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はじめに

先般の金融危機の表面化から7年の間に、金融サービ
ス会社の戦略において規制が重要な検討事項となりま
した。規制改革のアジェンダが進むとともに、銀行サー
ビス、店頭（OTC）デリバティブなどの市場を構成するパ
ラメータが根本的に再構築され、規制の及ぶ範囲が信
用格付けや金利指標といった領域にまで広がりました。
すでに完了した改革は多いものの、現在の規制アジェン
ダ、特に現行基準が改定されたり、注目を集める新しい
トピックが生じたりしていることを考慮すると、向こう数年
も多数の規制改革が進むとみられます。

国際的に非常に注目を集めている新規分野（特に、コン
ダクトに関連する分野）の出現などが相当します。当面
は、こうした取り組みが減少することはないでしょう。
本稿では、現行のグローバルな改革アジェンダの主要要
素を概略するとともに、金融安定理事会（FSB）の主要業
務の流れに合わせてアジア太平洋地域における各要素
の適用状況に焦点を当てます。

現在進んでいる複数の規制上の取り組みは、危機後の
重要な改革の継続的な策定と導入、現行基準の改定
（次第に「バーゼルIV」と呼ばれるようになっているバー
ゼル基準の一部改正など）、あるいは規制面において

FSBの主要業務の流れ
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国際的な
規制改革アジェンダ

リスク耐性の高い金融機関を構築する

•

安定調達比率（NSFR）では、資産とオフバランス資
産に対して安定的な調達ポジションを維持するように
銀行に求めています3。LCRの対象である30日間より
長期の調達リスクをNSFRで確認することにより、
LCRを補完します。NSFRは2014年10月にBCBSに
よって最終決定され、2018年1月1日から最低所要水
準となる予定です。

•

バーゼルIIIの自己資本の定義とリスクウェイト基準は
2013年1月1日から適用開始され、主要法域のすべ
てにおいて政策が導入されています4。一部の面にお
いては、2019年1月1日まで移行期間が設けられて
います。個々の法域では、2016年1月1日から自己
資本規制に導入されるカウンターシクリカル資本バッ
ファーの面で不確実な点が残っています。

パート1 – バーゼルIIIを完了させる
「バーゼルIII」において、銀行の所要自己資本の量と質に
一連の改正が施され、流動性とレバレッジに関して新しい
要件が導入されたことは、先般の金融危機に対する規制
対応の中で最も重要なものでした。
けれども、バーゼルIIIは完全に確定したわけでもなけれ
ば、完全適用されたわけでもありません。今後、予定され
ている政策決定と適用スケジュールは以下の通りです。
• レバレッジ比率の要件は、まだ確定していません。現
在では3％が提示されていますが、最終的にはこれを
上回る可能性もあります。この要件は、銀行のTier 1
資本とエクスポージャー額の間に最低限の比率を課
す1もので、銀行はバーゼル銀行監督委員会（BCBS）
基準に基づき、この比率の報告を2013年1月1日から
開始しています（一般への開示は2015年1月1日から
開始）。BCBSはこのデータを踏まえて、2015年に最
終的な数値を設定する意向であり、2018年1月1日か
ら遵守が義務付けられます。
•

4 | 規制改革

流動性カバレッジ比率（LCR）は、30日間の流動性スト
レスシナリオ下において流動性需要に対応できるよ
う、現金に換えられる高品質の流動資産を保有するこ
とを銀行に求めるものです2。BCBS基準の下では、こ
の規制は2015年1月1日から5年の間に段階的に実施
されます。

アジア太平洋地域全域においては、バーゼルIIIの実施
スケジュール通りに基準の適用が開始されており、移行
期間は最小限に抑制されているか、排除されています。
域内全域においては概ね、世界の主要国より先行して適
用されています。

パート2 – バーゼルIVに移行か？
バーゼルIIIはまだ完全適用されていませんが、すでにバー
ゼル基準の改定が提案されており、総体的には大幅な改定
となるために多くの解説者がバーゼルIV5と総称しています。
バーゼルIVのパッケージには、新しい標準的手法、内部モ
デルを使用する銀行間のばらつきの軽減、銀行が適用でき
るパラメータの選択と算出結果の制限、現行基準で各国の
監督当局に認められていた自由裁量の一部排除6などが含
まれています。こうした改定は最終的には、内部モデルの
選択と標準的手法との間の整合性を高めることになり、多く
の銀行においては資本の積み増しがさらに必要になる可能
性があります。

•

オペレーショナルリスクに係る標準的手法の改定案
では、リスクの測定尺度を粗利益から「ビジネス指標」
方式へ変更する計画です8。

•

内部モデルで算出された数値には、新しい標準的手
法に基づく資本フロアを設定します9。資本フロアは、
銀行の自己資本の水準が今後設定される水準を下
回らないようにすることで、レバレッジ比率を補完する
よう企図されています。フロアが制約になる銀行に
とっては自己資本の積み上げが必要になりますが、
どの程度の増強が必要になるかは設定水準に関して
追加情報が明確になるまでは不透明です。

•

銀行勘定の金利リスクの規制上の取り扱いに関する
修正案については、BCBSが現在、新しい第1の柱
（すなわち、監督当局の裁量を認めない）方式にすべ
きか、改定後の第2の柱（すなわち、監督当局の裁量
を認め、現行より標準化を進めた）方式10にすべきか
に関して協議を進めています。

•

信用評価調整リスク枠組みの見直しにより、関連する
ヘッジとともに、信用評価調整の市場リスクのエクス
ポージャー部分を認識しようとしています11。これの狙
いは、リスク加重資産の計算で生じる変動を低減する
ことにあります。

このパッケージに含まれているのは具体的には、以下の通
りです。
•

信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナルリスクに
係る新しい標準的手法。

•

外部信用格付けへの依存排除など、信用リスクモデル
への変更案、エクスポージャー測定におけるマルチファ
クター方式によるリスク感応度の向上。この作業につい
ては当初、2015年末までの完了が示唆されていました
が、協議には難しい内容も含まれるため、2017年以降
にずれ込むことはないにしても、2016年に大きくずれ込
む可能性が高くなっています。

•

「トレーディング勘定の抜本的見直し」（FRTB）では、銀
行勘定とトレーディング勘定の間で生じ得る所要資本の
アービトラージ抑制、感応度に基づく標準的方式の改
定、内部モデル方式への流動性ホライズンの導入手法
の採用7を求めています。2015年初めには、この作業を
今年いっぱいで完了させる意向でしたが、枠組みの設
定に関して懸念が一掃されていないため、最終決定す
る前にさらにデータを収集すべく4度目の定量的影響度
調査が開始されました。
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パート3 – 保険会社を対象とするグローバルな資本基準
の策定
銀行は数十年にわたって、バーゼルの枠組みを通してグ
ローバルな自己資本基準の下で銀行業務を運営してき
ましたが、現時点では、保険会社を対象とする同等の基
準はありません。保険監督者国際機構（IAIS）は、保険資
本基準（ICS）と呼ばれるグローバル基準を策定すべくプ
ログラムに着手しています。一方、2010年からは「国際
的に活動する保険グループの監督のための共通の枠組
み」（ComFrame）の開発を目指した作業が進められていま
す。ICS開発の取り組みは2013年にスタートし、現在では進
行中のComFrame開発作業に組み込まれています12。この
開発プロセスの次の重要な取り組みはICSに関する2回
目の市中協議と実地調査であり、いずれも2016年半ば
に予定されています。
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パート4 – 資産運用会社については検討中
資産運用会社を対象とした規制に関する最近の協議
は、銀行や保険会社がすでに対象となっている（次項を
参照）ように、一部の資産運用会社を追加的な規制の対
象とすべきかどうかが中心となっています。けれども、こ
れまであまり話題に上っていないのは、FSBが優先事項
として、資産運用業務に対する追加規制の必要性につ
いて調査を実施すると決定したことです。FSBは2015年
7月、資産運用業務の金融安定リスクに関する作業が進
行中であることを確認しました。この作業は、「潜在的な
リスクの低減において、既存または追加的な業務ベース
の政策が果たす役割を評価し、必要に応じて政策を提案
する」 13 というものです。現在のスケジュールでは、FSB
が初期の見解をG20に報告し、政策策定が必要と思わ
れる場合には、2016年の春（北半球）までにかかる政策
を提言することが予定されています。リスク耐性に関する
これまでの協議は償還騒ぎが中心でしたが、将来的に政
策作業が行われるとすれば、その内容と範囲は2015年
末に明確になる見通しです。

「大きすぎてつぶせない」を終結させる
金融機関のリスク耐性向上を図る取り組みを補完している
のが、「大きすぎてつぶせない」を終わらせる作業です。
この作業の中心は、システム上重要な金融機関（SIFI）の
特定ならびにかかる機関を対象として、金融システムに影
響を及ぼしたり、税金を注入したりすることなく、いかなる金
融機関であろうと破綻させられる措置を導入することです。
この作業を下支えしているのが、FSBのSIFIフレームワー
ク 14であり、このフレームワークでは、グローバルなシステ
ム上重要な金融機関（G-SIFI）の損失吸収力を高めるとと
もに、破綻処理計画（「リビングウィル」）の対象とすることを
目指しています。
これまでに30行がグローバルなシステム上重要な銀行（GSIB）と認定されており、かかる銀行に課される損失吸収要
件は高く、2016年1月からリスク加重資産の1％～2.5％が
課されます（2019年1月までの完全適用が予定されていま
す）。グローバルのシステム上重要な保険会社（G-SII）も9
社が特定されています。
今後も、取り組むべき課題は山積しています。
•

FSB は 2014 年 末 、 G-SIB に 対 して 総 損 失 吸 収 能 力
（TLAC15 ）に最低水準を課す案を公表しました。これ
は、2015年11月のG20首脳会議に先立って最終決定
される予定です。

•

TLACの水準は、クロスボーダーの監督当局の監督を
経て決定されます。この監督プロセスでも、G-SIBの破
綻処理の実行可能性を評価します。FSBは、破綻処理
のクロスボーダーの認証に関してもさらに作業を進めて
います。

•

G-SIIを対象として、より高い損失吸収力の保有の義
務付け（HLA）を設定するための作業が進行中です。

•

OTCデリバティブ市場において中央清算機関（CCP）
の果たす役割が大きくなっている（詳しくは後述する）
ため、CCPのリスク耐性の向上や再建計画、破綻処
理の実行可能性を推進する作業計画があります。

•

FSB は 、 Key Attributes of Effective Resolution
Regimes for Financial Institutions16（金融機関の実
効的な破綻処理の枠組みの主要な特性）の国内での
全面的な適用を徹底したい考えで、加盟国・地域のピ
アレビューを2015年末までに実行する計画です17。

•

銀行、保険会社以外のSIFIを特定する手法に関する
作業は現在、保留になっています 18 。この作業は、
SIFIに対する枠組みを世界の大手資産運用会社に
適用することが適切か否かに関する懸念を反映して
おり、かかる企業に影響を及ぼす可能性があります。

アジア太平洋の各法域はあらゆる規制改革と同様、合
意が成立した国際基準を適用するとみられますが、「大
きすぎてつぶせない」の終焉を目指す案が同地域に対し
て妥当かどうかの問題から、世界規模での改革の範囲
に関して懸念が生じています。例えば、TLACの最終基
準には、中国の銀行に対して設けられる公算が大きい適
用開始の猶予期間や、日本で確立されている制度をはじ
め、事前に資金を積み立てる国の破綻防止制度の利用
可能性などが盛り込まれる見通しです。こうした例外規
定が認められれば、国際的な合意に対する各法域の
コンプライアンスが維持される一方で、適用条件が法域
によって異なる状況となります。
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OTCデリバティブ
G20参加国は2009年、2012年末までに以下を実現するこ
とで合意しました。
•

OTCデリバティブをすべて取引情報蓄積機関に報告する

•

適切な場合、標準化された契約はすべて取引所または
電子取引基盤で取引し、CCPを通じて清算する

•

中央清算されない契約に対しては、資本の増強および
証拠金の授受を義務付ける

G20は当初、以上を2012年末までに実現する意向でした
が、域外適用、一貫性の欠如、政策最終化が進行中のた
め、2015年半ば現在、適用のかなりの部分が積み残され
ています19。
具体的には、アジア太平洋地域の法域をはじめ、多くの法
域で報告要件が適用されているか、あるいは適用するプロ
セスが進行中です。その一方で、中央清算と電子取引基
盤／取引所での取引義務付けに関しては、どう贔屓目に
見ても各法域における適用にばらつきがあります。
欧米の主要市場において規制改革の適用差異が解消さ
れていないことから、アジア太平洋地域の規制制定は複雑
になっており、差異が解消されない限り、他地域における
規則の最終化が難しくなっています。
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さらに、中央清算されないデリバティブの証拠金義務付
けの開始スケジュールは当初予定されていた2015年末
から2016年9月に先送りされました。その後、5年間にわ
たる段階的適用となります。
取引報告の義務付けに関しては、世界規模での取引
データ集約をにらみ、調和に向けて国際的な作業がさら
に進むものとみられます。また、国内レベルにおいても、
相互認証および／または代替的コンプライアンスの実効
的な枠組み等、国内ルールの国境をまたぐ適用に統一
性をもたらすための作業もさらに必要です。
OTCデリバティブ市場における域外適用は、適用とコン
プライアンスの面から見て極めて難しい問題となっている
ため、アジア太平洋地域をはじめ、以前は統合されてい
た市場の分断を招いています。国際スワップ・デリバティ
ブ協会（ISDA）が先頃実施した調査では、「グローバル
のデリバティブ市場は、地理的な境界線に沿って分断さ
れている」20と結論付けています。

香港
•

•

•

•

取引報告 – 枠組みは整備されているもの
の、完全な報告開始は2016年下半期まで
開始されない予定である
清算集中に関する市中協議を2015年第3
四半期に実施する見通しで、清算集中義
務付けは2016年下期に開始予定
清算集中されない取引に対する証拠金規
制の市中協議は、2015年第3四半期の
予定
取引所／電子取引基盤の利用義務付け
に関する追加調査を2016年に実施予定

日本
•
•
•
•

報告義務は完全適用
清算集中義務は2016年上半期に対象企
業を拡大
国際的なスケジュールに沿って証拠金規
制を適用する意向
円建て金利スワップの一部取引について、
電子取引基盤の利用義務を2015年第3四
半期に適用開始予定

OTCデリバティブ ― アジア太平洋地域への影響21

アジア太平洋の各法域はG20宣
言に沿った形での政策導入を引
き続き進めているが、この図表に
示した通り、各法域の適用スケ
ジュールが異なるため、完全適用
は2016年以降になる見通し

オーストラリア
•
•
•
•

シンガポール
•

•
•
•

報告義務は2015年第4四半期に全面開始
予定
現在、主要金利スワップの清算集中義務
付けを推進中（2016年上半期に適用予定）
清算集中されない取引に対する証拠金規
制の市中協議は、2016年上半期の予定
取引の適切性に関する次回評価を2015年
第4四半期に公表する予定

FX取引の報告義務付けは2015年第2四半
期に開始され、他の資産クラスの報告義務
付けは2016年上半期に開始
清算集中義務は、2015年第4四半期に開始
の見通し
清算集中されない取引に対する証拠金規制
の市中協議は、2015年第3四半期の予定
取引所／電子取引基盤の利用義務の法制
は2016年下半期に施行の見通し
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シャドーバンキングを市場に基づくリスク耐性の高いファ
イナンシングに転換する
シャドーバンキングとは、規制対象である銀行業界以外
で行われる信用仲介です。バーゼルIIIで銀行業務に係る
コストが引き上げられたため、リスクを伴う取引は市場の
中でも規制の緩い方（資本市場、資産運用会社、ノンバン
クへの新規参入事業者等）へと流れるのではないかとい
う懸念が規制当局の間で生じています。

FSBの主導により、シャドーバンキングの絡むリスクを特
定し、軽減するために幅広い作業が進められています22。
この作業は2015年以降も、マネーマーケットファンドおよ
びその他のシャドーバンキング業務に関する規制など、
既存の改革の適用評価やシャドーバンキング業界の理
解向上に向けたデータ収集などが中心になっています。

事業行為（コンダクト）およびホールセール市場
2015年には、FSBのアジェンダにおける主要課題として
コンダクトが浮上しました。FSBは、金融システムにおけ
る稚拙なコンダクトが金融システムの安定性に脅威を及
ぼす水準にまで達する可能性があると認識しています。

この作業で国際的に先頭を走っているのは英国と見られ
ていますが、アジア太平洋地域の規制当局はこうした取
り組みと歩調を合わせる意向です。域内では罰金がすで
に科され、措置が講じられています。今後は、この方向
に向けて政策措置が整備される見通しです。

FSBはこれまで、金利および外国為替指標に対するコン
ダクトにほぼ焦点を当てていましたが、2014年に着手し
たこの作業では、主要なFX23および金利の指標24に対す
る改正が加えられており、今後も続く見通しです。例え
ば、既存の銀行間取引金利から、取引に基づく金利およ
びリスクフリーレートへの移行（2016年に完了予定25）な
どがこれに当たります。
今後を見通すと、コンダクトに関する国際的な政策上の
主な動きとしては、英国のFair and Effective Markets
Review（FEMR） 26（公平かつ実効的な市場レビュー）の
提言があります。これを受け、国際決済銀行が外国為替
スポット市場の行動規範を策定するほか、証券監督者国
際機構（IOSCO）が債券・通貨・コモディティ（FICC）市場
全般に対して基準を作成しています 27 。英国内において
は、FEMRで上級幹部 および認 証制度の適用対象を
FICC市場参加者の中で広く拡大することが提案されてい
ることが大きく影響します。
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結論

事業戦略に影響を及ぼす大幅な規制改革が今後もグ
ローバルに進むことは明らかであり、改革のペースが衰
える兆しはありません。こうした中、アジア太平洋地域の
規制当局および企業は今後、難しい課題に直面します。
規制の枠組み（バーゼルIIIおよびIV、「大きすぎてつぶせ
ない」の終結、OTCデリバティブ規制、シャドーバンキン
グ、コンダクトおよびホールセール市場改革）はそれぞれ
独自の課題をもたらし、とりわけ複数の法域にわたって事
業を展開する企業にとっては特に難しい課題となります。
複数の規制改革に同時に対処することが特に難しくなる
ため、各社ともに自社の事業戦略を策定し、投資を行う
際には国内外の動きに目を配ることが必要になります。
けれども、規制の見通しを自社の戦略的思考に巧みに
織り込む企業は、現在そして将来において、目的に即し
た戦略を実現できるはずです。
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注記

1

Basel Committee on Banking Supervision Basel III Leverage

Ratio Framework and Disclosure Requirements (January
2014); http://www.bis.org/publ/bcbs270.pdf で閲覧可能
2

Basel Committee on Banking Supervision Basel III: The

Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools
(January 2013); http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf で閲覧可能
3

Basel Committee on Banking Supervision Basel III:The Net

Stable Funding Ratio (October 2014), 1;
http://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf で閲覧可能
4

Basel Committee on Banking Supervision Eight Progress

Report on Adoption of the Basel Regulatory Framework (April
2015)を参照。http://www.bis.org/bcbs/publ/d318.pdf で閲覧可能
5
本稿執筆時点において、公的機関は未だ「バーゼルIV」という呼称
を使用していないが、業界、報道、学界ではこの呼称が次第に定着
していることには注目すべきである。
6
Basel Committee on Banking Supervision Reducing Excessive
Variability in Banks’ Regulatory Capital Ratios: A Report to the

G20 (November 2014)を参照;
http://www.bis.org/bcbs/publ/d298.pdf で閲覧可能
7
Basel Committee on Banking Supervision Consultative
Document: Fundamental Review of the Trading Book:
Outstanding Issues (December 2014);
http://www.bis.org/bcbs/publ/d305.pdf で閲覧可能
8

Basel Committee on Banking Supervision Consultative
Document: Standards: Operational Risk – Revisions to the
Simpler Approaches (October 2014);
http://www.bis.org/publ/bcbs291.pdf で閲覧可能
9

Basel Committee on Banking Supervision Consultative
Document: Standards: Capital Floors: The Design of a
Framework Based on Standardised Approaches (December
2014); http://www.bis.org/bcbs/publ/d306.pdf で閲覧可能
10

Basel Committee on Banking Supervision Consultative

Document: Interest Rate Risk in the Banking Book (June 2015);
http://www.bis.org/bcbs/publ/d319.pdf で閲覧可能
11

Basel Committee on Banking Supervision Consultative
Document: Review of the Credit Valuation Adjustment Risk
Framework (July 2015);
http://www.bis.org/bcbs/publ/d325.pdf で閲覧可能

Financial Stability Board Key Attributes of Effective
Resolution Regimes for Financial Institutions (15 October
2014); http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/
uploads/r_141015.pdf で閲覧可能
17

Financial Stability Board Second Thematic Peer Review on
Resolution Regimes
http://www.financialstabilityboard.org/wpcontent/uploads/Peer-Review-on-Resolution-Regimesabbreviated-TOR-for-public-feedback.pdf で閲覧可能
18

Financial Stability Board Next Steps on the Assessment
Methodologies for Non-Bank Non-Insurer Global
Systemically Important Financial Institutions (NBNI G-SIFIs)
(Press Release 47/2015 30 July 2015);
http://www.financialstabilityboard.org/wpcontent/uploads/NBNI-G-SIFI-Next-Steps-Press-Release.pdf
で閲覧可能
19

G20で宣言された改革について、現在の適用状況を概観する
には以下の報告書を参照: Financial Stability Board OTC
Derivatives Market Reforms Ninth Progress Report on
Implementation (24 July 2015);
http://www.financialstabilityboard.org/wpcontent/uploads/OTC-Derivatives-Ninth-July-2015-ProgressReport.pdf で閲覧可能
20

Cross-Border Fragmentation of Global Derivatives: EndYear 2014 Update, ISDA Research Note (April 2015) ;
http://www2.isda.org/attachment/NzUzMQ==/Market%20frag
mentation%20FINAL.pdf
この図表の詳細は、金融安定理事会より引用（上記19を参照）

21

Financial Stability Board Transforming Shadow Banking into
Resilient Market-based Financing An Overview of Progress
and a Roadmap for 2015 (14 November 2014); http://
www.financialstabilityboard.org/wpcontent/uploads/Progress-Report-on-Transforming-ShadowBanking-into-Resilient-Market-Based-Financing.pdf で閲覧可能

22

23

Financial Stability Board Foreign Exchange Benchmarks
Final Report (30 September 2014);
http://www.financialstabilityboard.org/wpcontent/uploads/r_140930.pdf で閲覧可能

24

http://iaisweb.org/index.cfm?event=getPage&nodeId=25229 で

Financial Stability Board Reforming Major Interest Rate
Benchmarks (22 July 2014);
http://www.financialstabilityboard.org/wpcontent/uploads/r_140722.pdf で閲覧可能

ComFrameのホームページを作成し、関連資料をすべて集約して

25

12

IAISは、

いる。
13

Financial Stability Board Next Steps on the Assessment
Methodologies for Non-Bank Non-Insurer Global Systemically
Important Financial Institutions: (Press Release 47/201 30 July
2015); http://www.financialstabilityboard.org/wpcontent/uploads/NBNI-G-SIFI-Next-Steps-Press-Release.pdf で
閲覧可能
14

Financial Stability Board Reducing the Moral Hazard Posed
by Systemically Important Financial Institutions (November
2010)

15

Financial Stability Board Adequacy of Loss-Absorbing
Capacity of Global Systemically Important Banks in Resolution
Consultative Document (November 2014);
http://www.financialstabilityboard.org/wp-ontent/uploads/TLACCondoc-6-Nov-2014-FINAL.pdf で閲覧可能
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16

Financial Stability Board Progress in Reforming Major
Interest Rate Benchmarks Interim report on implementation
of July 2014 FSB recommendations (9 July 2015);
http://www.financialstabilityboard.org/wpcontent/uploads/OSSG-interest-rate-benchmarks-progressreport-July-2015.pdf で閲覧可能

26

Bank of England Fair and Effective Markets Review Final
Report (June 2015);
http://www.bankofengland.co.uk/markets/Documents/femrjun
15.pdf で閲覧可能

27

Bank for International Settlements Foreign Exchange

Working Group (Press Release 24 July 2015)を参照;
http://www.bis.org/about/factmktc/fxwg.htm で閲覧可能
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