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欧州の証券化商品優遇策の審議状況について 

EU 資本市場同盟の政策が日本の証券化市場にどう関係するのか 

欧州連合（EU）で証券化市場を再活性化しようとの動きが 2014 年から本格化している。「新生

ストラテジーノート」でこれまで継続的にとりあげてきたテーマである。 
Bank of England と ECB のジョイントペーパーの公表 1から既に２年を経た。しかし、依然と

して、問題とされた銀行の自己資本比率規制や保険会社のソルベンシー規制上の証券化の差別

的な扱いの是正は実現していない。もっとも、頓挫している訳ではなく、ゆっくりとではあるが、前

進しているというのが現状であろう。その後の動向を、振り返る。 
欧州銀行監督局（European Banking Authority, EBA）は、2015 年 7 月 7 日に欧州委員会

（European Commission）宛に証券化商品の規制上の扱いについての報告書を提出した 2。こ

の EBAの提言にほとんど完全に沿う形で、 Commission は2015年 9月30日付で資本市場

同盟に関するアクションプランおよび関係する２つの法令改正案 3を公表した 4。このうちひとつは

銀行の自己資本比率規制の改正案であり、一定の要件（ simple, transparent and 
standardised, 略して STS）を満たす証券化エクスポージャーのリスクウェイトを（バーゼル委員

会による 2014 年 12 月最終規則によるものに対比し）軽減するというものである。これらの法案

は、数次にわたり、膨大な修正を経て、2015 年 12 月 2 日に Council にて可決され、議会

（Parliament）に提出された。 
ECB は、2016 年 3 月 11 日に Parliament に宛てて審議中の法案に関する意見を提出 5し

た。ECB の意見は多岐にわたるが、趣旨には賛成、目的も支持するとする立場を明らかにしつつ、

1 新生ストラテジーノート第 155 号 「欧州連合（EU）の証券化活性策を ECB とイングランド銀行

が提案」 2014 年 6 月 2 日 
2 新生ストラテジーノート第 195 号 「EBA が欧州委員会（EC）に証券化商品の規制上の扱いの

見直しを提言」 2015 年 7 月 9 日 
3 ここまでの関連文書は、EC のウェブサイト上、ここに整理され掲載されている。 
http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm 
4 新生ストラテジーノート第 198 号 「欧州委員会が証券化を奨励する規制改革案を公表」 
2015 年 10 月 1 日 
5 ECB, Opinion of the European Central Bank of 11 March 2016…(CON/2016/11) 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2016_11_f_sig
n.pdf 
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細かい部分で膨大な数のコメントおよび法案の修正要望となっている。ほぼ同時期（3 月）に、欧

州のいくつかの金融機関および業界団体が２つの意見書を公表 6した。これらは何れも内容的に

は審議中の法案の細かな部分の多数の修正を求めるものとなっている。 
欧州議会（Parliament） 経済金融委員会（Committee on Economic and Monetary 

Affairs の書記（Rapporteur）である Paul Tang 氏 7（オランダ労働党所属）は、2016 年 5 月

19日、委員会における法案審議に資することを目的とした “Working Document”8 と題する文

書を公表した。この中で Tang 氏は、The Big Short （日本語題「マネー・ショート 華麗なる大

逆転」）の原作者である Michael Lewis 氏の著作からの引用を冒頭に掲げ、米国と欧州との証

券化商品のパフォーマンスの違いを解説したうえで、法案の審議の方向性と修正を要する箇所に

ついて言及している。要修正個所は、ECB や民間団体から提出された意見を踏まえたものになっ

ているようである。論点が極めて多岐にわたるので、本稿での詳細部分の紹介は省略させていた

だく。なお、 Financial Times 紙の報道によると、 Tang 氏は、（議会が開催する公聴会の際

に） Michael Lewis 氏をブリュッセルに招聘する意向 9だとのこと。 
ようやく審議が本格化するということだろうか。 
 

なぜ日本に関係するのか 
こうした欧州の動向がどのように日本に関係してくるのだろうか。バーゼル銀行監督委員会

（BCBS）と証券監督者国際機構（IOSCO）に 2014 年春に横断的に設置された Task Force on 
Securitisation Markets は、2015 年 7 月 23 日、“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」）10を公表した 11。これが「STC 要件」として知られるものである。「STC」

6 AFME http://www.afme.eu/Divisions/Securitisation.aspx 2016 年 3 月 3 日付 
“Position paper: Investors and Issuers unite…” および4月4日付 “Joint note on the EU 
Commission’s proporals…“ 
7 http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125020/PAUL_TANG_home.html 
8 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-5
80.483&format=PDF&language=EN&secondRef=01 
9 “Mr Tang said he intends to invite Michael Lewis, author of The Big Short, a book 
that chronicles the role securitisation played in fuelling the 2008 financial crisis, to 
speak at a public hearing in Brussels.“   Financial Times, European parliament puts 
brake on plan to boost capital markets, 3 March 2016  
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/32cc5642-e091-11e5-8d9b-e88a2a889797.ht
ml 
10 BCBS and IOSCO, Criteria for identifying simple, transparent and comparable 
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は、欧州における「STS」に酷似しているが、要件やそれを規定する文言がやや少な目になってい

る。「STC」と「STS」とは、似てはいるものの、同一ではない。 
BCBSは 2015年 11月10日に「STC」要件を満たす証券化エクスポージャーの資本賦課の見

直し（2014 年 12 月最終規則対比では、軽減）案としての市中協議文書を公表 12し、既に意見募

集を締め切っている。 
なぜ IOSCO-BCBS および BCBS で議論されてきている「STC」が、欧州議会で審議中の「STS」

に酷似しているのだろうか。BCBS や IOSCO の構成員の多くは EU 加盟国の当局者らであり、EU
での検討と同期を取りたがることが背景事情としてありそうだ。もっとも、BCBSや IOSCOには、EU
域外の当局者も参加しているため、EU で決まったことをそのまま採用するという方向にも進みにく

いだろう。 
また、BCBS で決まったことは、これまでの経緯を踏まえると、日本の銀行の自己資本比率規制

等としてそのまま国内導入される可能性が極めて高い。このため、日本の証券化市場の関係者

にとっては、BCBS や IOSCO における検討状況が気になる。そして、BCBS や IOSCO における検

討に EU における動向が大きく影響しているであろうことを踏まえると、欧州で起きていることは

我々日本の証券化市場関係者にとっては無関係ではないということになる。EU における証券化

優遇策は、具体的な法案が Parliament に提出されているという段階に来ているが、実現まで

にはもうしばらく時間がかかりそうである。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
 
 
 
 
 
 
 
 

securitisations,  23 July 2015  
http://www.bis.org/bcbs/publ/d332.htm 
11 新生ストラテジーノート第 196 号 「バーゼル委と IOSCO が共同で『証券化商品の特性』を公

表」 2015 年 7 月 24 日 
12 BCBS, Capital treatment for "simple, transparent and comparable" securitisations 
- consultative document, 10 November 2015  
http://www.bis.org/bcbs/publ/d343.htm 
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