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商品におけるスワップ・カウンター 
パーティとのリンク度を評価する 
アプローチ 
Approach to Assessing Linkage to Swap 
Counterparties in Structured Finance 
Cashflow Transactions 

概要 

本意見募集は、キャッシュフロー型証券化商品において、スワップ・カウンターパ
ーティとのリンクの度合いが格付に与える影響を評価するためのアプローチにつ
いての提案を説明するものである 1。 

スワップ・カウンターパーティのリスクを遮断するためのフレームワーク（「デリン
ク・フレームワーク」）2の発表以降に締結されたスワップ契約のほとんどにおいて、

案件当事者 3は、カウンターパーティに関わる信用リスクを大幅に軽減するため

に強固な条項を含めることを選択している。格付トリガーは通常、シングルAレン

ジで設定されており、格下げされたカウンターパーティは治癒措置、すなわち担
保の拠出や、より格付の高いカウンターパーティへの債務の譲渡等をとることを
コミットしている。「デリンク・フレームワーク」に実質的に沿っているスワップが組
み込まれた証券化商品については、ヘッジなしの状態となる可能性は一般的に
低いため、ムーディーズの格付分析では、ヘッジの喪失により生じうる影響の評
価は行わない。 

                                                                        
1  このアプローチは、証券化案件における金利スワップ、ベーシス・スワップ及び通貨スワップに適用される。

CMBS 案件におけるボロワーレベルのスワップについては、他の考慮事項も適用される。カバード・ボン

ドにおけるスワップは、このレポートの範疇外であり、これについてはムーディーズの格付手法“Assessing 
Swaps as Hedges in the Covered Bond Market" (Moody's Investors Service, December 1, 2009)を参照のこと。 

2  ムーディーズのクロス・セクター格付手法“Framework for De-Linking Hedge Counterparty Risks from 
Global Structured Finance Cashflow Transactions" (Moody's Investors Service, October 18, 2010) （ムーデ

ィーズ・ジャパン版「キャッシュフロー型証券化商品においてヘッジのカウンターパーティのリスクを遮断

するためのフレームワーク」(2010 年 10 月）を参照のこと。 
3  ムーディーズ自身は、スワップ契約や案件のその他の契約書類の当事者とはなっていない。 

 

 

 

 

 

http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBS_SF334282
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スワップ・カウンターパーティへのエクスポージャーが原因となって、証券化商品の投資家に
多額の損失が発生したことはなく、事実、ネガティブな格付アクションがとられることは稀である。
しかしながら、最近におけるスワップ・カウンターパーティの格付への圧力から、スワップにお
ける格付トリガーが「デリンク・フレームワーク」と整合性が取れていない傾向が強まっている。
また、スワップにおける格付トリガーへの抵触がより頻繁に起こるようになっており、あらかじめ
規定された治癒措置が必ずしも成功裏に実行されていない。これらの理由から、ムーディー

ズは、スワップとのリンクが格付に与える影響を評価するアプローチ案を策定した。 

今回提案するアプローチにおいては、スワップとのリンクが格付に与える影響はさまざまな要
因（「リンク要因」）に左右されることになる。そうした要因には、(1)カウンターパーティの格付、

(2)スワップ契約中の格付トリガーに関する記述、(3)スワップの種類および期間、(4)ノートに対

する信用補完の額、(5)対象トランシェの規模、および(6)リンクの影響を考慮する前のノートの

格付 4が含まれる。また、現在はデリンク・フレームワークにおいて設定されている基準も本案

に統合した。 

ムーディーズのアプローチ案は、相互に関連する 4 つの参照表（「リンク表」）を利用すること

を柱としており、該当するリンク要因が格付にもたらす影響を示唆している。 

リンク表は、考えうる全ての組み合わせをカバーしていないため、全ての状況に対して厳密に
適用されるわけではなく、一部の案件についてはケース・バイ・ケースでモデリングや調整を
行うことが適当と考えられる。ただし、リンク表は、対象となる案件の大半について、スワップと
のリンクが格付に与える影響を検討する際に用いられるものと想定している。 

また、本案においては、リンク表に基づく結果に調整が必要なケースについても多数とりあげ
ている。そこで、適用を容易にする手段として、Excel のツール（スワップ・リンケージ・ツール）

を作成した。スワップ・リンケージ・ツールは、www.moodys.com から入手できる。 

ムーディーズの予備的な分析では、本案の適用は多くの証券化商品の格付に中立的だと予
想しているが、一部においてネガティブな格付アクションにつながるものと思われる。ただし、
格下げは一般に 1 から 3 ノッチの範囲にとどまるとみている。一部の、特に相対的に格付の

低いカウンターパーティに対して大きなエクスポージャーのある案件については、影響はさら

に大きいかもしれない。 

ムーディーズは、本案について、市場参加者に、、www.moodys.com の「意見募集」のページ

から入手できる意見募集回答フォームを用いて、フィードバックを送付していただくよう依頼す
る。ムーディーズは、2013 年 8 月 31 日までに受領したコメントを検討し、その後、短期間の内

に格付手法を発行する予定である。 

「デリンク・フレームワーク」を別のレポートとして位置付けない 

スワップの契約書類が特定の基準を満たすかどうかで案件が「リンク」か「デリンク」か区別する
ようなことはもやは適当でないと考えている。それ故、デリンク・フレームワークを別のレポート
で説明することはやめ、スワップ・カウンターパーティへのエクスポージャーが格付にもたらす
影響についての評価は、このレポートに記載されている包括的なアプローチのみに基づいて

行おうと考えている。 

新たなアプローチにおいては、スワップの契約書を付録C にある「標準的なスワップ・フレーム

ワーク」をベンチマークとして比較する。標準的なスワップ・フレームワークは、デリンク・フレー
ムワークと内容的には一致するものである。このフレームワークとの整合性を、スワップ・カウン

                                                                        
4  欧州のソブリン・銀行危機の影響から、多くの証券化商品は最高位の格付を達成出来なくなっている。 

http://www.moodys.com/
http://www.moodys.com/
http://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MIS_Request%20for%20Comment%20Response%20Form.doc
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ターパーティへのエクスポージャーが格付にもたらす影響を判断するための一要因として考
慮する 5。 

スワップとのリンクが格付に与える影響 

スワップとのリンクが格付に与える影響を評価するには、4 つの段階を経る。 

ステップ 1: 案件のヘッジが失われる確率の検討 

ステップ 2: ヘッジが失われた場合の、案件全体の増分損失の検討 

ステップ 3: 案件がヘッジなしとなった場合の、ノートの当該トランシェの増分損失の検討 

ステップ 4: ステップ 1 およびステップ 3 の結果を用いた、リンク調整後のノート格付の検討 

ステップ 1:ヘッジが失われる確率 

カウンターパーティが次の状況となった場合、案件はヘッジなしとなる。 

» スワップの譲渡または保証の取得を行う前にデフォルトしてしまい、かつ 

» 発行体が代替スワップを得るための支払を行えるだけの、十分な担保を拠出していない

場合 6 

ヘッジを失う確率は主に、カウンターパーティの信用力、および適用される交代ならびに担保

提供に関する条項の強さに左右される。 

ムーディーズは、ヘッジなしとなる確率を格付で表す。この格付は、カウンターパーティの格付
に対して「ノッチ・アップ」調整をすることによって決定する。その際参照するのは、カウンター
パーティのシニア無担保債格付であるため、銀行の再編時にスワップにおける債権者がその
他の債権者よりも優遇される可能性について明確に配慮することはない。しかしながらその可

能性については認識しており、今後アプローチを再考することもあるかもしれない。 

シングルAレンジ（もしくはそれ以上）7の交代トリガーは、2 ノッチ・アップの調整につながり、

Baa1 での交代トリガーは 1 ノッチ・アップとなる。 

担保トリガーの価値は、トリガーの水準とカウンターパーティが提供する予定の担保の額によ

って決まる。 

本稿においては(1)「オリジナル担保計算式」と「エンハンスド担保計算式」は、付録 B にある、

それぞれに対応する担保計算式を意味し、また(2)「オルタナティブ担保計算式」は、担保額

がスワップの MTM を下回らない額を導き出すその他全ての計算式を指す。いずれの場合も

付録 B の評価掛目と組み合わせて使われる。 

A3 以上に設定された担保トリガーは、オルタナティブ、オリジナルもしくはエンハンスド計算式

と組み合わせた場合、それぞれ 1、2、3 ノッチ・アップの調整につながる 8。Baa1 もしくはBaa2

                                                                        
5  ステップ 1 のガイダンス・ノート 7 を参照のこと。 
6  十分な担保が拠出されていない場合でも、発行体が代替スワップを得るための支払に用いることの出来る資金を、他に

保有していることもありうる。しかし、ヘッジなしとなる可能性の評価にあたっては、発行体は使える資金を他には保有して

いないものと想定する。 
7  スワップにおけるトリガーの価値を評価するに際し、(1) 通常は長期格付の基準のみに焦点をあて、(2)A3 に格付された

（もしくは A3 より下に格下げされたばかりの）カウンターパーティが突然倒れるリスクは十分に低いので、トリガーが A3 に

設定されているものと A3 よりも高い水準に設定されているものとでは区別しないのが一般的である。 
8  必要担保額が MTM を下回る可能性がある場合、トリガーは価値がないと考える。 
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に設定された担保トリガーは、A3 に設定されている場合よりも 1 ノッチ分寄与度が低くなるが、

Baa2 の担保トリガーは 1 ノッチ・アップを上回る調整につながることはない。また、Baa2 を下回

る担保トリガーには価値はないと考えている 9。 

担保提供期間がひとたび開始となると 10、実際のトリガー水準がどこに設定されているかに関

わらず、ノッチ・アップの調整幅は担保トリガーがA3 以上に設定されているのと同じと考える。 

担保トリガーによるノッチ・アップ調整が見込めるかどうかは、その担保額によって、スワップの
交代時に支払わなければならない額を賄えるかどうかに関しての信頼度に大きくかかってい
る。これは、カウンターパーティのデフォルト後、発行体が代わりのスワップを締結するのにど
れだけ時間がかかるか（交代期間）によって決まる。デリンク・フレームワークにおいては、デフ
ォルトしたスワップは約 30 営業日以内に代わられると想定してたが、今後は、実際に発行体

がデフォルトしつつあるスワップを交代させるのにどれだけかかったかということに基づき、交
代期間は約 100 営業日、あるいは適切な者が発行体に代わって交代手続を手配することが

見込まれる場合には 1165 営業日とすることを提案する。 

ステップ 1 の表は、カウンターパーティの格付と格付トリガーの組み合わせのうち、もっとも多く

みられると思われるものに関して、ヘッジを失う確率を示したものである。しかしながら、どのよ
うなスワップも、ヘッジを失う確率はその他の要因（付録 A のステップ 1 のガイダンス・ノートを

参照のこと）に影響される可能性があるため、ステップ 1 の表により得られる水準とは異なるこ

とがありうる。 

ヘッジを失う確率がAaaなのであれば、スワップとのリンクは通常は現状の格付には影響を及

ぼさず、ステップ 2 からステップ 4 は適用されない 12。 

ステップ 2:ヘッジを失った場合の案件の損失 

ヘッジなしとなった場合に案件が被りうる損失額（「案件損失」）は、エクスポージャーの種類、
期間、規模によって決まってくる。例えば、期間の長い通貨スワップにより案件全体がヘッジさ
れている場合、ヘッジが失われることによる影響は、期間の短いベーシス・スワップでヘッジさ
れている割合が 10%の同一案件がヘッジを失うことによる影響よりも、はるかに大きくなると考

えられる。 

ステップ 2 の表は、さまざまなタイプや期間のベンチマーク・スワップについての案件損失を

示したものである。ここでは、それぞれのスワップを、アセット・プールに対して 5%から 70%ま

での 9 つの損失区分に位置付けた。 

ムーディーズは、ベンチマークとするそれぞれのスワップの案件損失を、確率過程を用い、多
数の異なるシナリオ下での、関連する市場変数の将来の動きの実現確率を想定して算定した。
さらに、それぞれのシナリオにおいて、スワップの予測キャッシュフローを算定した。その後、
Aaa レベルの信頼度のシナリオを参照し、案件損失を決定した。 

                                                                        
9  交代トリガーの価値を評価する閾値が、担保トリガーのそれよりも高いのは、通常、スワップの譲渡は担保拠出より時間を

要するためである。 
10  担保提供期間が開始されるのは、(1)CSA に定められている猶予期間が切れ、かつ (2)カウンターパーティが担保を提供

したか、あるいはカウンターパーティが必要とあらばすぐに担保を提供するにあたってオペレーション上障害となるような

こと（例えば、CSA を締結する必要がある、担保のための口座を開く必要がある等）が残っていない場合である。 
11 この差異が関係してくるのは、ステップ 1 において担保提供により 3 ノッチ・アップの調整を達成するために必要な担保

額を検討する時である。（付録 B のエンハンスド担保計算式を参照のこと。） 
12 例外として、ヘッジを失うことによる損失が、対象トランシェの 50%を上回る場合には、ヘッジを失う確率が Aaa であっても、

スワップとのリンクが Aaa(sf) のノートの格付に影響を及ぼす可能性がある。この場合は、リンクを考慮する前の Aaa(sf)格
付の強さ等、関連する全ての要因を勘案してケース・バイ・ケースで評価する。 
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ステップ 2 の表において、「期間」は一般に、期限前返済率やアモチゼーション・トリガーを必

要に応じて考慮した後の、アセット・プールの加重平均残存期間(WAL)をさす 13。期間が 20
年を超える場合、ステップ 2 の表は適用されず、ケース・バイ・ケースで案件を評価する。 

ステップ 2 の表は、それぞれのベンチマークのスワップがアセット・プールの 100%に関わって

いるものと想定している。スワップがアセット・プールのごく一部だけに関わるマーケット・レート
へのエクスポージャーをヘッジしている場合には、通常は案件のロスは比例的に少なくなって

いくと想定する。 

ステップ 2 の表は、キャップ等、オプション性を組み込んだスワップには適用されない。オプシ

ョン性のあるスワップが格付分析上重要な場合には、リンクの影響をケース・バイ・ケースで判
断する。 

ステップ 3:案件がヘッジなしとなった場合のトランシェの損失 

ステップ 3 の表は、ステップ 2 で求めた案件の損失区分と信用補完の様々な組み合わせによ

る、トランシェごとの増分損失（「トランシェ損失」）を示したものである。 

ムーディーズは、ステップ 3 の表を、主に多数のサンプル・トランシェがヘッジなしとなった場

合の効果をモデリングすることを中心に算定した。各サンプル・トランシェについては、案件損
失と信用補完のさまざまな組み合わせをモデルに組み入れ、スワップとのリンクによるトランシ
ェの増分損失を定めた。その後、モデルの出力結果を、リニアではない 13 のスケール（TL1
から TL13）にマッピングした。 

信用補完は通常、アセットからのキャッシュフロー不足（ヘッジの喪失による不足を含む）の影
響から、ノート保有者を保護するために用いることが出来る。信用補完は、ヘッジなしとなった
場合の損失をカバーするためのみに用いられるわけではないが、トランシェを利する信用補
完が大きいほど、予想されるトランシェ損失は小さくなる。ステップ 3 の表において「利用可能

な信用補完」は、トランシェを利する超過担保、劣後およびリザーブの額をさす 14。 

ステップ 4:リンク調整後の格付 

スワップとのリンクがもたらすトランシェの増分期待損失は、(1)ヘッジなしとなる確率 15を、(2) 
ステップ 3 より得られるトランシェの損失に掛け合わせることにより算出する。ムーディーズは、

この増分期待損失を、これを加えなかったときの（すなわち、リンクを考慮しなかった場合の）ト
ランシェの期待損失に加えて、スワップとのリンクを織り込んだ期待損失を導き出す。その後、
この期待損失を、ムーディーズの理想化された期待損失テーブルを用いて格付（「リンク調整
後格付」）に変換する 16。 

ムーディーズの理想化された期待損失率テーブルによると、ターゲットとする格付が高ければ
高いほど、ヘッジを失うことによる増分期待損失の影響が大きくなる。従って、スワップとのリン

クは、格付が最も高いノートに最も大きな影響を与える傾向がある。 

ステップ 4 の表により、ステップ 1 より得られたヘッジを失う確率として最もありうると考えられる

水準に基づくリンク調整後格付が得られる 17。各表は、(1)スワップとのリンクを考慮しない場合

                                                                        
13 例外もある。付録 A、ステップ 2 のガイダンス・ノートの 2 を参照のこと。 
14  但し、一定の控除が行われる（付録 A のステップ 3 のガイダンス・ノートを参照のこと。） 
15  この場合、ステップ 1 より得られた格付を、理想化されたデフォルト率（期間はトランシェの WAL に等しいと想定）を用い

て、確率に変換する。 
16  ムーディーズのスペシャル・コメント"Default and Loss Rates of Structured Finance Securities 1993-2006"(Moody's Investors 

Service, April 2007) （日本語版「証券化商品のデフォルト率と損失率」、2007 年 6 月）の別表 7 を参照のこと。 
17  特殊なケースにおいては、付録 A のステップ 4 の表は適用できず、リンク調整後格付を別の方法を用いて決定する。詳

細については、ステップ 4 のガイダンス・ノートを参照のこと。 
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のノートの格付、および(2) ステップ 3 で求めたトランシェ損失のさまざまな組み合わせから、リ

ンク調整後格付を決定したものである。リンク調整後格付が記載されていない場合、一般にス

ワップとのリンクによる増分期待損失は格付に影響を与えない。 

ステップ 4 の表は、ノートの格付が、それぞれの格付に相当するレンジの中央値にあるものと

して、リンクがノート格付にもたらす影響を示している。影響について相当程度正確に示すた
めに、表においては、リンク調整後格付がそれぞれのレンジの中で弱めの格付なのか、強め
の格付なのかを表している。（ただし、実際の格付に「+」や「-」をつけることはない。）ある特定

のトランシェに表をあてはめてみると、そのトランシェの格付の、格付レンジ内での強さ（リンク
考慮前）によって、実際のノート格付は異なってくることがわかる。例えば、リンク考慮前のノー
ト格付が弱い Aaa (sf)で、ステップ 4 の表の結果が Aa1-(sf)の場合、実際のリンク調整後格付

は Aa2 (sf)となると考えられる。一方、リンク考慮前のノート格付が強い Aaa (sf)で、ステップ 4
の表の結果が Aa1-(sf)であれば、実際のリンク調整後格付は Aa1 (sf)になるものと考えられる。 

 

リンク表を使うに際しての詳細なガイダンス、ならびにこれを上書きする形で調整を行いうる状
況を、付録Aに示した。18 

                                                                        
18  付録 A を参照のこと。 

表 1 

リンク表の利用例 
以下の特徴を有する仮想案件を想定する。 
» スワップ・カウンターパーティの格付： A3 

» 担保計算式： オリジナル 

» 交代トリガー： Baa1 

» 担保トリガー： A3 

» スワップの種類： 固定―変動 

» スワップのサイズ： 100% 

» スワップの期間： 10 年 

» 対象トランシェの信用補完： 7% 

» トランシェの格付（リンクを考慮しない場合）： Aa1(sf) 

» リンク表より得られる結果に調整が必要となるような特殊性はないものとする 18。 

本案件がヘッジを失う確率は、ステップ 1 の表 A によると、格付 Aa3 に相当する（すなわ

ち、カウンターパーティの格付から 3 ノッチ・アップとなる。） 

ステップ 2 の表を適用すると、案件損失は損失区分 5 に区分される。 

案件損失が損失区分 5 であるため、ステップ 3 の表でトランシェ損失は TL9 に区分され

る。 

ヘッジなしとなる確率は Aa3 なので、リンク調整後格付はステップ 4 の表 C で求められる。

この表によると、スワップとのリンクによりトランシェの格付は 1 ノッチ引き下げられ、Aa2(sf)と
なる。 
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リンク表* 

ステップ 1 表 A:ヘッジを失う確率（オリジナル担保計算式が適用される場合） 

交代トリガー 担保トリガー 

カウンターパーティの格付 

Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 

A3 A3 Aaa Aaa Aa1 Aa2 - - - 

Baa1 A3 Aaa Aa1 Aa2 Aa3 - - - 

<Baa1 A3 Aa1 Aa2 Aa3 A1 - - - 

<Baa1 Baa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 - - 

<Baa1 Baa2 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 - 

<Baa1 <Baa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 

 

ステップ 1 表 B:ヘッジを失う確率（エンハンスド担保計算式が適用される場合） 

交代トリガー 担保トリガー 

カウンターパーティの格付 

Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 

A3 A3 Aaa Aaa Aaa Aa1 - - - 

Baa1 A3 Aaa Aaa Aa1 Aa2 - - - 

<Baa1 A3 Aaa Aa1 Aa2 Aa3 - - - 

<Baa1 Baa1 Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 - - 

<Baa1 Baa2 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 - 

<Baa1 <Baa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 

*ケースによっては、付録 A にあるように、リンク表の結果に調整を加えることもある。特に、ステップ 1 の表は、格付トリガーとカウンターパーティの格付の最も一般的な組み合わせ

について、ヘッジが失われる確率として典型的な水準を示したものであることに留意されたい。どのようなスワップであっても、実際にヘッジが失われる確率はその他の要因(例えば、

スワップの MTM 等)によっても影響を受ける可能性があり（付録 A のステップ 1 のガイダンス・ノートを参照のこと）、従って表により示されているものとは異なりうることがある。 



Request 
fo

r  

Comment C
lose

d

 

  

8 JULY 25, 2013 意見募集:キャッシュフロー型証券化商品におけるスワップ・カウンターパーティとのリンク度を評価するアプローチ 
 

STRUCTURED FINANCE 

 

ステップ 2 の表:ヘッジなしとなった場合の案件の損失 

スワップの 
種類 期間（年） 

損失区分 1 
(5%) 

損失区分 2 
(10%) 

損失区分 3 
(15%) 

損失区分 4 
(20%) 

損失区分 5 
(30%) 

損失区分 6 
(40%) 

損失区分 7 
(50%) 

損失区分 8 
(60%) 

損失区分 9 
(70%) 

ベーシス ≤10 X         

ベーシス >10 かつ ≤20  X        

固定変動 ≤1 X         

固定変動 >1 かつ ≤3  X        

固定変動 >3 かつ ≤5   X       

固定変動 >5 かつ ≤7    X      

固定変動 >7 かつ ≤11     X     

固定変動 >11 かつ ≤15      X    

固定変動 >15 かつ ≤20       X   

通貨 ≤1     X     

通貨 >1 かつ ≤2      X    

通貨 >2 かつ ≤3       X   

通貨 >3 かつ ≤10        X  

通貨 >10 かつ ≤20         X 

 

ステップ 3 の表:案件がヘッジなしとなった場合のトランシェの損失 

 

案件損失 

利用可能な信用補完 
損失区分 1   

(5%) 
損失区分 2 

(10%) 
損失区分 3 

(15%) 
損失区分 4 

(20%) 
損失区分 5 

(30%) 
損失区分 6 

(40%) 
損失区分 7 

(50%) 
損失区分 8 

(60%) 
損失区分 9  

(70%) 

>1% かつ ≤5% TL6 TL7 TL8 TL8 TL10 TL12 TL13 TL13 TL13 

>5% かつ ≤10% TL4 TL5 TL6 TL7 TL9 TL11 TL12 TL13 TL13 

>10% かつ ≤15% TL2 TL3 TL4 TL6 TL8 TL11 TL12 TL13 TL13 

>15% かつ ≤20% TL1 TL3 TL4 TL5 TL7 TL11 TL12 TL12 TL13 

>20% かつ ≤30% TL1 TL3 TL4 TL5 TL7 TL8 TL10 TL12 TL13 

>30% かつ ≤40% TL1 TL3 TL4 TL5 TL6 TL7 TL9 TL11 TL12 
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ステップ 4 の表 A: ヘッジなしとなる確率が Aa1 に相当する場合のリンク調整後格付（全て(sf)) 

 
トランシェ損失 

リンクを考慮 
しないノート 
格付(sf) TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 TL7 TL8 TL9 TL10 TL11 TL12 TL13 

Aaa - - - - - - Aaa- Aaa- Aa1+ Aa1+ Aa1+ Aa1 Aa1 

Aa1 - - - - - - - - - Aa1- Aa1- Aa1- Aa2+ 

Aa2 - - - - - - - - - - - - Aa2- 

Aa2 未満 - - - - - - - - - - - - - 

ステップ 4 の表 B: ヘッジなしとなる確率が Aa2 に相当する場合のリンク調整後格付（全て(sf)） 

 
トランシェ損失 

リンクを考慮 
しないノート 
格付(sf) TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 TL7 TL8 TL9 TL10 TL11 TL12 TL13 

Aaa - - - - - Aaa- Aaa- Aa1+ Aa1 Aa1 Aa1 Aa1- Aa2 

Aa1 - - - - - - - Aa1- Aa1- Aa2+ Aa2+ Aa2 Aa2- 

Aa2 - - - - - - - - - Aa2- Aa2- Aa3+ Aa3 

Aa3 - - - - - - - - - - - Aa3- Aa3- 

A1 - - - - - - - - - - - - A1- 

 A1 未満 - - - - - - - - - - - - - 

ステップ 4 の表 C: ヘッジなしとなる確率が Aa3 に相当する場合のリンク調整後格付（全て(sf)） 

 
トランシェ損失 

リンクを考慮 
しないノート 
格付(sf) TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 TL7 TL8 TL9 TL10 TL11 TL12 TL13 

Aaa - - - - - Aaa- Aa1+ Aa1 Aa1- Aa2+ Aa2 Aa2- Aa3 

Aa1 - - - - - - Aa1- Aa2+ Aa2 Aa2 Aa2 Aa3+ Aa3 

Aa2 - - - - - - - Aa2- Aa2- Aa3+ Aa3+ Aa3 Aa3- 

Aa3 - - - - - - - - Aa3- Aa3- Aa3- A1+ A1 

A1 - - - - - - - - - - A1- A1- A2+ 

A2 - - - - - - - - - - - A2- A2- 

A3 - - - - - - - - - - - - A3- 

 A3 未満 - - - - - - - - - - - - - 

 



Request 
fo

r  

Comment C
lose

d

 

  

10 JULY 25, 2013 意見募集:キャッシュフロー型証券化商品におけるスワップ・カウンターパーティとのリンク度を評価するアプローチ 
 

STRUCTURED FINANCE 

 

ステップ 4 の表 D:ヘッジなしとなる確率が A1 に相当する場合のリンク調整後格付（全て(sf)） 

 
トランシェ損失 

リンクを考慮 
しないノート 
格付(sf) TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 TL7 TL8 TL9 TL10 TL11 TL12 TL13 

Aaa - - - - Aaa- Aa1+ Aa1 Aa2+ Aa2 Aa2- Aa3+ Aa3 A1 

Aa1 - - - - - Aa1- Aa2+ Aa2 Aa2- Aa3+ Aa3 Aa3- A1 

Aa2 - - - - - - Aa2- Aa3+ Aa3 Aa3 Aa3 A1+ A1 

Aa3 - - - - - - - Aa3- A1+ A1+ A1 A1 A2+ 

A1 - - - - - - - - A1- A1- A1- A2+ A2 

A2 - - - - - - - - - A2- A2- A3+ A3 

A3 - - - - - - - - - - A3- A3- Baa1+ 

Baa1 - - - - - - - - - - - Baa1- Baa1- 

Baa1 未満 - - - - - - - - - - - - - 

ステップ 4 の表 E:ヘッジなしとなる確率が A2 に相当する場合のリンク調整後格付（全て(sf)） 

 
トランシェ損失 

リンクを考慮 
しないノート 
格付(sf) TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 TL7 TL8 TL9 TL10 TL11 TL12 TL13 

Aaa - - - Aaa- Aaa- Aa1 Aa2+ Aa2- Aa3 Aa3 Aa3- A1 A2 

Aa1 - - - - - Aa1- Aa2 Aa3+ Aa3 Aa3- A1+ A1- A2 

Aa2 - - - - - Aa2- Aa3+ Aa3 Aa3- A1+ A1 A1- A2 

Aa3 - - - - - - Aa3- A1+ A1 A1 A1- A2+ A2- 

A1 - - - - - - - A1- A2+ A2+ A2 A2 A3+ 

A2 - - - - - - - A2- A2- A3+ A3+ A3 A3- 

A3 - - - - - - - - A3- A3- A3- Baa1+ Baa1 

Baa1 - - - - - - - - - Baa1- Baa1- Baa2+ Baa2 

Baa2 - - - - - - - - - - - - Baa2- 

 Baa2 未満 - - - - - - - - - - - - - 

ステップ 4 の表 F:ヘッジなしとなる確率が A3 に相当する場合のリンク調整後格付（全て(sf)） 

 
トランシェ損失 

リンクを考慮 
しないノート 
格付(sf) TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 TL7 TL8 TL9 TL10 TL11 TL12 TL13 

Aaa - - - Aaa- Aa1+ Aa1 Aa2 Aa3 Aa3- A1 A1 A2 A3 

Aa1 - - - - - Aa2+ Aa2- Aa3 A1+ A1 A1- A2 A3 

Aa2 - - - - - Aa2- Aa3 Aa3- A1 A1 A1- A2 A3 

Aa3 - - - - - - A1+ A1 A1- A2+ A2 A2- A3 

A1 - - - - - - A1- A2+ A2 A2 A2 A3 A3- 

A2 - - - - - - - A2- A3+ A3 A3 A3- Baa1 

A3 - - - - - - - A3- A3- Baa1+ Baa1+ Baa1 Baa2+ 

Baa1 - - - - - - - - Baa1- Baa1- Baa2+ Baa2 Baa2 

Baa2 - - - - - - - - - - - Baa2- Baa2- 

Baa3 - - - - - - - - - - - - Baa3- 

Baa3 未満 - - - - - - - - - - - - - 
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付録 A-詳細なガイダンス・ノート 

ステップ 1 のガイダンス・ノート:ヘッジを失う確率 

1. ヘッジを失う確率は格付で表す。この格付は、カウンターパーティの格付に対してノッチ・ア

ップ調整することによって得られる。ヘッジを失う確率がAaaの場合は、スワップへのリンク度

が現状の格付に影響を及ぼすことは通常はなく、ステップ 2 から 4 は適用されない 19。 

2. 「交代トリガー」は、カウンターパーティがスワップの譲渡または保証（または同等のもの）

を、トリガー水準以上の者から取得することを求められない 20格付の下限を指す。「担保ト

リガー」は、カウンターパーティが関連する担保条件に従って担保の拠出を求められない

格付の下限をさす。21 

3. シングル A レンジ（あるいはそれを上回る水準）での交代トリガーは、2 ノッチのノッチ・ア

ップ調整につながる。Baa1 での交代トリガーは、1 ノッチのノッチ・アップ調整につながる。

Baa1 を下回る格付水準の交代トリガーは価値がないとみなす。 

4. 担保トリガーの価値は、トリガー水準と、カウンターパーティが拠出する担保の額の両者に

よって決まる。 

このレポートにおいて、(1)「オリジナル担保計算式」及び「エンハンスド担保計算式」は、

付録Bに記されている計算式を意味し、(2) 「オルタナティブ担保計算式」は、担保額がス

ワップのMTMを下回らない額を導き出すその他全ての計算式を指す。いずれの場合も

付録Bの評価掛目と組み合わせて使われる。22 

A3 以上に設けられた担保トリガーは、オルタナティブ、オリジナルもしくはエンハンスド担

保計算式と組み合わせることにより、それぞれ 1、2、3 ノッチのノッチ・アップ調整につな

がる 23。Baa1 もしくはBaa2 にトリガーが設けられている場合には、A3 に設けられている場

合よりも 1 ノッチ少ない調整となるが、Baa2 の担保トリガーでは 1 ノッチを超えたノッチ・ア

ップは行わない、との条件がつく。Baa2 を下回る格付水準の担保トリガーは価値がないと

みなす。 

担保提供期間がいったん開始されれば 24、実際のトリガー水準がどこに設定されている

かに関わらず、ノッチ・アップの調整幅は担保トリガーがA3 以上に設定されているのと同

じと考える。 

5. 格付トリガーが(1)そのときどきのノートの格付を参照すると定義されていたり、(2)ムーディ

ーズがノートに格付を付与し続けることが条件となっている場合には、価値がないとみな

す。 

                                                                        
19  例外として、ヘッジを失うことによる損失が、関連するトランシェの 50%を上回る場合には、ヘッジを失う確率が Aaa であっ

ても、スワップとのリンクが Aaa(sf) のノートの格付に影響を及ぼす可能性がある。この場合は、リンクを考慮する前の

Aaa(sf)格付の強さ等、関連する全ての要因を勘案してケース・バイ・ケースで評価する。 
20  治癒措置は、治癒措置をとらないことが追加終了事由(Additional Termination Event)もしくはデフォルト事由(Event of 

Default)に相当する場合に、「求められている」とみなされる。 
21  担保トリガーが複数ある場合には、最も高いノッチ・アップ調整につながるトリガーを参照する。 
22  付録 B の担保計算式は、ステップ 2 の表に含まれる通貨に適用される（ステップ 2 のガイダンス・ノートの 6 を参照）。「オ

リジナル担保計算式」と付録 B の評価掛目は、以下の点を除けばムーディーズのデリンク・フレームワークにあるものに

等しい。(1)担保提供の有効性をより長い交代期間を考慮して評価しているため(P.3 の「ステップ 1:ヘッジを失う確率」を

参照のこと）、週ごとの担保拠出を考慮した場合や、残高に対応するスワップの場合は、より高額にすることは考えていな

い、(2) スワップへのリンクがデフォルト確率に及ぼす影響を別の方法で手当てしているので（ステップ 4 のガイダンス・ノ

ート 5 を参照のこと）、担保計算式は翌支払額をフロアとすることはなくなった。 
23  求められる担保額が MTM を下回る可能性がある場合には、そのトリガーは価値がないとみなす。 
24  脚注 11 を参照のこと。 
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6. カウンターパーティのデフォルト時、発行体がスワップに関して OTM となっている可能性

が高いと十分に考えられる場合には、発行体はデフォルトする OTM スワップの入れ替え

にあたって担保が必要となることはないことに基づき、全体のノッチ・アップ調整を 1 ノッチ

追加する。 

7. 付録Cにある標準的なスワップ・フレームワークは、以下の点を除けばデリンク・フレームワ

ークと実質的には一致する。すなわち異なるのは、(1) 具体的なトリガー水準を含まず、ま

た一つの決まった担保条項の組み合わせを参照してはいないこと、及び(2)デフォルトす

るカウンターパーティに対して負う終了時の支払額を、発行体のウォーターフォールにお

いて劣後させる「フリップ条項」を必要としないこと 25、である 。 

スワップ契約が、標準的なスワップ・フレームワークと実質的に整合(前述のガイダンス・ノ

ート 4 にあるように、担保計算式に関することは除く)していない場合、格付トリガーによる

ノッチ・アップ調整を通常は 1 ノッチ減らす 26。整合していない点が、交代トリガーと担保ト

リガーの両方に関係する場合は、交代トリガーに関してのみ 1 ノッチのヘアカットを行う

（但し、交代トリガーに関するノッチ・アップ調整がすでにゼロとなっている場合は、担保ト
リガーの方に 1 ノッチのヘアカットを行う。） 

基準のうち、限定的な数の範囲内でマイナーな基準に合致していなくても、標準的なスワ
ップと実質的に整合しているとみなすことは可能である。実質的に整合していることを阻
む特性としては、(1)クレジット・サポート・アネックスが締結されていない、 (2)トリガーに関

するATE（追加終了事由）およびデフォルト事由からの乖離、(3)「エクスポージャー」の定

義の修正からの乖離、(4) 期間が限定されている交代義務、あるいは業務上合理的な努

力を行うということよりも低い基準が設定されている場合、ならびに(5) 終了時の計算方法

の修正からの乖離などがあげられる 27。 

8. 担保トリガーに抵触した場合は即座に、発行体は担保を、(1)A3 以上の格付を有する第

三者の金融機関か提供する口座におくか、あるいは (2)発行体の利益のために有効にリ

ング・フェンスがなされている口座におく 28、と通常は考えている。この想定を確認できな

い場合、あるいは口座銀行がA3 を下回る格付に格下げされた場合、(1)口座銀行とカウ

ンターパーティが同一であるが、A3 以上に設けられている有効な口座移転トリガーが存

在する 29（その場合、担保によるノッチ・アップ調整は減らさない）、あるいは(2)口座銀行

                                                                        
25  デフォルトするスワップにおいて発行体がアウトオブザマネーである場合、終了時の支払いが劣後することが法的に確実

である場合を除き、発行体は代わりのスワップを締結する前に、スワップを終了させるようなことはしないと考えている。代

わりのスワップを締結するに際し、発行体はこれまでのスワップを同時に終了させ、デフォルトするカウンターパーティへ

の終了時の支払額のうちのマーケット・バリューに関わる部分をカバーするためのプレミアムを、新たなカウンターパーテ

ィから受け取ると考えている。従ってフリップ条項が含まれていないこと（あるいはフリップ条項が法的に実行できるかどう

か不明であること）は通常は格付に影響をもたらさない。例外は、自動終了事由が組み込まれているスワップにおいては、

フリップ条項がないこと（あるいはフリップ条項が法的に実行できるかどうか不明であること）により差異が生じるという点で

ある。（ステップ 1 ガイダンス・ノート 12 参照。）このレポートにおいてはとりあげていないシンセティック案件におけるスワ

ップにとっても重要となりうる。 
26  標準的なスワップ・フレームワークのうち、カウンターパーティとのリンクとは関係のない条項に関して整合していない場合

（付録 C の脚注 1)、ステップ 1 に関しては関係のないことではあるが、他の理由でノートの格付に影響することはありうる。

カウンターパーティが交代する権利ならびに自動終了事由に関連して不整合な場合は、ガイダンス・ノート７ではなく、ス

テップ 1 のガイダンス・ノート 10 及び 12 で別途とりあげている。 
27  オルタナティブ担保計算式が適用される場合（あるいはステップ 1 のガイダンス・ノート 11 および 12 により、適用されると

みなされる場合）、終了時の計算方法の修正からの乖離のみによって、ガイダンス・ノート 7 に基づいて 1 ノッチのヘアカ

ットとなることはない。 
28 口座提供者が倒産しても、破産財団の一部を構成するとはみなされず、大きく遅れることなく発行体に渡されるのであれば、

担保は、発行体の利益のためにリング・フェンスがされているものとして通常は扱う。米国においてトラストの提供者として認

可されている口座銀行に関しては、ムーディーズのクロス・セクター格付手法 “The Temporary Use of Cash in Structured 
Finance Transactions: Eligible Investment Guidelines" (Moody's Investors Service, March 18, 2013) （ムーディーズ・ジャパン版

「証券化案件におけるキャッシュの一時的使途:適格投資・適格銀行のガイドライン」(2013 年 3 月）を参照のこと。 
29  口座移転トリガーは、トリガー抵触後、短期間の内に口座が移される可能性が高い場合には「有効」である。例えば、次

のような場合は口座移転トリガーは有効であると通常はみなす。(1) 移転する義務が発行体に代わって行動する適切な

第三者に有る場合、あるいは (2)口座銀行にとって、ノートの格付を維持することが自らの利益につながる、あるいは口座

銀行がスワップ・カウンターパーティでもあり、ノートの格付を維持する動機を有していたり、口座を移転できなければスワ

ップの終了事由になる等、トリガー抵触後移転を実行する適切なインセンティブが口座銀行にある場合。  
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が、Baa1-Baa3 に格付されている第三者の金融機関である場合（その場合、担保によるノ

ッチ・アップ調整を 1 ノッチ減らす）、のいずれかである場合を除き、担保によるノッチ・ア

ップ調整をゼロに減らす。 

9. 状況によっては、発行体がノートを予想される支払日(anticipated repayment date (ARD))に早

期支払するオプションを行使する可能性によって、スワップのMTM が大きく左右される。行

使される可能性は、証券化された資産を発行体からオリジネーターが買い戻す能力に通常

は依拠する。従って、オリジネーターがデフォルトした場合、スワップのMTM は増加する可

能性が高い。オリジネーターとカウンターパーティが同一の会社である場合、このMTMの

上昇は発行体が新しいカウンターパーティを探し始めたときに起こることになり、カウンター

パーティがデフォルト前に提供した担保は、交代スワップのために支払う額には達さなくな

ることが十分に考えられる。こうした状況、すなわち (1)ARDが設定されていて、かつスワップ

のMTM がARDにおいて早期支払が行われる可能性に左右され 30、(2)スワップがオリジネ

ーターにより提供され 31、かつ(3)早期支払を実現するために発行体はオリジネーターに

資産を売り戻さなければならない場合、CSAにおいて必要担保額を決定するにあたって

は、こうしたオプションは存在しないものとみなすとなっていない限り、担保提供条項は価

値がないものと通常はみなす。 

10. ケースによっては、スワップのカウンターパーティは、発行体の同意を当該時に得ることな

く、その権利と義務を他者に譲渡する権利を持っていることがある 32。この場合、新しいカ

ウンターパーティの格付が、交代して去っていくカウンターパーティの格付よりも低くなるこ

ともありうる。Aa3 以上の格付のカウンターパーティに、発行体の同意なしにいつでも譲渡

する権利が契約上みとめられている場合には、通常はヘッジを失う確率を決定するにあ

たってカウンターパーティの格付を 1 ノッチ下に調整する。一方的に譲渡する権利は、発

行体にとって他にもネガティブな影響をもたらす可能性がある 33。 

11. スワップ・カウンターパーティが証券のトラスティー（または同様の役割）も務めている場合、

カウンターパーティのデフォルト後にスワップを交代させる手続が例外的に長くかかる可

能性があり（事務的な遅れによる）34、交代にかかるコストが、提供された担保額を上回ると

いう重大なリスクに案件がさらされることになる。それ故、こうした状況においては、いずれ

の担保計算式を使う場合においても、オルタナティブ担保計算式が適用されるものとみな

して担保の価値を決定する。 

12. 法律の運用上であれ契約によってであれ、カウンターパーティが債務超過となったことに

より、スワップの自動終了が適用される場合、発行体に支払うべきコストは全て、カウンタ

ーパーティが債務超過となった時点でのスワップの MTM を参照して額が決められる。従

って、交代スワップの支払に使える担保の額（あるいは、カウンターパーティの保証提供

者から受け取った額）は、自動終了時のスワップの MTM が上限となり、新たなカウンター

                                                                        
30  例えば、ノートの支払が行われてスワップの名目額がゼロになっても、対応する MTM の支払がなされない場合等。 
31  発行体が予想される支払日(ARD)にオリジネーター以外の主体にノートの支払のための資金を依存する場合、ノート 9
の「オリジネーター」は、当該主体を指す。 

32  発行体の同意なしに譲渡する権利は、契約書によって定められていることもあれば、法管轄によっては倒産法の運用に

よって定めらていることもある。 
33  スワップのカウンターパーティがデフォルトすると、発行体は通常、デフォルトが続いている限り、スワップに関して支払を

行うことは求められない（「未払額」）。(ISDA マスターのセクション 2 (a) (iii))。このような状況下では、(1) 発行体がスワッ

プの支払に使おうとしていたキャッシュが、ウォーターフォールに従って流れていくことで案件から失われてしまい、(2)デ
フォルトしたカウンターパーティが、別のカウンターパーティにスワップを譲渡する権利をいずれかのい時点で行使してし

まい、その結果デフォルトが治癒され、未払額の合計を新たなカウンターパーティに一括で支払う義務が生じてしまい、

また(3)発行体は、この一括で支払わなければならない額をタイムリーに払うことができず、その結果デフォルトする者とな

ってしまい、シニアの位置づけで終了コストを支払わなければならなくなるかもしれない、というリスクが存在しうる。このリ

スクは、証券化商品に関するスワップがデフォルトした際には現実化しなかったことを述べておく。（発行体は、(1)デフォ

ルトしたカウンターパーティーに支払を続けるか、(2) 未払額を別口座にとっておいたか、あるいは(3)デフォルトしたスワッ

プを自ら交代させた、からである。）しかしながら、譲渡する権利を有するカウンターパーティがデフォルトし、OTM となっ

ている発行体が前述のいずれかの行動をとらない場合は、そのリスクを格付分析に織り込むことになる。 
34  こうした状況は、ヨーロッパの CMBS 案件において、デフォルトした一部のスワップに関連してみられ、交代手続きは約 1
年かかった。 
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パーティが見つかった時点で MTM が上昇していれば、交代スワップに支払う額には足

りなくなる。こうした理由から、スワップが自動早期終了の対象となる場合には、担保トリガ

ーの価値を、いずれの担保計算式を使う場合においても、オルタナティブ担保計算式が

適用されているものとみなして評価する。 

さらに、自動終了が適用され、かつフリップ条項 35がないか、あるいは当該法管轄におい

てフリップ条項の有効性について重大な法的不確定性がある場合には、発行体は、(1) 
発行体にとって、その時点ではOTMである場合でも、自動終了時とスワップの交代が行

われるまでの間のスワップのMTM の動きと、(2)追加的な流動性リスク 36（終了コストの支

払がシニアに位置づけられている可能性があることから）にさらされている可能性があり、
それぞれケース・バイ・ケースで評価することになる。自動終了の対象となる保証付スワッ
プについては、追加的な考慮が必要となる 37。 

13. スワップ・カウンターパーティの支払債務に無条件の保証が付されている場合（あるいは

スタンドバイ・スワップに関する取決めがある場合）38、ノッチ・アップ調整はカウンターパー

ティに対してではなく、保証提供者（もしくはスタンドバイ・スワップの提供者）の格付に対

して適用される 39。 

(1) カウンターパーティと保証提供者（もしくはスタンドバイ契約の提供者）が関係先とはな

っておらず、(2) スワップの自動終了事由が適用されず 40、かつ(3) カウンターパーティの

格付がBa3 以上であれば、ノッチ・アップ調整をさらに 1 ノッチ（カウンターパーティがBaレ
ンジの場合）もしくは 2 ノッチ（カウンターパーティが投資適格の場合）追加することで、ジ

ョイント・サポートのプラスの影響を通常は反映させる。 

トリガーに抵触した後、治癒措置をとるというカウンターパーティの義務を保証がカバーし
ない場合には、当該トリガーは価値がないものとみなすのが通常である。しかしカウンター
パーティが保証提供者の 100%子会社で、同様の名称となっており、かつ一定の条件 41

を満たす場合、治癒措置をとる義務が保証の対象となっていなかったとしても、格付トリガ
ーは保証提供者の格付に対してノッチ・アップ調整を行うことに寄与することがありうる 42。

このように保証の対象が限定されている場合は、前述のガイダンス・ノート 7 にあるように、

標準的なスワップ・フレームワークから実質的に乖離しているものとみなして取り扱う。 

                                                                        
35  フリップ条項とは、発行体がデフォルトしたカウンターパーティに対して負うスワップ終了コスト全てを劣後とする条項であ

る。 
36  ステップ 4 ガイダンス・ノート 5 を参照のこと。 
37  保証付スワップが自動終了の対象となる場合、交代トリガーに抵触する前にスワップが終了することがありえるため、保証

提供者の格付に基づく交代トリガーは通常プラスには考慮できない。しかし、こうしたスワップに関してヘッジを失う確率

を決定するにあたり、保証が自動終了後の終了コストの支払（該当する場合には、法律の運用上求められる支払も含む）

を全てカバーするのであれば、保証提供者の格付に基づくあらゆる担保トリガーを、カウンターパーティ格付のノッチ・ア

ップ調整としてプラスに考慮する。 
38  典型的なスタンドバイ・スワップに関する取決めにおいて、スタンドバイ・スワップ提供者は、(1) 元々のカウンターパーティ

がデフォルトした場合、元々のスワップ・カウンターパーティに（ノベーションによって）代わることに同意するか、あるいは

(2) 元々のカウンターパーティがデフォルトした場合に効力を持ち始める、当初のスワップと全く同じ条件の別のスワップ

を発行体との間で締結する。 
39  ただし、トリガー条項が保証提供者（もしくはスタンドバイ・スワップ提供者）の格付をトラックしないものであったり、カウン

ターパーティが債務超過となった場合にスワップが自動終了となる場合（脚注 37 参照）は、この限りではない。 
40  ステップ 1 のガイダンス・ノート 12 を参照のこと。 
41 すなわち、(1) 保証提供者は、関連する治癒措置を履行できることが十分に考えられ、かつ(2) 担保トリガーに関しては、

関連する法管轄において債務超過となっている会社が自主的に行う処理については、クロー・バックのリスクがない、とい

った条件を指す。 
42  親会社は、義務となっていない場合でも、その子会社をサポートする動機がある可能性があるとの見方に基づく。 
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14. 交代トリガーに抵触した後、通常は、(1) カウンターパーティは、交代を行うか、もしくは保

証をつける義務を可能な限り履行することが見込まれ、かつ (2) 同じ格付トリガー義務を

負うことに同意する、代替となるカウンターパーティもしくは保証提供者を適切な期間内に

見つけることができることが十分見込まれる、と考えている 43。こうした前提が維持できな

い（あるいは維持できなくなってしまった）44場合には、交代トリガーの価値は減ぜられるか、

あるいはないものとみなすことがありうる。 

15. いったん担保トリガーに抵触したならば、関係当事者は通常、担保提供にあたってのあら

ゆるオペレーション上の障害を即座に除去すべく協力し 45、カウンターパーティは担保提

供義務をできる限り忠実に履行するものと考えている。こうした前提が維持できない（ある

いは維持できなくなってしまった）場合には、担保には価値がないものとみなすことがあり

うる。 

16. カウンターパーティがデフォルトした場合、発行体は通常、代替スワップもしくは保証（当

初のスワップと同じ格付トリガーを組み込んでいる場合と、そうでない場合とがある 46）を提

供する意思のある、投資適格の会社を見つける可能性が非常に高い、と考えている。こう

した前提が維持できない（あるいは維持できなくなってしまった）場合には 47、交代トリガ

ーの価値は減ぜられるか、あるいはないものとみなす。 

                                                                        
43  交代トリガーに抵触したカウンターパーティのほとんどは、(1)当初のスワップにおけるトリガー義務に従うことに同意した

者に、自らの義務を引き継がせるか、あるいはそうしたものから保証を得るか、あるいは (2) トリガーの抵触を治癒するた

めに、その他に許可された方法をとっている。 
44  例えば、(1) 信用補完を行うなど、スワップに特殊な点があるため、流動性を当初から欠いている場合、あるいは (2) 同じ

格付トリガーを有する代替スワップの担い手がいないことがはっきりしている場合、あるいは(3) カウンターパーティが交代

を行わないことを選択する場合、などがある。 
45  例えば、CSA の締結や、担保口座の開設等。 
46  カウンターパーティとその代替となる投資適格の者（別の独立した者である場合）とが、共にデフォルトする確率は十分に

低く、ヘッジを失う確率に大きな影響を与えることはない。 
47  例えば、信用補完を行うなど、スワップに特殊な点があるため、流動性を当初から欠いている場合（格付トリガーの有無

に関わらず）など。 

表 2 

保証付スワップへのステップ 1 の適用 
表 1 にあるスワップについて、以下を想定する。 

» カウンターパーティの全ての債務・義務が、無条件の保証の対象となっている 

» 保証提供者の格付は A2 である 

» カウンターパーティは担保提供者の 100%子会社であり、同様の名称となっている 

表 1 におけるノッチ・アップ調整は 3 ノッチである。スワップは保証されているので、このノッ

チ・アップ調整はカウンターパーティの格付ではなく、保証提供者の格付に適用され、ヘッ
ジを失う確率は Aa2 となる。 

ここで、保証提供者は、担保提供義務をカバーしないと想定する。カウンターパーティは保
証提供者の 100%子会社であり、かつ同様の名称となっているので、カウンターパーティの

担保トリガーには価値があるとみるものの、適用されるノッチ・アップ調整は 1 ノッチヘアカ

ットされ、ヘッジを失う確率は Aa3 となる。 

さらに、カウンターパーティは保証提供者とは関連性がないと想定する。保証は担保提供
をカバーしないので、担保提供はもはや価値がないことになる。しかし、保証提供者とカウ
ンターパーティとは関係先とはなっておらず（かつカウンターパーティは投資適格であるた
め）、ジョイント・サポートをプラスに考慮して追加的に 2 ノッチのノッチ・アップ調整を適用

し、ヘッジを失う確率は Aa2 となる。 



Request 
fo

r  

Comment C
lose

d

 

  

16 JULY 25, 2013 意見募集:キャッシュフロー型証券化商品におけるスワップ・カウンターパーティとのリンク度を評価するアプローチ 
 

STRUCTURED FINANCE 

 

17. リンク表は、リンクの影響が評価されるノートのトランシェに関連するスワップ（関連スワッ

プ）についてのみ関わるものである 48。 

場合によっては、同一のカウンターパーティ（もしくは関係先であるカウンターパーティ）が、
複数の関連スワップを提供していることもある 49。こうした複数のスワップが、異なる格下げ

条項を用いる別々の契約に基づいて構成されている場合、ヘッジを失う確率もそれぞれ
異なりうる。リンクの格付への影響を評価する際には、ヘッジを失う確率のうち、最も保守

的なものを採用する。 

関係性をもたないカウンターパーティ二者が関連スワップを提供していて、かつどちらか
一つのカウンターパーティがデフォルトしても、もう一方のカウンターパーティへの発行体
の支払義務のデフォルトにはつながらないことが予想される場合には 50、それぞれのカウ

ンターパーティについて別々にヘッジを失う確率を判断し、ステップ 4 のガイダンス・ノー

ト 4 に従って組み合わせる。二者を越える、関係性をもたないカウンターパーティがヘッ

ジを提供している場合には、リンクによる影響をケース・バイ・ケースで評価する。 

ステップ 2 のガイダンス・ノート:ヘッジなしとなった場合の案件の損失 

1. ステップ 2 の表は、さまざまなタイプ・期間の、ベンチマークとなるスワップに関しての案件

損失を表している。各スワップは、アセット・プール 51に対して 5%から 70%のレンジで表さ

れる、9 つの損失カテゴリーのいずれかに位置づけられている。 

2. ステップ 2 の表においては、「期間」は通常、アセット・プールの加重平均期間(WAL)を指

し、これには期限前返済や適用すべきアモチ・トリガーが考慮される（あるいは、期間が異

なる場合は、案件が関連するマーケット・リスクにさらされる期間、となる 52。）スワップの期

間が 20 年を超える場合には、ステップ 2 の表は適用されず、ケース・バイ・ケースで案件

の損失を判断する。 

3. ステップ 2 の表は、それぞれのベンチマーク・スワップがアセット・プールの 100%に関連

するものと想定している。スワップが、アセット・プールの 100%よりも少ない部分に関して

のマーケット・レートへのエクスポージャーをヘッジする場合、通常は案件損失を比例的

                                                                        
48  本稿においては、スワップがあるトランシェと関連しているとみなされるのは、そのトランシェがヘッジを失ったことにより直

接的に損失を被りうる場合のみである。ヘッジを失うことが原因となって、間接的に被る損失（例えば、別のトランシェの支

払不履行により、実行後のウォーターフォールに切り替わってしまったために被る損失など）については本稿では取り上

げていないが、格付分析においては別途考慮する。 
49  案件によっては、同一のカウンターパーティがシニア・トランシェ向けとジュニア・トランシェ向けに別々にスワップを提供し

ているものがある。一般には、シニア・トランシェへのリンクの影響を評価するにあたっては、シニアのスワップのみが関連

スワップとなり、ジュニア・スワップのリンクの影響を評価するにあたっては、両方のスワップが関連スワップとなる。 
50  そのような場合には、ヘッジを失う確率として関連するもののうち、最も保守的なものを採用し、カウンターパーティどうし

が関係先となっていないとみなしてステップ 3 とステップ 4 を適用する。 
51  「アセット・プール」とは、適用される支払のウォーターフォールに従って流れていくアセットで、関連するトランシェに利益

をもたらしうるものを意味する。例えば、 $100 のアセットが 1:3 の比率で 2 つの発行体によってシェアされる場合、各発

行体に関わるアセット・プールはそれぞれ$25 と$75 となる。 
52  例えば、(1) 固定金利の住宅ローンに絡んで固定―変動スワップが提供されている場合には、スワップの期間はこうした

ローンの金利固定期間の加重平均となり、(2) リボルビング案件の場合、期間にはリボ中の期間も含まれ（但し、カウンタ

ーパーティのデフォルトが早期償還トリガーとなっている場合を除く）、(3) 一つのトランシェを対象とする通貨スワップの

場合、その期間はトランシェの WAL に等しくなる。  
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に減らす 53。例えば、アセット・プールの 50%に関連するスワップに対応する案件損失は、

ベンチマークの案件損失の 50%に等しくなる 54。 

4. 案件が、同一のカウンターパーティ（もしくは関係先であるカウンターパーティ）が提供す

る複数のスワップによってヘッジされているされている場合、各スワップについて、それぞ

れ別々に案件損失を決定し、それらを合計して案件損失の合計額を算出する。 

二つの関係性のないカウンターパーティが関連スワップを提供している場合、(1)1 番目の

カウンターパーティのスワップ、(2) 2 番目のカウンターパーティのスワップ、ならびに(3)双
方のカウンターパーティのスワップ、の 3 つについてそれぞれによる案件損失の合計額を

算出する 55。二者を越える、関係性のないカウンターパーティが関連スワップを提供して

いる場合は、リンクによる影響をケース・バイ・ケースで評価する。 

複数のスワップによる案件損失を足し上げる際には、案件損失の合計額の上限を 70%と

する。 

 

5. ステップ 2 の表は、現在の MTM の価値がゼロに近いと想定している。特定のスワップが、

発行体にとって大きく OTM となっている、もしくはなった場合、損失カテゴリーを下方に

調整することがある。 

担保トリガーがステップ 1 により算出したノッチ・アップ調整のうちの少なくとも 1 ノッチ分

には寄与している場合 56は、エクスポージャーは担保によってカバーされていることにな

るので、通常はスワップが発行体にとってイン・ザ・マネー(ITM) となっている、もしくはな

                                                                        
53  例外としては、(1)アセット・プールの 100%よりも少ない部分について通貨スワップが提供されており、(2) そのアセット・プ

ールが異なる通貨建てのノートの裏付けとなっており、かつ(3) 全てのノートがマーケット・エクスポージャーに関連するロ

スにさらされている場合、があげられる。この場合、案件損失は、S*L/(S*L+1-L)となる。ここで L は、ステップ 2 の表の%を

指し、S はアセット・プールのうち、スワップの対象となる%を指す。また、アセット・プールが異なる通貨建てのアセットから

構成されていて、ノート保有者が複数の通貨の組み合わせの動きにさらされている場合には、案件損失をケース・バイ・

ケースで判断する。 
54  スワップが、外貨建てとなっているアセット・プールの一部に関連する場合には、そうした外貨建てアセットの額（スワップ・

レートを用いて、アセットのベース通貨に変換）の全アセット・プールに対する割合に応じて、案件損失を調整する。 
55  ステップ 3 のガイダンス・ノート 10 を参照のこと。 
56  ステップ 1 のガイダンス・ノート（ガイダンス・ノート 7 を除く）に従い、担保によるノッチ・アップ調整に関する調整を行った

後。 

表 3 

複数のスワップによる案件損失の合計額の算出方法 
同一のスワップ・カウンターパーティが提供する 2 つのスワップを想定: 

スワップ A -アセット・プールの 100%をヘッジする 10 年の固定 -変動スワップ 

スワップ B -アセット・プールの 50%をヘッジする 10 年の通貨スワップ 

まず、個々のスワップについて案件損失を算出: 

スワップ A の案件損失 = Cat 3（すなわち 30%） 

スワップ B の案件損失 = Cat 8（すなわち 60%）*50% = Cat 3（すなわち 30%） 

次に案件損失を足し合わせる: 

30%+30% = 60% 

ここで、10%を超える案件損失につながる第 3 のスワップがあるとする。この場合、案件損

失の合計額は 70%が上限となる  
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ったことを理由に損失カテゴリーを調整することはない。これ以外の場合は、発行体にとっ
てとってスワップがITMである場合においては、損失カテゴリーを上方に調整することが

ある。 

6. ステップ 2 の表は、以下の通貨建ての支払を伴うスワップに適用される。 

– ベーシス・スワップ:英国ポンド、米ドル、ユーロならびに日本円 

– 固定-変動スワップ:英国ポンド、米ドル、ユーロ、日本円ならびに豪ドル 

– 通貨スワップ:英国ポンド、米ドル、ユーロ、日本円、豪ドル、韓国ウォン、メキシコ・ペ

ソ、及びブラジル・レアル 

上記とは異なる通貨を使用する場合は、ステップ 2 の表は適用されず、案件損失はケー

ス・バイ・ケースで決定される。 

7. ステップ 2 の表において、「ベーシス・スワップ」は、Libor、Euribor、イングランド銀行ベー

スレート、標準的な変動金利、フェデラル・ファンド金利、及び米国財務省短期証券金利

を参照するスワップをさす。その他のベーシス・スワップの案件損失についてはケース・バ

イ・ケースで検討する。 

8. ステップ 2 の表は、スワップがバランスに応じたものである場合でも適用される。しかし、キ

ャップ等、オプション性を組み込んだスワップには適用されない。オプション性のあるスワ

ップが格付分析上重要な場合には、リンクの影響をケース・バイ・ケースで判断する。 

ステップ 3 のガイダンス・ノート:案件がヘッジを失った場合のトランシェの損失 

1. ステップ 3 の表は、ヘッジを失ったことにより生じるトランシェ毎の損失（「トランシェ損失」）

を、（ステップ 2 より得られる）案件損失と利用可能な信用補完の様々な組み合わせに応

じて表したものである。 

2. ステップ 3 の表のトランシェ損失（トランシェに対する%）は:TL1 - 0.005%; TL2 - 0.02%; 
TL3 - 0.075%; TL4 - 0.175%; TL5 - 0.4%; TL6 - 1.5%; TL7 - 4%; TL8 - 8%; TL9 - 12%; 
TL10 - 16%; TL11 - 20%; TL12 - 32%; TL13 - 50%.である。 

この表は、トランシェのサイズがアセット・プールの約 80%である場合を想定して算出され

ている。関連トランシェのサイズ（その他プロ・ラタに位置づけられるノート 57を合算）が

80%を下回る場合は、適宜トランシェ損失を率に応じて増やす 58。 

3. ステップ 3 の表の「利用可能な信用補完」とは、(1)関連するトランシェを利する超過担保、

劣後およびリザーブの合計額（「信用補完の合計額」59）から、(2) トランシェがヘッジを失

ったことを理由に被る損失を減らすのには利用できない信用補完の合計額 60、ならびに

(3) 後述のガイダンス・ノート 4 に従い、案件損失の減額に使うことができる利用可能な余

剰補完を差し引いたものを意味し、いずれもアセット・プールに対する割合で表される。利

用可能な信用補完が≦1%の場合は、ステップ 3 の表は使えず、トランシェ損失は下記ガ

イダンス・ノート 6 に従って算出する。 

                                                                        
57  関連トランシェに潜在的に劣後していて、かつステップ 3 のガイダンス・ノートの 3. (2)にあるように「利用可能な信用補

完」を提供しているとみなされるプロ・ラタ・ノートを除く（脚注 60 も参照）。 
58  率に応じて増やしたトランシェの損失は、80%/S*（ステップ 3 の表のトランシェ損失）によって得られる。この場合 S は、ア

セット・プールに対する%で表された関連トランシェのサイズである。 
59  一部のストラクチャーでは、スワップ関連損失の相殺に用いることができる他の形式の信用補完が設定されている場合が

ある。それらについては、ケース・バイ・ケースで評価する。 
60  プロ・ラタ方式から、シークエンシャル・ペイメントに支払方法が変更されるトリガーが設けられている場合、利用可能な劣

後はケース・バイ・ケースで判断する。いつシークエンシャル・ペイメントに変更されるかも評価の対象となる。 
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4. ステップ 3 の表のうち適用される欄は、ステップ 2 より得られる案件損失から、利用可能な

余剰補完を引いた額（「ネット案件損失」）を、最も近い案件損失カテゴリーにマッチング

する（必要な場合は、次に高い損失カテゴリーにラウンド・アップする）ことにより選ぶ 61。 

「利用可能な余剰補完」とは、(1)関連トランシェを利する信用補完の合計額が、リンクを考

慮しないベースでのトランシェの格付 62を維持するのに必要な超過担保、劣後及びリザ

ーブを合わせた額を上回る額と、(2)ヘッジを失うことによりトランシェが被るロスを減らすこ

とに使うことができる信用補完の合計額、のいずれか小さい方を指す。 

 

このガイダンス・ノート 4 の結果、利用可能な剰余補完があるがために、いずれかのトラン

シェのリンク調整後の格付がネガティブな影響を受ける場合は、利用可能な剰余補完は

ゼロとみなしてトランシェ損失を決定する。 

5. エクセス・スプレッドは、ステップ 3 の表では信用補完として取り扱わない。ただし、累積エ

クセス・スプレッド 63が 3%より少なく、かつ利用可能な信用補完が>5%かつ≦10%の場合、

「>1%かつ≦5%」の行が適用されるとみなされる。累積エクセス・スプレッドが 3%よりも少

なく、かつ利用可能な信用補完が≦5%の場合、ステップ 3 の表は使わず、トランシェの

損失は下記のガイダンス・ノート 6 に従って決定される。 

6. 利用可能な信用補完あるいはエクセス・スプレッドが不十分なためステップ 3 の表が使え

ない場合、下記ガイダンス・ノート 7 に従いつつ、案件損失はネット案件損失（上記ガイダ

ンス・ノート 4 を参照のこと）に等しくなり、関連トランシェに対する%に変換される（その他

                                                                        
61  ステップ 3 の表は、損失が隔絶されたスワップには使えない（ステップ 3 のガイダンス・ノート 7 を参照のこと。）隔絶され

たスワップが、一つ以上の関連スワップと共に提供されている場合、ネット案件損失を算出するにあたっては、ステップ 2
のガイダンス・ノート 4 に従って算出した案件損失の額から、損失が隔絶されたスワップの案件損失の合計額を差し引く。

そこからさらに、利用可能な余剰補完を差し引く。 
62  「リンクを考慮しない格付」とは、アセットのリスク、オペレーショナル・リスク、口座銀行のリスク、コミングリング・リスク、相殺

リスク、及びソブリンのリスク等、関連トランシェの予想損失に影響を与えうるその他全ての適用すべき要因を考慮した後

に付与もしくは維持される格付を意味する。 
63  年率エクセス・スプレッド（スワップにより提供されるエクセス・スプレッドは全て除く）にアセット・プールの WAL を掛けて

算出。 

表 4 

ステップ 3 の表の使い方 
以下の場合を想定する。 

» 信用補完の合計額が 25%で、うち 15%が劣後、10%がキャッシュ・リザーブである。 

» トランシェの格付を維持するのに必要な補完額は 15%。 

» キャッシュ・リザーブは、ヘッジを失うことのより生じる損失をカバーするのには使えな

い。 

» ステップ 2 より、案件損失は Cat5(30%)となっている。 

利用可能な剰余補完は、(1)合計補完額から必要補完額を差し引いた額(10%)と、(2) ヘッ

ジを失うことにより生じるロスを手当てするのに使える補完額の合計額(15%)の、いずれか

小さい方となり、ここでは 10%である。 

ステップ 3 の表において適用される欄は Cat4(20%)となる。ステップ 2 により算出された案

件損失(30%)から、利用可能な剰余補完(10%)を引いた数字である。 

利用可能な信用補完は 5%となる。合計補完額(25%)から、利用できない補完(10%)と、利
用可能な剰余補完(10% )を引いた数字である。 

これにより、ステップ 3 の表により導き出されるトランシェの損失は TL8 となる。 
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プロ・ラタに位置づけられるノート を合算 64）。あるいは、トランシェ損失額は下記ガイダン

ス・ノート 9 に従って決定されることもありうる。 

7. ステップ 3 の表は、損失が隔絶されたスワップには使えない。損失が隔絶されたスワップ

（“isolated loss swap"）とは、その関連トランシェにはその他の損失については使える信用

補完があるにもかかわらず、ヘッジを失うことにより生じる案件損失についてはその関連ト

ランシェが全額負わなければならないようになっているスワップを指す。 

損失が隔絶されたスワップの他には関連するスワップがない場合、案件損失は損失が隔
絶されたスワップによる合計案件損失に等しく、関連トランシェに対する%に変換される 65。 

ステップ 3 の表が使用される関連スワップがその他に 1 つ以上あるような損失が隔絶され

たスワップの場合は、合計案件損失は(1) 関連トランシェに対する%に変換された、損失

が隔絶されたスワップによる案件損失の合計 66に、(2) ステップ 3 の表（上記ガイダンス・ノ

ート 2 を参照のこと）による案件損失を加えたものとなる。 

利用可能な信用補完もしくはエクセス・スプレッドが不十分なためステップ 3 の表が使え

ない関連スワップが一つ以上他にあるような損失が隔絶されたスワップの場合、合計案件
損失は、(1) 関連トランシェに対する%に変換された、損失が隔絶されたスワップによる案

件損失の合計に 67、(2) 関連トランシェに対する%に変換された、ネット案件損失（上記ガ

イダンス・ノート 4 を参照のこと）、を加えたもの（その他プロ・ラタに位置づけられるノート 
を合算 68）となる。 

あるいは、トランシェ損失額はガイダンス・ノート 9 に従って決定されることもありうる。 

8. ステップ 3 の表は、利用可能な信用補完 を 40%までと想定している。特定のトランシェの

利用可能な信用補完が 40%を超えていて、かつそのトランシェの格付が、トランシェの損

失に利用可能な信用補完を 40%とすると、リンクによって大きく左右されるようなケースに

は、トランシェ損失を下記ガイダンス・ノート 9 に従って、モデルにより算出する。 

9. ステップ 3 の表を使う代わりに、特定のノート・トランシェのトランシェ損失をモデルを用い

て計算することもある。まず、トランシェが、マーケット・レートの動きを理由に損失を被るこ

とはないとの想定の下で、「ヘッジされている状態での期待損失」をモデルにより算出する。

次に、ステップ 2 より得られる案件損失を、スワップの期間（ステップ 2 のガイダンス・ノート

2 を参照）で割った数字に等しい額を、シニアに位置づけられる追加年間費用と想定し、

「ヘッジされていない状態での期待損失」をモデルにより算出する 69。トランシェ損失は、

「ヘッジされている状態での期待損失」と、「ヘッジされていない状態での期待損失」の差

であり、下記ステップ 4 のガイダンス・ノート 1 に記載されている計算式に従って、リンク調

整後の格付を決定するのに使われる。 

10. 2 社の、関係性を持たないカウンターパーティが関連スワップを提供している場合には、

(1)1 番目のカウンターパーティのスワップ、(2) 2 番目のカウンターパーティのスワップ、な

らびに(3)双方のカウンターパーティのスワップ、の 3 つについてそれぞれによる案件損

失の合計額を算出する 。こうして算出したトランシェ損失額をステップ 4 のガイダンス・ノ

ート 4 に従って合わせる。2 社を超える、関係性を持たないカウンターパーティが関連ス

ワップを提供している場合には、ケース・バイ・ケースで評価する。 

                                                                        
64  脚注 57 を参照のこと。 
65  この場合、トランシェのサイズは、ステップ 3 のガイダンス・ノート 2 にあるように、損失が隔絶されたスワップのサイズの合

計に等しくなる。 
66  脚注 65 を参照のこと。 
67  脚注 65 を参照のこと。 
68  脚注 57 を参照のこと。 
69  簡易なウォーターフォール・モデルが使われるのであれば、案件損失は信用補完から直接差し引くという方法も取りうる。 
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ステップ 4 の表:リンク調整後格付 

1. スワップへのリンクによりトランシェの期待損失は、(1)ヘッジを失う確率 70と、(2)（ステップ 3
から得られる）トランシェ損失とを掛け合わせることにより算出する。この増分期待損失を、

これがなかった場合のトランシェの期待損失（すなわち、リンクについては考慮しないが、

その他関連する全ての要因を考慮した後 71）に足し合わせることにより、スワップへのリン

クによる影響を組み入れた新たな期待損失が計算できる。次に、この新たに得られた期

待損失を、理想化された期待損失率 72を用いて、格付に変換する（「リンク調整後の格

付」）。 

2. トランシェ損失の算出にステップ 3 の表が用いられ、かつ損失が隔絶されたスワップ 73が

ない場合、ステップ 4 の表を使うことにより、リンク調整後の格付が大体どれ位になるかが

わかる。ただし、ステップ 4 の表は、WALが 3 年のサイズの大きいトランシェ 74についての

計算となっている。実際のトランシェのサイズ（その他プロ・ラタに位置づけられるノート を
合算 75）もしくはWALが大きく異なる場合は、上記ガイダンス・ノート 1 に従い、リンク調整

後の格付を直接算出する。 

3. ステップ 4 の表は、ノートの格付が、それぞれの格付に相当するレンジの中央値にあるも

のとして、リンクがノート格付にもたらす影響を示している。影響について相当程度正確に

示すために、表においては、リンク調整後格付がそれぞれおのレンジの中で弱めの格付

なのか、強めの格付なのかを表している。（ただし、実際の格付に「+」や「-」をつけることは

ない。）ある特定のトランシェに表をあてはめてみると、そのトランシェの格付の、格付レン

ジ内での強さ（リンク考慮前）によって、実際のノート格付は異なってくることがわかる。例

えば、リンク考慮前のノート格付が弱い Aaa (sf)で、ステップ 4 の表の結果が Aa1-(sf)の場

合、実際のリンク調整後格付は Aa2 (sf)となると考えられる。一方、リンク考慮前のノート格

付が強い Aaa (sf)で、ステップ 4 の表の結果が Aa1-(sf)であれば、実際のリンク調整後格

付は Aa1 (sf)になるものと考えられる。ステップ 4 の表に結果が掲載されていないというこ

とは、スワップとのリンクによる増分期待損失が格付に影響を及ぼしてはいないことを通常

は表している。 

4. 2 社の関係を持たないカウンターパーティが関連スワップを提供している場合、スワップへ

のリンクにより生じる追加的な期待損失は、以下を合計したものとなる。 

(i) (a) 両方のカウンターパーティに関してヘッジが失われるジョイント確率に、(b)両カウ

ンターパーティによるトランシェ損失、の合計を掛けたもの 

(ii) (a) 一番目のカウンターパーティに関してヘッジが失われる確率から、ジョイント・ベー

スでヘッジを失う確率を差し引いたものを、(b) 一番目のカウンターパーティにちうて

のトランシェ損失、を掛けたもの 

(iii) (a) 二番目のカウンターパーティに関してヘッジが失われる確率から、ジョイント・ベー

スでヘッジを失う確率を差し引いたものを、(b) 二番目のカウンターパーティにちうて

のトランシェ損失、を掛けたもの 

その後、上記ガイダンス・ノート 1 に従って、リンク調整後格付を決定する。 

                                                                        
70  この場合、ステップ 1 により示唆された確率に基づく格付は、理想化されたデフォルト率を用い、トランシェの WAL に等

しい期間と想定して、%に読み替える。 
71  脚注 62 を参照のこと。 
72  ムーディーズのスペシャル・レポート“Default & Loss Rates of Structured Finance Securities 1993-2006" (Moody's Investors 

Service, April 2007) （日本語版:証券化商品のデフォルト率と損失率(1993-2006 年）(2007 年 6 月）)の付録 7 を参照のこと。 
73  ステップ 3 のガイダンス・ノート 7 を参照のこと。 
74  すわなち、アセット・プールの 80%を超える場合。 
75 脚注 57 を参照のこと。 
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5. トランシェの実際の格付は、ノート保有者の期待損失だけでなく、タイムリーに支払が行わ

れる可能性によっても影響を受ける 76。スワップとのリンクは、ノートのデフォルト確率、す

なわち発行体がノート保有者に対しタイムリーに支払を行うことができなくなる可能性を大

幅に高めることがありえるため、その結果、ステップ 4 の表に示唆される水準よりもノートの

格付に大きな影響が及ぶかもしれない。 

                                                                        
76  ムーディーズのスペシャル・コメント“Moody's Structured Finance Rating Scale" (Moody's Investors Service, August 11, 2010) 
（ムーディーズ・ジャパン版「証券化商品の格付スケール」(2010 年 9 月 10 日）) を参照のこと。 
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付録 B - 担保に関する規定 77 

表 1:オリジナル担保計算式 - オプション性のないスワップ 

同一通貨建てのスワップ: Max[0, MTM + Min[50 * DV01, 8% * hedge notional]] 

通貨スワップ: Max[0, MTM + Min[6% * Hedge Notional + 15 * DV01, 9% * Hedge Notional]]  

下表に示す MTM の潜在的増分の推定値は、DV01 を参照せずに用いることができる。その

場合、担保額は Max[0, MTM, Hedge Notional*（下記の適用掛目）]となる。 

スワップの期間（単位: 年）78 同一通貨建てのスワップ 通貨スワップ 

≤1 0.50% 6.10% 

>1 and ≤2 1.00% 6.30% 

>2 and ≤3 1.50% 6.40% 

>3 and ≤4 1.90% 6.60% 

>4 and ≤5 2.40% 6.70% 

>5 and ≤6 2.80% 6.80% 

>6 and ≤7 3.20% 7.00% 

>7 and ≤8 3.60% 7.10% 

>8 and ≤9 4.00% 7.20% 

>9 and ≤10 4.40% 7.30% 

>10 and ≤11 4.70% 7.40% 

>11 and ≤12 5.00% 7.50% 

>12 and ≤13 5.40% 7.60% 

>13 and ≤14 5.70% 7.70% 

>14 and ≤15 6.00% 7.80% 

>15 and ≤16 6.30% 7.90% 

>16 and ≤17 6.60% 8.00% 

>17 and ≤18 6.90% 8.10% 

>18 and ≤19 7.20% 8.20% 

>19 and ≤20 7.50% 8.20% 

>20 and ≤21 7.80% 8.30% 

>21 and ≤22 8.00% 8.40% 

>22 and ≤23 8.00% 8.50% 

>23 and ≤24 8.00% 8.60% 

>24 and ≤25 8.00% 8.60% 

>25 and ≤26 8.00% 8.70% 

>26 and ≤27 8.00% 8.80% 

>27 and ≤28 8.00% 8.80% 

>28 and ≤29 8.00% 8.90% 

>29 8.00% 9.00% 

 

                                                                        
77  付録 B の計算式は、参照を容易にするために書かれたものである。計算式に含まれる用語の詳細な意味については、

付録 C を参照のこと。 
78  ステップ 2 のガイダンス・ノート 2 を参照のこと。 
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表 2:オリジナル担保計算式 - オプション性のあるスワップ 

同一通貨建てのスワップ: Max[0, MTM + Min[65 * DV01, 10% * hedge notional]] 

通貨スワップ: Max[0, MTM + Min[6% * Hedge Notional + 30 * DV01, 11% * Hedge 
Notional]]  

下表に示す MTM の潜在的増分の推定値は、DV01 を参照せずに用いることができる。その

場合、担保額は Max[0, MTM, Hedge Notional*（下記の適用掛目）]となる。 

スワップの期間（単位: 年）79 同一通貨建てのスワップ 通貨スワップ 

≤1 0.65% 6.30% 

>1 and ≤2 1.30% 6.60% 

>2 and ≤3 1.90% 6.90% 

>3 and ≤4 2.50% 7.10% 

>4 and ≤5 3.10% 7.40% 

>5 and ≤6 3.60% 7.70% 

>6 and ≤7 4.20% 7.90% 

>7 and ≤8 4.70% 8.20% 

>8 and ≤9 5.20% 8.40% 

>9 and ≤10 5.70% 8.60% 

>10 and ≤11 6.10% 8.80% 

>11 and ≤12 6.50% 9.00% 

>12 and ≤13 7.00% 9.20% 

>13 and ≤14 7.40% 9.40% 

>14 and ≤15 7.80% 9.60% 

>15 and ≤16 8.20% 9.80% 

>16 and ≤17 8.60% 10.00% 

>17 and ≤18 9.00% 10.10% 

>18 and ≤19 9.40% 10.30% 

>19 and ≤20 9.70% 10.50% 

>20 and ≤21 10.00% 10.70% 

>21 and ≤22 10.00% 10.80% 

>22 and ≤23 10.00% 11.00% 

>23 and ≤24 10.00% 11.00% 

>24 and ≤25 10.00% 11.00% 

>25 and ≤26 10.00% 11.00% 

>26 and ≤27 10.00% 11.00% 

>27 and ≤28 10.00% 11.00% 

>28 and ≤29 10.00% 11.00% 

>29 10.00% 11.00% 

 

                                                                        
79  ステップ 2 のガイダンス・ノート 2 を参照のこと。 
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表 3:エンハンスド担保計算式 - オプション性のないスワップ 

同一通貨建てのスワップ: Max[0, MTM + Min[ 140 * DV01, 22%* Hedge Notional]] 

通貨スワップ: Max[0, MTM + Min[ 14% * Hedge Notional + 120 * DV01, 30% * Hedge 
Notional]] 

下表に示す MTM の潜在的増分の推定値は、DV01 を参照せずに用いることができる。その

場合、担保額は Max[0, MTM, Hedge Notional*（下記の適用掛目）]となる。 

スワップの期間（単位: 年）80 同一通貨建てのスワップ 通貨スワップ 

≤1 1.2% 14.2% 

>1 and ≤2 2.6% 14.3% 

>2 and ≤3 3.9% 14.4% 

>3 and ≤4 5.0% 14.6% 

>4 and ≤5 5.9% 14.9% 

>5 and ≤6 6.7% 15.3% 

>6 and ≤7 7.5% 15.6% 

>7 and ≤8 8.3% 16.5% 

>8 and ≤9 9.2% 17.3% 

>9 and ≤10 10.0% 18.2% 

>10 and ≤11 10.6% 18.8% 

>11 and ≤12 11.2% 19.4% 

>12 and ≤13 11.8% 20.0% 

>13 and ≤14 12.4% 20.6% 

>14 and ≤15 13.0% 21.2% 

>15 and ≤16 13.6% 21.7% 

>16 and ≤17 14.2% 22.3% 

>17 and ≤18 14.8% 22.9% 

>18 and ≤19 15.4% 23.5% 

>19 and ≤20 16.0% 24.1% 

>20 and ≤21 16.6% 24.7% 

>21 and ≤22 17.2% 25.3% 

>22 and ≤23 17.8% 25.9% 

>23 and ≤24 18.4% 26.5% 

>24 and ≤25 19.0% 27.1% 

>25 and ≤26 19.6% 27.6% 

>26 and ≤27 20.2% 28.2% 

>27 and ≤28 20.8% 28.8% 

>28 and ≤29 21.4% 29.4% 

>29 22.0% 30.0% 

 

                                                                        
80  ステップ 2 のガイダンス・ノート 2 を参照のこと。 
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表 4:エンハンスド担保計算式 - オプション性のあるスワップ 

同一通貨建てのスワップ: Max[0, MTM + Min[ 210 * DV01, 27%* Hedge Notional]] 

通貨スワップ: Max[0, MTM + Min[ 14% * Hedge Notional + 190 * DV01, 36% * Hedge 
Notional]] 

下表に示す MTM の潜在的増分の推定値は、DV01 を参照せずに用いることができる。その

場合、担保額は Max[0, MTM, Hedge Notional*（下記の適用掛目）]となる。 

スワップの期間（単位: 年）81 同一通貨建てのスワップ 通貨スワップ 

≤1 1.6% 14.7% 

>1 and ≤2 3.4% 14.9% 

>2 and ≤3 4.9% 15.4% 

>3 and ≤4 6.6% 15.7% 

>4 and ≤5 7.6% 16.5% 

>5 and ≤6 8.6% 17.3% 

>6 and ≤7 9.8% 17.6% 

>7 and ≤8 10.9% 19.0% 

>8 and ≤9 11.9% 20.2% 

>9 and ≤10 13.0% 21.4% 

>10 and ≤11 13.8% 22.3% 

>11 and ≤12 14.6% 23.3% 

>12 and ≤13 15.3% 24.2% 

>13 and ≤14 16.1% 25.1% 

>14 and ≤15 16.9% 26.0% 

>15 and ≤16 17.7% 27.0% 

>16 and ≤17 18.5% 27.9% 

>17 and ≤18 19.3% 28.6% 

>18 and ≤19 20.1% 29.5% 

>19 and ≤20 20.7% 30.9% 

>20 and ≤21 21.3% 31.8% 

>21 and ≤22 21.5% 32.5% 

>22 and ≤23 22.3% 33.5% 

>23 and ≤24 23.0% 33.8% 

>24 and ≤25 23.8% 34.6% 

>25 and ≤26 24.5% 34.9% 

>26 and ≤27 25.3% 35.3% 

>27 and ≤28 26.0% 36.0% 

>28 and ≤29 26.8% 36.0% 

>29 27.0% 36.0% 

 

                                                                        
81  ステップ 2 のガイダンス・ノート 2 を参照のこと。 
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表 5:エンハンスド担保計算式 （交代が補助される場合 82）- オプション性のないスワップ 

同一通貨建てのスワップ: Max[0, MTM + Min[ 110 * DV01, 15% * Hedge Notional]] 

通貨スワップ: Max[0, MTM + Min[ 11% * Hedge Notional + 100 * DV01, 21% * Hedge 
Notional]] 

下表に示す MTM の潜在的増分の推定値は、DV01 を参照せずに用いることができる。その

場合、担保額は Max[0, MTM, Hedge Notional*（下記の適用掛目）]となる。 

スワップの期間（単位: 年）83 同一通貨建てのスワップ 通貨スワップ 

≤1 1.1% 11.0% 

>1 and ≤2 2.2% 11.2% 

>2 and ≤3 3.2% 11.3% 

>3 and ≤4 4.0% 11.5% 

>4 and ≤5 4.8% 11.7% 

>5 and ≤6 5.3% 11.9% 

>6 and ≤7 5.8% 12.0% 

>7 and ≤8 6.4% 12.5% 

>8 and ≤9 7.0% 13.1% 

>9 and ≤10 7.6% 13.6% 

>10 and ≤11 8.0% 14.0% 

>11 and ≤12 8.3% 14.3% 

>12 and ≤13 8.7% 14.7% 

>13 and ≤14 9.1% 15.1% 

>14 and ≤15 9.4% 15.4% 

>15 and ≤16 9.8% 15.8% 

>16 and ≤17 10.2% 16.2% 

>17 and ≤18 10.5% 16.5% 

>18 and ≤19 10.9% 16.9% 

>19 and ≤20 11.3% 17.3% 

>20 and ≤21 11.6% 17.6% 

>21 and ≤22 12.0% 18.0% 

>22 and ≤23 12.3% 18.3% 

>23 and ≤24 12.7% 18.7% 

>24 and ≤25 13.1% 19.1% 

>25 and ≤26 13.4% 19.4% 

>26 and ≤27 13.8% 19.8% 

>27 and ≤28 14.2% 20.2% 

>28 and ≤29 14.5% 20.5% 

>29 14.9% 20.9% 

 

                                                                        
82  発行体に代わり、適切な者が交代手続を進めることをコミットしている場合に適用される。 
83  ステップ 2 のガイダンス・ノート 2 を参照のこと。 
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表 6:エンハンスド担保計算式 （交代が補助される場合 84）- オプション性のあるスワップ 

同一通貨建てのスワップ: Max[0, MTM + Min[ 155 * DV01, 18% * Hedge Notional]] 

通貨スワップ: Max[0, MTM + Min[ 11% * Hedge Notional + 145 * DV01, 25% * Hedge 
Notional]] 

下表に示す MTM の潜在的増分の推定値は、DV01 を参照せずに用いることができる。その

場合、担保額は Max[0, MTM, Hedge Notional*（下記の適用掛目）]となる。 

スワップの期間（単位: 年）85 同一通貨建てのスワップ 通貨スワップ 

≤1 1.4% 11.4% 

>1 and ≤2 2.9% 11.7% 

>2 and ≤3 4.1% 12.2% 

>3 and ≤4 5.3% 12.4% 

>4 and ≤5 6.2% 12.9% 

>5 and ≤6 6.8% 13.4% 

>6 and ≤7 7.6% 13.5% 

>7 and ≤8 8.4% 14.5% 

>8 and ≤9 9.1% 15.2% 

>9 and ≤10 9.8% 16.0% 

>10 and ≤11 10.3% 16.6% 

>11 and ≤12 10.8% 17.2% 

>12 and ≤13 11.3% 17.8% 

>13 and ≤14 11.8% 18.4% 

>14 and ≤15 12.3% 19.0% 

>15 and ≤16 12.7% 19.6% 

>16 and ≤17 13.2% 20.2% 

>17 and ≤18 13.7% 20.6% 

>18 and ≤19 14.2% 21.2% 

>19 and ≤20 14.6% 22.1% 

>20 and ≤21 14.9% 22.7% 

>21 and ≤22 15.0% 23.1% 

>22 and ≤23 15.4% 23.7% 

>23 and ≤24 15.9% 23.9% 

>24 and ≤25 16.3% 24.4% 

>25 and ≤26 16.8% 24.6% 

>26 and ≤27 17.3% 24.8% 

>27 and ≤28 17.7% 25.0% 

>28 and ≤29 18.0% 25.0% 

>29 18.0% 25.0% 

 

                                                                        
84  発行体に代わり、適切な者が交代手続を進めることをコミットしている場合に適用される。 
85  ステップ 2 のガイダンス・ノート 2 を参照のこと。 
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表 7:評価掛目 （クレジット・サポート額がユーロ建ての場合） 

種類 評価掛目 

ユーロ（キャッシュ） 100% 

ポンド（キャッシュ） 97% 

米ドル（キャッシュ） 94% 

日本円（キャッシュ） 93% 

米ドル建て米国財務省証券（固定金利） 

残存期間：  ≤1 year 94% 

>1 and ≤2 93% 

>2 and ≤3 92% 

>3 and ≤5 91% 

>5 and ≤7 90% 

>7 and ≤10 88% 

>10 and ≤20 85% 

>20 83% 

米ドル建て米国財務省証券（変動金利） 

残存期間区分なし 93% 

米ドル建て米国政府機関債（固定金利） 

残存期間：  ≤1 year 93% 

>1 and ≤2 93% 

>2 and ≤3 92% 

>3 and ≤5 90% 

>5 and ≤7 89% 

>7 and ≤10 87% 

>10 and ≤20 84% 

>20 82% 

米ドル建て米国政府機関債（変動金利）   

残存期間区分なし 92% 
ユーロ建てユーロ圏国債（格付 Aa3 以上；固定金利） 

残存期間：  ≤1 year 100% 

>1 and ≤2 99% 

>2 and ≤3 98% 

>3 and ≤5 96% 

>5 and ≤7 95% 

>7 and ≤10 94% 

>10 and ≤20 89% 

>20 87% 

ユーロ建てユーロ圏国債（格付 Aa3 以上；変動金利）  

残存期間区分なし 99% 

ポンド建て英国債（固定金利） 

残存期間：  ≤1 year 96% 

>1 and ≤2 95% 

>2 and ≤3 94% 

>3 and ≤5 93% 

>5 and ≤7 92% 

>7 and ≤10 91% 

>10 and ≤20 87% 

>20 85% 

ポンド建て英国債（変動金利）  

残存期間区分なし 96% 
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種類 評価掛目 

円建て日本国債（固定金利） 

残存期間：  ≤1 year 95% 

>1 and ≤2 94% 

>2 and ≤3 93% 

>3 and ≤5 92% 

>5 and ≤7 91% 

>7 and ≤10 90% 

>10 and ≤20 86% 

>20 84% 

円建て日本国債（変動金利）   

残存期間区分なし 95% 
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表 8:評価掛目 （クレジット・サポート額がポンド建ての場合） 

種類 評価掛目 

ポンド（キャッシュ） 100% 

ユーロ（キャッシュ） 97% 

米ドル（キャッシュ） 95% 

米ドル建て米国財務省証券（固定金利） 

残存期間：  ≤1 year 95% 

>1 and ≤2 94% 

>2 and ≤3 93% 

>3 and ≤5 92% 

>5 and ≤7 91% 

>7 and ≤10 89% 

>10 and ≤20 86% 

>20 84% 

米ドル建て米国財務省証券（変動金利） 

残存期間区分なし 94% 

米ドル建て米国政府機関債（固定金利） 

残存期間：  ≤1 year 94% 

>1 and ≤2 94% 

>2 and ≤3 93% 

>3 and ≤5 91% 

>5 and ≤7 90% 

>7 and ≤10 88% 

>10 and ≤20 85% 

>20 83% 

米ドル建て米国政府機関債（変動金利）   

残存期間区分なし 93% 

ユーロ建てユーロ圏国債（格付 Aa3 以上；固定金利） 

残存期間：  ≤1 year 97% 

>1 and ≤2 96% 

>2 and ≤3 95% 

>3 and ≤5 93% 

>5 and ≤7 92% 

>7 and ≤10 91% 

>10 and ≤20 86% 

>20 84% 

ユーロ建てユーロ圏国債（格付 Aa3 以上；変動金利）   

残存期間区分なし 96% 

ポンド建て英国債（固定金利） 

残存期間：  ≤1 year 99% 

>1 and ≤2 98% 

>2 and ≤3 97% 

>3 and ≤5 96% 

>5 and ≤7 95% 

>7 and ≤10 94% 

>10 and ≤20 90% 

>20 88% 

ポンド建て英国債（変動金利）  

残存期間区分なし 99% 
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表 9:評価掛目 （クレジット・サポート額が米ドル建ての場合） 

種類 評価掛目 

米ドル（キャッシュ） 100% 

ユーロ（キャッシュ） 94% 

ポンド（キャッシュ） 95% 

日本円（キャッシュ） 95% 

米ドル建て米国財務省証券（固定金利） 

残存期間：  ≤1 year 100% 

>1 and ≤2 99% 
>2 and ≤3 98% 
>3 and ≤5 97% 
>5 and ≤7 96% 
>7 and ≤10 94% 
>10 and ≤20 90% 
>20 88% 

米ドル建て米国財務省証券（変動金利） 

残存期間区分なし 99% 

米ドル建て米国政府機関債（固定金利） 

残存期間： ≤1 year 99% 

>1 and ≤2 99% 
>2 and ≤3 98% 
>3 and ≤5 96% 
>5 and ≤7 93% 
>7 and ≤10 93% 
>10 and ≤20 89% 
>20 87% 

米ドル建て米国政府機関債（変動金利）   

残存期間区分なし 98% 

ユーロ建てユーロ圏国債（格付 Aa3 以上；固定金利） 

残存期間：  ≤1 year 94% 

>1 and ≤2 93% 

>2 and ≤3 92% 

>3 and ≤5 90% 

>5 and ≤7 89% 

>7 and ≤10 88% 

>10 and ≤20 84% 

>20 82% 

ユーロ建てユーロ圏国債（格付 Aa3 以上；変動金利）  

残存期間区分なし 93% 

ポンド建て英国債（固定金利） 

残存期間： ≤1 year 94% 

>1 and ≤2 93% 
>2 and ≤3 92% 
>3 and ≤5 91% 
>5 and ≤7 90% 
>7 and ≤10 89% 
>10 and ≤20 86% 
>20 84% 

ポンド建て英国債（変動金利）  

残存期間区分なし 94% 
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種類 評価掛目 

円建て日本国債（固定金利） 

残存期間： ≤1 year 96% 

>1 and ≤2 95% 
>2 and ≤3 94% 
>3 and ≤5 93% 
>5 and ≤7 92% 
>7 and ≤10 91% 
>10 and ≤20 87% 
>20 86% 

円建て日本国債（変動金利）   

残存期間区分なし 95% 
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表 10:評価掛目 （クレジット・サポート額が豪ドル建ての場合） 

種類 評価掛目 

豪ドル(キャッシュ) 100% 

米ドル（キャッシュ） 94% 

日本円（キャッシュ） 94% 

豪ドル建て豪国債（固定金利） 

残存期間： ≤1 year 98% 

>1 and ≤2 98% 

>2 and ≤3 97% 

>3 and ≤5 96% 

>5 and ≤7 94% 

>7 and ≤10 83% 

>10 and ≤20 89% 

>20 87% 

豪ドル建て豪国債（変動金利） 

残存期間区分なし 98% 

円建て日本国債（固定金利） 

残存期間： ≤1 year 94% 

>1 and ≤2 94% 

>2 and ≤3 93% 

>3 and ≤5 92% 

>5 and ≤7 91% 

>7 and ≤10 90% 

>10 and ≤20 86% 

>20 85% 

円建て日本国債（変動金利）  

残存期間区分なし 92% 

米ドル建て米国財務省証券（固定金利） 

残存期間： ≤1 year 95% 

>1 and ≤2 94% 

>2 and ≤3 93% 

>3 and ≤5 92% 

>5 and ≤7 91% 

>7 and ≤10 89% 

>10 and ≤20 86% 

>20 84% 

米ドル建て米国財務省証券（変動金利）  

残存期間区分なし 94% 
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表 11:評価掛目 （クレジット・サポート額が円建ての場合） 

種類 評価掛目 

日本円（キャッシュ） 100% 

ユーロ（キャッシュ） 94% 

ポンド（キャッシュ） 95% 

米ドル（キャッシュ） 94% 

米ドル建て米国財務省証券（固定金利） 

残存期間： ≤1 year 94% 

>1 and ≤2 93% 

>2 and ≤3 92% 

>3 and ≤5 91% 

>5 and ≤7 90% 

>7 and ≤10 88% 

>10 and ≤20 85% 

>20 83% 

米ドル建て米国財務省証券（変動金利） 

残存期間区分なし 93% 

米ドル建て米国政府機関債（固定金利） 

残存期間：≤1 year 93% 

>1 and ≤2 93% 
>2 and ≤3 92% 
>3 and ≤5 90% 
>5 and ≤7 89% 
>7 and ≤10 87% 
>10 and ≤20 84% 
>20 82% 

米ドル建て米国政府機関債（変動金利）   

残存期間区分なし 92% 

ユーロ建てユーロ圏国債（格付 Aa3 以上；固定金利） 

残存期間：≤1 year 93% 

>1 and ≤2 92% 
>2 and ≤3 91% 
>3 and ≤5 89% 
>5 and ≤7 88% 
>7 and ≤10 87% 
>10 and ≤20 82% 
>20 80% 

ユーロ建てユーロ圏国債（格付 Aa3 以上；変動金利）  

残存期間区分なし 92% 

ポンド建て英国債（固定金利） 

残存期間：≤1 year 92% 

>1 and ≤2 91% 
>2 and ≤3 90% 
>3 and ≤5 89% 
>5 and ≤7 88% 
>7 and ≤10 87% 
>10 and ≤20 84% 
>20 82% 

ポンド建て英国債（変動金利）  

残存期間区分なし 94% 
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種類 評価掛目 

円建て日本国債（固定金利） 
残存期間：≤1 year 100% 

>1 and ≤2 99% 

>2 and ≤3 98% 

>3 and ≤5 98% 

>5 and ≤7 97% 

>7 and ≤10 95% 

>10 and ≤20 92% 

>20 90% 

円建て日本国債（変動金利）   

残存期間区分なし 99% 
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付録 C - 標準的なスワップ・フレームワーク 

ISDA のスケジュール及びCSA 条項のサンプル例(Moody's Pro Forma ISDA Schedule and 
CSA Provisions)1 

付録のISDA のスケジュール及びCSA 条項のサンプル例(Pro Forma ISDA Schedule and CSA 
Provisions) は、1992 年 版 2ISDA マスター契約を用いるヘッジ契約にフレームワークを組み

込む場合の例である。このPro Forma においては、Party A はカウンターパーティ、Party B は
SPV である。 

Pro Forma は、案件がヘッジを失う確率を下げる可能性のある諸条項を示すためのものでに

過ぎず、他の目的に使用されることは意図していない。この Pro Forma は、いかなる者（カウン

ターパーティ及び SPV を含む） に対しても、法的もしくは税法上のアドバイス、あるいは取引

のドキュメンテーション方法についてのアドバイスとなることを意図してはおらず、個社毎に必
要となる基準を反映しているものではないことに特に注意していただきたい。取引を組成、協
議もしくは関連ドキュメントを作成するにあたっては、当事者自身で法的及び税務上のアドバ

イスを取得する必要がある。 

SCHEDULE  

Part 1. Termination Provisions 

» (a) Payments on Early Termination.  For the purposes of Section 6(e) of this Agreement, 
Market Quotation and The Second Method will apply. 

» (b) “Termination Currency” means  [For currency swap or combined interest rate/currency swap, 
insert the currency of the Notes. For single-currency swap, insert the currency of the swap.] 

Part 2. Tax Representations3  

Part 3. Agreement to Deliver Documents4  

Part 4. Miscellaneous 

» (a) Calculation Agent.  The Calculation Agent is Party A, Provided that if Party A is a 
Defaulting Party, Party B may, by giving written notice to Party A, appoint a substitute 
Calculation Agent. 

» (b) “Credit Support Provider” means in relation to Party A, [Party A and]5 the guarantor 
under any Eligible Guarantee, and in relation to Party B, none. 

» (c) “Credit Support Document” means the Credit Support Annex6  and any Eligible 
Guarantee. 

» (d) Local Business Day. The definition of “Local Business Day” in Section 14 of this 
Agreement shall be amended by the addition of the words “or any Credit Support 

                                                                        
1   この標準的なスワップ契約の規定のうちのいくつか（脚注 2、Part 2、 Part 5(c)、脚注 11、Part 5 (g) 及び Part 5 (h))は、課

税リスクや発行体がデフォルトする当事者となる場合の終了リスクなどといった他の問題に対処するためのものであって、

カウンターパーティとのリンクの問題とは無関係な条項も含まれている。 
2   この Pro Forma は、以下の点に関してを除けば、2002 年版 ISDA マスター契約にも適用可能である: (1) 必要となるクロ

ス・レファレンスならびに用語の変更すべて、(2) 「1 番目の」への参照を「3 番目の」への参照に換えるための、セクション 
5(a) (i) の変更(Party B に適用される範囲内においてのみ）、(3) セクション 5 (a)(ii)(2) の非適用(Party B に関して適用さ

れる範囲内においてのみ） ならびに (4) セクション内に登場する全ての" or impracticable" および “or impracticability" を
削除するための、セクション 5(b)(ii) (Force Majeure 事由） の変更。 

3  Any Tax Representations given by Party B that are of a legal nature to be supported by a satisfactory legal opinion. 
4  To be completed as appropriate. 
5  Insert words in square brackets only if the Credit Support Annex is specified as a Credit Support Document. 
6  It is not necessary to specify an English law Credit Support Annex as a Credit Support Document. 
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Document” after “Section 2(a)(i)” and the addition of the words “or Credit Support 
Document” after “Confirmation”. 7 

Part 5.  Other Provisions 

 (a)  No Set-Off. 

(i) All payments under this Agreement shall be made without set-off or 
counterclaim, except as expressly provided for in Section 2(c) or Section 6. 

(ii) The last sentence of the first paragraph in Section 6(e) shall be deleted and 
replaced with the words “Notwithstanding any other provision of this Section, if 
a Party (the “Paying Party”) would, but for this sentence, be required to pay an 
amount pursuant to this Section, it may, by giving written notice to the other 
Party, cause the amount so payable to be reduced by the lesser of (i) such amount 
and (ii) the aggregate amount  payable to the Paying Party pursuant to any 
demands made under Section 11 on or before the Early Termination Date.” 

 (b)  Security Interest.8  

 (c)  Events of Default. 

 Section 5 shall be amended as follows: 

(i) Section 5(a)(ii) will not apply in respect of Party B. 

(ii) Section 5(a)(iii) will not apply in respect of Party B [except that Section 
5(a)(iii)(1) will apply in respect of Party B's obligations under Paragraph 
[2(b)/3(b)] of the Credit Support Annex].9 

(iii) Section 5(a)(iv) will not apply in respect of Party B.10 

(iv) Section 5(a)(v) will not apply in respect of Party B. 

(v) Section 5(a)(vii)(2), (7) and (9) will not apply in respect of Party B. 

(vi) Section 5(a)(vii)(3) will not apply in respect of Party B to the extent it refers to 
any assignment, arrangement or composition that is effected by or pursuant to 
the [Transaction Documents]. 

(vii) Section 5(a)(vii)(4) will not apply in respect of Party B to the extent that it refers 
to proceedings or petitions instituted or presented by Party A or any of its 
Affiliates. 

(viii) Section 5(a)(vii)(6) will not apply in respect of Party B to the extent that it refers 
to (i) any appointment that is effected by or pursuant to the [Transaction 
Documents] or (ii) any appointment that Party B has not become subject to.  

(ix) Section 5(a)(vii)(8) will apply to Party B only to the extent that it applies to 
Section 5(a)(vii)(1), (3), (4), (5) and (6), as amended above. 

 (d)  Tax Event and Tax Event upon Merger. 

(i) Section 5(b)(ii) will apply, Provided that the words “(x) any action taken by a taxing 
authority, or brought in a court of competent jurisdiction, on or after the date on 
which a Transaction is entered into (regardless of whether such action is taken or 
brought with respect to a party to this Agreement) or (y)” shall be deleted.11 

                                                                        
7  Not required for English law Credit Support Annex. 
8  Party A to acknowledge that Party B has created a security interest in respect of its rights under this Agreement (if applicable). 
9  May insert wording in square brackets if the Credit Support Annex is specified as a Credit Support Document. 
10  Section 5(a)(iv) may apply in relation to representations of fact by Party B that are demonstrably true. 
11  This deletion is only required in the absence of satisfactory legal opinions confirming that none of Party A or Party B's 

payments under this Agreement are subject to deduction or withholding for Tax.  
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(ii) Section 5(b)(iii) will apply to Party A and Party B, provided that Party A shall 
not be entitled to designate an Early Termination Date or effect a transfer 
pursuant to Section 6(b)(ii) by reason of a Tax Event Upon Merger in respect of 
which it is the Affected Party.  

 (e)  Additional Termination Events.12  

» An Additional Termination Event shall occur with Party A as Affected Party if (A) the 
Transfer Trigger Requirements apply and 30 or more Local Business Days have elapsed 
since the last time the Transfer Trigger Requirements did not apply and (B) at least one 
Eligible Replacement has made a Firm Offer that would, assuming the occurrence of an 
Early Termination Date, qualify as a Market Quotation (on the basis that paragraphs (i) 
and (ii) in Part 5(i) below (Close-Out Calculations) apply) and which remains capable of 
becoming legally binding upon acceptance. 

 (f)  Transfer Trigger. 

  So long as the Transfer Trigger Requirements apply, Party A will, at its own cost, use 
commercially reasonable efforts to, as soon as reasonably practicable, either (A) procure an 
Eligible Guarantee in respect of all of its present and future obligations under this 
Agreement from a guarantor with a Qualifying Transfer Trigger Rating or (B) without 
prejudice to the need for Party B’s consent in accordance with Part 5(j)(i) (which Party A 
shall use commercially reasonable efforts to obtain), transfer its rights and obligations 
under this Agreement to an Eligible Replacement. 

 (g)  Tax. 

   Notwithstanding the definition of “Indemnifiable Tax” in Section 14 of this Agreement, 
in relation to payments by Party A, any Tax shall be an Indemnifiable Tax and, in relation 
to payments by Party B, no Tax shall be an Indemnifiable Tax.13  

(h) Non-Petition and Limited Recourse.14  

(i) Close-Out Calculations.  

   If an Early Termination Date is designated at a time when Party A is (A) the Affected 
Party in respect of an Additional Termination Event or a Tax Event Upon Merger or 
(B) the Defaulting Party in respect of any Event of Default, paragraphs (i) to (vi) below 
shall apply: 

 (i)  The definition of “Market Quotation” shall be deleted in its entirety and replaced 
with the following: 

   “Market Quotation” means, with respect to one or more Terminated 
Transactions, a Firm Offer which is: 

(1) made by an Eligible Replacement; 

(2) for an amount that would be paid to Party B (expressed as a negative 
number) or by Party B (expressed as a positive number) in consideration 
of an agreement between Party B and such Eligible Replacement to 
enter into a transaction (the “Replacement Transaction”) that would 
have the effect of preserving for Party B the economic equivalent of any 
payment or delivery (whether the underlying obligation was absolute or 
contingent and assuming the satisfaction of each applicable condition 
precedent) by the parties under this Agreement in respect of such 
Terminated Transactions or group of Terminated Transactions that 

                                                                        
12  We assess the rating impact of Additional Termination Events with Party B as Affected Party according to (i) the likelihood 

that they will occur and result in termination (ii) the potential impact of swap termination. 
13  This provision may be deleted or modified if suitable tax opinions are provided. 
14  This provision to include non-petition and limited recourse language in favour of Party B.  
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would, but for the occurrence of the relevant Early Termination Date, 
have been required after that date; 

(3) made on the basis that Unpaid Amounts in respect of the Terminated 
Transaction or group of Transactions are to be excluded but, without 
limitation, any payment or delivery that would, but for the relevant 
Early Termination Date, have been required (assuming satisfaction of 
each applicable condition precedent) after that Early Termination Date 
is to be included; and 

(4) made in respect of a Replacement Transaction with terms that are, in all 
material respects, no less beneficial for Party B than those of this 
Agreement (save for the exclusion of provisions relating to Transactions 
that are not Terminated Transactions), as determined by Party B.” 

 (ii)  If Party B elects to determine whether or not a Firm Offer satisfies the condition in 
sub-paragraph (4) of Market Quotation, it shall do so in a commercially reasonable 
manner. 

 (iii)  The definition of “Settlement Amount” shall be deleted in its entirety and 
replaced with the following: 

   “Settlement Amount” means, with respect to any Early Termination Date:  

(1) if, on or prior to such Early Termination Date, a Market Quotation for 
the relevant Terminated Transaction or group of Terminated 
Transactions is accepted by Party B so as to become legally binding, the 
Termination Currency Equivalent of the amount (whether positive or 
negative) of such Market Quotation; 

(2) if, on such Early Termination Date, no Market Quotation for the 
relevant Terminated Transaction or group of Terminated Transactions 
has been accepted by Party B so as to become legally binding and one or 
more Market Quotations have been communicated to Party B and 
remain capable of becoming legally binding upon acceptance by Party B, 
the Termination Currency Equivalent of the amount (whether positive 
or negative) of the lowest of such Market Quotations (for the avoidance 
of doubt, (i) a Market Quotation expressed as a negative number is 
lower than a Market Quotation expressed as a positive number and (ii) 
the lower of two Market Quotations expressed as negative numbers is 
the one with the largest absolute value); or 

(3) if, on such Early Termination Date, no Market Quotation for the 
relevant Terminated Transaction or group of Terminated Transactions 
has been accepted by Party B so as to become legally binding and no 
Market Quotations have been communicated to Party B and remain 
capable of becoming legally binding upon acceptance by Party B, Party 
B's Loss (whether positive or negative and without reference to any 
Unpaid Amounts) for the relevant Terminated Transaction or group of 
Terminated Transactions.” 

 (iv)  At any time on or before the Early Termination Date at which two or more 
Market Quotations have been communicated to Party B and remain capable of 
becoming legally  binding upon acceptance by Party B, Party B shall be entitled 
to accept only the lowest of such Market Quotations (for the avoidance of doubt, 
(i) a Market Quotation expressed as a negative number is lower than a Market 
Quotation expressed as a positive number and (ii) the lower of two Market 
Quotations expressed as negative numbers is the one with the largest absolute 
value).  
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 (v)  If Party B requests Party A in writing to obtain Market Quotations, Party A shall 
use reasonable efforts to do so before the Early Termination Date. 

 (vi)  For the purpose of determining Unpaid Amounts, any payment or delivery 
obligation which was (or would have been but for Section 2(a)(iii)) required to be 
performed pursuant to paragraph 2 of the Credit Support Annex shall be 
disregarded.15 

 (j)  Transfers. 

 (i)  Subject to Part 5(j)(ii), neither party may transfer (whether by way of security or 
otherwise) any interest or obligation in or under this Agreement without the 
prior written consent of the other party. 

 (ii)  Party B may transfer (whether by way of security or otherwise) any interest or 
obligation in or under this Agreement pursuant to the Transaction Documents. 

 (k)  Expenses 

   Section 11 shall be deleted in its entirety and replaced by the following: “A Defaulting 
Party or an Affected Party (if such Affected Party is Party A) will, on demand, indemnify 
and hold harmless the other party for and against the Termination Currency Equivalent of 
all reasonable out-of-pocket expenses, including legal fees and Stamp Tax, incurred by 
such other party by reason of the enforcement and protection of its rights under this 
Agreement or any Credit Support Document to which such Defaulting Party or Affected 
Party is a party or by reason of the early termination of any Transaction, including, but 
not limited to, costs of collection and costs incurred in connection with procuring a 
replacement for this Agreement (other than any amount paid or payable to a replacement 
counterparty). If, following the making of one or more demands under this Section 11, a 
reduction is effected pursuant to the last sentence of the first paragraph in Section 6(e), the 
aggregate amount payable in respect of such demands shall be deemed to be discharged to 
the extent of the amount of such reduction.” 

 (l)  Definitions. 

   For the purpose of this Agreement: 

   The “Collateral Trigger Requirements” shall apply so long as no Relevant Entity has a 
Qualifying Collateral Trigger Rating. 

   “Eligible Guarantee” means an unconditional and irrevocable guarantee that is provided 
by a guarantor as principal debtor rather than surety and is directly enforceable by Party B, 
where (I) such guarantee provides that if a guaranteed obligation cannot be performed 
without an action being taken by Party A, the guarantor shall use its best endeavours to 
procure that Party A takes such action, (II)(A) the guarantor and Party B are resident for 
tax purposes in the same jurisdiction, (B) a law firm has given a legal opinion confirming 
that none of the guarantor's payments to Party B under such guarantee will be subject to 
deduction or withholding for tax, (C) such guarantee provides that, in the event that any 
of such guarantor's payments to Party B are subject to deduction or withholding for tax, 
such guarantor is required to pay such additional amount as is necessary to ensure that the 
net amount actually received by Party B (free and clear of any tax) will equal the full 
amount Party B would have received had no such deduction or withholding been required 
or (D) in the event that any payment (the “Primary Payment”) under such guarantee is 
made net of deduction or withholding for tax, Party A is required, under this Agreement, 
to make such additional payment (the “Additional Payment”) as is necessary to ensure that 
the net amount actually received by Party B from the guarantor (free and clear of any tax) 
in respect of the Primary Payment and the Additional Payment will equal the full amount 
Party B would have received had no such deduction or withholding been required 

                                                                        
15  Only for English law Credit Support Annex. 
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(assuming that the guarantor will be required to make a payment under such guarantee in 
respect of the Additional Payment) and (III) the guarantor waives any right of set-off in 
respect of payments under such guarantee. 

   “Eligible Replacement” means an entity that can lawfully perform the obligations owing 
to Party B under this Agreement or its replacement (as applicable) and (A) has a 
Qualifying Transfer Trigger Rating or (B) whose present and future obligations owing to 
Party B under this Agreement or its replacement (as applicable) are guaranteed pursuant to 
an Eligible Guarantee provided by a guarantor with a Qualifying Transfer Trigger 
Rating.16 

   “Firm Offer” means an offer which, when made, was capable of becoming legally binding 
upon  acceptance.  

   An entity has a “Qualifying Collateral Trigger Rating” if its long-term, unsecured and 
unsubordinated debt or counterparty obligations are rated “[insert collateral trigger level]” 
or above by Moody's. 

   An entity has a “Qualifying Transfer Trigger Rating” if its long-term, unsecured and 
unsubordinated debt or counterparty obligations are rated “[insert transfer trigger level]” or 
above by Moody's. 

   “Relevant Entities” means Party A and any guarantor under an Eligible Guarantee in 
respect of all of Party A's present and future obligations under this Agreement and 
“Relevant Entity” means any one of them. 

   The “Transfer Trigger Requirements” apply so long as no Relevant Entity has a 
Qualifying Transfer Trigger Rating. 

PARAGRAPH 11 OF THE ISDA CREDIT SUPPORT ANNEX (ENGLISH LAW)17  

» [Note: The model swap framework contemplates that a collateral account in the name of the issuer 
will be opened at closing with a highly rated third party account provider.] 

(a)  Base Currency and Eligible Currency. 

  (i) “Base Currency” means [For currency swap or combined interest rate/currency swap, 
insert the currency of the Notes. For single-currency swap, insert the currency of the 
swap.]   

  (ii) “Eligible Currency” means the Base Currency.18 

(b)  Credit Support Obligations. 

 (i)  Delivery Amount and Return Amount. 

(A) Paragraph 2(a) (Delivery Amount) shall apply, except that: 

(i) the words “upon a demand made by the Transferee on or 
promptly following a Valuation Date” shall be deleted and the 
word “that” on the second line of Paragraph 2(a) shall be 
replaced with the word “a”; 

»   (ii) the sentence beginning “Unless otherwise specified in Paragraph 11(b)” 
shall be deleted in its entirety and replaced with the following: 

                                                                        
16  If any tax opinions are required in relation to the original hedge and the Eligible Replacement is located in a different tax 

jurisdiction to Party A, there should be an additional requirement incorporated in the definition of "Eligible Replacement" 
to the effect that either (i) the relevant opinions are delivered to Moody's in relation to the hedge provided by the Eligible 
Replacement or (ii) the terms of the new hedge are amended so as to avoid the need for opinions or (iii) the Eligible 
Replacement is located in the same tax jurisdiction as Party A.   

17  The pro forma provisions also apply to the ISDA Credit Support Annex (New York law), subject to making the necessary 
modifications. 

18  Also specify any other currencies in which cash may be posted.  
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»  “The “Delivery Amount” applicable to the Transferor for any 
Valuation Date will equal the greatest of: 

(1) the amount by which the Moody's Credit Support 
Amount exceeds the Value (determined using the 
Moody's Valuation Percentages) of the Transferor's 
Credit Support Balance (adjusted to include any prior 
Delivery Amount and to exclude any prior Return 
Amount, the transfer of which, in each case, has not yet 
been completed and for which the relevant Settlement 
Day falls on or after such Valuation Date)[;  

(2) the amount by which the [ABC Rating Agency] Credit 
Support Amount exceeds the Value (determined using 
the [ABC Rating Agency] Valuation Percentages) of the 
Transferor's Credit Support Balance (adjusted to 
include any prior Delivery Amount and to exclude any 
prior Return Amount, the transfer of which, in each 
case, has not yet been completed and for which the 
relevant Settlement Day falls on or after such Valuation 
Date); and 

(3) the amount by which the [XYZ Rating Agency] Credit 
Support Amount exceeds the Value (determined using 
the [XYZ Rating Agency] Valuation Percentages) of the 
Transferor's Credit Support Balance (adjusted to 
include any prior Delivery Amount and to exclude any 
prior Return Amount, the transfer of which, in each 
case, has not yet been completed and for which the 
relevant Settlement Day falls on or after such Valuation 
Date)].”; and 

(i) if, on any Valuation Date, the Delivery Amount equals or 
exceeds the  

»  Transferor’s Minimum Transfer Amount, the Transferor will 
transfer to the Transferee sufficient Eligible Credit Support to 
ensure that, immediately following such transfer, the Delivery 
Amount shall be zero. 

»    (B) Paragraph 2(b) (Return Amount) shall apply, except that:  

 (i)  the sentence beginning “Unless otherwise specified in 
Paragraph 11(b)” shall be deleted in its entirety and replaced by 
the following: 

“The “Return Amount” applicable to the Transferee for any 
Valuation Date will equal the least of: 

(1) the amount by which the Value (determined using the 
Moody's Valuation Percentages) of the Transferor's 
Credit Support Balance (adjusted to include any prior 
Delivery Amount and to exclude any prior Return 
Amount, the transfer of which, in each case, has not yet 
been completed and for which the relevant Settlement 
Day falls on or after such Valuation Date) exceeds the 
Moody's Credit Support Amount [;  
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(2) the amount by which (a) the Value (determined using 
the [ABC Rating Agency] Valuation Percentages) of the 
Transferor's Credit Support Balance (adjusted to 
include any prior Delivery Amount and to exclude any 
prior Return Amount, the transfer of which, in each 
case, has not yet been completed and for which the 
relevant Settlement Day falls on or after such Valuation 
Date) exceeds (b) the [ABC Rating Agency] Credit 
Support Amount; and 

(3) the amount by which (a) the Value (determined using 
the [XYZ Rating Agency] Valuation Percentages) of the 
Transferor's Credit Support Balance (adjusted to 
include any prior Delivery Amount and to exclude any 
prior Return Amount, the transfer of which, in each 
case, has not yet been completed and for which the 
relevant Settlement Day falls on or after such Valuation 
Date) exceeds (b) the [XYZ Rating Agency] Credit 
Support Amount].”; and in no event shall the 
Transferee be required to transfer any Equivalent Credit 
Support under Paragraph 2(b) if, immediately following 
such transfer, the Delivery Amount would be greater 
than zero. 

(ii) Eligible Credit Support.  

   [Insert Table 7, 8, 9, 10 or 11 (as applicable) from Appendix B] 

   (iii) Thresholds. 

(A) “Independent Amount” means with respect to Party A and Party B:  zero 

(B) “Moody's Threshold” means, (A) so long as the Collateral Trigger 
Requirements apply and either (i) the Collateral Trigger Requirements 
have applied continuously since this Annex was executed or (ii) at least 
30 Local Business days have elapsed since the last time the Collateral 
Trigger Requirements did not apply, zero and (B) at any other time, 
infinity. 

(A) “Minimum Transfer Amount” means with respect to Party A and Party 
B: [Base Currency] 100,000. 

(B) Rounding. The Delivery Amount will be rounded up to the nearest 
integral multiple of [Base Currency] 10,000 and the Return Amount will 
be rounded down to the nearest integral multiple of [Base Currency] 
10,000. 

(ii) “Exposure” has the meaning specified in Paragraph 10, except that (1) after the 
word “Agreement” the words “(assuming, for this purpose only, that Part 5(i) 
(Close-Out Calculations) of the Schedule is deleted)” shall be inserted and (2) at 
the end of the definition of “Exposure”, the words "without assuming that the 
terms of such Replacement Transactions are materially less beneficial for the 
Transferee than the terms of this Agreement" shall be added. 

(c)  Valuation and Timing. 

(i) “Valuation Agent” means Party A. 

» (ii) “Valuation Date” means [the first Local Business Day in each week / 
each Local Business Day]. 
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» (iii) “Valuation Time” means the close of business on the Local Business 
Day immediately preceding the  Valuation Date or date of calculation, as 
applicable, Provided that the calculations of Value and Exposure  will, as far 
as practicable, be made as of approximately the same time on the same date. 

(iii)  “Notification Time” means 11:00 a.m., [London / New York] time, on a Local 
Business Day. 

(iv) Calculations. Paragraph 3(b) shall be amended by inserting the words “, 
Moody’s Credit Support Amount” after the word “Value”. 

(v) Value. Paragraph (i)(B) of the the definition of “Value” shall be deleted in its 
entirely and replaced with the following: “(i)(B)  a security, the Base Currency 
Equivalent of the bid price obtained by the Valuation Agent (or, if the Valuation 
Agent is a Defaulting Party and the Transferee has, by way of written notice to 
the Valuation Agent, nominated another entity to calculate the Value of 
securities, such entity) multiplied by the applicable Valuation Percentage, if any; 
and”. 

(d)  Exchange Date. 

» “Exchange Date” has the meaning specified in Paragraph 3(c)(ii). 

(e)  Dispute Resolution. 

(i) “Resolution Time” means 1:00 p.m., [London / New York3] time on the Local 
Business Day following the date on which the notice is given that gives rise to a 
dispute under Paragraph 4. 

(ii) Value. For the purpose of Paragraphs 4(a)(4)(i)(C) and 4(a)(4)(ii), on any date 
the Value of the outstanding Credit Support Balance or of any transfer of Eligible 
Credit Support or Equivalent Credit Support, as the case may be, will be 
calculated as follows:   

(1) with respect to any Eligible Credit Support or Equivalent Credit 
Support comprising securities (“Securities”) the Base Currency 
Equivalent of the sum of (a)(x) the last bid price on such date for such 
Securities on the principal national securities exchange on which such 
Securities are listed, multiplied by the applicable Valuation Percentage; 
or (y) where any Securities are not listed on a national securities 
exchange, the bid price for such Securities quoted as at the close of 
business on such date by any principal market maker (which shall not be 
and shall be independent from the Valuation Agent) for such Securities 
chosen by the Valuation Agent, multiplied by the applicable Valuation 
Percentage; or (z) if no such bid price is listed or quoted for such date, 
the last bid price listed or quoted (as the case may be), as of the day next 
preceding such date on which such prices were available, multiplied by 
the applicable Valuation Percentage; and (b) the accrued interest where 
applicable on such Securities (except to the extent that such interest shall 
have been paid to the Transferor pursuant to Paragraph 5(c)(ii) or 
included in the applicable price referred to in subparagraph (a) above) as 
of such date, multiplied by the Valuation Percentage with respect to 
such Securities; and 

(2) with respect to any cash, the Base Currency Equivalent of the amount 
thereof multiplied by the applicable Valuation Percentage. 

(iii)  Alternative.  The provisions of Paragraph 4 will apply. 
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(f)  Distributions and Interest Amount.  

 (i)  [Reserved].  

 (ii)  Transfer of Interest Amount.  The transfer of any Interest Amount will be made 
on the [first] Local Business Day following the end of each calendar month in 
which it is received or, if that date is not a Valuation Date, the next following 
Valuation Date, Provided that the Transferee shall only be obliged to transfer an 
Interest Amount to the extent that the Valuation Agent has confirmed in writing 
that no Delivery Amount will be created or increased by the transfer.19 

 (iii)  Alternative to Interest Amount.  Paragraph 5(c)(ii) will apply. 

 (iv)  “Interest Amount” means, with respect to an Interest Period, any amount of 
interest received (net of any deduction or withholding for or on account of any 
tax) by the Transferee during such Interest Period on the principal amount of the 
portion of the Credit Support Balance comprised of cash. 

 (v)  “Distributions”  means, with respect to any Eligible Credit Support comprised in 
the Credit Support Balance consisting of securities, all principal, interest and 
other payments and distributions of cash or other property received (net of any 
deduction or withholding for or on account of any tax) by the Transferee from 
time to time. 

 (vi)  “Distribution Date” means, with respect to any Eligible Credit Support 
comprised in the Credit Support Balance other than cash, each date on which the 
Transferee receives Distributions or, if that date is not a Valuation Date, the next 
following Valuation Date. 

 (vii)  Transfer of Distributions The Transferee shall only be obliged to transfer 
Equivalent Distributions under Paragraph 5(c)(i) if the Valuation Agent has 
confirmed in writing that no Delivery Amount would be created or increased by 
the transfer (and the date of calculation will be deemed a Valuation Date for this 
purpose).20 

(g)        Other Provisions. 

 (i)  Transfer Timing.  The following words shall be inserted at the end of the final 
paragraph of Paragraph 3(a): 

   “Provided that any transfer of Eligible Credit Support by the Transferor pursuant 
to Paragraph 2(a) shall be made in accordance with sub-paragraph (i), (ii) or (iii) 
(as applicable) of this Paragraph 3(a) not later than the close of business on the 
relevant Valuation Date, regardless of whether any demand for transfer is 
received.” 

 (ii)  Early Termination. The heading for Paragraph 6 shall be deleted and replaced 
with “Early Termination” and the following shall be added after the word 
“Default” in the first line of Paragraph 6, “in relation to all Transactions or a 
Termination Event in relation to all Transactions”.   

 (iii)  Expenses. Notwithstanding Paragraph 8, the Transferor will be responsible for, 
and will reimburse the Transferee for, all transfer and other taxes and other costs 
involved in the transfer of Eligible Credit Support and/or Equivalent Credit 
Support either from the Transferor to the Transferee or from the Transferee to 
the Transferor pursuant to this Annex. 

                                                                        
19  As an alternative to this proviso, the last sentence of “Credit Support Balance” may be deleted. 
20  This sub-paragraph is not needed if the last sentence of “Credit Support Balance” is deleted. 
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 (iv)  Single Transferor and Single Transferee. Party A shall always be the Transferor 
and Party B shall always be the Transferee. 

 (v)  Exchange. The Transferee shall only be obliged to transfer Equivalent Credit 
Support under Paragraph 3(c)(ii) if the Valuation Agent has confirmed in writing 
that no Delivery Amount would be created or increased by the transfer (and the 
date of calculation will be deemed a Valuation Date for this purpose). 

 (vi)  Moody's Criteria. 

   “Moody's Credit Support Amount” means, for any Valuation Date: 

 (A)  if the Moody's Threshold is infinity, zero; 

 (B)  if the Moody's Threshold is zero, the greater of: 

 (i)  zero; and  

 (ii)  the sum of (x) the Transferee's Exposure and (y) the aggregate 
of the Moody's Additional Amounts in respect of such 
Valuation Date for all Transactions (other than the Transaction 
constituted by this Annex). 

   “Moody's Additional Amount”21 means, for any Valuation Date: 

 (A)  in respect of any Transaction that is both a cross-currency hedge and an 
Optionality Hedge, the lesser of (x) the sum of (1) the product of 
Transaction Notional Amount for such Transaction for the Calculation 
Period which includes such Valuation Date and the Moody's Cross Cur-
rency Notional Amount Lower Multiplier and (2) the product of the 
Moody's Cross Currency DV01 Multiplier (Optionalilty) and the 
Transaction Cross Currency DV01 for such Transaction and (y) the 
product of the Moody's Cross Currency Notional Amount Higher 
Multiplier (Optionality) and the Transaction Notional Amount for such 
Transaction for the Calculation Period which includes such Valuation 
Date;  

 (B)  in respect of any Transaction that is a cross-currency hedge and is not an 
Optionality Hedge, the lesser of (x) the sum of (1) the product of 
Transaction Notional Amount for such Transaction for the Calculation 
Period which includes such Valuation Date and the Moody's Cross Cur-
rency Notional Amount Lower Multiplier and (2) the product of the 
Moody's Second Trigger Cross Currency DV01 Multiplier and the 
Transaction Cross Currency DV01 for such Transaction and (y) the 
product of the Moody's Cross Currency Notional Amount Higher 
Multiplier and the Transaction Notional Amount for such Transaction 
for the Calculation Period which includes such Valuation Date;  

 (C)  in respect of any Transaction that is not a cross-currency hedge and is an 
Optionality Hedge, the lesser of (x) the product of the Moody's Single 
Currency DV01 Multiplier (Optionality) and the Transaction Single 
Currency DV01 for such Transaction and (y) the product of the 
Moody's Single Currency Notional Amount Multiplier (Optionality) 
and the Transaction Notional Amount for such Transaction for the 
Calculation Period which includes such Valuation Date; and 

 (D)  in respect of any Transaction that is neither a cross-currency hedge nor 
an Optionality Hedge, the lesser of (x) the product of the Moody's 

                                                                        
21  This definition assumes DV01 is to be used. It may be replaced with alternative language based on Tables 4B-2 and 4B-3 of 

the Framework. 
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Single Currency DV01 Multiplier and the Transaction Single Currency 
DV01 for such Transaction and (y) the product of the Moody's Single 
Currency Notional Amount Multiplier and the Transaction Notional 
Amount for such Transaction for the Calculation Period which includes 
such Valuation Date. 

   [Insert following definitions if the Original Collateral Formulas are selected: 

   “Moody's Second Trigger Cross Currency DV01 Multiplier” means 15. 

   “Moody's Second Trigger Cross Currency DV01 Multiplier (Optionality)” 
means 30. 

   “Moody's Second Trigger Cross Currency Notional Amount Higher 
Multiplier” means 0.09. 

   “Moody's Second Trigger Cross Currency Notional Amount Higher 
Multiplier (Optionality)”  means  0.11. 

   “Moody's Second Trigger Cross Currency Notional Amount Lower 
Multiplier” means  0.06. 

   “Moody's Second Trigger Single Currency DV01 Multiplier” means 50. 

   “Moody's Second Trigger Single Currency DV01 Multiplier (Optionality)” 
means 65. 

   “Moody's Second Trigger Single Currency Notional Amount Multiplier” 
means 0.08. 

   “Moody's Second Trigger Single Currency Notional Amount Multiplier 
(Optionality)” means 0.10.] 

   [Insert following definitions if the Enhanced Collateral Formulas are selected: 

   “Moody's Second Trigger Cross Currency DV01 Multiplier” means 120. 

   “Moody's Second Trigger Cross Currency DV01 Multiplier (Optionality)” 
means 190. 

   “Moody's Second Trigger Cross Currency Notional Amount Higher 
Multiplier” means 0.3. 

   “Moody's Second Trigger Cross Currency Notional Amount Higher 
Multiplier (Optionality)”  means  0.36. 

   “Moody's Second Trigger Cross Currency Notional Amount Lower 
Multiplier” means  0.14. 

   “Moody's Second Trigger Single Currency DV01 Multiplier” means 140. 

   “Moody's Second Trigger Single Currency DV01 Multiplier (Optionality)” 
means 210. 

   “Moody's Second Trigger Single Currency Notional Amount Multiplier” 
means 0.22. 

   “Moody's Second Trigger Single Currency Notional Amount Multiplier 
(Optionality)” means 0.27.] 

   [Insert following definitions if the Enhanced Collateral Formulas (Assisted 
Replacement) are selected: 

   “Moody's Second Trigger Cross Currency DV01 Multiplier” means 100. 

   “Moody's Second Trigger Cross Currency DV01 Multiplier (Optionality)” 
means 145. 
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   “Moody's Second Trigger Cross Currency Notional Amount Higher 
Multiplier” means 0.21. 

   “Moody's Second Trigger Cross Currency Notional Amount Higher 
Multiplier (Optionality)”  means  0.25. 

   “Moody's Second Trigger Cross Currency Notional Amount Lower 
Multiplier” means  0.11. 

   “Moody's Second Trigger Single Currency DV01 Multiplier” means 110. 

   “Moody's Second Trigger Single Currency DV01 Multiplier (Optionality)” 
means 155. 

   “Moody's Second Trigger Single Currency Notional Amount Multiplier” 
means 0.15. 

   “Moody's Second Trigger Single Currency Notional Amount Multiplier 
(Optionality)” means 0.18.] 

   “Optionality Hedge” means any Transaction that is a cap, floor or swaption.  

   “Transaction Cross Currency DV01” means, with respect to a Transaction and 
any date of determination, the greater of (i) the estimated absolute change in the 
Base Currency Equivalent of the mid-market value with respect to such 
Transaction that would result from a one basis point change in the relevant 
swap curve (denominated in the currency of Party A's payment obligations 
under such Transaction) on such date and (ii) the estimated absolute change in 
the Base Currency Equivalent of the mid-market value with respect to such 
Transaction that would result from a one basis point change in the relevant 
swap curve (denominated in the currency of Party B's payment obligations 
under such Transaction) on such date, in each case as determined by the 
Valuation Agent in good faith and in a commercially reasonable manner in 
accordance with the relevant methodology customarily used by the Valuation 
Agent. 

   “Transaction Notional Amount” means (A) in respect of any Transaction that 
is a cross currency hedge, the Base Currency Equivalent of the Currency 
Amount applicable to Party A’s payment obligations  and (B) in respect of any 
other Transaction, the Base Currency Equivalent of the Notional Amount. 

   “Transaction Single Currency DV01” means, with respect to a Transaction and 
any date of determination, the estimated absolute change in the Base Currency 
Equivaent of the mid-market value with respect to such Transaction that would 
result from a one basis point change in the relevant swap curve on such date, as 
determined by the Valuation Agent in good faith and in a commercially 
reasonable manner in accordance with the relevant methodology customarily 
used by the Valuation Agent.  
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関連リサーチ 

本稿で取り扱った種類の取引および類似の取引についてのムーディーズのアプローチの詳
細な説明については、次のレポートを参照されたい。 

クロス・セクター格付手法 

» "Framework for De-linking Swap Counterparty Risks from Global Structured Finance 
Cashflow Transactions" (Moody's Investors Service, October 2010) （ムーディーズ・ジャパン

版「キャッシュフロー型証券化商品においてヘッジのカウンターパーティのリスクを遮断す

るためのフレームワーク」、2010 年 10 月） 

 

 

 

 

 

 



Request 
fo

r  

Comment C
lose

d

 

 

  

51 JULY 25, 2013 意見募集:キャッシュフロー型証券化商品におけるスワップ・カウンターパーティとのリンク度を評価するアプローチ 
 

STRUCTURED FINANCE 

 

ムーディーズ・ジャパン株式会社 

〒105-6220 

東京都港区愛宕 2 丁目 5-1 

愛宕グリーンヒルズ MORI タワー 20F 

 

 

 

 

著作権 2013 年ムーディーズ・ジャパン株式会社、ムーディーズ SF ジャパン株式会社並びに(又は)そのライセンサー及び関連

会社（以下、総称して「ムーディーズ」といいます）。無断複写・転載を禁じます。 

信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の相対的な将来の信用リスクについての、ムーディーズ・ジャパン

株式会社及びムーディーズ SF ジャパン株式会社（以下それぞれ「MJKK」、「MSFJ」といいます）の現時点での意見です。MJKK
及び/又は MSFJ が発行する信用格付及び調査刊行物（以下「MJKK 及び/又は MSFJ の刊行物」といいます）は、事業体、与信

契約、債務又は債務類似証券の相対的な将来の信用リスクについてのムーディーズの現時点での意見を含むことがありま
す。MJKK 及び MSFJ は、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発

生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変
動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。信用格付並びに MJKK 及び/又は MSFJ の刊行物に含まれて

いるムーディーズの意見は、現在又は過去の事実を示すものではありません。信用格付並びに MJKK 及び/又は MSFJ の刊
行物は、投資又は財務に関する助言を構成又は提供するものではありません。信用格付並びに MJKK 及び/又は MSFJ の刊

行物は特定の証券の購入、売却又は保有を推奨するものではありません。信用格付あるいは MJKK 及び/又は MSFJ の刊行
物はいずれも、特定の投資家にとっての投資の適切性について論評するものではありません。MJKK 及び MSFJ はそれぞれ、

投資家が、購入、保有又は売却を検討する各証券について投資家自身で研究・評価するという期待及び理解の下で、信用
格付を付与し、MJKK 及び/又は MSFJ の刊行物(のうち該当するもの)を発行します。 

ここに記載する情報はすべて、著作権法を含む法律により保護されており、いかなる者も、いかなる形式若しくは方法又は手

段によっても、全部か一部を問わずこれらの情報を、ムーディーズの事前の書面による同意なく、複製その他の方法により再
製、リパッケージ、転送、譲渡、頒布、配布又は転売することはできず、また、これらの目的で再使用するために保管すること

はできません。 

ここに記載する情報は、すべてムーディーズが正確かつ信頼しうると考える情報源から入手したものです。しかし、人的及び
機械的誤りが存在する可能性並びにその他の事情により、ムーディーズはこれらの情報をいかなる種類の保証も付すことな

く「現状有姿」で提供しています。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報
源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであること（独立した第三者がこの情報源に該当する場合もあります）

を確保するため、すべての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した
情報の正確性及び有効性について常に独自に確認することはできません。ムーディーズはいかなる状況においても、またい

かなる者又は法人に対しても、以下の(a)及び(b)について一切責任を負いません。 (a) これらの情報の入手、収集、編纂、分
析、解釈、伝達、公表又は配布に関する誤り（過失によるか、その他の原因によるかを問わない）又はその他の状況若しくは

偶発事象（ムーディーズ又はその取締役、役職員若しくは代理人の支配力が及ぶか及ばないかを問わない）に（全部又は一
部を問わず）起因し、由来し、又は関係する損失又は損害。 (b) ムーディーズが事前に当該損害の可能性について助言を

受けていた場合においても、これらの情報の使用により又は使用が不可能であることにより発生する、あらゆる種類の直接
的、間接的、特別、二次的、補償的又は付随的損害（逸失利益を含むがこれに限定されるものではない）。 

ここに記載される情報の一部を構成する格付、財務報告分析、予測及びその他の見解（もしあれば）は意見の表明であり、ま
たそのようなものとしてのみ解釈されるべきものであり、これによって事実を表明し、又は証券の購入、売却若しくは保有を推

奨するものではありません。ここに記載する情報の各利用者は、購入、保有又は売却を検討する各証券について、自ら研究・
評価しなければなりません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情

報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる保証も行
っていません。 

MJKK は、ムーディーズ・グループ・ジャパン合同会社（Moody’s Corporation (以下「MCO」といいます)の完全子会社である

Moody’s Overseas Holdings Inc.の完全子会社）が全額出資する信用格付会社です。MSFJ は、ムーディーズ・ジャパン株式会社
が全額出資する信用格付会社です。MSFJ は、NRSRO （Nationally Recognized Statistical Rating Organization = 米国ＳＥＣ（米国証

券取引監視委員会）の登録を受けた格付機関）ではありません。したがって、MSFJ の信用格付は、NRSRO ではない者により
付与された「NRSRO ではない信用格付」であり、それゆえ MSFJ の信用格付の対象となる債務は米国法の下で一定の取扱を

受けるための要件を満たしていません。 MJKK 及び MSFJ は日本の金融庁に登録された信用格付業者であり、登録番号はそ
れぞれ金融庁長官（格付）第 2 号及び第 3 号です。 

MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）は、MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）が格付を行っている負債証券（社債、地方債、債

券、手形及び CP を含みます）及び優先株式の発行者の大部分が、MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）が行う評価・格付サ
ービスに対して、格付の付与に先立ち、20 万円から約 3 億 5,000 万円の手数料を MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）に支

払うことに同意していることを、ここに開示します。また、MCO、MJKK 及び MSFJ は、MJKK 及び MSFJ の格付及び格付過程の独
立性を確保するための方針と手続を整備しています。MCO の取締役と格付対象会社との間、及び MJKK 又は MSFJ（のうち該

当する方）から格付を付与され、かつ MCO の株式の 5%以上を保有していることを SEC に公式に報告している会社間に存在
し得る特定の利害関係に関する情報は、ムーディーズのウェブサイト www.moodys.com 上に"Shareholder Relations-Corporate 
Governance-Director and Shareholder Affiliation Policy"という表題で毎年、掲載されます。 

オーストラリアについてのみ： この文書のオーストラリアでの発行は、オーストラリア金融サービス認可番号 336969 を有す

るムーディーズの関連会社である Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657 によって行われます。この文書は
2001 年会社法 761G 条の定める意味における「ホールセール顧客」のみへの提供を意図したものです。オーストラリア国内か

らこの文書に継続的にアクセスした場合、貴殿は、ムーディーズに対して、貴殿が「ホールセール顧客」であるか又は「ホール
セール顧客」の代表者としてこの文書にアクセスしていること、及び、貴殿又は貴殿が代表する法人が、直接又は間接に、こ

の文書又はその内容を 2001 年会社法 761G 条の定める意味における「リテール顧客」に配布しないことを表明したことになり
ます。ムーディーズの信用格付は、発行者の債務の信用力についての意見であり、発行者のエクイティ証券又はリテール顧

客が取得可能なその他の形式の証券について意見を述べるものではありません。リテール顧客が、ムーディーズの信用格
付に基づいて投資判断をするのは危険です。もし、疑問がある場合には、フィナンシャル・アドバイザーその他の専門家に相

談することを推奨します。 
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