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住宅ローンをソーシャルボンドに仕立てられるのか 

韓国住宅金融公社のソーシャルボンドをヒントに 
 
韓国住宅金融公社（한국주택금융공사, Korea Housing Finance Corporation, KHFC）は

昨年（2018 年）来、２度にわたりユーロ建てでソーシャルボンドとしてのカバードボンドを発行した。

今年（2019 年）３月には、KHFC が今年（2019 年）発行する MBS の大半をソーシャルボンドにし

ていくとの公表を行ったようであり、複数の韓国メディアで報道 1されている。 
ユーロ建てで発行された債券の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。また、KHFC のユーロ建てソーシャル・カバードボンドの発行日（2019 年 6 月 11
日）の翌日にあたる 6 月 12 日に ECBC (European Covered Bond Council) の下部機関であ

る Covered Bond Label Foundation (CBLF) からカバードボンド・レーベル（Covered Bond 
Label）の指定を受けた 4。 

 
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 

1 筆者が気付く限り、どの報道記事も今年（2019 年）の MBS 発行予定額 30 兆ウォン中、26 兆

ウォンをソーシャルボンドとして発行するとしている。 例として  

스페셜경제 주택금융공사, 소셜 MBS 발행 2019.3.15 

http://speconomy.com/news/newsview.php?ncode=179542268470356 
毎日経済新聞（聯合ニュース） 주택금융공사 올해 `소셜본드` 26조원 발행 2019.3.15 
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2019/03/131708/ 
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 CBLF, The Covered Bond Label Embraces the Korean Market: Korea Housing 
Finance Corporation Joins the Label  12 June 2019 
https://hypo.org/ecbc/press-release/the-covered-bond-label-embraces-the-kor
ean-market-korea-housing-finance-corporation-joins-the-label/ 
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Bond Principles” （ソーシャルボンド原則）5を定め、2018年 6 月に若干の改正が行われた。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。ICMA は、 “Green Bond Principles” （グリーンボンド原則）については、2014 年の制定以

来、毎年 6 月の年次総会時に改正を繰り返してきたが、2019 年 6 月 5 日に開催された総会で

は、 グリーンボンド原則についても、ソーシャルボンド原則についても、改正は行わなかった 6。こ

のため、両原則共に、2018 年版が現在もなお最新版ということになる。しかし、ICMA は、

Handbook などを制定・公表した。なかでも、 グリーンボンド原則に関しては、“Handbook - 
Harmonized Framework for Impact Reporting”7 をとりまとめて公表したことに筆者は着目

している。これはもともと 2015 年 12 月に複数の国際開発銀行等が取りまとめた文書を ICMA
が継承して改訂したものになる。原則自体はともかく、グリーンボンド原則に則って債券を発行し

資金を調達するのなら、それによってどのようなプロジェクトに資金を投下し、どのような効果があ

ったのかについて定量的に計測し報告することを促していくという流れのように思える。ソーシャル

ボンド原則については同様のものはまだ存在しない。 
ソーシャルボンド原則 8では、“affordable housing” （手ごろな価格の住宅）については、その

ターゲットの例として、 “living below the poverty line” （貧困ライン以下で暮らしている人々）、 

“excluded and/or marginalised populations and /or communities” （排除され、あるい

は社会から取り残されている人々、あるいはコミュニティ）、 “vulnerable groups, including as 
a result of natural disasters” （自然災害の罹災者を含む弱者グループ）、 “people with 
disabilities” （障がい者）、  “migrants and/or displaced persons” （移民・難民）、 
“undereducated” （十分な教育を受けていない人々）の８類型を挙げている。 

KHFC のユーロ建てソーシャル・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” （手ごろな価格の住宅）に該当するとして、外部評価機関 
Sustaianalytics からオピニオンを取得しているものである。オピニオンに登場する 
“Bogeumjari Loan and Didimdol Loan products” 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。Bogeumjari Loan と 

5 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/ 
6 関係する資料は ICMA の “Green, Social and Sustainability bonds” のサイトに掲載され

ている。 https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/ 
7 https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/ 
8 
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-
principles-sbp/ 
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Didimdol Loan はどちらも全期間固定金利型の住宅ローンである。 
KHFC のウェブサイトで Bogeumjari Loan 보금자리론 9の申込要件・貸出条件を見ると、年

収の要件は設けられておらず、満 60 歳に達した際に希望すればリバース・モーゲージに転換で

きるという。また、若年層をターゲットとしていると見られる Didimdol Loan 디딤돌대출 10は、

生涯で初めて住宅を取得する者または年収 6千万ウォン以下（新婚カップルは 7千万ウォン以下）

の者であれば金利を若干優遇する商品となっている。 
このような住宅ローン債権をカバープール資産とするカバードボンドについて、

Sustaianalytics からソーシャルボンドに該当する旨のオピニオンを取得できるということであろ

う。 
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 11。

KHFC の総資産は 2018 年末で 123.2 兆ウォン 12。KHFC は 2018 年の１年間に MBS を 24.8
兆ウォン発行 13した。 

 
（調査部長 江川 由紀雄） 

 
 
 
 
 
 
 

9 https://www.hf.go.kr/hf/sub01/sub02_01_01_01.do 
10 https://www.hf.go.kr/hf/sub01/sub01_01_01.do 
11 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  
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8699500/www.jhf.go.jp/files/100033969.
pdf 
12 KHFC のウェブサイトにリンクが掲載されている「主要経営情報」に基づく

https://www.hf.go.kr/hf/sub06/sub03_01.do 
13 （韓国） 金融監督院 ’18년 ABS 발행 실적 분석 （2018 年 ABS 発行実績分析）による 

http://www.fss.or.kr/fss/kr/promo/bodobbs_view.jsp?seqno=22034 
 
 
 

3 

                                            

https://www.hf.go.kr/hf/sub01/sub02_01_01_01.do
https://www.hf.go.kr/hf/sub01/sub01_01_01.do
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8699500/www.jhf.go.jp/files/100033969.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8699500/www.jhf.go.jp/files/100033969.pdf
https://www.hf.go.kr/hf/sub06/sub03_01.do
http://www.fss.or.kr/fss/kr/promo/bodobbs_view.jsp?seqno=22034


新生ストラテジーノート  新生証券株式会社 調査部 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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