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新年度における住宅金融支援機構 MBS への投資を考える 

預貯金取扱金融機関が直面する資金運用面での制約を踏まえ 
 
住宅金融支援機構が今月（2019 年 4 月）下旬に発行を予定する MBS 第 144 回債の信託候

補債権残高が2,872億円になることが昨日公表 1された。近時の回号の信用補完率 2は20％前

後であることから、MBS の発行額は 2,300 億円程度になりそうだ。これは１年前に発行された

MBS 第 132 回債の 2,342 億円、更にその１年前（2017 年 4 月条件決定）の第 120 回債の

2,408 億円と並ぶ金額となる。住宅ローンは住宅の引渡と同時に貸出されることが一般的であり、

例年、12 月と 3 月には住宅ローン貸出のラッシュが見られる。年末のラッシュは住宅ローン減税

を意識する行動が影響していると思われ、年度末に向けてのラッシュは、住宅の売り手・買い手双

方の年度末要因（会計年度末に向けての販売促進や転居需要）が影響しているものと推測される。

住宅金融支援機構は、2015 年度以降、月次の MBS 発行額平準化目的で、買取債権の一部に

つき信託設定を先送りし、翌々月以降に条件決定するMBSの裏付資産として用いる運営を行うこ

ともあるが、第 122 回債（2017 年 6 月条件決定・発行）以降は、各回号の裏付資産となる信託

候補債権のほとんどが（条件決定月の）前月における買取債権であり、まとまった額の繰り延べ

が行われた形跡が見られない。このことからは【フラット35】（買取型）の取扱実績がそのまま素直

に月次の MBS の発行額に反映される状況が続いていると言えよう。 

機構 MBS は４月の条件決定回号の発行総額が大きくなる傾向が定着 

証券化支援事業の一環として提供される買取型の住宅ローン（【フラット 35】（買取型））は、住

宅金融支援機構の発足（2007 年 4 月）よりも遡る 2003 年度から住宅金融公庫が取り扱ってき

ていたものである。ここ６、７年を振り返ると、概ね１月に条件決定される回号よりも４月に条件決

定される回号の方が発行額が大きくなる傾向が定着している。こうした傾向を踏まえると、４月に

条件決定される回号がその年度における月次 MBS の最大の発行総額となると見てよいのではな

いか。 
ここに、2005 年度から 2018 年度までの各年度４月と１月に発行条件が決定された月次 MBS

の発行総額を記載しておく。なお、2011 年 4 月に条件決定された機構 MBS 第 48 回債の発行

額（5143 億円）が突出して大きいが、その直前の回号（第 47 回債）が東日本大震災発生直後に

1 https://www.jhf.go.jp/investor/shisan_tanpo/next_m.html 
2 裏付資産となる信託債権残高から MBS の発行額を差し引いた金額（＝超過担保）を信託債権

残高で割った値。一般的な優先劣後構造を有する証券化商品の劣後比率と同様の値。 
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条件決定となったため、発行額を抑えて（506 億円）起債されたことが影響している。 
 

図表 1 公庫・機構月次 MBS ４月条件決定回号と１月条件決定回号 （単位：億円） 

 4 月決定回号 1 月決定回号 年度内平均 
2005 年度 966 1480 781.5 
2006 年度 1907 1075 815.8 
2007 年度 1579 979 714.2 
2008 年度 1165 1170 603.8 
2009 年度 804 947 663.3 
2010 年度 1443 2760 1557.5 
2011 年度 5143 2234 1848.1 
2012 年度 2755 1849 1476.4 
2013 年度 2122 1235 1245.1 
2014 年度 1629 1026 1036.5 
2015 年度 1864 1993 1562.8 
2016 年度 2487 2019 2106.7 
2017 年度 2408 1888 1670.3 
2018 年度 2342 1625 1507.4 
注： 平均は、当該年度内に条件決定（発行ではない）された定例（ほぼ月次）発行分のみを対象

に算出したもの。言い換えれば、「Ｓ種」・「Ｔ種」を除く。  
出所： 住宅金融支援機構公表情報を基に当社とりまとめ 

 
預貯金取扱金融機関の資金運用対象としての一考察 

 
預貯金取扱金融機関（ほとんどの国内金融機関が法令で 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを

事業年度とすることが求められている）にとって、新年度が始まった。過ぎ去った年度の決算作業

が今後本格化し、来月にはディスクロージャーが始まると思われる。 
自己資本比率規制の対象となる金融機関のうち、「国内基準行」に区分される金融機関にとっ

て、2019 年 3 月期は、初めての IRRBB 基準に基づく金利リスク量の報告と開示が行われること

になる。金利リスクを計量化（計測）し、その金額を自己資本の金額と対比し金融監督行政に用い

るという点で、IRRBB は従前「アウトライヤー規制」と呼ばれていたものと本質的な差異はないの

だが、金利リスク量の算出方法が全く異なるため、従前の基準で算出した値に比べ、数倍の値が

算出され、それを当局に報告し、ディスクロージャー誌などで一般に開示することになる。正確に
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は、従前は、たとえば、金利の変動幅について過去の5年間の観測期間のデータを基に1パーセ

ンタイル・99 パーセンタイルの金利変動幅を用いて算出した時価損失だけを報告し開示すればよ

かったのだが、IRRBB 基準では、通貨毎に当局が指定する一定の幅の金利変動など、複数の金

利ショックシナリオをあてはめて「ΔEVE」などを算出し、「ΔEVE」の損失額の最大値を自己資本と

対比することになる。 
使用する複数の金利ショックシナリオ中、損失額が最大になるのは、金利水準の上方平行移動

（円は 1％、米ドルは 2％というふうに、当局が指定している幅）を用いるものとなる。これは、瞬時

に円金利が短期から超長期まで1％ポイントの幅で上昇した際に保有する資産等を時価評価した

際に生じる損失（または利益）の額という意味合いになる。固定利付の長期債や超長期債を多く

保有すると、この値が大きくなることは言うまでもない。 
一方で、主に株式の先物で運用するマルチアセット型の投資信託や、上場株式で運用するファ

ンド（ETF を含む）などは、金利リスクがほぼゼロという扱いになる。このことが、満期までに円建て

で額面金額の元本が償還される円債（円建ての債券―機構 MBS を含む）よりも上場株式や投資

信託が預貯金取扱金融機関の資金運用対象として好ましいものであるということを意味するのか

どうかは、一度、冷静に考えてみてもいい。日銀による量的質的緩和政策を契機に、日本国債を

中心とした円債一辺倒の運用スタイルから、分散投資スタイルへと大きく運用姿勢を変えて来た

が、分散投資を行う際のポートフォリオミックスは意識して設計するようにしたいものである。 
昨年度末に IRRBB 基準で算出する「ΔEVE」の最大値が自己資本の 20％を大幅に上回ってい

る金融機関にあっては、新年度に積極的に金利リスク量を増やすような投資行動（たとえば、比

較的年限の長い円債を多く買う行動）は採りにくいだろう。かといって、収益力の維持向上が常に

求められるため、資金運用は赤字（資金調達コスト等を下回る運用利回り）でも構わないと割り切

る訳には行かない。金利リスク量は計画的に管理しつつも、円建てで信用リスクをそれほど懸念

する必要のない元本確保型の商品で、かつ、ある程度プラスの利回り（更に、できれば、自らの資

金調達コストを勘案しても赤字にはならない水準の運用利回り）を実現できる資金運用を大幅に

縮小する訳には行かないだろう。こうした観点で、住宅金融支援機構 MBS の市場への供給量は

限られており、欲しいだけ買い集められるものではないことも頭の片隅に置きつつ、資金運用のポ

ートフォリオに住宅金融支援機構 MBS をどのように位置づけて今年度の運用を行うべきだろうか。

少なくとも超長期債よりは優先される（ずっと短い平均年限で同等の利回りを享受できる）と考えら

れないだろうか。自己資本比率へのインパクトが気になる金融機関にとっては、標準的手法でリス

ク・ウェイトを10％とする扱いが認められている住宅金融支援機構MBSは、社債などの民間債務

や現物の株式で運用するファンド（公募および私募投信、ETF を含む）に比べ、保有しやすい資産

だと考えられるだろう。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
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