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TLAC 保有規制と海外 G-SIBs の TLAC 債の関係 

国によって「TLAC 適格」商品の要件がやや異なることも悩ましい 

 
金融庁が 2018 年 4 月 13 日に発表した「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」2（以下、「ポジションペーパー」と呼ぶ）

に関し、金融庁職員による解説記事「TLAC に係る枠組み整備方針の改訂について」が週刊金融

財政事情（2018．5.28 号）3に掲載された。解説記事にはいくつかの図表が掲載されており、叙

述的な文章主体の「ポジションペーパー」の内容を理解するのに役立つ。 
既に「ポジションペーパー」で明らかにされていた通り、国内金融機関による TLAC 保有規制

（G-SIBs等が発行する無担保社債など、発行体にとってTLAC適格となる債務およびそれと同順

位の債務を投資家の立場で保有する際の規制）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ている。 
金融庁が「ポジションペーパー」等で明らかにしている方針によると、国内基準行については、

2019 年 3 月 31 日に保有し、その後、保有を継続する日本の３メガ持株会社 4の TLAC 適格債

と TLAC と同順位の TLAC 非適格債（社債等の債券に限らない）については、その保有量に関係

なく、10 年間にわたり（つまり、2029 年 3 月 30 日までの間）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。いっぽうで、海外の G-SIBs の TLAC 適格債については、同様

に、国内基準行が保有する場合の扱いとして、2019年3月31日に保有し、その後、保有を継続

するものに限り、その量に関係なく、10年間にわたり（つまり、2029年3月30日までの間）金融

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 「本稿における意見は、すべて執筆者らの個人的な見解である。」とされている。 
吉良宣哉・橋本成央 「TLAC に係る枠組み整備方針の改訂について―国内金融機関の TLAC
債保有時の取扱いを明確化」 『週刊金融財政事情』 2018.5.28 号  pp. 38—43 
4 三菱ＵＦＪ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 
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機関等向けエクスポージャー扱いとするものの、TLAC と同順位で TLAC 非適格となる TLAC 非

適格債（社債等の債券に限らない）については、自らのコア資本の 5％までに相当する部分のみ

が金融機関向けエクスポージャー扱いとなり、それを超過する部分は、内部格付手法（IRB）採用

行・標準的手法（SA）採用行の別なく、2019年3月31日以降当面の間、リスクウェイト150％扱

いとすることが明示された。 
言い換えれば、発行体が日本の G-SIBs であるものについては、TLAC 適格債であれ、TLAC

非適格同順位債であれ、国内基準行が保有する際の扱いは同じになる。しかし、海外 G-SIBs が

発行するものについては、「TLAC 適格債」のみが経過措置の対象となり、TLAC と同順位だが発

行体にとって TLAC 適格にならない「TLAC 非適格債」は経過措置の対象から外れることになる。 
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、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金融

庁は未定としている。 
国内基準行にとっては、今後しばらくの間、自らのコア資本の 5％を超える規模で外国の

G-SIBs が発行する無担保債券に投資しようとする場合に、投資対象が「TLAC 適格債」なのか、

TLAC と同順位の「TLAC 非適格債」なのかを見分けておく必要が生じることになる。この違いは、

2019年3月31日までに取得したものについて、同日以降における自己資本比率規制上の扱い

に違いが生じる（経過措置の対象になるか否かの違いが生じる）ことになるからである。 
 

国によってやや異なる TLAC 適格要件 

TLACの適格要件については、FSBが2015年11月に定めた “Term Sheet”5 に準拠したも

のになるのだろうが、国によってやや異なるものになることが予想される。 
既に国内規則を制定している米国やカナダの事例を見ると、FSB の “Term Sheet” には載っ

ていない追加的な要件が定められている箇所や、FSB の “Term Sheet” 上は抽象的な表現が

用いられている部分につき相当に具体的な文言で表現されている箇所が見受けられる。 
たとえば、米国の TLAC規則 6では、TLAC適格となる長期負債（long-term debt, LTD）につ

5 既出 
http://www.fsb.org/2015/11/total-loss-absorbing-capacity-tlac-principles-and-t
erm-sheet/ 
6 FRB, Total Loss-Absorbing Capacity, Long-Term Debt, and Clean Holding 
Company Requirements for Systemically Important U.S. Bank Holding Companies 

 
 
 

2 

                                            

http://www.fsb.org/2015/11/total-loss-absorbing-capacity-tlac-principles-and-term-sheet/
http://www.fsb.org/2015/11/total-loss-absorbing-capacity-tlac-principles-and-term-sheet/


新生ストラテジーノート  新生証券株式会社 調査部 

3 

いては、不払いを理由とするデフォルト事由（期限の利益喪失事由、 event of default）には、

「30 日間以上」の治癒期間を設けることを求めている。つまり、不払い発生後、30 日間はデフォ

ルトにはならない。カナダ当局は「30営業日以上」（no less than 30 business days）と、米国よ

りもやや長い治癒期間 7を求めている。このような不払いを理由とするデフォルト事由に関する要

件は FSB の “Term Sheet” には載っていないものであり、今後、TLAC に関する規制・規則を制

定する他の国にも波及するかどうかについては不確実である。 
日本では TLAC 適格要件を定める規則は未だ制定されていないが、本稿で言及した金融庁の

「ポジションペーパー」に沿う形で、おそらくは、金融庁告示の形で向こう数か月以内に制定される

ものと推測される。 
 
 

米国 TLAC 規則における “structured note” の定義規定 

FSB の “Term Sheet” は極めて簡潔な英語で記載されている。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、 

“structured notes” が何を指すのかについては、FSB は何も明示していない。 
いっぽうで、米国の TLAC 規則では、相当程度具体的な文言をもって、TLAC 適格債から除外

される “structured notes” （正確には、単数形で a “structured note”）を定義している。 
更に、米国 TLAC 規則では、 “structured note” の定義から除外されるものとして、米ドル以

外の通貨建ての債務と利率が FF レートや LIBOR などの金利指標に連動する変動利付債を挙げ

ている 8。 
米国 TLAC 規則では、利払いが金利指標（interest rate index）に連動する一般的な変動利

and Intermediate Holding Companies of Systemically Important Foreign Banking 
Organizations, published January 24, 2017, effective date March 27, 2017  

https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/24/2017-00431/total-loss
-absorbing-capacity-long-term-debt-and-clean-holding-company-requirements
-for-systemically 
7 Government of Canada, Office of the Superintendent of Financial Institutions,  
Total Loss Abcorbing Capacity (TLAC) Guideline, effective date September 23, 2018 
http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/TLAC.aspx 
8 参考資料として、米国の法律事務所 Davis Polk による解説資料 Federal Reserve’s Final 
Rule on Total Loss-Absorbing Capacity and Eligible Long-Term Debt, January 11, 
2017 
https://www.davispolk.com/files/2017-01-11_davis_polk_federal_reserves_final_r
ule_on_tlac.pdf 
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付債（floating-rate note）は、“structured note” の定義からは除外される（従って、他の要件

を全て満たせば、TLAC 適格債となる）ことは明らかである。「固定利率マイナス LIBOR」（下限値

あり）のようないわゆるリバースフローターについても、同様に、定義から除外されるものと考えら

れよう。 
 
米国 TLAC 規則による “stcutured note” の定義 

For purposes of the final rule, a “structured note” is defined a debt instrument that 
(a) has a principal amount, redemption amount, or stated maturity that is subject to 
reduction based on the performance of any asset, entity, index, or embedded 
derivative or similar embedded feature; (b) has an embedded derivative or similar 
embedded feature that is linked to one or more equity securities, commodities, 
assets, or entities; (c) does not have a minimum principal amount that becomes due 
and payable upon acceleration or early termination; or (d) is not classified as debt 
under U.S. generally accepted accounting principles. The definition of a structured 
note does not include a non-dollar-denominated instrument or an instrument 
whose interest payments are based on an interest rate index (for example, a 
floating-rate note linked to the federal funds rate or to LIBOR) that satisfies the 
proposed requirements in all other respects.  （脚注は省略） 
（筆者による下線部の仮訳）  「structured note の定義には、米ドル以外の通貨建ての債

務や、利払いが金利指標（例えば、利率が FF レートや LIBOR に連動する変動利付債）であって、

これ以外の観点で全ての適格要件を満たすものは含まれない。」 

（出所： FRB）（脚注 6） 
 
しかし、一般的な金利指標を参照して利率を決める変動利付債であっても、たとえば、「LIBOR

×1.5」のように、倍率を掛けたうえで金利指標を用いて利率を決定するような条件を合意したら、

それでも米国 TLAC 規則に照らして “structured note” の定義から外れる（よって、TLAC 適格

債になり得る）だろうか。 
また、リバースフローターであっても、「固定利率マイナス LIBOR」ではなく、「固定利率マイナス

LIBOR×2」といった利率を約定することも可能であり、また、実際にそういう条件で発行されてい

る実例もある模様である。こうした利率を合意した債券であっても、米国 TLAC 規則に照らして、

“structured note” に該当しないかについては、筆者には判断できない 9。外国の G-SIBs が

9 米国系法律事務所に所属する弁護士など、米国規制に明るい専門家に問い合わせれば、筆者

が本文中で述べたような事例の規則へのあてはめについて、何らかの見解を得られる可能性は

あろう。 
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発行する債券が「TLAC適格債」になるのか、TLACと同順位であるものの「TLAC非適格債」に該

当するのかは、発行体が所在する国の規制・規則に照らして判断することになろう。こうした債券

に投資する国内金融機関にとって、やや悩ましい。 
仮に、「TLAC 適格債」の発行体になり得るような G-SIBs 等に当局が破綻処理を施そうとした

場合、当局の観点からは、「TLAC 適格債」とそれ以外のものとが完全に区別できていなくては、

迅速な破綻処理の実効性に支障が生じる。そうした観点からも、「TLAC 適格債」か「TLAC 非適

格債」かは、明確に区別され、曖昧さを排除する形で個々の銘柄がどちらに該当するのか表示さ

れることが望まれる。日本を含め、TLAC に関する規則を未だ制定していない国は多く、明文の規

則を制定したとしても、国によって規則の細部が異なり得ることや、制定した規則に解釈の余地が

ある場合もあろう。現時点で世界各地の G-SIBs が発行する無担保債券を「TLAC 適格債」かそう

ではないかに完璧に分類することは現実的ではないだろうが、投資家が自己資本比率規制上の

扱いに迷うようなことが起きないよう、関係者および当局による一定の配慮を期待したいところで

ある。 
金融機関の債権者に株主に似た役割を期待する考え方は 2013 年頃から浮上したもので、そ

んなに古くはない。TLAC ということばに至っては、2014 年 9 月に FSB が造った新語 10である。

こうした新しい概念を導入し制度化する過程では、ある程度の混乱と不確実性は避けられないも

のかもしれない。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 公表される文書に “total loss absorbing capacity” が初めて出現した事例は、筆者が把

握する範囲では、2014 年 9 月 18 日付の FSB 総会議事要旨 FSB Plenary meets in Cairns, 
Australia, 18 September 2014 
http://www.financialstabilityboard.org/2014/09/pr_140918/  
これよりも前は、GLAC (going-concern loss absorbing capacity) などと呼ばれていた。 
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