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証券化エクスポージャーの資本賦課、STC 要件に関するノート 

バーゼル委文書と金融庁・日銀文書を読んで気になること 
バーゼル銀行監督委員会（BCBS）は、2016 年 7 月 11 日付で、“Revisions to the 

Securitisation Framework” （「証券化の枠組みの改訂」）と題する文書（以下、d374” と呼ぶ）

を発表 1した。この文書は、2014 年 12 月の最終規則（同規則文書の最初の段落では 2018 年

1月から実施とされている）を改訂するものとなっている。改訂内容は、STC要件として挙げられて

いる全ての要件を満たす（これを “STC-compliant” と呼んでいる）証券化エクスポージャーに

ついて、そうではないもの対比、適用するリスクウェイトを大幅に軽減するものとなっている。 
この文書に関して、金融庁と日本銀行は 2016 年 8 月 16 日付で日本語による説明資料「『簡

素で、透明性が高く、比較可能な証券化商品の自己資本規制上の扱い』について」を公表 2した。

金融庁および日銀が公表した資料には、今後の予定として、「IOSCO-BCBS 共同タスクフォース

では、Asset Backed Conduit を利用した証券化商品（ABCP, ABL）を投資家が購入する場合の

STC要件を検討中」、「バーゼル委ではABCP等でスポンサー銀行が提供する流動性枠に関する

STC 要件を今後検討する予定」、「各々の STC 要件を満たす商品の資本賦課への織込み方とあ

わせ、３つの内容について市中協議を年内（注：2016 年内）に行い、来年（注：2017 年）には最

終化する予定」といった記載が見られる。また、「今後、ABCP/ABL（短期商品）についても STC 要

件を公表し、これを勘案した上記最終規則文書を微修正した上で 2017 年に公表することを検討

中」であることが明らかにされた。 
本稿では、BCBS の 2016 年 7 月 11 日付文書（d374）および金融庁・日銀が 8 月 16 日に公

表した日本語による説明資料に関し、気になることを書き留めておく。 
 

市中協議文書対比、更に下がったリスクウェイト 
STC 要件を満たす証券化エクスポージャーに適用されるリスクウェイトは、2015 年 11 月の市

中協議文書（以下、d343）に記載されていた２つの案の何れよりもやや低くなる。市中協議文書

（d343）では、裏付資産に対する資本賦課等を基に計算式を用いてリスクウェイトを決定する

1 BCBS, Revisions to the securitisation framework, 11 July 2016  
http://www.bis.org/bcbs/publ/d374.htm 
2 金融庁による告知 2016/7/13, 2016/8/16 追加 
  http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20160713-1.html 
日本銀行による告知 2016/7/13, 2016/8/16 追加 
  http://www.boj.or.jp/announcements/release_2016/rel160713c.htm/ 
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SEC-IRBA 等の計算式に用いる当局指定変数 p として、0.6 を用いる案と、0.8 を用いる案の２

通りが提示されていた。また、その計算結果と水準調整した形で格付会社（適格格付機関）の格

付けを参照してリスクウェイトを決める方式である  SEC-ERBA のリスクウェイト表が提示されて

いた。これが、 d374 では、変数 p として、欧州議会で審議中の EU における自己資本比率規

制改正案と同様に 0.5 を採用することとなり、それに合わせて、SEC-ERBA のリスクウェイト表

も協議文書案からは変更されている。更には、マチュリティ（M）の織り込み方を見直した（d374  
4 ページ下段）と説明されており、M が 5 年のものに適用されるリスクウェイトが d343 対比、水

準が引き下げられている。 
マチュリティ（M）の長短に応じて、SEC-ERBA におけるリスクウェイトを変化させることについて、 

d374 では、格付会社の格付けは “expected loss” （期待損失）を表すものであるところ、資本

賦課は “expected loss rate conditional on the assumed stress event occurring” （スト

レス事象が発生することを前提とした期待損失率）を反映させるべきものであり、前者と後者の差

異は、M の長短によって異なってくると指摘している。とはいえ、格付会社の格付けには既にある

程度 M は考慮されていることから、M が長い場合（5 年）のリスクウェイトを引き下げた、と BCBS
は説明している（d374  5 ページ）。 
結果的に、STC 要件を満たす証券化エクスポージャーの SEC-ERBA におけるリスクウェイト

は、シニアトランシェで格付けが AAA であれば、M が最小値の 1 年であれ、最大値の 5 年であ

れ、10％とされた。要件を満たさないものは、M が 1 年でリスクウェイトは 15％、同 5 年で 20％
となる。 

 
しかし、リスクウェイトが全般的に下がる訳ではない 

STC 要件を満たすシニアトランシェであれば、SEC-ERBA を用いて、格付け AAA でリスクウ

ェイトが M に関係なく 10％になるということは、証券化商品に投資する銀行にとって、それほど大

きな負担にならないように思える。現行規制では、格付け AAA で、裏付資産がある程度分散し

ている場合は、内部格付手法でリスクウェイトが 7％、標準的手法で同 20％となっており、標準

的手法採用行にとっては、現行の扱い対比、STC 要件を満たすものに限り、むしろリスクウェイト

が下がることになる。 
もっとも、日本の証券化商品のうち、どの程度が全ての STC 要件を満たせるのかについては、

慎重に考える必要があると筆者は考えている。BCBS が要求する 16 個の STC 要件のうち、ひと

つでも満たせないものがあれば、STC 要件を満たさないものとしての資本賦課の対象になる。 
現状、国内で組成されている住宅ローンの証券化商品の大半は、要件 A3 の Additional 

guidance で要求されている “at the time of their inclusion in the pool, at least one 
payment should have been made” （裏付資産となる段階で少なくとも１回の支払いが行われ

ていなければならない）を満たさない。自動車ローン（提携ローンに限らない）の証券化においても、
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債務者による支払いが行われない段階で証券化商品の裏付資産として信託設定される事例が

多々あり、やはり、要件 A3 を満たせない。要件 A3 以外の要件を全て充足していたとしても、

ひとつだけ満たせないので、リスクウェイト軽減の対象にはならないということになる。 
もちろん、STC要件を全て満たすものが、自己資本比率規制上、優遇されることが明白となった

ため、今後組成される証券化商品については、オリジネーターやアレンジャーの考え方次第では、

全ての STC 要件を満たすように設計される可能性はあろう。 
 

「月次均等払い」等の表現を含む追加ガイダンスが要件 A1 から完全に消えた 

市中協議文書（d343）では、要件 A1 の Additional guidance として、自動車ローンを例に

挙げ、 “monthly level payment” （月次均等払い）等を要求するような文言が付加されていた。

日本国内からはボーナス払い併用が除外されるとの問題指摘があった。また、最終回の支払額

が多めになるいわゆるバルーン付きのものも除外されると解釈できた。こうした問題指摘もあった

ため、要件 A1 の Additional guidance は d374 ではきれいさっぱり削除された。 
きれいさっぱりと削除されたのはいいのだが、そうなると、要件の本文に記載してあるだけの簡

潔な文言だけを根拠に、個々の証券化商品がその要件を満たすか否かを判定せねばならなくな

る。 
 

粒度（債務者集中）上限は原則 1％だが、劣後比率 10％以上なら 2％まで 

IOSCO-BCBS が策定した STC 要件は 14 個であるが、BCBS は d374 ではそれに２個の要

件を独自に追加しているので、全16個ということになる。市中協議文書（d343）にあった17個目

の要件案（オリジネーターとサービサーの間の一定の資本関係等を求める要件）は d374 には

載っておらず、廃案となった。BCBSが追加した要件のうち、16個目の “Granuityu of the pool” 
（裏付となるプールの粒度）では、単一の債務者に対する債権がプール全体の1％を超えないこと

を要求しており、これは、市中協議文書案とは変わらないものの、これに脚注（d374  56 ページ

の footnote 60）が付されており、オリジネーターまたはスポンサーが劣後トランシェを保有して

おり、劣後比率が 10％以上であれば、非劣後トランシェの扱いについては、粒度上限 2％で要件

を満たすとされている。 
 

実施のタイミング 
金融庁・日銀が 8 月 16 日に公表した文書では、「来年」（つまり、2017 年）に、「2014 年最終

規則」の最終化（再度修正）が行われる予定であることが明らかにされているが、実施時期につい

ては言及していない。BCBS が 2014 年 12 月に公表している「最終規則」には、最初の段落に
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2018 年 1 月に導入することを求める文が掲載されている。銀行の自己資本比率規制の変更に

関しては、日本では、金融庁による告示の改正作業（業界調整、パブリックコメント手続き等を含

む）が必要になる他、規制の対象となる金融機関における対応準備が必要となる。 
 

投資家自身が判断せねばならない 
自己資本比率規制上、資本賦課軽減の対象とするためには、個々の証券化商品に照らして、

ひとつひとつの要件を満たしているか否かを投資家が判定し、全ての STC 要件を満たしているこ

とを確認せねばならない。この点について、BCBSは、2015年 11月の d343 の段階では、証券

化を行う者（オリジネーター、スポンサー、その他適切な関係者）による “written attestation” 
（書面による宣誓）を判断材料として投資家が判定することを提案していたが、このような記述は 

d374 には載っておらず、投資家の立場となる個々の銀行がそれぞれ個別に判断せねばならな

いことが明らかにされた。 
とはいえ、投資家の立場となる個々の銀行がそれぞれ保有する多数の証券化商品について、

STC 要件充足の有無を容易に判断できるよう、オリジネーター等による情報提供面での協力が必

要になるであろう。判定材料となる情報さえ全て揃えることができれば、判定自体は難しい作業で

はない（ほぼ単純作業になる）ため、簡単な事務作業として金融機関内部の事務フローとして定

着する可能性があろう。 
もっとも、要件を定める文言には、一部に高度に抽象的な表現もあることなどから、材料が揃っ

ていても、判断に迷うケースや判定者によっては結果が分かれるようなケースも生じ得る。抽象的

な文言で規定された要件―たとえば、要件 B12 には、 “material net economic interest”
（重要な純経済的利益）という表現があるが、 “material”（重要な）か否かを分かつ数値基準等

は何も示されていない―を具体的な個別商品に当てはめたうえで考察し、要件を満たすか否かを

判断することは、機械的な単純作業とは言い切れない。こうした部分がについて、日本の当局お

よび業界が今後どのような対応を行うことになるのか、課題となる可能性がある。個々の金融機

関による判断を期待または許容することになるのか（その場合は、全く同一の証券化エクスポー

ジャーにつき、保有する銀行によっては要件充足の判定結果が一部に分かれることも同時に許

容せねばならないが）、要件規定文言中、抽象的または漠然とした部分につき、数値基準を定め

たり、具体例への当てはめと判定事例を作ったりするのだろうか。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
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本書に含まれる情報は、新生証券株式会社（以下、弊社）が信頼できると考える情報源より取得されたものですが、弊社
はその正確さについて意見を表明し、または保証するものではありません。情報は不完全または省略されたものである
ことがあります。本書は、有価証券の購入、売却その他の取引を推奨し、または勧誘するものではありません。本書は、
特定の商品やサービスの勧誘･提供を行う目的で作成されたものではありません。本書で言及されている投資手法や取
引については、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、これらの投資手法や取引について
は、金融市場や経済環境の変化もしくは価格の変動等により、損失が生じるおそれがあります。本書に含まれる予想及
び意見は、本書作成時における弊社の判断に基づくものであり、予告なしに変更されることがあります。弊社またはその
関連会社は、本書で取り扱われている有価証券またはその派生証券を自己勘定で保有し、または自己勘定で取引する
ことがあります。弊社は、法律で許容される範囲において、本書の発表前に、そこに含まれる情報に基づいて取引を行う
ことがあります。弊社は本書の内容に依拠して読者が取った行動の結果に対し責任を負うものではありません。本書は
限られた読者のために提供されたものであり、弊社の書面による了解なしに複製することはできません。 
信用格付に関連する注意 本書は、金融商品取引契約の締結の勧誘を目的としたものではありません。本書で言及ま
たは参照する信用格付には、金融商品取引法第 66 条の 27 の登録を受けていない者による無登録格付が含まれる場
合があります。 
著作権表示 © 2016 Shinsei Securities Co., Ltd. All rights reserved. 
 

名称     ：新生証券株式会社（Shinsei Securities Co., Ltd.）  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第９５号  

所在地   ：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 
            日本橋室町野村ビル  
      Tel : 03-6880-6000（代表）                   
加入協会 ：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会  

一般社団法人日本投資顧問業協会 
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

資本金   ：87.5 億円  
主な事業 ：金融商品取引業  
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