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米国で証券化取引にかかるリスクリテンション規制規則最終化 

米国でもリスクリテンション規制の導入が固まった 
 
米国の FRB, FDIC, SEC を含む複数の銀行監督当局・証券監督当局・住宅金融監督当局等は、

2014 年 10 月 21 日から 22 日に掛けて、証券化取引にかかるリスクリテンション規制規則の最

終案を採択した。これら連邦機関の共同リリース 1によると、この規則は、今後、 Federal 
Register （官報）に掲載し、住宅ローンについては官報掲載日の 1 年後、それ以外の資産につ

いては 2 年後に施行になるとのこと。住宅ローンについては、同規則で “QRM” (qualifying 
residential mortgages) と定義される特性を備えたものは適用除外となる。また、企業向けの

貸付金、不動産担保ローンならびに自動車ローンも、一定の要件を満たすものが適用除外とされ

る。同規則が適用される資産については、証券化を行う際は、オリジネーター、スポンサーその他

の “securitizer” （証券化を行う者）が一定量（5％以上）のリスク（裏付資産にかかるリスクでも

よいし、証券化商品のトランシェにかかるリスクでもよい）の継続保有が義務付けられることにな

る。 
 
米国議会で 2010 年 7 月に成立したドッド・フランク法の Section 941 に、証券化取引にかか

る「証券化を行う者」（securitizer）によるリスク保有義務付け規則導入を連邦機関が検討するべ

きとの文言が盛り込まれている。これに基づき、FRB、SEC 等の関係する連邦機関は、これまで二

度にわたり（2011 年と 2013 年）、規則案を公表し、意見を募集した。米国における証券化取引

にかかるリスクリテンション規制は、ドッド・フランク法の成立から 4 年半近くを経て規則案が最終

化され、5 年半ないし 6 年半を経た後に施行されることとなった。 
 
証券化取引にかかるリスクリテンション規制については、2009 年 4 月の G20 ロンドンサミット

における「金融システムの強化に関する宣言」2に検討する趣旨の文言が盛り込まれた。これに続

1 それぞれの機関が同じ内容のリリースを 2014 年 10 月 22 日付けで公表している。  
Six Federal Agencies Jointly Approve Final Risk Retention Rule, October 22, 2014 
http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20141022a.htm (FRB) 
http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1370543240441 
(SEC) 
2 外務省 「麻生総理大臣の G20 ロンドンサミット（第 2 回金融・世界経済に関する首脳会合）へ

の出席」 平成 21 年 4 月   http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_aso/fwe_09/ 
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く 2009 年 9 月の G20 ピッツバーグサミットの「首脳宣言」では、「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であり、もって、彼らに慎重な行動をとるよう奨励し

ている」（日本の外務省による和訳 3から引用）とされた。つまり、証券化取引にかかる当事者のイ

ンセンティブの調整措置（リスクリテンション規制の導入を含む）は、リーマンブラザーズの倒産を

契機とするリーマンショック勃発からちょうど 1 年後の 2009 年 9 月のサミットでG20 各国首脳に

よって合意されたものである。 
 
欧州連合（EU）では、2010年12月31日に、金融機関（credit insitutions）の自己資本比率

規制規則で、リスクリテンションがなされていない証券化エクスポージャーにつき、保有する金融

機関の自己資本比率算出上、リスクウェイトが加重されるルールが導入され、2011 年 1 月 1 日

から実施されている。このルールは、2014 年に一部改正 4されて、今日に至っている。 
 
中国では、2012 年 12 月 31 日付けで人民銀行と銀監会が通達 5を発し、証券化取引の当事

者にリスク保有を求めている。日本では、金融庁が 2014 年 9 月に監督指針にリスクリテンション

の有無の確認を求める文言を追加する案を公表 6し、意見募集は既に締め切っており、近々、監

督指針改正の形でリスクリテンション規制が導入されることになるものと思われる。米国で、2015
年から 2016 年に掛けてリスクリテンション規制が導入されることが固まったことを踏まえると、時

期的には、EU、中国、日本、米国の順で、2009 年 9 月のピッツバーグサミット「首脳宣言」に盛り

込まれた措置が講じられたことになる。 
 

3 外務省 「首脳声明 ピッツバーグサミット」  
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/0909_seimei_ka.html 
4 解説資料として、たとえば、 European Banking Authority, Regulatory Technical 
Standards (RTS) on securitisation retention rules and Draft Implementing Technical 
Standards (ITS) to clarify the measures to be taken in the case of non-compliance 
with such obligations  
https://www.eba.europa.eu/draf-regulatory-technical-standards-rts-on-securitis
ation-retention-rules 
5 「中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 公告〔2013〕第 21号」 

http://www.pbc.gov.cn/publish/goutongjiaoliu/524/2013/20131231171544994
140659/20131231171544994140659_.html 
同英語訳 Public Announcement of PBC and CBRC [2013] No. 21 
http://www.pbc.gov.cn/publish/english/955/2014/20140110083544577592528
/20140110083544577592528_.html 

6 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 21 日  http://www.fsa.go.jp/news/26/20140912-2.html 
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米国の規則の際立った特徴―膨大な分量 
 
米国当局が採択したリスクリテンション規制最終案の内容についてここで解説したいところだが、

実は、筆者の手に負えない。おそらくは、近々、米国の主要法律事務所がニューズレター等でリス

クリテンション規制規則最終版についての解説を作成するであろうから、そちらを参照いただきた

いと思う。規則の全文は、各当局のウェブサイトに全文が掲載されているので、ダウンロードして

ご覧いただきたいと思うが、SEC 版で全 684 ページ、FRB 版は 688 ページもある。（内容としての

文言はまったく同じものと思われる。） 
 
日本の監督指針に追加される予定の文言は、句読点を含み、約 280 文字である（意見募集段

階の文言であり、最終版は多少異なる可能性がある）。中国当局の通達は、中国語の原文で約

1,500 文字、英語訳で約 420 単語である。欧州連合の規則は、Capital Requirement 
Regulation 上の 7 つの条文（Article 404 ないし  410）とそれらに関する  Technical 
Standards によって構成されている。 

 
米国の規則については、約18万単語、百万文字の分量である。日本語や中国語は、同じ内容

を表現するのに、英語の単語数対比 4 倍から 5 倍の文字数が必要になることを踏まえても、中国

や日本に比べると、数百倍、欧州に比べても数十倍のボリュームということになる。米国のリスク

リテンション規制規則の際立った特徴が、文字量が膨大であるということではないだろうか。これ

では、ひとりの人間がまる一日かけても（あるいは数日掛けても）読み切れないし、字面を追ったと

しても、到底、内容の理解に及ばないだろう。筆者は、米国当局が採択した証券化取引にかかる

リスクリテンション規制規則を前に、ため息をつくしかない。 
 
リーマンショックから 6 年あまり、2009 年 9 月のピッツバーグサミットから 5 年あまりを経て、

世界の経済大国で証券化取引のインセンティブ調整措置がほぼ出そろったことになる。筆者は、

これらの規制・規則の制定プロセスについて、いずれ、冷静に振り返ってみたいと思っている。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
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