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RATING METHODOLOGY

アセット・バック・コマーシャル・
ペーパーに対するムーディーズの
格付アプローチ
Moody’s Approach to Rating AssetBacked Commercial Paper
本格付手法は、2017 年 7 月に発行された“Moody’s Approach to Rating AssetBacked Commercial Paper”（日本語版「アセット・バック・コマーシャル・ペーパーに対
するムーディーズの格付アプローチ」2017 年 9 月発行）を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。
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1. 要旨
本格付手法は世界のアセット・バック・コマーシャル・ペーパー（ABCP） 1の格付に対する
ムーディーズのアプローチについて解説するものである 2。本レポートでは主に銀行が
スポンサーを務めるマルチセラー型プログラムについて説明を行なうが、他のプログラ
ム・タイプ（銀行以外の会社がスポンサーとなるシングルセラー型のプログラムなど）に
ついてもそれとの違いに焦点を当てて説明する。
ABCP に格付を付与するにあたってのプロセスは通常、次の 2 つのステップから構成さ
れる。
»

プログラムに格付を付与するため当初に行う、プログラムの法的仕組み、契約上
の取り決め及びオペレーション上のサポートについての分析

»

ABCP の投資家が直面するリスクが、取引の追加あるいはその他の変更の後もプ
ログラムの格付に相応するかを判断するための、ABCP プログラムを通じてファン
ディングされるその取引やセラー追加(seller addition)あるいはその他の変更につ
いての検証
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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。

1

本稿において Program（プログラム）および conduit（コンディット）の用語は同じ意味で用いられる。

2

ムーディーズは ABCP プログラムを用いた他の債務証券を格付することがある。詳細は付録 F を参照。
ムーディーズ SF ジャパン株式会社
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1 つ目のステップはプログラムが設立された時点で実行される。2 つ目のステップについては、マルチ
セラー型の場合、取引あるいは裏付資産の追加・処分・変更・償還がされるたびにプログラム期間を
通して繰り返し行われ、シングルセラー型の場合は単一の資産タイプをファンディングすることを目的
としているため、プログラム設立時に一度だけ行われる場合もある。アービトラージ型の場合も、プログ
ラムが設立された時点で証券ポートフォリオ運用ルールがレビューされるため、2 つ目のステップが
行われるのは一度のみのことがある。
さらに、全ての ABCP プログラムにおいて、プログラムの変更がなされた場合、付与している格付が維
持されるかについて分析を行うことが必要であり、プログラムが存続する期間にわたって信用力のモ
ニタリングを行う。

1.1 短期格付の付与
ムーディーズは、当初の満期が 13 カ月以下（発行日から最大 397 日以内）の債務に対して短期格
付を付与する。通常、Prime-1 または Prime-1 (sf)の短期格付は長期債務格付では Aaa から A2（Aaa
(sf)から A2 (sf)）に相応する。ムーディーズは当初の満期が 1 年以上の発行体または債務に長期格
付を付与する。ミディアム・ターム・ノート（MTN）を発行する少数の ABCP プログラムでは、MTN に対
して長期格付が付与される。
ABCP プログラムの多くは短期格付のみが付与されている（大半が Prime-1 (sf)）。ムーディーズの格
付分析において最も重要な点は、満期が到来する ABCP が期日に約定どおり支払われるためのキャ
ッシュが備わっているかを判断することにある。
プログラムの格付は大抵の場合、ムーディーズの格付が付与された商業銀行から提供される流動
性およびその他の信用補完に依拠して高い格付が付与される。流動性の金額は通常、正常資産の
額に制限されている。正常資産の額が ABCP 残高よりも常に大きければ、流動性は満期が到来する
債務の支払に充てられるため、各プログラムから発行された ABCP の格付は、その流動性提供者お
よびサポート提供者の格付と密接に連動する。
一方で、ABCP の格付と裏付資産の信用力はそれほど密接に連動しない。連動の程度は、流動性
補完額を算出するための計算式が裏付資産のパフォーマンスとどう関連しているかによって異なる。
通常、シングル A 以上に相当するポートフォリオの信用の質は、Prime-1（ｓｆ）の格付に相当するとみ
なす。
格付分析では流動性補完額の算定式の内容と裏付資産の属性に注目する。「正常」資産か否かは、
返済が遅延しているか否かに基づいて定義されることが多い。デフォルト後の回収率が高い裏付資
産では、延滞日数基準が最終的なデフォルトと合致していない場合、流動性による信用補完が長期
格付と整合しない可能性がある。例えば、60 日延滞債権は流動性補完の目的上は「不良資産」と
みなされるが、60 日延滞の大半が最終的に解消される場合には、「最終的な正常資産」となるこの
ような資産に対して流動性が供給されないことになってしまう。同様に、デフォルト後の回収率が高い
裏付資産では、流動性補完が最終的な回収相当額をファンディングの対象としていない場合、流動
性ファシリティから利用可能な金額は、デフォルトした裏付資産からの最終的な返済額よりも少なくな
ってしまうこともある。各取引が Prime-1 (sf)に相応するか否か判断する際には、流動性補完を算出
するための計算式と裏付資産の属性がどのように関連しているかを理解する必要がある。
流動性ファシリティが設けられておらず、裏付資産からの償還金に依存している仕組みもある。その
場合、格付分析では、コマーシャル・ペーパーの満期に応じた裏付資産からのキャッシュフローの安
定性とその管理方法に注目する。満期が到来するノートの返済を裏付資産売却に依存するプログラ
ムの場合、売却が実行されるまでの期間における裏付資産の価格や売却市場の安定性に注目する。
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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ABCP プログラムに付与された格付は、当該プログラムが発行するコマーシャル・ペーパーのみに適
用される。ABCP プログラムの裏付資産には、ムーディーズの短期格付または長期格付が付与され
ている裏付資産が含まれることもある。しかし、ABCP プログラムのポートフォリオに含まれる裏付資産
には、明示的なムーディーズの格付が付与されていないことが多い。ABCP プログラムに対して格付
を付与する、あるいは格付を確認するにあたっては、プログラムのタイプに応じて、裏付けポートフォリ
オまたは取引の信用の質を定期的にレビューする。
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1.2 基本的仕組み
ABCP プログラムは、コマーシャル・ペーパーの発行を通じて、裏付資産ポートフォリオをファンディン
グするために設立された特別目的発行体（SPV）である。事務管理人（アドミニストレーター）が ABCP
プログラムの全般的な活動（対象資産の選定と購入の手配、必要に応じて ABCP の発行および返済、
裏付資産のモニタリングおよびサービシング等）について責任を負う。典型的なストラクチャーと主な
関係当事者については後述する 3。ABCP プログラムによってファンディングされた個々の取引は、長
期証券化取引と類似するストラクチャーを有する。購入を行う SPV は、直接購入、ローン契約、買戻
し契約、クレジット・デフォルト・スワップなどさまざまな方法により資金調達を行う。信用補完を設ける
ため、資金調達の額は、通常、「正常」資産（通常はデフォルトや支払遅延していない資産）の額に
対してヘアカットを加味した額に設定される。長期取引と同様、取引を早期返済期間に移行させるト
リガーや、投資家が原資産の悪化により受ける影響が限定的となるようなトリガーが設定される。
プログラムは裏付資産をファンディングするための資金を調達する目的で ABCP を発行する。ABCP
が発行できない場合、満期が到来する ABCP を返済するために流動性が引き出される。多くのプログ
ラムでは、資金が不足する場合に備え、プログラム・レベルでの信用補完が設けられている。

1.3 4 つの主なリスク：流動性、信用力、ストラクチャー、オペレーション
プログラムに格付を付与するにあたって分析する必要があるリスクは、流動性リスク、信用リスク、構
造リスク、オペレーショナル・リスクの 4 種類に大別される。また、プログラムの目的と、銀行口座 4、
流動性およびサポート提供者に関連するリスクについての適切な参照指標（レファレンス・ポイント） 5
も考慮する。
流動性と期日どおりの支払い：このリスクは、ABCP プログラムが保有する裏付資産からのキャッシュ
フローと、満期が到来する ABCP の支払に必要な資金とのミスマッチから生じる。通常、ABCP プログ
ラムには少なくとも ABCP 残高に等しい額の流動性バックアップ・ファシリティが設定されている。こうし
たファシリティは、主に高い格付を有する銀行 6による流動性バックアップ・ローンや買取契約の形で
提供されるが、信用状、現金担保勘定、スワップ・リパーチェス・アグリーメントまたはそれに類するフ
ァシリティによって提供される場合もある。通常、流動性ファシリティの金額は正常資産の額によって
決定される。流動性補完額算定式の条件／定義は、それぞれの ABCP の返済日に十分な資金が
確保できるかを分析する為に行う裏付資産分析に沿った内容となる。流動性補完提供者の信用力
を見る際には、その格付を参照する。
ABCP の返済が裏付資産からのキャッシュフローに依存している場合、ムーディーズは、裏付資産の
キャッシュフローの分析を行うとともに、裏付資産からのキャッシュフローと満期を迎える ABCP の返
済タイミングとのミスマッチによる影響を極小化するために、プログラムで正式に用いられる流動性マ
ネジメント補完ストラクチャーの分析を行う。ABCP の返済を裏付資産の売却に依拠している場合、ム
ーディーズは、その時点で用いられる格付手法に基づいて、市場の安定性と価格リスクについての
分析を行う。
信用力：信用リスクとは、プログラムを通じて購入される裏付資産にデフォルトが生じ、流動性補完が
喪失したり、ABCP が期日に返済されないリスクである。パーシャル・サポート・タイプの ABCP プログラ
ムの格付は、プログラムの裏付資産のパフォーマンスに加え、信用補完の大きさと、信用補完、流動
性補完、ヘッジ及びその他のサポートを提供するカウンターパーティの信用力に依存する。フルサポ
ート・タイプの ABCP プログラムの格付は、信用補完の提供者または保証人の信用力、特に短期の支
払能力に依拠する。該当する場合、長期証券化取引に通常用いる格付手法を用いてセラー追加
の信用力を評価する。
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3

詳細については付録 A と D を参照されたい。

4

詳細については、口座銀行およびその他のカウンターパーティのリスクの評価に用いるアプローチを参照されたい。セク
ター格付手法およびクロス・セクター格付手法は「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。

5

本格付手法では特定の事業体の信用力を示す入力値が用いられる。本レポートでは参照を容易にするため、これらの
入力値を「格付」と言い表している。しかし、使用され得る入力値の種類は信用格付に限定されず、ムーディーズのカウ
ンターパーティ・リスク評価等の他の指標を用いる場合もある。

6

銀行が流動性サポートを提供しないケースなどでは、通常、担当格付チームとともに信用リスクをレビューする。
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法的構造：構造リスクとは、ABCP プログラムが倒産、またはそれと同様の事態に陥り、投資家への支
払の遅延または支障が生じるリスクである。ABCP プログラムは、支払不履行のリスクを極小化するた
めにストラクチャリングされた、限定目的の特別なファイナンス・カンパニーである。SPV は、通常、ス
ポンサーによって所有されることはない 7。SPV には従業員はおらず、その目的は裏付資産の購入お
よびその為の資金調達に限られている。SPV と契約関係を持つ全てのカウンターパーティは、倒産等
申立制限条項（non-petition）、リミテッド・リコース（limited recourse）、その他倒産のリスクを制限する
ための規定に同意する。こうした取り決めはストラクチャード・ファイナンス取引において典型的にみら
れるものである。ムーディーズは、SPV の設立契約、様々なサービス提供者および信用補完提供者
との各契約、法律意見書をレビューし、上記の構造リスクが手当てされているかを検討する 8。
プログラムのオペレーション：オペレーショナル・リスクは、プログラム運営に必要な全ての活動を行
っている第三者に関連するリスクである 9。運営上必要な活動の中には、プログラムの資産および負
債の管理、ABCP の発行および返済、プログラム費用の支払、記録の維持、報告書の作成、パフォ
ーマンスのモニタリング、通知の発送およびプログラムの終了手続きなどが含まれる。ムーディーズ
は、各々の関係者の業務内容と委託内容、表明、保証、標準的な注意義務および補償、活動に対
する制約が記載された契約書をレビューし、プログラムの運営上で必要な事項と照らし合わせる。ま
た、信用補完提供者の業務能力を、案件上で求められる業務内容と照らし合わせた上で、レビュー
する。また、サービス提供者がデフォルトするリスク、およびサービス提供者がデフォルトした場合であ
っても必要な業務が継続され、ABCP が期日どおりに返済される可能性についての分析も行う。

1.4 ABCP プログラムの種類
ABCP プログラムは、流動性/信用補完の種類およびストラクチャーの種類の 2 つの基準によって分
類される。サポートには、フルサポートとパーシャル・サポートの 2 種類がある。
フルサポート・タイプのプログラム：ABCP の投資家が裏付資産のパフォーマンス悪化の影響から遮
断され、ABCP の期日どおりの返済を第三者からの信用補完/流動性補完に依拠しているプログラム
はフルサポート・タイプとなる。フルサポート・タイプの格付分析では、プログラムの目的、関連する信
用補完提供者の財務の健全性と信用補完契約の詳細に関する検討を行う。フルサポート・タイプで
は信用補完提供者の短期格付が引き下げられた場合、ABCP プログラムの格付も連動して引き下げ
られる可能性が高い。
パーシャル・サポート・タイプのプログラム：パーシャル・サポート・タイプのプログラムの格付分析で
は、裏付資産の質、プログラムの目的、関連する信用補完提供者の信用力、信用補完契約の内容
についての複合的分析を行う。流動性のファンディング対象は、正常資産の額に限定されるが、セラ
ーまたは裏付資産に関連するリスクをもカバーすることもある。ABCP の返済のための不足資金を補
填するため、プログラム全体の信用補完が追加で設けられることもある。プログラムの信用格付は、
裏付資産の信用力とその構成、流動性提供者の信用力、その他の信用補完提供者の信用力のい
ずれかが変化した場合、連動して影響を受ける可能性がある 10。
ストラクチャーの種類には、マルチセラー型、シングルセラー型、レポプログラム、アービトラージ型が
ある。他のストラクチャー（structured investment vehicle (SIV)や CDO など）が ABCP を発行することも
ある。また、スポンサーは事業の必要に応じたプログラムを設計するため、ストラクチャーの種類が重
複する場合がある。マルチセラー型が最も一般的なタイプである 11。
»
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マルチセラー型は、銀行がスポンサーとなり（一部、独立運用会社がスポンサーになっているプ
ログラムもある）、多様な裏付資産から構成されるポートフォリオをファンディングするプログラム

7

本レポートを通じ、プログラムを立ち上げる主体を指す言葉として「スポンサー」の用語を用いる。スポンサーが継続的に
事務管理人、サポート提供者などの役割を積極的に担う場合は、格付分析においてそのような役割が考慮にされる。

8

詳細についてはセクション 6 を参照されたい。

9

セクション 7 および付録 D および E を参照されたい。さらに、オペレーショナル・リスクなどのカウンターパーティ・リスク
に関するムーディーズの格付手法を参照されたい。セクター格付手法およびクロス・セクター格付手法は「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。

10

パーシャルサポート・プログラムの裏付資産のファンディングは、パーシャル・サポートの場合もあり、フルサポートの場
合もある。

11

詳細については付録 A を参照されたい。
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が典型的である。パーシャルサポート・プログラムの格付分析では、裏付資産の質およびサポー
ト・ファシリティに加えて、ポートフォリオの構成を検討する。
»

シングルセラー型は、銀行以外の金融機関がスポンサーとなり、その事業から発生する一種
類もしくは複数種類の裏付資産のファンディングを行うプログラムが典型的で、長期証券化取
引の前の一時的なファンディング（ウェアハウジング）として用いられることも多い。格付分析では、
主要カウンターパーティのリスクの分析を含め、対象裏付資産種類に適用される長期 ABS 取
引の格付手法を用い、追加のサポート・ファシリティについての分析も行う。

»

アービトラージ型は、証券のポートフォリオに投資するプログラムである。その格付分析では、特
にポートフォリオ運用ルール、裏付資産ならびにサポート・ファシリティの信用力に焦点を当て評
価する。

»

ハイブリッド型は、通常、2 種類のストラクチャーの特徴を有するプログラムである。格付分析で
は通常、それぞれの種類のストラクチャーの格付分析を適用しつつ、プログラム固有の特徴を
考慮した複合的な分析を行わなければならない。

»

担保付 CP プログラムは、銀行をスポンサーとし、買戻し契約あるいは類似した証券ファイナン
ス契約に基づいてプログラムに売却される証券をファイナンスするために ABCP を発行する。

»

レポプログラムは、銀行以外の会社がスポンサーとなっていて、通常は買戻し契約または類似
した証券ファイナンス契約に基づいて様々な資産のファンディングを行う。

2. 格付プロセス
通常、2 つのステップを経て ABCP プログラムに対して格付が付与される。ムーディーズはまず、取引
が追加される前に、プログラムの仕組みに対して格付を付与する。次に、ABCP プログラムのポートフォ
リオに取引が追加された時点、あるいは取引またはプログラム自体に変更が加えられた時点、で、プロ
グラムに対する格付のレビューを行う。通常、追加や変更がなされる前にムーディーズに対して通知
がなされ、多くの場合、その変更がプログラムに対するその時点の格付の引き下げまたは取り下げに
つながらないかどうかが検討される。このプロセスは、新たな取引が追加されたり、古い取引が返済さ
れることにより、ポートフォリオの中身が流動的に変化する「リボルビング・ストラクチャー」の特徴を
ABCP プログラムが有していることを反映している。

2.1 プログラムに対する当初格付の付与
ABCP プログラムに当初格付を付与するにあたっては、プログラムのスポンサーおよびサポート提供者、
プログラムの目的とその法的構造、様々なサポート提供者の業務を記載した契約書類、ファンディン
グの対象となる裏付資産の種類、取得格付が維持されるのに必要なサポート・ファシリティ、プログラ
ムの事務管理人の能力について分析を行う。サポート提供者の財務力およびスポンサーの資本市
場に対するコミットメントと経験が、重要な定性的要因となる。スポンサーはプログラムの事務管理人
を兼ねている場合が多い。事務管理人は、プログラムが適正に機能するよう全体を管理する役割を
担うため、ムーディーズは通常、事務管理人のオフィスにおいて、プログラムがどのように運営されて
いるかの確認を行う（オペレーション・レビュー） 12。ムーディーズは、裏付資産のオリジネーションおよ
び引受け、ABCP の発行および返済手続き、契約書記載事項の遵守、これら全てを支える人員およ
び情報システムが確保できているかなどについて確認を行う。

2.2 セラー追加のレビュー
プログラムに対する当初格付が付与された後、事務管理人はファンディングの対象となる取引の内
容を決めるとともに、仕組みを作る。ムーディーズは通常、ABCP プログラムがファンディングする裏付
資産ポートフォリオの観点から各取引をレビューし、セラーの追加 13が行われてもプログラムの格付に
影響が生じないかを検討する。事務管理人は、このプロセスを円滑化するため、ムーディーズに対し
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12

詳細については付録 E を参照されたい。

13

詳細についてはセクション 5.2 を参照されたい。
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て、引受けおよび与信承認分析に関する情報を提供する。取引の格付分析は、長期の ABS 分析と
非常に類似しており、ABCP アナリストは長期 ABS および事業債のアナリストと密接に協力して分析を
行う。前述の通り、ABCP では通常、流動性ファシリティ、プログラム・レベルの信用補完、事務管理
人による監視によって各取引は恩恵を受けている。

2.3 「事後レビュー型」プログラム
一部のプログラムでは、ムーディーズによる「事後レビュー」 14の形で裏付資産の取得を行うが、そうし
た場合には、購入される裏付資産の種類、取引の規模、仕組み上の手当てについて具体的な制約
が設けられていることが多く、通常はプログラム・レベルで多額の信用補完が設定されているか、各
取引を全額サポートする流動性が確保されている。このことは事務管理人が、上記の制約の範囲内
であれば、ムーディーズによる事前のレビューを経ずに、新たな取引を追加できるということを意味す
る。

2.4 変更
スポンサーはプログラムに変更を加える際には、ムーディーズに通知し、レビューを受ける。ムーディ
ーズは、前述のリスク要因への影響について個別に考慮し、通常、そうした変更後もコンディットの格
付が影響を受けないかについての確認を求められる。

3. ABCP に対する格付のアプローチ
3.1 ABCP プログラムの格付
ムーディーズの短期格付は、コマーシャル・ペーパー等の短期金融債務の支払いが期日どおりに行
われる相対的な可能性と、支払い不履行となった場合の損失規模に関する意見である。明確な期
待デフォルト確率を明示してグローバル短期格付を付与することはないが、Prime に格付された発行
体が短期債務不履行に陥ることは稀であるという高い確度の想定がある。したがって、ABCP プログラ
ムに付与する短期格付の主な決定要因はプログラムのデフォルト確率である。

3.2 参照指標（レファレンス・ポイント）
本格付手法を適用する際は、参照指標（CR 評価やシニア無担保格付、あるいはそれに相当するも
の）を用いて銀行が提供する様々なタイプのサポートとの関連からみたデフォルト・リスクを測定する 15。
それぞれのサポートタイプについて、ムーディーズは本セクションで説明する原則に従って適切な参
照指標を決定する。
CR 評価は一般に、銀行が重要な業務上の役割を果たす上で生じるメカニカルな支払いを伴わない
義務（ABCP プログラムに対する事務手続き上の義務など）や、銀行破綻処理を管轄する当局が通
常の無担保債務よりも優先するであろうとムーディーズが考える支払い義務 16を評価するのに適切
な指標である 17。他の全ての銀行債務（預金を除く 18）については、参照指標として通常はシニア無
担保債務格付（あるいはそれに相当するもの）を用いる。
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14

詳細については付録 B を参照されたい。

15

本レポートでは参照を容易にするため、これらの参照値を「格付」と呼んでいる。しかし、参照指標は信用格付に限定さ
れない。

16

預金者への支払を除く。

17

例外として、ある事業体に CR 評価が付与されていない場合、例えばシニア無担保格付（またはそれに相当するもの）や、一
部のケースでは預金格付（またはそれに相当するもの）から導出した最も適切な代替指標を用いる可能性がある。

18

詳細については、口座銀行などのカウンターパーティ・リスクに関するムーディーズの格付手法を参照されたい。セクタ
ー格付手法およびクロス・セクター格付手法は「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。
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例として、ムーディーズは、（1）100%の担保が設定されるとみられる債務（買戻し契約に基づく支払
い等と同等の債務を含む）および（2）顧客に対するサービスに関連する一部の義務に対し、参照指
標として CR 評価を用いる。
ムーディーズは通常、次のような場合、債務に 100%の担保が設定されていると想定する。すなわち、
銀行が証拠金を頻繁に追加することにより、必要とされる担保の価値を長期にわたり維持することを
契約上要請されており、且つ、（1）担保価値が特定の第三者によるプライシング情報源を参照して決
定される、（2）担保価値が当事者が合意したプライシング情報源を参照して決定され、プログラムの
事務管理人が担保提供者から独立している、（3）証拠金の計算は担保提供者から独立した当事者
が行い、担保提供者はプライシング情報源に関与しない 19、あるいは（4）適格と認められる担保の種
類は現金および高格付の国債に限定され、担保価値は取引上合理的な方法で担保提供者により決
定されなければならない、という場合である。
例外として、上述した 4 つの基準のいずれかに該当する場合でも、ムーディーズが知る限りで担保提
供者がプライシング情報源となっている場合は通常、債務に 100%の担保が設定されているとは想
定しない。さらに、(2)および(3)の基準については、担保提供者がプライシング情報源の選択に影響
を与えるとみられる方法で「独立した当事者」をコントロールしている、あるいは影響を与えているとい
う状況をムーディーズが認識している場合、その当事者は「独立している」とみなされない。
ムーディーズが CR 評価の対象とする顧客サービス提供義務には、第三者である顧客との関係 20に
準じて提供される保証 21や、ABCP プログラムによる銀行の商業顧客への直接的なファンディング提
供に関する義務が含まれる。したがって、ムーディーズは通常、マルチセラー型 ABCP プログラムの
スポンサーが提供するローン・コミットメントに CR 評価を用いる。

3.3 主なリスク
ABCP プログラムへの格付付与にあたっては、4 つの主なリスクを評価しなければならない。すなわち、
（i）流動性および期日どおりの支払い（セクション 4 参照）、（ii）信用力（セクション 5 参照）、（iii）法的
構造（セクション 6 参照）、（iv）プログラムのオペレーション（セクション７参照）である。流動性につい
ては、コマーシャル・ペーパーが期日に全額返済されるか否かの検討を行う。流動性は、流動性ファ
シリティの提供者の信用力、ファシリティの目的、および裏付資産の信用力に結びついている。プログ
ラムが法的に適切な形でストラクチャリングされていなければ、返済に支障が生じる可能性がある。
オペレーショナル・リスクは、コマーシャル・ペーパーが期日どおりに返済が行われるために必要となる
事務手順に関連するリスクである。

4. 流動性および期日どおりの支払
ABCP プログラムは、満期の異なる様々な裏付資産をファンディングするために短期債務を発行する 22。
売掛債権といった短期債権をファンディングする場合であっても、裏付資産からの回収時期と ABCP
の返済時期の間にミスマッチが生じる。満期を迎える ABCP のほとんどは、新たに発行された ABCP
によって調達された資金で返済される（「ロールオーバー」）が、投資家は新規に発行される CP を購
入する義務を負っているわけではないため、格付付与にあたって「ロールオーバー」に依拠すること
はできない。
流動性リスク分析では、あらゆる返済原資の特定や、それらの原資が付与された短期格付に見合う
確実性で CP の期日どおりの返済に用いることができるかについての評価を行っている。典型的な流
動性原資としては、①銀行が提供する流動性ファシリティやそれに相当するもの、②高格付のカウン
ターパーティによる買戻し契約または返済契約、③裏付資産からの回収金、④裏付資産の売却代
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19

(3)のケースでは、独立した主体が必要とされる業務能力を有しているかどうかを、オペレーショナル・リスクおよびその
他のカウンターパーティ・リスクに関する格付手法に基づいて評価する。セクター格付手法およびクロス・セクター格付
手法は「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。

20

銀行が子会社や関連会社の債務を保証している場合、保証人の参照指標は通常、当該銀行が債務を引き受けた場合
に適用される参照指標となる。

21

クレジット・デフォルト・スワップやトータル・リターン・スワップ等と同等の証券に関する義務を含む

22

詳細については付録 F を参照されたい。

格付手法：アセット・バック・コマーシャル・ペーパーに対するムーディーズの格付アプローチ

ASSET-BACKED COMMERCIAL PAPER

金が挙げられる。①および②はカウンターパーティに関するもの、③および④は裏付資産に関連する
流動性原資である。

4.1 カウンターパーティによって提供される流動性ファシリティ
カウンターパーティは様々な形で流動性を提供しうる。バックアップ流動性ファシリティ、信用状、現
金担保勘定、買戻し契約、スワップ契約等である。裏付資産毎にファシリティが設けられる場合もあ
れば、プログラム全体にひとつのファシリティが設けられる場合もある。いずれの場合でも、ABCP の期
日どおりの返済は、カウンターパーティが契約どおりに資金提供を行うことに依拠する。
流動性契約はそれぞれ、独自の形式を持ち、法的に有効とみなされるためには一定の要件を満た
す必要がある。具体的な要件例については法的リスクのセクションで述べる。それぞれの流動性契
約は、考慮する必要のある固有のリスクを有していたり、あるいは以下に述べる 6 つの点について
様々な形で対応していたりする場合もある。ここには言及されていないが、流動性リスクの懸念に対
応した他の種類の契約が用いられることもある。
ABCP プログラムに必要な流動性が十分にカバーされるかどうかは、その（それらの）ファシリティが次の
特徴を有しているか、またそのような特徴が目標とする格付に相応するかどうかを分析して評価する。
»

流動性または資金を提供するカウンターパーティの信用力

»

契約どおりに CP 残高を全額返済するのに十分な資金を保有していること

»

CP の満期における支払を行うためにファシリティあるいは資金を適時に引き出せること

»

必要となったときに一度に引き出せる額を定める算定式における何らかの制約がないこと

»

資金の引き出しを妨げる「制限条項」の有無

»

利用できる資金の額を減少させる相殺権が設けられていないこと

信用力：通常、流動性提供者の格付は、ABCP プログラムの格付と同水準か、それより高い水準でな
ければならない。そうでない場合、ABCP の投資家は、ABCP プログラムより信用力の低いカウンターパ
ーティの返済能力に依拠することになる。ABCP の格付は、流動性提供者の大きく依拠する。流動性
提供者の格付が変更されると ABCP の格付に影響を与える可能性が高い。
格付を付保されているカウンターパーティの全てが流動性提供者として許容されるわけではない。通
常、銀行は金融システムを通じて常に現金を確保出来る一方で、その他の金融機関は、たとえ格付
が高くても、すぐに準備出来る資金額には制約がある場合がある。ABCP の格付チームは、他のチー
ムの協力を得ながら、流動性の提供者が適切な先であるかの評価を行う。
十分な資金：ファシリティは通常、全ての CP 残高の元利払いを賄える規模でなければならない。満
期までの全ての元利払いを賄える余裕がファシリティにない限り、CP 発行が出来ないように基準が
設けられている必要がある。
一部の流動性ファシリティでは、短期間に元利払いのために引き出せる金額に制限が設けられてい
る場合もある。この場合、ABCP の満期時の支払は、そうした流動性ファシリティ上の制限を考慮した
上で管理されなければならない。
コンディットが契約義務を負う貸手または購入者である場合には、流動性ファシリティの額は取引の
契約書に定められたコミットメントを全額賄えるよう設定されなければならない。それによって貸手の
債務が軽減される。
引き出し能力：流動性ファシリティの利用可能状況は、ABCP の元利払いのタイミングに併せて調整
されていなければならない。資金が必要であることが判明したときに要請がなされ、支払期日前に資
金が提供されるように、契約上で資金が引き出されるための手続きが規定されている必要がある。
ムーディーズは、必要資金額を確認し、プロセスを管理し、通知の送付および受領を行い、資金の
提供を適切に行なう関係当事者の義務をレビューする。
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利用可能額算定式：引き出せる額は、プログラムがファンディングしている正常資産の額に制約され
ることが多い。利用可能額算定式の分析では、デフォルトの定義とそれが裏付資産の信用分析（後
述）に対応しているかどうかに焦点を当てる。また、裏付資産の信用補完の源泉も分析の対象となる。
流動性提供の制約条件：流動性ファシリティが全く引き出せない場合もあり、その典型的な例は、
ABCP プログラムが倒産状態にある場合である（後述の法的リスクの分析を参照）。通常 ABCP の格
付では、流動性提供の制約条件と裏付資産の信用分析が考慮される（該当する場合）。
相殺を行わない：流動性ファシリティ以外の契約関係が ABCP の発行体と流動性提供者の間に存
在する場合がある。ABCP 発行体が流動性提供者に対して他の契約に基づく債務を負っている場合
でも、流動性提供者は当該債権額を流動性ファシリティ契約に基づいて ABCP プログラムに対して提
供する流動性ファシリティと相殺することは出来ない。

4.2 裏付資産がもたらす流動性
ABCP の裏付資産は 2 つの経路で資金を提供しうる。売掛債権やクレジットカード債権などは非常に
返済率が高い一方で、ホールローン・モーゲージや格付された証券には、直接売買または証券化を
通じた、流動性の高いセカンダリーマーケットが存在するものがある。
裏付資産からの回収またはその売却に依拠する場合はサービシングと回収が重要な役割を果たし
その際、次の点に留意が必要である。
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»

裏付資産の信用力が返済率または市場価値に影響を及ぼす点

»

キャッシュフローのタイミングと額が、ABCP の返済タイミングおよび必要額に対して不確実である点

»

ABCP の裏付資産の売却を行うことで調達できる資金の額が変動するかもしれない点

信用力：最も顕著な信用リスクはデフォルト・リスクであり、デフォルトが発生すると回収額が資金調達
額より大幅に少なくなることがある。破産した原債務者が債務の返済を停止し、破産財団からの回収
額が債務額より少なくなる可能性もある。信用力の低下した原債務者の返済が遅くなり、ABCP プロ
グラムの受領する回収金が減少することもある。デフォルトした裏付資産の価格は額面より小さくなる
ことが多く、買い手の数も減少すると考えられる。裏付資産の信用力は付与される格付に相応してい
なくてはならず、信用力が悪化するリスクや裏付資産が格下げされるリスクは低い水準でなければな
らない。
不確実性：裏付資産からの回収金が入ってくるタイミングや（必要な場合に）市場が機能していて裏
付資産が必要最低価格で売却できるか否かはケースバイケースである。十分な資金が確保できる
よう、回収金は ABCP の返済までに十分な余裕をもって積み上がっている必要がある。全ての ABCP
の支払を賄うに十分な価格で裏付資産に関して効果的な販売活動を行い、売却するためには十分
な時間が必要である。流動性を裏付資産に依拠するプログラムの多くでは、必要な現金を確保する
可能性を高めるため、CP の満期を管理する一定の要件が必要となる。
処分リスク：ABCP プログラムは ABCP を通じた資金調達が出来なくなるとマイナスの影響を受けるか
もしれないビジネスに対して資金を提供している。償還や売却による裏付資産の処分は、プログラム
の顧客から資金調達の手段を奪い、結果として、裏付資産のパフォーマンスに影響を与える可能性
がある。極端な場合、調達手段がなくなったことによりオリジネーターが倒産してしまうと、残りの資産
のサービシングが適切に行われなくなり、プログラムが受領する資金が少なくなることになりかねない。
ABCP の返済が裏付資産の償還に依拠している場合、ムーディーズはそれと同種の裏付資産を裏
付けとする ABS の格付分析を適用し、どの程度の回収金が、どの程度迅速に回収できるかを推定
する。
ABCP の返済が裏付資産の売却に依拠する場合、ムーディーズは、価格のボラティリティと、裏付資
産の想定売却期間にわたって売却市場が存在し続けるか否かを検討するため、市場価値リスクに
関する格付手法を適用する。例としては、オートローンの残価リスクや、住宅ローンの回収率を分析

23

9

JULY 22, 2020

詳細についてはセクション 7 ならびに付録 D および E を参照されたい。

格付手法：アセット・バック・コマーシャル・ペーパーに対するムーディーズの格付アプローチ

ASSET-BACKED COMMERCIAL PAPER

する際に適用している手法などがある。売却代金は、付与される格付に相応する確実性をもって、
ABCP の返済に必要な額を賄えるものでなければならない。

4.3 「パーシャル型」流動性
ABCP プログラムでは、CP の期日どおりの返済のために、カウンターパーティからのサポートと裏付資
産に基づく流動性の双方が用いられることがある。これは「パーシャル型」の流動性と呼ばれる。「パ
ーシャル型」の流動性に伴うリスクは、カウンターパーティによって流動性が提供される場合のリスク
と、裏付資産により流動性が提供される場合のリスクを複合したものとなる。それらのリスクや分析方
法は、セクション 4.1 と 4.2 の各要素を組み合わせたものとなる。

5. 信用力
信用リスクは、主に ABCP プログラムのファンディング対象となる資産、次にサポート提供者およびサ
ービス提供者の質に応じて発生する。信用リスクは、証券化される資産のストラクチャリング、流動性
補完およびプログラム・レベルの信用補完によるサポート、プログラムの事務管理人による積極的な
運用によって軽減される。
ムーディーズは次の 5 つを順に検討して信用リスクを分析する。
»

裏付資産単体での信用力

»

流動性利用可能額算定式が信用リスクに与える影響

»

プログラム・レベルの信用補完

»

ポートフォリオ・マネジメント

»

ポートフォリオ全体の信用力

新たな裏付資産がプログラムへ追加される場合、上記のいずれの段階であっても、いったん信用リス
ク分析を停止することがある。もし裏付資産の単体ベースでの信用力だけでプログラムに付与されて
いる格付に相応している場合は、流動性ファシリティやプログラム・レベルの信用補完による追加的
な効果を必ずしも判定する必要はない。
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5.1 短期・長期資産の信用力
図 1 は、短期格付と長期格付の関係を示したものである。ABCP に対するムーディーズの格付分析
では、格付が市場の信用感応度に相応しており、かつ安定したものとなるよう、プログラムのファンデ
ィング対象となる裏付資産の信用力が、（各々のプログラムに付与されている）短期格付に対応する
長期格付レンジのうち高位に相当することを目標としている。
図 1：

長期格付と短期格付のグローバル・スケールの標準的な対応関係
長期格付

Long Term Rating
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1, Ba2, Ba3
B1, B2, B3
Caa1, Caa2, Caa3
Ca, C
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Short Term
短期格付
Rating

Prime-1

Prime-2
Prime-3

Not Prime

出所：ムーディーズの「格付記号と定義」

短期格付が付与されている多くの企業は長期格付も有しているため、投資家は両者を区別して使え
るが、ほとんどの ABCP プログラムは長期格付を有していない。前述した通り、短期格付は流動性と
裏付資産の信用力が互いにどのような影響を与えるかによって決定される。流動性利用可能額算
定式が取引の条件に合致していなければ、裏付資産に高い長期格付が付与されている取引であっ
ても高い短期格付が付与されないこともある。逆に、流動性利用可能額算定式により追加的な信用
補完が提供されるのであれば、裏付資産がそれほど高い長期格付を付与された取引でなくても、高
い短期格付が付与されることもある。

5.2 裏付資産単体での信用力
信用分析は、まず各取引単体での信用力の分析から始める。ABCP がファンディングを行う取引ある
いは資産のストラクチャーは、長期 ABS 取引のストラクチャーに類似している（多くは同一である）。公
表されている長期信用格付が付与されている取引もある。そのような取引では、適切な格付手法を
用いて取引の信用力を評価する 25。
具体的には、パーシャル・サポート・タイプの ABCP プログラムに追加された取引に用いる信用分析を
大きく 3 つに区分する 26。どのタイプの分析を用いるかは、（重複することも多いが）（a）裏付資産の
種類、（b）セラー追加およびポートフォリオ管理基準のストラクチャー上の特徴、（c）取引レベルまた
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CR 評価のスケールおよび長期格付と短期格付の対応関係に関する詳細については、「ムーディーズの関連出版物」の
セクションから入手できる「格付記号と定義」を参照されたい。

25

詳細については、関連する格付手法を参照されたい。セクター格付手法およびクロス・セクター格付手法は「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。

26

ストラクチャード・クレジット・アセスメントやクレジット・エスティメートなどムーディーズが用いる入力値についてのより詳
細な説明は、「ムーディーズの関連出版物」のセクションから入手できる「格付記号と定義」を参照されたい。
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はプログラム・レベルの流動性サポートの種類、（d）プログラム・レベルの信用補完またはポートフォリ
オ残高と比較したセラー追加の規模、などの諸点を考慮して決定する。
»

新たなセラーの追加、特殊な資産タイプ、新たなストラクチャーを伴うケースでは、セラー追加の
分析を詳細に行なう。また、(a)ムーディーズが格付した類似の取引が存在しない場合、(b)取引
に保証が付されていない場合、(c)たとえばセラー追加がプログラム・レベルの信用補完に相当
するかそれよりも大きい場合、(d)ストラクチャーに組み込まれた流動性補完が存在しない場合、
あるいは(e)パーシャル・サポート・タイプの ABCP プログラムの場合でプログラム・レベルの信用補
完が存在しない場合にも、ムーディーズは同様の詳細な分析を行なう。

»

その他の場合、格付が同等の取引などと比較したベンチマーク分析を実施することでセラー追
加に伴う信用リスクを評価することがある。たとえば、セラー追加に保証等が付される場合は、保
証人の信用力に着目するパススルー分析によってセラー追加を評価する。ABCP への投資家に
とってのリスクがたとえば 30 日の期間に限定されるように流動性がストラクチャーに組み込まれ
ている場合、あるいはセラー追加が（標準的な資産タイプで構成されかつ）プログラム・レベルの
信用補完に比較して比較的小規模な場合には、ムーディーズはそれほど詳細な分析を行なわ
ない。

»

事後レビュー・プログラム、あるいは事後レビュー・ベースで特定のタイプのセラー追加に投資す
るプログラムついては 27、通常、それらの事後レビューのセラー追加は事前に設定された一定の
信用力に結びついたベンチマークに等しいと想定する 28。事後レビュー・ベースのセラー追加に
対して前述したようなより詳細な分析を加える場合もある。また、プログラム・レベルの信用補完
に比較してセラー追加が小さい場合などに、想定された信用力を適用する場合もある。

セラー追加の信用分析によって、パーシャル・サポート・タイプのプログラムでファイナンスされたポー
トフォリオの全般的な信用力の評価と、定期的なモニターが可能になる 29。
取引が第三者によりフルサポートされている場合（例えば、流動性、信用状、保証等によるサポート）、
ムーディーズは取引単体の信用力評価を行わず、サポート提供者の関連する格付と、サポート契約
の条件のみを考慮する。

5.3 流動性の提供と信用力
前述の通り、多くの ABCP プログラムは第三者が提供する流動性ファシリティに依拠している。ほとん
ど全ての取引で、長期取引で投資家が通常直面するような一部のリスク（セラーに関連するリスクな
ど）は流動性ファシリティによって手当てされている。一方で、流動性ファシリティがあることで、長期
取引の投資家であれば直面することのないようなリスクに ABCP 投資家がさらされる場合もある。ム
ーディーズは流動性契約を個別にレビューして、最終的に手当てされるリスクを評価する。
流動性ファシリティの影響は通常、「流動性ファシリティ調達ベース」とも呼ばれる流動性利用可能
額算定式で確認することができる。流動性利用可能額算定式を評価する際の主な考慮事項は次の
通りである。
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»

長期格付分析との整合性

»

セラー関連リスクに対する手当て

»

リスク・エクスポージャーの額の上限

»

金利・為替リスクに対する手当て

27

たとえば、一部の売掛債権取引（セラーに関連するリスクをカバーするために仕組まれる）については事後レビュー・ベ
ースとなる。

28

たとえば、オリジネーターのデフォルト・リスクが他の方法でカバーされている場合、売掛債権の取引について Baa3 の
信用力を想定する場合がある。あるいは FFELP ローンに絡むセラー追加については、政府保証を勘案して、通常、投資
適格の高格付の信用力を想定する。

29

詳細についてはセクション 5.6 および 8 を参照されたい。
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図2

様々なレベルのリスクを吸収する流動性ファシリティの説明

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス

整合性
ほとんどの場合、信用分析評価に関連して、流動性契約に記載された流動性補完額算定式の条件
は取引の条件に整合している。流動性は実質的に全ての正常資産、信用補完、リザーブファンド、そ
して回収されたものの分配されていない回収金をカバーしなければならない。つまり、流動性は支払
の遅延をカバーするものである。
例えば、取引に保証または保険が設定されている場合、流動性は通常、当該契約に基づく支払が
行われるまでのつなぎ資金を供給する。デフォルトした原資産からの回収額が大きい場合、流動性
は通常、最終的に回収金が受領されるまでのつなぎ資金を提供する。流動性がそうしたつなぎ資金
を提供する仕組みとなっていない場合、流動性ファシリティの条件を勘案しながら、裏付資産の信用
分析を調整する。
流動性補完額算定式が長期格付分析に整合していない場合、裏付資産の信用力を再検討しなけ
ればならない。例えば、保証人が支払不能の状態にあるにもかかわらず流動性ファシリティが保証分
をカバーすることになっている場合は、保証人の倒産リスクが排除され、その分、長期取引に比べて
信用力が向上する。もし、デフォルトした裏付資産に関して長期取引の分析で想定している回収率よ
りも流動性補完によって手当てされる比率が低い場合、ABCP の投資家にとっての取引の信用力は
長期取引に比べて低くなり、高い場合は高くなる。
流動性利用可能額算定式に基づく算定結果がプラスかマイナスかによって、裏付資産の格付手法
を参照して、プログラムの信用評価が調整されることがある。流動性によるカバー分が不足する場合、
ABCP の投資家は長期取引の投資家よりも受け取る額が少なくなり、そのためコンディットの信用評価
は低くなり、逆の場合には信用評価は高くなる。
流動性利用可能額算定式には多数の種類がある。裏付資産ベースからスタートする流動性利用可
能額算定式は、前述の項目（裏付資産、信用補完等）の合計に非常に類似したものとなる。資金利
用可能額からスタートし、信用補完でカバーしきれない損失額を差し引くものもある。この種の算定式
では、流動性分析の方法と原資産分析の方法が異なっているかどうか、異なっている場合はどのよ
うな点で異なるかについてより詳細な分析が必要となることがある。
セラーのリスクの手当て
流動性利用可能額算定式は通常、裏付資産金額または資金利用可能額からスタートし、所有関
係やセラーの状態は考慮しない。流動性利用可能額の算定では、裏付資産が正常資産かデフォル
ト資産なのかにのみ注目する。裏付資産の譲渡が適切に行われず、証券化取引によって保有され
ていない場合、あるいはセラーが倒産状態にある場合でも、流動性利用可能額は通常影響を受け
ない。
また、未だプログラムが受領していない金額がある場合、流動性はそれら全ての金額を対象につな
ぎ資金を提供する。発行体ではなくセラーがその資金を保有していたとしても、プログラムからの支払
が必要な額であることに変わりはないので、流動性の対象範囲であることに変更はない（コミングリン
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グ・リスク等）。さらに広義には、セラーが債権の適格性に関する表明保証に基づいて買戻しを行うた
めにセラーが負う債務額も流動性の対象に含まれる。流動性補完は、返品やその他の要因によって
債権額の減額が生じた売掛債権も対象とする。
流動性ファシリティが、倒産、減額、未収金、表明保証等に関するセラーのリスクのいずれかをカバ
ーしていない場合、そのリスクは取引のストラクチャーあるいは信用補完によって手当てされていなけ
ればならない。ムーディーズは、該当する格付手法を用いてこれらリスクの評価を行う。
エクスポージャーの制限
流動性補完額算定式は、パフォーマンス・トリガーと併せて機能し、CP の新規発行を制限することで
ABCP コンディットのリスク・エクスポージャーを削減する役割を果たす。
ABCP プログラムでは、CP の返済スピード早めることが出来る。ABCP プログラムでは、原資産のパフォ
ーマンスが悪化した場合、取引の資金調達のための新規の ABCP 発行が禁止されることがある。ま
た、裏付資産からの回収金が確保できていない場合であっても、流動性によって CP は返済される。
ムーディーズは、パフォーマンス・トリガーおよび CP の満期に関する制約を考慮に入れて、ABCP 投
資家がリスクにさらされる期間を想定する。その想定は次の 2 つの要素に基づく。まずは、パフォーマ
ンスに変化が生じた場合にそれを感知するのにかかる時間、そしてパフォーマンス・トリガーに抵触し
た後、取引に流動性が供給されるのにかかる時間である。例えば、3 カ月平均デフォルト率に基づい
たトリガーが認識されるまでには 4 カ月（平均値が悪化するまでに 3 カ月、さらに報告されるまでのタ
イムラグとして 1 カ月）を要し、発行される CP が満期 60 日間のものに限定されている場合、流動性
が提供されるまでにさらに 2 カ月を要する。
リスク・エクスポージャーの期間を想定した後は、「エクスポージャー期間にわたる（格付手法に基づ
いた適切なストレスを加味した）損失」を考慮するために裏付資産分析に調整を加える。これは、「シ
ョートテール分析」として知られる方法である。当該「エクスポージャー期間」後に発生した損失は、
流動性提供者が負うことになる。
金利・為替リスク
流動性補完額算定式では通常、裏付資産に加え、ABCP に係る金利もカバーしており、ABCP の発行
金利と裏付資産からの金利とのミスマッチをカバーする。このような場合には、裏付資産分析におい
ては、金利ミスマッチリスクを考慮しなくても良いよう調整が行われる。
流動性ファシリティが、ABCP の発行通貨と、原資産の返済通貨のミスマッチをカバーする場合にも、
同様の調整を行うことがある。プログラムが複数通貨建ての裏付資産プールのファンディングを行って
いる場合、あるいは複数通貨建ての流動性ファシリティを用いている場合、為替の違いによって取引
の流動性補完額が ABCP の返済額に不足するリスクの分析を行い、軽減する手当てが必要となる。
プログラムによっては、通貨・金利リスクのヘッジを、適切なヘッジが行われない場合にいかなる補償
も行う第三者の判断に委ねることもある。この場合、補償提供者とヘッジ・カウンターパーティは、
ABCP プログラムに付与されている格付に相応する格付を有しており、ABCP の返済に必要な支払い
は同日になされる必要がある。包括ヘッジが締結されていない場合、ムーディーズは個別のヘッジ
内容を検討する。

5.4 プログラム・レベルの信用補完
パーシャル・サポートのプログラムのほとんどは、プログラム・レベルの信用補完によってセカンド・ロス
を手当てしている。プログラム・レベルの信用補完は、通常は、i) 最低基準額か、ii)「プログラムの合
計資金調達利用可能額」または「ABCP の合計残高（あるいは純投資残高）」の一定比率、のいずれ
か大きいほうの金額に設定され、5-10%の範囲に収まるのが普通である。
裏付資産の信用力によってはプログラム・レベルの信用補完額の計算に算入されない裏付資産が
ある。「高格付」の裏付資産（定義は様々だが、たとえば Aa 格またはそれ以上）およびフルサポートさ
れている裏付資産は信用補完額の計算には含まれないことがある。ただし、計算に含まれない裏付
資産であっても、損失をカバーするために必要な場合にはプログラム・レベルの信用補完でカバーさ
れることが多いが、カバーされない場合もある。
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ムーディーズの分析では、信用補完提供者の格付、信用補完の形態、引き出し可能額、引き出し
のタイミングを考慮する。
信用補完提供者の格付：多くのプログラム・レベルの信用補完は、ABCP プログラムの格付に相応す
る関連する格付を有するカウンターパーティによって提供される。カウンターパーティの格付変更は
ABCP プログラムの信用格付に影響を及ぼす。
信用補完の形態：プログラム・レベルの信用補完の形態は、信用補完利用可能額に影響を及ぼす。
最も一般的な形態である信用状は無条件に引き出せる一方で、ヘッジまたはスワップ契約では引き
出し可能なタイミングに制約が設けられることがある。現金担保勘定は、保有する裏付資産の種類
または資金を保有する金融機関によって影響を受けることがある。流動性ファシリティはフルサポート
を提供することがあるが、プログラムが支払不能の状態にある場合には資金を供給しない。
信用補完の額：プログラムの信用力を評価するにあたっては、信用補完の最低額と合計額の両方
が重要となる。プログラムが新しいか、ある時点でワインドダウンされようとしている場合には、プログラ
ム・レベルの信用補完の最低額しか使えなくなる。プログラムのポートフォリオが大きく分散している場
合、最大規模の案件や平均規模の案件に対する一定比率の信用補完合計額があれば、不測の損
失をカバーするための備えとなりうる。
プログラム・レベルの信用補完の評価：一部の ABCP プログラムでは、流動性ファシリティによって
提供される信用補完を考慮した上での裏付資産の信用力が、プログラムに付与されている格付に相
応するものとなっている。そうした場合、プログラム・レベルでの信用補完は、各裏付資産における補
完と当該資産に対する流動性ファシリティによって提供される補完の上に、さらに追加的にサポート
を提供することになる。
多くの場合、流動性ファシリティを勘案した後でも、その信用力がプログラムに付与されている格付に
相応しない裏付資産が 1 種類もしくは複数種類含まれていることがある。しかし、裏付資産を追加す
ることで増加するプログラム・レベルの信用補完を考慮すると、裏付資産ポートフォリオの信用力が付
与されている格付に相応したものになることもある。この場合、（プログラム・レベルの信用補完の増額
後）各裏付資産の信用力はプログラムに付与されている格付に相応していると判断することもできる。
プログラム・レベルでの信用補完を考慮せず、流動性補完だけを勘案した場合の信用力がプログラ
ムの格付に相応しているような裏付資産ポートフォリオは、信用力が低い取引へ回し得る超過補完
を提供する。高い格付が付与されている裏付資産を多く保有しているプログラムは、信用力の低い
多くの裏付資産をカバーするのに十分なプログラム・レベルの信用補完を備えている。
従って、プログラムの格付は、流動性ファシリティによる信用補完と裏付資産ごとに提供可能なプロ
グラム・レベルでの信用補完を考慮した上での、裏付資産分析に依拠する。

5.5 ポートフォリオ管理
多くの ABCP プログラムでは、裏付資産の追加および処分に関するポートフォリオ管理ガイドラインが
設けられている。ガイドラインが具体的に決められており、かつ発生確率を測ることが可能な事由にリ
ンクしている場合、ムーディーズはそれが個々の裏付資産およびポートフォリオの信用力にどのような
影響を及ぼすかを評価することが出来る。裏付資産が格下げされたり、一定のパフォーマンス・トリガ
ーに抵触した場合に、当該資産をプログラムから除外するといった、より一般的なガイドラインが設け
られている ABCP プログラムもある。

5.6 ポートフォリオ全体の信用力
多くの ABCP プログラムでは、流動性供給、プログラム・レベルの信用補完、およびポートフォリオ管理
の考慮と個々の取引の分析により、ABCP の格付を決めることができる。ただし、ポートフォリオの信用
力をより詳細に分析するケースもある。
たとえば、次の特徴をもつような ABCP プログラムについてはポートフォリオの質をモデル化する場合
がある。
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»

多数の異なる裏付資産を保有し、プログラム・レベルで信用補完されたマルチセラー型・プログ
ラム

»

流動性補完またはプログラム・レベルの信用補完によってフルサポートされていないパーシャル
サポート・プログラム

»

流動性、プログラム・レベルの信用補完、ポートフォリオ管理の恩恵を考慮した上での、一部の
単独ベースのセラー追加の信用力が弱く、プログラムの格付に相応していないようなプログラム

»

信用力の低い取引の単独もしくは合計での規模がプログラム・レベルの信用補完額に比べて大
きい

こうしたプログラムの分析に当たっては、前述の全ての要素を複合的に考慮するため、ムーディーズ
は CDOROM を用いたモンテ・カルロ・シミュレーション分析を行っている 30。

6. 法的構造および倒産リスク
ABCP プログラムの法的分析やストラクチャー分析では、プログラムが倒産隔離の SPV として仕組ま
れているかどうかを考慮する 31。ABCP プログラムは、倒産のリスクを最小化するため、限定目的の専
門ファイナンス・カンパニーを用いて仕組まれるのが普通である。その際、次の点に注目する。
»

特別目的会社（SPV）の適切な設立

»

ABCP 発行体が契約主体となる契約における標準的な保護規定

プログラムと取引するカウンターパーティは通常、倒産リスクを限定するために設けられる破産等申
立の制限や償還請求権の制限などの規定に同意する。これらのリスクが軽減されているか否かを判
定するため、ムーディーズはコンディットの設立契約、様々なサービス提供者やサポート提供者との
契約、および関連の法律意見書をレビューする。
ABCP プログラムが 1 社以上の発行体により構成されている場合（通常、ECP 市場および USCP 市場
での調達を行うために共同発行体ストラクチャーが用いられるような場合）、またはプログラムによっ
てファンディングされる購入主体が用いられている場合、そのいずれかの倒産が ABCP の支払不履
行を引き起こす可能性があるならば、それぞれの SPV に対して同一の分析を行う。

6.1 セラーの法的リスク
ムーディーズは、裏付資産の種類に応じて適用される長期格付手法に基づいて、プログラムにおけ
る裏付資産のセラーに関連する法的リスクを分析する。流動性ファシリティは、セラーに関連するリス
ク（特にセラーの倒産リスク）の多くを軽減する効果がある。

6.2 契約書のレビュー
ムーディーズは、ABCP プログラムの格付分析で、設立契約およびプログラム契約、ならびに関連す
る法律意見書をレビューする。このレビューの目的は、倒産リスクが十分に軽減されているか、プログ
ラムの運営上において各当事者の責務が明確に記載されその内容は完全かつ十分であるかを確
認することにある。
通常、コンディットのスポンサーはプログラムの契約に変更があった場合、ムーディーズに通知を送る。
ムーディーズは、当該変更の重大性や、それがプログラムの倒産隔離性に与える影響度合いによっ
ては、プログラムに対する格付見解を変更することもある。通常、プログラムの設立契約では、格付
会社に通知を行わずに新たな契約を締結することが制限されている。また、ストラクチャーに対する
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詳細については付録 C を参照されたい。
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詳細については、証券化商品における特別目的会社の倒産隔離の評価に関するムーディーズの格付手法を参照され
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重大な変更が格付の引き下げまたは取り下げにつながらない旨の通知を行うことを、格付会社に対
して求めているプログラムの設立契約もある。

7. オペレーショナル・リスク
ABCP プログラムのオペレーショナル・リスクは、ABCP 投資家への支払遅延または投資家の損失とな
る、関係当事者によるプログラムの契約上の義務の不履行と定義される。この意味におけるオペレー
ショナル・リスクには、流動性提供者や信用サポート提供者の倒産に伴うそれらの支払不履行は含
まれない。オペレーショナル・リスクは、プログラムに関連する個別契約に規定された契約当事者の
過誤あるいはサービス履行能力の欠如を理由として発生することがある 32。
ABCP プログラムの運営は複雑である。プログラムの事務管理人は ABCP の発行および返済、裏付資
産のファンディング、モニタリング、回収、全関係当事者間の調整を図る役割を担っている 33。各裏
付資産には、流動性ファシリティ、流動性代理人、流動性引き出しのタイミングと金額を管理する 1
行または複数の銀行が関わっている。また、グローバル流動性ファシリティや、プログラム・レベルの
信用補完、スウィングライン・ローン・ファシリティが設けられていることもある。財務代理人および販売
代理人は、ABCP の販売、発行、返済をアレンジする。金利・通貨のミスマッチに対処するヘッジの手
当てが必要になることもある。

7.1 オペレーショナル・リスクの軽減
ABCP プログラムは、ストラクチャー、目的、関係当事者、投資対象となる裏付資産の種類などが
区々である。ムーディーズは、(i)プログラムのストラクチャー、(ii) ABCP の期日支払を守る為の重要な
事務に携わる関係当事者、(iii)当事者のインセンティブおよび利害の一致、などを勘案して、オペレ
ーショナル・リスクの分析を調整する。
オペレーショナル・リスクを分析する際、ムーディーズは次の点をレビューする。
»

契約書に各当事者の責任が正確に規定され、プログラムにおける必要事項がカバーされている
かのレビュー

»

それぞれのサービス提供者の能力が要求されるサービスのレベルと見合っているかをレビュー

»

重要なサービスの提供者の任務遂行中断リスクと、バックアップ、交代、または委託アレンジメン
トについてレビュー

»

それぞれのサービス提供者のインセンティブがその責務と見合っているかについてレビュー

契約書のレビュー
前述の法的面での懸念に加え、サービス契約はサービス提供者の責任を明確に規定していなけれ
ばならない。ムーディーズはサービス提供者の責任を、プログラムで求められる業務内容に照らして
十分かどうかを検討する。
事務能力のレビュー
ムーディーズは、当初格付を付与する際に、スポンサー、事務管理人、サポート提供者の能力とコミ
ットメントについてレビューする。プログラムにおけるサービス提供者およびサポート提供者の多くは、
市場で十分な実績を有しており、通常は大手商業銀行、その子会社、または専業のサービス提供
者である。
プログラムのオペレーションは、スポンサーとなる銀行が行っている与信、ローンのモニタリング、資金
調達方法と大きく異なるものではない。プログラムは、スポンサーの現行基準に沿って、同じ人員に
よって運営されることが多い。
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詳細については、オペレーショナル・リスクやその他のカウンターパーティ・リスクの評価に関する格付手法を参照され
たい。セクター格付手法およびクロス・セクター格付手法は「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。

33

詳細については付録 D を参照されたい。
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市場において実績のない新しい ABCP の事務管理人を評価するにあたっては、ムーディーズは、「オ
ペレーショナル・レビュー」を行い、アナリストが実際に会社を訪問し、そのインフラおよび人員をレビュ
ーし、オペレーション能力が、検討されている種類の ABCP の運営に必要な水準にあるかを検討する。
小規模なスポンサーや新規に市場に参入したスポンサーの中には、プログラムの運営に必要なサー
ビスの一部または全部を、経験のある第三者に直接またはバックアップ提供者として委託することで、
適切な事務能力の確保を図るところもある 34。
業務中断リスクのレビュー
倒産手続きや、その他の経営悪化等により、サービス提供者がその役割を果たせなくなることによっ
て生じるオペレーショナル・リスクを評価する際、ムーディーズは一定のガイドラインを適用している。
同ガイドラインは、ABCP の返済に関して重要な役割を担う当事者全てに適用される。A2 または
Prime-1 より低い格付が付与されている当事者、および自社で格付を有しておらず、格付を有する親
会社との関係もない案件当事者については、バックアップ・アレンジメントや業務委託といったオペレ
ーション上での手当てが必要となることもある。そのような場合、格付委員会は個々の状況をレビュ
ーし、ABCP プログラムにサービスを提供する当事者が、プログラムの高い格付水準に照らして適切
な先か否かを検討する。
インセンティブ
ムーディーズの分析では、スポンサーの財務上およびレピュテーション上の利害が、プログラムの利
害とどの程度合致しているかについてレビューする。コンディットのスポンサーがプログラムの運営にお
いて正式の役割を担い、信用補完や流動性を提供している場合、通常、利害の一致が存在する。
プログラムのコンディットは通常、市場参加者を通じてスポンサーと結びついており、プログラムが円
滑に運営されない場合などには、レピュテーション・リスクが発生する。スポンサーによっては、プログ
ラムの裏付資産のパフォーマンスが良好でない場合、直接の損失を被るリスクを抱えることもあり、そ
のような場合、スポンサーはプログラムの資産の質に直接的な利害を有することになる。
カストディアンなどいくつかの専門サービス提供者は、複数の ABCP プログラムや他の金融市場取引
に関与しているのが普通である。それらの企業は、事業の維持・拡大のためにパフォーマンスを良好
に保つことにレピュテーション上および財務上のインセンティブを有する。
プログラムのサービス提供者やサポート提供者は、利害一致度をさらに高めるため、通常、プログラ
ムのコンディットに対し過失や不正行為を対象とする履行補償を行なう。ムーディーズの分析では、
プログラムが円滑に運営されるよう全体を管理する役割を担う事務管理人が広範な履行補償責任
を負っているかどうかを見極める。

7.2 ABCP の発行、返済、プログラムの終了
ムーディーズが ABCP プログラムの分析において特に留意するのは、ABCP の発行と返済のプロセス、
このプロセスが中断した場合にプログラムが終了となるか、という点である。分析の目的は、ABCP の
発行時において ABCP 投資家に十分な「保護」が手当てされているかを検討することにある。
ABCP の発行にあたってのテストの例
プログラムの契約には、ABCP を発行する前に充足されるべきいくつかの条件が記載される。以下は
それらの条件の例である。
»

プログラムは支払能力を有している。事務管理契約には、SPV 設立時の最低純資産が毀損しな
いように最低純資産基準が設けられることがある。

»

ABCP の元本は最終的にデフォルトしていない裏付資産の元本金額をもとに返済されるため、デ
フォルトしていない裏付資産の元本価額は、ABCP の元本価額と等しいか、または上回っていな
ければならない。

»

プログラムの収支上、損失が発生しないよう運営されなければならない。裏付資産からの収益
は、ABCP の金利およびプログラムに係る費用と等しいか、または上回っていなければならない。

34
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»

カウンターパーティ・ベースの流動性を用いる場合、流動性契約の算定式により決定される引き
出し可能な流動性は、残存している ABCP の額面価額（元本プラス満期時の金利）と等しいか、
または上回っていなければならない。

»

新たな ABCP を発行する場合、多くのプログラムでは、プログラム・レベルで求められる信用補完
の全額、あるいはその大半が利用できるようになっている。

»

流動性補完またはプログラム・レベルの信用補完の終了日よりも前に ABCP の満期が到来しな
ければならない。

ABCP の返済
ABCP プログラムには幾つかの返済原資がある。プログラム内に累積した現金、裏付資産からの元利
回収金、流動性ファシリティ、プログラム・レベルの信用補完などである。ABCP の支払日には、関連
当事者が、返済原資を確認し、返済に必要な資金を確保する義務を負う。
通常、ABCP の返済は決まった日時に電子決済システムを通じてなされる。期日に必要な資金が手
当てされるためには、必要資金の確認、各資金ファシリティ提供者への通知、及び ABCP 勘定への
送金指示を、返済期日から逆算して行う必要がある。プログラムの返済プロセスとタイムラインの分
析では、各契約書に定められた通知と資金移転のタイムラインをレビューした上、その整合性とプロ
グラムが用いる支払いシステムの要件を評価する。
プログラム終了事由
プログラムが期待どおりのパフォーマンスをあげていないことが判明した場合、ABCP 投資家にとって
最良の保護は、ABCP の発行を永久に停止し、プログラムをワインドダウンすることである。ムーディー
ズは、プログラムを適切にワインドダウン期間に入れるトリガーや、プログラムを終了させるトリガーを設
定することは、仕組み上の重要な要素であると考えている
前述の発行基準のいずれかが一定期間にわたって満たされない場合、プログラムはワインドダウン期
間に入る。多くのプログラムでは、発行基準が数日間継続して満たされない場合には、発行を永久
に停止する規定が設定されている。純資産、アセット・カバレッジ、費用カバレッジ、流動性カバレッジ
の基準のいずれかが満たされていない場合、投資家に損失が発生するか、期日の支払ができない
可能性がある。
多くの ABCP プログラムでは、セカンド・ロスに対する保護を投資家に対して提供するような、プログラ
ム・レベルでの信用補完が設けられている。裏付資産の損失を補填するためにプログラム・レベルの
信用補完が大量に引き出されている場合、プログラムに問題が生じていることを示唆している可能性
がある。プログラム・レベルの信用補完が設けられている多くのプログラムでは、規定期間以上にわた
って、一定の比率を超えた信用補完が引き出されている場合（例えば、5 日以上にわたり 10%以上）、
永久に ABCP の新規発行を停止しなければならない。
その他の一般的なプログラム終了トリガーには、プログラム格付が格下げされた場合や、SPV の倒産
隔離が確保されなくなった場合などが含まれる。
プログラム終了の兆しが見られた場合、事務管理人はその旨を関係当事者と格付会社に通知しな
ければならない。その場合、通常は、ポートフォリオ内の既存取引における資産や権利の購入、およ
び新規 ABCP の発行が禁止される。プログラムは、ABCP の返済のために裏付資産からの回収金を
充当しなければならず、そうした回収金が十分でない場合、流動性ファシリティや、取引レベルでの
信用補完ファシリティを利用して ABCP を返済する。これらを合計しても資金が不足する場合、残存
しているプログラム・レベルでの信用補完を引き出して投資家への返済を行う。
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8. モニタリング
ムーディーズは一般に、プログラムの運営状況をモニターする際に、本レポートで説明したアプローチ
の主要構成要素を適用する 3536。通常、プログラムは動的な主体であるため、ムーディーズは新たな
取引やプログラムにおける変更をレビューする際に、スポンサー、事務管理人および他の当事者と定
期的なコミュニケーションをとる。取引あるいはプログラムのストラクチャーが大幅に変更された場合
（プログラム・レベルの信用補完の削減など）、取引とプログラムの再評価を行う。
モニタリング分析を行うため、ムーディーズは通常、少なくとも月次ベースで、裏付資産のパフォーマ
ンスや ABCP の発行状況に関する報告書を受領する。裏付資産のパフォーマンスは当初の期待パ
フォーマンス水準や引出可能な信用補完額の水準を参照しながら、アセットクラスに適切な指標と
流動性補完算定式に基づいてモニタリングされる 37。加えて、事務管理人は、トリガー抵触や格付が
付与されている裏付資産の格下げをムーディーズに通知する。ある特定のアセットクラスまたは取引
の長期格付がレビューされている、あるいは格付手法が変更されている場合には、それと並行して
ABCP プログラム内に含まれる同様の取引のレビューが必要となる可能性がある。
ムーディーズが詳細な分析、あるいはセクション 5.2 で述べたより一般的な基準に基づいて信用力を
判定するセラー追加は、最低で 10 ヵ月ごと、取引の変更、格付手法の変更、パフォーマンス関連の
問題などが発生したケースではより頻繁にレビューする。プログラム・レベルの信用補完がないマルチ
セラーのパーシャル・サポート型プログラムのセラー追加のケースでは、通常 6 ヵ月ごとにレビューが
行なわれる。10 位までのセラー追加については、四半期ごとにレビューする。
ムーディーズが格付を付与している証券を保有するプログラムについては、それらの証券の格付に
影響を与えるような格付アクションの情報を得ることができる。他のタイプの ABCP プログラムについて
は、プログラムの流動性補完や信用補完の形式およびポートフォリオの全体的な信用力に照らして
証券の格付変更を分析する。
裏付資産のレビューに加え、パーシャル・サポート型 ABCP プログラムについて定期的にポートフォリオ
全体の質をレビューすることがある。そこでは、取引固有のあるいはプログラム・レベルの流動性サポ
ートや信用サポートを考慮する。具体的には、ポートフォリオの特定のサブセットにストレスをかけ、パー
シャル・サポート・タイプのプログラムのプログラム・レベルの信用補完の適切性のテストなどを行う。
プログラムの格付において非常に重要な役割を担っているサポート提供者の適切な格付を決定し、
モニタリングする。サポート提供者には、流動性の提供者及びプログラム・レベルでの信用補完の提
供者も含まれ、受領日と同日にプログラムの支払いに充当されないキャッシュや適格投資対象に投
資されるキャッシュを保管する銀行が含まれることもある。モニタリングの過程では ABCP プログラム
の主たる業務を継続的にレビューし、プログラムに格付を付与する際に用いる関連参照指標を評価
する。プログラムの主たる目的に変更がある場合、参照指標の見直しが必要となる場合がある 38。
主なサポート提供者の短期格付が見直しの対象となる、あるいは変更される場合、ABCP ノートの格
付に対しても迅速に同様の格付アクションをとる。しかし、格下げ方向での見直しが行われるケース
では、契約書に則りサポート提供者の格下げ後に関連エクスポージャーがプログラムから直ちに（あ
るいは早急に）除去される場合は、この「パス･スルー」アプローチを適用しない可能性がある。
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35

定期的に発行される ABCP プログラムに関するリサーチの詳細については www.moodys.com/ABCP 参照されたい。

36

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。

37

詳細についてはセクション 5.2 を参照されたい。

38

参照指標の決定の詳細についてはセクション 3.2 を参照されたい。
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付録 A：ABCP プログラムの種類
このセクションでは、様々な種類の ABCP プログラムの概略を説明するとともに、幾つかの信用格付
上の観点について言及する。

マルチセラー型 ABCP プログラム
マルチセラー型は、様々な業種に属し、様々な裏付資産を保有する複数のセラーの資金調達のた
めのプログラムである。成熟したマルチセラー型プログラムほど、分散した裏付資産プールをファンデ
ィングしていることもある。裏付資産にはそれぞれ流動性補完が設けられ、プログラム・レベルの信用
補完から恩恵を受けることもある。本レポートで説明した格付手法の大半は、マルチセラー型プログラ
ムに直接当てはまるものである。
マルチセラー型プログラムの各取引は一般的に、超過担保によってファーストロス信用補完が設けら
れている資産プールを裏付けとする長期証券化取引に類似している。一部の事例では、格付が付
与されている長期 ABS が裏付資産となっている取引もあれば、マスタートラストから発行された無格
付のシリーズ証券（マスタートラストから発行された公表格付が付与された公募債と同一の仕組みを
もつ）が裏付資産となっている場合もある。これらの取引は、プログラムによってファンディングされ、
フルサポートあるいはパーシャル・サポートとなっている。
パーシャル・サポート・タイプについては、ムーディーズは適切な長期 ABS 格付手法を適用して、
個々の取引の信用力を評価する。流動性ファシリティ、プログラム・レベルの信用補完及びポートフォ
リオ管理を通じてもたらされる追加の信用補完も考慮される。必要に応じて、ポートフォリオ全体の分
析を行う場合もある。
全ての要素を考慮した上で、原資産の長期的な信用力は付与された短期格付に相応していなけれ
ばならない。期日どおりの支払を行なうため、資金は、長期信用力分析に相応する確実性で、流動
性ファシリティを通じて提供されなければならない。

シングルセラー型 ABCP プログラム
シングルセラー型 ABCP プログラムは、単一のファイナンス・カンパニーあるいは企業がオリジネートし、
保有する裏付資産をファンディングするためのプログラムである。通常、セラーは裏付資産のサービ
サー 39や ABCP プログラムの事務管理人も兼任している。多くの場合、流動性の一部または全てが裏
付資産に依拠する。ABCP の投資家は長期 ABS の投資家とほとんど同様のリスクにさらされる。裏付
資産の分析は、長期の証券化取引に含まれる資産を分析する際に用いるムーディーズの格付手法
に沿って行われる。プログラムに銀行による流動性ファシリティが付されていない場合は、セラーへの
リコースや倒産リスクを考慮する必要がある。
ムーディーズはまた、銀行がスポンサーとなっている一部の ABCP プログラムを、シングルセラー型プ
ログラムに分類する。こうしたプログラムの裏付資産は、スポンサーである銀行自身、またはその子会
社によってオリジネートされた企業ローン、モーゲージ、またはコンシューマーローンを直接または間
接に証券化したものになる。大抵の場合 100%の流動性補完が手当てされているが、パーシャル・サ
ポートとなっているプログラムも存在する。

銀行以外をスポンサーとするプログラム
多くの ABCP プログラムは商業銀行がスポンサーとなっているが、民間のインベストメント・マネージャ
ーがスポンサーとなっているプログラムも多く存在する。こうしたプログラムは通常、様々なセラーから
のフルサポートによりファンディングを行う。

39
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詳細については、オペレーショナル・リスクやカウンターパーティ・リスクの評価に関する格付手法を参照されたい。セク
ター格付手法およびクロス・セクター格付手法は「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。
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この種の ABCP プログラムには、本レポートで説明した格付手法を適用する。これらのプログラムの多
くは、フルサポート、マルチセラー型プログラムであり、その信用力は流動性提供者など主にサポート
を提供するカウンターパーティの格付に連動する。
通常、スポンサーにはムーディーズの格付が付与されていないため、バックアップ事務管理人などに
関わるオペレーショナル・リスクにも注目する。

担保付 CP プログラム
担保付 CP（CCP）プログラムは、銀行をスポンサーとし、買戻し契約あるいはそれに類するファイナン
ス契約に基づいてプログラムに売却される証券を担保とする CP を発行する。担保付 CP プログラム
の格付は、買戻し契約のカウンターパーティ（通常はスポンサーか、スポンサーの子会社または関係
会社）の格付に直接リンクしている。CCP プログラムはレポプログラム（後述）に類似している。両者の
違いは、CCP プログラムの場合、通常、プログラムのスポンサーも兼ねている単一のカウンターパーテ
ィを有している点である。

レポプログラム
レポプログラムは、銀行以外の会社がスポンサーとなっていて、通常はフルサポート･ベースで様々
な資産をファンディングするプログラムである。プログラムのファンディングは、カウンターパーティが裏
付資産を買戻日に無条件で買い戻すことに同意する買戻契約あるいはそれに類似した証券ファイ
ナンス契約に基づいて行われる。ABCP の満期日および買戻日は同日に設定されるか、あるいは
ABCP がロールオーバー出来ない場合に買戻契約を早期に終了させる規定が設けられている（カウ
ンターパーティは ABCP の返済義務を負う）。多くの点で、レポプログラムと担保付 CP プログラムは非
常に類似しているが、レポプログラムには通常、独立したスポンサーが存在し、カウンターパーティが
複数になる可能性があるという点で違いがある。プログラムの Prime-1 (sf)の格付に相応すべく、同時
にファンディングを行うカウンターパーティが何社まで許されるかは、カウンターパーティ個々の長期
格付とお互いの推定相関を考慮した平均的な信用力水準によって判断することになる。レポプログ
ラムでは、1 社、もしくは複数のカウンターパーティが証券を買戻しできないことがリスクとなる。
そのため、これらのプログラムの ABCP の信用格付は、レポ・カウンターパーティの格付に直接連動す
る。買戻契約は、信用補完及び流動性補完の両方の役割を果たす。従って、信用補完提供者の格
付が変更となった場合、当該提供者へのエクスポージャーが即時に除去されない限り、プログラムの
ABCP の格付も影響を受ける。
また、これらのプログラムのスポンサーには通常、ムーディーズの格付が付与されていないため、バッ
クアップ事務提供者などに関わるオペレーショナル・リスクにも注目する 40。

アービトラージ型 ABCP プログラム
アービトラージ型プログラムは、主としてムーディーズが格付けする長期証券化商品のファンディング
に用いられる。通常、流動性サポートを提供する一つのプログラム・レベルの流動性ファシリティがあ
る。多くの場合、デフォルトした証券の購入には流動性を利用できない。そのため裏付資産の一つま
たは複数がデフォルトした場合、投資家は、流動性の供与が突如停止してしまうリスクにさらされる。
投資家がとるリスクは、プログラムで購入が認められる証券のタイプと、流動性ファシリティの供与基
準が「デフォルト証券」をどう定義するかによって決まる。ムーディーズはこのリスクをケースバイケー
スで評価するが、その際、(i)プログラム・レベルの信用補完、(ii)ポートフォリオ管理の基準、(iii)ストラ
クチャー上の保護など幾つかの要因を考慮する。
プログラム・レベルの信用補完：信用補完は、裏付資産がデフォルトしたことによりそれを埋め合わせ
るため流動性サポートが利用できなくなるリスクをカバーする水準に設定される。たとえば、裏付証券
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詳細については、オペレーショナル・リスクやその他のカウンターパーティ・リスクの評価に関する格付手法を参照され
たい。セクター格付手法およびクロス・セクター格付手法は「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。
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の信用格付が格下げされた場合、信用保護が動的に調節され、ポートフォリオの信用リスクに相応し
たものとなる。
ポートフォリオ管理基準：ポートフォリオ・マネージャーは、証券の格付が格下げされた場合、プログラ
ムのポートフォリオからその裏付資産を除外することがある。その場合信用リスクは、利用可能な信
用保護の水準に見合うまで低下する。裏付資産の業種と種類を分散させたり、ポートフォリオの相関
を低く抑えたり、新たに購入する裏付資産の格付に下限を設けるなどの要件が、その他の基準として
考えられる。
ストラクチャー上の保護： アービトラージ型プログラムにおいて投資家にとって最大のリスクとなるのは、
短期間の内、そして信用補完の増加や裏付資産の売却などによる「治癒策」が有効となる前に、高
格付の証券にデフォルトが発生することである。治癒期間も区々となる。発行停止トリガーを設けたり、
ABCP の期間を制限するなどのストラクチャー上の手当てもリスクの軽減に役立つ。
プログラムのストラクチャーやメカニズムによっては、CDOROM などのモンテカルロ・シミュレーション・
モデルを用いてポートフォリオのリスクを評価することがある。
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付録 B：事後的にレビューされるプログラム
ABCP プログラムのポートフォリオが大規模で分散されている場合、ムーディーズは各取引が予めス
ポンサーが定めた条件を満たしている限り、個別にレビューすることはない。同様に、フルサポートの
プログラムが、予め決められ、既にムーディーズがレビューを行った信用補完契約を用いる場合には、
信用補完契約書を使用の度にレビューすることはない。これらの条件に該当しない取引は、ファンデ
ィングがなされる前にレビューを行う。
一部のパーシャル・サポート、マルチセラー型 ABCP プログラムの中には、事後的にレビューされるプ
ログラムもある。これらのプログラムは大規模かつ分散されており、ポートフォリオ全体の規模と比較し
ても、また個々の取引と比較しても十分なプログラム・レベルの信用補完が設けられている。また、こ
れらのプログラムには、新規および既存の取引について厳格な信用・投資ガイドライン、及び取引の
信用力を判断・モニタリングするためのポートフォリオ管理基準が設けられている。ポートフォリオ管理
基準では、取引の信用力が過去の一定水準を下回れば、当該取引を除外するなどの具体的な行
動が求められている。
ほとんどのシングルセラー型プログラムは、プログラムに格付が付与された時点で資産タイプと適格
性基準が既にレビューされており、レビューは事後型となる。多くの ABCP プログラム及び長期 ABS 取
引のように、裏付資産の取得は随時行われる。プログラムのスポンサーが新たな種類の裏付資産を
追加した場合や、適格基準、集中制限や重大な終了事由の変更を行おうとした場合、あるいはムー
ディーズが当該資産タイプに適用する格付手法を更新した場合にのみレビューは必要となる。
アービトラージ型プログラムも通常、事後的にレビューされる。裏付資産購入基準によって資産タイプ
は限定され、投資家に対するリスクが抑制されるように仕組まれている。信用補完の規模を決める
算定式は、プログラムへの当初格付が付与された時点でレビューされ、裏付資産が取得された際に
自動的に調整される。
フルサポート・プログラムにおける投資家のリスクは信用補完提供者に関連するリスクのみであり、裏
付資産の信用力は ABCP の信用力に影響を与えない。ムーディーズは、プログラムへ当初格付が付
与される時点で、信用補完契約の内容をレビューしており、新規ファンディングの際に当該信用補完
が用いられる限り、追加のレビューは必要としない。ムーディーズは、信用補完契約の大幅な変更や
新たな形態の信用補完契約を事前にレビューし、かかる変更により格付が影響を受けるかについて
示唆する。
ムーディーズは、継続的なモニタリングおよびサーベイランスの一環として、こうした事後的なレビュ
ーまたは限定的な事後的レビューを行う。ムーディーズは、プログラムの信用格付の維持に必要と考
える場合には、取引についての追加情報の提出をスポンサーに求め、随時、全面的なレビューを行
うことがある。
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付録 C：ABCP プログラムの分析における CDOROM の利用
マルチセラー型、アービトラージ型、ハイブリッド型の ABCP プログラムは基本的に証券または裏付資
産のポートフォリオで構成されている。分析の一環として、ムーディーズは、特定のプログラムについ
て、CDOROM を用いて証券と裏付資産のポートフォリオを分析する。CDOROM を用いた分析によっ
て、当該 ABCP プログラムのポートフォリオの分散度やプログラム・レベルの信用補完の妥当性を分
析できる。

基本的な入力値
格付が付与されている裏付資産についてはその格付を入力値として用いる。格付が付与されていな
い裏付資産についてはセクション 5.2 および 8 で述べた方法で導いた入力値を用いる。入力値は、
（プログラム・レベルの信用補完ではなく）流動性ファシリティによって提供される信用補完、および
ABCP プログラムの信用・投資ガイドラインを考慮して調整を加えることがある。
裏付資産の金額に関しては、各裏付資産に対するファンディング・ファシリティの限度額か、実際の
ファンディング金額のいずれかを入力値とする。アモチゼーション型の裏付資産については、実際の
ファンディング額を用いる。安定的なファンディング金額が保たれるリボルビング型のファシリティでも
ファンディング額を用いるが、ファンディング額が非常に不安定なリボルビング型のファシリティでは、
ファシリティの限度額を用いる。信用力の低い裏付資産については、ファシリティが全額引き出される
リスクを勘案して、ファンディング額ではなくファシリティ限度額を入力する。プログラム・レベルの信用
補完が限度額の一定割合として捉えられる場合は、通常その限度額を入力値として用いる。
CDOROM は、各裏付資産／業種ごとに標準的な回収率データを適用している。回収率の想定では、
裏付資産の信用評価や流動性ファシリティや投資ガイドラインによって提供される補完内容に基づ
いて調整が加えられる。
ポートフォリオの額は、名目額と(場合により)プログラム・レベルの信用補完によって表される。名目額
は、各裏付資産の元本合計額であり、ABCP の合計残高を表している。ファシリティ限度額が用いら
れる場合、実際の ABCP の合計残高よりも大きな額となることもある。プログラム・レベルの信用補完
については、名目額の一定比率がアタッチメント・ポイントとして CDOROM に入力される。

マルチセラー型プログラム
マルチセラー型では様々な定性的リスク軽減策が手当てされていることが多く、CDOROM の入力値
を決定する際に当該軽減策を考慮する必要がある。流動性ファシリティによる供給額、および信用・
投資ガイドラインの効果は、各裏付資産の信用評価または回収率の調整項目としてケースバイケー
スで考慮する。

アービトラージ型プログラム
アービトラージ型のプログラムは通常、格付が付与されている長期証券をファンディングするため、入
手可能なパラメータは通常、CDOROM に必要なパラメータと合致する。
アービトラージ型プログラムをモニタリングするために CDOROM を用いる際には、この主のプログラム
にもっとも典型的なストラクチャーを勘案して、以下の調整や想定を置いている。
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»

裏付資産のデフォルト確率は、ストラクチャー上でデフォルトの代理変数と定めているデフォルト
の定義と整合するように調整が必要となる場合がある。

»

またムーディーズは、結果に対して様々なストレス・レベルとポートフォリオ構成に応じた感応度
テストを行なう。特定の裏付資産タイプに非常に高い集中がみられるプログラムについては追加
の調整が必要となる。
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»

デフォルトした証券からの回収はゼロと想定している。これは、ほとんどのアービトラージ型プログ
ラムにおいて、流動性ファシリティがデフォルトした裏付資産からの回収金のつなぎ資金として機
能しないためである。また、ABCP の短い期間を考慮して、裏付資産からの回収は考慮しない。

»

多くのプログラムにおける CP の最長期間を勘案し、リスク期間は 1 年と設定している。こうした想
定を置くことで、最長 1 年のワインドダウン期間の中での証券ポートフォリオのモデル化が可能と
なる。この期間設定は、特定のアービトラージ型プログラムでは保守的とみなされる。

CDOROM によって、期間 1 年の場合に相応する長期格付が付されたベンチマークと、期間 1 年の
場合の ABCP トランシェのデフォルト確率が算出される。いずれの結果も、A2 の水準に相応すれば、
Prime-1 に相応するとみられる。
ムーディーズは、フルサポート型ではないアービトラージ型プログラムにおいて投資家が負うリスクを
評価するために用いる多くの指標の一つとして、CDOROM モデルの結果を参照する。特に、前述の
CDOROM のモデル化アプローチでは、相対的に短いリスク期間（一部のプログラムでは 10 日間程
度）などのアービトラージ型プログラムのポジティブな面は考慮に入れていない。
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付録 D：ABCP プログラムの関係当事者
このセクションでは、典型的な ABCP プログラムにおける信用補完提供者およびサービス提供者、な
らびにその責務について説明する。各当事者の名称は、プログラム契約書によって異なる。ムーディ
ーズは、プログラム契約書とカウンターパーティをレビューし、その責務が信頼できる当事者に適切に
割り当てられているか否かを確認する。

事務管理人（Administrator）
事務管理人は、プログラムが適切に機能することに対する全般的な責任を負っており、ABCP プログ
ラムにおいて最も重要な役割を担っている。ムーディーズは、事務管理人の役割とその活動を規定
した契約書は、ABCP プログラムの核心であると考えている。契約書に具体的に示された役割以外に
も、プログラムの円滑な運営にコミットすることや他の当事者が期待された役割を果たしているかを確
認するために必要な措置を進んでとることを、ムーディーズは事務管理人に期待している。
オペレーショナル・リスクの分析では、事務管理人の役割に加えて、その他の運営上の役割も重要と
なる。そのような役割には、裏付資産やキャッシュを保有するトラスティや担保代理人、発行・支払
代理人または財務代理人、裏付資産のサービサー（特にシングルセラーABCP プログラムにおいて重
要となる）などがある。ABCP の発行時における販売代理人の役割は大きいとはいえ、この役割が
ABCP 市場において ABCP プログラムに何らかのオペレーショナル・リスクを課すとはムーディーズは考
えていない。
事務管理契約に定められた事務管理人の責務の複雑さの度合いは、当該プログラムの中身によっ
て異なる。複雑さの度合いは、(i)プログラムの種類（シングルセラー型、マルチセラー型、アービトラ
ージ型、レポプログラムなど）、(ii)フルサポートかパーシャル・サポートか、(iii)資産購入を行なう SPV
および共同発行者の数、(v)複雑性を増すようなストラクチャー上の特徴の有無、などの要因に依る。
一般に、パーシャル・サポート型のマルチセラーABCP プログラムの場合、他のストラクチャーに比べ
て、事務管理人の業務量が多くなる。
事務管理人の主な機能は次の通りである。
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»

取引の引受けとストラクチャリング：事務管理人は、（プログラム・アドバイザー、インベストメント・
マネージャー、あるいは紹介代理人の役割を担って）プログラムの裏付資産の特定、レビュー、
ストラクチャリング、推奨を行う。事務管理人は、必要なサポート契約（流動性契約、信用補完
契約、ヘッジ契約）を含む契約書の作成が適切になされ、各取引のストラクチャーが取引とプロ
グラムの契約書に記載されている基準に整合していることを確認する。事前レビュー・プログラム
の場合、ファンディング前に新規取引がムーディーズに提示され、ムーディーズはそれらの追加
後に ABCP の格付が格下げされる、または取り消されることがないか否かをレビューし確認する。
事後レビュー・プログラムの場合は、事務管理人が、ムーディーズが当該 ABCP の格付に見合う
と判定した信用・投資方針に整合するよう取引を仕組む。

»

ABCP の発行と返済：事務管理人は、プログラムの契約書あるいはアセット毎の流動性契約にし
たがって発行される ABCP の金額と期間を計算・決定する責任を負う。事務管理人はプログラム
の販売代理人に ABCP の発行を通知するとともに、販売代理人と協議して発行される ABCP の
金額と期間・利回りを決定する。事務管理人は次に、発行・支払代理人に対して販売代理人か
らの指図に基づき ABCP を発行・リリースするよう指示する。また事務管理人は、ABCP の新規発
行や裏付資産の回収による現金、あるいは流動性ファシリティ、信用補完などのサポート・ファシ
リティを適時に引き出すことで ABCP が迅速に返済されるようアレンジする。事務管理人はさらに、
ABCP の返済に十分な資金があるかどうかを確認した上、流動性代理人あるいは流動性提供者
および信用サポート提供者に引き出しの通知を送付するか、プログラムが利用できるその他のア
クションをとって返済資金の不足に対応する責任も負う。

»

裏付資産購入と ABCP 発行に対する停止条件の確認： ABCP プログラムがファンディングする
取引はリボルビング・ファシリティとして仕組まれるものが多い。プログラムは、一定の基準をクリア
することを条件に、購入限度額まで要請された金額をファンディングすることにコミットする。それ
らの発行基準あるいはファンディング基準には取引レベルのもの（パフォーマンス・テストなど）と
プログラム・レベルのものがある。事務管理人は、ABCP の返済もしくは新規の裏付資産の購入
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のため、プログラムから ABCP が発行される都度、発行あるいは購入に対する停止条件が充足
されていることを確認するよう求められる（たとえば、発行後に利用可能な流動性サポートがプロ
グラムの債務に不足することはないかなど）。そのような基準を遵守することは、ABCP の投資家
が負うリスクを、プログラムが発行する ABCP の格付に相応するレベルに留める上で重要となる。
»

キャッシュフローの管理と支払優先順位の適用： 通常、裏付資産のセラーまたはオリジネータ
ーがサービサーとなり、事務管理人は回収金の管理において監督者の役割を担う。通常、事務
管理人は、(i)裏付資産およびその他の源泉からのキャッシュの受領をモニターし、(ii)プログラム
が定める支払優先順位にしたがってそのキャッシュを分配する責任を負う。具体的には、利用
可能な資金を用いて、プログラムが定める支払優先順位にしたがったプログラムの運営に要す
る全ての費用の迅速な支払いをアレンジし、裏付資産のファンディング契約の条項、特に期日
における資金の受領または支払いに関する条項を履行する。

»

監督および報告： 事務管理人はプログラムのポートフォリオを構成する裏付資産プールまたは
証券のパフォーマンスをモニタリングし、市場性のある証券については、必要であれば、日次で
時価評価を行なう。ABCP の新規発行を制限する目的で設定された裏付資産およびプログラ
ム・レベルのトリガーをモニタリングし、流動性と信用補完の引き出し、もしくはその他の保護手段
をとる。プールのパフォーマンスの他、残高、利用可能なサポート額、信用サポートの適切性な
ど様々なプログラム・レベルの情報を纏めた月次のモニタリング・レポートを作成する。また表明・
保証やパフォーマンス基準への抵触が発生した場合、それを関係当事者に通知する。さらに、
サポート提供者の格付、信用サポート・ファシリティや流動性サポート・ファシリティの満了日をモ
ニタリングし、契約の更新および代替が迅速に実施されるようにアレンジする。

»

プログラムの倒産隔離性の維持： 事務管理人は、全ての経費が賄われ、コンディットと各 SPV
が調印した全ての契約に償還請求権と破産申し立てを制限する条項が織り込まれ、また当該
プログラムの下でコンディットや各 SPV がそれらの債務を負うのを限定する目的で設けられたコ
ベナンツを遵守させることで、コンディットや裏付資産を購入する SPV が支払不能に至らないよう
にする責務を負う。

»

補償条項： 通常、プログラムの契約には標準的な注意義務および補償に関する条項が織り込
まれ、事務管理人や関連当事者には、自身の義務を遂行する過程における過失や不正行為
によって生じる損失・損害からプログラムを補償しかつ無害に保つ義務が課される。プログラムに
よっては、金利・為替リスクのヘッジが適切になされずに損失が発生した場合、事務管理人また
はヘッジ代理人がそれを補償することが、ムーディーズの格付の付与およびモニタリングの前提
条件となる。

多くのプログラムでは、スポンサーが事務管理人としての役割を果たし主要なタスクを実行する。銀
行がスポンサーとなるプログラムでは、当該銀行あるいはその関連会社がプログラムの事務管理人と
なり、ABCP プログラムの運営に関わるほとんどの業務を担うのが普通である。一部のプログラムで、
それらの機能が幾つかの当事者による分担されることもある。また、事務管理人が為替リスクに対応
するヘッジ契約の手配といった追加的な責務を負うケースもある。
プログラムによっては、事務管理人がトラスティ、あるいはそれとも全く異なる他の名称で呼ばれること
がある。名称はどうあれ、プログラムの事務管理全般の責任を担う当事者が一つ存在することが必
要となる。
一部のプログラム（銀行以外の会社がスポンサーとなるプログラムなど）では、スポンサーが事務管
理人の業務の一部あるいは全てを必要な能力を備えた第三者の専門事業者に委託する。

第三者管理人（Third-Party Administrators）
第三者管理人が利用される場合、信用力の観点から次に示すような幾つかの懸念点が生じる。そ
れらは、第三者管理人は、ABCP プログラムの運営において、従来の事務管理人よりも経験が乏しい
可能性がある点、格付が付与されていない第三者管理人の場合には自身の過失による損失につい
てプログラムに補償を行う能力を有していない可能性がある点、さらに、第三者管理人は通常、事業
の戦略目的上、あるいは流動性・信用補完提供者としても、プログラムに対する利害を有していない
点、である。
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第三者管理人を評価するにあたり、ムーディーズは特に、その経験と財務基盤に注目する。SPV に
対する事務・管理サービス提供を専門とする企業もあり、そうした企業は経験が豊富で、責務を遂行
するインセンティブとなりうるレピュテーション・リスクを負っている。また、ムーディーズは、第三者管
理人の責務と手数料が明確に規定されているかを確認するため、管理契約書のレビューを行うとと
もに、関係当事者の責務遂行基準や補償内容も考慮に入れる。
単体での格付を有しておらず、格付が付与されている親会社を持たない当事者の場合、ムーディー
ズは、(i)その会社が責務遂行能力を有していることを示す要因、(ii)バックアップ・アレンジメントの手
当て（該当する場合）、および(iii)プログラムに対するインセンティブの仕組みを考慮する。ムーディー
ズは通常、格付が付与されていない第三者管理人については、倒産や同様のシナリオにおける業務
中断のリスクを軽減するため、何らかのバックアップ・アレンジメントが手当てされていることを期待す
る 41。

法的所有者／マネージャー（Owner/Manager）
プログラムの法的所有者は通常、スポンサーから独立した第三者である。米国では、プログラムのマ
ネージャーも兼ねるサービス提供者によって支配されているシェル・カンパニーである場合が多い。
一方、英国法が適用される国・地域では、慈善信託がプログラムの所有者となっていることが多い。
慈善信託は、マネージャーと同様のサービスを提供する法律事務所または法人向けサービス企業
によって設立・管理されている。いずれの場合でも、これらの企業は、SPV に役員および取締役を派
遣している。
ムーディーズは、オペレーショナル・リスクの評価において企業向けサービス提供者の役割はそれほ
ど重要とは考えていない。コンディットの法的所有者を兼任することが多い企業向けサービス提供者
は、取締役や役員を派遣し、コンディットの日常業務の運営に責任を負っている。その役割には、(i)
契約書などの作成、(ii)税務申告書の作成と納税、登記やライセンスの維持など適用される会社法
の遵守、(iii)帳簿・記録の維持、(iv)規制・監督当局に対する報告書等の提出、(v)当該法人を適法
に存続させる責任、などの重要な責務が含まれる。市場にはこれらのサービスを提供する経験豊富
な専門業者がいくつかある。それらの企業向けサービス提供者が ABCP や裏付資産に関わる日常
業務に携わることは通常ない。したがってムーディーズは、オペレーショナル・リスクの観点からは、そ
れらの企業サービス提供者を重要視していない。スポンサーとは関連のない第三者がプログラムの
所有者となることが多いが、その場合でもスポンサーは事務管理人としてプログラムの活動を実質的
にコントロールする。また、マネジメント契約によって事務管理人とマネージャーの関係が規定されて
おり、また、会社設立に関する契約によって法的所有者の行動は制限されている。

発行・支払代理人または財務代理人（Issuing and Paying Agent or Depositary）
発行・支払代理人（財務代理人（Depositary）と称されることもある）は、電子形式、あるいは証書形
式の ABCP を発行し、期日が到来する ABCP の返済を行う。発行・支払代理人の役割は、発行・支
払代理人契約（あるいは財務代理人契約）に規定されている。発行・支払代理人は事務代理人と
同一銀行の一部署である場合があるが、その場合であっても銀行内の別のトラスティ・グループが発
行・支払代理人を務める。ただし、この役割は第三者機関が行うことが多い 42。
今日発行されているほぼ全ての ABCP は電子化されており、電子決済システム（米国の The Depository
Trust Company (DTC)、カナダの The Canadian Depositary for Securities in Canada、欧州のユーロクリア
およびクリアストリームなど）を通じて決済される。ABCP は、販売代理人からの指示に基づいて投資
家向けに発行される。また、ABCP は、満期日に、支払指示に基づいて、満期時に登録原簿に記載
された保有者に対して返済がなされる。発行・支払代理人は通常、1 つもしくは複数の電子決済シス
テムと業務契約を締結しており、それらのシステムを通じた決済業務の管理が可能である。ムーディ
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詳細については、オペレーショナル・リスクやその他のカウンターパーティ・リスクの評価に関する格付手法を参照され
たい。セクター格付手法およびクロス・セクター格付手法は「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。
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IPA の分析の詳細は、オペレーショナル・リスクやその他のカウンターパーティ・リスクの評価に関する格付手法を参照さ
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ーズでは、支払システムにおける支払日を基点に、支払の適時性、および流動性引き出しメカニズ
ムの適切性の分析を行う。
プログラムと ABCP 投資家の間の実際の現金の流れは通常、「コマーシャル・ペーパー勘定」を通じて
行われる。「コマーシャル・ペーパー勘定」では、新規発行 ABCP の発行代金を受領するとともに、満
期が到来する ABCP の返済のために使用される。ABCP は、多くの場合、新規発行代金によって返済
される。（「ABCP のローリング」）。発行・支払代理人は通常、CP 投資家のために、トラスト内にコマーシ
ャル・ペーパー勘定を保有する。営業日内の異なる時間に資金の収受または支払が行われるため、
そのタイミングのずれを補完するために、発行・支払代理人はその裁量により、営業日内に限ってつな
ぎ資金を供給する。これは「短期つなぎ資金（daylight advance）」と呼ばれるものである。ただし、ムー
ディーズは、プログラムの分析にあたって、かかる短期つなぎ資金の効果を考慮していない。
期日に返済を行うため、発行・支払代理人は、コマーシャル・ペーパー勘定内に ABCP の満期時の
返済を行うに十分な資金（新規発行 ABCP の発行代金、または事務管理人の預託額）があるかの
確認を行う必要がある。十分な資金がない場合、発行・支払代理人は事務管理人に通知し、追加
で必要な資金の供給を要求する。期日の返済に資金が足りない場合、多くのプログラムでは、発行・
支払代理人が事務管理人を通さずに、流動性・信用補完ファシリティを直接引き出す義務と権利を
有している。電子決済システムの規則・条件に沿った形で、電子決済システムに適時に資金が供給
されるように、上記プロセスは遅延なく完了されなければならない。

販売代理人およびディーラー（Placement Agents and Dealers）
販売代理人は ABCP のディーラーであり、販売代理人契約に基づき、プログラムを投資家に紹介す
る。ディーラーは通常、投資銀行か、大規模な金融機関の投資銀行部門である。多くのディーラー
は、プログラムの ABCP のマーケット・メークを行なうトレーディングデスクや、プログラムを潜在投資家
に紹介するマーケティング部門を有する。ABCP プログラムでは通常、資金調達条件の競争原理を
働かせるため、スポンサーの関連会社（スポンサーに販売機能がある場合）を含め、2-3 社の販売
代理人を用いる。
販売代理人は、各投資家が ABCP に投資できる適格投資家か否かの確認も行う。ほぼ全ての ABCP
プログラムは、1940 年投資会社法（the Investment Company Act of 1940）に基づく登録が免除される
ように、また、発行される CP にも 1933 年証券法（the Security Act of 1933）が適用されないように仕
組まれている。また、上述の免除特典が維持されるよう、ABCP は投資会社法に定義された「適格購
入者」（qualified purchasers）および 1933 年証券法ルール 144a20 に基づく「適格機関投資家」
（Qualified Institutional Buyers）のみに販売される。販売代理人は通常、上記の「適格購入者」や「適
格機関投資家」に該当するかを確認するため、新たな顧客に対して一定の情報提供を求める。また、
販売代理人は、ABCP の購入者としての顧客のカウンターパーティ・リスクについても評価する。

担保代理人（Collateral Agent or Security Agent）
ABCP の投資家はしばしば、ABCP プログラムの裏付資産の担保権を保有する、またはその恩恵を受
ける。裏付資産がファンディングの裏付けとなっていることから、その担保権を維持するために、プロ
グラムは対抗要件が具備された第一順位担保権を保持・維持しなければならない。パーシャル・サ
ポート型プログラムでは、満期が到来する ABCP の返済を、一定程度、裏付資産に依存しているプロ
グラムも存在する。担保代理人は、不適切な第三者が担保権を保有しないよう、また当該第三者が
投資家への返済の裏付けとなる裏付資産に対する優先権を確保しないようにしなければならない。
流動性ファシリティが設定された多くのプログラムでは、流動性ファシリティの規定によってこれらのリ
スクがカバーされる。しかし、プログラムがこれらのリスクをカバーするように適切に仕組まれるかどう
かは、流動性提供者の利益に直接的に関わる事項となる。また、適切な仕組みが構築されているこ
とは、間接的に、ABCP 投資家の保護にもつながる。第一順位抵当権が失われれば、ABCP の返済
に支障が生じる可能性のあるプログラムも存在する。
担保代理人（セキュリティ・エージェントあるいはトラスティと呼ばれることもある）は、プログラムの裏付
資産に関する担保権、プログラム契約上の全ての権利および持分、その他全ての口座／勘定およ
び投資における権利を、プログラムから取得する。担保代理人は、この担保権を、投資家、サポート
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提供者、サービス提供者の利益およびそうした関係者への返済のために保有する。担保代理人の
役割は担保代理人契約（Collateral Agency Agreement, Security Agreement または Security and
Intercreditor Agreement）に規定されている。担保代理人契約には、対象となる裏付資産とその担保
権、その保有に関する手続き、必要な担保権を維持することが記載されている。
担保代理人は、事務管理人から提供される情報に基づき、ファンディングされた裏付資産に対する
対抗要件が具備された第一順位担保権を維持するのに必要な責務を遂行するか、事務管理人が
遂行していることを確認する。通常、担保代理人は担保権を維持するために必要と考えられる手段
を講じることを、事務代理人に対して指示する権限を有する。担保代理人はまた、プログラムが有す
る裏付資産に対する権利および担保権の一部を投資家のために行使する。裏付資産の取得、売却、
譲渡が行われる際には、担保代理人は、裏付資産の保有、または、適切な売却を行い、その売却
金をプログラムのためにトラスト内に設定された勘定に留保する。通常、これらの事務は事務管理人
からの指示に基づいて行われる。
しかし、ABCP プログラムの清算事由が発生すると、担保代理人は、投資家のために裏付資産を確
保する権利と義務を有し、手続きに沿った売却手続きを行い、その売却代金をもって投資家および
その他の債権者への返済を行うこともある。

必ずしも全てのプログラムで担保権が設定されているわけではない
必ずしも全ての ABCP プログラムにおいて、ABCP 投資家が裏付資産の担保権を有しているわけでは
ない。多くの場合、ABCP 投資家は無担保権者であり、流動性を供給する銀行や信用補完提供者か
らの返済に依拠している場合が多い。こうしたサポート提供者は、サポートの対象となる特定の裏付
資産プールの担保権を受け取る。このことは、ABCP 投資家が、ABCP プログラムの破産という可能性
の低い事態に陥った場合には、無担保債権者になることを意味している。ABCP プログラムは、Prime1 水準の確度まで倒産隔離が図られるように仕組まれている。
ムーディーズは、担保権の存在が、多くの ABCP プログラムにおいて Prime-1 の格付を維持するため
に必須な要件であるとは考えていない。多くの ABCP プログラムでは裏付資産からの回収金が入るタ
イミングと ABCP の満期を合致させることはほとんど行われないため、ABCP の期日どおりの返済は最
終的に流動性ファシリティに依拠している。ムーディーズは、各プログラムについての「プログラム・レビ
ュー」において、投資家が担保権を有しているか否かを記載する。

カストディアン（Custodian）
カストディアンは、特定の裏付資産を実際に保有するか、あるいは特定の裏付資産に関する権利契
約を保管する。カストディアンと担保代理人が同一で、単一の契約によってその役割が規定される場
合もあれば、異なる当事者が各々の役割を務める場合もある。通常、証券を裏付資産とするプログ
ラムでは担保代理人に加えて、担保保有者のために証券勘定で証券を保有するカストディアンも任
命される。カストディアン契約には、対抗要件が具備された第一順位担保権を維持するための、証
券の取り扱い手続きが詳細に示されている。

流動性代理人（Liquidity Agent）
通常、流動性ファシリティは、1 行または複数の商業銀行によって、流動性ローン契約または流動性
原資産取得契約に基づいて取引ごとに提供される。グローバル流動性ローン契約（Global Liquidity
Loan Agreement）やグローバル流動性原資産取得契約（Global Liquidity Asset Purchase Agreement）に
基づいて、流動性ファシリティが複数の取引またはプログラム全体をカバーするようなケースもある。
いずれの場合でも、ファシリティを提供する銀行団を管理する責任を負う、流動性代理人が存在する。
満期が到来する ABCP の返済や裏付資産のファンディングを行う場合、事務管理人または発行・支
払代理人は流動性代理人に対して資金要請を行う。流動性代理人は、ファシリティの引き出しに関
する条件が満たされているか確認した後、シンジケート団に必要な金額を通知する。特に、流動性
代理人は、流動性契約に規定された「取得価格」または「借入ベース」の計算式をもとに、裏付資産
の取得価格に対して引き出すことが可能な流動性資金額の確認を行う。
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流動性を提供する銀行は通常、流動性代理人に資金を送金し、流動性代理人は受け取った資金
をプログラムへ送金する。その一方で、プログラムから流動性代理人に対してファシリティの手数料お
よび元利金が支払われ、流動性代理人は同受領金をもとに、流動性契約に規定されている各銀行
のコミットメント額およびつなぎ資金額に応じた支払を、各銀行に対して行う。スポンサー銀行は、事
務管理人としての責務に加えて、しばしば、自らのプログラムに関わる流動性ファシリティの流動性代
理人を兼ねている。シングルセラー型プログラムのスポンサー（通常は銀行ではない）では、銀行団
をシンジケートする流動性代理人を用いている。

流動性銀行（Liquidity Bank）
流動性銀行は、通常、コミットメント額を記載したページあるいはスケジュールに署名して流動性契約
を締結する。流動性代理人が流動性銀行であることが一般的である。流動性銀行は、流動性ファシ
リティの引き出しに関する通知を出す際の内容やタイミングに関する条件、そして引き出しをする際
の限定条件について理解していなければならない。引き出しに必要な条件が全て満たされており、
資金提供の条件を制限する事項がないことを表明した通知を流動性代理人から受領次第、流動性
銀行は資金の供給を行う。同日内で資金の提供が必要となる場合、流動性銀行が自ら事実関係を
確認する時間はない。
流動性銀行は、取引上のリスクおよび流動性契約に基づく自らのコミットメントに関するリスクを独自
に評価していることも表明する。流動性銀行は、適時にコミットメント契約が更新されない場合、ある
いはその格付が引き下げまたは取り下げとなった場合、流動性が引き出され、エスクロー勘定で管理
されることを許容する契約条項を受け入れていることもある。ファシリティが引き出されれば、ムーデ
ィーズは資金を保管する口座設定銀行の格付に注目する。その時点でプログラムの格付は口座設
定銀行の預金格付にリンクする。
流動性銀行は、他の流動性銀行による支払が行われなかった場合、その不足分を穴埋めするため
に自行のファシリティが引き出されることを許容する、「非比例引き出し／非プロラタ引き出し」（non
pro rata draw）条項を認める場合もある。
銀行がスポンサーであるプログラムでは、通常、スポンサーである商業銀行が、全ての案件に対する
流動性の大半を提供する。流動性ファシリティ・シンジケート（単一プログラムの単一取引に複数の銀
行が流動性を提供するファシリティ）が用いられることもごく一般的だった。しかし、銀行の合併が起こ
った場合や、流動性のプライシングが上昇した場合には、スポンサーの銀行が、流動性代理人兼唯
一の流動性銀行となることもある。マルチセラー型のプログラムにおける流動性ファシリティ・シンジケ
ートは、「クラブ」ディール（ある案件のファンディングを複数のプログラムが分担し、各プログラムのス
ポンサーが各プログラムの構成比率に応じた流動性を提供するようなシンジケート案件）に置き換え
られてきている。
流動性銀行は通常、プログラムが発行する ABCP に相応する格付を有している必要がある。従って、
多くの流動性銀行は Prime-1 の格付か Prime-1(ｃｒ)の評価を有している。プログラムに流動性や信用
補完を提供する当事者の格付あるいは CR 評価は、ABCP プログラムの格付において、最も重要な
要素であるとムーディーズは考えている。流動性契約にはしばしば、流動性銀行が格下げされた場
合に、当該銀行を交替させるか、格下げとなった流動性銀行にコミットメント資金見合いの現金を担
保として拠出させるなどの手当てが設けられている。

流動性シンジケーションリスク（Liquidity Syndication Risk）
流動性ファシリティが多数の銀行から提供される場合、オペレーショナル・リスクの度合いが上昇する
ことがある。満期が到来する ABCP の返済を行うため、流動性ファシリティから同日中に資金が提供
されなければならない。流動性代理人から流動性銀行に通知が出され、資金が提供されるまでにわ
ずか数時間という場合もある。資金提供のために多数の銀行に通知が出される必要がある場合、オ
ペレーション上のエラーが生じる可能性が高まる。流動性提供者には資金供給の意思や能力があっ
ても、資金通知が正しい送付先に送付されなかったり、支払指示が不正確であったりした場合には、
満期が到来する ABCP の支払に必要な全ての資金の確保に遅延が生じる場合がある。
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大規模なシンジケート型の流動性ファシリティは、以前ほど用いられていない。そうしたファシリティが
ある場合には、ムーディーズは流動性引き出しに関わるオペレーショナル・リスクをレビューする。多く
の流動性ファシリティでは、一部の提供者が適時に送金出来なかった場合、自行のファシリティの範
囲内で、不足する流動性が引き出されることを許容している。

信用補完提供者（Credit Enhancement Providers）
プログラム・レベルの信用補完の最も典型的な形態は、Credit and Reimbursement Agreement に基づ
く、スポンサー銀行からの取消不能信用状（irrevocable letter of credit）である。資金を同日に引き出
せることから、信用状は信用補完に加えて流動性を供給することもある。
プログラム・レベルの信用補完の提供可能額が、ファンディングした裏付資産の信用力に依拠しない
ように設定されている契約であれば、他の形態であっても信用補完は提供されうる。高格付の銀行
からの信用状に加えて、現金担保勘定やモノライン保険会社からの保証証券の形で、プログラム・レ
ベルの信用補完は提供されてきた。また、提供可能額が裏付資産のデフォルト状況ではなく、満期
が到来する ABCP の額とファシリティのコミットメント額に応じて決まる場合、流動性ファシリティによっ
て信用補完が提供されることもある。
通常、流動性銀行に関しては、信用補完提供者の格付あるいは CR 評価は ABCP ノートの格付に相
応したものでなければならない。

ヘッジ代理人（Hedging Agent）
ABCP プログラムでは通常、2 種類のリスクに対処するため、ヘッジまたはスワップが用いられる。それ
らは ABCP の資金調達コストと裏付資産の利回りに関するベーシスリスクと、ABCP の発行通貨と裏付
資産の通貨が異なる場合の通貨リスクである。典型的なヘッジ契約には、金利スワップ（固定から変
動）や、通貨スポット・フォワード契約（米ドル建て ABCP の場合、米ドル以外から米ドル）がある。ほと
んどの場合、ヘッジ・カウンターパーティは ABCP プログラムのスポンサー銀行である。
ABCP プログラムは主に 2 つの方法によって金利リスクおよび通貨リスクに対処している。ひとつはリス
クを直接軽減するヘッジ契約を締結する方法である。この場合、ムーディーズは、格付分析プロセス
においてヘッジ契約の詳細をレビューする。
もうひとつの方法は、プログラムが適切なヘッジ契約を締結しているかの確認をヘッジ代理人の責任
で行う方法である。この場合、ムーディーズは、ヘッジ代理人がプログラム用にアレンジしたヘッジ内
容のレビューは行わず、ヘッジ代理人の格付およびヘッジ代理人からの補償内容に依拠する。ヘッ
ジ契約が不適切または不十分であり、その結果、満期を迎える ABCP の返済またはプログラム費用
を支払うことができない場合には、ヘッジ・カウンターパーティが同日中に不足分を補償することを、
補償規定で広義に規定している。ヘッジ代理人契約にかかる規定がなされることで、金利および通
貨リスクへの対応の柔軟性が非常に高まる。銀行がスポンサーであるプログラムでは、ヘッジ代理人
は事務管理人が兼任することが多く、その場合、ヘッジ代理人の責務は管理契約に規定され、ヘッ
ジ代理人契約は別途締結されないことが多い。
ヘッジ代理人または事務管理人の指示や決定を受けるヘッジ・カウンターパーティが第三者となる
場合もある。ヘッジ・カウンターパーティはプログラムに付与されている格付に相応する格付を有して
いなければならない 43。また、ヘッジ・カウンターパーティは、スワップ取引を日常業務として行ってい
る会社でなければならない。ヘッジ代理人は通常、これらの適格基準に合致したヘッジ・カウンター
パーティがデフォルトしたとしても、その責任は負わない。

43

33

JULY 22, 2020

詳細については、ムーディーズの関連するクロス・セクター格付手法を参照されたい。セクター格付手法およびクロス・
セクター格付手法は「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。

格付手法：アセット・バック・コマーシャル・ペーパーに対するムーディーズの格付アプローチ

ASSET-BACKED COMMERCIAL PAPER

付録 E：オペレーショナル・レビュー
ABCP プログラムの当初格付の付与およびその継続的なモニタリングの手続きには、プログラムのオ
ペレーションのレビューが含まれる。このレビューでは、事務管理人(および場合により他の契約当事
者)を訪問してそのインフラと人員をレビューし、プログラムの運営に向けられるキャパシティとリソース
が当該 ABCP プログラムの要求する格付に相応するかどうかを評価する。プログラムの運営に複数の
当事者が関与する場合は、プログラムのオペレーションの評価の一環として、各当事者と面談しそれ
らの間の意思疎通の度合いをレビューする。

経験と実績
事務管理人を始め主要当事者は ABCP プログラムの運営や類似業務（資産のオリジネーション、スト
ラクチャリング、債務管理など）の遂行に経験があることを実証できなければならない。格付業務の
一環として、事務管理人や他の主要当事者には、経験と実績、運営中のプログラム数、企業として
の斯業経験年数、主要スタッフの関連業務経験などの情報を提供するよう求める。
プログラムのスポンサーには ABCP 市場や他の証券市場での関連業務に長年の経験を有する商業
銀行が就くケースがほとんどとなる。その場合、当該プログラムの運営は銀行業務に組み込まれるの
が普通であり、業務基準やリソースをスポンサーの既存の貸出業務、モニタリング、ファンディング業
務と共有できる利点がある。
ムーディーズは長期にわたって ABCP プログラムの管理状況をモニタリングする。また事務管理人や
その他の主要当事者と定期的に接触し、(i)新たにプログラムでファンディングされた資産、(ii)ストラク
チャーの変更、(iii)月次のプログラム監査報告、をレビューする。モニタリングでは、信用事由が発生
した場合に事務管理人やその他の主要当事者がどのように対処するか（追加サポートの提供意志な
ど）を考慮する。
銀行以外の会社がスポンサーとなる場合、経験と実績が決定的な要素とみなされることがある。プロ
グラムのスポンサーが小規模で経験が浅い場合、スポンサーが経験豊かな第三者と契約を結び、
直接あるいはバックアップとして必要なサービスの全部あるいは一部を担わせることが多々ある。ム
ーディーズは、各当事者の経験・能力が結合し、責任が分担され、業務とシステムが統合されること
で、適正な基準に沿ったプログラムの運営がなされるかどうかを分析する。

組織
ムーディーズは、プログラムの業務の種類と規模に照らして、事務管理人や他の主要当事者の役割
を担う関係チームの組織を評価する。銀行がスポンサーとなるプログラムでは、通常、一つあるいは
複数のオリジネーション・チームやストラクチャリング・チームが、プログラムがファンディングする新規
取引のストラクチャリングを担う。プログラム管理チームは、プログラムのポートフォリオを監視し、発行
基準やパフォーマンス基準が充足されていることを確認し、プログラムのファンディングやその他の債
務を管理する。銀行以外の会社がスポンサーとなるプログラムでは一般的であるが、スポンサーがプ
ログラム管理業務を外部委託する場合は、各当事者の役割を検証するとともに、それらの統合が有
効に機能するかどうかを評価する。実際のオペレーショナル・リスクの分析では、複数の当事者が継
続的に重要な情報（ABCP の支払スケジュールや裏付資産のパフォーマンスなど）を入手できるかど
うかが、重要な評価ポイントとなる。
プログラムを管理する経験豊かなスタッフが何人いるかも重要な考慮事項となる。ABCP プログラム
では、重要スタッフの不在時にも業務を確実に継続し、かつ管理の質を維持するために、スタッフが
お互いに職務を補完できるようにするか、常にバックアップ・スタッフが待機していることが求められる。
業務の手順は理解しやすい言葉で文書化されていなければならない。それらの書類には、プログラ
ムの運営に関わる主要当事者の電話番号、電子メール・アドレスなどの連絡先が記載されていなけ
ればならない。またプログラムには、契約書類だけでなく、業務遂行に必要なフォーム、手続き・手順、
システム利用などに関わる説明書が備わっていなければならない。
ABCP の発行、新規取引や権利放棄の承認など事務管理人の主要任務においてエラーが発生する
リスクを最小化するための管理体制が備わっていることも重要である。プログラムの運営に用いられ
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るシステムやソフトウエア、報告・連絡ツールは、当該プログラムの規模や複雑度合いに適合したもの
でなければならない。
ABCP の格付に求められる迅速性とその支払日の頻度を考慮すると、事務管理人や他の主要当事
者には頑健な事業継続計画を備えることが求められる。商業銀行の場合、銀行監督当局の要求に
より、ABCP プログラムにも適合する事業継続計画を備えているのが普通である。スポンサーが銀行
以外の会社となる場合は、危機管理計画が備わっているか否かを評価する。ここでは、危機時に混
乱を最小限に抑えて業務を継続させるため、文書化され検証済みの計画を有していることが求めら
れる。

他のプログラム運営にかかわる当事者の責務と評価
カストディアンや発行代理人など、プログラムの運営を担うその他の当事者は、それぞれ該当する契
約書で定義された責務を担う。それらの責務は、通常、決済システムへの接続など、一定のインフラ
が必要となる専門サービスとなる。ムーディーズは、分担する責務における経験、レピュテーション、
実績に焦点を当てて、これらの当事者の能力を評価する。
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付録 F：ABCP と MTN の種類
ムーディーズの短期格付は、満期が 397 日以内の債務に付与される。この満期の範囲で、ABCP プ
ログラムは様々な返済条件のノートを発行してきた。ムーディーズの格付分析では、各コマーシャル・
ペーパーが、各条件に従って期日どおりに返済されるかを考慮している。コマーシャル・ペーパーに
は、割引 CP、利付き CP、変動金利 CP、プッタブル／コーラブル CP、延長可能 CP、シリーズ ABCP
などがある。これらを組み合わせたノートを発行するプログラムもある。プログラムが長期債務（長期
格付が付与されるミディアムタームノート（MTN）等）を発行することもある。

割引 CP
最も一般的な CP の形態で、ゼロクーポン債と同様、満期時の額面価格を割引いた価格で発行され
る。販売価格と額面価格の差が、投資家のリターンとなる。期中の利払いはない。満期日以前に、プ
ログラムが CP を期限前弁済することはできず、投資家も CP をプログラムに売り戻すことはできない。

利付き ABCP
定期的な（通常は月次）利払いを伴う長期の CP が発行されることがある。流動性リスク分析では、
期日どおりの利払いおよび満期時の元本返済を考慮している。流動性ファシリティは、これらの支払
をカバーする規模に設定され、支払を行うために引き出しが可能でなければならず、他の返済原資
が利用できない場合にはファシリティを引き出す適切な当事者が存在していることが必要である。

変動金利 ABCP
長期の CP の中には、変動金利型（ベンチマーク指標にスプレッドを上乗せした金利水準。通常は月
次で見直しされる）のものもある。ノートの期間中の支払金利額は発行時には予測不能であり、金利
上昇リスクにどう対応するかを流動性リスク分析で考慮しなければならない。金利上昇リスク対応とし
て、金利スワップでヘッジするプログラム、金利のカバレッジ範囲が変更可能の流動性ファシリティを
用いるプログラム、最悪の金利変動を加味した潜在的なリスク額に対応したファシリティを設定する
プログラムもある。

シリーズ ABCP
あるプログラムから発行される ABCP は、ほとんどの場合、全ての裏付資産およびサポート・ファシリテ
ィによって、同順位かつプロラタの関係で担保されている。他のシリーズとは別の分離された裏付資
産をもとに返済されるシリーズを別々に発行するプログラムもある。そのようなケースでは、各々のシリ
ーズを別々のプログラムから発行された CP と看做して分析を行う。どのような状況であってもシリー
ズの独立性が維持されるために十分な手当てが、リーガル上およびオペレーション上なされているか
を格付分析では考慮している。

ミディアムタームノート
ミディアムタームノート（MTN）の満期は、180 日から 30 ヵ月に設定されており、CP の形態はとらない。
通常、長期格付が付与されているが、短期格付が付与されることもある。MTN では、通常、定期的
な利払い（多くは変動金利）が行われ、その分析の際には長期格付手法が用いられる。
ABCP プログラムが MTN と CP を発行する場合、プログラムの長期信用力と短期格付の両方を考慮
しなければならない。MTN の期日における元利払いが行われなかった場合は通常デフォルトとなり、
プログラムから発行されている全ての債務もデフォルトとして扱われる。ムーディーズの格付分析では、
MTN の長期格付が CP の短期格付に整合的になることを念頭に、MTN と CP の全額が期日どおりに
返済されるかについて分析を行っている。
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MTN の信用力は、前述の全体ポートフォリオ・アプローチを用いて評価する。シングルセラー型プロ
グラムの場合、プログラムの裏付資産に関する長期 ABS 分析に基づく分析を行っている。マルチセ
ラー型の場合、CDOROM 利用する場合がある。フルサポート・プログラムの場合、その信用力はサ
ポート提供者の格付に依存する。
MTN の期日返済は、流動性ファシリティでカバーされていることが多い。ABCP とはやや異なり、短期
の MTN では、いずれかの MTN がデフォルトするとプログラム全体のデフォルトにつながるためである。
MTN が裏付資産によって返済される場合には、裏付資産からの流動性の評価に関するセクションで
述べたような追加の分析が必要となる。

プッタブル／コーラブル ABCP
一部の CP では、満期前に通知を行うことで、投資家がプログラムに CP を売り戻す権利、あるいは満
期前にプログラムが投資家から CP を買い戻す権利を供与しているものもある。いずれの場合であっ
ても、満期前の返済を行う場合にファシリティからの引き出しが可能かどうかを流動性リスク分析で考
慮しなければならない。流動性ファシリティは、返済資金の提供のために引き出し可能でなければな
らず、いずれかの返済原資が確保出来ない限り、買戻し権の行使を認めてはならない。

延長可能 CP
一部のノートでは、プログラムあるいは投資家が満期を延長する権利を有する。予定満期を超える延
長期間は、最終満期日が ABCP の場合は発行日から 397 日以内、MTN の場合は 30 ヵ月以内に
収まることを条件に、数日間のみか、数ヵ月に設定される。ムーディーズの格付は、予定満期日では
なく最終満期日までの返済可能性を考慮している。返済は、裏付資産の売却、裏付資産の回収、
または一部を第三者流動性ファシリティ（100%以下の場合がある）の一部に依存する。
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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。
詳細については、「格付記号と定義」(Rating Symbols and Definitions)を参照されたい。30 年間の累
積期待デフォルト率および損失率は、格付記号と定義で説明されている。
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