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Ⅰ. はじめに

2020 年は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、これまでの社会の枠組みが根

本的に見直される一年でした。バンキング・ファイナンスの分野においても様々な変化

が生じていますので、今回は昨年のおさらいと今年の注目ポイントをご紹介したいと思

います。 

Ⅱ. ESG融資の拡大

コロナ禍を経て、持続可能性（SDGs）に対する社会の注目が一層高まっています。

この「持続可能性」を達成するための一つの方策として、非財務指標である ESG（環

境・社会・企業統治）を指標として考慮したファイナンスの普及が加速しています。2020

年には、ESG 融資を制度面でも推進すべく、環境省の主導で、各種のガイドラインや

宣言が策定・採択されましたし、2021 年も、ESG・SDGs に関する様々な取組みが公

的な後押しを受けて進むことが想定されます1。 

時期 公表物（主に融資取引に関連するもの）2 

2020年 3月 グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン 

2020年 4月 ESG地域金融実践ガイド 

2020年 7月 インパクトファイナンスの基本的考え方3

2020年 10月 ESG金融の深化を通じたポジティブインパクトの創出に向けた宣言 

1 更に、欧州では各種枠組みの統一化・義務化や、金融規制への取り込みの検討等もされています。こ

の潮流は日本における枠組みの議論にも影響を与える可能性があります。 
2 以下では主に ESGファイナンスの一手法としての融資を取り上げています。なお、別手法として、グ

リーンボンドに関しても環境省によりグリーンボンドガイドラインが策定され、国内で実績が蓄積され

ています。
3 「インパクトファイナンス」は、ESG 融資の発展形として位置づけられます。詳しくは、過去の

Banking/Structured Finance Bulletinをご参照ください。
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これらのガイドラインは、現時点では、強制力を持った「ルール」ではありません。

しかし、国際的なガイドラインに沿って作成されているものであり、ESG 融資を組成

するに際してはマーケットに対して「ガイドラインに沿っているか」の説明が必要にな

ります。 

 

他方で、実際に案件を組成するに際しては、これらのガイドラインが契約書の内容を

網羅的に規律するものではないことにも留意が必要です。ガイドラインにおいては、評

価指標の設定・算定方法やレポーティング等について一定の考え方が示されていますが、

実際に案件を組成するにあたっては柔軟な設計が可能です。また、ガイドラインに記載

がない事項（たとえば、指標を達成できなかった場合の契約上の効果や利用していた指

標が廃止された場合の対応）については、ESG 融資の趣旨・目的に沿うように個別案

件ごとの契約書における工夫が必要になります。 

 

このように、個々の案件における工夫の余地が大きい ESG 融資の案件組成にあたっ

ては、各種ガイドラインの検討に加えて、従来培われてきた各種案件における融資実務

が生かされることが期待されます。特に注目すべきは、近年発展を続けている再生可能

エネルギー事業に対するプロジェクトファイナンスです。再生可能エネルギーに対する

プロジェクトファイナンスは、資金使途が ESG 融資の趣旨に沿っていますので、契約

書作成実務において蓄積されている知見が ESG 融資の案件組成にあたって参考にでき

るものと思われます。更に、融資以外の形態としても、たとえば、証券化技術を利用し

て ESG融資をリパッケージして信託受益権・信託 ABLの形で投資家に販売したり、匿

名組合出資の形式で投資4したりすることも考えられ、今後もプロジェクトファイナン

ス・証券化技術を利用した ESG融資の一層の発展が見込まれます。 

 

Ⅲ. デジタル化の推進 

 

2020 年は、社会全体でテレワーク推進の機運が飛躍的に高まった 1 年でもありまし

た。これを受けて、各分野で手続のデジタル化が急速に進められており、バンキング・

ファイナンス分野もその例外ではありません。特に契約書のデジタル化について、各官

庁から促進する動きがありました。 

 

まず、内閣府・法務省・経済産業省から 2020年 6月に「押印についての Q&A」が公

表されました。これは、テレワーク推進の障害となっているとされていた押印慣行の見

直しを促すことを目的として公表されたものです。また、いわゆるクラウド型の電子署

名サービス（利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を

 
4 匿名組合出資による場合、出資持分の募集・運用に関する規制の適用関係にも留意が必要です。匿名

組合出資持分はいわゆる「集団投資スキーム持分」として金融商品取引法上のみなし有価証券に該当し

ますが（金融商品取引法 2 条 2 項 5 号）、主として有価証券等に投資するような場合には金融商品取引

法上の開示規制等の適用を受けますし、そうでない場合であっても第二種金融商品取引業協会の自主規

制である「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」の適用を受ける可能性があります。 

http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf
https://www.t2fifa.or.jp/teikan/pdf/j-kisei/j-kisei02-2-202008.pdf
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行う電子契約サービス）について、一定の要件の下に電子署名法の適用を受けるという

新たな行政解釈が示されました5。更に、金融庁では、2020年 6月から「金融業界にお

ける書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」が開催され、12 月に「書面・押

印・対面手続の見直しに向けた論点整理」が公表されました。この論点整理では、金融

業界において電子署名を利用することを促す方向で、現状・課題と業界としての対応の

整理が行われています。特に銀行業界では「あらゆる取引の電子化」を目指す姿として

対応を進めることが示されています。 

 

もっとも、銀行業界における融資契約手続の電子化に関しては、個人向け融資におい

てカードローン等の電子化が一定程度進んでいるものの、法人向け融資は限定的な導入

に留まっていると論点整理でも指摘されています。この背景としては、押印以外の方法

についてその証拠力や取引権限確認に関する懸念があることや、オンライン取引による

セキュリティへの不安、抵当権設定登記のオンライン申請に手続き面での課題が残って

いること等が挙げられています。 

 

このように、融資契約手続のデジタル化についてはまだ課題も多く残っており、各課

題について継続的な検討が必要な状況です。また、融資取引の全面的なデジタル化のた

めには、契約書の電子化のみならず、担保設定時における登記手続や確定日付取得手続

といった付随する手続も含めて取引全体を検証し、書面を中心とした実務の変更につい

て議論を行う必要があります。たとえば、日本司法書士連合会では抵当権設定登記のオ

ンライン申請の促進について検討がなされていますし6、確定日付取得手続の電子化促

進に向けた動きも進んでいます7。また、法的な課題の残る融資契約や担保設定手続の

電子化に先だち、融資実行の前提条件書面や期中における各種提出書面の電子的な提出

をまず進めることも考えられます。社会全体のデジタル化が進む中で、今後も、融資契

約を取り巻く関連制度の動きに目を配りつつ、可能なものから手続のデジタル化を進め

ていく必要があります。 

 

 
5 総務省・法務省・経済産業省により公表された「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署

名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関する Q&A（電子署名法 2条 1項に関する Q&A）」及び

「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関

する Q&A（電子署名法 3条に関する Q&A）」を参照ください。 
6 前述「書面・押印・対面手続の見直しに向けた論点整理」脚注 20を参照ください。 
7 電子確定日付の集中的な処理のために、2020 年 8 月には電子確定日付センターが設けられています。

また、政府の推進する規制のサンドボックス制度においても、SMSを利用した債権譲渡通知に関する実

証が、将来の法改正を期待した認証プロジェクトとして進められています。 

https://www.fsa.go.jp/singi/shomen_oin/shiryou/20201225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/shomen_oin/shiryou/20201225/01.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei_qa.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei_qa.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei3_qa.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei3_qa.html
https://www.koshonin.gr.jp/center
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626011/20200626011.html
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626011/20200626011.html
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Ⅳ. 担保法制の改正 

 

法制度に目を向けると、担保法制に関する立法の議論が進んでいます。 

 

1. 動産・債権に関する担保法制 

 

まず、動産・債権を目的とする担保法制について改正の機運が高まっています。 

 

近年、在庫や売掛債権を担保として活用する資金調達が増加していますが、民法上

これに対応する規定が不十分かつ不明確である、という指摘がなされてきました。た

とえば、民法には「動産の占有を取得しないで担保設定する」という要請に対応する

担保権が明文規定として存在しないため、在庫を担保として融資を行う場合には、明

文規定のない「譲渡担保権」を用いる必要が生じています。また、流動的な集合動産

や集合債権の扱いについても、現行の民法の明文規定で十分に解決できる問題ではあ

りません。このように、現状、在庫や売掛債権を担保として取得する場合には、担保

権の設定・管理・実行のそれぞれの段階で（法律に明文規定のない）種々の法的論点

があるため、各論点を十分に理解した上で契約書において対応を行うことが必要とさ

れています。 

 

このような状況を踏まえて、「動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会」

が 2019年 3月から開催されてきました。2021年には、この研究会から取りまとめ報

告が行われ、その後、法制審議会の諮問へと進むことが予想されます。取りまとめで

扱われ得る論点は、動産・債権に関する担保法制全体の構成から、各担保権の効力・

対抗要件・優劣関係・実行といった個別論点まで多岐にわたっており、従前の実務や

裁判例の動向を踏まえた改正となることが見込まれています。実務上も、改正の議論

を参照しつつ、在庫や売掛債権の担保としての活用が引き続き広がっていくものと思

われます。 

 

2. 「事業成長担保権」の新設 

 

また、事業全体に対する包括的な担保権の新設を目指す議論も行われています。現

行の担保法制は不動産のような有形資産の担保を中心としているため、有形資産を持

たない事業者（スタートアップ段階の企業等）は、たとえ将来性があったとしても金

融機関からの資金供給が難しいという問題がありました。 

 

そこで、金融庁は、2020年 11月から 3回に亘って「事業者を支える融資・再生実

務のあり方に関する研究会」を開催し、12 月に論点整理を公表しました。この論点

整理では、従来の担保権を補う新たな選択肢として、知的財産やのれんを含む事業全

https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/dou-tanpohousei
https://www.fsa.go.jp/singi/arikataken/rontenseiri.pdf
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体に対する包括的な担保権である「事業成長担保権」を提案しています。今後は、こ

の論点整理も参考としながら、法制審議会で更に検討が進められる見通しです。 

 

従来、LBOやプロジェクトファイナンスの実務においては、対象企業の全資産を担

保として融資を行ういわゆる「全資産担保」が広く行われてきました。このような「全

資産担保」を実現するためには、対象企業の個別資産に対してそれぞれ担保設定を行

う必要があり、煩雑な手続が必要となっていました8。この点、今回議論されている

包括担保権は、1つの担保権で多くの資産に対する担保設定が可能となるものとして、

全資産担保の実務に利用されることが期待されます9。 

 

Ⅴ. 注目裁判例 

 

ファイナンスの従来の実務との関係で、気をつけるべき下級審裁判例もいくつか登場

しています。 

 

1. 利息制限法の社債への適用を否定した裁判例 

 

社債について利息制限法が適用されるか（利息制限法に基づく上限利息を超える社

債利息を付すことはできるか）という論点は、肯定説10と否定説11に見解が分かれて

おり、確定的な解決を見ていません。この論点に関して、2019 年後半に東京高裁に

おいて適用を否定した判決が下されました12。この判決は、「社債権者が一方的に社債

の発行条件を定めた等の特段の事情がない限り、社債には利息制限法が適用されな

い」と判示しています。 

 

もっとも、社債に対する利息制限法の適用を肯定した別の裁判例も存在していると

ころであり13、今後の最高裁の判断が待たれるところです。一口に「社債」といって

もその経済的な実態は多様であり、①多数の投資家を前提として広く市場から資金を

調達するタイプのものから、②単独又はごく少数の投資家を前提として交渉によって

条件を決定するタイプのものまであります。②は実態としては投資家による貸付と同

視できますから、貸付に利息制限法が適用される以上はそれと同視できるような社債

にも利息制限法が適用される、という主張にも合理性があるところであり、少なくと

 
8 これまでも、工場財団抵当権のような一定の範囲の資産に対して包括的に担保権を設定する方法がプ

ロジェクトファイナンスで活用されてきましたが、「工場」に含めることが可能な資産の範囲に限界があ

り、プロジェクト契約上の債権等の個別資産に対する担保設定も併用されてきました。 
9 なお、「全資産担保」といっても実務上はバラエティに富んでおり、文字通りあらゆる資産に担保設定

を行うものから、担保範囲を不動産や株式等に限定した上で実施するものまであるため、新しい制度は

これらの個々の目的に応えられるような柔軟な設計であることが望まれます。 
10 上柳克郞ほか編「新版注釈会社法(10)」59頁〔上田弘〕等。 
11 昭和 29年 12月 24日民事甲第 2625号民事局長回答。 
12 東京高判令和元年 10月 30日・金判 1595号 48頁。 
13 東京地判平成 30年 7月 25日・判タ 1470号 208頁。なお、本判決については控訴審で和解が成立し

たようであり、上級審の判断は示されていません。 
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も②貸付と同視されるような社債については今後も案件に応じた慎重な検討が必要

と思われます。 

 

2. 真正譲渡性を否定した裁判例 

 

2020 年には、金銭債権の譲渡による資金調達取引について、当該譲渡の真正譲渡

性を否定した裁判例も出ています14。 

 

事案としては、経営状態の悪化した医療法人が診療報酬債権を SPC に対して譲渡

して資金調達を行ったものの、最終的に民事再生手続に入ることとなり、同手続にお

いて譲渡対象となった診療報酬債権について担保権消滅許可の申立て（民事再生法

148 条 1 項）がなされた、というものでした。地裁はこの申立てを許可したところ、

SPC がこれを不服として抗告しましたが、抗告審（東京高裁）は、診療報酬債権の

譲渡について真正譲渡性を否定し、譲渡担保権が設定されていたものと認定して、

SPCの主張を退けました。 

 

真正譲渡性が否定されると、取引が譲渡ではなく担保権付金融取引と認定され、譲

受人の権利が「所有権」でなく「担保権」であったものとして取り扱われることにな

るため、譲渡人が倒産したような場面において想定外の制約を受け得ることになって

しまいます。その意味で、真正譲渡性を否定する裁判例は、証券化の実務の観点から

慎重に確認しておく必要があります。 

 

もっとも、本決定は、真正譲渡性の一般的な基準を示したものではなく、事例判断

を行ったものであるものと捉えられます。更に、事例判断としても、従来の実務上の

基準からして真正譲渡であることを認め難いような取引であったため15、今までの証

券化の実務に否定的な影響を与えるものではないと考えられます16。 

 
14 東京高決令和 2年 2月 14日・金法 2141号 70頁。 
15 たとえば、決定内容において明らかにされている事実関係を見る限り、譲渡の 2年経過後は譲渡人に

よる任意解約権が認められており、かつ、解約に伴い譲渡人が（時価ではなく）債権残高相当額の債権

買戻義務を負担するものとされていたため、譲渡対象債権に関するリスク・支配が譲受人に移転してい

ない、あるいは、「被担保債権」に該当するものが存在する、と認められやすい取引であったといえます。 
16 本決定は、その理由付けにおいて、たとえば自ら診療報酬債権を回収するよりも早く診療報酬債権を

資金化できる金融取引としての側面に着目する等（債権譲渡取引は「金融取引」か否かにかかわらず常

に対象債権を自ら回収するよりも早く資金＝譲渡代金を手に入れられる性質の取引ですので、この点は

真正譲渡性とは無関係といえます。）、疑問が残る部分も見られ、その理論的な側面についての先例的な

価値も限定的と評価できます。 
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セミナー 

➢ セミナー  『コンセッション事業のリスク分担に関する実務上のポイント〜プ

ロジェクトファイナンスによる資金調達も踏まえ、最新実務を解説

〜』 

      開催日時  2021年 2月 26日（金） 9:30～12:30 

      講師    末廣 裕亮 

      主催    金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『データセンターに対する不動産投資実務〜DD・契約実務を中心

に解説〜』 

      開催日時  2021年 1月 28日（木） 13:30～16:30 

      講師    蓮本 哲 

      主催    金融財務研究会 

 

文献情報 

➢ 書籍    『ルール・チェンジ 武器としてのビジネス法』（2020年 12月刊） 

出版社   日本経済新聞出版 

著者    佐藤 正謙、澤口 実、石綿 学、鈴木 克昌、石井 裕介、小松 岳志、 

浦岡 洋、増島 雅和、岡田 淳、堀 天子、荒井 太一（共著） 

 

➢ 論文    「LIBORの恒久的公表停止とシンジケートローン」 

掲載誌   金融法務事情 No.2150 

著者    青山 大樹 

 

NEWS 

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2021 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2021にて、当事務所は日本における 16の分野で上位

グループにランキングされ、5名の弁護⼠が各分野で Hall of Fame に選ばれ、26

名の弁護士が各分野で Leading individuals に選ばれました。当事務所のバンコク

オフィスおよびヤンゴンオフィスにおいても複数の分野で上位グループにラン

キングされ、各オフィスに所属する弁護士が各分野で高い評価を得ております。 

 

・Banking and finance 

Leading individual: 青山 大樹、佐藤 正謙、小林 卓泰 

Next Generation Partners: 末廣 裕亮 

Rising Stars Lawyers: 白川 佳 
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・Real estate and construction 

Hall of Fame: 小澤 絵里子 

Leading individual: 佐藤 正謙 

 

➢ Chambers Asia-Pacific 2021にて高い評価を得ました 

Chambers Asia Pacific 2021 で、当事務所は日本における 17の分野で上位グル

ープにランキングされ、当事務所の弁護士がその分野で高い評価を得ました。当

事務所のバンコクオフィスおよびヤンゴンオフィスにおいても 5 の分野で上位

グループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士が高い評価を得ており

ます。 

 

・Banking & Finance 

Leading Individual: 佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

 

・Capital Markets: J-REITs  

Leading Individual: 藤津 康彦、尾本 太郎 

 

・Projects & Energy 

Leading Individual: 小林 卓泰、岡谷 茂樹 

Up and Coming: 末廣 裕亮 

 

・Real Estate 

Leading Individual: 小澤 絵里子、石川 直樹 

Up and Coming: 蓮本 哲 

 

➢ パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ 

本年 1 月 1 日付にて、下記の 10 名の弁護士がパートナーに就任いたしました。 

 

【パートナー】 

岸 寛樹、佐藤 典仁、片桐 大、木山 二郎、西尾 賢司、石橋 誠之、今仲 翔、

小林 雄介、白川 佳、松田 悠希 

 

また、同日付で 7名の弁護士がカウンセルに就任いたしました。 

 

【カウンセル】 

倉持 喜史、天野 園子、増田 雅史、宮岡 邦生、繁多 行成、細川 怜嗣、田中 亜

樹 
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今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、

日々研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたし

ます。  

 

➢ 新人弁護士（35名）が入所しました 

 

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

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 

11都府県における緊急事態宣言の再発出を受けて、当事務所の国内オフィス（高

松オフィスを除く）では緊急事態宣言に沿う形で在宅勤務の比率を上げ、出勤者

を減らすなどの対応をとることとしております。当事務所のその他のオフィスで

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。 

 

■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、中止又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。 
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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 


