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米国流動性カバレッジ比率の
最終規則
要点および影響

2014 年 9 月 3 日、米規制当局（「当局」）は、2013 年 10 月 24 日に提案 2 された最低流動性基準に関する最終規則 1 を公表
しました。この最終規則は、流動性の定義に関して米国における定量的な規制上の基準を初めて設定するとともに、大手銀行
が維持しなければならない流動性の最低水準としての流動性カバレッジ比率（LCR）を設定しています。この定量的基準は、先
ごろ最終決定された強化された健全性基準 3 を補完するものです。
最終規則は、規則案が概ねそのまま採択されたものですが、変更点として、要求事項の内容や実施期限に関して若干の緩和
が図られています。規則案からの最も重要な変更点は、大手金融機関における LCR の日次計算について段階的導入が規定
されたこと、修正 LCR が適用される金融機関について計算頻度が日次から月次に緩和されたことなどです。詳しくは、以下の
要点およびデロイト 4 の見解をご参照ください。
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要点
対象会社
資産 2,500 億ドル超または外国へのエクスポージャーが 100
億ドル超の銀行（「対象会社」）については 2015 年 1 月から
最終規則が適用されますが、当初は LCR の月次計算のみ
が要求されます。

外国銀行（FBO）およびシステム上重要なノンバンク金融
機関（ノンバンク SIFI）
FBO の一部門が単独で対象会社に該当する場合を除き、
最終規則は FBO および米連邦準備制度理事会（FRB）
のレギュレーション YY の下で設立が要求される中間持
株会社には適用されません。また、ノンバンク SIFI にも最
終規則は適用されません。

資産 7,000 億ドル超または預かり資産 10 兆ドル超の最大
手銀行の場合、2015 年 7 月 1 日より LCR の日次計算を実
施しなければなりません。これらの両方の基準未満の対象
会社については、LCR の日次計算を 2016 年 7 月 1 日より

デロイトの見解： これらの金融機関について FRB は今後の規則制定プロセスを通じ
て LCR ベースの基準を別途導入する予定であるため、最終規則の適用範囲が狭くな
ったことの影響は限定的です。

実施することが求められます。

デロイトの見解： 銀行は最終規則の LCR に関する規
定に従って一定水準の流動性を維持しなければならな
いことに変わりはありませんが、日次計算の実施期限
が延期されたことで、大きなオペレーション上の課題に

適格流動資産（HQLA）の定義の変更
適格負債および持分証券の範囲は、以下のとおり若干拡
大されました。

• 第一に、規則案では、社債がレベル 2B 資産に分類さ

対応する時間的猶予が与えられました。

れるには一般に売買される社債であることが要件とな
っていました。最終規則ではこの要件は削除されまし
たが、この資産クラスに対する他の適格要件は概ね採

修正 LCR 対象会社

用されました。

最終規則の下では、資産規模が 500 億ドルから 2,500 億ド
ルの間にあり、かつ LCR 対象会社に該当しない米国銀行
（「修正 LCR 対象会社」）は、流動性ポジションの計算を昨年

• 第二に、規則案では、S&P500 指数に含まれている米

秋に公表された規則の第一次案で求められていた日次では
なく、月次で行うことが可能となります。また、これらの銀行
については、遵守のための準備期間が 1 年間延長され、最
終規則の適用が 2016 年 1 月 1 日からとなりました。

拡大され、ラッセル 1000 指数に含まれている 米国の

さらに、最終規則の下では、修正 LCR 対象会社について、
ストレス下における資金流出額が 30%引き下げられました。
この取扱いは、規則案で示された「LCR（簡易版）」の計算に
概念上類似しています。
デロイトの見解： 規則案で示された LCR の日次計算要
求が変更され、最終規則では月次計算で足りることとな
ったため、上記の規模の銀行にとっては一層の条件緩
和となりました。

国の普通株式のみがレベル 2B 資産に分類可能な持
分証券とされていました。最終規則では、この定義が
普通株式も適格とされました。

• デロイトの見解： 一部の市場参加者から要望のあった流動性の高い地方債を HQLA
に含めるという条件緩和は最終規則に反映されませんでしたが、スタッフはこれを認
める新提案を別途作成すべきかどうか検討するよう提案しました。

ストレス下における純資金流出額の変更点
ストレス下における純資金流出額には、いくつかの注目すべき変更点があります。
第一に、30 日のストレス期間における満期のミスマッチの測定方法が修正されました。
規則案の方法では、30 日のストレス期間の初日に期限前解約取引によるキャッシュフロ
ーが発生するという仮定が置かれていました。この点について、この仮定は合理的でな
く、結果として累積流出額の最大値が誇張されるとのコメントが寄せられていました。
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最終規則ではこの仮定を廃止し、比率の分母の計算式を
変更して満期のミスマッチを考慮することとしました。これ
により、米国 LCR の計算には、最大累積流出額を適切に
反映するため、月末時点の純流出額の値に修正が加えら
れました。ただし、この計算方法では契約上の満期日があ
る流出額のみが考慮されます。
この計算方法の変更により全体的な要求は一般的に緩和
されますが、ピーク日以降の資金流入額が増加しても比率
の分母が小さくならないため、直観的に理解しづらい計算と
なっています。実際、資金流入額による相殺は資金流出額
の 75%までという流入額上限の影響により、ピーク日以降
の資金流入額が増加した結果分母が大きくなるという現象
も起こり得ます。
デロイトの見解： このアプローチは、対象会社に若干の条件緩和を提供するとと
もに、実際の条件に対してより現実的な仮定を採用しています。最終規則では、
この修正が計算業務の複雑化につながるとしていますが、大きなオペレーション
上の負担の増加は発生しないでしょう。

計算方法における第二の変更点は、分別管理された顧客
資金の取扱いの明確化です。この追加規定は、証券会社
の規則 15c3‑3 の対象となる分別口座の資金は処分制約
のある資産として扱うべきという当局の考えを反映していま
す。SEC の規則 15c3‑3 の下で、対象会社は、証券会社に
顧客のニーズを満たす十分な資産を確保させるため、一定
の資産を分別口座において管理することが義務付けられて
います。したがって、規則 15c3‑3 の対象となる分別口座で
管理される資産は、対象会社が流動性ニーズを満たすた
めに自由に処分できるものではないため、最終規則上、処
分制約のない資産とは認められていません。ただし、これら
の口座は HQLA としては不適格とされる一方、当局は証券
会社の分別口座に関連する特定の金額を資金流入額に含
めており、その詳細は最終規則の 33 条(g)（証券会社の分

デロイトの着眼点：証券会社の分別口座資金流入額を
利用するためには、LCR 流入額および流出額計算を顧
客の現金および担保ポジションに適用しなければなりま
せん。このような分析を実施することは、多くの会社にと
って困難であると考えられます。したがって、全ての会社
がこの資金流入額を利用するために必要な分析を実務
上実施することを選択するとは考えられません。

また、上記以外の注目すべき変更点として、1）公共部門に
よる有担保預金の取り扱いを公共部門による無担保預金
と同等もしくは一定の場合にはより有利な取扱いとしたこと
により当該預金に関する業界の懸念に対応したこと、およ
び 2）100%の資金流出率を有価証券またはコマーシャルペ
ーパーを発行する特別目的事業体に限定したこと、が挙げ
られます。
最終規則の影響
適格流動資産の定義を含む流動性の標準的な測定方法を
確立することの重要性を強調し過ぎることはできません。こ
れまではこうした標準的手法が存在していなかったため、
個々の銀行の流動性を評価することが困難であるとともに、
流動性に関して意味のある銀行間比較を行うことができま
せんでした。
最終規則が採択されたことによる追加的な影響は、それぞ
れの金融機関の規模やリスク特性によって異なるでしょう。
当局による規制の検討プロセスおよび 2010 年に公表され
たガイダンス 5 を通じて流動性リスク管理の改善とより大き
な流動性バッファーが求められるようになったことに対応し
て、多くの金融機関がこれまで流動性基準の強化に備えて
きました。これまでのこうした監督活動の結果、銀行は新し
い LCR の要求事項および健全性強化基準により円滑に移
行することができるでしょう。

別口座の資金流入額）に規定されています。
FRB スタッフは、全ての要求事項が段階的に適用された後、
銀行は 2.5 兆ドルの資産を保有しなければならないと予想
していますが、これは不足額が 1,000 億ドルに過ぎないこと
を意味します。それでもなお、これらを日常的な通常のオペ
レーションに組み込むのに必要な IT およびオペレーション
に関する要求事項を完全に満たすため、金融機関は大き
な努力と多額の投資を行う必要があるでしょう。
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最後に補足となりますが、銀行は、安定調達比率および短
期ホールセール資金の調達に関する要求事項の設定が今
後予定されていること、ならびに流動性リスクの管理および
報告に関するその他の追加的な要求事項が導入される可
能性があることにも留意する必要があります。米連邦準備
制度理事会のダニエル・タルーロ理事は、2014 年 9 月 9
日の上院銀行委員会の公聴会において、「連邦準備制度
理事会は、金融機関による短期ホールセール資金への依
存から発生する金融市場の安定性に対するリスクに対応
するための中短期的措置を検討している。」と述べています。
また同理事は、「理事会スタッフは、残存する短期ホールセ
ール資金リスクに対応するための以下の 3 つのプロジェク
トに取り組んでいる。第一は、米国 GSIB に適用されるリス
クベースの資本サーチャージに短期ホールセール資金の
使用を組み込むための提案である。第二は、銀行が他の
市場参加者に対する短期資金の提供者となる場合に適用
される流動性要件を強化することを目的とした、BCBS の安
定調達比率（NSFR）基準の修正案に関するものである。そ
して第三は、レポおよびリバースレポ、証券貸借および信
用取引などの証券金融取引（SFT）における担保ヘアカット
の下限値である。」と述べています。
これらの導入予定の規制および導入の可能性のある規制
もまた、銀行に大きな追加的制約と費用を課すことになる
でしょう。
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