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機構 MBS の過去の変更事項（第 40 回公庫月次債以降） 

 
公庫月次債について 

 
Ⅰ．信託債権の適格基準および差替え事由の変更について：第 40 回公庫月次債から実施 
第 40 回公庫月次債より信託債権の適格基準および差替え事由において 4 点変更された。 

 

① 機構の直接融資債権における保証要件の削除 
従来は、直接融資債権は財団法人公庫住宅融資保証協会の保証が付されているものが対象だった。機

構は 2005 年 4 月以降に申込を受理したローンについては保証人の要件を撤廃し、融資金利に信用補完

等に要する費用相当分を上乗せすることになった。2007 年 4 月に設立予定の独立行政法人住宅金融支

援機構が当保証協会の保証債務を承継し、当該保証債務と機構が保有している保証債権とが混同により

消滅することを睨んだ措置である。 
第 40 回公庫月次債より、2005 年 4 月以降に申込を受理したローン債権を信託対象に含めることに伴

い、適格基準および差替え事由の変更を行った。 
証券化の格付け分析では従来から保証協会の保証能力を見込んでいないために、この変更は信用補完

率の分析に影響しない。 
なお、買取債権は従来より保証要件はない。 

 

② 直接融資債権における対象融資種別の拡大 
2005 年 4 月以降の申込受理債権について、対象融資種別が拡大された。新たに追加された融資種別

は「マイホーム新築（一戸建て以外）」、「公社分譲」、「中古住宅」、「地すべり等関連住宅」、「都市居住

再生（建設）」、「市街地再開発等」、「中高層建築物」の 7 種類である。 
「中古住宅」については、第 25 回公庫月次債から信託対象となっている「買取中古」と同様に、償

還履歴データの「優良中古住宅」のデフォルト率、期限前返済率が参考となる。 
信用補完率の算定においては、当該債権の融資内容や債権属性の分析などを反映している。 

 
融資種別 機構法根拠条文 信託債権データ上の分類 
マイホーム新築 
（一戸建以外を含む） 

①マイホーム等 

マンション ②マンション 
建売住宅 ③建売住宅 
優良分譲 
公社分譲 

④優良分譲等 

中古住宅 

第 17 条第 1 項

又は同条第 2 項

⑥中古住宅 
地すべり等関連住宅 第 17 条第 7 項 ①マイホーム等 
都市居住再生 
（建設および購入） 
市街地再開発等 
中高層建築物 

第 17 条第 11 項

又は同条第 12
項 

 

⑤都市居住再生等 

（注）表中の下線箇所が、第 40 回公庫月次債より新たに対象に追加されたもの。 
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③ 直接融資債権および買取型債権の対象に「セカンドハウス」のローンを追加 

「セカンドハウス」とは、生活の拠点としている住まいの他に、週末などに自分で利用（居住）する

2 戸目の住宅を取得する際に利用されるローン。 
買取型債権における「セカンドハウス」は 2006 年 1 月買取分から新たに融資対象となったものだが、

直接融資債権では従来より「住まいひろがり特別融資（本人居住型）」という名称で融資されている。 
「住まいひろがり特別融資（本人居住型）」の貸倒率等のデータを検討したところ、分析範囲が限定

的なものであるために一概には言えないものの、従来から信託対象となっているローンと比べて特段大

きな差異は認められなかった。 
信用補完率の分析においては、生活の拠点としている住まいと比べると、債務者の支払い意欲が低い

と考えられるために、当該債権についてはストレスをやや引き上げている。また、当該債権の債権属性

のデータを入手し、信用補完率の算定に反映している。 
 
④ 初回延滞債権の取扱変更 
抽出基準日または信託開始日において延滞している債権については、適格基準を満たしていないとし

て、後発的に判明した段階で信託債権から（他の債権との）差替えにより除外したが、初回の返済日に

おける支払の遅延は、口座振り替えの手続きが間に合わないなど、信用事由とは言えない場合があるこ

とから、本来的な事由に依らない差替えを防ぐために、初回延滞債権の取扱いを変更している。具体的

には、金銭消費貸借契約締結後、初回の返済日において支払いが遅延したものについても、適格基準に

含めることとなった。 
当該変更は、直接融資債権および買取型債権を対象としたものだが、直接融資債権では 1 回目の返済

日まで返済手続きのための時間的余裕があるため、この変更は買取型債権を主眼とした変更と思われる。  
第 30～39 回公庫月次債の買取型債権に占める初回延滞債権の割合は平均で 0.21%、翌月時点で延滞

が解消されていない債権の割合は0.02％であり、初回延滞債権の約9割は翌月に延滞が解消されている。 
信用補完率の分析においては、初回延滞債権の多くは翌月以降に延滞が解消されており翌月時点にお

いても延滞が解消されていない債権の割合は極めて低いこと、分析に使用している償還履歴データでは

初回延滞債権も含まれること、などから特段の問題はないと考えている。 
 
Ⅱ．初回返済金の支払方法の特例（初回特例制度）の実施について：第 46 回公庫月次債から実施 
平成 18 年 7 月 1 日以降、非預金等受入金融機関が資金実行した買取型債権を対象として、初回特例

制度の利用を非預金等受入金融機関が希望すれば、住宅ローン債務者の初回返済日を資金実行後 2 回目

に到来する約定日とすることが可能となった。資金実行日直後の約定日における返済を繰り延べ、初回

返済日に当初 2回分の返済を行うため、初回特例制度を利用しない場合に比べ返済回数が 1回減少する。

当該特例適用債権は第 46 回公庫月次債より信託債権に含まれている。 
非預金等受入金融機関が実行した買取型債権においては、資金実行日直後の約定日が資金実行から期

間がない場合には、返済に係る事務手続きに支障を来たすことがあった。初回特例制度を利用すること

でこの問題を回避する。 
初回特例制度の影響は、信託債権全体の返済スケジュールのうち当初 2 回分の返済に限定される。

2010 年 6 月時点の償還履歴データによると、返済開始 1 カ月目の初回延滞率は平均で 0.29％程度であ

るが、その約 9 割はそのまま 2 回目の延滞に至ることはなく延滞解消しており、影響は限定的と考えて

いる。 
 
Ⅲ．敷地が転借地の場合の取扱いの変更について：第 47 回公庫月次債から実施 

2005 年 9 月以降、敷地の権利が転借地である物件について、(1)敷地に第一順位の抵当権を設定がで

きる場合、あるいは(2)敷地所有権者が公庫との間で宅地利用権の保護等を定めた「権利調整に関する覚

書」を締結した公的事業者で、かつ敷地に第三者の抵当権等の設定がない場合（敷地に対する抵当権等

の設定は免除される）には買取の対象としてきた。 
2006 年 8 月買取分から、当該覚書を締結できる先が民間事業主体へと拡大された。 
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Ⅳ．借地権取得費に係る取扱いの変更について：第 48 回公庫月次債から実施 

2006 年 9 月買取分（第 48 回公庫月次債の対象債権）から、買取型の融資対象となる住宅の敷地が定

期借地権等の場合において、借地権の取得の際に必要となる保証金又は敷金が借地権取得費として融資

対象に加わった（権利金は従来から融資対象）。 
公庫直接融資全体に占める保証金融資案件の割合は、債務者数ベースで 0.4%を超えない水準にある

（平成 12 年度～17 年度の年度ベースの数字）。買取型の借地権付融資利用者は融資対象拡大に伴い多

少の増加は考えられるものの、定期借地権付住宅の供給状況から考えると極端な増加は想定し難い。 
現時点では当該債権の割合が低いと考えられることから信用補完率への影響は限定的である。 

 
機構月次債について 

 
Ⅴ．月次債のスキームの変更、フラット 35 の制度変更について（2007 年 3 月～5 月信託設定分以降） 
① 月次債のスキーム変更（「信託債権の差替え」方式の変更） 
これまで公庫 MBS では、受益権行使事由発生前において信託債権に 4 カ月以上延滞等が生じた場合

は、当該債権と公庫が保有する債権の差替えを行う権利を持ち（「信託債権の差替え」方式）、実際に差

替えを行ってきた。2007 年 4 月以降に発行する機構 MBS については、4 カ月延滞等債権の残高を「1+
超過担保比率」で除した金額の機構 MBS を繰り上げ償還することとなった。これは、信託債権に期限

前返済が生じた場合と同様の対応である。2007 年 3 月までに発行した月次債（第 1～53 回公庫月次債）

は、これまで同様「信託債権の差替え」方式が適用され、S 種債権については今後も「信託債権の差替

え」方式が継続される。 
「信託債権の差替え」方式の変更により、信託債権のキャッシュフロー分析において、受益権行使事

由発生前までは延滞等債権を期限前返済と同様に取り扱うことが可能となり、キャッシュフローの平均

残存期間は若干短縮化することが想定される。しかし、平均残存期間の短縮幅が小さいこと、期間短縮

に伴い付随する超過収益も減少すること等から超過担保比率に与える影響は限定的と考えている。 
 
② フラット 35 の制度変更について 
(a) 大規模マンション等に係る抵当権等設定登記期限の特例措置について（2007年3月信託設定分以降） 

2007 年 1 月買取分から、公庫に事前申請のあった大規模マンションに対して、抵当権等設定登記を 1
カ月延長する取扱いが開始された。資金実行月の翌月が抵当権等設定登記の期限であったが翌々月まで

可能となる。信託設定は抵当権設定登記の確認後に行われる。当該特例措置に係る債権は第 53 回公庫

月次債より信託債権に含まれている。 
大規模マンションが増加した場合、融資種別におけるマンションの増加や物件所在地の集中などの影

響が考えられる。第 53 回公庫月次債については、過去同時期発行の MBS との信託債権属性を比較す

ると、マンションの増加や物件所在地の集中に特段の差異は確認できないため、当該特例措置の影響は

限定的と考えられる。なお、第 54 回公庫月次債以降もマンションの増加や物件所在地の集中といった

属性変化に注視していく。 
 
(b) 融資率（LTV）の引き上げ（9 割融資）について（2007 年 4 月信託設定分以降） 

これまでのフラット 35 では、住宅の建設、購入に要する費用の 8 割まで融資可能（フラット 35 によ

る借入金のみの LTV が 80％以下）だったが、2007 年 4 月信託設定分（第 1 回機構月次債）より 9 割

まで融資可能となった。 
超過担保比率の水準に LTV が与える影響は、デフォルト率に適用するストレスと、デフォルト債権

に係る担保からの回収の 2 点に分けられる。デフォルト率に適用するストレスについては、民間借入金

も考慮した LTV（LTV の高い債務者の割合）を踏まえて設定しており、デフォルト債権に係る担保か

らの回収については、フラット 35 による借入金のみを考慮した LTV を基に算定している。 
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Ⅵ．三大疾病保障付機構団体信用生命保険の導入について：第 2 回機構月次債から実施 

2007 年 4 月買取分から三大疾病保障付団信が導入され、第 2 回機構月次債より信託債権に含まれる。

信託債権に占める当該保障付団信の割合は現状それ程大きくないようだが、大きくなれば期限前返済が

若干増加する可能性はある。現状では保守的に考えて期限前返済の想定にはおりこんでいない。 
 
Ⅶ．第 8 回機構月次債からの変更事項 
① フラット 35 における返済期間に応じた融資金利の導入について 

平成 19 年 10 月より買取対象となる債権から返済期間（20 年以下と 20 年超）に応じた融資金利の導

入が開始され、第 8 回機構月次債から信託債権に含まれる。従来のフラット 35 では返済期間にかかわ

らず融資金利を設定していたが、当該融資金利の導入によって、返済期間を 20 年以下とした場合には、

返済期間 20 年超とした場合よりも低い融資金利水準を設定することができる。 
第 8 回機構月次債における返済期間 20 年以下の割合は 6.9％である。 
 

② フラット 35 における審査基準の見直し（4 倍月収基準廃止と総返済負担率基準の変更）について 
平成 19 年 10 月以降の借入申込分から、4 倍月収基準（毎月の返済額の 4 倍以上の月収があること）

の廃止と総返済負担率（DTI）基準の見直し（下表参照）が行われた。 
 

従来 平成19年10月以降借入申込分
300万円未満 25%以下
300万円以上400万円未満 30%以下
400万円以上700万円未満 35%以下
700万円以上 40%以下

30%以下

35%以下

DTI基準
年間収入

 
 
信託債権プールに占める DTI の高い債務者の割合の変化を踏まえ、R&I が過去に関与した案件のデ

ータ等を基に分析している。 
 
Ⅷ．第 27 回機構月次債からの変更事項（「経済危機対策」に伴うフラット 35 の制度拡充） 
① フラット 35 における融資率上限の引上げについて 
融資率上限が建設費・購入価格の 90％以内から 100％以内に引き上げられた。超過担保比率の水準に

LTV が与える影響は、デフォルト率に適用するストレスと、デフォルト債権に係る担保からの回収の 2
点に分けられる。デフォルト率に適用するストレスについては、民間借入金も考慮した LTV（LTV の

高い債務者の割合）を踏まえて設定しており、デフォルト債権に係る担保からの回収については、フラ

ット 35 による借入金のみを考慮した LTV を基に算定している。さらに、頭金が無いローンや殆ど無い

ローンの返済動向を注視していく必要があると考えており、回収状況等も踏まえて信用補完を算定して

いく。 
 

② フラット 35 における借換融資の導入について 
「担保評価額の 200%」または「借換えの対象となる住宅ローンの残高」のいずれか低い額を融資限

度額とした借換融資制度が開始された。当該債権においては、当初及び借換え時の債権属性を基にデフ

ォルト率を想定し、借換え時の LTV を基に回収率を想定し分析を行う。 
 
③ フラット 35 における融資の対象となる諸費用の範囲の拡大について 

建築確認・中間検査・完了検査申請費用（新築の場合のみ）や請負（売買）契約書貼付の印紙代（利

用者負担分）等の諸費用が新たな融資の対象となった。当該費用の融資金額に占める割合は少なく、影

響は限定的であると考えている。 
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④当初 20 年間の金利を年 0.3％引き下げる【フラット 35】Ｓ（20 年金利引下げタイプ）について 
当初 20 年間の金利を年 0.3％引き下げる【フラット 35】Ｓが開始された。当該制度に伴う金利支払

いの変化は、分析で使用するキャッシュフローに織り込まれている。 
 
Ⅸ．第 35 回機構月次債からの変更事項（【フラット 35】S の制度拡充） 
優良住宅取得制度（【フラット 35】Ｓ）における当初 10 年間の金利引下げ幅が 0.3％から 1.0％へと

拡大された。当該制度に伴う金利支払いの変化は、分析で使用するキャッシュフローに織り込まれてい

る。 
 
Ⅹ．第 37 回機構月次債からの変更事項 
①フラット 35 における融資対象となる諸費用の範囲の拡大について 
住宅の建設又は購入時における長期優良住宅関係費用、住宅省エネラベル適合性評価申請手数料、借

換え時における金銭消費貸借契約書に添付する印紙代（印紙税）、借換融資を利用する際の融資手数料、

抵当権の設定及び抹消のための費用（登録免許税）、抵当権の設定及び抹消のための司法書士報酬、機

構団体信用生命保険特約制度特約料（初年度分のみ）が新たな融資対象となった。当該費用の融資金額

に占める割合は少なく、影響は限定的であると考えている。 
 
Ⅺ. 第 42 回機構月次債からの変更事項 
①機構住みかえ支援ローンについて 

機構住みかえ支援ローンとは、財団法人高齢者住宅財団による保証を活用し住宅借上事業を実施して

いる一般社団法人移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）が債務者の現在所有している住宅を借上げること

を前提に、新たに当該債務者が自身で住まいになる住宅を取得するためのローンである。 
現状、当該住みかえ支援ローン債権の組み入れ比率は少なく、影響は限定的であると考えている。 

 
 
 


