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証券化リスクリテンションに関する注意喚起に思う 

リーマンショックを契機とする規制強化が忘れたころに導入される可能性 
 
証券監督当局国際機構（IOSCO）は、2012 年 11 月、「最終報告書：証券化商品関連規制に

係るグローバルな動向」をとりまとめた。この「最終報告書」で、IOSCO は、2014 年半ばに、証券

化リスクリテンション規制導入状況の確認や、証券化取引参加者のインセンティブの調整が図ら

れているか等につき、当局間のピアレビュー（相互評価）を行うと述べていた。 
 
「最終報告書」の内容については、新生ストラテジーノートの 2012 年 12 月 6 日付第 103 号

「証券化取引にかかるリスクリテンション規制の是非―IOSCO の証券化商品関連規制に係る最

終報告書の正しい読み方」1で解説した。「最終報告書」で行っている提言のうち、最初のものが、

証券化取引におけるインセンティブを調整するために、リスクリテンション（リスク保有）義務付け

規制の導入を含め、アプローチを評価し、形成し、締切り（2014 年半ば）を定めて実施するべきと

したものだった。その後、IOSCOは、2014年6月（まさに、「2014年半ば」）に、バーゼル銀行監

督委員会（BCBS）と共同で、証券化に関するタスクフォースを設置し、世界各地の証券化市場の

現況についての調査や証券化活性策について検討を開始している 2。 
 

金融庁が監督指針の改正案を発表、締め切りは 10 月 14 日 

こうした中、日本の金融庁は、2014年9月12日、証券化リスクリテンション規制に関する監督

指針の一部改正案等を公表 3し、10 月 14 日を締め切りとして、意見募集を開始した。金融庁が

発表した各業態の監督指針の改正案には、次の文言を含むパラグラフが追加されている。 
 

「証券化商品については、オリジネーターによる原資産の組成において、その組成当初

から当該原資産の全てを証券化ビークルに譲渡することを意図した場合、投資分析等が

1 当レポートのバックナンバーをご覧になりたい方は、ご遠慮なく、直接、または、弊社担当者を

通じて、筆者にお知らせください。 
2 市場関係者を対象とする調査の例  Survey on securitisation markets conducted by 
BCBS-IOSCO Task Force, 3 July 2014  http://www.bis.org/press/p140703.htm 
3 金融庁 「証券化リスク・リテンション規制に関する監督指針の一部改正（案）等の公表について」 
平成 26 年 9 月 12 日  http://www.fsa.go.jp/news/26/20140912-2.html 
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疎かになるなど不適切な原資産組成がなされ、その結果当該証券化商品の持分のリスク

が高くなるおそれがある。そのため、当該証券化商品のリスクの一部を、オリジネーターが

継続保有することが望まれる。これらを踏まえ、オリジネーターが証券化商品に係るリスク

の一部を継続保有しているか確認しているか。また継続保有していない場合には、オリジ

ネーターの原資産に対する関与状況や原資産の質についてより深度ある分析をしている

か。」 
出所： 金融庁 （脚注 3） 

 
監督指針へのこうした文言の追加は、必ずしも、「リスクリテンション規制」の導入とは言えない

であろう。筆者の私見だが、敢えて規制だとして表現するならば、「リスクリテンションの状況につ

いての確認を促し、オリジネーターによるリスクリテンションがなされていない証券化商品について

注意を喚起する規制」ということだろう。場合によっては、案にある文言が変更されたうえで、各監

督指針が改正される可能性はあろう。とはいえ、監督指針の改正による文言追加は、リスクリテン

ションを義務付けるものではなく、また、リスクリテンションが行われない取引について極端に不利

に扱うような規制にはなり得ないであろう。 
 

G20 ピッツバーグ・サミット（2009 年 9 月）から 5 年余り経過後に声明を順守 

リーマンショックの半年後、G20 初の首脳会合となった 2009 年４月のロンドン・サミットの首脳

宣言文には「定量的な保有義務を考慮することを含め、証券化のリスク管理に係るインセンティブ

を改善する作業を進めるべきである」という一文が盛り込まれた。その約半年後、リーマンショック

のちょうど１年後にあたる 2009 年 9 月に開催された G20 ピッツバーグサミットでは、首脳声明に

「証券化商品のスポンサー又は組成者は原資産のリスクの一部を保有すべき」4とする１文が盛り

込まれた。 

 

このピッツバーグサミットから 5 年余りが経過したが、ここで、日本は、ピッツバーグサミットの首

脳宣言を順守したという位置づけになろう。 

 

いっぽうで、筆者の知る限り、主要先進諸国の中で、明示的にリスクリテンション規制を導入し

ているのは、欧州連合（EU）だけだと思われる。この点、本稿の冒頭で言及した 2012 年 11 月の 

IOSCO による「最終報告書」に詳しく説明されているが、それから 2 年近くを経過した現在におい

ても、2013 年 10 月に米国の複数の監督当局が、ルールの第二次案について意見募集を実施 5

4 わが国外務省による仮訳から引用した。 
5 複数の監督当局による意見募集（内容は同じ）が行われた。例として、OCC Notice of 
Proposed Rulemaking: Credit Risk Retention of Securitized Assets, October 18, 2013  
http://www.occ.gov/news-issuances/bulletins/2013/bulletin-2013-25.html 
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した他には、状況にほとんど変化はない。今後、EU加盟国と日本を除くG20諸国が、何らかの証

券化取引に関するリスクリテンションに関連する規制等を導入することになるのか、引き続き注目

したい。 

 
クレジットプロテクション購入費用のエクスポージャー化案のその後 
ところで、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）は、2013 年 3 月 22 日に、 “Recognising the 

cost of credit protection purchased” と題するテキストの改定案を含む市中協議文書を発表

した。端的に言うと、格付けでシングル A 格未満のポジションについて、クレジットデリバティブ取

引を用いて、プロテクションを購入すれば、将来にわたって支払う予定となるプレミアムの割引現

在価値を、別途仮想エクスポージャーとして扱い、かかるエクスポージャーにリスクウェイト

1250％を課すというテキストの改定案である。これに対して、多数の意見がBCBSに提出 6された。

これから 1 年半が経過するが、その後の BCBS によるアクションは何も見られない。 
 
この案が導入されると、シンセティック CDO を組成しようとして、メザニントランシェやエクイティ

トランシェについて、プロテクションを買うと、多くの場合、リスクアセットが増加してしまうことになる。

シンセティック CDO の組成を牽制しようとする意図があるのかもしれないが、ポートフォリオリスク

管理上のツールの使い方が難しくなるという副作用もあり得よう。 
 
各国の業界団体や金融機関から提出された意見を見る限り、異口同音に正面から反対するも

のが多いが、この案は、決して、廃案になった訳ではないことに留意する必要があろう。廃案にな

っていない以上、何らかの契機に、バーゼル委テキストの改訂に向けてふたたび動き出す可能性

は否定できない。 
 
リーマンショックから既に 6 年余りが経過した。しかし、リーマンショックはまだ終わっていないよ

うである。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
 
 
 
 
 
 

6 BCBS, Comments received on the consultative document "Recognising the cost of 
credit protection purchased" http://www.bis.org/publ/bcbs245/comments.htm 
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