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日本版リスク・リテンション規制と米国 CLO の関係（のなさ）について 

国内で組成された一部の商品がリスク・ウェイト３倍のペナルティを受ける規制 
 
金融庁が今年（2019 年）3 月 15 日に公布 1し、3 月 31 日を適用日とした銀行などの金融機

関の自己資本比率規制 2に「リスク・リテンション規制」（銀行自己資本比率規制告示第 248 条第

3 項）が盛り込まれた。オリジネーターが一定の形態で 5％以上のリスクを継続保有していない証

券化取引にかかる証券化エクスポージャーは、原則として、リスク・ウェイトを通常の３倍とする日

本独特の規制である。附則で経過措置が設けられており、適用日である今年（2019 年）3 月 31
日に保有していたものは、保有を継続する限り、適用されない。従って、国内金融機関が 4 月 1
日以降に取得した、または、今後取得するものだけが自己資本比率規制としての日本版リスク・リ

テンション規制の対象になり得る。 
日本版リスク・リテンション規制は、本邦金融機関による米国 CLO への投資を踏まえて制定さ

れたものではないと思われる。なぜならば、米国 CLO への投資に対して照会やモニタリング、マ

スコミ報道などが目立つようになったのは昨年（2018 年）秋頃以降である一方で、金融庁はそれ

よりも相当に早い時期からリスク・リテンション規制の強化を検討したようであり、昨年（2018 年）

夏には告示改正案を業界に示し対話を始めていたとの情報 3もあるからである。 

1 金融庁のウェブサイト 「自己資本比率規制（第１の柱・第３の柱）に関する告示等の一部改正

等とパブリックコメントの結果公表について」 2019 年 3 月 15 日   

https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190315-1.html 
2 以下、金融庁告示「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照ら

し自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の条文を参照する。他の

業態（銀行持株会社、指定親会社、労働金庫等、信用金庫等、商工中金、農業組合、農林中金等）

の自己資本比率規制は別途の告示で定められており、それらの告示は、条文番号が銀行を対象

とするものとはずれているものが多いが、実質的な内容は共通である。 
3 たとえば、米国の業界団体 Loan Syndication and Trading Association のウェブサイトに 
March 20, 2019 付で掲載されている記事に “Late last summer, the JFSA initiated 
informal conversations with Japanese banks and other securitization stakeholders 
(including US arrangers) to discuss possible capital rule changes for certain 
securitizations.” [大意：「昨年（2018年）夏に、金融庁はある種の証券化商品の自己資本比率

規制上の扱いを変更する案について日本の銀行および証券化市場関係者（米国系のアレンジャ

ーを含む）と非公式な対話を始めた」]との記述が見られる。 
https://www.lsta.org/news-and-resources/news/japanese-risk-retention-for-clos 
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告示と「金融庁 Q&A」の解釈、そして、告示に用いられている文言の意味 

日本版リスク・リテンション規制で何がリスク・ウェイト３倍のペナルティを受け、何が受けないか

については、既に「新生ストラテジーノート」で二度にわたって（本年3月18日付第 349号と3月

19 日付第 350 号）説明した通りである。 
米国で組成される一般的な大企業向けローンを裏付けとする CLO については、リスク・ウェイト

３倍の扱いになるものはほぼないと見られる。これは、マネージャーまたはマネージャーの子会社

等による 5％以上のリスク・リテンションが行われている案件が多く（その場合に、銀行自己資本

比率規制告示第 248 条第 3 項第 1号～第 4 号の何れかを満たす）、そうではない案件について

も、金融庁が 3 月 15 日に追加した「金融庁 Q&A」のうち、「金融庁 Q&A 第 248 条－Q2」4に

除外できるものとして記載されている事例の何れかに該当するであろうからである。具体的には、

同 Q&A の「A」の本文中、「証券化商品の組成を行う者が、保有する資産を原資産として証券化

商品の組成を行うのではなく、原資産たる債権を市場から購入する方法により証券化商品の組成

を行う場合において、市場で調達される当該債権の質が不適切なものではないことについて、客

観的な資料等から判断できる場合」といった事例に該当する。 
マネージャーが運用指図する CLO については、原資産（裏付資産）となるローン債権には、市

場から購入する方法以外に、証券化ビークル（信託など）が自らシンジケートローンに参加する貸

手としてローンを貸し出すことによって原始取得するものも多く含まれているが、そのことを自己資

本比率規制との関係でどう解釈するべきかについては本稿では触れないでおく。 
ところで、銀行自己資本比率規制告示第 248 条第 3項では、同項の 1 号～4 号の何れにも該

当しないにも拘わらず、「不適切な原資産の組成がされていないと判断」されるのであれば、リス

ク・ウェイトを３倍扱いにしないといった書きぶりになっている。この条文で使われている「不適切な

原資産の組成がされていないと判断」という文言をそのことばの日常的な意味合いで解釈する人

も多いようである。（筆者がそうした方々の言動をこれまで見聞きしてきている。）そうではなく、ここ

は、あくまで、告示改正と同時に金融庁から公表された「金融庁 Q&A 第 248 条－Q2」に記載さ

れているような事例に限定されると解釈するのが安全であろう。もちろん、「金融庁 Q&A 第 248 
条－Q2」に記載されている事例に該当しないとしても、告示条文の「原資産の質その他の事情か

ら不適切な原資産の組成がされていないと判断」を常識的に解釈すればそれに該当すると言える

からとして、リスク・ウェイトを３倍扱いにしないということはできなくはないだろうが、それは告示を

作った当事者である金融庁がその解釈指針を示している「金融庁 Q&A」を敢えて無視する解釈と

なり、金融庁に知られることになった場合に金融庁との間で揉め事が起きないことは保証できない。

つまり、「不適切な原資産の組成がされていないと判断」ということばは、その本来の意味を失っ

4 https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190315-1/42.pdf 
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ており、実質的には単に「リスク・ウェイト３倍の扱いにはしない」という意味しかない。 
告示第 248 条第 3 項第 1 号～第 4 号の何れかに該当するのであれば、「不適切」ではない、

ということはどこにも書いていないが、オリジネーターが 5％以上のリスク保有を行うことをもって

「適切」だ（または「不適切」ではない）ということを示唆するように受け止める市場関係者も存在す

るようである。オリジネーターが 5％以上のリスク保有を行うことを証券化商品の設計上または取

引当事者の特徴としてアピールするのは構わないが、自己資本比率規制上の規定をもって、その

ような取引が当局から「お墨付き」を得た訳ではないことは明らかである。 
 

日本国内で組成された一部の住宅ローンの証券化商品がペナルティを受ける規制 
どのような商品がリスク・ウェイト３倍のペナルティ的な扱いを受けるようになったのだろうか。 
国内証券化市場関係者の多くは「どうせもともとオリジネーターが 5％以上の劣後トランシェを

保有する案件が大多数なのだから、規制導入による市場萎縮などのインパクトはない」と考えて

いるようである。オリジネーターが劣後トランシェ等を全く保有していない事例は近年では極めて

少なく、確かに、現に金融機関が保有している証券化商品のうち、売買により保有者が変わり経

過措置の対象から外れたとしても、リスク・ウェイトを３倍扱いにせねばならないものは極めて少数

であろう。 
しかし、かつて（2000年頃から2004年頃）組成された多数の生命保険会社による住宅ローン

の証券化や、一部の大手クレジット会社とリース会社による劣後受益権をリパッケージして再証券

化したような取引（ほぼ全案件が償還済みで現存しないと筆者は推定しますが）はどうであろうか。

筆者は、このような取引がもし今後新たに組成されれば、リスク・リテンション規制に抵触し、リス

ク・ウェイト３倍になることは免れ得ないと考えている。現存する案件でも（金額的に大きくはないも

のの）、住宅金融支援機構による融資保険を利用した保証型の住宅ローンの証券化商品の一部

にリスク・リテンション規制に抵触しそうなものが若干存在する。このような過去に国内で組成され

た主に住宅ローン（一部にリース料債権、クレジット債権）を裏付けとする証券化に「不適切な原資

産の組成」（常識的な意味合いでこのことばを解釈）がなされた形跡は認められないとしても、「金

融庁 Q&A 第 248 条－Q2」に例示されている何れの事例にも該当しそうにない。 
流動化・証券化協議会では、パブリックコメントで「オリジネーターが原資産を組成した時点で、

当該原資産の売却・証券化・信用リスクヘッジを意図していなかったと推定できる場合」を「原資産

の質その他の事情から不適切な原資産の組成がされていないと判断」できる場合に含めるよう金

融庁に対して要望 5した。他の団体も同様な要望 6を行った。しかし、こうした要望は聞きいれられ

ることなく、今年の３月に告示は改正され、同時に「金融庁 Q&A 第 248 条－Q2」等が公表され

5 パブリックコメントの結果中、「34 番」を参照。

https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190315-1/02.pdf 
6 同、「33 番」を参照。 https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190315-1/02.pdf 

 
 
 

3 

                                            

https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190315-1/02.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190315-1/02.pdf


新生ストラテジーノート  新生証券株式会社 調査部 

4 

た。 
金融機関やファイナンス会社が、一定期間かけて積み上げた貸付債権等を、事業の見直しや

財務戦略上の理由で、全部またはほぼ全部証券化してオフバランス化しよう（証券化する際も、劣

後トランシェも外部に売却してしまおう）と考えても、今後は、そのような状況で組成された証券化

商品はリスク・ウェイト３倍の扱いは免れ得ないであろう。したがって、今後は、そのような案件は、

検討過程で証券化という選択肢は否定され、実際の商品組成には至らないのではないだろうか。 
 

なぜ CLO 関連付けて説明されるのか 

日本版リスク・リテンション規制が本邦金融機関による米国 CLO への投資と関連付けて説明さ

れる事例を筆者は多々見聞きしてきた 7。参議院農林水産委員会では、2019 年 4 月 18 日の委

員会 8で、藤田幸久参議院議員（立憲民主党）が農林中央金庫による CLO 投資に関して質問に

立った。答弁者は参考人として招致された𠮷𠮷川貴盛農林水産大臣と屋敷利紀金融庁参事官であ

る。ここでの質疑を議事録で読むと、「システミックリスク」と日本版リスク・リテンション規制と、格

付けが「トリプル A」といった論点がごちゃまぜになって議論されているようにも思える。たとえば、

藤田議員の「金融庁は 12 月にこの規制を強化したんで、ぐっと CLO は下げましたよね」という質

問に対し、金融庁の屋敷氏が「先生御指摘のとおり、昨年、私ども金融庁では、証券化商品の元

となる資産の組成者にその一定割合の保有を促す効果を持つリスク・リテンション規制を導入す

るという対応を行ったところでございます。私ども金融庁といたしましては、CLO 投資の拡大がシ

ステミックリスクに発展し金融システムの安定が損なわれないよう、種々の規制を強化していると

ころでございまして…」等と答弁している。 
なぜ日本版リスク・リテンション規制が本邦金融機関による米国 CLO への投資と関連付けて業

界関係者の話題にのぼり、評論家がコメントするのか、については、筆者自身、疑問に思いつつ

も、十分に究明できていない。新聞報道などに影響されているのだろうか。 
（調査部長 江川 由紀雄） 

 
 

7 一例を挙げると、2019 年 2 月 22 日付日本経済新聞朝刊の 1 面トップ記事として掲載された

記事「米証券化商品、リスク浮上 低格付け企業融資束ねる」 
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4159385022022019MM8000/ 
8 国会の本会議および各種委員会の議事録は公開されている。国立国会図書館のウェブサイト

に掲載されている議事録（PDFファイル）のURLをここに示す。本稿の本文で引用した答弁はこの

議事録の 7 ページ～8 ページ。 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/198/0010/19804180010007.pdf 
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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 © 2019 Shinsei Securities Co., Ltd. All rights reserved. 
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