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アジアにおけるソーシャルボンドとしてのカバードボンドの出現に思うこと 

韓国住宅金融公社のユーロ建て MBB（抵当債権担保付債券）の意味を考える 

韓国住宅金融公社（한국주택금융공사, Korea Housing Finance Corporation, KHFC）が
ソーシャルボンドとしてのカバードボンドを発行する。多くの報道記事 1でアジア初のソーシャル・カ

バードボンドと紹介されている。ソーシャルボンドとしての ICMA の Social Bond Principles2 
への準拠性については、Sustainalytics からセカンド・パーティー・オピニオン 3を取得している。

ユーロ建て発行総額 5 億ユーロ、2023 年満期の 5 年債で、主に欧州の機関投資家を対象に販

売された模様 4である。本稿では KHFC および同公社が発行する債券の投資判断の観点からの

分析評価は行わない。「アジア初のソーシャルボンド兼カバードボンド」として報道されたことに関

連して考察を加える。 
KHFC は 2004 年 3 月 1 日に設立された政府系機関である。政府、韓国銀行（中央銀行）なら

びに国民住宅基金が出資している。創業直後の2004年3月17日に官民共同出資の株式会社

として運営されていた住宅抵当債権流動化株式会社（주택저당채권유동화주식회사, Korea 
Mortgage Corporation, KoMoCo）（1999 年設立創業、2004 年廃業）の事業を継承した 5。

1 例を挙げる。 The Asset, KHFC prints first social covered bond out of Asia, 24 
October 2018, 
https://esg.theasset.com/ESG/35262/financial-magazine-for-asias-decision-mak
ers 
매일경제（毎日経済 韓国の経済紙）주택금융공사, 아시아 최초 유로화 소셜 커버드본드 
발행, 2018.10.25 http://news.mk.co.kr/newsRead.php?no=665878&year=2018 
2 
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-
principles-sbp/ 
3 
https://www.sustainalytics.com/wp-content/uploads/2018/09/KHFC-Social-Bond
-SPO-09072018-FINAL.pdf 
4 複数の情報ベンダーおよび報道機関の情報によれば、10月24日に発行条件決定済みである。

クーポン 0.75％、発行価格 99.927、応募者利回り約 0.765％（複利ベース）。（脚注 1 に掲載

した報道記事でも言及されている。） 
5 日本語による参考文献として 住宅金融支援機構 清水俊夫「韓国の住宅ローン証券化市場」 
季刊 『住宅金融』 2009 年冬号 85 ページ～95 ページ  
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KHFCは、特別法である「韓国住宅金融公社法」6に基づいて設立された法人なので、日本流に言

えば「特殊法人」ということになる。 
KHFC が発行するソーシャル ・カバードボンドは 、公社法第 2 条に定義する 

“주택저당채권담보부채권” （住宅抵当債権担保付債券、 mortgage-backed bonds, MBB）
である。発行に関する規定は同法 31 条に定められており、MBB の基礎資産（カバープール、裏

付資産）として「区分・管理」する住宅抵当債権（住宅ローン債権）については、特殊な規定が置か

れているので、ここに筆者が和訳のうえ、引用する 7。 

 

第 31 条（住宅抵当債権担保付債券の発行）  
第1項 【省略】 
第2項 住宅抵当債権担保付債券の保有者は、他の法律で定める場合を除き、債権流動化

計画に基づき区分・管理される住宅抵当債権から第三者に優先して弁済を受ける権

利を有する。 
第3項 住宅抵当債権担保付債券の保有者は、第 2 項の規定による優先弁済によって元利

金の全部または一部を受けられない場合には、公社の資産のうち、第30条第1項の

規定により区分・管理されている住宅抵当債権ではない資産から弁済を受けることが

できる。 
注： 第 3 項の文言中、公社は、韓国住宅金融公社。「第 30 条第 1 項」は、住宅抵当債券（MBS）の基礎資

産（裏付資産）に関連する規定。 
出所： 韓国住宅金融公社法 （韓国の法律） 筆者による和訳 

 
 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8699500/www.jhf.go.jp/files/100033969.
pdf 
6 国家法令情報センター（韓国語） 한국주택금융공사법 

http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%A3%BC
%ED%83%9D%EA%B8%88%EC%9C%B5%EA%B3%B5%EC%82%AC%EB%B2%95/(15417,20
180221) 
同法の英訳版は、国家法令情報センターの Korean Laws in English の検索サイトで “Korea 
Housing Finance Corporation Act” またはハングルで “한국주택금융공사법” を検索して

ご覧ください。 http://law.go.kr/engLsSc.do?menuId=0&subMenu=5&query=# 
国家法令情報センターは、韓国政府の法制処（Ministry of Government Legislation）が運営

しているウェブサイトです。 
7 原文および韓国政府機関による英語訳については、直前の脚注（脚注 6）のサイトをご参照くだ

さい。 
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KHFC の MBB はカバードボンドの特徴を有しているか 

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： ECBC8を基に筆者が日本語で要約） 
 
前述の韓国住宅金融公社法第 31条の規定をみただけでも、KHFCの住宅抵当債権担保付債

券（MBB）は、少なくとも、①と②は満たすように思える。おそらく③については、契約上の義務とし

て合意されているものと推測される。しかし、KHFC の MBB については、韓国住宅金融公社法第

30 条の規定に基づき発行される住宅抵当証券（주택저당증권, MBS）とは異なり、基礎資産（裏

付資産）が発行体破産時に破産財団を構成しないという旨の規定 9はない。 
本件に格付け（無登録格付）を付与した Moody’s は、 “mortgage social covered bonds” 

と呼んでおり、格付けにあたって、カバードボンドの格付け手法を適用している 10。 
ところで、中国の大手銀行、中国銀行（Bank of China）が 2016 年 11 月に “green covered 

bonds” と称する米ドル建て債券を発行した際に、Moody’sは、やはり、カバードボンドの格付け

手法を適用した 11。しかし、中国銀行の “green covered bonds” に格付けを付与しなかった 
Fitch は、2016 年 11 月に “Stronger Framework Would Help China Covered Bonds 
Develop” と題するコメント発表し、そのコメントの中で、現行の中国の法令を前提とすると、金融

8 https://hypo.org/ecbc/covered-bonds/#essential-features-of-covered-bonds 
9 韓国住宅金融公社法第 30 条第 2 項。 
10 予備格付けの発表文 Moody's assigns provisional (P)Aa1 to KHFC's 2018 mortgage 
social covered bonds, 24 Sep 2018 
https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-provisional-PAa1-to-KHFCs
-2018-mortgage-social-covered--PR_388160 
11 Moody’s Investors Service, Moody's assigns definitive Aa3 to China Green 
Covered Bonds of Bank of China Limited, London Branch, 10 Nov 2016 
https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-definitive-Aa3-to-China-Gr
een-Covered-Bonds-of--PR_357669 
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機関が債券保有者に対して質権を設定させて発行する債券であっても、弁済が停止され、預金者

その他の債権者への弁済に劣後するリスクがある 12と指摘した。おそらく、Fitch のこの発表文は、

中国銀行の “green covered bonds” に対して格付けを付与しなかった言い訳ということだろ

う。 
 

ソーシャルボンドとは何か 
ソーシャルボンドについては、2017 年 6 月に金融機関の業界団体 ICMA が初めて “Social 

Bond Principles” （ソーシャルボンド原則）13を定め、2018 年 6 月に若干の改正が行われた段

階にあることから伺えるように、概念自体が新しい。発行代り金をソーシャルプロジェクトに用いる

ことを表明して発行する債券である。KHFC のソーシャル・カバードボンドは、カバープールを構

成する低利の住宅ローン債権が “affordable housing” に該当するとして、外部評価機関から

もオピニオンを取得しているものである。Sustainalytics社によるセカンド・パーティー・オピニオン

に登場する “Bogeumjari Loan and Didimdol Loan products14” は、KHFC の主力商品で

あり、ソーシャルボンドを発行するために特別に開発されたものではないと思われる。年収が低い

人でも借りられる全期間固定金利型の住宅ローンである。 
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、投資判断

を行うものではない。 
（調査部長 江川 由紀雄） 

 
 

12 “In China, there is a risk that assets held by financial institutions could be subject 
to a moratorium, and beneficiaries of assets held as security could be subordinated 
to depositors and other creditors in the bankruptcy process.”, Stronger Framework 
Would Help China Covered Bonds Develop, Fitch, 24 November 2016 
https://www.reuters.com/article/idUSFit981357 
13 再掲（脚注 2 と同じ）になるが、念のため URL を掲載しておく。

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-
principles-sbp/ 
14 余談だが、 bogeumjari （보금자리）は、鳥の巣を意味し、「我が家」、「マイホーム」というニ

ュアンス、 didimdol （디딤돌） は、踏み台を意味し、ステップアップするというニュアンスが感じ

られる韓国語の単語である。 

Bogeumjari Loan 보금자리론 の申込要件・貸出金利等の概要 
https://www.hf.go.kr/hf/sub01/sub02_01_01_01.do 
Didimdol Loan디딤돌대출 の申込要件・貸出金利等の概要 
https://www.hf.go.kr/hf/sub01/sub01_01_01.do 
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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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