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TLAC 国内実施に関する金融庁の方針についての備忘ノート 

メガ３グループに加え、野村ホールディングスも同じ枠組みで規制 
 
金融庁は 2018 年４月１３日に「金融システムの安定に資する総損失吸収力（TLAC）1に係る

枠組み整備の方針について」の「第２版」（以下、「ポジションペーパー」と呼ぶ）を公表 2した。 
本稿では、ポジションペーパーに記載されている金融庁の方針に関連して、筆者が気になる点

をいくつか書き記す。本稿は、ポジションペーパーの内容について網羅的にコメントするものでは

ない。金融庁が公表した文書は本文が全 10 ページに過ぎず、内容は明快なので、まずは全文を

ご覧いただくことをお勧めする。 
日本で TLAC 定量保持義務の対象となる金融機関は、G-SIBs3として指定されている三菱ＵＦ

Ｊフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループの３

社（以下、「メガ３グループ」）に加え、D-SIB 指定されている野村ホールディングスも含めることが

ポジションペーパーで明らかにされた。海外の G-SIBs の日本国内における主要子会社の扱いに

ついては今後の検討事項となる。 
金融機関による TLAC保有規制（つまり、G-SIBsが発行する無担保社債など、発行体にとって

TLAC 適格となる債務を投資家の立場で保有する際の規制）については、自己資本比率規制の

対象となる全ての国内金融機関に関係する。金融機関による TLAC 保有規制について、金融庁

は 2019 年 3 月 31 日に経過措置付きで実施することを明示した。 

1 Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC) 日本語では一般的に「総損失吸収力」と訳出され

ている。金融安定理事会（FSB）が 2014 年に案を公表し、2015 年 11 月に最終化した。

http://www.fsb.org/2015/11/total-loss-absorbing-capacity-tlac-principles-and-t
erm-sheet/ 
2 金融庁 「『金融システムの安定に資する総損失吸収力（TLAC）に係る枠組み整備の方針につ

いて』の改訂について」 2018 年 4 月 13 日 

https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20180413.html 
3 Global Systemically Important Bank(s) (G-SIB(s)) 日本語では「グローバルなシステム上

重要な銀行」と訳出されている。FSB は毎年 11 月に G-SIBs として選定した金融機関のリストを

公表している。最新のリストでは世界で 33 グループ・社が G-SIBs として選定されている。  

http://www.fsb.org/2017/11/fsb-publishes-2017-g-sib-list/ 日本では、FSB の選定

に基づき、金融庁長官が指定している。 2015年12月に初めて指定されて以降、追加や入れ替

えは生じていない。 https://www.fsa.go.jp/news/27/20151204-4.html 
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国内基準行については、2019 年 3 月 31 日に保有し、その後、保有を継続している TLAC に

ついては、その量に関係なく、10 年間にわたり金融機関等向けエクスポージャー扱いとすること

が明示されている。国際統一基準行については、2019 年 3 月 31 日に保有し、その後、保有を

継続しているTLACと同順位商品（適格TLACそのものは含まない）については、その量に関係な

く、５年間にわたり保有規制の対象外とする。 

日本の G-SIBs による TLAC 定量保持義務開始は 2019 年 3 月 31 日 

G-SIBs がリスクアセットに対して保有するべき TLAC の水準について、FSB の文書では、 1 
January 2019 等、「1 月 1 日」を基準として記載されているが、金融庁はこれを同じ年の「3 月

31 日」に読み替えて国内実施する。従って、メガ３グループに対して TLAC 定量保持義務が適用

開始になるのは 2019 年 3 月 31 日となる。D-SIBs の扱いについては FSB の文書で定めておら

ず、各国当局の判断でということになるのだが、金融庁は、D-SIBs のうち、野村ホールディングス

だけをG-SIBsと同じ枠組みでTLAC定量保持義務付けの対象にすることを表明している。ただし、

野村ホールディングスについては、メガ３グループよりも３年遅れの実施（つまり、定量保持義務

付開始は 2022 年 3 月 31 日）となる。 

SPE アプローチによる望ましい秩序ある処理戦略について 

G-SIBs の resolution （筆者注：日本語での訳語が定まっていないように思えるので、英語を

使った）戦略としては、グループ持株会社等に対して破綻処理を行うことでグループ全体を一体的

に処理する SPE (single point of entry) 方式と、金融機関グループに属する複数の金融機関を

個別に処理する MPE (multiple points of entry) 方式があるが、このうち、金融庁は、SPE 方

式を採用することを明示している。同様の戦略をメガ３グループだけではなく、野村ホールディング

スについても用いる。SPE 方式を採用することは、破綻処理に先立って、「内部 TLAC」等を用いて、

子会社に発生した損失を最上位の持株会社に付け替える（グループ全体の損失を持株会社に集

約する）必要が生じる。 
「例えば以下のような流れが考えられる」として、金融庁は、持株会社に対して特定第二号措置

に係る特定認定（預金保険法 126 条の２、第１項第２号）を行い、主要子会社を特定継承金融機

関等に譲渡した後、持株会社を清算型の法的倒産手続（具体的には、破産手続）で処理する戦略

についてポジションペーパーで記述している。 
ここで説明されている戦略は、FSBによる2016年12月の日本に対する Key Attributes4 の 

4 FSB が 2011 年 10 月に策定し、2014 年 10 月に一部改訂した「金融機関の実効的な破綻処

理の枠組みの主要な特性」  
金融庁  
https://www.fsa.go.jp/inter/fsf/20161020-1.html  
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peer review5 で “preferred strategy for an orderly resolution of Japanese G-SIBs” （日
本の G-SIBs の破綻処理についての望ましい戦略）として日本の当局が FSB に対して説明したと

される内容と整合的である。 
しかし、「ポジションペーパー」には、「SPE アプローチに基づき国内処理対象会社について特

定第二号措置を講じる以外の処理として、内閣総理大臣が、預金保険法に基づき、国内処理対

象会社について特定第一号措置に係る特定認定（預金保険法第 126 条の２第１項第１号）を行

うことや、国内の主要子会社について特定第一号措置に係る特定認定又は第一号措置に係る認

定（同法第 102 条第１項第１号）等を行うことがあり得る」との記述が見られる。 
この記述は、G-SIBsとして指定されているメガ３グループなどが経営難に陥った際に、必ずしも

特定第二号措置（預金保険法第 126 条の２第１項第２号）を講じる訳ではなく、主要銀行子会社

に対して第一号措置（2003 年にりそな銀行に対して講じた実例があり）（預金保険法第 102 条
第１項第１号）や持株会社や金融商品取引業者等に対して特定１号措置（預金保険法第 126 条
の２第１項第１号）を講じる可能性について明示したものと考えられる。 

金融機関による TLAC 保有規制の例外扱い及び経過措置 

金融庁は、ポジションペーパーで、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）が 2016 年 10 月に最終

化した文書 6に基づく自己資本比率規制を 2019年 3月 31 日に国内実施する方針を明らかにし

ている。これについても、国内実施に際しては、BCBS 文書にある「1 月 1 日（1 January）」は同じ

年の 3 月 31 日に読み替える。 
ポジションペーパーでは、例外規定および経過措置についての言及が見られる。 
国際統一基準行では、規制適用開始日（2019 年 3 月 31 日）において保有している TLAC と

同順位の商品（適格 TLAC そのものは含まない）について、適用開始日以降５年間にわたり

（2024 年 3 月 30 日まで）、保有規制の対象外となる。 
国内基準行については、2019 年 3 月 31 日において保有し、その後も保有を継続するものに

限り、保有量にかかわらず、10 年間にわたり（2029 年 3 月 30 日まで）、金融機関向けエクスポ

ージャーとして扱うことを認める。例外規定や経過措置の対象にならない国内基準行による

TLAC の保有については、コア資本の 5％以下相当額までは金融機関向けエクスポージャーとし、

FSB 
http://www.fsb.org/what-we-do/policy-development/effective-resolution-regime
s-and-policies/key-attributes-of-effective-resolution-regimes-for-financial-instit
utions/ 
5 http://www.fsb.org/2016/12/peer-review-of-japan/ 
6 Basel Committee on Banking Supervision, TLAC holdings standard, 12 October 
2016 https://www.bis.org/bcbs/publ/d387.htm 
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それを超える部分についてはリスクウェイト 150％を適用するとしている。ただし、コア資本の 5％
超過部分のリスクウェイト 150％扱いは、バーゼル３最終化（2017 年 12 月のバーゼル委員会

文書、2022 年から実施予定とされている）実施までの暫定的な扱いとしており、バーゼル３最終

化実施時以降の扱いの方針については未定としている。 

TLAC の定義、TLAC 保有規制についても、金融庁告示等で定められることに 

TLACの適格要件については、FSBが2015年11月に定めた “Term Sheet”7 に準拠したも

のになるが、FSB の “Term Sheet” は極めて簡潔な英語で記載されており、それがどのように金

融庁によって日本語化されるかについて今後着目しておきたい。たとえば、 “structured notes” 
（仕組債）は適格要件から外れる（Criterion 10, liabilities excluded from TLAC）が、普通社

債の元利払い条件にどの程度オプション性が組入れられたら “structured notes” に該当する

ことになるのか、やや気になるところである。常識的に仕組債と仕組債ではないストレートな社債

は区別できそうにも思えるが、ストレートな社債に繰上げ償還に関する条件を盛り込んだらそれだ

けで仕組債扱いになってしまうのかなど、検討の余地はあろう。 
相殺やネッティングが可能な債務を FSB は TLAC 適格債務から除外（Criterion 9,”must not 

not be subject to set off or netting rights”）している。このため、社債要綱等で相殺禁止が

合意されていない普通社債は TLAC 適格とは認められないものと思われる。メガ３グループが

TLAC 適格になることを意図して発行してきている無担保社債には相殺禁止特約が盛り込まれて

いるが、そうではないメガ３グループ等の無担保債務の中には、相殺禁止の合意が成立していな

いものもあろう。適格 TLAC と同順位債務であるとしても、適格 TLAC にならない G-SIBs 等の債

務を債権者の立場で保有する投資家にとって、それがTLAC保有規制上、TLACと同順位商品扱

いになるのか、TLAC ではない金融機関向けエクスポージャー扱いになるのかはポジションペー

パーからは読み取れない。この点については、近日中に金融庁が公表しパブリックコメント手続き

を実施するであろう告示の改正案を見たうえで再検討したい。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
 
 
 
 
 

7 既出 
http://www.fsb.org/2015/11/total-loss-absorbing-capacity-tlac-principles-and-t
erm-sheet/ 
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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 © 2018 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）                   
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