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1 つ目のステップはプログラムが設立された時点で実行される。2 つ目のステッ
プについては、マルチセラー型の場合、裏付資産の追加・処分・変更・償還がさ
れるたびにプログラム期間を通して繰り返し行われ、シングルセラー型の場合は
単一の資産タイプをファンディングすることを目的としているため、プログラム設
立時に一度だけ行われる場合もある。アービトラージ型の場合も、プログラムが
設立された時点で証券ポートフォリオ運用ルールがレビューされるため、2 つ目
のステップが行われるのは一度のみのことがある。
This rating methodology is based on Moody’s Investors Service’s rating methodology titled “Moody’s Approach to
Rating Asset-Backed Commercial Paper (July 9, 2015).” The rating approach described in the Moody’s Investors
Service report was adopted on August 7, 2015.
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本格付手法は、適用前に特定の規制要件が充足される必要がある一部の法管轄域を除き、グローバ
ルに適用される。
ムーディーズ・ジャパン株式会社
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さらに、全ての ABCP プログラムにおいて、プログラムの変更がなされた場合、付与している
格付が維持されるかについて分析を行うことが必要であり、プログラムが存続する期間にわた
って信用力のモニタリングを行う。
本信用格付手法は、セクション 1,2,3 および 8 に文章上の変更を加えて 2015 年 8 月 7 日に更新された。また、セク
ション 3.2 では ABCP プログラムに適用する参照指標を用いた分析を説明している。格付手法の内容に変更はない。

1.1 短期格付の付与
ムーディーズは、当初の満期が 13 カ月以下の債務に対して短期格付を付与する。通常、
Prime-1 または Prime-1 (sf)の短期格付は長期債務格付では Aaa から A2（Aaa (sf)から A2 (sf)）、
場合によっては A3（A3 (sf)）に相応する。ムーディーズは当初の満期が 1 年以上のプログラム
または債務に長期格付を付与する。ミディアム・ターム・ノート（MTN）を発行する少数の
ABCP プログラムでは、MTN に対して長期格付が付与される。
ABCP プログラムの多くは短期格付のみが付与されている（大半が Prime-1 (sf)）。ムーディー
ズの格付分析において最も重要な点は、満期が到来する ABCP が期日どおりに支払われる
ことが十分な確からしさで行われるためのキャッシュが備わっているかを判断することにある。
プログラムの格付は大抵の場合、ムーディーズの格付が付与された商業銀行から提供される
流動性およびその他の信用補完に依拠している。流動性の金額は通常、正常資産の額に制
限されている。正常資産の額が ABCP 残高よりも常に大きければ、流動性は満期が到来する
債務の支払に充てられるため、各プログラムから発行された ABCP の格付は、その流動性提
供者およびサポート提供者の格付と密接に連動する。
一方で、ABCP の格付と裏付資産の信用力はそれほど密接に連動しない。連動の程度は、流
動性補完額を算出するための計算式が裏付資産のパフォーマンスとどう関連しているかによ
って異なる。典型的なアセット・バック取引においては、正常資産に対して流動性が提供され
るということは、取引に何らかの信用補完が残存している限りは流動性が全額利用可能である
ということに等しい。ABS 取引では、取引の信用補完が枯渇している場合、投資適格等級が
付与されるとは考えにくい。ムーディーズは通常、Prime-1 を達成するためにはシングル A 以
上の信用力が必要であると考えている。ほとんどの場合、投資適格等級高位の格付と、
Prime-1 格付の流動性提供者という条件が揃えば Prime-1 (sf)の格付に相当する。
ただし、格付分析では流動性補完額の算定式の内容と裏付資産の属性に注目する。「正常」
資産か否かは、返済が遅延しているか否かに基づいて定義されることが多い。デフォルト後の
回収率が高い裏付資産では、延滞日数基準が最終的なデフォルトと合致していない場合、流
動性による信用補完が長期格付と整合しない可能性がある。例えば、60 日延滞債権は流動
性補完の目的上は「不良資産」とみなされるが、60 日延滞の大半が最終的に解消される場合
には、「最終的な正常資産」となるこのような資産に対して流動性が供給されないことになって
しまう。同様に、デフォルト後の回収率が高い裏付資産では、流動性補完が最終的な回収相
当額をファンディングの対象としていない場合、流動性ファシリティから利用可能な金額は、
デフォルトした裏付資産からの最終的な返済額よりも少なくなってしまうこともある。各取引が
Prime-1 (sf)に相応するか否か判断する際には、流動性補完を算出するための計算式と裏付
資産の属性がどのように関連しているかを理解する必要がある。
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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流動性ファシリティが設けられておらず、裏付資産からの償還金に依存している仕組みもある。
その場合、格付分析では、コマーシャル・ペーパーの満期に応じた裏付資産からのキャッシュ
フローの安定性とその管理方法に注目する。満期が到来するノートの返済を裏付資産売却に
依存するプログラムの場合、売却が実行されるまでの期間における裏付資産の価格や売却
市場の安定性に注目する。こうしたストラクチャーの評価にあたっては、上記リスクの評価に適
切と認められた格付手法を適用する。
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ABCP プログラムに付与された格付は、当該プログラムが発行するコマーシャル・ペーパーの
みに適用される。ABCP プログラムの裏付資産には、ムーディーズの短期格付または長期格
付が付与されている裏付資産が含まれることもある。しかし、ABCP プログラムのポートフォリオ
に含まれる裏付資産には、明示的なムーディーズの格付が付与されていないことが多い。
ABCP プログラムに対して格付を付与する、あるいはその格付を確認するにあたり、ムーディ
ーズはプログラム全体の観点から各取引の信用力を評価する。Prime-1 (sf)の格付が付与され
た ABCP プログラムを通じて資金調達が行われている取引には Prime-1 (sf)格付または長期
格付が黙示的に付与されることはなく、こうした取引にムーディーズが明示的な格付を付与し
ない限りは無格付である。

1.2 基本的仕組み
ABCP プログラムは、コマーシャル・ペーパーの発行を通じて、裏付資産ポートフォリオをファ
ンディングするために設立された特別目的発行体（SPV）である。事務管理人（アドミニストレー
ター）が ABCP プログラムの全般的な活動（対象資産の選定と購入の手配、必要に応じて
ABCP の発行および返済、裏付資産のモニタリングおよびサービシング等）について責任を
負う。典型的なストラクチャーと主な関係当事者については後述する。
ABCP プログラムによってファンディングされた個々の取引は、長期証券化取引と類似するス
トラクチャーを有する。裏付資産のオリジネーターまたはセラーが裏付資産を SPV に「真正売
買」の形で売却する。プログラムが、格付が付与されている証券を購入する場合もある。購入
を行う SPV は、直接購入、ローン契約、買戻し契約、クレジットデフォルトスワップなどさまざま
な方法により資金調達を行う。信用補完を設けるため、資金調達の額は、通常、「正常」資産
（通常はデフォルトや支払遅延していない資産）の額に対してヘアカットを加味した額に設定
される。長期取引と同様、取引を早期返済期間に移行させるトリガーや、投資家が原資産の
悪化により受ける影響が限定的となるようなトリガーが設定される。
プログラムは裏付資産をファンディングするための資金を調達する目的で ABCP を発行する。
ABCP が発行できない場合、満期が到来する ABCP を返済するために流動性が引き出される。
多くのプログラムでは、資金が不足する場合に備え、プログラム・レベルでの信用補完が設け
られている。

1.3 4 つの主なリスク：流動性、信用力、ストラクチャー、オペレーション
プログラムに格付を付与するにあたって分析する必要があるリスクは、流動性リスク、信用リス
ク、構造リスク、オペレーショナル・リスクの 4 種類に大別される。また、プログラムの目的と、銀
行口座、流動性およびサポート提供者に関連するリスクについての適切な参照指標（レファレ
ンス・ポイント） 2も考慮する。
構造リスクとは、ABCP プログラムが倒産、またはそれと同様の事態に陥り、投資家への支払
上の遅延または支障が生じるリスクである。ABCP プログラムは、支払不履行のリスクを極小化
するためにストラクチャリングされた、限定目的の特別なファイナンスカンパニーである。SPV
は通常、スポンサーによって所有されることはない。SPV には従業員はおらず、その目的は裏
付資産の購入およびその為の資金調達に限られている。SPV と契約関係を持つ全てのカウ
ンターパーティは、倒産等申立制限条項（non-petition）、リミテッド・リコース（limited recourse）、
その他倒産のリスクを制限するための規定に同意する。こうした取り決めはストラクチャード・フ
ァイナンス取引において典型的にみられるものである。ムーディーズは、SPV の設立契約、
様々なサービス提供者および信用補完提供者との各契約、法律意見書をレビューし、上記の
構造リスクが手当てされているかを検討する。
2
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本格付手法の適用時には、特定の事業体の信用力を示す入力値を用いる。本レポートでは参照を容易にするため、こ
れらの入力値を「格付」と言い表している。しかし、使用され得る入力値の種類は信用格付に限定されず、ムーディーズ
のカウンターパーティ・リスク評価等の他の指標を用いる場合もある。
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信用リスクとは、プログラムを通じて購入される裏付資産にデフォルトが生じ、流動性補完が喪
失したり、ABCP が期日に返済されないリスクである。パーシャルサポート・タイプの ABCP プ
ログラムの格付は、プログラムの裏付資産のパフォーマンスに加え、信用補完の大きさと、信
用補完、流動性補完、ヘッジ及びその他のサポートを提供するカウンターパーティの信用力
に依存する。フルサポート・タイプの ABCP プログラムの格付は、信用補完の提供者または保
証人の信用力、特に短期の支払能力に依拠する。ムーディーズは、単独の ABS 取引の形で
資金調達が行われる場合に適用されるものと同一の格付手法を用いてそれぞれの裏付資産
の信用力を評価する。また、ムーディーズはファンダメンタル格付チームと協力して信用補完
提供者の信用リスクを検討する。
流動性と期日どおりの支払い：このリスクは、ABCP プログラムが保有する裏付資産からのキャ
ッシュフローと、満期が到来する ABCP の支払に必要な資金とのミスマッチから生じる。通常、
ABCP プログラムには少なくとも ABCP 残高に等しい額の流動性バックアップ・ファシリティが
設定されている。こうしたファシリティは、主に高い格付を有する銀行による流動性バックアッ
プ・ローンや買取契約の形で提供されるが、信用状、現金担保勘定、スワップまたはそれに類
するファシリティによって提供される場合もある。通常、流動性ファシリティの金額は正常資産
の額によって決定される。流動性補完額算定式の条件／定義は、それぞれの ABCP の返済
日に十分な資金が確保できるかを分析する為に行う裏付資産分析に沿った内容となる。流動
性補完提供者の信用力を見る際には、その格付を参照する。
ABCP の返済が裏付資産からのキャッシュフローに依存している場合、ムーディーズは、裏付
資産のキャッシュフローの分析を行うとともに、裏付資産からのキャッシュフローと満期を迎え
る ABCP の返済タイミングとのミスマッチによる影響を極小化するために、プログラムで正式に
用いられる流動性マネジメント補完ストラクチャーの分析を行う。ABCP の返済を裏付資産の
売却に依拠している場合、ムーディーズは、その時点で用いられる格付手法に基づいて、市
場の安定性と価格リスクについての分析を行う。
信用力：信用リスクとは、プログラムを通じて購入される裏付資産にデフォルトが生じ、流動性
補完が喪失したり、ABCP が期日に返済されないリスクである。パーシャルサポート・タイプの
ABCP プログラムの格付は、プログラムの裏付資産のパフォーマンスに加え、信用補完の大き
さと、信用補完、流動性補完、ヘッジ及びその他のサポートを提供するカウンターパーティの
信用力に依存する。フルサポート・タイプの ABCP プログラムの格付は、信用補完の提供者ま
たは保証人の信用力、特に短期の支払能力に依拠する。ムーディーズは、単独の ABS 取引
の形で資金調達が行われる場合に適用されるものと同一の格付手法を用いてそれぞれの裏
付資産の信用力を評価する。また、ムーディーズはファンダメンタル格付チームと協力して信
用補完提供者の信用リスクを検討する。
法的構造：構造リスクとは、ABCP プログラムが倒産、またはそれと同様の事態に陥り、投資家
への支払の遅延または支障が生じるリスクである。ABCP プログラムは、支払不履行のリスクを
極小化するためにストラクチャリングされた、限定目的の特別なファイナンスカンパニーである。
SPV（多くの場合 LLC、信託、または会社）はスポンサーの指示に基づいて法的な所有者によ
って設立され、通常、スポンサーによって所有されることはない。SPV には従業員はおらず、
その目的は裏付資産の購入およびその為の資金調達に限られている。SPV と契約関係を持
つ全てのカウンターパーティは、倒産等申立制限条項（non-petition）、リミテッド・リコース
（limited recourse）、その他倒産のリスクを制限するための規定に同意する。こうした取り決めは
ストラクチャード・ファイナンス取引において典型的にみられるものである。ムーディーズは、
SPV の設立契約、様々なサービス提供者および信用補完提供者との各契約、法律意見書を
レビューし、上記の構造リスクが手当てされているかを検討する。
プログラムのオペレーション：オペレーショナル・リスクは、プログラム運営に必要な全ての活
動を行っている第三者に関連するリスクである。運営上必要な活動の中には、プログラムの資
産および負債の管理、ABCP の発行および返済、プログラム費用の支払、決算管理、報告書
の作成、パフォーマンスのモニタリング、通知の発送およびプログラムの終了手続きなどが含
まれる。ムーディーズは、各々の関係者の業務内容と委託内容、表明、保証、標準的な注意
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義務および補償、制約事項/活動が記載された契約書をレビューし、プログラムの運営上で必
要な事項と照らし合わせる。また、信用補完提供者の業務能力を、案件上で求められる業務
内容と照らし合わせた上で、レビューする。また、サービス提供者がデフォルトするリスク、およ
びサービス提供者がデフォルトした場合であっても必要な業務が継続され、ABCP が期日ど
おりに返済される可能性についての分析も行う 3。

1.4 ABCP プログラムの種類
ABCP プログラムは、信用補完の種類とストラクチャーの 2 つの基準によって分類される。まず、
「信用補完の種類」の面では、100%信用補完（フルサポート）か部分信用補完（パーシャルサ
ポート）の 2 種類に分類される。また、「ストラクチャー｣の面では、「マルチセラー型」、「シング
ルセラー型」、「アービトラージ型」の 3 種類に分類される。また、ストラクチャード・インベストメ
ント・ビークル（SIV）や CDO といったストラクチャーで ABCP が発行されることもある。スポンサ
ーは、事業上の必要性に応じてプログラムを設計するため、実際に使われている ABCP プロ
グラムは上記の特徴を複数有していることもある。
フルサポート・タイプのプログラム：ABCP の投資家が裏付資産のパフォーマンス悪化の影響
から遮断され、ABCP の期日どおりの返済を第三者からの信用補完/流動性補完に依拠して
いるプログラムはフルサポート・タイプとなる。フルサポート・タイプの格付分析では、プログラム
の目的、関連する信用補完提供者の財務の健全性と信用補完契約の詳細に関する検討を
行う。フルサポート・タイプでは信用補完提供者の短期格付が引き下げられた場合、ABCP プ
ログラムの格付も連動して引き下げられる可能性が高い。
パーシャルサポート・タイプのプログラム：パーシャルサポート・タイプのプログラムの格付分
析では、裏付資産の質、プログラムの目的、および関連する信用補完提供者の信用力につ
いての複合的分析を行う。流動性のファンディング対象は、正常資産の額に限定されるが、セ
ラーまたは裏付資産に関連するリスクをもカバーすることもある。ABCP の返済のための不足
資金を補填するため、プログラム全体の信用補完が追加で設けられることもある。プログラム
の信用格付は、裏付資産の信用力とその構成、流動性提供者の信用力、その他の信用補完
提供者の信用力のいずれかが変化した場合、連動して影響を受ける可能性がある。パーシャ
ルサポート・タイプのプログラム内の個々の取引に対して 100%の信用補完が設定されている
場合もある。
ABCP プログラムには幾つかの種類があり、マルチセラー型が最も一般的なタイプである 4。
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»

マルチセラー型は、銀行がスポンサーとなり（一部、独立運用会社がスポンサーになって
いるプログラムもある）、多様な裏付資産から構成されるポートフォリオをファンディングす
るプログラムが典型的である。パーシャルサポート・プログラムの格付分析では、裏付資
産の質およびサポート・ファシリティに加えて、ポートフォリオの構成を検討する。

»

シングルセラー型は、銀行以外の金融機関がスポンサーとなり、その事業から発生する
一種類もしくは複数種類の裏付資産のファンディングを行うプログラムが典型的で、長期
証券化取引の前の一時的なファンディング（ウェアハウジング）として用いられることも多
い。格付分析では、対象裏付資産種類に適用される長期 ABS 取引の格付手法を用い、
追加のサポート・ファシリティについての分析も行う。

»

アービトラージ型は、証券のポートフォリオに投資するプログラムである。その格付分析で
は、ポートフォリオ運用ルール、裏付資産ならびにサポート・ファシリティの信用力を評価
する。2009 年以降、プログラムに設定されている信用補完が十分かどうかをモニターす
るため、従来用いられてきたダイナミック信用補完額算定式を補完するツールとして、ム

3

証券化取引のオペレーショナル・リスクに関するムーディーズのクロス・セクター格付手法の ABCP に関連するセクション
を参照されたい。

4

詳細については、本レポートの付録 A を参照されたい。
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ーディーズの CDOROMTM（CDOROM）の最新版が用いられている。しかし、現在では
アービトラージ型プログラムのほぼ全てがフルサポート・タイプとなっている。
»

ローンを裏付けとするプログラムは、企業向け貸出債権ポートフォリオをファンディング
するプログラムで、CLO に類似する。現在、市場には存在しない。

»

ハイブリッド型は、他の 4 つの特徴を複合的に有するプログラムである。格付分析ではそ
れぞれの種類における手法を適用しつつ、プログラム固有の特徴を考慮した複合的な
分析を行わなければならない。

»

担保付 CP プログラムは、銀行をスポンサーとし、買戻し契約に基づいてプログラムに売
却される証券をファイナンスするために ABCP を発行する。

»

レポ・プログラムは、銀行以外の会社がスポンサーとなっていて、通常は買戻し契約また
は類似した証券ファイナンス契約に基づいて様々な資産のファンディングを行う。

2. 格付プロセス
通常、2 つのステップを経て ABCP プログラムに対して格付が付与される。ムーディーズはまず、
プログラムの仕組みに対して格付を付与する。次に、ABCP プログラムを通じてファンディング
が行われてポートフォリオに取引が追加された時点、あるいは既存の取引に変更が加えられた
時点で、プログラムに対する格付のレビューを行う。通常、追加や変更がなされる前にムーディ
ーズに対して通知がなされ、多くの場合、その変更がプログラムに対するその時点の格付の引
き下げまたは取り下げにつながらないかどうかが検討される。このプロセスは、新たな取引が追
加されたり、古い取引が返済されることにより、ポートフォリオの中身が流動的に変化する「リボ
ルビング・ストラクチャー」の特徴を ABCP プログラムが有していることを反映している。

2.1 プログラムに対する当初格付の付与
ABCP プログラムに当初格付を付与するにあたっては、プログラムのスポンサーおよびサポー
ト提供者、プログラムの目的とその法的構造、様々なサポート提供者の業務を記載した契約
書類、ファンディングの対象となる裏付資産の種類、取得格付が維持されるのに必要なサポ
ート・ファシリティ、プログラムの事務管理人の能力について分析を行う。サポート提供者の財
務力およびスポンサーの資本市場に対するコミットメントと経験が、重要な定性的要因となる。
スポンサーはプログラムの事務管理人を兼ねている場合が多い。事務管理人は、プログラム
が適正に機能するよう全体を管理する役割を担うため、ムーディーズは通常、事務管理人の
オフィスにおいて、プログラムがどのように運営されているかの確認を行う（オペレーションレビ
ュー）。ムーディーズは、裏付資産のオリジネーションおよび引受け、ABCP の発行および返
済手続き、契約書記載事項の遵守、これら全てを支える人員および情報システムが確保でき
ているかなどについて確認を行う。

2.2 プログラムによる裏付資産購入時のレビュー
プログラムに対する当初格付が付与された後、事務管理人はファンディングの対象となる取
引の内容を決めるとともに、仕組みを作る。ムーディーズは通常、ABCP プログラムがファンデ
ィングする裏付資産ポートフォリオの観点から各取引をレビューし、追加が行われてもプログラ
ムの格付に影響が生じないかを検討する。事務管理人は、このプロセスを円滑化するため、
ムーディーズに対して、引受けおよび与信承認分析に関する情報を提供する。取引の格付
分析は、長期の ABS 分析と非常に類似しており、ABCP アナリストは長期 ABS および事業債
のアナリストと密接に協力して分析を行う。前述の通り、ABCP では通常、流動性ファシリティ、
プログラム・レベルの信用補完、事務管理人による監視によって各取引は恩恵を受けている。
ムーディーズの格付分析では、こうした追加の信用補完が存在する場合、それらを格付分析
に織り込む。
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2.3 「事後レビュー型」プログラム
一部のプログラムでは、ムーディーズによる「事後レビュー」の形で裏付資産の取得を行うが、
そうした場合には、購入される裏付資産の種類、取引の規模、仕組み上の手当てについて具
体的な制約が設けられていることが多く、通常はプログラムレベルで多額の信用補完が設定
されているか、各取引を全額サポートする流動性が確保されている。このことは事務管理人が、
上記の制約の範囲内であれば、ムーディーズによる事前のレビューを経ずに、新たな取引を
追加できるということを意味する。

2.4 変更
スポンサーはプログラムに変更を加える際には、ムーディーズに通知し、レビューを受ける。ム
ーディーズは、前述のリスク要因への影響について個別に考慮し、通常、そうした変更後もコ
ンディットの格付が影響を受けないかについての確認を求められる。

3. ABCP に対する格付のアプローチ
3.1 ABCP プログラムの格付
ムーディーズの短期格付は、コマーシャル・ペーパー等の短期金融債務の支払いが期日ど
おりに行われる相対的な可能性と、支払い不履行となった場合の損失規模に関する意見で
ある。明確な期待デフォルト確率を明示してグローバル短期格付を付与することはないが、
Prime に格付された発行体が短期債務不履行に陥ることは稀であるという高い確度の想定が
ある。したがって、ABCP プログラムに付与する短期格付の主な決定要因はプログラムのデフ
ォルト確率である。

3.2 参照指標（レファレンス・ポイント）
本格付手法を適用する際は、参照指標（CR 評価やシニア無担保格付など）を用いて銀行が
提供する様々なタイプのサポートとの関連からみたデフォルトリスクを測定する 5。それぞれの
サポートタイプについて、ムーディーズは本セクションで説明する原則に従って適切な参照指
標を決定する。
CR 評価は一般に、銀行が重要な業務上の役割を果たす上で生じるメカニカルな支払いを伴
わない義務（ABCP プログラムに対する事務手続き上の義務など）や、銀行破綻処理を管轄
する当局が通常の無担保債務よりも優先するであろうとムーディーズが考える支払い義務 6を
評価するのに適切な指標である 7。他の全ての銀行債務（預金を除く 8）については、参照指
標として通常はシニア無担保債務格付を用いる。
例として、ムーディーズは、（1）100%の担保が設定されるとみられる債務（買戻し契約に基づ
く支払い等と同等の債務を含む）および（2）顧客に対するサービスに関連する一部の義務に
対し、参照指標として CR 評価を用いる。
ムーディーズは通常、次のような場合、債務に 100%の担保が設定されていると想定する。す
なわち、銀行が証拠金を頻繁に追加することにより、必要とされる担保の価値を長期にわたり
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5

本レポートでは参照を容易にするため、これらの参照指標を「格付」と呼んでいる。しかし、参照指標は信用格付に限定
されない。

6

預金者への支払いを除く。

7

例外として、ある事業体に CR 評価が付与されていない場合、例えばシニア無担保格付（またはそれに相当するもの）や、
一部のケースでは預金格付（またはそれに相当するもの）から導出した最も適切な代替指標を用いる可能性がある。

8

第三者である口座設定銀行に関連するデフォルトリスクの評価については、クロスセクター格付手法「証券化案件におけ
るキャッシュの 一時的使用と適格投資に関するムーディーズのクロス･セクター格付手法で別途説明している。
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維持することを契約上要請されており、且つ、（1）担保価値が特定の第三者によるプライシング
情報源を参照して決定される、（2）担保価値が当事者が合意したプライシング情報源を参照し
て決定され、プログラムの事務管理人が担保提供者から独立している、（3）証拠金の計算は担
保提供者から独立した当事者が行い、担保提供者はプライシング情報源に関与しない 9、ある
いは（4）適格と認められる担保の種類は現金および高格付の国債に限定され、担保価値は取
引上合理的な方法で担保提供者により決定されなければならない、という場合である。
例外として、上述した 4 つの基準のいずれかに該当する場合でも、ムーディーズが知る限りで
担保提供者がプライシング情報源となっている場合は通常、債務に 100%の担保が設定され
ているとは想定しない。さらに、(2)および(3)の基準については、担保提供者がプライシング情
報源の選択に影響を与えるとみられる方法で「独立した当事者」をコントロールしている、ある
いは影響を与えているという状況をムーディーズが認識している場合、その当事者は「独立し
ている」とみなされない。
ムーディーズが CR 評価の対象とする顧客サービス提供義務には、第三者である顧客 10との
関係に準じて提供される保証 11や、ABCP プログラムによる銀行の商業顧客への直接的なフ
ァンディング提供に関する義務が含まれる。したがって、ムーディーズは通常、マルチセラー
型 ABCP プログラムのスポンサーが提供するローン・コミットメントに CR 評価を用いる。

3.3 主なリスク
ABCP プログラムへの格付付与にあたっては、4 つの主なリスクを評価しなければならない。
すなわち、（1）流動性および期日どおりの支払い（セクション 4 参照）、（2）信用力（セクション
5 参照）、（3）法的構造（セクション 6 参照）、（4）プログラムのオペレーション（セクション７参
照）である。流動性については、コマーシャル・ペーパーが期日に全額返済されるか否かの検
討を行う。流動性は、流動性ファシリティの提供者の信用力、ファシリティの目的、および裏付
資産の信用力に結びついている。オペレーショナル・リスクは、コマーシャル・ペーパーが期
日どおりに返済が行われるために必要となる事務手順に関連するリスクである。プログラムが
法的に適切な形でストラクチャリングされていなければ、返済に支障が生じる可能性がある。

4. 流動性および期日どおりの支払
ABCP プログラムは、満期の異なる様々な裏付資産をファンディングするために短期債務（付
録 A の ABCP の種類を参照されたい）を発行する。売掛債権といった短期債権をファンディ
ングする場合であっても、裏付資産からの回収時期と ABCP の返済時期の間にミスマッチが
生じる。満期を迎える ABCP のほとんどは、新たに発行された ABCP によって調達された資金
で返済される（「ロールオーバー」）が、投資家は新規に発行される CP を購入する義務を負っ
ているわけではないため、格付付与にあたって「ロールオーバー」に依拠することはできない。
流動性リスク分析では、あらゆる返済原資の特定や、それらの原資が付与された短期格付に
見合う確実性で CP の期日どおりの返済に用いることができるかについての評価を行っている。
典型的な流動性原資としては、①銀行が提供する流動性ファシリティやそれに相当するもの、
②高格付のカウンターパーティによる買戻し契約または返済契約、③裏付資産からの回収金、
④裏付資産の売却代金が挙げられる。①および②はカウンターパーティに関するもの、③お
よび④は裏付資産に関連する流動性原資である。
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9

(3)のケースでは、独立した主体が必要とされる業務能力を有しているかどうかを、オペレーショナルリスクに関する格付
手法に基づいて評価する。この格付手法は末尾の関連リサーチのセクションに記載されている。

10

銀行が子会社・関連会社の債務を保証している場合、保証の参照指標は通常、当該銀行が債務を引き受けた場合に適
用される参照指標である。

11

クレジット・デフォルト・スワップやトータル・リターン・スワップ等と同等の証券に関する義務を含む。
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4.1 カウンターパーティによって提供される流動性ファシリティ
カウンターパーティは様々な形で流動性を提供しうる。バックアップ流動性ファシリティ、信用
状、現金担保勘定、買戻し契約、スワップ契約等である。裏付資産毎にファシリティが設けら
れる場合もあれば、プログラム全体にひとつのファシリティが設けられる場合もある。いずれの
場合でも、ABCP の期日どおりの返済は、カウンターパーティが契約どおりに資金提供を行う
ことに依拠する。
流動性契約はそれぞれ、独自の形式を持ち、法的に有効とみなされるためには一定の要件
を満たす必要がある。具体的な要件例については法的リスクのセクションで述べる。それぞれ
の流動性契約は、考慮する必要のある固有のリスクを有していたり、あるいは以下に述べる 6
つの点について様々な形で対応していたりする場合もある。ここには言及されていないが、流
動性リスクの懸念に対応した他の種類の契約が用いられることもある。
ABCP プログラムの必要流動性を賄うためには、流動性ファシリティは次の特徴を備えていな
ければならない。
»

資金を提供するカウンターパーティの信用力が、付与される格付に相応していること

»

契約どおりに CP 残高を全額返済するために必要な資金を保有していること

»

CP の満期における支払を行うために適時に引き出せること

»

必要となったときに引き出せる額を定める算定式に、付与された格付に相応しないような
制約がないこと

»

付与された格付に相応しないような、資金の引き出しを妨げる「制限条項」がないこと

»

利用できる資金の額を減少させる、相殺権が設けられていないこと

信用力：通常、流動性提供者の格付は、ABCP プログラムの格付と同水準か、それより高い水
準でなければならない。そうでない場合、ABCP の投資家は、ABCP プログラムより信用力の
低いカウンターパーティの返済能力に依拠することになる。
格付を付保されているカウンターパーティーの全てが流動性提供者として許容されるわけで
はない。通常、銀行は金融システムを通じて常に現金を確保出来る一方で、その他の金融機
関は、たとえ格付が高くても、すぐに準備出来る資金額には制約がある場合がある。ABCP の
格付チームは、事業債の格付アナリストの協力を得ながら、流動性の提供者が適切な先であ
るかの評価を行う。
十分な資金：ファシリティは、全ての CP 残高の元利払いを賄える規模でなければならない。
満期までの全ての元利払いを賄える余裕がファシリティにない限り、CP 発行が出来ないよう
に基準が設けられている必要がある。
一部の流動性ファシリティでは、短期間に元利払いのために引き出せる金額に制限が設けら
れている場合もある。この場合、ABCP の満期時の支払は、そうした流動性ファシリティ上の制
限を考慮した上で管理されなければならない。
引き出し能力：流動性ファシリティの利用可能状況は、ABCP の元利払いのタイミングに併せ
て調整されていなければならない。資金が必要であることが判明したときに要請がなされ、支
払期日前に資金が提供されるように、契約上で資金が引き出されるための手続きが規定され
ている必要がある。関係当事者は、必要資金額を確認し、通知の送付および受領、資金の提
供を適切に行わなければならない。
利用可能額算定式：引き出せる額は、プログラムがファンディングしている正常資産の額に制
約されることが多い。利用可能額算定式では、裏付資産の信用分析に対応したデフォルト定
義（後述）を用い、裏付資産を支える全ての信用補完を考慮していなければならない。
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流動性提供の制約条件：流動性ファシリティが全く引き出せない場合もあり、その典型的な例
は、ABCP プログラムが倒産状態にある場合である（後述の法的リスクの分析を参照）。流動性
提供の制約条件は、付与する格付、および裏付資産の信用分析で想定される範囲内でなけ
ればならない。
相殺を行わない：流動性ファシリティ以外の契約関係が ABCP の発行体と流動性提供者の間
に存在する場合がある。ABCP 発行体が流動性提供者に対して他の契約に基づく債務を負
っている場合でも、流動性提供者は当該債権額を流動性ファシリティ契約に基づいて ABCP
プログラムに対して提供する流動性ファシリティと相殺することは出来ない。

4.2 裏付資産がもたらす流動性
ABCP の裏付資産は 2 つの経路で資金を提供しうる。売掛債権やクレジットカード債権などは
非常に返済率が高い一方で、ホールローン・モーゲージや格付された証券には、直接売買ま
たは証券化を通じた、流動性の高いセカンダリーマーケットが存在するものがある。
裏付資産からの回収またはその売却に依拠する場合、次の点に留意が必要である。
»

裏付資産の信用力が返済率または市場価値に影響を及ぼす点

»

キャッシュフローのタイミングと額が、ABCP の返済タイミングおよび必要額に対して不確
実である点

»

（上記の理由により）ABCP の裏付資産の売却を行うことで調達できる資金の額が変動す
るかもしれない点

信用力：最も顕著な信用リスクはデフォルトリスクであり、デフォルトが発生すると回収額が資
金調達額より大幅に少なくなることがある。破産した原債務者が債務の返済を停止し、破産財
団からの回収額が債務額より少なくなる可能性もある。信用力の低下した原債務者の返済が
遅くなり、ABCP プログラムの受領する回収金が減少することもある。デフォルトした裏付資産
の価格は額面より小さくなることが多く、買い手の数も減少すると考えられる。裏付資産の信用
力は付与される格付に相応していなくてはならず、信用力が悪化するリスクや裏付資産が格
下げされるリスクは低い水準でなければならない。
不確実性：裏付資産からの回収金が入ってくるタイミングや（必要な場合に）市場が機能して
いて裏付資産が必要最低価格で売却できるか否かはケースバイケースである。十分な資金
が確保できるよう、回収金は ABCP の返済までに十分な余裕をもって積み上がっている必要
がある。全ての ABCP の支払を賄うに十分な価格で裏付資産に関して効果的な販売活動を
行い、売却するためには十分な時間が必要である。流動性を裏付資産に依拠するプログラム
の多くでは、必要な現金を確保する可能性を高めるため、CP の満期を管理する一定の要件
が必要となる。
流動性リスク：ABCP プログラムは ABCP を通じた資金調達が出来なくなるとマイナスの影響
を受けるかもしれないビジネスに対して資金を提供している。償還や売却による裏付資産の
処分は、プログラムの顧客から資金調達の手段を奪い、結果として、裏付資産のパフォーマン
スに影響を与える可能性がある。極端な場合、調達手段がなくなったことによりオリジネーター
が倒産してしまうと、残りの資産のサービシングが適切に行われなくなり、プログラムが受領す
る資金が少なくなることになりかねない。
ABCP の返済が裏付資産の償還に依拠している場合、ムーディーズはそれと同種の裏付資
産を裏付けとする ABS の格付分析を適用し、どの程度の回収金が、どの程度迅速に回収で
きるかを推定する。ネット・キャッシュフローの水準は付与された格付に相応するものでなけれ
ばならない。

10

AUGUST 7, 2015

格付手法：アセット・バック・コマーシャル・ペーパーに対するムーディーズの格付アプローチ

ASSET-BACKED COMMERCIAL PAPER

ABCP の返済が裏付資産の売却に依拠する場合、ムーディーズは、価格のボラティリティと、
裏付資産の想定売却期間にわたって売却市場が存在し続けるか否かを検討するため、市場
価値リスクに関する格付手法を適用する。例としては、オートローンの残価リスクや、住宅ロー
ンの回収率を分析する際に適用している手法などがある。本稿執筆時点で、ABS のような証
券の売却価格に依拠している ABCP プログラムに格付を付与する際に適用できる格付手法
はない。売却代金は、付与される格付に相応する確実性をもって、ABCP の返済に必要な額
を賄えるものでなければならない。

4.3 「パーシャル型」流動性
ABCP プログラムでは、CP の期日どおりの返済のために、カウンターパーティからのサポート
と裏付資産に基づく流動性の双方が用いられることがある。これは「パーシャル型」の流動性
と呼ばれる。「パーシャル型」の流動性に伴うリスクは、カウンターパーティによって流動性が
提供される場合のリスクと、裏付資産により流動性が提供される場合のリスクを複合したものと
なる。それらのリスクや分析方法は、前述の各要素を組み合わせたものとなる。

5. 信用力
信用リスクは、主に ABCP プログラムのファンディング対象となる資産、次にサポート提供者お
よびサービス提供者の質に応じて発生する。信用リスクは、証券化される資産のストラクチャリ
ング、流動性補完およびプログラム・レベルの信用補完によるサポート、プログラムの事務管
理人による積極的な運用によって軽減される。
ムーディーズは次の 5 つを順に検討して信用リスクを分析する。
»

裏付資産単体での信用力

»

流動性利用可能額算定式が信用リスクに与える影響

»

プログラム・レベルの信用補完

»

ポートフォリオ・マネジメント

»

ポートフォリオ全体の信用力

新たな裏付資産がプログラムへ追加される場合、上記のいずれの段階であっても、いったん
信用リスク分析を停止することがある。もし裏付資産の単体ベースでの信用力だけでプログラ
ムに付与されている格付に相応している場合は、流動性ファシリティやプログラム・レベルの信
用補完による追加的な効果を必ずしも考慮する必要はない。

5.1 短期・長期資産の信用力
図 1 は、短期格付と長期格付の関係を示したものである。ABCP に対するムーディーズの格
付分析では、格付が市場の信用感応度に相応しており、かつ安定したものとなるよう、プログ
ラムのファンディング対象となる裏付資産の信用力が、（各々のプログラムに付与されている）
短期格付に対応する長期格付レンジのうち高位に相当することを目標としている。短期格付
が付与されている多くの企業は長期格付も有しているため、投資家は両者を区別して使える
が、ほとんどの ABCP プログラムは長期格付を有していない。前述し、また詳細は後述する通
り、短期格付は流動性と裏付資産の信用力が互いにどのような影響を与えるかによって決定
される。流動性利用可能額算定式が取引の条件に合致していなければ、裏付資産に高い長
期格付が付与されている取引であっても高い短期格付が付与されないこともある。逆に、流動
性利用可能額算定式により追加的な信用補完が提供されるのであれば、裏付資産がそれほ
ど高い長期格付を付与された取引でなくても、高い短期格付が付与されることもある。
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5.2 裏付資産単体での信用力
信用分析は、まず各取引単体での信用力の分析から始める。ABCP がファンディングを行う
各取引のストラクチャーは長期 ABS 取引のストラクチャーと類似している（多くは同一である）。
公表されている長期信用格付が付与されている取引もある。ムーディーズは、各取引の分析
では長期 ABS に対する格付手法を適用し、類似する長期 ABS の分析を担当するスタッフが
分析を行うことが多い。様々な種類の取引に適用される格付手法の一覧については、ムーデ
ィーズのウェブサイトを参照されたい。
取引が第三者によりフルサポートされている場合（例えば、流動性、信用状、保証等によるサ
ポート）、ムーディーズは取引単体の信用力評価を行わず、サポート提供者の関連する格付と、
サポート契約の条件のみを考慮する。
図 1：

長期格付と短期格付のグローバル・スケールの対応関係
長期格付

12

Short Term
短期格付

Long Term Rating
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1, Ba2, Ba3
B1, B2, B3
Caa1, Caa2, Caa3
Ca, C

Rating

Prime-1

Prime-2
Prime-3

Not Prime

出所：ムーディーズの「格付記号と定義」

5.3 流動性の提供と信用力
前述の通り、多くの ABCP プログラムは第三者が提供する流動性ファシリティに依拠している。
ほとんど全ての取引で、長期取引で投資家が通常直面するような様々なリスクは流動性ファ
シリティによって手当てされている。一方で、流動性ファシリティがあることで、長期取引の投
資家であれば直面することのないようなリスクに ABCP 投資家がさらされる場合もある。流動性
ファシリティが設定されることでどのような効果・影響が生じるかを検討するため、取引ごとに流
動性契約をレビューする必要がある。
流動性ファシリティの影響は通常、「流動性ファシリティ調達ベース」とも呼ばれる流動性利用
可能額算定式で確認することができる。流動性利用可能額算定式を評価する際の主な考慮
事項は次の通りである。
»

長期格付分析との整合性

»

セラー関連リスクに対する手当て

12
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»

リスク・エクスポージャーの額の上限

»

金利・為替リスクに対する手当て

整合性

信用分析評価が意味あるものとなるためには、流動性契約の条件や定義が、裏付資産の分
析内容と合致したものでなければならない。流動性は実質的に全ての正常資産、信用補完、
リザーブファンド、そして回収されたものの分配されていない回収金（同様の長期取引の投資
家であれば支払を受けとれるような回収金）をカバーしなければならない。つまり、流動性は
支払の遅延をカバーするものである。例えば、取引に保証または保険が設定されている場合、
流動性は通常、当該契約に基づく支払が行われるまでのつなぎ資金を供給する。デフォルト
した原資産からの回収額が大きい場合、流動性は通常、最終的に回収金が受領されるまで
のつなぎ資金を提供する。流動性がそうしたつなぎ資金を提供する仕組みとなっていない場
合、流動性ファシリティの条件を勘案しながら、裏付資産の信用分析を調整する。
流動性がカバーする対象が長期格付分析の内容と合致していない場合、裏付資産の信用力
を再検討しなければならない。例えば、保証が設定されているような取引において、保証人が
支払不能の状態にあるにもかかわらず流動性ファシリティが保証分をカバーすることになって
いる場合は、保証人の倒産リスクが排除され、その分、長期取引に比べて信用力が向上する。
もし、デフォルトした裏付資産に関して長期取引の分析で想定している回収率よりも流動性補
完によって手当てされる比率が低い場合、取引の信用力は長期取引に比べて低くなり、高い
場合は高くなる。ただし、これらは、流動性によって ABCP プログラムの信用力がどう影響を受
けるかを示す多数の例のひとつに過ぎない。
流動性利用可能額算定式に基づく算定結果がプラスかマイナスかによって、裏付資産の格
付手法を参照して、プログラムの信用評価が調整されることがある。流動性によるカバー分が
不足する場合、ABCP の投資家は長期取引の投資家よりも受け取る額が少なくなり、そのため
コンディットの信用評価は低くなり、逆の場合には信用評価は高くなる。
流動性利用可能額算定式には多数の種類がある。裏付資産ベースからスタートする流動性
利用可能額算定式は、前述の項目（裏付資産、信用補完等）の合計に非常に類似したものと
なる。資金利用可能額からスタートし、信用補完でカバーしきれない損失額を差し引くものも
ある。この種の算定式では、流動性分析の方法と原資産分析の方法が異なっているかどうか、
異なっている場合はどのような点で異なるかについてより詳細な分析が必要となることがある。
セラーのリスク

流動性利用可能額算定式は通常、裏付資産金額または資金利用可能額からスタートし、所
有関係やセラーの状態は考慮しない。流動性利用可能額の算定では、裏付資産が正常資産
かデフォルト資産なのかにのみ注目する。裏付資産の譲渡が適切に行われず、SPC／証券
化取引によって保有されていない場合、あるいはセラーが倒産状態にある場合でも、流動性
利用可能額は通常影響を受けない。
また、プログラムから支払わなければならないものの、未だプログラムが受領していない金額
がある場合、流動性はそれら全ての金額を対象につなぎ資金を提供する。発行体ではなくセ
ラーがその資金を保有していたとしても、プログラムからの支払が必要な額であることに変わり
はないので、流動性の対象範囲であることに変更はない。さらに広義には、セラーが債権の
適格性に関する表明保証に基づいて買戻しを行うためにセラーが負う債務額も流動性の対
象に含まれる。流動性補完は、返品やその他の要因によって債権額の減額が生じた売掛債
権も対象とする。
流動性ファシリティが、倒産、減額、未収金、表明保証等に関するセラーのリスクのいずれか
をカバーしていない場合、そのリスクは取引のストラクチャーおよび信用補完によって手当て
されていなければならない。ムーディーズは、裏付資産種類ごとの長期 ABS 格付手法を用い
てこれらリスクの評価を行う。
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いずれの場合においても、上記要因に起因する潜在損失を評価し、格付手法に基づいて裏
付資産評価を行う必要がある。前述の項目は基本的に信用補完を増やす、あるいは損失率
を引き下げることにつながる。
エクスポージャーの制限

流動性補完額算定式は、パフォーマンス・トリガーと併せて機能し、CP の新規発行を制限す
ることで ABCP コンディットのリスク・エクスポージャーを削減する役割を果たす。長期 ABS 取
引では、原資産のパフォーマンスが悪化した場合、キャッシュをトラップし、フル・アモチゼー
ションへ移行することで、予定満期日以前に投資家への返済を行い、投資家のリスク・エクス
ポージャーを制限するように仕組まれている。ただし、その効果は、債権の返済スピードを早
める効果に限られる。
ABCP においても、同様の仕組みにより、CP の返済スピード早めることが出来る。ABCP プロ
グラムでは、原資産のパフォーマンスが悪化した場合、取引の資金調達のための新規の CP
発行が禁止されることがある。また、裏付資産からの回収金が確保できていない場合であって
も、流動性によって CP は返済される。
ムーディーズは、パフォーマンス・トリガーおよび CP の満期に関する制約を考慮に入れて、
ABCP 投資家がリスクにさらされる期間を想定する。その想定は次の 2 つの要素に基づく。ま
ずは、パフォーマンスに変化が生じた場合にそれを感知するのにかかる時間、そしてパフォ
ーマンス・トリガーに抵触した後、取引に流動性が供給されるのにかかる時間である。例えば、
3 カ月平均デフォルト率に基づいたトリガーが認識されるまでには 4 カ月（平均値が悪化する
までに 3 カ月、さらに報告されるまでのタイムラグとして 1 カ月）を要し、発行される CP が満期
60 日間のものに限定されている場合、流動性が提供されるまでにさらに 2 カ月を要する。
リスク・エクスポージャーの期間を想定した後は、「取引期間にわたる損失」ではなく、「エクス
ポージャー期間にわたる（格付手法に基づいた適切なストレスを加味した）損失」を考慮する
ために裏付資産分析に調整を加える。これは、「ショートテール分析」として知られる方法であ
る。当該「エクスポージャー期間」後に発生した損失は、流動性提供者が負うことになる。
金利・為替リスク

流動性補完額算定式では通常、裏付資産に加え、ABCP に係る金利もカバーしており、
ABCP の発行金利と裏付資産からの金利とのミスマッチをカバーする。このような場合には、
裏付資産分析においては、金利ミスマッチリスクを考慮しなくても良いよう調整が行われる。流
動性ファシリティが、ABCP の発行通貨と、原資産の返済通貨のミスマッチをカバーする場合
にも、同様の調整を行うことがある。プログラムが複数通貨建ての裏付資産プールのファンデ
ィングを行っている場合、あるいは複数通貨建ての流動性ファシリティを用いている場合、為
替の違いによって取引の流動性補完額が ABCP の返済額に不足するリスクの分析を行い、
軽減する手当てが必要となる。
ABCP プログラムでは、原資産からの回収金で資金調達コスト・取引コストを支払った後に、最
悪の場合、ブレーク・イーブンになることが予想される。しかし、流動性が金利・為替リスクをカ
バーしていれば、金利／為替レートの変動リスクや、プログラムを閉じるに当たって発生しうる
資産・負債のミスマッチを考慮する必要がない。一方、同様の手当てがない長期 ABS 取引で
は、こうした一時的に発生しうる極端なネガティブなミスマッチを考慮する必要がある。
プログラムによっては、通貨・金利リスクのヘッジを、適切なヘッジが行われない場合にいかな
る補償も行う第三者の判断に委ねることもある。この場合、補償提供者とヘッジカウンターパ
ーティは、ABCP プログラムに付与されている格付に相応する格付を有している必要がある。
包括ヘッジが締結されていない場合、ムーディーズは個別のヘッジ内容を検討する。
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5.4 プログラム・レベルの信用補完
パーシャル・サポートのプログラムのほとんどは、プログラム・レベルの信用補完によってセカ
ンド・ロスを手当てしている。プログラム・レベルの信用補完は、通常は、i) 最低基準額か、ii)
「プログラムの合計資金調達利用可能額」または「ABCP の合計残高」の一定比率、のいずれ
か大きいほうの金額に設定され、5-10%の範囲に収まるのが普通である。
裏付資産の信用力によってはプログラム・レベルの信用補完額の計算に算入されない裏付資
産がある。「高格付」の裏付資産（定義は様々だが、たとえば Aa 格またはそれ以上）およびフ
ルサポートされている裏付資産は信用補完額の計算には含まれないことがある。ただし、計算
に含まれない裏付資産であっても、損失をカバーするために必要な場合にはプログラム・レベ
ルの信用補完でカバーされることが多いが、カバーされない場合もある。
ムーディーズの分析では、信用補完提供者の格付、信用補完の形態、引き出し可能額、引き
出しのタイミングを考慮する。
信用補完提供者の格付：多くのプログラム・レベルの信用補完は、ABCP プログラムの格付に
相応する関連する格付を有するカウンター・パーティによって提供される。カウンター・パーテ
ィの格付変更は ABCP プログラムの信用格付に影響を及ぼす。
信用補完の形態：プログラム・レベルの信用補完の形態は、信用補完利用可能額に影響を及
ぼす。最も一般的な形態である信用状は無条件に引き出せる一方で、ヘッジまたはスワップ
契約では引き出し可能なタイミングに制約が設けられることがある。現金担保勘定は、保有す
る裏付資産の種類または資金を保有する金融機関によって影響を受けることがある。流動性
ファシリティはフルサポートを提供することがあるが、プログラムが支払不能の状態にある場合
には資金を供給しない。
信用補完の額：プログラムの信用力を評価するにあたっては、信用補完の最低額と合計額の
両方が重要となる。ある時点で、プログラムが新しいか、通常の過程でワインドダウンされようと
している場合には、いずれかの時点でプログラム・レベルの信用補完の最低額しか使えなくな
る。プログラムのポートフォリオが大きく分散している場合、最大規模の案件や平均規模の案
件に対する一定の比率としての信用補完合計額があれば、不測の損失をカバーするための
備えとなりうする。
プログラム・レベルの信用補完の評価：一部の ABCP プログラムでは、流動性ファシリティによ
って提供される信用補完を考慮した上での裏付資産の信用力が、プログラムに付与されてい
る格付に相応するものとなっている。そうした場合、プログラム・レベルでの信用補完は、各裏
付資産における補完と当該資産に対する流動性ファシリティによって提供される補完の上に、
さらに追加的にサポートを提供することになる。
多くの場合、流動性ファシリティを勘案した後でも、その信用力がプログラムに付与されている
格付に相応しない裏付資産が 1 種類もしくは複数種類含まれていることがある。しかし、裏付
資産を追加することで増加するプログラム・レベルの信用補完を考慮すると、裏付資産ポート
フォリオの信用力が付与されている格付に相応したものになることもある。この場合、（プログラ
ム・レベルの信用補完の増額後）各裏付資産の信用力はプログラムに付与されている格付に
相応していると判断することもできる。
プログラム・レベルでの信用補完を考慮せず、流動性補完だけを勘案した場合の信用力がプ
ログラムの格付に相応しているような裏付資産ポートフォリオは、信用力が低い取引へ回し得
る超過補完を提供する。高い格付が付与されている裏付資産を多く保有しているプログラム
は、信用力の低い多くの裏付資産をカバーするのに十分なプログラム・レベルの信用補完を
備えている。高い格付が付与されている裏付資産に対して設定されているものの実際には必
要とされないプログラム・レベルの信用補完は、信用力の低い裏付資産への追加の信用補完
とみなされ、プログラムに付与されている格付をサポートするのに十分である場合もある。
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従って、プログラムの格付は、流動性ファシリティによる信用補完と裏付資産ごとに提供可能
なプログラム・レベルでの信用補完を考慮した上での、裏付資産分析に依拠する。

5.5 ポートフォリオ管理
多くの ABCP プログラムでは、裏付資産の追加および処分に関するポートフォリオ管理ガイド
ラインが設けられている。ガイドラインが具体的に決められており、かつ発生確率を測ることが
可能な事由にリンクしている場合、ムーディーズはそれが個々の裏付資産およびプログラム・
レベルの信用補完にどのような影響を及ぼすかを評価することが出来る。1 つの例としては、
流動性ファシリティがリスク・エクスポージャーを制限する例で既に示した。ABCP プログラムで
は、裏付資産が格下げされたり、一定のパフォーマンス・トリガーに抵触した場合に、当該資
産をプログラムから除外するといった、より一般的なガイドラインが設けられていることがある。

5.6 ポートフォリオ全体の信用力
多くの ABCP プログラムおよび取引では、流動性供給、プログラムレベルの信用補完、および
ポートフォリオ管理の考慮と個々の取引の分析により、ABCP の格付を決めることができる。ポ
ートフォリオ全体についてのモデル分析といった最終ステップが必要になるケースもある。
次の特徴をもつような ABCP プログラムについてはポートフォリオ分析が必要である。
»

多数の異なる裏付資産を保有し、プログラム・レベルで信用補完されたマルチセラー型・
プログラム

»

流動性補完またはプログラム・レベルの信用補完によってフルサポートされていないパー
シャルサポート・プログラム

»

流動性、プログラム・レベルの信用補完、ポートフォリオ管理の恩恵を考慮した上での、取
引単独での信用力がプログラムの格付に相応していないようなプログラム

»

信用力の低い取引の単独もしくは合計での規模がプログラム・レベルの信用補完額に比
べて大きい

こうしたプログラムの分析に当たっては、前述の全ての要素を複合的に考慮するため、ムーデ
ィーズは CDOROM を用いたモンテ・カルロ・シミュレーション分析を行っている。モンテ・カル
ロ・シミュレーション分析における各入力値については、付録の「ABCP プログラムの分析にお
ける CDOROM の利用」を参照されたい。

6. 法的構造および倒産リスク
CP の期日どおりの返済が行われるためには、プログラムにおける資金フローに支障が生じて
はならない。ABCP の発行体が倒産すれば、支払が一時的に停止し、流動性の引き出しがで
きなくなる可能性がある。他の関係当事者が倒産した場合にも、プログラムの保有資産に抵当
権が設定され、一時的に支払が止められるか、資金の返還を求められる可能性がある。従っ
て、ムーディーズは自発的なまたは非自発的な倒産に陥る可能性を制限しうるストラクチャー
上の要素があるかどうかを分析する。その際、次の点に注目する。
»

特別目的会社（SPV）の適切な設立

»

ABCP 発行体が契約主体となる契約における標準的な保護規定

ABCP プログラムが 1 社以上の発行体により構成されている場合（通常、ECP 市場および
USCP 市場での調達を行うために共同発行体ストラクチャーが用いられるような場合）、または
プログラムによってファンディングされる購入主体が用いられている場合、そのいずれかの倒
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産が ABCP の支払不履行を引き起こす可能性があるならば、それぞれの SPV に対して同一
の分析を行う。

6.1 スペシャル・パーパス・ビークル（SPV）
ABCP プログラムの中心となるのが、低い最低資本金で設立可能な SPV である。米国では、
SPV はデラウエア州法に基づき設立・組織されたリミテッド・ライアビリティ・カンパニー（LLC）
の形態をとることが多い。一方、会社、トラスト、パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップ
の形態がとられることもある。欧州では、チャネル諸島ジャージー島の法律の下で慈善信託を
所有者として設立されたリミテッド・パーパス・カンパニー（目的限定会社）か、アイルランド法
の下で非利害関係人を保有者として設立されたリミテッド・パーパス・カンパニーが一般的に
使われている。同様の仕組みは、バミューダ諸島、バハマ諸島、ケイマン諸島などの英国法
に基づく法的制度をもつ他の国・地域であれば用いることが可能である。フランスでは、SPV
はソシエテ・アノニム（Société Anonyme）として設立され、カナダでは州法に基づく慈善信託と
して設立されることが多い。
ムーディーズの格付プロセスでは、SPV の「倒産隔離」性の確認のため、SPV の会社構造をレ
ビューする。倒産隔離が図られた会社は倒産リスクから完全に遮断されているわけではない
が、倒産リスクが大幅に軽減されるようにストラクチャリングされている。
SPV の倒産可能性を極小化するためには、幾つかの要件を満たす必要がある。まず、倒産リ
スクを有する会社から SPV を隔離するような法的仕組みが必要である。つまり、ABCP 発行体
の所有者自身が倒産する可能性を非常に低くし、仮に所有者が倒産した場合であっても
SPV がその倒産手続きに組み込まれることがないようにしなければならない。SPV が設立され
ることの多い国・地域では通常、上記ストラクチャーが 1 つまたは複数備えられている。
次に、極めて深刻な状況を除き、SPV 自らが自発的に倒産手続きを行わないようなストラクチ
ャーが必要である。一般的には、プログラムのスポンサーまたは受益者から独立した取締役を
選出し、かつ、倒産手続きの際には取締役の同意を要件とすることで、かかる目的は達成さ
れる。一部の取引では、SPV の設立契約において、自発的倒産を禁止する、あるいはそうし
た状況を許容する場合の条件を厳格に制限しているものもある。
第三に、SPV の目的は、ABCP の発行、及びその発行代金をプログラム契約書で規定されて
いる種類の裏付資産のファンディングまたはそれらの裏付資産に対するローンを提供すること
に限定されていなければならない。その目的に関連する活動、あるいはその目的のために必
要な活動のみが認められている必要がある。このような取り決めによって、プログラム契約に規
定されている業務に関連しない債務を負うことでプログラムが支払不能に陥る可能性が低減
される。通常、プログラムの設立契約ではプログラムが特定の種類の契約を締結することが制
限されている。
第四に、SPV は、報酬を受け取る、負債を負う、あるいは利益、年金、保険等の権利を有する
従業員を雇用してはならない。また、SPV は実資産を直接所有または占有してはならない。こ
れらの活動はいずれも、SPV に規制およびそれに伴う責任を負わせることになるからである。

6.2 標準的な保護規定
ABCP プログラムは、運営上必要なサービスを第三者に委託する。各契約関係は、サービス
提供者とプログラムの義務・責任が記載された契約書にて規定される。（サービス提供者の例
についてはオペレーショナル・リスクのセクションを参照されたい。）
破産等申立の制限：各契約書上、カウンターパーティが SPV に対して破産等申し立てを行うリ
スクを制限するような手当てがなされている必要がある。通常、サービス提供者は、全ての
ABCP が返済されてから一定の期間（通常は 1 年と 1 日）が経過するまで、プログラムに対して
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破産等申立を行わないことに合意する。当該合意には、第三者がプログラムに対して破産等
申立を行うリスクが回避されるという直接的な効果に加え、一定期間後に申立がなされた場合
でも、投資家が「クローバック（払い戻し）」を求められるリスクを回避する副次的な効果もある。
超過資金：また、カウンターパーティは、プログラム契約に規定された支払優先順位に沿って、
その手数料、費用、その他の支払が行われることに同意しなければならない。通常、ABCP の
投資家への返済順位は、支払優先順位の最上位またはそれに近い順位に位置付けられる。
サービス提供者は、全ての資金が合意した優先順位どおりに支払われている限り、その支払
が全ての当事者に完全に行われなかったとしても、破産等手続きにおいて何らの申し立ても
行わないことに同意する。
相殺の放棄：一部の契約当事者は、プログラムの運営に関して複数の役割を担っており、サ
ービスや信用補完を提供することに対する対価を受けていることもある。例えば、スポンサー
銀行は、プログラムの事務管理人であり、かつ流動性ファシリティの提供者である場合もある。
こうした契約関係者は、保有する債権・債務を相殺してはならない。例えば上記の例では、銀
行は事務管理契約の対価相当分を、流動性契約に基づき提供するファシリティ額から差し引
くことは出来ない。

6.3 セラーの法的リスク
ムーディーズは、裏付資産の種類に応じて適用される長期格付手法に基づいて、裏付資産
のセラーに関する法的リスクを分析する。前述の通り、流動性ファシリティにより提供される金
額は、裏付資産の状態に応じて決まることが多い。流動性ファシリティは、多くのセラーに関連
するリスク（特にセラーの倒産リスク）を軽減する効果がある。例えば、セラーが倒産状態にあ
っても、流動性ファシリティは裏付資産の状態に応じて提供される。また、流動性は、セラーが
プログラムに対して負っている支払（未送金の回収金、売買契約における表明保証に基づい
てセラーが負っている金額等）もカバーする。一方で、同様の長期 ABS 取引では、セラーの
倒産は支払の遅延または減少をもたらすことがある。

6.4 契約書のレビュー
ムーディーズは、ABCP プログラムの格付分析で、設立契約およびプログラム契約、ならびに
関連する法律意見書をレビューする。このレビューの目的は、倒産リスクが十分に軽減されて
いるか、プログラムの運営上において各当事者の責務が明確に記載されその内容は完全か
つ十分であるかを確認することにある。実体的併合がなされないということや、規定の有効性
について述べている法的意見書からも、追加の示唆が得られる。
ムーディーズは、プログラム契約書に関して変更がなされた際には、すべからくムーディーズ
へ通知するようにプログラムのスポンサーに求めている。ムーディーズは、当該変更の重大性
や、それがプログラムの倒産隔離性に与える影響度合いによっては、プログラムに対する格付
見解を変更することもある。通常、プログラムの設立契約では、格付会社に通知を行わずに新
たな契約を締結することが制限されている。また、ストラクチャーに対する重大な変更が格付
の引き下げまたは取り下げにつながらない旨の通知を行うことを、格付会社に対して求めてい
るプログラム設立契約もある。
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7. オペレーショナル・リスク
ABCP プログラムの運営は複雑である。プログラムの事務管理人は ABCP の発行および返済、
裏付資産のファンディング、モニタリング、回収、全関係当事者間の調整を図る役割を担って
いる。（各当事者の名称および責任については付録の「ABCP プログラムの関係当事者」を参
照されたい。）各裏付資産には、流動性ファシリティ、流動性代理人、流動性引き出しのタイミ
ングと金額を管理する 1 行または複数の銀行が関わっている。また、グローバル流動性ファシ
リティや、プログラム・レベルの信用補完、スウィングライン・ローン・ファシリティが設けられてい
ることもある。財務代理人および販売代理人は、ABCP の販売、発行、返済をアレンジする。
金利・通貨のミスマッチに対処するヘッジの手当てが必要になることもある。
事務および意思決定の責任を負う当事者が、プログラムの運営を行うために十分な準備がで
きており、かつその能力を有していることがプログラムの円滑な運営にとって不可欠である。オ
ペレーショナル・リスクは、プログラム契約書に規定されている手続きが、過失、能力不足、あ
るいは会社もしくはシステム上の問題により、適切に行われないことにより発生しうる。
ABCP プログラムのオペレーショナル・リスクをより詳細に取り扱っているクロス・セクター格付
手法も参照されたい 13。

7.1 オペレーショナル・リスクの軽減
オペレーショナル・リスクを分析する際、ムーディーズは次の点をレビューする。
»

契約書に各当事者の責任が正確に規定され、プログラムにおける必要事項がカバーされ
ているかのレビュー

»

それぞれのサービス提供者の能力がその提供するサービスと見合っているかをレビュー

»

重要なサービスの提供者の任務遂行中断リスクと、バックアップ、交代、または委託アレン
ジメントについてレビュー

»

それぞれのサービス提供者のインセンティブがその責務と見合っているかについてレ
ビュー

契約書のレビュー

前述の法的面での懸念に加え、サービス契約はサービス提供者の責任を明確に規定してい
なければならない。ムーディーズはサービス提供者の責任を、プログラムで求められる業務内
容に照らして十分かどうかを検討する。
事務能力のレビュー

ムーディーズは、当初格付を付与する際に、スポンサーとサポート提供者（特に事務管理人）
の能力とコミットメントについてレビューする。プログラムにおけるサービス提供者および信用
補完提供者の多くは、市場で十分な実績を有しており、通常は大手商業銀行、その子会社、
または専業のサービス提供者である。
プログラムのオペレーションは、スポンサー銀行が行っている与信、ローンのモニタリング、資
金調達方法と大きく異なるものではない。プログラムは、スポンサーの現行基準に沿って、同
じ人員によって運営されることが多い。
市場において実績のない新しいスポンサーを評価するにあたっては、ムーディーズは、「オペ
レーショナル・レビュー」を行い、アナリストが実際に会社を訪問し、そのインフラおよび人員を
レビューし、オペレーション能力が、今後検討されている ABCP の運営に必要な水準にあるか
を検討する。小規模なスポンサーや新しいスポンサーの中には、プログラムの運営に必要な
13
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サービスの一部または全部を、経験のある第三者に直接またはバックアップ提供者として委
託するところもある。
業務中断リスクのレビュー

倒産手続きや、その他の経営悪化等により、サービス提供者がその役割を果たせなくなること
によって生じるオペレーショナル・リスクを評価する際、ムーディーズは一定のガイドラインを適
用している。同ガイドラインは、ABCP の返済に関して重要な役割を担う当事者全てに適用さ
れる。A3 または Prime-1 より低い格付が付与されている当事者、および自社で格付を有して
おらず、格付を有する親会社との関係もない案件当事者については、バックアップ・アレンジ
メントや業務委託といったオペレーション上での手当てが必要となることもある。そのような場
合、格付委員会は個々の状況をレビューし、格付が付与されている ABCP プログラムにサー
ビスを提供する当事者が、プログラムの格付水準に照らして適切な先か否かを検討する。
インセンティブ

ムーディーズの分析では、スポンサーの財務上およびレピュテーション上の利害が、プログラ
ムの利害とどの程度合致しているかについてレビューする。多くのプログラムのスポンサーは、
運営上幾つかの役割を担っており、信用補完や流動性を提供している。裏付資産のパフォー
マンスが良好でない場合は、損失に対する直接のエクスポージャーを抱えることもある。プロ
グラムの設立には多額の費用が必要であり、セラーや投資家との関係構築には時間がかかる
こともある。一般的に、市場において、スポンサーと ABCP プログラムは一体として見られてい
るため、プログラムのパフォーマンスが良好でない場合にはスポンサーはレピュテーション・リ
スクを負うことになる。
サービス提供者の中には、複数のプログラムや他の金融市場取引に積極的に関与していると
ころもある。そうしたサービス提供者は、自らの事業を維持・拡大するためにパフォーマンスを
高めるレピュテーション上および財務上のインセンティブをもっている。
プログラムにサービスまたは信用補完を提供する当事者は、自らの過失または不当行為に関
してプログラムに履行補償を行う意思を持っていなければならない。特に、プログラムが円滑
に運営されるように全体を管理する事務管理人には、広範な履行補償責任が求められる。プ
ログラムならびに ABCP の投資家が、特定の当事者の過失によって損失を被るリスクにさらさ
れている限り、当該当事者はプログラムおよび投資家に対して損失補填を行うことになる。

7.2 ABCP の発行、返済、プログラムの終了
ABCP プログラムの運営上留意するのは。ABCP が適切に発行され、返済されるか、プログラ
ムの状況が悪化した場合にプログラムが終了となるか、という点である。これらのポイントは、
ABCP が発行される際に ABCP 投資家の保護に十分な信用補完が手当てされていることを
保全するために必要なものである。
ABCP の発行にあたってのテスト

ABCP を発行するためには、幾つかの条件が満たされていなければならない。まずは、プログ
ラムが支払能力を有している必要がある。事務管理契約には、SPV 設立時の最低純資産が
毀損しないように最低純資産基準が設けられることがある。この基準では、キャッシュフロー・
ベースで求められるプログラムの時価評価や、一定のデリバティブ契約の時価の変化につい
ては考慮していない。
次に、ABCP の元本は最終的にデフォルトしていない裏付資産の元本価額をもとに返済され
るため、デフォルトしていない裏付資産の元本価額は、ABCP の元本額と等しいか、または上
回っていなければならない。
第三に、プログラムの収支上、損失が発生しないよう運営されなければならない。裏付資産か
らの収益は、ABCP の金利およびプログラムに係る費用と等しいか、または上回っていなけれ
ばならない。
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第四に、カウンターパーティ・ベースの流動性を用いる場合、引き出すことのできる流動性は、
残存している ABCP の額面価額（元本プラス満期時の金利）と等しいか、または上回っていな
ければならない。引き出すことのできる流動性は、それぞれの流動性契約で規定された算定
式に応じて決まり、資金コミットメントが全額引き出されない場合やデフォルトした裏付資産が
含まれている場合には、引き出される額がコミットメント金額よりも少なくなることがある。
第五に、新たな ABCP を発行する場合、多くのプログラムでは、プログラム・レベルで求められ
る信用補完の全額、あるいはその大半が利用できるようになっている。
第六に、流動性補完またはプログラム・レベルの信用補完の終了日よりも前に ABCP の満期
が到来しなければならない。
満期を迎える ABCP の返済

ABCP プログラムには幾つかの返済原資がある。プログラム内に累積した現金、裏付資産から
の元利回収金、流動性ファシリティ、プログラム・レベルの信用補完などである。ABCP の満期
日には、返済原資を確認し、返済に必要な資金を確保する明確な基準が設けられていなけ
ればならない。
通常、ABCP の返済は決まった日時に電子決済システムを通じてなされる。期日に必要な資
金が手当てされるためには、必要資金の確認、各資金ファシリティ提供者への通知、及び
ABCP 勘定への送金指示を、返済期日から逆算して行う必要がある。プログラムにおける返済
プロセスのタイムラインを確認するうえで、いかなる手続きにも一定の時間が必要であること、
各契約書で定められている通知や送金に必要な日数は尊重しなければならないことを認識
する必要がある。
返済期日はプログラムの様々な契約書を総合的に勘案して設定されなければならない。ムー
ディーズは、各契約書をレビューし、それぞれの期限や、プログラムで用いられる支払システ
ムにおける要件の間でミスマッチが生じることがないか否かをレビューする。
プログラム終了事由

プログラムが期待どおりのパフォーマンスをあげていないことが判明した場合、ABCP 投資家
にとって最良の保護は、ABCP の発行を永久に停止し、プログラムをワインドダウンすることで
ある。ムーディーズは、プログラムを適切にワインドダウン期間に入れるトリガーや、プログラム
を終了させるトリガーを設定することは、仕組み上の重要な要素であると考えている。高い格
付が付与されているプログラムでは、強力な終了条項が設定されている。
前述の発行基準のいずれかが長期にわたって満たされない場合、プログラムは自動的にワイ
ンドダウン期間に入る。多くのプログラムでは、発行基準が継続して満たされない場合には、
発行を永久に停止する規定が設定されている。純資産、アセット・カバレッジ、費用カバレッジ、
流動性カバレッジの基準のいずれかが満たされていない場合、投資家に損失が発生するか、
期日の支払ができない可能性がある。
多くの ABCP プログラムでは、セカンドロスに対する信用補完を投資家に対して提供するよう
な、プログラム・レベルでの信用補完が設けられている。裏付資産の損失を補填するためにプ
ログラム・レベルの信用補完が大量に引き出されている場合、プログラムに問題が生じている
ことを示唆している可能性がある。プログラム・レベルの信用補完が設けられている多くのプロ
グラムでは、規定期間以上にわたって、一定の比率を超えた信用補完が引き出されている場
合（例えば、5 日以上にわたり 10%以上）、永久に ABCP の新規発行を停止しなければならな
い。その他の一般的なプログラム終了トリガーには、プログラム格付が格下げされた場合や、
SPV の倒産隔離が確保されなくなった場合などが含まれる。
プログラム終了の兆しが見られた場合、事務管理人はその旨をムーディーズに通知しなけれ
ばならない。その場合、通常は、ポートフォリオ内の既存取引における資産や権利の購入、お
よび新規 ABCP の発行が禁止される。プログラムは、満期が到来する ABCP の返済のために
裏付資産からの回収金を充当しなければならず、そうした回収金が十分でない場合、流動性
21

AUGUST 7, 2015

格付手法：アセット・バック・コマーシャル・ペーパーに対するムーディーズの格付アプローチ

ASSET-BACKED COMMERCIAL PAPER

ファシリティや、プールレベルでの信用補完ファシリティを利用して ABCP を返済する。これら
を合計しても資金が不足する場合、残存しているプログラム・レベルでの信用補完を引き出し
て投資家への返済を行う。

8. モニタリング
ムーディーズは一般に、プログラムの運営状況をモニターする際に、本レポートで説明したア
プローチの主要構成要素を適用する。通常、プログラムは動的な主体であるため、ムーディー
ズは新たな取引やプログラムにおける変更をレビューする際に、スポンサー、事務管理人およ
び他の当事者と定期的なコミュニケーションをとる。取引あるいはプログラムのストラクチャーが
大幅に変更された場合（プログラム・レベルの信用補完の削減など）、取引とプログラムの再評
価を行う。
モニタリング分析を行うため、ムーディーズは通常、少なくとも月次ベースで、裏付資産のパフ
ォーマンスや ABCP の発行状況に関する報告書を受領する。裏付資産のパフォーマンスは
当初の期待パフォーマンス水準や引出可能な信用補完額の水準を参照しながら、アセットク
ラスごとに、適切な指標に基づいてモニタリングされる。加えて、事務管理人は、トリガー抵触
や格付が付与されている裏付資産の格下げをムーディーズに通知する。ある特定のアセット
クラスまたは取引の長期格付がレビューされている場合には、それと並行して ABCP プログラ
ム内に含まれる同様の取引のレビューが必要となる可能性がある。
ムーディーズが格付を付与している証券を保有するプログラムについては、それらの証券の
格付に影響を与えるような格付アクションの情報を得ることができる。他のタイプの ABCP プロ
グラムについては、プログラムの流動性補完や信用補完の形式およびポートフォリオの全体
的な信用力に照らして証券の格付変更を分析する。
プログラムの格付において非常に重要な役割を担っているサポート提供者の適切な格付を決
定し、モニタリングする。サポート提供者には、流動性の提供者及びプログラム・レベルでの信
用補完の提供者も含まれ、受領日と同日にプログラムの支払いに充当されないキャッシュや
適格投資対象に投資されるキャッシュを保管する銀行が含まれることもある。
モニタリングの過程では ABCP プログラムの主たる業務を継続的にレビューし、プログラムの
格付付与に用いる関連した参照指標を評価する。プログラムの主たる目的に変更がある場合、
参照指標の見直しが必要となる可能性がある（参照指標の決定に関する詳細については、セ
クション 3.2 を参照されたい）。
主なサポート提供者の短期格付が見直しの対象となる、あるいは変更される場合、ABCP ノー
トの格付に対しても迅速に同様の格付アクションをとる。しかし、格下げ方向での見直しが行
われるケースでは、契約書に則りサポート提供者の格下げ後に関連エクスポージャーがプロ
グラムから直ちに（あるいは早急に）除去される場合は、この「パス･スルー」アプローチを適用
しない可能性がある。
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付録 A：ABCP プログラムの種類
このセクションでは、様々な種類の ABCP プログラムの概略を説明するとともに、幾つかの信
用格付上の観点について言及する。

マルチセラー型 ABCP プログラム
マルチセラー型は、様々な業種に属し、様々な裏付資産を保有する複数のセラーの資金調
達のためのプログラムである。成熟したマルチセラー型プログラムほど、分散した裏付資産プ
ールをファンディングしていることもある。裏付資産にはそれぞれ流動性補完が設けられ、プ
ログラム・レベルの信用補完から恩恵を受けることもある。本レポートで説明した格付手法の大
半は、マルチセラー型プログラムに直接当てはまるものである。
マルチセラー型プログラムの各取引は一般的に、超過担保によってファーストロス信用補完が
設けられている資産プールを裏付けとする長期証券化取引に類似している。一部の事例では、
格付が付与されている長期 ABS 格付が裏付資産となっている取引もあれば、マスタートラスト
から発行された無格付のシリーズ証券（マスタートラストから発行された公表格付が付与され
た公募債と同一の仕組みをもつ）が裏付資産となっている場合もある。これらの取引は、プロ
グラムによってファンディングされ、フルサポートあるいはパーシャルサポートとなっている。
パーシャルサポート・タイプについては、ムーディーズは適切な長期 ABS 格付手法を適用し
て、個々の取引の信用力を評価する。流動性ファシリティ、プログラム・レベルの信用補完及
びポートフォリオ管理を通じてもたらされる追加の信用補完も考慮される。必要に応じて、ポー
トフォリオ全体の分析を行う場合もある。
全ての要素を考慮した上で、原資産の長期的な信用力は付与された短期格付に相応してい
なければならない。期日どおりの支払を行うため、資金は、長期信用力分析に相応するた確
実性で、流動性ファシリティを通じて提供されなければならない。

シングルセラー型 ABCP プログラム
シングルセラー型 ABCP プログラムは、単一のファイナンス・カンパニーがオリジネートし、保
有する裏付資産をファンディングするためのプログラムである。通常、セラーは裏付資産のサ
ービサーや ABCP プログラムの事務管理人も兼任している。多くの場合、流動性ファシリティ
の一部または全てが裏付資産に依拠する。ABCP の投資家は長期 ABS の投資家とほとんど
同様のリスクにさらされる。裏付資産の分析は、同タイプの資産を分析する際に用いるムーデ
ィーズの格付手法に沿って行われる。プログラムに銀行による流動性ファシリティが付されて
いない場合は、セラーへのリコースや倒産リスクを考慮する必要がある。
ムーディーズはまた、銀行がスポンサーとなっている一部の ABCP プログラムを、シングルセラ
ー型プログラムに分類する。こうしたプログラムの裏付資産は、スポンサーである銀行自身、ま
たはその子会社によってオリジネートされた企業ローン、モーゲージ、またはコンシューマーロ
ーンを直接または間接に証券化したものになる。大抵の場合 100%の流動性補完が手当てさ
れているが、パーシャルサポートとなっているプログラムも存在する。

アービトラージ型 ABCP プログラム
アービトラージ型プログラムは、長期証券化商品をファンディングし、裏付資産のパフォーマン
ス評価ではなく、証券の信用力に基づいて流動性が提供される点で特徴的である。信用格付
は将来を見通したものであるため、投資家への支払不履行や、裏付資産の大半が不良債権
化する相当前に裏付けとなる証券の信用格付が格下げされることもありうる。1 つ、または複数
の裏付資産の格付が流動性ファシリティを提供するための条件よりも低い水準に格下げされ
ると、投資家は、流動性の供与が突如停止してしまうリスクにさらされる。
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他の種類の ABCP プログラムの中には、各取引の裏付けとなっている個々の正常資産に対し
て流動性が提供されるものもある。大半の分散された裏付資産プールでは、支払遅延やデフ
ォルトの発生といった、裏付資産ポートフォリオの悪化が長期にわたって発生することもある。
この場合、引き出すことのできる流動性が、ある時点で一度に消滅するというより、時間の経過
とともに減少していく。例えば、裏付資産のパフォーマンス悪化予想に基づいて、その格付が
非常に低い水準まで引き下げられた証券であっても、実際に支払不履行が生じるのは何年も
先であることもありえる。また、証券に支払不履行が生じない限り、流動性ファシリティの提供
が継続される取引もあれば、証券の格付が一定水準以下に格下げされた時点で流動性ファ
シリティの提供が停止される案件もある。多くのアセットタイプでは、支払不履行は格下げ後長
期間を経て発生するため、後者の流動性ファシリティが停止された後でも、前者の流動性ファ
シリティの提供が継続されることもある。アービトラージ型コンディットは、格下げによって突如、
流動性の供給が停止されるリスクを有している点が特徴的である。
一般的に、アービトラージ型プログラムにおける格下げリスクは、プログラム・レベルでの信用
補完と厳格なポートフォリオ管理基準によって軽減される。プログラム・レベルの信用補完は、
裏付証券が格下げされ、結果的に流動性ファシリティが利用出来なくなった場合のリスクをカ
バーする水準に設定される。また、ポートフォリオ管理基準は、裏付証券の信用格付が格下
げされた場合にプログラム・レベルの信用補完を増額するか、当該証券をプールから除外す
ることを求めている。当該管理基準によって、信用リスクに相応する水準に信用補完が維持さ
れる、あるいは利用可能な信用補完に相応する水準まで信用リスクが低減される。
また、リスク低減のために、ポートフォリオ管理基準上で裏付資産の分散を求めたり、特定の
裏付証券タイプに上限を定めることもある。新たな裏付資産の取得、およびポートフォリオに
おける裏付資産の維持には最低限の格付要件が設けられることがある。ポートフォリオ全体の
信用力を維持するため、裏付資産の信用格付の分布に制限が設けられる場合がある。
アービトラージ型プログラムにおいて投資家が直面する主なリスクは、信用補完の増額や裏
付資産の売却といった対応が取られる前に、高い格付が付与されている証券が非常に短期
の間にデフォルトするリスクである。治癒期間はプログラムによって異なる。最も強固にストラク
チャリングされたプログラムでは治癒期間が 10 日間に設定されている一方で、リスク期間が
ABCP の最大存続期間に及ぶ場合もある。アービトラージ型プログラムでは、必要とされる信
用補完水準を満たしていない場合であっても、ABCP の新規発行が停止されるだけであり、
ABCP が満期を迎えるまで上記のデフォルトリスクは解消されることはない。
ポートフォリオが特定種類の ABS に大きく集中している場合、多くの裏付証券で同時に格下
げが生じる可能性がある。また、突然格下げが起こるリスクの検討に加え、アービトラージ型プ
ログラムの分析では、プログラムの裏付資産の間の相関についても考慮しなければならない。
ムーディーズは、裏付証券の信用力の変動により信用補完を動的に調整するストラクチャー
は効果的ではあるもののそのアプローチには限界があると考えているが、その限界は
CDOROM をモニタリングの際に利用することによって緩和される。アービトラージ型プログラ
ムのモニタリングでの CDOROM の利用にあたっては、対象プログラムの最も典型的な仕組
みを反映するために、一定の調整および入力値が必要である。詳細は、CDOROM の利用
に関する付録を参照されたい。

ローン債権を裏付けとするプログラム
ローン債権を裏付けとするプログラムは、企業向けローン債権のポートフォリオをファンディン
グする。流動性はデフォルトしていないローンに対して提供される。信用補完は、原債務者の
格付とローンの条件を考慮した上でのポートフォリオの信用力に応じて動的に変化する。
現在、市場にはローン債権を裏付けとするプログラムは存在しない。ムーディーズは、ストラク
チャーや信用補完ファシリティの内容に留意しつつ、CLO の格付に用いる格付手法を適用し
て分析を行うことになる。

24

AUGUST 7, 2015

格付手法：アセット・バック・コマーシャル・ペーパーに対するムーディーズの格付アプローチ

ASSET-BACKED COMMERCIAL PAPER

ハイブリッド型 ABCP プログラム
ハイブリッド型は ABCP、マルチセラー型、アービトラージ型、ローン裏付け型の各々の特徴を
併せ持つ。ハイブリッド型では、上記の 3 つのいずれかのタイプに基づいて裏付資産のファ
ンディングを行うが、発行される ABCP はすべてのタイプに含まれる資産によって連帯でサポ
ートされる。最も典型的なハイブリッド型プログラムは、マルチセラー型とアービトラージ型の組
み合わせである。
ムーディーズは、各ファシリティをレビューすることから分析に着手する。それぞれが付与され
ている格付に相応していれば、それ以上の分析は行わない。相応していない場合は、全ての
ファシリティに含まれる資産全てを考慮に入れ、プログラム・レベルの信用補完が共通して利
用できる場合にはプラス要因として勘案した上で、ポートフォリオ全体の分析を行う。この際、
全ての裏付資産およびサポート・ファシリティを考慮に入れるため、CDOROM などのポートフ
ォリオ・モデルの利用が必要となることもある。

担保付 CP プログラム
担保付 CP プログラムは、銀行をスポンサーとし、買戻し契約に基づいてプログラムに売却さ
れる証券を担保とする CP を発行する。担保付 CP プログラムの格付は、買戻し契約のカウン
ターパーティ（通常はスポンサーか、スポンサーの子会社または関係会社）の格付に直接リン
クしている。担保付 CP プログラムは、プログラムのスポンサーも兼ねている単一のカウンター
パーティを有するレポプログラムに類似している（後述）。

銀行以外をスポンサーとするプログラム
多くの ABCP プログラムは商業銀行がスポンサーとなっているが、民間のインベストメントマネ
ジャーがスポンサーとなっているプログラムも多く存在する。こうしたプログラムは通常、様々な
セラーからのフルサポートによりファンディングを行う。
ムーディーズは、プログラムの種類に応じて適切な格付手法を適用する。これらのプログラム
の多くは、フルサポート、マルチセラー型プログラムであり、その信用力は主にサポートを提供
するカウンターパーティの格付に連動する。
通常、スポンサーにはムーディーズの格付が付与されていないため、オペレーショナル・リスク
およびバックアップ事務管理人に注目する 14。詳細については、ABCP プログラムのオペレー
ショナル・リスクに関するムーディーズのクロス・セクター格付手法を参照されたい。

レポプログラム
レポプログラムは、銀行以外の会社がスポンサーとなっていて、通常はフルサポート･ベース
で様々な資産をファンディングするプログラムである。プログラムのファンディングは、カウンタ
ーパーティが裏付資産を買戻日に無条件で買い戻すことに同意する買戻契約あるいはそれ
に類似した証券ファイナンス契約に基づいて行われる。ABCP の満期日および買戻日は同日
に設定されるか、あるいは ABCP がロールオーバー出来ない場合に買戻契約を早期に終了
させる規定が設けられている。多くの点で、レポプログラムと担保付 CP プログラムは非常に類
似しているが、レポプログラムには通常、独立したスポンサーが存在し、カウンターパーティが
複数になる可能性があるという点で違いがある。プログラムの Prime-1 (sf)の格付に相応すべく、
同時にファンディングを行うカウンターパーティーが何社まで許されるかは、カウンターパーテ
ィ個々の長期格付とお互いの推定相関を考慮した平均的な信用力水準によって判断すること
になる。レポプログラムでは、1 社、もしくは複数のカウンターパーティが証券を買戻しできな
いことがリスクとなる。
14
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そのため、これらのプログラムの信用格付は、カウンターパーティの格付に直接連動する。買
戻契約は、信用補完及び流動性補完の両方の役割を果たす。従って、信用補完提供者の格
付が変更となった場合、当該提供者へのエクスポージャーが即時に除去されない限り、プロ
グラムの格付も影響を受ける。
また、これらのプログラムのスポンサーには通常、ムーディーズの格付が付与されていないた
め、オペレーショナル・リスクおよびバックアップ事務提供者についての分析も必要である 15。

15
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付録 B：事後的にレビューされるプログラム
ABCP プログラムのポートフォリオが、大規模かつ分散されている場合、ムーディーズは各取
引が当初格付付与時の条件を満たしているのであれば、個別にレビューすることはない。同
様に、フルサポートのプログラムが、予め決められ、既にムーディーズがレビューを行った信
用補完契約を用いる場合には、信用補完契約書を使用の度にレビューすることはない。ただ
し、これらの条件に該当しない取引は、ABCP が発行される前にレビューを行う。
一部のパーシャルサポート、マルチセラー型 ABCP プログラムの中には、事後的にレビューさ
れるプログラムもある。これらのプログラムは大規模かつ分散されており、ポートフォリオ全体の
規模と比較しても、また個々の取引と比較しても十分なプログラム・レベルの信用補完が設け
られている。また、これらのプログラムには、新規および既存の取引について厳格な信用・投
資ガイドライン、及び取引の信用力を判断・モニタリングするためのポートフォリオ管理基準が
設けられている。ポートフォリオ管理基準では、取引の信用力が過去の一定水準を下回れば、
当該取引を除外するなどの具体的な行動が求められている。
ほとんどのシングルセラー型プログラムは、プログラムに格付が付与された時点で資産タイプ
と適格性基準が既にレビューされており、レビューは事後型となる。多くの ABCP プログラム及
び長期 ABS 取引のように、裏付資産の取得は随時行われる。プログラムのスポンサーが新た
な種類の裏付資産を追加した場合や、適格基準、集中制限や重大な終了事由の変更を行
おうとした場合にのみレビューは必要となる。
アービトラージ型プログラムも通常、事後的にレビューされる。裏付資産購入基準によって資
産タイプは限定され、投資家に対するリスクが抑制されるように仕組まれている。信用補完の
規模を決める算定式は、プログラムへの当初格付が付与された時点でレビューされ、裏付資
産が取得された際に自動的に調整される。
フルサポート・プログラムにおける投資家のリスクは信用補完提供者に関連するリスクのみで
あり、裏付資産の信用力は ABCP の信用力に影響を与えない。ムーディーズは、プログラム
へ当初格付が付与される時点で、信用補完契約の内容をレビューしており、新規ファンディン
グの際に当該信用補完が用いられる限り、追加のレビューは必要としない。ムーディーズは、
信用補完契約の大幅な変更や新たな形態の信用補完契約を事前にレビューし、かかる変更
により格付が影響を受けるかについて示唆する。フルサポート・タイプのプログラムでは必ずし
も事後的なレビューが必要となるわけではない。信用補完の仕組みが各取引で変わる場合、
全てのリスクが信用補完により手当てされているかの確認が必要となる。
ムーディーズは、継続的なモニタリングの一環として、こうした事後的なレビューまたは限定的
な事後的レビューを行う。ムーディーズは、プログラムの信用格付の維持に必要と考える場合
には、取引についての追加情報の提出をスポンサーに求め、随時、全面的なレビューを行う
ことがある。
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付録 C：ABCP プログラムの分析における CDOROM の利用
マルチセラー型、アービトラージ型、ハイブリッド型の ABCP プログラムは基本的に証券ポート
フォリオで構成されている。分析の一環として、ムーディーズは、ローンや証券のポートフォリ
オ分析に用いる CDOROM を用いて、ABCP プログラムの裏付資産ポートフォリオの信用力と
分散を評価する。CDOROM には、様々な業種に属する格付が付与されている証券のデフォ
ルト率、回収率、相関に関するムーディーズの最新の推定が織り込まれている。

基本的な入力値
CDOROM での分析では、各裏付資産の名称、セラーの名前、格付、裏付資産／業種、債
権金額、回収率の入力が必要である。
格付が付与されている裏付資産については、ムーディーズは付与された格付を用いて分析を
開始する。格付が付与されていない裏付資産については信用評価を用いる。いずれの場合
についても、流動性ファシリティによって提供される信用補完、および ABCP プログラムの信
用・投資ガイドラインを考慮して調整を加えることがある。
分析では、各裏付資産に対するファンディング・ファシリティの限度額か、実際のファンディン
グ金額のいずれかを用いる。アモチゼーション型の裏付資産については、実際のファンディン
グ額を用いる。安定的なファンディング金額が保たれるリボルビング型のファシリティでもファ
ンディング額を用いるが、ファンディング額が非常に不安定なリボルビング型のファシリティで
は、ファシリティの限度額を用いる。信用力の低い裏付資産が対象の場合については、ファシ
リティが全額引き出されるリスクを勘案して、ファンディング額ではなくファシリティ限度額に応
じてポートフォリオに追加される。
CDOROM は、各裏付資産／業種ごとに標準的な回収率データを適用している。回収率の
想定では、裏付資産の信用評価や流動性ファシリティや投資ガイドラインによって提供される
補完内容に基づいて調整が加えられる。
ポートフォリオの額は、名目額とプログラム・レベルの信用補完によって表される。名目額は、
各裏付資産の元本合計額であり、CP の合計残高を表している。ファシリティ限度額が用いら
れる場合、実際の CP 合計残高よりも大きな額となることもある。プログラム・レベルの信用補
完については、名目額の一定比率がアタッチメント・ポイントとして CDOROM に入力される。

マルチセラー型プログラム
マルチセラー型では様々な定量的リスク軽減策が手当てされており、CDOROM の入力値を
決定する際に当該軽減策を考慮する必要がある。流動性ファシリティによる供給額、および信
用・投資ガイドラインの効果は、各裏付資産の信用評価または回収率の調整項目としてケー
スバイケースで考慮する。

アービトラージ型プログラム
アービトラージ型のプログラムは通常、格付が付与されている長期証券をファンディングする
ため、入手可能なパラメーターは通常、CDOROM に必要なパラメータと合致する。パーシャ
ルサポート･タイプのアービトラージ型プログラムでは、裏付資産の信用力が悪化した場合に、
信用補完を増額するか、あるいはかかる裏付資産を除外するルールが規定されていた。しか
し、モデル分析において想定しているのは 1 年間を超えるワインドダウン期間のみである。
アービトラージ型プログラムをモニタリングするために CDOROM を用いる際には、もっとも典
型的なストラクチャーを勘案するため、以下の調整や想定を置いている。
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i)

ストラクチャー上でデフォルトの代理変数と定めている格付水準（通常は Caa1）またはそ
れ以下の格付に 1 年間で遷移する予想確率と裏付資産のデフォルト確率とが整合する
ように調整を加える。ムーディーズは、過去の格付遷移実績から、1 年間の格付遷移率
に関するストレス想定を導く。これらの想定は、裏付資産の種類によって異なる。

ii)

また、ムーディーズは、様々なストレスレベルをもとに感応度テストを行う。CDOROM で
用いられる再証券化のストレス要因については適用しない。特定の裏付資産タイプに非
常に高い集中がみられるプログラムを CDOROM によってモニタリングする場合には、
追加の調整が必要となる。

iii)

デフォルトした証券からの回収はゼロと想定している。これは、ほとんどのアービトラージ
型プログラムにおいて、流動性ファシリティがデフォルトした裏付資産からの回収金のつ
なぎ資金として機能しないためである。また、ABCP の短い期間を考慮すると、その間に
回収が行われることを見込むのは難しい。

iv)

多くのプログラムにおける CP の最長期間や、上記 i)の格付遷移確率における想定期間
を勘案し、リスク期間は 1 年と設定している。こうした想定を置くことで、最長 1 年のワイン
ドダウン期間の中での証券ポートフォリオのモデル化が可能となる。この期間設定は、特
定のアービトラージ型プログラムでは保守的とみなされる。

ムーディーズは、フルサポート型ではない全てのアービトラージ型プログラムの期中モニタリン
グにおいて最新版の CDOROM を用いる。その際、スポンサー銀行による信用補完の実際額
及び前述の入力値を用いる。証券ポートフォリオに加えてマルチセラー型ポートフォリオのファ
ンディングも行うハイブリッド型プログラムの分析では、ムーディーズはまず 2 つのサブポートフ
ォリオを個々に分析し、次に両者を合算したプールについて分析を行う。これらのプログラムの
多くでは、プログラム・レベルの信用補完が 2 つのサブ・ポートフォリオ間で共有される。
CDOROM によって、期間 1 年の場合に相応する長期格付が付されたベンチマークと、期間
1 年の場合の CP トランシェのデフォルト確率が算出される。いずれの結果も、A2 の水準に相
応すれば、Prime-1 に相応するとみられる。
ムーディーズは、既存のフルサポート型ではないアービトラージ型プログラムのモニタリングに
おいて、プログラム・レベルの信用補完の適切性を評価するために CDOROM モデルの結果
を参照する。特に、前述の CDOROM のモデル化アプローチでは、相対的に短いリスク期間
（一部のプログラムでは 10 日間程度）などのアービトラージ型プログラムのポジティブな面は
考慮に入れていない。
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付録 D：ABCP プログラムの関係当事者
このセクションでは、典型的な ABCP プログラムにおける信用補完提供者およびサービス提
供者、ならびにその責務について説明する。各当事者の名称は、プログラム契約書によって
異なる。ムーディーズは、プログラム契約書とカウンターパーティをレビューし、その責務が信
頼できる当事者に適切に割り当てられているか否かを確認する。

事務管理人（Administrator）
事務管理人は、プログラムが適切に機能することに対する全般的な責任を負っており、ABCP
プログラムにおいて最も重要な役割を担っている。ムーディーズは、事務管理人の役割とその
活動を規定した契約書は、ABCP プログラムの核であると考えている。契約書に示された役割
以外にも、プログラムの円滑な運営にコミットすることや他の当事者が期待された役割を果た
しているかを確認するために必要な措置を進んでとることを、ムーディーズは事務管理人に期
待している。
事務管理人の主な機能は次の通りである。
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»

プログラムがファンディングする裏付資産の特定、レビュー、ストラクチャリング、推奨を行
うこと

»

プログラムによってファンディングされる裏付資産に対する流動性、信用補完、ヘッジをア
レンジすること

»

新たなファンディングを行う際に、ムーディーズに通知し、格付への影響を確認すること

»

事業目的及びプログラム契約書の規定どおりに、適切な額、満期、割引率のもとで ABCP
が発行されるようアレンジすること

»

新規 ABCP の発行、裏付資産からの現金、流動性、信用補完、またはその他のサポート
ファシリティのいずれかの引き出しによって満期が到来する ABCP の期日返済をアレンジ
すること

»

プログラムの支払優先順位に沿って、利用可能な資金によってプログラムの運営に関す
る全ての費用の支払を迅速に行うためのアレンジをすること

»

裏付資産ファンディング契約条項の実行、特に期日における資金の受領または支払に関
する条項を実行すること

»

取引の借入額、パフォーマンストリガーへの抵触、その他の関連する担保資産情報といっ
た観点から、裏付資産ポートフォリオのパフォーマンスをモニタリングすること

»

プログラムの状況やファンディング状況を、投資家、ムーディーズ、サポート提供者に適
切に提供すること

»

プログラム・レベルの必要信用補完水準、残高のある ABCP への流動性ファシリティの額
をモニタリングすること

»

全ての信用補完・流動性補完ファシリティ提供者のコンタクト先およびその格付、ファシリ
ティの有効期限のモニタリング及び必要に応じた更新または代替をアレンジすること

»

保有する証券の格付、支払日、その他の情報をモニタリングすること（アービトラージ型プ
ログラムの場合）

»

ポートフォリオ内の全ての証券の日次時価評価（市場性のある証券を保有するアービトラ
ージ型プログラムの場合）

»

全ての税務申告および規制上の申告、及びそれらの支払が期日に行われるよう管理する
こと
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»

サポート提供者に対して、必要に応じて指示または通知を出し、サポート提供を依頼する
こと

一部のプログラムでは、これらの機能は複数の当事者で分担される。また、事務管理人が、為
替リスク対応のためのヘッジ契約の手配といった追加の責務を負う場合もある。プログラムに
よっては、事務管理人がトラスティの名称、または他の機能と併せて他の名称で呼ばれること
もある。いずれのプログラムにおいても、プログラムの事務管理全般の責務を負う当事者が存
在することが必要である。

第三者管理人（Third-Party Administrators）
ABCP 市場では、プログラムの日常業務を行う第三者管理人（ABCP プログラムのスポンサー
以外の管理人）を利用するケースが増加している。第三者管理人が利用される場合、信用力
の観点から次に示すような幾つかの懸念点が生じる。まずは、第三者管理人は、ABCP プログ
ラムの運営において、従来の事務管理人よりも経験が乏しい可能性がある点。そして、格付が
付与されていない第三者管理人の場合には、自身の過失による損失についての補償を行う
能力を有していない可能性がある点。さらに、第三者管理人は通常、事業の戦略目的上、あ
るいは流動性・信用補完提供者としても、プログラムに対する利害を有していない点。
第三者管理人を評価するにあたり、ムーディーズは特に、その経験と財務基盤に注目する。
SPV に対する事務・管理サービス提供を専門とする企業もあり、そうした企業は経験が豊富で、
責務を遂行するインセンティブとなりうるレピュテーション・リスクを負っている。また、ムーディ
ーズは、第三者管理人の責務と手数料が明確に規定されているかを確認するため、管理契
約書のレビューを行うとともに、関係当事者の責務遂行基準や補償内容も考慮に入れる。
単体での格付を有しておらず、格付が付与されている親会社を持たない当事者の場合、ムー
ディーズは、(i)その会社が責務遂行能力を有していることを示す要因、(ii)バックアップ・アレ
ンジメントの手当て、および(iii)プログラムに対するインセンティブの仕組みを考慮する。ムー
ディーズは通常、格付が付与されていない第三者管理人については、倒産や同様のシナリオ
における業務中断のリスクを軽減するため、何らかのバックアップ・アレンジメントが手当てされ
ていることを期待する。証券化商品のオペレーショナル・リスクに関するムーディーズのクロス・
セクター格付手法に、オペレーショナル・リスクを十分に軽減する手当ての事例が紹介されて
いる 16。

法的所有者／マネージャー（Owner/Manager）
プログラムの法的所有者は通常、スポンサーから独立した第三者である。米国では、プログラ
ムのマネージャーも兼ねるサービス提供者によって支配されているシェル・カンパニーである
場合が多い。一方、英国法が適用される国・地域では、慈善信託がプログラムの所有者となっ
ていることが多い。慈善信託は、マネージャー／運営代理人と同様の役割を担う法律事務所
または企業によって設立・管理されている。いずれの場合でも、これらの企業は、SPV の役員
および取締役を派遣している。
マネージャー／運営代理人は、CP や裏付資産に関する業務に対してではなく、法的主体と
してのプログラムの運営に関して責任を負っている。その責務には通常、取締役の派遣、法
的所在地の提供、会社としての会計記録の維持、税務申告書、および必要な法的書類の申
請が含まれる。
スポンサーとは関連のない第三者がプログラムの所有者となることが多いが、その場合でもス
ポンサーは事務管理人としてプログラムの活動を実質的にコントロールする。また、マネジメン
ト契約によって事務管理人とマネージャーの関係が規定されており、また、会社設立に関する
契約によって法的所有者の行動は制限されている。
16
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発行・支払代理人または財務代理人（Issuing and Paying Agent or Depositary）
発行・支払代理人（財務代理人（Depositary）と称されることもある）は、電子形式、あるいは証
書形式の ABCP を発行し、期日が到来する ABCP の返済を行う。発行・支払代理人の役割
は、発行・支払代理人契約（あるいは財務代理人契約）に規定されている。発行・支払代理人
は事務代理人と同一銀行の一部署である場合があるが、その場合であっても銀行内の別のト
ラスティグループが発行・支払代理人を務める。ただし、この役割は第三者機関が行うことが
多い 17。
今日発行されているほぼ全ての ABCP は電子化されており、電子決済システム（米国の The
Depository Trust Company (DTC)、カナダの The Canadian Depositary for Securities in Canada、
欧州のユーロクリアおよびクリアストリームなど）を通じて決済される。ABCP は、販売代理人か
らの指示に基づいて投資家向けに発行される。また、ABCP は、満期日に、支払指示に基づ
いて、満期における保有者に対して返済がなされる。発行・支払代理人は通常、1 つもしくは
複数の電子決済システムと業務契約を締結しており、それらのシステムを通じた決済業務の
管理が可能である。ムーディーズでは、支払システムにおける支払日を基点に、支払の適時
性、および流動性引き出しメカニズムの適切性の分析を行う。
プログラムと ABCP 投資家の間の実際の現金の流れは通常、「コマーシャル・ペーパー勘定」
を通じて行われる。「コマーシャル・ペーパー勘定」では、新規発行 ABCP の発行代金を受領
するとともに、満期が到来する ABCP の返済のために使用される。ABCP は、多くの場合、新
規発行代金によって返済される。（「ABCP のローリング」）。発行・支払代理人は通常、CP 投
資家のために、トラスト内にコマーシャル・ペーパー勘定を保有する。営業日内の異なる時間
に資金の収受または支払が行われるため、そのタイミングのずれを補完するために、発行・支
払代理人はその裁量により、営業日内に限ってつなぎ資金を供給する。これは「短期つなぎ
資金（daylight advance）」と呼ばれるものである。ただし、ムーディーズは、プログラムの分析に
あたって、かかる短期つなぎ資金の効果を考慮していない。
期日に返済を行うため、発行・支払代理人は、コマーシャル・ペーパー勘定内に ABCP の満
期時の返済を行うに十分な資金（新規発行 ABCP の発行代金、または事務管理人の預託
額）があるかの確認を行う必要がある。十分な資金がない場合、発行・支払代理人は事務管
理人に通知し、追加で必要な資金の供給を要求する。期日の返済に資金が足りない場合、
多くのプログラムでは、発行・支払代理人が事務管理人を通さずに、流動性・信用補完ファシ
リティを直接引き出す義務と権利を有している。電子決済システムの規則・条件に沿った形で、
電子決済システムに適時に資金が供給されるように、上記プロセスは遅延なく完了されなけれ
ばならない。

販売代理人およびディーラー（Placement Agents and Dealers）
販売代理人は ABCP のディーラーであり、販売代理人契約に基づき、プログラムを投資家に
紹介する。ディーラーは通常、投資銀行か、大規模な金融機関の投資銀行部門である。多く
のディーラーは、ABCP の取引を行うトレーディングデスクや、プログラムを潜在投資家に紹介
するマーケティング部門を有する。ABCP プログラムでは通常、資金調達条件の競争原理を
働かせるため、スポンサーの関連会社（スポンサーに販売機能がある場合）を含め、2-3 社の
販売代理人を用いる。
販売代理人は、各投資家が ABCP に投資できる適格投資家か否かの確認も行う。ほぼ全て
の ABCP プログラムは、1940 年投資会社法（the Investment Company Act of 1940）に基づく登
録が免除されるように、また、発行される CP にも 1933 年証券法（the Security Act of 1933）が
適用されないように仕組まれている。また、上述の免除特典が維持されるよう、ABCP は投資
会社法に定義された「適格購入者」（qualified purchasers）および 1933 年証券法ルール
17
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144a20 に基づく「適格機関投資家」（Qualified Institutional Buyers）のみに販売される。販売代
理人は通常、上記の「適格購入者」や「適格機関投資家」に該当するかを確認するため、新た
な顧客に対して一定の情報提供を求める。また、販売代理人は、ABCP の購入者としての顧
客のカウンターパーティ・リスクについても評価する。

担保代理人（Collateral Agent or Security Agent）
ABCP の投資家はしばしば、ABCP プログラムの裏付資産の担保権を保有する、またはその
恩恵を受ける。裏付資産がファンディングの裏付けとなっていることから、その担保権を維持
するために、プログラムは対抗要件が具備された第一順位抵当権を保持・維持しなければな
らない。パーシャルサポート型プログラムでは、満期が到来する ABCP の返済を、一定程度、
裏付資産に依存しているプログラムも存在する。担保代理人は、不適切な第三者が担保権を
保有しないよう、また当該第三者が投資家への返済の裏付けとなる裏付資産に対する優先権
を確保しないようにしなければならない。
流動性ファシリティが設定された多くのプログラムでは、流動性ファシリティの規定によってこ
れらのリスクがカバーされる。しかし、プログラムがこれらのリスクをカバーするように適切に仕
組まれるかどうかは、流動性提供者の判断に拠る。また、適切な仕組みが構築されていること
は、間接的に、ABCP 投資家の保護にもつながる。第一順位抵当権が失われれば、ABCP の
返済に支障が生じる可能性のあるプログラムも存在する。
担保代理人（セキュリティ・エージェントあるいはトラスティ）は、プログラムの裏付資産に関する
担保権、プログラム契約上の全ての権利および持分、その他全ての口座／勘定および投資
における権利を、プログラムから取得する。担保代理人は、この担保権を、投資家、サポート
提供者、サービス提供者の利益およびそうした関係者への返済のために保有する。担保代理
人の役割は担保代理人契約（Collateral Agency Agreement, Security Agreement または Security
and Intercreditor Agreement）に規定されている。担保代理人契約には、対象となる裏付資産と
その担保権、その保有に関する手続き、必要な担保権を維持することが記載されている。
担保代理人は、事務管理人から提供される情報に基づき、ファンディングされた裏付資産に
対する対抗要件が具備された第一順位抵当権を維持するのに必要な責務を事務管理人が
遂行しているか否かを確認する。通常、担保代理人は担保権を維持するために必要と考えら
れる手段を講じることを、事務代理人に対して指示する権限を有する。担保代理人はまた、プ
ログラムが有する裏付資産に対する権利および担保権の一部を投資家のために行使する。
裏付資産の取得、売却、譲渡が行われる際には、担保代理人は、裏付資産の保有、または、
適切な売却を行い、その売却金をプログラムのためにトラスト内に設定された勘定に留保する。
通常、これらの事務は事務管理人からの指示に基づいて行われる。
しかし、ABCP プログラムの清算事由が発生すると、担保代理人は、投資家のために裏付資
産を確保する権利と義務を有し、手続きに沿った売却手続きを行い、その売却代金をもって
投資家およびその他の債権者への返済を行うこともある。

必ずしも全てのプログラムで担保権が設定されているわけではない
必ずしも全ての ABCP プログラムにおいて、ABCP 投資家が裏付資産の担保権を有している
わけではない。多くの場合、ABCP 投資家は無担保権者であり、流動性を供給する銀行や信
用補完提供者に依拠している場合が多い。こうした提供者は、サポートの対象となる特定の裏
付資産プールの担保権を受け取る。このことは、ABCP 投資家が、ABCP プログラムの破産と
いう可能性の低い事態に陥った場合には、無担保債権者になることを意味している。ABCP
プログラムは、Prime-1 水準の確度まで倒産隔離が図られるように仕組まれている。
ムーディーズは、担保権の存在が、多くの ABCP プログラムにおいて Prime-1 の格付を維持
するために必須な要件であるとは考えていない。多くの ABCP プログラムでは裏付資産から
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の回収金が入るタイミングと ABCP の満期を合致させることはほとんど行われないため、ABCP
の期日どおりの返済は最終的に流動性ファシリティに依拠している。ムーディーズは、各プロ
グラムについての「プログラム・レビュー」において、投資家が担保権を有しているか否かを記
載する。

カストディアン（Custodian）
カストディアンは、特定の裏付資産を実際に保有するか、あるいは特定の裏付資産に関する
権利契約を保管する。カストディアンと担保代理人が同一で、単一の契約によってその役割
が規定される場合もあれば、異なる当事者が各々の役割を務める場合もある。通常、証券を
裏付資産とするプログラムでは担保代理人に加えて、担保保有者のために証券勘定で証券
を保有するカストディアンも任命される。カストディアン契約には、対抗要件が具備された第一
順位抵当権を維持するための、証券の取り扱い手続きが詳細に示されている。

流動性代理人（Liquidity Agent）
通常、流動性ファシリティは、1 行または複数の商業銀行によって、流動性ローン契約または
流動性原資産取得契約に基づいて取引ごとに提供される。グローバル流動性ローン契約
（Global Liquidity Loan Agreement）やグローバル流動性原資産取得契約（Global Liquidity
Asset Purchase Agreement）に基づいて、流動性ファシリティが複数の取引またはプログラム全
体をカバーするようなケースもある。いずれの場合でも、ファシリティを提供する銀行団を管理
する責任を負う、流動性代理人が存在する。
満期が到来する ABCP の返済や裏付資産のファンディングを行う場合、事務管理人または発
行・支払代理人は流動性代理人に対して資金要請を行う。流動性代理人は、ファシリティの
引き出しに関する条件が満たされているか確認した後、シンジケート団に必要な金額を通知
する。特に、流動性代理人は、流動性契約に規定された「取得価格」または「借入ベース」の
計算式をもとに、裏付資産の取得価格に対して引き出すことが可能な流動性資金額の確認を
行う。
流動性を提供する銀行は通常、流動性代理人に資金を送金し、流動性代理人は受け取った
資金をプログラムへ送金する。その一方で、プログラムから流動性代理人に対してファシリティ
の手数料および元利金が支払われ、流動性代理人は同受領金をもとに、流動性契約に規定
されている各銀行のコミットメント額およびつなぎ資金額に応じた支払を、各銀行に対して行う。
スポンサーは、事務管理人としての責務に加えて、しばしば、自らのプログラムに関わる流動
性ファシリティの流動性代理人を兼ねている。シングルセラー型プログラムのスポンサー（通常
は銀行ではない）では、銀行団をシンジケートする流動性代理人を用いている。

流動性銀行（Liquidity Bank）
流動性銀行は、通常、コミットメント額が記載された流動性契約を締結する。流動性代理人が
流動性銀行であることが一般的である。流動性銀行は、流動性ファシリティの引き出しに関す
る通知を出す際の内容やタイミングに関する条件、そして引き出しをする際の限定条件につ
いて理解していなければならない。引き出しに必要な条件が全て満たされており、資金提供
の条件を制限する事項がないことを表明した通知を流動性代理人から受領次第、流動性銀
行は資金の供給を行う。同日内で資金の提供が必要となる場合、流動性銀行が自ら事実関
係を確認する時間はない。
流動性銀行は、取引上のリスクおよび流動性契約に基づく自らのコミットメントに関するリスク
を独自に評価していることも表明する。流動性銀行は、適時にコミットメント契約が更新されな
い場合、あるいはその格付が引き下げまたは取り下げとなった場合、流動性が引き出され、エ
スクロー勘定で管理されることを許容する契約条項を受け入れていることもある。ファシリティ
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が引き出されれば、ムーディーズは資金を保管する口座設定銀行の格付に注目する。その時
点でプログラムの格付は口座設定銀行の預金格付にリンクする。
流動性銀行は、他の流動性銀行による支払が行われなかった場合、その不足分を穴埋めす
るために自行のファシリティが引き出されることを許容する、「非比例引き出し／非プロラタ引き
出し」（non pro rata draw）条項を認める場合もある。
銀行がスポンサーであるプログラムでは、通常、スポンサーである商業銀行が、全ての案件に
対する流動性の大半を提供する。流動性ファシリティ・シンジケート（単一プログラムの単一取
引に複数の銀行が流動性を提供するファシリティ）が用いられることも一般的である。しかし、
銀行の合併が起こった場合や、流動性のプライシングが上昇した場合には、スポンサーの銀
行が、流動性代理人兼唯一の流動性銀行となることもある。マルチセラー型のプログラムにお
ける流動性ファシリティ・シンジケートは、「クラブ」ディール（ある案件のファンディングを複数
のプログラムが分担し、各プログラムのスポンサーが各プログラムの構成比率に応じた流動性
を提供するようなシンジケート案件）に置き換えられてきている。
流動性銀行は通常、プログラムが発行する ABCP に相応する格付を有している必要がある。
従って、多くの流動性銀行は Prime-1 の格付を有している。プログラムに流動性や信用補完
を提供する当事者の格付は、ABCP プログラムの格付において、最も重要な要素であるとム
ーディーズは考えている。流動性契約にはしばしば、流動性銀行が格下げされた場合に、当
該銀行を交替させるか、格下げとなった流動性銀行にコミットメント資金見合いの現金を担保
として拠出させるなどの手当てが設けられている。

流動性シンジケーションリスク（Liquidity Syndication Risk）
流動性ファシリティが多数の銀行から提供される場合、オペレーショナル・リスクの度合いが上
昇することがある。満期が到来する ABCP の返済を行うため、流動性ファシリティから同日中
に資金が提供されなければならない。流動性代理人から流動性銀行に通知が出され、資金
が提供されるまでにわずか数時間という場合もある。資金提供のために多数の銀行に通知が
出される必要がある場合、オペレーション上のエラーが生じる可能性が高まる。流動性提供者
には資金供給の意思や能力があっても、資金通知が正しい送付先に送付されなかったり、支
払指示が不正確であったりした場合には、満期が到来する ABCP の支払に必要な全ての資
金の確保に遅延が生じる場合がある。
大規模なシンジケート型の流動性ファシリティは、以前ほど用いられていない。そうしたファシ
リティがある場合には、ムーディーズは流動性引き出しに関わるオペレーショナル・リスクをレ
ビューする。
多くの流動性ファシリティでは、一部の提供者が適時に送金出来なかった場合、自行のファシ
リティの範囲内で、不足する流動性が引き出されることを許容している。

信用補完提供者（Credit Enhancement Providers）
プログラム・レベルの信用補完の最も典型的な形態は、Credit and Reimbursement Agreement
に基づく、スポンサー銀行からの取消不能信用状（irrevocable letter of credit）である。資金を
同日に引き出せることから、信用状は信用補完に加えて流動性を供給することもある。
プログラム・レベルの信用補完の提供可能額が、ファンディングした裏付資産の信用力に依
拠しないように設定されている契約であれば、他の形態であっても信用補完は提供されうる。
高格付の銀行からの信用状に加えて、現金担保勘定やモノライン保険会社からの保証証券
の形で、プログラム・レベルの信用補完は提供されてきた。また、提供可能額が裏付資産のデ
フォルト状況ではなく、満期が到来する ABCP の額とファシリティのコミットメント額に応じて決
まる場合、流動性ファシリティによって信用補完が提供されることもある。
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通常、流動性銀行に関しては、信用補完提供者の格付は ABCP ノートの格付に相応したもの
でなければならない。

ヘッジ代理人（Hedging Agent）
ABCP プログラムでは通常、(i) ABCP の資金調達コストと裏付資産の利回りに関するベーシス
リスク、(ii)ABCP の発行通貨と裏付資産の通貨が異なる場合の通貨リスクといった 2 種類のリ
スクに対処するため、ヘッジまたはスワップが用いられる。典型的なヘッジ契約には、金利スワ
ップ（固定から変動）や、通貨スポット・フォワード契約（米ドル建て ABCP の場合、米ドル以外
から米ドル）がある。ほとんどの場合、ヘッジ・カウンターパーティは ABCP のスポンサー銀行
である。
ABCP プログラムは主に 2 つの方法によって金利リスクおよび通貨リスクに対処している。ひと
つはリスクを直接軽減するヘッジ契約を締結する方法である。この場合、ムーディーズは、格
付分析プロセスにおいてヘッジ契約の詳細をレビューする。
もうひとつの方法は、プログラムが適切なヘッジ契約を締結しているかの確認をヘッジ代理人
の責任で行う方法である。この場合、ムーディーズは、ヘッジ代理人がプログラム用にアレン
ジしたヘッジ内容のレビューは行わず、ヘッジ代理人の格付およびヘッジ代理人からの補償
内容に依拠する。ヘッジ契約が不適切または不十分であり、その結果、満期を迎える ABCP
の返済またはプログラム費用を支払うことができない場合には、ヘッジ・カウンターパーティが
同日中に不足分を補償することを、補償規定で広義に規定している。ヘッジ代理人契約にか
かる規定がなされることで、金利および通貨リスクへの対応の柔軟性が非常に高まる。銀行が
スポンサーであるプログラムでは、ヘッジ代理人は事務管理人が兼任することが多く、その場
合、ヘッジ代理人の責務は管理契約に規定され、ヘッジ代理人契約は別途締結されないこと
が多い。
ヘッジ代理人または事務管理人の指示や決定を受けるヘッジ・カウンターパーティが第三者
となる場合もある。ヘッジカウンター・パーティはプログラムに付与されている格付に相応する
格付を有していなければならない 18。また、ヘッジ・カウンターパーティは、スワップ取引を日
常業務として行っている会社でなければならない。ヘッジ代理人は通常、これらの適格基準
に合致したヘッジカウンター・パーティがデフォルトしたとしても、その責任は負わない。
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付録 E：ABCP と MTN の種類
ムーディーズの短期格付は、満期が 397 日以内の債務に付与される。この満期の範囲で、
ABCP プログラムは様々な返済条件のノートを発行してきた。ムーディーズの格付分析では、
各コマーシャル・ペーパーが、各条件に従って期日どおりに返済されるかを考慮している。コ
マーシャル・ペーパーには、割引 CP、利付き CP、変動金利 CP、プッタブル／コーラブル CP、
延長可能 CP、シリーズ ABCP などがある。これらを組み合わせたノートを発行するプログラム
もある。プログラムが長期債務（長期格付が付与されるミディアムタームノート（MTN）等）を発
行することもある。

割引 CP
最も一般的な CP の形態で、ゼロクーポン債と同様、満期時の額面価格を割引いた価格で発
行される。販売価格と額面価格の差が、投資家のリターンとなる。期中の利払いはない。満期
日以前に、プログラムが CP を期限前弁済することはできず、投資家も CP をプログラムに売り
戻すことはできない。米国では CP の満期を 270 日から 364 日に制限していることが多く、欧
州では満期が 180 日に制限されているものもある。

利付き ABCP
定期的な（通常は月次）利払いを伴う長期の CP が発行されることがある。流動性リスク分析で
は、期日どおりの利払いおよび満期時の元本返済を考慮している。流動性ファシリティは、こ
れらの支払をカバーする規模に設定され、支払を行うために引き出しが可能でなければなら
ず、他の返済原資が利用できない場合にはファシリティを引き出す適切な当事者が存在して
いることが必要である。

変動金利 ABCP
長期の CP の中には、変動金利型（ベンチマーク指標にスプレッドを上乗せした金利水準。通
常は月次で見直しされる）のものもある。ノートの期間中の支払金利額は発行時には予測不
能であり、金利上昇リスクにどう対応するかを流動性リスク分析で考慮しなければならない。金
利上昇リスク対応として、金利スワップでヘッジするプログラム、金利のカバレッジ範囲が変更
可能の流動性ファシリティを用いるプログラム、最悪の金利変動を加味した潜在的なリスク額
に対応したファシリティを設定するプログラムもある。

プッタブル／コーラブル ABCP
一部の CP では、満期前に通知を行うことで、投資家がプログラムに CP を売り戻す権利、あ
るいは満期前にプログラムが投資家から CP を買い戻す権利を供与しているものもある。いず
れの場合であっても、満期前の返済を行う場合にファシリティからの引き出しが可能かどうかを
流動性リスク分析で考慮しなければならない。流動性ファシリティは、返済資金の提供のため
に引き出し可能でなければならず、いずれかの返済原資が確保出来ない限り、買戻し権の行
使を認めてはならない。

延長可能 CP
プログラムは、返済資金を準備する時間を確保するために、一部の CP の満期を延長する権
利を有する。予定満期を超える延長期間は、最終満期日が発行日から 397 日以内に収まる
ことを条件に、数日間設定される場合もあれば数カ月間設定される場合もある。ムーディーズ
の格付は、（より早く到来する）予定満期日ではなく最終満期日までの返済可能性を考慮して
いる。
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シリーズ ABCP
あるプログラムから発行される ABCP は、ほとんどの場合、全ての裏付資産およびサポート・フ
ァシリティによって、同順位かつプロラタの関係で担保されている。他のシリーズとは別の分離
された裏付資産をもとに返済されるシリーズを別々に発行するプログラムもある。そのようなケ
ースでは、各々のシリーズを別々のプログラムから発行された CP と看做して分析を行う。どの
ような状況であってもシリーズの独立性が維持されるために十分な手当てが、リーガル上およ
びオペレーション上が手当てされているかを格付分析では考慮している。

ミディアムタームノート
ミディアムタームノート（MTN）の満期は、180 日から 30 年間に設定されており、CP とは異な
る。通常、長期格付が付与されているが、短期格付が付与されることもある。MTN では、通常、
定期的な利払い（多くは変動金利）が行われ、その分析の際には長期格付手法が用いられる。
ABCP プログラムが MTN と CP を発行する場合、プログラムの長期信用力と短期格付の両方
を考慮しなければならない。MTN の期日における元利払いが行われなかった場合は通常デ
フォルトとなり、プログラムから発行されている全ての債務もデフォルトとして扱われる。ムーデ
ィーズの格付分析では、MTN の長期格付が CP の短期格付に整合的になることを念頭に、
MTN と CP の全額が期日どおりに返済されるかについて分析を行っている。
MTN の信用力は、前述の全体ポートフォリオ・アプローチを用いて評価する。シングルセラ
ー型プログラムの場合、プログラムの裏付資産に関する長期 ABS 分析に基づく分析を行って
いる。マルチセラー型の場合、CDOROM などのポートフォリオツールの利用が必要な場合
がある。フルサポート・プログラムの場合、その信用力はサポート提供者の格付に依存する。
MTN の期日返済は、流動性ファシリティでカバーされていることが多い。CP とはやや異なり、
短期の MTN では、いずれかの MTN がデフォルトするとプログラム全体のデフォルトにつな
がるためである。MTN が裏付資産によって返済される場合には、「裏付資産からの回収金/
売却」セクションで述べたような追加の分析が必要となる。
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ムーディーズの関連リサーチ
他の補助的格付手法やクロス・セクター格付手法に記載されている、幅広い格付上の考慮事
項が、本クロス・セクター格付手法の適用において重要となることもある。関連しうる補助的格
付手法ならびにクロス・セクター格付手法については、ムーディーズのウェブサイトを参照され
たい。
本格付手法を用いて付与された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。
詳細については「格付記号と定義」を参照されたい。
ムーディーズが格付を付与している ABCP プログラムの情報については、以下を参照された
い。これらはムーディーズのウェブサイトから入手可能である。
»

ABCP Program Index (Moody’s Investors Service)－四半期刊、ムーディーズが格付を付与す
る ABCP プログラムの一覧とデータ概要が掲載されている。

»

ABCP Query (Moody’s Investors Service) －月刊、ムーディーズが、米国、EMEA、カナダ市
場で格付を付与する、マルチセラー型、アービトラージ型、ハイブリッド型コンディットの原
資産、流動性、信用補完の情報が掲載されている。

»

ABCP Snapshot (Moody’s Investors Service) －四半期刊、ムーディーズが格付を付与する
ABCP 市場の様々な点について図表化した概要が掲載されている。

»

ABCP Program Reviews (Moody’s Investors Service)－それぞれのプログラムレビューには、ム
ーディーズが格付を付与するシングル ABCP プログラムの仕組みと特徴が記載されてい
る。年次更新。

»

ABCP Performance Overview (Moody’s Investors Service)－それぞれのパフォーマンスオーバ
ービューには、ムーディーズが格付を付与するシングル ABCP プログラムの原資産、流動
性、信用補完が記載されている。年次更新。

»

Inside the Canadian ABCP Market (Moody’s Investors Service)－カナダの ABCP 市場動向の
概要とムーディーズが格付を付与するプログラムの特徴およびパフォーマンスについての
考察が記載されている。四半期更新。

»

EMEA ABCP Market Summary (Moody’s Investors Service)－欧州･中東・アフリカの ABCP 市
場動向の概要とムーディーズが格付を付与するプログラムの特徴およびパフォーマンス
についての考察が記載されている。四半期更新。

ムーディーズはストラクチャード・ファイナンス証券についての週ごとのサマリー、格付、格付手
法を発行している。登録ユーザーはこれらをムーディーズのウェブサイトから入手出来る。
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