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信託社債としての邦銀発行「カバードボンド」に関する雑感 

担保付社債が「カバードボンド」として市場に受け入れられる契機となるか 
 
三井住友銀行は、2018 年 10 月 11 日付でルクセンブルグ証券取引所に “SMBC Covered 

Bond Programme” を上場 1した。また、同プログラムから発行されることになる社債について、

10 月 11日付でムーディーズジャパンから (P)Aaaの予備格付けを取得 2しており、12 日付で予

備格付けおよびプリセールレポート 3が発表されている。当プログラムに基づく社債の発行が近々

開始されるものと予想される。 
邦銀によるカバードボンドの発行は、これまで何度か具体的な試みが生じたが、実現はしてい

ない 4と理解されている。もし本件が「カバードボンド」として市場関係者に広く認知されるならば、

これが邦銀による初のカバードボンド発行事例となる。何がカバードボンドで何がそうではないの

かについては、法令などで厳格な定義が与えられている訳ではなく、結局のところ、多くの市場関

1 プロスペクタスは Luxembourg Stock Exchange のウェブサイト上で公開されている。 
https://www.bourse.lu/programme/Programme-SumitMitsuBking/14507 
2 ムーディーズジャパンによる予備格付公表プレスリリース Rating Action: Moody's assigns 
(P)Aaa to SMBC's first mortgage covered bonds, 12 Octopber 2018 
https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-PAaa-to-SMBCs-first-mortg
age-covered-bonds--PR_379230  「[MJKK] 三井住友銀行のカバード・ボンドに(P)Aaa の
予備格付を付与」 
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PR_390162 
3 Moody’s, Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Covered Bond Programme 
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBS_11397
02 
4 三井住友信託銀行が元利払いの保証を行うアイルランド共和国法人 SumitG Guaranteed 
Secured Obligation Issuer D.A.C. 発行のノート（2015 年に発行実績あり）は「カバードボンド」

として考えられるとの見解もあり得る。プロスペクタス（アイルランド証券取引所） 
http://www.ise.ie/debt_documents/Base%20Prospectus_b2ef620c-8468-4064-be
44-45de01208a13.PDF?v=14102015 ムーディーズ（金融庁長官の登録を受けた信用格

付業者ではない、同グループの英国現地法人）は、本件については、カバードボンドとしてではな

く、複数の当事者が元利払いの義務を負うジョイント・サポート債として評価し、格付け（日本の金

商法との関係では、無登録格付）を付与した。 

https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-PAa2-sf-to-Notes-to-be-iss
ued-by--PR_337176 
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係者がカバードボンドだと認識すれば、カバードボンドと呼べるだろうという程度のものに留まって

いる。 
三井住友銀行の「カバードボンド」は、同行を受託者として設定された特定金銭信託 5を裏付け

とする信託社債である。同特金では、三井住友銀行を委託者、三井住友信託銀行を受託者として

設定された、住宅ローン債権、日本国債、キャッシュ（金銭または金銭債権）の信託受益権を取得

し、その信託受益権の一部（優先受益権）等を「カバードボンド」の “bond trustee and security 
trustee” を務める BNY Mellon Corporate Trustree Services Limited （英国・ロンドン）に

対して日本法準拠根質権およびイングランド法準拠の fixed charge を設定する形で担保に供

する。 
担保の価額（その評価手法は合意されており、プロスペクタスでも説明されている）が発行する

「カバードボンド」の残高を一定比率以上で上回るように運営される。特金の受託者としての三井

住友銀行は、三井住友銀行（同一法人）との間でスワップ契約（プロスペクタスでは “Total 
Return Swap” と表現されている）を締結し、信託財産と発行する「カバードボンド」との通貨・利

回りその他のミスマッチをヘッジする。「カバードボンド」と呼ばれる社債は、信託社債であり、責任

財産限定特約を付さないことから、発行体である三井住友銀行が元利払いの義務を負う。このた

め、関連する信託財産と、三井住友銀行の一般財産の両方が責任財産であると言え、カバードボ

ンドの重要な特徴の「デュアル・リコース」（カバープールと呼ばれる信託財産等と、発行体の一般

財産の両方に対して遡求できることを意味する）を確保している。 
 

カバードボンドとして認められる特徴は何か 
 
カバードボンドの業界団体である European Covered Bond Council (ECBC)は、カバードボ

ンドの「本質的な特徴」（essential features）として、次の４点をあげている。 
① 公的な規制または監督に服する金融機関が発行するか、または、債券保有者がそのよう

な金融機関に対する「フルリコース」（限定されない請求権）を有する債券である 
② 債券保有者が、金融資産によって構成される「カバープール」に対して、金融機関の一般

債権者に優先する請求権をもつ 
③ 金融機関は、カバープールを構成する資産の質と量を一定水準以上に保つ義務を負う 
④ カバープールの維持につき、公的機関または第三者機関の監視を受ける 
（出所： ECBC6を基に筆者が日本語で要約） 
 
三井住友銀行の「カバードボンド」は、これら４点の何れも満たすように思える。三井住友銀行

5 自己信託ではない。SMBC 日興証券を委託者として設定されている。 
6 https://hypo.org/ecbc/covered-bonds/#essential-features-of-covered-bonds 
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は日本の銀行法に基づき免許を受けて銀行業を営んでいる株式会社であり、金融監督当局（金

融庁を含む）による監督に服している。責任財産限定特約を付さない信託社債なので、同一発行

体の無担保社債と対比して考えると、無担保社債の社債権者よりも責任財産が多い（特金の信託

財産分だけ多い）ため、一般債権者よりも優先する権利を投資家が有すると考えられる。カバープ

ールの残高については、社債の発行残高を一定水準をもって上回るように維持することが合意さ

れている。カバープールの維持については、三井住友銀行自身が管理および計算を行うものの、

プロスペクタスの記述によると、あずさ監査法人（KPMG Azsa LLC）による一定の確認作業が行

われるようである。カバードボンドであることを否定するべき要素はないということになる。 
筆者を含め、日本においてストラクチャードファイナンスに携わってきたプロフェッショナルの多く

は、カバードボンドとは、発行体が倒産手続きに服しても、その倒産手続きに影響されることなく、

約定通りの元利払いを継続できるように仕組むものだという先入観を持っていたように思える。 
欧州諸国で発行されているカバードボンドのほとんどがそういう特徴を有している。法的な枠組

み等を根拠に、仮に、発行体が倒産しても元利払いはできるという説明ができる。 
ところが、三井住友銀行の信託社債は、発行体が法的倒産手続き（特に、会社更生手続き）に

服した場合に、どのように扱われるか、大いに不安があると言わざるを得ない。特金の信託財産

が「担保」とされて、会社更生計画で「更生担保権」として扱われる可能性を否定できない。このリ

スクは、プロスペクタスでも説明されている。 
 

倒産しても約定通りの元利払いを継続できることは必須要件ではないかもしれない 
 
金融庁が 2018 年 4 月 13 日に「第２版」を公表した「金融システムの安定に資する総損失吸

収力（TLAC）に係る枠組み整備の方針について」 7では、本邦 TLAC 規制の対象となる本邦

G-SIBs（三井住友フィナンシャルグループを含む）の処理戦略として、持株会社に損失をさや寄せ

したうえで、持株会社に対して破綻処理権限を行使する（いわゆる “SPE”方式）方向性が示されて

いる。この通りの処理が行われるとすると、銀行持株会社は最終的には破産等の法的倒産手続

きに服せしめることになるが、持株会社の子会社だった銀行は資本を回復させたうえで、存続させ

ることになる。 
もちろん、本邦 G-SIBs に対して再生破綻処理を施す必要が生じた場合に、金融庁がここで示

した通りの処理が必ず行われる保証はない。とはいえ、ここで示された金融庁の方針等を踏まえ、

日本において、一定水準を上回る規模の銀行持株会社の子会社となっている銀行について、法

的倒産手続きが開始されるリスクは無視し得る程度に小さいと判断できるのなら、「発行体が倒産

7 金融庁 「『金融システムの安定に資する総損失吸収力（TLAC）に係る枠組み整備の方針につ

いて』の改訂について」 2018 年 4 月 13 日 

https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20180413.html 
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手続きに服しても、その倒産手続きに影響されることなく、約定通りの元利払いを継続できるよう

に仕組むべきもの」という先入観は捨ててもいいのかもしれない。 
カバードボンド法が整備されていない日本において、発行実例がない中、これまで「カバードボ

ンド」の発行形態について、主に弁護士による論文や著書で様々なスキームが提案されてきた 8。

自己信託ではない通常の（委託者と受託者が別人の）信託を用いた信託社債をもって「カバード

ボンド」を実現するというアプローチは、コロンブスの卵と呼んでいい斬新なアイデアであろう。 
三井住友銀行のカバードボンドは、ユーロ建てで主に欧州の機関投資家を対象に発行を予定

しているようである。 
本稿では、具体的な金融機関名とそれらが発行する有価証券について言及したが、それらに

ついて投資判断を行うものではない。 
（調査部長 江川 由紀雄） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 たとえば、西村あさひ法律事務所編『ファイナンス法大全〔全訂版〕―下』第 10章第4節で考察

が加えられている様々なカバードボンド発行スキームを参照ください。 
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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 © 2018 Shinsei Securities Co., Ltd. All rights reserved. 
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