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本格付手法の対象
本格付手法は米国、カナダ、アジア太平洋地域および中南米でオリジネートされた商
業用不動産ローンを裏付け資産として、ラージローンおよびシングルアセット/シングル
ボロワー型案件から発行された証券に適用される。

コンタクト：
東京

本格付手法は 2020 年 11 月発行の「ラージローン及びシングルアセット/シングルボ
ロワー型 CMBS に対するムーディーズの格付手法」に置き換わるものである。今回
の更新では、金利環境を踏まえたキャップレートの調整、米国とカナダの案件に関
するローン・レベルのリーガル分析の枠組みの更新、案件レベルの法的リスクの分
析における透明性の向上、分析におけるその他の調整の決定と適用に関する情報
の追加を行った。また、統一性と読みやすさを向上させるため編集上の軽微な修
正を加えた。

03.5408.4210

本格付手法は、米国とカナダのラージローン（LL）およびシングルアセット/シングルボロ
ワー（SASB）型商業不動産担保証券（CMBS）（LL/SASB 型 CMBS）の信用リスクに対す
るムーディーズのアプローチを、このセクターの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。付録 4 では、このアプローチを日
本を除くアジア太平洋地域および中南米の案件にどのように適用するかを詳細に説
明し、付録 5 では、日本の案件への適用方法の詳細を説明している。
資産・負債分析と、それに関連するモデリングや他の考慮事項に加えて、モニタリン
グ・アプローチについても説明する。

ムーディーズ SF ジャパン株式会社は、金融商品取引法
の下で金融庁に登録された信用格付業者であるが、
NRSRO（米国 SEC の登録を受けた格付機関）ではない。
従って、ムーディーズ SF ジャパン株式会社の信用格付
は、日本で登録された信用格付業者の信用格付であ
るが、NRSRO の信用格付ではない。

ムーディーズ SF ジャパン株式会社
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格付アプローチ
このセクションでは、LL/SASB 型商業用不動産ローンの主な特徴を述べ、LL/SASB 型 CMBS の信用リ
スク評価に対するアプローチの概要を、このセクターの格付結果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。
LL/SASB 型案件は通常、単一ローンもしくは互いに関係のない借入人に貸し付けられた複数のローン
を裏付けとしている。ムーディーズは通常、ハーフィンダール・スコアが 10 未満のマルチ・ボロワー型
ローンプールを裏付けとする証券の格付に本格付手法を用いる 1。ハーフィンダール・スコアは、金額
が異なるローンで構成されたローン・プールを、金額が等しいローンで構成された同金額のローン・プ
ールに還元することによって、プールの有効的な金額を評価するものである。ハーフィンダール・スコ
アで表されるローン数が 20 以上の場合、コンデュイット/フュージョン型 CMBS の格付手法を用いる 2。
ハーフィンダール・スコアが 10 から 19 のプールについては、LL 型に対するアプローチとコンデュイット/
フュージョン型に対するアプローチの要素を考慮する。
LL/SASB 型案件は商業用不動産を担保とする第 1 順位モーゲージローンの証券化である。ローン金
額は 1 億ドルを超えることが多い。ローンの担保物件数は 1 件から 100 件以上にわたる。1 つの不動
産物件のみを担保とする案件が「シングルアセット」型案件、2 つ以上の物件を担保とする 1 件のロー
ンを裏付けとする案件が「シングルボロワー」型案件である。共同担保（クロスコラテラル）およびクロ
スデフォルト条項が設定されている単数または複数の物件に関するローンを個別に借り入れている
複数の関連した借入人が存在する案件も「シングルボロワー」型案件に分類することがある。このよう
な構造の案件は、実質的に多額のエクスポージャー1 件を有することになるからである。
ムーディーズの LL/SASB 型案件の格付アプローチは、格付水準に応じた複数のシナリオにおいて予
想される、単数または複数のローンからの支払いを分析するものである。投資適格等級高位の格付
を得るためには、担保価値に多額の損失が生じる可能性を反映した、よりストレスの大きいシナリオに
耐える必要があり、投機的等級低位の格付には想定ケースに近いシナリオを使用する。
「モニタリング」のセクションでは、案件のシーズニングと発行時からの信用力の変化に応じて、どのよ
うに LL/SASB 型案件の格付手法を適用するかについて説明する。このセクションでは、案件の償還日
により市場キャップレートが変化する可能性が低下することについて、どのように対応するかも検討す
る。
LL/SASB 型証券化商品に対するムーディーズの格付手法は、商業用不動産のファンダメンタル分析
と証券化商品の分析を組み合わせたものである。ムーディーズの分析は、モーゲージローンまたは
モーゲージプールから得られるキャッシュフローが投資家への約定支払いをどの程度カバーするか
についてのムーディーズの見解を反映している。分析の一環として、モーゲージローンもしくはモーゲ
ージプールの担保物件の将来の持続可能なパフォーマンスと評価額や他の特性などを分析する。
次に、案件のストラクチャーや、法的リスク、カウンターパーティ・リスクおよび定性的リスクを含む他の
考慮事項を評価する。
他の全ての格付手法と同様、本格付手法を適用する際には、必要に応じ、分析に関連があるとムー
ディーズが考える全ての要因を考慮する。ムーディーズの格付委員会は、定量的評価に加え、他の
定性・定量要因も分析に織り込む。実際のパフォーマンスやパフォーマンスのトレンドが本格付手法
に示した想定と異なる場合には、その点を分析上考慮・反映する。格付委員会は、各案件の特徴を
考慮し、格付の付与とモニタリングを行う。

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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詳細については付録 6 を参照されたい。

2

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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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、LL/SASB 証券化の裏付資産の分析方法と、それらの資産から生じる可能性のあ
る損失の推定方法を説明する。
図表 1 は、LL/SASB 型案件の格付手法を段階別に示したものである。まず担保物件を分析し、その
評価額を算定する。次に、ムーディーズのベンチマーク LTV（MLTV）を用いて格付水準に応じたロー
ン金額を評価する。さらに、担保物件及びストラクチャーに固有の特徴を反映させるため、ベンチマ
ーク水準をポジティブまたはネガティブに調整する。負債利回り、1 物件あたり評価額、過去の深刻
な景気後退期の担保物件のパフォーマンスといった追加情報を織り込む調整ステップを経て、担保
物件の評価を完了する。
SASB 型案件は単一のローンを裏付けとしているため、担保物件の評価プロセスが格付結果となる。
LL 型案件の評価では、このプロセスから得られた結果を投入値として用いるとともに、ポートフォリオ
の分散度や他の要因も考慮に入れる。
図表 1

LL/SASB 型案件の評価プロセス
資産レベルの分析

調整

物件レベルの分析

ポジティブ
主要大都市圏
流動性

ムーディーズのネットキャッシュ

クロスコラテラル
プーリング

キャップレート

その他

キャップレートの調整
ムーディーズの評価額

ネガティブ
平均を下回る物件/改築中の物件

ベンチマーク MLTV

不十分な準備金ストラクチャー
変動金利ローン
劣後債務

調整後 MLTV / トランチング

不十分な保険水準
ローン・レベルの法的考慮事項
その他

最終的な MLTV / トランチング

ポジティブまたはネガティブ
モーゲージ負債のレバレッジ
ベンチマーク・スケジュールより早期のアモチゼーション

LL, フュージョン, CRE CLO

最終調整

投入値
出所： Moody’s Investors Service

ムーディーズは、発行体が提示する LL/SASB 型 CMBS 案件のストラクチャーや他の考慮事項を検討
し、MLTV に基づく SASB 型案件の担保物件評価及び LL 型案件のポートフォリオ分析の結果と合わ
せて LL/SASB 型 CMBS の格付を決定する。
以下のセクションで、LL/SASB 型案件に対する格付アプローチの詳細を説明する。
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物件レベルの分析
LL/SASB 型案件の裏付ローンの信用力を評価するにあたり、ムーディーズはまずローンの担保物件を
分析し、長期持続可能なネットキャッシュフロー(ムーディーズの NCF)とそれに見合う持続可能な評
価額（ムーディーズの評価額）を算定する。以下のセクションでムーディーズの NCF とムーディーズの
評価額の算定方法の概要を示す。詳細については、米州とアジア太平洋地域の主要物件タイプの
持続可能なネットキャッシュフローと評価額を算出するアプローチを説明したクロス・セクター格付手
法 3を参照されたい。
ムーディーズのネットキャッシュフロー
ムーディーズの NCF は、ローンの担保となっている商業用不動産から安定的に得られるネットキャッ
シュフローの推定額であり、景気サイクルを通じたベースケース予想を示している。NCF 算出の目的
は、物件から安定して創出される NCF の水準を決定することにあり、その水準はどの年でも実際の
NCF を上回ることも下回ることもある。
ほとんどの物件タイプについて、基礎的な物件レベルの財務分析を行うには、収入、空室率、回収
損失、費用、資本的支出を推定する必要がある。ムーディーズの NCF の算出では、これに持続可能
性というコンセプトを織り込む。そのため、長期的なトレンドに注目して現時点の収入・費用水準を市
場水準と比較し、必要に応じてポジティブあるいはネガティブな調整を加える。
一般的には基礎となる NCF に対し、収入の減額、空室率と回収損失の引き上げ、費用と資本的支
出の正常化といった調整を行う。NCF の持続可能性はエクイティではなく負債の観点から検討する
ため、これらの要因の逆方向への調整は例外的である。
ムーディーズはローンの信用力の指標として NCF を用いる。NCF は不動産市場参加者により広く用
いられているネットオペレーティングインカム(NOI)に比べ、物件の持続可能な収支状況をより包括的
かつ正確に把握できる。これは、NCF には資本的支出が織り込まれるが、NOI には織り込まれないた
めである。
ネットキャッシュフローを割り戻し、ムーディーズの LTV の“V”を決定
ネットキャッシュフローの算定後、ムーディーズはローンの担保物件のグレードを個々に決定する。商
業用不動産の信用力評価では、不動産のタイプごとに固有の考慮事項があるため、物件のグレード
と物件の使用カテゴリーを組み合わせ、それぞれのキャップレートを決定する。物件グレード、物件の
使用カテゴリー、キャップレートの関係は、上で述べたクロス・セクター格付手法で説明されている。
次に、キャップレートをムーディーズの NCF に適用し、MLTV の決定に用いる物件の評価額を算出す
る。ムーディーズのキャップレートは 50 年を超える過去のデータを考慮しているため、通常は市場キ
ャップレートを上回る。
低金利が持続する期間、すなわち 10 年物米国債利回りの 5 年平均が 3.5%以下である期間につい
ては通常、キャップレートを調整する。金利調整幅の算出は、金利環境を踏まえて適切にストレスを
かけた推定市場キャップレートを始点とする。この「ストレス市場キャップレート」は、10 年物米国債利
回りの関数であり、過去の市場キャップレートと米国債利回りとの回帰分析を用いて推定されたもの
である 4。この推定値は、物件タイプによって加重した平均値に基づいており、75 パーセンタイルでス
トレスをかけている。
ストレス市場キャップレートと、ムーディーズが格付に用いる調整前キャップレートの過去平均（ムー
ディーズのキャップレート）を比較して、金利調整幅を決定する。ムーディーズのキャップレート過去
平均がストレスキャップレートを上回る限りにおいて、プール物件のキャップレートを下方に調整する。
調整はパーセントを引き下げることによって行う。パーセント値は（1）ムーディーズのキャップレート過
去平均からストレス市場キャップレートを差し引いた値をムーディーズのキャップレート過去平均で除
した値と、（2）ゼロとのいずれか大きい方に等しい。
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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。

4

詳細については「ムーディーズの関連出版物」のセクションを参照されたい。
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調整方法に関する説明を下図に示す。
図表 2

米国とカナダの CMBS 案件のキャップレート調整

ストレス市場キャッ
プレート

• 過去の市場キャップレートと米国債利回りの回帰分析に基づく推定ストレス市場キャップ
レート。
• ストレス市場キャップレートは 10 年物米国債利回りの 5 年移動平均の関数である。

調整値の算出

• 調整値を（1）ムーディーズのキャップレート過去平均からストレス市場キャップレートを差
し引いた値をムーディーズのキャップレート過去平均で除した値と（2）ゼロのいずれか大
きい方として算出。
• 過去平均は 2010-2019 年の CMBS 案件に基づく。

モデルの適用

• プールの物件ごとに調整値（%）をキャップレートから差し引く。

出所: Moody's Investors Service

下図に示すように、調整幅は米国債利回り 5 年移動平均の低下に伴い拡大する。10 年物米国債利
回りの 5 年移動平均が 0.5%以下になれば、調整幅は 20.1%の最大値となる 5。
ムーディーズの NCF を調整後キャップレートで除し、調整値を算出する（ムーディーズの調整値）。ロ
ーン残高をムーディーズの調整値で除し、調整後 MLTV を算出する。
図表 3

持続的な低金利を踏まえたキャップレートの調整

出所： Moody’s Investors Service

物件からのキャッシュフローの変動性が標準的な不動産市場サイクルにおいて観察される変動性を
超え、長期的にその水準にとどまる場合は、米国債利回りに基づくキャップレートの調整幅を縮小す
るか、調整を行わない。例えば、戦争、テロリズム、パンデミック、その他極端なシナリオにおいて、渡
航制限や渡航禁止の影響により閉鎖したり、稼働率が低下したりするホテル物件には、この調整を
適用しない可能性がある。テナントの賃料支払いが滞っている、あるいは企業倒産や店舗閉鎖など
で新たなテナントを見つけるのが非常に困難となっている地方のショッピングモール物件にもこの調
整を適用しない場合がある。調整幅の縮小や調整の不適用についての判断は、減少した物件キャ
ッシュフローが予見可能な将来において正常な水準まで戻るかどうかについてのムーディーズの見
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解に基づいて行う。この評価は、物件と市場のパフォーマンスの持続的な正常化が示されたかどうか
に基づいて行う。
償還期日までの期間が短いローンについては、リファイナンス期間中に市場環境が変化しない可能
性が高いことを反映させ、より市場水準に近いキャップレートを適用する可能性がある。

ローン・レベルの分析 /ベンチマーク MLTV
ベンチマーク MLTV は LL/SASB 型案件の担保資産の信用リスク評価に用いる主要な分析の基準で
ある。米国とカナダの案件の格付水準ごとのベンチマーク MLTV は図表 4 の通りである。その他の地
域のベンチマーク MLTV は付録 4 および 5 に掲載している。
これらのベンチマークは、各格付水準に見合った物件評価額の減少に対するバッファーを表す。例
えば、格付水準が Aaa (sf)の案件では、担保物件の評価額がムーディーズの調整後評価額を 52%
以上下回るまではエクイティが損失を吸収する。米国とカナダでは、ムーディーズの調整後評価額
は通常、市場評価額を下回るため、市場評価額の減少に対するクッションはさらに厚くなっている。
図表 4

米国とカナダの ベンチマーク MLTV
格付

ベンチマーク MLTV(%)

Aaa (sf)

48%

Aa1 (sf)

52%

Aa2 (sf)

56%

Aa3 (sf)

59%

A1 (sf)

62%

A2 (sf)

65%

A3 (sf)

69%

Baa1 (sf)

73%

Baa2 (sf)

77%

Baa3 (sf)

81%

Ba1 (sf)

86%

Ba2 (sf)

90%

Ba3 (sf)

95%

B1 (sf)

100%

B2 (sf)

105%

B3 (sf)

113%

Caa1 (sf)

122%

Caa2 (sf)

130%

Caa3 (sf)

140%

出所: Moody's Investors Service

その他のローン・レベルのクレジット調整
ムーディーズは、個々の LL/SASB 型案件の担保物件及びストラクチャーの特徴を反映させるため、ベ
ンチマーク MLTV に対してポジティブ及びネガティブ双方のクレジット調整を行う。ムーディーズは、
Aaa (sf)格付水準で調整後 MLTV のパーセンテージ・ポイントで表される調整を適用する。調整幅は
Aaa (sf)から最も格付の低いローンまで段階的に異なることもあれば、各格付水準で同一に適用され
る場合もある。その調整幅をベンチマーク MLTV に加算あるいは減算し、調整後ベンチマーク MLTV
を算出する。そして、景気後退期における負債利回り、物件の収入や評価額を考慮に入れ、次に説
明するように調整後ベンチマーク MLTV に対して最終調整を行う。
ポジティブな調整
担保物件やストラクチャーが信用力にポジティブとなる特徴を持つ場合、ベンチマーク MLTV を上方
調整する。ポジティブな調整の対象となる案件の特徴と標準的な調整幅は次の通りである。
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主要大都市圏

主要大都市圏は通常、多様な労働者とテナント需要、ならびに高く安定した地価の恩恵を受ける。
さらに一部のケースでは、建築規制や用地不足のため物件の新築が難しい。そのため、供給過剰に
よって収益が大幅に減少する可能性が低い。主要大都市圏に所在する物件はこうした特徴を持つ
ため、キャッシュフローと物件価値の安定性がもたらされ、回収額についての信頼性を支えるとみら
れる。こうした理由から、主要大都市圏に所在する担保物件については、MLTV ベンチマークを最大
6 ポイント引き上げる。
主要大都市圏という立地を考慮した調整額を考慮する際に重要となるのが物件タイプである。ホノ
ルルのような場所はホテル物件にとって優良な立地だが、オフィス物件にはホテル並みの需要はな
い。各物件タイプにおいて、最も需要の強い市場に所在する物件には 4-6 ポイントの調整が適切だろ
う。例えば、マンハッタンのミッドタウンのオフィス物件、上述したホノルルのホテルなどである。最も需
要の強い市場の下に位置する非常に需要の強い市場に所在し、安定した価値とテナント需要を持つ
物件は通常、2-4 ポイントの調整を受ける。産業用物件市場で上位に位置するが、世界的な玄関口
には分類されないサクラメントのような市場は、このレンジの調整を受ける可能性がある。需要の強い
市場に所在する物件は、その物件タイプに対しては需要が強くない主要大都市圏に所在する物件も
含めて、0-2 ポイントの調整を受ける可能性がある。2 次、3 次市場の物件は、主要大都市圏にあっ
ても通常は調整の対象とならない。
物件タイプごとの市場の相対的ランキングは固定的なものではなく、他市場の重要性の高まりや低
下に伴い変化する可能性がある。
図表 5

主要大都市圏の物件に関する調整
所在地

レンジ

最も需要の強い市場の一つ

4.0% to 6.0%

非常に強い市場

2.0% to 4.0%

強い市場

0.0% to 2.0%

2 次/3 次市場

0.0%

出所: Moody’s Investors Service

流動性

最も質の高い物件にはテナントと買い手からの需要があるため、景気低迷期でも収益変動が抑制さ
れ、エクイティ投資家とレンダーに流動性を提供する。このように需要が支える流動性が信用力にプ
ラスとなる物件については、MLTV ベンチマークを最大 9 ポイント引き上げる可能性がある。
7-9 ポイントの調整が適正である物件は、当該物件タイプの中で最上位の質を持ち、グローバルなテ
ナント/買い手からの需要と認知度の恩恵を受ける物件である。そうした調整を受ける物件タイプの例
として、マンハッタンのミッドタウンのトロフィー・オフィス物件のようなグローバルに認められた物件や、
マサチューセッツ州ケンブリッジの生命科学研究所のような物件タイプ内で最上位の質を持つ物件
が挙げられる。非常に質が高いが、国際的なテナント/買い手からの需要と認知度が限定的である物
件は、4-7 ポイントの調整を受ける可能性がある。そうした物件の例として、需要の強い市場に所在す
る高い質の産業用物件のポートフォリオが挙げられる。国内のテナント/買い手からの需要と認知度を
持つ高い質の物件（物件タイプにおける最上位市場以外の市場に所在する最良の物件など）は、24 ポイントの調整を受ける可能性がある。平均以上の質とテナント/買い手から需要を持つ物件は 0-2
ポイントの調整を受ける可能性がある。
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図表 6

流動性に関する調整
特徴

レンジ

物件クラス最上位の質/グローバルな需要

7.0% - 9.0%

非常に高い質/限定的な国際需要

4.0% - 7.0%

高い質/国内需用

2.0% - 4.0%

平均以上の質/地域需要

0.0% - 2.0%

出所: Moody’s Investors Service

共同担保（クロスコラテラル）

共同担保（クロスコラテラル）とクロスデフォルトの対象となるローン（以下「クロスローン」とする）は、
MLTV が最大 20 ポイント調整される可能性がある。
ローン契約にクロスデフォルト及びクロスコラテラル条項が盛り込まれている場合、ローンは単一の借
入人が所有する複数の物件に分けられる。クロスローンのプールに含まれるローンの 1 つがデフォル
トすれば、そのプールの全てのローンもデフォルトする。物件のパフォーマンスの間に完全な相関がな
い限り、クロス条項によってデフォルトリスクが低減しうるため、ムーディーズは、クロス条項をリスク低
減の有効な手段と考えている。
クロスコラテラルによる調整の幅を決定する際には、ローンの分配額に基づく物件のハーフィンダー
ル・スコア、地理的分散、物件タイプ、需要を左右する要因、テナントの集中といった複数の要因を
考慮する。レンジの上限に近い調整を受けるのは、通常、多数のマーケットの物件を担保としており、
分散度が非常に高く、テナントの集中度が低い物件プールである。立地の分散は通常、担保物件の
入居率と収益を支える雇用基盤を多様化させ、テナントの集中度の低さは、イベントリスクや単一の
テナントの退去あるいはリースのデフォルトから生じるキャッシュフローの変動に対するエクスポージャ
ーを低減する。
15-20 ポイントの調整を受ける可能性のあるポートフォリオの例として、物件所在地が 20 を超える市
場にまたがり、テナントのレントロールが複数の業界にわたり小口分散化され、物件のハーフィンダー
ル・スコアが 100 を超える産業用物件のラージポートフォリオが挙げられる。単一業種へのエクスポ
ージャーが小さい分散した産業用物件ポートフォリオは、例えばサイズはほぼ等しいが、パフォーマン
スが旅行・娯楽産業全体と高い相関を示すホテル物件ポートフォリオに比べ、調整幅が大きくなる。
物件のハーフィンダール・スコアが 50 を上回るポートフォリオは、10-15 ポイントの調整を受ける可能
性があり、同スコアが 20 を超えるポートフォリオは 5-10 ポイントの調整を受ける可能性がある。しかし、
両者は直線関係にはなく、ポートフォリオのサイズが小さくなれば、立地やテナントの集中という他の
要因が、上方調整を決定する上でより重要になる。例えば、ハーフィンダール・スコアが 20 を上回る
マルチファミリー物件のポートフォリオで、全物件が同一市場内の近接した場所にあれば、調整幅は
5 ポイントより小さくなる可能性がある。
図表 7

クロスコラテラルに関する調整
特徴

物件のハーフィンダール・スコア*

レンジ

100.0+

15.0% - 20.0%

高いポートフォリオ分散

50.0 - 100.0

10.0% - 15.0%

中位のポートフォリオ分散

20.0 - 50.0

5.0% - 10.0%

限定的なポートフォリオ分散

0.0 - 20.0

0.0% - 5.0%

非常に高いポートフォリオ分散

*

表中のハーフィンダール・スコアは説明目的で示したにすぎず、スコアとレンジとの関係は直線的ではない。また、ポートフォリオの物
件のハーフィンダール・スコアが表中のハーフィンダール・スコアに該当していても、立地の分布、物件タイプ、需要を左右する要因、テ
ナントの集中など他の要因が考慮されるため、表のレンジが適用されるとは限らない。

出所： Moody’s Investors Service

担保設定の解除

担保物件に配分されたローン金額を返済すれば、その物件の担保設定を解除できることがローン契
約で認められている場合、クロス条項の恩恵は著しく減少する。そのようなケースでは、スポンサーが
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パフォーマンスの良好な物件のみを選択して担保設定を解除し、パフォーマンスの低い物件がプー
ルに残存する可能性がある。
ムーディーズは、物件に配分されたローン金額とムーディーズの評価額との関係、ならびに物件の担
保設定を解除できるリリース価格をストレステストによって分析し、逆選択の潜在的な影響を検証す
る。通常、リリース価格がローン配分額の 115%未満であれば、クロス条項の恩恵は著しく減少する。
クロス条項の恩恵を最大化する標準的なローンの特徴として他に挙げられるのが、DSCR および/また
は負債利回りなどの指標のテストや、LTV などの他の指標のテストである。これらのテストをパスするた
めには、担保設定解除後もこうした指標がローンのクロージング時と担保設定解除直前より悪化して
はならない。また、物件数の下限、ローン金額でみた集中の制限、ローンプールの評価額の一定割
合を超える担保設定の解除や一部の主要物件の担保解除を禁止する条項など、プールの分散度
を維持するための条項が契約に規定されている場合もある。
解除条項の弱さを反映させるため、クロス条項による MLTV への恩恵を 10%-50%削減する場合があ
る。例えば、全物件のリリース価格がローン配分額の 105%という低い水準に設定され、負債利回りの
テストがローンのクロージング時との比較のみである（すなわち、ポートフォリオの負債利回りがこの水
準を上回って改善する可能性が限定される）と想定してみる。この場合、クロス条項の恩恵を 50%削
減する可能性がある。これに対し、ローン配分額の 105%という低いリリース価格で担保が解除される
物件が一部に限られ（例えば全物件の 20%を上限とする場合など）、残りの物件のリリース価格はロ
ーン配分額の 115%に設定されている場合、クロス条項の恩恵の削減幅は 30%程度となる可能性が
ある。全物件のリリース価格がローン配分額の 115%に設定されているが、負債利回りのテストがロー
ンのクロージング時との比較に限定されている場合、クロス条項の恩恵の削減幅は 10%となる可能
性がある。
担保解除条項が弱い場合、ポートフォリオの分散とクロス条項の恩恵が、クロス条項の恩恵の削減
水準に影響し得ることに留意することは重要である。例えば、ローン契約でポートフォリオの物件の
20%がローン配分額の 105%のリリース価格で担保解除されると定められている場合、物件のハーフ
ィンダール・スコアが 150 のポートフォリオ（ポートフォリオの 20%が担保解除されても依然として分散
性が高いポートフォリオ）に比べ、物件のハーフィンダール・スコアが 10 のポートフォリオの方がより大
きな影響を受ける。
担保物件の入れ替え

借入人がクロスローンの担保資産を入れ替える権利を行使するには、入れ替えによって担保全体の
信用力が低下する可能性を制限するためのいくつかのテストをパスする必要がある。テストには次の
ようなものが含まれる。
»

入れ替え金額の制限:入れ替え金額は通常、当初担保金額の 20-30%に制限される。

»

DSCR /負債利回り及び LTV が悪化しないこと:担保設定の解除と同様、入れ替え物件の DSCR、
負債利回り及び LTV に基づく信用プロファイルが現在またはオリジネーション時点より悪化しては
ならない。

»

関連文書、第三者のレポート、及び他の要件が備わっていること:タイトル保険、土地測量、ゾー
ニング、環境、エンジニアリング、適切な積立金とエスクロー、リースのレビュー、禁反言レター、
保険証書、借入主体の定款、認証レントロール及び業務報告書など。

»

借入人が当初の担保物件について提供したものとほぼ等しい表明保証を入れ替え担保につい
ても提供すること。

プーリング

ラージローン型案件は通常、関連性のないローン（したがって、クロスローンではない）からなるハーフ
ィンダール・スコアが 10 以下の 1 つのプールを裏付けとしている。ラージローン・プールについては、
複数のローンがそれぞれデフォルトし、トランシェ・レベルで損失が発生する可能性が低くなることを反
映して、MLTV ベンチマークを最大 25 ポイント調整する可能性がある。
ハーフィンダール・スコアで表されるローンの実効数が 20 に近いプールには、レンジ内で高めの調整
幅が適用される。ローンの実効数が 20 以上のプールの分析には、コンデュイット/フュージョン型
CMBS の格付手法を用いることを検討する。
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ローン・レベルのクロスコラテラルによる調整と同様、ローンのハーフィンダール・スコア、ローンのスト
ラクチャード・クレジット・アセスメント（SCA）の分布 6、ローンの地理的分布、物件タイプ、需要を左右
する要因、テナントの集中など複数の要因を考慮する。
ローンのハーフィンダール・スコアが 20 で、地理的分散性が高く、複数のタイプの物件を担保とするロ
ーンからなるプールは、プーリングの恩恵として 25 ポイントの調整を受ける可能性がある。これに対し、
ローンのハーフィンダール・スコアが 5 で、地理的分散が限定的な同一タイプの物件を担保とするロ
ーンからなるプールがプーリングの恩恵として受ける調整は 5 ポイント未満になる可能性がある。
図表 8

プーリングに関する調整
特徴

物件のハーフィンダール・スコア*

レンジ

非常に高いプール分散

15.0 - 20.0

18.0% - 25.0%

高いプール分散

10.0 - 15.0

11.0% - 18.0%

中位のプール分散

5.0 - 10.0

5.0% - 11.0%

限定的なプール分散

0.0 - 5.0

0.0% - 5.0%

*

表中のハーフィンダール・スコアは説明目的で示したにすぎず、スコアとレンジとの関係は直線的ではない。また、ポートフォリオのロー
ンのハーフィンダール・スコアが表中のハーフィンダール・スコアに該当していても、ローンの SCA の分布、地理的分布、物件タイプ、需
要を左右する要因、テナントの集中など他の要因が考慮されるため、表のレンジが適用されるとは限らない。

出所： Moody’s Investors Service

ネガティブな調整
ムーディーズは、信用力を悪化させる担保や案件のストラクチャーの特徴もしくは法的特徴を反映さ
せるため、MLTV ベンチマークを下方調整することがある。ネガティブな調整の幅に制限はなく、ある
クラスまたは案件に格付を付与できなくなることもありうる。あるいは、格付の上限を Aaa(sf)より低い
水準とする可能性がある。ネガティブな調整の対象となる案件の特徴と標準的な調整レンジは次の
通りである。
平均を下回る質の担保あるいは過渡的担保

担保の質が平均を上回る場合、収益や価値が変動しにくいことを反映して MLTV ベンチマークを上
方に調整するのに対し、質が平均を下回る担保や非標準的なタイプの高リスクの担保については
MLTV ベンチマークを下方に調整する。
担保の質の低さによる MLTV の下方調整レンジは通常 20 ポイントまでに収まるが、理論的には制限
は設けていない。長期的にキャッシュフローと価値を維持できるかどうかが極めて不確実な物件（売
上の低調なショッピングモールなど）は当初のローン金額にかかわらず、投資適格等級と評価されな
い可能性がある。
質が非常に低く、キャッシュフローの持続可能性に重大な懸念がある物件は、13-20 ポイント下方調
整される可能性がある。十分な資本投資が行われず、リース終了期日が間近に迫っており、同じよ
うな質の低い物件が低い回収額で取引されている市場に所在する老朽化物件は、このレンジの下
方調整を受けるだろう。質の低い物件は 7-13 ポイントの下方調整、平均を下回る質の物件は 0-7 ポ
イントの下方調整を受ける可能性がある。
達成可能な計画と、計画を実行するために十分な資金を調達できる過渡的担保については、計画
が高リスクあるいは十分な資金を得られないとみられる場合に比べ、下方調整幅が小さくなる。例え
ば、賃借人が交代する住戸に限定的なリノベーションを行う計画があり、必要な資金が事前に積み
立てられているマルチファミリー物件は、下方調整幅が 5 ポイント未満になるとみられる。これに対し、
業績が低迷し、新たな営業体制や経営体制に関する詳細が十分に定められていない非常にリスク
の高い計画を立てており、資本投資を行うための資金に制約があるホテルの場合、15-20 ポイントの
下方調整を受ける可能性がある。
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図表 9

平均を下回る質の担保あるいは過渡的担保に関する調整
特徴

レンジ

非常に低い質の担保

-13.0% ~ -20.0%

低い質の担保

-7.0% ~ -13.0%

平均を下回る質の担保

0.0% ~ -7.0%

非常に高リスクの過渡的担保

-15.0% ~ -20.0%

高リスクの過渡的担保

-10.0% ~ -15.0%

中リスクの過渡的担保

-5.0% ~ -10.0%

低リスクの過渡的担保

0.0% ~ -5.0%

出所: Moody’s Invesetors Service

不十分なリザーブ・ストラクチャー

ムーディーズのベンチマークは、事前に十分な準備金が確保されていることと、継続的なトラッピング
によって改築積立金、租税公課、保険、改装費、賃貸仲介手数料に充当する資金が確保されるこ
とを前提としている。
レンダーが費用、資本的支出、改装費、一定期間の賃貸仲介手数料を支払うために事前の準備金
積み立てを要求するケースがある（ローン金額の一部から充当するよう求める場合もある）。一般的に
これに該当するのは、高レバレッジローンや、近い将来に営業停止、資本的支出や賃貸契約の更新
が予定されている場合である。準備金が積み立てられていれば、営業停止、大規模な資本的支出や
賃貸契約更新によって債務返済のためのキャッシュフローが不足する可能性が低減し、借入人がそ
うした支出をカバーするために物件以外の資金源から資金調達する能力が問題となる可能性が低下
するため、ローンの信用力の安定や改善が見込まれる。逆に、事前の積み立てや長期にわたる準備
金の積み立てが行われない場合、信用力にマイナスとなるため、ムーディーズはネガティブな調整を
行う可能性がある。
変動金利

ムーディーズのベンチマーク MLTV は、固定金利型の裏付ローンを想定している。変動金利型ローン
の場合、物件からのキャッシュフローが概ね一定であるのに対し金利は変動するため、リスクが高い
とムーディーズはみている。金利が上昇すれば、ローン期中における利払い費の増加によりネットキャ
ッシュフローが減少し、デフォルト確率が高まる。一方、ローンが固定金利であっても変動金利であっ
ても、ローンのリファイナンスリスクには影響しない。長期ローンの場合、金利が上昇する可能性のあ
る期間も長くなるため、他の条件が同一であれば、長期ローンの方が変動金利を要因とするリスクの
上昇幅が大きくなる。
レンダーの多くは変動金利型ローンの借入人に対し、金利変動リスクを低減するための金利キャップ
契約を結ぶことを要請する。しかし、金利キャップ契約の満期はローンの予定返済期日と連動してい
ることが多いため、金利キャップ契約では増加するリスクを除去することはできない。証券の最終償
還期日は一般にローンの返済期日よりかなり後に設定されているため、ローンの満期到来後の金利
上昇により、担保物件からのキャッシュフローでカバーできる利息の支払いとローン契約に基づき支
払われる利息との間にミスマッチが生じるリスクがある。
変動金利型ローンに対するネガティブな調整は通常、MLTV の最大 8 ポイントのレンジで行われる。
調整幅に影響を与える要因として、ローン期間、ローン期間全体をカバーする金利キャップ契約の
有無、市場金利と金利キャップ契約の上限金利の差、MLTV で示されるローンのレバレッジ（デフォル
トリスクの指標となりうる）が挙げられる。金利キャップ契約の上限金利を用いたデット・サービス・カバ
レッジ・レシオ（DSCR）を算出し、市場金利を用いた DSCR と比較する場合がある。これは、金利キャ
ップによるプロテクション適用前の金利変動によりデフォルト確率が上昇する可能性を示しうる。
全額が未ヘッジのローンは、ローン期間と MLTV に応じて 5-8 ポイントの下方調整を受ける可能性が
ある。金利キャップ契約が締結されているローンは通常、2-4 ポイントの下方調整を受ける。市場金
利と上限金利との差が小さいローンについては、このレンジ内の下限に近い調整幅を適用する一方、
差が大きいローンは上限に近い調整幅となる。金利キャップ契約の相手は通常、投資適格等級で
あることを想定している。
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劣後債務

証券化対象ローンの背後に劣後債務があれば、シニアローンのデフォルト確率が高まり、場合によっ
てはデフォルト時のシニアローンの損失規模が大きくなる。借入人が有する物件のエクイティ持分は
相対的に少なく、物件価値の維持や向上に対するインセンティブが小さいため、ストレスシナリオにお
いて、レバレッジの小さい他の物件に資金を振り向ける可能性がある。
ムーディーズのベンチマーク MLTV は、シニアローンの背後に劣後債務はないという前提に基づいて
いる。劣後債務がある場合、次に挙げる要因に基づいてベンチマーク MLTV を引き下げる。
»

劣後債務の金額とタイプ：CMBS 案件に含まれる一般的な劣後債務には、負債性のある優先エ
クイティ、メザニンローン、B ノート、第 2 順位モーゲージがある。ベンチマーク MLTV に適用する
調整幅は通常、（1）負債性のある優先株またはメザニンローン：劣後債務がシニアローンの一部
であると想定した場合の調整幅の 3 分の 1、（2）B ノートまたは第 2 順位モーゲージ：劣後債務が
シニアローンの一部であると想定した場合と同じ調整幅である（詳細については「モーゲージ債
務のレバレッジ調整」のセクションを参照）。これは、負債性のある優先株やメザニンローンは B ノ
ートや第 2 順位モーゲージに比べ、デフォルトあるいは清算手続きにおいて、一般に弱い権利し
か認められないことを反映している。劣後債務に適用される調整幅は通常、ムーディーズの評
価額に対する総負債の比率が 140%未満のローンについてはマイナス 6%を超えることはなく、同
比率が 140%を超えるローンについては最大でマイナス 7%である。第 2 順位モーゲージについ
ては、付録 3 で説明する通り、追加調整を行う。

»

全体のレバレッジ：レバレッジの高いローンは、デフォルトが想定される時点に近づくにしたがい、
劣後債務の存在を要因とする調整幅が小さくなる可能性がある。調整幅の増大は主として損失
規模が増大する可能性に関連している。同様に、レバレッジが非常に低いローンは、劣後ローン
も含め通常はデフォルトの可能性が非常に低いため、適用する調整幅を縮小する。

ムーディーズは、「負債性のある」優先エクイティを 3 つの特性、すなわち、(1)配当の確約(hard
coupon)、および/または(2)償還日の確定(hard maturity)、(3)(1)及び(2)の条件を満たせない場合、支
配権が譲渡されたり、バイ・セル・メカニズムが発動されたりする、という特性において「真正の」優先
エクイティと区別している。「真正の」優先エクイティにはレバレッジ・ペナルティを適用しない。
不十分な保険の基準

損害保険は、物件が損害を受けた場合にレンダーの担保が毀損する可能性に備えた保険である。
借入人が十分な金額の一般賠償責任保険、総合保険、賃料補償保険や、慣習として付保する他
の保険（ボイラーや機械装置を対象とする保険など）に加え、「特別損失理由」の形式により物件の
再調達価額の 100%が支払われる損害保険を付保することがローン契約において要請される場合、
下方調整は適用しない。また、特別な危険のある地域に所在する物件に対し、暴風、地震、洪水な
どの気候リスクを十分にカバーする保険が付保されているかどうかや、プールの大きな部分を構成す
る物件もしくはシングルアセット案件の物件に十分なテロリズム保険が付保されているかどうかも評価
する。暴風や地震などのリスクに対する保険の金額が再調達価額を下回っている場合でも、信頼で
きる予想最大損失率や他の専門的な研究・データを検討した上で、保険契約をクレジット・ニュート
ラルとみなす場合がある。特別な危険のある地域に集中している物件に対する総合保険を精査し、
補償内容と保証範囲が十分かどうかを判断する。ローンがクレジット・ニュートラルとみなされるため
には、借入人は慎重なレンダーであれば当然要求する他の保険も契約する必要がある。
物件もしくはローンのハーフィンダール・スコアが 5 以下の LL/SASB 型案件については、保険会社の
格付が投資適格等級でない場合、下方調整を適用する可能性がある。保険会社に格付が付与さ
れていない場合、クレジット・エスティメート 7を使用するか、財務力を示す他のデータや指標を考慮
することがある。保険契約が複雑な多層構造になっている場合、保険会社の数と多様性、各保険
会社の相対的な補償金額、保険の「層」における各保険契約の位置づけ、保険契約において異な
る割合を占める保険会社（その割合は事前の検討で決まる）の格付、クレジット・エスティメート、財務
力を示す他のデータや指標を検討する。

7
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ローン契約書で定められた保険の基準が不十分であると判断される場合、Aaa および Aa 格付の証
券のベンチマーク MLTV を調整する可能性がある。
物件の所有者が損害保険を契約しない場合、通常はマスターサービサーが「強制的に」物件に保
険をかけることを要請される。強制的にかけられた保険の保険会社についても、上述したプロセスに
則り評価を行う。
ローン・レベルの法的考慮事項

米国とカナダの LL/SASB 型案件では、法的問題が発生する可能性とその影響を踏まえ、それらの案
件において投資家にとって重大なリスクとなるローン・レベルの法的問題に注目した分析を行う。
付録 3（「一般的にみられるローン・レベルの法的リスク」のセクション）で、米国とカナダの LL/CMBS 案
件において評価する一般的なローン・レベルの法的リスクを説明している。それぞれのリスクについて、
発生の可能性と予想される影響という 2 つの要因を評価する。これら 2 つの要因を組み合わせ、図
表 10 に示すように法的リスク評価を決定する。CMBS ローンのレビュー時に、付録 3 で言及していな
い重大な法的リスクが見つかった場合も、図表 10 にしたがってそのリスクを評価する。
図表 10

法的リスク評価のマトリックス

発生の可能性

予想される影響
最小

軽微

中位

大きい

重大

中位

中位

中位-高位

中位-高位

高位

可能性が高い

中位-低位

中位

中位

中位-高位

中位-高位

可能性がある

中位-低位

中位-低位

中位

中位

中位-高位

可能性が低い

低位

中位-低位

中位-低位

中位

中位

可能性が非常に低い

低位

低位

中位-低位

中位-低位

中位

可能性が非常に高い

出所：Moody’s Investors Service

法的リスクの評価をローン・レベルの調整に織り込む。図表 11 に示す通り、個々の法的リスクごとに信
用補完の 0%-2%の幅でローン・レベルの調整を行う。
図表 11

法的リスクの評価
法的リスクの評価

リスクごとの信用補完調整

高位

2.0%

中位-高位

1.5%

中位

1.0%

中位-低位

0.5%

低位

0.0%

出所： Moody’s Investors Service

ローンごとに法的リスク、中でも図表 14 から 19 に挙げた法的リスクの有無を評価する。特定された
個々のリスクごとに、図表 11 に示す信用補完調整を適用する。何らかの法的リスク、特に図表 15 に
挙げた法的リスクが複数物件ローンの担保物件中の 1 物件のみにあてはまる場合、ローンの担保総
額に占める当該物件の割合で加重した信用補完調整幅を算出する。次に、個々の信用補完調整
を合計し、それを図表 12 に示す調整幅合計と比較して、最終的な信用補完調整を導出する。
図表 12

信用補完の調整
信用補完調整幅合計

最終的な信用補完調整幅

信用補完調整幅合計≥ 6%

7%

4.0% ≤信用補完調整幅合計< 6%

5%

2.0% ≤信用補完調整幅合計 < 4%

3%

0% <信用補完調整幅合計 < 2%

1%

出所： Moody’s Investors Service
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最後に、最終的な信用補完調整幅にローンの調整後 MLTV を乗じ、ローン・レベルの法的調整幅を
算出する。この計算に用いる調整後 MLTV は、裏付けとなる第 1 順位モーゲージ債務と調整後のム
ーディーズの物件評価額に基づく。
何らかの法的な問題があれば、LL 案件のローンに付与するクレジットがゼロになる可能性がある。さら
に、法的問題の影響が生じる可能性が非常に高ければ、SASB 型案件の証券に格付を付与できない
可能性もある。例えば、そのリスクが現実化した場合、信託口座からローンの全額もしくはほぼ全額が
失われるといったケースである。このセクションで説明した調整手法では、このようなリスクを十分に織
り込むことができないため、前掲のマトリックスではこうしたリスクは考慮されていない。詳細については
付録 3（「重大な法的欠陥」のセクションを参照されたい。
その他のネガティブな調整

ムーディーズは、案件の他の特徴を分析し、担保の債務返済能力にネガティブな影響を与える、あ
るいはデフォルト時の損失拡大につながる特徴については下方調整を適用する。そのような特徴の
例として、環境・エンジニアリングの状況、案件のレビューのために提供を受ける情報の量と質などが
挙げられるが、これらに限定されるものではない。
信用力にマイナスとなる他の特徴を評価し、それに関連してどの程度マイナスの調整を加えるかをケ
ース・バイ・ケースで決定する。ネガティブな特徴が重大な影響を与えると判断される場合、格付に
上限を設定するか、格付を付与しない可能性がある。
上方あるいは下方への調整
モーゲージ債務のレバレッジ水準の調整

モーゲージローン全体のレバレッジ水準は、MLTV ベンチマークの上方あるいは下方への調整につな
がる主要な特徴である。Baa3 (sf)以上の格付のベンチマーク MLTV は、モーゲージローン全体のレバ
レッジ水準が Baa3 (sf)の水準を下回らないことを想定している。
モーゲージローンの総額が Baa3 (sf)の水準にあれば、スポンサーは多額のエクイティ・クッションを有
しており、不適切な維持管理やデフォルトによって担保価値を減少させる可能性が低い。最も支払
順位の低い劣後債務が投資適格等級高位に位置づけられる場合、レバレッジ水準の低さに基づく
MLTV の上方調整幅は最大で 6 ポイントである。
モーゲージローンの総額が Ba1 (sf)以下の水準である場合、スポンサーはより少額のエクイティ・クッ
ションしか有していない。さらに、レバレッジ水準が高ければ、レンダーやストラクチャーの複雑性が増
すことがあり、清算手続きのコストやデフォルト時の損失が高くなる可能性がある。ローン全体のレバレ
ッジ水準が投資適格等級の水準を下回る場合、MLTV は最大 7 ポイントの幅で下方調整される。
ベンチマーク・スケジュールと実際のアモチゼーションの比較

約定弁済（アモチゼーション）はリファイナンスリスクを低減し、物的な価値の減少や市場価格の変動
による資産価値の減少を補う強力な手段である。ベンチマーク・スケジュールより早期のアモチゼー
ションを織り込むため、ベンチマーク MLTV を調整する場合がある。ホテルを裏付けとするローンは 25
年、その他の主要アセットクラスを裏付けとするローンは 30 年をアモチゼーションのベンチマーク・ス
ケジュールとしている。
ベンチマーク MLTV の調整は、ムーディーズが想定するローンの残存期間に近い時点における、ベン
チマーク・スケジュールによるアモチゼーションとローンの実際のスケジュールによるアモチゼーション
との差を近似するものである。信用力の低いローンの想定残存期間は、信用力が高いローンに比べ
短い。ムーディーズはストレス金利を用いてアモチゼーションの調整幅を算出する。金利が低いロー
ンに対するペナルティは軽減され、アモチゼーションスケジュールがベンチマークと等しい、あるいは
ベンチマークより早いローンは恩恵を受ける可能性がある。
最終調整

調整後の MLTV ベンチマークは、格付の付与前に最終的な調整を受ける。このステップを踏むことで、
確実に全ての関連情報が考慮され、調整後 MLTV ベンチマークに織り込まれる。この最終調整は、不
動産鑑定士が用いるプロセスと類似しており、物件価値を決定する前に、類似物件の売却事例と再
調達原価を収益還元額と一致させるというものである。調整の方向はポジティブとネガティブのいず
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れもありうるが、ポジティブな調整の幅は通常、調整後 MLTV ベンチマークにより決定される格付から
2 ノッチ以内となる。
ムーディーズは通常、負債利回り、すなわち担保からのキャッシュフローとローン金額の関係を評価
して調整に織り込む。負債利回りとは基本的に、レンダーが担保の支配権を得た場合に得られる利
回りである。
ムーディーズは負債利回りと、市場サイクルの異なる時点、特に下落局面で同種の資産を取引する
際のキャップレートを比較する。例えば、深刻な景気後退期に最も質の高い資産が 8%以下のキャッ
プレートで取引されていたとすれば、最も低い投資適格等級のクラスの負債利回りは 8%が適切な水
準であり、最も高い投資適格等級のクラスの負債利回りとしては 15%前後が適切であると考えるであ
ろう。負債利回りを評価した結果、ローン金額が調整後 MLTV ベンチマークから算出される金額を上
回る場合はポジティブな調整を加え、ローン金額が調整後 MLTV ベンチマークから算出される金額
を下回る場合はネガティブな調整を加える場合がある。
また、最終調整において、担保物件や類似物件の売却事例、特に深刻な景気後退期における売却
事例を考慮することがある。類似物件の景気後退期における売却事例は、担保価値の「フロア」を決
定するのに役立つ。このフロアは担保価値がそれ以下に落ち込むとは考えにくい水準であり、回収額
の評価の基礎となる。例えば、トップクオリティの物件において、調整後ターゲット MLTV に基づく投資
適格等級低位とされるローン金額が 1 平方フィートあたり 800 ドルと評価されても、景気後退期ある
いはその直後における取引が 1 平方フィートあたり 1,000 ドルの価値があることを示していた場合、ム
ーディーズはポジティブな調整を加える可能性がある。これに対し、類似物件が景気後退期あるい
はその直後において、1 平方フィート当たり 600 ドルで取引されていたとすれば、ネガティブな調整を
加える可能性がある。
さらに、景気後退期に担保物件や類似物件から得られた収益を、データが入手できる範囲で考慮
することがある。景気後退期の担保物件からの収益が、ムーディーズが投機的等級と評価したトラン
シェのローン金額の水準において、デット・サービス・カバレッジ(DSC)が 1.00 倍を上回るほど十分であ
る場合、ポジティブな調整を加える可能性がある。景気後退期の収益に基づく DSC が 1.00 倍を下
回る場合、ネガティブな調整を加える可能性がある。

マルチ・ボロワー・プールの分析
マルチ・ボロワー型ラージローン・プールについては、プールに含まれる個々のローンの金額を格付水
準ごとに合計する。次に、ローンプールの分散度を反映させるために合計額を調整する。
プールの分散度
プールの分散度は資本構成におけるシニアクラスの信用力にプラスの影響を与える。LL 型案件の裏
付ローンのうち 1 件に大幅な損失が発生する可能性はあるが、プール内の全てのローンに同様の損
失が発生する確率ははるかに低い。
ムーディーズはプールのハーフィンダール・スコアにより決定されるプール内のローンの実効数を勘
案して債券の金額を評価することにより、潜在的な分散効果を織り込む。ハーフィンダール・スコアの
算出方法については付録 6 を参照されたい。
ムーディーズの格付は、プールの平均損失（またはその予想）およびプールの損失の配分に影響さ
れる。主にローンプールのハーフィンダール・スコアにより測定されるプールの分散度は、プールの損
失配分の実現性に影響する。損失の配分はシニア・トランシェとジュニア・トランシェの評価に影響を
与える。
プーリング分析の一環として、特定のローンのデフォルトとデフォルト時の回収率を想定した「ブローア
ップ」シナリオにおいて、各トランシェがどの程度保護されるかを検討することがある。ターゲット格付を
取得するには、ムーディーズがその格付に相応すると考えるシナリオをパスしなければならない。具
体的なシナリオは、プールのハーフィンダール・スコア、ローンの信用力、担保物件のタイプ、立地や
分散度に関連する他の要因によりケースごとに異なる。
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例えば、あるプールがそれぞれ Ba2 (sf)水準と評価される 6 つのローンで構成されており、ローン間の
相関が低いとすれば、次のようなデフォルト・シナリオを用いて Aa2 (sf)水準のトランシェをテストする。
ローン 2 件で Aa2 (sf)相当まで損失が発生し、2 件で A2 (sf)相当、1 件で Baa2 (sf)相当、もう 1 件で
Ba2 (sf)相当の損失が発生するというシナリオである。このシナリオで Aa2 (sf)に必要な信用補完は、
発生した損失の合計と同額である。次に、シナリオ分析の結果を定量分析と比較し、適切な信用補
完水準を決定する。
裏付ローンの信用評価とローンプールのハーフィンダール・スコアに加え、ローン同士の相関を高め
る、あるいは低下させる他の要因も考慮する。ローンの相関に影響を与える要因は次の通りである。
»

テナントの集中:例として、複数のショッピング・モール・ローンを裏付けとするプールは、各モー
ルに共通して入居しているアンカー・テナントが経営難に陥ったり退去したりした場合、複数のロ
ーンが影響を受ける。ある銀行、法律事務所、あるいは会計事務所が共通のテナントとなってい
る複数のオフィス物件に対するローンでも同じことが言える。テナントの集中度が低い例として、
単一のテナントが賃料収入に占める割合が 5%以下の産業用物件のラージプールが挙げられる。

»

所在地:複数のローンの裏付けとなる担保物件が同一のマーケットあるいはサブマーケットに所
在する場合、担保は同一地域の需給動向から影響を受けるため、プールの分散度は低下する。
さらに、共通する建築規制や公租公課、ならびに物件評価額の相関に影響する他の要因も影
響を与える。

»

業種の集中:担保物件が地理的に分散していても、1 業種の業況の変化により影響を受けること
がありうる。例えば、米国では、テクノロジーセクターやエネルギーセクターの業況が悪化すれば、
複数の大都市圏が影響を受ける。ムーディーズは地域経済と担保物件のテナントを分析し、同
一の経済セグメントにエクスポージャーを有するかどうかを確認する。

»

管理:プールのローンの大部分または全てを同一の当事者が管理しているケースがある。ホテル
を担保とするローンプールに多くみられるケースで、同一のマネージャーまたは同一ブランド(flag)
が大部分または全ての担保物件を管理している。こうしたケースでは、マネージャーによる管理
の効率性が全物件とは言わずともほとんどの物件に同じ度合いで影響を与えうる。

»

スポンサーシップ:複数のローンのスポンサー/借入人が同一である場合、ローンの信用力は借
入人が不動産賃貸に関する費用や物件価値の維持に必要な保守管理費を支払うための資金
を調達できるかどうかに左右されかねない。スポンサーが資金難に陥っていれば、一つないし複
数の担保物件の価値が減少する可能性がある。

ムーディーズは、分散度を反映させるためにトランシェごとのローンの合計額を調整し、各証券クラス
が、ターゲット格付の期待損失率と一致するようにする。
ポートフォリオの分散性評価において、シミュレーション分析を使用することがある。この分析では、分
析対象のプールとトランシェに合わせた相関と回収率の想定を行う。最も集中度が高い LL プールに
対しては、カスタマイズしたデフォルトおよび損失シナリオを用いてローン金額と格付の整合性を高め
る。

ストラクチャーの分析と債務のモデリング
このセクションでは、LL/SASB 証券化案件のストラクチャーの特徴をどのように分析するかを説明する。
これには、物件からのキャッシュフローと利用可能な信用補完を勘案しながらキャッシュフローをモデ
リングし、異なる証券クラスに配分する方法も含まれる。
担保資産分析の完了後、ムーディーズは証券の債務構造を分析する。ほとんどの LL/SASB 型案件
の元利支払いはシークエンシャル・ペイ方式で行われ、最上位の残存トランシェがまず元本全額の
償還を受ける。逆に、元本損失および利払い不足は最下位の残存トランシェから配分される。
また、ローンあるいはローンプールのキャッシュフロー分析を行い、各クラスの格付に整合したデフォ
ルト・シナリオにおいて、ローンあるいはローンプールから得られる利息により、格付対象証券の利息
を十分に支払えるかどうかを評価する。ローンプールでは、利息が最も高いローンが最初にデフォルト
するとし、プールに残る利息の低いローンが対象クラスへの利払いをカバーすると想定する。
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LL/SASB MLTV をトランチング・ツールとして用いて、格付を付与する可能性のある異なる債務クラス
の信用リスクを評価する。シークエンシャル・ペイ方式の案件の格付では、様々な劣後クラスの厚み
が 6%-9%と想定した MLTV を適用する。元本がシークエンシャル・ペイ方式で支払われない、あるい
は各クラスの厚みがわずかな案件の場合、この想定を調整し、ある格付水準に応じた信用補完水
準が引き上げられる場合がある。

ノン・シークエンシャル・ペイ方式の案件の劣後部分調整
LL/SASB 型案件の大部分がシークエンシャル・ペイ方式であるが、元本のウォーターフォールがシー
クエンシャル以外の様々な形で行われる案件もある。これらの案件では様々なテストと条件に準じて、
最もシニアのトランシェの元本償還が終了しないうちに、回収元本の一部が劣後トランシェに分配さ
れる。
ムーディーズがノン・シークエンシャル・ペイ方式の案件で劣後部分の調整に用いる手法は、スタティ
ック分析ではない。ムーディーズは様々な期限前返済とデフォルトのシナリオを想定して将来のロー
ンプール構成を評価し、当初格付を維持するために十分な信用補完が設定されているかどうかを判
断する。
調整の決定には反復プロセスを用いる。まず、信用力の低いローンが残存することによるプール構成
の変化を予想する。ローン契約と証券化契約で規定された基準（負債利回り、LTV、DSCR 等）にした
がって、モデル化された信用力の変化に関連する想定を行う。次に、一部のローン（例えばレバレッ
ジの低いローンや質の高い物件を担保とするローン）が返済され、案件のストラクチャーにしたがって
元本が分配されると想定する。それから、変化したプールに必要と想定される信用補完を決定する
（プールの信用力と分散度の変化を考慮に入れる）。分散度と信用力の低下を特定するための一連
のシナリオを用いて、このプロセスを反復する。シナリオごとに確率係数が定められており、ベースケ
ースのシークエンシャル・ペイ方式の信用補完に、必要な追加信用補完を加えていく。
返済金がプールされる A ノートとプールされない「レイク」クラスの格付
発行体は、返済金がプールされる A ノートとプールされない B ノートから成るローンを裏付けとして
CMBS 案件をストラクチャーすることが多い。ただし、これらのノートはストラクチャー上、別のクラスとし
て扱われる。このようなストラクチャーは一般に「レイク(rake)」 ストラクチャーと呼ばれる。ムーディー
ズは、レイク債がリンクしている個々のローンを単独ベース（プール・ベースではなく）で評価し、レイク・
クラスの格付を決定する。

その他の考慮事項
アセット分析、ストラクチャー分析、債務分析の他に、案件のカウンターパーティ、他の法的リスク、信
頼性、ヒストリカル・データとポートフォリオ・データの完全性、環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する
考慮事項などの定量・定性要因を信用分析に織り込む。

カウンターパーティ・リスク
信用分析の様々な段階で、カウンターパーティに関連する様々なリスクを考慮し、分析に織り込む。
具体的には、オペレーショナルリスク、ヘッジ契約のカウンターパーティ、コミングリング・リスク、口座
銀行を考慮する 8。ムーディーズのレビューに基づき、想定、投入値、モデルの出力結果を調整する
場合がある。情報が限られている場合、格付水準を調整することもある。
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発生しうる。LL/SASB 型案件のサービス提供者の財務逼迫
によるキャッシュフローの中断もその一つである。ムーディーズは分析の一環として、財務的キャッシ

8
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ュフロー中断リスク、マスターサービサー、スペシャルサービサー、証券のアドミニストレーターおよびト
ラスティーの役割を考慮する 9。
サービシング

ムーディーズの分析では、サービシング契約が案件のパフォーマンスに与える影響を考慮する。
CMBS 案件は通常、パフォーミングローンの管理を行うマスターサービサーとアンダーパフォーミング・
ローンやノン・パフォーミングローンに対処するスペシャルサービサーを置いている。ムーディーズは、
マスターサービサーとスペシャルサービサーの資格と経験をレビューする。サービサーの資格と経験
が不十分である場合、案件に格付を付与できない、もしくは格付を継続できない可能性がある。
サービシング契約とサービシング・フィーのストラクチャーを検討し、必要に応じて想定を調整する。ス
ペシャルサービサーと借入人との間で利益相反が生じる可能性のあるサービシング契約については、
分析においてケース・バイ・ケースで調整を適用する。
サービシング契約条項

»

サービシング基準：サービシング契約をレビューし、サービサーが義務を負う範囲と、サービサー
の判断を左右するサービシング基準を決定する。サービシング基準に十分な強制力がない場
合、必要な信用補完水準を引き上げる可能性がある。

»

サービサーの解雇事由と交代メカニズム：分析では、サービサーの解雇につながる事由ならび
に関連する強制メカニズムを定性的に検討する。CMBS のサービシング契約では通常、サービサ
ーもしくはスペシャルサービサーによる是正不可能な義務の不履行が発生した場合、そのサー
ビサーもしくはスペシャルサービサーを解雇できると定められている。
ムーディーズは、案件当事者もしくは投資家グループが措置を講じることができる場合、サービ
サーの解雇事由の実効性が高まるとみている。サービサーの解雇事由が発生した場合、25%
（もしくはそれ未満）の議決権を有する投資家の書面による指示があれば、トラスティーはサービ
サーの交代を余儀なくされるとサービシング契約で定められていれば、クレジット・ニュートラルと
みなす。

»

賠償・補償基準：CMBS のサービシング契約は通常、表明保証違反や故意、悪意、過失による
責任、あるいは意図的な不正行為、悪意または不注意、あるいは当該当事者の過失による賠
償責任と義務の不履行から生じたものを除き、サービサーおよび他の案件当事者は信託に対
する賠償責任を免除されると規定している。。一般的なサービシング契約では、信託からの補
償に対する案件当事者の権利にも同様の制限が適用され、案件当事者はこのような賠償責任
を信託に補償することを要請される。ムーディーズはこうした契約をクレジット・ニュートラルとみ
なし、分析対象のサービシング契約がこの基準から外れているかどうかをケース・バイ・ケースで
検討する。

ヘッジ契約のカウンターパーティ
ムーディーズは、案件が未ヘッジとなる確率と、それによって生じる可能性のある追加損失を評価す
ることで、ヘッジ契約のカウンターパーティへのエクスポージャーが格付に与える影響を分析する 10。
分析の一環として、カウンターパーティとのリンクと追加損失を反映させるため、格付を調整する場合
がある。
コミングリング・リスク
LL/SASB 型案件において、資金が発行体の口座に送金される前に別の案件当事者の資金と混在（コ
ミングル）するリスクは、案件ごとに設けられた分離・識別可能な個別の口座を資金の回収と分配に
用いることにより対処される。しかし、案件にコミングリング・リスクが存在する場合、案件当事者の信
用力とエクスポージャーを判断し、追加損失に織り込む。
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9

案件によっては、ムーディーズが格付を付与していない CMBS 案件がサービスを提供するパリパス・ローンが信託資産に含
まれている。あるいは、ムーディーズが格付を付与していない CMBS 案件が最終的にサービスを提供するが、案件のクロー
ジング日にマスターサービサーもしくはスペシャルサービサーが定められていないパリパス・ローンが信託資産に含まれてい
る可能性がある。こうした状況をケース・バイ・ケースでレビューし、ケースごとにそのようなパリパス・ローンの残高がプール
に占める割合を主要要因として考慮する。

10

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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口座銀行と投資
口座銀行と一時的投資に関する分析は一般に、（1）口座銀行の格付に「アップリフト」調整を加える
かどうかを検討し、「調整後」格付を決定する、（2）調整後格付が一定の基準を下回る場合、案件の
エクスポージャーを評価し、「標準」エクスポージャーと「強い」エクスポージャーのいずれかに分類す
る、（3）他の定量・定性要因に基づき、達成可能な最高格付を決定する、という 3 つのステップを踏
む 11。

流動性分析
CMBS 案件では一般に、格付対象証券の利払いを期日通り確実に履行し、担保保全に必要な金額
を支払うための流動性補完の仕組みを設けている（サービサーまたはトラスティーがアドバンスを支
払う形式をとることが多い）。この支払いには、公租公課、保険料、地代が含まれる。アドバンシング
が行われる取引では、マスターサービサーが第一にアドバンシングの責任を負い、トラスティーまたは
他の事業体がバックアップするのが一般的である。アドバンシングが行われない案件については、流
動性ファシリティやリザーブ・ファンドといった他のストラクチャーの特徴を評価する。
十分な流動性補完の仕組みを備えていない案件が、投資適格等級の格付を付与される可能性は
低い。サービサー（サービサーがアドバンスを支払う場合）や他の流動性提供者の信用力も考慮され
る。
サービサーがアドバンスを支払う案件では、サービサーが以前に支払ったアドバンスに利息を加えた
金額をウォーターフォールにおいて最優先で回収した場合、資金が不足する可能性がある。最も格
付の高いクラスの証券（複数のモーゲージローンを含む案件）を、間近に迫ったアドバンスの払い戻
しによる突然の利払い不足の発生から保護するために、通常はサービシング契約において、アドバン
スが回収不能と判断された時点で、その払い戻し額が回収口座にある一般回収金の元本部分を超
える限りにおいて、アドバンスを支払う当事者が最長 12 ヵ月の間、アドバンスの払い戻しを行わないこ
とを選択できると定められている。ムーディーズはこの契約条項をクレジット・ニュートラルとみなし、異
なる契約条項が定められている場合はその格付への影響をケース・バイ・ケースで検討する。
さらに、ワークアウトにより払い戻しが遅れている回収可能なアドバンスの払い戻しを認めている契約
では、通常、そうした払い戻しを元本の回収額に限定している。ムーディーズは、この契約条項をクレ
ジット・ニュートラルとみている。

払い戻しを請求できない信託費用
払い戻しを請求できない信託費用の発生による損失からシニア証券を保護する仕組みが設けられ
ているかどうかを評価する。そうした費用はローン期中に、例えばサービサーと借入人との争議など
から発生する可能性がある。
一般に、次にあげる緩和措置の少なくとも 1 つが講じられていない場合、A1 (sf)より高い格付を付与
することはない。そうした緩和措置とは、(x) ローン金額の 1%程度のリザーブがあること、または(y) 向
こう 12 ヵ月にわたり受け取る権利を有する通常の利息がローン金額の 1%程度に等しいサポートクラ
ス（シニア証券の利払い不足が生じないよう、サービサーが通常は最長 12 ヵ月にわたり払い戻しを行
うことに同意している）が存在することである。

案件レベルの法的問題
投資家が負担する期待損失に影響を与える可能性のある法的リスクを評価する。クロージング時に
リーガル・オピニオンをレビューし、案件が抱える主要な法的リスクに関する見解に織り込む。案件レ
ベルの法的問題については、法的問題が発生する可能性とその影響を考慮し、信用補完もしくは分

11
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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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析上の他の要素をケース・バイ・ケースで調整する。法的問題があるために格付付与の可否が問わ
れるケースもありうる。
発行体の倒産隔離と真正売買に関する考慮事項
発行体が倒産隔離されており、（1）発行体による、または発行体に対する破産申請、あるいは（2）実
質的一体化（発行体の資産と負債が破産した関係者の資産と負債とともにプーリングされること）の
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 12。発行体が倒産隔離されていない
と判断された場合、倒産の可能性とそれが投資家に与えうるマイナスの影響を検討し、ケース・バ
イ・ケースで格付に与えうる影響を評価する。
分析の一環として、真正売買に関するオピニオンのレビューも行い、ローンのセラーもしくは委託者の
破産手続きにおいて、ローンがセラーもしくは委託者の破産財団の資産とみなされないこと、また、ロ
ーン回収は自動停止（オートマティック・ ステイ）の対象とならないことを確認する。セラーより先にモ
ーゲージローンを所有していた関連事業体が、証券化の前に譲渡したローンについても、同様の検
討と分析を適用する。
ムーディーズは、債権者が案件のストラクチャーに異議を唱えないよう、バックアップの担保権が設
定されていることを期待する。バックアップの担保権が設定されていれば、たとえ債権者の異議が認
められ、証券化されたローンがセラーもしくは委託者の破産財団に属するとみなされても、債権者は
担保権を持たないため、わずかな金額しか回収できない。
テール期間
CMBS 案件には一般に、最も期間の長いローンの償還期日を超えるテール期間 13が設定されている。
また、通常はスペシャルサービサーがデフォルトローンの満期を延長することもできる。回収額を最大
化するためには十分な時間を要するため、スペシャルサービサーが関連する法制度において、担保
物件を管理下におき、売却するために十分な時間があるかどうかを評価する。
ムーディーズは、ローンの償還期日から 7 年、さらにその後 5 年（この 5 年の期間中はサービサーに
よる延長が認められない）からなる少なくとも 12 年のテール期間を一般にクレジット・ニュートラルとみ
なす。これより短いテール期間については、ケース・バイ・ケースでその影響を評価する。
テール期間中に CMBS 案件に適用される追加ストレスに関する詳細な検討については、付録 8 を参
照されたい。
ローンの中には、オリジネーションから 10 年後の償還を想定してストラクチャーされるが、法定最終償
還期日が例えば 30 年後に設定されており、30 年目までに全額償還（利息のステップアップを含む）
されるものがある。そのようなローンについては通常、比較的短い 3 年のテール期間を用いる。したが
って、例えば法定償還期間が 30 年のローンを含み、想定償還期間が 10 年のプールの場合、クレジ
ット・ニュートラルとみなされる法定最終償還期間は、モーゲージローンのオリジネーションから 33 年
となる。
表明、保証およびコベナンツ
案件の表明保証の分析の枠組みには、表明保証の範囲、それを強制する仕組み、表明保証を提
供する事業体の財務力の評価が含まれる。また、モーゲージローンの買取契約とサービシング契約
の書類引渡条項をレビューし、モーゲージローン契約書がクロージング日から適切な期間内に信託
に引き渡されることを確認する。
表明保証の枠組みと書類引渡条項がクレジット・ニュートラルとみなされるのは、次の場合である。
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»

表明保証がその期日時点で、例えば米国市場向けにムーディーズが発行する 17g-7 レポートの
ように、内部の検討を経て市場基準に概ね合致している。

12

詳細については証券化案件の倒産隔離の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。

13

詳細については付録 4 および 8 を参照されたい。
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»

重大な表明保証違反または書類の欠陥があった場合、適切でタイムリーな措置を講じる仕組
みが設定されている。例えば、そうした違反や欠陥を救済する義務、ローンを額面に経過利息と
費用を加えた金額で買い戻す義務、案件に損失が生じた場合はスペシャルサービサーの合意
のもとに信託を補償する義務があることなどが挙げられる。一般に、モーゲージ物件の価値 14、
モーゲージローンの価値あるいは証券保有者の利益を著しく損ねた場合、重大な表明・保証違
反もしくは書類の欠陥があったとみなされる。

»

信頼性が高く財務体質が強固な事業体またはその子会社が表明保証を提供し、ローン買戻し
の義務を負う。

表明保証の枠組みや書類引渡条項が弱い場合、それを考慮して信用補完を調整する可能性があ
る。また、それを判断する際には、ストラクチャー上の手当ての有無を考慮する。
評価額の減額
デフォルトローンについては、サービサーが改めて評価額の鑑定を依頼する。回収可能額（慣習的な
調整を受ける）がローン残高に経過利息や他の費用を加えた金額を下回る場合、評価額が減額さ
れる。評価額の減額は、ジュニア証券保有者に過剰なアドバンシングが提供されるリスクを低減する。
サービサーまたは流動性ファシリティ提供者は、アドバンスの払い戻しを受けるためにローンの担保物
件に対し最上位の請求権を持つ。そのため、最終的に回収される金額を上回るアドバンシングが行
われれば、本来なら優先証券に分配されるべき資金が最劣後証券に分配される可能性がある。サ
ービシング契約も、モーゲージローンが返済され、評価額が減額される金額がゼロになるまで、モー
ゲージローンが “hope note” の発行を含む条件変更を受けた場合、担保不足額を算出することを規
定している。
案件に設定された評価額の減額の仕組みがクレジット・ニュートラルとみなされるのは次の場合であ
る。
»

評価額の減額と担保不足額によって、支配適格の証券クラスの残高が概念上減少する。評価
額の減額と担保不足額を支配適格の証券クラスに適用することにより、「アウト・オブ・マネー」の
支配権を持つクラスがサービシングの判断やサービサーの交代を支配することを防ぐことができ
る。

»

清算金または他の回収金を、未払利息（評価額の減額を理由としてアドバンシングされなかった
利息を除く）に充当し、次に未払元本を全額支払った後、評価額の減額を理由として減額され
た利息の支払いに充当する。サービシング契約において、hope note の経過利息と未払利息に
ついても同様の取り扱いをすることが認められている。

評価額の減額の仕組みが弱い場合、それを考慮してケース・バイ・ケースで分析に調整を織り込む
場合可能性がある。
支配権を持つクラスの証券保有者の権利
標準的な CMBS 案件では、1 つ以上の劣後クラス証券が、各クラスの証券保有者の大部分に代表
者（支配権を持つクラスの代表(CCR)と呼ばれることがある）を指名する権利を与える「支配適格証
券」に指定されている。代表者は、理由なくスペシャルサービサーを解任する権利や、マスターサー
ビサーないしスペシャルサービサーが行うサービシング行為に承認や指示を与える権利を有すること
が多い。CCR がこれらの権利を行使することから生じる可能性のあるリスクを緩和するための条項が
案件契約書に含まれているかどうかを評価する。次に挙げる条項がサービシング契約に含まれてい
れば、これらのリスクを十分に低減するとみなされる。
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»

CCR による判断が、サービサーのローン契約書、適用法もしくはサービシング契約に対する違反
につながるとサービサーが判断した場合、サービサーは CRR の同意要請拒否を無視することが
できる。

»

一定期間が経過すれば、CCR は同意要請を承認したとみなされる。サービサーは、その期間中
に発生した緊急事態に対処するため、証券保有者の利益保護のために必要と判断した緊急行
動をとる権限を持つ。

14

これが適用されるのは LL/マルチ・ボロワー案件に限られる。SASB 型案件は通常、セラーが物件に関する表明を行わないた
め、SASB 型案件には適用されない。
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»

CCR の同意権、指示権およびサービサーを交代させる権利は、支配適格証券の最優先クラス
の残高（当該クラスにおける評価額の減額と担保不足額の適用を考慮後の残高）が、当該クラ
スの当初残高の 25%を下回った時点で終了する 15。

サービシング契約が支配権を持つクラスの証券保有者と借入人との間の潜在的な利益相反を認め
ている場合、ケース・バイ・ケースで調整を分析に織り込む。
B ノートや A/B 共同リーダー契約もしくはパーティシペーション契約で定められたパーティシペーション
支配権を評価する際も、同様の考慮事項を適用する。
税
事業体レベルの課税リスクを検討するため、案件をレビューする。米国の LL/SASB 型案件の場合、
REMIC（不動産モーゲージ投資コンデュイット）またはグランター・トラストとしてストラクチャーされれば、
通常このリスクは極めて低い。ムーディーズは、REMIC またはグランター・トラストの税法上の適格性
や他の税務上の問題に関するリーガル・オピニオンをレビューする。

データ・クォリティ評価
ムーディーズは、信頼できる情報源から十分な情報の提供を受けたと判断した場合、LL/SASB 型案
件から発行される証券に格付を付与する。「モニタリング」のセクションで述べるように、データの質も
LL/SASB 型案件の最終償還まで重要な要因となる 16。

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商業用不動産ローンポートフォリオを裏付けとす
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 17に従い、ESG リスクを評価し、それを分析に織り込む場合がある。

15

詳細については「評価額の減額」のセクションを参照されたい。

16

詳細については、証券化商品のデータ・クォリティ評価に対するアプローチを説明した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。

17
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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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設定モニタリング
このセクションでは、案件をモニタリングする際のアプローチについて説明する。
ムーディーズは一般に、案件のモニタリングを行う際に、本格付手法で述べるアプローチの主要要素
を適用するが、時間の経過に伴い重要性が低下する要素は除く。

案件のパフォーマンス
ムーディーズは定期的に受領する案件個別の情報をレビューするほか、市場トレンドや市況に関する
予想のレビューと更新も行う。これらの指標次第でより詳細な分析を行うことがあり、格付委員会での
手続きを経て格付変更が行われる可能性がある。
図表 13 は、ムーディーズがサーベイランス・プロセスにおいて通常レビューするローン・レベルのデー
タのリストである。
図表 13

ローン/物件のデータ
サービサーが作成した標準的な財務諸表– Commercial Operating Statement Analysis Report (OSARs)
借入人の提出資料（財務諸表、予算、レントロール、セールスレポート、賃料レポート、等）
ホテル物件の Smith Travel Research レポート
ウォッチリストのローン*とスペシャル･サービシング対象ローン**についてのサービサーの説明
*

CREFC のマンスリー・レポーティング・パッケージで規定されたいくつかのポートフォリオ・レビュー・ガイドラインを満たすローンが含まれ
る。ウォッチ・リストのローンの一部は、将来のパフォーマンスに影響を与えうる重大な問題を抱えている可能性がある。

** スペシャル･サービシングの対象となるローンは一般に、デフォルトが発生しているか（支払不履行または返済期日のデフォルト）、マス
ターサービサーがデフォルトが差し迫っていると判断したローンである。このようなローンはスペシャルサービサーに移管され、スペシャ
ルサービサーがローンの条件変更、返済猶予、売却などのワークアウトを策定する。

出所: Moody's Investors Service

ムーディーズのパフォーマンス分析では、(1)ローンのアモチゼーション、ペイダウン、ペイオフ、(2)デフ
ォルトローンの回収率と損失率、(3)ディフィーザンス対象ローンの比率の変化、(4)最新のローン・レ
ベルの財務報告、(5)利払い不足、(6)評価額の減額、(7)想定損失に対する信用補完水準の変化、
その他の要因を考慮する。また、実際の信用力の変化やその可能性を示す他の要因も考慮する。
ムーディーズのサーベイランスのプロセスは、(1)物件レベルとローン・レベルのネットキャッシュフロー
と評価額の再評価、(2)該当する場合、ムーディーズの LTV に基づく個々のローンの信用評価、(3)ロ
ーンのペイオフ、ディフィーザンス、ポートフォリオの資産のリリースによるペイダウン、期限前返済等
のポートフォリオの変化がプールの分散度に与える影響を織り込む。最後に、再評価の結果をその
時点の案件の資本構成と比較する。
サーベイランスに用いる手法は、新規発行時に物件のキャッシュフローを分析し、ムーディーズの
NCF、DSCR、LTV を算出する際に用いる手法と同じである。ムーディーズは、提供された物件データ
と、必要な場合はそれを補完する市場データのレビューに基づいて NCF 分析を行う。物件の過去の
パフォーマンス、必要な場合は類似物件のレビュー、予想される賃貸契約のロールオーバー、ムー
ディーズの判断に基づいてキャッシュフローを調整する。鑑定評価書、レントロール、リース方針等の
ローン・レベルおよび物件レベルの最新情報は、案件のクロージング時の情報ほど詳細ではなく、入
手しにくい場合がある。サーベイランス分析では、（a）物件または市場のパフォーマンスの継続的な
改善を裏付ける情報がない場合、足元の物件と市場のパフォーマンスより保守的な想定を適用する、
あるいは（b）パフォーマンス水準が低下しているが、一時的なものであり、予見可能な将来において
持続可能な水準に戻ると予想される場合、現状より強気の想定を適用する可能性がある。
次に、各物件の NCF をキャップレートで割り戻してムーディーズの評価額を算出する。一般に、ここで
用いるキャップレートは、発行時に当初格付を付与する際に用いたキャップレートにクロージング後の
金利環境の変化を考慮した調整を加えたものである。また、物件のパフォーマンス、不動産市場の
状況、資本市場で求められる利回りに基づき、キャップレートを調整する場合がある。モニタリングで
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は、10 年物米国債利回りの 5 年移動平均の変動が格付に与える影響や、総合的な商業用不動産
価格の変化、物件からのキャッシュフローの最新データ、最終的な調整、償還期日までの期間、関
連するリファイナンスリスク、このセクションで述べた他のサーベイランスにおける考慮事項を検討す
る。
損失率および回収率の分析を行う場合は、マスターサービサーとスペシャルサービサーとの協議、
比較可能な売却事例、その他の関連性のある物件と市場のデータに基づいて回収額を想定する。
また、ムーディーズが推定した市場キャップレートも回収額の想定に用いる。これは、市場キャップレ
ートを用いた予想がその時点で最も正確であると考えるからである。また、シーズニングが進んだロー
ンのリファイナンスの可能性を評価する際は、償還期日が近付いているローンに対して市場キャップ
レートを適用することがある。

ポートフォリオ・レベルの分析
ムーディーズは新規案件の格付に用いるモデルと同じローン・モデルおよび案件モデルを用いて LL
型案件を評価する 18。しかし、案件のシーズニングが進むにしたがって、ローンのペイオフによりプー
ルの規模が縮小し、ローンの分散度や信用力が変化する可能性がある。ムーディーズは、市場や物
件固有の状況に基づき、モデルへの投入値と定性パラメーターを変更する場合がある。

レイク債
返済金がプールされないクラスであるレイク債（信用力が単一のローンのみにリンクした証券）のサー
ベイランスは、プールされるクラスの証券の評価に類似しているが、レイク債の場合、分散度は分析
要因ではない。レイク債の実際の MLTV を、現在の調整後ベンチマーク MLTV と比較する。実際の
MLTV が、ある格付水準で必要とされる MLTV から大きく乖離していれば、格付委員会はレイク債の
格付を変更する可能性がある。

デフォルトローン、低調なパフォーミングローン
デフォルトが発生しスペシャル・サービシングに移管されたローン、あるいはパフォーマンスが低調な
ため高い確率でデフォルトすることが予想されるローンの期待損失を算出する。期待損失は、市場デ
ータ、比較可能な売却事例、定性的な分析に基づいて決定される。期待損失が多額に上ると判断
した場合、それらのローンは売却されると想定する。ムーディーズは案件のキャッシュフローのウォー
ターフォールに基づいて、資本構成上のシニア証券に正味売却代金を配分し、ジュニア証券に損失
を配分する。

利払い不足
格付対象証券に影響する流動性に関する懸念は、サーベイランス分析における重要な要素である。
特定の証券クラスに対する利払いが一時的または恒久的に停止した場合、利払い不足が生じる。
利払い停止はスペシャル・サービシング手数料、スペシャル・サービシング対象ローン関連の信託費
用、評価額減額に伴うアドバンス金額の減額、裁判所による回収不能判決によって発生しうる。

18
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例えば、モデルが用いられる格付手法において、(1)リボルビング期間中の案件であり、パフォーマンスが想定と変わらない、
(2)すべてのトランシェに、付与され得る最も高い格付が付与され、パフォーマンスが想定通りあるいはそれよりも良好である、
(3)主要なモデル投入値に、前回のモデル実行時の出力値を変えるような変化がないとみられる、(4)新たな重要な情報が
なく、格付を判断するためのモデルの実行ができない、(5)ムーディーズの分析が、担保不足のトランシェがある案件の資産
カバレッジ比率に限定されている、あるいは(6) 案件に正常債権がほとんど残っていない、と判断される場合、モデリングを
用いるのは適切ではない。
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付録 1: LL/SASB 型案件について提供される一般的な情報
フレームワーク
»

ローンまたはローンプールに含める資産の選定基準

»

適用する引受基準とオリジネーション・プロセスの説明

物件レベル
»

アンダーライターによる物件の説明

»

アンダーライターの評価手法と与信判断

»

第三者評価（市場賃料、賃料値引き、空室率、売却価格・賃料比較、費用、租税公課、改装
費と賃貸仲介手数料、リザーブ、資本的支出、ネットキャップレート、土地評価額、収入/費用比
率）

»

第三者のエンジニアリングレポート/物件状況レポート

»

補償内容/地震リスク（予想最大損失率(PML)）

»

第三者の環境評価

»

課税評価額

»

現在のレントロールと過去収支

»

融資引受分析

»

デュー・デリジェンス・プロセスの記述

»

ローンの特徴

»

リコースに関する情報

»

ローンのシーズニングとパフォーマンス/ 条件変更

»

借入人に関する情報

»

賃貸契約の性質（条件、概要）/ 借地契約の概要

»

劣後借入/ 優先エクイティ

»

リリースプライス / 積立金 / クロスモーゲージ、ブランケットモーゲージに分配されたローン金額

»

購入価格/ 建設費 / 過去の借入実績

»

主要リテール物件については、売上実績に加え、共同保有、キックアウト条項（貸主による契約
解除を認める条項）、ゴーダーク条項（テナントが賃貸契約を維持したまま賃貸物件における事
業を停止する権利を認める条項）の開示

ストラクチャーおよびリーガル分析
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»

概要とタームシート

»

ストラクチャー:倒産隔離、SPE、真正売買に関するオピニオン

»

サービシング: マスターサービサーとスペシャルサービサーの特定

»

アドバンシングによる流動性補完と物件保護の概要

»

テール期間

»

金利リスクと為替リスクの概要

格付手法：ラージローンおよびシングルアセット/シングルボロワー型 CMBS の格付手法
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»

案件組成のタイミング

市場分析と市場評価額
次に挙げる市場と物件の特徴は、ムーディーズの商業用不動産証券化案件の格付分析において重
要である。個々の物件のレビューでは、他にも有用となる情報があることに留意されたい。
市場
»

市場の概況

»

サブマーケットの詳細な状況

»

サブマーケットの空室率 - 需給状況の分析（実績と予想）

物件 vs. 市場
»

対象物件の競争力‐競争力に関連する特徴の検討

»

標準的な賃貸条件とコベナンツの検討

»

マーケット賃料とトレンド（対象物件と類似物件）に関する詳細な検討

»

賃料値引きと信用損失率の検討

»

サブマーケットで対象物件の空室が再度リースされるまでのダウンタイムの予想

»

物件に継続的に発生する費用項目のレビュー（マーケット水準に対する実際の費用の比率）

»

適切な第三者による管理費用の検討

»

公租公課のレビュー（実際の税額 vs 売却後の再調整）

»

権利関係

»

テナントによる適切な修繕工事の検討

»

標準的な賃貸仲介手数料の検討（新規契約と更新契約）

»

必要な資本的支出（繰延べられた保守管理と継続的な保守管理）

»

対象物件のサブマーケットにおける適切なキャップレート（NOI に基づく）の検討（類似物件の最
近の売却価格を参照）

»

該当する場合は、再開発の機会、用途転換、土地評価額（改築コスト考慮後）

評価額
»

ネットインカムおよび売却価格から評価額を算定し、これをコストアプローチで補完

»

ローン満期時の一般市場評価額

»

単一または少数のテナントへの賃貸物件における空室状態の継続/ゴーダークに基づく長期・ネ
ットベースの追加的な評価額の算定。このような評価額の算出においては、テナントのデフォルト
後に予想されるダウンタイム、足元のマーケット賃料、賃料値引き、賃貸仲介手数料、改装費、
改築費用を検討する必要がある。

補完的情報
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»

関連サブマーケットで評価額とマーケット賃料の決定に用いられる類似物件の売却価格と賃料

»

詳細な賃貸契約のスケジュール

»

入手可能であれば、物件の写真と所在地の地図

»

バリュエーションと想定の前提
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付録 2: カナダの LL/SASB 型案件の概要
カナダの LL/SASB 型案件の格付手法は概ね米国の手法と同じであるが、カナダ特有の融資慣行と
法制度の特徴を反映させるため調整を行う。カナダの CMBS 市場が持つ主な信用評価上ポジティブ
な特徴の一つが、債権者に有利な法制度である。これにより、米国に比べテール期間が短くなる可
能性がある。市場競争がそれほど激しくないため、引受基準は米国に比べ一般に厳格である。しか
し、比較的少数のマーケットにローンが集中していることがこの強みを一部相殺している。
キャッシュフローの安定性を分析するために、ムーディーズはカナダ固有の不動産市場のデータと分
析を検討する。これは、不動産市場のサイクルの周期や振幅が米国とは異なるためである。米国と
同様、新規供給と予想される需要のバランスを分析し、物件からのキャッシュフローへの短期的な
影響を評価する。しかし、ローン期間が長期にわたり、特に需要を左右する要因が限られている小規
模な都市圏では、需給バランスが崩れることがある。
評価額を算出する際に用いるキャップレートは、米国の担保物件に適用するキャップレートと概ね同
じである。ただし、物件グレードを決定する際には、カナダの CMBS 案件の強固な実績を考慮する。
米国金利とカナダの金利には強い相関があるため、上述したように米国債利回りに基づいてキャップ
レートを調整する。カナダの主要市場の物件の質は米国と同様に幅があり、ムーディーズが「トロフィ
ー」物件とみなす、テナントを維持し資金を呼び込む能力が極めて高い物件も含まれる。カナダの商
業用不動産資本市場は米国市場ほどの厚みはないが、CMBS ローンを確実に売却するために十分
なレンダーが存在する。

リコース融資
リコースローンは不動産を担保とする債務契約である。リコースローンの借入人がデフォルトした場合、
レンダーは担保不動産以外の返済原資からの支払いを、デフォルトした借入人と通常は保証人に請
求できる。
リコースローン・プールの分析手法は、ノンリコースローンに用いる手法と同じであるが、リコースから得
られる利点を評価するプロセスが追加される。リコース債務の価値を定量化するために、ムーディー
ズはリコース金額、リコースに対するカバレッジ、リコース提供者の信用プロファイルを分析する。
リコースローンの恩恵は、デフォルト確率とデフォルト時の損失が軽減される可能性があることから生
じる。リコースローンの借入人は担保以外の資産に請求が及ぶリスクを回避しようとするため、デフォ
ルト確率が低くなる。デフォルトしたリコースローンの借入人がレンダーを提訴することは少なく、担保
処分に要する期間と費用の軽減が見込まれるため、損失率は低くなる。また、担保不動産以外の返
済原資から資金を回収できることも、損失率の低下につながる。さらに、リコースローンの借入人は、
物件評価額がローン残高を下回るまでに減少することに対して責任を負うため、資本的支出を延期
して物件の老朽化を放置する可能性が低い。
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付録 3: 米国とカナダ - ローン・レベルの法的リスク
この付録は米国の案件に特化したものだが、カナダの案件についても実質的に同様の分析を行う。

重大な法的欠陥
重大な法的欠陥がある場合、LL 型案件の分析において付与クレジットをゼロとする可能性がある。
SASB 型案件については、格付を付与しない可能性がある。
特に、次のいずれかに当てはまる場合は付与クレジットをゼロとするか、格付を付与しない可能性が
ある。（1）借地契約が登録されていない、（2）借地契約において借地権を担保とする融資が認めら
れていない、（3）借地権が効力を持たない、もしくはデフォルトしている、（4）地主が借地契約に関す
る禁反言レターを提供していない、（5）修復に用いる損害保険/収用による資金がレンダーもしくは適
切な格付を有する預託機関により保管されていない、（6）借地契約に定められたレンダーへの通知
と救済に関する権利が十分でない、（7）借地権がシニア抵当権に劣後している、もしくは劣後する可
能性があり、抵当権者（フィー・モーゲージー）から容認可能な SNDA（劣後・不可侵・承認）合意が
得られていない、（8）借地権者の合意なしに借地契約の修正、借地明け渡し、借地契約の終了もし
くは取り消しが可能、（9）借地抵当権がサブリース契約で担保されている。
さらに、図表 15 および 19 に示す次のような問題を抱えたローンが（証券化の時点で）プールの 20%
以上を占める場合、LL 型案件については当該ローンにクレジットを付与しない可能性がある。SASB 型
案件の場合は、格付を付与できない（あるいは下表にしたがいペナルティを適用する）可能性がある。
そのような問題とは、借地契約でレンダーが十分に保護されていない－新規賃貸借契約、借地契
約でレンダーが十分に保護されていない－劣後、借地契約でレンダーが十分に保護されていない－
合併、イスラム法、財務諸表である。

一般にみられるローン・レベルの法的リスク
図表 14-19 は借入事業体、担保、ノンリコース・カーブアウト保証/保証人、キャッシュ・マネジメント、
借入人の表明・コベナンツ、追加借入の問題に関連して一般にみられるローン・レベルの法的リスク
である。図表にはそれぞれの問題に付与する法的リスクのスコアも示した。一般的な米国の LL/SASB
型案件では、表に示した法的リスクの有無をレビューする。
図表 14-19 に含まれない法的問題を持つローンについて調整が必要な場合は、その問題をケース・
バイ・ケースで評価する。クレジットにネガティブとなる条項や利用可能な手当てをレビューし、それに
基づいて法的リスクの可能性、その影響、リスク評価を決定する 19。

19

28

FEBRUARY 17, 2022

例えば、利息がパリパスで支払われるローンもしくは劣後債務については、債権者間契約、パーティシペーション契約あるい
は他の契約文書に図表 19 で検討されていないクレジットにネガティブな条項が含まれていれば、レバレッジのペナルティの
他に追加調整を行う可能性がある。支払順位、支配、アドバンシング等に例外的な権利が認められている劣後債がこれに
含まれる。
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図表 14

借入事業体
法的リスクの評価

カテゴリー

法的問題

限定的な目的

借入人に認められた行為が物件の所有と運用に限定されない。借入人は追加借入（慣習として期待される範囲内）、物件の売却、複数事業体への分
割、解散、他の事業体との合併、定款変更を禁じられていない。

分離コベナンツ

借入人を分離するコベナンツがない.

中位

中位-高位

倒産隔離のストラクチャー 借入人（および認められた譲受人）が次の基準の 1 つ以上を満たさない。（1）国内認知され、破産申請や類似した措置をとるためにその議決を必要とし、
理由とレンダーへの事前通知なしに解雇できない、全国的に認知された企業サービス提供者が任命した独立マネージャーがいる、（2）借入人のエクイテ
ィ所有権とそのコーポレートファミリーに対し独立マネージャーが負う誠実・公正義務を免責している、（3）デラウェア州の LLC もしくはデラウェア州の LLC
が支配する事業体として設立されている。*

中位-高位

資産を一体化しないとする 借入人の資産を所有者または関連者の資産と一体化しないとする意見書（non-consolidation opinion）がない。*
意見書

中位-高位

資産を一体化しないとする 資産を一体化しないとする意見書の提供者もしくは分析が弱い。*
意見書が弱い

中位

既存の事業体

中位

借入事業体がローンのオリジネーション以前に設立され、ローン契約書に適切な「ルックバック」表明・保証が含まれていない。

* 証券化時点の第 1 順位モーゲージ債務が 2,500 万ドル未満であれば、この法的調整は適用しない。

出所: Moody’s Investors Service
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図表 15

担保
カテゴリー

法的リスクの評価

法的問題

借地契約のレンダーの保護が弱い - 証券化時点においてプールに占める割合が 20%未満のローンについて、所有権者は、借地契約がどのような理由で終了してもレンダーに新規
新規借地契約
借地契約を認めることを要請されない。

中位 – 高位

借地契約のレンダーの保護が弱い - 証券化時点においてプールに占める割合が 20%未満のローンについて、借地契約がシニア抵当権に劣後する、もしくは劣後する可能性がある
劣後
が、抵当権者（fee mortgagee）から容認可能な SNDA 合意が得られている。*

中位

借地契約のレンダーの保護が弱い 一体化
証券化時点においてプールに占める割合が 20%未満のローンについて、借地契約があっても所有権と賃借権の一体化から保護されない。*

中位

借地契約のレンダーの保護が弱い 借入人は所有権者の承諾なしに借地権を譲渡することを認められていない。承諾の可否は所有権者の裁量のみに基づく。*
譲渡可能性が非常に限定的

中位-高位

借地契約のレンダーの保護が弱い 譲渡可能性が限定的
借入人は所有権者の承諾なしに借地権を譲渡することを認められていない。所有権者は正当な理由なしに承諾を留保してはならない。

中位-低位

イスラム法

証券化時点においてプールに占める割合が 20%未満のローンについて、モーゲージローンのストラクチャーがイスラム法に準拠しており、レンダ
ーが、テナントのリース債務を担保するマスター地主/借入人へのモーゲージを担保として譲渡されていない。**

中位

ROFR

テナント（または他の第三者）が物件購入の申し出に対し、それに見合う先買権（ROFR）を有する。***

中位

税区分の分離– 抵当権実行が妨害 関連する税区分に担保に供されていない不動産が含まれ、担保物件が、担保実行が妨害される法域（ニューヨーク市など）に所在していない。
されない

中位-低位

税区分の分離– 抵当権実行が妨害 関連する税区分に担保に供されていない不動産が含まれ、担保物件が、担保実行が妨害される法域（ニューヨーク市など）に所在している。
される

中位-高位

*

詳細については、後出の「借地契約におけるレンダーに対する弱い保護」のセクションを参照されたい。

** 証券化されたモーゲージローンのストラクチャーがイスラム法（シャリア）に準拠している可能性がある。イスラム法に準拠したモーゲージローンは通常、借入人または賃貸人に有利となるよう、借地抵当権が借地契約における債務の担保として
実行され、抵当権はレンダーに担保として譲渡される。このような貸付抵当がなければ、破産手続きにおいてマスターリースがファイナンスリースとして再分類された場合、レンダーが物件の抵当権を失うリスクがある。
*** テナント、フランチャイザーまたは他の第三者が関連物件の先買権を有する場合、潜在的な買い手が時間と資源をデューデリジェンスに費やしても先買権の所有者が交渉価格で物件を購入することを懸念して、その物件に投資することをため
らうため、物件の販売が困難になることから、ROFR はクレジット・ネガティブである。

出所: Moody’s Investors Service
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図表 16

ノンリコース・カーブアウト保証/保証人

カテゴリー

法的リスクの評価

法的問題

ノンリコース・カーブアウト保証が 借入人が破産した場合（または他の事由により支払不能に陥った場合）のフルリコースを可能にする第三者保証が提供されていない、もしくは提供
提供されない、もしくは非常に弱 されているが、（保証債務の上限設定または保証人の最低純資産額コベナンツにより）保証対象債務がローン残高の 10%未満に限定されている。
い
例外：保証人が質の高いスポンサー（投資適格または大手 REIT の事業パートナーシップなど）もしくは質の高い不動産ファンドである場合、最低純
資産額の不足または低さにより保証対象債務が 10%未満に限定されていても、ペナルティを科さない。

高位

弱いノンリコース・カーブアウト保 第三者保証は提供されているが、（保証債務の上限設定または保証人の最低純資産額コベナンツにより）保証対象債務がローン残高の 10%から
証
30%に限定されている。

中位

例外 1：保証額が 1 億ドル以上の場合、ペナルティを科さない。
例外 2：保証者が定評のある質の高いスポンサー（投資適格または大手 REIT の事業パートナーシップなど）もしくは質の高い不動産ファンドである
場合、最低純資産額の低さにより保証対象債務が 10%-30%に限定されていても、ペナルティを科さない。
スポンサーが環境問題による損 環境問題に起因する損失をリコースできず、環境保険の期間、金額および信用力が不十分。
失から免責されず、環境保険の付
保が不十分

中位

出所: Moody’s Investors Service
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図表 17

キャッシュ・マネジメント
カテゴリー

法的リスクの
評価

法的問題

キャッシュ・マネジメントが行 クロージング時に「ハードな」ロックボックス口座が機能していない、もしくはキャッシュ・マネジメントの仕組みがない。*
われていない
キャッシュ・マネジメントのス クロージング時にキャッシュ・マネジメントの仕組みを備えたハードなロックボックス口座が機能しているが、キャッシュ・マネジメントのストラクチャーが弱い
トラクチャーが弱い
（トリガー水準が DSCR の 1.25 倍未満もしくは負債利回りトリガーなど）。

中位-高位

中位

* スプリンギング・キャッシュ・マネジメントが行われる「ハードな」ロックボックスが設定されていれば、クレジット・ニュートラルとみなす。この仕組みでは、テナントや他の関係者ははレンダーの管理下にある指定預金口座への支払いを指示される。
キャッシュフローは全てロックボックス口座に入金されるが、設定された DSCR トリガー事由や負債利回りトリガー事由の発生後にロックボックス口座のある銀行がレンダーから逆の指示を受けない限り、借入人に返金される。支払いの指示によ
り、ロックボックス口座に入金されたキャッシュは毎日キャッシュ・マネジメント口座に移され、そこから租税公課の納付、保険料支払い、債務返済、積立金、ウォーターフォールに準じた他の支払いに充当される。残りのキャッシュはトラップされ
追加担保となり、借入人のデフォルト時にレンダーが恩恵を受ける。

出所: Moody’s Investors Service
図表 18

借入人の表明とコベナンツ
カテゴリー

法的問題

譲渡

借入人はレンダーの承諾なしに（1）物件、（2）エクイティの 100%、または（3）業務管理を、既存スポンサーの財務状況と経験からみて十分な基準を満た
していない譲受人に譲渡できる。

財務諸表

証券化の時点においてローンプールに占める比率が 20%未満のローンについて、借入人が監査済み年次財務諸表を送達する義務が限定されてい
る。*,**

*

法的リスクの評価

中位‐低位
中位

証券化の時点で第 1 順位モーゲージが 2,500 万ドル未満であれば、この法的リスクによる調整は適用しない。

** 借入人と親会社がの年次財務諸表が一体化されているケースでは、（a）監査済み財務諸表に含まれ、案件の担保には含まれていない資産が、ローン期中を通じて適切に制限されている場合、もしくは（b）監査済み財務諸表が対象とする主要
な事業体が開示と透明性に対してより大きな責任を負う場合、このリスクは十分に低減されているとみなす。

出所: Moody’s Investors Service
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図表 19

追加借入
カテゴリー

法的リスクの
評価

法的問題

メザニンローンの債権者間契約 – 債権者間契約で、条件変更されたモーゲージローンは、変更が債権者間契約で認められている場合に限り、メザニンローンより優先する支払順
劣後
位を維持する。*

中位

メザニンローンの債権者間契約 – メザニンローンのレンダーは、当初の保証人による保証が解除された場合に限り、新たな保証の提供を要請される。*
新たな保証

高位
Medium

メザニンローンの債権者間契約 – メザニンローンのレンダーの救済に関する権利が適切に制限されていない。*
救済に関する権利
B ノート

ウォーターフォールの規定により、損害保険金/収用金がデフォルト事由発生前にプロラタ・ベースで配分される。

Medium Low

第 2 順位モーゲージ

物件に第 2 順位モーゲージの抵当が付けられている。**

Medium High

*

詳細については「メザニンローンの債権者間契約」のセクションを参照されたい。

** 第 2 順位モーゲージ抵当権者がモーゲージ物件の担保を実行する権利と、借入人の破産処理手続きにおいて別除権を有する場合、リスクが高まる。債権者間契約で、第 2 順位モーゲージ抵当権者の権利と救済の制限ないし停止が規定され
ていても、第 1 順位モーゲージ抵当権者には相当のリスクが残る。

出所: Moody’s Investors Service
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一般的にみられるいくつかのローン・レベルの法的リスク
このセクションでは、前掲の表中で説明したいくつかの法的リスクに関する追加情報を述べる。具体的
には、借地契約におけるレンダーに対する弱い保護（図表 15 参照）とメザニンローンの債権者間契約
に関する問題をとりあげる（図表 19 参照）。
借地契約におけるレンダーに対する弱い保護
借地契約において、借入人のテナント/賃借人としての権利（借地権）がローンの担保となっている場合、
ローン契約書に借地の抵当権者を担保の終了リスクから保護する条項が含まれているかどうかをみる。
また、抵当権者に与えられる権利と救済が、完全所有権物件の抵当権に与えられるものと同等である
こと、また借入人が完全所有物件の所有者に類似した所有権を持つことが契約書で保証されている
かどうかを検討する。
以下の記述は、図表 15 で述べた借地契約に関する論点の詳細である。
新規賃借権

借地契約が終了もしくは何らかの理由で解除された場合、レンダーは担保を失う。契約条項がクレジッ
ト・ニュートラルとされるためには、借地契約がいかなる理由にせよ終了した場合、たとえレンダーが救
済期間中に救済されなくても、地主がレンダーに新たな借地契約を提供することが求められる。
劣後

土地の賃貸人は所有権をファイナンスすることができ、通常、フィー・モーゲージーの権利はいかなる
場合も借地契約に劣後する。しかし、フィー・モーゲージーの権利が借地契約に優先する場合、フィ
ー・モーゲージーによる担保実行によって借地権が完全に消滅する。そのため、フィー・モーゲージー
に完全に劣後する借地契約には価値がないとみなす（SASB 型案件の場合、格付を付与しない）。
劣後する借地契約が SNDA 契約の恩恵を受ける場合がある。SNDA においては、いくつかの条項が劣
後の影響を部分的に緩和するにすぎない。フィー・レンダーは通常、テナントの借地権を阻害しないこ
とに同意し、テナントもレンダーが土地を譲渡することを承認（”attorn”）する（すなわち、フィー・レンダー
が担保を実行する場合、フィー・レンダーまたはその譲受人が新たな地主となることに同意する）。
SNDA は、フィー・レンダーの破産手続きにおいて未履行契約として拒否されうるかどうかといった潜在
的な不確実性を孕むため、容認できる SNDA 契約が結ばれていても、劣後する、あるいはその可能性
がある借地契約は、クレジット・ネガティブである。
一体化

証券化ローンの担保となっている借地契約において、テナントが土地の権限を獲得した場合、所有権
と賃借不動産を一体化させないと規定されていれば、クレジット・ニュートラルである。一部の州法また
は判例法では、このリスクが低減される場合がある。
限定された譲渡可能性および極めて限定された譲渡可能性

証券化モーゲージローンの担保となっている標準的な借地契約は、借地のレンダーが制約なしに借地
権を自由に譲渡することを認めている。しかし、借地契約の中には、所有権者または地主の承諾なし
に借地権を譲渡することを禁止しているものもあり、そうした借地契約では所有権者または地主の一存
で借地権が譲渡される可能性がある。あるいは、借地権譲渡の条件として所有権者または地主の同
意を必要とし、正当な理由なく同意を保留しないよう明記している契約もある。こうした条項があれば、
譲渡や担保実行の手続きに必要な時間と費用が増加し、資産の売却可能性が限定され、市場価値
に重大な影響が及ぶため、程度の差はあれクレジット・ネガティブである。
メザニンローンの債権者間契約
劣後

債権者間契約において、条件変更されたモーゲージローンがメザニンローンに対する優先順位を維持
すると明記されている場合、法的リスクによるペナルティを適用しない。ただし、条件変更されたモーゲ
ージローンがメザニンローンに対する優先順位を維持するのは、債権者間契約がそのような条件変更
を認めている場合に限られると明記されている場合、法的リスクによる調整を適用する。こうした劣後
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条項がある場合、裁判所は、メザニンローンのレンダーの承諾を得ずになされたモーゲージローンの条
件変更は債権者間契約に違反し、条件付きの劣後条項は全面的に放棄されるべきである、あるいは
実際にはメザニンローンは全面的にモーゲージローンに優先するという判断を下す可能性がある。
新たな保証

債権者間契約に、借入人の所有権を現金化したメザニンローンのレンダーは、それによって当初の保
証人が解任されるかどうかにかかわらず、代替保証を要請されると明記されていれば、クレジット・ニュ
ートラルである。これにより、支配権を持つ新たなスポンサーであるメザニンローンのレンダーが、借入
人に破産申請を行わせるインセンティブが低下する。担保実行により保証人が解任された場合にのみ、
メザニンローンのレンダーは代替保証を要請されると規定している債権者間契約には、法的リスクによ
る調整を適用する。
救済に関する権利

救済に関する権利に合理的な期間の制限（支払デフォルトについては 6 ヵ月以内）がない場合、メザニ
ンローンのレンダーはデフォルトローンの支払順位を引き下げることを選択できる一方、シニアローンの
レンダーは自らの救済措置の実行を禁じられる。
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付録 4: アジア太平洋地域（日本を除く）と中南米の案件
概要
ムーディーズは本格付手法を香港、シンガポール、オーストラリア、台湾、中国を含むアジア太平洋地
域（日本を除く）および中南米の LL/SASB 型 CMBS 案件に適用する。
これらの国・地域の LL/SASB 型 CMBS 案件に用いる格付手法は、米国およびカナダの案件に用いる手
法と概ね同じである。ただし、MLTV やテール期間の長さなど、いくつか異なる点がある。また、個々の
LL/SASB 型 CMBS 案件固有の担保とストラクチャーの特性を反映させるためにベンチマーク MLTV を調
整する。しかし、これらの調整は主文で述べた米国およびカナダで行う調整に比べ限定的である。

ベンチマーク MLTV
ムーディーズは、図表 20 に示すベンチマーク MLTV を用いる。
図表 20

アジア太平洋地域（日本を除く）と中南米のベンチマーク MLTV
格付

ベンチマーク MLTV

Aaa (sf)
Aa1 (sf)
Aa2 (sf)
Aa3 (sf)
A1 (sf)
A2 (sf)
A3 (sf)
Baa1 (sf)
Baa2 (sf)
Baa3 (sf)
Ba1 (sf)
Ba2 (sf)
Ba3 (sf)
B1 (sf)
B2 (sf)
B3 (sf)
Caa1 (sf)
Caa2 (sf)
Caa3 (sf)

40%
44%
48%
51%
53%
56%
59%
61%
64%
67%
71%
75%
78%
81%
85%
88%
92%
95%
98%

出所: Moody’s Investors Service

図表 20 のベンチマーク MLTV は米国のものと異なっており、格付水準が低くなるほどその差が大きい。
一般にアジア太平洋地域（日本を除く）および中南米の LL/SASB 型 CMBS 案件は、短めのテール期間
においてシニアクラスの投資家が支配権を持つためである。マーケットの下落局面では、不動産の売
却によりシニア投資家に返済がなされる一方、劣後する債務が損失を被る可能性が高まる。これに対
し、米国のストラクチャーでは、より長いテール期間において劣後クラスの投資家が支配権を持ちスペ
シャル・サービシングを進めることが多い。
キャシュフローの安定性を分析する際は、個々の不動産市場のデータと分析を用いる。これは、国・地
域によって市場サイクルの周期や振幅が米国とは異なるためである。
評価額は、利用可能な市場の情報と類似市場との比較に基づきケース・バイ・ケースで算出したキャ
ップレートを用いて決定する。

36 FEBRUARY 17, 2022

格付手法：ラージローンおよびシングルアセット/シングルボロワー型 CMBS の格付手法

COMMERCIAL MBS

テール期間
裏付ローンの一部が満期までに返済されなかった場合、案件はテール期間に入る。テール期間が短
すぎれば、最終償還期日までに証券の元本償還を行うためのワークアウトが完了しないリスクがある。
ムーディーズは、シンガポールの SASB 型案件では、テール期間（LL プールの裏付ローンの最終満期
日と案件における最終償還期日の間の期間）が 4 年以上であれば、通常はクレジット・ニュートラルとみ
なす。オーストラリアでは 5 年以上である。いずれも債権者に有利な国・地域である。シンガポールでは
シニア投資家が、ほとんどの LL 型 CMBS 案件の支配権をテール期間中において保有するとムーディ
ーズは認識している。これが当てはまらない案件の場合、クレジット・ニュートラルなテール期間は 5 年
とする。
ムーディーズは、テール期間が短めでもいくつかの要因を考慮してリスクを分析し、ケース・バイ・ケー
スでクレジット・ニュートラルなテール期間との相違を評価する。そうした要因には、CMBS の資金調達
構造におけるレバレッジの低さ、案件のスポンサーの強さ、ファイナンス対象物件の高い質（トロフィー
物件）、ターゲット格付水準、シニア投資家の支配などが含まれる。オーストラリアの案件について想定
する 5 年のテール期間には、シニア投資家による支配が考慮されていないため、シニア投資家による
支配はテール期間の短縮につながる可能性のある要素の一つである。
中国では、市場の底における商業用不動産の売却に関する十分な情報がないため、市場全体に対
する見解を形成できない。そのため、中国の CMBS については、案件の特徴に基づいてケース・バイ・
ケースでクレジット・ニュートラルなテール期間を決定する。中南米の案件についても同様である。
案件が償還期日に近付くにつれ、案件の最終償還期日までにノートの元本償還を行うための物件の
処分が完了しないリスクが高まる。ムーディーズはこのリスクを償還期日が近付いている案件のテール
期間における格付上限に反映させる。CMBS 案件に適用する追加ストレスの詳細については付録 8 を
参照されたい。

シンガポールの CMBS 案件における流動性補完
シンガポールの CMBS 案件の標準的なストラクチャーと特徴
シンガポールでは、特別目的事業体(SPE)が CMBS を発行する。SPE は通常、CMBS 案件の発行のみを
目的として設立され、倒産隔離された事業体である。SPE は CMBS の売却代金をモーゲージの形で借
入人に貸し出す。モーゲージの担保は商業用不動産ポートフォリオである。借入人は通常、シンガポ
ールの不動産投資信託（S-REIT）である。
借入人である S-REIT は基本的に、トラスト・マネージャーとトラスティーが署名した信託証書によって設
立されるユニット・トラストである。S-REIT はシンガポール金融管理局の監督を受け、主として Securities
and Futures Acts, Code of Collective Investment Schemes（特に不動産信託のガイドライン）およびシンガ
ポール証券取引所の上場要件が適用される。
証券化案件で用いられる倒産隔離された伝統的な SPE とは異なり、S-REIT は、不動産物件を購入、開
発、保有、管理売却するなどの事業を行い、CMBS 発行体の他にも債権者が存在する。
流動性補完に関する検討事項
S-REIT は事業会社であり、他の債権者も存在するため、他の債務でデフォルトが発生した場合、他の
債権者あるいは S-REIT 証券保有者によってキャッシュフローが中断する可能性がある。
ムーディーズは、CMBS の発行体レベルで手当てされた仕組みによって、最低 6 ヵ月（あるいはノートの
1 回の支払期間のいずれか長い方）の利払いおよび支払順位が高い手数料の支払いをカバーする流
動性が確保されれば、キャッシュフローの中断リスクを低減し、S-REIT の信用力からのデリンクを確立す
るために十分であると考える。
流動性補完の最低基準は、案件におけるいくつかの想定を前提としたガイドラインにすぎない。ムーデ
ィーズは案件を個別にレビューし、ケースによっては流動性補完の追加を検討する可能性がある。
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流動性補完が不十分な案件の格付のリンク
流動性補完が不十分な案件については、CMBS ノートの付与格付が S-REIT の借入人の格付とリンクす
る。これによる格付のアップリフトは最大 5 ノッチである。つまり、CMBS の格付は、S-REIT 借入人の格付
を最大 5 ノッチの幅で上回ることができる。
個々の案件において格付がどの程度リンクするかは、他の形式で流動性補完が手当てされているかど
うか、S-REIT 借入人の強さ、CMBS 案件の償還期日までの期間によって決まる。
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付録 5: 日本の案件
概要
以下は、日本の LL/SASB 型案件について日本特有の分析上の考慮点を説明するものである。本文で
詳細に述べた通り、ムーディーズが日本の LL/SASB 型案件に用いる格付手法はアメリカおよびカナダの
格付手法と概ね同じである。ただし、ベンチマーク MLTV やテール期間の長さ等、いくつかの点で異な
る。ムーディーズは、日本の LL/SASB 型案件に固有の裏付物件およびストラクチャーの特徴を反映さ
せるため、ベンチマーク MLTV に調整を加える。調整の幅は、米国やカナダで適用する調整に比べる
と、より限定的になるかもしれない。

ベンチマーク MLTV
ムーディーズは、図表 20 に示すベンチマーク MLTV を用いる。これは、他のアジア太平洋諸国で用い
られるものと同じである。

日本の不動産市場は循環周期の長さや振幅の大きさという点で米国やカナダとは異なるため、ムーデ
ィーズは日本の不動産市場のデータに基づいてキャッシュフローの安定性を分析する。

キャップレート（還元利回り）
ムーディーズは不動産物件の評価額算定にあたり、安定的キャッシュフローを安定的キャップレートで
割り戻す収益還元法を主に用いる。裏付物件や案件の特徴によっては DCF 法やその他の資産価値
評価手法を用いることがある。
図表 21 は、日本の CMBS の主要アセットタイプであり、LL/SASB の裏付物件である東京およびその近郊
に所在するオフィス物件のグレードに応じた標準的なキャップレートである。その他のアセットタイプや他
地域の物件については、入手可能なマーケット情報や類似マーケットとの比較に基づいてケース・バ
イ・ケースで設定したキャップレートを用いる。全般的な市況を反映させるため、必要に応じてケース・
バイ・ケースでキャップレートを調整する場合がある。
図表 21

日本の LL/SASB 型 CMBS に用いられる標準的なキャップレート
物件のグレード

日本のキャップレート*

1
2
3
4
5

5.6%
6.1%
6.6%
7.6%
8.1%

* 東京およびその近郊に所在するオフィス物件の平均キャップレート

出所: Moody's Investors Service

テール期間
ムーディーズは、日本ではテール期間（LL/SASB 型案件の予定償還期日あるいは LL プールのローンの
最終満期日から案件の最終償還期日までの期間）が 4 年以上あれば、通常はクレジット・ニュートラル
とみなす。日本は債権者に有利な国である。日本ではシニア投資家が、支配権をテール期間中の大
部分において保有するとムーディーズは想定している。これが当てはまらない案件の場合、クレジット・
ニュートラルなテール期間は 5 年とする。
ムーディーズは、テール期間が短めでもいくつかの要因を考慮してリスクを分析し、ケース・バイ・ケー
スでクレジット・ニュートラルなテール期間との相違を評価する。そうした要因には、案件の資本構成、
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案件のスポンサーの強さ、ファイナンス対象物件の高い質（トロフィー物件）、シングルアセット案件、格
付水準などが含まれる。
ムーディーズは償還期日が近付いているテール期間の案件に追加ストレスを適用する。追加ストレス
の詳細については、付録 8 を参照されたい。

日本の LL/SASB 型案件における不動産の権利関係に応じた留意点
格付の決定にあたっては、裏付物件の評価に加え、案件の法的リスクやストラクチャー上のリスクの評
価も考慮する。LL/SASB 型案件を分析する際に着目する主なリーガルおよびストラクチャーの特徴の一
つに、不動産所有権の問題がある。日本の CMBS は完全所有権の物件を裏付けとするが、区分所有
物件、共有物件、借地物件（定期借地を含む）といった完全所有権以外の裏付物件も含まれることが
ある。そのようなタイプの物件を含む案件の物件レベルの分析では、それぞれの物件の所有権のストラ
クチャーを考慮する。
区分所有物件
裏付物件が区分所有物件の場合は、自己の専有部分以外の共用部分の管理運営等について、区
分所有法 20および区分所有者間で定められた管理規約に拘束されるため、完全所有権の場合に比
べ建物全体の維持管理や修繕について柔軟性に劣る懸念がある。共用部分の管理運営等について
は、集会にて意思決定されるが、決議事項の内容によってその決議方法は異なり、区分所有法で定
めるほか規約で別段の定めをすることができる事項もあるので、規約の内容の確認は重要である。
ムーディーズは、規約の内容と、借入人が建物全体の維持管理や修繕に対しどの程度の権限を有し
ているのかについて検討する。区分所有物件の議決権割合（専有部分の床面積割合）や区分所有者
の総人数によって、建物全体の維持管理や修繕に対する区分所有者の影響力は異なる。この分析を
参照して、維持管理の質の資産価値への影響について判断している。また、他の区分所有者の属性、
信用力などによっても、十分な維持管理や修繕が実施される蓋然性は異なってくるため、これらの事
項もあわせて考慮している。
共同ビルなど事業用建物の区分所有物件の場合には、規約に他の区分所有者への優先譲渡の規
定、テナントへの賃貸借条件についての合意に関する規定、管理費負担に関する事項などが含まれ
ていることがあるほか、敷地が分有地であるなど権利関係が複雑になっている場合があり留意が必要
である。
共有物件
共有物件の場合、共有物の管理は、民法上において共有者の大半で決定するものとされている。また、
共有者間で共有規約を締結している場合には当該共有規約に決議事項が個別に規定されており、裏
付物件の持分割合によっては、建物全体の管理運営、テナントの選定や契約条件の決定等について
意思が十分に反映されないリスクがある。また、共有規約には、通常、費用負担や譲渡、譲渡制限な
どが規定されており、資産価値に影響を与える可能性があるため、ムーディーズはこのレビューを行っ
ている。また、他の共有者の属性、信用力なども、維持管理や修繕に影響を及ぼしうるため、これらの
事項もあわせて考慮している。
譲渡に際して、他の共有者の同意が必要であったり、他の共有者が優先交渉権を有している場合が
あるため、同意や交渉について明確に期間の制限がなされているかなど、テール期間での物件売却
処分を確実に行うことができるかどうか検討が必要である。
また、共有不動産を賃貸に供する場合、賃貸人の賃料債権は不可分債権となり、敷金返還債務は不
可分債務になると一般的には解されている。よって、他の共有者が破綻した場合に、他の共有者の債
権者により賃料債権全部が差し押えられたり、賃借人からの敷金返還債務を他の共有者がその持分
等に応じて履行しない場合に、借入人が他の共有者の返還債務を負わされる可能性がある。したがっ
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て、差し押え時のローンの利払い確保のための手当てや、他の共有者の持分の敷金も積み立てておく
などの手当てが必要である。
さらに、民法上、各共有者は何時でも分割請求をすることができるため、共有者間にて不分割特約を
締結し、特定承継人への対抗上登記をするべきである。
借地物件
借地権の権利内容には、賃借権および地上権があるが、一般には賃借権により借地権が設定されて
いるケースが多い。物権である地上権の場合は譲渡時に土地所有者の承諾は不要であるが、債権で
ある賃借権の場合は譲渡時に土地所有者の承諾が必要となる。
賃借権の場合において、譲渡時に譲渡承諾料の支払いが必要となるケースでは通常、資産価値評
価額から譲渡承諾料相当額を控除する。また、土地所有者が賃借権の譲渡について、土地所有者
が不利になる恐れがないにもかかわらず承諾に応じない場合には、裁判所から承諾に代わる許可を
得ることができるが、テール期間での売却を確実にするため土地所有者からあらかじめ承諾を得ておく
といった手当てが望まれる。
また、期中に更新時期をむかえる場合で、更新料の支払いが必要な場合は、借地契約が解除となら
ないように、更新料相当額を積み立てておくことが必要かどうかを確認する。
さらに、借地権の場合は、地代利回りや公租公課倍率などを勘案し将来の地代増額リスクを検討する
ほか、地代の支払いによって完全所有権の物件より経費率が高い水準になり、キャッシュフローのボラ
ティリティが高まることなどを考慮して資産価値評価額を判断している。
定期借地物件
定期借地権は、契約期限の満了時に契約の更新がない借地権である。借地借家法では、契約期間
が 50 年以上の（一般）定期借地権、同 10 年以上 50 年以下の事業用借地権、そして同 30 年以上
で期間満了後に土地上の建物を土地所有者に相当な対価で譲渡する建物譲渡特約付借地権の 3
種類が規定されている。
定期借地物件は、契約期間の満了時には裏付物件がなくなるため、借地契約満了時までにローンが
分割弁済されることが確実なファイナンスであること、若しくはローン満期時においてバルーンリスクを
伴うファイナンスを検討する場合には、十分な借地残存期間が確保されていることが必要となる。また、
定期借地物件の資産価値評価においては、ローン満期時からの残存借地期間を前提とした DCF 法を
用いている。
土地の境界
原則、土地の境界は全て確定していることが求められる。しかし、日本では境界が確定していないこと
が珍しくなく、隣地の所有者や占有者との関係如何によってはクロージングまでに境界を確定するのが
困難なケースも見受けられる。裏付物件の境界が確定されていない場合には、確定していない理由
やこれまでの経緯、現在の状況および今後の見通しなどを確認し、面積が減少した場合の経済的損
失、損害賠償責任の負担、紛争の発生の可能性等を検討し、流動性や資産価値への影響について
個別に判断している。
越境物についても、同様に原則として越境状態がクロージング前に解消されていることが求められる。
しかし、すぐに越境状態を解消することが難しいケースも多い。この場合には、越境物の存在により、不
動産の利用が制限され賃料に悪影響を与える可能性や、越境物の除去等のための追加費用が資産
価値に与える影響について考慮している。

モニタリング
ムーディーズは LL/SASB 型案件の信用力のモニタリングにあたり、通常、上で詳細を述べた米国のアプ
ローチを用いるが、追加の考慮点として、パフォーマンストリガー（例えば DSCR トリガー）などを考慮する
場合がある。
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付録 6: ハーフィンダール・スコア
概要
LL/SASB 型 CMBS 案件の分散度が高いことは稀である。一部のケースでは分散度の低さを劣後クラス
の追加により手当てすることがある。
ムーディーズは LL/SASB 型 CMBS 案件を分散度によって峻別する際に、ハーフィンダール・スコアを用
いる 21。ハーフィンダール・スコアはプールの集中度をローン・サイズの関数として測定する。ムーディー
ズの分析では、その他の観点からみた分散度（所在地、借入人、物件タイプの集中度）もレビューし、
信用補完水準の評価に反映させる。
ハーフィンダール・スコアが高い案件は、同スコアが低い案件に比べ、ローンの集中度が低いことを意
味する。ローンの集中度は、格付の潜在的ボラティリティにとって重要な意味を持つ。信用補完の追加
がなければ、パフォーマンスの悪化時に複数ノッチの格下げが行われる可能性もある。
ハーフィンダール・スコアが低い案件では、そうでない案件に比べ延滞率が急速に上昇する可能性が
ある。ハーフィンダール・スコアが低い案件のパフォーマンスはマーケット全体のパフォーマンスから大
きく乖離することがある。頻繁に引用される業界全体の延滞率の統計は非常に多数の証券化ローンに
基づいているが、CMBS 案件のほとんどはハーフィンダール・スコアで測定した裏付ローンの数が 50 未
満である。
商業用不動産全体のパフォーマンスは、流動性や需給といったマーケット全体の動向に左右される部
分が大きいが、個々の物件レベルではテナントの信用力、借入人のパフォーマンス、物件のサブマー
ケットのトレンド等、物件固有のリスクが重要な意味を持つ。同一マーケットの同タイプの物件（ダラスの
オフィスなど）がプールに多く含まれていても、物件レベルで固有のリスクを低減することは、特に投資
適格等級債券の投資家が、期待されるケースよりはるかにネガティブなシナリオからの保護を求める
場合、信用評価上大きな恩恵をもたらす。プールの分散度が高いほど、極端なシナリオからの保護が
強化される。
ムーディーズの格付けは、ストラクチャー上の保護を反映している。劣後水準は、シニア証券保有者を
延滞と格付ボラティリティから保護する。ハーフィンダール・スコアが低い案件は極端なシナリオへのエ
クスポージャーが大きいため、高い劣後水準がストラクチャーに組み込まれることが多い。サービサー
のアドバンシング等、他の一般的な案件の特徴も、延滞件数の減少に寄与する。

ハーフィンダール・スコアの定義
ハーフィンダール・スコアは、CMBS 案件の裏付ローン全てが同じ金額であると仮定して算出したローン
の実効数による分散度の測定から導出される。CMBS の裏付ローン数は数十から 500 未満程度と、証
券化商品の中で集中度が最も高いタイプの一つであるため、ハーフィンダール・スコアは有益である。1
つのプールの中でもローン・サイズが大きく異なることがある。CMBS 案件の裏付ローンの残高は 200 万
ドル未満から 2 億ドル超までにわたり、プール全体の残高に占める比率は 1%未満から 10%以上に及
ぶ。ハーフィンダール・スコアは、適切な信用補完がなされているかどうかを見極めるための重要なス
テップとして案件の分散度を峻別するための有用なツールである。
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ハーフィンダール・スコアはハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)の逆数である。
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ハーフィンダール・スコアの算出には次のフォーミュラを用いる。
フォーミュラ 1

»

𝑆𝑆𝑖𝑖 はローン i が案件プールに占める比率、n はローン数である。

出所: Moody’s Investors Service

CMBS 案件のハーフィンダール・スコアは 1（シングルアセット案件）から 250 以上（残高の小さいローン
プールでよくみられる）となる。。

43 FEBRUARY 17, 2022

格付手法：ラージローンおよびシングルアセット/シングルボロワー型 CMBS の格付手法

COMMERCIAL MBS

付録 7: 自国通貨建てカントリー・シーリング(LCC) が Aaa を下回る国の CMBS
または担保資産のカントリーリスク分析
LL/SASB 型案件の中には、一部の担保資産が自国通貨建てカントリー・シーリングが Aaa を下回る他国
に所在する案件がある。ムーディーズは LCC が Aaa を下回る国に所在する担保の分析に本格付手法
を適用するが、次に述べる方法でカントリーリスクを調整する。この調整手順は、欧州で商業用不動産
を裏付資産とする案件に格付を付与する際に用いるものと同じである。

自国通貨建てカントリーリスク・シーリングと感応度分析によりカントリーリスクを説明
ムーディーズは、ある国における非常に厳しいストレスシナリオの影響を織り込むために、追加的な分
析要因として、(1)裏付資産が所在する国のムーディーズの自国通貨建てカントリー・シーリングと、(2)
資産の所在地が複数国にまたがるマルチカントリー・プールではローンの回収率が低くなると想定して
行う感応度分析を考慮する。

カントリー・シーリングはシングルカントリー・プールが取得可能な最も高い格付を示す
詳細については、カントリー・シーリングに関するクロス・セクター格付手法を参照されたい 22。また、ロー
ンと資産の集中度、物件の質、ムーディーズの MLTV からみてノンプライムの性質を有する案件は、国
内経済および銀行セクターへの依存度が高いため、政府債券格付を上回ることのできるノッチ数がさ
らに制約される。

マルチカントリー・プールでは、資産の所在国の LCC より高い格付を付与されたトランシェ
に対する影響を評価
CMBS 案件の資産プールが複数国へのエクスポージャーを有するケースでは、裏付物件の所在国の
カントリー・シーリングを上回る格付を付与しているトランシェに対し、ストレスシナリオ分析を考慮する。
ムーディーズはストレスシナリオにおいて、重大なカントリーイベントを検討し、各々の案件における、カン
トリー・シーリングが最も高いターゲット格付を下回る国に所在する物件を担保としたローンについて大
幅に低い回収額を想定する。このストレスシナリオをこれらの国々のカントリー・シーリングによって示さ
れる確率で加重する。最後に、その結果得られたベースシナリオ（カントリーイベントが発生しないシナリ
オ）とストレスシナリオを組み合わせた格付が、ターゲット格付より低くなるかかどうかをテストする。
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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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付録 8: テール期間における追加ストレス
ここではテール期間（裏付ローンの最終満期日と証券の最終償還期日の間の期間）における集中度
の高い LL/SASB 型案件の分析手法を説明する。
ローン（SASB 型案件の場合）ないしローンの一部（集中度の高いラージローン・プールの場合）が満期
までに返済されなかった場合、案件はテール期間に入る。案件が償還期日に近付くにつれ、案件の
最終償還期日までに証券の元本償還を行うためのワークアウトが完了しないリスクが高まる。そのため、
ローンないしローンの一部が返済されないリスクの上昇を反映させ、テール期間において、償還期日が
近付くにつれて、ストレスが高まるよう、追加ストレスを適用している。

追加ストレスを左右する主な要因と副次的要因
ムーディーズの手法は、テール期間にある LL/SASB 型 CMBS 案件におけるタイミングリスクの上昇と、そ
れに伴って生じる信用力の低下を反映する。
主な要因
追加ストレスの水準は、サービサーがローンの処分を期限内に完了する可能性に影響を与えるいくつ
かの要因に左右される。最も重要な要因は次の通りである。
»

最終償還期日までの期間: この期間が短いほど、サービサーが CMBS の最終償還期日までにロー
ンのワークアウトを完了できない可能性が高まる。

»

ローンのワークアウトの進捗の可視度:サービサーが資産の処分においてキャッシュ化の段階に
近いほど、ノート保有者が最終償還期日までに支払いを受ける可能性が高まる。

»

ワークアウトプロセスの複雑性:資産処分プロセスが複雑なほど、サービサーが期限内に資産処
分を完了しない可能性が高まる。当該プロセスは長期化したり、コストが増加したりして、次のよう
な場合には成功しない可能性がある。
–

ワークアウトプロセスを実質的にコントロールしているのがジュニア投資家であるなど、コントロー
ル・メカニズムに不整合がある場合

–

裏付ローンに法的に複雑な点がある場合

–

案件のストラクチャーの特徴が複雑な場合

–

資本構成上の優先順位や証券購入価格によって投資家の利害が異なる場合

–

複数の利害関係者が存在し、その調整がワークアウトプロセスの複雑性を高めている場合

副次的要因
テール期間の信用力に影響を与える他の要因は次の通りである。
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»

国・地域:強制執行プロセスのスピードは、借入人が遵守しなくてはならない法制度および不動産
の所在地によって異なる。ムーディーズはこれらの要因を、期限内に資産処分プロセスが完了す
る可能性を評価する際に考慮している。

»

CMBS の裏付ローンプールの分散度:多くのローンがシニアノートの裏付資産となっている場合、
証券の償還のためにサービサーが行う必要のあるローンの処分は一部に留まる可能性がある。

»

ローンの裏付物件ポートフォリオの分散度:CMBS の裏付ローンがいくつかの物件によって担保さ
れている場合、証券完済のためにサービサーが行う必要のある物件の処分は一部に留まる可能
性がある。

»

元本のウォーターフォール:裏付ローンの売却代金がテール期間にある投資家に対しシークエン
シャル・ペイ方式で支払われる場合、最上位の投資家は恩恵を受ける。

»

スポンサーの質:特に、デフォルトの主な理由が資産のパフォーマンスではなく、資金面の問題で
あった場合、強力なスポンサーがデフォルトに陥ったローンにサポートを提供する場合がある。

格付手法：ラージローンおよびシングルアセット/シングルボロワー型 CMBS の格付手法
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追加ストレスが格付に与える影響
テール期間における追加ストレスの適用により、格付が変化するレンジを図表 22 に示す。
図表 22

予想格付の上限
最終償還期日までの月数

予想格付上限

24-36 ヵ月

Aa1 (sf)-A2 (sf)

12-24 ヵ月

Aa3 (sf)-Baa1 (sf)

6-12 ヵ月

A3 (sf)-Ba1 (sf)

0-6 ヵ月

Baa3 (sf)-B1 (sf)

出所: Moody’s Investors Service

ムーディーズは、格付に影響を与える要因に関する情報（特にスペシャルサービサーによる資産処分
計画についての情報）を入手し、テール期間を決定する際に、そうした情報が入手できる時点を考慮
に入れる。
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付録 9: メザニンローンのストラクチャード・クレジット・アセスメント
概要
ローン担保証券（CLO）など一部の CRE 案件の裏付資産にはメザニンローンが含まれている。メザニン
ローンは不動産物件を所有する事業体を直接または間接に所有する借入事業体（複数の場合もある）
に対するローンの形で提供され、不動産取得資金の一部として用いられる。メザニンローンの担保は、
メザニン債の借入人が保有する、物件所有者の持分に関する対抗要件を具備した第一順位担保権
である。レンダーの救済措置は、モーゲージの担保処分ではなく（メザニンローンのレンダーには不動産
の抵当権が与えられていないため）、統一商事法典(UCC)に基づき、メザニンローンの借入人が保有す
る物件所有者の持分（一般無形資産）の担保処分か、あるいは、メザニンローンの担保が「認証
(certificated)」されている場合はメザニンローンのレンダーが、支配権または現物を所有する「証券」に
対するレンダーの権利を執行することによって行われる。
ムーディーズはメザニンローンの評価に際し、LL/SASB に対する分析アプローチを用いて SCA（ストラクチ
ャード・クレジット・アセスメント）を決定する。全体の資本構成上のメザニンローンの順位（複数のメザニ
ンローン・トランシェおよび/または B ノート・トランシェが発行される場合）、第一順位のシニアモーゲージ
債務と比較したメザニンローンの劣後性、メザニンローンがムーディーズのベンチマークの「クレジット・
ニュートラル」なストラクチャーとどの程度異なるか、を考慮して信用評価を調整する。こうしたリスクを
低減する手当てがなされていなければ、メザニンローンに配分する予想損失を増額する場合がある。

LL/SASB の分析アプローチを用いた SCA
SCA を導出する際には、ムーディーズの評価額を調整し、それを用いて調整後 MLTV を算出する。
MLTV の算出に用いるローン金額は、SCA 導出の対象となるメザニンローンと、評価対象のメザニンロー
ンと同順位かそれより優先する他の全ての債務を含む。評価対象のメザニンローンに劣後する他のメ
ザニンローンは除外される。
このようにして得られた MLTV を、格付カテゴリーごとにベンチマーク「ターゲット」MLTV と比較して、メザ
ニンローンの SCA を導出する。

メザニンローンの最終的な SCA を決定するための調整
メザニンローンの最終的な信用評価を決定するために、次の調整を検討する。
メザニンローンの劣後性
ムーディーズの LL/SASB に対する分析アプローチでは、案件がモーゲージローンを裏付けとしており、モ
ーゲージローンは通常、他の全ての支払請求に優先すると想定する。メザニンローンは他のほとんどの
支払請求に劣後するため、レンダーから見た回収可能性が低く、物件への請求権はなく、ローン実行
日から担保実行執行日までの期間に不動産に影響を与える変更が行われても、その変更から保護さ
れない。
モーゲージローンに対するメザニンローンの劣後性を織り込むため、メザニンローン単独の SCA とメザニ
ンローン・トランシェの回収金の上限を a1 (sf)の評価に相当する格付係数 70 とし、LL/SASB 型 CMBS 格
付手法に基づく他の信用評価を引き下げる可能性がある。個々のメザニンローンに対する格付上限が
a1(sf)であるとしても、プールの分散度、信用補完、ポートフォリオの信用力と回収率が十分であれば、
CRE CLO トランシェは Aaa (sf)格付に相当することもある。
物件評価額に対するメザニンローンの金額
物件評価額のわずかな減少が、相対的に金額の小さいメザニンローンの損失率に大きな影響を与え
ることがある。同様に、デフォルト・シナリオで発生する固定費用（訴訟費用、サービシング費用、その
他費用）も少額のメザニンローンの損失率に大きく影響する。
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ベースケースの特徴からの乖離
ほとんどのメザニンローンは、ムーディーズの SCA 分析の基礎となる特徴を備えている。ベースケース
の想定以上のリスクを生じさせる特徴を持つローンについては、分配する予想損失を増額する可能性
がある。ベースケースの特徴には、次に挙げるものが含まれる。
»

期間、停止条件、アファーマティブまたはネガティブなコベナンツ、デフォルト事由、表明保証が商
業用不動産モーゲージローン契約と同等のローン契約

»

引受に関する情報、デューデリジェンス資料、第三者の提出書類（鑑定評価書、財務諸表、アセ
ット・サマリーレポート、環境・エンジニアリングレポート、権原証書、保険証書、リーガル・オピニオン、
その他証書）等、ムーディーズがモーゲージローンのレビュー時に受領する資料と同等の資料

»

一般に、借入人は倒産隔離された特別目的事業体である

»

モーゲージローンとメザニンローンからの回収金の総額が REMIC 債務に適用する閾値を越える場
合、当事者間のノンコンソリデーションに関するリーガル・オピニオンが提出され、1 名または 2 名の
独立取締役が置かれていること。ノンコンソリデーション・オピニオンは、メザニンローンの借入人
（および該当する場合はジェネラルパートナーまたはマネージング・メンバー）と最終的な上位スポ
ンサー、物件所有者、関連物件のマネージャーといった、適切な当事者間の組み合わせに関す
るものである

»

物件を所有する事業体に対する実質所有者持分の 100%が担保として差し入れられている

»

モーゲージ融資と同様のノンリコース・カーブアウト("bad boy")保証条項があり、許容不可能な定款
変更やシニアローン契約書の変更の禁止など、ローンに合わせた追加条項がある

»

物件と借入人の強さに応じて、メザニンローンのレンダーのためのロックボックスや分離されたキャ
ッシュ・マネジメント口座など、案件をコミングリング・リスクから遮断することを目的としたキャッシ
ュ・マネジメント・システムが設置されている

»

メザニンローンの満期とシニアローンの満期が一致している

»

リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(LLC)、リミテッド・パートナーシップ、ジェネラル・パートナーシ
ップの所有権が UCC 第 8 編に基づく「認証(certificate)」を受ける。次に、メザニンローンのレンダー
は、LLC 証書またはパートナーシップ証書を支配下におくか現物保有するだけで対抗要件を具備
した優先担保権を取得でき、いわゆる「保護された購入者」の地位を享受できる

»

所有者のタイトル保険に少なくともシニアローンとメザニンローンの合計額を保証する保険へのアク
セスを表明する ALTA（米国土地権原協会）16 様式の「メザニン融資裏書」またはそれに類する裏
書が付されていることからの恩恵、ならびに「UCC 保険契約」の恩恵を受ける

»

契約締結日の市場標準と概ね一致する債権者間契約

»

債務返済額が増加する可能性を低減するための金利キャップ契約によってメザニンローンの変動
金利に上限が設定されており、メザニンローンのレンダーはローンの利息に対する抵当権を持つ

»

メザニンローンのデフォルト時に、シニアローンのレンダーの同意を条件として終了することができる
プロパティマネジメント契約、ならびにメザニンローンのレンダーを利する譲渡・劣後契約

»

物件所有者の損害保険契約と ACORD 様式の証書においてメザニンローンのレンダーが「その他
の被保険者」に含まれている

»

モーゲージの借入人の定款に、レンダーの文書による合意のない持分の追加発行と UCC 第 8 編
の適用除外を禁止する条項が含まれている

»

担保契約に、UCC に基づく差し押さえ物件の売却で入札を行う「適格譲受人(qualified transferee)」
として有限組合(limited guild)が承認されている

»

認証を受けた借り手の定款または組織構成がローン契約の一部として提供されている

その他の調整
LL/SASB に対する分析アプローチにおいて、ムーディーズはベンチマーク・ターゲット MLTV に応じて設
定したベンチマークの特徴とは異なる担保やストラクチャーの特性を反映させるために、メザニンローン
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の信用評価をポジティブあるいはネガティブに調整することがある。調整項目には、ローンの金利タイプ、
アモチゼーション想定、クロス担保、担保物件のサービシングの質、地域の不動産市場の状況、等が
含まれる。
LL/SASB に対する分析アプローチと同様、最終的なターゲット MLTV と一致させるために、「最終調整」
を行うことがある。
最終調整は、ムーディーズの負債利回り、ムーディーズの DSCR、物件売却価格の下限設定に利用可
能な類似不良資産の売却事例の分析のような指標を考慮して行う。CRO CLO の担保資産となること
が多い改築中の物件については、改築計画が実現可能で、計画実施のために十分な資金を調達で
きるとムーディーズが考える場合、最終調整でポジティブな調整を行う可能性がある。逆に、計画を完
全に実行できない、あるいは十分な資金を調達できないと考えられる場合、ネガティブな調整を行う可
能性がある。
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付録 10: キャップレートの調整値
下表は、10 年物米国債利回りの 5 年移動平均に応じたムーディーズのキャップレートの引き下げ幅を
示したものである。
10 年物米国債利回り

ムーディーズのキャップレート
の引き下げ幅

10 年物米国債利回り

5 年移動平均

5 年移動平均

ムーディーズのキャップレートの
引き下げ幅

0.00%

20.1%

2.50%

9.1%

0.25%

20.1%

2.75%

7.0%

0.50%

20.1%

3.00%

4.8%

0.75%

19.5%

3.25%

2.5%

1.00%

18.6%

3.50%

0.2%

1.25%

17.5%

3.75%

0.0%

1.50%

16.1%

4.00%

0.0%

1.75%

14.6%

4.25%

0.0%

2.00%

12.9%

4.50%

0.0%

2.25%

11.0%

出所: Moody’s Investors Service
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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。いくつか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。
キ ャ ッ プ レ ー ト の 予 測 ア プ ロ ー チに つ い て は 、 デ ー タ ・ レ ポ ー ト “US Commercial Mortgage-Backed
Securities: Capitalization Rate Forecast Model.” で包括的に説明している。
信用格付のヒストリカルな信頼性と予測能力をまとめたデータは、ムーディーズのウェブサイトに掲載さ
れている。
ムーディーズの理想化されたデフォルト率および期待損失率等に関する詳細については「格付記号と
定義」を参照されたい。
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