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中小企業バランスシート証券化取引

に対するムーディーズのグローバル

格付手法 
Moody’s Global Approach to Rating SME 
Balance Sheet Securitizations 
本格付手法は、2020 年 5 月発行の「中小企業バランスシート証券化取引に対する

ムーディーズのグローバル格付手法」に置き換わるものである。モデリングの説明を加

えるために「期待損失アプローチとモデル・アウトプットの利用」のセクションを修正し、ま

た環境・社会・ガバナンスに関する考慮事項から生じるリスクの評価アプローチを説明

したセクションを加えた。編集上の軽微な修正も加えた。今回の更新は、格付手法の

アプローチを変更するものではない。 

1. 要旨 

1.1 対象 

本格付手法は、オリジネーターが通常の事業の過程で、小規模企業、中小企業
（SME）、自営業者、および一部ではあるが大企業向けの貸付債権（ローン）を主な裏
付資産とする証券化取引に対するムーディーズの格付手法について説明するもので

ある。通常、オリジネーターは銀行や専門金融会社、あるいはその他のレンダーである。 

中小企業バランスシートを裏付けとする取引（以下、SME 取引）は、通常、ローン・ポー
トフォリオ 1を証券化し、オリジネーターの資金調達目的やバランスシート対策（規制上
の所要自己資本の管理、リスク管理などの目的）に用いられる。言い換えると、ローン
は証券化目的でオリジネートされたものではない 2。したがって、本稿ではこれらの SME
取引を SME バランスシート証券化と呼ぶこととする。 

 
1  証券化ポートフォリオのグラニュラーの程度は異なる。有効数が少ないポートフォリオについては、リ

スク評価にあたり債務者レベルやローン・レベルの追加情報を求める。 
2  日本では、SME ローン証券化の一部に、地方自治体などの公共団体がスポンサーとなり、証券化を

目的としてオリジネートされたローンを裏付けとするプログラムがある。本稿で扱う格付手法はその

ような取引にも適用されるが、（特に）利害の一致やアドバース・セレクション（逆選択）の問題に対応

するためにストレスを掛けたシナリオの検討が必要になる場合がある。 

ムーディーズ SF ジャパン株式会社は、金融商品取引法

の下で金融庁に登録された信用格付業者であるが、

NRSRO（米国 SEC の登録を受けた格付機関）ではない。

従って、ムーディーズ SF ジャパン株式会社の信用格付

は、日本で登録された信用格付業者の信用格付である

が、NRSRO の信用格付ではない。 
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本格付手法は主に、SME に対する運転資金目的か設備投資目的の有担保中長期ローン、短中期
ローンを裏付けとする取引に適用される。多国籍企業向けローン、公的組織または非営利組織向け
ローン、創業間もない企業向けローン（ベンチャー・デットを除く） 3、設備リース契約、オペレーティン
グ・リース債権、レバレッジ・ローン、劣後ローン、優先株、あるいは事業会社に遡及権が及ばないロ
ーン（不動産プロジェクト・ファイナンス、特別目的ビークル(SPV)4など）を裏付けとするポートフォリオ
の証券化には適用されない。借り手（ボロワー）や資産の特性に鑑みて、これらには異なる分析手法
が適用される。 

1.2 標準的な SME 取引の主要リスク 

本稿は、標準的な SME 取引の主要なリスク要因について説明するものである。それらのリスク要因
には、ポートフォリオの信用力の質、取引のストラクチャー、カウンターパーティ/オペレーショナル・リス
ク、法的リスク、ソブリン・リスクなどがある。 

ポートフォリオの信用力の質： 裏付資産の信用力の正確な評価は、格付証券の潜在的な損失を
予測する上で最も重要な要素となる。SME 向けローン債権ポートフォリオの全体的な信用力の質を
決定づける要因には、(1)証券化対象契約のタイプ（ローンか短期信用枠かの別、期間、返済条件な
ど）、(2)債務者に関連する信用リスク(グループ関係などを考慮)、(3)債務者、地域、産業の集中など
のポートフォリオ構成、そして(4)ローンに設定された担保の種類(不動産など)と金額などがある。さら
に、オリジネーターの審査とサービシングに関する方針、マクロ経済環境の現状および予想も、プー

ルの信用力の質に影響を与える。 

取引のストラクチャー：キャッシュフロー配分や信用補完の形態、キャッシュ・トラップ・メカニズムな

どの特徴は、格付対象証券の各トランシェの期待損失率(Expected Loss: EL)に影響を与える。リボルビ
ング期間やプリ・ファンディング期間が定められた取引では、ポートフォリオに新規ローンが補充される

ため、ポートフォリオ構成の不確実性が増加する。取引のモデリングにあたって、ムーディーズは取引

関係書類に記載された主要なストラクチャー上の特徴を捕捉する。 

カウンターパーティ/オペレーショナル・リスク：ムーディーズの評価では、サービサー、キャッシュ・マ

ネージャー、スワップ・プロバイダーなどの取引の主なカウンターパーティがもたらすリスクと、カウンタ

ーパーティ変更トリガーなどのストラクチャー上の軽減措置に着目する。 

法的側面：ムーディーズは、取引がスポンサーや証券の発行体の破綻の影響から保護される程度
を分析する。そうした破綻は、投資家への支払い遅延、投資家が破綻先に対して無担保債権者に

なる状況、破綻先が債権者に負う債務を相殺することによって生じるキャッシュフローの一部喪失な

どを引き起こす可能性がある。 

ソブリン・リスク：取引の裏付資産、オリジネーター、あるいは発行体が所在する国で発生したシステ
ミック・リスクや、経済的、法的、政治的なリスクによって、証券化取引によって行われる投資家への
約定支払いの蓋然性が影響を受けることがある。ムーディーズは通常、ソブリン・シーリングの格付手
法に基づいて、自国通貨建てシーリング（local currency ceilings, LCC）を適用することで、そのようなリ
スクを分析に織り込む 5。具体的には、ポートフォリオの損失分布を推定する際、ポートフォリオの信
用補完を、その国内で取得可能な最も高い格付（すなわち LCC）に相応する信用補完と定義する。

また、想定を修正することや特定の格付に必要な最低限の信用補完水準を定義することを検討す
ることもある 6。 

 
3  詳細は付録 12 を参照されたい。 
4  (1)米国の小口商業ローン・プールには、一部に大規模な投資家向け不動産ローンが含まれることがある。その場合、

借り手は SPV となることが多い。詳細は付録 10 を参照されたい。(2)日本では、小規模な土地を取得して小規模な家

屋を設計・建築するハウス・メーカー向けのローンがポートフォリオに一部含まれることがある。ただし、ローンの償還

は債務者の事業から生まれるキャッシュフローからなされる。ムーディーズは、そのようなローンについてケースバイ

ケースで分析を行う。(3)付録 11 において、日本のアパートローンの証券化取引に対する格付手法について説明する。  
5  詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されている自国通貨建てカントリー・シーリングの評価方法を説明したクロ

ス・セクター格付手法を参照されたい。 
6  詳細はセクション 7 と付録 9 を参照されたい。 

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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1.3 分析の概要 

SME を裏付けとする証券化の分析では、定量要素と定性要素の両方を考慮に入れる。定量分析の
主要なドライバーは、資産のデフォルト率とデフォルト資産の回収率によって決まる、裏付資産に発
生する将来の損失に対するムーディーズの予想である。ムーディーズは通常、資産のデフォルト率の
「確率分布」の形で表わされる、様々なプールの取引存続期間中のデフォルト確率を予測し、別途
回収率を予想する。 

資産のデフォルト・シナリオの確率を決定するためのアプローチは、主に、利用可能なデータ、および
プールのグラニュラー度と分散の度合いによって決まる。たとえば、取引が十分に分散したプールか
らなり、十分な類似プールのヒストリカル・パフォーマンス・データがある場合、ムーディーズは統計的
な確率分布データ（対数正規分布など）を用いてプールのデフォルト予想を行う。確率分布は、ヒスト
リカル・データを用い、プールの特徴を考慮して調整を加えたプールの期待デフォルト率とそのバラツ
キの予想に基づいて決定される。 

ヒストリカル・データが限られている場合、または証券化プールに目立った資産集中がみられる場合
は、通常、上記の手法に代えて、モンテカルロ・シミュレーションを用いて取引ごとのデフォルト分布を
決定する。その場合、通常、ボロワー/ローンの個別データ（クレジット・エスティメート、銀行の内部格
付、ムーディーズの SME トップダウン・アプローチ、CMBS に準じた分析など、様々なソースから導く）
を用いてデフォルト分布を決定する。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）などの確率分布で、シミュレーションによって損失発生の分
布を近似的に導く場合もある。この近似法は、モンテカルロ・シミュレーションで得られる分布に近い

結果をもたらすケースに限定して選択される。 

いずれのデータも入手可能なときは、両方のアプローチを用いて分析結果を検証することもある。 

ムーディーズは、当該取引のストラクチャーのモデルを使って、投資家が様々なシナリオの下で受領
するであろうキャッシュフローを計算し、投資家のキャッシュフローに不足があれば、その額（「投資家

損失」）に発生確率（確率分布計算に基づく）に従ったウエイト付けを行う。すなわち、ムーディーズの

格付は投資家の「期待」損失（確率加重された）に基づいたものになる。 

最終的な格付を決定する際、格付委員会は、関連する追加な定性的要因、定量的要因も、必要に

応じて考慮に入れる。 

2. ポートフォリオの信用力 

2.1 プールのデフォルト分布の決定 

SME7バランスシート取引のモデリングでは、ポートフォリオや取引のキャッシュフローのタイミングに関
連する想定を生成する必要がある。こうした資産に関連する想定や取引の負債構造は、格付対象ノ

ートの期待損失を導くキャッシュフロー・モデルに統合される。 

2.1.1 分布と累積デフォルトの想定を導く 

SME ローン債権のポートフォリオを裏付けとする取引のモデリングの第一歩は、次の手順による期待

デフォルト分布の決定である 8。 

グラニュラー・プール（十分に分散した多数の同規模の資産で構成されるプール）では、デフォルト分
布は統計的分布の法則(対数正規分布など)に従うと想定する。ムーディーズは、プール・レベルのヒ
ストリカル・データ(量が十分で質が適切な場合)およびボロワーやローンの個別データ（両方またはい
ずれか）を用いて、プールの期待デフォルト率を導く。また、分散プールを特性が類似したより小規模

 
7  欧州では、中小企業の定義として欧州委員会のガイドライン(2003/361/CE およびその改定)の定義が用いられる（従

業員数 250 人以下で年間売上高 5,000 万ユーロ未満あるいは総資産が 4,300 万ユーロ万未満の企業）。日本では、

基本的には中小企業基本法の規定に従う(製造業の場合、従業員 300 人以下または資本金等 3 億円以下)。米国で

は、小口商業ローンは通常、元本残高が 100 万ドル以下のローンを指し、500 万ドル以上になることはめったにない。 
8  特定のサブ・セグメントの詳細は、付録 11、12、13 を参照されたい。 
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なプールに変換する追加の分析を行い、モンテカルロ・シミュレーションを用いて当該取引に適用す
る分散プールのデフォルト分布を決定する方法を選択する場合もある。 

グラニュラーでないプール、特に、大きな資産集中 9 10がみられるプールについては、モンテカルロ・
シミュレーションを用いて当該取引のデフォルト分布を求める。この場合、ボロワーやローンの個別デ
ータからデフォルト分布を導くことが多い。 

逆正規分布などの確率分布を使って、モンテカルロ・シミュレーションに基づく分布の近似値を求め
る場合もある 11 。 

囲み 1. 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。グラニュラーなポート
フォリオは、ムーディーズの CDOROMTM（CDOROM）と同様にモンテカルロ・シミュレーションを用い
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、グラニュラー度が高いプールは逆正規

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(P 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)。 

(1) 

 

 

] 

ここで𝑝𝑝は平均、𝜌𝜌はアセット相関を示す。 

興味深いことに、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。 

(2) ここで𝑁𝑁2 は二変数標準正規累積分布関数を示す。 

式(2)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。その結
果、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、式(2)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。 

 

 
SME ローン・ポートフォリオのデフォルト分布の累積デフォルト率を決定する作業は、オリジネーターの

ローン・ブックや以前の証券化ポートフォリオのヒストリカル・パフォーマンス・データを分析することから
始まる。その意味で、ヒストリカル・データはムーディーズによるポートフォリオの信用分析の不可欠な
要素となる。 

 
9  ボロワー、地域、業種などの集中の詳細については付録 1 を参照されたい。 
10  たとえば、ポートフォリオに占める(1)不動産業界に属するボロワーの割合、および(2)ポートフォリオに含まれる不動産

担保ローンの割合によっては、当該 SME バランスシート証券化は不動産市場に多額のエクスポージャーを抱えること

になる。詳細は付録 8 を参照されたい。 
11  逆正規分布は LHP 分布（ラージ・ホモジニアス・ポートフォリオ近似法）とも呼ばれる。この手法は、“The Loan Loss 

Distribution”(Working Paper, KMV Corpoartion, 1987)の中で Oldrich Vasicek によって紹介された。詳細は囲み 1 を参照さ

れたい。 
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しかしながら、利用できるヒストリカル・データが限られる場合があり、証券化プールには幾分集中が
みられることが多い(業種集中など)。そのため、ムーディーズは通常、本セクションで説明するトップダ
ウン・アプローチの他、クレジット・エスティメート、第三者のスコアリング・システムなどの方法でこの分
析を補完し、債務者ごとのデフォルト確率を推定する。 

資産の補充が可能な取引では、補充期間に適用される集中制限をベースとし、期間の経過に伴っ
て生じ得るプール構成の変化を反映させ、当初のポートフォリオと補充後のポートフォリオで異なる想
定を用いることがある。 

2.1.2 ヒストリカル・データの分析  

ムーディーズの分析における重要な要素は、期待デフォルトと回収率、そして最終的な損失の予想
である。ここでいう損失とは、プールの存続期間を通じて SME ローン・プールに発生する純損失の累
積額の予想値である 12。利用可能な場合、ムーディーズはオリジネーターが持つヒストリカル・データ
を検証し、将来異なる損失発生をもたらす可能性がある要因を考慮してデータを調整することで、最
終的な損失を予想する(囲み 2 参照)。 

囲み 2. ヒストリカル・データがムーディーズの格付アプローチでは重要になる 

ムーディーズは通常、各証券化プールについて、オリジネーション・ビンテージやデフォルト・ビンテー

ジごとの延滞率・デフォルト率・期限前返済率に関するダイナミック・データ、累積デフォルト率、およ
び回収率やネット損失率に関するスタティック・データの形式で、ヒストリカル・パフォーマンス・データ

を（通常は４半期ごとに）入手する。 

ムーディーズは、オリジネーターから提出されたヒストリカル・データ(とりわけデフォルト情報と回収情
報、ただしこれに限らない)だけでなく、過去にクローズされた同一のオリジネーター/サービサーの取
引のパフォーマンスも分析する。その目的は次の通りである。 

1) （十分なデータが利用可能な場合）分散度の高いプールの期待デフォルト率あるいは期待損失率

の推定 

2) オリジネーターやサービサーの質の評価とオリジネーターやサービサーの差別化 (この評価は最終
的に、期待デフォルト率の想定を導くためのトップダウン・アプローチにおけるステップ(2.1)の調整と

回収率の想定を決定するためのサービサーの質の調整に影響する)。 

3) デフォルトの時期に関する標準想定(ポートフォリオの WAL に応じて一定)と回収の時期(司法管轄
ごとに異なる)に関するムーディーズの標準想定との比較 

4) オリジネーターによる長期的デフォルト確率の内部推定とトップダウン・アプローチで得られたムー
ディーズのレーティング・ファクター (1 年以上)との比較 

 
しかし、ヒストリカル・ビンテージ・データが代表的なデータとして意味を持つには、それが 1)完全な経
済サイクルと理想的には証券化商品の最長支払い期限をカバーし、2)証券化ポートフォリオのオリジ
ネーター/サービサーが適用する審査・サービシング基準を反映しており、3)グラニュラー度が高くな
ければならない。さらに回収率データも、景気/不動産サイクルを完全にカバーし、オープン・ポジショ

ン(ワークアウトのプロセスが進行中)とクローズド・ポジション(ワークアウトのプロセスが終了)の両方のポ
ジションを考慮したものでなければならない 13。 

 
12  デフォルト・データと回収データを別々に入手できず、単独の資産損失指標として統合されている場合がある。そのよ

うな場合は、その資産損失指標の将来シナリオの発生確率を予想する。 
13  回収率データの限界に関する詳細は、囲み 4 を参照されたい。 
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2.1.2.1 データの種類 

オリジネーターが提供するデータは通常、(1)オリジネーターの SME 向け融資業務のサブポートフォリオ
全体(証券化ポートフォリオの選択に用いた基準と同じ選択基準を適用)、および(2)同じ期間にオリジ
ネートされた特定のローンの集合(ビンテージ・データまたはスタティック・プール・データ)をカバーする。 

2.1.2.2 補完 

実際には、オリジネーターの以前のスタティック・プールは、ライフサイクル全体を経過しているものが
あってもその数は少ない。しかし、不完全なプールであっても、それらのデータには現時点までのデフ
ォルトに基づいた存続期間中のデフォルト発生の可能性についての有益な情報が含まれている。ム
ーディーズは、それらのデータを裏付資産の分析に利用するため、不完全なプールの現時点までの
デフォルト実績を用いてプールの残存期間におけるデフォルトを補完する。未経過期間についての補
完は通常、類似するプールの当該期間の累積デフォルト率の平均的な変化(絶対額か比率)に依拠
する（付録 4 参照）。累積ネット損失率のスタティック・データしか入手できない場合には、累積グロ
ス・デフォルト率に代えてネット損失率を補完する。 

2.1.2.3 シーズニングの調整 

ムーディーズは、「シーズンド（seasoned: 期間が経過した）」ローンを新たに証券化する場合、スタティ
ックなヒストリカル・プールのパフォーマンス・データに対して追加の調整を行う 14。その理由は、スタテ
ィックなビンテージ・プールのパフォーマンスは通常、オリジネーション時から現在までのものが提出さ
れるが、デフォルト予想に関わってくるのは証券化プールの残存期間の予想パフォーマンスだからで
ある。したがって、証券化のクローズに先立って(すなわち、ローンがオリジネートされた時点から証券

化開始時点までの期間に)ローンが「シーズンド」になるまでに発生していたはずのデフォルトを、存続

期間中の累積デフォルトの予想から除外する調整を行う 15。 

2.1.2.4 証券化プールの特性を反映させるための調整 

ローンに関する信用力の特性はパフォーマンスに関わる重要な決定要因である。したがって、スタテ
ィック・プールと証券化中のプールの信用力の特性に重要な差異がある場合、ムーディーズはヒスト

リカル・ビンテージ分析に関して調整を加える。この調整では、過去のビンテージの全体的な特性(そ
れらの特性のプールにとっての平均価値または分布統計でみる)を証券化プールのそれと比較する 16。 

ヒストリカル・プールと証券化しようとするプールの間に重要な差異が認められる場合には、類似性を
欠くプールを検証対象から完全に除外する場合がある。また、定量的または定性的調整を行う場合

もある。特に、階層化されたデータ(プールの信用力特性別に分離されたスタティック・データ)が提供
された場合は、証券化されたプールのバケット構成でウエイト付けした上、分離されたバケットのパフ

ォーマンスに基づいて証券化プールのデフォルトを予想する 17。 

2.1.3 シングル・ボロワーのデフォルト確率の推定 

ヒストリカル・データが限られるかムーディーズの分析に関連性がない場合、または証券化プールに

資産集中がみられる場合、ムーディーズはアセット個別のデータの取得に努める。ムーディーズの公
表格付があれば、裏付けとなるボロワーのデフォルト確率の推定にそれを用いることができる。しかし、

SME 証券化プールのボロワーのほとんどは格付を付与されていない。その場合、1 年デフォルト確率
についてオリジネーター銀行による内部推定値 18 を分析するか、ムーディーズの「クレジット・エスティ

 
14  ムーディーズは通常、プールのオリジネーション後の経過期間の加重平均が 12 カ月を超えるプールを「シーズンド」プ

ールと考える。 
15  プール特性とシーズニングが証券化プールに類似する過去の証券化商品のパフォーマンスを分析するだけで、シー

ズニングの影響を除去できる場合もある。しかし、小口商業用不動産ローン取引では、その種の分析に利用できるデ

ータが十分に存在しないのが通常である。 
16  証券化プールの特性と審査の質の理解に資するため、選択したローン(通常 10-20 件のローン)についてローン・テー

プやローン・レベルの審査ファイルの形で得られる個別情報を精査することがある。 
17  ムーディーズは、証券化プールをバケット構成に基づいて分離したパフォーマンス・データの再加重を「ミックス・ニュー

トラル・アナリシス(mix-neutral analysis)」と呼んでいる。再加重によって変数の構成の差異の影響を中立化できるため

そう呼ぶ。 
18  詳細は付録 6 を参照されたい。 
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メート」や Moody’s Analytics RiskCalcTM (RiskCalc)の期待デフォルト率、あるいは第三者が開発したスコ
アリング・システムを用いる 19。 

シングル・ボロワーへの高い集中 (すなわち、単独のボロワーがポートフォリオ全体の 3％以上を占め
る集中度) については、ムーディーズは通常、公表格付(格付がある場合)またはクレジット・エスティメ
ート 20を用いてそれらのボロワーのデフォルト確率を推定する。プールのごく一部しか占めない個別ボ
ロワーのデータが不足する場合、デフォルト確率に保守的な調整を加えることがある(それらのボロワ
ーのデフォルト確率が B カテゴリーの低位か Caa カテゴリーの格付に相当するように調整する)。 

さらに、特にボロワーやボロワー・グループのレベルでの有効数 21が小さい場合、証券化ポートフォリオ
の選別の際にアドバース・セレクションが存在しないかを精査する。具体的には、証券化ポートフォリ
オの内部格付、業種、ボロワーの規模、加重平均残存期間(Weighted Average Life: WAL)などの分布
状況を銀行の SME 向けローン・ブック全体と比較する。 

ボロワーが SPV となる大規模な投資家向け不動産ローンの場合、ボロワーではなく、当該不動産がロ
ーンのデフォルト確率を牽引する要因になる。ムーディーズはその場合、CMBS の分析で用いる格付
手法に近い手法を用いる 22。 

2.1.4 トップダウン・アプローチ 

SME ローンを裏付けとする取引のプールの多くは、いくつかの重要な特徴に関するデータは取得でき
たとしても、個別資産の信用力に関する評価がない分散度の高い資産で構成されている 23。そのよ
うな状況において、十分な市場データが入手可能な場合、ムーディーズはトップダウン・アプローチを

用いて個々の資産のデフォルト確率を推定する(図表１を参照)。 

図表1 

SME のトップダウン・アプローチ(概要)－EMEA の例 

SME バランスシート証券化の格付における PD 想定のロードマップ 
各ステップが個別ローン

に与える潜在的影響 
EMEA の標準的ポートフォ

リオへの平均的な影響 

ステップ(1)：標準的な SME に対する国ごとの基本想定の決定

 EMEA の場合 Ba2-Ba3  
EMEA の場合 Ba2-Ba3 

ステップ(2)：ポートフォリオの質による調整 [-4 / +4] ノッチ [-2 / +1] ノッチ 

ステップ(2.1)：審査/オリジネーションの質による調整 

ステップ(2.2)：ポートフォリオのボロワー構成による調整 

ステップ(2.3)：ローンごとの調整 

ステップ(2.4)：過去のパフォーマンス／シーズニングによる調整

 ［-4/＋4］ノッチ 
  

ステップ(3)：見通しによる調整 [-3 / +2] ノッチ [-2 / +1] ノッチ 

ステップ(3.1)：マクロ経済サイクルによる調整 

ステップ(3.2)：業界サイクルによる調整 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 
19  アジア・太平洋地域の案件では、相当量のヒストリカル・パフォーマンスのデータが提供される場合で、しかも取引の

ポートフォリオが均質とみなしうる場合、そのデータを用いて当該ポートフォリオのデフォルト確率を推定し、キャッシュ

フロー・モデルで全てのボロワーに等しい格付を用いる場合がある（付録 2 参照）。 
20  詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されている格付対象取引におけるクレジット・エスティメートの使用に関す

るアプローチを参照されたい。 
21  グラニュラーでないポートフォリオ、グラニュラーなポートフォリオ、その中間のポートフォリオを有効に区別するため、

ムーディーズはハーフィンダール指数の逆数を用いて「債務者の有効数」(Effective Number of Obligors: バーゼルⅡに

沿った用語)を計算する。ハーフィンダール指数は、 の式で表され、  はポートフォリオに含まれる債務者 “i”
の相対的エクスポージャーを表し、“n”は債務者の数を表す。指数が小さいことは、重大な集中がなく分散度合いが高

いことを表す。債務者のエクスポージャーがすべて同じである場合、指数の逆数がポートフォリオに含まれる債務者の

「有効数」を示す。有効数の定義については付録 1 を参照されたい。 
22  米国の小口商業ローンについての詳細は付録 10 を参照されたい。 
23  とりわけ、裏付け債務者はほとんどが格付を付与されていない。 
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トップダウン・アプローチは個別のローンに適用される 24。以下では EMEA（Europe, Middle East and 
Africa: ヨーロッパ・中東・アフリカ）を例に各ステップの概略を説明する 25。 

ステップ(1): 最初に、特定の国の標準的 SME に対するサイクルを通じた国別の格付上の想定を推
定する。 

ステップ(2): ステップ(1)で導いた基本デフォルト確率(PD)の想定は、当該証券化ローンの特徴を考慮
して、個別ローン・ベースでは-4 ノッチから+4 ノッチの範囲で調整される 26。プール全体のステップ(2)
の調整は平均で-2 と+1 の間になる 27。 

» ステップ(2.1)では、ポートフォリオのオリジネーター／サービサーによる審査またはサービシングの

質の調整を行う。とりわけ、オリジネーターのクレジットカルチャーやリスク選好の評価にあたり、

(銀行の代表的ポートフォリオや既存取引から入手可能な)ヒストリカル・データを他のオリジネー

ターから得られたパフォーマンス・データと比較する。 

» ステップ(2.2)では、規模や業種など特定のボロワーの特徴に関する調整を行う。 

» ステップ(2.3)では、証券化商品のタイプ 28 とその他のローン・レベルの情報(一括返済型あるい

はバルーン返済型、返済回数、猶予期間など)を考慮する。 

» ステップ(2.4)では、ボロワーの過去の返済履歴を考慮する。具体的には、ローンのシーズニング

をプラスに評価する(特にオリジネーションから 5 年以上の期間が経過し履行中である場合など)。
一方、オリジネーターや銀行システム全体において債務不履行の過去があるボロワーや金利減

免ローンはリスクがより高いものとみなす。 

ステップ 3：ステップ（3.1）では、定量分析を国レベルに拡張して、取引開始時のポートフォリオの所

在国のマクロ経済の状況(現在が景気サイクルのどの局面にあるかなど)や証券化商品の予想平均
残存期間に対する主要なマクロ経済指標の予想を織り込む。特に当該国の企業（および SME）デフ

ォルト率のプロシクリカリティ（景気循環増幅効果）を考慮するため GDP 実績および向こう 2-3 年の

GDP に関するムーディーズの予想などのデータに注目する。 

最後に、ステップ(3.2)で、ムーディーズの業界見通し、あるいは過去の業界の延滞率とデフォルト率
の景気循環性など、業界固有のサイクルに基づいて基本 PD の想定を調整する。これらの調整によ

って、それまでの個別ローンの想定が再度、全体で-3 から+2 ノッチの範囲で変更されることがある。

ステップ(3)の調整は、プール・ベースでは通常、-2 から +1 ノッチの範囲になる。 

個別ローンのレベルでトップダウン・アプローチを適用した後、ムーディーズの「理想化されたデフォル

ト率」29を用いて決定された個別ローンの格付と当該ローンの WAL に基づく、ローン別の累積デフォ
ルト確率を決定する。最終的に、証券化ポートフォリオの加重平均累積デフォルト率は、ローン別の
累積デフォルト率をエクスポージャーで加重した平均として想定される 30。 

2.1.5 標準偏差、変動係数(CoV)、相関 

(実際のプールあるいは圧縮されたプールに基づいて)モンテカルロ・シミュレーションでモデリングする

取引 31の場合、プールのデフォルト分布は、裏付け SME 債務者のデフォルト想定と当該 SME ポート
フォリオに用いる相関の枠組みによって決定される。デフォルト分布が決定されると、変動係数

 
24  公共団体や非営利組織であるボロワー、事業会社に遡及権が及ばないローン(不動産プロジェクトを含むプロジェク

ト・ファイナンス・ローンなど)、劣後債務、当該証券化銀行がオリジネートしたものではないローンにはトップダウン・ア

プローチは用いられない。 
25  EMEA の詳細は付録 5 を参照されたい。 
26  このノッチング調整は予想値としての調整値の合計を示している(すなわち、たとえば個別ローンについて次の調整を

施すと想定した。オリジネーター調整で-1/+1 ノッチ、業種調整で-2/+1 ノッチ、ボロワーの規模で-1/+1 ノッチ、短期信用

枠で+1 ノッチ)。状況に応じ、上記ノッチ数を増やすことがある。 
27  加重平均残存期間が 5 年の場合、1 ノッチの調整は通常、約 30％から 40％の PD の増減となる。 
28  詳細は付録 5 を参照されたい。 
29  詳細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」の理想化されたデフォルト率と期待損失率に

関する検討を参照されたい。 
30 EMEA のデフォルト率を想定する 3 つのステップの詳細は、付録 5 を参照されたい。 
31 通常、CDOROM などのモンテカルロ・シミュレーション・モデルが用いられる。 
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(coefficient of variation: CoV)と結果として得られるプールのデフォルト分布の標準偏差が計算可能に
なる。CoV が高ければ、分布の裾がそれだけ厚くなる(ファット・テール、すなわち極端なデフォルト・シ
ナリオの実現可能性がそれだけ高くなる)。 

さらに、特にグラニュラー度が高く分散したポートフォリオについては、(1)示唆されるアセット相関、(2)
（入手できる場合には）ヒストリカル・ビンテージ・データから導かれる標準偏差、(3)当該ポートフォリオ
に適用される「ポートフォリオ信用補完」32（囲み 3 を参照)を考慮したベンチマーキングのアプローチ
が採られる。 

囲み 3.期待損失水準と信用補完水準から標準偏差を推定 

ある国（あるいは比較可能な国々）において比較可能な格付対象取引が多数存在する場合、(1)ム
ーディーズの期待損失の推定値と(2)当該プールに裏付けられた単純なキャッシュフロー・ストラクチ

ャー33を持つ証券に Aaa (sf)の格付（あるいは自国通貨建てカントリー・シーリングが Aaa 未満の国に
ついては、取得可能な最高格付）を付与するのに必要と格付委員会が考える信用補完のレベル(す
なわち「ポートフォリオ信用補完」)からプール損失のバラツキを推定できる。バラツキは、その債券に
対する信用サポートがポートフォリオ信用補完に相当するよう設定される場合、Aaa 格付（あるいは
自国通貨建てカントリー・シーリングが Aaa 未満の国については、取得可能な最高格付）に相当する
債券の期待損失を示す確率分布の標準偏差を求めることで推定できる。 

ポートフォリオ信用補完は、(1)比較可能な既存取引の信用補完レベルと(2)バラツキに影響を与える
要因が当該プールと比較可能な取引の間ではどの程度異なるのかという裁量的判断によって導か
れる。このような要因には、予想されるデフォルト水準、ヒストリカル・データの質・量および重要性、オ
リジネーターやサービサーの経験、プール特性などが含まれる。損失の推定が同じであれば、ポート

フォリオ信用補完が高くなるとともに、示唆される損失分布のバラツキ度合いも高くなる。 

 
デフォルト率をムーディーズのトップダウン・アプローチで導く場合、モンテカルロ・シミュレーションでは

ローン／ボロワー別の対応するレーティング・ファクターが用いられる。他方、ヒストリカル・データから
ポートフォリオのデフォルト率を導く場合は、全てのボロワーに同じ対応するレーティング・ファクターを

用いてモンテカルロ・シミュレーションを行う。 

ムーディーズは、SME ポートフォリオ(通常、1 つの国に集中し、単独のレンダーによってオリジネートさ

れる)に対し、次の相関の枠組みを採用する。 

» 次の値を持つ 3 つの分布による業種間アセット相関の想定 34 

- 投資適格等級銘柄の業種間相関は｛5％、10％、20％｝となり、それぞれの確率は｛70％、

20％、10％｝ 

- 格付 Ba の銘柄の業種間相関は｛3％、9％、12％｝となり、それぞれの確率は｛70％、20％、

10％｝ 

- 格付 B 以下の銘柄の業種間相関は｛3％、7％、10％｝となり、それぞれの確率は｛70％、
20％、10％｝35。 

 
32 「ポートフォリオ信用補完」は、(1)プールの損失分布(デフォルト率と期待回収率を考慮)および(2)シニア・ノートの期待

平均期間を考慮した、単純なキャッシュフロー・ストラクチャーの最上位のノートが(純粋に定量的な観点から)Aaa 格付

（あるいは自国通貨建てカントリー・シーリングが Aaa 未満の国については、取得可能な最高格付）を達成するのを可

能にする最適化された信用補完である。損失分布の調整において、カントリー・リスクを織り込む方法の詳細は、セク

ション 7 と付録 9 を参照されたい。 
33 単純なキャッシュフロー・ストラクチャーの一例として、案件固有のストラクチャー上の特徴に調整を加える前のシーク

エンシャル方式のウォーターフォールによる単純な優先劣後の資本構造があげられる。 
34 日本では、地域銀行がオリジネーターとなる一部の取引に地域集中がみられることから、業種間アセット相関の度合

いを高める場合がある。 
35 ムーディーズのコーポレート・シンセティック CDO の格付手法で解説する想定と一致する。詳細は、ムーディーズのウ

ェブサイトに掲載されている当該格付手法を参照されたい。 
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» ボロワーが同じセクターに属する場合、12％の業種内アセット相関が業種間アセット相関に付加

され、合計の個別企業間のアセット相関は 17％になる。 

» 個別企業間の相関はさらに、(1)同一業種セクターで事業を行うボロワー全体の比率、および(2)
そのセクターの景気循環性によって、ストレスが付加される 36。これにより、単独のセクターが総

ポートフォリオの 50％近くを占め、かつ極めて高い景気循環性が見られる場合、SME ポートフォ

リオには最大で 15％の追加アセット相関が適用される。単独のセクターに 50％以上の集中がみ

られる場合は、個別ケースごとに SME ポートフォリオの相関の枠組みを決定する(図表 2 参照)。 

図表 2 

SME 向けローンで構成されるポートフォリオに適用する過度な業種集中に対するストレス 

0%

5%

10%

15%

20%

5% 8% 11% 14% 17% 20% 23% 26% 29% 32% 35% 38% 41% 44% 47% 50%

追
加

相
関

最大セクターの集中  
出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

2.2 回収率の想定の算出 

2.2.1 回収率の想定 

SME のターム・ローンはそのほとんどに担保が付されている(不動産担保、金融商品担保、設備担保
など)。ムーディーズは、担保別データ、ローンバイローン 37・データ、ならびに回収率のヒストリカル・デ

ータ 38（オリジネーター提供による）を用いて、回収率の想定を決定する。具体的には、証券化ポート
フォリオの担保比率、裏付けローンの担保タイプ、オリジネーターの審査基準、およびこれら諸点に関

する新規貸出適格基準（同一かより厳格な基準の適用）を評価する。さらに、サービサーの回収手

続きについても全般的な評価を行う。 

グラニュラーな SME ポートフォリオからの回収率を想定するにあたっては、ポートフォリオに含まれる
ローン債権(の一部)の担保となる不動産(該当する場合)を詳細に分析する。SME の担保となる不動

産は全て完成済みのものである 39。したがって、SME 取引に含まれるローン債権は通常、建設リスク
に晒されない 40。後述するように、他のタイプの担保が付されたローンは通常、無担保ローンとして扱

う(図表 3 参照)。 

 
36 たとえば、過去にみられた不動産セクターのシクリカリティを考慮し、不動産担保 SME ローンを裏付けとする取引では

不動産セクターの相関の想定を強める場合がある。 
37 バーゼルⅡの先進的内部格付手法を用いて SME ポートフォリオのデフォルト時損失率を推定する内部モデルを開発

している銀行は、将来の回収の評価に関して有益な示唆を与えると考えられるため、この情報をデータ・ブックに含め

るよう勧められる。 
38 過去の回収率データは、スタティック・コホート・ベースで提供されるのが望ましい。したがって、回収データは提供され

たスタティック・デフォルト・データに対応していることが重要となる。 
39 担保に用いる全ての不動産は、それが住宅であれば「入居許可」を、商業不動産であれば「事業開始許可」を取得し

ている。これは不動産開発を事業目的とする不動産開発事業者向けローンにもあてはまる。不動産開発事業者は、

新規ローン取得のため、既存の不動産物件を担保に供することが多い。 
40 建設リスクに晒されるローンの取り扱いの詳細は付録 8 を参照されたい。建設リスクには、(1)技術的・管理的問題(地

理的障害物の発見または遵法性違反による入居許可の否認)、気候条件などに起因する竣工日の延期、および(2)建
設コストの上昇によるプロジェクトの採算悪化に関わるリスクが含まれる。 
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図表 3 

想定回収率の決定において考慮される要因 

 
出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 
ムーディーズは通常、以下の要因のいくつかを考慮して想定回収率を決定する。 

» 各司法管轄の倒産法制やマクロ経済環境など、回収率に影響を与え、ボロワーからみて外部要

因となる国固有の要因(倒産法制は担保権実行コストに影響を与える)。 

» 証券化ポートフォリオの担保の特徴(担保権（Lien）41、担保のタイプ、担保物件の所在地、担保

価値、推定デフォルト時損失、ローン残高など)について理解を深めるためのローンバイローン分

析手法（データが入手可能な場合）42。商業用不動産は、通常、居住用物件に比べて価格変

動サイクルが大きいことから、ストレスの想定を高める。また、抵当権が第二順位（またはそれよ

り下位）の抵当権の住宅ローン、未開発の市街地、個人保証付きローンは、回収率が限定され

ると想定し、無担保ローンと同様に扱う 43。ムーディーズが CLO で用いる想定回収率 (ローンの

タイプによって変化する)も有用なベンチマークとなる 44。ポートフォリオの加重平均ストレス回収

率は、ポートフォリオに含まれる個別ローンのストレス付加後の回収率の平均を、個別ローンの

残高で加重したものである。 

» オリジネーター/サービサーの過去のパフォーマンス(ヒストリカル・データ、囲み 4 も参照)および

総合的定性評価(とりわけ、延滞債務に対するワークアウト手順、不動産評価の基準、不動産サ

イクルに対するサービサーの戦略、など) 

 
41 実質的な第一順位の担保権とは、不動産登記簿における第一順位の抵当権者であるか、または、先順位の担保権

が付されたローンが完済されており当該不動産からあがる収入が全て充当可能な、第二順位（またはそれより下位）

の抵当権である。 
42 このローンバイローン分析ローン・担保別分析は、RMBS 取引の格付に用いる「ムーディーズ個別ローン分析」(MILAN)

で適用されるストレス付加住宅価格の枠組みにやや似ている。詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されてい

る RMBS の格付手法を参照されたい。 
43 日本では通常、デフォルトした債権は劣後受益権の配当として現状有姿交付されるため、0％の回収率を想定する。 
44 詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されている CLO 格付手法を参照されたい。 

国固有のベンチマーク想定 

ローンバイローン (担保)データに基

づくポートフォリオ固有の調整 

取引固有の

回収率 

ヒストリカル・データなど

に基づくサービサーの質

による調整 
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囲み 4. 回収率のヒストリカル・データの限界 

ムーディーズは通常、デフォルト情報のヒストリカル・データと同様に、回収率のヒストリカル・パフォ
ーマンス・データを、各証券化(サブ)ポートフォリオのデフォルト発生年度ごとに累積回収率の形式
で受け取る。しかし、ヒストリカル回収データ(オリジネーターのローン・ブック全体のビンテージ・デー
タ、および同一オリジネーターの以前の SME 取引で観測された回収パフォーマンス・データの両
方)には、以下に述べるような限界がある。 

1) 一般的に、デフォルト数(回収率ビンテージの基になる)は全体のポートフォリオ(デフォルト・ビン

テージの基となる)に占める割合が(かなり)小さいため、回収ビンテージ・データは、累積デフォ

ルト率ビンテージに比べてグラニュラー度が低く、証券化ポートフォリオの回収率を正確には

表していない。 

2) オリジネーターが採用する審査・サービシング基準はその時々で変わるため(特に各ビンテー

ジのグラニュラー度が低い場合)、ヒストリカル・回収ビンテージ・データがカバーするデフォル

ト・ローンの担保のタイプと水準は、必ずしも証券化プールと同様のものにならない。 

3) 観測期間は短くなりがちで、業界サイクルと不動産サイクルを完全にはカバーしないことがある。 

4) ヒストリカル・ビンテージ・データのデフォルトの定義が取引に適用されるデフォルトの定義と一

致しない可能性がある(たとえば、90 日延滞ではなく監督当局への報告義務に沿った定義が

採用されている場合など)。 

5) 入手できる回収情報が、ワークアウトのプロセスが終了したデフォルト(クローズド・ファイル)のみを

対象としている場合がある。このようなデータの入手可能性の限界は、データ・セットのグラニュラ

ー度の面での限界ともなり、さらにヒストリカル・パフォーマンスを歪める恐れもある。 

6)  (ボロワーが全額を返済した訳ではないにも関わらず)延滞の解消、リファイナンス、あるいは条

件変更されることによって、デフォルト・ローンが完全に回収されたローンとして記録されること

がしばしばある。 

7)  (不動産担保の場合)マクロ経済環境などによって、サービサーの回収戦略が観測期間中に変

更されている場合がある 45。そのような変更は様々なヒストリカル回収データに反映される。 

回収率のヒストリカル・データには潜在的な限界があるため、ムーディーズは、当該ポートフォリオに
固有の担保特性、類似取引のベンチマークなど、その他の要因も考慮して、回収率の想定を導く。 

 

また、回収率の想定は、司法管轄によって異なる個別取引のデフォルトの定義に応じて変わる。たと

えば、短い期間でデフォルトを定義する場合(90 日の延滞など)では、長い期間でデフォルトを定義す
る場合(18 カ月の延滞またはローンの内部償却など)よりも、回収率が高くなる。「早期のデフォルト」は、
一時的な支払い不能によって引き起こされることが多く(しばしば、ボロワーの一時的な流動性不足に
起因する)、デフォルト・ローンが正常債権に戻る可能性が高く、また債務再編によってサービサーが
地位を回復させる可能性がある。「長期間の延滞ローン」の場合にはそのようなことは起こりにくい。 

2.2.2 固定回収率または確率的回収率の想定  

ムーディーズは回収率の想定において、ストレスを掛けた想定回収率を固定回収率としてモデルに

用いるか、確率的回収率をモデリングするかいずれかの方法をとる。特に、モンテカルロ・シミュレー
ションを用いてプールのデフォルト分布をシミュレートする場合などはそうである。回収率の分布は、
期待回収率、回収率の変動性の推計、回収率間の相関、分布の一般的な形状(通常は「正規」分

布)の想定から導く 46。確率的回収率は、SME を裏付けとする取引の担保の種類が多岐にわたること
を考慮して、回収可能性の範囲を反映する。固定回収率の想定は回収分布の確実性等価を表し

 
45 例えば、ローンの担保として提供される不動産を売却する方針だった銀行が、マーケット環境の悪化のため、担保権

行使によって得られる回収が減少し、もはや最低限の回収も保証されない状況になる場合がある。その際には、銀行

は不動産そのものを保有する（後により好ましい価格で売る）方針に切り替える可能性がある。ヨーロッパにおける金

融危機以降、こうした方針の変更がスペイン市場で観察された。 
46 EMEA では通常、20％の標準偏差と 10％の回収率間相関を用いて、ポートフォリオの回収率の正規分布を生成する。

この想定は、SME の回収率に関してより実証的なエビデンスが入手可能になった場合など、時間の経過に伴って変わ

る可能性がある。また業種分散が十分とみなしうる SME ポートフォリオには通常、デフォルトと回収に 5％の相関を用

いるが、不動産セクターなど単独のセクターへの集中度が高い SME ポートフォリオには通常 10-15％の相関を用いる。 
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ているという意味で 2 つのアプローチは似ている。したがって、ストレスを掛けた想定回収率は、通常、
高い目標格付ほど回収率分布の平均よりも低くなる。 

2.2.3 回収のラグ 

ムーディーズは、想定回収率を実現するのに必要な時間(回収ラグ)を考慮する。回収ラグは通常、
当該取引のデフォルトの定義、所在国の階層(tier)、類似する担保 47に用いられる想定、オリジネー
ターから提供されるヒストリカル・データなど、様々な要因によって決定される。不動産を裏付けとす
る SME ローンについては、通常、18 カ月を最短とし 3 年までの平均回収ラグを想定する(通常、数年
にわたって分散させる)。それらの値は、(1)ヒストリカル・データ(以前の取引のパフォーマンスなど)、(2)
キャッシュフロー・ソース(不良債権の正常化、示談金、訴訟による回収など)ごとのビンテージ回収率
データ、(3)当該国固有の事情(破産手続きに通常要する期間など)を考慮して、ケース・バイ・ケース
で調整される。 

3. 取引のストラクチャーのモデリング 

3.1 モデルの目的および標準的ストラクチャーの特徴 

SME バランスシート証券化取引をみると、取引のストラクチャーは国によって大きな違いがあることが
分かる。標準的な SME バランスシート証券化取引の特徴として次のようなものがあげられる。 

» 真正売買 48あるいはシンセティック取引 49によるリスク移転(囲み 5 参照) 

» 1 カ月ごと、四半期ごとまたは半年ごとの、固定または変動利付きノートの支払い 

» キャッシュフローにおけるシークエンシャル方式による償還方法とスプレッド・キャプチャー・メカニ

ズム 50を用いて金利・元本を分離した 2 種類のウォーターフォール、あるいは金利・元本を統合

したウォーターフォール 

» 流動性バッファーや信用補完を確保するための現金準備 

» 潜在的な金利(および稀ではあるが通貨)ミスマッチをカバーするヘッジ・メカニズム 

さらに詳しくみていくと、SME 取引のストラクチャーの違いは発行されるノートの格付あるいは特定の目
標格付を裏付ける信用補完の水準に大きな影響を与える。格付に大きな影響を与えうるストラクチ

ャー上の特徴には次のようなものがある。 

» 債権の補充が可能ポートフォリオかスタティック・ポートフォリオか 

» 超過スプレッドの利用可能性 

» スプレッド・キャプチャー・メカニズム 

» 相殺リスクやコミングリング・リスクに対するストラクチャー上の軽減措置(ある場合) 

補充可能ポートフォリオとスタティック・ポートフォリオ： SME ローンは比較的短期なものが多い(最大
でも 5 年)。したがって、オリジネーターの必要に応じて、SME バランスシート取引には、12-36 カ月に
わたる債権の補充可能期間を設け、元本回収金をノート償還ではなく、新規の債権購入に充てるも
のがある。リスクの高い資産が追加された場合、ポートフォリオの信用力が悪化し得る。補充可能期
間を終了させる特定のトリガー条項が発動されない限り、補充可能期間は通常、クロージング日に始
まり予定された期間継続する。また、オリジネーターがそれらの補充オプションを行使せず、(裏付資

 
47 詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されている RMBS に対する格付手法の様々な国の抵当権行使に要する

期間に関する想定を参照されたい。 
48 取引の動機がオリジネーターの資金調達である場合、真正売買によってリスク移転が行われる。 
49 取引の動機が銀行の規制上の自己資本管理である場合、実際には資産そのものは売却されない。その代わり、クレ

ジット・デフォルト・スワップを通じて参照資産の信用プロテクションが買われる(囲み 5 参照)。規制環境が変化すると

ともに銀行にとってのシンセティック取引の魅力も変化する。たとえば、バーゼルⅡの実施によってシンセティック取引

の魅力が減退し新規発行が大幅に減少したが、バーゼルⅢの実施によって状況が再び変化する可能性がある。 
50 プロラタ方式のペイメント・ストラクチャーが組み込まれている場合もあるが、ポートフォリオのパフォーマンスが悪化す

ると、シークエンシャル方式に戻る。さらに統合ウォーターフォールを用いるストラクチャーもある。 
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産の償還によって発生する)現金を口座に維持することを選んだ場合、ノートの元本残高は変わらな
いため、取引にネガティブ・キャリーが発生する可能性もある。 

厳格な適格基準と集中制限：厳格な適格基準と集中制限によって、ポートフォリオの質が原ポートフ
ォリオの質から逸脱しないようにすることで、補充可能ポートフォリオに起因する追加リスクを一部緩
和し得る。とりわけ、(1)延滞債権の追加を排除し、(2)ボロワー、業種、地域の集中(銀行の内部格付
が低いボロワーへの集中を含む)や残存期間に制限を課し、(3)追加ローンが補充された後においても
一定の有担保ローン比率、最低シーズニング、加重平均格付 51を確保することにつながる 52。適格
基準とポートフォリオ制限を厳格化すれば、補充可能期間中にオリジネーターが重要なポートフォリ
オ特性を変更する余地がそれだけ小さくなる。ムーディーズは、補充後のポートフォリオを当初のポ
ートフォリオから分離してモデリングするか、当該取引が定める適格基準に基づいて当初のポートフォ
リオにストレスを掛けるかのいずれかの方法によって、ポートフォリオの質が変更される可能性に対応
する。ムーディーズは、補充後のプールに関してポートフォリオが最も劣悪な構成になったものとして
デフォルトの想定を適用する。 

期限前償還トリガー: 期限前償還トリガーは、トリガー違反があった時に補充期間を終了させることで、
補充可能期間に投資家が晒されるリスクの一部を緩和する効果がある 53。代表的なトリガーには、パ
フォーマンスに関するもの(累積デフォルト率や延滞水準の上限値)、オリジネーターの信用力に影響
を与えるイベントに関するもの(格付トリガーなど)、およびポートフォリオに関連するもの(集中制限への
抵触など)がある。 

超過スプレッドの利用可能性：超過スプレッドは通常、金利回収から上位経費(サービシング・フィー、

銀行口座手数料など)およびノートへの金利支払いを控除することにより算出されモデリングされる。

超過スプレッドはしばしば重要な信用補完原資となる。超過スプレッドの水準は取引によって異なり、
裏付けポートフォリオによって変わるが、取引の残存期間中にも変化しうる 54。特別な金利スワップの

取り決めによって超過スプレッドが保証される取引もある。 

ノート保有者が超過スプレッドから享受する利益は、モデル化したデフォルト・タイミングによって変わ

る。ムーディーズは、デフォルト・タイミングを様々に想定してモデルを実行し感応度分析を行うことで

格付の安定性を検証する。 

スプレッド・キャプチャー・メカニズム 55：ストラクチャーにスプレッド・キャプチャー・メカニズムが組み
込まれた証券化取引では(1 種類のウォーターフォールの中で暗黙裡に組み込まれる場合と、2 種

類の分離された支払い優先順位により明示的に組み込まれる場合がある)、ポートフォリオの元本部
分に発生したデフォルト(ノート保有者への返済額を減らす可能性がある)が、ポートフォリオの金利回

収を通じて蓄積された超過スプレッドで相殺される。一方、そのようなスプレッド・キャプチャー・メカニ

ズムが組み込まれていない取引では、デフォルトが発生しているにも関わらず超過スプレッドがストラ
クチャー外に流出する事態が起こりうる。スプレッド・キャプチャー・メカニズムは取引全体に組み込ま

れる場合と、ノートのクラスごとに組み込まれる場合がある。後者の場合、各レベルで利用可能な超
過スプレッドには本来劣後クラスのノートに対する利払いに充てる部分が含まれるため、クラスがシニ

アになればなるほど保護される度合いが高まる。 

 
51 加重平均格付基準に関わる問題の一つは、ポートフォリオの一部は極めて信用の質が高いもので占められ、残りの

部分が極めて劣悪なもので占められる「バーベリング」が行われる可能性である。 
52 格付に関連する典型的な補充基準には、(1)補充後のポートフォリオの加重平均格付はクロージング時点クローズ時

のポートフォリオの加重平均格付に等しいかそれ以上でなければならない、(2)補充ポートフォリオの加重平均格付は

クロージング時点クローズ時のポートフォリオの加重平均格付に等しいかそれ以上でなければならない、および(3) 補
充後のポートフォリオの加重平均格付は補充前のポートフォリオの加重平均格付に等しいかそれ以上でなければなら

ない、などがある。最初の基準は補充ポートフォリオの逆選別と景気下降期における格付の下方遷移を回避させる上

で最も有効である。 
53 通常、最も有効と考えられるトリガーは、ネット・超過スプレッド・トリガー、未払い PDL トリガー、および延滞レベルにリ

ンクした結びついたトリガーである。 
54 超過スプレッドが時間の経過に伴時期って変化するのは、とりわけ、(利払い額に関係する)プール構成の変化、ボロ

ワーとの貸付条件の再交渉、フィー構造の調整、金利リスクの変化(ヘッジのない取引の場合、特に重要)などの理由

による。 
55 principal deficiency ledger (PDL)メカニズムとも呼ばれる。 
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囲み 5. シンセティック SME 取引に特有のリスク 

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。すなわち、(1)クレジット・イベントの定義 56（支払不
履行(failure to pay)、破産(bankruptcy)および部分的リストラクチャリング(restructuring)、損失の定
義)、(2)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 57、(4)シン
セティック型の超過スプレッドのメカニズム(あれば) 58、(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、信用プロテクションのバイヤ

ーに依存することに起因するモラル・ハザードの可能性（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）などである 59。 

3.2 デフォルト分布と他の資産パラメーターの統合 

3.2.1. デフォルト・タイミング 

キャッシュフロー分析におけるデフォルト・タイミングのカーブに関する想定は通常、(1)ポートフォリオ
の残存期間を通じて一定（均等分布）とするか、(2)ヒストリカル・データから導くか(十分な関連データ
がある場合)、あるいは(3)スポンサーから十分なデータを入手できない場合、ヒストリカル・インダストリ
ー・データから導くかのいずれかの方法でなされる。ムーディーズは通常、理想化されたデフォルト率

が示唆するデフォルト・タイミング・カーブやヒストリカル・スタティック・コホート・デフォルト・データから

導かれるデフォルト・タイミングなど、様々なデフォルト・タイミングの感応度も分析する。 

3.2.2. 期限前返済および資産利回り 

年率換算期限前返済率(Constant Prepayment Rate: CPR)の想定は、オリジネーターの SME ポートフ
ォリオ全体のヒストリカル・ダイナミック・期限前返済データや当該オリジネーターの過去の SME ローン

債権証券化データ(入手可能な場合)から導かれる。どちらも入手できない場合は、ベンチマーキン

グ・アプローチに基づいて国固有の SME 平均期限前返済率を用いる 60。 

期限前返済の割合が高い場合（とりわけ利回りの高いローンが最初に期限前返済された場合）、取
引の利回りは押し下げられる(したがって、超過スプレッドも減少する)。一般的に、高利回りのローンを

抱える債務者は、自身の債務負担がそれだけ重くなり、また競合他社もより低利のローン契約を提
示してくるので、期限前返済の動機もそれだけ強くなると考えられる。ポートフォリオの金利の分散が

大きければ大きいほど、高利回りローンの期限前返済が、利用可能な超過スプレッドに与える影響も
大きくなる。ムーディーズは通常、ポートフォリオの金利構成の分散が大きい場合、取引で利用可能

となる超過スプレッドにストレスを掛ける。とはいえ、期限前返済は信用評価上、プラスの効果を持つ
側面もある。たとえば、債務を完済したボロワーはもはやデフォルトを起こしえない。いずれにせよ、ム

ーディーズは、分析にあたってマーケット特性を考慮に入れる。 

通常、ムーディーズは、ポートフォリオの償還スケジュールに基づくポートフォリオのイニシャル・イー
ルド・ベクトルを入手する。期限前返済による利回り圧縮を考慮するため、ムーディーズはプール内
の利率の分散を検証し、最も高い利回りの資産から期限前返済が行われると想定する。最も高い
利回りの資産が最初に期限前返済されるとしたら、残るポートフォリオの利回りは低下する。そのた
め、ムーディーズは期限前返済による利回り縮小の可能性を反映するヘアカットを決定し、それに
よってイールド・ベクトルを縮小させる。イールド・ベクトルの想定にストレスを掛けることで、利用可能

な超過スプレッドにもストレスが掛かる。適格基準で購入債権の金利の最低水準が規定されている

 
56 プロテクションの支払いを発動させる不確実要素の数と種類、およびその定量化の客観性の程度によって、この定義

が厳格か緩やかかを判断する。 
57 損失金額は一般に、信用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/買い手への支払いの額)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。 
58 通常、超過スプレッドは、(1) （デフォルト時期が重要になる）「使わなければ無効になる(use-it or lose-it)」方式(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)か、

(2)トラップ方式(一般に未償却ノート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)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超過スプレッドはある特定の勘定に蓄積される。 
59 詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されている証券化商品のカウンターパーティ・リスク評価手法を解説した

クロス・セクター格付手法および CSO（コーポレート・シンセティック CDO）に対する格付手法を参照されたい。 
60 EMEA の場合は、SME ローンの期限前返済率償還率は通常、0％から 10％の範囲の低い水準にある。 
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補充可能取引の場合、その最低水準のイールドをキャッシュフロー・モデルへの投入値として用い
ることが多い。 

他にも、次のような特徴を持つローンに対して、場合によっては、イールド・ベクトルにさらにストレスを
掛ける。 

» (一部)ヘッジなしの取引 

» ローン条件の再交渉を認めるオプションによって取引の残存期間中にイールド・ベクトルの変更

の可能性がある取引 

特別な特徴(元本損失の補填（principal deficiency ledger, PDL）、超過スプレッド、様々なパフォーマン
ス関連トリガーなど)を持つストラクチャーの場合、デフォルト・タイミングと同様に、イールド・ベクトルと
CPR の想定が特に重要となる。したがって、格付の過程では、これらの要因に対する感応度分析も
実施する。 

3.2.3. ポートフォリオの返済スケジュール 

資産に関連する最後の重要なモデル投入値は返済スケジュールである。ポートフォリオの当初の返
済スケジュールはオリジネーターから提供され、それに従ってモデリングされる。それ以降にポートフ
ォリオが売却された場合、ムーディーズは当初プールと同じ返済スケジュールを用いるか、適格基
準に従って異なる返済スケジュールをシミュレートする。それらの返済スケジュールに基づいて、デフ
ォルトや期限前返済がないとした場合に発行体が受領する元本キャッシュフローを決定する。 

取引の法定最終償還期日は発行体によって定義される。通常、予定償還期日によって決まり、満

期までの期間が最も長いローンの予定返済日の数年後に到来する。 

3.3 その他の投入パラメーター 

アセット側のモデル想定が決定されると、取引に関わるその他の投入値をキャッシュフロー・モデルに

投入しなければならない。 

取引費用：これには、(1)トラスティー、キャッシュ・マネージャー、サービサーなどの取引当事者に支
払われる手数料と、(2)ノートのクーポンが含まれる。賦課されるサービシング・フィーが市場のレート

水準に沿っていない場合にはそれに上方ストレスを掛け、また一般に最低サービシング・フィーの想
定を用いる。これは、当初の(安価な)サービシング契約が終了した場合にも、取引が市場レートのサ

ービシング・フィーの支払いに耐えられるようにするためである。 

ヘッジ：必要に応じ、スワップとスワップ・カウンターパーティに関するリスクを評価し、利回りと超過ス

プレッドの想定および格付上の考慮事項に影響することがある 61。 

ヘッジ契約がない場合、取引は存続期間中、金利リスクや（時折ではあるが）通貨リスクに晒される。

ムーディーズは、これらのリスクをノート保有者が負担すべき追加リスクとして分析に織り込む。 

トリガー： 取引にパフォーマンスをベースとした(裏付資産に関連する)トリガーか、カウンターパーティ
(主にサービサーかオリジネーター)関連のトリガーとして設定されるトリガーが組み込まれることがある。
ムーディーズのモデリングでは、特にキャッシュフロー・モデルに含まれる変数(デフォルト件数、ノート
残高、準備金の水準など)に結び付いたパフォーマンス・ベースのトリガーを重視する。ポートフォリオ
のパフォーマンスに基づいたそれらのトリガーに抵触すると、通常、(1)補充可能期間の終了とノートの
期限前償還、(2)準備金の償却の停止、(3) 支払い優先順位の変更(発行体の支払い優先順位のプ

ロラタからシーケンシャルへの変更など)、(4)劣後ノートへの支払い繰り延べ、などの事態が発生する。 

 
61 スワップ・カウンターパーティなどの詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されている証券化商品のカウンターパ

ーティ・リスク評価手法を解説したクロス・セクター格付手法を参照されたい。 
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3.4 期待損失アプローチとモデル・アウトプットの利用 

通常、包括的なキャッシュフロー・モデルである ABSROMTM を使用し、SME 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リングすることができる。モデルは一連の損失シナリオ
を生成し、期待損失、加重平均残存期間、デフォルト確率など各証券のアウトプットを導出する 62。 

ムーディーズはさらに、各格付対象トランシェが、モデル想定の中で最初の損失(first loss)を被るデフ
ォルト・シナリオを特定する。囲み 6 で例を示して説明する。 

囲み 6. 各トランシェに発生する最初の損失（First Loss） 

各クラスのノートの格付は、当該ノートの WAL を通じた期待損失の水準を示す。 

一段進めて、各クラスのノートが最初の損失(first loss)を被るデフォルト・シナリオ（損失を被るデフォ
ルト・シナリオの中で最も低いデフォルト率シナリオ）およびその後のデフォルト・シナリオで損失が拡

大するスピードを解明するのは有益である。図表 4 は、デフォルト・シナリオと各クラスの格付対象ノ
ートの損失のレベルの関係を示したグラフである。 

図表 4 

デフォルトの発生確率分布と各トランシェの期待損失のレベル 
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項目名：デフォルトの発生確率分布 トランシェ A の損失   トランシェ B の損失  トランシェ C の損失 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 
 

 
62 EMEA では通常、キャッシュフロー・モデルで取引のストラクチャーを再現する。 
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ムーディーズは通常、様々な資産に関連する主要な投入値(期待 PD、CoV、回収率、期限前返済
率など)とストラクチャー上の特徴(トリガーの発動と解除など)に対する感応度の分析を行なって、ノー
ト格付の感応度を検証する。 

3.5 格付委員会のプロセスを経た最終的な格付の決定 

定量モデルが示唆する結果は、格付委員会のプロセスにおいて重要な情報となる。しかし、格付委
員会が付与する格付には、他の様々な要素も考慮されている。それらには、デフォルトと回収のタイ
ミングの想定に対する感応度の分析結果に加えて、以下のような要素に関わる定性的な分析が含
まれる。 

» 明示的にはモデリングされていない当該ストラクチャーに固有の特徴 

» 審査・サービシングの慣行 

» 取引の主要な関係当事者が取引関係契約に規定された業務を忠実に履行するインセンティブ 

» 主要な関係当事者の事業の中断に起因して取引のキャッシュフローが中断するリスク（オペレ

ーショナル・リスク） 

» カウンターパーティ・リスク 

» 法的考慮事項 

» ソブリン関連リスク 

以下では上記の定性的要素のいくつかについて詳説する。 

4. オペレーショナル・リスクとカウンターパーティ・リスク 

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。 

1. サービサー、計算代理人、トラスティー、キャッシュ・マネージャーなど様々な当事者のパフォー

マンス（オペレーショナル・リスク） 

2. 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 

3. ヘッジ・カウンターパーティ（存在する場合）の信用力 

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 63。 

債券残高に比べて多額のキャッシュが発行体の口座銀行に預金されている、あるいは投資されてい
る SME バランスシート取引では、銀行/適格投資対象がデフォルトした場合、格付が変動する可能性
がある。これは、キャッシュあるいは投資の短期間での回収が不可能となり、また最終的な回収も不

確実となり、投資家が追加で損失を負担することすら考えられるためである 64。 

取引がヘッジ・カウンターパーティの信用リスクに晒されている場合、ノート保有者は追加のリスクを負

担することになる 65。 

 
63 オペレーショナル・リスクなどの詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されているクロス・セクター格付手法「ムー

ディーズの証券化商品のカウンターパーティ ・リスク評価手法」を参照されたい。 
64 口座銀行と投資などの詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されているクロス・セクター格付手法「ムーディーズ

の証券化商品のカウンターパーティ ・リスク評価手法」を参照されたい。 
65 スワップ・カウンターパーティなどの詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されているクロス・セクター格付手法

「ムーディーズの証券化商品のカウンターパーティ ・リスク評価手法」を参照されたい。 
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4.1 オリジネーターの破綻 

格付分析上、オリジネーターの破綻の可能性に関して次の点を考慮する。 

» オリジネーターは債権を実際に売却しているか（いわゆる「真正売買」の問題） 

» スポンサーが破綻した場合、裁判所は資産の所有者や証券化取引の受託者をスポンサーと一

体視しないか（いわゆる「実質的連結」の問題） 

» オリジネーターが破産保護の申請を行なった場合、証券化取引の受託者は裏付資産に対する

所有権あるいは担保権を行使できるか（「対抗要件の具備」） 

分析では司法管轄と当該証券化の準拠法も検討する。 

オリジネーターの破綻は、相殺リスク、キャッシュ・コミングリング・リスク（オリジネーターがサービサー
を兼ねる場合）など、ノートの返済に充てるキャッシュフローが毀損するその他のリスクも発生させる。 

4.2 キャッシュ・コミングリング・リスク 

コミングリング・リスクが発生するのは、サービサーが支払い不能に陥り、回収口座にある資金が一時
的あるいは永久的に銀行の破産財産と混同される場合である。混同が一時的である場合、取引に
発生するのは流動性リスクであるため、流動性補完措置を採ることで緩和できる。一方、混同が永

久的である場合は（発行体は回収口座の資金を失う可能性がある）、取引に信用損失が発生する

可能性が生じる。 

コミングリング・リスクの分析では、(1)回収口座から発行体口座（通常は信用力の高い銀行に設けら
れる）への資金の頻繁な移転、(2)サービサーが破綻する前に、より高格付のサービサーへの変更が

ボロワーに通知されることを可能にする格付トリガーまたは財務パフォーマンス・トリガーの有無など、

様々なストラクチャー上の軽減措置を考慮する 66。 

4.3 相殺リスク 

ボロワーがオリジネーターとの間で、ローンの他に、預金、デリバティブ商品などの取引を行なっている

場合、あるいはボロワーがオリジネーターが発行した債券に投資している場合に相殺リスクが発生す
る司法管轄がある。オリジネーターが破綻した場合、ボロワーはオリジネーターに預けている預金と、

ボロワーがオリジネーターや SPV に負う金額とを相殺することが可能になる。一部の司法管轄では、
SPV へのローン売却をボロワーに通知することによって、相殺リスク金額が確定あるいは相殺リスクが

消滅する。また、預金保険制度がある司法管轄では預金の相殺リスクはさらに緩和されることもある。 

しかし、相殺リスクが完全には消滅しない場合、ムーディーズは通常相殺リスクを追加の資産損失と

して分析に組み込む 67。 

5. ソブリン・リスク 

取引の裏付資産、オリジネーター、あるいは発行体が所在する国で発生したシステミック・リスクや、

経済的、法的、政治的なリスクによって、証券化取引によって行われる投資家への約定支払いの蓋
然性が影響を受けることがある。ムーディーズは通常、ソブリン・シーリングの格付手法に基づいて、
自国通貨建てカントリー・シーリング（LCC）を適用することで、そのようなリスクを分析に織り込む 68。
具体的には、ポートフォリオの損失分布を推定する際、ポートフォリオの信用補完を、その国内で取

得可能な最も高い格付（すなわち LCC）に相応する信用補完と定義する。また、格付委員会は想定

 
66 コミングリング・リスクなどの詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されているクロス・セクター格付手法「ムーディ

ーズの証券化商品のカウンターパーティ ・リスク評価手法」を参照されたい。 
67 相殺リスクなどの詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されているクロス・セクター格付手法「ムーディーズの証

券化商品のカウンターパーティ ・リスク評価手法」を参照されたい。 
68 詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されている自国通貨建てカントリー・シーリングの評価方法を説明したクロ

ス・セクター格付手法を参照されたい。 
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を修正することや特定の格付に必要な最低限の信用補完水準を定義することを検討することもある
69。 

6. 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）に関する考慮事項は、SME ローン・ポートフォリオを裏付けとする証券
の格付に影響することがある。ESG 要因の評価の一般原則を説明したクロス・セクター格付手法 70に
従ってリスクを評価し、それを分析に織り込む場合がある。 

7. モニタリング 

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、本稿で説明され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。また、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。 

既存の SME バランスシート証券化取引のモニタリングでは、裏付資産の特徴とパフォーマンス、オリ
ジネーターやサービサーなどの取引参加者のその後の動向、信用補完の金額と形態、法的ストラク
チャーの健全性に影響を与える諸要因などを追跡する。一般的には、裏付資産のパフォーマンスを

ムーディーズの当初想定と比較することがモニタリングの出発点となる。 

ムーディーズが追跡する主要なパフォーマンス指標は、取引の延滞率および累積ネット損失率（また
は累積デフォルト率と累積回収率）である。担保として供された商業用不動産を裏付けとするローン・

ポートフォリオについては、空室率や賃料水準などの追加情報の提供を求めることもある 71。当該取
引の損失率と過去の発行体の損失実績とを結び付け、取引期間中に SME プールに発生する最終

的なネット損失の推定を更新する。 

更新された個別ローンのデータも、資産ごとのデフォルト推定または損失推定の更新に役立つ。この

ようなローンバイローン・データはプールに集中がみられる時に特に重要となる。モニタリングでは、将
来のパフォーマンスに影響を与え得るマクロ経済環境の重大な変化も考慮される。既存の SME バラ

ンスシート証券化取引の格付モニタリングにムーディーズが用いる手法は、当初に格付を付与する

際のアプローチと同様である（同種のプール・データを継続的に入手できると仮定した場合）。またボ
ロワーの集中度について、ポートフォリオ構成の変化を評価し、プールの最大のボロワーに対する信

用補完カバレッジに基づき感応度シナリオを分析することもある 72。 

モニタリング分析においても、カウンターパーティ・リスクに関して、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および信用補完提供者の安定性を評価する。これらの関係当事者が取引に
おける義務を履行できなくなった場合、投資家が受領するキャッシュフローが減少するリスクが高ま

る。したがって、証券の格付に大きな影響を与える関係当事者の財務の安定性に変化が見られた

場合、当該証券の格付アクションにつながる可能性がある。 

 
69 詳細は付録 9 を参照されたい。 
70  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。 
71 付録 11 で説明する日本のアパートローン証券化取引に対するアプローチの例を参照されたい。 
72  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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ソブリン・リスクの構成要素が SME 取引の期間中に変化する場合、付録 9 で説明するアプローチを
適用後のノート格付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、また担
保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 73。 

7.1 プール規模 

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、個々のボロワーの信用リスクのエ
クスポージャーが大幅に上昇することがある。SME バランスシート取引の継続的なモニタリングの一
環として、ムーディーズは、ボロワー集中リスクの変化を追跡し、最大のボロワーのデフォルト・リスクか
ら特定クラスのノートを常に保護する信用補完額を検証する。具体的に、プールの集中度がノート格
付に相応するかを評価するにあたり、業種やローン種類（有担保・無担保など）の最新のローンバイロ
ーン・データといった、プールのローンやボロワーに関する情報が重要となる 74。ボロワー数が大幅に
減少したり、プールの集中度に対するノートのリスクが高まれば、パラメーターに追加のストレスを加え
る可能性がある。 

ローン残高ベースで 95%以上のボロワーの詳細な情報がなければ（例えば、マッピング手法を用いた
格付やクレジット・エスティメートなど）、以下のような一定の条件下では SME バランスシート証券化取
引に格付を付与あるいは維持しない 75。 

» 最低限の信用補完や準備金など、サポートのメカニズムがない取引については、裏付プールの

ボロワーの有効数 76が 5077以下に減少した場合。 

» 最低限の準備金あるいは信用補完が、シングル・ボロワーへの貸出集中を一部軽減する取引

については、裏付プールのボロワーの有効数が 3078以下に減少した場合。 

ただし、プールあるいはノートの全額に対して条件付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については格付のモニ

タリングを継続する 79。 

8. 損失ベンチマーク 

SME バランスシート証券化取引のモデルによる分析結果を評価するにあたり 80、ムーディーズは理

想化された期待損失率テーブル 81を参照し、標準アシンメトリック・レンジを用いて損失ベンチマーク
を決定する。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、対数

スケール上で当該格付カテゴリーより 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と当該

 
73 例えばオペレーショナル・リスクやカウンターパーティ・リスクがノート格付の制約要因となる場合、最上位の既存ノート

の上限格付が LCC を下回ることもある。 
74 詳細はムーディーズのウェブサイトに掲載されているグローバル・ストラクチャード・ファイナンスのデータ・クオリティの

評価手法を参照されたい。 
75 日本のアパートローンの証券化取引（付録 11 参照）や、ベンチャー・デッド証券化取引（付録 12 参照）のように、頻繁

に更新される詳細な物件レベルのキャッシュフローと評価が入手できる取引には適用されない。 
76 ボロワーの有効数とは、プール内のボロワーの名目数だけではなく、個々のボロワーの実際のローン規模も考慮し、

同じ規模のエクスポージャーのボロワー数に換算して表現したプールの分散度合いをみる指標である。ボロワー数 n
である場合の 

ボロワーの有効数= 
 

 Wi はプール全体におけるボロワーi のウェイト。 
77 有効数が入手できない場合、ボロワー数が 90 以下まで減少した場合とする。ボロワーの有効数が入手できない場合

は代わりにローンの有効数を用いる。 
78 有効数が入手できない場合、ボロワー数が 45 以下まで減少した場合とする。 
79 証券化取引の証券格付は、サポート提供者の格付や公表・非公表のアンダーライイング・レーティングを上回る。金融

保証会社の格付が投機的等級になった場合には、アンダーライイング・レーティングが公表されていない証券の格付

は取り下げられる可能性がある。 
80  2011 年以前にオリジネートされた小口商業用不動産に裏付けられた米国の証券化取引については、モデルによる分

析を行わない。詳細については、付録 10 を参照されたい。 

81 詳細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」 の理想化されたデフォルト率と期待損失率に

関する検討を参照されたい。 
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格付カテゴリーの理想化された期待損失率に 80 対 20 のウェイトを適用した加重平均として算出さ
れる。新規格付の付与と格上げを行う際には、当該格付カテゴリーに対応する損失の上限は、対数
スケール上で当該格付カテゴリーの理想化された期待損失率と当該格付カテゴリーより 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に 80 対 20 のウェイトを適用した加重平均として算出さ
れる。格下げの可能性を考慮したモニタリングを行う場合に損失の上限を算出する際は、対数スケ
ール上で 50 対 50 のウェイトを適用する。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。 

 

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。 

» 新規格付上限損失 R は、新規に付与される、あるいは格上げされる格付 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。 

» 現行格付上限 R は、現在付与されている格付 R に関連付けられる理想化された期待損失率

の上限を意味し、格付 R の期待損失レンジには格付上限 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 の格付上限損失は 100%である。これらは数式を用いず得ら

れる。 
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付録 1: 集中リスク 

SME プールには、非常に分散されたプールや集中度がかなり高いプールもある。著しく大型の債権
が含まれる場合や地域および業種への集中など、資産の集中は資産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、ムーディーズが選択する格付手法は、プールの集中度合
いをどの程度表現できるかに依るところが大きい。 

図表 1-1 は、最大債務者への集中度合いによってプールの損失の発生確率分布の形状がどのよう
な影響を受けるかを例示している。 

図表 1-1 

債務者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 
ある国における格付が B の 100 の債務者からなるプールについて実施したモンテカルロ・シミュレーションの結果（プール

は業種間で十分に分散しており、それぞれ最大債務者、上位 2 位、3 位、5 位の債務者を除き債務者は規模の面で均等
に分布している）： 
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出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

債務者集中と有効数の算定 

ボロワー集中度が高い証券化プールの損失パフォーマンスは、過去のプール・パフォーマンスからの
想定が難しい固有の動きをとりがちである。ムーディーズはその場合、個々の資産の特徴とアセット
相関の想定に基づき、モンテカルロ・シミュレーションの手法を用いて個別資産のデフォルト動向をシ

ミュレートすることが多い。 

プールに含まれる債務者数が増加すればプールの債務者集中度は低下するが、一方で債務者の

規模の分布が不均衡であれば債務者集中度は上昇する傾向がみられる。ムーディーズが用いるプ
ールの「有効数」は、この 2 つの状況が債務者集中に与える効果をトレード・オフすることができる 82。 

 
82 債務者集中の評価では、プールの上位数人のボロワーの比率なども考慮する。 
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ムーディーズは、次の算定式を用いて、債務者数が n のプールの有効数 83を計算する。 

有効数(債務者数 n) = 1/Σ1
n(Wi)2 

ここで Wi は、債務者 i がプール全体に占める割合を示す 84。 

有効数は、債務者の規模が均等でない場合に、債務者数を減少させる方向でプールに含まれる実
際の債務者数を調整した数字である。債務者の規模が均等なプールでは有効数は実際の債務者
数に等しくなる。一方、債務残高の分布が不均等になればそれだけ有効数は減少し、有効数と実際
の債務者数の差が拡大する。 

有効数を用いた集中プールと非集中プールの区分 

ムーディーズは通常、有効数が 250 から 300 の範囲を下回るプールを個別資産アプローチが適切
と考えられる集中プールとみなす。反対に、有効数が 250 から 300 の範囲を超えるプールは、分散
度合いが高いものとして、プール・アプローチ（プール・データが入手可能な場合）か個別資産アプロ
ーチかのいずれによる分析に適するかを検討する。プールの有効数がこの 250 から 300 の範囲の
周辺にある場合は、将来のデフォルトの推定に最適なアプローチを格付委員会で決定する。 

図表 1-2 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）と(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 から 300 の範囲を下回った時点から
Aaa 付与比率は急激に減少し始める（すなわち、Aaa レベルの信用補完が増加し始める）。同時に、

両アプローチの期待損失と分散が同じであっても、有効数が 250 から 300 の範囲を下回った時から、
各アプローチの Aaa レベルの信用補完の乖離幅が大きく拡大し始める。乖離の理由は、その時点か

ら、逆正規分布が集中プールに特有のリスクを十分に説明できなくなり、精度を失うためである。しか

し、（ムーディーズの CDOROM を用いた）モンテカルロ・シミュレーションで導いた分布は、（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、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 1-2 

有効数の減少が Aaa (sf)付与比率に与える影響：モンテカルロ・シミュレーションと（逆正規分布
（NI）を用いた）統計的アプローチ* 
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*   本チャートは、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 2％、アセット相関 10％、回収率 0％）に基づくトランチングに

与える影響を示している。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モーメントにマッチさせている（すなわち

2 つの分布の平均と標準偏差は同じとする）。 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 

 
83 プールの「有効数」はプールのハーフィンダール指数の逆数に等しくなる。また、各資産のデフォルト確率が等しく、ア

セット相関がなければ、有効数はムーディーズの「ダイバーシティ・スコア」に等しくなる。 
84 ムーディーズは通常、プールの個別ローン・データから得られる情報に基づいて有効数を計算する。個別ローン・デー

タを入手できない場合、プールの債務者規模の層化情報に基づいて有効数を推定する。 
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業種集中 

同種の事業に従事する債務者は、基本的に同種の（プラスまたはマイナスの）要因の影響を受ける
ため、資産プールに多大な損失をもたらす 1 つのマイナス要因の影響を同時に被る可能性がある。
SME バランスシート証券化取引は、案件ごとに業種集中の度合いが大きく異なることが多いが、特定
のセクター（建築・不動産など）に大きな集中が発生する傾向がある。 

単一業種への集中が 25-30%以上のポートフォリオには、特定業種の悪化に起因するリスクをより精
緻に反映する個別資産アプローチを適用するのが適切であ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、個別のポートフォリオの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 CoV で測定でき
る）は、特定業種への集中が 25％から 30％のレベルに接近した時に、急速に上昇する（すなわち、
アセット相関が 10％超、または変動係数が 50％超となる。これらは、ヒストリカル・データでは稀な水
準である。）。 

図表 1-3 で、全て格付が B1 で WAL が 5 年の 480 の均質な資産からなるポートフォリオを生成し
た 85。次に、ポートフォリオを 32、16、 8、 4、 2 および 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、16 業種の場合は各業種に 30 の資産が含まれる。以下同様。）。次
に、各ケースのデフォルトの発生確率分布を求め、どの程度の金額に Aaa の格付が付与されるか
（Aaa 付与比率）を検討した。業種が 4 業種以下に減少すると、アセット相関と共分散の水準が急激
に上昇し、Aaa 付与比率は大幅に低下した。 

図表 1-3 

ポートフォリオ内の業種数の関数としての Aaa 付与比率 
（モンテカルロ・シミュレーション） 
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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 1-4 は、プールの分散と最大集中業種への集中の度合いの関数としてのインプライド・アセット
相関（特定のポートフォリオ構成について導かれたデフォルトの発生確率分布の平均と標準偏差に
基づく）を示している。モンテカルロ・シミュレーションの各シナリオでは、有効数と単独最大業種の集
中を様々に変化させる。また、想定ポートフォリオの平均デフォルト確率を 15.1％に、2 番目に大きな

比率を占める業種のそれを約 10％の定率に維持する。さらには、グローバルな業種間相関を 5％と
想定する。したがって、インプライド・アセット相関の変動は主に、ポートフォリオ全体の集中度または

単独業種への集中度によるものである。本表は、業種集中がインプライド・アセット相関に与えるマイ

ナスの影響を示している。 

 
85 CDOROM を用いた。 
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図表 1-4 

サンプル・ポートフォリオ**の分散度と単独業種への集中度の関数としてのインプライド・アセット

相関* 

  

プール全体に占める単独最大業種の集

中度（％） 

  
21% 32% 45% 

有効数（Effective 
Number, EN）で測

定されたポートフォ

リオ全体の集中度 
  

900EN のプール、最小債務者の占める割合

はプールの 0.02％ 

6.50% 8.20% 11.70% 

617EN のプール、最小債務者の占める割合

はプールの 0.1％ 

6.80% 8.50% 12.00% 

353EN のプール、最小債務者の占める割合

はプールの 0.25％ 

7.10% 8.80% 12.50% 

170EN のプール、最小債務者の占める割合

はプールの 0.6％ 

7.70% 9.50% 15.10% 

*  インプライド・アセット相関は、平均と標準偏差で定義される逆正規デフォルト分布が示唆する相関である。  

**  シナリオの作成では、ボロワー数だけを変化させて EN（ベースケース=900EN）を減少させた。また、業種だけを変化させて単独業種集

中を増加させた（ベースケース=最上位業種が 21％）。したがって、全体の平均 PD 率は全シナリオを通じて一定である。  

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 
業種集中度が高い取引を分析する際に、ヒストリカル・パフォーマンス・データを用いたプール・アプロ
ーチを適用することがある。そのようなケースは、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極めて類似している場合、および b）そのヒストリカル・パフォーマン
ス・データが少なくとも 1 回の経済サイクルをカバーしている場合に限られる。上記ケース以外では、

（モンテカルロ・シミュレーションによる） 86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

ールのデフォルトの発生確率分布に与える影響を検討する。 

 
86 モンテカルロ・シミュレーションでは、同一業種で事業を展開しているボロワーの場合、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用いる。さらに、(1)特定の業種で事業を行うボロワーがプールに占める割合、

および(2)その業種で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付加することがある。 
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付録 2: SME バランスシート証券化の格付プロセスに必要とされる情報 

ローンの明細 

ムーディーズは通常、証券化の裏付けとなる債権の契約書の明細を受領する。その明細は特定の
項目の詳細（期間、償還や支払い頻度）だけではなく、オリジネーションの経路も説明するものである
ことが望ましい。 

実際のポートフォリオに関する情報 

裏付けとなる SME ローン債権ポートフォリオの均質性は限られている。ムーディーズは通常、ポートフ
ォリオの実際の信用の質を評価できるようにするため、（当初の）ポートフォリオに含まれる全ての個
別資産を列挙したローン別データ・テンプレートを入手する。一部の情報はローンバイローン・ベース
で提供されないことがあるため、裏付資産の信用力のモデリングには次のような情報が追加的にで
求められる。 

» 相殺リスクの分析に必要となる預金、債券、デリバティブ契約に関する個別ボロワーごとの情報 

» ポートフォリオの償還プロファイル/マスター償還スケジュール 

» 固定金利ローンと変動金利ローン別に分けた（当初の）ポートフォリオのイールド・ベクトル（取引

の存続期間を通じた加重平均ポートフォリオ・スプレッドの推移） 

各ボロワーの格付あるいはスコアに加え、証券化ポートフォリオのデフォルト率の決定にマッピング手

法を用いる場合は、格付システムや検証結果（遷移行列など）の説明を求める 87。 

 

 
87 詳細は付録 6 を参照されたい。 
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付録 3：ムーディーズの業種分類 

ムーディーズの業種は、「欧州共同体における経済活動の統計的分類(NACE)改定二版｣、米国の

北米産業分類システム（NAICS）、日本の標準産業分類など、経済活動に基づく統計的分類を用い
て決定される。 

業種分類 

» 航空・防衛 

» 自動車 

» 銀行、ファイナンス、保険、不動産 

» 食品・飲料・タバコ 

» 資本材 

» 化学・樹脂・ゴム 

» 建設・建築 

» 耐久消費財 

» 非耐久消費財 

» 容器・包装材・ガラス 

» エネルギー: 電気 

» エネルギー：石油・ガス 

» 環境業種 

» 紙・パルプ 

» ヘルスケア・薬品 

» ハイテク 

» ホテル・ゲーム・レジャー 

» メディア: 広告・印刷・出版 

» メディア： 放送・予約購読 

» メディア: 総合・制作 

» 金属・鉱山 

» 小売 

» サービス: 法人向け 

» サービス: 消費者向け 

» ソブリン・財政 

» 通信 

» 運輸: 貨物 

» 運輸: 旅客 

» 公益: 電力 

» 公益: 石油・ガス 

» 公益: 水 

» 卸売 
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付録 4: ヒストリカル・スタティック・プール・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、マーケットにおける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 88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。 

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、
実際に観察された上昇率を適用して、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 4-1 を参照）。 

図表 4-1 

外挿ビンテージの例 
累積デフォルト率（外挿前） 
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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。（図表 4-2
参照）。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。 

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

 
88 損失率を推定する場合は損失率。 
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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多数あり、
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 4-2 

「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 5：期待デフォルト率の決定に用いる SME トップダウン・アプローチ（EMEA に

おける設定） 

EMEA における SME トップダウン・アプローチ(概要) 

図表 5-1 

SME バランスシート証券化の格付における PD 想定の 
ためのロードマップ 

 
EMEA における標準的な設定 

ステップ(1)：標準的な SME に対する国ごとの基本

想定の決定 
Ba の中位から低位のレンジ 89。 

ステップ(2)：ポートフォリオの質による調整  

ステップ(2-1)：審査/オリジネーションの質による調

整 
＋1 ノッチ/－1 ノッチ 90 

ステップ(2-2)：ポートフォリオのボロワー構成によ

る調整 
企業の規模：大企業の場合＋1 ノッチ、小規模企業の場合

－1 ノッチ 
企業の属する業種：下記参照 

ステップ(2-3)：ローンごとの調整 
 

短期信用枠：下記参照 

一括返済型ローンおよびバルーン・ローン：下記参照 

支払頻度：半年ごとあるいはそれより少ない支払頻度のロ

ーンの場合、それぞれの PD に追加ストレス（通常 5%）を

付加 

利払いと元本（両方またはいずれか）の猶予期間：利払い

と元本（両方またはいずれか）の猶予期間があるローンの

PD に 10％の追加ストレスを付加 

ステップ(2-4)：過去のパフォーマンス/シーズニング

による調整 
延滞ローン：取引のデフォルト定義と延滞日数により、通常

30 日を超える延滞ローンに調整を加える（格付に最大 3 ノ

ッチの調整）。 

シーズニング：オリジネーションの時期（オリジネーションか

ら 5 年以上経過等）やボロワーが事業を行うセクターによ

って、分割返済型ローンの正常債権に対し最大 2 ノッチの

ベネフィットを与える。 

ステップ(3)：見通しによる調整  

ステップ(3-1)：マクロ経済サイクルによる調整 91  

ステップ(3-2)：業界サイクルによる調整  
出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 
 

ポートフォリオのボロワー構成による調整：ムーディーズの業種分類を重視(ステップ(2.2)) 

ムーディーズは、当社の RiskCalc モデル 92と、最低でも 1 回の景気サイクルをカバーする過去の情
報(国別の破産・支払不能・不良債権の統計、SME 取引のこれまでのパフォーマンス)を用いて検証
した結果、デフォルト率のパフォーマンスが経済実勢の影響をあまり受けない(すなわち平均的な経
済情勢よりもかなり良いかかかなり悪い)業種が存在することを確認している。このリサーチに基づき、

建設・建築や不動産開発事業者といった業種のパフォーマンスは、平均的な経済情勢より悪いこと
を確認した。従って、トップダウン・アプローチにおけるステップ 2-2 を評価する際、特にスペインやイタ

リアなど一部の国におけるこれらの業種のボロワーに関する PD 想定を最大 2 ノッチ調整することもあ

る。 

 
89 一部の EMEA 諸国(ギリシャ、トルコなど)の基本想定はより低い場合がある。 
90 同じマクロ経済環境と地域特性の影響を受ける 2 つのオリジネーターのヒストリカル・データの差は、2 つのオリジネ

ーターの審査(リスク選好)およびサービシングの基準を示す格好の指標となる。同様のアプローチは、同じ銀行がオリ

ジネートした以前の証券化 SME プールのパフォーマンス・データ(延滞率および累積デフォルト率)を同期間の他の市

場参加者のパフォーマンスと比較する時にも適用できる。 
91 特に Moody’s Global Macro Outlook を参照されたい。 
92 具体的には、国別、セクター別の最新の 5 年の財務諸表のみによる（FSO）平均予想デフォルト確率 。 
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短期信用枠 93の特別なリスクとその取り扱い(ステップ(2.3)) 

証券化された短期信用枠から発生する債権には次のような特徴がある 94。 

1) 1 年またはそれより(大幅に)短い契約上の返済期限が定められている。 

2) それらは、通常、発行体に譲渡されると同時に全額実行され、再引出しのオプションはない 95。 

3) 契約上の返済日に一括返済しなければならず(すなわち、一括返済型)96、早期(部分)返済のオ

プションがある場合もある。 

4) それらは、「非約定ベース」の信用枠である。すなわち、銀行は必要に応じ(かつ債務者が返済

を済ますと直ちに)比較的速やかに原信用枠を解約できる。 

これらの信用枠は一括返済であるため、ボロワーが期日に返済できるかどうかが信用リスクを決定づ
ける主要な要因となる。実際には満期日の返済は通常、オリジネーション銀行が新規ローンを供与
するロールオーバーの形でなされる。従って、満期日の返済はボロワーの信用の質と銀行の資金状
況に依存する。 

ムーディーズは短期信用枠が内包する信用リスクの分析において２つのシナリオを想定し、それらを
区別する。それぞれのシナリオの発生確率は銀行の現在の格付に結び付けられる。 

1) オリジネーター銀行に資金調達力があり、ボロワーの信用の質に特に問題なければ、ほぼ間違

いなくロールオーバーが行なわれる。銀行は短期ローンに対しては満期までの期間がより長いロ

ーンよりも頻繁に信用リスクを見直すため(そして必要に応じ当該エクスポージャーを解約あるい

は削減できる立場にあるため)、5 回更新された期間１年の貸付けは 5 年もののターム・ローンより

も良好なパフォーマンスを示唆すると考えられる。そのため、ムーディーズは、ステップ(2)におい

て短期ローン債権に対しては１ノッチのベネフィットを付与する 97。 

2) (銀行自身の信用力の悪化などに起因して)銀行に資金調達上の問題がある場合、ロールオーバ

ーされる信用枠の数は減少する。このシナリオでは、ボロワーは自身で十分な資金を保有してい

るか 98、ごく短期間の内に他の銀行から新たな信用枠を取得する必要がある 99。従って、満期が

到来する短期ローンを期日通りにリファイナンスまたは返済できないボロワーが出現する可能性が

ある。一般的に、SME バランスシート証券化では、そのような「断崖リスク」(発生の可能性は低い

が影響が大きいシナリオ)は次のようなストラクチャー上の工夫で緩和される。 

(a) 満期が到来する短期ローンを新規の短期ローンに振り替えることができる補充期間を設定

しない(すなわち、クローズの時点で、各ポートフォリオに含まれる比較的短い満期のローン

に断崖リスクが発生しうる期間を限定する)。 

 
93 企業の全般的な資金調達の状況を反映して、銀行の SME 向けローン残高にはしばしば補充期間が組み込まれた短

期信用枠が相当程度含まれる。これを受けて銀行は、短期信用枠から発生する債権も証券化プログラム(真正売買

取引とシンセティック取引の両方)に含めるようになった。 
94  これらの短期信用枠契約に対する法的呼称は国によって違いがあるが、いずれも経済的な特徴はほぼ共通している。 
95 この点はシンセティック型証券化案件の場合と異なる。シンセティック取引では、参照金額(すなわち、リスク・プロテク

ションの金額)は原(リボルビング)信用枠の信用枠引出し額と未引出し額の合計と定義され、再引出しが認められる

(キャッシュ型証券化の場合は、発行体に貸付義務が生じるのを避けるためこれが認められない)。とはいえ、例外的

ケースとして、債権が発行体に譲渡された後でも、原信用枠からの再引出し(または未引出額の引出し)が発生するこ

とがある。そのようなケースでは、証券化ストラクチャーに流動性負担が発生するのを回避するため、ストラクチャー上

の手当てが行なわれる(たとえば、補充期間の設定やクローズ時点に提供される極めて流動性の高い資金ソース(適
格な金融機関の分離勘定に預けられた現金など)の維持など。 

96 これまでにみられた唯一の例外は、ギリシャの SME 取引に含まれたいわゆる Alliloheros ローンの債権で、このローン

には償還期限がない。 
97 これに加え、ローン別の対応するレーティング・ファクターを累積デフォルト率に変換するにあたって、当該債権の実際

の短い WAL を適用する(銀行は契約上の満期日に当該短期信用枠を引き上げるオプションを有するため)。 
98 ボロワーはロールオーバーのオプションに頼り、必ずしも既存の短期ローン債権の返済を自己資金で賄う準備はない

ので、これはごく一部のボロワーにしかあてはまらないと思われる。 
99 ごく短期間の内に他の銀行からのリファイナンスを合意できるボロワーは一部のボロワーに限られる。とりわけ、(1)信

用力が高いか、(2)他の銀行との関係が緊密なボロワーである。 
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(b) 補充可能なストラクチャーの場合、オリジネーターの信用の質に結びついた期限前償還トリ
ガーか補充停止トリガーを設定する。これにより、オリジネーター銀行がデフォルトに陥る前
に、証券化された全ての短期ローンが期日を迎え、返済されているようにすることができる。 

断崖リスクがストラクチャー上の工夫で緩和されない場合は、ローンの相当部分が期日にリファイナン
スされず、デフォルトを起こすと想定して追加の期待損失を測定する。どの程度の部分がデフォルト
を起こすか、そのデフォルトの期待回収率（他の銀行によるリファイナンスなどを考慮する）がどの程
度かは、様々な要因(当該国の銀行業界の状況およびマクロ経済状況など)によって決まるので、案
件ごとに判定する。 

ブレット・ローンとバルーン・ローンの扱い(ステップ(2.4)) 

元本一括返済型ローン(ブレット・ローン)と一部分割返済があるローン(バルーン・ローン)は、リスク・エ
クスポージャーが長期間減少しない分、リスクが高まる。満期時に経済環境が悪化する(またはそう
見込まれる)場合、これらのローンは大きなリファイナンス・リスクにさらされる。建築業や不動産業
(B&RE)などに従事するボロワー向けの SME ローンや不動産を担保とする SME ローンにはブレット・ロ
ーンが多い。 

そのため、欧州の SME バランスシート取引では、全てのブレット・ローンについてデフォルト率の想定を
高くする。ムーディーズは、各ブレット・ローンに、(1)ステップ 2.2100を経て得られたボロワーの対応する
レーティング・ファクターを用いた 1 年デフォルト確率(すなわち、期間 1 年の理想化された累積デフ
ォルト率)か、(2) ローンのオリジネーターの格付を用いた満期までの期間のデフォルト確率のいずれか

高い方を付加する。通常、(1）は(2)よりも高い。ただし、(2)の方が、オリジネーターがローンをリファイナ
ンスできるかどうかを考慮したものになる。さらに、(稀なケースであるが)LTV が 90％を超える場合は、

(B&RE セクター・ボロワー向けの)ブレット・ローンに対して案件ごとに追加ストレスを考慮する。 

このアプローチは期間の短いブレット・ローン(1 年から 3 年)に関わる短期のリファイナンス・リスク 101を

捉えるものである。取引のクローズ時点の信用サイクルおよび取引の平均存続期間によって、適用

するストレスの調整が必要かどうかを検証する 102。 

 

 

 
100  しかし、EMEA に所在する高格付のボロワーについては、ケース・バイ・ケースでボロワーの(この目的に使用する)対

応するレーティング・ファクターは決まった格付に置き替えられる(現在は B1 が多い)。これによって、たとえば、リスク

が比較的少ないセクターで事業を展開する(すなわち低位のレーティング・ファクター)大企業のリファイナンス・リスクに

適用するストレスは最低水準に設定できる。 
101  ブレット・ローンに規定されたストレスを適用することで、格付が B1 のボロワーの 1 年後に満期が到来するブレット・ロ

ーンの累積デフォルト率は 2 倍になる。一方、5 年後に満期が到来する同じボロワーのブレット・ローンの累積デフォ

ルト率は 30％の上昇にとどまる。 
102  ブレット・ローンの満期が近づくにつれてリファイナンス・リスクが低下すると予想できる場合は、ブレット・ストレスはそ

の方向で調整されることがある。より正確には、PD を 2 倍にするのではなく、1 年分の PD に 25%あるいは 50%のスト

レスを加える場合もある。 
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付録 6: 第三者から提供される格付とスコアのマッピング手法 

概要 

本付録では、銀行や専門の格付・スコアリング会社などの第三者が付与する格付やスコアをムーデ
ィーズのレーティング・ファクターにマッピングする際に、ムーディーズが用いる手法について説明する。
ムーディーズは、一部のローン担保証券（CLO）など（バランスシート CLO や中小企業（SME）向けロー
ンを裏付けとする証券化取引など）に含まれる無格付資産に第三者が付与したレーティングについ
てマッピングを行う。ムーディーズのマッピング手法は、定性要素と定量要素を織り込み、格付委員
会によって決定され定期的に見直される。 

マッピングとは、第三者の格付カテゴリー(あるいは格付クラス)をムーディーズの「理想化された累積
デフォルト率」に従ったレーティング・ファクターに対応付けることを意味する。マッピングすることで得
られるレーティング・ファクターによって、ムーディーズの格付や「クレジット・エスティメート」を有しない
資産に一定のデフォルト確率を結び付けることが可能となる。レーティング・ファクターはムーディーズ
の通常の信用格付とは異なり、それに代わるものではない。完全な信用格付分析の手順を踏んだ場
合、結果は大幅に異なってくる可能性がある。 

また、ポートフォリオの約 3％を超える個別資産が無格付である場合、ムーディーズはマッピングでは
なく「クレジット・エスティメート」を取得する場合がある。 

定性分析 

ムーディーズは、定性的なマッピング分析として、取引で使用するにあたって十分信頼できるマッピン
グが可能かどうかを判定する。その際、オペレーショナル・レビューを通じて当該格付システムの主

要な定性的要素を把握する。具体的には、第三者 103のオペレーショナル・レビューにおいて、与信
承認のプロセス、審査・融資部門の人材とシステムなど、当該機関の格付システムに用いる手法と

関連プロセスを評価する。格付付与が、ローンのオリジネーションや証券化取引に含める資産の選択

業務から独立しているかどうかも検証する。 

オペレーショナル・レビュー 

ムーディーズは、オペレーショナル・レビューにおいて、格付付与を担当する人材の専門性と経験、
当該格付付与者の要員レベルの適切性、および当該格付付与者の格付プロセスの詳細を理解に

努める。当該格付付与者が銀行の場合は融資審査基準の概要も把握する。また、オペレーショナ
ル・レビューにおいて、当該格付付与者の関係スタッフの役割、内部格付付与に用いられるモデル、
手法、システム、手順についてのヒアリングも行う。 

ムーディーズはまた、標準的な格付見直しの頻度、どのような場合に予定外の見直しを行い、監視
強化を意味する「ウォッチリスト」に掲載するかなど、当該格付付与者のモニタリング・プロセスに関す
る情報も求める。さらには、格付プロセス自体の安定性も考慮する。 

最後に、当該格付付与者が当局の監督を受けるかどうか、当該格付付与者に適用される監督内容

を検証する。監督を受ける場合、当該格付付与者の格付プロセスが内部監査部門の監査を受け、
外部監督機関の評価を受ける頻度と範囲を評価する。ムーディーズはそれらの手続きの頻度と指
摘事項を重視する。銀行の格付システムに関しては、バーゼルⅡ（またはその後の改正）の枠組み
に従った先進的内部格付手法の承認を受けているかどうかが重要な考慮事項となる。バーゼルⅡ

に従った格付システムのマッピングは一般に、信頼性が高いとムーディーズは考えている。その理由
は、(1)銀行監督当局が銀行の内部与信審査プロセスに対して厳格な評価を実施しており、(2)顧客
やカウンターパーティの信用リスク評価における当該銀行の経験と専門性が認知されているためであ
る。銀行に実施される厳格な監督と頑健な内部のリスク管理プロセスが当該銀行をして、様々な地

域とセクターのボロワーを通じた常に一貫した与信方針を維持させる可能性を大きく高める。 

 
103  格付が専門機関によって提供される場合、格付システム、格付手法、格付付与プロセスなどについてはその専門機

関を、それらの格付の用いられ方についてはオリジネーターをオペレーショナル・レビューの対象に含める。  
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当該主体の格付システムが不十分で厳格性を欠くと考えられる場合、マッピングにおいてより保守的
な想定を用いるか何らかの調整を行う場合がある。あるいは、そのシステムとのマッピングは不可能
であるとの結論に至る場合がある。 

定量分析 

一般に、第三者格付をムーディーズのレーティング・ファクターに対応付ける方法として 2 つのアプロ
ーチがある。 

1) ムーディーズがモニターする格付を有するボロワーのサンプルが格付付与者のポートフォリオに十

分に多く含まれ、そのサンプルが証券化されるポートフォリオを代表するものである場合、ムーデ

ィーズは第三者格付とムーディーズの格付とを比較する統計的アプローチを用いる 104。ムーディ

ーズはこれを「格付マッチング・アプローチ」と呼ぶ。 

2) ムーディーズがモニターする格付を有するボロワーのサンプルが格付付与者のポートフォリオに十

分多く含まれていない場合、以下を比較するマッピング手法を用いる。 

a) 第三者格付付与者の格付システムにおける格付別の長期平均デフォルト確率（目標 PD）

と、同一期間のムーディーズの理想化されたデフォルト率、または 

b) 第三者格付付与者の格付システムに目標デフォルト率が含まれない場合、第三者格付付

与者の格付システムのパフォーマンス（過去のデフォルト率）と、同一期間のムーディーズが

モニターする格付のパフォーマンス 

マッピング手法 2.a.は、2.b.に示した手法に相当するパフォーマンス･データの分析によって補完され

ることがある。ムーディーズはこれを「デフォルト確率マッチング･アプローチ」と呼ぶ。 

マッピング手法のタイプに関わらず、第三者の各格付カテゴリーに最も良く対応するレーティング・ファ
クターは、第三者の期待デフォルト率（入手可能であればマスター・スケールによる）に対応するレー

ティング・ファクターである。そのようにして得られたレーティング・ファクターは、第三者の期待格付を

上回ることはない。 

ムーディーズは、この定量分析の結果を先述の定性分析の結果を踏まえて調整することがある。そ

の調整はポートフォリオの全体、またはその一部に影響を与える（特定の国でオリジネートされた資産

のみに x ノッチのマッピング調整を行う場合などが後者のケースとなる）。 

格付マッチング・アプローチ 

このアプローチでは、第三者格付(Third Party’s Ratings: TPR)とムーディーズの格付の両方が付与され
たボロワーのサンプルを用い、TPR を独立変数としムーディーズの格付（各 TPR で入手可能な観測
値数を考慮して調整）を従属変数とした回帰分析を実施して両者間のマッピング関数を求めることに
より、第三者の格付（TPR）とムーディーズのレーティング・ファクターのマッピングを求める（詳細は囲

み 7 参照）。 

 

 
104  ムーディーズは RiskCalc を用いて 1 年予想デフォルト確率（EDF）を生成し、第三者格付供与者の内部格付と比較する

こともある。この 1 年 EDF はムーディーズの理想化されたデフォルト確率表から直接、転換可能である。詳細はムーデ

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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 囲み 7. 格付マッチング・アプローチ  

最初にサンプル内の TPR が付与された債務者に対するムーディーズの格付の度数分布表を作成する（図表 6-1 参照） 

図表 6-1 

第三者の格付（TPR）とムーディーズの格付の度数分布表の例 
  ムーディーズの格付 

TPR Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca 合計 

1 16.7% 22.2% 16.7% 16.7% 5.6% 11.1% 5.6% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

2 0.0% 6.5% 9.7% 9.7% 16.1% 16.1% 29.0% 12.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

3 0.0% 0.0% 4.0% 8.0% 18.0% 28.0% 20.0% 18.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

4 3.0% 1.0% 3.0% 4.0% 12.1% 24.2% 16.2% 24.2% 7.1% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

5 0.0% 1.5% 0.0% 1.5% 4.6% 13.8% 20.0% 20.0% 23.1% 13.8% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

6 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 2.2% 6.5% 8.7% 26.1% 39.1% 13.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 7.1% 32.1% 39.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

8 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 5.7% 17.1% 22.9% 17.1% 14.3% 8.6% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 12.5% 0.0% 4.2% 37.5% 25.0% 4.2% 4.2% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 3.4% 13.8% 13.8% 37.9% 10.3% 6.9% 6.9% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 7.1% 14.3% 14.3% 28.6% 7.1% 14.3% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4% 2.7% 5.4% 13.5% 18.9% 10.8% 10.8% 13.5% 10.8% 2.7% 2.7% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 18.2% 0.0% 9.1% 0.0% 9.1% 27.3% 9.1% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 11.8% 23.5% 5.9% 23.5% 11.8% 11.8% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 16.7% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 5.0% 5.0% 10.0% 5.0% 15.0% 0.0% 30.0% 20.0% 5.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 100.0% 

18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 100.0% 

19 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

20 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 

このアプローチの目的は、一部の TPR は多くの観測値（ムーディーズがモニターする格付が付与されたボロワー）を含むが、ごくわず

かしかそれを含まない TPR もあることを考慮したマッピングの関数を導くことにある。 

ムーディーズは、ムーディーズがモニターする格付と TPR の TPR ごとの度数分布のパーセンタイル・レベル（z パーセンタイル）の間に
カーブを当てはめることによってムーディーズがモニターする格付（従属変数）と TPR（独立変数）の関係を説明するために、線形多
項式、指数多項式、二次多項式の 3 つの異なる統計モデルを考慮する。ムーディーズは、各モデルの最適パラメーターを発見する

ために加重最小二乗の合計を最小化する。また TPR カテゴリーごとに入手可能な観測値を考慮する。 

次に、統計モデルが最低信用リスクを表す TPR に対して生成したレーティング・ファクターは、それぞれの z パーセンタイルのムーデ

ィーズの格付に等しいかそれ以下でなければならないとする制約を実行する。 

特定のパーセンタイル（z パーセンタイル）の選択では、通常、若干高い（および/または）低いパーセンタイルを用いて代替的なマッピ
ングの関数を導くことによって感応度分析を行う。また、パーセンタイル・レベルの数を増やしたシナリオ分析を実施して分析を補完
する場合があり、その場合、最初のステップとして、所与の z パーセンタイルを用いてマッピングされたポートフォリオを用い、Aaa の目
標格付を有する理論的に最上級の債務トランシェに必要とされる信用補完のレベルを決定する。次に、同じ信用補完レベルを用い
て、パーセンタイルの上方調整が格付に与える影響を計算する（ムーディーズ・メトリック、 MM105を用いる）。この作業を第 100 パー

センタイルまで繰り返し、またパーセンタイルの調整に同じ増分刻み幅を用いれば、各パーセンタイルを発生確率で加重することで期
待 MM を計算できる。期待 MM は、ムーディーズが通常 2 格付サブカテゴリーとみなす既定の許容範囲に収まらなければならな
い。MM がこの許容範囲を超える場合、マッピングの出発点をより保守的にするか（すなわちパーセンタイルを高めるか）、収集する
サンプル数を増やして統計的不確実性を低下させなければならない。 

 

 
105  詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されている CDOROMTM User Guide を参照されたい。 
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デフォルト確率マッチング・アプローチ 

デフォルト確率マッチング・アプローチを用いる場合、ムーディーズは、第三者格付（TPR）とムーディ
ーズのレーティング・ファクターの間のマッピングを行うために、第三者の格付カテゴリー（第三者の格
付マスター・スケールおよび格付遷移マトリックスなど）ごとに第三者が用いる長期平均デフォルト確
率と、同期間のムーディーズの「理想化されたデフォルト率」を比較する。第三者の格付システムにこ
の情報が含まれない場合には、たとえば過去のデフォルト率に示されたパフォーマンスと、同一期間
のムーディーズがモニターする格付の過去のパフォーマンスを比較する。 

このアプローチを用いてムーディーズがレーティング・ファクターを導出する場合、十分な景気サイク
ルを通じた判別力、および（場合に応じて）キャリブレーション・レベルに照らした検証結果によって裏
付けられていなければならない。 

データの質 

ムーディーズはオペレーショナル・レビューにおいて、上述した第三者の格付システムの検証とともに、
マッピングの設定のために提供されるサンプルとデータの質の評価も実施する。ムーディーズは通常、
いくつかの重要と考えられる要因を検証する。 

» 格付システム: 当該格付システムのコンセプトを検証する。それらは、デフォルトの定義（ムーディ

ーズのデフォルトの定義と当該証券化取引のそれはどう違うか 106）、観測期間（一定時点か景

気サイクル全体か）、主要構成要素（財務要因、行動要因、定性要因など）、情報源などである。 

» 検証試験とヒストリカル・データ:  ムーディーズは、デフォルト率や格付遷移など、第三者が用い

る格付スケールの基盤となるデータを求める。それらは、景気後退期を含めた最低でも過去 5
年か景気サイクル全体をカバーするデータであることが望ましい 107。 

一般に、第三者の格付のサンプルとムーディーズのレーティング・ファクターのマッピングを設定する
ためには、そのサンプルは証券化される資産の全種類をカバーするもの（すなわち、証券化ポートフ

ォリオ全体を代表するサンプル）でなければならない。またサンプル・データは、業種、国、債務者規
模、信用の質などの資産属性の構成比が類似しており、証券化ポートフォリオの特徴に見合うように

収集されるのが望ましい。 

モニタリング 

ポートフォリオの信用力がマッピングによって判定される証券化取引のモニタリングにおいては、ムー

ディーズは以下の情報を取得してマッピングをモニターする。 

» 報告されたポートフォリオの延滞率やデフォルト率は全体として、マッピング判定によるポートフォ

リオの平均の質から見込まれた水準に収まるか。また、デフォルトした資産が異常な動きを示し

ているかどうか。 

» マッピングが設定されてから、格付プロセスや格付手法に大幅な変更を加えられていないことを

第三者格付付与者は確認しているか。この確認が限定的または不十分な場合、マッピングされ

たレーティング・ファクターのデフォルト確率に追加ストレスを適用する。 

第三者格付とムーディーズのレーティング・ファクターの対応関係は時間とともに変化するので、ムー

ディーズは定期的にマッピングの分析を更新する。既存のマッピングを更新する手続きは、最新のオ
ペレーショナル・レビューと定量分析の結果を織り込む他は、概ね当初のマッピングに用いた手続き
に従う。 

その他、ポートフォリオに大幅かつ理由不明な悪化が見られた場合、また第三者による格付のプロセ

スやアプローチに重要な変化があった場合、マッピングを更新することがある。設定後 2 年以上経過
したマッピングをモニタリングに用いる場合は、デフォルト確率に追加ストレスを付加する。取引存続

 
106  ムーディーズのデフォルトの定義は、(1) 期日における利払いまたは元本返済の不履行、(2) 破産法の適用申請、また

は同様の破産状態や管財人による法的管理の開始、または(3)債務の現在価値を削減し、デフォルト時期を延期する

効果のあるリストラクチャリングや救済目的の債務交換（ディストレスト・エクスチェンジ）である。ムーディーズのデフォ

ルトの定義の詳細は、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。 
107  追加テストとして、ムーディーズの Moody’s Analytics CreditEdge や RiskCalc のモデルで分析がなされているか、「クレジ

ット・エスティメート」が付与されている無格付の銘柄の小さい「比較参照データ」の評価を要請する場合がある。 
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期間の経過とともにマッピングされた資産の残存数が減少している場合、取引ポートフォリオに含ま
れる資産の数の減少に伴ってマッピングの統計的頑健性が低下することを考慮して、当該資産のデ
フォルト確率にストレスを加えることがある。 
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付録 7: 欧州の回収率アプローチの詳細 

ストレスを付加した回収率のロードマップ 

図表 7-1 は、欧州の SME 向け ABS 取引の、ストレスを付加した回収率想定のロードマップを示したも
のである。 

図表 7-1 

欧州における SME バランスシート証券化におけるストレスを付加した回収率想定のロードマップ 
有担保ローンに対する国別の回収率 司法管轄ごと 

ポートフォリオの質による調整 商業用不動産（CRE）の評価：CRE 価格の情報は不完全なことが多いため、

住宅用不動産に適用する地域別の住宅価格ストレス・レート（HPSR）の 1.2
倍を CRE 価格に用いる 

無担保ローン：回収率 25％ 

予想担保権実行コスト：住宅については 5-10％（司法管轄による）、商業不

動産に対しては具体的データの不足から 1.05 倍から 1.1 倍のストレス・フ

ァクターを適用する。 

サービサーの質による調整 サービサーのランクにより-5％から+5% 

最終結果： ストレスを掛けた回収率が確率的回収率に変換される：ストレスを掛けた

回収率に＋5％から-10％ 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

有担保ローンに対する国別の回収率 

欧州では司法管轄ごとに倒産法制が大きく異なり、それが最終的に実現する回収額と回収時期（回
収ラグ）に明確に影響を与えている。ムーディーズは、欧州諸国を、債権者にとってどの程度有利な

倒産法制か、および担保権の構成によって 4 つのティアに分類する。 

これらのティアは、法的プロセスに要する期間と法的プロセスの結果の予測可能性、および当該司

法管轄の下で債権者および第三者の競合利益が均衡の取れた形で取り扱われる程度を反映して

いる。 

ムーディーズは、信用サイクルと不動産サイクルが現在どの段階にあるかを評価し、当該国内の住

宅価格と商業用不動産価格を分析した上で、全額担保により保全されたシニア・ローンの期待回収
率を決定する。 

ポートフォリオの質による調整 

SME ローン・ポートフォリオの、一部が不動産物件で担保されている場合（ただし十分な担保データ
が提供されると想定）、そのポートフォリオの質を反映するために、ムーディーズは、RMBS 取引の格
付と同様に 108、ローンごとに回収率にストレスを掛けるアプローチを用いる。このアプローチは、分析に
おいてローンごとに次の諸側面を詳細にわたって考慮できるものになっている。 

» 抵当権（通常、第一順位） 

» ポートフォリオの担保率（無担保ローンと土地担保ローンの割合、モーゲージを裏付けとするロー

ンの比率など） 

 
108  詳細は、ムーディーズのウェブサイトに掲載されている RMBS に対する格付手法を参照されたい。 
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» クローズ時の物件価値に対するローン残高（LTV） 

» 担保提供された物件の種類と立地（住宅か商業用不動産かなど）109 

上述の法的枠組みの差は、（物件立地に従って）各ローンに適用する担保権実行経費、担保権実
行に要する期間、発生金利のレベル、物件価格ストレス率に関するムーディーズの国別想定に反映
される。 

このアプローチでは、貸し手の担保要件の景気循環増幅効果を考慮に入れることも可能になる。特
定の国に適用する住宅価格ストレス・レート（HPSR）が更新されれば、当該国での回収率の決定に用
いる価値も更新される。 

特定のポートフォリオのストレスを掛けた回収率の決定では、無担保ローンにはローン・レベルで 25％
の固定回収率を想定し、有担保ローンについては RMBS に用いる上述のアプローチを適用して次に
述べるようなポートフォリオ・レベルの調整を行なう。 

1) 商業用不動産の HPSR には通常、住宅不動産に適用する HPSR に 1.2 倍のストレスを掛けたもの
を用いる 110。 

2) 未開発の都市部の土地を担保とするローンは、これまで都市化された土地の価格にみられた高

いボラティリティを考慮して、無担保ローンとみなす。農村部の土地を担保とするローンは、ローン

ごとに判定する。 

3) 第二順位（あるいはそれより低い）抵当権のモーゲージは通常、無担保ローンとして扱う。第一順

位の抵当権の情報は入手できないことが多く、それより低い順位のモーゲージの価値を判定でき

ないことがその理由である。 

4) 商業用不動産に適用する担保権実行経費は、住宅不動産に想定する担保権実行経費に 5％

から 10％上乗せする形で決定する。これは、商業用不動産を処分するための法的手続きの複

雑さを考慮したものである。 

5) 物件の市場価値は、オリジネーターが実施した物件評価の種類（机上評価か外部評価か、処分

価格か市場価格か）によって、また国別にみた評価後の不動産価格の動きによって（指数に連

動させる）、物件タイプごとに上方あるいは下方調整する。 

ムーディーズは、このアプローチによって、ローンごとのストレスを掛けた回収価値（すなわち、物件の

市場価値（ある場合）に HPSR を適用した期待回収価値）を求める 111。 

これは、バーゼルⅡの先進的内部格付手法を採用するオリジネーション銀行が推定する、エクスポ
ージャーで加重した「景気後退期を勘案した LGD」の平均とも比較できる。しかし、入手可能なデー

タは限られており、LGD 推定に景気後退の影響を織り込むのには困難が伴うため、LGD の推定の扱
いは慎重でなければならない。そのためムーディーズは、内部推定の検証結果を詳しくレビューする。 

サービサーの質による調整 

発生した延滞債権やデフォルト債権の管理に用いるサービシングの基準は最終的な回収率に多大

な影響を与えるため、ムーディーズの最終的な回収率の想定には、ポートフォリオのオリジネーター/
サービサーの審査/サービシング業務の質を考慮に入れる。 

 
109  通常、占有タイプについてはオリジネーターから情報が提供されないため、調整後 MILAN アプローチはそれを考慮し

ない点に留意されたい。ボロワーがデフォルトを起こしオーナーが物件を売却する必要がある場合の購入者のタイプ

は主に投資目的によって決定される。収益目的の不動産購入者は、不動産セクターの専門家（不動産投資家）が主

体となる。一方、倉庫、工業用建物、事務所の購入者は、事業の用に供するスペースを必要とするその他の SME であ

る可能性が高い。それらの物件の中にはテーラーメードのものがあり、価格は当該経済セクターの見通しによって決

まる。 
110  過去の不動産危機（1990 年代初めおよび 2007 年から 2009 年にかけて英国の事例など）の際にみられた商業用不

動産の価格調整に基づく。 
111  回収時期がキャッシュフロー・モデルで直接考慮される場合、キャッシュフロー・モデルで用いるために回収キャッシュ

フローを割り引くことはしない。 
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付録 8: 不動産へのエクスポージャーが高い欧州の SME 証券化取引 

概要 

SME ポートフォリオは、主に 2 つの経路を通じて不動産市場の変動から受けるリスクに晒される。 

ボロワーの活動：ボロワーは、B&RE セクターで直接、事業を展開している企業である場合と、業績が
同セクターと強力に連動する企業である場合がある。同セクターは均質ではなく、(1)土地または不動
産物件を開発、売買、保有する企業（不動産開発業者など）、(2)建設資材を扱う会社、(3)住宅・商
業・公共目的の建造物、公共インフラや産業インフラ（ダムや石油・ガス施設なども含む）として用い
られる建造物の建設または改修工事の総合建設請負業者または再委託業者として行なう事業が
総収入の過半を生成する建設会社で構成される。 

EMEA では、（不動産開発業を除く）建設セクターの重要性は、過去 20 年間の不動産市場の発展
度合いに応じて、国ごとに大幅に異なっている。この点は、証券化 SME ローン・ポートフォリオの構成
にも反映されている。 

担保のタイプ：大企業向けローンとは異なり、SME 向けローンは不動産が担保となることが多い。担保
となる不動産の種類には次のようなものがある。 

1) 持ち主自身が占有する商業不動産物件：SME 向けローンの過半は、SME が直接占有する商業

不動産物件（建物、事務所、倉庫、小売店舗、ホテルなど）など、債務者が所有する不動産で

担保されている。 

2) 住宅あるいは兼用不動産：小規模企業向けローンは住宅または兼用不動産（企業オーナーの

住宅、あるいは住宅と事業所を兼ねる建物）で担保されていることがある。実質的にオーナー個

人の財産と当該企業の資産に現実的な区分が存在しないことがその理由である（個人事業で

ある場合も多い）。 

3) 収益不動産（住宅および商業用不動産の両方）： B&RE セクターに属する SME に限らず、全て

の SME が投資目的のローンを受けることができる。その場合、ローンの使途は通常「賃貸目的の

購入」となり、住宅（住宅建築業者などの場合）または商業不動産が担保とされる。ローンのデフ

ォルト確率は購入資産が生成する持続的キャッシュフローの影響も受ける。しかし、主要な返済

源資は事業会社が生み出すボロワーのキャッシュフロー全体である。その点が、通常、当該不

動産が唯一の資産である倒産隔離されたビークルがボロワーとなる CMBS 取引に用いられるロ

ーンと異なるところである。 

4) 土地: 不動産開発事業者向けローンの場合、建設プロジェクト推進の最初のステップが土地の

購入であることから、土地の他には担保が無いことがある。 

EMEA では、SME ローンの担保となる不動産物件は全て完成済みのものなので 112、SME 取引に含ま
れるローン債権が建設リスクを負うことは少ない。一方、日本では、建設リスクを負うローンを含むポ

ートフォリオが一部にある。 

建設リスクを負うローンに特有のリスクとその取り扱い 

B&RE セクターで事業を行なう SME がボロワーとなる特に不動産開発事業に係わるローンや不動産
が担保となるローンは、期間が 1 年から 2 年の一括返済型ローンが多い。これは不動産事業の性格

を反映している。これらのローンは通常、担保となる不動産の売却代金かリファイナンス・ローンの代
わり金を用いてまとめて返済される。万一、不動産が予定された満期日までに売却されていない場
合、債務者はローンを更新するか、他の金融機関が提供する新規ローンでリファイナンスしなければ
ならない。いずれの道も閉ざされている場合、債務者は自己資金でローンを返済するしかない。 

 
112  担保に供せられる不動産は全て、住宅であれば「占有許可」、商業用不動産であれば「事業開始許可」を取得してい

なければならない。これは、不動産プロジェクトの推進を事業の目的とする不動産開発業者にも適用される。不動産

開発業者は既存の不動産を新規に取得するローンの担保とすることが多い。 
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建設リスクには、(1)技術、管理上の問題（地勢的障害の発覚あるいは規則違反による占有の不許
可など）あるいは悪天候による建設遅延のリスク、および(2)建設コストの上昇によるプロジェクトの採
算性悪化、などが含まれる。 
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付録 9：SME バランスシート取引へのソブリン・リスクの考慮 

損失分布曲線は高水準の損失シナリオの発生確率を変える要因となる 

SME 向け ABS 取引のモデリングでは、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。具体的には、ポートフォリオ信用補完をその国の取
得可能な最高格付（すなわち LCC）に相応する信用補完と定義する 113。 

図表 9-1 に示されるように、信用補完額（CE）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 9-1 

Aaa (sf)と Baa2(sf)の信用補完調整 
異なるカントリー・シーリング水準の同じポートフォリオ信用補完（グラニュラーなポートフォリオ） 

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%

発
生
確
率

累積損失

最大達成可能格付がAaa (sf)の場合のロス・カーブ 最大達成可能格付がBaa2 (sf)の場合のロス・カーブ

 
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。 

同様の信用補完額だが低い格付を用いて算定した損失分布は、カントリー・シーリングが低い国の格
付対象トランシェにおいて高水準の損失が発生する確率が高まり、ファット・テールになる。 

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
高格付または必要信用補完水準（下位クラスに対する）は変動する。 

トップダウン・アプローチを用いてプールの個別債務者のデフォルト確率を予想する際、マクロ経済サ
イクルによる調整と業界サイクルによる調整は既に織り込まれていることが多い 114。このような調整は

通常、それぞれの国のソブリン関連の考慮事項に基づいている。その場合、取引のソブリン・リスクの
過大評価を避けるために、ポートフォリオ信用補完を導く想定の修正を検討することもある。 

 
113  カントリー・シーリングが低い場合などの一定の状況下では、自国通貨建てカントリー・シーリングを左右する要因によ

っては、他の損失分布を想定する場合もある一方、損失分布の想定を調整しない場合もある。 
114  詳細はセクション 2.1.4、具体的にはステップ 3.1 および 3.2 を参照されたい。 
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必要最低ポートフォリオ信用補完 

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。この必要最低ポートフォリオ信用補完は、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。 

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、(a)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、(b)ポー
トフォリオのボロワーの種類、(c)ボロワーが提供する担保の特徴などに関わらず、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 10: 商業用不動産ローンに裏付けられた米国の SME 証券化取引の 
モニタリング 

付録 10 では、2011 年以前にクローズされた小口商業用不動産ローンに裏付けられた米国の SME
証券化取引のモニタリング手法について説明する。 

小口商業用不動産ローンの分析 

米国の小口商業用不動産ローンに適用するロール・レート手法：この手法は、ローンのこれまでのロ

ール・レート（デフォルトに至る延滞ローンの比率）の動きを評価し、それからプールのグロス期待損失

を推定するものである。過去のロール・レートの動きは、特定の期間内にローンが完済された率、また

は延滞を経てデフォルトに至った率に注目することで評価する。はじめに、ヒストリカル・ロール・レート

をプールに適用し、今後見込まれる経済環境の改善または悪化を考慮した調整を加味した上で、プ

ールのパフォーマンスすなわちグロス期待損失を計算する。次に、そのロール・レートに、バルーン・

ペイメントや以前の条件変更などの特定のローン特性を考慮した調整を行う。ネット期待損失は回収

率を用いて決定し、ネット損失の数値と格付対象ノートに適用される信用補完を比較する（損失カバ

レッジ分析）。 

プールの期間経過に伴う集中リスクの高まり 115：シーズニングを経た米国の小口商業用不動産取引
には、残存ローン数の減少に伴って相対的に集中度の高いプールが存在する。そのようなディール

については、通常、ボロワーの財務諸表や定期的に更新する物件鑑定は受け取らず、LTV の推定や

延滞の状況や実績を用いて、デフォルト・シナリオや回収シナリオの分析を行なうこともある。 

ローンの LTV の推定では、直近鑑定時から現在までの商業用不動産価格指数（CPPI）の変化率に、
マイナス要因があればその調整を加えて物件の時価の近似値を得る方法を採る。さらに通常、その

推定された物件価値には、CPPI の構成物件と証券化対象物件の差を考慮した下方調整が施され

る。ローン・デフォルト時に信託が回収する担保売却代金は、LTV を用いて決定する。 

ムーディーズは、延滞中のローンと過去に延滞を起こしたローンがデフォルトを起こすシナリオ、LTV が
極めて高いローンがデフォルトを起こすシナリオ、残高が多い上位 5 件のローンがデフォルトを起こす

シナリオなど、様々なシナリオの評価を行なう。これらのシナリオでは、当該ローンの LTV かストレスを
付加した回収率に基づいて回収額を計算する。通常、商業用不動産の市場環境やローン数減少を

背景とした潜在的ボラティリティも考慮する。 

 
115  詳細はセクション 7.1 プール規模を参照されたい。 
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付録 11: 日本のアパートローン証券化取引 

日本では、アパートローンとは富裕層の個人あるいは個人事業主等が共同住宅(一棟）を建設もしく
は購入するために借り入れるローンのことを指し、通常、債務者は賃貸アパート経営による賃料収入
を原資としてローン返済を行う。ローンのデフォルト時には、担保物件のアパートは通常売却される。
アパートローン債権を裏付けとする証券化取引の主な特徴は以下のとおりである。 

1. アパートローン証券化取引の主な特徴 

» 債務者層として、所有する土地へのアパート建築資金を借り入れる「土地保有者（地主）」層と、

土地購入を含めたアパート建築資金を借り入れる「投資型債務者」層の 2 種類存在する。「土

地保有者」の場合は所有する土地の有効活用や節税が主な目的であるのに対して、「投資型

債務者」の場合にはインカムゲインの獲得が主たる目的となる。 

» アパート経営に関して、債務者自らが物件管理や入居者募集を行うよりも、物件管理者やマスタ

ーレッシーへ業務委託していることが多い。また。当該業務委託先はアパートを建築したハウスメ

ーカーまたはその関連会社であることが多い。一括借上げや家賃保証を行っている場合もある。 

» ローン金額について、オリジネーターによって異なるものの、概ね 2～3 億円程度の貸付上限額

が設定されており、担保となる物件評価額によってローン金額の上限が調整される。通常、アパ

ートローンは 30 年ほどで満期を迎える。アパート物件は日本国内に散在している。 

» 外部評価額に基づく当初担保融資比率(LTV)は、70%～80%が主流である。通常、外部評価額

は更地評価額と工事費用に基づき算出されることが多い。 

» ローン形態（責任財産）に関して、債務者の全資産をローン返済の責任財産とする「リコースロー

ン」に加えて、アパートローンでは担保物件のみを責任財産とする「ノンリコースローン」が存在す

る。ローン返済の原資は不動産収入がメインであり、不動産収入の安定性は担保物件によって

異なるため、担保物件の特性がローンのパフォーマンスに色濃く反映される。 

» アパートローン証券化取引における債務者数はクロージング時において数百程度である。 

» ノート保有者への支払いについては、シークエンシャル・ベース（シークエンシャル・ペイメント・スト

ラクチャーの場合）あるいは、一定額（Target Redemption ストラクチャーの場合）で行われるケー

スが多い。 

» サービサーは通常、オリジネーターとなる金融機関あるいは第三者のサービサーである。 

2. 累積デフォルト率の推定 

累積デフォルト率を推定するにあたり、ポートフォリオのヒストリカル・パフォーマンスや類似する既存

取引のパフォーマンスを評価する。債務者層、ローンや担保物件の特性、ローン形態（ノンリコース条
項）について考察し、プールの累積デフォルト率を推定する。一般にアパートローンの定期的な返済

原資はアパート経営による担保物件からの賃料収入であるため、アパート事業収支とデフォルト率の

関連性は高い。 

そのためムーディーズは、クロージング時のデフォルト率を決定する上で、アパートの賃料収入からの
返済能力を示す DSCR を考慮する。DSCR 分析において、賃料水準や空室率、税金、物件管理費、

修繕費、ローン支払いなどを想定する際には、アパートの所在地や立地条件、需給環境、建物構造、
築年数などの担保物件属性が物件単位で考慮される。なお、家賃保証や一括借上げを行う業者の
十分なデータや情報が不足するなど、高い格付を付与するにあたり、家賃保証や一括借上げを行う
業者の信用力を分析に織り込むことが困難であることが多い。よって、家賃保証が行われている場

合でも、当該保証はないと仮定した上で家賃水準を考慮する必要がある。 

また DSCR が悪化した場合のアパートローンのデフォルト確率は、責任財産の種類（範囲）、投資目
的、債務者の信用力（支払余力）の影響を受けるものと想定する。節税を目的としてアパートを建設
する債務者は、その地元の地主や個人事業主であることが多く、その社会的立場上リコース条項の
有無に関わらずデフォルトを回避するために支払いを継続するインセンティブが高いと考えられる。こ
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のシナリオでは、ムーディーズが推定する債務者のデフォルト確率はローン形態（リコースローンある
いはノンリコースローン）により大きく変わることはない。一方、投資目的でアパートを建設する債務者
にとっては、リコース条項はローン返済のインセンティブを高めるであろう。 

グラニュラーな証券化ポートフォリオについては通常、デフォルト分布は対数正規分布に従うと想定
する。一方、クロージング時の集中度が非常に高い証券化ポートフォリオは（あるいはローンのデフォ
ルトや返済に伴い取引期間中に集中度が大きく上昇した場合）、モンテカルロ・シミュレーションの手
法を用いて取引ごとのデフォルト分布を決定する。また、最大のボロワーのデフォルト・リスクから特定
クラスのノートを十分に保護する信用補完額を検証する。 

また、想定されるデフォルトの発生タイミングは時系列的に変化し、ローン実行から 10 年経過後から
デフォルトが集中して発生すると想定している。これは担保物件が徐々に劣化する一方で新築アパ
ートが供給されることから、新たなテナントを見つけることがさらに困難となるためである。 

3. 回収率の推定 

ローン形態（リコースローン、ノンリコースローン）に関わらず、デフォルト債権の回収は、担保物件から
の回収がメインシナリオとなる。よって、アパートローンにおいても、担保物件からの回収率を推定する
上で土地やアパート物件などの担保物件価値は重要な項目となる。回収率は、ストレスを加えた担
保物件価値（ストレスを加えたムーディーズ評価額）のローン残高に対する比率である。 

デフォルト債権の回収率の時系列変化について、ムーディーズは 2 通りのアプローチを採用している。

1 つ目の主要なアプローチは、潜在的なデフォルトの発生タイミングにより、回収率は時系列的に変
化することを想定する。このシナリオでは、物件価値は、ストレスが加えられた当初のムーディーズ評

価額で一定期間維持され、その後時間の経過とともに地価に関連した下限値まで逓減するものと想
定される。（詳細については次のセクションを参照されたい。）ムーディーズは、2 つ目のアプローチと

して、潜在的なデフォルトのタイミングに関わらず、回収率が時間の経過に関わらず常に一定である
という前提に基づく方法を用いることもある（回収率はローン残高に対して一定の比率で求められる）。

この場合の担保物件の将来価値はその時点のローン残高に比例する。前者のアプローチの方が実

態に即していると言えるが、ローン単位で担保物件価値を考慮しなければならず、また物件評価を

行う上で常に入手可能とは限らない担保物件の詳細情報が必要となる。 

4. 担保評価額の時系列的な考え方 

アパートローンは自己居住用物件と異なり賃料収入があるため、売却時における担保物件の価値は

その物件評価方法（収益評価法または積算評価法）によって異なると予想される。そこで、ムーディ
ーズは、担保物件の築年数に応じた複数の物件評価方法を採用することにより担保物件の価値曲
線を設定する。 

ここで、担保物件の価値曲線の算出方法について一例を示す。例えば、新築物件を担保とした期間
30 年のアパートローンの場合、ムーディーズは 10 年ごとに期間を分割した上で、下記のように各期
間に対応した担保物件の評価を行う。これは、アパートのような耐用年数が比較的短い物件（構造

によっては耐用年数は 30 年に満たない）に対して、長期にわたって安定的なネットキャッシュフロー
を想定することは困難であり、収益還元法（直接還元法）に基づき算出した担保物件の評価額を全

期間にわたり適用するのはあまり適切ではないと考えられるからである。 

図表 11-1 

時系列の担保評価額 
当初 10 年間 
 

収益還元法に基づき、当初 10 年間の担保評価額を算出する。（安定的な賃料水準、空室

率、費用、キャップレート（還元利回り）などから算出されたネットキャッシュフロー。）算出され

た担保評価額にヘアカットを加え、ストレスが加えられたムーディーズ評価額を求める。 

中間 10 年間 
 

満 10 年経過時と満 20 年経過時の想定担保評価額を直線補間し、その直線よりも下に凸な

曲線上に沿って担保評価額が逓減するという想定を置いている。 

最終 10 年間 
 

建物の耐用年数を実際の耐用年数よりも保守的に想定すべく、満 20 年経過時の担保評価

額が更地評価額（現時点の路線価に基づく）に等しくなるという想定を置いている。 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 
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図表 11-2: 

例示：想定担保評価額及び回収率の時系列的変化 
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出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

5. 期待損失アプローチ 

資産側のモデリングの想定値と取引関連の投入値が全てインプットされると、キャッシュフロー・モデ
ルは一連のデフォルト・シナリオを生成する。デフォルト・シナリオごとに、資産からのキャッシュ・インと

第三者および投資家へのキャッシュ・アウトに基づき各クラスのノートに発生しうる損失が計算される。 

各トランシェの期待損失は、各デフォルト・シナリオの発生確率と各デフォルト・シナリオに基づき各トラ

ンシェに想定される損失の積の総和となる 116。 

ムーディーズは通常、様々な資産に関連する主要な投入値(期待デフォルト率、期限前返済率など)
とストラクチャー上の特徴(トリガーなど)に対する感応度の分析を行なって、ノート格付の感応度を検

証する。  

 

 
116  詳細は、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」およびセクション 8「損失ベンチマーク」の

「理想化されたデフォルト率と期待損失率」に関する検討を参照されたい。 
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付録 12：ベンチャー・デット証券化取引 

本付録では、ベンチャー・デット(Venture debt)の分析が SME バランスシートを裏付資産とする ABS の
格付手法と異なる場合の概要を説明する。ベンチャー・デット証券化取引では、通常、ベンチャー・
キャピタルが投資する事業の立ち上がり段階にある成長企業に向けたシニア有担保ターム・ローンを
主体とするローンのプールが裏付資産となる。それらのプールは通常 100 社未満の債務者で構成さ
れ、ほとんどの SME 証券化取引がよりグラニュラーなポートフォリオからなるのに対し、いくつかの業
種に集中している。 

そのため、ベンチャー・デット証券化取引では、最初に証券化担保プールに含まれる個々の債務者
の評価を行い、そこでの分析から当該債務者のデフォルト確率と回収率を得る。次に、モンテカルロ・
シミュレーションやキャッシュフロー・モデルにそのデフォルト確率と回収率を投入し、取引のストラクチ
ャー面の特徴を評価する。 

担保分析 

ローン債務者の分析  

担保の分析は、プールの裏付資産となるローンの債務者の信用力を評価することから始まる。通常、
プールはグラニュラーではないため債務者ごとに分析を行う。バランス・シート上に計上されたキャッ
シュ、キャッシュフローとキャッシュ・バーン・レート(Cash burn rate)、将来の融資契約、属する業種、
事業計画と将来の増資計画、ベンチャー・キャピタルの持ち株比率、連結融資比率（combined LTV）、

担保権の状況などのいくつかのローン債務者と担保の信用評価項目を分析する。次に、裏付けとな
る知的財産権、調達した自己資本の額、共同融資者間の関係、製品売上高、債務返済状況に焦

点を当て、企業の事業の開発段階を検証する。ムーディーズはこれらの基準に基づいて当該債務

者の事業がどの成長段階にあるかを判定しようとする。ムーディーズは、これらの基準に照らして最も

進んでいるとみなされる企業を事業成功の可能性が最も高い企業とみなす。 

ムーディーズは、これら全ての要因に基づいて各債務者に対しデフォルト確率を適用する。たとえば、
事業化の見通しが最も高い生命科学企業であれば格付がシングル B の企業に相当するデフォルト

確率が適用され、事業化の初期段階にあるテクノロジー企業であれば Caa レンジのデフォルト確率が

付与される。 

ヒストリカル・パフォーマンスの分析  

次に、ムーディーズはオリジネーター/サービサーの能力と過去のパフォーマンス・データを検証する。
適格なサービサーは、ポートフォリオ全体の数年間のオリジネーション、ローンの条件変更、延滞、貸

倒償却に関するデータを揃えている。それらのデータは、ビンテージ、セクター、担保タイプ別に、条
件変更理由、デフォルト発生頻度、デフォルトの回収率を明らかにする。これまでにムーディーズが
スポンサーから受領して分析したデータは、1999-2000 年の IT バブル後にオリジネートされたもので
ある。そのため、それらのローンと債務者は、バブル期に発生した劇的な流動性縮小を乗り切る必要
に迫られなかった。また、それらのヒストリカル・データはグラニュラーではないプールに関わるもので
あるため、グラニュラーなプールに適用される分析方法を応用できない。 

サービサーの質 

ムーディーズの格付手法の不可欠の要素のひとつとして、サービサー能力の評価がある。通常、サ
ービサーはローンのオリジネーターでもあり、裏付企業のパフォーマンス、ローン条件の順守状況をモ
ニターし、ローン契約書の条件変更を交渉し、ローンに問題が発生すればその解決を図る。 

サービサーは通常、リスクを早期に特定するための検査プロセスを備えている。サービサーのローン
管理およびコンプライアンスを担当する部署は、ポートフォリオに含まれる企業をモニターして、融資
の基準を満たし、その時点の事業目標をクリアしているかを判断する。サービサーは、定期的にポー
トフォリオに含まれる各企業の財務諸表を精査することで各社の一連の行動の適切性を評価し財務
トレンドをモニターすることで、ポートフォリオ全体の質を査定する。サービサーの経営陣はさらに、各
社の経営陣および財務スポンサーと接触して現況とパフォーマンスを厳しくモニターする。レンダーは、

担保権者としての地位とボロワーのキャッシュ口座を管理できる立場にあることから、リスク度の高い
与信先に債務再編やペイオフを促す必要がある場合、デフォルト前にボロワーとベンチャー・キャピタ
ルの両者に対して影響力を行使できる立場にある。そのため、デフォルトが発生する以前にローンの
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条件変更がなされたり再編されたりすることが多くなり、ボロワーがデフォルトを起こすことはめったに
ない。 

サービサーは、延滞またはデフォルトの発生時に行動計画とモニタリング・プログラムを策定して回収
率の最大化を図る。サービサーは通常、企業の内部管理、採用、財務、合併吸収、戦略策定、製
造・調達に支援・助言を与えられる立場にあり、必要に応じてその証券化取引をリファイナンスする。
また、限られた状況下ではあるが、担保プールに含まれるローンを売却または入替えできる。ローン
の入替えは、期限前返済予定のローンを新規ローンと入替えすることで取引の加重平均残存期間
の短縮を最低限に抑える仕組み上の手当てである。ポートフォリオの特徴が実質的に変化しないこと
がローン入替えの基準となる。入替え率が高すぎると担保の法的真正売買性に影響または損なわ
れ、大幅にそのベンチャー・デット証券化取引の信用プロファイルを弱める結果となりかねない。（詳
細は本稿の法的リスクに関するセクションを参照されたい。）入替え条項は通常、信用評価上のネガ
ティブ要因となる。（リファイナンス、合併、吸収、新規株式公開に伴う）期限前償還のメリットを消滅
させるだけでなく、新規ローンの信用力が入替え前のローンのそれより低い場合、新たなリスクを発生
させることがその理由である。 

バックアップ・サービサー  

ムーディーズはまた、スポンサー破産時にローン・ポートフォリオの管理とモニタリングを引き継ぐバッ
クアップ・サービサー業務に対する評価も実施する。この分析には、スポンサーの格付あるいは信用
プロファイル（サービサーが交代する可能性の指標となる）、バックアップ・サービシングの取り決め内
容、必要に応じ効果的に業務を引き継ぐバックアップ・サービサーの経験とリソースの検証が含まれ
る。バックアップ・サービシング業務の取り決めの評価では合わせて、低格付のスポンサーが投資適

格等級の高い格付が付与されるベンチャー・デット ABS を発行可能かどうかも判定する。 

ストラクチャーの分析  

キャッシュフローのシミュレーション 

ムーディーズは、各債務者に適用するデフォルト確率に基づいて担保プールに発生するデフォルトを
シミュレートし、その結果を取引のストラクチャーを組み込んだキャッシュフロー・モデルに投入する。

モデルにおいて、各債務者に付与した信用力を考慮して債務者デフォルトをシミュレートする。ムーデ
ィーズは、ベンチャー・キャピタル・サイクルを反映し（必ずしも通常の市場環境は必要としない）、新

規エクイティ調達が困難になって債務者の事業パフォーマンスが悪化し、債務者間のデフォルト相
関が高まるストレスが掛かった流動性環境を想定する。モデリングにおいて、本格付手法で述べられ

ている相関の枠組みを織り込んだ CDOROM を用いて、デフォルト相関をシミュレートする。このツー
ルは、まずモンテカルロ・シミュレーションの手法を用いてデフォルト（相互に相関する資産価値を通じ
て算出したもの）のシミュレーションを行い、標準的なシングル・ピリオド・マルチ・ファクター・ガウス・コ
ピュラ・モデル（standard single-period Gaussian copula model）に基づくプールの損失をモデリングする。
相関にストレスを加えても平均デフォルト確率は高まらないが、デフォルト分布の裾を厚くする（ファッ
ト・テール）。ムーディーズは通常、B 格付以下の銘柄の業種間相関にはストレスを加えた 10％のア

セット相関値を用いてストレスが加えられた流動性シナリオを反映し、ベンチャー・デット・ポートフォリ
オに通常みられる高い業種集中には通常 12％の業種内相関値を用いる。同セクター内で完結する

証券化取引にみられる業種集中が高いプールの相関値は約 22％になる。しかし、新規の証券化取

引に用いる相関値は、特に業種集中など様々な要因を考慮して決定する。 

ムーディーズは CDOROM において、裏付けとなるベンチャー・デットが分割返済であることを考慮し、

各回の約定元本返済額を債務者に対するブレット・ローンとしてモデリングする。リファイナンス、合併、
吸収、新規株式公開などベンチャー・デット市場のダイナミクスに起因する期限前償還はモデリングし
ない。スポンサーは、ベンチャー・デット証券化取引に通常みられるローン入替え条項に基づいて、期
限前償還されたローンを、新規ローンで代替する可能性が高いことがその理由である。CDOROM はロ

ーン・プールの利息収入をモデリングしない。そのため、CDOROM と併せてキャッシュフロー・モデルを
用いて超過スプレッドのモデリングを行う。また、キャッシュフロー・モデルの中で、キャッシュフローのウ
ォーターフォール、簿ローイング・ベース、過剰集中などのストラクチャー上の特徴を処理する。 

ムーディーズが分析したオリジネーター/サービサーのデータによると、過去 10 年間において、デフォ
ルトしたローンの回収率には大きな差がみられる。ベンチャー・デットの当初の連結 LTV は平均でお
およそ 10％台の半ばと非常に低いとはいえ、回収率の分析結果はこの低い LTV がデフォルト時の損

失に対する十分な保護になっていないことを示している。その理由のひとつは、企業が経営困難な
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状態に陥った際には当該企業の価値も下がり、当初期待されたような強い保護が受けることができ
なくなるためである。この事実は、IT バブル崩壊後の NASDAQ 市場の株価下落で観察された。
NASDAQ は専ら上場企業に関わるが、非上場ベンチャー企業の企業価値の下落率はおそらくそれ
よりも高かったものと考えられる。ローンの裏付けとなる資産には流動性が低い資産が多く含まれるた
め、ムーディーズは通常 0％から 20％の非常に低い回収率を想定する。また、通常は知的財産権
が含まれる担保は流動性を欠くため、何がしかの回収があるとしてもそのタイミングはデフォルトから 1
年後になると想定する。 

デフォルトと資産プールからの回収をシミュレートした後、ムーディーズはそれらを取引ストラクチャー
のキャッシュフロー・モデルに投入し、ノート保有者の損失を決定する。個々のモンテカルロ・シミュレ
ーションでは何千回もの反復演算が行なわれる。モデルの主要なアウトプットは期待損失（EL）である。
ムーディーズは、全ての反復演算において平均 EL を算出し、それらを用いて適切な格付を決定す
る。ムーディーズは、様々な格付水準に対応する平均 EL のベンチマークを設定している。EL のベン
チマークはムーディーズが公表する理想化されたターゲットに基づいている。モデル分析から導かれ
た EL をこのベンチマークと比較することでモデルのアウトプットが決定される 117。モデルが導く結果は、
債務者のデフォルト、資産からの回収、相関の想定に対する感応度が高い。 

信用プロテクション 

通常、ベンチャー・デット証券化取引には以下に述べる信用プロテクションが組み込まれる。 

超過担保：ベンチャー・デット証券化取引のローン・プールの総元本残高に対する担保掛目は、ディ

ールのストラクチャーと裏付担保によって決まる。取引は通常、ローンが期限前返済されるか満期を
迎えて資産プールが縮小、債務者集中が高まって集中制限に抵触し、ノート償還が進み、超過担

保が増加するように仕組まれる。十分に大きな超過担保は、通常、高度な集中がみられるベンチャ
ー・デット・プールを、ベンチャー・デット市場の縮小やスタートアップ企業の脆弱な体質から保護する。

スタートアップ企業は通常、事業からキャッシュフローを生み出さない。 

準備金：ベンチャー・デット証券化取引には通常、信用補完と流動性補完の原資として準備金が組

み込まれる。 

超過スプレッド：取引の裏付けとなるローンの利率は通常、1 桁台後半か 10％台後半になる。さらに、
ローンの一部に取引の利回りとキャッシュフローを向上させる満期日支払い（ローン金額の 0%から

5％）が含まれる場合がある。総合利回りとノートのクーポンとの差からは十分な超過スプレッドが生ま
れる。しかし、一部に、超過スプレッドの全てを証券化取引の償還に充てることができないストラクチャ

ーがある。 

集中制限：ベンチャー・デット証券化取引のプールに含まれる債務者数は通常 100 社未満で、その
ため取引は単独債務者あるいは少数債務者グループのデフォルト・リスクに晒されやすい。通常、ノ
ートの償還が進展し、ベンチャー・デット・プールの返済が進展するのに伴い、集中リスクが高まる。こ
のリスクに対応するため、取引に集中制限が織り込まれる。それらの制限に抵触した場合、集中が
規定レベルを下回る水準に低下し、その結果高度に集中したプールのテール・リスクを低減させるの
に必要な超過担保が増加するまで、取引から生まれるキャッシュフローはノート保有者に振り向けら
れる。 

加速償還:一部取引ではクロージング時において、使用可能な全てのキャッシュフローが格付対象ノ
ートの償還に配分されるように仕組まれる。他方、パフォーマンスに応じてノート保有者へのキャッシ
ュフロー配分を加速するトリガーを定めた取引もある。加速償還トリガーとして知られるこれらのパフォ

ーマンス・ベースのトリガーは、通常、延滞率やデフォルト率、超過担保や集中レベルなどの予め規
定された閾値に基づいて発動される。通常、デフォルト事由の発生は加速償還トリガーである。 

法的リスク  

ベンチャー・デット証券化取引の法的リスクの分析は、本 SME 格付手法のセクション 4 の記載の内
容と同様である。ムーディーズは主に、取引のスポンサーと証券化ビークルの倒産リスクに注目する。

いずれの場合も、当該証券化取引の外部の債権者が証券化資産に対して請求権を主張する事態

 
117  詳細は、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」およびセクション 8「損失ベンチマーク」の

「理想化されたデフォルト率と期待損失率」に関する検討を参照されたい。 
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や、ABS 投資家向けに意図されたキャッシュフローが自動停止の対象となり、破産手続きの過程で
入金が遅れる事態が投資家にとってのリスクとなる。 

モニタリング 

ムーディーズはベンチャー・デット証券化取引の残高に実施する格付モニタリングにおいて、通常、
当初格付の付与に際して用いた重要な要因とほぼ同じ要因を検証する。 

モニタリングは、債務者の財務パフォーマンスを評価することから始まる。それに加えて、信用補完の
額と形態を追跡し、ローンの条件変更と延滞、取引開始時に設定された予定残高と比較した資産の
償還状況、など最初の格付プロセスで検討した主要リスクの分析を織り込む。 

パフォーマンス・トレンドがムーディーズの期待に添うものでない場合は、残り期間のキャッシュフロー
と信用補完をモデリングし、格付対象ノートごとに信用リスクを評価する 118。 

 

 
118  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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囲み 8. ベンチャー・デットの基本 

シニア有担保ターム・ローンや、不動産ローン、運転資金ローン、設備融資、設備リースなどその他のタイプのデットのプールが、
ベンチャー・デット証券化取引の裏付資産となる。それらの取引のローン債務者のほとんどが、ベンチャー・キャピタルが投資する
事業立ち上がり期にある企業である。それらの企業の業歴は浅く、収入はゼロかあるとしてもごく少ないが、ベンチャー・キャピタル
がそれらの企業を支えており高い成長が見込まれる。ほとんどの債務者の製品やサービスは開発の途上にあって未完成であり、
市場価値は未知か低い。実績のある製品を扱い、カスタマイズされたファイナンスを必要とする上場企業が債務者に含まれる場
合がある。 

裏付けとなるローンは、債務者の資産に第 1 順位または第 2 順位担保権の形での保全が付される。債務者の資産はほぼ全てロ

ーンの担保に供される。それらには、物理的機器だけでなく、製品またはサービスの開発が完了する相当前であっても他の業界
参加者にとって大きな価値のある知的財産権に設定されたポジティブ・プレッジまたはネガティブ・プレッジが含まれる。ボロワーは

ネガティブ・プレッジによって知的所有権を他に質入れすることを禁じられるが、それをライセンス供与することが認められて製品
開発が完了する前に収益を実現できる場合もある。 

他にもリスクを制限するローンの条件がある。プールの連結加重平均ローン・トゥ・バリュー（LTV）は通常 10％台の前半か半ばで、
当初のローン期間は 2 年から 5 年のレンジが多い。それらのローンは一般に 6 カ月から 12 カ月の利息のみの支払期間後、ローン
の全額が分割返済される（一部は部分分割返済、すなわちバルーン返済となる）。そのため、時間の経過と共に元本リスクが縮
小し、格付ノートの加重平均残存期間も相対的に短くなる。追加借入やその他の債務負担は厳格に制限されるが、債務者が合

意したマイルストーンに達していることを条件に追加トランシェが供与される場合がある。 

知的所有権や特許などボロワーの主要資産にレンダーが設定する担保権に加え、低い連結ローン・トゥ・バリューとローン返済の進
捗が、エクイティ投資家であるベンチャー・キャピタルとレンダーの利益を一致させるのに役立っている。なぜなら、エクイティ投資
家が利益を挙げるか、投資を回収するには当該企業にローンを完済させる必要があるためである。 

ローンの債務者はその大部分が、生命科学や IT 企業など、通常ベンチャー・キャピタルが投資を行う成長性の高い業界の企業

である。生命科学企業には、バイオテクノロジー関連製品、医薬品、診断薬、治療薬や医療機械を開発する企業が含まれる。そ
れらの製品や機械には早期から後期の試験段階にあるものや、既に米食品医薬局（FDA）の承認を取得しているものもある。IT 企

業には、個人・企業向けインターネット・サービス、クリーン・テクノロジー、通信・ネットワーク、ソフトウエア、メディア、情報サービス

を開発する企業が含まれる。 

キャッシュフローの源泉はほとんどの場合、製品売上の実現ではなく、当該企業が到達した製品開発プロセスの節目ごとに実行さ

れるベンチャー・キャピタルの後続投資となる。そのため債務返済履行能力は、一般にそれぞれのマイルストーンに到達できるか
どうかによって決まり、他の企業のパフォーマンスに左右されることはない。たとえば、生命科学分野の企業のある医薬品の試験

段階（あるいは開発の）の失敗が他セクターの企業に影響が及ぶことはほとんどないし、それが試験や開発計画が類似している類
縁疾患向け医薬品の開発を行なっている企業でない場合、同じセクターの企業にさえも影響が及ぶことは少ない。IT セクターで
は、ローンは消費者・事業者向けインターネット・サービス、クリーン・テクノロジー、通信・ネットワーク、ソフトウエア、メディアなど多
様なセクターに向けられる。これらのポートフォリオに含まれる生命科学・IT 企業債務者の研究分野は多岐にわたっており、純粋

に事業上の理由によるデフォルト相関のリスクは低いといえよう（リファイナンスに起因するデフォルト相関の問題はある）。 

しかし、リセッションというよりは、資金を供給する流動性の不足によるベンチャー・キャピタル市場の全般的な縮小を背景に、企業
が債務返済の継続に必要となる次の段階のエクイティ・ファイナンスを得られなくなることはある。このリスクはベンチャー・デット証
券化取引のローンのパフォーマンスのデフォルト相関を高める。 
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(Rating Symbols and Definitions) を参照されたい。 
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