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住宅金融支援機構が発行を予定するグリーンボンドについて 

発行年限 20 年の一般担保付 SB、環境省のモデル創出事例に認定 

住宅金融支援機構は、グリーンボンドを発行する旨、12 月 7 日に公表 1した。ほぼ同時に、環

境省は、住宅金融支援機構が発行を予定しているグリーンボンドの骨子を定めるフレームワーク

について、「グリーンボンド発行モデル創出事業」として、環境省の「グリーンボンドガイドライン

2017 年版」に適合することを確認したことを公表 2した。 
これらの公表文によると、住宅金融支援機構は 2019 年１月に発行条件決定を予定する一般

担保付 20 年債（一般担保第 255 回住宅金融支援機構債券）をグリーンボンドとして発行する。

発行金額は未定とされている。資金使途は、2018 年 9 月から同年 11 月までに買い取った【フラ

ット35】Sのうち、「（金利Aプラン）省エネルギー性」、「（金利Aプラン）耐久性・可変性（長期優良

住宅）」、「（金利 B プラン）省エネルギー性」の買取代金に充当すると説明されている。 
住宅金融支援機構は、2019 年１月中旬の条件決定で、10 年債と 20 年債の起債を予定 3し

ている。発行日は未定であるが、１月下旬または２月上旬になる可能性が高いであろう。このうち、

20 年債を「グリーンボンド」として発行することになる。 
住宅金融支援機構によるグリーンボンド発行の方針または計画となるフレームワークについて、

イー・アンド・イー・ソリューションズおよび日本格付研究所が適合性確認を行っており、環境省の

ウェブサイト上で両社による「発行前報告書」が公表 4されている。この報告書によると、住宅金融

支援機構が年に１回作成し公表する（いわゆる財投機関債に係る）「商品内容説明書（発行者情

報）」で資金使途のレポーティングを行う予定とのことである。環境改善効果についてのレポーティ

ングも「商品内容説明書（発行者情報）」にて開示される予定とされているが、発行前報告書には、

「投資家が必要な情報を参照しやすいよう、グリーンボンドのレポーティングに当たる記載を特記

する、もしくは抜粋版を作成することが望ましい」という記述も見られる。 

1 住宅金融支援機構 「住宅金融機構グリーンボンドの発行について」 2018 年 12 月 7 日 

https://www.jhf.go.jp/investor/ippan_tanpo/greenbond.html 
2 環境省 「平成 30 年度グリーンボンド発行モデル創出事業に係るモデル発行事例の募集の結

果及びガイドライン適合性確認結果について」 2018 年 12 月 7 日 

http://www.env.go.jp/press/106187.html 
3 住宅金融支援機構 「発行計画（SB）」
https://www.jhf.go.jp/investor/ippan_tanpo/plan_i.html 
4 http://www.env.go.jp/press/files/jp/110374.pdf 
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満期一括償還型債券が主流の国内グリーンボンド 
 
住宅金融支援機構の発表文によると、国内では資金使途を住宅ローンとするグリーンボンドの

初事例となるとのことである。筆者の知る限り、国内での（資金使途を住宅ローンとするグリーン

ボンドの）先行事例はなく、その通りであると見ている。これまで、複数のリース会社が円建ての国

内債として、日本政策投資銀行がユーロ建ての国外債として、いくつかのメガバンクおよび銀行持

株会社が米ドル建ての国外債としてグリーンボンドを発行してきており、こうした金融機関およびリ

ース会社によるグリーンボンドは、資金使途を融資または投資としているが、何れもその投融資

の対象は不動産または太陽光発電事業などの再生可能エネルギー事業となっている。 
もっとも、オランダの Rabobank 子会社で住宅ローンを専門的に扱う Obvion は、2016 年

以降、省エネ性能に優れた住宅だけを対象とする住宅ローンの証券化商品（MBS）をグリーンボ

ンドとして発行してきている実績がある 5他、オーストラリアの銀行によるグリーンボンドとしての

MBS の発行事例 6もある。筆者の知る限り、日本国内では、証券化商品がグリーンボンドとして発

行された前例はない 7。 
住宅金融支援機構が発行を予定するグリーンボンドは、いわゆる SB であり、元本は満期一括

償還となる。証券化商品仕立てのMBSではない。これまで国内でグリーンボンドとして発行されて

きた社債や地方債などの債券は、いずれも満期一括償還型である 8。証券化商品として発行され

た事例はない。もっとも、証券化商品の裏付資産としては典型的な資産であるオートローンを資金

使途とするグリーンボンドの発行予定 9はある。これも、無担保社債（5 年債、元本は満期一括償

還）としての発行予定である。 
 

5 たとえば、江川由紀雄 「グリーンボンドと住宅金融の接点～省エネ住宅の先にある気候変動と

環境問題～」 季刊『住宅金融』2017 年冬号 住宅金融支援機構 pp.20—27 
https://www.jhf.go.jp/files/400346499.pdf 
6 オリジネーターによる公表文 National Australia Bank, Investors back Australia’s first 
green mortgage-backed bond from NAB, 13 February 2018 
https://news.nab.com.au/investors-back-australias-first-green-mortgage-backe
d-bond-from-nab/ 
7 存在しないことの証明は、「悪魔の証明」と言われており、容易ではないので、本稿では「筆者

の知る限り」との表現を使った。存在することの証明は、実例を１件示すだけでよい。 
8 参考資料の例として、グリーンボンド発行促進プラットフォーム（環境省） 「国内発行体による

発行リスト」 
http://greenbondplatform.env.go.jp/greenbond/list/ 
9 トヨタファイナンス 「グリーンボンド発行に関するお知らせ」 2018 年 12 月 5 日 
https://www.toyota-finance.co.jp/newsrelease/detail.php?id=1913 
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グリーン「ボンド」の範囲について 
 
環境省が策定した「グリーンボンドガイドライン 2017 年版」10は、概ね、世界的にグリーンボン

ドの基準として広く参照利用されている ICMA （国際資本市場協会、民間団体）の「グリーンボン

ド原則」（Green Bond Principles、 GBP）11に準じた内容 12となっている。 
グリーンボンドは、調達した資金を気候変動、自然資源の枯渇、生物多様性の減少、大気・水

質・土壌汚染といった主要な環境問題に対処することを意図するグリーンプロジェクトに投じる債

券である。 
ところで、ロンドンに本部を置く Loan Market Association （LMA）と香港に本部を置くアジア

太平洋地域業界団体 Asia Pacific Loan Market Association (APLMA)は、2018 年 2 月に 
Green Loan Principles を策定した 13。筆者が読んで判断する限り、Green Loan Principles 

10 環境省 「『グリーンボンドガイドライン 2017 年版』の策定及び意見募集の結果について」 
2017 年 3 月 28 日 https://www.env.go.jp/press/103882.html 
11 ICMA, Green Bond Principles (GBP)  
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-
principles-gbp/ 
12 ICMA の GBP 2016 年版の全文和訳及び事実上のコンメンタールが掲載されており、GBP 
2016 年版と特段矛盾する記述が見られないことから筆者はそのように考えている。もっとも、

GBP は、極めて簡潔な文章で原則のみを記載しているのに対し、環境省のグリーンボンドガイドラ

インは、具体例に関する記述が多いという顕著な違いがある。両者の差異に関しては、GBP は、４

つの核（core components）の全てを満たすことを要求しているのに対し、環境省ガイドラインは

必ずしもそのようには読めないという批判があることは承知している。なお、ICMA は、2014 年に

初めてGBPを策定して以来、例年6月に開催される年次総会（AGM）で改訂が加えられる慣行が

根付いている。（最新版は 2018 年 6 月の改訂後の 2018 年版である。）世界的に広く参照利用

されている GBP が存在するにもかかわらず、日本の環境省が内容的に酷似する「ガイドライン」を

策定した理由のひとつは、「グリーンボンド発行モデル創出事業」、（グリーンボンドの外部レビュ

ーなどの費用を国が負担する補助金制度である）「グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」と

いった国（日本政府）の事業の適合基準として、(日本の金融機関その他日本に所在する法人・団

体がいくつか加盟しているとはいえ)海外に本拠地を置く民間業界団体が策定した文書を利用す

ることは難しいからではないかと筆者は推測している。環境省の「グリーンボンドガイドライン」は、

2017 年 3 月に（ICMA の GBP 2016 年版に概ね準拠する形で）策定されて以降、いまのところ

一度も改訂されていない。 
13 ICMA のウェブサイトに掲載されている。

http://www.lma.eu.com/application/files/8415/2162/5092/LMA_Green_Loan_Prin
ciples_Bookletpdf.pdf 
当事者による発表文の例 Loan Market Association, The LMA publishes Green Loan 
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は実質的に GBP 2017 年版と同じ内容となっている。ローンのトレーディングに係る業界団体は、

ICMA とは別に存在するために、「グリーンローン」に関する基準は、実質的に同じ内容であっても、

別建てとなっているのであろう。 
環境省の「グリーンボンドガイドライン」が債券以外の形態の金融取引・金融商品を包括してい

るかについては、判断が難しい。ガイドラインの本文には「グリーンボンドは、調達資金の使途を

環境改善効果のある事業（グリーンプロジェクト）に限定して発行される債券であり…」といった記

述が見られる一方で、ガイドライン策定時のパブリックコメントにおいて、「グリーンボンド原則にお

ける “bond” は、社債等の債券に限定するものではなく、信託受益権等が含まれるものであり、

そうした趣旨が明確に伝わるようにすべき」という意見が環境省に対して提出されており、これに

対して、環境省は「ご趣旨を踏まえ、具体的事例があくまで例示であり、制限的に解釈されないよ

う、可能な限り表現を工夫させていただきます」と回答 14している。 
もっとも、この意見提出者 15は、日本国内において信託受益権として組成販売されるような商

品が、一部の諸外国では trust certificates （信託受益権証書）の形で社債・債券と全く同じよ

うに登録債または振替債として流通していることから、社債などの債券と信託受益権の差異がそ

れほど意識されていないのに対し、日本では信託受益権は（受益証券発行信託にでもしない限り）

振替制度は使えず、売買の都度、売り手と買い手の間で売買契約書を締結し、受託者たる信託

銀行・信託会社の承諾を取得するという手続きが必要になることから、債券と信託受益権は異質

のものであるとの認識が一般的であることを気にしていた可能性がある。ローンなどの金銭債権

を意識していたとまでは推定できないであろう。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
 
 
 
 
 
 

Principles, 21 March 2018 
https://www.lma.eu.com/news-publications/press-releases?id=146 
14 パブリックコメントに係る意見の項番 6 参照 
https://www.env.go.jp/press/files/jp/105354.pdf 
15 環境省公表資料では、意見提出者を特定できないが、流動化・証券化協議会と不動産ファイ

ナンス協議会が共同で環境省宛に提出した意見書に趣旨が類似する文章が載っている。 
http://www.sfj.gr.jp/opinion/data/public/170214.pdf 
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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. 
 

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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