対比、イコール・フッティング実現のために、対

抗措置として、日本でもカバードボンド法制の整備が必要なのではなかろうか。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
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