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本格付手法は 2021 年 3 月に発行された「証券化商品のデータ・クォリティー評価に
対するグローバル・アプローチ」に置き換わるものである。付録 2、3 で、米国の住宅ロ
ーン担保証券(RMBS)案件における第三者レポートおよび表明保証を評価する際の
ムーディーズのアプローチを明確にした。また、従前に付録 4 として記載してた EMEA
およびアジア太平洋地域の RMBS 案件のオリジネーター評価におけるムーディーズ
のアプローチの説明を、セクター格付手法である「MILAN の枠組みを利用した RMBS
に対する格付手法」へと移管した。このほかに軽微な編集上の修正も加えた。これら
の修正は本格付手法の本質的なアプローチに影響を与えるものではない。
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このクロス・セクター格付手法は、証券化案件においてデータのクォリティーを評価す
るに当たってムーディーズがグローバルに採用するアプローチを解説するものである。
新規の証券化案件に対する格付分析では、裏付資産の特徴の評価が重要な要素と
なる 1。ムーディーズは、オリジネーターなど案件当事者が提供するデータを用いて、
裏付資産の特徴を評価する 2。そのためムーディーズの評価は、データとそのデータ
の収集に用いたプロセスがどの程度正確にアセットの特徴を代表するかによって決ま
る。それは、ムーディーズの格付分析が提供されたデータ 3の「クォリティー」に一部左
右されることを意味する。
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案件分析のためムーディーズに提供されたデータは正確、完全、最新であると想定さ
れる場合であっても、データ・クォリティーを確認する追加のステップを取る場合がある。
そのようなケースでは、案件に関し通常次の 4 つの特徴が検討される。
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ムーディーズ SF ジャパン株式会社は、金融商品取引法
の下で金融庁に登録された信用格付業者であるが、
NRSRO（米国 SEC の登録を受けた格付機関）ではない。
従って、ムーディーズ SF ジャパン株式会社の信用格付
は、日本で登録された信用格付業者の信用格付である
が、NRSRO の信用格付ではない。

1

ムーディーズは、アセットの特徴を評価するため、(i)ポートフォリオまたはローン・レベルのデータおよび(ii)
過去のパフォーマンス・データの主に 2 種類のデータを受領する。証券化案件を格付するための裏付資
産データの要件はセクターによって異なり、通常、アセット・タイプごとのムーディーズの格付手法で説明し
ている。モニタリングの過程でデータのクォリティーをさらに検討する必要がある場合も、通常、本格付手
法で述べる 4 つの要素を検討する。

2

たとえば、受託者または担保マネージャー。

3

本格付手法は、ローンの品質そのもの、すなわち信用力ではなく、ローンに関連するデータの品質に焦点
を当てていることに留意いただきたい。ローンの品質が案件のパフォーマンスにとって重要でムーディーズ
の分析に不可欠なことはいうまでもない。ローンの品質の評価に用いるアプローチは具体的なアセット・タ
イプごとにムーディーズの格付手法で説明されている。セクター別格付手法およびクロス・セクター格付手
法はムーディーズのウェブサイトから入手できる。
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STRUCTURED FINANCE

1.

オリジネーターと投資家の利害の一致、すなわち、高品質のデータを提供するオリジネーターに
とってのインセンティブ

2.

オリジネーターの方針と手続き

3.

利害関係を持たない第三者がどの程度、当該データをレビューしているか

4.

データ・クォリティーを支える表明保証の存在、および/またはその厳格さの程度

ムーディーズは、信頼できるソースから十分な情報を取得しその情報が上記の 4 つの特徴に照らし
て最低限の信頼性の基準を満たしている場合にのみ、案件を格付する。その最低限の基準はムー
ディーズが分析に用いるデータのタイプによって異なる。通常、データ・クォリティーが上述の 4 つの
側面を充足している場合にのみ最低限の基準が達成される。ただし、1 つの要素の強みは他の要素
の弱みを相殺しうる。たとえば、監査済み財務諸表を利用できる場合、データ・クォリティーに関して
さらに他の指標を考慮する必要性はより限定されると判断される場合がある。
最低レベルに達している場合であっても、データ・クォリティーに懸念があれば、証券に付与する格付
が制約を受けるか、そのような懸念がない場合に必要とされるレベルを上回る信用補完が必要にな
ると判断されることがある。
個別案件ごとに、データ・クォリティーを検討する必要性と、上述の 4 つの各要素に用いるウエイトの
判定には、アセット・タイプ、提供されたデータのタイプ 4、提案されたストラクチャー、案件参加者の
信用力、準拠する法管轄域の法令、規制要件、地場市場の慣行など、数多くの要因が関わる。数
多くの要因が関わるため、1 つの要因の弱さが常に同じ結果をもたらす訳ではない。たとえば、全ての
データが信頼できる第三者によるレビューを受けている案件においては、強力な表明保証が必要に
なる状況は限られる。またオリジネーターが当局の有効な規制を受ける場合には、ビジネス・モデル
に関する分析の重要性はある程度低下するかもしれない。データのクォリティーに懸念が生じた場合、
ムーディーズは格付委員会でそれを議論し、案件に格付を付与できるかどうか、あるいはそれが格
付にどのように影響を与えるかを判定する 5。
本格付手法の本文は、信用分析の過程でデータのクォリティーを考慮する際にムーディーズが採用
する一般的なアプローチを紹介している。一部のアセット・クラスと地域については、第三者のレポート
や表明保証をレビューする際のより詳しい分析事項が、付録またはムーディーズのウェブサイトから
入手できる他のレポートに記載されている。

利害の一致がデータ・クォリティーを向上させる
オリジネーターに高品質のデータを提供しようとするインセンティブがあり、低品質のデータを提供す
ることに大きなリスクがあれば、オリジネーターが高品質のデータを提供する可能性は高まる。そのた
め、ムーディーズはオリジネーターのモチベーションに影響する要因を考慮する。それらは、(i)オリジ
ネーターのビジネス・モデル、(ii)案件のエコノミクス、(iii)案件の契約関連書類に盛り込まれた表明保
証などである。
オリジネーターの事業戦略は良質なデータを提供しようとするモチベーションに影響を与える。ムー
ディーズは、全体的なビジネス戦略および財務資源に照らしたオリジネーターにとっての証券化案件
の重要性を考慮する。通常、データのクォリティーが高い案件は、アセットのパフォーマンスに関して
ネガティブな「サプライズ」を発生する確率はそれだけ低くなる。データのクォリティーに関わる問題を
発生させる案件は、オリジネーターがその後、新規に案件を発行する能力に悪影響を与えることが
ある。

本件は信用格付付与の公表で
はありません。文中にて言及され
ている信用格付については、
ムーディーズのウェブサイト
(www.moodys.com)の発行体の
ページの Ratings タブで、最新の
格付付与に関する情報および
格付推移をご参照ください。
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オリジネーターが同種あるいは類似のアセットをどの程度継続的に保有し続けるかを理解するには、
オリジネーターのビジネス・モデル（オリジネート・アンド・ホールド・モデルかオリジネート・アンド・ディスト
4

たとえば、提供されたデータが監査済み財務諸表、企業格付またはその他の第三者の評価レポートで構成される場合、デ
ータ品質の検討の必要性が限定される可能性がある。

5

本格付手法で解説するデータ品質の分析手法は証券化案件の評価に有用である。しかしそれだけで、事実と異なるデー
タの提供やオリジネーターまたは第三者による詐欺行為の可能性を根絶できるものではない。
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リビュート・モデルか）も重要な考慮事項となる。継続的にリスク・エクスポージャーを保有し、かつ証
券化ポートフォリオを無作為に抽出するビジネス・モデルは、内部目的と外部目的（規制当局および
中央銀行向けの報告目的を含む）の両方から、正確なデータを取りまとめようとするオリジネーター
のインセンティブを高める。
案件の取引期間全体を通じた利害の一致はオリジネーターにインセンティブを与える。オリジネータ
ーが案件取引期間を通じて、リスク保持ルール 6が要求する持分を保持するならば、最初からアセッ
ト・データを高品質に保とうとするオリジネーターのインセンティブは高まる。オリジネーターが証券化
直後あるいは案件取引期間の早期に案件から利益の大半を実現できるなら、データの精度向上に
資源を割こうとするオリジネーターのインセンティブはそれだけ弱まる。データ精度の欠陥が露呈する
のは、案件取引期間が終りに近づいて、オリジネーターの残存持分がほとんどなくなった時点になる
からである。
表明保証の内容が厳格であればそれだけ、ローン・レベル・データあるいはポートフォリオ・データの
信頼性を向上させようとするオリジネーターにとってのインセンティブが高まる。表明保証がオリジネ
ーターに正確なデータを提供しようとするインセンティブを与えるのは、通常、ポートフォリオの存続期
間の後半に抵触を是正する必要が生じるからである。そのためムーディーズは、オリジネーターのモ
チベーションと投資家との利害の一致を考慮するに当たって表明保証の分析（本格付手法の後段
で詳述）を織り込む。

オリジネーターの能力とインフラがデータのクォリティーを決定する
ムーディーズは、特定の案件のデータ・クォリティーを検討するために、通常、オリジネーターの実務
慣行と手続きを分析する。この分析では、(i)オリジネーションの手続きと方針、(ii)オリジネーターの財
務とテクノロジーの安定性に焦点を当てる。
ムーディーズは、オリジネーターの与信基準と記録保存手続きを考慮する。高い与信ガイドライン 7と
明文化された与信手続きは、ローン・オリジネーション時点で取得した情報が高品質で、証券化のた
めに提出されたデータが高水準であることの証拠となりうる。ムーディーズは、オリジネーターの記録
保存とファイル管理の能力と慣行を分析することによって、プールに含まれるアセットが案件の適格
基準をどの程度満たすかを判断する場合がある。信用リスク管理の能力と慣行も、オリジネーターが
迅速にパフォーマンスの動向の異常を探知し、与信ガイドラインを調整する可能性に影響を与える。
複数のセラーが存在する案件については、定められた与信ガイドラインの遵守を保証する内部統制
の体制とプロセスがどの程度備わっているかを分析する場合がある。
オリジネーターの財務の安定性とテクノロジーに係わる能力はデータ・クォリティーを決定する重要な
要因となる。財務資源が潤沢なオリジネーターは資源を適切で十分なデータ管理に振り向け、オリジ
ネーションとリスク管理の堅牢なシステムを保証するテクノロジーに投資できる立場にある。またそれ
らのオリジネーターは表明保証に抵触したローンの買い戻しに対する信用力も備えている。
オリジネーターのテクノロジー能力の検証作業として、プロセスの管理と向上に用いられるシステムに
ついて質問を行なう。たとえば、クロージング後に新規アセットの追加が認められる案件では、不安定
なテクノロジーが、当初のプールのアセットと性格を異にするアセットの追加を許すことがある。
同タイプのアセットの過去のパフォーマンスがデータ・クォリティーのレベルを示唆する場合があるので、
データ・クォリティーの検討では過去のパフォーマンスを分析して、ムーディーズが当該セクターに期
待する水準にそれが一致するかどうかをみる。それがムーディーズの期待に満たない場合は、報告
されたアセットの特性が間違っているか、アセットの特性には反映されないその他のオリジネーター固
有の要因（オリジネーションまたは・クォリティー管理面の弱点など）を示唆している可能性がある。さ

3

FEBRUARY 18, 2022

6

たとえば、欧州資本要求指令(CRD)第 122a 条。

7

オリジネーターがローン申請を処理するのに要する情報の量とタイプなど。
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らにムーディーズは、オリジネーターの事業モデルまたは与信方針に変更がなかったか、それによっ
て将来のパフォーマンスが過去のデータが示唆するものとは異なってくる可能性はないかを検討する。

有能な独立第三者のレビューによるデータ・クォリティーの評価
案件のスポンサーは、第三者を雇ってデータの様々な側面を評価することがある。多くの市場では
第三者のレビューにおいて、信用分析に用いるデータの正確性を評価するために証券化前のロー
ン・レベルのレビューを実施する。一部の市場では、表明保証への抵触の執行の説明責任と透明性
を高めるため第三者による証券化後のレビューが行なわれる。地域によっては、規制の枠組みがデ
ータ報告に関して特別な要件を課しており、それが証券化案件に提供されるデータのクォリティーを
高める結果を生んでいる。
第三者のレポートのレビューでは、1)第三者の独立性の強さ、2)職務遂行における第三者の財務力と
経験、3)第三者のレビューの範囲と深さ、に注目する。
第三者の独立性の強さは重要な要因となる。ムーディーズは、データをレビューする当事者が他の
案件当事者からどの程度独立した立場にあるか、また実施されるレビューが同意された水準に達し
ない場合にその第三者が被る経済的およびそのレピュテーションへの影響を考慮する。
ムーディーズは、場合により第三者レビュアーの職務経験と財務力を検討する。第三者レビュアーの
能力は、過去のパフォーマンスおよびスタッフの経験によって示唆される。また（入手可能な場合）第
三者レビュアーの財務に関する情報は、第三者レビュアーが職務遂行に費やすことができる資金力
と十分に義務を履行できなかった場合に発生する財務リスクあるいはレピュテーション・リスクを示唆
する。
レビューの範囲と深さがアウトプットの質を決定する。レビューの範囲と深さによって、第三者レビュア
ーが i)提供されたデータが正確であること、（国・地域によって）アセットがオリジネーターの与信ガイド
ラインを満たすこと、ii)特定される例外は限定的で妥当なレベルであること、そしてⅲ）オリジネーター
は例外を記録していること、に関するレビューをどの程度実施するかが決まる。レビュー対象となるア
セットの割合およびそのレビューが提供可能な信頼水準も考慮する。
住宅ローンなど資産の市場評価が重要な変数となるアセット・タイプに関しては、第三者レビュアーが
鑑定の質とローン・ファイルの鑑定書類の整理状況を評価する範囲が最も重要となる。ローン契約が
全ての関係法を遵守しているか、ボロワーに対して執行可能かに関する第三者レビュアーの評価が
どの程度、行なわれているかも重要な考慮事項となる。

厳格な表明保証はデータ・クォリティーを高める
データ・クォリティーに関するムーディーズの考慮事項には表明保証の厳格さの分析が含まれる。分
析対象となるのは、i)表明保証の範囲、ii)表明保証への抵触を特定するメカニズム、iii)抵触事由の
是正手続き、iv)表明保証を行なう当事者の財務力である。また、証券化に関連して当事者に表明
保証の義務を課す当該国の規制上の要件がある場合、それも考慮する。
表明保証の範囲は主要特性のカバー範囲を定める。ムーディーズは、i)規制要件を念頭に表明保
証がアセットの主要特性をどの程度カバーしているか、ii)案件関連契約における抵触の定義がどの
程度厳格か、などを考慮する。
ムーディーズは、表明保証の抵触事由を特定するメカニズムを考慮する。ムーディーズは、案件へ
の抵触を特定する具体的な手続きがどの程度織り込まれているかを考慮する。第三者レビュアーが
証券化後のフォレンシック・レビューを実施する場合、当該第三者レビュアーの表明保証を提供する
者からの独立性、および抵触の可能性を探るための第三者レビュアーに課されたアセットの精査を
定めた条件の明確性と有効性を考慮する。
抵触事由が発生した際の是正手続きも考慮対象となる。ムーディーズは、案件関連契約に規定さ
れた抵触是正のガイドラインと時間枠がどの程度、曖昧さを排除した明確なものになっているかを精
4
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査する。表明保証への依存度が高い案件の場合、オリジネーターの積極的な行動なしに機能する
経済的是正措置が備わっていればプラス要因となる 8。
表明保証提供者の財務力の分析は能力を示唆する。表明保証提供者の財務力はその抵触是正
能力の指標となる。

データ・クォリティーをムーディーズの格付分析に織り込む
ムーディーズは、信頼すべきソースから十分な情報が得られた場合案件に格付を付与する。また、
最低必要とされるデータが与えられてもデータ・クォリティーに懸念がある場合は、証券に付与する
格付が制約を受けるか、高品質のデータが入手可能な場合に比べ、特定の格付を付与するために
必要な信用補完の水準が高くなる場合がある。
その懸念が裏付アセットの一部の特性に限られる場合は、それらの特性を持つポートフォリオの割合
を定性的な判断を用いて慎重に想定する。懸念が全般にわたる場合は、アセット・プール全体の評
価に定性的調整を行う。

モニタリング
本格付手法では、オリジネーション時に証券化案件を分析する際に、ムーディーズが検討するデー
タのクォリティーとその考慮事項に焦点を当てる。パフォーマンスに関する正確な情報はモニタリング
のプロセスでも不可欠であり、その意味でデータ・クォリティーは案件の全取引期間を通じて重要とな
る。オリジネーション時のデータ提供者だけではなく、案件取引期間を通じて、サービサー、担保マネ
ージャー、受託者、キャッシュ・マネージャー、他の案件当事者から正確で完全な情報を提供される
ことをムーディーズは期待する。モニタリングのプロセスでさらにデータ・クォリティーを考慮する必要
が起きた場合には、ムーディーズは上述のリストで挙げた関連要素を検討し、懸念が生じた場合には、
格付委員会（サーベイランス・レーティング・コミッティー）でその問題を議論する。そのような懸念は、
信用補完水準の引き上げ、付与格付の引き下げ、さらに、格付維持に必要な情報が不足する場合、
付与格付の取り下げに結びつく可能性がある。
ムーディーズが各要素にどのようなウエイトと重要性を付加するかは、案件タイプ、アセット・クラス、
提供されるデータのタイプ、規制要件によって変わる。

8
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たとえば、案件に何のメリットも提供しない場合、この目的あるいは超過スプレッドの蓄積のための準備金。
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付録 1:EMEA とメキシコの証券化商品とカバード・ボンドに対する TPR の評価
欧州、中東およびアフリカ(EMEA)とメキシコの証券化案件とカバード・ボンドのオリジネーターとアレン
ジャーは、格付プロセスの一環として、定期的に使用データの信頼性を検証したレポートをムーディ
ーズに提供する。通常、裏付アセット・プールから抽出したサンプルに基づいてこれらのデータのレビ
ューを実施するのは第三者レビュアーである。
この付録では、第三者レビュー(TPR)レポートをムーディーズがレビューする際に考慮する主要な事項
について詳述する。TPR はオリジネーターが提供する案件関連のローン・レベル・データの信頼性の
評価を助ける。
さらに、EMEA の住宅ローン担保証券(RMBS)、消費者向けアセット担保証券(ABS)、中小企業ローン
債権（SME）ABS、SME ローン担保証券(CLO)案件、商業用不動産担保証券(CMBS)など EMEA の
様々なアセット・クラスで用いる TPR レポートに関する主要な考慮事項について詳述する。TPR レポー
トの多くの側面は、アセット・クラスを通じて共通なので(i)まず RMBS に関する主要な考慮事項を説明
し、次に(ii)他のアセット・クラスと RMBS の間の主要な違いをまとめる。
メキシコの関連するアセット・クラスの TPR についても、同様の考慮事項が適用される。

住宅ローン担保証券
TPR には通常、ムーディーズの定量的な住宅ローン分析の基になるローン、債務者、物件の特性が
含まれる。ムーディーズは、TPR レポートに記載されたチェック項目の範囲をレビューして、実施され
たレビューの質と量がムーディーズの格付プロセスの目的上、十分かどうかを判定する。
特に、データ・チェックが、(i)紙のローン・ファイルとオリジネーターのソース・システムに含まれる情報
を比較しているか、(ii)ムーディーズの分析に関連するデータの正確性に対する信頼性を最大化する
よう配慮されているかを考慮する。TPR がムーディーズの分析で考慮する全ての事項をカバーしてい
ないケースが多々ある。格付上重要なデータが TPR レポートに含まれていない場合、格付付与に当
たって TPR に付与するウエイトを限定する。そのような場合、ムーディーズはデータ・クォリティーを検
討する追加ステップをとる。
TPR の結果がデータのクォリティーと正確性に懸念を生じさせる場合、信用分析でマイナス調整を施
す場合がある。また、レビューされていない特性やレビューの結果が十分でない特性に対しては、ポ
ートフォリオ・ベースの投入パラメータにマイナス調整を施すこともある。TPR レポートが存在せず緩和
要因がない場合、高い格付としないまたは格付を付与しないと判断することがある。TPR レポートに重
要なパラメータに関する情報がない場合、また TPR レポートによってデータ・クォリティーと正確性に
懸念が生じる場合は、格付の高さが制約されたり、格付付与に至らないことがある。
発行体またはその代理人が提供するローン・レベル情報は、通常、オリジネーターの IT システムから
引き出され、標準化されたテンプレートで提出される。TPR レポートは通常、サンプルに基づいて作成
され、生データの標準データ・フォーマットへの変換に対するチェックも含まれるため、処理過程で発
生したエラーを捕捉できるようになっている。ムーディーズは TPR が(i)ムーディーズに提供されたデ
ータと紙のオリジナル・ローン・ファイルのデータとの一致を評価しているか、(ii)最終的なレポートで発
見されたすべてのエラーについて詳細な情報を提供しているか、を考慮する。
TPR の範囲は結果の解釈と特に重要な関係がある。第三者レビュアーがエラーを発見するために十
分な手続きを考慮しているという前提には立てない。したがって、TPR の結果の妥当性の検討では、
どのようにレビューが行われたかの説明が特に注目すべき重要な項目となる。
EMEA の RMBS 案件について、ムーディーズが通常、分析に用いるデータ要素を次に挙げる。
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1.

債務者の就労形態

2.

現在のローン残高
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3.

当初のローン金額

4.

担保順位

5.

担保順位が上位のローン金額

6.

担保順位が同順位のローン金額

7.

延滞金額*

8.

延滞が発生していない月数（「支払い月数」）

9.

ローンがオリジネートされた日

10. ローンの満期日
11. ローンの返済方法
12. ローンの資金使途
13. 金利種類
14. 金利見直し日
15. 元本の支払頻度
16. 金利の支払頻度
17. 金利/マージン
18. 物件種類
19. 物件評価額
20. 物件評価日
21. 物件の使用目的
22. 物件の所在地（郵便番号）
23. 担保関連書類
24. 適切なローン契約の作成
第三者レビュアーは通常、紙ファイルに含まれない項目（2、7、8 の項目など）に関し、それらを生成
するシステムをチェックする。第三者レビュアーには、別途、通常、プール・データのレビュー項目に
含まれていないシステムの信頼性と機能をチェックすることが望まれる。ローン・レベル・データの提
供に関しては、全ての計算が適正になされ、システム内で個別ローンの返済履歴を追跡できることが
特に重要となる。
追加でカバーすべき項目はプールに含まれる住宅ローン商品によって、またそもそもデータが提供
可能かどうかによって決まる。次に挙げるリストは、一部市場にのみ関連する項目である。
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1.

債務者のマイナス評価に結びつく信用特性（英国の州裁判所の判決や個別和議、オランダの
全国信用登録機関規則(BKR)の規定などがこれに当たる。）

2.

フレキシブル・ローン金額

3.

追加貸出金

4.

追加担保の提供者

5.

追加担保の評価額

6.

モーゲージ保険の種類

7.

モーゲージ保険の提供者

8.

物件評価の種類

9.

債務者の所得
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10. 債務者の所得証明
TPR では、一部のデータ項目のマイナーな乖離は許容されるので、小さな不一致は TPR レポート内で
差異としては報告されない。物件評価日の 2、3 日の不一致や物件評価額の小さな差などがその例
である。
サンプル・サイズ
サンプル・サイズはプールに含まれるエラーの分布に関する数多くの想定に基づいて決まるため、一
定の信頼水準に達するために要求される必要サンプル・サイズの判定はデータ・チェックを実施する
独立の第三者の裁量に従ってよいとムーディーズは考えている。サンプル・サイズは通常、発行体
（またはその代理人）と TPR を実施する第三者の間の合意によって決定される。
現在の市場慣行では、チェックを必要とするサンプル・サイズは、(i)当該プールに想定されるエラー
分布の状況、(ii)プールのサイズ、(iii)目標とする信頼水準、(iv)想定されるエラー率、(v)精度限界
（想定エラー率に対する実際のエラー率の許容可能な変分）によって決められる。
最も普通に用いられるプールのエラー分布の想定は超幾何分布である。想定エラー率、精度限界、
目標信頼水準はデータをチェックする前に決定される。最も良く使われるエラー率の想定は 0%から
1%の間の水準である。
ムーディーズは通常、EMEA の RMBS 案件において、99%の信頼水準、1%の精度限界を用いてサン
プル・サイズを決定した TPR レポートを受領する。この 2 つはデータ・チェックのためのサンプル・サイ
ズを決める上で重要なパラメータとなる。
図表 1 は、ムーディーズに提出された合意された手続きレポートで観察された様々な信頼水準とサ
ンプル・サイズの組み合わせに対応する典型的なサンプル・サイズを示したものである。
図表 1

5,000 以上のアセットからなるプールの典型的なサンプル・サイズ
信頼水準/精度限界
95/5
95/1
99/1
出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス

サンプル・サイズ RMBS
50to70
290to310
430to470

結果が思わしくない場合、アセット・プールの想定を定性的に調整することができる。そのような調整
では信用リスクの想定を高めてデータの限界を考慮に入れる。たとえば、TPR が上記パラメータから
の乖離を示唆している場合、ローンの資金使途などプールの特性にマイナス調整を加える場合があ
る。
重要な情報について TPR が提供するデータが正確さを欠くことが示唆される場合、ムーディーズが(i)
高い格付を付与できなくなるか、(ii)適切な緩和要因がない限り格付を全く付与できない事態が起こ
りうる。たとえば LTV(loan-to-value)比率は EMEA の RMBS の分析における主要要素となるため、物件
評価額に関する TPR が不十分と判断された場合、付与することが可能な格付を引き下げる場合が
ある。過去提供されたクォリティーの低いプール・データを緩和するものの例として、独立した第三者
にプールの全物件の評価額を検証させ、提供された物件評価額がローン・ファイルに記載された物
件評価額を上回っていたローンを買い戻す約束をオリジネーターから取り付ける方法が考えられる。
リボルビング取引
裏付ローン・プールからの元本回収金がノートの返済に用いられず、新たな債権の購入に充てられる
リボルビング取引の場合、新たに購入された債権は当初の TPR ではカバーされない。当初の TPR が
データ・クォリティーの高さを示しており、オリジネーターが不適格ローンを買い戻す手続きが十分に
頑健な場合は、格付分析の立場からはクロージング後の定期的な追加データのチェックを行う必要
はないと判断される場合がある。そうでない場合は、付与された格付を維持するために、取引期間
中に発行体に売却された追加ローンの TPR レポートが必要になるかもしれない。同じ原則が、高頻
度で発行されるマスター・トラスト・タイプのストラクチャーなど、頻繁なリピート案件にも適用される。
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SME ローンを裏付けとする資産担保証券
EMEA の SME ABS 案件および SME CLO 案件の分析でムーディーズが重要と考える主なデータ要素
を以下に挙げる。ムーディーズは、一部の国および/または案件を除いて、レビューにおいてこれらが
重要になると考えている。
1.

ローン識別子

2.

債務者識別子

3.

債務者グループ識別子

4.

債務者の所在地

5.

債務者の離職率（あるいはそれに相当するもの）

6.

産業セクターの特定（NACE コード 9など）

7.

現在のローン残高 10

8.

オリジネーション日

9.

満期日

10. ローンの加重平均期間
11. 延滞ローン（延滞日数）
12. ローンのマージン
13. ローン金利の基準金利/種類
14. 元本の支払頻度
15. 金利の支払い頻度
16. 据え置き期間（および据え置き期間のタイプ）
17. ローンの返済方法
18. ローンの担保評価額 11
19. 担保の種類/小分類
20. 担保順位
21. 担保物件の所在地
22. 債務者の内部格付 12
23. シニア担保付き/シニア無担保ローン 13
紙ファイルに含まれていない項目（項目 7、10、11 など）については、独立した第三者が通常、それら
を生成するシステム内のデータをチェックする。
図表 2 は、ムーディーズが通常、約 1,000 から 10,000 のローンを含む SME ABS（SME 向けリースを
含む）プールおよび約 300 から 500 のローンを含む SME CLO プールに期待するおおよそのサンプ
ル・サイズを示している。
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9

それぞれのオリジネーターによって、業種特定に用いるコードが異なる場合がある。ムーディーズは NACE が望ましいと考え
るが、他のコードでも十分な場合がある。

10

ローンの商品タイプによっては、フレキシブル・ローンの金額または追加貸出額も重要になる。

11

CLO の場合、重要でない。

12

SME ABS の場合、重要でない。

13

SME ABS の場合、重要でない。
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図表 2

SME アセットからなるプールの典型的なサンプル・サイズ
信頼水準/精度限界
95/5
95/1
99/1
出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス

サンプル・サイズ SME ABS
55to60
260to295
370to470

サンプル・サイズ SMECLO
55to56
190to225
235to300

TPR 結果がムーディーズの期待に沿わない場合、精緻化されたアプローチ 14を用いた平均デフォルト
確率の決定要因となる一部の特性に保守的な想定を用いるか、不確実性の高まりを考慮してデフ
ォルト分布のボラティリティを高めることがある。

消費者向けアセットを裏付けとする資産担保証券
クレジット・カード、オートローン/リース、消費者/個人向けローンなど主に分散化した消費者向けポート
フォリオで構成されるその他の資産担保証券（消費者 ABS 案件）の格付プロセスでは、主に(i)プール
固有の情報（過去のパフォーマンス・データ、ポートフォリオの属性テーブル、銀行の内部スコアリン
グ/格付のシステムなど）と、(ii)より一般的な情報源（以前のディールをベンチマークとしたパフォーマ
ンス、マクロ経済データなど）からの情報を組み合わせて、当該証券化ポートフォリオのデフォルトある
いは損失の想定を行なう。この種のアセット・クラスは分散度が極めて高く過去のデータの分析から
情報が得られるため、分析ではローン・レベルの詳細な情報に大きく依存することはしない。とはいえ、
消費者 ABS 案件の分析では属性テーブルは重要な変数となる。ムーディーズは、過去のデータや
他の情報源ではなく属性テーブルの情報に基づいて、一部の特殊なプールのリスクを分析し投入値
をモデル化する。したがって分析全体にとってポートフォリオの属性テーブル（および裏付データ）の
正確性も重要となる。たとえば、裏付けとなる金利に重大なエラーがあった場合、案件が利用可能
な超過スプレッドとそこから生じるモデル投入値に疑問が生じる。もう一つの例は、シーズニングとそこ
から得られるデフォルト・タイミング・カーブのエラーにつながるローン・オリジネーション日の重大な間
違いである。
EMEA の分散度の高い消費者向けファイナンスおよびオートファイナンスのポートフォリオ分析におけ
る主要なデータ要素を以下に挙げる。ムーディーズは、一部の国および/または案件を除いて、デー
タのチェックにおいてこれらが重要になると考えている 15。
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1.

ローン識別子

2.

債務者識別子 16

3.

債務者の所在地

4.

債務者の就労形態 17

5.

当初のローン残高

6.

現在のローン残高 18

7.

ローン金利の基準金利/種類

8.

ローンの利率/マージン

9.

ローン・オリジネーション日

14

SME バランスシート型証券化案件の格付に対するムーディーズのアプローチについて詳しくは、ムーディーズのウェブサイト
から入手できるセクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法を参照されたい。

15

これらの要素は全て本格付手法におけるムーディーズの分析において、重要と考えられる。ローン識別子と債務者識別子
は、売却されたローンが、ポートフォリオの分析にムーディーズが用いるデータ・セット（属性テーブル）に実際に含まれている
かどうかを評価するために用いる。

16

SME または企業債務者からなるポートフォリオの場合、グループ債務者識別子も要求される。

17

最低限の情報として、個人債務者であるか、または SME/企業債務者であるかということを含む。

18

ローンの商品タイプによっては、フレキシブル・ローンの金額または追加貸出額も重要になる。
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10. ローンの満期日
11. 元本と金利の支払い頻度
12. 据え置き期間（および据え置き期間のタイプ）
13. ローンの返済タイプ（該当する場合、元本一括/満期における返済額、返済日）
14. 延滞ローン（延滞日数）
15. ローンの資金使途/小分類 19
16. 適切なローン契約の作成（署名済み借入申込書）
紙ファイルに含まれない項目（項目 6 および 14 など）については、独立した第三者が通常、それらを
生成するシステム内のデータをチェックする。システムの信頼性と機能は、通常 TPR には含まれない
ので、別途チェックされることが望ましい。
追加されるその他のフィールドは、(i)利用可能な担保、および(ii)アセットの特性によって決まる。たと
えば、ほとんどの市場でオートローン ABS には次の項目が含まれる。
17. 入手可能な車両登録関係書類
18. メーカー
19. 契約残価（該当する場合）
ポートフォリオの適格基準と、リスク分析の主要因となる案件固有のポートフォリオ特性によって、そ
の他のデータ要素が分析上重要とされ、TPR レポートに含められることがある。TPR が全ての関連す
る特性をカバーしていない場合、あるいはチェック結果が期待に沿うデータ・クォリティーを確認させ
るものでない場合、平均デフォルト率または想定期待損失の想定において追加ストレスを課すことが
ある。
サンプル・サイズとリボルビング取引においてムーディーズが考慮する事項については、「住宅ローン
担保証券」のセクションを参照されたい。

特殊な（その他の）アセット・クラスを裏付けとする資産担保証券
EMEA では、程度の差はあれ、分析にプール固有の情報（ローン・レベル・データ、過去のパフォーマ
ンス・データ、ポートフォリオの属性テーブル、銀行の内部スコアリング/格付のシステムなど）を用いる
その他のアセット・クラスが数多くある。通常、裏付プールのローンと債務者の特性を記述したポートフ
ォリオの属性テーブルの作成に用いるローン・レベル・データの正確性も重要となる。それが分析に
必要な主要データの信頼性をチェックする上で基盤となるためでる。売掛金、外国からの将来の送
金の支払受領権、無担保の不良債権、ディーラー・フロアプラン、租税先取特権、将来債権を裏付
けとする EMEA の ABS はこのカテゴリーに分類される。

商業用不動産担保証券
EMEA の CMBS に対するムーディーズの格付手法がカバーする取引タイプは多岐にわたるため、第
三者のチェックを要する情報も多様となる。それらのチェックのレベルは、特にボロワー、物件、テナ
ントのレベルでの分散度によって決まる部分が大きい。
分析の一環として、提供されたデータ・テンプレートまたは主要データ要素を導くために用いる計算に
関する TPR レポートをレビューする場合がある。それに代えて、提供された主要なデータ要素を、当
該情報の信頼性を裏付ける他の書類と直接照合する場合もある。それらの書類には、不動産鑑定
評価書、環境リスク報告書、建物状況調査報告書など最近の第三者レポートや、物件、ローン、ボロ
19
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ローン商品のタイプとは、サブプロダクトの名称を意味する。たとえば、消費者ローンを i)個人向け貸付（使途制限なし）およ
び ii)目的貸付（特定品目の購入資金を融資する販売時点の貸付）の 2 種類に分類することがある。
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ワーに対して第三者が実施したレビュー、あるいはローン契約、保証・保険などの契約関連書類が含
まれる。
EMEA の CMBS 案件について、ムーディーズが通常、分析に用いる主要なデータ要素を次に挙げる。

ボロワー・レベル
1.

債務者のタイプ

2.

債務者の所在国

ローン・レベル
3.

ローン識別子

4.

債務者識別子

5.

現在のローン残高

6.

ローンの通貨

7.

A/B ノートの分離形式

8.

オリジネーション日

9.

満期日

10. ローンの利率/マージン
11. ローンの約定弁済プロファイルと満期残高
12. 保険の付保内容
13. エスクロー勘定および準備金
14. 債務者の追加借入
15. ボロワー・レベルのウォーターフォール（A ローンと B ノートの間の元利分離など）
16. シンジケーションに関する情報（シンジケーション全体に占めるオリジネーターのシェアなど）

物件レベル
17. 物件タイプ
18. 物件所在地
19. 所有タイプ
20. 物件サイズ
21. 築年数および最近のリフォーム日
22. エネルギー効率に関する情報
23. 不動産鑑定評価の詳細（鑑定価格、鑑定日など）
24. クロス・コラテラルの詳細

集合住宅、ホテル、医療施設、学生寮について
25. 戸数/部屋数/ベッド数
26. 現行およびこれまでの収益の詳細
27. 現行およびこれまでのオペレーション・コストの詳細
28. 大規模修繕の実績および計画
29. 現行およびこれまでの稼働率の情報

12
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30. エネルギー効率に関する情報を含む物件の状況
31. 賃貸借契約の詳細（該当する場合）

テナント・レベル
32. テナント名
33. 占有面積
34. 家賃保証の内容
35. 賃貸借契約開始日
36. 賃貸借契約満了日
37. 中途解約日
38. 賃貸借契約タイプの内容
39. グロス賃料
40. ターンオーバー・レント（売上連動賃料）
41. 費用明細
42. オペレーション・コストを控除した賃料
ローンが１本あるいは少数しかない集中度の高いローン・プールについては、提供された情報をロー
ン契約関連書類や第三者レポートと比較することによりほぼ上記データ要素全部の評価を行なう。ま
たテナント・レベルの賃料収入情報については通常、TPR レポートをレビューする。賃貸借契約および
年間の総物件収支が載った債務者収支報告書は、通常、クロージング日に第三者がチェックする。
サンプル・サイズは、賃料収入の分散度と個別の賃貸借契約の数によって決まる。
裏付けとなるローン契約と物件レベルの情報が全て入手可能とはならない、分散度がより高いロー
ン・プールでは通常、ローンと物件の情報が含まれる当該プールに対する TPR レポートをレビューす
る。サンプル・サイズに関しては RMBS のセクションで説明した事項と同様の考慮がなされる。

カバード・ボンド
カバード・ボンドの格付では定期的に TPR レポートを受け取ることはしない。カバード・ボンドの発行体
の格付が低くかつ（または）発行体が規制を受けていない場合で、カバード・ボンドの格付が非常に高
い場合など、一部のケースでは分析で TPR を用いることがある。カバード・ボンド案件では債券の担保
となるローンは発行体グループがオリジネートしたもので、発行体の資産として計上され続けるのが普
通である。通常は規制と監督の対象である金融機関である発行体は、カバー・プールか否かを問わ
ず全てのローン事業に高い水準の品質管理を維持すると期待される。信用力の低下がみられる発
行体が発行するカバード・ボンドに対するムーディーズの格付は、発行体の格付に一定限度のノッチ
アップを行なう手法をとっている 20。また、カバード・ボンド案件のモデルでは、損失額のうち、担保分
析から導出される部分はその一部にとどまる。残りは、リファイナンス・リスクおよび金利と通貨のミス
マッチによって発生する市場リスクから導出される。ムーディーズは、上記要因から、TPR レポートが
大半のカバード・ボンド案件の分析に重大な影響を与えるとはみていない。

資産担保コマーシャル・ペーパー
一般的にみられる 3 つのタイプの資産担保コマーシャル・ペーパー(ABCP)のコンディットの証券化モ
デルは、長期の資産担保証券(ABS)のそれとはやや異なる。

20
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カバード・ボンドの格付に対するムーディーズのアプローチについては、ムーディーズのウェブサイトから入手できるセクター別
格付手法およびクロス・セクター格付手法を参照されたい。
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まず、シングル・セラーABCP プログラムは長期 ABS に最も近く、あるスポンサーが生成した債権を資
金調達に用いる。これらの案件では、オペレーション・レビュー、サービサー評価、TPR など、該当する
アセット・クラスを担当する格付チームと同様の手続きに従う。
次に、主に格付が付された証券を資金調達に用いる ABCP コンディットでは、それぞれの証券の格付
において、データ・クォリティーとそれとアセット・パフォーマンスの関係に対する懸念事項は含まれて
いる。ABCP の格付プロセスでは、ポートフォリオ管理、信用サポート、流動性の論点に注目して、当
該 ABCP コンディットの格付を決定する。
最後に、ABCP コンディットの大半は、銀行がスポンサーとして銀行の顧客がオリジネートした資産を
資金調達に用いるマルチセラー・プログラムである。銀行スポンサーは当該コンディットのために案件
を組成し、アドミニストレーター 21としてムーディーズに当該案件を提示する。通常、アドミニストレータ
ーは複数の職務を果たす。それらは、(i)案件の適切な組成、(ii)ABCP コンディットの資金調達のため
の案件のレビューと承認、(iii)案件のパフォーマンスのモニタリングと報告、などである。フル・サポート
案件の場合、ムーディーズのレビューはストラクチャーとオペレーションに限定される。短期格付の観
点から、コマーシャル・ペーパー(CP)の投資家は通常、格付の高いサポート提供者が存在しているこ
とから、アセットに関連するリスクは負わないことがその理由である。フル・サポート案件では、データの
正確性の問題から発生する潜在的損失は流動性ファシリティ提供者が負担する。流動性ファシリテ
ィは支払期限に残存する ABCP の元利返済に用いられる。そのため、データの信頼性は重要な格付
上の懸念事項とはならない。
デフォルト・アセットを調整した貸出基準に従って流動性ファシリティを提供するパーシャル・サポート
コンディットの場合、スポンサーが提供する情報/データを分析する際にムーディーズが考慮するいく
つかの要素がある。ムーディーズは通常、アセットのパフォーマンス・データやその他の取引の情報は
スポンサーが提出したものに依拠する。しかし、プログラム・レベルまたは案件レベルのいずれにおい
ても緩和要因（案件のサイジングあるいはプログラム全体にまたがる信用補完など）が限られている
場合、オリジネーターまたはスポンサー銀行が委託する TPR のレビューなど追加のデータ分析を実
施する。
真正売買性、適格基準の遵守、ダイリューションとコミングリングに関わるリスクは、ほとんどの場合、
流動性ファシリティでカバーされる。したがって、広い範囲に及ぶ TPR レポートに対するムーディーズ
のレビューは、CP 保有者に移転されるリスクを評価する上で重要な要素となる、現在残高および延
滞・デフォルト債権の計算方法と分類方法のエビデンスを特定することに焦点をあてる。
ムーディーズは、TPR レポートを有用な情報源とみなす。ムーディーズは、また(i)スポンサー銀行自
身のデュー・デリジェンスの範囲とその結果、(ii)オリジネーターの監査済み決算書や規制当局への
報告書の分析など、他の要因も考慮する。また、スポンサーの継続的な責任と持分に加え、オペレ
ーション、財務、レピュテーションの面での関与を重視する。

シンセティック取引
EMEA では通常、シンセティック証券化取引に TPR レポートが作成されることはない。デフォルト・ロー
ンとワークアウト・ローン 22の損失は、独立した第三者によって確認された後、案件に配分される。
損失確認プロセスの一環として、第三者は通常、損失が発生したローンが、プールに組み込まれた
時点で適格基準を充足していたかどうかをチェックする。一部の案件では、適格基準だけでなく、クロ
ージング時に提出されたローン・データに照らした主要なローン特性のチェックも行われる。適格性が
確認された後、初めて損失が案件に配分される。

14

FEBRUARY 18, 2022

21

ムーディーズは「アドミニストレーター」を、コンディットに関連する契約書類を作成する当事者が「マネージャー」「参照エージ
ェント」など様々な名称で記載している責務を果たす当事者を意味するものとして用いている。

22

担保物件が売却され、損失が実現したローン。
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このような手続きは、真正売買取引におけるプール・レベルの TPR との比較でプラス面とマイナス面
を有する。マイナス面は、案件の適格基準がローン、債務者、または物件特性に一定のフレキシビリ
ティを与えることである。損失配分プロセスの一環としての適格基準のチェックは、当初の格付分析
においてムーディーズに提供されたデータがローン・ファイルのデータを正確に反映していることを確
認しているものではない。一方、プラス面は、当初のポートフォリオのサンプルでなく、損失に結びつく
全てのローンがチェックされることである。
実際のデータを、IT システムから抽出されクロージング時にムーディーズに提供されたデータとロー
ン・レベルベースで比較する損失確認プロセスは、データの信頼性を向上させるという意味で、EMEA
のシンセティック RMBS やシンセティック SME ABS 案件の格付分析に貢献する。

オリジネーターの融資基準に対する第三者レビュー
各国の金融サービス監督機関がローンとリースのオリジネーターに規制を課しており、ムーディーズは
EMEA 地域の主要市場におけるローン・オリジネーション基準と手続きの質に信頼を置く。
ただし、とりわけ下記に挙げる状況がある場合、融資プロセスに対する第三者のより詳細な分析を要
求することがある。
i)

オリジネーションのプロセスが規制を受けていない。

ii)

オリジネーション後、ローン・ポートフォリオの証券化がオリジネーターから他の当事者に譲渡され
ている。

iii) ムーディーズがオリジネーター評価に用いるアプローチに含まれる検証事項の一部に関して懸
念がある。
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付録 2:米国の RMBS 案件における TPR の評価
TPR の有効性は、(a)TPR 実施会社とそのスタッフの独立性および能力、(b)サンプルの規模とサンプリ
ング手法、(c)調査の範囲、によって決まる。
TPR 事業者の独立性と能力
ムーディーズは、TPR 実施会社の有効性をその独立性と能力に基づいて評価する。TPR 事業者は
通常、独立性を証明するために、調査の範囲を狭めたり、独立した調査の実施を阻害したりするよう
な、案件当事者からのいかなる強制もない旨の証明書を提出する。TPR 実施会社とその人材がロー
ン債権のオリジネーター、引受会社、表明保証提供者、スポンサーなどから独立しており、それらと
直接的利害関係が無ければ、それだけ TPR の結果の中立性が高まる。
ムーディーズは、人材の経験と作業成果物の質に基づいて事業者の能力を評価する。そこでは、調
査を実施するために雇うアンダーライターや鑑定人の経験に関して最低限の基準を TPR 実施会社
が設定しているかどうかを考慮する。たとえば、アンダーライターの経験の分野や深さ、その年数は、
調査対象のローン商品の複雑性に相応するものでなければならない。極めてリスクの低い商品につ
いては、発行市場で最低 1 年の引受経験または流通市場で最低 2 年のローン・レビュー経験が求
められる。よりリスクが高く、複雑な商品の場合、発行市場または流通市場においてより関連性が直
接的な引受経験をアンダーライターが有していることが求められる。またムーディーズは、当該事業
者の結論が十分な根拠に基づいており強力で明解であるか、オリジネーターの評価と異なる場合に
それに代わる値を提示するかどうかを考慮する。また、TPR 実施会社が最新の連邦、州、地方政府
の法令に沿って規制遵守状況を点検する十分なソフトウエアを備えているかどうかも考慮する。
サンプルの規模とサンプリング手法
案件に含まれるローン債権全体の調査が TPR によってカバーされない場合、レビューするサンプル
の規模と当該実施会社が用いるサンプリング手法がレビューの有効性を決定する。たとえばムーディ
ーズは通常、各オリジネーターを表象する数のローンを含む 95%の信頼度（両側 t-検定に基づく）、
2%の要求精度、5%の想定誤差率で無作為抽出されたサンプルをクレジットニュートラルなサンプル
と考える。また、プールの粒度、オリジネーターの数と経験、商品タイプまたは引受ガイドラインの複雑
性などその他の要因もクレジットニュートラルなサンプル規模の判断に影響することがある。
レビューの範囲
TPR の範囲とは、TPR 実施会社が実施する調査の幅と深さを指す。概して包括的な通常の調査とは、
少なくとも次を含むものである。
»

信用状況調査－TPR 実施会社は、ローンがオリジネーターの融資ガイドラインを充足しているか、
そうでない場合、オリジネーターは合理的でかつ文書に記録する方法で例外扱いまたは免除を
行なっているかを評価する。また、TPR 実施会社は、第三者を用いて独立した立場から、FICO、
DTI、ローン金額、査定額、占有状況、収入、資産、雇用形態、などのローンの主要な要素を確
認する。さらに、TPR 実施会社は、頑健な不正防止ソフトウエアを使用しているか、または頑健な
不正防止プロセスを設けている。

»

物件評価調査－TPR 実施会社は鑑定人と査定評価の質を検討する。査定評価額は、査定評
価報告に含まれる情報のほか、デスクレビューや自動評価モデル(AVM)による評価額、ブローカ
ー評価額(BPO)などの他の物件価格情報によって合理的に裏付けられているかを判定する。物
件の実際の評価額が報告された評価額よりも 10%低いとレビュー担当者が信じる場合、TPR 実
施会社は他の適切な物件評価手法を用いて独立の立場から価格を取得しなければならない。

»

法規制遵守調査－TPR 実施会社は、貸付真実法(TILA)や債務返済能力(ATR)規則を含む連邦
や州、地方政府の規則の遵守状況を検証しなければならない。

TPR 実施会社はその調査結果に基づき、上記の 3 つの評価項目に A から D までのイベント評点を
付与するものと期待される。総合等級は、3 項目の等級の内で最も低いものとする。ムーディーズは、
イベント評価を、審査、評価、コンプライアンスの全般的な質を示す指標として用いる（後段参照）。ロ
ーンが当該評点を取得した論拠の詳細が、追加的な信用リスクを判断する上で重要な役割を果た
す。
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TPR 報告
案件の TPR 報告は通常、次に述べるいくつかのレポートのパッケージとして構成される。
»

次の内容を記載したレビューの記述式サマリー
1.

サンプルを抽出した当事者とサンプル抽出プロセス

2.

総合イベント評点で分類したレビュー対象ローン（後段参照）

3.

要素ごとのイベント評点で分類したレビュー対象ローン（後段参照）

4.

収入、住宅の居住状況、物件評価額を中立的な立場で確認する作業の一環として実施会
社が使用した不正防止目的などのソフトウエア・ツール

5.

実施会社が他の事業者に委託した業務の内容（物件査定など）

6.

評価を実施したアンダーライターおよび鑑定者の経験

7.

TPR 実施会社が使用したコンプライアンス・ソフトウエアの説明と、外部監査を含むコンプライ
アンス・ソフトウエアの確認プロセスの説明

»

TPR とスポンサーの間の契約上の評価の範囲、およびスポンサーからの特別な指示、通常 TPR
実施会社が提案する評価の範囲と比較して不足する事項の特定。

»

ローン・レベルでの調査結果/前提条件。それには次が含まれる。
1.

当初（スポンサーと議論を開始する前）のローン・イベントの全体の評点と要素（信用、物件
価値、法規制遵守）ごとのイベント等級（後段参照）

2.

（スポンサー/オリジネーターとの調整後の）最終的なローンの総合イベント評点と要素ごとの
イベント評点。当初のレポートと異なる部分がある場合、詳細な説明を添付する。

3.

"A"未満の等級の要素がある場合、それに関する簡潔・明解な調査結果の報告または説明
を行なう。ただし、借入人が識別される情報が含まれてはならない。

4.

ローン調査に用いられるローン・レベル関連書類のタイプと所得証明書類の長さ

»

ローン・レベル・データの信頼性/比較レポート。これは、発行体がムーディーズに提供したデー
タ・テープの特定のフィールドの正確性をチェックするもので、オリジネーターが TPR 実施会社に
提供したすべてのフィールドと、TPR 担当者が（a）ファイル内で発見した情報または（b）外部によ
る検証ないしその他要因に基づく TPR 担当者の見解に基づいて不正確と判定したデータの代替
値が含まれる。通常、データ信頼性レポートは最低でも以下のフィールドをカバーする。ローン返
済方法、担保順位、ローンの目的、ローン組成日、当初利率、当初返済期間、当初の満期まで
の期間、インデックスのタイプ、グロスマージン、クレジット・スコア、郵便番号、物件タイプ、入居
状況、当初 LTV、当初 CLTV。

»

発行体に宛てた利益相反不在証明。それには次の内容が含まれる。
1.

RMBS のスポンサーおよびオリジネーターからの独立性に関する TPR 実施会社の宣言

2.

いかなる案件当事者からも、レビューの範囲を狭め、TPR 実施会社の中立的な立場での完
全なレビューを制約するような強制を受けていないことの宣言

3.

日付、および TPR 実施会社と発行体/スポンサーの役職員の署名

TPR が格付分析に与える影響
TPR 実施会社の調査結果は、ムーディーズに提出されたデータのクォリティーあるいはオリジネーショ
ン慣行に関連したポートフォリオに潜むリスクを示唆する。ムーディーズのモデルがそれらのリスクを
織りこんでいないと想定される場合、ムーディーズはたとえば次のような措置をとる。
»
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»

担保モデルにおいて担保属性の感応度分析を行なう。たとえば、TPR 実施会社が抽出したロー
ンについて「所有者住居」の報告が不正確だと判断した場合、ポートフォリオの一部を「所有者
住居」から「投資用住居」に変更して再度モデルの計算を行うことで、不確実性を定量化する場
合がある。

»

特定のローンまたはポートフォリオにおけるデフォルト確率またはデフォルト時損失率を調整する
ことで調査結果を織り込む。たとえば、TPR の評価結果として融資ガイドラインに対する複数の例
外の存在が示されており、それを相殺する特別な要因がない場合、ムーディーズはモデルが導
出したポートフォリオのデフォルト確率を引き上げる。

»

案件が特定の格付を取得するために必要とされる信用補完の水準を高めたり、格付に上限を
設定したり、案件の格付依頼そのものを謝絶する場合がある。

TPR 評価が格付分析に与える影響には、案件の表明保証の枠組みに対するムーディーズの評価も
関わってくる。TPR の要素の弱点によって案件が特定の格付水準を達成するために信用補完の強
化が必要になるような場面で、強力な表明保証の枠組みがそれを相殺することがある。また、表明
保証の枠組みにおける弱点が TPR の調査範囲と調査結果によって相殺されることもある。表明保証
の枠組みに弱点があり TPR の調査範囲と調査結果にも問題がある場合、案件に最高格付を付与す
る可能性は低くなったり、案件の格付依頼そのものを謝絶することもある。

経過期間が長いローン
経過期間が長いローン債権に対する包括的信用力の評価は、新規にオリジネートされたローン債権
のそれとは異なることがある。それは、オリジネーション後のローン債権のパフォーマンスから得られる
情報が、オリジネーション時点の借入人の年収、資産の状況、雇用形態、債務などの情報よりも深い
洞察を与えるためである。そのためレビューには通常、最新の FICO スコア、サービサーなどの利用
可能な情報源からの現在の居住状況に関する情報、ローンの条件変更、借入人の返済履歴、オリ
ジネーション後の経過月数などを中立的な立場から確認することが含まれる。ムーディーズが経過
期間の長いローンの TPR を適用するのは、通常、ポートフォリオに含まれる実質上全てのローンが最
低 18 カ月経過している場合である。
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TPR イベントの評点分類
ローンの総合評点は、各調査項目のうち最も低いイベント評点と等しくなる。
イベント評点のガイドライン
イベント評点

信用に関する要素

次の全てを充足する。
» ローン債権は、例外または免除なしで、融資ガイドラインを充足する。

A

» 借入人は返済能力と返済意思を有している。
» 住宅の居住状況、雇用形態、収入、資産の状況は妥当であり、それらの情報は正確である。
次の全てを充足する。
» ローンはプログラムの融資ガイドラインに全て合致するわけではないが、

B

-

ローン債権属性の殆どがガイドラインを充足する。かつ

-

ガイドラインを逸脱する理由とその妥当性が書類上確認できる。

» 借入人は返済能力と返済意思を有している。
» 住宅の居住状況、雇用形態、収入、資産の状況は適切であり、それらの情報は正確である。
次のいずれかを充足する。
» ローン債権はプログラムの融資ガイドライン全てに合致しておらず、
- ローン債権属性の多くがガイドラインから外れている。あるいは、
- 深刻なリスクが重なって存在している。

C

- ガイドラインを逸脱する理由とその妥当性がないか、弱い。
» 借入人の返済能力と返済意思が疑問視される。
» 住宅の居住状況、雇用形態、収入、資産の状況は不適切であり、それらの情報も不正確。
» データの虚偽性が疑われる。

D

» レビュアーにローン・ファイルが提出されてない。またはローン・ファイルが不完全で調査に必要な情報が揃っていない。

イベント評点

物件価値に関する要素

次の全てを充足する。
» 物件価値は当初鑑定価格の誤差 10％以内の範囲で確認できる。
» 対象物件が竣工済みであり、物件評価は「現状」に基づいたものである。
A

» 対象物件の状態は最低でも「平均的」なものである。
» 鑑定は、ファニーメイまたはフレディ・マック（GSE）の認定フォームに基づいた物件評価が実施されている。
» 適切な認可を受けた鑑定人による評価である。
» 鑑定免除のあるローンの場合、A 付与の対象とはならない。
» 次の例外を除き、イベント評点 A と同じ条件を充足する。
- 物件評価額や居住性に影響のない程度の修理が必要な物件である。あるいは、

B

- 物件改修資金の一部が契約書に基づきエスクロー勘定に置かれている。
- 鑑定免除されている GSE 適格ローンで、報告の評価額から誤差 10％以内の価値が確認できる。
次のいずれかを充足する。
» 物件価値額の妥当性が当初鑑定価格の 10％の誤差の範囲内で確認できない。
» 対象物件が竣工済みでなく、物件評価は現状に基づいたものでない。

C

» 対象物件の状況は「平均」以下である。
» 物件評価が GSE の認定フォームに基づいていない。
» 適切な免許がない鑑定人による評価である。
» 鑑定人は独立の第三者ではなかったことが判明している。

D
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イベント評点のガイドライン
イベント評点

法規制遵守に関する要素

次の全てを充足する。
» 適用ある法規制が全て遵守されている。
» 法律上義務付けられる場合、債務者の便益が確認できる。
A

» 住宅ローン契約書、その他の法的書類において、意図されたローン条件が正確に反映されており、全ての住宅ローン申込
人によって署名されている。
» ローン全額が実行済みである。
» オリジネーターは借入人の返済能力を確認し、それを明確に文書に記録している。
» ローンは該当する全ての TILA 規則を遵守している。および
» 法律上義務付けられる場合、債務者の便益が確認できる。および、次のいずれかに相当する。
» 法令違反が存在している。ただし、それが現在あるいは今後、ローン債権またはその保有者にマイナスの影響を与えること
はない。または、

B

» ローン契約で必要な開示が行なわれていない。ただし、それが現在あるいは今後、ローンまたはその保有者にマイナスの
影響を与えることはない。
次のいずれかを充足する。
» 適用ある法規制に一つ以上違反しており、それがローン債権またはその保有者にマイナスの影響を及ぼす恐れがある。
» ローン契約で必要な開示が行なわれておらず、それが現在あるいは今後、ローン債権またはその保有者にマイナスの影響
を与える恐れがある。
» 債務者の便益が確認できない。
» 住宅ローン契約書、抵当権設定契約、その他の法的書類において、意図されたローン条件が正確に反映されていない。

C

» ローン契約は、年収や資産の合算対象者に基づいて承認されているが、一部の契約書においてノートに合算対象者の署
名が漏れている。
» 契約関連書類が企業名で署名されており、個人の保証が付されていない。
» ローン金額が全て実行されておらず、それが堅実なオリジネーション手順によるものであるとの書面での説明がない。
» 住宅ローン信用保険証書がない。
» 堅実なオリジネーション手続きに従った形で、ATR ルールの遵守が立証または文書化されていない。

D

» 基本調査に必要なローン・データまたは法的文書の提出がない。

出所：ムーディーズ・インベスターズ・サービス

TPR 実施会社を評価するためのガイドライン
信用分析に TPR の調査結果をどの程度織り込めるかは、TPR 実施会社の独立性、能力、及び質に
よって左右される。
住宅ローンの調査を実施する独立した第三者を評価するための一般的なガイドライン
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1.

TPR 実施会社は、証券化取引の当事者との間に提携関係や利益相反がない旨の誓約がある。

2.

個別ローン・レベルの調査担当者は、審査対象の商品の複雑性に応じた適切なレベルの経験
を有する。低リスクの商品を調査するアンダーライターは、プライマリー・マーケットにおける最低 1
年間の住宅ローン審査経験、またはセカンダリー・マーケットにおける最低 2 年間のローン・デー
タ調査経験を有している。

3.

プロジェクト/ディール・マネージャーは、3 年以上のプライマリー・マーケットにおける住宅ローン審
査経験とセカンダリー・マーケットにおけるローン・データ調査の経験を有している。

4.

地域、州及び連邦の法規制の確認を担当する、経験ある専任の弁護士がいる。

5.

外部の弁護士によって定期的にコンプライアンス・ソフトウエアの充足性の監査が実施されてい
る。

6.

一回につき 50 万ドル以上の過失怠慢賠償責任保険を設定している。

7.

一回につき 100 万ドル以上の会社役員賠償責任保険を設定している。

8.

人材のトレーニングに関する内部規定が書面である。
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9.

TPR における高い習熟度を確保するため、6 カ月毎にスタッフ（正社員と契約社員）に試験を行
なっている。

10. ローン債権の評点の一貫性を維持する管理部門がある。
11. ローン・レベルのデータを正確に処理するシステムとプロセスを有している。
12. データ情報の機密性を確保するための内部規定、手順、及びシステムがある。
13. ムーディーズの要求するレポートを電子媒体で提供するシステムがある。
14. 収入、雇用、住居の居住状況、資産と負債の状況に関する確認方法について、社内基準が書
面で規定されている。
15. 社内に物件評価の専任者が存在する、あるいは物件評価を実施する適切な外部機関との契
約がある。
16. 第三者評価を提供する業者を適切に評価し、それら物件評価額を適切に取り扱う専門性があ
る。
17. 不正を摘発するための、業務用のソフトウエアを導入している、もしくは不正行為を検知するため
の頑健な手順を備えている。
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付録 3:米国の RMBS における表明保証の評価
有効な表明保証の枠組みは、ローン債権の不正や欠陥によって損失が発生するリスクから案件を
保護し、また頑健で信頼できるデータの入手を可能にすることによって投資家に透明性を提供する。
ムーディーズは表明保証の枠組みを、それの固有のメリットと個別案件との関係の両面から評価す
る。表明保証の枠組みは、(a)表明保証の強さ、(b)執行メカニズムの有効性、(c)表明保証を提供す
る者の信用力、の 3 つの要因に基づいて評価される。
表明保証の強さ
個別案件の表明保証の強さは、次の 3 つの主要な要因によって決まる。
»

表明保証の範囲－ムーディーズは、以下に示す一連のベースラインの基準に適合する表明保
証の組み合わせを信用中立とみなす。この一連のベースラインの基準の重要な要素を欠く表
明保証は、信用分析上、第三者による証券化案件の証券化前のレビューやその他のメカニズ
ムを通じた相殺要因がない限り信用上ネガティブとみなされる。発行体が提案する表明保証が
ムーディーズの基準とする表明保証から大幅に乖離する場合、その影響を個別に分析する。全
ての案件が基準となる表明保証の各要素を備えている訳ではないことをムーディーズは認識し
ており、そのことが常に信用分析上ネガティブとなる訳ではない。たとえば、信用補完水準に照ら
したリスク・エクスポージャーの観点から表明保証の不備が問題にならない、あるいは TPR 評価、
オリジネーター評価、信用補完など他の特徴によって表明保証の不備が相殺される場合などが
その例である。

»

「知りうる限り」文言－表明保証に「表明保証を提供する者の知りうる限り」などの限定文言があ
る場合、その表明保証が提供する信用保護は大幅に減殺される。（ただし、こうした表明保証の
違反を判定する目的で、取引の書面に表明保証責任の限定（knowledge qualifier）が無視され
る旨が記載されている場合を除く）。

»

サンセット－ムーディーズは、案件の取引期間中に表明保証の効力が消滅する度合い（「サン
セット」条項）を評価する。サンセット条項の影響は、消滅する表明保証の条項、効力が消滅す
るまでの期間、効力の消滅を延期するパフォーマンス基準の有無によって決まり、また証券化
前の TPR、カストディ・レビュー、その他の取引の機能によりどの程度、有効期限のある表明保証
の実体がチェックされているかも大きく関わってくる。

執行メカニズム
表明保証の執行の有効性は、案件に備わった表明保証違反を探知し報告するために用いられるメ
カニズム（深刻な延滞ローンに対するクロージング後のフォレンシック TPR など）、表明保証への抵触
を十分早い段階で発見する可能性、レビュー範囲の明確度と包括性、違反を確認する者の中立性、
レビュー・プロセスにかかるコスト、買い戻し要求にかかる重要な基準、表明保証違反のチェックに必
要な書類の入手可能性、紛争解決メカニズムの有効性、違反とその解決のレポーティングなどの要
因によって決まる。ムーディーズは、個別案件に即して、案件の執行メカニズムの全般的有効性をレ
ビューする。
表明保証を提供する者の信用力
表明保証を提供する者の信用力は、表明保証違反が発見された時に、その表明保証提供者に問
題のあるローンを買い戻させることができかどうか、そのための資金力を有しているかどうかを判定す
る要因になる。表明保証提供者の格付が投資適格等級であれば、その表明保証の信頼性は十分
に高いといえる。表明保証提供者の格付が Ba または B レンジである場合には、ムーディーズは、強
力な利害一致関係や執行メカニズムなど、同レベルのプロテクションを導く相殺要因を探す。表明保
証提供者の信用力がそれより低い場合は、案件の他の側面に照らして、ケース・バイ・ケースでその
影響を分析する。
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表明保証が分析に与える影響
案件の表明保証の枠組みに弱点がある場合、ムーディーズは、信用リスク保持、包括的な独立第
三者レビュー、高いオリジネーター評価など、データのクォリティーの高さを示唆する要因に着目する。
RMBS 案件が表明保証の枠組みに重大かつ緩和不能の弱点を抱えている
場合、特定の格付を付与されるために信用補完の追加が必要になる可能性ある。それができない
場合、ムーディーズが低い格付を付与するか、案件に対する格付依頼そのものを謝絶する可能性
がある。
信用補完において表明保証の弱さを定量化する方法は以下の通りである。
»

当該ローンまたはポートフォリオのデフォルト確率またはデフォルト時損失率を調整する。たとえ
ば、物件は何ら環境法に違反してしない旨の表明保証が案件に盛り込まれていない場合、ムー
ディーズはポートフォリオの一部のデフォルト時損失率を高めることによって、不確実性を定量化
する場合がある。または、

»

表明保証の弱さに起因する損失の代理指標となるデータ要素を用いて信用補完を調整する。
たとえば、表明保証の弱さを考慮した追加信用補完の目安として、危機を原因とした表明保証
を巡る訴訟の支払金額に注目する場合がある。または、

»

上記以外の方法として定性的に信用補完を調整する。

次にムーディーズがベースラインと考える表明保証の要素について説明する。ただし、表明保証の
形式や文面は案件ごとに異なる。また、個別の案件が以下に述べる表明保証の要素を全て織り込
んでいなければ、信用上中立とならない訳ではない。以下に述べる表明保証は、新規にオリジネート
された住宅ローンの案件に適用される。経過期間が長い住宅ローンや、不良債権化した住宅ローン、
あるいは過去に延滞が発生している住宅ローンについてはその重要性が低下する表明保証がある。
たとえば、経過期間が長いローンについては、借入人の収入、雇用形態、資産、および審査に関わ
る表明保証の重要性は低下する。その理由は、当初の融資ガイドラインよりも、実際の過去のパフォ
ーマンスの方が、将来のパフォーマンスを考える上で意味のある指標となるからである。
1.

2.
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物件評価
»

担保物件の所在地の行政体から認可を受けているか資格を有する鑑定人による、1989 年
に制定された「金融機関の改革、回復と強制に関する法律」(Financial Institutions Reform
Recovery and Enforcement Act of 1989)の Title XI の要件を満たす鑑定書が存在する。

»

鑑定書は形式、内容ともに a)ファニーメイもしくはフレディーマックの基準、あるいは b)USPAP
（米国鑑定業務統一基準）に準拠しており、適用される法律上または規制上の必要条件を
満たしている。

»

鑑定書は住宅ローンの最終承認前に作成され署名された。

»

物件の評価を行なう者（鑑定人など）の報酬またはローンオリジネーターからのビジネスフロ
ーは、住宅ローン承認の可否からいかなる影響も受けなかった。

»

物件の評価を行なう者はブローカー（該当する場合）や住宅ローンオリジネーターのローンの
営業・商品部門から独立している。また鑑定人の選定はファニーメイおよびフレディ・マック
の選定基準を充足している。

所得/雇用形態/資産
»

オリジネーターは、その文書化された審査基準規定に従って、借入人の収入、雇用形態、
および資産の状況を確認した。

»

オリジネーターは、借入人の収入、雇用形態、及び資産の状況を証明する書類の信頼性
を精査した。

»

公開情報及び（または）商業的に入手できる情報を用いて、収入水準の合理性を確認した。

»

オリジネーターは、資産、可処分所得、貯蓄、信用履歴などを含む借入人のその他属性を
精査し、住宅ローン承認の際に考慮した収入水準を裏付けていると合理的に判断した。
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3.

入居状況
»

4.

初期段階でのデフォルト債権の買戻し
»

5.

6.
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»

住宅ローン契約の付属明細に含まれる貸付条件
いて真実かつ正確なものである。

»

住宅ローン契約の附属明細に記載された情報は、オリジネーターの記録およびその基とな
るローン・ファイルの内容と一致している。

»

LTV（融資比率）および CLTV（合算融資比率）の算出に用いるその物件の売買価格は、販
売・建築手数料が差し引かれたものである。

»

住宅ローン契約の附属明細に記載された FICO スコアはいずれも、証券化案件のクロージ
ング時点から遡って 4 カ月以内のものである。

»

住宅ローン契約の附属明細に記載された物件評価額もしくはその他の物件評価額はローン
の実行時から遡って 3 カ月以内のものである。

»

住宅ローン契約の附属明細は、当該ローンが貸付真実法によって定義される適格住宅ロ
ーン(QM)であるかどうかを正確に示しており、QM である場合は QM のタイプを正確に示し
ている。

に関する情報は、全ての重要な点にお

不正
住宅ローンのオリジネーション、担保物件の評価額の決定に関連し、それらの住宅ローンに
関わる保険適用において、または住宅ローンの営業またはサービシングにおいて、オリジネ
ーターまたはその他の当事者による何らの不正行為、重要な不実表示、重大な誤りまたは
不備または過失は発生していない。

審査
»

8.

証券化取引のクロージングより 90 日以内にオリジネートされた住宅ローン債権について、オ
リジネーション後 3 カ月以内に 30 日以上の延滞が発生した場合、オリジネーターは直ちに
その住宅ローンを買い戻す。ただし、サービサーからの情報に基づいて、そのデフォルトがサ
ービシングの問題に起因しており、延滞発生から 90 日以内に是正されていると判明してい
る場合はその限りではない。

データ

»

7.

オリジネーターは、借入人のその他不動産の保有状況、職場までの通勤距離、鑑定人のコ
メントと所見、物件所在場所、サービシング・システムに登録された郵便宛先と実際の物件
所在場所との一貫性などを十分考慮し、住宅の居住状況に関する借入人からの申告が妥
当かどうかを評価している。

個々の住宅ローンについては、(a)オリジネーションの時点で有効なオリジネーターの審査基
準に基づいて融資されており、融資に当たって裁量権が行使された場合も審査基準で許
容される範囲であり合理的なものだったか、あるいは(b)審査基準に実質的に適合しなかっ
た住宅ローンについては、それを補完するために十分かつ立証された要因がある。

住宅ローン信用保険（モーゲージ保険）
»

住宅ローン信用保険が付された住宅ローンは全て、ファニーメイとフレディーマックが受け入
れ可能なプライマリー・モーゲージ保険会社(PMI)が発行する有効で、拘束力があり、かつ
執行可能なプライマリー・モーゲージ保険証券からの恩恵を受ける。

»

住宅ローン信用保険契約の形式および内容は、ファニーメイとフレディーマックが受け入れ
可能なプライマリー・モーゲージ保険と実質的に適合する。

それらの情報には、オリジネーターの名前、先取特権、ローンの種類、ローン金額、金利率、満期までの期間、第一回支払
日、金利の上限と下限、期限前償還のペナルティ条項、物件の所在地、融資契約またはモーゲージ・ノートに記載された
その他の重要条件が含まれる。
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9.

保険の補償範囲は毀損されていない
»

住宅ローンと担保物件に付保された全ての保険（火災保険、権原保険、住宅ローン信用保
険など）に関し、(a)オリジネーターあるいは(b)その他の以前のローン保有者のいずれも、保
険の補償範囲、特約条項の利益、またはいずれかの有効性と拘束力を毀損する何らの行
為あるいは不作為に関わっておらず、今後も関わらない。それらの行為あるいは不作為に
は、不法な手数料、コミッション、キックバックなど、弁護士、企業、人物、企業その他の主
体による全ての不法な補償または価値の受領、保留、または実現が含まれる。またオリジ
ネーターもそのような不法な補償または価値を受領、保留、または実現してない。

10. 法規制の遵守
»

住宅ローンは、オリジネーション時、および（その後に条件が修正された場合は）当該修正の
発効時点において、貸金業規制、真正貸付法、不動産係争和解手続、消費者信用保護
法、信用機会平等法、その他のハイコスト、返済能力、略奪的・脅迫的貸付などに関わる
法令など（これらに限定されない）その時点で適用される全ての連邦、州、地方政府の法
律・規則・規定に準拠している。あるいは、それらの法律に違反している事実がある場合、オ
リジネーション後に準拠法で許容されそれらを遵守した形で治癒されている。クロージング日
前の各住宅ローンのサービシングは、その時点に適用される全ての連邦、州、地方政府の
法律、規制、規定に準拠していた 24。

11. 借入人
»

借入人は全て自然人である。

»

オリジネーション時点において、米国の居住権を有する。

»

州や連邦における破産・支払不能訴訟手続きの債務者ではない。

»

過去 7 年間、破産経歴はない 25。

»

過去 7 年間、強制執行が実施された物件の所有者であった経歴はない。

12. 住宅ローンの返済原資
»

借入人の代わりの第三者から、ローン返済金額が預託されていない。

»

物件売買、住宅ローン・オリジネーション、借換え、ローンのサービシング等の利害関係者に
よる、住宅ローン関連契約に基づく借入人の支払い債務の負担がない（住宅販売業者や
建築業者の値引きや、バイダウン・ファンドを除く）。

13. 頭金
»

借入人は、物件購入金額に対して、a)100%から住宅ローンの CLTV を差し引いた数値、あ
るいは b)5%、のうち小さい割合の頭金を支払っている。

14. 抵当権
»

住宅ローン債権の譲渡直前における抵当権者はセラーのみであり、その他の抵当権者、質
権者、担保権者が存在しない。

»

セラーは、正当かつ取引に適合した権原を有しており、抵当権付住宅ローンを譲渡する権
利を有している。

15. 法的強制力と抵当権順位
»
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法的に有効かつ強制力ある（第一/第二順位の）抵当権が設定されている。

24

ムーディーズは、ローン債権に以下に述べる結果をもたらす連邦、州または地方政府の法令に対する違反が発生した場合
にこの表明保証に抵触すると規定する条項を信用上中立とみなす。それらは、(a) 当該住宅ローンの購入者、ひいては証
券化商品の場合（金銭損害、ペナルティを支払うことでキャッシュフローが悪化した証券化信託が発行する証券を購入す
る）投資家に金銭損害およびペナルティが発生してそれが譲受人の負担になる結果を招き、(b) 債務を執行不能にし、(c) .
モーゲージ・ローンの担保となる先取特権を無効にし、(d) 住宅ローンに損失を発生させ損失の規模を拡大する違反である。

25

ポートフォリオの中には、差し押さえや破産の履歴を持つ債務者向けのローンを含むものがある。しかし一般的には、信用力
に影響しないようにこの表明保証の基準が充足されるものと推定する。
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»

住宅ローンの抵当権より優先する先取特権や抵当権の設定がない。ただし、(a)支払期限の
到来していない固定資産税および特殊課税などの先取特権、(b)不動産登記日時点にお
いて、担保物件が所在する地域の住宅ローン貸付金融機関が許容する、あるいは当該住
宅ローンのオリジネーションに関連して作成された鑑定書に具体的に記載されたコベナンツ、
条件および制限、通行権、地役権、その他の公的登録事項、(c)カストディアンにて保管さ
れている担保に関する合意書、動産譲渡担保契約書等、および(d)同種の物件が一般的
に従うその他の事項を除く。ただし、(a)と(b)で列挙された項目のいずれも、個別にあるいは
組み合わされて、モーゲージが提供しようとした担保利益に大きく影響を与えるものであっ
てはならない。

»

セラーの[第一/第二順位の]抵当権は法的に有効かつ強制力があり、セラーはローンを売
却および証券化信託に譲渡する権原を有する。

16. 完全なモーゲージ・ファイル
»

必要な全ての住宅ローン関連書類が関連契約の規定に基づいてカストディアンに提出され
ている。

17. 条件変更
»

住宅ローンは、その明細票に記載がない限り、重要な事項に関して条件変更はなされてい
ない。また、条件変更が実施されている場合、その内容が明細票に反映されている。

»

住宅ローンの一部または全部について、完済もしくは取消しされておらず、また抵当権順位
が後順位になっていない。

»

担保物件に対する抵当権の一部もしくは全部について解除されていない。

18. 税金の支払い
»

支払期限の到来した税金、政府による課徴金、保険料、下水道費、地方自治体への負担
金は支払われたか、もしくは未払いの場合は、法律の許容する限りにおいて、支払い必要
金額以上のエスクロー資金が預託されている。

19. 物件の瑕疵
»

住宅ローンの担保物件としての価値を損なう、または物件の用途を阻害するような瑕疵が
存在しない。

»

（オリジネーターが知る限り）対象物件の一部または全部に対して、土地収用手続きの申立
や開始がなされていない。

20. 建物工事の先取特権
»

担保物件に関して、建物工事の先取特権もしくは類似する権利は存在しない。

21. 単純不動産権(FeeSimpleEstate)/領域の侵害/建築規制の遵守
»

住宅ローン（共同出資または長期住宅賃貸契約が担保となる住宅ローンを除く）に関して、
(i)担保物件は単純不動産権で構成され、(ii)担保物件の鑑定価格に含まれる全ての附属
設備は、当該物件の境界内および建築制限線内にあり、（関連する権原保険の保険対象
となっている場合を除いて）担保物件の領域を侵害する隣接物件はなく、(iii)担保物件とそ
の全ての附属設備は適用される建築制限法、分譲地法および地域の条例の要件を満たし
ている。

22. リース
»

担保物件は単純不動産権か長期賃貸住宅のいずれかである。

»

長期住宅賃貸契約が住宅ローンの担保になる場合、
a) 賃貸契約書の契約条項は、定期賃借権への抵当権設定、賃貸人の同意を得ない賃
貸契約の譲渡（あるいは取得済みの賃貸人の同意がモーゲージ・ファイルに収められ
ていること）、および担保権行使（またはそれに代わる譲渡）の際のモーゲージ保有者
による賃借人の権利の取得を明確に許可するか、モーゲージ保有者に対し実質的に
それらに相当する保護を提供する。
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b) リース契約の契約条項は次の内容を含む。
i.

モーゲージ保有者が書面による賃借人のデフォルトの通知を受領する権限を有す
るか、そのデフォルトを治癒する機会が与えられなければ、賃借人のデフォルト時
のリース契約の解約を認めない。あるいは、

ii.

モーゲージ保有者が担保物件に付された火災保険の被保険者となるのを禁じて
いない。

c) 当初のリース契約期間は 15 年以内である。
d) リース契約は、モーゲージ・ノートの満期後 5 年以内に満了することはない。
e) 担保物件は住宅の定期賃借権が普通に用いられる法管轄域に所在する。
23. 物件使用の適法性
»

担保物件の全ての占有部分に関連して、また担保物件の使用および占有に伴って必要な
全ての検査、ライセンス、証明書（建物使用許可証、火災保険を含むがこれに限定されな
い）の発行が関係当局によりなされている。

24. 住宅ローンの法的拘束力
»

破産、支払不能、民事再生や類似する法規制、一般的な平等の原則によって債権者の執
行権限が制限される場合（執行権限が訴訟等で争われているかを問わず）を除き、住宅ロ
ーン関連契約は法的強制力がある。

»

契約当事者には、行為能力があった。

»

関連契約書は適切かつ正当に署名されている。

25. 住宅ローンの実行/登録料の支払い
»

住宅ローンの代わり金は全額払い出されており、ローン契約に基づく将来の支払義務はなく、
現地および現地外での附属設備の完成とそのためのエスクロー資金の払い出しに関する義
務は全て遵守されており、また（クロージング時に未登記だったモーゲージの登記費用は除
いて）住宅ローン契約の締結、クロージング、登記に伴って発生した全てのコスト、手数料、
経費は全て支払われている（ただし、(i)天候が理由で完成できなかった外装項目、(ii)(a)物
件の安全、安定性、構造に影響を与えないか物件の鑑定価格にマイナスの影響を与えず、
(b)住宅ローンのクロージング時までに完了できなかった、(c)適用される融資ガイドラインで期
間内の完了を義務づけられた小規模な美観上その他の修繕（この表明保証の適用上、未
確定の完成期限は認められない）、および(iii)クロージング後 12 カ月以内に予定されている
水泳プールの完成、のためのエスクロー資金は除く。いずれの場合もオリジネーターの融資
ガイドラインに従う）。

26. 権原保険
»

オリジネーターやその承継者に対して、住宅ローンの当初金額の第[一][二]順位の抵当権を
補償する全米土地権原協会による権原保険、あるいはファニーメイもしくはフレディーマック
の基準を満たす保険会社及び保険形式に基づく権原保険が付保されている。

»

権原保険の譲渡について、新たな保険会社への通知や保険会社からの同意の取得は必
要ない。

»

権原保険は有効に存在する。

»

権原保険金の請求がなされていない。

»

権原保険による補償内容を損なうような、担保物件の前所有者による作為、不作為がない。

27. 災害保険
»
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ファニーメイもしくはフレディーマックの基準を満たす保険会社による、一般的な補償内容の
災害保険が付保されている。
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»

補償金額は、(a)担保物件の保険価額の 100%、(b)住宅ローン元本残高、のうち低い金額
以上である。但し、再取得原価基準での損害を補填するために必要な金額を満たすことが
条件である。

»

担保物件が集合住宅の区分所有の場合、当該区分は集合住宅の包括保険の対象となっ
ている。

»

住宅ローン・オリジネーション時において、担保物件の所在地が米連邦緊急事態管理局の
水害危険地域として指定されていた場合、連邦保険管理局のガイドラインを満たし、かつ一
般的に受け入れられている保険業者による洪水保険が付保されている。

»

洪水保険の補償金額は、(a)住宅ローン元本残高、(b)担保物件の保険価額、(c)1968 年制
定の全米洪水保険法及び改正法に定められる最高補償金額、のうち最低金額以上である。

»

抵当権者自らの費用負担でこれら保険契約を維持することが、抵当権設定契約上義務付
けられている。

28. デフォルトの未発生
»

住宅ローンについて、デフォルト、契約違反、期限の利益喪失事由が発生していない。また、
期間の経過、通知、猶予期間の満了をもって、デフォルト、契約違反、期限の利益喪失事
由と認定されない。

»

デフォルト、契約違反、期限の利益喪失事由について貸付人の権利が放棄されていない。

»

現時点において、担保権執行の恐れがない、もしくは担保権執行手続きが開始されていな
い。

29. 契約解除要因
»

住宅ローンについて、契約の解除、債務の相殺、反対要求、抗弁の対象となっていない。

»

住宅ローンを無効とし、あるいは契約の解除、債務の相殺、反対要求、抗弁の対象の原因
となるような契約条件が存在しない。

»

契約の解除、債務の相殺、反対要求、抗弁が主張されていない。

30. 担保権執行の法的拘束力
»

抵当権設定契約には、担保権執行のために必要な権利や救済手段に関する法的拘束力
のある一般的な条項が含まれている。

»

抵当権者の担保権執行を阻害するような建物等が存在しない。

31. 1-4 世帯住宅
»

担保物件は米国もしくは米国領に所在する住宅構造の建物である。担保物件は、戸建、タ
ウンハウス、集合住宅の区分、計画単位開発(PUD)の区分を含む、1-4 世帯を対象とする
建物である。また、担保物件が共同出資に基づく場合、リースまたは占有契約が含まれる。
但し、未開拓地、5 世帯以上の住宅、商業施設、その他オリジネーターの融資ガイドライン
で認められない物件タイプは含まれない。

32. REMIC
»

連邦税法上、住宅ローンは、1986 年制定の米国内国歳入法及び改正法 860 条 G(a)(3)に
規定される「適格住宅ローン(qualified mortgage)」の基準を満たしている。

33. 貸付証書を紛失したことを証する宣誓供述書
»
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26

貸付証書を紛失したことを証する宣誓供述書の提出がカストディアンに対してあった住宅ロ
ーン債権については、現実に当該貸付証書が存在しないか、もしくは入念な捜索の後、発
見が不可能とされたものとする。その後、当該住宅ローン債権がデフォルトに陥った場合、

貸付証書の原本を紛失した場合、紛失した証書に関わる宣誓供述書を提出した上、この表明保証を含めなければならな
い。しかしムーディーズは、ほとんどの案件について証書の原本が存在したまま終了すると想定する。紛失した証書が一握
りにとどまらない場合は、追加リスクを考慮して信用補完を強化する可能性がある。
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貸付証書が発見されたか否かに関わらず、当該住宅ローンの担保権行使が貸付証書の原
本が無いことにより不利な影響を受けることはない。
34. 業務遂行能力
»

当該住宅ローンに利害関係のある（あった）関係当事者（抵当権者、譲受人、質権者等）は、
担保物件の所在する州法上要求される免許登録条件を全て満たしている（満たしていた）。

35. 環境法
»

住宅ローン・オリジネーション時において、担保物件は、アスベスト等の環境汚染に関する環
境法の基準を満たしていた。

36. 延滞履歴
»

住宅ローン明細票に規定されていない限り、証券化債権の抽出基準日直前のローン返済
日まで、ローンの返済が滞りなく行われている。また、証券化債権の抽出基準日より 12 ヶ月
以内に、1 回以上の延滞履歴がない。

37. 返済能力ルール
»

各住宅ローンは貸付真実法の 12 C.F.R. §1026 が規定する返済能力ルール（レギュレーシ
ョン Z）をクリアしている（12 C.F.R. §1026.43(c)に定めるレギュレーション Z を含むがこれに限
定されない）。

»

ローン契約の附属明細は、返済能力ルールの下における住宅ローンのカテゴリーを明確に
特定している 27。

»

適 格 住 宅 ロ ー ン に 関 し て 、 12 C.F.R. Part1026.43(e) の 、 ま た 該 当 す る 場 合 、 12 C.F.R.
Part1026.43(c)の遵守を証明する全ての必要なエビデンスがモーゲージ・ファイルに含まれ
ている。

38. ハイコスト・ローンはない
»
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オリジネーターまたはその譲受人に与えられた連邦優先権に基づく適用除外とは関わりなく、
いずれの住宅ローンも「ハイコスト」ローン、「カバード」ローン、HOEPA（住宅所有資産保護
法）ローン、その他の州、地方政府または連邦法が類似のローンとして定義するローンには
相当せず、その他の略奪的・脅迫的貸付禁止法令にも抵触しない。

表明保証はそれらの様々なカテゴリーの関連法令を参照する場合がある。
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付録 4：資産担保証券のオリジネーター評価
概要
本付録では、資産担保証券（ABS）のオリジネーションの質の評価に関するムーディーズのグローバ
ルなアプローチと、それがどのように信用分析に織り込まれるかを説明する。ABS 案件には、オートロ
ーン/リース、消費者ローン、中小企業向けローン、リースなどの債権を裏付とするものが含まれる。 28
オリジネーター評価は、オリジネーターの方針と実務がローン・プールのパフォーマンスに与えうる影
響に焦点を絞った定性評価であり、裏付けとなるローンの信用の質、マクロ経済環境、サービサーの
能力などその他の要因の効果とは切り離して考える。
ムーディーズによるオリジネーター評価は全般的にグローバルな一貫性を維持しているが、一部の
ABS 案件については、同種の商品を提供する様々な市場のオリジネーターを比較するために用いる
一定の方式によるスコア付けによるオリジネーター評価を用いる場合がある 29。オートローン 30、消費
者ローン 31、SME ローン、およびリース債権を裏付けとする EMEA 32の資産担保案件は通常このケー
スに該当する。
オリジネーター評価の結果、アセットの将来のパフォーマンスに関するムーディーズの想定が調整さ
れることがある。それによって、ムーディーズが特定の格付を付与するために必要とされると想定す
る信用補完の水準がポジティブ、ネガティブ、あるいは中立の影響を受ける。また、オリジネーター評
価における 1 つまたは複数の要素における脆弱性を定性的に分析に織り込む場合がある。その結果、
特定の目標格付の信用補完の水準が高くなるか、特定の信用補完水準に応じて付与される格付が、
定量分析が示唆するものよりも低くなることがある。オリジネーター分析の特定の側面における弱い
評価あるいは重要な懸念が、当該案件の達成可能な最高格付に影響を与える場合もある。
オリジネーター評価では大きく 2 つのカテゴリーの分析を行なう。
1.

オリジネーターの能力： オリジネーターの能力を評価する。オリジネーターの能力は、(a)ローンの
パフォーマンス、(b)事業戦略と審査実務、（c）品質管理と監査、および（一部市場に関し）（d）テ
クノロジー、に基づいて判断する。

2.

オリジネーターの安定性： オリジネーターの財務力、ガバナンス、管理体制が審査基準、案件
の表明保証に抵触するローンを買い戻す能力、あるいはリボルビング取引の場合に一定品質の
債権のオリジネーションを継続する能力に影響を与える可能性を評価する。オリジネーターの安
定性の分析では、（a）オリジネーターの財務力、（b）経営陣の強固さ、（c）ガバナンスと規制当
局の監視について分析を行なう。

次のような要素はオリジネーション・プロセスの一貫性についての信頼性を高める要因となる。
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»

オリジネーターが当局の厳しい監視を受ける大手金融機関、あるいは厳しい第三者の監査を受
ける企業であること

»

オリジネーターが厳格なコーポレート・ガバナンスを維持し、経験豊かで大規模な事業基盤を有
する企業であること

28

詳細については、関連する格付手法を参照されたい。セクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法はムーディーズ
のウェブサイトから入手できる。

29

オリジネーターが現にいくつかの商品タイプ（設備リース、コンシューマー・ファイナンスなど）を扱っている場合、一つのオリジ
ネーターに複数の OA スコアを導出する場合がある。

30

オートローン債権には個人向けを主体とするローンやリース・ファイナンスが含まれる。

31

ここでいう消費者ローンとは無担保貸付である。

32

スコア導出に当たっては、通常、諸要素のそれぞれについて強いから弱いまでの 5 段階のスケールに基づいてオリジネータ
ーを評価する。OA の総合スコアはそれぞれの要素について導出したスコアの加重平均となる。ウエイトはアセットごとに決定
され、格付委員会が強みや懸念事項を反映して個別の案件ごとに変更する場合がある。
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»

オリジネーターが、債権のオリジネーションにおいて長期にわたる実績を有する企業であり、かつ
そのパフォーマンスが安定していること

»

証券化プールには経過期間が長いローンが含まれており、かつそのパフォーマンスが実証され
ていること

それに対し、オリジネーターが新規に事業に参入する企業で、財務力に欠け、コーポレート・ガバナン
スに弱点を抱え、規制当局または第三者の監視を受けていない企業である場合、ムーディーズのオ
リジネーター評価は、当該オリジネーターの審査プロセスと品質管理システムなどの特定の要因によ
り強く焦点を当てる。
ABS の裏付資産は多岐にわたるため、各要因について述べた以下の内容は大まかな基準であり、
ABS によって適用されないものも含まれる。

オリジネーターの能力
ローン・パフォーマンス
ムーディーズは、ローン債権の属性やその時々の経済環境に照らして、オリジネーターが過去にオリ
ジネートしたローンのパフォーマンスが、ムーディーズが期待するレベルに達しているか、あるいはそ
れよりどの程度劣っているか、または超過しているかをレビューする。
特に、早期延滞の変動性はオリジネーションの方針と実務の不安定さを示唆している場合がある。そ
れは新規にオリジネートされたローン・プールに内在する不確実性（およびリスク）を増大させる要因と
なる。ムーディーズは、同種のローンのデータが他のオリジネーターから入手できる場合、それとオリ
ジネーターが提供したデータを比較する。
オリジネーターが長期にわたるローン・オリジネーションの実績を有し、かつそのパフォーマンスが一貫
している場合、オリジネーション・プロセスの一貫性に対する信頼度は高くなる。他方、一貫した品質
のローンをオリジネートする能力が実証されていない（かされていないに等しい）新規参入オリジネー
ターの場合は、オリジネーション能力により強く焦点を絞った分析を行なう。
事業戦略と審査実務
オリジネーターの事業戦略と販売・マーケティング実務を検証する。また、オリジネーターが審査の過
程でボロワーの信用力を正確に評価する能力も分析する。ムーディーズは次に述べる事項が確保さ
れているかどうかを考慮する。
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»

審査ガイドラインは例外が限られ、かつそれらが完全で明確な形で文書化されていること

»

ガイドラインに対する例外は、明確な相殺要因がある場合、かつ文書で明確化された承認プロ
セスに基づく場合にのみ認められること

»

商品タイプは標準化されており、容易に理解可能で、アンダーライターによるカスタマイズが制限
されていること

»

ボロワーの返済の能力と意思を評価する詳細なプロセスが存在すること

»

ローンの担保となるアセットを評価する信頼に足るプロセスが存在すること（該当する場合）

»

ローン申請書に記載された重要情報の妥当性に関するクロージング前における有効な確認とレ
ビューが実施されていること

»

不正防止手段が存在すること

»

与信審査機能が販売グループからの分離、独立していること

»

アンダーライターの報酬体系は金額ではなく、信用の質とパフォーマンスに基づいていること

»

ローン・オリジネーションが仲介業者による場合、オリジネーションの質を管理する確立した管理
体制が存在すること（該当する場合）
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品質管理、監査、テクノロジー
オリジネーターが規制当局の監視を受けていない場合、および（または）ムーディーズがそのオリジネ
ーターに特別な懸念を持つ場合、社内品質管理体制および内部・外部監査の網羅性とそれらの結
果を評価するため追加情報を求めることがある。ムーディーズはとりわけ (1)内部検査の結果と提言
を報告するプロセス、(2)提言の実施状況をモニタリングするプロセス、(3)レビューの頻度、(4)チーム
の構成、(5)証券化されたポートフォリオに対して実施される第三者のチェック、についてレビューを行
なう。また場合により、オリジネーターのテクノロジー能力の評価も実施する。そこでは審査プロセスを
管理し、ポートフォリオのリスク・プロファイルを追跡するシステムをレビューする。

オリジネーターの安定性
オリジネーター評価では、オリジネーターの現在の安定性と、オリジネーターの安定性が将来変化す
る可能性を考慮する。案件の表明保証に抵触してオリジネートされたローンを買い戻すオリジネータ
ーの能力を重視する案件では、それだけオリジネーターの安定性が重要となる。取引開始後に継続
的に新規ローンが追加されるリボルビング案件においてもオリジネーターの安定性が重要となる。そ
れは、オリジネーターの安定性が、新たな競争課題に直面しても、厳しい財務環境や経営環境の影
響を受けることなく一貫性をもってオリジネーションを継続するオリジネーターの能力とリソースを示唆
するものになるからである。
一般的に、オリジネーターが安定的であれば、取引開始時に報告、または探知されない、しかし後に
オリジネートされたローンの質やパフォーマンスに影響を与えうる大幅なオリジネーション実務の変更
を最近時に行なっている可能性もそれだけ低くなる。
オリジネーターの安定性に関して考慮する事項には、財務の安定性、経営陣の強固さ、ガバナンス、
規制当局の監視などがある。
財務の安定性
オリジネーターの安定性はその一部を、オリジネーターが市場で競争し市場の変化に適応するため
の財務資源を有するか、またそれらの資源を安定的に維持できるかに依存する。小規模な企業の
場合、しばしば財務の安定性が大きなリスク要因となる。
ムーディーズが格付けを付与しているオリジネーター場合、その格付が財務力と企業の安定性の主
たる指標として用いられる。ムーディーズの格付を付与されていないオリジネーターの場合は、「信用
力の推定」（利用可能な場合）を用いるか、オリジネーターの企業規模、資金調達源、収益性、自己
資本などの要因をレビューすることによって当該企業の財務の安定性を評価する。
また、格付の有無に関わらず、オリジネーターの財務が最近、悪化していないかどうかも考慮する。
オリジネーターは、財務の一層の悪化を食い止めるため、より大きなリスクをとる場合がある。通常、
強いオリジネーターは格付と財務が安定している。そのようなオリジネーターには実務慣行を突然変
更するインセンティブはほとんど働かない。
経営陣の強固さ
財務の安定性とガバナンスが劣る小規模なオリジネーターに関しては、経営陣の強固さ、具体的に
は裏付資産となる事業の経験年数、当該オリジネーターにおける在職期間、事業の成果を一人また
は複数のキーパーソンに過度に依存する度合いなどに、焦点を絞って分析する。
政府または規制当局の監視
オリジネーターの安定性を決定する要因には、全ての準拠法令、特にローンのオリジネーションを規
制する法令を継続的に遵守するオリジネーターの能力も含まれる。
ムーディーズは、オリジネーターの安定性の評価の一環として、規制当局が実施する監督の内容
（通常、オリジネーターが銀行など厳しい規制を受ける金融機関か、非規制企業かなどで決まる）と、
オリジネーターが準拠法令を遵守するために策定した実務の方針と IT システムの評価を行なう。規
模が大きい企業は、規模が劣る企業に比べ、ガバナンス基準の策定と履行に十分な資源を割く能
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力を有していると考えられる。通常、強固なガバナンス体制を備えており、規制当局の監督を受けて
いるオリジネーターは次の条件を備えている。
»

小企業や個人企業よりも厳格な開示義務を課された上場企業である。

»

解決に多額の資金を要する（あるいは要した）重要、深刻な訴訟事案あるいは規制措置を現在
抱えていない（あるいは過去に抱えたことがない）。

»

預金取り扱い金融機関など規制を受ける企業である。

オリジネーター評価の ABS 格付分析への組み込み
オリジネーター評価の過程でムーディーズが識別したオリジネーターの強みと弱みが、ABS 分析にお
ける将来のアセット・パフォーマンス（期待デフォル率と期待回収率、アセット・パフォーマンスのばらつ
きなど）の定量的想定に影響を与える場合がある。たとえば、SME/リース案件の分析にトップダウン・
アプローチ 33を適用する場合には、利用可能なパフォーマンス・データにオリジネーター評価を組み
合わせて用いることで、ポートフォリオの信用の質の評価に審査、オリジネーションおよびパフォーマン
スに関わる調整を施す（-1 から+1 までの範囲のマイナスまたはプラスのノッチング）。少なくとも 1 つの
景気サイクルの全体をカバーするプールの過去のパフォーマンス・データに基づいてアセットを分析
する場合は、プールのパフォーマンス・データに既にオリジネーターの質の影響が織り込まれ、追加
の定量調整を施す必要がないと考えられる。一方、それが完全に反映されていないと想定される場
合（最近時に審査プロセスが変更された、短期間の過去データしか提供されていないなどのケース）、
プールの想定にオリジネーター評価を組み込む定性調整を施すことがある。
さらに、1 つまたは複数のオリジネーター評価の評価項目にみられる弱みを分析に定性的に組み込
むことで、定量分析が示唆する特定の目標格付に対する信用補完の水準を高くするか、特定の信
用補完水準に応じて付与される格付を引き下げることがある。オリジネーター評価が低い場合、ある
いはオリジネーター評価の特定の側面に大きな懸念がある場合、それによって案件の最高達成可
能格付が影響を受けることもある。
証券の発行および当初格付の付与の前に全ての裏付資産がオリジネートされている案件については、
それ以降のオリジネーションに関係する変更は当該証券のリスクに影響を及ぼさない。
ムーディーズは通常、当初のクロージング日以降にアセットが追加される案件について、適格基準と、
同様の審査実務に基づいて新規ローンをオリジネートする旨のオリジネーターの表明保証を分析に
組み込む。リボルビング期間中にオリジネーション実務と審査実務の大幅な変更があった場合は、オ
リジネーター評価の見直しを行い、格付証券に対するムーディーズの意見を変更することがある。
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詳しくは、SME バランスシート証券化の格付手法を参照されたい。、セクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法は
ムーディーズのウェブサイトから入手できる。
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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。
信用格付の過去のパフォーマンスの頑健性および予測能力については、ムーディーズのウェブサイト
に掲載されている。
「格付記号と定義」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。
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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。
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