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住宅金融支援機構 MBS の自己資本比率規制上の扱いについて 

「証券化エクスポージャー」扱いとする場合に検討する論点など 
 
金融機関 1の自己資本比率規制上、「証券化エクスポージャー」の扱いが本年 3 月 31 日を適

用日として大幅に改正された。改正後の金融庁告示が公表されたのが年度末も差し迫る 3 月 15
日であった 2こともあり、先月から今月にかけて各金融機関においては新規制の具体的事例への

あてはめについて、悩んだところも多いことだろう 3。国内金融機関 4の自己資本比率規制を定め

る金融庁告示は、それほど単純明快な体系ではない。ある具体的な金融資産を保有しており、そ

れを自己資本比率規制上、どの種類のエクスポージャーに分類するべきか、分類を決めたところ

で、リスク・ウェイト等を決定するためのインプット変数等をどのように決定するべきかについて、

全てのケースについて疑義なく一意に決められるような明確さもない。しかし、金融機関は保有す

1 ここでいう金融機関は、自己資本比率規制の対象となる業態の金融機関（主に預貯金取扱金

融機関だが、これに限らない）を意味することばとして使わせていただく。 
2 金融庁 「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 
3 自己資本比率規制上の扱いを自信を持って決められない（たとえば、ある特定の証券化商品が

「最優先証券化エクスポージャー」に該当するか否かについて明確に説明する文書が存在しない）

ことを理由に投資機会を見送る（敬遠する）ような動きも発生しているようである。投資判断の大き

な要素が規制規則の解釈（に関する不安）になってしまっているようにも見える。一部の金融機関

がこのような行動を起こしてしまうことを防止し、もっと素直に負担するリスクと期待できるリターン

等の損得判断を投融資判断の中心に据えるには、どうしたらいいかということについて、今後、業

界団体等にも働きかけて、考察を加えてみたいという願望を筆者は持っている。 
4 外国の金融機関の子会社となっている国内金融機関を含む。ただし、外国に所在する親会社

は、その国・地域の銀行監督当局が定めるルールに基づきリスク・アセットの額・自己資本比率等

を計算せねばならないため、こうした金融機関は、単体ベースでは日本のルール、連結ベースで

は親会社が所在する国のルールでエクスポージャーの分類やリスク・ウェイト等の決定を行わね

ばならない。日本のルールも、当該外国のルールも、どちらもバーゼル銀行監督委員会の合意テ

キストに基づくものであり概ね似通っているといっても、細部で異なる部分があったり、改正される

場合の適用日がずれていたりする。また、「証券化エクスポージャー」について格付会社の格付け

を参照してリスク・ウェイトを決定する方式（SEC-ERBA, 外部格付準拠方式）を採用する場合に、

利用できる格付けは当局が「適格格付機関」（ECAI）として指定した格付会社の格付けに限られる

ことから、格付会社による格付けが付与されていても無格付けとして扱わねばならないケースも

出現する。外国銀行の在日支店にあっては、本店所在国のルールで自己資本比率等を算出する

ことになる。 
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る全てのエクスポージャーの自己資本比率規制上の扱いを判断して、自らのリスク・アセットの額

および自己資本比率を算出し、当局への報告や開示に用いることになる。 
 

住宅金融支援機構 MBS の扱い 

住宅金融支援機構 MBS については、大多数の金融機関が住宅金融支援機構向けエクスポー

ジャーとして扱っている。標準的手法採用行であれば、「我が国の政府関係機関向けエクスポー

ジャー」5として扱い、リスク・ウェイトは一律 10％となる。内部格付手法採用行であれば、「事業法

人等向けエクスポージャー」として扱い、金融庁告示第153条に定める計算式に各種変数を代入

して所用自己資本率および信用リスク・アセットの額を算出することになる。変数は金融機関によ

って異なる（たとえば、PD は、自行の行内格付けに対応する過去の実績値等を用いる）ので、信

用リスク・アセットの額も金融機関によって異なることになる。そうした金融機関にとっては、住宅

金融支援機構 MBS の自己資本比率規制上の扱いは、今般の改正（本年 3 月 31 日を適用日と

する改正）で何も変わらない。もっとも、（発生する蓋然性は現実的には考え難いくらいに低いと判

断せざるを得ないが）住宅金融支援機構 MBS の条件として合意されている「受益権行使事由」が

発生してしまうと、このような扱いを継続することはできなくなる。その場合に、どの種類のエクス

ポージャーに分類するのか（たとえば、抵当権付住宅ローンなのか、リテール向けエクスポージャ

ーなのか、証券化エクスポージャーなのか）、そして、どのようにリスク・ウェイト等を決定するのか

（住宅ローンとして扱う場合に、抵当権でカバーされている範囲をどう見るか、また、将来的には、

融資率 LTV をどう決定するのか）という問題が浮上する。簡単には結論を出せない問題なので、

本稿では踏み込まないでおく。 
 

機構 MBS を「証券化エクスポージャー」扱いにする場合の論点 

住宅金融支援機構 MBS を「証券化エクスポージャー」扱いにする金融機関にとっては、いくつ

か検討しなければならない論点がある。 
金融庁告示では、その第１条で、「証券化取引」を「原資産に係る信用リスクを優先劣後構造の

関係にある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質

を有する取引をいう。ただし、特定貸付債権に該当するものを除く（後略）」と定義している。「原資

5 金融庁 「銀行法第１４条の２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（平成１８年金融庁告示第１９号）」 

第 60 条  
本稿では、本告示を略して「金融庁告示」と呼ぶ。銀行以外の業態については、同様の規定が記

載されている条文番号が異なるものがあるが実質的な内容は同一である。 
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産」は、「次に掲げるいずれかに該当する資産をいう。イ 資産譲渡型証券化取引においてオリジ

ネーターその他の者が証券化目的導管体に譲渡する資産  ロ 合成型証券化取引においてクレ

ジット・デリバティブの原債権、被保証債権又は被担保債権等（後略）」と定義されている。 
「原資産」の定義文言中、「オリジネーターが」とあった箇所が、今般の改正で、「オリジネーター

その他の者が」に変更された。おそらくは、オープン・マーケットCLOを想定し、オリジネーターとは

呼べない者から貸付債権等の資産を取得するケースを想定した改正だと推定されるが、原始取

得（自らが貸手となって貸出すことで獲得）した貸付債権などを含むかどうかについては、解釈の

余地がある。この点については、オープン・マーケットCLOを含む信託勘定や特別目的会社（SPC）
が貸手となって（信託勘定であれば、形式上は、受託者である信託銀行等が貸手となって）裏付

けとなる資産を原始取得してしまうスキームで構築された証券化商品を証券化エクスポージャー

として扱えるかどうかの問題でもあり、その解釈次第で、影響が及ぶ（自己資本比率規制上の扱

いが大きく異なることになる）証券化商品は多く存在すると思われる。しかし、住宅金融支援機構

MBS については、ほとんど論点とならない箇所なので、本稿では深入りしない。 
 

「オリジネーター」は誰なのか 
 
かつての住宅金融公庫が貸手となって貸出した「直接融資型」の住宅ローンについては、住宅

金融公庫が、そして、その資産・負債・契約上の地位の大半を 2007 年４月に継承した住宅金融

支援機構が「オリジネーター」に該当することは議論の余地はないだろう。証券化支援事業に基づ

く「買取型」の住宅ローンについては、いったん、民間金融機関等の「【フラット 35】買取型」取扱機

関が貸手となって貸し出し、原則として貸出実行日当日付で住宅金融支援機構に債権譲渡するも

のであるが、住宅金融支援機構は、そうした貸付債権をMBSの裏付資産にするにあたって、信託

銀行を受託者として信託設定する。このため、「買取型」についても、住宅金融支援機構がオリジ

ネーターであると言えよう。 
「資産譲渡型証券化取引」の定義は、「証券化取引であって、原資産の全部又は一部が証券化

目的導管体に譲渡されており、当該取引における投資家に対する支払の原資が当該原資産から

のキャッシュ・フローであるものをいう。」となっている。 
そして、「証券化エクスポージャー」の定義は、「証券化取引に係るエクスポージャーをいう。」と

されている。 
住宅金融支援機構 MBS は、たとえば、1250 の裏付資産（信託財産）を見合いに、1000 の債

券を発行する「超過担保方式」が採用されている。債券（MBS）は、優先劣後構造による「二以上

の階層」に分けられているものではなく、他益信託の形で信託設定された住宅ローン債権の全て

が投資家に対する実質的な責任財産となる構造となっている。もっとも、「受益権行使事由」が発

生しない限り、MBS の元利払いは、発行体である住宅金融支援機構の債務として履行される。こ
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のため、「受益権行使事由」が発生していないことを前提に、住宅金融支援機構 MBS を自己資本

比率規制上、住宅金融支援機構向けエクスポージャーとして扱うことは極めて素直な考え方だろ

うと思われる。 
 

2007 年の「金融庁Ｑ＆Ａ」で示された解釈 

住宅金融支援機構 MBS を「証券化エクスポージャー」扱いとしている金融機関とっての根拠は、

「金融庁Ｑ＆Ａ」である。金融庁が平成 19 年（2007 年）3 月 23 日に「Ｑ＆Ａ」に追加した「第１条

第 16 号―Q1＜住宅金融公庫が発行する資産担保証券の取扱い＞」にて、「超過担保が実質的

な劣後部分として機能しているという意味で『優先劣後構造』を有すると解することができることか

ら、第1 条第16 号に基づき、証券化エクスポージャーの取扱いが適用されます」、「もっとも、」、

「受益権行使事由発生前は住宅金融公庫向けのエクスポージャーとして取扱うことも可能です」と

述べられている。このＱ＆Ａの文章は、あたかも、「証券化エクスポージャー」として取扱うことが

「原則」であって、「住宅金融公庫向けエクスポージャー」（2007 年４月以降は住宅金融支援機構

向けエクスポージャー）として取扱うことが「例外」として許容される（「差し支えない」という表現が

用いられている）ような印象を受ける。 
 

「SEC-ERBA, 外部格付準拠方式」を用いるのは容易だが 

「証券化エクスポージャー」として扱うと、「SEC-IRBA, 内部格付手法準拠方式」、「SEC-ERBA, 
外部格付手法準拠方式」、「SEC-SA, 標準的手法準拠方式」の優先順位（ヒエラルキー）でリス

ク・ウェイト等を決定する方式を選択することになる。SEC-IRBAを用いるには、恐らく１本１本の住

宅ローンのいくつかの属性を金融機関のモデルにインプットする必要があり、それは現実的では

ないだろうから、利用できる機会はないだろう。となると、「SEC-ERBA, 外部格付手法準拠方式」

を用いることになる。住宅金融支援機構MBSは、適格格付機関でもある格付会社２社から格付け

を取得しているので、格付けを参照してリスク・ウェイトを決定することは容易であろう。 
仮に格付けがない、または、金融機関が外部格付手法準拠方式で用いる当該金融機関が選

択した適格格付機関に住宅金融支援機構 MBS に格付けを付与している格付会社が含まれない

場合は、「SEC-SA, 標準的手法準拠方式」を採用し、金融庁告示第 262 条に定める計算式等を

用いてリスク・ウェイトや信用リスク・アセットの額を算出することになる。ここで用いる変数は、デタ

ッチメントポイント（D）が１（または 100％）となることに疑問の余地がないとして、アタッチメントポ

イント（A）はゼロ（0％）なのか、超過担保方式を優先劣後方式とみなしたうえでの劣後比率（たと

えば、1000 の債券の裏付資産として 1250 の住宅ローン債権が対応している場合に、0.2 また
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は 20％）6を用いるかについては判然としない。前述した「金融庁Ｑ＆Ａ」では、住宅金融公庫

MBS について「超過担保が実質的な劣後部分として機能しているという意味で『優先劣後構造』を

有すると解することができる」ことを理由に「証券化エクスポージャーの取扱いが適用されます」と

していることから、優先劣後構造が組み込まれていないにもかかわらず、超過担保部分（裏付資

産が債券の残高を上回る部分）を劣後するトランシェとみなしてアタッチメントポイント（A）を定める

ことが「金融庁Ｑ＆Ａ」との整合性が高いということになろうか。 
また、「SEC-SA, 標準的手法準拠方式」を用いて信用リスク・アセットの額を算出する際には、

金融庁告示第 262 条に定める計算式に代入する変数のうち、「KA」については、延滞率（W）が必

要になる（金融庁告示第 264 条）。延滞率は原則として「三月以上延滞エクスポージャー」等（金

融庁告示第 266 条）であるが、住宅金融支援機構は、MBS の各回号に対応する信託財産の３回

以下の延滞状況については公表しておらず、「差替・一部解約率（長期延滞）」を公表している。こ

こでいう「長期延滞」は４回延滞（概ね、４か月延滞）であり、「長期延滞」が発生すると、当該貸付

債権は（受益権行使事由が発生していない限り）信託の一部解約か延滞が生じていない別の債

権に差し替えることで、信託財産から除去される。このため、住宅金融支援機構 MBS の裏付資産

については、常に（受益権行使事由が発生していない限り）４回以上延滞債権の残高はゼロとい

うことになる。こうしたことを踏まえて、「延滞率（W）」の値を推定して決める必要があろう。 
 

リスク・リテンション規制との関係など 
 
住宅金融支援機構 MBS を「証券化エクスポージャー」として扱う場合、いわゆるリスク・リテンシ

ョン規制（金融庁告示第 248 条第 3 項）への該当の有無も論点になる。住宅金融支援機構は、

原資産の全てを MBS 保有者のために信託設定しているのであって、当該原資産を裏付けとする

証券化エクスポージャーを保有していない。従って、「信用補完率」の水準（5％以上であるか、

5％未満であるか）とは無関係に、オリジネーターは、最終化告示第 248 条第 3 項の第 1 号、第

2 号、第 3 号の何れの形態による証券化エクスポージャーの保有も行っていないものと解釈でき

る。しかしながら、住宅金融支援機構 MBS を「証券化エクスポージャー」として取り扱う解釈は、前

述の「金融庁Ｑ＆Ａ」で示された超過担保が実質的には優先劣後構造であるとの見解を根拠とし

ていることや、「受益権行使事由」発生後に投資家に対して投資額満額の償還が行われたら、残

存する信託財産は委託者である住宅金融支援機構に現状有姿で交付されることを踏まえると、

実質的には、住宅金融支援機構が証券化エクスポージャーの最劣後トランシェを保有している状

態と差異はないという判断も可能であろう。 
今般（2019年3月15日に）新たに「金融庁Ｑ＆Ａ」に追加された「第248条―Q1」の＜「不適

6 (1250-1000)÷1250 
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切な原資産の組成がなされていない」と判断できる場合＞に、「オリジネーターにおいて証券化エ

クスポージャーの保有によるリスクの負担はなされていないものの、劣後部分についてオリジネー

ターによる信用補完」、「がなされており、これらの者が負担する当該信用リスクが同項各号に掲

げる信用リスクと同等以上であることが確認できる場合」という記述が見られる。「受益権行使事

由」が発生していない限りにおいて、信託財産中に４回延滞債権が発生すると、一部解約または

差替えにより、信託財産から除去する運営が行われていることから、原資産にかかる信用リスク

はその 100％を住宅金融支援機構が負担していると認められる。こうした形態は、「劣後部分」に

ついての信用補完を上回るものであり、劣後部分についてオリジネーターによる一定水準以上の

信用補完がなされていれば、リスク・リテンション規制（リスク・ウェイトを３倍とする扱い）の適用が

ないとするのならば、原資産の全てについてオリジネーターによる信用補完がなされているケース

について適用があり得るとするのは合理的ではないように思える。 
本稿で言及した論点のうち、一部について、結論めいたことを述べていないものがあるが、これ

は議論の余地が十分にあると考え、敢えてオープンな表現にしたものであり、どうかご容赦願いた

い。読者諸氏におかれては、個別金融機関における金融庁告示の解釈について当社は責任を負

えないことについてもご了解いただきたい。本稿で議論したように、金融機関が保有する様々な種

類の金融資産の自己資本比率規制への当てはめは、一部に一筋縄ではいかないものがある。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
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本書に含まれる情報は、新生証券株式会社（以下、弊社）が信頼できると考える情報源より取得されたものですが、弊社
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. 
 

名称     ：新生証券株式会社（Shinsei Securities Co., Ltd.）  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第９５号  

所在地   ：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 
            日本橋室町野村ビル  
      Tel : 03-6880-6000（代表）                   
加入協会 ：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会  

一般社団法人日本投資顧問業協会 
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

資本金   ：87.5 億円  
主な事業 ：金融商品取引業  
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