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Ⅰ. はじめに

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延により、企業の事業活動は大きな影

響を受けていますが、本稿執筆時点において緊急事態宣言の全国的な解除に至っており、

経済活動再開・平常化への動きが加速しています。このような背景の下、今後は手元流

動性の確保や財務状態の改善等の観点から、資産の流動化・証券化を活用したファイナ

ンスの増加も見込まれます。

本稿では、新型コロナウイルスの影響を踏まえた資産流動化・証券化に関する留意点

等の最新論点をまとめています。本稿が皆様の業務のお役に立つとともに、一刻も早く

感染が収まり、事業活動や金融取引が正常化することを祈念しております。 

Ⅱ. 資産流動化・証券化の活用

資産流動化・証券化は、資金調達を望む当事者（オリジネーター）が、その保有する

資産の信用力を引当てとして資金調達をする手法です。典型的には、オリジネーターが、

対象資産を専用の特別目的会社（SPC）に売却し、その SPC が発行する証券等を投資

家が購入するといったスキームが用いられ、オリジネーターの企業としての信用力とは

関係なく、対象資産から生じるキャッシュフローのみに依拠したファイナンスができる

点に特徴があります。 

多数・同種の対象資産をプールとして切り分けることによりリスクの分散を図る1流

動化・証券化の手法は、対象資産の種類や切分け方次第では、新型コロナウイルスの影

響を受けにくい側面もあります。そのため、信用力が低下し通常の銀行借入れや社債発

行が難しくなった企業においても、自己の保有資産を利用することで資金調達への途が

1 プール化については、リスク分散の観点のほか、不良債権のバルクセールのように、単体では価値を

見出しにくい資産について取引対象を可能とするといった効果も生みます。 
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拓け、流動化・証券化手法の活用が改めて注目される可能性があります。また、資金繰

りに窮する企業に限らず、保有資産の切り離しを通じて資産を圧縮し、自己資本比率や

総資産収益率といった財務指標を改善できることも流動化・証券化におけるメリットの

一つと言えます。 

 

資産流動化・証券化の手法は、個別には流動性が乏しい個別資産（たとえばリース債

権、住宅ローン債権等）をプール化することで投資商品を組成し、優先劣後のトランシ

ェ分けや信用補完の仕組みにより投資家のリスク選好度に応じた商品設計を可能とし

ます。そのため、投資家（資金提供）側にとっても、市場が不安定な中で、投資対象の

選択肢が広がるというメリットを享受できます。その他にも、新型コロナウイルス対応

の融資による貸付残高の増加等を背景に、金融機関の ALM・リスク管理の観点から流

動化・証券化が検討されるかもしれません。 

 

このように、現在の経済状況を前提とした場合、資産流動化・証券化の意義が改めて

見直されることになると考えられます。 

 

Ⅲ. 新たな取組みへの注目 

 

資産流動化・証券化自体は新しいものではなく、確立した金融手法の一つです。他方

で、昨今の情勢に鑑み、新たな取組みがされる可能性もあります。 

 

1. ESG 投融資と流動化・証券化手法 

 

SDGs（持続可能な開発目標）や脱炭素社会の実現が意識されるなか、ESG 投融資

に関する需要は今後も見込まれるところです。ESG 投融資とは、環境（Environment）、

社会（Social）、企業統治（Governance）という非財務情報を考慮して行う投融資で

す。新型コロナウイルスの問題は、わが国における医療・福祉分野の課題を浮き彫り

にした側面もあるため、むしろ ESG 投融資の観点はいっそう重要となることも予想

されます。 

 

環境に関しては、太陽光発電所向けのプロジェクトファイナンスを信託によってリ

パッケージし、信託受益権等の形態で発行された事例等の件数も増加しており、これ

らは格付機関からグリーンボンド・ガイドライン2に基づくグリーンボンド評価も付

与されています3。厳格な資金使途の管理や資金の追跡管理等を中核的な要素の一つ

とするグリーンファイナンス・ソーシャルファイナンスの文脈において、流動化・証

券化のフレームワークは有用なものと考えられます。 

 
2 

2020 年改訂版について、環境省のウェブサイト（https://www.env.go.jp/press/107803.html）参照。 
3 グリーンボンド評価事例については、たとえば株式会社日本格付研究所（JCR）のウェブサイト

（https://www.jcr.co.jp/greenfinance/green/）参照。 

https://www.env.go.jp/press/107803.html
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/green/
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医療・福祉等を含む社会的課題の解決には、成果連動型民間委託契約方式（PFS）

の一類型であるソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）の活用も議論されています4。

SIB も、中間支援組織たる SPC が（又は中間支援組織が SPC を利用して）、資金調

達、地方公共団体との契約、サービス実施者との契約の Hub となるスキームが想定

されるところ5、流動化・証券化手法が応用可能な分野と言えます。 

 

2. キャッシュレス化と流動化・証券化 

 

これまでも政府はキャッシュレス決済の導入を積極的に推進してきました。新型コ

ロナウイルス感染症の蔓延に伴うインターネットを利用した購買活動の拡大や、店頭

における現金授受の回避への動きを背景に、キャッシュレス化の流れはいっそう進行

することが見込まれます。 

 

伝統的なキャッシュレス決済の手法という点では、これまでもクレジットカード債

権が流動化・証券化対象資産の典型例でした。今後は様々な新しいタイプのキャッシ

ュレス決済の普及とともに、事業者が保有する金銭債権の流動化・証券化が積極的に

検討されることになるかもしれません。近時のキャッシュレス決済については、前払

い・後払いの方式の違いや複数の決済事業者が関与するなど仕組みが複雑であること

も多いです。そのため、流動化・証券化に取り組む上では、誰に対する債権がどのタ

イミングで発生するか、キャッシュフローの動き等の仕組みを注意深く検証する必要

があります。 

 

Ⅳ. ペーパーレス化による影響 

 

テレワーク、在宅勤務中心の業務への切り替えに際して、業務に必要な書類（契約書、

社内文書等）のペーパーレス化の検討が急速に進んでいます。そのため、書類の電子化

に伴う流動化・証券化実務への影響についても今後は留意すべきと考えられます。 

 

流動化・証券化取引の組成に当たっては、多数の関連契約の締結、公証人による認証

や確定日付の取得、対象資産に関する登記、監督官庁に対する届出等、様々な手続や準

備が必要となりますが、これらの多くは関係者の押印や書面が必要とされてきました。

今後は、このような手続について、できる限り物理的な紙や押印を必要としない効率的

 
4 成果連動型民間委託契約方式の推進に関する関係府省庁連絡会議決定「成果連動型民間委託契約方式

の推進に関するアクションプラン」（令和 2年 3月 27 日）では、①PFS は、地方公共団体等が、民間

事業者に委託等して実施させる事業のうち、その事業により解決を目指す行政課題に対応した成果指

標が設定され、地方公共団体等が当該行政課題の解決のためにその事業を民間事業者に委託等した際

に支払う額等が当該成果指標の改善状況に連動するものとされ、②SIB は、PFS 事業を受託した民間

事業者が、当該事業に係る資金調達を金融機関等の資金提供者から行い、その返済等を成果に連動し

た地方公共団体からの支払額等に応じて行うものとされています。 
5 高木麻美「PFI とソーシャル・インパクト・ボンド」（塚本一郎＝金子郁容『ソーシャルインパクト・

ボンドとは何か』（ミネルヴァ書房、2016 年）所収）82～83 頁参照。 
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な実務の在り方が模索されることになることも予想されます。政府の規制改革推進会議

においても、行政手続に関するもの、民民間の商慣習等による手続いずれについても、

書面主義、押印原則、対面主義の見直しに向けた議論がされています6。 

 

ペーパーレス化は、内部文書や事務的なやり取り等をできる限り電子データの形式と

して業務効率化を図るだけでなく、取引先・顧客との契約締結を紙の契約書に代えて電

子的な方法により行う動きも拡大しています。このような電子契約については、必ずし

も契約当事者自らが電子署名を付すタイプのもの7に限らず、専門のサービス提供者が

電子データの正当性を証明するようなタイプ8などもあります。たとえば債権の流動

化・証券化においては、オリジネーターがサービサーとして対象債権の期中管理を行い、

対象債権に関する関連書類（原契約の契約書、印鑑証明書等）の原本を継続して管理す

ることも多く、オリジネーター兼サービサーに信用不安事由が生じると、バックアップ

サービサーや SPV に対して当該関連書類の原本が引き渡されることが想定されていま

す。この関連書類が電子化された場合、対象債権の成立・存在を証明するための電子デ

ータとしてどのようなものが必要となるか、そもそも「原本」の観念ができなくなる中

で関連書類の「原本」の保管や引渡しに関する取扱いがどのような影響を受けるか、と

いった点について、使用する電子契約、電子署名等の性質・特徴を踏まえた検討を要す

ることになります。 

 

ペーパーレス化に関しては、投資家に販売される証券等についても注意が必要です。

本年 5 月 1 日に施行された改正金融商品取引法においては、いわゆる STO（Security 

Token Offering）等に関して規制が整備されました。具体的には、信託受益権や組合持

分等もともと第二項有価証券とされていたものについて、トークン化してブロックチェ

ーン上で取引可能とする場合、一定の例外を除き、「電子記録移転権利」として第一項

有価証券としての開示規制等の適用を受けるものとされました9。また、「電子記録移転

権利」を含む「電子記録移転有価証券表示権利等」10を取り扱う金融商品取引業者に対

して、投資家保護の観点から特有の態勢整備が求められています11。一般に、資産流動

化・証券化取引においては、投資家は少数の機関投資家等に限定されることが多く、証

券等をトークン化して流通性を高めるニーズは現時点で限定的かもしれません。しかし、

このような取組みを行う場合に特有の法規制が存在することは認識しておく必要があ

ると言えます。 

 
6 第 6 回規制改革推進会議資料 2「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」（内閣府のウェブサイ

ト（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20200518/agenda.html））等参照。 
7 電子署名及び認証業務に関する法律（いわゆる電子署名法）では、本人による一定の要件を満たす電

子署名が行われた電子文書等を、真正に成立したもの（本人の意思に基づき作成されたもの）と推定

する旨が定められています。 
8 このようなタイプの電子契約の証拠力に関しても、規制改革推進会議で議論の対象となっています（規

制改革推進会議・第 10 回成長戦略ワーキンググループの資料（内閣府のウェブサイト

（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20200512/agenda.html））等参照）。 
9  金融商品取引法 2条 3 項等参照。 
10 金融商品取引業に関する内閣府令 1条 4 項 17 号参照。 
11 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 IV-3-5 参照。 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20200518/agenda.html
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20200512/agenda.html
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Ⅴ. 民法改正による後押し 

 

今後の流動化・証券化案件の取組みに当たっては、本年 4 月 1 日に施行された改正民

法の影響にも留意する必要があります。改正民法では、以下のように、流動化・証券化

の実務を後押しする改正も多く見られます。 

・ 旧法下で原則無効だった譲渡制限特約付債権の譲渡が原則有効とされ12、流動化・

証券化対象資産の選択肢に譲渡制限特約付債権が加わりました13。 

・ 賃貸不動産の所有権譲渡（原則として賃貸人たる地位も移転）に伴い、譲渡当事者

で賃貸人たる地位を留保する特約を合意することが新たに認められ14、不動産の流

動化・証券化において、マスターリース化に際しテナント承諾が不要となりました。 

・ 詐害行為取消権行使の要件について、倒産法上の否認権行使の要件に揃える方向性

で改正され15、不動産売買など旧法下では否認権よりも詐害行為取消権の方が認め

られやすいといった問題点が解消されました。 

 

譲渡制限特約付債権の譲渡については、個人情報保護委員会が公表する「金融機関に

おける個人情報保護に関する Q&A」が改正民法の施行に併せて改訂されました16。同

Q&A では、「債権譲渡に付随して譲渡人から譲受人に対して当該債権の管理に必要な範

囲において債務者及び保証人等に関する『個人データ』が提供される場合には、個人情

報保護法第 23 条により求められる第三者提供に関する本人の同意を事実上推定でき

る」とされていますが、改正民法により譲渡制限特約付債権の譲渡も原則として有効と

されたことに伴い、上記本人の同意が事実上推定される旨の取扱いが、譲渡制限特約付

債権の譲渡や流動化・証券化取引についても妥当することが明確にされました17。改正

民法の影響に関する検討に当たっては、このような関連する規制上の手当てについても

把握しておく必要があります。 

 

 
12 民法 466 条 2 項参照。 
13 ただし、一定の論点は残るため、今後も自己信託を用いたスキーム等との併用も予想されます。なお、

譲渡制限特約付債権を利用した資金調達に伴う法律上及び実務上の論点については、鎌田薫=内田貴ほ

か『重要論点 実務民法（債権関係）改正』78～94、111～113 頁等参照。 
14 民法 605 条の 2第 2 項参照。 
15 民法 424 条以下参照。 
16 個人情報保護委員会のウェブサイト（https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines/）参照。 
17 金融機関における個人情報保護に関する Q&A 問 V-4 参照。 

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines/
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お知らせ 

➢ 当事務所が監修した、全国銀行協会の「LIBOR の恒久的公表停止に係る相対貸出

のフォールバック条項の参考例（サンプル）」及びその解説が 3 月 31 日に公表さ

れました。詳細はこちら（全国銀行協会のウェブサイト）をご参照ください。 

 

セミナー 

➢ セミナー  『第 4265 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「民法改正が金融取

引実務に与える影響～取引類型別の注意点と契約条項の注意点

～」』 

      開催日時  2020 年 6 月 25 日（木）13：30～16：30 

      講師    末廣 裕亮 

      主催    金融ファクシミリ新聞社セミナールーム 

 

➢ セミナー  『洋上風力発電プロジェクトの最前線の実務～最新の規制動向を踏

まえた入札対応と実例に基づく事業開発・ファイナンスのノウハウ

～』 

      開催日時  2020 年 7 月 15 日（水）13：30～16：30 

      講師    村上 祐亮、市村 拓斗 

      主催    FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 4286 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「ABL（債権・動産

担保融資）と再生ファイナンスの実務上の留意点」』 

      開催日時  2020 年 7 月 27 日（月）13：30～17:00 

      講師    松井 裕介、末廣 裕亮 

      主催    金融ファクシミリ新聞社セミナールーム 

 

➢ セミナー  『第 4293 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファ

イナンスの実務～発電所プロジェクトの最新実務動向や法改正の

影響も踏まえて～」』 

      開催日時  2020 年 8 月 5 日（水）13：30～16：30 

      講師    末廣 裕亮 

      主催    金融ファクシミリ新聞社セミナールーム 

 

※  新型コロナウイルス感染症の影響を含め、セミナーに関する情報については、主催

者のウェブサイト等をご確認ください。 

 

https://www.zenginkyo.or.jp/news/2020/n033102/
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文献情報 

➢ 論文    「Japan - Law and Practice」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guide - Real Estate 2020 

https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/real-estate-20

20/japan 

著者    小澤 絵里子、石川 直樹、青山 大樹、蓮本 哲 

 

➢ 論文    「International Comparative Legal Guide to: Project Finance 2020 - 

Japan Chapter」 

掲載誌   International Comparative Legal Guide to: Project Finance 2020 

Ninth Edition 

著者    村上 祐亮、白川 佳 

 

NEWS 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（随時更新） 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に

関するニュースレターや寄稿、官公庁等の最新公開情報のリンクを当事務所 HP

にまとめております。詳細はこちら、英語版はこちらをご参照ください。 

 

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について（5 月 28 日更新） 

世界的な新型コロナウイルス感染症拡大を受け、当事務所では下記の対応を実施

しております。 

 

■在宅勤務について 

日本国内における緊急事態宣言の解除を受けて、当事務所の国内各オフィスでは

段階的に業務を再開しつつ、引き続き出勤者を減らすなどの対応をとることとし

ております。当事務所の海外オフィスでも出勤者を減らすなどの対応をとってお

り、また、シンガポールオフィスでは引き続き在宅勤務態勢をとっております。 

国内外すべての弁護士等は在宅でセキュリティが確保された形で業務を継続で

きる体制を整えており、今後もクライアントの皆様へのサービスを切れ目なく継

続してまいります。 

このような状況のため、お電話はつながらない可能性もございますので、担当者

の連絡先をご存知の方は、直接電子メール等でご連絡をいただきますようお願い

申し上げます。 

また、郵便・FAX 等につきましては迅速に確認できない場合がございます。予め

ご了承いただき、お急ぎの場合には直接担当者までお問い合わせをいただきます

ようお願い申し上げます。 

  

https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/real-estate-2020/japan
https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/real-estate-2020/japan
http://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2020/35.html
http://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/506.html


 

 
 

 

STRUCTURED FINANCE BULLETIN 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。

© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

8 
 

■当事務所主催のセミナーについて 

当面の間、当事務所主催のセミナーに関しては、会場での開催を中止又は延期い

たします。但し、ウェビナー・オンデマンド配信等によるセミナーの開催は継続

してまいりますので、今後のご案内をご確認いただければ幸いです。 

なお、中止もしくは延期となりました場合は、当該セミナーのウェブサイトにそ

の旨を記載するとともに、お申し込みいただいた方に順次メールにてご連絡を差

し上げます。既に中止・延期が決定しているセミナーについては、下記までお問

い合わせください。 

  

■非対面会議への移行について 

クライアント等の皆様との会議につきましても、引き続き当面の間、対面での会

議は原則として行わず、ウェブ会議や電話会議等の非対面形式での実施すること

としております。 

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

 

（セミナーに関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

E-mail: mhm_seminar@mhm-global.com 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


