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1. 概要
本格付手法では、ムーディーズが格付する事業体 1が保有する「クレジット・テナント・リ
ース（CTL）」債務を裏付けとする証券化取引への格付アプローチを解説する。CTL 取
引は商業用不動産ファイナンスの中でも特殊なカテゴリーであり、その信用分析手法
は従来の裏付け不動産の分析に基づくものではなく、主に入居テナントの信用格付お
よび、オーナーおよびレッサーとしての債券発行者とネット賃料フローを生み出す主体
であるテナント・レッシーとの間のリース契約の条件の債券性に依拠する。従って通常、
従来の不動産担保ローンに比べて CTL ローンの DSCR ははるかに低く、LTV はかなり
高い。
ムーディーズは、本稿の付録１で取り上げたような、シングル・リース（レッシーが単独
の場合と複数の関連事業体の場合がある）の下での他のタイプの担保リース物件から
受領する一連の賃料フローに裏付けられた証券の格付でも同様のアプローチを適用
する。それらの証券化ではしばしば CLT 取引に類似したストラクチャーが用いられる。
主に移動無線通信に用いられる電気通信用電磁スペクトルの特定の周波数レンジの
使用に対する政府免許の「スペクトラム・リース」を裏付けとする証券化商品がその例
である。付録１では、他のタイプのシングル・リース契約に対するムーディーズの格付ア
プローチを説明するため、スペクトラム・ライセンスのリース契約を例として用いている。
CLT 債務と同様、シングル・リースに裏付けられた証券化商品の信用分析も、レッシー
の格付と、レッシーと担保リース物件のオーナーでありレッサーとなる債券発行者との
間のリース契約の条件に基づくものとなる。
本格付手法を適用する際、格付委員会は、付録１などで説明される CTL 取引の特徴
を考慮しつつ、格付の決定に重要とみられる定性的・定量的要因も併せて検討する。

ムーディーズ SF ジャパン株式会社は、金融商品取引
法の下で金融庁に登録された信用格付業者である
が、NRSRO（米国 SEC の登録を受けた格付機関）で
はない。従って、ムーディーズ SF ジャパン株式会社
の信用格付は、日本で登録された信用格付業者の
信用格付であるが、NRSRO の信用格付ではない。
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当初付与されていた格付が取下げられた場合、ムーディーズはプライベート･モニタード･レーティング
（PMR）など、そのテナントの信用力を評価する他の手段を用いるか、状況によって CTL 取引の格付を
取下げることがある。
ムーディーズ SF ジャパン株式会社
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1.1 主要な分析要因
ムーディーズが CTL 債務の格付において分析する 4 つの重要な項目は、(1)テナントの信用力、(2)リ
ース債務、(3)取引ストラクチャー、および(4)担保物件の「ダーク」バリュー（「全空室物件評価額
（VPV）」とも呼ばれる）である。格付対象となる典型的な CTL 取引のストラクチャーを図表 1 に示す 2。
まず物件を所有し入居中の（あるいは入居予定の）、格付を有する事業体は、物件を第三者投資家
（「オーナー」）に売却し、オーナーは当該物件を当該事業体（「テナント」）にリースバックする。
オーナーは CTL 債券の発行代り金で物件購入代金を支払い、債務の満期日までの期間に等しいか、
それより長いリース期間で、期日通りの元利払いと元本の全額返済を保証する賃料水準を条件とし
て、当該物件をテナントにリースバックする。オーナーは担保付債券を発行し、リース契約と賃料債
権を信託に譲渡し、受託者に対し当該物件の第一順位抵当権を与える 3。信託譲渡に伴い、テナン
トはリース契約に基づく全ての支払を直接、受託者（またはキャッシュマネージャーや同等の関係者）
に行ない、受託者はその賃料を債券保有者への元利払いに充当する。
図表１

CTL 取引のストラクチャー
売却
クレジット・テナント

オーナー
リース
担保付債権
およびリース
契約譲渡

賃料の支払
債券保有者の
受託者

債券発行
代り金

債券保有者

出所： Moody’s Investors Service

ほとんどのケースで、CTL 債券の発行体は、テナントの長期シニア無担保債務格付と同位の格付を
取得することを目指す 4,5。

1.2 デフォルト確率とデフォルト時損失の導出 6
ムーディーズは、テナントが中途解約不能なリース契約を締結しているという前提の格付（通常、テ
ナントの長期シニア無担保債務格付やそれに準ずる格付）を利用し、デフォルト確率（PD）を導出す
る。例えばリース物件がテナントの事業継続に不可欠と考えられる場合などは、CTL 債券のデフォル
ト・リスクはテナントのシニア無担保債務格付が示唆するデフォルト・リスクよりも低いと考えられる。こ

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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CTL 取引のプールでは、CRE CDO（商業不動産を裏付けとした取引）を含む SF CDO の格付手法で解説されるデフォル
トリスクと相関評価の枠組みを組み合わせて、本格付手法で解説される個別の CTL 取引と同様の資産分析手法を用い
る。CTL 取引プールの資産の分析に、限られた状況においてクレジット・エスティメートを使用することもある。CTL 取引
プールについてモデルによる分析結果を評価する際、CRE CDO を含む SF CDO の格付手法で説明される期待損失ベン
チマークを用いる。「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入手できるセクター格付手法およびクロ
ス・セクター格付手法を参照されたい。

3

別の方法として、借入人が貸付人に対してノートやモーゲージを発行の上、リース契約の権利譲渡を行うケースもある。
この場合、貸付人はそれらを信託設定し、次いで、受託者が投資家に受益権を発行する。

4

テナントの格付は将来的に変更される場合があり、通常、CTL 債券の格付もそれに伴って変更される。

5

テナントが政府または政府関連企業の場合、適用可能な接収リスクを反映して CTL の格付を 1 ノッチから 3 ノッチ、ノッ
チダウンすることがある。

6

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及び期待損失率」の説明を参照されたい。
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のようなケースでは、カウンターパーティーリスク評価 7など、リース契約の解約の可能性を導く他の
指標を用いる。最終的に、シニア無担保債務格付が付与されていない場合には、適切な代替指標
を利用する。
CTL 取引におけるデフォルト時損失（LGD）は、デフォルト時点の借入残高と裏付け物件（およびテナ
ントからの回収債権）からの純回収額からなる関数である。CTL 取引の想定 LGD が 55%程度であれ
ば、CTL 債券の格付は一般的に前述の PD の基準点と等しくなる。

1.3 ストラクチャー上の特徴と評価
テナントの信用力以外にも、ムーディーズは次の要素に注目し評価する。
»

債券性リースかどうか。すなわち、リース契約がテナントに対し、期日通りの債券の元利払いと債
券元本全額の約定返済に足る賃料支払いを無条件に義務付け、さらに物件の入居、運営、維
持管理に係る全ての費用の支払についても、何ら相殺なくテナントに義務付けているか。

»

オーナーが特別目的事業体として倒産隔離されているか。

»

担保物件の「ダーク」バリュー。すなわち、経営破綻状態にあるテナントがリース契約を解約し、
退去すると想定した場合の全空室物件の資産価値評価。ただし、ムーディーズは破綻時にリー
ス契約が継続されることを想定した調整を行なう場合もある。

2. CTL 取引における重要な信用上の留意点
CTL 債券や受益権にテナントと同位の格付を付与するには、取引の契約関連書類やその他の重要
関連情報のなかで、次に述べる主要な信用上の留意点に対して十分な対応がなされていることが
必要になる。詳細は以下の通りである。

2.1 債券性リースの規定
2.1.1 テナントの支払
テナントは、債券の期日通りの元利払いを中断なく実行するために、当該ローンの元利返済日に、相
殺、減額、反対請求に関する権利なく、最低限、約定元利返済額に等しい金額の基本賃料を支払
う義務を負う。この種のリースは、ネット賃料の支払を純粋に約束し、債券の属性に似ていることから
「債券性」（または「ヘル・オア・ハイ・ウォーター」）リースと呼ばれる。テナントはオーナーが負担する
物件の維持管理費および運営費、その他不動産関連費用、取引維持費の全てを支払い、合理的
に想定しうる不動産リスクから取引を隔離する。オーナーが負担する維持管理費および運営費には、
不動産税、公共料金（水道、ガス、電気）、保険、修繕、設備改良、先取特権、および特別課税が
含まれる。また CTL 取引のストラクチャーに関連する継続的な費用として、年間受託手数料やその
他費用が含まれることがある。
2.1.2 リース期間
リース期間は債務の満期日までの期間に等しいか、それより長い必要がある。一般的に債券は、債
券保有者が債務の全額返済をテナントの信用力にのみ依拠できるように、満期日までに完全に償還
される。テナントの信用力ではなく、債券の満期日時点の物件のマーケットバリューが分析対象となる
バルーン・ペイメントにはリファイナンス・リスクが伴う。こうしたケースでは主要な分析要素はマーケット
バリューとなるため、テナントの格付と CTL 債券の格付の差は 2 ノッチを上回ることがある。
テナントはリース契約を解約できない 8。しかし、次に述べるような事故や接収など特定の状況におい
て、債務残高全額相当の違約金を支払うことでリース契約を解約できる場合がある。
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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入手できる「格付記号と定義」を参照され
たい。

8

破綻状態に陥ったテナントはリース契約を解約できる。
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2.1.3. 事故
リース対象物件の一部が被った損傷または破壊を理由に賃料支払が中断されることがあってはなら
ない。損傷または破壊が発生した場合、テナントは保険金の全額を物件の修繕または再建に充当し、
可能な限り、以前の適正なマーケットバリューとユーティリティを回復しなければならない。保険金の
金額が物件の回復費用に不足する場合、テナントは自己資金で回復しなければならない。大規模
な災害により経済的に回復不能になった場合は、テナントが最低限、債務残高の完済に足りる金額
の違約金を支払うか物件を購入することによって、リース契約を解約できる。
2.1.4 接収/強制収用
政府は、物件オーナーに補償金を支払うことで、公共目的の使用のために私有財産に対して接収
あるいは土地収用措置（米国外の法管轄域の一部では「強制収用」手続きという）をとる場合がある。
政府は物件の全体を、あるいは部分的または一時的に接収できる。そのような場合もテナントはリー
ス契約に従い賃料を支払い続けなければならない。しかし、全体または一部が接収されて物件の残
りの部分が目的の用途に適さなくなった場合は、テナントはリース契約を解約し、債務残高の足りる
違約金を支払うこともできる。政府に物件の一部を接収されても、残りの部分が目的の用途に使用
可能で、テナントがリース契約を解約するのは適切ではないと判断される場合、オーナーは、受領し
た補償金を債務の一部期限前返済に充当した上で、将来の元利払い全額に足りる金額まで賃料を
減額することがある。
2.1.5 補償
オーナーを相手取った将来発生しうる訴訟や請求は、オーナーの破綻リスクを増大させる。通常、
テナントは、その行為や不作為から発生した、あるいは当該物件または当該ファイナンス取引に何か
しら関連して発生した損失、法的責任、判決、費用、諸経費の全額を、オーナーに対して補償する
ことに同意し、このリスクを負担する。くわえてオーナーは一般的に、リース契約に基づく何らの金銭
的義務または重大な非金銭的義務を負わず、何らの重要な表明保証も提供しない。
2.1.6 契約譲渡およびサブリース
CTL 取引には、賃料フローの信用力に基づいて格付が付与されるため、テナントは、将来発生するリ
ース債務の全額の支払義務を負担し続けるという条件の下でしか、リース契約の権利を譲渡するこ
とも、サブリースすることもできない 9。これは、ほとんどの州における法律上の要件であるが、リース
契約にも明記されなければならない。
2.1.7 環境
環境問題を原因とする賠償請求あるいは修復費用の負担からオーナーを保護するため、テナントは
通常、リース契約前または期間中に、既知か未知か、発見済か発見可能かを問わず、リース契約
前またはその期間中に発生した、危険（有害）廃棄物の排出あるいは残留から生じる法的責任、損
害、費用または経費の全額をオーナーに補償する。ムーディーズは、物件の価値あるいは用途に深
刻な悪影響を与えうる状態に関する環境評価をレビューすることがある。
2.1.8 購入オプション
特定の状況下で、オーナーから適正なマーケットバリューで物件を購入し、リース契約を解約する権
利がテナントに付与されることがある。その場合、購入価格は常に債務残高を上回る金額であること
がリース契約に明記される。
2.1.9 保証
テナントが無格付で、格付を有する「信用事業体」の子会社または関連会社である場合、当該事業
体はリース契約に基づく全ての期日通りの支払を絶対的かつ無条件に保証しなければならない。保
証契約には、すべての商取引上慣行となっている抗弁権の放棄が規定されなければならない 10。
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ムーディーズによる譲受人のシニア無担保債務格付が、最低でもテナントのその時点の格付に等しく、当該譲受人がリ
ース契約に基づく全ての義務と債務を引き受ける場合には、当該テナントの将来発生するリース債務を免除する取引も
ある。

10

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、保証の分析を解説したクロ
ス・セクター格付手法を参照されたい。
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2.1.10 保険
テナントは、物件に対し十分な損害保険を付けることが求められる。特定の状況では、ムーディーズ
の格付が一定の投資適格水準以上に維持される限りにおいて、テナントは自家保険を掛けることが
認められる場合もある。

2.2 倒産隔離されたオーナー
オーナーの破綻によって賃料フローが中断されるリスクに備えるため、オーナーは倒産隔離された単
一目的事業体として組成される。取引の契約関連書類および定款によって、オーナーの事業の目
的は物件の所有、リース、および債券発行に限定される。同様に、オーナーが物件を移管できる被
譲渡人は倒産隔離された単一目的事業体に限られる。
オーナーの破綻だけではなく、オーナーが、破綻した親会社と実質的に連結されるリスクも、債務の
期日通りの返済を遅らせる要因になる。ムーディーズは、親会社の破綻に際しても、オーナーが親
会社の実質的連結対象となることはないとする見解を述べた意見書をレビューおよび精査する。

2.3 物件の資産価値評価額
テナントの長期無担保債務の保有者とテナントのリース契約を担保とした債務の保有者の最終的な
回収率は異なる。これは、米国の破産法（「合州国破産法」）の下でのリース契約の取扱いによるも
のである（他の法管轄域の破産または支払不能に関するルールにもこれに近いものがある）。そのた
め、最終的な格付の決定にあたってリース物件の資産価値を評価する。
合州国破産法の下でテナントにより（またはテナントに対して）破産手続きが開始された場合、テナン
トはリース契約を継続するか解約するかを選ぶ権利を持つ。テナントがリース契約を解約した場合、
オーナーは債券保有者への支払に充当するキャッシュ・フローを失う。オーナーにはテナントの破産
財団に対する低順位で無担保の損害請求権しか残されず、そのような請求権は通常、融資の担保
の一部として債権者の信託に移管される。その請求権は合州国破産法の 502 条(b)(6)によって期限
の利益の喪失の適用を受けられず、1 年または残存リース期間の 15％（最大 3 年）のいずれか長い
方の期間に対応するリース契約に留保された賃料に等しい金額までに制限される。一方、テナントが
発行した長期無担保債務の保有者の破綻時における回収額にはこのような制限は適用されない。
回収額にはこのような制限があるため、オーナーが請求できる損害賠償額は、最終的な債券保有
者への元本償還に要する金額を大きく下回ることはほぼ確実となる 11。そのため、債券保有者が物
件の処分または再リースによって回収しうる最終的な元本額を判定する上で、担保物件の評価が重
要になる。
他の法管轄域の破産法は、テナントに一定のリース契約解約権を付与している。ムーディーズは、法
管轄域ごとに特有な、オーナーとテナントの権利を検証する。
ムーディーズは、テナント破綻時にリース契約が解約となった後の完全な空室状況を想定した物件
の「ダーク」バリューを計算する。CTL 取引でムーディーズが通常要求する鑑定評価には、規定の「ダ
ーク」バリューの算定結果が含まれる。「ダーク」バリューには、逸失賃料、新規テナント募集費用、仲
介手数料、補償されない維持管理費、その他保有期間に発生する費用を一括した金額が含まれる
ため、物件の「リット」バリュー 12とは異なったものとなる（図表 2 参照）。
事業継続に不可欠か、将来の収益確保に貢献するリース契約は、合衆国破産法第 11 章や他の法
管轄域の類似手続きに従って、テナントによって継続される可能性の方が高い。そのためムーディー
ズは、テナントの事業におけるリース物件の戦略的重要性と経済的価値を評価する。次にムーディ
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11

とはいえ、オーナーは通常、502 条(b)(6)に基づく請求権を貸付人に譲渡するので、ムーディーズはこの点を幾分かの
信用分析上のプラス要因とみなす。

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他の CMBS 関連の格付手法を
参照されたい。
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ーズは、破綻に伴う再編の中で、当該物件のリース契約（あるいは複数の物件のリース契約の何割
か）が継続される可能性を推計する。
図表 2

「ダーク」バリューの計算要素
資産の「リット」バリューは、安定的で継続的な賃料フローを想定した価値であり、「ダーク」バリューは、
賃料フローの突然の完全な中断を考慮して「リット」バリューからその影響を差し引いた価値である。破
綻したテナントがリース契約を解約した場合、オーナーは、それまでテナントが支払っていた維持管理
費（固定資産税、保険、修繕代金）を自己負担することになり、テナント入替えのために多額の新規
投資（テナント仲介手数料、テナントによる修繕工事費など）が必要になり、巨額の経済的費用（逸失
賃料、物件保有期間中の費用支出に係る機会費用）が発生する資産を抱え込むことになる。
ムーディーズは、以下に挙げる費用を検証し、それらを資産の「リット」バリューから差し引くことで「ダ
ーク」バリューを導出する。 13
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»

逸失賃料。テナント退去の結果、オーナーは後継テナントのリーシング活動と契約締結に時間を
要する。資産、資産クラス、また市場によって賃料の逸失期間は異なってくる。都心の魅力的な
小売スペースであれば、6 カ月程度の短い期間で埋まることもあるが、郊外に立地する「オーダ
ーメード」型のオフィスビルの場合は、30 カ月間、空室が続くこともある。最も一般的な賃料逸失
期間は約 12 カ月であるが、この期間は個々の物件に対する評価と解釈のみによって決定され
るので物件によって相当大きな差が生まれる。

»

維持管理費の負担による損失。不動産は放置したままにすることはできない。地方固定資産税
を支払わなければ租税先取特権によって物件が没収される。物件には継続的に保険を付保す
る必要がある。基本修繕も必要となる。土地が借地であれば、期日に借地料を支払わなければ
ならない。様々な雑事を調整する物件管理者を雇う必要もある。ムーディーズは、想定空室期
間中の維持管理費の繰り延べ相当額を「リット」バリューから差し引く。いうまでもなく、テナントが
物件を使用していないため公共料金など経費の一部は減少するが、保険や租税公課など入居
の有無に関わらず発生する固定費用もある 14。ムーディーズは維持管理費を負担することによ
る損失を分析するに当たって、通常、公共料金を 75％割り引き、管理費、修繕費、維持費、一
般管理費を 50％減額し、不動産税、保険料、借地料を 100％の負担とする。

»

維持管理費の負担の機会費用。維持管理費の負担は、ダーク物件のオーナー（または潜在的
購入者）の自己負担となる。投資家は不動産投資に株式タイプのリターンを期待しており、この
種の継続的に発生する費用は、潜在的な「機会費用」として、「ダーク」バリューに織り込まれる。
維持管理費用の「逸失機会」の価値の計算には、通常 10％から 12％の ROE 率を適用する。

»

テナント仲介手数料。テナントは通常、仲介業者を通じて見つける。仲介業者に支払う手数料
は、物件タイプによって、また市場によっても異なってくるが、リース契約期間の年間賃料の
2.5％から 6.5％のレンジになる。テナント仲介手数料も「ダーク」バリューに大きく影響する項目に
なる場合がある。

»

テナントによる修繕工事費。オーナーは通常、テナントによるリース物件への修繕工事に対して、
金銭か賃料値引きという形で補償する。これらの補償も物件タイプや市場によって大きな差が生
じる。その幅は、オーナー負担ゼロの市場(ニューヨーク市の商業施設)から、郊外市場の商業施
設の１平方フィート当たり約 5 ドル、オフィスビルの初年度年間賃料相当額まで多岐に渡る。

13

これは「マーケット」LTV ではないことに留意されたい。ムーディーズはストレスを加えた賃料、空室率、キャップレートお
よびその他の想定を用いて、ムーディーズの安定的な資産価値評価額を査定することでこの値を求める。また、EMEA
では、この手法で求められた値と EMEA の CMBS 格付手法に従い求められた値を比較し、最も保守的な値を採用する。

14

一部の法管轄域では、空室状態が長期間続いた場合、不動産税が減免される場合がある。
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2.4 その他の要因
2.4.1 格付と早期元本償還のメリット
ムーディーズは、テナントのシニア無担保債務の格付によって、債務の早期元本償還または加速償
還を信用分析上のプラス要因として評価する。テナントの投資適格等級格付が高ければそれだけ、
債務償還の実現可能性が高まり取引の LGD は低下する。
2.4.2 特殊保険
一部の CTL 取引は、事故あるいは接収事由が生じた場合に、賃料が減額されたりリース契約が解約
される、「債券に近い」リースを含む。また、債務の全額が返済される前にリース期間が満了する条
件を含むリース契約もある。それらのリスクをカバーするために事故・接収リスクに対する「リース・エン
ハンスメント保険証券」、バルーン・ペイメント・リスクに対する「残価保険証券」など、特殊な保険商品
が開発されている。ムーディーズは、それらの保険契約を慎重にレビューし、保険会社が無条件でそ
れらのリスクをカバーしているかどうかを判断する。保険会社の格付は通常、最低でもテナントの格付
に等しくなければならない。保険会社の格付の格下げまたは取下げは、CTL 取引の格付に影響する
場合がある。
2.4.3 建設リスク
格付対象債務の発行時点で物件が竣工していない場合、通常、テナントの賃料支払義務は発生し
ない。そのようなケースでは、テナントの賃料支払発生日以前の債務元利払いが全額かつ期日通り
に為されることを保証するために、規定を設けることもある。このような規定には、一般的に、テナント
のネット賃料支払義務が発生する「確定日」までの債務元利払いについて、十分な金額の現金準備
または信用状の差入が盛り込まれている。賃料支払の開始日が契約上確定していない場合の現金
準備や信用状の金額は、契約期間満了までの残存元本全額と経過利息の全額の支払を満たすも
のでなければならない。もしくは、最終期限までの残存元本金額と経過利息に相当する違約金を、
テナントが支払う旨の規定がリース契約に含まれる場合もある。
2.4.4 物件の資産価値評価額の影響
物件の「ダーク」バリューが十分に高い場合、テナントのシニア無担保債務格付に 1 ノッチないし 2 ノッ
チのノッチアップを施した格付を、CTL 債券に付与することもある。すなわち、LGD が十分に低ければ、
CTL 取引の EL は減少するため、CTL 取引全体の格付はテナントの PD 基準点を上回る水準となる。
それとは逆に、物件の「ダーク」バリューが低い場合、LGD は高くなり、CTL 債券の格付は、テナントの
シニア無担保債務格付に 1 ノッチないし 2 ノッチのノッチダウンが施されたものとなる。
2.4.5 管轄法に関する懸念
米国では、リース契約の「ヘル・オア・ハイ・ウォーター」条項の有効性はオーナーに有利な形で厳密
に認められることが多いとはいえ、判例にみられる裁判所の解釈の厳格度は州ごとに異なっている。
その他の法管轄域でも、通常、債券性リース契約に定める条項は記載通りに認められる場合が多い
が、一部の要因がその実効性に影響を与えることがある。ムーディーズは、一部の州法あるいは管
轄法の弱点を反映するため、取引の格付に上限を課すか、調整を施すことがある。

3.モニタリング
ムーディーズが既存取引のモニタリングに用いるアプローチは、概ね、当初に格付を付与する際に用
いるアプローチと同じである。他の格付上の主要な分析要素（リース契約の債券性とオーナーの倒
産隔離）は通常、取引期間を通じて変わらないため、CTL 取引のモニタリングではテナントの格付と
物件の資産価値評価額が格付上の主要な分析要素になる。テナントのシニア無担保債務の格付
変更あるいはデフォルト・リスクを示す指標の変更に伴い CTL 取引の格付が変更されることがある。
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また期間が経過して元本の約定返済が進むに従って、LGD の分析における不動産の「ダーク」バリュ
ーの重要性が増すことがある（「ダーク」バリューを判定するための十分な情報が入手できる場合） 15。

15
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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。
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付録 1
シングル・リースを裏付けとする証券化商品：スペクトラム・ライセンスの例
CTL 取引の格付は通常、モデルを用いずに決定され、テナントと、シングル・リース契約を裏付けとす
る他種類の証券の格付対象となるビルのデフォルト確率とデフォルト時損失の分析のみによって格
付が付与される。これらの場合、概念上は商業不動産の CTL 債務の格付に類似したアプローチを用
いるが、詳細なキャッシュフロー分析も併せて行う。すなわち、レッシーの信用力、担保の性格、リー
ス契約の条件、取引のストラクチャー上の特徴に基づいてデフォルト確率（PD）とデフォルト時損失
（LGD）を想定して期待損失を計算する。本付録では、スペクトラム・ライセンス・ファイナンス取引を
本アプローチの適用例として取り上げる。
本稿の冒頭で述べたように、スペクトラム・ライセンス・リース取引のストラクチャーは CTL や他のシン
グル・リース取引に類似している。スペクトラム・ライセンス（担保スペクトラム）を所有する格付を有す
る事業体はそれらを特別目的ビークル（「発行体」すなわち「レッサー」）に売却または譲渡する。次
いでその特別目的ビークルは当該担保スペクトラムを、格付を有するその事業体（レッシー）にリース
バックし、発行体は債券保有者向けに発行する債務の代り金を用いて資産を取得する。支払われる
賃料が債券保有者に対する元利払いのための唯一のキャッシュフロー・ソースとなるため、リースの
満了日は発行体の債務の満期と同時かそれ以後となり、賃料支払い額の合計は債務の元利金と
全ての取引費用の合計に等しいかそれを超過する金額となる。
次に説明するように、スペクトラム・ライセンス・リースを裏付けとする証券、およびその他のタイプのシ
ングル・リース取引の特徴から、発行体のノートにレッシーの格付よりも高い格付が付与されることが
ある。

デフォルト確率の分析
レッシーの信用力
ムーディーズはレッシーに付与した格付 16を、レッシーが賃料支払いの履行を怠る可能性を導出す
る分析の出発点として用いる。そこでは通常、本稿のセクション 1.2 で述べた枠組みに従う。
レッシーの事業にとって担保リース物件が持つ重要性
特定の状況、たとえばレッシーが破綻処理時に清算ではなく再建の手続きに入る可能性が高く、か
つ担保リース物件がレッシーの事業の継続に欠かせないと考えられる場合など、ノートのデフォルト・リ
スクがレッシーの格付が示唆するそれよりも低くなるとみなしうる場合がある。通常、レッシーは担保と
なるリース物件を本来（発行体/レッサーに移転する前に）自身の事業の目的に供するために取得し
た実際に事業を運営する主体であるため、合衆国破産法第 11 章に基づく破綻処理手続き（あるい
は他の法管轄域のそれに類似した手続き）に従って、事業継続に不可欠であり将来の収益に寄与
するリース契約を継続する可能性が高い。そのたためムーディーズは、担保リース物件のレッシーの
事業にとっての戦略的重要性やその経済価値を評価し、破綻処理手続きの中でリース契約を継続
する可能性を推計する。
スペクトラム・リース取引の場合、レッシーが十分に強固な営業基盤を有しており、契約者数が多く、
ネットワーク・インフラが広範であれば、破綻処理手続きにおいて清算ではなく再建の手続きが採ら
れる可能性が高くなる。その場合、担保となるスペクトラムが自らの事業継続に重要な意味を持つ
限り、レッシーはスペクトラム・リースを継続しようとする。
流動性リザーブ
スペクトラム・リースに裏付けられた債務証券には、発行されたノートの利息と、（法令で定められた承
認の取得に要する期間など）担保スペクトラムの処分に必要とされる期間に発生する経費の支払い
に充て、またレッシー破綻時のリース契約の解約に伴う損害を回収するために、流動性リザーブが設

16
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レッシーに格付が付与されていない場合、プライベート･モニタード･レーティング（PMR）など、そのテナントの信用力を評
価する他の手段を用いるか、状況によって CTL 取引の格付を取下げることがある。
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けられるものがある。そのような流動性ファシリティの規模が十分に大きれば、リース契約のデフォルト
後にノートにデフォルトが発生するリスクは縮小する可能性が高い。

デフォルト時損失の分析
LGD はリース契約のデフォルト時のノート元本残高と担保リース物件からのネット回収額（およびレッ
シーまたは保証人に対して何らかの請求権を有する場合はそこからの回収額）によって決まる。
担保の処分価値
ムーディーズは、破綻時にリース契約が解約されることを想定して、リース資産となっている担保の
処分価値を計算する。スペクトラム・リースの場合、類似スペクトラム・ライセンスの売買事例を分析
し、担保となるスペクトラムの鑑定額を検討する。とはいえ、担保スペクトラムの鑑定額が現在の市場
環境に基づく価値を示すもので、厳しい処分環境を想定したものでない場合など、鑑定額がそのまま
ムーディーズが格付分析で想定する処分価値とはならない場合がある。
担保リース物件の処分額は、レッシーのデフォルトの時期とその時点の担保リース物件の市場価値
の相関性を反映する。レッシーのデフォルトは担保リース物件の市場価値が債務発行時点よりも低く
なりがちな業界不況時に発生する可能性が最も高いとムーディーズは考えている。厳しい市況下で
の処分価値の検討は、破綻処理手続きにおいてリース契約が解約された後、物件が完全に空室と
なる状況を想定して資産価値に対してストレスを追加する CLT 債務の「ダーク・バリュー」の検討方法
と同様である。
ムーディーズはまた、一定の条件下において想定処分価値にストレスを追加する。たとえば、スペクト
ラム・ライセンス市場の売買事例や流動性が商業不動産市場に比べ不足している場合、ストレスを
追加するのが適切と考える。追加ストレスの水準はノートの格付水準によって異なる。
レッシーからの回収
最終格付の決定に当たっては、レッシー債務に対するリース契約上の保証など、リース契約に規定
された権利と救済措置に基づいてレッシーから回収可能と考えられる額も評価する。
通常、リース契約の解約により被る損失に対するレッシーからの期待回収額は、不動産担保よりも、
スペクトラム担保やその他の動産リース物件担保の方が大きくなる。合衆国破産法の下でレッシーに
より（またはレッシーに対して）破産手続きが開始されレッシーがリース契約を解約した場合、レッサ
ーはレッシーの破産財団（あるいは保証人）に対する無担保の損害請求権を取得する。担保リース
物件が不動産の場合、その請求権は合州国破産法の 502 条(b)(6)によって期限の利益の喪失の適
用を受けられず、1 年または残存リース期間の 15％（最大 3 年）のいずれか長い方の期間に対応す
るリース契約に留保された賃料に等しい金額までに制限される。ただし、この制限は不動産以外の
担保スペクトラムなどのリースには適用されない。
損失ベンチマーク
スペクトラム・リースなどシングル・リースを裏付けとする証券化商品のモデルによる分析結果を評価
するにあたり、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 17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。

17

10

JUNE 26, 2020

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及び期待損失率」の説明を参照されたい。

格付手法：クレジット・テナント・リース・ファイナンスおよび類似リース・ファイナンスの格付に対するムーディーズのアプローチ

COMMERCIAL MBS

ここで:

»

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。

»

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。

»

R+1 は、R の 1 ノッチ下の格付を意味する。

»

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。

»
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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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