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I. はじめに 

 

近時の金融検査では、ストラクチャード・ファイナンスを含むホールセール業務への取組み状況について、

平成 24 検査事務年度検査基本方針（以下「24 年検査基本方針」という。）Ⅲ.3.(4)において「ホールセー

ル業務に係るリーガルリスク管理等」が検査重点項目として挙げられるなど、検査当局の強い関心が寄せ

られているところである。また、ストラクチャード・ファイナンスにおいて広く用いられている信託についても、

24 年検査基本方針Ⅲ.5.(6)において、1 ページ以上を割いて「信託業務に係るリスク管理等」に係る検査

重点項目が記載されており、前検査事務年度にも増して信託業務について焦点を当てた検査を行う方針

が示されている1。加えて、近年のアジアを始めとする海外における金融機関の拠点拡大や海外関連業務

の増加は、ストラクチャード・ファイナンスについても同様に当てはまるところであり、海外関連案件の際に

はグローバルな経営管理・リスク管理の視点が欠かせなくなっている2。 

そこで、本稿では、金融検査の観点から、ストラクチャード・ファイナンスを含むホールセール業務におい

て留意が必要な事項について概観することとしたい。 

 
II. 新規商品等審査及びリーガル・チェック等 

 

1．新規商品等審査・リーガル・チェック等の重要性 

 

ストラクチャード・ファイナンス商品を始めとするホールセール商品は、複雑な仕組みを採用していること

が多く、また、関連法令の改正や、経済環境及び顧客ニーズに応じて絶え間なく進化しており、何らかの新

                                                  
1 平成 24 年 10 月 30 日に公表された「金融庁の 1 年（平成 23 事務年度版）」第 4 部第 19 章第 2 節Ⅲ、Ⅳにおいて、「信託銀

行に対する検査の質的向上」や「信託銀行に対する検査体制の整備」について、項目立てした上で言及されていることからも、

検査当局として引き続き信託業務の検査に注力していく姿勢が窺える。 
2 検査基本方針Ⅲ.1.(2)、Ⅳ.2、Ⅳ6.(2)等参照。 

2013 年 1 月号 

I. はじめに 
II. 新規商品等審査及びリーガル・チェック等 
III. 反社会的勢力への対応並びにテロ資金供与 

及びマネー・ローンダリング対策 
IV. シンジケート・ローン 
V. 関連するその他の検査項目 
VI. おわりに 

森森・・濱濱田田松松本本法法律律事事務務所所  

弁弁護護士士  江江平平  享享  

  0033--55222200--11882200  
  akira.ehira@mhmjapan.com  

編編集集：：  スストトララククチチャャーードドフファァイイナナンンスス・・ププララククテティィススググルルーーププ  
フファァイイナナンンシシャャルル・・レレギギュュレレーーシショョンン・・ププララククテティィススググルルーーププ

SSTTRRUUCCTTUURREEDD  FFIINNAANNCCEE//  
FFIINNAANNCCIIAALL  RREEGGUULLAATTIIOONN  BBUULLLLEETTIINN  



 

 
© 2013 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

2

STRUCTURED FINANCE / FINANCIAL REGULATION BULLETIN

規性を有する商品が絶えず提供されているところである。 

こうした特徴に関連した金融検査マニュアル（預金等受入金融機関に係る検査マニュアル）（以下「金融

検査マニュアル」という3）上のチェック項目としては、「経営管理（ガバナンス）」Ⅰ.3.④において、以下のと

おり定められるとともに、金融検査マニュアル中随所に新規商品等に関する記述がなされている点が注目

される。 

 

④【新規商品等審査に関する取扱い】 
（ⅰ） 取締役会等は、統合的リスク管理方針等において事前の審査及び承認を必要と定めた新規の

商品の取扱い及び新規の業務の開始その他の事項（以下「新規商品等」という。）に関し、新規

商品等の審査の担当部門や担当委員会（以下「新商品委員会等」という。）による事前の審査・

承認（以下「新規商品等審査」という。）を行う態勢を整備しているか。 
（ⅱ） 取締役会等は、新規商品等審査の対象となるか否かの判定基準及び判断権者を明確にし、各

役職員に周知徹底させているか。 
（ⅲ） 取締役会等は、新規商品等審査について、新商品委員会等に新規商品等の妥当性や適法性に

ついての情報を集約し、十分な検討を行わせる態勢を整備しているか。 
例えば、以下の点について適切に態勢整備されているか。 
・ 統合的リスク管理部門及び各リスク管理部門に、新規商品等に内在するリスクを特定させ新

商品委員会等に適時に報告させる態勢 
・ 顧客保護等管理の各管理責任者に顧客保護等管理の観点からの問題点等を検討させ、適

時に報告させる態勢 
・ 新規商品等に関する法的な問題点に関し、事前にリーガル・チェック等を受けさせる態勢 

 

これらは、法令等遵守の観点のみではなく、経営管理・リスク管理全体の問題として、取締役会等が整

備すべき事項として掲げられている点からも、その重要度が見て取れる。 

また、24 年検査基本方針においても、Ⅲ.3.(3)として、法令等遵守態勢の検査重点項目の一つとして、

「不適切な新規業務等の防止に向けた対応」として、「新規業務や複雑なスキームを用いた取引の適法性

等に関して、事前に検証を行う態勢が整備されているか」が挙げられるとともに、同Ⅲ.3.(4)の中でも、ホ

ールセール業務の 1 件当たりの金額が多額であることやその非定型性に照らしたリーガルリスクの管理等

の重要性に言及した上で、「顧客との取引等を行う前に、必要に応じ、適切にリーガル・チェック等を行う態

勢が整備されているか」が挙げられているところである4。 

この点に関連する留意点として、以下の諸点が挙げられる。 

 

2．「新規商品等」の定義 

 

金融検査マニュアルにおいては、「新規商品等」の定義は特段定められていないため、各金融機関は、

それぞれ独自に自行における定義を定め、新規商品等審査の対象となるか否かの判断基準を明確にする

                                                  
3 以下、本稿では金融検査マニュアルを念頭に検討するが、他の業態に係る検査マニュアルにおいては、同一事項について類似

の又は異なる記載がなされていることがあるため、業態毎に、適用される検査マニュアルを個別に確認の上対応する必要があ

る。 
4 平成 23 検査事務年度検査基本方針（以下「23 年検査基本方針」という。）においては、ホールセール業務についてはⅣ.3.(2)

の「不適切な新規業務等の未然防止に向けた対応」の項の中で言及されていたが、24 年検査基本方針においては、ホールセ

ール業務に係る検査重点項目を新規業務等に係る検査重点項目とは別途新たに項目立てして掲げており、ホールセール業務

に係る検査を重視する当局の姿勢がより鮮明となっている。 
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ことが求められる（金融検査マニュアル「経営管理（ガバナンス）」Ⅰ.3.④(ii)）。したがって、各金融機関の

取締役会等は、不適切な取引を未然防止するための事前チェックの仕組みとして新規商品等審査に期待

されている趣旨を勘案しつつ、各金融機関の規模・特性に応じた定義付けを検討する必要がある。この点、

定義を具体的に規定していない点が指摘された事例として、「金融検査結果事例集（平成 23 検査事務年

度後期版）」（以下「23 年後期結果事例集」という。）12 ページが参考になる。 

また、新規商品等とともに、「海外拠点・子会社での業務開始」や「新規の商品の購入」についてもリスク

の特定等が求められていることから5、①海外拠点において取り扱う商品や、②金融商品の組成・販売を行

うわけではなく、投資家として関与する場合においても、リスク管理部門による内在的なリスクの洗出し・リ

スクチェックが必要である点にも留意が必要である。 

他方、各商品所管部や営業部門においては、当該銀行における新規商品等の定義を常に意識した上で、

該当する商品については、漏れなく所定の手続を適切に経た上で取扱いを開始する必要がある点に留意

が必要である6。 

 

3．新商品委員会等 

 

金融検査マニュアル「経営管理（ガバナンス）」Ⅰ.3.④(i)においては、新規商品等の事前審査・承認を

行う主体として、「新規商品等の審査の担当部門や担当委員会」が「新商品委員会等」と定義されており、

「新規商品等審査を統合的リスク管理部門や新商品委員会その他の会議体において行うことを妨げるもの

ではない。」との注釈がなされている。したがって、新規商品等の審査は必ずしも担当委員会において行う

必要はないものの、他方で金融検査マニュアル「経営管理（ガバナンス）」Ⅰ.3.④(iii)においては、法的な

問題点や顧客保護等管理の観点からの問題点に加え、各リスク管理部門に新規商品等に内在するリスク

の特定と報告をさせる態勢が求められていることからすれば、新規商品等の審査に当たっては、統合的リ

スク管理部門、コンプライアンス統括部門や顧客保護等管理の各管理責任者のみならず、広く各リスク管

理部門が関与して内在するリスクの洗出しを行う態勢が望ましいといえるであろう。 

 

4．リーガル・チェック等 

 

金融検査マニュアル「リスク管理等編」「法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト」Ⅲ.4.①において

は、「新規業務の開始前における業務の適法性」について特に慎重な検討を経る態勢の整備が求められ

ている。また、ホールセール業務について、24 年検査基本方針において、適切なリーガル・チェック等が求

められているのは前述のとおりである。 

リーガル・チェック等を行う際の留意点としては、金融検査マニュアル「リスク管理等編」「法令等遵守態

勢の確認検査用チェックリスト」Ⅲ.4.②の以下の記載が参考になる。 

 

 

                                                  
5 金融検査マニュアル「リスク管理等編」「市場リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」Ⅱ.2.(1)(vi)等。 
6 なお、23年後期結果事例集12ページにおいて、条件付きで承認された新規商品について、条件充足の確認はなされたものの、

リスク特性を検証する態勢を整備していない点が指摘されていることに照らせば、形式的に行内の手続を履行するだけでは足

りない点にも注意が必要である。 



 

 
© 2013 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

4

STRUCTURED FINANCE / FINANCIAL REGULATION BULLETIN

②【リーガル・チェック等に関する留意点】 
（ⅰ） リーガル・チェック等を行うに際し、各部門が業務上作成又は関与する内部規程、契約書、広告

等の文書、取引、業務等について、適法性等の判断の前提となる背景事情や前提事実が適切

に提供され、判断されているか。 
（ⅱ） 外部の弁護士等によるリーガル・チェック等を経た場合にも、取引等の実行前に法律意見の内

容の十分な吟味・検討がなされているか。 

 

これによれば、外部の弁護士等によるリーガル・チェック等を経たことのみをもって、適切なリーガル・チ

ェック等が行われたといえるわけではないとの金融検査の姿勢が見て取れる。外部の弁護士等が事実に

即した検討を行えるよう、ときに望ましくない可能性のある事情や前提事実も含め必要十分な情報を提供

した上でリーガル・チェックを依頼すること、及び、法律意見については、前提事実、意見の射程及び内容、

並びに留保事項等を十分吟味・検討した上で、当該法律意見を踏まえた対応を、レピュテーショナルリスク

等も含めて金融機関が総合的に判断することが求められているといえる。 

 
III. 反社会的勢力への対応並びにテロ資金供与及びマネー・ローンダリング対策 

 

1．テロ資金供与及びマネー・ローンダリング対策の重視 

 

反社会的勢力への対応や本人確認・疑わしい取引の届出を始めとするテロ資金供与及びマネー・ロー

ンダリング対策の重要性については、国際的にも7、国内においても、すでに繰り返し強調されてきたところ

であり、金融検査においても継続的に重点的に検証されてきたのはご承知のとおりである。 

こうした中にあって、24 年検査基本方針はおいては、そのⅢ.3 として、「反社会的勢力への対応、マネ

ー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止」を掲げ、23 年検査基本方針に比してより具体的に記載して

いるほか、23 年検査基本方針おいては「反社会的勢力への対応」とされていた項目名に「マネー・ローン

ダリング及びテロ資金供与の防止」を追記し、反社会的勢力への対応とともに、マネー・ローンダリング及

びテロ資金供与の防止態勢の検証を重視する姿勢が打ち出されている。 

また、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 31 号）が平

成 25 年４月に施行されることを踏まえ、金融庁は、平成 24 年 11 月、テロ資金供与、マネー・ローンダリ

ングを巡る犯罪への対策の一層の強化を図る等の観点から、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び

金融検査マニュアル等の一部改正を行っており、金融検査マニュアル「リスク管理等編」「法令等遵守態勢

の確認検査用チェックリスト」Ⅲ.1.(4)として、「海外拠点のテロ資金供与及びマネー･ローンダリング対策

の態勢の整備」が求められたところである。 

こうした点に鑑みれば、ホールセール業務に関しても、海外拠点における取引について十分なテロ資金

供与及びマネー・ローンダリング防止対策を行った上で実行する必要があるとともに、国内拠点における取

引であっても、クロスボーダー取引等において SPC その他海外の当事者（親会社を含む）が多数関与する

場合など、リスクベースでテロ資金供与及びマネー･ローンダリング対策を実施する態勢の構築が必要とな

る点に留意が必要である。 

 

 
                                                  

7 平成 24 年 2 月における金融活動作業部会（FATF）における改定勧告の公表等。 
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2．信託における反社会的勢力のスクリーニング 

 

ホールセール業務、とりわけストラクチャード・ファイナンス業務のような取引関係者が複数に及ぶ取引

形態の場合に、どの範囲で反社会的勢力の事前チェックを行うかについては、法令において明確に定めら

れているものではないため、各金融機関がその規模・特性に応じて自律的に定める必要がある。この点、

ストラクチャード・ファイナンスにおいて頻繁に用いられる信託業務に関する検査当局の見方を示すものと

して、23 年後期結果事例集 139 ページ及び金融検査結果事例集（平成 22 検査事務年度後期版）別冊 2

〔信託業務〕4 ページの以下の各指摘が参考になる。 

 
・ コンプライアンス統括部門は、「コンプライアンス・マニュアル」において、媒介契約締結時には取

引関係者の、不動産管理処分信託受託時には取引関係者及びテナント等の反社会的勢力の

スクリーニングを実施する旨を定めている。こうした中、当社が、不動産信託受益権の媒介を行

うとともに、当該受益権対象不動産の受託者となる案件の契約時において、営業推進部門は、

反社会的勢力のスクリーニングを行っていない。このため、信託受益権売買契約時の重要事項

説明において、購入物件のテナントに反社会的勢力が存在しているにもかかわらず、購入者へ

の告知が行われず、当該契約締結後、契約の解除及び信託受託の謝絶を余儀なくされている

事例が認められる。 
・ コンプライアンス統括部門は、反社会的勢力への対応について、「コンプライアンス・マニュア

ル」を策定し、信託案件の受託開始前及び受託期間中に、取引関係者が反社会的勢力に該当

するかどうかの調査を行う旨を定めている。しかしながら、同部門は、調査対象とする取引関係

者の範囲をどのように設定するのかを十分に検討していない。こうした中、営業推進部門におい

て、法人と代表者についてのみ調査を行い、その他の役員や株主等については調査を行ってい

ない事例や、再委託先の調査を行っていない事例が認められる。 
・ 不動産管理処分信託における反社会的勢力との取引については、各種マニュアルにおいて、

「反社会的勢力との取引は不可」と規定されているにもかかわらず、当行直貸しテナントについ

ては、対象先を賃貸総面積の 10％以上を占める先に限定して信用情報の照会が行われてお

り、管理が不十分な事例が認められる。 
・ 審査部門は、営業店に対する反社会的勢力との取引の未然防止に係る指導を十分に行ってい

ないことから、当行が副幹事として新規受託する場合や共同委託者を追加する場合において、

営業推進部門が同勢力の事前照会を行っていない事例が認められる。 

 

これらによれば、①テナントや再委託先等についても取引関係者として幅広にスクリーニングの対象とし、

②法人については法人自体と代表者のみならず役員や株主等についてもスクリーニングの対象とし8、③

信託引受時のみならず、受託期間中においても、その後の当事者の変更時等の契機も捉えてスクリーニン

グするのが望ましいとの当局の認識が窺える。これを受けて、各信託銀行においては、委託者及び受益者、

各種の外部委託先や取引相手といった関係者のうち、どの範囲について反社会的勢力のスクリーニング

を行うべきかについて、反社会的勢力を利することにつながらないか、当該金融機関のレピュテーショナル

リスクを生じないか9、取引時に実際に確認が可能か等を勘案の上、定める必要がある。 

 

                                                  
8 平成 25 年 4 月に施行される改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律第 4 条第 1 項第 4 号、同法施行規則第 10

条第 2 項においては、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして、一定の議決権を有する者

や代表権限を有している者の取引時確認が必要となるが、反社会的勢力の事前チェック範囲は、必ずしもこれと一致すれば足

りるわけではない。 
9 中野浩一「預金等受入金融機関および保険会社における反社会的勢力への対応―金融検査結果事例集（平成 23 検査事務

年度後期版）および平成 24 検査事務年度検査基本方針の公表を受けて―」（金融法務事情 1956 号 60 ページ）参照。 
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IV. シンジケート・ローン 

 

1．シンジケート・ローンに係る金融検査マニュアル上の記載 

 

シンジケート・ローンは、23 年検査基本方針Ⅳ.3.(2)において、ホールセール業務の代表例の一つとし

て言及され、すでに重点的な検証がなされたところである。 

シンジケート・ローンに関する金融検査マニュアル上の記載としては、以下が挙げられる。 

 
【「金融円滑化編チェックリスト」Ⅲ.1.(xii)】 
（ⅻ） シンジケートローン等について、コベナンツを機械的・形式的に取り扱っていないか。例えば、コ

ベナンツに抵触した場合であっても、借り手企業の経営実態や再建可能性について十分検討す

ることなく、直ちに債務償還等を要求していないか。 
また、コベナンツの変更・猶予に関する企業からの相談には適切に対応しているか。特に、シン

ジケートローンにおいては、関係金融機関と協力して一体的な対応に努めているか。 
【「リスク管理等編」「顧客保護等管理態勢の確認検査用チェックリスト」Ⅲ.2.(1)④】 

顧客との紛争の未然防止のための態勢が整備されているか。例えば、以下のような事項につき

徹底されているか。 
（中略） 

・ シンジケート･ローンのアレンジャー業務における情報提供態勢 
【「リスク管理等編」「信用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」Ⅱ.2.①(ii)】 
（ⅱ） 審査部門は、与信先の財務状況、資金使途、返済財源等を的確に把握するとともに、与信案件

のリスク特性を踏まえて適切な審査及び管理を行っているか。例えば、シンジケート・ローンに参

加する場合、借入人について適切に実態を把握し融資判断を行っているか。また、シンジケー

ト・ローンやプロジェクト・ファイナンスへの参加等において、いわゆるコベナンツを用いる場合に

は、これを適切に設定・管理を行う態勢となっているか。 

 

これらによれば、大きく、①アレンジャーにつき、情報提供態勢10の整備、②参加金融機関につき、適切

な借入人の実態把握と融資判断、及び③エージェント及び参加行双方につき、コベナンツの適切な設定・

管理態勢の整備が、それぞれ求められているので、以下順次検討する。 

 

2. アレンジャーの情報提供態勢 

 

アレンジャーの情報提供態勢に関しては、金融検査結果事例集（平成 23 検査事務年度前期版）（以下

「23 年前期結果事例集」という。）69 ページ及び 23 年後期結果事例集 81 ページにおける以下の指摘事

例が参考になる。 

 
・ 審査部門は、当行が組成したシンジケート・ローンにおいて、営業店に対して、債務者のネガティ

ブ情報やプロジェクトの進捗に影響を及ぼす情報を取得した場合には、速やかに報告するよう指

示している。しかしながら、同部門は、当該指示事項が営業店において徹底されているかどうかを

確認していない。こうした中、営業店が、融資実行予定先よりネガティブ情報の説明を直接受けて

いるにもかかわらず、事実関係を資料などにより確認することなく、重要性や緊急性が低い情報で

                                                  
10 なお、金融検査マニュアル「リスク管理等編」「顧客保護等管理態勢の確認検査用チェックリスト」Ⅲ.2.(1)④においては、参加金

融機関も「顧客」に含まれることが前提とされているが、後述のとおりアレンジャーの参加金融機関に対する債務不履行責任が

認められたわけではなく、実務的にはかかる整理には異論もあり得るところである。 
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あると判断したことから、同部門に対して報告を行わないまま、融資を実行している事例が認めら

れる。 
・ （前略）審査部門は、「シンジケート・ローンマニュアル」において、アレンジャー業務に係る具体的

な運営方法を整備している。こうした中、同部門は、当該業務を受任した案件について、融資実行

後短期間で社内信用格付が低下している事例や、組成直前に資金繰り等の問題から民事再生手

続申立てに至った事例が認められるにもかかわらず、借入人の信用力劣化に起因するリスクに係

る管理手法について、十分な検討を行っていない。 

 

この点に関しては、最高裁平成 24 年 11 月 27 日判決（以下「本判決」という。）において、アレンジャー

の参加金融機関に対する信義則上の情報提供義務が肯定され、アレンジャーの不法行為責任が認められ

たことが注目に値する。各金融機関においては、上記指摘事例や本判決を踏まえ、アレンジャー業務に関

連する各部署の連携・報告体制や関連する行内ルールの再確認が必要であろう。 

 

3. 参加金融機関による債務者の実態把握と融資判断 

 

他方、本判決においても、アレンジャーの参加金融機関に対する債務不履行責任が認められたわけで

はなく11、シンジケート・ローンの参加行は、自己の権限と責任において融資の可否を判断すべきであり、

融資の可否の判断に関しアレンジャーに一方的に依存することはできない点に変わりはない12。したがって、

金融検査においても、引き続き上記②の参加金融機関自身による適切な借入人の実態把握と融資判断が

原則となることに変わりはなく、各参加金融機関は、アレンジャーより提供される情報を十分検討するととも

に、自らの融資判断のために不足する情報があれば追加で収集した上で、主体的に融資判断を行う必要

がある点を、再認識する必要があろう。 

 

4. コベナンツの設定・管理 

 

コベナンツの設定・管理に関する指摘事例としては、23 年前期結果事例集 64 ページにおいて、コベナ

ンツに抵触した場合における対応について内部規程に規定していない旨指摘されている。 

また、これに関連して、24 年検査基本方針Ⅲ.5.(2)①において、シンジケート・ローンについて、十分な

債務者の実態把握に基づく適切な審査・与信管理態勢の整備が求められるとともに、「債務者の実態を把

握するに当たり、非上場大会社の外部監査人設置の有無や、期中における外部監査人の変更等、債務者

の外部監査の状況についても確認する態勢の整備に努めているか」との具体的な検査重点項目が記載さ

れている点が注目される。各金融機関においては、既存のシンジケート・ローンの債務者・保証人等の外

部監査の状況と既存のシンジケート・ローン契約におけるコベナンツ条項への抵触の有無を早急に点検・

確認し、適切な対応・手続を踏むとともに、今後はかかる外部監査の状況を捉えた適切なコベナンツの設

定を検討する必要があるといえる。 

 

                                                  
11  本判決の第 1 審である名古屋地裁平成 22 年 3 月 26 日判決も原審である名古屋高裁平成 23 年 4 月 14 日判決もアレンジ

ャーの債務不履行責任は否定していたところ、本判決においては上告対象ではないためこの点については判断されていない。 
12  本判決の第 1 審である名古屋地裁平成 22 年 3 月 26 日判決。日本ローン債権市場協会（JSLA）が公表している「ローン・シン

ジケーション取引における行為規範」及び「ローン・シンジケーション取引にかかる取引参加者の実務指針について」も参照のこ

と。 
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V. 関連するその他の検査項目 

 

これまで、金融検査の観点から、ストラクチャード・ファイナンスを含むホールセール業務において留意が

必要な事項について検討したが、無論上記はその一部に過ぎず、その他にも金融機関の規模・特性に応

じた多数の留意点が存在する。 

例えば、信託については、24 年検査基本方針Ⅲ.5.(6)において、「信託の種類ごとの特性に応じて、善

管注意義務等の履行を確保し、信託に係るリスクを適切に管理する態勢の整備が求められている一方で、

現状は、必ずしも十分な管理態勢が整備されているとは言えない事例がしばしば見られるところである」と

されており、ホールセール業務に関連する信託についても、信託の種類毎に十分な態勢整備が求められる。

とりわけ、昨年は AIJ 事件を契機として年金基金を巡る状況やその中で信託銀行の果たすべき役割に社

会の関心が集まったところであり13、ストラクチャード・ファイナンスにおいても、年金信託又は年金特定信

託が投資家となる場合が見受けられることから、一連の制度改革14を受けた各信託銀行の対応が重要と

なる。 

また、当事者が多数に渡るストラクチャード・ファイナンス業務においては、同一金融グループ内の銀行・

証券・信託等が連携して同一案件に関与するケースも多く、その場合には、利益相反管理やファイアーウ

ォール規制対応その他の顧客情報の取扱いに関する内部管理態勢の構築とその適切な運用が求められ

る（24 年検査基本方針Ⅳ.6.(1)）。 

更に、昨今のインサイダー事件その他の金融市場における不公正取引を受け、ホールセール業務を通

じて取得した法人関係情報等に係る内部管理態勢やコンプライアンス態勢の整備が検査重点項目として

掲げられており（24 年検査基本方針Ⅲ.3.(2)及び(4)）、業態の特性に応じて適切な態勢が構築されてい

るか否かの点検が急務となっている。 

 
VI. おわりに 

 

金融検査においてホールセール業務が注目を浴びたのは比較的最近のことである。金融機関には、こ

れを契機として、ホールセール業務に係る管理態勢を整備し、更にホールセール業務を発展させていくこと

が検査当局から望まれているといえる。当事務所においても、ホールセール業務に係る態勢整備とその更

なる発展のため、金融機関を全面的にサポートしていく所存である。 

                                                  
13  24 年検査基本方針Ⅲ.5.(6)においても言及されている。 
14  金融庁が平成 24 年 12 月 13 日に公布した AIJ 投資顧問株式会社事案を踏まえた資産運用に係る規制・監督等の見直しの

ための金融商品取引業等に関する内閣府令等の改正や、信託協会が平成 24 年 9 月 4 日に公表した「年金資産消失問題を契

機とした信託協会の自主的な取り組み」等。 
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News 
 
 江平 享 弁護士が復帰しました 

 
2013 年 1 月 7 日から、江平 享 弁護士が、金融庁検査局総務課専門検査官としての任期を終えて当事務所に復帰し、

執務を再開しました。江平 弁護士は、従来同様ストラクチャード・ファイナンス、バンキング、デリバティブを始めとする取引

案件に取り組むとともに、金融規制法・コンプライアンス分野における業務にも注力し、引き続きクライアントの皆様のビジ

ネスをサポートして参ります。 
 

 PLC Which lawyer?にて高い評価を得ました 
 
PLC Which lawyer?において、当事務所は多数の分野で上位グループにランキングされ、それぞれの分野で、多数の弁

護士が individual recommendations に選ばれました。Structured finance、Financial Regulation からは、以下

の弁護士が選ばれました。 
Real estate    佐藤 正謙 弁護士、 小澤 絵里子 弁護士 
Environment    武川 丈士 弁護士 
Environment: climate change  小林 卓泰 弁護士、 武川 丈士 弁護士 

 
 Legal500 にて高い評価を得ました 

 
The Legal 500 Asia Pacific 2013 において、当事務所は多数の分野で上位グループにランキングされ、それぞれの分

野で、多数の弁護士が leading individuals に選ばれました。Structured finance、Financial Regulation からは、以

下の弁護士が選ばれております。 
Banking and finance, Real estate, Securitisation 佐藤 正謙 弁護士 
Real estate      小澤 絵里子 弁護士 
Construction, projects and energy  武川 丈士 弁護士 

 

 IFLR1000 にて高い評価を得ました 
 
IFLR1000 (2013 Edition) において、当事務所は多数の分野でトップグループにランキングされ、それぞれの分野で、

多数の弁護士が Leading Lawyers として選ばれました。Structured finance、Financial Regulation からは、以下の

弁護士が選ばれております。 
Banking      佐藤 正謙 弁護士 
Capital markets - structured finance and securitization 佐藤 正謙 弁護士、小林 卓泰 弁護士 

  

 Asia Law & Practice の Asialaw Profiles 2013 The Guide to Asia-Pacific's Leading Domestic Law 
Firms にて高い評価を得ました 
 
Asialaw Profiles 2013 The Guide to Asia-Pacific's Leading Domestic Law Firms において、当事務所は

Recommended firms として紹介され、多数の分野で特に高い評価を得、それぞれの分野で、多数の弁護士が Asialaw 
recommended lawyersに選ばれました。Structured finance、Financial Regulation からは、以下の弁護士が選ば

れております。 
Banking & Finance  佐藤 正謙 弁護士、小林 卓泰 弁護士 
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