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設備リース/ローン債権証券化取引の

格付手法 
Equipment Lease and Loan Securitizations 
Methodology 
 

本信用格付手法は、2020 年 12 月発行の「設備リース/ローン債権を裏付けとする
ABS の格付手法」に置き換わるものである。今回の更新では、集中プールにおける
個別資産のデフォルト確率を導く際に用いる格付を付与されていない債務者に対

するアプローチを調整し、プール規模のセクションを修正し、分散プールの信用分析

を説明する付録を追加し、小口（グラニュラー）プールを裏付けとする米国とカナダ
の設備リース/ローン債権証券化のエクセス・スプレッド分析を精緻化し、編集上の

軽微な修正を加えた。 

本格付手法の対象 

本格付手法は、設備リース債権および設備ローン債権を裏付けとする証券に適用され
る。 

本格付手法は、設備リース/ローン債権証券化取引の信用リスク評価に対するグローバ

ルなアプローチを、格付結果に影響を与える可能性のある定量要因と定性要因を含め
て説明するものである。これらの資産担保証券（ABS）の裏付け資産には、事務機器、
機械設備、医療機器、通信機器、コンピュータ、銀行カードプロセッシング機器、輸送・
農業・建設機械設備などを対象とした「小口リースと一般設備リース」債権が含まれる 。

オリジネーターには、設備メーカーの子会社または関連会社のファイナンス・カンパニ
ー、独立ファイナンス・カンパニー、商業銀行またはその関連会社などがある。リース

取引は、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに大別される。 

本格付手法は通常、設備リース債権の分散されたプールに含まれる場合を除き、鉄
道車両やコンテナ設備を裏付けとするリース/ローン債権や、航空機関連リース債権に

は適用されない。このアプローチは通常、航空機および航空機関連設備を裏付けとす
るローン債権に適用される。 

資産・負債分析と関連するモデリングや他の考慮事項、さらにモニタリング・アプローチ
についても説明する。 
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格付アプローチ 

このセクションでは、資産と取引のストラクチャーの主な特徴を述べ、設備リース/ローン債権を裏付
けとする証券の信用リスク評価に対するアプローチの概要を、格付に影響する可能性のある定量要
因と定性要因を含めて説明する。 

本格付手法に示す一般的な分析の枠組みは、様々な種類の設備リース証券化取引に適用され、ム
ーディーズは、資産プールの分散度や入手可能なデータの種類および量に応じて、プールの損失率の
発生確率分布を求める方法を選択する。本格付手法では、リース（およびローン）特有のリスクに対応
するための追加的な分析についても説明する。 

場合によっては、「設備リース/ローン債権」証券化取引に、不動産や自動車など、設備以外を対象
とするリース債権およびローン債権が含まれることがある 1。ムーディーズはそうした取引を「マルチ・
プール」リース証券化取引と呼ぶ 

主なリスク 

ポートフォリオの信用力 

設備リース証券化取引の主なリスクは、裏付けとなる債務者のデフォルト・リスクである。そのリスクお

よびデフォルト時の損失を検討するにあたり、ムーディーズは、入手可能なデータにより、個々の資産
の特性または複数の資産の平均的な特性に基づいて裏付け資産の信用力を分析する。設備リース

/ローン債権の重要な特性としては、債務者の信用力、設備の種類、設備価値に対する資金調達額
の比率、条件、経過年数、産業セクター、資産の所在地などが挙げられる。これら変数の潜在的な

影響を評価する際には、現在および将来のマクロ経済環境、類似する特性をもつプールの過去のパ
フォーマンス、資産および引き受けの集中、サービシングポリシー、オリジネーターおよびサービサー

の能力の評価も考慮に入れる。 

また、リース設備の残存価値を証券化取引の裏付け資産の一部に含める設備リース証券化取引 2

では、リース期間満了時に返却されたリース設備が、予定残存価格より低い価格での売却となった

場合の潜在的な損失額を検討する。 

取引のストラクチャー 

各クラスの投資家のリスクは、裏付け資産からのキャッシュフローの分配方法、信用補完、取引に関
わる様々なヘッジ手段、資産の損失の分配方法に左右される。また、取引のトリガー条項により分配
方法がどう変更されるかにも影響を受ける。ムーディーズは通常、キャッシュフロー・モデル を用いて、

取引固有のストラクチャーが格付対象証券の各クラスに与える影響を検証する。また、取引のストラ
クチャー上、クロージング後の裏付け資産の追加がどの程度許容されるかも検討する。裏付け資産
の追加は、プールの信用リスクの不確実性およびリスクを高める。 

分析の概要 

設備リース証券化取引に対するムーディーズの分析では、定量・定性の両方の要素を考慮する。定
量分析の主な要素は、裏付け資産のデフォルト率とデフォルト資産の回収率に基づく、裏付け資産

の将来損失の推定である。ムーディーズは通常、様々なプールの期中デフォルト率を推定し、資産
デフォルト率の「確率分布」にまとめる 。並行して回収率の分析も行う。場合によっては、デフォルト
率と回収率が 1 つの資産損失指標としてまとめられ、個別に入手できないことがある。そのようなケ

ースでは、その資産損失指標の将来シナリオの確率を推定して分析を行う。 

 
1  小口の自動車ローン債権/リース債権プールを裏付けとする証券の格付に対するアプローチについては、ムーディーズ

のウェブサイトから入手できるセクター別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。 
2  ファイナンス（キャピタル）リースでは、設備所有に係るリスクと経済的利益が実質的に全てレッシー（設備のユーザー）

に移転され、通常、レッシーは設備の経済的耐用年数の全期間またはほとんどにわたり、当該設備を使用する権利を

有する。設備リース取引を中途解約する場合には規定損害金の支払いが求められ、設備に関する保険、固定資産税

の支払い、設備の保守についてもレッシーが責任を負う。オペレーティング・リースでは、レッシーは設備を使用する権

利はあるが、所有に係るリスクは負わず、リース期間は通常、設備の耐用年数より短い。 

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。 

http://www.moodys.com/
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ムーディーズは、取引のストラクチャーを反映したモデルを使用し、投資家が受け取るキャッシュフロ
ーを異なるシナリオにおいて算定し、そのキャッシュフローの不足額に推定された確率分布に基づく
発生確率を掛け合わせる。つまり、ムーディーズの格付は、投資家が被る期待損失に基づく。 

裏付け資産のデフォルト・シナリオの発生確率を検討する際にとる具体的なアプローチは、入手可能
なデータと、プールの分散度およびグラニュラリティに大きく影響を受ける。例えば、取引プールの分
散度が高く、類似するプールについての十分な過去のパフォーマンス・データが入手できる場合、ム
ーディーズは通常、プールのデフォルト発生の推定に統計的確率分布（対数正規分布等）を用いる。
この方法をムーディーズでは「プール・アプローチ」と呼ぶ。この確率分布は、過去のデータに基づき、
プールの特性の差について調整を加えた、プールの期待デフォルト率および分散についてのムーデ
ィーズの見解を反映する。 

一方、プールについてローン・レベルのデータがある場合、特にプールにおける集中度が高い場合に
は、個々の資産の損失動向を推定してプール特有の確率分布を導くことがある 3。プールのデフォル
ト動向は、(1)特定の資産の特性を考慮してムーディーズが調整を加えた個々の資産のデフォルト確
率、および(2)アセット相関に基づく。この方法をムーディーズでは「個別資産アプローチ」と呼ぶ。場
合によっては、逆正規分布などの確率分布に基づいて、想定される損失動向の分布を導く場合もあ
る（または large homogeneous portfolio 近似）。推定結果が、シミュレーションによる分布に近似する
場合にのみこの方法を用いることもある。両方のデータが入手可能な場合には、両方のアプローチを
用いて分析を検証することがある。 

裏付け資産の一部に残存価値を含むリース証券化取引では、ムーディーズは別種の定量分析を行

う。すなわち、実現残存価値が証券化当初に想定された残存価値（「基準」残存価値）を下回るリス

クを検討する。基準残存価値は、設備の正味簿価とすることが多い。残存価値リスクは、プールにお
ける残存価値の割合、オリジネーターの過去の残存価値実現率、その推移の一貫性、証券化プー

ルおよび検討されている格付へのデータの適用可能性に左右される。 

定量モデリングから導出された出力結果は格付委員会のプロセスにおける重要な考慮事項となる。

しかし、格付委員会が付与する格付には、デフォルトおよび回収の想定に対する感応度分析の結果

を含む様々な定性要因が織り込まれるため、格付がモデルの出力結果から乖離することもある。 

 
3 詳細については付録 1 を参照されたい。 
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図表 1 

設備リース証券化取引の裏付け資産分析に用いる代替手法 

 
出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 

一部の設備リース証券化取引の裏付資産は、付録 2 で説明する通り、プール・アプローチと個別資

産アプローチの両方を用いて分析する。 

資産レベルの分析と関連モデリング 

このセクションでは、設備リース/ローン債権証券化取引の裏付け資産の分析方法と、それらの資産
から発生し得る損失の推定方法について説明する。 

資産デフォルトまたは損失の発生確率分布 

ムーディーズは通常、証券化プールの資産デフォルトまたは損失の発生確率分布を導く際、1 つまた

は複数のアプローチを用いる。 

プールが、十分に分散された多数の資産から構成され、それら資産の全てがほぼ同規模（グラニュ

ラー・プール）で、十分なヒストリカル・パフォーマンス・データを得られる場合、ムーディーズは通常
「プール」アプローチを用い、デフォルトまたは損失の発生確率分布は、対数正規分布等の確率分布
にあてはまるものと想定する。プールの期待損失率およびそのばらつき を推定することにより、固有
の分布を特定する。ばらつきは、資産損失分布の分散または変動係数により測定する。グラニュラ

ー・プールの場合は、債権がランダムにデフォルトしてもプール全体に重大かつ致命的な影響を与え
ることはないため、個々の債権の信用力分析は不要である。 

オリジネーターまたは類似するオリジネーターから、似通ったプールについての十分なヒストリカル・パ
フォーマンス・データが入手できた場合には、ムーディーズはしばしば、それらのデータに基づき、将
来的に異なる推移を生じうる要因についての調整を加えたうえで、そのプールの期待値およびばらつ
きを推定する 4。もっとも、多くの場合にはばらつきを直接推定せず、(a)プールの損失率の推定、およ
び(b)特定の資産プールを裏付けとする証券に Aaa (sf)の格付（または、当該国の自国通貨建てカン
トリー･シーリングが Aaa より低い場合には、取得可能な最高格付）を付与するに相応するとムーディ

 
4  詳細については、「ヒストリカル・データの分析」のセクションを参照されたい。 

設備リース/ローン債権証券化取引の裏付け資産分析 

YES NO 

プールの信用リスク分析 
（資産レベルの分析と関連モデリングのセクションを参照） 

残存価値分析（必要に応じて）  

ステップ 1: プールはグラニュラーか、集中しているか。 

グラニュラー・プール 

ステップ 2: プールの損失を推定するに

十分なヒストリカル・データがあるか 

集中プール 

個別資産アプローチ プール・アプローチ 
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ーズの格付委員会が考える信用補完水準から、ばらつきを推定する。ムーディーズはこの信用補完
水準を「Aaa 水準の」信用補完またはポートフォリオ信用補完と呼ぶことがある。5。 

一方、個々の資産のデータが入手可能な場合、あるいはプールがグラニュラー・プールでない場合、
ムーディーズは通常、資産固有の特性や想定されるアセット相関に基づき、モンテカルロ・シミュレー
ションによって個々の資産のデフォルト動向をシミュレーションする。この「個別資産」アプローチは以
下の場合に特に有効である。 

» 証券化プールの期待値を推定するための、類似するプールのヒストリカル・パフォーマンス・デー

タが十分にない場合、および／または 

» 金額、地域、業種など集中度が高いプールで、個別資産のパフォーマンス動向に影響を受ける

可能性があり、プールのヒストリカル・データに基づいた信頼度の高い推定が困難な場合 6 

この個別資産アプローチでは、デフォルト動向のシミュレーションからプール特有のデフォルト確率分
布を導く。ムーディーズは通常、そのデフォルト確率分布を、デフォルト資産の回収率の推定値ととも
に、取引のキャッシュフロー分析の入力値として用いる。ただし、逆正規分布で推定した分布が、シミ
ュレーションから導いた結果に近いものとなった場合、逆正規分布による近似した分布をキャッシュ
フロー・モデルの入力値とすることがある。また、推定したデフォルト確率分布の平均および分散を、
分析に用いるヒストリカル・データの代替あるいは信頼性検証に用いることもある。 

債務者が少数で債務の規模が著しく大きい場合、それらの債務者のデフォルトについては個別に分
析し、それ以外の資産にはプール・アプローチを用いることもある（分散プール・アプローチについては

付録 2 参照）。 

デフォルトまたは損失を推定するプール・アプローチ 

ヒストリカル・データを用いた期待デフォルト率の推定 

ヒストリカル・データを用いてプールの期待デフォルト率を推定する際、ムーディーズは通常、ヒストリカ

ル・データの検討から「ベースケース」デフォルト率を推定し、次に様々な要因についての調整を加える。 

ヒストリカル・データの分析 

オリジネーターは通常、ネット損失のみ、あるいは累積デフォルトと回収額の二つの要素のいずれか

の形でデータを提供する。後者の場合、ムーディーズは二つの要素をそれぞれ分析して累積デフォ
ルト率および回収率を推定し 、回収のタイミング を併せて検討する。取引によっては、法的ストラク

チャーが回収率想定に影響を及ぼす。例えば、日本の証券化取引において、デフォルト・ローンの交
付が劣後証券の支払いに用いられるケースでは、回収率をゼロとする。デフォルト率と回収率のデー

タが独立している場合、分析では通常、デフォルト率に注目する。7 

オリジネーターが提供するデータは、(a)資産の経年変化を記録したダイナミック・ポートフォリオ・デー
タ（オリジネーターの管理資産のポートフォリオ全体の場合もある）、(b)同一時期に組成された資産

のデータ（ビンテージ・プール・データ、またはスタティック・プール・データ）のいずれかである。多くの
場合、スタティック・プール・データは、過去の証券化取引の裏付け資産プールから得られる。 

スタティック・プール・データは、裏付け資産が固定されたプールを全期間観測するため、新規プー
ルの全期間にわたる累積損失率の推定において、ダイナミック・ポートフォリオ・データに比べてより直
接的に適用可能である。証券化プールの損失率を推定する際に、スタティック・プール・データでは
なくダイナミック・ポートフォリオ・データの情報を利用する必要がある場合、ムーディーズは、a)ポート

フォリオの拡大、b)経年に伴う引受基準変更によるポートフォリオの信用力の変化、c)デフォルトと回
収のタイミングの差、といった要素を考慮し、想定に調整を加える。しかし、そうした調整を加えても、
ダイナミック・ポートフォリオ・データは解釈が困難である場合が多い。 

 
5  詳細については、「期待損失率および信用補完水準からのばらつきの推定」のセクションを参照されたい。 
6  詳細については付録 1 を参照されたい。 
7  「回収率の分析」のセクションを参照されたい。 
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データの外挿 

理論的には、スタティック・プール情報から、証券化プールと比較可能なプールの累積デフォルト・ま
たは純損失データが得られ、証券化プールの期待デフォルト率と純損失、およびそのばらつきを推定
することが可能であるが、実際には、オリジネーターのスタティック・プールが全期間を経たものである
ケースは少ない。一方で全期間を経過していないプール・データにも、期間中に発生しうるデフォルト
について有益な情報が含まれる。そうした不完全なデータを累積デフォルトの分析に用いる際、実績
から推定して、プールの残存期間に関する不完全な部分を補って用いる 8。 

他オリジネーターのデータ 

多くの場合、ムーディーズは、類似するオリジネーターのデータによって、分析を補完する。市場にお
いてオリジネーターの実績が浅いことや、スタティック・プールのパフォーマンスを追跡していない等の
理由から、オリジネーターのスタティック・プール・データが限られる場合もある。また、オリジネーター
の組成・引受・サービシング方針および戦略が最近変更された場合、あるいはヒストリカル・パフォー
マンス・データが対象とする時期とはマクロ経済環境が大きく異なると想定される場合など、オリジネ
ーターのスタティック・プール・データが証券化プールに完全に合致しないこともある。しかし、損失お
よびばらつきの推定の精緻度が低くなれば、他の発行体からのデータにより依拠しなければならなく
なる。ムーディーズは通常、Aaa 水準の信用補完（またはポートフォリオ信用補完）に、より大きなばら
つきが生じるリスクを考慮に入れている。 

ベースケース期待損失率 

ベースケース期待損失率を導く際、ムーディーズは通常、外挿したプールの累積損失率 を平均し、

証券化プールとの類似度合いに基づいてプールにウエイトを適用する。デフォルト・データを外挿した
場合には、外挿した累積デフォルト率の平均から期待デフォルト率を導出する。回収率の想定は次

のステップで織り込む。当該プールが証券化プールと非常に異なる場合や、動向分析にデータが不
十分な場合には、当該プールを全く考慮に入れないこともある。次に、パフォーマンスのトレンド、プー

ル構成の差、ローンの経過期間、オリジネーション基準およびサービシング手順の変更、マクロ経済

環境の潜在的変化を考慮に入れてベースケースに調整を加える。 

プール構成によるベースケースの調整 

例えば以下のようなプールの信用特性の違いが、プールの将来のパフォーマンスに影響を与えるこ

とがある。 

» ローンまたはリースの特性。例えば、設備の価値に対する調達額の比率、当初期間、リースの期

待利回りまたはローン金利、約定償還の形態 9 

» 設備の種類およびメーカー 

» 債務者の特性：地理的集中および債務者の集中、外部または内部信用格付、デット・サービス・

カバレッジ・レシオ 

ヒストリカル・プールが証券化プールと大幅に異なる信用特性をもつ場合、ムーディーズは、そうした

差を考慮してヒストリカル・データからの推定に調整を加える。調整は主観的になされるが、層別デー
タ（一定の特性をもつローン・プールのヒストリカル・パフォーマンス情報）がある場合には、分析対象
プールをより精緻に反映するよう定量的にヒストリカル・データを調整することがある。オリジネーター
は通常、前述の重要な信用特性に基づく層別データを提供する 。層別データを使用する際、ムー
ディーズは分析対象プールを層別ヒストリカル・データと一致するよう分割し、ヒストリカル・パフォーマ
ンスに基づいて証券化プールの損失を予測する。 

契約の経過期間についての調整 

経年の影響度合いは、回収スピードとも関連してロスカーブの形状に左右される。プールの損失が比
較的早期に発生し、回収スピードが緩やかなプールでは、経年に伴い期待損失率が減少する傾向
がある。 

 
8  詳細については付録 3 を参照されたい。 
9  詳細については付録 5 を参照されたい。 
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パフォーマンス・トレンドについての調整 

最近の損失パフォーマンスが過去のパフォーマンスと異なる場合、ムーディーズは、その理由を分析
して、最近のパフォーマンスがトレンドから逸脱しているか否かを判断する。ムーディーズは通常、長
期間にわたって継続し、多数の資産サンプルを反映したトレンドをより重視する。最近のトレンドが継
続すると判断した場合、その期間のデータを最も重要なものとして使用する。また、延滞データに基
づき、最近の損失パフォーマンスに対するムーディーズの見方に調整を加える。延滞データは、損失
データにはまだ反映されていないパフォーマンスのトレンドを示唆することが多い。 

オリジネーターおよびサービサーについての調整 

分析の一環として、ムーディーズは、リース/ローンの組成および引き受けに関するオリジネーターの
質および一貫性を検討する。この検討によって、分析対象プールのヒストリカル・データおよび信用力
を確認することができる。ムーディーズの査定では、資産のパフォーマンスがヒストリカル・パフォーマ
ンスから乖離する要因となりうる、方針および戦略の変更を分析する。また、オリジネーターが質の高
い資産の組成および引き受けを行うインセンティブ、およびサービサーがリース/ローンを回収して損
失を低減させる能力も調査する。 

資産のデフォルトまたは損失を推定する際には、サービサーの回収能力、債務整理および清算の方
法、リース期間満了後に返却された設備の再リースおよび売却の能力、データ処理および報告体制
を検討する。ムーディーズの査定は通常、過去のサービシング実績の定量分析、サービサーの運営
（パフォーマンスを高めるためのインセンティブおよびモチベーション管理を含む）の主観的評価、将
来のパフォーマンスが過去のそれと異なる要因となりうる最近の変化の評価に基づく。また、その評

価に基づき、オリジネーターのスタティック・プールおよびポートフォリオ全体のヒストリカル・パフォーマ

ンスに調整を加えて、プールの損失率を推定する。 

マクロ経済環境の潜在的な変化についての調整 

ムーディーズが分析するヒストリカル・データは、マクロ経済環境によっても影響を受ける。従って、マ
クロ経済の状況が大きく変化すると予想される場合には、期待損失率の推定にも調整を加える 。ム

ーディーズの想定は通常、マクロ経済見通しに基づくが、他のリソースを参照する場合もある。ムーデ
ィーズは、設備リース証券化取引のパフォーマンスにおいて重要な影響を及ぼすと考えるマクロ経済

変数、すなわち、(a)GDP 成長率、(b)企業倒産率、(c)設備の価値（入手可能かつ必要な場合）を重
視する。中南米など、マクロ経済環境がより変動的な地域については、過去の実績への調整が大き

くなることもある。 

デフォルトまたは損失のばらつき 

ムーディーズは、通常デフォルトまたは損失のばらつきを推定するにあたり、2 つの方法のうちどちらか
を採用する。 

期待損失率 および信用補完水準からのばらつきの推定 

最初のアプローチは、損失のばらつきを間接的に検討する方法である。固定回収率を想定する際に

は、このアプローチを損失ではなくデフォルトに適用することがある。当該国または比較対象国に十分
に多数の類似する格付対象取引がある場合には、(1)期待損失率の推定と、(2)特定のプールを裏
付けとする、キャッシュフローが単純化された証券ストラクチャー（シーケンシャル・ウォーターフォー
ルの単純なシニア/劣後資本構造など）について、当該国において取得可能な最高格付 10に相応す
ると格付委員会が判断する信用補完水準（ポートフォリオ信用補完」）から、資産損失のばらつきを
推定する。その信用補完は、(1)当該国（または比較対象国）の既存の類似する取引の信用補完水

準と、(2)特定のプールと類似する取引の間の、ばらつきに影響を与える要因の差異を考慮した調整
から導く。ムーディーズは、そのポートフォリオ信用補完水準を用いて、後述する損失分布の標準偏

差を推定する。推定されたプールの損失水準に対して、ポートフォリオの信用補完が高水準である

ほど、損失分布の標準偏差も大きくなることを示唆する。 

ヒストリカル･データからのばらつきの算定 

もうひとつのアプローチは、観察された累積損失率の標準偏差または変動係数を直接算定し、必要

に応じて通常は情報調整する方法である。これは、長期間においてばらつきを発生させるとみられる

 
10  証券化取引の格付には、当該国の自国通貨建てカントリー･シーリングが適用される。詳細については付録 7 を参照さ

れたい。 
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要因を、より的確に反映することを目的としている 。調整要因は次のセクションで説明する。検証の
ため、格付委員会は通常、そのばらつきとポートフォリオの信用補完をベンチマークとして、他の類似
する取引と比較する。 

ポートフォリオの信用補完は通常、格付委員会が両方のアプローチで検討するため、直説法と間接
法は同等であり、損失分布の推定に寄与する。 

プールの損失のばらつき 

プールのデフォルトまたは損失のばらつきは、次を含む様々な要因 11に左右される。 

» 期待デフォルト率または損失率の水準 

» ヒストリカル・パフォーマンス・データの量、質、関連性 

» オリジネーターの経験および実績 

» サービシングの安定性 

» 資産規模、設備の種類、設備が使用される業種、設備の取扱業者、特定のフランチャイズと債

務者の関係、などのプールの特性 

ストラクチャー上の特徴がばらつきに与える影響 

プレ・ファンディング期間またはリボルビング期間があり、取引の期間中に債権の追加を認めている取
引 では、プールの構成が変化する可能性により、証券化プールの損失推定のばらつきが高まる。そ
の結果、これらの特徴がある場合には、ない場合に比べてばらつきの推定が大きくなる可能性がある。

ばらつきの増大は、資産の追加およびプールの資産の回転率に対する制約に左右される。あるいは、

包括的キャッシュフロー・モデルを用いて取引の推定を行う場合、当初のプールと資産追加後のプ

ールに別々の想定を用いて、リボルビング期間のモデリングを行うことがある。 

これらによるばらつきの増大はいくつかの要素によって軽減される。(1)長期にわたる一貫性あるオリ
ジネーションの実績、(2)債権の追加において逆選択（Adverse selection）をしないとのオリジネーター

の表明、および(3)追加債権の特性に関する厳格な適格基準の採用などである。 

デフォルトまたは損失を推定する個別資産アプローチ 

個々の資産データを用いた平均デフォルト率の推定 

入手可能なヒストリカル・データが限られているか、証券化プールの把握に不十分な場合、あるいは
プールにおけるボロワーまたは業種の集中度が高い場合には 12、個別資産のデータを用いて各資産
のデフォルト確率を推定する。次に、その個別資産のデフォルト確率を用いて各資産のデフォルト・パ
ターンをシミュレーションし、プール全体として統合し、プール固有のデフォルト確率分布を推定する。

モンテカルロ・シミュレーションにより導いた、平均デフォルト率および分布の標準偏差には、特定の
集中や個々の資産の特性が考慮される。 

個別資産のデフォルト確率推定の基本アプローチ（「トップ・ダウン・アプローチ」） 

設備リース証券化取引には、ヒストリカル・プール・データが限定的なものがあり、また資産が分散さ
れたプールについても、個々の資産の主要な特性についてのデータはあるものの各資産の信用評

価がない場合がある 。そうした状況では、ムーディーズは個々の資産のデフォルト確率を推定する。
まず、その国で典型的な設備リース債権に対して、当該国での長期的なデフォルト確率を想定し、
その後、個々の資産固有の特性に応じてデフォルト確率を上下に調整する。調整されたデフォルト
確率、資産の加重平均期間（WAL）およびムーディーズの理想化されたデフォルト率 13により、個々
の資産のデフォルト確率を推定する。ムーディーズはこのアプローチを「トップ・ダウン・アプローチ」と
呼んでいる 14。 

 
11  これら要因の検討方法の詳細については、付録 3 を参照されたい。 
12  詳細については付録 1 参照を参照されたい。 
13  詳細については、ムーディーズのウェブサイトから入手できる「格付記号と定義」を参照されたい。 
14  トップ・ダウン・アプローチおよび中小企業プールを裏付けとする取引に対する格付手法の詳細については、ムーディー

ズのウェブサイト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。 
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個別資産のデフォルト確率推定の代替アプローチ 

プールに大口債務者へのエクスポージャーが含まれ、その著しい規模により集中度の高い資産プー
ルとなっている場合などでは、個別債務者の他の信用力指標を用いて、理想化されたデフォルト率
テーブルによりデフォルト確率を導く。 

» ムーディーズの格付: 債務者に対する公表格付、あるいは非公表のモニター格付がある場合、
ムーディーズは理想化されたデフォルト率テーブルから直接デフォルト確率を推定することがあ
る。 

債務者にムーディーズの格付けが付与されていない場合は、次のいずれかの指標を用いる。 

» クレジット・エスティメート: クレジット・エスティメートを検討することがある（関連事業体の格付から
導いたクレジット・エスティメートを含む）15。 

» クレジット・スコアリング・システム: スコアリング・システムを検討し、必要に応じて関連するマッピ
ングを調整することがある 16。 

» ストラクチャード・クレジット・アセスメント: ストラクチャード・クレジット・アセスメント（SCA）を考慮す
ることがある 17。 

» RiskCalc に基づくデフォルト確率 : 米国の事業会社のデフォルト確率を Moody’s Analytics 
RiskCalcTM (RiskCalc)から導くこと合がある 18。 

» 保守的なデフォルト確率の入力値: 取引のクロージング時に、上記の指標に基づき個別の信用

評価を行うために十分なデータがない債務者がプールに小さい割合で含まれている場合、B2
から Caa2 格付レンジに相当する保守的なデフォルト確率の想定を、それらの格付を付与されて

いない債務者に用いることがある。ただし、個別の信用評価のない債務者がプールの債務残高
に占める比率が 15%未満（当初上限）である場合に限る。さらに、(1) プール全体について、ポー

トフォリオのパフォーマンス測定期間を通じて有効なデータが利用でき、(2) ローン/リースの大半
が、レッシーにとり不可欠とみられ、担保権実行時に高い回収率が期待できる大規模設備を裏

付けとしていると想定する。これらの条件を満たさない場合、ムーディーズが保守的な想定デフ
ォルト確率を用いることができる、個別評価を持たず格付が付与されていない債務者が、クロー

ジング時にプール残高に占める比率は 10%を上限とする。 

取引の期間中、格付けが付与されておらず、個別評価のない債務者が裏付資産プールに占める比
率が当初上限（状況に応じて 15%もしくは 10%）を超えて上昇する可能性がある。そのようなケース

では、所定の当初上限を超える部分の支払いを継続している債務者に対し、Caa3 相当のストレスを

加えたデフォルト確率を想定する（回収率の低下に対する感応度テストを行う場合もある）。 

取引の期間中、格付けが付与されておらず、個別評価のない債務者がプール残高に占める比率が
25%を超え、その状態が 90 日以内に解消されない場合、プールの信用リスクを十分な信頼性をも
って評価できないため、格付を維持しない可能性がある。 

また、いくつかの資産の信用力指標を経時的に更新できないために、取引の期間中、個別評価のな
い債務者が裏付資産プールに占める比率が上限に達するリスクを抑制するため、単一の債務者が
クロージング時にプール残高の 5%超を占める場合、その債務者にムーディーズの格付、クレジット・

エスティメートもしくは SCA が付与されていなければ、格付けを付与しない。 

 
15 詳細については、クレジット・エスティメートに関するクロス・セクター格付手法を参照されたい。セクター別格付手法およ

びクロス・セクター格付はムーディーズのウェブサイトから入手できる。 
16 詳細については、中小企業バランスシート証券化に関する格付手法を参照されたい。セクター別格付手法およびクロ

ス・セクター格付はムーディーズのウェブサイトから入手できる。 
17 詳細については、ムーディーズのウェブサイトから入手できる「格付記号と定義」を参照されたい。 
18 詳細については、ローン担保証券に関する格付手法を参照されたい。セクター別格付手法およびクロス・セクター格付

はムーディーズのウェブサイトから入手できる。 
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個別資産の枠組みにおけるばらつき 

プール固有の分布の推定にモンテカルロ・シミュレーションを用いる場合、分布のばらつき（標準偏差
または変動係数に示される）は、個々の資産の規模の均一度、個々の資産のデフォルト確率、およ
びアセット相関に左右される。シミュレーション分析では、資産の実際の規模を用い、「デフォルトまた
は損失を推定する個別資産アプローチ」のセクションで述べるアプローチに従って、個々の資産のデ
フォルト確率を推定する。アセット相関を検討する際、ムーディーズは、資産が(a)同一の業種グルー
プに属するか、(b)同一国にあるか、(c)プールにおいて集中度の高い業種に属するか、に基づいて推
定する 19。よりグラニュラーなプールについては、通常は逆正規分布のデフォルト分布を用いたモン
テカルロ・シミュレーションによる分布を推定するが、プールのばらつきを過去のプールと比較するた
め、モンテカルロ・シミュレーションから導いた変動係数としての標準偏差、または推定アセット相関を
用いる。分布のばらつきは、取引の期待損失率を推定する際のデフォルト・シナリオに対して用いるウ
エイトに影響を与える。 

回収率分析 

デフォルトと回収のそれぞれのデータがある取引については、過去の回収データから証券化プールの
回収率を想定し、期待されるシナリオに対する不確実性を調整する。ストレスレベルは通常、設備リ
ース証券化取引の目標格付によって異なる。 

また、法的枠組みやストラクチャー上の特徴が、特にオリジネーターやサービサーのデフォルトが発

生した場合に回収額に与える影響も分析する。 

設備の種類が回収額に与える影響  

ムーディーズは、証券化対象資産に最も類似する資産の過去の「実績」に注目して推定回収率を検

討し、過去の実績と異なる将来のパフォーマンスを生み出しうる属性の大きな差異について調整を
加える 20。設備を裏付けとする証券化取引の回収率において特に重要な 2 つの要素とは、対象とな

る設備の種類（例えば、用途が限定的な設備や、技術の陳腐化が急速に進む設備は、回収率が低

くなる傾向にある）と、レッサーまたはレンダーが、デフォルトしたリース/ローン債権の対象設備を再販

売（再販売または再リース）する能力 である。 

小口リース債権については、小規模設備の大半は再販売価値が小さいため、回収率についてのム
ーディーズの想定は通常低い 。小口債権証券化取引のなかには、オリジネーターがネット損失デー

タのみを提供し、デフォルトと回収それぞれのデータは提供しないものがある。そのため、ムーディー
ズは明確な回収率の想定を行わない。中規模から大規模の設備を対象とする取引のデフォルト金

額に対する回収率は、相対的に高い傾向がある。大型設備に関し、非常に詳細な設備の説明、引
受と融資の詳細および/または第三者評価を含む評価額の情報といった詳細な情報を受領する場

合、これらすべての情報を用いて回収率を推定する。大規模設備には、産業用設備、製造設備、
大型輸送設備などがある。 

デフォルトの定義および回収タイミングの影響 

特定の国・地域、または特定の資産種類で用いられるデフォルトの定義は、回収率に影響を及ぼしう
る。例えば、延滞発生の初期に償却された資産の回収率は高くなる傾向がある。これは、資産自体
の「治癒」の可能性が高いためである。またデフォルトの状態が「治癒」されない場合でも、延滞発生
後時間が経過した場合よりも、サービサーがその契約について再交渉し、債務者に残高を自主的に

支払わせようとする傾向が強い。 

回収率は、デフォルト発生から回収までのタイムラグによって影響を受ける。回収が遅くなるほど資産
の毀損が大きくなる。ムーディーズは回収のタイミングを想定するためにヒストリカル・データを使用す
るが、回収タイミングはサービサーのオペレーションの効率性にも左右される。また、当該国で債務
不履行に関する手続きに通常かかる時間などの国固有の事情も、資産のデフォルトから回収実行ま

でのタイムラグに影響を与える。 

 
19  例えば、中小企業ローンに類似した設備ローン/リースのポートフォリオについては、中小企業向けローン債権を裏付け

とする取引の格付手法に示した相関の枠組みを用いる。セクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法はムーデ

ィーズのウェブサイトから入手できる。 
20  不動産が担保の一部となっているマルチ・プール・リースの回収率の分析については付録 9 を参照されたい。 
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オリジネーターのデフォルト時の回収損失 

ムーディーズは、一部の国・地域では、レッサーが破綻するシナリオにおいて、資産デフォルト後に再
販売または再リースされる設備からのキャッシュフローに対する SPV の権利が失われる可能性も考
慮する。そのようなケースでは、推定回収率を調整する 。オリジネーターに対する格付またはクレジ
ット・エスティメートがない場合には、Caa 格付のオリジネーターに相応する保守的なデフォルト率を想
定することがある。各資産について、オリジネーターがデフォルトした場合と、デフォルトしていない場
合の 2 つの回収率を推定する。オリジネーターがデフォルトした場合についてムーディーズが想定す
る水準は、デフォルトしたレッシー側の自主的な支払いを主な回収源として考慮するため低く、30%
を超えることは滅多にない。最終的に、オリジネーターのデフォルト確率と、デフォルトのタイミングに
基づき、証券の損失の加重平均を算定する。 

固定回収率または確率的回収率  

ムーディーズは通常、回収率のストレス・ケースとして、固定回収率をモデルに適用する場合と、確率
的回収率をモデルに組み込む場合とがある。後者は特に、プール固有のデフォルト分布の推定にモン
テカルロ・シミュレーションを用いるケースに適用される場合が多い。確率的回収率の分布は、期待回
収率、回収率の不確実性、回収率の相関、そして分布の形状の想定から導く。確率的回収率は、起
こりうるシナリオごとの発生確率を明示的に反映させることができる。このアプローチでは、適切なストレ
ス回収率（「ストレスを加えた」回収率アプローチ。高い目標格付には、通常、回収率分布の平均値より
低い水準を適用する。）を適用したモデル結果と同一の結果が導かれる。 

期限前返済率の分析 

期限前返済およびリース解約の影響 

期限前返済は二つの面で取引に影響を与える。第一に、高水準の任意期限前返済は資産プール

の累積デフォルト率を低下させる傾向がある。当然なことながら、期限前返済が行われた資産がデ
フォルトすることはない。従って、ムーディーズは、期限前返済がデフォルトの推定に与える影響を織

り込む。 

第二に、高水準の期限前返済は、取引の全期間にわたるエクセス・スプレッドの総額を減少させる傾

向がある。任意であれ強制であれ、期限前返済が行われた資産からはエクセス・スプレッドが創出さ
れなくなる。従って、ムーディーズは、期限前返済率の影響を、エクセス・スプレッドによる信用補完

の分析に織り込む 21。 

期限前返済は、ローンよりリースのほうが少ない。債務者は通常、設備をアップグレードする意向がな
い限りリースの期限前返済を行えないためである 。一部の国・地域では、リース料支払いが税額控

除の対象となるため、レッシーがその財務上の恩恵を受け、リースの期限前返済または解約のインセ
ンティブがさらに抑制される。設備のアップグレードのための解約では通常、レッシー側に規定損害

金が発生するが、実務上はリース会社がそれを免除する場合もある。しかし、リース債権に解約が発
生した場合、証券化取引のオリジネーターは通常、債権残高に相当する価格で当該債権を買い戻
すことを求められる。従って、ムーディーズは、解約率を分析するとともに必要があれば、オリジネー

ターが将来、債権を買い戻す能力を考慮する。 

プールの特性が期限前返済に与える影響 

期限前返済率を分析するにあたり、ムーディーズはオリジネーターのヒストリカル・データが入手でき
ればそれを検討し、類似する取引の期限前返済率と比較し、証券化対象プールが過去の実績と異

なる推移を示す可能性となる要因を検討する。例えば、金利の高いローンは金利の低いローンに比
べて期限前返済のインセンティブが高い。 

期限前返済のリスクは、証券化取引の裏付けとなっている設備リース/ローン債権に対する、オリジネ
ーターの評価方法によって生じることもある。一部の取引では、オリジネーターは、ローンまたはリース
からのキャッシュフローを、（プール全体に適用する）単一の割引率を用いて割り引いて評価している。

そうした割引率は、個々のリース/ローン債権の実際の金利より低い場合が多い。この評価方法を用

 
21 詳細についてはセクション 3.2「エクセス･スプレッドの効果の評価」を参照されたい。 
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いることで、金利の高い債権の期限前返済が金利の低い債権より早く進むことによる、新たな期限前
返済リスクが生じる 22。 

取引のストラクチャーの分析と負債モデリング 

このセクションでは、設備リース/ローン債権証券化取引のストラクチャー上の特徴の分析方法を説
明する。これには、資産のキャッシュフローと利用可能な信用補完を考慮しながら、異なるクラスの
証券へのキャッシュフローをどのようにモデル化し、配分するかが含まれる。 

モデルによる期待損失の推定 

ムーディーズは通常、投資家が被りうる損失を評価するにあたり、確率モデルを、取引のキャッシュ
フロー・モデルと併せて用いる。資産の損失シナリオは、ムーディーズの推定した確率分布に応じた
頻度で発生すると想定する。モデルは、様々な信用補完や異なる取引のストラクチャーがもたらす
効果を評価する一助となる。モデルの種類は、取引の実際のキャッシュフロー構造の複雑さによって
異なる。 

一部の確立された市場では、設備を裏付けとする証券化取引のキャッシュフロー構造が標準化され
ており、同一の基本的なストラクチャーが繰り返し用いられることがある。そうした場合には、異なるク
ラスの証券の期待損失を分析するにあたり、一般的で簡易なモデルを用いることが多く、場合によっ

ては１つまたはいくつかの個別の特徴について別のモデリングにより補足することもある 。標準的なス
トラクチャーの主な特徴として、次が挙げられる。(a) 全ての証券に対する利払いは、トラスティーに対

する手数料およびサービシング手数料の次に優先度が高く、全ての元本支払いに優先する、(b) 証
券の元本は、様々なクラスの証券の間で順次支払われ、最も上位にある証券について全額支払い

がなされるまで全額が充当される（シークエンシャル・ペイメント）、(c) 設備を裏付けとする証券化取

引のある分配期間に支払われる元本は、当該期間のプールの割引後元本残高の減額に相当する。 

シーケンシャル・ペイメント構造の取引では償還が非常に速く進むと考えられるため、場合によっては、

高い信用補完をモデリングに用いることによりアモチゼーション効果を織り込み（通常、クロージング後

の数ヵ月間）、他の入力値もそれに応じて調整することがある。 

一部の地域では、繰り返し発行する発行体が少なく、ストラクチャーはより多様で複雑となる傾向が
ある。その場合、ムーディーズは、格付分析上大きな影響をもたらす可能性のあるストラクチャー上

の特徴やリスクを反映できる、より包括的なキャッシュフロー・モデル・ツールを用いる。この包括的な
キャッシュフロー・モデルである ABSROMTM を用いて、設備リース/ローンポートフォリオからのキャッシ
ュフローと、関連する負債構造をモデル化することができる。モデルからは様々な損失シナリオと、証
券個別の期待損失、加重平均期間、デフォルト確率を含む出力結果が得られる。このようなモデル
の主要な入力値には通常、以下が含まれる。 

» 各期間の資産利回り（利回り低下につながりうるストレス考慮後） 

» 資産の約定返済 

» 資産の期限前返済率についての想定 

» 取引期間にわたる資産損失あるいはデフォルトのタイミングについての想定 

» デフォルト資産の回収までのタイムラグの想定 

» 取引手数料 

» 証券の金利（金利スワップの効果を含む） 

» 準備金の額（金額が変わる条件を含む） 

» 取引の様々な関係当事者（および異なるクラスおよびトランシェ）間でのキャッシュフローおよび

損失の配分 

 
22  詳細については付録 6 を参照されたい。 
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» 配分を変更させうるトリガー 

取引期間における損失もしくはデフォルトのタイミングをモデル化する際、取引の全期間にわたって一

定のデフォルト率を想定し、デフォルト・タイミングのカーブがフラットになると想定する場合もあれば、

ヒストリカル・データに基づいてデフォルトのタイミングを導く場合もある。また、デフォルト・タイミングに

ついて感応度分析を行い、モデルの出力結果のデフォルト・タイミングに対する感応度が著しく高い

場合には格付を調整することもある。 

エクセス・スプレッドの効果 

エクセス・スプレッドは、リース/ローン債権からの受取利息から、(1)証券の支払利息と(2)取引手数料
の合計を差し引いた額であり、投資家にとって大きな信用補完となる。しかし、その信用補完としての
正確な額は証券化時点では不明であり、主に以下の 3 つの要素に左右される。 

» 金利の高い債権が期限前返済されることにより、取引期間中における資産の平均金利が変動

する可能性（ムーディーズはこれを、加重平均金利（WAC）の低下または利回り低下としてい

る）：通常、キャッシュフロー評価に割引法が用いられるリース証券化取引には当てはまらない。 

» リース/ローン債権の期限前返済のスピード 

» 投資家に対する信用補完として必要となる前に流出するエクセス・スプレッドの額：通常、資産

の損失発生が相対的に少ない、証券化取引初期に流出するリスクが最も高い。 

こうしたリスクをどう評価するかは、包括的キャッシュフロー・モデルを用いるか、より簡易で一般的な

モデルを用いるかによって異なってくる。包括的なモデルを用いる場合、想定を直接モデルに織り込

んでリスクを考慮する。具体的には以下の想定を行う。 

» プールの一定割合を上限として金利の高い資産は直ちに期限前返済が発生する。直ちに期限

前返済が行われると想定する割合は、ヒストリカル・データに基づき検討する。これは資産の種

類によって異なることがある。 

» 期限前返済率はムーディーズの想定より高い。 

» 典型的な資産損失の発生タイミングに従う。資産損失の発生は、取引の初期には比較的少なく、

取引契約上エクセス・スプレッドを「確保」する何らかの手段が規定されていない限り、エクセス・

スプレッドが流出する可能性がある。 

簡易で一般的なモデルを用いる場合、まず「ストレス」エクセス・スプレッドの総額を、別のモジュール
を用いて、以下の想定を踏まえて推定する。 

» 最も金利の高い資産については、直ちに期限前返済が発生する。 

» 期限前返済率はムーディーズの想定より高い。 

» 証券化取引の初年度に発生すると想定されるエクセス・スプレッドの一部が流出する。 

次に、エクセス・スプレッドの効果を、裏付け資産プールで発生が予想される累積信用損失と確実な
信用補完（優先劣後構造、超過担保、準備金等）の金額とに直接リンクさせる。この 2 つめのエクセ
ス・スプレッドの算出手法では、エクセス・スプレッドの効果は、(1) ローンの期限前返済のスピードと取
引期間における回収額、(2) 投資家保護に必要となる前に「流出」するエクセス・スプレッドの額といっ
た要因に左右される。 

第 2 の算出手法では、エクセス・スプレッドと、一定の期限前返済を想定した場合に予想される裏付
け資産プールの累積信用損失との間に直線的な関係があると想定し、累積信用損失が大きいほど、

エクセス・スプレッドは小さくなるとする。次に、プールの損失額が、各証券に利用可能なエクセス・ス
プレッドと利用可能な確実な信用補完（優先劣後構造、超過担保、準備金等）との合計と等しくなる
よう設定し、ブレークイーブン・ロスを推定する。証券のブレークイーブン・ロスは、最初に発生した損
失額が証券に返される前の、プールで発生した損失の水準である。証券のブレークイーブン・ロスが
得られれば、各証券で利用可能な確実な信用補完の金額をブレークイーブン・ロスから差し引き、

「ブレークイーブン・エクセス・スプレッド」を導出する。 
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(1) ストレス・エクセス・スプレッドと、(2) プールの累積損失と証券で利用可能な確実な信用補完とに
リンクしたブレークイーブン・エクセス・スプレッドとのいずれか小さい方が、最終的なエクセス・スプレッ
ドの効果とされる。 

リース証券化取引のエクセス・スプレッドを評価する際、ムーディーズは、リースのキャッシュフローの
評価方法を、リースの実質利子率との比較において考慮する。すなわち、割引率がリースの実質利
子率より低ければ、当該リースのエクセス・スプレッドは少なくなる 23。 

最後に、残存価値が証券化の対象とならないリース証券化取引では、残存価値からの利息相当額
は利用可能なエクセス・スプレッドとなる。ムーディーズはエクセス・スプレッドの効果を評価する際、
この点を考慮に入れる。 

追加的な信用補完としての残存価値 

米国の証券化取引では、リース期間終了時の残存価値が追加的な信用補完として用いられること
もある。 

通常、設備を裏付けとする証券化取引では、残存価値を信用補完として利用することを可能にする
さまざまなストラクチャーが用いられる。オリジネーターがリース設備の残存価値の一部を証券化取
引の対象とする場合（あるいは残存価値を証券化取引の対象としない場合）、証券化されない残存

価値からの収益はエクセス・スプレッドとして機能する。エクセス・スプレッドは、相殺の対象となるデフ
ォルトが発生していない、あるいは一定期間蓄積するメカニズムがなければエクイティ保有者へ還元

される。そのため、証券化取引期間中における残存価値の期日とデフォルト発生時期の相互関係に

より、残存価値の使用可否が決まる。 

残存価値に適用されるヘアカットは個別に決められ、前のセクションで説明された要因やその他の要

因によって調整される。 

» 証券化取引期間中の残存価値相当額の配分とデフォルト・タイミング・カーブの形状（「使わな

ければ無効になる(use-it or lose-it)」方式）。エクセス・スプレッドと同様に、デフォルトの補填あ

るいは、準備金勘定や超過担保の加算に残存価値が必要とならない場合、残存価値支払額

は発行体に還元され、それ以降に発生するリース債権のデフォルトには相殺に使用できない。こ

れは「使わなければ無効になる」方式の効果である。プールの残存価値が実現するタイミングと、

デフォルトが発生しうるタイミングを比較・分析して、使わなければ無効になる残存価値の程度を

判断する。例えば、当初 6 ヶ月はデフォルトが発生する可能性が低いことがデフォルトカーブで

示される一方で、計上された残存価値の 10%がこの期間に割り当てられている場合、残存価値

を準備金勘定であるいは超過担保として留保するストラクチャー上の手当てがなければ、これら

の残存価値は流出する可能性が高い。他方、残存価値の実現時期が証券化取引期間の終盤

に集中している場合、残存価値が留保されていなくても、証券化取引期間の終盤に発生するデ

フォルトの補填に残存価値を利用できるため、「使わなければ無効になる」方式に対するヘアカ

ットは小さい。 

» リース債権の損失の相殺に残存価値と準備金を使用する順位。準備金を使用する前に残存価

値を使用してデフォルトを相殺する場合、「使わなければ無効になる」方式の影響は減少する。 

» 全体のデフォルト水準および債務者集中。残存価値が規定されている契約で債務者がデフォ

ルトした場合、裏付資産の売却代金が契約上の残存価値を下回る可能性が高い。つまり、裏付

資産となるリース契約がデフォルトすれば、信託は信用補完として残存価値に頼ることができな

い。そのため、格付水準に応じたデフォルトを考慮に入れ、実現残存価値に追加的なストレスを

加えなければならない。 

 
23  詳細については付録 6 を参照されたい。 



 

  

15 SEPTEMBER 21, 2021 格付手法：設備リース/ローン債権証券化取引の格付手法 
 

ASSET-BACKED SECURITIES 

短期（マネー・マーケット）トランシェのリスク 

一部の証券化取引には発行から 13 カ月以内に償還期日が到来するマネー・マーケットトランシェが
含まれる。ムーディーズの分析において重要なのは、このような証券化取引が法定最終償還期日ま
でに、トランシェを償還するために十分なキャッシュフローを確保できるかどうかの可能性を検討（利
用可能な流動性勘定の考慮も含む）することである。このリスクの分析に際して、ムーディーズは裏
付け資産からキャッシュフローが発生するタイミングに焦点を当てる。 

ムーディーズは、マネー・マーケットトランシェを Prime-1(sf)に格付するために、ベースケース・シナリ
オでは、ムーディーズは通常、法定最終償還期日の少なくとも 3 ヶ月前にトランシェを全額償還する
ために十分なキャッシュフローがあることを想定する。キャッシュフローの評価において、マネー・マー
ケットトランシェの法定最終償還期日までに予想されるデフォルト率、回収率、期限前返済率、実現
残存価値、回収ラグを検討する。サービサーの業務が中断し、それに伴い支払いが遅延する可能
性が高まる場合、あるいは裏付け資産からの支払いが変動しやすい特性を有する場合、3 ヶ月以上
のクッションを必要とすることもある。 

また、「ストレス」シナリオ（延滞率および損失率が高く、期限前返済率および実現残存価値が低く、
回収に想定より長いタイムラグを伴う場合）において、償還期日前に証券化取引の裏付け資産からト
ランシェへの支払いを行う十分なキャッシュフローが創出されるか否かを検討する。 

シンセティック取引固有のリスク 

信用リスクがシンセティック型で移転される場合（クレジット・デフォルト・スワップの使用などによる）、

ムーディーズは分析において次の事項に注目する。 

(1) クレジット・イベント（支払不履行、破産、および部分的リストラクチャリング、損失など）の定義 。
定義は、クレジット・プロテクションの支払いにつながる偶発事象の数および種類、ならびに定量

化における主観レベルによって厳格と捉えられる場合もあれば緩やかと捉えられる場合もある。 

(2) クレジット・プロテクションの買い手であるオリジネーターに関するカウンターパーティ・リスク（オリ

ジネーターの信用力に応じて先払いすることでこのリスクは軽減される）。 

(3) 損失配分のメカニズム。損失金額は一般に、クレジット・プロテクションの支払額(クレジット・イベ

ントの発生によって発生する、発行体/売り手からオリジネーター/買い手への支払額)として定義

される。損失が配分されるノートは損失金額の分だけ償却される。 

(4) シンセティック型のエクセス・スプレッドのメカニズム （あれば）。通常、エクセス・スプレッドは、(i) 
「使わなければ無効になる(use-it or lose-it)」方式、すなわち通常 1 四半期か 1 年の一定期間
に一定額(一般に未償却ノート残高または稼働ポートフォリオの一定割合)が利用可能となる方
式（この場合デフォルト時期が重要になる）か、(ii) トラップ方式、すなわち通常は未償却証券残
高または稼働ポートフォリオの一定割合が利用可能になる方式、のいずれかの方法で利用で

きる。各期間に使用されなかったエクセス・スプレッドは特定の勘定に蓄積される。 

(5) (a) クレジット・イベントの通知（通常、公開情報は利用できない）および(b)計算代理人として行う

損失金額の算定をクレジット・プロテクションの買い手に依存することに起因する潜在的なモラ
ル・ハザードの可能性（独立した第三者が実施する検証のプロセスがあればそれが軽減要因と
なる）24。 

期待損失アプローチおよびモデルの出力結果の使用 

ムーディーズは通常、モデルを用いて、各資産損失シナリオにおける証券損失率を算定する。モデ
ルでは次に、確率分布に示唆される発生確率を各シナリオの証券損失率に乗じる。その後、発生確
率を乗じた各シナリオの証券損失率を加算して、証券の期待損失率を算定する。ムーディーズは、

 
24  詳細については、証券化商品のカウンターパーティ・リスク評価手法およびコーポレート・シンセティック CDO の格付手

法を参照されたい。セクター別およびクロス・セクター格付手法はムーディーズのウェブサイトから入手できる。 
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証券の期待損失率、証券の加重平均年限、ムーディーズの格付カテゴリーの間の関係に基づき、モ
デルの出力結果を検討する 25。 

米国やカナダでオリジネートされるグラニュラーな、あるいは分散した設備リース/ローン債権を裏付け
とする ABS 案件には、一般的で比較的簡便なモデルである Multi-Class を用いる。Multi-Class はポ
ートフォリオの期待損失や Aaa 水準のストレスに相応する損失などの想定を用いて、裏付資産の損
失の対数正規分布を特定する。ムーディーズは優先劣後構造を考慮し、Multi-Class を用いて様々
な証券の潜在的損失を導く。特別な特徴を追加で分析し、モデリングを補完することもある 。 

この分析は、裏付け資産の信用リスク、すなわち債務者のデフォルト・リスクを反映する。残存価値を
見込む取引では、信用補完の総額が、裏付け資産の信用リスクと、実現残存価値が想定価値に満
たないリスクの双方を相殺するに十分か否かを検討する。すなわち、特定の格付に相応するとムー
ディーズが考える信用補完の総額は、(a)ムーディーズが資産の信用リスクに相応するとみなす額
（「資産分析と関連モデリング」のセクション参照）と、(b)残存価値リスクに対応するとみなす額（以下
「残存価値リスク」のセクション参照）の合計である。 

4. 残存価値リスク 

4.1 残存価値リスクの定義 

一部のリース証券化取引（特にオペレーティング・リース債権を裏付けとする取引）では、リース期間
終了時の設備の想定残存価値を裏付け資産の一部としている。想定残存価値は設備の売却また

は再リースにより実現可能である。しかし、想定残存価値が実現しない場合は、信用補完によってそ

のリスクを相殺しなければならない。 

残存価値リスクの分析は、残存価値から構成されるプール部分のみに適用され、信用リスク分析と
は独立したものである。ムーディーズのモデルでは、残存価値が実現する段階に達した（すなわちデ

フォルトしないと想定される）リース債権のみに残存価値分析を適用する。 

ムーディーズは、以下の式を用いて、残存価値リスクを相殺するために必要な信用補完を検討する。

ここでは、目標格付を Aaa と想定する。目標格付がこれより低い場合は、ヘアカットを調整する。 

計算式 1 

残存価値リスクに対する信用補完＝（プールにおける残存価値の割合） X 

（1–リース債権のデフォルト確率） X 

（Aaa 水準 の残存価値ヘアカット） 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 

欧州の一部のファイナンス・リース取引や、設備の残存価値が、実際の市場価値より大幅に低くなる
ことが一般的なファイナンス・リースを裏付けとする証券化取引では、レッシーがリース期間終了時に
設備の買い取りを行わないとした場合、オリジネーターが証券化ビークルに対する支払いを継続しな
ければならない。このような場合、オリジネーターの信用力を分析に織り込むことで残存価値の損失
を低減しつつ、債務の残存価値を評価する。 

残存価値リスクに晒されるプールに対する信用補完：算定例 

図表 2 は、格付 Aaa の証券の残存価値リスクに見合うとムーディーズがみなす信用補完、および

Aaa 水準の信用補完（残存価値リスクと信用リスクをカバーする信用補完）の算定例を示したもので
ある。 

 
25  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」の中の「理想化されたデ

フォルト確率と期待損失」についての説明、およびセクション 9 の「損失ベンチマーク」を参照されたい。 
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図表 2 

残存価値リスクのあるプールにおける Aaa 水準信用補完の算定例 
 変数 数値 算定根拠 

（1） プールにおける残存価値の割合 
（現在価値ベース） 

18% 募集要項、目論見書のデータ 

（2） Aaa 水準の残存価値のヘアカット 60% 残存価値の実現に影響を与える様々な考慮事項に基づく格付委員会の判断 

（3） 期待損失率 3% スタティック・プール分析およびその他の考慮事項に基づく格付委員会の判断 

（4） 信用リスクに対する Aaa 水準の信用補完 15% 期待損失率、損失の変動性、その他多数の要因に基づく格付委員会の判断 

（5） 回収率 20% 過去の回収率に基づく格付委員会の判断 

（6） Aaa 水準のデフォルト確率 18.75% (4)/[1-(5)] 

（7） 残存価値リスクに対する Aaa 水準の信用補完 8.78% (1)*[1- (6)]*(2) 

（8） Aaa 水準の信用補完 23.78% (7)+(4) 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

残存価値リスクに影響を与える要因 

プールに含まれるリース債権のデフォルト確率は、リース債権の期待損失率と回収率から導くことが
できる。実現されない残存価値の割合（すなわち残存価値のヘアカット）に関する想定は、以下の要
素を踏まえる。 

» 検討される目標格付 

» 高水準の格付に対する高水準のヘアカット 

» 設備をセカンダリー・マーケットで再販売、あるいは再リースするレッサーの能力 

» レッサーが設備の再販売・再リースを継続する能力、およびレッサー交替の実現性 

サービサーが残存価値を実現する高い能力を有していたとしても、サービサーが経営難に陥れ

ば残存価値の実現が妨げられる可能性がある。サービサーの格付が低い、あるいは格付が付
与されていない場合、そのリスクは高まる。また、能力のある代替サービサーを確保することが

困難と見られる場合にも、そのリスクが高まる。そうした事例は、特殊な設備種類の場合にしばし

ば生じる。 

» 残存価値の実現におけるオリジネーターの実績 

» オリジネーターの過去のパフォーマンスの一貫性 

» レッシーの信用力 

レッシーの信用力は、リース期間終了時に設備を買い取る、あるいはリース期間を延長する可
能性に影響を与える。 

» プールに含まれる設備の種類 

残存価値の実現性は設備の種類に左右される傾向がある。設備買い替えの固定費が高い場
合には、レッシーが設備を買い取るかリース期間を延長する可能性が高い。例えば、通信設備

は買い替え費用が高いため、レッシーによる買い取り・延長の可能性が高い傾向がある。 

» 設備の種類の集中 

設備種類の集中度が高い場合、特定の設備種類の残存価値の予想外の下落により影響を受
ける可能性が高くなる。 

損失ベンチマーク 

設備リース／ローン債権を裏付けとする ABS のモデルの出力結果を検討する際、ムーディーズはい

くつかの異なる手法を用いて損失ベンチマークを決定する。 
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米国またはカナダでオリジネートされたグラニュラーな設備リース／ローン債権プールを裏付けとする
ABS のモデルの出力結果を検討する際、ムーディーズは内部収益率（IRR）ベンチマークを用いる。モ
デル化された IRR の引き下げは、ムーディーズの IRR の引き下げ表における基準格付と関連付けられ
る 26。この表は、格付水準に関連付けられる内部収益率の引き下げを示したものである。 

その他の設備リース／ローン債権プールを裏付けとする ABS（米国またはカナダでオリジネートされた
グラニュラーでないプールを裏付けとする ABS を含む）のモデルの出力結果を検討する際には、理
想化された期待損失率テーブル 27を参照し、標準アシンメトリック･レンジを用いる損失ベンチマーク
を選択する。標準アシンメトリック・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
損失率の、対数スケール上で 80 対 20 の加重平均で計算される。当初格付および格上げにおいて
は、特定の格付に相応する損失の上限は、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対数スケール上の 80 対 20 の加重平均
で計算される。格下げ方向での格付のモニタリング時には、損失の上限は対数スケール上で 50 対
50 の加重平均で計算される。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。 

計算式 2 

 

 

 

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。 

» 当初格付の上限損失 Rは、当初格付されたか格上げされた格付 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。 

» 現行格付の上限損失 R は、現在の格付 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。 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 

日本でオリジネートされた一部の設備リース/ローン債権を裏付とする ABS では、理想化された期待

損失率や IRR ベンチマークへのマッピングを行わず、シナリオの破綻を評価するモデルを用いる。 

 
26  詳細については、ムーディーズのウェブサイトから入手できる「格付記号と定義」の中の「内部収益率（IRR）の引き下げ」

についての説明を参照されたい。 
27  詳細については、ムーディーズのウェブサイトから入手できる「格付記号と定義」の中の「理想化されたデフォルト率およ

び期待損失率」についての説明を参照されたい。 
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その他の考慮事項 

ムーディーズは、資産分析、ストラクチャー分析、負債分析に加えて、カウンターパーティ・リスク、法
的リスク、カントリー・シーリング、環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する考慮事項など、他の定量・定
性要因を信用分析において考慮する。 

カウンターパーティ・リスク 

ムーディーズは、信用分析のそれぞれの段階において、様々なカウンターパーティ関連リスクを考慮
し、織り込む。具体的に考慮するリスクは、ヘッジ・カウンターパーティ・リスク、オペレーショナル・リス
ク、コミングリング・リスク、口座銀行リスク、相殺リスクである 28。 

設備を裏付けとする証券化取引のパフォーマンスは、裏付けポートフォリオの信用力だけではなく、
次の要素に依存する部分も大きい。 

» ヘッジ・カウンターパーティの信用力（存在する場合） 

» サービサー、キャッシュ・マネージャー、トラスティーなど様々な当事者のパフォーマンス 

» 発行体の口座銀行の信用力と発行体の投資対象（存在する場合）の質 

これらのカウンターパーティの役割、その役割を果たす能力、運営と財務の安定性、取引に組み込

まれたバックアップ・メカニズムを分析する。 

ヘッジ・カウンターパーティ 

ヘッジ・カウンターパーティへのエクスポージャーによる格付への影響を分析する。これには、取引が
ヘッジなしとなる可能性や追加損失が発生する可能性の評価が含まれる。分析の一環として、リンク

と追加損失を織り込み、格付を調整することがある。 

オペレーショナル・リスク 

オペレーショナル・リスクは、様々な要因から生じ得る。証券化取引のサービス・プロバイダーの財務
逼迫に起因するキャッシュフローの中断もそのひとつである。分析の一環として、支払いが中断するリ

スクと、サービサー、キャッシュ・マネージャーあるいはトラスティー、それらに類する関連者の役割を

考慮する。 

取引のストラクチャーがオペレーショナル・リスクに十分に対応していない場合、取引が最高格付を

達成するのが困難になることがある。ムーディーズは、クロス・セクターの格付手法に示されたガイドラ
インに従って、一般的なオペレーショナル・リスクを分析する。オペレーティング・リースに関わる取引

は、以下に示す特殊な種類のオペレーショナル・リスクにさらされることがある。 

オペレーティング・リースは、(a) 設備の耐用期間に比べてリース期間が短く、(b) レッサーが資産の所
有権を維持してリース期間終了時の資産の残存価値リスクも負うものである。レッシーにはその時点
で、リースを継続する、設備を返却する、または設備を市場価値で買い取るといった選択肢がある。
オペレーティング・リースを裏付けとする証券化取引には通常、残存価値が含まれる。また、一部の
取引は、証券化プールに適格基準を満たしたロールオーバー債権を含むストラクチャーとなっている。

その結果、オペレーティング・リースはファイナンス・リースよりもオリジネーターとのリンクが強く、ムー
ディーズは、レッサーの破綻が資産のキャッシュフローに与える影響を検討する。 

一部のファイナンス・リース契約にも、オリジネーターの事業継続に依拠する特性を有するものがある 29。

例えば、債務超過に陥ったオリジネーターがリース設備に関する債務の履行（例えばメンテナンス）を
停止した場合、リース契約の終了または相殺リスク発生の可能性が生じる。ムーディーズはこうしたリ
スクを、適用される法的枠組み、および債務超過に陥ったレッサーがサービサー機能を継続する能

力とインセンティブを考慮して検討する。 

 
28  詳細については、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。セクター別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ウェブサイトから入手できる。 

29  詳細については付録 5 を参照されたい。 
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口座銀行と投資 

口座銀行と一時的な投資に関する分析は次の 3 つのステップで構成される。(1) 口座銀行の格付に
対する「格付アップリフト」を評価し、「調整後」格付けを決定する、(2) 調整後格付が一定基準を下
回る場合、取引のエクスポージャーを評価し、リスクを「標準的」エクスポージャーと「強い」エクスポ
ージャーとのいずれかに分類する、(3) 他の定量・定性要因を考慮し、取引に付与しうる格付の条件
を決定する。 

コミングリング・リスク 

設備リース証券化取引では、投資家に支払うべき資金が発行体の口座に送金される前に、他の取
引関係者の資金と混同（コミングル）される可能性がある。他の取引関係者が破産した場合、コミン
グルした資金の出所と所有権を確定することが難しく、投資家に追加損失が発生することがある。分
析では、取引におけるコミングリング・リスクの有無を把握し、当該関連者の信用力を評価し、追加損
失に織り込む。 

相殺リスク 

設備リース/ローン債権証券化取引では、（オリジネーターである）銀行の破綻後、債務者がローン残
高を預金残高で相殺する場合などに発生しうる。相殺額はローン債権プールの元本残高を減らし、
実質的にローン債権の損失となる。預金保険制度により保護されるリテール預金の場合、通常このリ
スクは低い。ただし、預金保険制度を持たない国・地域や、事業会社セクターや公的セクターの債務
者については高いリスクとなる可能性がある。 

このリスクを分析するにあたり、ムーディーズは、その国・地域における預金相殺権を規定する法規

制を分析する。 

預金相殺を認める国・地域の取引で、相殺リスクを十分に低減するためのストラクチャー上の保護が

ない場合、オリジネーターのデフォルト確率とオリジネーターがローンの債務者に負う債務額をモデル

に組み込んで、潜在的な相殺リスクへのエクスポージャーを推定する 30。 

設備リース/ローン債権証券化取引の場合、預金以外の契約上の請求から発生する相殺リスクに晒
される可能性もある。このようなケースでは、リスク緩和要因を評価し、十分でないと判断される場合

は、相殺により増加する期待損失を推定する。 

法的リスク 

投資家が負担する期待損失に影響を与えうる法的リスクを評価する。特に、発行体の倒産隔離の
有無がどのような法的影響をもたらしうるかを検討する。クロージング時に法的意見をレビューし、取

引で特定される主な法的リスクに対する意見を形成する。 

取引のスポンサーまたは証券の発行体の破産によって取引が受ける影響に対し、取引がどの程度
保護されているかを分析する。潜在的な影響としては、投資家への支払い遅延、破産処理において
投資家が無担保債権者となる可能性や、一部のケースでは、破産した事業体に対する債権と裏付
け資産の債権が相殺されることにより、キャッシュフローの一部が失われる可能性が挙げられる。リー
ス債権を資産プールに含む証券化取引においては、破産したレッシーがリース契約の履行を拒否す
ることによって、投資家へのキャッシュフローがどの程度リスクに晒されるかについても検討する。 

オリジネーターの破産 

オリジネーターが倒産隔離され、(1) オリジネーターによる、もしくはオリジネーターに対する破産申請
が行われる可能性、あるいは(2) 発行体の資産・負債が破産した関連会社の資産・負債と実質的に
一体化している可能性が、格付に影響を与えないほど低いかどうかを分析する。オリジネーターが倒
産隔離されていないと判断した場合、破産の可能性とそれが投資家にもたらしうるマイナスの影響に

基づき、ケース・バイ・ケースで格付への潜在的影響を評価する。 

オリジネーターの破産の可能性の分析では、以下の要因を考慮する。 

 
30 詳細については、相殺関連リスクの分析を含む証券化商品のカウンターパーティ・リスク評価に関するクロス・セクター

格付手法を参照されたい。セクター別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ウェブサイトから入手

できる。 
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» オリジネーターが債権を売却したか否か（「真正売買」か否か） 

» スポンサーの破綻時に、裁判所が債権の所有者、証券化取引の受託者、スポンサーを連結し

たか否か（「実質的連結」） 

» オリジネーターが破産法の適用申請による保護を申し出た場合、証券化取引の受託者が裏付

け資産の所有権の主張または担保権の行使を行うことができるか否か（「対抗要件の具備」） 

分析では、国・地域および適用される証券化関連法も考慮に入れる。 

自国建て・外貨建てシーリングの検討 

取引の裏付け資産、オリジネーター、または発行体の所在国が、取引にシステミックな経済的・法
的・政治的リスクをもたらし、投資家への約定支払い能力に影響を及ぼす可能性がある。ムーディー
ズは、自国通貨建てシーリング（LCC）による格付上限の設定を通じて、そうしたリスクを分析に織り込
む 31。とりわけ、想定ポートフォリオ損失分布を推定するにあたり、ムーディーズは通常、その国で取
得可能な最高格付（LCC）に対応するポートフォリオの信用補完を定義する。適切な想定の修正や、
特定の格付を取得するために必要な最低信用補完水準を定義することがある 32。 

環境・社会・ガバナンスに関する考慮事項 

環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する考慮事項が、設備リース/ローン債権を裏付けとする証券の
格付に影響を与える可能性がある。ムーディーズは、ESG リスク評価の一般原則を説明したクロス・

セクター格付手法に従ってこのリスクを評価し 33、分析に織り込む場合がある。 

モニタリング 

このセクションでは、取引のモニタリングにおけるアプローチを説明する。モニタリングにおいても通常、
格付付与の際に適用するものと同じ主要要素を適用する。ただし、経時的に重要性が低下するとみ
られる要素は除く。 

時間の経過に伴い重要性が低下する要素（オリジネーター評価、スタティック・プールの引受基準、

法的ストラクチャーの考察）を除き、通常、本格付手法で説明するアプローチの主要要素を取引の

モニタリングに適用する。 

取引のパフォーマンス 

定期的に取引のパフォーマンス・データを受領し、モニタリングを行う。特にデフォルトおよび損失が
予想を上回るあるいは下回る場合、期間が経過した取引のパフォーマンス情報に、より大きなウエイ

トが置かれることもある。 

設備証券化取引のパフォーマンスをモニタリングするにあたり、ムーディーズは、情報が入手可能であ
れば、裏付け資産の特性およびパフォーマンス、オリジネーター、サービサー、その他の取引参加者の
動向、信用補完の額および形態、法的ストラクチャーの確実性に影響を与える要因を追跡する。通常

は、ムーディーズの当初想定に対する裏付け資産のパフォーマンス動向のモニタリングから着手する
34。 

追跡する主要なパフォーマンス指標としては、取引の延滞率、累積ネット損失率、または累積デフォル
ト率および回収率が挙げられる。ムーディーズは、損失率と発行体の過去の損失率を併せて検討し、

 
31  詳細については、自国通貨建て債権および他の債務のカントリー･シーリングの評価についてのクロス･セクター格付手

法を参照されたい。セクター別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ウェブサイトから入手できる。  
32  詳細については付録 7 を参照されたい。 
33 セクター別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ウェブサイトから入手できる。 
34  EMEA の設備リース/ローン債権を裏付けとする案件の期間中におけるパフォーマンス指標の修正の詳細については、

付録 10 を参照されたい。 



 

  

22 SEPTEMBER 21, 2021 格付手法：設備リース/ローン債権証券化取引の格付手法 
 

ASSET-BACKED SECURITIES 

取引期間中のローン・プールのネット損失率の推定をアップデートする。アップデートされたローン・バイ・
ローン・データ（入手可能な場合）により、個々の資産のデフォルトおよび損失の推定もアップデート可能
となる。このようなローン・レベルのデータはプールに集中がみられる時に特に重要となる 35。また、将
来のパフォーマンスに影響を与えうるマクロ経済環境の大きな変化も考慮に入れる。適切な場合は、
当初格付の付与に用いるものと同様のアプローチにより、モデル（または簡略化モデル）を用いて証
券の期待損失率を算出する 36。 

カウンターパーティ・リスクについては、モニタリング分析に、オリジネーター、サービサー、スワップ・カ
ウンターパーティ、信用補完提供者の運営と財務の安定性の評価を含める。これらの当事者が取引
に対する責務を果たせなくなった場合、投資家に対するキャッシュフローが減少するリスクが高まる。
従って、当事者の運営と財務の安定性の変化は、証券に対する格付アクションにつながる可能性が
ある。 

ソブリン・リスクの構成要素が設備を裏付けとする証券化取引の期間中に変化する場合、付録 7 で
説明するアプローチを適用後の証券の期待損失に対する影響を評価する。その時点の LCC に基づ
く上限格付を調整し、また裏付け資産の主な想定に調整を加え、ソブリン・リスクの変化を反映する
場合もある 37。カウンターパーティ･リスクなどの他のリスクが格付の制約要因となる場合、最上位の
既存証券の上限格付が LCC を下回ることもある。最終的に格付委員会が、ソブリン・リスクの変化が
格付対象の証券に影響するかどうかを判断する。 

プール規模 

取引のクロージング時に、設備ローン/リース債権プールに高い集中がみられる場合がある。また、取

引期間中にプールの規模が当初より大幅に縮小するに従って、個々の債務者の信用リスクのエクス

ポージャーが大幅に上昇することがある。 

設備を裏付けとする証券化取引の資産プールの分散性を評価するにあたり、プールの債務者の数
以外にも着目し、実際のエクスポージャーの規模を検討する。プールの分散は、計算式 3 を用いて、

同規模のエクスポージャーを単位とする実効数で表す。個々の債務者の情報が定期的（四半期毎

もしくは半年毎）に受領できず、プールの実効数を算出できない場合、リースやローンの契約数を用

いて分散を評価する。 

計算式 3 

有効数（債務者 n 人）＝1/Σn
1(Wi)2 

ここで 

» Wi は債務者 i がプール全体に占めるウエイトを示す 。 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 

有効数は、プールのローン・レベル（もしくはリース・レベル）の情報に基づいて求める。通常、実効数

250-300 を集中プール（実効数 250-300 未満）とグラニュラー・プール（実効数 250-300）との境界
とし、集中プールには個別資産アプローチを、グラニュラー・プールにはプール・アプローチを適用す

る。詳細については、付録 1（「集中リスク」）を参照されたい。 

 
35  欧州の複数プールを裏付けとするリース債権証券化取引の詳細については、付録 9 を参照されたい。 
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、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。セクター別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ウェブサイトから入手できる。 
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集中プール 

プールの分散性が証券の格付に相応しているかどうかを判断するためには、業種別の債務者の分
布に加え、リースまたはローンの特徴に関する情報が重要である。この情報は、取引のクロージング
時と取引期間にわたり、「個別資産アプローチ」を適用する集中プールの分析に不可欠である。 

したがって、エクスポージャーの金額からみて高い比率を占める債務者のデフォルト確率を推定する
ための詳細な情報（格付、クレジット・エスティメート、信用スコアリング・システム、SCA、RiskCalc に基
づくデフォルト確率など）がある場合を除いて、プールの集中度が高い設備リース/ローン債権証券化
取引には格付の付与も維持も行わない。 

具体的には、「個別資産デフォルト確率を導く代替アプローチ」のセクションで説明するように、個別
評価がなく格付が付与されていない債務者の比率がクロージング時に裏付け資産プールの元本の
15%超（前述の通り、一定の条件を満たす場合は 10%）を占める場合、格付を付与しない。取引期
間中に、個別評価がなく格付が付与されていない債務者の比率がプール残高の 25%を超え、90 日
以内にそれが解消されない場合、格付を維持しない。 

グラニュラー・プール 

クロージング時にグラニュラーなプールは通常、取引期間の終了近くまで集中リスクに晒されることは
ない。設備リース/ローン債権証券化取引の分析の一環として、プールの分散性の変化を観察し、特
定クラスの証券の信用補完額によって、そのクラスの証券を最大の債務者のデフォルト・リスクから
保護できるかどうかを検討する。また、次の特徴を持つ設備リース/ローン（契約）を裏付けとする証

券については、格付を維持しない。 

» 信用補完フロアや準備金フロアのようなサポート・メカニズムを持たない証券化取引: 裏付資産

プールの債務者数が実効数に達するか、エクスポージャーが 50 以下になった場合。実効数が

得られない場合は、債務者数または契約数 90 を基準として用いる。 

» 準備金フロアもしくは信用補完フロアを持ち、それが単一の債務者へのエクスポージャーの増加

を一部相殺する証券化取引: 裏付資産プールの債務者数が実効数に達するか、エクスポージ

ャーが 30 以下になった場合。実効数が得られない場合は、債務者数または契約数 45 を基準

として用いる。 

プール規模に関する他の考慮事項 

ただし、プールあるいは証券の全額に対して第三者の無条件の保証がついた証券や、全額に対して
現金担保が付された証券など、格付が個別債務者の信用力の評価に依存しない証券は例外とする。

金融保証会社の全額保証がついた証券化取引については、金融保証会社の格付が投機的等級を
下回った場合、アンダーライイング・レーティングを取り下げた後、証券の格付けを取り下げる可能性
がある。 
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付録 1：集中リスク 

設備リース債権を裏付けとするプールは、非常に分散された小口リース債権プールから、集中度の
高い大型設備リース債権プールまで様々である。著しく大型の債権が含まれる場合や、債務者の地
域や業種に集中がある場合、プールの損失の発生確率分布の形状に直接影響を与える。そのため、
証券化取引の格付に用いる分析アプローチは、プールの集中度にいかに対応するかに大きく左右さ
れる。 

例えば、以下の図表 3 は、様々な大口債務者の集中が、プールの損失の発生確率分布の形状に
与える影響を示したものである。 

図表 3 

債務者の集中がポートフォリオの損失の発生確率分布に与える影響 
ある国における B 格の債務者 100 のプールに対するモンテカルロ・シミュレーションの結果（プールは業種分散度が高く、上位 1、2、3、5 位の債務者を除き規

模においても均等に分布している） 

損失の発生確率分布 損失の発生確率分布 

 
  

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

債務者の集中と有効数の算定 

債務者の集中度が高い証券化プールでは、特有の損失パフォーマンス動向がみられ、過去のプー

ルパフォーマンスに基づいた推定が一般的に困難である。この場合、ムーディーズはモンテカルロ・
シミュレーションを用い、資産固有の特性に基づきアセット相関を想定して、個々の資産のデフォルト
動向の推定を行うことが多い。 

プールの債務者数が増えると債務者の集中度は低下するが、一方で債務者の規模が均等でない
場合には集中度は上昇する。プールの債務者の「有効数」を算定することにより、これら 2 つの要素
が債務者の集中に与える影響をトレード・オフすることができる 。債務者の集中度を検討する際、プ

ールの上位数人の債務者の比率なども考慮する。 

有効数は、プールに含まれる債務者の実際の数を、規模の異なる債務者のエクスポージャーの影

響を考慮して減じるという調整を加えた数値である。債務者の規模が均等なプールについては、有
効数は実際の債務者数に等しい。一方、規模の分布が均等でないほど、債務者の有効数は少なく
なり、有効数と実際の債務者数の差が大きくなる。 

集中プールと非集中プールの有効数の閾値 

ムーディーズは通常、有効数 250-300 に満たないプールを、情報が入手できれば個別資産アプロ
ーチの適用対象となる集中プールとみなす。一方、有効数が 250-300 を超えるプールはグラニュラ
ーなプールとみなし、プールのデータが入手できればプール・アプローチを、入手できなければ個別
資産アプローチを適用する。プールの有効数が 250-300 のレンジに近ければ、格付委員会は、期待
損失率を推定するに最も適切なアプローチを検討する。 
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以下の図表 4 は、(1)モンテカルロ・シミュレーション（個別資産アプローチ）、および(2)逆正規分布に
よるモンテカルロ・シミュレーションの近似解を用いて、債務者の有効数の減少が Aaa 付与比率に与
える影響を示したものである。いずれのアプローチでも、有効数が 250-300 のレンジを下回ると Aaa
付与比率は急激に減少し始める（Aaa 水準信用補完が増加し始める）。同様に、2 つのアプローチ間
で期待損失と分散が同等でも、各アプローチで Aaa 水準信用補完に大きな差が生じ始める。このよ
うな差が生じる理由は、逆正規分布では、集中プールに伴う特有のリスクを適切に把握できないため、
精緻性を失うためである。しかし、（MOODY’S CDOROMTM（CDOROM）を用いた）モンテカルロ・シミュ
レーションによる分布では、（2 つのアプローチ間で分布の平均と標準偏差は同じと想定した）逆正規
分布よりも、シニア証券に必要な信用補完が低水準になる。そのため、逆正規分布を用いた
（CDOROM による）モンテカルロ・シミュレーションによる分布の近似解は保守的なものとなる。 

図表 4 

有効数の減少が Aaa 付与比率に与える影響：モンテカルロ・シミュレーション vs.統計的アプロー
チ（逆正規分布を用いる）* 
AAa 付与比率 

 

* 図は、有効数が、純粋に均質なポートフォリオ（平均デフォルト確率 10%、アセット相関 7%、RR 0%）に基づくトランチングに与える影

響を示したものである。逆正規分布のモーメントはモンテカルロ・シミュレーションによる分布の場合と合致（両者の平均と標準偏差は

同一）。  

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 
逆正規分布とモンテカルロ・シミュレーションによるデフォルト分布の特徴 

逆正規分布(Large Homogeneous Portfolio Approximation: ラージ・ホモジニアス・ポートフォリオ近似
法としても知られる)によって描かれるグラニュラーなポートフォリオのデフォルト分布は、均一資産の

無限ポートフォリオにファクター・モデルの概念を適用したものである。なぜなら、逆正規分布は、規
模とデフォルト確率が均等で同じ資産間の相関を持つシングル・ファクター・モデルによってデフォル
ト動向が描かれる、無限の資産を持つポートフォリオに関するデフォルト確率分布の限界だからであ
る。したがって、ポートフォリオの全範囲にわたって分析の一貫性が確保される。（すなわち、グラニュ
ラリティが低いポートフォリオは、モンテカルロ・シミュレーション（ムーディーズの CDOROMTM モデル）
を用いたガウス・コピュラのコンセプトに基づいてモデリングされ、グラニュラーなプールは逆正規分布

によるガウス・コピュラのコンセプトに基づいてモデリングされる。） 

逆正規分布は、平均値と標準偏差の 2 つのパラメーターを用いて決定される。累積ベースでは、逆

正規分布は次の式で与えられる( はランダム変数 D(実際のデフォルトを示す)が累積デフォルト率 q
を越えない確率を表す累積標準正規分布を示す)。 

計算式 4 

(1) 

 

 

 

ここで 

» 𝑝𝑝は平均、𝜌𝜌はアセット相関を示す。 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 
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𝜌𝜌と分布の標準偏差には、次の式に示される明確な関係が存在する。 

計算式 5 

 

(2)    

ここで 

» (D) は分布の標準偏差を示す。𝑁𝑁2 は二変数標準正規累積分布関数を示す。 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 

計算式 5 は、逆正規分布における標準偏差のレベルをアセット相関のレベルに結び付ける。ムーデ
ィーズは、ポートフォリオのベンチマークにおいて、計算式 5 を用いて標準偏差のレベルをアセット相
関のレベルに変換する場合がある。その場合、得られた相関レベルは特定の標準偏差水準が示唆
する単一のアセット相関水準を表すことから、これを「インプライド・アセット相関」と呼ぶ。 

業種集中 

類似した事業を行う債務者は、ある程度、似通ったプラスまたはマイナス要因の影響を受けるため、
一つのマイナス要因によって同時に影響を受け、資産プールに多額の損失が発生する可能性があ

る。設備リース証券化取引における業種は多岐にわたる傾向があるが、一部のセクター（建物や不

動産等）への大きな集中がしばしばある。 

単一業種への集中が 25-30%以上のポートフォリオには、当該業種の悪化によるリスクをより精緻に

反映する、個別資産アプローチが適しているとムーディーズは考える。モンテカルロ・シミュレーション
を用い、あるポートフォリオにおける業種集中度を変化させ検証すると、資産デフォルトの発生確率

分布のボラティリティ（アセット相関、またはデフォルトの発生確率分布の変動係数から測定できる）
は、特定の業種への集中度が 25-30%に近い水準に達すると急速に上昇する（アセット相関 10%超、

または変動係数 50%超となり、ヒストリカル・データでは稀な水準）。 

以下の図表 5 にポートフォリオ内の業種数による Aaa 付与比率を示す。ここでは、480 の均質の資

産（いずれも格付 B1、WAL5 年）のポートフォリオを作成した。次に、そのポートフォリオをそれぞれ、
32、16、8、4、2、1 の業種に均等に分割した（すなわち、32 業種の場合は各業種に 15 の資産が含

まれ、16 業種の場合は各業種に 30 の資産が含まれる）。その後、各ケースのデフォルトの発生確
率分布を算定し、どの程度 Aaa の格付が付与されるか（Aaa 付与比率）を検討した。アセット相関と
共分散の水準は、4 業種以下になると急激に上昇し、Aaa 付与比率が大幅に低下した。 

図表 5 

ポートフォリオ内の業種数による Aaa 付与比率 
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出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 

図表 6 は、プールのグラニュラリティと最大集中業種の関数である、インプライド・アセット相関を示し
たものである。これは、特定のポートフォリオ構成におけるデフォルトの発生確率分布の平均および標
準偏差に基づく。モンテカルロ・シミュレーションにおける各シナリオでは、有効数と最大集中業種を
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変化させた。想定ポートフォリオのデフォルト確率の平均を 15.1%、2 番目に規模の大きい業種につ
いては約 10%で固定させ、グローバルの業種間相関を 5%と想定した。従って、インプライド・アセット
相関の変動性は主に、ポートフォリオ全体の集中または単一業種の集中の違いによって左右される
こととなる。図表 6 は、業種集中がインプライド・アセット相関に与えるマイナスの影響を示したもので
ある。 

図表 6 

サンプルポートフォリオ＊＊のグラニュラリティおよび単一業種への集中の関数であるインプライド・アセ

ット相関＊ 
 プール全体に占める最大 

業種への集中割合 

21% 32% 45% 

有効数（EN）

でみたポート

フォリオ全体

の集中度 

有効数 900 のプール、最小規模の債務者がプールに占める割合

は 0.02% 
6.5% 8.2% 11.7% 

有効数 617 のプール、最小規模の債務者がプールに占める割合は

0.1% 
6.8% 8.5% 12.0% 

有効数 353 のプール、最小規模の債務者がプールに占める割合

は 0.25% 
7.1% 8.8% 12.5% 

有効数 170 のプール、最小規模の債務者がプールに占める割合

は 0.6% 
7.7% 9.5% 15.1% 

* インプライド・アセット相関は、逆正規デフォルト分布の平均と標準偏差から推定される。  

** 図表 6 のシナリオを作成するにあたり、有効数を減少させるために債務者数を変化させ（ベースケース＝有効数 900）、一方で最大業

種への集中度を高めるために業種数を変動させた（ベースケース＝最大業種の割合 21%）。従って、平均デフォルト確率はいずれのシ

ナリオでも同じである。  

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 
 

業種集中度の高い取引を分析するにあたり、時としてヒストリカル・パフォーマンス・データに基づきプ

ール・アプローチを適用することがある。そうした事例は、(a) ヒストリカル・パフォーマンス・データの対
象プールが、証券化プールの業種集中に類似している場合、および(b) そうしたヒストリカル・パフォー

マンス・データが景気サイクルの少なくとも 1 サイクルをカバーしているケースに限られる 。例えば、
米国の一部の農業設備リース取引で、農業設備業界のボラティリティが非常に低く、損失のボラティ

リティも低いとするムーディーズの想定を検証するに足る、長期にわたるヒストリカル・データを入手し

ているケースがこれに該当する。 

このようなシナリオ以外では、モンテカルロ・シミュレーションによる個別資産アプローチを用い、プー
ルの実際の業種集中がプールのデフォルト確率分布に与える影響を検討する。モンテカルロ・シミュ

レーションでは、債務者が同一セクターに多い場合、ムーディーズは通常、業種間アセット相関に加
えて業種内アセット相関を加える。また、(a) 特定の業種の債務者がプールに占める割合、および(b) 
セクターにおいて想定される景気サイクルに応じて、ペアワイズ相関にストレスを加えることがある。 
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付録 2：分散プールを裏付けとする設備リース/ローン債権証券化取引 

分散プールを裏付けとする証券化取引の分析において、情報不足によりプール全体の実効数を算
出できなかったり、トップダウン・アプローチを使用できなかったりするために、個別資産アプローチを
使用できない場合、通常はポートフォリオをサブ・プールに分割し、本格付手法で説明するように各
サブ・プールを分析し、デフォルト率や損失率の分布を推定する。次に、サブ・プールに関連付けら
れた分布を結合する。サブ・プールの 1 つが非常に小さい場合（一般にポートフォリオ残高の 10%未
満）、メイン・プールに対するアプローチを適用するという簡便なアプローチをとる。 

ポートフォリオの分割 

設備リース/ローン債権証券化案件の場合、ムーディーズは通常、債務者規模によりポートフォリオを
グラニュラー・サブ・プールと集中サブ・プールに 2 分割する。その際、クロージング時と取引期間中
に受領する情報の種類と形式も考慮する。一般に、債務額が裏付け資産プールの元本残高の約
1%以上に相当する債務者を集中プールとし、残りの債務者をグラニュラー・サブ・プールとする。 

同時損失分布 

1. モンテカルロ・シミュレーションを用いて、集中サブ・プールのデフォルト率と損失率の分布を導出

する。個別評価がなく格付を付与されていない債務者が集中サブ・プールに占める割合が大き

いと判断される場合、格付を付与されていない債務者について、デフォルト率想定に対する分

布の感応度をテストする。 

2. 対数正規分布を用いて、グラニュラー・サブ・プールのデフォルト率と損失率の分布を導出する。 

3. 2 つの分布が完全に相関していると想定し、これらを結合する。分位点ごとに結合した分布を作

成する。結合した分布の分位点はどの確率においても、2 つのサブプールの分位点の加重平均

である。 

4. 最後に、結合した損失分布を負債分析の入力値として用いる。 

残存価値リスクの検討 

分散プールを裏付けとする設備リース/ローン債権証券化取引が残存価値リスクに晒されている場

合、結合した分布に残存価値リスクを加える。格付カテゴリーに応じて分布を異なる間隔で分割し、

それぞれに残存価値リスクを加味する。格付カテゴリーによって異なる調整を行い、最上位の格付カ

テゴリー（Aaa）には最も高い残存価値のヘアカットを適用し、最下位の格付カテゴリー（Caa/C）には最

も低い残存価値のヘアカットを適用する。 

プール規模 

分散プールを裏付けとする設備リース証券化取引では、 

» 集中サブ・プールに属する個別評価のない格付を付与されていない債務者が、クロージング時

の裏付け資産プールの元本残高に占める比率が 15%もしくは 10%を超える場合、信用格付け

を付与しない。 

» 以下の場合は格付を維持しない。 

- 集中サブ・プールに属する個別評価のない格付を付与されていない債務者が裏付け資

産プールの元本残高に占める比率が取引期間中に 25%を超え、90 日以内にその状況

が解消されない場合、または、 

- サポート・メカニズムを持たない証券化取引において、債務者の実効数が 50 以下に減少

した場合、もしくは、実効数が得られない場合は、債務者数または契約数が 90 以下に減

少した場合。 

- 準備金フロアまたは信用補完フロアがある証券化取引において、債務者の実効数が 30
以下に減少した場合、もしくは、実効数が得られない場合は、債務者数または契約数が

45 以下に減少した場合。 
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付録 3: スタティック・プールのヒストリカル・データ分析：外挿法 

ライフ・サイクルの一部しか反映していないヒストリカル・データであっても、過去のデフォルトや損失の
実績からプールの残存期間のデフォルトまたは損失動向を推定することが可能であり、有益なデータ
である。データが欠如する期間のデフォルトまたは損失動向を推定するには通常、当該期間におけ
る類似プールの累積デフォルト率（絶対値またはパーセンテージ）の平均的な変動をみる。 

ムーディーズは一連のデータから推定するにあたり、2 つの方法のいずれかを用いる。2 つの方法は
多くの場合近似する結果を生むが、ムーディーズは通常、取引間の一貫性を高めるため、同一マー
ケットでは同一の推定方法を用いる。 

上昇率外挿法 

上昇率外挿法は、（有効な数のデータポイントを用いた）前期間における平均累積デフォルト率（損
失率を推定する場合は損失率）の上昇率に基づくものである。各ビンテージのデフォルト・データにつ
いて、前期間のヒストリカル・データ・ポイントに、（1+当該期間の平均累積デフォルト率の上昇率）を
乗じて算定し、次にその推定値を基準にその後の期間についても同様の手順で算定する。図表 7 の
右の表は、左の表から上昇率外挿法を用いて不足するビンテージの推定を行った結果である。 

スタティック・プールのヒストリカル・パフォーマンスに、全額返済されたプールが含まれていない場合

には、観察期間後のデフォルト動向を把握するため、観察されたデフォルトカーブをローン期日まで
延長し、デフォルトカーブを完成させる。未観察期間のデフォルトカーブを補完する方法の一つとして、

観察された直近の上昇率を適用して、最も長い期間観察されたデフォルト率を、各ビンテージカーブ

のプールの加重平均年限まで延長し、推定する方法がある。 

図表7  

外挿ビンテージの例 
累積デフォルト率(外挿前) 

 

外挿累積デフォルト率  

 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 

デルタ・ネット・ロスカーブ法 

まず、オリジネーターのプールのロスカーブを作成する。ロスカーブは、プールの全期間の様々な時
点で、全期間中に発生する累積損失のうちどの程度の割合の損失が発生する可能性があるかを示

す。そのロスカーブを用いて、スタティック・プールの現在の累積損失の水準から、プールの最終期
日時点の累積損失を推定する。 

ムーディーズはしばしば、ロスカーブを作成するにあたって「デルタ」ロスカーブ法を用いる。この方法
では、各ビンテージの累積損失率の増分（デルタ）を用いて、各期間の、全ビンテージの平均増分損
失率（平均デルタ損失率）を算定する。次に、その平均デルタ損失率を期間を通じて加算し、各期に

おける累積平均デルタ損失率を算定する。 
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スタティック・プールのヒストリカル・パフォーマンスに、全額返済されたプールが含まれていない場合、
スタティック・プールの残存期間においても損失が発生すると想定する。従って、外挿が必要なプー
ルにデルタ・ロスカーブを用いるには、累積デルタ損失率の「アンカー」バリューまたは最終的に達す
ると想定される値（terminal value）を推定する必要がある。アンカー・バリューの推定方法はいくつか
あり、そのひとつに、6 ヵ月デルタのトレンドラインを分析して、残りの期間の 6 ヵ月デルタを決定するも
のがある。この推定値をプールの実績損失率に加算し、アンカー・ロスまたはターミナル・ロスを決定
する。 

オリジネーション後の各期における累積平均デルタ損失率の全期間累積平均デルタ損失率に対す
る割合を算定して、ロスカーブを作成する。次に、そのロスカーブを用い、ビンテージ・プールのその
時点の実績損失率をロスカーブの数値で除して、全期間経過していない各ビンテージ・プールの最
終的な累積損失率を推定する。 

図表 8 

「デルタ」ロスカーブ法 
 

 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 
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付録 4: プールのデフォルト率のばらつきに影響を与える要因 

デフォルト率の期待値 

一般的に、プールの期待デフォルト率または期待損失率の水準が高いほど、不確実性を示す値の
絶対値（分散）が大きくなり、ばらつきの相対値（変動係数、または Aaa 水準信用補完における期待
損失のインプライド・マルチプル）は小さくなる。これは、損失が増加する可能性は、高い水準からより
も低い水準からのほうが振れ幅が大きいためである。 

ヒストリカル・パフォーマンス・データ：量、質、関連性 

期待損失とばらつきの関係は、データの量、質、関連性に左右される 38。これらのいずれかの点でデ
ータが制約される場合、損失のボラティリティが高くなることを想定して調整を行うことがある。 

通常、ヒストリカル・パフォーマンス・データの期間が長いほど、ヒストリカルボラティリティの分析への適
用性が高まる。従って、設備リース証券化市場が相対的に新しい国ほど、入手できるヒストリカル・デ
ータが少ないため、想定するばらつきが大きくなる傾向がある。ただし、パフォーマンス・データが多く
ても、それが有用なのは、質、関連性も十分な場合のみである。 

データの質は提供されるデータの種類による。スタティック・プール・データは一般的に、ダイナミック・
ポートフォリオ・データより有用な情報を含んでおり、スタティック・プール・データを分類することによっ

て証券化プールにより適合した情報が得られることがある。累積デフォルト、回収率、延滞率、プー

ル・ファクターなどに関する追加的なデータは不確実性を低下させ、より精緻な分析が可能となる。 

データの関連性は、ヒストリカル・パフォーマンスを左右した要因が、証券化プールの将来のパフォー
マンスを左右する可能性があるか否かによって判断される。例えば、ムーディーズは通常、証券化プ

ールに想定される経済環境とは異なる経済環境の影響を受けたヒストリカル・パフォーマンスを利用
する場合、それより変動が大きいものと想定して検討する。同様に、引き受け、サービシング、回収の

方針および慣行が、ヒストリカル・データと証券化プールとで異なる場合にも、変動が大きいものと想

定して検討する。 

オリジネーターの経験と実績、およびサービシングの安定性 

一貫して想定通りのパフォーマンスを挙げてきたオリジネーターの取引は、新たな、あるいは経験の
浅いオリジネーター、あるいは過去の取引のパフォーマンスが想定外の変動性を示したオリジネータ
ーの取引より不確実性が減る。 

サービサーがローンを回収し、損失を低減し、回収額を最大化する能力は、プールの損失に直接の

影響を与える。従って、プールの損失の不確実性を検討するにあたり、ムーディーズは、サービサー
の財務面および運営面での安定性を検討し、サービサーが一貫したサービシングの実務および方針
を維持する可能性をみる。また、サービサーの不安定性が与えうる影響も検討する。例えば、サービ
シングの中断（サービサーの経営難または自然災害によるサービシングの移管による中断を含む）が

プールの損失に与える影響度などである。 

アセット集中 

分散プールよりも、特定の要素について集中したプールの方が、突発的な事象がプールに与える影
響が大きくなる可能性は高い。例えば、資産プールに大口債務者の集中がある場合、その債務者に
固有のリスク要因がプールに大きな影響を与えうる。また、資産プールが特定の地域に地理的に集

 
38  詳細については、証券化商品のデータ･クオリティー評価に対するグローバル･アプローチについてのクロス･セクター格

付手法を参照されたい。セクター別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ウェブサイトから入手で

きる。 
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中している場合、地域の経済ショックに対してより脆弱な反応を示すことがある。従って、集中プール
のパフォーマンスはより変動性が高い。ムーディーズの分析には、（個別の調整や、モンテカルロ・シ
ミュレーションへの直接的調整を通じて）プールの債務者の規模、債務者の所在地の集中、その他、
以下のような重要な要素の評価が含まれる。 

» 設備の種類（特定の種類の設備については技術の変化によりプールの変動性が高まることがあ

る）。 

» 設備が使用される業種（特定の業種の経済環境が変化することによりプールの変動性が高まる

ことがある）。 

» 設備の取り扱い業者（特定の取り扱い業者の破綻によって、設備が再販売/再リースされた場合

における回収額に影響が生じることがある）。 

» 特定のフランチャイザーに結びついた債務者（プールの債務者の事業継続性が特定のフランチ

ャイズ方針に左右される）。フランチャイジーは、重要なサービス（広告、製品開発等）について

単一のフランチャイザーからのサポートに依存することが多い。 

» 特定の雇用者または特定種類の雇用に結びついた債務者。 
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付録 5：特別なリスク特性をもつ設備リース/ローンの分析 

バルーン・ローン 

設備リース/ローン契約の中には、分割返済が完全に終了する前に満期を迎えるため、最終支払額
が通常の支払額より大きくなるもの（バルーン・ペイメント）があり、それが当初の契約残高の 20-30%
に上る場合もある。そうしたローンは通常、全額が分割返済となるローンよりもデフォルト・リスクが高い。
なぜならバルーン・ローンの債務者は、ローンの満期時に比較的多額の残高のリファイナンスが必要
となっても、それができない可能性があるためである。バルーン・ペイメントが証券化取引の終盤近く
に集中している場合、証券化取引のリスクがとりわけ大きくなることがある。従って、ムーディーズは、
そのリスクを相殺するために、取引の終盤近くにどの程度の信用補完があるかを検討する 。例えば、
「終盤」の損失に対するストラクチャー上の保護には、証券のアモチゼーションが進むことに伴う準備
金および超過担保の減少に制約を設けるものがある。 

不均等な支払いまたは季節支払いのあるリース/ローン 

一部の設備業種のリース/ローンの中には、不均等な支払いや、一定期間支払いの「スキップ」を認
めることにより、債務者に柔軟性を与えているものがある。例えば、医療・歯科設備セクターの契約の

中には、事業を開始したばかりの新たな医療専門家向け契約の初期には支払いを少なくし、契約期
間中に徐々に支払額を増やしていくものがある。農業設備セクターでは、支払い時期が、収穫時期

あるいはキャッシュフローが期待できる時期（四半期、半期、年度）に設定されていたり、債務者が年
に一度、元利金を送金するケースも多い。そうした不均等な支払いでは、一定の期間において、証

券化取引のキャッシュフローが少なくなり、証券の利払いのための資金が不足することがある。従っ

て、取引の準備金やその他の手当がそうした流動性リスクを相殺できるかどうかを検討する。 

預託金 

レッシーに預託金の支払いを義務付け、それをセラーまたはサービサーが保有して契約の最後の支

払いに充当する場合がある。預託金を含む証券化は、特にセラーまたはサービサーの格付が低いと
きには、取引を新たなリスクにさらす場合がある。例えば、財務危機に陥ったレッサーが、預託金を

使用して運転資金の一部を賄ったり、預託金が破産財団に組み込まれるなど、投資家に支払う資

金が減少する可能性がある。従って、セラーあるいはサービサーの信用力が低く、預託金を契約の
最終支払いに充当することが義務付けられている取引では、上記リスクを回避するための取引上の
ストラクチャーが設けられているかをムーディーズは評価する。例えば、取引の預託金をカバーする

ために追加の準備金を設けるストラクチャーもある。 

グロス vs ネット・リース 

グロス・リースでは、レッサー（オリジネーター）は、設備の操業・維持・修繕、保険料の支払い、設備

の譲渡や使用に係る税や固定資産税、その他の税の支払いの義務を負う。ネット・リースでは、レッ
シーは、リース契約の条件に応じて、これらの責任の一部を負う。従って、グロス・リースに集中したプ
ールのパフォーマンスは、ネット・リースのプールよりも、オリジネーターの能力および継続的なオペレ
ーションにより大きく左右される。つまり、グロス・リースはネット・リースに比べて、オリジネーターやサ
ービサーに係るオペレーショナル・リスクにより影響される。設備リース証券化取引は通常、ネット・リ
ース・ポートフォリオを裏付けとしている。 

「ヘル・オア・ハイ・ウォーター（Hell or High Water）」リースの有無 

ムーディーズは、リース取引に、レッサーによる保証（レッサーのパフォーマンスがレッシーの支払い

義務を左右する）が付されていないかどうかを検討する 。この点については、オリジネーターの表明
に依拠することもある。そうした保証が付されたリース契約は、オリジネーターの能力および継続的な
オペレーションにより大きく依拠するため、オペレーショナル・リスクが高くなる。一方、そうした条件を
設けていない、すなわちレッシーが全額支払いを行う全面的かつ無条件の義務を負うリースでは、オ
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ペレーショナル・リスクの影響は小さい。そうしたリースは「ヘル・オア・ハイ・ウォーター（Hell or High 
Water）」リースとして知られる、米国で一般的にみられるリース証券化取引のカテゴリーである。 

役務提供を伴うリース契約 

リース契約には、レッサーによるさまざまな役務（維持管理、サポート等）提供義務が盛り込まれてい
ることがある。これらの役務提供の対価として、レッシーは定期的に役務提供手数料を支払い、その
役務提供手数料は通常、証券化されない。 

レッサーが破綻しリース設備に関するサービスを停止した場合、レッシー側の意思でリース契約が終
了となる可能性がある。このリスクの分析方法を図表 9 にまとめ、以下に詳しく述べる。 

役務提供の停止に伴うリース契約終了のリスクが高いと判断した取引については、リース資産に対す
る発行体の担保設定や、オリジネーターに対する補償請求等のリスク低減手段を考慮し、キャッシュ
フロー分析の損失について適切な想定を設ける。 

当該取引について、入手している情報および法的助言を参照して、図表 9 の質問を検討する。 

(1) レッサーの破産管財人がリース契約を終了させることが法的に可能か。 

一部の国・地域では、倒産手続きに関する規定の下で、役務提供がリース契約の「中核部分」であ

る場合、レッサーの破産管財人がリース契約全体を終了させる権利を有し、発行体はレッサーが支

払い不能に陥った後のリース料の支払いを受けることはできない。 

(2) レッサーの破産管財人が終了させることが法的に可能なのは、リース契約の役務提供部分あ

るいは役務提供契約のみか。 

レッサーの破産管財人の権利が、役務提供契約のみ、あるいはリース契約の役務提供部分にのみ

及ぶ場合、終了させることができる権利は、その範囲に対応するレッシーの役務提供手数料の支払

い義務に関する部分であり、証券化されたリース料を受け取る発行体の権利には影響を与えない。 

(3) 管財人には役務提供部分を終了させるインセンティブがあるか。 

そうした役務の継続的な提供が破産財団にとってプラスであれば、レッサーの役務提供義務を終了
させるインセンティブはないと考えられる。そうでない場合、役務提供義務を果たす能力の有無に関

わらず、役務提供を終了させるインセンティブがあると考えられる。 

(4) 破綻したオリジネーターは役務提供機能を果たすことができるか。 

破産管財人に役務提供部分の契約を終了させる権利がなくても（またはその権利を行使するインセ

ンティブがなくても）、契約した役務を引き続き提供する財務面および運営面の能力が失われている

場合がある。 

この分析に関連する項目には以下が含まれる。 

» レッサーが、事業を行う国・地域において重要な役割を果たし、政府からのサポートを受けると

考えられ、役務提供を継続できるとのムーディーズの想定。オリジネーターの規模および重要性

は、政府サポートの可能性の尺度になる。 

» レッサーが破綻した後でも、第三者が（レッサーに代わって）レッシーに引き続き役務を提供でき

るストラクチャー上の特性を持つか否か。その例としては、（レッサーが支払い不能に陥る前の段

階での）バックアップ・サービサーまたはその他の第三者の指名により、他の役務提供者へのオ

ペレーションの移管が容易になされる等が挙げられる。 

(5) 役務提供の不履行または終了により、レッシーはリース契約全体を解約することができるか。 

ムーディーズは、証券化されたリース契約に関する法律意見をレビューし、レッシーがリース契約を
終了できる条件を検討する。特に、役務提供義務の停止または不履行が、レッシーがリース契約を

解約する「正当な理由」となりうるか否かを評価する。その際に、以下の点を検討する。 

» 役務提供の停止または不履行はレッシーに大きなマイナスの影響を与えうるか。 
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» その役務を第三者が提供することは可能か。 

» リース契約（役務提供停止後はレッシーが保有）に基づく役務提供手数料は役務を提供する第

三者への報酬として十分な金額か。 

» 役務提供に関する規定がなくても、レッシーがリース対象資産の使用を継続することは可能か。 

» 役務はレッシーにとって、リース対象資産とは独立した価値をもつか。 

» リース料比での役務提供手数料の規模はどの程度か。 

(6) 役務提供義務に関するレッシーの相殺権 

リース契約終了のリスクが低い場合でも、レッサーの役務提供の終了または義務の不履行により、レ
ッシーが相殺権を行使する大きなリスクが生じうる。レッシーからオリジネーターへの他の請求権に対
する相殺権については、ここでは考慮しない。 

リースの役務提供部分の終了または不履行は、契約上の役務提供手数料を上回るコストを生じさせ
るが、レッシーはその追加コストを、発行体に支払う分割リース料と相殺することがある。リース契約に
特別な条項が設けられている場合には、相殺リスクが低減する場合があるが、完全に排除されること
はない。リース料分割払いのうち明確に判別可能な役務提供手数料については、役務が提供され
ない場合、レッシーが留保するものと想定する。役務提供部分がレッシーの支払う分割リース料の重
要な部分を占める場合には（ただしその総額を構成要素に分割することは容易ではない）、潜在的リ
スクについて追加分析を行う場合がある。 

場合によっては、相殺リスクを、レッシーが他の第三者から毎月固定の手数料で同様のサービスを受
ける場合に発生するコストから推定することがある。相殺リスクの可能性は図表 9 に従って検討する。

証券の目標格付によっては、そうしたリスクは大きくないと判断する場合もある。相殺リスクが大きいと
判断した場合には、オリジネーターの格付、相殺リスクの想定額、信用補完額を含む関連する全て

の要素を考慮して、相殺の影響をモデルに反映させる。 

図表 9 

役務提供を含むリース契約の分析 
 
 

 

 
出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

(1) レッサーの破産管財人がリース契約全体を終了させるこ

とが法的に可能か。 

NO YES 

(2) レッサーの破産管財人は、リース契約の役務提供部

分、あるいは役務提供契約を修了させることが法的に可

能か。 

(3) 管財人には役務提供部分を修了さ

せるインセンティブがあるか。 

(5) 役務提供の不履行または終了により、レッシーはリース

契約全体を解約することができるか。 

(4) 破綻したオリジネーター

は役務提供機能を果た

すことができるか。 

契約終了リスク 

 
契約終了リスク 

終了リスクなし 
レッシーによる相殺リスクなし 

終了リスクなし 
レッシーによる相殺リスクなし 

YES NO 

NO YES 
NO 

YES 

YES 
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付録 6：契約価値の評価リスク 

設備リース証券化取引が裏付け資産となる契約の中には、個々の契約の利子率より低い割引率を
用いて価値が算定されているものがある。すなわち、証券化取引上、契約の価値が「高く」評価され
ていることになる。これは投資家に 2 つのリスクをもたらしうる。 

» 期限前返済による資産の損失 

価値が高く評価されている契約で期限前返済が行われた場合、証券化取引に損失が生じることに
なる。例えば、期間 60 ヵ月、利子率 7%、契約金額 10,000 ドルの契約が、5%の割引率を用いて算
定された価値で証券化された場合、その価値は 10,492 ドルとなる。債務者の支払額が 10,000 ドル
であるのに対して、証券化資産プールの価値が 10,492 ドルであるため、即座に期限前返済が行わ
れれば取引に 492 ドルの損失が生じる 。 

この評価方法がもうひとつ示唆するのは、証券化取引の回収率が、契約上の割引率を用いて評価
した、証券化しなかった場合の回収率より低くなるということである。これは、低い割引率を用いて算
定した高い評価額に対し、回収額の割合が低くなるためである。例えば、1,000 ドル（計算利子率に
より算定）のデフォルトリース債権の回収額が 300 ドルであれば回収率は 30%となる。しかし、この債
権が証券化取引に含まれていた場合（そのキャッシュフローが低い割引率で割り引かれていれば）、
契約の評価額は例えば 1,100 ドルといったように高くなる。回収額はいずれも 300 ドルで等しいが、後
者では回収率は 27%となる。 

取引期間中に得られる利益の減少 

評価額が高ければ、そうでない場合に比べて、証券化取引におけるエクセス・スプレッドが減り、資産

プールの損失に対する信用補完も小さくなる。また、評価額が高い場合、オリジネーターは、リース期
間にわたってエクセス・スプレッドから徐々に利益を得るのではなく、リース債権から即座に利益を得る

ことになる。このようにオリジネーターが取引期間中にリスクテークすることによって得られる利益が減
少すれば、サービシングを行うために経営資源を投じるオリジネーターのインセンティブが低下し、プー

ルに損失が発生する可能性が高まり、投資家にとってのリスクが高まる。 

設備リース証券化取引を裏付けとする債権価値の過大評価は通常、オリジネーターが、各契約のキ
ャッシュフローに対してそれぞれ個別の割引率を用いず、プールに含まれる全てのローンからのキャ

ッシュフローに単一の割引率を用いたときに生じる。例えば、オリジネーターが、証券化取引に含まれ
る設備リース債権の評価に、裏付け資産プールの加重平均金利に等しい（またはそれより高い）単

一の利率を用いてキャッシュフローを割り引く場合がある。一方、評価に用いる割引率が、証券化商
品の金利に取引手数料（信託手数料、サービシング手数料等）を加えたものに等しい場合もある。こ

れは通常、プールに含まれる（全てではなくとも）多くのリース取引の計算利子率より低い。いずれの

場合でも、証券化取引の割引率より高い利子率のリース債権は過大評価されることになる。 

リスクの評価 

利子率の高い債権の期限前返済によってプールに多額の損失が発生するリスクを検討するにあたり、
ムーディーズは、プールの個々の債権がどの程度高く評価されているかをみる。これは、オリジネータ
ーが、取引の割引率をどの程度に設定しており、プールに含まれる債権の利子率の構成分布がどの
ようになっているかによる。大幅に高く評価されている債権が多く含まれる場合には、期限前返済に
よって資産損失が生じる可能性を勘案し、モデルの算定結果を定性的に調整することがある。その

分析では、期限前返済に対する規定損害金（期限前返済を制約する要因となりうる）による緩和効
果を考慮し、期限前返済が行われた債権については、損失を少なくとも部分的にカバーする資金と

なることを考慮に入れる。また、取引の割引率よりも利子率の低い債権の期限前返済（証券化取引

に「利益」をもたらしうる）による効果も考慮する。 

また、契約が高く評価されていることによって質の高いサービシングを行うインセンティブが低下するリ

スクも検討する（取引期間中のエクセス・スプレッドによってではなく即座に利益が得られることによる、
サービサーのリスクテークの減少）。オリジネーターが取引のサービシングに経営資源を投じる全般
的なインセンティブ（および将来のエクセス・スプレッド）も評価する。 
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付録 7：ソブリン・リスク 

損失分布曲線は高水準の損失シナリオの発生確率上昇を織り込む 

設備リース証券化取引のモデル・アプローチでは、ポートフォリオの損失分布を導出する際、その国
の自国通貨建てカントリー・シーリング（LCC）を考慮に入れる。特に、ムーディーズは通常、当該国で
取得可能な最高格付に相応する信用補完を、ポートフォリオ信用補完と定義している。一定の状況
下では、とりわけ LCC が低い水準にある場合、他の損失分布を想定する場合もあるが、LCC を考慮
した損失分布の想定の調整を行わないこともある。 

図表 10 に示されるように、ポートフォリオ信用補完額は等しいが取得可能な最高格付が異なる場合
の損失分布は著しく異なる形状を示す。すなわち、損失シナリオに対する発生確率が著しく異なる。
取得可能な最高格付が Aaa (sf)の損失分布は、最高格付が Baa2 (sf)の損失分布より、非常に高水
準の損失が生じるシナリオの発生確率が低い。 

図表 10 

Aaa (sf)と Baa2 (sf)の信用補完の算定 
カントリー･シーリングの水準が異なる場合のポートフォリオ信用補完額 

 
出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 

このアプローチの下では、その国のストラクチャード・ファイナンス取引で取得可能な最高格付を引き

下げた場合には、必ずしも信用補完額を引き下げなくてもよい。例えば、以前の取得可能な最高格

付 Aaa (sf)に対して必要な信用補完が 10%であり、取得可能な最も高い格付が Baa2 (sf)に引き下げ

られた場合でも、高水準の損失が発生する確率を反映した必要な信用補完は 10%となる。 

等しい信用補完額と低い目標格付を用いて算定した損失分布は、ファット・テールになる。この分布
は、カントリー･シーリングが低い国の格付対象証券において高水準の損失が発生する確率が高まっ
たことを反映している。 

このアプローチでは、シニアクラスからジュニアクラスまで、優先劣後構造に関わらず一貫したストレス
を想定している。修正損失分布は、カントリー・リスク水準の変化を反映し、結果として取得可能な最

高格付または（ジュニア証券の）必要信用補完水準は変動する。 

必要最低ポートフォリオ信用補完水準 

また、入手可能な情報の制約から深刻なストレス下におけるパフォーマンスの想定が困難な国でオリ
ジネートされた証券化取引については、ムーディーズの分析では追加の特性を考慮する。具体的に
は、当該市場で取得可能な最高格付に必要な信用補完にフロア（必要最低ポートフォリオ信用補
完）を設ける可能性がある。このフロアは、システム全体のイベントリスクやアセット相関といった一般
的なマーケット・リスク・ファクターを緩和する。これらのリスク・ファクターは、全般的な資産の質が良
好であっても、極端なストレスにさらされた場合、プールに高水準の損失を生じさせる可能性がある。

ムーディーズは、各マーケット特有の経済環境の不確実性を反映し、国および資産クラスによって異
なる必要最低ポートフォリオ信用補完水準を設定する。 
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ムーディーズは通常、特定の国・地域でオリジネートされた全てのポートフォリオに影響を与えうる、マ
クロ経済・社会・政治イベントによる悪影響に対応するものとして、各国の必要最低ポートフォリオ信
用補完を検討する。上記は、(1)オリジネーターのオリジネーション力および引き受けプロセス、(2)ポ
ートフォリオの債務者の種類、(3)債務者が提供する担保の特徴、に関わらず、ポートフォリオに影響
を及ぼすものとして考慮している。ムーディーズは、必要とされる状況が続く限り、必要最低ポートフォ
リオ信用補完水準を設定する。 
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付録 8：米国におけるリース設備に対する担保権 

リース設備の所有権または担保権 

裏付け資産がリース債権の場合、ムーディーズは、リースのオリジネーター（またはセラー）がリース
設備の所有権を有しているか否か（真正リース(true Lease)の場合）、またはリース設備に対する対抗
要件が具備された担保権が存在するか否か（担保リース(lease Intended for security)の場合 ）を検
討する。米国統一商事法典（UCC）では、リースは true lease か lease intended for security に区分さ
れる。 

レッサーが所有リスクを負うｔrue lease （（tax lease とも呼ばれる）の場合、オリジネーターがリース設備
を発行体に適正に売却しているか否か、また、lease intended for security に分類された場合の予防
的措置として、オリジネーターが米国統一商事法典（UCC）による貸付証書（financing statement）に
よる登録（filing）を行い担保権を確保しているか否かを検討する。 

Lease intended for security（ローンに類似する）の場合、オリジネーターが設備の担保権を発行体に
適正に譲渡または移転しているか否かを検討する。 

リース設備に対する担保権の対抗要件具備 

ムーディーズは、リース設備に対する担保権の対抗要件が、適切な手段で具備されているか否かも

分析する。米国では、リース設備（権原証書関連法に従う運送設備を除いて）に対する担保権は通

常、貸付証書（financing statement）による登録（filing）をもって設定される。 

リース設備が車両の場合、州法が、担保権の対抗要件を具備する手段を規定している。多くの州の
自動車両に関する規制では、所有者を記載した権原証書による当該自動車両に対する担保権の

設定を規定しているが、州法によって異なることがある。従って、分析では、最もエクスポージャーの
大きい州に焦点を当て、リース設備に対する担保権の対抗要件具備がそれらの州でどのようになさ

れているかを検討する。 

スポンサーまたはレッシーの破綻に伴うリース設備に対する担保権 

ABS 投資家にとって、リース設備に対する対抗要件の具備された第一順位担保権は、スポンサーま
たはレッシー破綻時の回収において重要である。スポンサーが破綻し、真正売買が認められずファイ
ナンス取引として認識された場合、証券化されたリース債権およびリース設備はスポンサーの破産
財団に組み込まれる可能性がある。リース設備に対する第一順位の担保権の対抗要件が具備され

ていれば、ABS 投資家は、破産したスポンサーの無担保債権者よりも、回収において相対的に有利
な立場となる。これはレッシーが破産した場合でも同様である。 

リース設備に対する対抗要件が具備された第一順位担保権を有することは、中規模から大規模な
設備をリース対象とした証券化の場合に特に重要である。そうした設備では、回収が最終損失に大
きな影響を与えるためである。小規模な設備をリース対象とした証券化では、回収率が低く、リース

設備に対する第一順位担保権の対抗要件を具備する事務負担が大きいため、それほど重要でな
い。ムーディーズは、回収率の分析において、リース設備に対する対抗要件の具備された第一順位
担保権の設定を重要な要素として考慮する。 
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付録 9：欧州におけるマルチ・プール・ファイナンス・リース取引 

欧州におけるファイナンス・リース証券化取引には、車両、機械、産業設備のみならず、しばしば大き
な割合を占める不動産を含む多様な資産をリース対象としたプールを裏付けとしているものが多くみ
られる。これらの取引の債務者は通常、個人事業主や中小企業である。従って、様々なリース設備
および不動産エクスポージャーを考慮に入れて一般的なアプローチに調整を加える。 

図表 11 は、欧州におけるマルチ・プール・リースバック取引の主な特徴を示したものである。 

図表 11 

EMEA におけるマルチ・プール・リースバック取引の主な特徴 
オリジネーターの種類 一般金融機関（リテール銀行、商業銀行等）または特殊金融機関 

債務者の種類 多くが中小企業および個人事業主 

ファイナンス目的 一般的に債務者の事業手段となる資産の取得 

ファイナンス対象資産の種類 車両（自動車、トラック等）、設備（機械、産業機器等）、不動産 

契約に基づく償還 多くはフレンチ・アモチゼーション(French amortization) 

リース期間 不動産以外の資産については 2-5 年、不動産については 10-18 年 

債務者の集中 集中は限定的。最大の債務者でも 1.5%以上を占めることはまれ。 

業種分散 最大の業種（ボロワーのセクター）が通常、ポートフォリオの 20-35%を占め

る。多くの場合、建設・建物。 

地理的分散 プールの過半が国の中で最も工業化された地域（イタリアのロンバルディ

ア、スペインのマドリードやカタルーニャ）に集中する傾向。 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

デフォルト率分析 

欧州のマルチ・プール取引は、通常資産種類ごとにデフォルト・プロファイルも異なる。そのため、各

資産種類を個別に分析し、その結果を各サブ・プールの規模に応じてウエイトを適用してデフォルト

率を推定する。 

入手可能であれば、類似するプールのヒストリカル・データを用いて、各資産種類のサブ・プールのデ
フォルト・プロファイルを検討する。また、トップダウンでの個々の資産の分析によって補う。個別資産

アプローチを適用する際には、不動産、医療機器、自動車、オフィス機器といった資産種類によって

異なるデフォルト傾向を考慮し、資産種類ごとに調整を加えることがある。 

回収率分析 

回収率分析では、回収率が資産種類によって異なることを示す経験的実証を考慮する。回収率の

違いはしばしば、a)資産種類によって異なる評価方法や減価償却率、および b)資産に対してセカン
ダリー・マーケットから提供される流動性の違いによって生じる。例えば、不動産以外の資産は、経年
とともに価値が低下する傾向があるが、オフィスや倉庫などの不動産は通常、景気サイクルを通じて
最低限の価値を維持するため、回収額が大きい。また、技術の急速な陳腐化の影響を受け（コンピ
ュータ等）、新たなユーザーへの譲渡が困難であるかコストがかかる不動産以外の資産は、急速に
価値が低下し、他の不動産以外の資産より流動性が低い。リースバック取引の中小企業債務者にと

って、リース設備は企業の存続に重要であることが多いため、債務者はレッサーにとって許容可能な
回収額を任意で返済する強いインセンティブを有する点も、回収率分析において考慮する。 

回収率分析の一環として、証券化プールにおおむね類似した特徴をもつプールについてビンテージ
ごとの過去の累積回収率をオリジネーターから提供を受け、検討する。また、オリジネーターから提
供を受けた、過去の資産ごとのデフォルト時損失データも検討する。通常、プールの主要な構成要
素（不動産 39、自動車、その他設備）に区分して分析する。 

 
39 詳細については、中小企業バランスシート証券化に対する格付手法を参照されたい。セクター別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ウェブサイトから入手できるｌ  
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付録 10: EMEA の設備リース/ローン債権を裏付けとする取引の期間中における

想定の見直し 

EMEA の設備リース/ローン債権を裏付けとする ABS 案件の継続的なモニタリングの一環として、案
件固有のパフォーマンス・データを用いて、案件期間中のデフォルト率想定や損失想定を修正する。
ムーディーズが検討する取引固有のデータは、通常以下を含む。 

» 延滞率と延滞動向。 

» 継続的に発生する累積デフォルト率あるいは損失率の実績（デフォルト率の代わりに損失率が報

告されることもある。本格付手法で説明するデフォルト想定を修正するアプローチ全体は、損失想

定の修正にも適用される） 

» 過去のポートフォリオ償還率。通常スケジュール償還と期限前返済に分類される 

案件初期は、パフォーマンスに大きな乖離を示す兆候が確認されなければ、通常、当初のデフォル
ト想定や損失想定を維持する。案件期間が経過すれば、案件のパフォーマンス・データがより重視さ
れることもある。案件固有の重要なパフォーマンス情報が入手可能な場合、特にムーディーズのベ
ースライン経済見通しを考慮に入れたデフォルト率を予想する場合、ローンやポートフォリオの特徴よ
り、ポートフォリオの示す支払パターンの方がより優れたパフォーマンスの予測基準となることもある。 

ムーディーズは、ベンチマーク分析および他の定性要因の検討結果も織り込んで、デフォルト想定や

損失想定を見直す。例えば、証券化ポートフォリオの延滞動向の変遷、デフォルト/損失実績と案件
期間のデフォルト/損失想定の乖離など、パフォーマンス指標を見直すことで、ムーディーズの分析を

補完することがある。デフォルト実績あるいは損失実績が、ムーディーズが想定した水準と大きく離れ
る場合、損失想定やデフォルト想定を調整する。確認された乖離を織り込んで、さらに調整を加える

場合もある。 
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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、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、ムーディ
ーズのウェブサイトに掲載されている「格付記号と定義」を参照されたい。 
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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 5 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及び手続も整備しています。 
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