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リパッケージ債に対する
ムーディーズの格付手法
Moody’s Approach to Rating
Repackaged Securities
本格付手法は 2019 年 3 月発行の “Moody’s Approach to Rating Repackaged
Securities”（日本語版「リパッケージ債に対するムーディーズの格付手法」2019 年 3
月発行）に代替するものである。取引のモニタリング手法の透明性を高めるために脚
注を追加し、編集上の軽微な修正を加えた。今回の更新 は、格付手法の本質的な
アプローチを変更するものではない。

1. 概要
本格付手法は単一トランシェのリパッケージ取引（リパッケージ債）の格付付与および
モニタリングに対する、ムーディーズのグローバルなアプローチについて解説するもので
ある。格付対象となるリパッケージ債の償還は、主として格付が付与されている資産や
事業体のパフォーマンスに左右される。
「リパッケージ債」という用語が使われる証券化商品の範囲は広い。リパッケージ債は
特に米国では「ストラクチャード・ノート（structured notes）」と呼ばれることもある。最もシ
ンプルなストラクチャーのリパッケージ債においては、特別目的会社（「SPV」）が、債券、
ノート、ローンなどの金融資産（裏付資産）を購入、あるいはそれらのクレジット・プロテク
ションを提供するために証券を発行する。
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本格付手法は複数のトランシェが発行される再証券化取引を対象としない。これらの
証券については、ABS、RMBS、CMBS の再証券化取引に関するムーディーズの格付
手法、あるいは関連する CDO や CLO の格付手法に従って格付が付与される 1。
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詳細については、「ムーディーズの関連出版物」のセクションにあるリンクからセクター格付手法および
クロス・セクター格付手法のリストが閲覧できる。
ムーディーズ・ジャパン株式会社
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2. 仕組み上の特徴
一部のリパッケージ債においては、予定されている資産からのキャッシュフローと投資家への支払額
の間の不一致をヘッジするため、発行体は金融機関（カウンターパーティ）とヘッジ契約を締結する。
ヘッジ契約は、例えば固定金利と変動金利、またはある通貨のキャッシュフローと他の通貨のキャッ
シュフローを交換する、スワップ契約である場合が多い。図表 1 は、裏付資産の購入（キャッシュ型
ストラクチャー）とともにヘッジ契約を締結するリパッケージ債のストラクチャーを示したものである。ス
ワップを伴わないシンプルな取引では、スワップ・カウンターパーティに関する記載は除外される。
図表 1

典型的なキャッシュ型ストラクチャー
購入価格

発行代わり金
SPV
(発行体)

担保資産
元利金

リパッケージ債の
元利金
元利金

第 1 日目

投資家

債券の期日に対応した
スワップの支払い

スワップ
カウンターパーティー

期中

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス

発行体がクレジット・プロテクションを提供する取引では通常、発行体は発行代わり金を用いて、リパ
ッケージ債の取引期間に対応した満期を有する高格付の国債などの資産を購入する。担保資産は、
裏付資産（参照銘柄）を参照するクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）におけるプロテクションの売り
手としての発行体の債務を担保するものである。図表 2 は CDS が組み込まれた案件のストラクチャ
ー（シンセティック型ストラクチャー）を示したものである。
図表 2

シンセティック型ストラクチャー
購入価格

発行代わり金
SPV
(発行体)

担保資産

投資家
リパッケージ債の
元利金

元利金あるいは信用事由が
発生した場合の支払い

プレミアム
裏付資産

CDS カウンター
パーティー

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス

発行体は単一の取引のみならず、プログラムの枠内において複数のリパッケージ債を発行する場合
もある。図表 3 は、2 件のリパッケージ取引を発行するシンプルなプログラムのストラクチャーを示した
ものである。
本件は信用格付付与の公表で
はありません。文中にて言及され
ている信用格付については、
ムーディーズのウェブサイト
(www.moodys.com)の発行体の
ページの Ratings タブで、最新の
格付付与に関する情報および
格付推移をご参照ください。
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図表 3

プログラム型ストラクチャー
スワップ・カウンター
パーティ１
債券の期日に対応した
スワップの支払い

元利金

発行代わり金

購入価格
SPV

担保資産１

リパッケージ債１
投資家

元利金

リパッケージ債の
元利金

購入価格

発行代わり金

担保資産２

リパッケージ債２
投資家
リパッケージ債の
元利金

元利金
債券の期日に対応した
スワップの支払い

元利金

スワップ・カウンターパ
ーティ２

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス

3. ストラクチャーの分析
ムーディーズにおけるストラクチャー分析で考慮される主な要素は以下に説明されている。多くのリパ
ッケージ債はスワップ契約が組み込まれておらず、またシンセティック型でもないため、リパッケージ
債の分析において以下の全ての要素が考慮されるわけではない。

3.1 真正売買（True Sale）
発行体が裏付資産を購入する場合、クロー・バック（clawback）のリスクあるいはリキャラクタライゼイ
ション（re-characterisation、売却とは異なる行為であるとの認定）の影響を受けることもある。司法管
轄と取引特性によっては、ムーディーズは真正売買に対するリーガル・オピニオンを入手する。

3.2 資産の分離（リング・フェンシング）
発行体がプログラム枠内で複数のシリーズを発行するために設立される場合（図表 3）、格付が付与
される各取引の裏付資産が分離(ring-fence)され、他取引の契約当事者や投資家に利用できない
ようになっているかどうかを評価する。
司法管轄によっては、資産の分離は法の運用により確保される。例えば、ルクセンブルグの証券化
法では、プログラム内での個別発行は明確に分離されたコンパートメントとして扱われる。プログラム
内の全ての債権者の請求権は、それらが発生したコンパートメントに留保されている資産にしか遡求
できない。
また、資産の分離は担保権によっても確保される。例えば、英国の法律では、担保の対象となる資
産に対して、有担保債権者が他の債権者に優先して権利を主張できる 2。

2

3

JUNE 25, 2020

担保設定により資産の分離が確保されても、強制的な倒産手続きのリスクを完全に排除することはできず、担保権実
行の猶予期間やスワップの終了といったマイナスの影響が加わることもある。ムーディーズはストラクチャード・ファイナ
ンスの倒産隔離の評価に関するクロス・セクター格付手法に従って、このリスクを評価する。詳細は「ムーディーズの関
連出版物」のセクションにあるリンクからセクター格付手法およびクロス・セクター格付手法のリストが閲覧できる。
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資産の分離が確保されていない場合、プログラムの契約書類 3とその他関係する要素（例えば、ある
一つの取引に関わる請求額の合計が当該取引固有の資産からの回収額を上回っているかどうかな
ど）を考慮する。また、格付対象の取引が発行体の税負担によってネガティブな影響を受けるかどう
かも考慮する。

3.3 経費
リパッケージ取引では通常、発行体が裏付資産から受領するキャッシュフローは、すべてスワップ・カ
ウンターパーティと投資家にパス・スルーで受け渡される。したがって、発行体の経常的な事業経費
（サービス提供者への手数料など）、非経常的な経費（訴訟費用など）は、適切な格付が付与され
ている第三者、あるいはクロージング時に設立される専用のファンドによる支払引受など、別の財源
で賄わなければならない。ムーディーズは発行体が経費を支払う十分な資金を有するかどうかを考
慮し、仮に十分な資金が確保されていない場合は格付対象債券への潜在的影響を評価する 4。

3.4 収支の整合性
発行体が受け取る金額（裏付資産とカウンターパーティがデフォルトしない前提）と支払う金額に、時期
や金額においてミスマッチがある場合、リパッケージ債のデフォルトにつながる可能性がある。したがって、
ムーディーズは(1)期限前償還の可能性、決済時期、支払猶予期間を考慮した上で、支払日がどのよ
うに調整されているか、(2)発行体が支払予定日以前に売却しなければならない担保資産の流動性、
(3)発行体がヘッジされていない市場金利の変動の影響を受けるかどうか等を評価する。

3.5 利害の一致
多くのリパッケージ取引では、コントロール権を有する特定の債権者が、デフォルト事由の宣言や裏付
資産の担保権の実行といった主な措置を講じるよう受託者に指示する権限を持っている。通常、そ
のような指示は投資家の利益のために出されると考えられる。ただし、コントロール権を有する債権者
と投資家の利害が一致しない場合、例えばカウンターパーティがコントロール権を有する債権者であ
り、その指示権限が適切に制限されていない場合、ムーディーズは、受託者に他の指示が出される
リスクを考慮することになる。

3.6 クレジット・イベントの定義
ムーディーズは、シンセティック型ストラクチャーの「クレジット・イベント」の定義を確認し、ムーディー
ズのデフォルト定義と比較する。例えば、リパッケージ債では、ムーディーズの格付定義ではデフォル
トとみなされないリストラクチャリングがクレジット・イベントとして定義される場合がある。ムーディーズ
が適用する各種クレジット・イベントのストレスの詳細については、コーポレート・シンセティック CDO
（CSO） 5に対するムーディーズの格付手法を参照されたい。

3.7 スワップの終了リスク
金利・通貨スワップ契約や CDS の終了は、ヘッジ（あるいはプレミアム支払い）の喪失、投資家への
支払いに優先されるカウンターパーティへの取引終了に伴う清算金支払いなど、発行体にマイナス
の影響を引き起こす。そのため、各スワップ契約に定められたデフォルト事由と終了事由を確認し、
その発生確率を評価する。例えば、ISDA マスター契約の関連規定がムーディーズのスワップ・フレー
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例えばプログラムの契約書類において、発行体に適切なリミテッド・リコースの規定が盛り込まれていない契約を締結す
ることを制限する場合もある。

4

経費支払いの資金が不足していることは、必ずしもマイナスの評価となるわけではない。例えばサービス提供者が適切
なリミテッド・リコースに同意した場合、経費が支払われなくても、サービス提供者が義務を履行する可能性がある。

5

詳細については、コーポレート・シンセティック CDO に対するムーディーズの格付手法を参照されたい。「ムーディーズの
関連出版物」のセクションにあるリンクからセクター格付手法およびクロス・セクター格付手法のリストが閲覧できる。
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ムワーク 6に従い修正・適用される場合、取引終了リスク（後述の支払不履行やカウンターパーティ
のデフォルトに起因する終了は除く） は極めて低い。

4. 定量的な分析
ムーディーズの定量的な分析では、リパッケージ債の裏付資産の信用力とカウンターパーティの信
用力に焦点が当てられる。裏付資産のデフォルトおよび（該当があれば）スワップ・カウンターパーティ
のリスクによる損失シナリオにおける損失規模を、それぞれの発生確率で加重合計することで、投資
家が被り得る期待損失を決定する。その後、ムーディーズの理想化された期待損失率を用いて、期
待損失を格付に置き換える 7。通常、リパッケージ債の格付は裏付資産の格付と同じであり、スワップ
契約が組み込まれていなければ分析方法は複雑ではない。ただし、銀行口座、投資、オペレーショ
ナルリスクといったその他のリスク要因については別途検討が必要である 8。

4.1 キャッシュ型ストラクチャー
スワップ契約を伴うキャッシュ型ストラクチャーの定量的分析では、主に２つのリスク要因、(1)裏付資
産のデフォルトリスク、(2)スワップ・カウンターパーティ・リスクに着目する。
裏付資産のデフォルトリスク
一般に、裏付資産にデフォルト事由が発生した場合、デフォルトした資産は売却され、契約書類の規
定に従って、取引は終了し、スワップ終了事由が発生する。カウンターパーティは、スワップの市場価
値を考慮した上で、発行体への予定された支払いを停止するか、発行体に清算金を請求するか
（一般に清算金の支払いは投資家への支払いより優先順位が高い）を選択するであろう。以下で、ス
ワップ終了に伴う清算金支払いの詳細を説明する。
ムーディーズは、格付を参考にして裏付資産のデフォルトの影響をモデリングする 9。
スワップ・カウンターパーティ・リスク
カウンターパーティのデフォルト時に、発行体はヘッジを失う可能性があり、その場合、取引も清算さ
れるものと予想される。ムーディーズは、特にカウンターパーティの格付および格付トリガー条項に着
目して、スワップ・カウンターパーティとのリンクを含むムーディーズの証券化商品のカウンターパーテ
ィ・リスク評価手法の関連セクションに従い、発行体がヘッジを失う確率を決定する。
損失規模は、リパッケージ債の名目元本に相当する裏付資産の売却代金と発行体がデフォルトした
カウンターパーティから受領する清算金によって決められる。
支払いが正常に行われている裏付資産の売却代金は売却時のプライシング環境により決定されるも
のであり、金利、為替（該当する場合）、信用力や流動性といった各種要因の影響を受ける。想定さ
れる売却代金は案件ごとに異なり、通常は担保資産の名目元本の 50-100%となる。
スワップ終了に伴う清算金は、スワップの種類と期間によって決まる。想定される清算金はリパッケー
ジ債ごとに異なり、名目元本の最低 1-5%から 50%にまで及び、極端な状況ではそれ以上になること
もある。デフォルトしたカウンターパーティから実際に受領する清算金は、支払うべき清算金額、担保
提供の有無、デフォルトしたカウンターパーティからの回収可能性によって異なる。
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詳細については、ムーディーズのクロス・セクター格付手法 「ムーディーズの証券化商品のカウンターパーティ・リスク評
価手法」を参照されたい。「ムーディーズの関連出版物」のセクションにあるリンクからセクター格付手法およびクロス・セ
クター格付手法のリストが閲覧できる。

7

詳細については、「ムーディーズの関連出版物」のセクションにあるリンクから入手できる「格付記号と定義」の中の「理
想化されたデフォルト率と期待損失率」の説明および「損失ベンチマーク」のセクションを参照されたい。

8

詳細については、「ムーディーズの関連出版物」のセクションにあるリンクから入手できる、ムーディーズのクロス・セクタ
ー格付手法 「ムーディーズの証券化商品のカウンターパーティ・リスク評価手法」を参照されたい。

9

たとえば、裏付資産に保証が付されている場合、必要に応じて、保証人の格付を参照して、裏付資産のデフォルトの影
響をモデリングする。
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4.2 シンセティック型ストラクチャー
シンセティック型ストラクチャーでは、投資家が被る損失は、(1)裏付資産、(2)発行体が保有する担
保資産、あるいは(3)CDS カウンターパーティのデフォルトに起因する。
CDS カウンターパーティあるいは担保資産にデフォルトが発生した場合、一般に CDS は終了し、発行
体は多額となり得る清算金の支払いを求められる。したがって、このような支払いが投資家に対する
支払いに劣後し、関連する司法管轄においてその優先劣後関係の法的拘束力が非常に強い場合
を除いて、CSO に対するムーディーズの格付手法に従い、債券の格付に上限を設ける場合もある 10。
シンセティック型ストラクチャーの損失規模を評価するにあたっては、一般に CSO に対するムーディ
ーズの格付手法と同じ原則を適用する。

5. 定性的な分析
一般に、付与される格付は、前述のストラクチャー上の分析、定量的な分析に加え、定性的要因や
格付委員会において分析に適切と考えられる他の要因も反映したものである。

6. モニタリング
リパッケージ債の格付のモニタリングに関するムーディーズのアプローチは通常、時間経過に伴い重
要性が低下する要素や、逆に変化しないと予想される要素を除き、新規格付を付与する際のアプロ
ーチと同様である。既存案件の法的仕組みや真正売買に関する見解といった要素は変化すること
はなく、見直しが必要な状況が生じない限り、通常は見直しを 行わない。
リパッケージ債の格付のモニタリングに関するムーディーズのアプローチでは、裏付資産の格付を追
跡し、必要に応じて、スワップ提供者等のカウンターパーティの格付も追跡する。裏付資産またはス
ワップ･カウンターパーティの格付変更はリパッケージ債の見直しにつながる。スワップを伴うリパッケ
ージ債については、スワップまたは裏付資産のデフォルトに伴う予想損失の変化を理由に、見直しが
行われることもある 11。

7. 損失ベンチマーク
期待損失率の算出にモデルを用いるリパッケージ債の格付では、理想化された期待損失率テーブ
ルを参照し、シンメトリック・レンジを用いる損失ベンチマークを選択する。シンメトリック・レンジでは、当
該格付カテゴリーに対応する損失の下限は、当該格付カテゴリーの理想化された期待損失率とその
1 ノッチ上の格付カテゴリーの理想化された期待損失率 12の間の中点（正確には幾何平均）となる。
同様に、損失の上限は、当該格付カテゴリーの理想化された期待損失率とその 1 ノッチ下の格付カ
テゴリーの理想化された期待損失率の間の幾何平均として決まる。数学的には、ベンチマークの境
界は対数スケール上で 50 対 50 の等しいウェイトで計算される。すなわち、格付カテゴリーR の評価
に適用されるベンチマークの損失境界は次の算式で得られる。
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10

詳細については、CSO に対するムーディーズの格付手法を参照されたい。「ムーディーズの関連出版物」のセクションに
あるリンクからセクター格付手法およびクロス・セクター格付手法のリストが閲覧できる。

11

例えば、モデルが用いられる格付手法において、(1)リボルビング期間中の案件であり、パフォーマンスが想定と変わら
ない、(2)すべてのトランシェに、付与され得る最も高い格付が付与され、パフォーマンスが想定通りあるいはそれよりも
良好である、(3)主要なモデル投入値に、前回のモデル実行時の出力値を変えるような変化がないとみられる、(4) 新た
な重要な情報がなく、格付を判断するためのモデルの実行ができない、(5)ムーディーズの分析が、担保不足のト ランシ
ェがある案件の 資産カバレッジ比率に限定されている、あるいは(6) 案件に正常債権がほとんど残っていない、 と判断
される場合、モデリングを用いるのは適切ではない。

12

詳細については、「ムーディーズの関連出版物」のセクションにあるリンクから入手できる「格付記号と定義」にある「理
想化されたデフォルト率および期待損失率」の項の説明を参照されたい。
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ここで:
»
»

JUNE 25, 2020

格付上限損失 R は、格付 R に関連付けられる理想化された期待損失率の上限値を意味し、
格付 R の期待損失率レンジには格付上限損失 R を含めない。

»

R-1 は、R の 1 ノッチ上の格付を意味する。

»

Aaa の格付下限損失は 0％で、C の上限損失は 100％である。これらは数式を用いず得られる。

»

7

格付下限損失 R は、格付 R に関連付けられる理想化された期待損失率の下限値を意味し、
格付 R の期待損失率レンジには格付下限損失 R を含める。

R+1 は、R の 1 ノッチ下の格付を意味する。

格付手法：リパッケージ債に対するムーディーズの格付手法
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付録 A: ヘッジされたリパッケージ債の定量的な分析
このセクションでは、前述の「定量的な分析」のセクションで説明された、スワップが組み込まれたキャ
ッシュ型ストラクチャーのリパッケージ債が晒される 2 つのリスク要因に関する分析のフレームワーク
を説明する。スワップが組み込まれたリパッケージ債の定量的なリスク評価に、このフレームワークを
適用することもある。
スワップが組み込まれたキャッシュ型ストラクチャーにおいては通常、図表 4 に示された 3 つの損失
シナリオを検討する。
図表 4

典型的なキャッシュ型ストラクチャーの損失シナリオ

Yes

損失シナリオ１
Loss Scenario 1

カウンターパー
ティがデフォル
Counterparty
defaults
トし、SPV
がヘ
and SPV becomes
ッジを失うか？
unhedged?

カウンターパーテ

No

No
loss resulting from
ィのデフォルトに
counterparty
default
よる損失なし

Yes
Yes

SPV にとって損
Swap
is out-the-money
失が
OTM か？

損失シナリオ
2
Loss Scenario 2

for SPV?

裏付資産が
Underlying Asset
デフォルトする
defaults?
か？

No
No

損失シナリオ
Loss Scenario 3
3

裏付資産のデ
No
resulting
フ loss
ォル
ト に よfrom
る
asset default
損失はない

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス

それぞれの損失シナリオにおいて、リパッケージ債は期限前償還の対象となり、発行体は裏付資産
を加重平均残存期間(WAL)の中ほどで売却すると想定する。

損失シナリオ（1）
損失シナリオ 1 は、カウンターパーティがデフォルトした結果、発行体がヘッジを失う場合に発生する。
発行体にとってデフォルトしたスワップが out-of-the-money (OTM)である場合、追加のコストが発生
することなく代替のスワップ契約を締結することでヘッジが継続すると想定する。したがって、発行体
がヘッジを失うこのシナリオでは、発行体にとってスワップは必然的に in the money (ITM)となる。
前述の通り、スワップ・カウンターパーティを含む証券化商品については、カウンターパーティ・リスク
評価に対するムーディーズのアプローチの関連セクションに従い、損失シナリオ（1）の発生確率を決
定する 13。
損失シナリオ(1)の損失規模は、2 つの構成要素を考慮したものである。
1)

リパッケージ債の名目元本に対応する裏付資産の売却代金

2) 発行体がデフォルトしたカウンターパーティから受領するスワップ終了に伴う清算金

13
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詳細については、ムーディーズのクロスセクター格付手法 「ムーディーズの証券化商品のカウンターパーティ・リスク評
価手法」を参照されたい。「ムーディーズの関連出版物」のセクションにあるリンクからセクター格付手法およびクロス・セ
クター格付手法のリストが閲覧できる。
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正常な裏付資産の売却代金は売却時のプライシング環境により決定され、信用力や流動性といっ
た各種要因の影響を受ける。特に、損失シナリオ（1）では、売却代金は金利・為替のエクスポージャ
ーによってマイナスの影響を受けると想定する 14。売却代金は取引ごとに異なり、ムーディーズは通
常、裏付資産の名目元本の 50-100%になると想定する。
デフォルトしたカウンターパーティが支払う清算金はスワップの種類と期間により決まる。ムーディーズ
は、清算金は想定元本の最低 1-5%から 50%となり、極端な状況ではそれ以上になると想定する。
実際に発行体が受領する清算金の割合は、カウンターパーティによる担保提供の有無や残存する
無担保債権の回収率（ムーディーズによる通常の回収率想定と同じ）により決定される 15。

損失シナリオ（2）
損失シナリオ（2） は、発行体にとってスワップが OTM である時に裏付資産がデフォルトした場合に発
生する。
損失シナリオ（2）の発生確率は、裏付資産のデフォルト確率とデフォルト時にスワップが OTM となる
確率を掛け合わせたもので、後者は通常 50%と想定する。
損失シナリオ（2）の損失規模は、以下を考慮したものである。
1） リパッケージ債の名目元本に対応するデフォルトした裏付資産からの回収金
2） 発行体がデフォルトしていないカウンターパーティに支払う清算金
デフォルトした裏付資産からの回収金は、当該資産自体の損失規模、およびリパッケージ債と裏付
資産に異なる通貨が適用されている場合には、資産売却日の為替レートにより決まる。デフォルトし
た裏付資産の損失規模については、低格付で厚みの薄い（資本構造に占める割合が小さい）証券
化商品のトランシェの場合は極めて大きく、通常の社債の場合は 50%程度またはそれ以下のレンジ
になると想定する。必要な場合は、損失シナリオ（1）と同様に将来の為替レート動向を推定する。
損失シナリオ（1） の想定と同様の方法で、発行体はスワップ終了に伴う清算金支払いを求められる
と想定する。当該清算金の支払いが投資家への支払いに与える影響は、発行体のウォーターフォー
ルにおける支払い順位次第となる。

損失シナリオ（3）
損失シナリオ（3）は、発行体にとってスワップが ITM である時に裏付資産がデフォルトした場合に発生する。
損失シナリオ（3）の発生確率は、裏付資産のデフォルト確率とデフォルト時にスワップが ITM となる確
率を掛け合わせたもので、後者は通常 50%と想定する。
損失シナリオ（3）の損失規模は、リパッケージ債の名目元本に対応するデフォルトした裏付資産から
の回収金を考慮したものである。為替変動に対するエクスポージャーが損失シナリオ（3）の場合マイ
ナスの影響となることを除けば、損失規模は損失シナリオ（2） と同様の方法で決定される。
ムーディーズは一般に、カウンターパーティは発行体への清算金支払いを避けるためにスワップの終了を
選択しないと考える。また、資産売却日以降に予定されているスワップに関する支払いを評価しない 16。
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14

スワップ・カウンターパーティを含む証券化商品のカウンターパーティ・リスク評価方法について記載したムーディーズの
クロス・セクター格付手法の原則に従い、金利・為替の潜在変動性を判断する。「ムーディーズの関連出版物」のセクシ
ョンにあるリンクからセクター格付手法およびクロス・セクター格付手法のリストが閲覧できる。

15

カウンターパーティが既に担保を提供していたり、カウンターパーティ･リスク評価またはシニア無担保格付が Baa2 を下
回る水準へ格下げされたときに担保提供が求められる場合は、一般にプラス要因として考慮される。また通常、提供さ
れる担保は清算金の 50%をカバーすると想定する。ただし、適用される担保計算式や関連するその他要因によって減
少・増加する可能性もある。

16

ISDA マスター契約の第 2 条(a)(iii)では、デフォルトしていない当事者は、予定されている支払いを行う必要はないことが
定められている。また、例えば発行体にデフォルト事由がない時など第 2 条(a)(iii)が適用されない場合、資産売却後に
も発行体へスワップの支払いがなされる可能性はあるが、価値を置くには不確実性が高すぎると考えている。
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付録 B: キャッシュ型ストラクチャーの定量的分析の例
このセクションでは、スワップを伴うリパッケージ債の定量的分析について理論的な一例を示す。図
表 5 の数値は例示を目的としたものであり、ムーディーズの一般的なアプローチを示すものではない。
図表 5

変動金利資産、期限一括償還、通貨リスク
裏付資産

スワップ

格付= Aa1

ヘッジを失う確率= Aa3

元本残高= 100 百万ドル

交代トリガー= Baa2、担保トリガー= A3

4 年後の期限一括償還

通貨リスクのヘッジ

債券とは異なる通貨建て

清算金の支払い順位が投資家への支払いより優先

リパッケージ債と同じ変動金利
出所：ムーディーズ･インベスターズ･サービス

損失シナリオ（1）
ヘッジが失われる確率は格付 Aa3 に相応する 17。ムーディーズの理想化された期待デフォルト率
に従い、損失シナリオ（1）の発生確率は 0.101%である。

18

損失規模は以下を考慮したものである。
1)

売却代金：裏付資産は流動性リスクと通貨リスクの影響を受けるが、金利リスクの影響は受けな
い。この例では流動性に 5%のヘアカットを想定し、デフォルトしていない証券の売却により 95 百
万ドルの現金が生み出される。また、通貨リスクによる 20%のヘアカットを考慮し、売却代金は
76 百万ドルとなる。

2) デフォルトしたカウンターパーティが発行体へ支払う清算金：スワップの種類を考慮すると、清算
金は売却代金の計算で適用される通貨ヘアカットにリンクする。提供された担保とデフォルトした
カウンターパーティからの回収率にクレジットを置き、発行体へ支払われる清算金を一部減額す
る。例えば、提供された担保に 50%のクレジットを置き、残存する清算金から 45%の回収を想
定する。その結果、デフォルトしたカウンターパーティから発行体へ支払われる清算金は合計
14.5 百万ドルとなる。

損失シナリオ（2）
損失シナリオ（2） の発生確率は 0.021%(裏付資産の理想化された期待デフォルト率)に 50%を掛け
合わせたものであり、0.0105%となる。
デフォルトした資産からの回収率を 45%と想定し、回収金は 45 百万ドルとなる。発行体にとってスワ
ップが OTM であることは、デフォルトしていないカウンターパーティに清算金を支払わなければならな
いことを意味する。発行体がカウンターパーティに支払う清算金を 20 百万ドルと想定する。
このシナリオでは、発行体にとって通貨スワップが OTM であると想定しているため、このストラクチャ
ーにおいて通貨の不一致は発行体に有利に働き、リパッケージ債に対応する資産の価値を高め、回
収金は 45 百万ドルの 1.2 倍に相当する 54 百万ドルとなる。
損失シナリオ（2）の損失規模合計は、100 万ドル－54 百万ドル（回収金）＋20 百万ドル（清算金）＝
66 百万ドル、すなわち 66%である。
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17

スワップ・カウンターパーティを含む証券化商品のカウンターパーティ・リスク評価方法について記載したムーディーズク
ロスセクター格付手法に従って決定される。

18

期間は 4 年とする。詳細については、「ムーディーズの関連出版物」のセクションにあるリンクから入手できる「格付記号
と定義」にある「理想化されたデフォルト率および期待損失率」の項の説明を参照されたい。
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損失シナリオ（3）
損失シナリオ（3）の発生確率は 0.021%(裏付資産の理想化されたデフォルト率)に 50%を掛け合わ
せたものであり、0.0105%となる 19。
デフォルトした資産からの回収率を 45%と想定し、回収金は 45 百万ドルとなる。発行体にとってスワッ
プが ITM であることから、デフォルトしていないカウンターパーティへ支払う清算金はないが、リパッケー
ジ債に対応する資産の価値は下がる。45 百万ドルに 20%の通貨ヘアカットが適用されるため、回収
金は 36 百万ドルとなる。損失シナリオ（3）の損失規模合計は、64 百万ドル、すなわち 64%である。
図表 6

期待損失
発生確率(P)

損失規模 (S)

損失シナリオ 1

0.101%

9.5%

期待損失 (P*S)

0.010%

損失シナリオ２

0.0105%

66%

0.007%

損失シナリオ 3

0.0105%

64%

0.007%
0.023%

合計
出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス

次に、算出された期待損失を前述した損失ベンチマーと照らし合わせる 20。
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19

デフォルト時にスワップが ITM となる確率は 50％と想定、必要に応じ想定を個別に調整することもある。

20

詳細については、「ムーディーズの関連出版物」のセクションにあるリンクから入手できる「格付記号と定義」の中の「理
想化されたデフォルト率と期待損失率」に関する解説および「損失ベンチマーク」のセクションを参照されたい。
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付録 C: 交換可能証券
商業用不動産を裏付けとする案件など一部の証券化商品 21では、特定クラス（参照クラス）が交換
可能クラスと交換され、その後、交換可能クラスがそれぞれの参照クラスと交換されることがある。
交換可能クラスは、交換可能クラスと交換できる参照クラスの分配可能元利金の合計を受領するこ
とができ、参照クラスの保有者は、交換可能クラスの保有者と等しいキャッシュフローを受領する。交
換可能クラスの当初証券残高は、参照クラスの当初証券残高の合計に等しい。
交換可能証券を特に証券化案件の債務の一部としてモデリングしない場合、交換可能証券の格付
には本格付手法が用いられる。交換可能ノートは参照クラスの特性を併せ持ったものであるため、ム
ーディーズは通常、参照クラスの加重平均期待損失（WAEL）を用いて交換可能ノートに格付を付与
する。WAEL の算出結果は前述した損失ベンチマークと併せて用いられる 22。WAEL を用いて決定し
た参照クラスの格付が、参照クラスのうち最も低い格付を 3 ノッチ以上上回っている場合には、交換
可能クラスに、参照クラスのうち最も格付の低いものより 3 ノッチ高い格付を付与する。
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21

ムーディーズの格付手法を用いて分析された米国 RMBS 案件に関連する交換可能証券が該当する。詳細については、
「ムーディーズの関連出版物」のセクションにあるリンクからセクター格付手法およびクロス・セクター格付手法のリスト
が閲覧できる。

22

詳細については、「ムーディーズの関連出版物」のセクションにあるリンクから入手できる「格付記号と定義」の中の「理
想化されたデフォルト率と期待損失率」に関する解説および「損失ベンチマーク」のセクションを参照されたい。
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CLOs & STRUCTURED CREDIT

ムーディーズの関連出版物
信用格付は主として各セクターの格付手法に従って決定される。特定の幅広い格付上の考慮事項
（一つまたは複数のクロス･セクター格付手法に記載されている）が、本セクターの発行体および証券
の信用格付において重要となることもある。セクター格付手法およびクロスセクター格付手法のリスト
については、ムーディーズのウェブサイトを参照されたい。
信用格付のヒストリカルな信頼性と予測能力をまとめたデータは、ムーディーズのウェブサイトに掲載
されている。
ムーディーズの理想化されたデフォルト率および期待損失率等に関する詳細については、「格付記
号と定義」を参照されたい。
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ムーディーズ・ジャパン株式会社
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Report Number:

1230081 (Japanese)
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(C)2020 年 Moody's Corporation、Moody's Investors Service, Inc.、Moody's Analytics, Inc. 並びに（又は）これらの者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。
Moody's Investors Service, Inc.及び/又は信用格付を行う関連会社により付与される信用格付は、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、ムーディーズの現時点での意見です。ムーディーズの資料、製品、サービス及び公開情報（以下総称して「刊行物」といいます）は、ムーディーズの現時点における意見を含む
ことがあります。Moody's Investors Service は、信用リスクを、事業体が契約における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又は経済的損害（インペアメント）
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。Moody's Investors Service の信用格付において言及された、契約における財務上の義務の類型に関す
る情報については、ムーディーズの刊行物である「格付記号と定義」をご参照ください。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、非信用評価（以下「評価」といいます）及びムーディーズの刊行物に含まれているその他の意見は、現在又は過去の事実を示すものではあり
ません。ムーディーズの刊行物はまた、定量的モデルに基づく信用リスクの評価及び Moody's Analytics, Inc.及び/又はその関連会社が公表する関連意見又は解説を含むことがあ
ります。ムーディーズの信用格付、評価、その他の意見及び刊行物は、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。ムーディーズの信用格付、評価、そ
の他の意見及び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。ムーディーズの信用格付、評価、その他の意見及び刊行物は、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。ムーディーズは、各投資家が、相当の注意をもって、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、評価を行い、その他の意見を述べ、自社の刊行物を発行します。
ムーディーズの信用格付、評価、その他の意見及び刊行物は、個人投資家の利用を意図しておらず、個人投資家が投資判断を行う際にムーディーズの信用格付、評価、その他
の意見又は刊行物を利用することは、慎重を欠く不適切な行為です。もし、疑問がある場合には、ご自身のフィナンシャル・アドバイザーその他の専門家にご相談することを推奨し
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、全部か一部か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。
ムーディーズの信用格付、評価、その他の意見及び刊行物は、規制目的で定義される指標（ベンチマーク）としてのいかなる者による使用も意図しておらず、これらが指標（ベンチ
マーク）と見なされる結果を生じるおそれのあるいかなる方法によっても使用してはならないものとします。
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、格付の過程で又は自社の刊行物の作成に際して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。
法律が許容する範囲において、ムーディーズ及びその取締役、役職員、従業員、代理人、代表者、ライセンサー及びサプライヤーは、いかなる者又は法人に対しても、ここに記載
する情報又は当該情報の使用若しくは使用が不可能であることに起因又は関連するあらゆる間接的、特別、二次的又は付随的な損失又は損害に対して、ムーディーズ又はその
取締役、役職員、従業員、代理人、代表者、ライセンサー又はサプライヤーのいずれかが事前に当該損失又は損害（(a)現在若しくは将来の利益の喪失、又は(b)関連する金融商
品が、ムーディーズが付与する特定の信用格付の対象ではない場合に生じるあらゆる損失若しくは損害を含むがこれに限定されない）の可能性について助言を受けていた場合に
おいても、責任を負いません。
法律が許容する範囲において、ムーディーズ及びその取締役、役職員、従業員、代理人、代表者、ライセンサー及びサプライヤーは、ここに記載する情報又は当該情報の使用若
しくは使用が不可能であることに起因又は関連していかなる者又は法人に生じたいかなる直接的又は補償的損失又は損害に対しても、それらがムーディーズ又はその取締役、役
職員、従業員、代理人、代表者、ライセンサー若しくはサプライヤーのうちいずれかの側の過失によるもの（但し、詐欺、故意による違反行為、又は、疑義を避けるために付言する
と法により排除し得ない、その他の種類の責任を除く）、あるいはそれらの者の支配力の範囲内外における偶発事象によるものである場合を含め、責任を負いません。
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、信用格付、評価、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。
Moody's Corporation（以下「MCO」といいます）が全額出資する信用格付会社である Moody's Investors Service, Inc.は、同社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、Moody's Investors Service, Inc.が行う信用格付意見・サービスに対して、信用格付の付与に先立ち、1,000 ドルから約 270 万ドルの手
数料を Moody's Investors Service, Inc.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 及び Moody's Investors Service は、Moody's Investors Service の信用格付及び信用格
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、Moody's Investors Service から信用格付を付与され、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"Investor RelationsCorporate Governance-Director and Shareholder Affiliation Policy"という表題で毎年、掲載されます。
オーストラリア専用の追加条項：この文書のオーストラリアでの発行は、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（オーストラリア金
融サービス認可番号 336969）及び（又は）Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972（オーストラリア金融サービス認可番号 383569）（該当する者）のオーストラリア金
融サービス認可に基づき行われます。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投資家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。
日本専用の追加条項：ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下、「MJKK」といいます。）は、ムーディーズ・グループ・ジャパン合同会社（MCO の完全子会社である Moody's Overseas
Holdings Inc.の完全子会社）の完全子会社である信用格付会社です。また、ムーディーズ SF ジャパン株式会社（以下、「MSFJ」といいます。）は、MJKK の完全子会社である信用格付
会社です。MSFJ は、全米で認知された統計的格付機関（以下、「NRSRO」といいます。）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、同社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）が行う信用格付意見・サービスに対して、信用格付の付与に先立ち、12 万 5,000 円から約 2 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。
MJKK 及び MSFJ は、日本の規制上の要請を満たすための方針と手続も整備しています。MJKK 及び MSFJ は、日本の規制上の要請を満たすための方針と手続も整備しています。
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