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証券化商品への投資に関係する日本における規制強化への対応 

長期間にわたり断続的に発生するルール変更に向き合う姿勢について 
 
サブプライムローン問題が深刻化した時期（2007 年半ば）以降、金融機関が証券化商品に投

資する際に考慮せねばならないルールや慣行の見直しが次々と発生した。そうした見直しは、金

融担当大臣の私的懇談会として設置・運営されていた「金融市場戦略チーム」の報告書 1と、その

報告書に記載されている事柄を理由とする金商業者に対する規制強化 2などから始まった。金融

安定化フォーラム（FSF）が 2008 年 4 月に公表した報告書 3で推奨されているサブプライム関連

商品その他の証券化商品の持高等を各金融機関が自主的に開示する慣行は、同報告書の発表

直後から日本の金融界では広く定着し、一部の大手金融機関は 2014 年頃まで継続した。決算

短信と同時に、あるいは、ディスクロージャー誌にページを設け、「FSF 報告書における先進的開

示事例を踏まえた証券化商品等の保有額等について」詳細に開示を行った金融機関が日本では

多く見られた。バーゼル委員会のいわゆる「バーゼル 2.5」枠組み強化文書に基づく「再証券化」

の概念の導入と、「再証券化」の定義に合致する証券化エクスポージャーのリスクウェイトを大幅

に加重するルールは日本では 2010 年 12 月末から実施された。同様のルールは、2011 年 3
月末からは、金融商品取引業者の単体自己資本規制比率の計算にも導入 4された。そして、

1 報告書は二度にわたって公表されているが、中でも 2007 年 11 月に公表された『金融市場戦

略チーム 第一次報告書』で、「証券化という金融技術の普及に伴って原資産のリスクが分散した

結果、リスクの所在や規模の特定が困難となった」、「格付けへの信頼が低下したこともあり、証

券化商品に対する市場のプライシング機能が低下し、市場取引の規模やその流動性を急激に縮

小させた」等との指摘が行われた。 
金融庁 「『金融市場戦略チーム』の『第一次報告書』の公表について」 平成 19 年（2007 年）11
月 30 日  https://www.fsa.go.jp/news/19/20071130-3.html 
2 監督指針改正による証券化商品の販売者たる第一種金商業者に対する一定の努力義務の導

入（2008 年 4 月）、それを契機とする日本証券業協会による自主規制規則「「証券化商品の販売

等に関する規則」の制定（2009 年 3 月制定・6 月施行）などがある。 
3 Financial Stability Forum, Report of the Financial Stability Forum on Enhancing 
Market and Institutional Resilience, 7 April 2008 (published 12 April 2008) 
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_0804.pdf 
4  金融庁 「金融商品取引業者等の自己資本規制比率に関する告示等の一部改正（案）に対す

るパブリックコメントの結果等について」 平成 23 年（2011 年）11 月 22 日 

https://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20111122-1.html 
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2015年4月30日には、各業態の監督指針に証券化リスク・リテンション規制に関する文言が追

加 5された。ここで追加された文言には、「証券化商品のリスクの一部を、オリジネーターが継続保

有することが望まれる」、「オリジネーターが証券化商品に係るリスクの一部を継続保有している

か確認しているか。また継続保有していない場合には、オリジネーターの原資産に対する関与状

況や原資産の質についてより深度ある分析をしているか」といった字句が含まれている。 
証券化取引における動機のアラインメントに関する対応として、リスク・リテンション規制につい

ては、日本は証券監督者国際機構（ISO）から二度にわたり監督指針にて「深度ある分析」を求め

ることにつき高い評価を得ている 6。 
リスク・リテンション規制に関しては、オリジネーターが劣後受益権等をプール残高の 5％以上

保有していない証券化商品につき投資を見送るべきかとの問い合わせを筆者は受けたことがあり、

見送る必要はないと回答した。しかし、将来の更なる規制強化の可能性を踏まえた予防的な対応

として、既に、「5％」の定量基準を基に、投資対象を選別する動きは生じていると筆者は認識して

いる。 
 

大口エクスポージャー計測基準の国内実施はこれから 
 
バーゼル銀行監督委員会が2014年4月に定めた大口エクスポージャー計測基準については、

バーゼル委は 2019 年 1 月に（経過措置期間を設けずに）導入することを求めている 7。バーゼ

ル委のテキストは英語その他のいくつかのヨーロッパ言語版のみ 8であり、日本語版は存在しな

いが、金融庁と日本銀行の職員による要点を日本語で解説した資料が金融庁と日本銀行のウェ

ブサイトに掲載されている。 
大口エクスポージャー計測基準の国内実施に向けた動きはいまのところは表面化していない。

おそらくは、2019 年 1 月の実施は困難であろう。 

5 金融庁 「証券化リスク・リテンション規制に関する監督指針の一部改正（案）等に対するパブリ

ックコメントの結果公表について」 平成 27 年（2015 年）4 月 30 日 

https://www.fsa.go.jp/news/26/20150430-5.html 
6 金融庁による告知の URL を示す。初回（IOSCO による 2015 年 9 月 3 日付報告書の告知） 
https://www.fsa.go.jp/inter/ios/20150904-2.html 二度目（IOSCO による 2017 年 11
月 3 日付報告書の告知） https://www.fsa.go.jp/inter/ios/20171117-1.html 
7 金融庁 「バーゼル銀行監督委員会による最終規則文書「大口エクスポージャーの計測と管理

のための監督上の枠組」の公表について」 平成 26 年（2014 年）4 月 18 日  
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20140418-2.html 
8 英語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語の 4 か国語でバーゼル委員会から発表されている。  
BCBS, Supervisory framework for measuring and controlling large exposures - final 
standard, 15 April 2014 http://www.bis.org/publ/bcbs283.htm 
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バーゼル委の大口エクスポージャー計測基準を今後、国内規制として導入して行く過程で、証

券化市場関係者にとって、おおいに気になるのが、ルック・スルー・アプローチ（look-through 
approach, LTA）である。ファンドや証券化商品については、1件あたり「適格自己資本」（Tier 1）
の 0.25％未満であれば、それ自体を 1 つのエクスポージャー先として扱い、0.25％以上となるも

のについては、原則、ルック・スルー・アプローチ（LTA）を適用して、裏付資産・組み入れ資産を持

分割合（証券化商品の場合は、当該トランシェの持分割合）に応じて保有しているものとみなして

計測することが求められることになる。そのうえで、ここで、LTA を用いる必要のない場合として、

バーゼル委は、（組入れ資産や裏付資産中の個々のエクスポージャーに対する）「ストラクチャー

を通じた同一先への与信額がTier 1の0.25％よりも小さいことを説明（demonstrate）できれば、

ひとつのファンドの持分・証券化商品等をひとつの与信先として扱ってよい」9と述べている。どの

ような要件や材料を揃えれば、「説明（demonstrate）」できたということになるのかという点が気

になるが、バーゼル委テキストには何も書いていない。 
どのような場合に、LTA を用いずに済むのか。裏付資産がリテール向け債権の場合は一律に

免除され得るのか。その範囲だけでも早めに明らかになると、将来の規制の変化に神経質になっ

ている金融機関が必要以上に消極的な行動を起こすこともないであろう。 
本稿では、日本における証券化リスク・リテンション規制と、バーゼル委員会による大口エクス

ポージャー計測基準（2014年版）の実施について言及した。これらは近い将来、法令等で具体化

して行くことになると思われる。まだ何も決まっていない（または、大口エクスポージャー計測基準

については、バーゼル委員会が発表した文書は最終化されているため、内容はほぼ固まっては

いるが、それをどのタイミングでどのように国内実施するかが何も決まっていない）ものの、近い将

来導入される可能性がある規制に対して、現時点でどのように対応するかが金融機関の資金運

用部門での新たな悩みとして浮上してきているように思える。 
決まっていないことに対して予め対応することには限界がある。決まっていないのだから、規制

ルールは現行のままだと想定して、投資判断を行うということも十分に正当化されるであろう。ル

ールが変更される時点で、大幅に不利に扱われるものが存在するのであれば、当局は、そうした

ものの扱いについて経過措置を設けることも考えられる。 
（調査部長 江川 由紀雄） 

 

9 筆者による意訳。テキストの公式な日本語版がない以上、いまのところは、英語版を参照して

検討して欲しい。原文は “a bank may assign the exposure amount to the structure 
itself, defined as a distinct counterparty, if it can demonstrate that the bank’s 
exposure amount to each underlying asset of the structure is smaller than 0.25% of 
its eligible capital base… in this case, a bank is not required to look through the 
structure to identify the underlying assets” となっている。（パラグラフ 73） 
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