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住宅金融支援機構 MBS の設計思想について 

ストラクチャードファイナンスの発想に基づく「倒産隔離」の確保とその時代背景 
 
住宅金融支援機構が発行する MBS には、他の債券には見られない「仕掛け」が組み込まれて

いる。債券の名称に「貸付債権担保」ということばが含まれるが、質権設定や譲渡担保などの形

で担保設定されている訳ではない。債券保有者の集合を受益者とする他益信託の設定と、「受益

権行使事由」と呼ばれる投資家が保有する債券を消滅させ、投資家に信託受益権を確定的に取

得させるメカニズムを組み込んでいる。 
こうした仕組みについては、商品内容説明書でも説明されているし、住宅金融支援機構による

ものを含む多数の IR資料や解説資料で説明されているので、市場関係者でこうした説明を目にし

たことがない人はいないのではないか。 
本稿では、筆者から見た他益信託の設定と「受益権行使事由」をセットにした住宅金融支援機

構 MBS の設計思想について備忘を兼ねて若干のコメントを書き記しておく。 
設計思想といっても、これを 1999 年から 2000 年頃に考案した人たちは、公には沈黙を保っ

ているため、第三者である筆者から見た着目点と言うべきかもしれない。 
住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫についても変わりはない）は、MBS の発行に先立って、

MBS の発行額を一定割合で上回る残高の住宅ローン債権を信託設定する。たとえば、「信用補

完率」が 20％として発行される回号は、債券（MBS）発行残高 100 に対して、信託財産の残高が

125 を保つように発行額が決定され、毎月の償還金額が決まる。「信用補完率」は、優先劣後構

造を採用する証券化商品の劣後比率と同じ方法で算出する値になる。つまり、MBS の残高 100
に対して信託財産が 125 ある状態が信用補完率 20％である。この比率は、 125−100

125
=0.2 とし

て算出する。これを超過担保比率が 125％であるとか、25％である、と言ってもよさそうなものだ

が、証券化商品の劣後比率と同じように算出する慣行が定着している。 
証券化商品の劣後比率的な値なので、（利息や費用はとりあえず考慮外とし、元本だけを考え

た場合に）裏付資産の残高に対して元本ベースでどれだけの毀損（貸付債権であれば、回収不能）

に耐えられるかという比率という意味だと考えることができる。つまり、信託財産に含まれる貸付

債権 125のうち、100 だけが回収でき、25（つまり、125 に対して20％）が回収不能となっても、

MBS 投資家に対して返済するべき元本の 100 を捻出でき、投資家は（信用リスクに起因する）損

失を被らないということになる。しかし、この「信用補完」が MBS の投資家にとって実際に「信用補

完」措置として機能するのは、「受益権行使事由」発生後のみとなる。受益権行使事由が発生しな

い限り、住宅金融支援機構が MBS の元利払いの債務を負う。 
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住宅金融支援機構 MBS の仕組み上の際だった特徴 

住宅金融支援機構 MBS は、一般的な債券とは異なり、発行体が一定期間不払いを続けること

が期限の利益喪失事由とはされていない。その代わりに、「受益権行使事由」が定められており、

一定期間（７日間）不払いが続くと、債券が消滅し、投資家が信託受益権を確定的に取得すること

になる。投資家は、債券保有者ではなく確定的な受益権者になり、債券の元利払いではなく、信

託財産からの配当を受け取る立場になる。 
債券が消滅し、投資家が信託受益権を確定的に取得する「受益権行使事由」として約定されて

いる事由は、不払いの継続だけではない。債券の債務者（債務系承認を含む）が株式会社になる

か、会社更生法もしくは類似する倒産手続の適用が可能になる法人になった場合も「受益権行使

事由」として定められている。 
住宅金融支援機構が一切金銭的な債務不履行を発生させていなくても、株式会社に組織変更

されれば、「受益権行使事由」に該当してしまい、債券が消滅し、投資家が信託受益権を確定的

に取得することになる。これが住宅金融支援機構 MBS の信用リスク面での評価（シナリオ分析を

含む）、または、格付会社からターゲットとする格付けを取得する上でのポイントになる。 
受益権行使事由は、住宅金融公庫・住宅金融支援機構がこれまで発行してきたMBSの商品内

容説明書に記載されているが、要約すると、次のような４つの事由になる。 
 

A) 債務継承人が定められずに、発行体を解散する法律が施行され、発行体が解散した場合 
B) 債務継承人が株式会社になるか、または、会社更生法もしくは類似する倒産手続の適用

が可能になる法人になる法令が施行され、発行体が解散した場合 
C) 債券の債務者（発行体または債務の継承人）が株式会社になるか、または、会社更生法も

しくは類似する倒産手続の適用が可能になる法人になる法令が施行され、債券の債務者

がそのような法人になった場合 
D) 発行体が発行する債券について支払不履行が発生し、７日以内に治癒されない場合 
（出所： 商品内容説明書を筆者が要約。詳しくは、商品内容説明書を参照ください。） 

 
これら４つの受益権行使事由のうち、２番目と３番目の事由に、株式会社または会社更生法に

対するこだわりが見える。この信託設定が担保目的で行われていると主張され、発行体（債務の

継承人を含む）に会社更生手続が開始された場合に、担保取引として再構成される可能性を可能

な限り排除しようとしているものと評価できる。 
現行の日本の倒産法制度の下では、破産手続と民事再生手続であれば、担保権者に別除権

が認められているので、多少のタイムラグは生じるかもしれないが、倒産手続外で担保権者の権

利行使が可能である。また、そもそも、特殊法人や独立行政法人のような公的な機関に破産能力
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または民事再生能力があるかについては、否定的に考える学説もある。 
 

会社更生手続における更生担保権化の可能性を排除しようとする仕組み 
 
ところが、会社更生手続であれば、担保権は、原則として、更生担保権となり、会社更生手続の

外での行使はできない。更に、更生計画によって権利内容が変更される可能性がある。 
住宅金融公庫（特殊法人）も住宅金融支援機構（独立行政法人）も株式会社ではないので、現

行の法令を所与のものとする限り、会社更生手続の適用はあり得ない。しかし、日本政策金融公

庫の事例を挙げるまでもなく、国が 100％出資する政策金融機関であっても、株式会社形態を採

ることもあり得るうえ、会社更生法の第１条に「この法律は、窮境にある株式会社について、更生

計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係

人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。」とあ

るので、法人形態が株式会社であれば、会社更生手続は可能であると解釈できるだろう。 
「受益権行使事由」の２番目と３番目に掲げられている事由は、更生担保権として扱われてしま

う可能性を排除しようとしている。住宅金融支援機構が株式会社に組織変更するだけで、債券は

消滅し（従って、発行体の元利払いにかかる債務は消滅し）、投資家は信託受益権を確定的に取

得する。受益権行使事由発生後は、住宅金融支援機構（またはその債務等を継承する者）は、信

託財産に対する支配権を有さないこと、信託財産の買い戻し義務を負わないことなどから、担保

権であると再構成することは極めて難しいと思われる。また、仮に担保として再構成するとしても、

会社更生手続開始に先立って、既にその実行が完了している担保権について、更生担保権として

扱うことも難しいように思える。 
けっきょくのところ、「受益権行使事由」のうち、２番目と３番目に掲げられている事由は、発行体

の法人形態が株式会社ではないこと、そして、現行の法令では、会社更生手続は株式会社のみ

にしかあり得ないことを踏まえて、会社更生手続における更生担保権化リスクを可能な限り排除し

ようとしているものと考えられる。 
「受益権行使事由」が発生してしまえば、元本償還が信託財産の元本残高の当初対比の比率

（ファクター）に連動するのではなく、信託財産を管理回収して得られる資金をいわゆる「ターボ償

還」方式で、サービシング費用等の経費差引後、受益者に配当することになる。信託財産に含ま

れる住宅ローンの残高が MBS の未償還元本残高を上回るように運営されるので、住宅ローンに

高い水準の延滞・不払いが生じない限り、元本償還が速まると想定される。信託財産における利

息収入のうち、経費および予定配当率（MBS の利率）による配当（収益の配当）に充当して余る金

額は追加的に元本償還に充てられる他、いわゆる「超過担保」に相当する部分（信託財産の残高

が MBS の未償還残高を上回っている部分）の元本回収金も配当（元本償還）に充当されるからで

ある。 
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住宅金融支援機構MBSは、「受益権行使事由」が発生しない限り、「信用補完率」を維持するよ

うに償還が進む。一般的なトランシェ分けされた証券化商品では、プールファクター（裏付資産の

当初残高を 1 とした場合の現在残高）とノートファクター（特定のトランシェの証券化商品の当初残

高を1とした場合の現在残高）は発行当初を除き異なる値となるが、住宅金融支援機構MBSは、

「プールファクター」と「ノートファクター」を兼用して「ファクター」で済ませていることに見られるよう

に、「ノートファクター」が常に「プールファクター」に一致するように元本償還を行う。このため、厳

密にはパススルー債ではないものの、プリペイメント（裏付となる住宅ローンの繰上げ返済、MBS
の繰上げ償還）については、パススルー債と全く同じように分析すればよい。裏付資産が減る（当

初残高に対する比率で見た場合の）速度と MBS の償還速度が一致するからである。 
 

「受益権行使事由」の発生を市場関係者は歓迎しないであろう 
 
ところが、「受益権行使事由」が発生してしまうと、この関係が崩れる。未償還元本残高で見た

「ノートファクター」と「プールファクター」が別々に変化していくことになる。両者の乖離幅は、各回

号の「信用補完率」の違い、裏付資産の WAC（加重平均利回り）と利率（クーポン、受益権行使事

由発生後は予定配当率）の差異、裏付資産に発生する延滞や貸倒れの発生状況によって異なる

ことになる。予想が煩雑になるうえ、ほふりを用いて電子的に売買に伴う名義変更ができる振替

債ではなく、振替制度を使えない信託受益権になっているため、流通市場で売買しようとすれば

今後、何らかの措置が講じられない限り、いちいち売買契約書を締結し、受託者（回号によって異

なる信託銀行）の承諾を得るという事務作業が発生することになる。「受益権行使事由」の発生は、

市場関係者にとって、歓迎するべきことではない。実際に起きてしまうと、厄介なものになる。 
 

格付会社が格付けを付与する視点 
 
住宅金融支援機構 MBS は、旧住宅金融公庫が発行した回号を含め、発行時に格付会社２社

からそれぞれ最上位格付けを取得してきている。格付会社は、両者とも、住宅金融支援機構 MBS
を概ね証券化商品と見て格付けを付与している。つまり、担保付き債券だという理由で、発行体の

格付け（たとえば、一般担保付で発行する財投機関債に付与するであろう格付け）に対してデフォ

ルト時損失率が小さいであろうことを根拠にノッチアップ（格付けの上乗せ）をするのではなく、住

宅ローン債権の証券化商品の評価と同様に、裏付資産となる住宅ローン債権の量（信用補完率）

と質（属性から推定してどの程度貸倒れが発生しそうかの予想、または、特定の格付けを付与す

るためのストレス損失）のバランスで格付けが決まる。つまり、発行から一定期間後または発行直

後に「受益権行使事由」が発生してしまうというシナリオに基づいて格付けを付与していることにな

る。言うまでもないが、「受益権行使事由」が発生してしまえば、一般的な証券化商品と基本的な
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部分で異なるところはない。 
このような考え方で格付けを付与することを正当化できるのは、「更生担保権化リスク」を十分

に排除できていると評価できるからであろう。もし「更生担保権化リスク」が無視し得ない水準で残

ると判断するのなら、格付会社による格付け分析上、そして、格付会社でなくても、審査部門など

の信用リスク分析において、担保付債券として評価するしかないだろう。その場合に、格付会社で

あれば、発行体格付けを２ノッチ以上上回る格付けを出すことは容易ではなくなる。 
 

カバードボンドとのコンセプトの相異点と類似点 
 
住宅金融支援機構 MBS は、カバードボンドとは呼び難いと筆者は考えている。なぜならば、カ

バードボンドの特徴であるデュアルリコース性を十分に備えていないからである。リコース先（投資

家が請求できる先）は、「受益権行使事由」が発生してしまえば、信託財産だけになる。仮に、発

行体が株式会社に組織変更されてしまった後、財務健全性を維持し、十分に支払い能力を維持し

ていたとしても、信託財産に含まれる住宅ローン債権に大量の貸倒れが発生し、投資家が取得し

た信託受益権の元本を金銭で償還できなくなっても、不足する額を株式会社になった旧発行体に

請求することはできない。 
もっとも、カバードボンドと類似する点もある。平時は（受益権行使事由が発生していない段階

では）、信託設定された住宅ローン債権について、委託者である住宅金融支援機構が管理してお

り、４か月延滞が発生すると信託の一部解約または正常債権との差替えの方法により、延滞債権

の処理を行う。これは、カバードボンドにおいて、カバープールの中身を発行体が随時入れ替えら

れるように仕組むことに極めて類似している。 
 

「倒産隔離」の時代背景 
 
筆者は、住宅金融支援機構 MBS の仕組みは、ストラクチャードファイナンスの領域に属すると

考えている。他益信託の設定と「受益権行使事由」をセットにした仕組みは、住宅金融公庫が

2001 年３月に MBS の発行を開始した時点から継続的に採用されている。ストラクチャードファイ

ナンスは、金融取引に何らかの仕組みを組み込むことで、何らかのリスクを加工したり、分解した

り、リスク・リターン特性を変更するようなエンジニアリングである。通常は、法制度の改正を前提

とせず、現行の法制度を所与のものとして、創意工夫により、特定のリスクを緩和し、排除しようと

するものである。 
住宅金融公庫 MBS の初回の回号が発行されたのは、2001 年３月であった。本稿で解説した

これに採用された仕組みは、その前年または前々年に考案されたものであろうことが推定できる。 
日本で 1990 年代以降、リース料債権、クレジット債権、貸付債権などの資産が証券化される

 
 
 

5 



新生ストラテジーノート  新生証券株式会社 調査部 

6 

際に、最も重視されたように思える要素が、オリジネーター（証券化商品の発行によって資金調達

をする企業と考えてもよい）が倒産しても、その倒産手続きに影響を受けずに、裏付資産からの回

収金を投資家が享受できるようにするという意味合いでの「倒産隔離」の確保である。住宅金融支

援機構 MBSは、一般的な証券化商品とはだいぶ異なる形態であるが、高度な「倒産隔離」を確保

していると評価できる点で、一般的な証券化商品と共通である。 
オリジネーターの倒産手続きの影響を受けないように仕組むということは、オリジネーターの信

用リスクの制約を受けないようにすることと重なる。邦銀の不良債権が顕著な問題として認識され、

大企業や金融機関が次々と経営破綻（法的倒産手続の開始を含む）した1997年～1998年とい

った時期に、国内債券市場で資金運用していた金融機関・機関投資家は、全般的に、信用リスク

の負担に対して極めて慎重になった。こうした市場環境でも、「オリジネーターが倒産しても大丈夫」

だと説明できる証券化商品は、生損保、系統上部、一部の地銀といった、信用リスクの負担に慎

重になっていた投資家に受け入れられた。盛んにリース料債権の証券化を行っていた日本リース

が会社更生手続開始の申し立てをして倒産した後も、日本リースがオリジネーター兼サービサー

となる証券化商品は、何れも元利払いが途絶えることなく、満額償還された。一般的に証券化商

品の組成における「倒産隔離」の要素を具備しておくことは、理論面だけではなく、実際にオリジネ

ーターが倒産しても耐えられるということを証明した事例となった。 
 

ソブリン格付けはトリプル A とは限らない 

ムーディーズが 1998年 11 月に日本のソブリン格付けをAaa から Aa1 へと引き下げたことは、

多くの国内債券市場関係者にとって新鮮な驚きであったように思える。日本を含め、主要先進国

の国債の格付けは最上位のトリプル A であって然るべきだという思い込みが広く共有されていた

ように思える。筆者もそう思っていた。この頃から、財投改革が進み、1997 年には郵便貯金の預

託義務が廃止され、2000 年に「資金運用部資金法等の一部を改正する法律」が成立し、2001
年 4 月 1 日に財務省資金運用部は廃止され、同年、特殊法人等による政府保証のない債券（財

投機関債）の発行が始まった。住宅金融公庫の MBS（初回の回号は 2001 年 3 月発行）はその

先駆け的な存在であった。 
財投改革まで資金運用部からの借入れ（財政融資貸付金の借入れ）に大きく依存してきた財投

機関が政府保証の付かない債券を発行するとして、その債券に格付けを取得しようとすれば、ど

のような水準になるだろうか。政府が100％（または過半）出資する政策的役割を担う単体で見れ

ば必ずしも財務面で盤石ではない機関が国債の格付けを上回る格付けを取得することは困難で

ある。ソブリン格付けがトリプル A未満に引き下げられれば、財投機関債に最上位格付けのトリプ

ル A 格を取得することは難しくなる。 
ところが、証券化商品の考え方を採用し、裏付資産の量と質で信用リスク評価を受けられる仕
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組みを開発すれば、ソブリン格付けがトリプル A 格未満に下がったとしても、格付会社から最上位

格付けのトリプル A 格を取得することは十分にあり得る。 
スタンダード＆プアーズ（現 S&P グローバル）は、住宅金融公庫が初の MBS を発行する前月に

当たる 2001 年 2 月に、日本のソブリン格付けを AAA から AA+ へと引き下げた。S&P はその

後も数次にわたり、日本のソブリン格付けを引き下げ、2015 年 9 月 16 日以降は A+ になって

いる。（なお、2010 年に日本において信用格付業者登録制が導入されて以降の S&P によるソブ

リン格付けは、無登録格付けである。住宅金融支援機構 MBS の格付けは金融庁長官の登録を

受けた信用格付業者―日本法人―による格付けである。）スタンダード＆プアーズ（現S&Pグロー

バル）は、これまで発行された全ての住宅金融公庫MBSと住宅金融支援機構MBSに格付けを付

与してきたが、全て、当初はトリプル A であった。発行後に一部格下げとなった回号もあったが、

後に格上げとなり、現存する回号の格付けは全てトリプル A となっている。 
ソブリン格付けは常に最上位のトリプルA格とは限らない。ソブリン格付けがトリプルAではなく

ても、格付会社からトリプル A を取得できるような仕組みを開発していたと評価できる。 
 

政府系機関の業務や組織は、時期によって、見直しの対象になる 
 
特殊法人整理合理化の動きが 1980 年代から断続的に発生しており、2001 年には多くの特

殊法人が独立行政法人に組織替えとなった。また、小泉純一郎首相の主導で郵政民営化の検討

も進んだ。住宅金融公庫は 2007年 4月に独立行政法人住宅金融支援機構に業務を引き継ぎ、

清算された。その翌年、2008 年には、政府系金融機関が株式会社（特殊会社）化された。株式

会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫の発足(何
れも 2008 年 10 月 1 日)である。後に、日本政策金融公庫から分離する形で 2012 年 4 月に株

式会社国際協力銀行が発足した。住宅金融支援機構についてもその業務や組織について断続

的に見直しの動きが生じたものの、現在は独立行政法人形態を維持している。 
このような動きは、1999 年または 2000 年の時点で、予兆は見られたとは言え、極めて政治

的な動向であり、進展を正確に予想することは困難である。むしろ、1990 年代までは、当時存在

した特殊法人が株式会社に組織替えされてしまうことは、国鉄や電電公社などの前例があったと

はいえ、多くの人たちは予想できなかったのではないだろうか。 
住宅金融公庫が採用した MBS の発行形態は、こうした事態にも予め備えておくという意味合い

もあろう。 
 

毎月元利払いという斬新さ 
 
国内で発行される円建ての債券（利付国債、いわゆる財投機関債、民間企業が発行する社債
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等）の大半が利金（利息）は半年毎後払いで、元本は満期時に一括償還（返済）としているところ、

住宅金融支援機構 MBS は、毎月の頻度で元利払いが行われ、徐々に元本が減る。既に民間の

証券化商品で毎月の元利払いを行うものはあったが、2001 年の時点では依然として目新しいも

のであったと言えよう。今ではおそらく市場参加者の誰もがまったく違和感を覚えることはなくなっ

ている。 
もっとも、利払い頻度や元本償還の頻度と金額は、要綱で定める（約定する）だけで如何様にで

もできるものである。かつて登録債だった頃と違い、振替債になってからは、名義書換停止・振替

停止期間は短縮され、現在では利払い日の前営業日と満期償還日だけになっているので、利払

い頻度が（半年毎ではなく）毎月であることに伴う流通市場における制約はほぼなくなっている。 
住宅金融公庫が 2001 年に MBS の発行を開始するにあたって採用し、住宅金融支援機構に

継承され、現在もなお採用され続けている発行形態は、先見の明があったものだと考えられない

だろうか。その設計思想は、一般的な証券化取引を行うことなく、証券化商品と同様に格付会社

に評価してもらえる（従って、発行体の格付けを大きく上回る格付けの取得が可能になる）ことと、

発行体の倒産手続きに影響を受けないようにする「倒産隔離」の確保を強く意識したものであるこ

とは間違いないと筆者は考えている。 
もっとも、こうした仕組みが必要なのかについては、時代環境と市場関係者がどう考えるか次第

であろう。現行の住宅金融支援機構MBSの発行形態について、「受益権行使事由」から会社更生

関係の２事由を廃止し、信託財産の残高が債券（MBS）発行残高を上回る超過担保を廃止（つま

り、信託財産の残高と MBS の残高を一致させる運営を採用）すれば、格付会社から発行体格付

けを上回る格付けを取得することは難しくなる。格付会社の視点からは、一般担保付債務よりもデ

フォルト時回収率の高さを期待できるとして、発行体格付けに 1 ノッチ上乗せできるかどうかという

程度のものになろう。しかし、誰もがそれでも構わないと考えるようなら、それでもいいのかもしれ

ないとも筆者は思う。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 



新生ストラテジーノート  新生証券株式会社 調査部 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

  

 
 
 

9 


	住宅金融支援機構MBSの設計思想について
	ストラクチャードファイナンスの発想に基づく「倒産隔離」の確保とその時代背景
	住宅金融支援機構MBSの仕組み上の際だった特徴
	会社更生手続における更生担保権化の可能性を排除しようとする仕組み
	「受益権行使事由」の発生を市場関係者は歓迎しないであろう
	格付会社が格付けを付与する視点
	カバードボンドとのコンセプトの相異点と類似点
	「倒産隔離」の時代背景
	ソブリン格付けはトリプルAとは限らない
	政府系機関の業務や組織は、時期によって、見直しの対象になる
	毎月元利払いという斬新さ


