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ストラクチャード・ファイナンス・カウン

ターパーティ・インストルメント 
に対する格付手法 
Structured Finance Counterparty 
Instrument Ratings Methodology 
本格付手法は、2021 年 7 月に発行された「カウンターパーティ・インストルメント格付

に対するムーディーズのアプローチ」に置き換わるものである。図表 2 の想定を明確に
するために、脚注を追加した。また読みやすさを向上させるために編集上の修正も加

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。 

本格付手法の対象 

本格付手法は、金利スワップ、通貨スワップ、アセット・バック・コマーシャル・ペーパー
ならびに長期証券化商品に関わる流動性ファシリティなどのストラクチャード･ファイナ
ンス・カウンターパーティ・インストルメントに適用される。 

本稿では、ストラクチャード･ファイナンス・カウンターパーティ・インストルメントの信用リ
スクを評価する際のムーディーズのアプローチを説明する。ムーディーズは通常、金

利スワップ、通貨スワップ、アセット・バック・コマーシャル・ペーパー（ABCP）ならびに長
期証券化商品に関わる流動性ファシリティなどの金融契約に、ストラクチャード･ファイ

ナンス・カウンターパーティ・インストルメント格付（CIR）を付与し、特別目的会社（SPE）

がその金融契約の下で負う債務を履行できなかったことによりカウンターパーティが被

りうるリスクを測る。 

本格付手法では特定の主体の信用の質を示唆する投入値が用いられる。参照の便

宜のため、本格付手法においてはそれらの投入値を「格付」と総称する。 

 

ムーディーズ SF ジャパン株式会社は、金融商
品取引法の下で金融庁に登録された信用格付

業者であるが、NRSRO（米国 SEC の登録を受け
た格付機関）ではない。従って、ムーディーズ

SF ジャパン株式会社の信用格付は、日本で登
録された信用格付業者の信用格付であるが、

NRSRO の信用格付ではない。 
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格付アプローチ 

本セクションでは、カウンターパーティ・インストルメントの信用リスクを評価する上でのムーディーズの
アプローチの概要を示す。これには、格付結果に影響する可能性のある定性的要因を含む。 

概要 

ムーディーズは(1)証券化取引の裏付けとなる担保資産の質および案件のストラクチャー、および(2)
証券化取引のウォーターフォールに基づく SPE からカウンターパーティへの支払優先順位、の分析

に基づいて CIR を決定する。 

また、スワップの CIR については、SPE のカウンターパーティの財務力がカウンターパーティの被りうる
期待損失に影響を与える場合がある。例えば、一部のケースでは、SPE の支払順位上、デフォルトし

たスワップ・カウンターパーティに対する支払は、カウンターパーティのデフォルト前に支払期限が到
来したスワップの約定支払いに劣後する。カウンターパーティが被りうる期待損失がカウンターパーテ

ィ自身の信用力にリンクしている場合、カウンターパーティの格付にそのリンク度の評価に基づくノッチ

調整を加味した水準を参照して CIR に上限を設ける。 

本格付手法を適用する際、格付委員会は、上記の要因に加え、各案件の特徴を考慮しつつ、

CIR の決定に関連するとみられる定性的要因を検討する。 

格付および格付トリガーへの言及について 

本格付手法において、 

1) スワップ･カウンターパーティが運用可能な破綻処理制度に服し、またスワップ契約の準拠法が

破綻時に発生する終了権を排除または中断する場合、当該主体の格付への全ての言及はそ

れのカウンターパーティ・リスク評価（CR 評価）を指すものとする 1。 

2) 上記（1）に対する例外として、スワップ･カウンターパーティが CR 評価を持たない場合、ムーディ

ーズは最適と考える代替指標を用いるが、それは例えば、当該主体のシニア無担保債務格付

（あるいはそれと同等のもの）、もしくはケースによっては預金格付（あるいはそれと同等のもの）よ

り導き出される場合がある。 

3) スワップ･カウンターパーティが運用可能な破綻処理制度に服さない、あるいはスワップ契約の

準拠法が破綻時に通常発生する終了権を排除または中断しない場合、当該主体の格付への

全ての言及はそれのシニア無担保債務格付（あるいはそれと同等のもの）を指すものとする。 

4) 保証人の格付への全ての言及は、当該主体のシニア無担保債務格付（あるいはそれと同等の

もの）を指すものとする。 

5) 案件の契約書に発行体により記載された、シニア無担保債務格付（あるいはそれと同等のもの）

を参照するスワップ契約譲渡トリガーの価値と、CR 評価に基づくスワップ契約譲渡トリガーの価

値は同等と考える。 

CIR の特徴 

ムーディーズは通常、金利スワップ契約、通貨スワップ契約、ABCP ならびに長期証券化商品に関わ
る流動性ファシリティに CIR を付与する 2。これらの契約は、RMBS、CMBS、ABS、ABCP を含む幅広

いアセットクラスの証券化取引において締結される。 

 
1  詳細については、ムーディーズのウェブサイトから入手できる「格付記号と定義」を参照されたい。 
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「格付記号と定義」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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図表 1 

単純化した取引のストラクチャー 

 
出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 

CIR の持つ一般的な特徴は次の通りである。 

a) CIR は、SPE の主たる業務から発生するリスクを緩和するため、あるいはその主たる業務をサポ

ートするために締結した契約における、SPE の債務履行能力を評価するものであり、資産の取得

あるいは他の投資目的に用いられるものではない。 

b) CIR は特定のカウンターパーティとの間で締結された特定の契約に適用される。契約条件の大

幅な変更やカウンターパーティの交代（契約更改あるいは他の方法による）が行われた場合、

CIR を取り下げる可能性がある。 

c) 他の証券化商品の格付で考慮されるオペレーショナルリスクは、CIR においても考慮される。 

d) スワップの CIR は、終了コストならびに約定支払いの両方に関係する（どちらの当事者がデフォ

ルトしたかは問わない）。 

e) SPE のカウンターパーティの財務力が CIR に影響する場合がある。例えば、一部の取引では、カ

ウンターパーティのデフォルト事由により発生したスワップの終了コストは、SPE の支払順位にお

いてスワップの約定支払いに劣後する。この問題は「カウンターパーティとのリンク」のセクション

でさらに検討する。 

f) CIR は、スワップ･カウンターパーティの交代による市場価値の減少など、時価評価の変動を理

由としてカウンターパーティが被る損失を評価するものではない。CIR が評価するのは、関連契

約における支払債務に関するカウンターパーティの期待損失のみである。 

g) 「コア」債務以外の劣後支払いについては CIR の評価対象とならない。ここで言うコア債務とは、

流動性ファシリティの元利払いとスワップ契約の約定支払いおよび終了コストである。 

h) スワップ契約や流動性ファシリティ契約における SPE の約定支払いが、格付を付与された証券

に対する支払いと同順位である場合、通常はそれらの証券に付与された格付が CIR の評価の

起点となる。 
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スワップ契約 

本セクションでは、CDS 以外のスワップ契約に CIR を付与する上でのムーディーズのアプローチを説
明する。 

ムーディーズは、2 段階の手順を踏んで金利スワップおよび通貨スワップに CIR を付与する。その際
に、同タイプの資産を裏付けとする証券の格付に関連したセクター格付手法に含まれる関連要素を

適用する場合がある。まず、カウンターパーティがデフォルトしないと想定した場合に付与される CIR
を決定する。当該 CIR は、通常、期待損失をモデル化し、それをムーディーズの理想化された期待

損失率テーブルを用いて格付に変換することで決定される 3。ただし、必ずしも期待損失をモデル化
するわけではない。期待損失をモデル化するのではなく、証券化取引の格付を決定するのに用いら

れる他の適切な格付手法を用いる場合がある 4。次に、スワップ･カウンターパーティとのリンク度を評

価し、必要に応じて CIR に上限を設定する。 

カウンターパーティがデフォルトしないと想定した場合の期待損失 

スワップ契約における SPE の支払債務と格付を付与された証券に対する支払いが同順位で、証券

償還時にスワップ契約が終了する可能性が高いと仮定する。その場合、カウンターパーティの期待

損失は通常、当該証券の期待損失と等しい。従って、CIR は通常、支払順位が等しい証券の格付と
一致する（次のセクションで述べるように、カウンターパーティとのリンクによる影響を受ける）。例外と

して、支払順位が等しい証券の格付が、関連するスワップ契約に係るカウンターパーティとのリンクの
影響を受けている場合、カウンターパーティの期待損失は通常、そのようなリンクがなかった場合に

求められたであろう当該証券の期待損失と等しくなる。 

スワップ契約における SPE の支払債務が格付を付与された証券に対する支払いと同順位ではない、
あるいは支払順位が等しい証券の償還後もスワップ契約が継続する可能性があると仮定する。その

場合、スワップ契約における SPE の債務（スワップの想定元本の決定方法を考慮し、金利変動の可
能性を想定したストレスを加える）と、SPE が利用できる想定キャッシュフロー（裏付資産の想定パフ

ォーマンスおよび利用可能なサポート・ファシリティを考慮する）を比較することにより、カウンターパー

ティの期待損失を算出する 5。 

カウンターパーティとのリンク 

ムーディーズは、デフォルトしたカウンターパーティに対し当事者間で合意された契約条項の履行を

法的に強制できると想定する。ただし、強制できないとする法令や判例法（通常、高等裁判所が出し

た判例）が存在する場合はこの限りでない。契約条項により、カウンターパーティがデフォルトした場
合の受取額がデフォルトしなかった場合に比べ小さくなる可能性がある場合、カウンターパーティの

期待損失はカウンターパーティの信用力にリンクすると想定する。例えば、 

» カウンターパーティのデフォルト後、SPE がスワップを終了することが予想され、デフォルトしたカウ

ンターパーティに支払われるスワップ終了コストが契約条件および関係する司法管轄の法律に

より、カウンターパーティのデフォルト前に支払期限が到来したスワップの約定支払いに劣後する

可能性がある場合、このような劣後の可能性によって、CIR とカウンターパーティの財務力にリン

クが生じる。また、 

» カウンターパーティのデフォルト後、SPE がスワップを終了させず、スワップの支払を中断または

劣後させる権利を有すると想定される場合 6、CIR はカウンターパーティの財務力にリンクする。 

 
3  詳細については、ムーディーズのウェブサイトから入手できる「格付記号と定義」および「損失ベンチマーク」のセクション

に記載されている「理想化されたデフォルト率及び期待損失率」の説明を参照されたい。 
4  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。 
5  その際に、同タイプの資産を裏付けとする証券に関連したセクター格付手法に含まれる関連要素を適用する場合があ

る。 
6   例えば、ISDA マスター契約のセクション 2(a)(iii)（“walkaway” 条項とも称される）による場合。 
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カウンターパーティが被りうる期待損失がカウンターパーティ自身の信用力とリンクする場合、ムーデ

ィーズは、カウンターパーティの格付にノッチ調整を加えた水準を参照して CIR に上限を設ける。カウ
ンターパーティの債務に保証が付されている場合、保証人の格付を参照して上限を設定する。調整

ノッチ数は通常+5 から-1 の範囲で、(1)カウンターパーティのデフォルト後、当該カウンターパーティが
損失を被る可能性を表す「確率アップリフト」、および(2)カウンターパーティに生じうる潜在的な損失

の度合いを表す「損失規模調整」を合計して算出する。 

確率アップリフト 

確率アップリフトは通常、次に挙げる点を考慮して決定される。 

» カウンターパーティはデフォルトする前にスワップ契約を譲渡するか? 証券化取引におけるスワッ

プ契約の大半は、カウンターパーティの格付が一定水準を下回った場合、当該カウンターパーテ

ィは別のカウンターパーティに権利及び義務を譲渡しなければならない。このような交代トリガーが

あればカウンターパーティがデフォルト後に損失を被る可能性は低下する。交代トリガーを織り込

むためのアップリフトのノッチ数（通常、最大 2 ノッチ）は、キャッシュフロー型証券化商品における

カウンターパーティ・リスクを評価するためのクロス・セクター格付手法に従って決定する 7。 

» カウンターパーティのデフォルト時にスワップ契約が当該カウンターパーティにとってアウト・オブ・
ザ・マネー（OTM）になると仮定した場合、どうなるか? カウンターパーティのデフォルト時にスワップ

が当該カウンターパーティにとって OTM となる可能性がある場合、カウンターパーティは市場金

利に基づく支払いを受ける権利を持たない可能性があるため、1 ノッチの確率アップリフトが適用さ

れる。カウンターパーティ（または保証人）の格付が A3 以上であれば、ムーディーズは一般に、ス

ワップが現時点でカウンターパーティにとってイン・ザ・マネーとなっていても、このアップリフトを適

用する。 

» カウンターパーティとのリンクを生じさせる契約条項が法的強制力を持たないと仮定した場合、ど
うなるか? 当該司法管轄の裁判所がカウンターパーティとのリンクを生じさせる契約条項の強制

を否決する可能性が高い場合、ムーディーズは通常、1 ノッチの確率アップリフトを適用する。この

ような契約条項には、例えば、デフォルトしたカウンターパーティへの支払を劣後させたり、SPE が

デフォルトしたカウンターパーティへの支払を中断することを可能にする契約条項が含まれる。 

*  この表は交代トリガーの設定水準を A3 以上と想定している。交代トリガーが A3 未満に設定される場合、あるいはその他の理由で証

券化商品のカウンターパーティ・リスクを評価するクロス・セクター格付手法で説明された 2 ノッチのアップリフトにつながらない場合、確

率アップリフト幅は縮小される。 

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 

 
7 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クロス・セクター格付手法を参照されたい。 

図表 2 

確率アップリフトの評価* 

交代トリガーはあるか OTM アップリフト 
リンク条項が法的強制力を 
持たない可能性があるか 確率アップリフト 

Yes Yes Yes +4 

Yes Yes No +3 

Yes No Yes +3 

Yes No No +2 

No Yes Yes +2 

No Yes No +1 

No No Yes +1 

No No No 0 
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損失規模調整 

損失規模調整は通常、次に挙げる点を考慮して決定される。 

» SPE はデフォルトしたスワップを終了させないことを選択するか? スワップ終了により、支払順位の

優先する終了コストの支払いが SPE に請求される可能性が高く、SPE が代替スワップ契約を締結

しないとみられる場合（例えばスワップ証拠金規制を理由として）、SPE はカウンターパーティのデ

フォルト後、デフォルトしたスワップの終了を選択しないと想定する。またこのような状況において、

SPE はスワップの約定支払を中断または劣後させるためのあらゆる契約上の権利を行使すると想

定する。通常マイナス 1 ノッチの損失規模調整を適用する。特別な契約条項を考慮して異なるノ

ッチ調整を適用する可能性がある。 

» SPE はデフォルトしたスワップを終了し、同時に代替スワップ契約を締結するか?  スワップ終了に

より、支払順位の優先する終了コストの支払が SPE に請求される可能性が高く、SPE が代替スワ

ップ契約を締結するとみられる場合、ムーディーズは SPE がスワップ契約を終了し、同時に代替

スワップ契約を締結すると想定する。この場合、契約上の終了コストの劣後部分に関連する潜在

的な損失の規模は、新たなカウンターパーティから受領する代替スワップのプレミアムが SPE の

支払ウォーターフォール外でデフォルトしたカウンターパーティに支払われるかどうかによる。代替

スワップのプレミアムが SPE のウォーターフォール外で支払われることが案件の契約文書に規定

されていれば、終了コストの劣後部分はカウンターパーティのデフォルトからスワップ終了までの期

間に発生し中断された支払の金額（未払額）に限定されると想定し、プラス 1 ノッチの損失規模

調整を適用する。あるいは、代替スワップのプレミアムが SPE のウォーターフォールを通じて支払

われる場合、マイナス 1 ノッチの損失規模調整を適用する。交代カウンターパーティから受け取る

プレミアムは発行体のウォーターフォールを通じて支払われるが、終了コストの劣後部分の金額

が終了コストとプレミアムとの差額に限定されている場合、ムーディーズはスワップ提供者とのリン

ク度を交代手数料がウォーターフォール外で支払われるケースと等しいとみなす。 

» SPE は代替スワップ契約の締結を待たずにデフォルトしたスワップを解約するか? スワップ終了によ

り、支払順位の優先する終了コストの支払が SPE に請求される可能性が高くない場合、ムーディ

ーズは SPE が代替スワップ契約のカウンターパーティが見つかるのを待たずにできるだけ速やかに

デフォルトしたスワップを解約すると予想している。この場合、契約上の終了コストの劣後部分に関

連する潜在的な損失の規模は、SPE が最終的に代替スワップ契約を締結するかどうかによる。SPE
が代替スワップ契約を締結しないとみられる場合（例えばスワップ証拠金規制を理由として 8）、終

了コスト全額が劣後すると想定し、マイナス 1 ノッチの損失規模調整を適用する。同様に、SPE が

代替スワップ契約を締結し、代替スワップのプレミアムが SPE のウォーターフォールを通じて支払

われると想定する場合、マイナス 1 ノッチの損失規模調整を適用する。しかし、SPE が代替スワップ

契約を締結することが想定され、案件の契約文書に代替スワップのプレミアムがウォーターフォー

ル外でデフォルトしたカウンターパーティに支払われると規定されている場合、損失規模調整のノッ

チ数をゼロとする。損失規模は「未払額」およびスワップ終了から代替スワップ契約締結までの期

間における既存スワップの時価評価額の変動部分に限定されると想定する。 

 
8  スワップ証拠金規制に関するムーディーズの想定は、キャッシュフロー型証券化案件のカウンターパーティ･リスクを評

価するためのクロス・セクター格付手法で説明されている。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。 



 

  

7 MARCH 31, 2022 クロス・セクター格付手法：カウンターパーティ・インストルメント格付に対するムーディーズのアプローチ 
 

STRUCTURED FINANCE 

 
 

図表 3 

スワップ・カウンターパーティとのリンクから生じる損失規模の評価 

 
* この図表は”flip”条項や”walkaway”条項のような、カウンターパーティとのリンクを生じさせる最も一般的な契約条項を取り上げている。

その他の条項は、異なる損失規模調整（本格付手法に記載されている原則に従い決定される）でのリンクを生じさせる場合がある。 

出所： ムーディーズ・インベスターズ・サービス 
 

図表 4 

スワップ CIR を付与するアプローチの例  
次のような特徴を持つ仮想スワップ契約を想定する。 

» 格付が Aaa のクラス A 証券と支払順位が等しい 

» 想定元本額がクラス A 証券の残高と連動 

» カウンターパーティのデフォルト時の終了コストの支払が契約条項に基づき劣後する 

» スワップ・カウンターパーティの格付は A2 

» 交代トリガーと関連条項により 2 ノッチのアップリフト 

» スワップ・カウンターパーティが所在する司法管轄では劣後性を規定した契約条項が確実に法

的な強制力を持つ 

» 代替スワップのプレミアムはウォーターフォールを通過する 

ムーディーズはまず、スワップ・カウンターパーティのデフォルトは発生しないと想定してスワップ・カウ

ンターパーティの期待損失を決定する。スワップの支払いはクラス A 証券と同順位であるため（か
つ、クラス A 証券の償還時に想定元本額がゼロになる）、カウンターパーティの期待損失はクラス A
証券の期待損失と等しく、Aaa の格付に相応する水準となる。 

次に、スワップ・カウンターパーティとのリンク度を評価する。カウンターパーティがデフォルトすれば、

カウンターパーティに支払われるスワップ終了コストは劣後する。すなわち、格付の上限は、カウンタ

ーパーティの格付に適切な調整を加えた水準となる。調整ノッチ数は、確率アップリフトと損失規模

調整を織り込むための調整ノッチ数の合計である。 

このケースでは、確率アップリフトが+3（交代トリガーで 2 ノッチ、カウンターパーティデフォルト時にスワ
ップがカウンターパーティにとって OTM となる可能性が高いことで 1 ノッチ - 図表 2 参照）、損失規

模調整が-1 （図表 3 参照）、これらを合計して調整ノッチ数は+2 となる。 

従って、CIR はカウンターパーティの格付プラス 2 ノッチが上限となり、付与される格付は Aa3 となる。 

仮に、カウンターパーティの期待損失（カウンターパーティのデフォルトが発生しないと想定した場合）

が Aa3 以下の格付に相応する水準であったならば、CIR はカウンターパーティとのリンクの影響を受

けない。 

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス 
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流動性ファシリティ 

本セクションでは、流動性ファシリティに CIR を付与するムーディーズのアプローチを説明する。 

流動性ファシリティと ABCP に関わる流動性ファシリティ 

流動性ファシリティは、キャッシュフローが一時的に中断した場合でも格付を付与された証券の利払
いを期日通り履行するための流動性を提供する。流動性補完額の返済は通常、ウォーターフォール

の上位に置かれる。流動性ファシリティの契約額は資産クラスによって異なり、キャッシュフローの中
断を発生させうる要因によっても異なる。しかし、いずれにせよ契約額は格付を付与された証券の総

額より小さい。  

対照的に、ABCP 流動性ファシリティはバックストップ・ファシリティとして機能し、(1)返済期日を迎える
コマーシャル・ペーパーの借り換えができない場合、および(2)資産と ABCP との返済期日にミスマッ

チが存在する場合、ABCP 投資家への返済原資として引き出すことができる。そのため、ABCP 流動
性ファシリティの契約額は通常、CP の額面および発行体の支払順位において上位に位置するコスト

を 100%カバーできる金額に設定される。 

その他の支払義務 

流動性ファシリティ契約では多様な契約条項が規定されることが多く、それに基づいてカウンターパ
ーティが SPE に元本と利息以外の支払いを請求する可能性がある（例:グロスアップ条項、補償条項、

経費条項、追加コスト条項、等）。このような追加支払いが発生する可能性やその金額を予想するこ

とは難しい。こうした支払いが流動性補完額の元利払いと最低でも同順位にあると仮定する。その場
合、ムーディーズは流動性ファシリティに係る期待損失を評価することができず、そのため CIR を付

与することもできない可能性がある。しかし、そのような支払いが流動性補完額の元利払いより劣後
する場合は、それらを格付分析の対象から除外し、流動性ファシリティに CIR を付与することが可能

である。 

期待損失の算出 9 

SPE の流動性ファシリティに係る債務と長期格付を付与された証券の支払順位が等しければ、CIR
は一般に証券の格付と一致する。しかし、この法則が常にあてはまるとは限らない。例えば、クロージ

ング時点で流動性ファシリティに係る債務と大半のシニア証券の支払順位が等しかったとしても、シ
ニア証券の大部分が償還された後にファシリティから資金を引き出し、他の証券の支払いに充当す

ることができる場合、CIR は証券の格付を下回る可能性がある。 

流動性ファシリティの CIR が支払順位の等しい証券の長期格付と一致しない場合、ムーディーズは
確率分布を用いて期待損失をモデル化する。通常は、ABSROMTM のような包括的キャッシュフロー・

モデルを用いて、案件のキャッシュフローと関連する負債構造をモデル化する。本モデルを用いて各

証券の期待損失、加重平均期間（WAL）、デフォルト確率等のアウトプットを含む一連の損失シナリオ

を作成する。 

具体的には、アセットの各デフォルトシナリオの発生確率で、損失を加重平均することによって流動

性ファシリティにおいて発生し得る期待損失を算出する（その際に関連する支払順位を考慮する） 10。 

ここでは、流動性ファシリティに係る損失率は、契約額に対する、未払額（元本および利息）の現在
価値の割合として表される。流動性ファシリティ契約額のアモチ効果を捕捉するため、契約額の減

少は全て返済されたものとして扱う。また、契約額の未使用部分はファシリティからの引き出しが不

可能になった時点で全額返済されたと想定する。 

 
9  詳細については、ムーディーズのウェブサイトから入手できる「格付記号と定義」および「損失ベンチマーク」のセクション

に記載されている「理想化されたデフォルト率及び期待損失率」の説明を参照されたい。 
10  この点について、同タイプの資産を裏付けとする証券に関連した格付手法に含まれる関連要素を適用する場合がある。 
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可能であれば、資金の引き出しの有無、時期および金額の評価をモデルに織り込む。しかし、引き出

しが行われる可能性が容易に予想できない状況（市場の混乱など）によって左右される場合は通常、
100%の確率で全額が引き出されると想定する。例えば、ABCP 流動性ファシリティの CIR を決定する

際に、ムーディーズは通常、ABCP の発行による調達の代わりに流動性ファシリティによって取引に直

接資金が提供されたものとして、流動性ファシリティから既に全額が引き出されたと想定する。 

流動性ファシリティの期待損失を CIR に変換するには、ファシリティの WAL を決定する必要がある。

ファシリティからの引き出しが行われる可能性を 100%と想定した場合は通常、ファシリティがサポー
トを提供する、格付を付与された証券と同様の方法で WAL をモデル化する。そうでない場合、流動

性ファシリティの WAL は裏付資産の WAL と等しいと想定し、リボルビング期間がある場合は、それらを

全て考慮する。ただし、特定のクラスの証券の支払いのみに資金を引き出すことが可能であり、返済
額の支払順位が当該クラスの証券と等しい場合は、ファシリティの WAL は当該証券の WAL と等し

いと想定する。 

損失ベンチマーク 

カウンターパーティが被る期待損失を（カウンターパーティとのリンクによる格付上限を適用する前の）
CIR にマッピングするにあたり、裏付資産に適用される期待損失ベンチマークのアプローチを採用す

る。各裏付資産に適用される損失ベンチマークのアプローチについては、CIR の根拠となる証券化取

引の裏付資産に関する格付手法を参照されたい。 

例えば、住宅ローンあるいは商業不動産ローンを裏付資産とするカウンターパーティ・インストルメント

の場合、標準アシンメトリック・レンジを用いた理想化された期待損失率テーブル 11を参照する損失
ベンチマークを選択する。標準アシンメトリック・レンジにおいて、特定の格付カテゴリーに対応する損

失の下限は、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格付カテゴリーの理想
化された期待損失率の間でそれぞれ 80 対 20 のウエイト付けをした対数スケールの加重平均として

計算される。新規格付と格上げでは、特定の格付カテゴリーに対応する損失の上限は、当該格付カ

テゴリーの理想化された期待損失率と 1 ノッチ下の格付カテゴリーの理想化された期待損失率の間
で、それぞれ 80 対 20 のウエイト付けをした対数スケールの加重平均として計算される。格下げ方

向の格付モニタリングでは、損失の上限はそれぞれ 50 対 50 のウエイト付けをした対数スケールの
加重平均として計算される。すなわち、格付カテゴリーR の評価に適用するベンチマークの損失境界

は次の数式で得られる。 

 
11  詳細については、ムーディーズのウェブサイトから入手できる「格付記号と定義」に記載されている「理想化されたデフォ

ルト率及び期待損失率」の説明を参照されたい。 
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図表 5 

 

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。 

» 現行格付上限損失 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

率の上限値を意味し、格付 R の期待損失率レンジには格付上限損失 R を含めない。 

» R-1 は、R の 1 ノッチ上の格付を意味する。 

» R+1 は、R の 1 ノッチ下の格付を意味する。 

» Aaa の格付下限は 0％で、C の上限損失は 100％である。これらは数式を用いず得られる。 

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

モニタリング 

本セクションでは、CIR のモニタリングにおけるムーディーズのアプローチを説明する。 

CIR のモニタリングには、本格付手法の主要な要素を適用する。具体的には、CIR の期待損失を、広
範な取引の具体的なパフォーマンス情報が含まれた、サービサーまたはトラスティのレポートに基づ

いて検討する。ムーディーズは通常、こうしたレポートを定期的に受け取る。 

カウンターパーティとリンクがある CIR については、カウンターパーティの格付とノッチ調整も考慮する。

例えば、カウンターパーティのスワップ譲渡の義務についてモニタリングする。この義務の不履行は、
カウンターパーティが損失を被る可能性が当初予想より高くなることを意味し、CIR の格下げにつなが

る可能性がある。 

取引の特徴に大きな変化が生じ、CIR および変化後の状態をより詳細に再検討する必要がある場

合には、レビューのプロセスで検討する 12。 

 
12  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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ムーディーズの関連出版物 

クロス･セクター格付手法は通常、セクター格付手法と併せて適用されるが、一部の状況では信用格

付を付与するベースとなることがある。セクター格付手法およびクロス・セクター格付手法のリストにつ

いては、ムーディーズのウェブサイトを参照されたい。 

信用格付のヒストリカルな信頼性と予測能力をまとめたデータは、ムーディーズのウェブサイトに掲載

されている。 

ムーディーズの理想化されたデフォルト率および期待損失率等に関する詳細については、「格付記

号と定義」を参照されたい。 

 



 

  

12 MARCH 31, 2022 クロス・セクター格付手法：カウンターパーティ・インストルメント格付に対するムーディーズのアプローチ 
 

STRUCTURED FINANCE 

 
 

ムーディーズ SF ジャパン株式会社 

〒105-6220 

東京都港区愛宕 2 丁目 5-1 

愛宕グリーンヒルズ MORI タワー 20F 

 

 

 

 

Report Number:  1316430 (Japanese)  
1316425 (English) 

  

 

© 2022 年 Moody's Corporation、Moody's Investors Service, Inc.、Moody's Analytics, Inc. 並びに（又は）これらの者のライセンサー及び関連会社（以下総称 して「ムーディーズ」といいます。）。無断

複写・転載を禁じます。 

ムーディーズの信用格付を行う関連会社により付与される信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の相対的な将来の信用リスクについての、ムーディーズの現時点での
意見です。ムーディーズの資料、製品、サービス及び公開情報（以下総称して「刊行物」といいます。）は、ムーディーズの現時点における意見を含むことがあります。ムーディーズは、信用

リスクを、事業体が契約における財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由又は経済的損害（インペアメント）が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失
と定義しています。ムーディーズの信用格付において言及された、契約における財務上の義務の類型に関する情報については、ムーディーズの刊行物である該当する「格付記号と定義」を

ご参照ください。信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。信用格付、非信用評価（以下「評価」といいます。）及
びムーディーズの刊行物に含まれているその他の意見は、現在又は過去の事実を示すものではありません。ムーディーズの刊行物はまた、定量的モデルに基づく信用リスクの評価及び

Moody's Analytics, Inc.及び/又はその関連会社が公表する関連意見又は解説を含むことがあります。ムーディーズの信用格付、評価、その他の意見及び刊行物は、投資又は財務に関する
助言を構成又は提供するものではありません。ムーディーズの信用格付、評価、その他の意見及び刊行物は特定の証券の購入、売却又は保有を推奨するものではありません。ムーディ

ーズの信用格付、評価、その他の意見及び刊行物は、特定の投資家にとっての投資の適切性について論評するものではありません。ムーディーズは、各投資家が、相当の注意をもって、
購入、保有又は売却を検討する各証券について投資家自身で研究・評価するという期待及び理解の下で、信用格付を付与し、評価を行い、その他の意見を述べ、自社の刊行物を発行し

ます。 

ムーディーズの信用格付、評価、その他の意見及び刊行物は、個人投資家の利用を意図しておらず、個人投資家が投資判断を行う際にムーディーズの信用格付、評価、その他の意見又

は刊行物を利用することは、慎重を欠く不適切な行為です。もし、疑問がある場合には、ご自身のフィナンシャル・アドバイザーその他の専門家にご相談することを推奨します。 

ここに記載する情報はすべて、著作権法を含む法律により保護されており、いかなる者も、いかなる形式若しくは方法又は手段によっても、全部か一部かを問わずこれらの情報を、ムーデ
ィーズの事前の書面による同意なく、複製その他の方法により再製、リパッケージ、転送、譲渡、頒布、配布又は転売することはできず、また、これらの目的で再使用するために保管するこ

とはできません。 

ムーディーズの信用格付、評価、その他の意見及び刊行物は、規制目的で定義される指標（ベンチマーク）としてのいかなる者による使用も意図しておらず、これらが指標（ベンチマーク）と

見なされる結果を生じるおそれのあるいかなる方法によっても使用してはならないものとします。 

ここに記載する情報は、すべてムーディーズが正確かつ信頼しうると考える情報源から入手したものです。しかし、人的及び機械的誤りが存在する可能性並びにその他の事情により、ムー
ディーズはこれらの情報をいかなる種類の保証も付すことなく「現状有姿」で提供しています。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源

がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであること（独立した第三者がこの情報源に該当する場合もあります）を確保するため、すべての必要な措置を講じています。しかし、ム

ーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で又は自社の刊行物の作成に際して受領した情報の正確性及び有効性について常に独自に確認することはできません。 

法律が許容する範囲において、ムーディーズ及びその取締役、役職員、代理人、代表者、ライセンサー及びサプライヤーは、いかなる者又は法人に対しても、ここに記載する情報又は当該

情報の使用若しくは使用が不可能であることに起因又は関連するあらゆる間接的、特別の、派生的又は付随的な損失又は損害に対して、ムーディーズ又はその取締役、役職員、代理人、
代表者、ライセンサー又はサプライヤーのいずれかが事前に当該損失又は損害（(a)現在若しくは将来の利益の喪失、又は(b)関連する金融商品が、ムーディーズが付与する特定の信用格

付の対象ではない場合に生じるあらゆる損失若しくは損害を含むがこれに限定されない）の可能性について助言を受けていた場合においても、責任を負いません。 

法律が許容する範囲において、ムーディーズ及びその取締役、役職員、代理人、代表者、ライセンサー及びサプライヤーは、ここに記載する情報又は当該情報の使用若しくは使用が不可
能であることに起因又は関連していかなる者又は法人に生じたいかなる直接的又は補償的損失又は損害に対しても、それらがムーディーズ又はその取締役、役職員、代理人、代表者、ラ

イセンサー若しくはサプライヤーのうちいずれかの側の過失によるもの（但し、詐欺、故意による違反行為、又は、疑義を避けるために付言すると法により排除し得ない、その他の種類の責

任を除く）、あるいはそれらの者の支配力の範囲内外における偶発事象によるものである場合を含め、責任を負いません。 

ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、信用格付、評価、その他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性又は特定の目的への適合性について、（明示的、黙示的

を問わず）いかなる保証も行っていません。 

Moody's Corporation（以下「MCO」といいます。）が全額出資する信用格付会社である Moody's Investors Service, Inc.は、同社が格付を行っている負債証券（社債、地方債、債券、手形及び CP
を含みます）及び優先株式の発行者の大部分が、Moody's Investors Service, Inc.が行う信用格付意見・サービスに対して、信用格付の付与に先立ち、1,000 ドルから約 500 万ドルの手数料を
Moody's Investors Service, Inc.に支払うことに同意していることを、ここに開示します。また、MCO 及び Moody's Investors Service は、Moody's Investors Service の信用格付及び信用格付過程の独

立性を確保するための方針と手続を整備しています。MCO の取締役と格付対象会社との間、及び、Moody's Investors Service から信用格付を付与され、かつ MCO の株式の 5%以上を保有
していることを SEC に公式に報告している会社間に存在し得る特定の利害関係に関する情報は、ムーディーズのウェブサイト www.moodys.com 上に"Investor Relations-Corporate Governance-
Director and Shareholder Affiliation Policy"という表題で毎年、掲載されます。 

オーストラリア専用の追加条項：この文書のオーストラリアでの発行は、ムーディーズの関連会社である Moody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657（オーストラリア金融サービス
認可番号 336969）及び（又は）Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972（オーストラリア金融サービス認可番号 383569）（該当する者）のオーストラリア金融サービス認可に基づき

行われます。この文書は 2001 年会社法第 761G 条の定める意味の範囲内における「ホールセール顧客」のみへの提供を意図したものです。オーストラリア国内からこの文書に継続的にア
クセスした場合、貴殿は、ムーディーズに対して、貴殿が「ホールセール顧客」であること又は「ホールセール顧客」の代表者としてこの文書にアクセスしていること、及び、貴殿又は貴殿が

代表する法人が、直接又は間接的に、この文書又はその内容を 2001 年会社法第 761G 条の定める意味の範囲内における「リテール顧客」に配布しないことを表明したことになります。ム
ーディーズの信用格付は、発行者の債務の信用力についての意見であり、発行者のエクイティ証券又は個人投資家が取得可能なその他の形式の証券について意見を述べるものではあ

りません。 

日本専用の追加条項：ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「MJKK」といいます。）は、ムーディーズ・グループ・ジャパン合同会社（MCO の完全子会社である Moody's Overseas Holdings Inc.
の完全子会社）の完全子会社である信用格付会社です。また、ムーディーズ SF ジャパン株式会社（以下「MSFJ」といいます。）は、MJKK の完全子会社である信用格付会社です。MSFJ は、全
米で認知された統計的格付機関（以下「NRSRO」といいます。）ではありません。したがって、MSFJ の信用格付は、NRSRO ではない者により付与された「NRSRO ではない信用格付」であり、そ

れゆえ、MSFJ の信用格付の対象となる債務は、米国法の下で一定の取扱を受けるための要件を満たしていません。MJKK 及び MSFJ は日本の金融庁に登録された信用格付業者であり、

登録番号はそれぞれ金融庁長官（格付）第 2 号及び第 3 号です。 

MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）は、同社が格付を行っている負債証券（社債、地方債、債券、手形及び CP を含みます。）及び優先株式の発行者の大部分が、MJKK 又は MSFJ（のうち該

当する方）が行う信用格付意見・サービスに対して、信用格付の付与に先立ち、10 万 0,000 円から約 5 億 5,000 万円の手数料を MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）に支払うことに同意し

ていることを、ここに開示します。 

MJKK 及び MSFJ は、日本の規制上の要請を満たすための方針及び手続も整備しています。 

 

http://www.moodys.com/

	本格付手法の対象
	格付アプローチ
	概要
	格付および格付トリガーへの言及について
	CIRの特徴

	スワップ契約
	カウンターパーティがデフォルトしないと想定した場合の期待損失
	カウンターパーティとのリンク
	確率アップリフト
	損失規模調整
	図表 3


	流動性ファシリティ
	流動性ファシリティとABCPに関わる流動性ファシリティ
	その他の支払義務
	期待損失の算出8F
	損失ベンチマーク

	モニタリング
	ムーディーズの関連出版物

