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証券化商品の「STC 要件」をどう考えるか 

銀行の自己資本比率規制上の扱いにおける優遇要件として利用される 
 
バーゼル銀行監督委員会（BCBS）が 2015 年 11 月 10 日付で発表し、2016 年 2 月 5 日を

締切日として意見募集中の市中協議文書「シンプルで透明で比較可能な（STC）証券化商品の自

己資本比率規制上の扱い」1（BCBS 2015 年 11 月市中協議文書）に関し、流動化・証券化協議

会を始めとする国内の複数の関係団体が会員などを対象に意見集約に着手した。複数の団体か

ら意見提出を求められている市場関係者も多いことだろう。本稿では BCBS 2015 年 STC 市中協

議文書を読み解くための参考になればと思い、筆者が気付くことを書き留めておきたい。 
 

「STC 要件」―ここに至る経緯 

BCBSが STC 要件等を満たす証券化商品（より厳密には、銀行の自己資本比率規制上、「証券

化エクスポージャー」として扱われることになるリスクアセット）の扱いについての市中協議文書を

発表するに先立ち、BCBSと証券監督者国際機構（IOSCO）が、2015年7月23日付で Criteria 
for identifying simple, transparent and comparable securitisations （「シンプルで透明

で比較可能な証券化商品を特定するための要件」）2を公表していた。BCBS-IOCSO共同の「STC
要件」は、BCBS と IOSCO に横断的に設置されている Task Force on Securitisation Markets 
（TFSM）で昨年（2014 年）半ば以降、継続的に検討がなされていたものである。TSFM は、2014
年 7 月に、各国当局および広く市場関係者を対象に、証券化市場の現況や証券化に関連する問

題意識などについて、アンケート調査 3を実施した。その結果も踏まえ、BCBS-IOSCO は、2014
年 12 月 12 日に市中協議文書 4（2014 年「STC 要件市中協議」）を公表し、これに対して募った

1 BCBS, Capital treatment for "simple, transparent and comparable" securitisations - 
consultative document, 10 November 2015  
http://www.bis.org/bcbs/publ/d343.htm 
2 BCBS and IOSCO, Criteria for identifying simple, transparent and comparable 
securitisations,  23 July 2015  
http://www.bis.org/bcbs/publ/d332.htm 
3 BCBS and IOCSO, Survey on securitisation markets conducted by BCBS-IOSCO Task 
Force, 3 July 2014  http://www.bis.org/press/p140703.htm 
4 BCBS and IOSCO, Criteria for identifying simple, transparent and comparable 
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意見も踏まえ、若干の修正を加えて最終化したものが 2015 年 7 月 23 日の文書である。これら

BCBS-IOSCO から発表された文書には、STC 要件は規制目的に利用するものではないという趣

旨のことが繰り返し記載されているが、それは無理からぬことである。BCBS-IOSCO に横断的に

設置されている TFSM は、銀行監督当局と証券監督当局の混成部隊であり、目的が限定されて

いる。ここで、たとえば、銀行の自己資本比率規制について検討を加える訳には行かないのであ

る。銀行の自己資本比率規制は、BCBS 内の然るべき部会で検討されるからである。ここに

IOSCO に所属する証券監督当局者が口出しすることは許されるものではない。 
 
なお、こうした動きは、欧州委員会による資本市場同盟（Capital Markets Union）政策の一環

としての証券化商品の STS （simple, transparent and standardised）要件の策定と、それを

用いた自己資本規制（Capital Requirement Regulation）等の改正の動きと極めて類似してい

る。また、欧州の STS 要件は、STC 要件に酷似しており、これを用いて銀行の自己資本比率規制

上、資本賦課を軽減しようという方向性も同じである。ただ、類似していると言っても、重要な点で

異なる部分がいくつかある。 
 
欧州での動向を簡単に振り返っておく。2014 年 5 月に Bank of England と ECB が共同で 

“The case for a better functioning of securitisation market in the European Union” と
題する文書を公表し、その中に “qualifying securitisation” を規制上優遇するべきとの文章

を盛り込み、意見募集を実施した。2014 年 10 月に、 European Banking Authority （EBA） 
が “simple, standard and transparent securitisations” （SST） （シンプルで、標準化され

ており、透明性のある証券化商品）の要件案について、意見募集を行った。EBAは、2015年6月

に公聴会を実施した後、7 月 5 日に欧州委員会（European Commission）に対して提言を行っ

た。この EBA の Commission に対する提言は、2014 年 1 月の “Call for advice on 
long-term financing” （長期金融に関する諮問）に対する答申の形を採っているが、2014 年

1 月の諮問は証券化にフォーカスしたものではなかった。欧州委員会は、EBA の提言も踏まえ、

2015 年 9 月 30 日に STS （それまで、 “SST” と呼ばれていたものを、順番を入れ替えて、 
“STS” とした）要件と関連する法令の改正案を公表 5した。BCBS-IOSCOや BCBSによる動きは、

こうした欧州における動きに対して、若干の（数か月の）タイムラグを伴い、なぞるような形で進ん

できたと言えよう。 
 

securitisations, 11 Debember 2014  http://www.bis.org/bcbs/publ/d304.pdf 
5 この日に欧州委員会から公表された文書は、EC のウェブサイト上の証券化に関するページに

まとめて掲載されている。 
http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm#150930 
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BSBS 2015 年 11 月市中協議文書の構成 

BCBS による 2015 年 STC 市中協議（2015 年 11 月 10 日）がまさに、BCBS の然るべき部会

（格付けおよび証券化ワークストリーム）での検討を経て、BCBS として採択した自己資本比率規

制の見直し案なのである。これは、BCBS-IOSCO による 14 の「STC 要件」に BCBS 独自に 3 つ

の要件を追加し、合計 17 の要件を定め、それら 17 を全て含めて「STC 要件」と呼ぶ。更に、

BCBS-IOSCO の 14 の「STC 要件」についても、基本的にはそのまま採用しているが、一部の要

件については、 “additional requirement” （追加的要件）として、BCBS 独自に文言が追加さ

れている。あまりにも抽象的な表現について具体的な数値基準を示して限定したものや、要件に

適合する事例・適合しない事例を挙げて、解釈の幅を狭めるようなものとなっている。 
 
追加が提案されている 3 要件の是非についても、市中協議文書中の質問の対象となっており、

「不要」、「反対」等の意見が提出され、BCBS でもそれに納得するのであれば、案にあった追加要

件の一部または全部が最終的には削除されてしまう可能性もある。 
 
BCBS は 2014 年 12 月 11 日に証券化商品の資本賦課規則の最終文書 6を発表し、これは、

2018 年から導入予定とされているが、これを本稿では、便宜的に「次期資本賦課規則」と呼ぶ。

「STC 要件」の全てを満たす証券化商品（より正確には、「証券化エクスポージャー」として資本賦

課されるもの）について、2015 年 11 月市中協議文書は、2018 年から導入予定の証券化商品

の次期資本賦課規則上、資本賦課を軽減する案となっている。資本賦課軽減案は、現行規制上

の扱い対比の軽減ではなく、あくまで、2018年に導入が予定されている 2014年 12 月に発表さ

れた次期規制規則対比での軽減案である。現行規制との対比では、必ずしも軽減とは言えない。 
 

資本賦課の軽減幅 
 
資本賦課の軽減幅としては、SEC-IRBA および SEC-SA を用いる場合（つまり、当局指定の

関数を用いる場合）には、 p パラメーターの当局設定値につき、 1 の代わりに 0.6 または 
0.8 を用いることが提案されている。「p パラメーター」を 1 とすることは、概念的には、裏付資産

の全てをそのまま保有していた場合に比べ、それを裏付けとする証券化商品の全てのトランシェ

を全額保有した場合に、2 倍の所用自己資本を要求することを意味する。次期資本賦課規則上、

リスクウェイトのフロアが設定されることから、実際には、それを更に上回る資本賦課となる。【市

6 BCBS, Revisions to the securitisation framework, 11 December 2014  
http://www.bis.org/bcbs/publ/d303.htm 
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中協議文書 2 ページ脚注 4】 
 
この「p パラメーター」を引き下げることは、こうした証券化エクスポージャーを（裏付資産に対

するエクスポージャー対比）「保守的に扱う」度合いを緩和することになる。 
 
格付会社の格付けを（外部格付け）を参照してリスクウェイトを決定する SEC-ERBA では、 

SEC-IRBA の計算結果と整合的になるようにという趣旨でのリスクウェイトの引き下げを提案して

いる。たとえば、格付けが AAA の優先トランシェでマチュリティが 5 年以上のものは、最終規則

ではリスクウェイト 20％であるが、これを 15％に引き下げることを BCBS が提案している。また、

リスクウェイトのフロアは最終規則の 15％から STC 要件等を満たすものについては 10％ないし

12％へと引き下げることを提案している。もっとも、具体的な  p パラメーターおよびリスクウェイ

トの引き下げ幅については、2016 年に実施予定の定量影響度調査（QIS）の結果も踏まえて検

討するとしており、市中協議文書で示されている案は、素案程度のものと考えるべきかもしれな

い。 
 
こうした資本賦課の引き下げ幅は、前述の EU における改正案対比、小幅なものになっている。

欧州委員会の案では、 p パラメーターを 0.5 にすること、リスクウェイトのフロアを 10％にすると

されている。 
 

オリジネーターは必ず監督下に置かねばならないのか 
 
市中協議文書では、オリジネーター等につき、STC要件充足表明に関連して、監督当局の監督

下に置かねばならないとしている。また、このことについての是非を質問として挙げている。 
【市中協議文書 5 ページ下段から 6 ページ上段にかけての文章および 6 ページに掲載の 
Question 3】 

 
これは、おそらくは、EU で導入に向けての作業が進んでいる STS の扱いと同様にするという趣

旨のものであろう。EU では、STS 要件は、銀行の自己資本比率規制に限定されず、ファンドの運

用指令、保険会社のソルベンシー規制、その他さまざまな規制目的に利用されることが予定され

ている。いっぽうで、EU 域外にも影響する STC については、いまのところ、BCBS の市中協議文

書だけしかなく、これを踏まえると、「STC 要件」は、銀行の自己資本比率規制という限られた場面

での利用に留まることになる。（今後、他の分野での「STC 要件」の利用が検討され、進展する可

能性はあるが。）銀行の自己資本比率規制上、リスクウェイトを決定する材料のひとつとして使う

情報（つまり、オリジネーター等による「STC 要件」充足の書面による表明）につき、オリジネーター
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等を監督せねばならないというのは重すぎないだろうか。オリジネーターは、金融機関とは限らず、

リース会社、クレジット（信販）会社、不動産会社、総合商社、製造業者など、様々な業態の企業

が証券化取引のオリジネーターになり得る。現行の自己資本比率規制上も、たとえば、格付準拠

方式に用いることが許される格付会社―適格格付機関（ECAI）―は、金融庁長官の登録を受け

た信用格付業者である必要はなく、日本の当局の監督下に置かれていない外国の格付会社でも

構わないという扱いがなされているのである。それとの対比で、STC 要件の運営上、証券化取引

のオリジネーター等が必ず監督当局の監督下に置かれている主体であることを要求することの是

非を検討してみてもよい。 
 

個別の STC 要件案に関する論点をいくつか 

市中協議文書では、シンセティック型（クレジットデリバティブ等によって信用リスク移転が行わ

れているもの）の証券化商品についての適否を検討したものの、不適と判断したと述べている。こ

のため、シンセティック型の証券化商品は、STC 要件を満たせない。（もともと、2015 年 7 月の

BCBS/IOSCOの 14 要件に照らしても、 A5. Asset selection and transfer を満たせないため、

STCの対象外であった。）【市中協議文書3ページ、上から3つ目の段落】また、BCBS/IOSCOに

横断的に設置されている部会で、STC 要件に ABCP に関する要件を策定することも検討されてい

るようであり、ABCP に関する要件が策定されれば、BCBS としてもその資本賦課についての検討

を行う旨を述べている。市中協議文書の Annex 2 に掲載されているバーゼル合意の改訂案は、

ABCP を対象外とする前提で作成されている。 
 
要件 A1 については、BCBS は、 “additional guidance” （追加ガイダンス）として、自動車ロ

ーンのプールを例に挙げ、この要件を満たすものは  “loans that have level monthly 
payments that fully amortise the amount financed over it original term, except that 
the payment in the first or last month during the life of the loan may be minimally 
different from the level payment” （要旨：ローンの期中においてファイナンスされた金額の

全額が償還されるように設定された毎月均等払いのもの―ただし、初月と最終月については、若

干異なる金額であってもよい）とされている。単に “level monthly payments” と書いてあるの

で、元利均等でも元本均等（月次の支払額は逓減する）でも許されるのだろうが、到底、ボーナス

併用払い（年に 2 回程度、他の月よりも支払額が大きくなるもの）やバルーン（最終月の支払額を

大きく設定したもの）は許容されそうにない文言となっている。日本における自動車ローンや住宅

ローンの実態を踏まえ、こうした制約が妥当なものかどうか、検討する価値があろう。なお、BCBS
に対してこの文言の修正を要求するのであれば、説得力のある理由を示すことが必要であろう。

単にボーナス払いや残価設定ローンは多く見られるということを主張するだけでは、説得力に欠
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けるように筆者は思う。 
 
要件 A3 については、やはり、BCBS は、 “additional guidance” （追加ガイダンス）を付け加

えており、ここで “at the time of their inclusion in the pool, at least one payment should 
have been made” （証券化対象資産を証券化商品の裏付となるプールに含める時点で、最低

でも、1 回の支払いを経ていなければならない）と述べている。住宅ローンや自動車ローンを貸し

出した直後に証券化するとこの要件を満たせなくなる。少なくとも 1 か月程度以上は寝かせて、債

務者から少なくとも1回の支払いを受けた後に証券化して初めて要件A3 を満たせることになる。

【市中協議文書 15 ページ上段】 
 
BCBS が独自に追加した要件のうち、要件 D15 は、見出しが “Credit risk of underlying 

exposures” （裏付となるエクスポージャーの信用リスク）となっている。内容は、単に、標準的手

法を用いた場合の裏付資産の加重平均リスクウェイトの上限を定めるものである。ここでは、住宅

ローン（residential mortgages）については、「[40％]」を上限とすることを BCBS は提案してい

る。 
 
現行の標準的手法において、抵当権でカバーされた居住用住宅ローンのリスクウェイトは35％

であり、そうではないものは 1 億円以下などのリテールに該当するのであれば 75％、該当しなけ

れば 100％ということになろう。日本では、LTV が 100％を上回る住宅ローンについては、「抵当

権でカバー」という説明が難しいことから、リスクウェイトは 75％扱いとする運用が一般的であろう。

住宅ローンの証券化商品の裏付資産プールに、LTV が 100％を上回る住宅ローンがある程度混

在していると、裏付資産の標準的手法における加重平均リスクウェイトが 40％を上回るケースが

出てくる。おそらく、国内の民間住宅ローンのプールは LTV 100％超のものがある程度混在する

ものが多いであろうから、この提案のままでは、そうした日本の RMBS は要件 D15 を満たせない

ために不適格ということになろう。 
 
この点については、修正または廃案を BCBS に要請していくことになろうが、その場合に、説得

力のある理由を示すことが必要であろう。単に日本では借り換え住宅ローンについては担保割れ

でも問題視せずに貸し出しているとか、諸費用込みの住宅ローンもあるのでLTVが100％超にな

るケースもあるということを主張するだけでは、説得力に欠ける。なぜ住宅ローンのLTVが100％
を超えるものであっても、日本では問題視されないのかについてデータ等を示したうえで、説得力

のある理由をしないと、諸外国の当局者に理解してもらうことは難しいだろう。 
 
意見募集締切日は 2016 年 2 月 5 日となっている。いくつかの国内の業界団体等が BCBS に
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対して意見表明をすべく、12 月までに会員からの意見集約を進めようとしているようである。説得

しなければならない相手は、BSBSでの検討に参加している多くの国々の銀行監督当局者である。

日本の常識（たとえば、住宅ローンは、担保ではなく支払い能力を見て貸す、ボーナス併用払い

のローンは一般的）は、必ずしも諸外国に通じる訳ではない。日本の事情を全く知らない外国人に

どう説明すればよいかという観点で、説得力のある理由や材料を用意せねばならない。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
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