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本意見募集では、以下の 5 つのクロスセクター格付手法を統合し、証券化商品（該当
する事項についてはカバード・ボンド・プログラムも含む）のカウンターパーティー・リスク
に関するムーディーズのアプローチを説明する１つの格付手法によって代替することを
提案する。
“Approach to Assessing Swap Counterparties in Structured Finance Cash Flow
Transactions”（日本語版「キャッシュフロー型証券化商品におけるスワップ・カウン
ターパーティを評価するアプローチ」2015 年 3 月 16 日発行）

コンタクト：
東京

ムーディーズ、証券化商品のカウンタ
ーパーティー・リスク評価手法の改定
を提案
Moody’s Proposes Revisions to Its
Approach to Assessing Counterparty Risks
in Structured Finance

CO RE
M QU
M E
EN ST
T FO
CL R
O
SE
D

REQUEST FOR COMMENT
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“Global Structured Finance Operational Risk Guidelines”（日本語版「証券化商品の
オペレーショナル・リスクに関するグローバル・ガイドライン」2015 年 5 月 27 日発行）
“Moody’s Approach to Assessing Set-off Risk for Australian Securitisation and Covered
Bonds Transactions”

“Moody’s Approach to Assessing Set-off Risk for EMEA Securitisation and Covered
Bonds Transactions”
“Moody’s Approach to Temporary Use of Cash in Structured Finance Transactions:
Eligible Investments and Account Banks”（日本語版「証券化商品におけるキャッシ
ュの一時的使途に対するムーディーズのアプローチ：適格投資・口座銀行」2016
年 2 月 4 日発行）

併せて、カウンターパーティー・リスクの評価に関わる分析手法にいくつかの変更を加
え、分析手法の記述と説明にいくつかの修正を加えることを提案する。

ムーディーズ・ジャパン株式会社

STRUCTURED FINANCE

今回提案する変更の一部は市場規制の変更に伴うものである（スワップ取引の証拠金規制に対応し
た変更など）。またその他の変更は新たに得られた情報をレビューした結果に基づくものである（相殺
リスクに対するアプローチの変更など）。さらに、明確性を一層高めるためにムーディーズが定期的に
行なう分析手法のレビューの中で、最近のデータ、とりわけ 2008 年に始まった金融危機の期間に収
集されたデータを考察した結果に基づく修正案も含まれる（オペレーショナル・リスクのアプローチの
改定など）。
今回の提案が採用された場合、約 210～220 件の証券化商品に 1～2 ノッチ程度の限定的な影響
があるだろう。カバード・ボンドの格付への影響は想定されていない。

CO RE
M QU
M E
EN ST
T FO
CL R
O
SE
D

本意見募集の本文では、(1)変更案の内容、(2)変更案が既存格付に与えうる影響、(3)意見募集の
手順と実施方法、および(4)今回提案するクロスセクター格付手法の詳細（別紙 A）、について説明す
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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意見募集
変更案の内容
スワップ・カウンターパーティー・エクスポージャー
ムーディーズは、スワップ・カウンターパーティー・エクスポージャーに関連するリスクの評価に対する
アプローチに関して次の改定を提案する（詳細は別紙 A、セクション 3 参照）。
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スワップの証拠金規制：様々な国々で導入されつつあるスワップ証拠金規制とそれが代替スワ
ップ取引に与えうる影響に対応して、ムーディーズは影響を受けるスワップに関わるノッチアップ
のベネフィットを一部縮小することを提案する。とりわけ、発行体の所在国の法律によってスワッ
プが代替された場合に、代替カウンターパーティーが発行体から証拠金を徴求することが規定
されている場合、原則として(1)スワップの交代トリガーまたは担保規定、あるいは(2)デフォルトし
たアウト・オブ・ザ・マネー・スワップを代替する発行体の能力、に関するノッチアップを適用しない。
代替カウンターパーティーの証拠金徴求義務が、発行体と発行体の関連グループが一定の規
定された基準値を超えるデリバティブ・エクスポージャーを抱えるかどうかによって決まる場合、
異なる情報を得ている場合を除いて、ムーディーズは原則として(1)基準値は超過しておらず、
(2)発行体はスポンサーに統合されている、と想定する。
格付トリガー・レベルおよびカウンターパーティーあるいは保証人の格付への言及：ムーディーズ
が格付手法において用いる格付の参照方法を一部修正する。現行のアプローチでは、スワップ
の格付トリガー・レベルあるいはスワップ・カウンターパーティーまたは保証人の格付への言及は、
カウンターパーティー・リスク評価（CR 評価）を指している。この点に関して 2 つの例外を提案す
る。
1.

(a)スワップ・カウンターパーティーがスポンサーであるか、スポンサーと同じ企業グループに
属し、(b)スワップ・カウンターパーティーの債務が完全な担保付きである可能性が低い、とい
う 2 つの条件が満たされる場合（後段参照）、スワップの格付トリガー・レベルへの言及はシ
ニア無担保債務格付（またはそれに相当するモニターされる格付）を指すものとし、スワッ
プ・カウンターパーティーの格付への言及はスワップ・カウンターパーティーのシニア無担保
債務格付（またはそれに相当するもの）を指すものとする。

2.

(a)保証人（存在する場合）がスポンサーであるか、スポンサーと同じ企業グループに属し、
(b)スワップ・カウンターパーティーの債務が完全な担保付きである可能性が低い、という 2 つ
の条件が満たされる場合（後段参照）、スワップの格付トリガー・レベルへの言及はシニア無
担保債務格付（またはそれに相当するモニターされる格付）を指すものとし、保証人の格付
への言及は保証人のシニア無担保債務格付（またはそれに相当するもの）を指すものとす
る。
ムーディーズは通常、Baa2 以上の担保トリガーが設定されている場合、当該トリガーが参照
するものが CR 評価であれシニア無担保債務格付（またはそれに相当するモニターを受ける
格付）であれ、スワップ・カウンターパーティーの債務は担保付きであると想定する。

条件付きトリガー： ムーディーズが対象となる証券化商品に格付を付与し続けることが条件とな
るスワップ・トリガーに、そのような条件が付されないトリガーと同等の価値を付与することを提案
する。現在は、ムーディーズが証券化商品への格付を継続することを条件とするスワップの格付
トリガーの価値をゼロとしている。
分析の順序：ムーディーズは、格付手法で考慮されている格付キャップを適用する前の段階に
おいてスワップ・カウンターパーティー・エクスポージャーに関連する期待損失を追加するように
分析ステップの順序を変更することを提案する。現在は、格付キャップの適用後にスワップ・カウ
ンターパーティー・エクスポージャーに関連する期待損失を追加している（別紙 A、セクション 2.1
参照）。
この変更案はカバード・ボンド・プログラムには影響しない。カバード・ボンドの分析では、Timely
Payment Indicator（TPI）の枠組みに従って格付キャップを適用する前に、スワップ・カウンターパ
ーティー・エクスポージャーが格付に与える影響が、期待損失モデルに織り込まれるからである。
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通貨: ムーディーズは、格付手法が対象とするスワップ通貨の範囲を拡大することを提案する。
また付録 3 に示すように評価率の範囲を拡大することを提案する。
その他の更新: ムーディーズは、別紙 A のセクション 3 とそれに関連する付録において、その他
のマイナーな変更と明確化を提案する。
オペレーショナル・リスク
証券化案件の当事者の一つないし複数が経営難に陥って要求される義務を履行できなくなるリスク
に対するムーディーズのアプローチを明確化することを提案する。ムーディーズはそのようなリスクを
「オペレーショナル・リスク」と呼ぶ。しかし、市場参加者の一部はオペレーショナル・リスクという用語
をそのようなリスクに限定せず、(1)自然災害など財務に関連しない要因による混乱、あるいは(2)案
件当事者が提供するサービスの全般的な質、に起因する案件のオペレーションに関わるリスクを含
む、より幅広い一連のリスクを指すものとして用いる場合がある。したがって、ムーディーズがより狭義
のリスクに言及する場合「財務的キャッシュフロー中断リスク」の用語を用いることとする。
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さらに、以下の修正を含む財務的キャッシュフロー中断リスクの分析手法の新たなフォーマットを提
案したい（詳細は別紙 A、セクション 4 参照）。
3 つの図式化した分析ステップ：ムーディーズは、財務的キャッシュフロー中断リスクを判定する
ための次の 3 ステップの分析法を導入することによってアプローチを明確化することを提案する。
1.

信用力およびその他の要因に基づく事業体の「存続可能性」の評価

2.

サービシングやその他の義務の移管の容易性の評価

3.

緩和要因を織り込んだ上での、存続可能性と移管の容易性の評価に基づく格付キャップの
決定（格付キャップが適用される場合）

格付キャップの引き上げ：投機的等級のサービサーがその義務を容易に第三者に移管できる
場合（必ずしもバックアップ・サービシングの取り決めなどの緩和要因がない場合でも）、ムーディ
ーズは 3 段階の分析ステップのステップ 3 で決定した格付キャップを引き上げることを提案する。
一般的緩和要因：財務的キャッシュフロー中断リスクの潜在的な緩和要因の記述を変更する
提案を行なう。新たな格付手法では、緩和要因の種類、それらの考えうる組み合わせ、緩和要
因の効果に影響を与える特徴を一般化して記述することを提案する。現行のアプローチは特定
の状況に対応する特定の緩和要因を記述しているが、幅広い緩和要因の組み合わせには対応
していない。

当事者が複数の役割を担う場合の緩和要因の評価の引き上げ：サービサーとキャッシュ・マネ
ージャーが同一主体で、かつ１つまたは両方の役割にバックアップ契約が存在する場合、財務
的キャッシュフロー中断リスクに対する一部の緩和要因の組み合わせをより高く評価することを
提案する。
小規模なおよび/または新しいスポンサー・サービサーに対する考慮事項の改定：ムーディーズ
はさらに、小規模および/または新しい事業体が案件のスポンサー・サービサーの役割を担う場
合に、より洗練されたアプローチを用いることを提案する。ムーディーズは、当該事業体が小規
模か否かあるいは新しいか否かを判定する際の分析要因を明確化することを提案する。サービ
シングの交代がごく容易である場合を除いては、ムーディーズが付与する格付が通常の格付キ
ャップと同程度になる可能性は低い。またマネー・マーケット・トランシェに関して、B2 以下の格付
のスポンサー・サービサーは P-1 の格付を達成できないとする現在の表現は、この改訂案に代替
される。

コミングリング・リスク

ムーディーズは、次に述べる 3 つの図式化したステップを経ることで、証券化商品とカバード・ボンド
（該当する場合）のコミングリング・リスクに対するグローバル・アプローチを明確化することを提案する
（別紙 A、セクション 5）。
コミングリング・リスクの有無の評価：最初に当該法管轄域の法的規制の枠組みとその他のスト
ラクチャー上の緩和要因を評価することで、当該案件（またはカバード・ボンド・プログラム）がコミ
ングリング・リスクにさらされているかどうかを評価する。それらの緩和要因は、案件の種類、プロ
グラムのストラクチャー、法管轄域によって異なる。
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サービサーの信用力とコミングリング・エクスポージャー：コミングリング・リスクが存在するケース
について、サービサーの信用力と予想されるコミングリング・エクスポージャーを評価する。
期待コミングリング損失を信用分析に織り込む：最後のステップとして、期待損失を信用分析と
証券の格付に与えうる影響に織り込む。
コミングリングの分析では引き続き必要に応じて他の付加的要因も考慮する。
口座銀行に保管されているか一時的投資対象で運用されているキャッシュに関わるリスク
ムーディーズは、証券化商品において口座銀行に預金されているか一時的に証券に投資されてい
るキャッシュに対するグローバルなアプローチを整理することを提案する（別紙 A、セクション 6.1）。た
だし、資金が米国の法人信託口座（またはそれと同等のもの）に保管されている場合についての変更
はない（別紙 A、セクション 6.5）。
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分析の順序の変更：今後、口座銀行あるいは一時的投資が格付に与える影響の評価は以下
の改定された順序で行なう。
1.

交代トリガーによるノッチアップのベネフィットの評価

2.

リスクが緩和されているか否かの判定

3.

緩和要因が不十分な場合、証券化商品に 2 種類の格付キャップのどちらを適用するかを
決定

現行手順では、最初に口座銀行または投資に関連する証券化商品あるいは証券の格付キャップの
種類（リンク・カテゴリー）の評価を行なう。
有効な交代トリガーまたはそれに相当する手段：交代トリガーの有効性（すなわちノッチアップの
妥当性）の判定に当たって最大 60 日の交代期限を考慮することを提案する。現在は、抵触か
ら 30 日以内に交代が行なわれる場合に、交代トリガーまたはそれに相当する手段は有効である
とみなしている。今回の変更は、数多くの口座銀行の交代が行なわれた金融危機時の経験など
に基づいている。
格付キャップ：口座銀行あるいは一時的投資のデフォルトに由来するリスクを評価するため、証
券化商品に格付キャップを適用することを提案する。現在は一部の案件には格付キャップを適
用し、その他の案件には格付分析において口座銀行のデフォルトに伴う損失の増分を織り込ん
でいる。

格付キャップ表：ステップ 2 で、口座銀行または投資に関連するリスクが十分に緩和されない場
合に格付キャップを決定する新たな格付キャップ表を提案する。現在は、エクスポージャーの
期間などを反映するために、複数の表を用いて格付キャップを導いている。今回提案する表に
は、有効な交代トリガー（あるいはそれと同等の手段）が設定されている口座銀行と設定されて
いない口座銀行、およびデフォルト・リスクが十分に緩和されない投資に対応した格付キャップ
が含まれている。
2 種類の格付キャップ：ステップ 3 で、口座銀行または投資対象への想定されるエクスポージャ
ーの規模（「標準」エクスポージャーと「強い」エクスポージャー）に基づいて、2 種類の格付キャ
ップを課すことを提案する。また従来通り、標準エクスポージャーを 40%以下のエクスポージャ
ー率のエクスポージャーと定義することを提案する。現在は、潜在的エクスポージャーとその他
の構造的側面の評価に 3 つのカテゴリーを用いている。今回の変更案によって分析の透明性が
高まる。
格付キャップの種類の判定：ステップ 3 の一部として、原則的にシニア・ノートについて、キャッシ
ュ・リザーブや信用補完など特定の値を投入する一般的な計算式を用いた詳細な分析を通じ
て、格付キャップを設定することを提案する。それに対し、通常エクスポージャーがより大きくな
るメザニン・ノートやジュニア・ランクのノートは、原則として「強い」エクスポージャーに分類し、個
別状況に応じた分析を限定することを提案する。

ファンデッド・シンセティック案件：ファンデッド・シンセティック案件の分析手法を改定し明確化するこ
とを提案する。現在、その分析は、口座銀行と一時的投資へのアプローチの中に織り込まれている。
今後は、口座銀行の交代トリガーなど有効な緩和要因が存在しない場合、ファンデッド・シンセティッ
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ク案件の格付について、口座銀行あるいは投資の格付を上限とすることを提案する（別紙 A、セクシ
ョン 6.6）。
預金相殺リスク
預金相殺リスクの分析に用いる現行のアプローチにいくつかの変更を加えることを提案する。明確化
のため、分析を 4 段階の図式的ステップに分割する（別紙 A、セクション 7.1）。以下にこの変更案の
概略を示す。
グローバルなアプローチ：ムーディーズは、証券化商品およびカバード・ボンド・プログラム（該当
する場合）における預金相殺リスクを評価するためのグローバル・アプローチを提案する。現在の
ムーディーズのアプローチは、一部の証券化商品市場とカバード・ボンド市場の預金相殺リスクを
説明するにとどまっている。
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預金保険：預金保険制度の対象となる預金が引出不能となるリスクは当該国の預金封鎖リスク
に等しいとみなすことを提案する。預金封鎖リスクは預金の自国通貨建てカントリー・リスク・シー
リングに反映される。従って今後、預金保護の対象となる預金に関して、別途預金相殺リスクの
分析を行なわないことを提案する。しかし、預金保険制度が存在しない市場またはセクター、あ
るいは企業債務者または公共セクター債務者からなるポートフォリオなど保険による保護の対象
とならない預金および富裕層の預金については、今後も原則として相殺リスクを評価する。
想定の更新：本アプローチがグローバルに適用されることを考慮して、預金相殺リスクの計算に
用いる重要な要素について一部改定を提案する。たとえば、リスク・エクスポージャーは案件の
存続期間を通じてポートフォリオ残高の一定割合になると想定する。また、企業預金者あるいは
企業に準じる預金者の預金流出率の想定を 25%に変更する。

予想される影響

本稿の改訂案が採用された場合、証券化商品の格付に以下の様な影響を与えると予想される。
EMEA（欧州、中東およびアフリカ）の証券化商品に想定される影響

EMEA の証券化商品の約 180～190 件のトランシェが影響を受けると予想する。ほとんどが 1～2 ノッ
チの範囲の影響に限定されると見込まれるが、少数ながらそれ以上のノッチ幅の格付アクションも発
生しうる。そのうち約 3 分の 2 がプラスの影響を受け、3 分の 1 がマイナスの影響を受けるとみている。
カバード・ボンドの格付への影響は想定されていない。

口座銀行と適格投資に対するアプローチの変更案は約 60 の案件に影響を与えうると考えられる。
最も大きな影響を受ける分野はイタリア、スペインおよび南アフリカの ABS と RMBS で、そのほとんどが
マイナスの影響を受けると考えられる。オペレーショナル・リスクに対するアプローチの変更案は、主
に英国の約 90 の RMBS 案件に影響を与える可能性があり、そのほとんどがプラスの影響になると考
えている。相殺およびコミングルに対するアプローチの変更案は EMEA の約 45 の ABS と RMBS 案件
に影響を与える可能性があり、そのほとんどがプラスの影響になると考えられる。スワップの証拠金規
制を理由とするスワップ・フレームワークに対するアプローチの変更案を含む本格付手法で取り上げ
るその他の変更の影響を受ける案件は、ごく少数にとどまると見込まれる。
アジア（APAC）の証券化商品に想定される影響

アジアの約 8 件の証券化商品のトランシェが影響を受ける可能性があると予想される。影響を受ける
幅は約 1～3 ノッチと予想される。口座銀行と適格投資に対するアプローチの変更案はオーストラリア
の CMBS 案件 1 件にプラスの影響を与えうると考えられる。コミングルに対するアプローチの変更案
は、中国の ABS 案件 1 件にプラスの影響を与えうると考えられる。スワップ・フレームワークの条件付
きトリガーに対するアプローチの変更案は、オーストラリアの RMBS のカウンターパーティー・インストル
メント格付 1 件にプラスの影響を与えうる。証拠金規制に起因するスワップ・フレームワークに対する
アプローチの変更案は、日本の ABS 案件 5 件にマイナスの影響を与えうる。
米国、カナダ、中南米の証券化商品に想定される影響
証拠金規制に起因するスワップ・フレームワークに対するアプローチの変更案は、約 5 件の米国の
RMBS と約 17 件の米国の学生ローン ABS にマイナスの影響を与えると見込まれる。影響を受ける幅
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は、米国の RMBS が約 1～2 ノッチの下方調整、米国の学生ローンが１～4 ノッチの下方調整になると
見込まれる。
スワップ証拠金規制に関わるその他の考慮事項
スワップ証拠金規制に対する現時点のムーディーズの理解に基づくと、スワップ証拠金規制を理由と
する今回のスワップ・フレームワークの変更案は、上述したようにマイナスの影響を与える可能性があ
ると予想される。スワップ証拠金規制の実施は一部の国では検討中の段階にあるので、ムーディー
ズは引き続き動向を見極めることとする。規制の変更があれば予想される格付への影響も変化する。
格付委員会は、最終的な格付を決定するに当たって、必要に応じその他の定量的および定性的要
因も考慮する。
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意見募集期間
ムーディーズは、本意見募集に対する市場参加者からのコメントを募集しております。コメントは 2017
年 5 月 22 日までにムーディーズのウェブサイト www.moodys.com 上の Request for Comment のペー
ジに書面でお寄せください。
別紙 A は、提案するクロスセクター格付手法の意見募集段階でのドラフトです。頂いたコメントを慎重
に検討させて頂いたのち、“Moody’s Approach to Assessing Counterparty Risks in Structured Finance”と
題する新たなクロスセクター格付手法を採用し発表いたします。新格付手法の発行と同時に、次の 5
つのクロスセクター格付手法は取り下げられます。
“Approach to Assessing Swap Counterparties in Structured Finance Cash Flow Transactions”（日本語
版「キャッシュフロー型証券化商品におけるスワップ・カウンターパーティを評価するアプローチ」
2015 年 3 月 16 日発行）
“Global Structured Finance Operational Risk Guidelines”（日本語版「証券化商品のオペレーショナ
ル・リスクに関するグローバル・ガイドライン」2015 年 5 月 27 日発行）

“Moody’s Approach to Assessing Set-off Risk for Australian Securitisation and Covered Bonds
Transactions”
“Moody’s Approach to Assessing Set-off Risk for EMEA Securitisation and Covered Bonds
Transactions”
“Moody’s Approach to Temporary Use of Cash in Structured Finance Transactions: Eligible
Investments and Account Banks”（日本語版「証券化商品におけるキャッシュの一時的使途に対
するムーディーズのアプローチ：適格投資・口座銀行」2016 年 2 月 4 日発行）
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1. エグゼクティブ・サマリー
本格付手法 1、2は、証券化商品および（該当する場合）カバード・ボンド 3におけるカウンターパーティ
ー・リスクの評価に用いるムーディーズのグローバル・アプローチを説明するものである。カウンターパ
ーティー・リスクとは、オリジネーター、サービサー、スワップ・カウンターパーティー、口座銀行 4など、
様々な案件当事者のいずれかがデフォルトする可能性、および案件のキャッシュが投資されている
証券がデフォルトする可能性に起因して投資家が負うリスクを指す用語である。
本格付手法では、次の 5 つの広義のカウンターパーティー・リスクに焦点を当てる。
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スワップ・カウンターパーティーのデフォルト・リスク：証券化商品とカバード・ボンドの多くでは、為
替変動または金利変動のリスクがスワップ契約によって少なくとも部分的にヘッジされている。通
常、案件のリスクを緩和するスワップの価値は、証券の存続期間中スワップ・カウンターパーティ
ーが支払いを継続する能力に依存する。従って、案件のリスクは、ある程度、スワップ・カウンタ
ーパーティーがデフォルトする可能性に左右される（セクション 3 参照）。
オペレーショナル・リスク：証券化商品ではいくつかの発生源からオペレーショナル・リスクが発生
する。（a）案件のサービス提供者がデフォルトする可能性、（b）案件の当事者が低品質のサービ
スを提供する可能性、（c）自然災害やその他の災害、などがその発生源である。

いずれも、裏付資産それ自体の信用力以外の要因が、案件のオペレーション、延いては投資家
が受け取るキャッシュフローに重大な影響を及ぼすケースとなりうる。
本格付手法では、最初のタイプのオペレーショナル・リスクに焦点を当て、それを「財務的キャッ
シュフロー中断リスク」と呼ぶこととする。具体的には、(1)信用力などの要因に基づくサービス提
供者の存続可能性の評価、(2)サービシングなどの義務の移管の容易性の評価、(3)緩和要因
などを考慮した上での格付キャップ（該当する場合）の決定に対するムーディーズのアプローチ
を中心に説明する（セクション 4）。
コミングリング・リスク：証券化商品およびカバード・ボンドの多くでは、サービサーが債務者から直
接支払いを受ける当事者となり、一定期間キャッシュを保管する。そのため証券化商品の投資
家は、サービサーが破産したり支払不能になったりした場合、また案件のキャッシュがサービサ
ーの他の現金性資産から明確かつ適法に分離されていない場合、2 つのリスクを負うことになる。
1 つ目のリスク（一部の法管轄域で発生）は、競合する債権者の請求権を区別する間、投資家
への支払いが遅延する可能性である。2 つ目のリスクは、請求権が明確にされることなく、投資
家が他の債権者とキャッシュを共有することを余儀なくされる可能性である。本稿では、そのよう
なコミングリング・リスクとそれを緩和する要因についてムーディーズが用いる分析手法について
説明する（セクション 5 参照）。

案件のキャッシュを保管する口座銀行あるいは案件のキャッシュの投資対象のデフォルトが引
き起こすリスク 5：証券化商品の多くでは、債務者が支払うキャッシュは投資家に支払われる前
に様々な種類の銀行口座に一時的に保管される。またそれらのキャッシュが何らかの市場商品
に投資される場合もある。その結果、証券化商品の投資家は、口座銀行または投資がデフォル
トし、投資家に損害を発生させるリスクを負う（セクション 6）。
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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のある法管轄域を除き、グローバルに適用される。

2

別紙 A を通じて、ステップ、セクション、図表、脚注、付録への言及は、別紙 A のステップ、セクション、図表、脚注、付録
を指すものとする。

3

カバード・ボンド・プログラムには、証券化商品にみられるカウンターパーティー・リスクに類似したリスクを伴うものがあ
る。それらのリスクがカバード・ボンドの格付手法で扱われていない場合には、必要に応じカバード・ボンド・プログラムと
証券化商品の違いを反映する調整を加えて、本格付手法を適用する。カバード・ボンドには、通常、オペレーショナル・
リスクの評価、口座銀行と投資に対する本格付手法のアプローチは適用しない。一部のケースについては、コミングリ
ング・リスクと相殺リスクに対するアプローチを適用する。またスワップに対するアプローチはカバード・ボンドの格付手
法に記載された調整を加えて適用する。カバード・ボンドの格付アプローチに関する詳細は、ムーディーズの関連リサー
チのセクションを参照のこと。

4

本格付手法において「銀行」とは、ノートホールダーのために案件の資産を保管する銀行監督当局が認可し監督する金
融機関を含む。特に断りがない場合、「銀行」には預金取扱機関と認可された法人信託口座提供者の信託部門の両者
を含める。

5

口座銀行と投資に関連するリスクに対するアプローチはカバード・ボンドには適用されない。
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預金相殺リスク 6：証券化商品 7、特に銀行ローンを証券化した証券化商品には、ローン債務者
がオリジネーター銀行に預金を有している場合がある。そのような場合、法管轄域によっては、
銀行が倒産あるいは支払不能に陥った際に、それらの預金が債務者のローン債務の少なくとも
一部を相殺する目的に使用される可能性が生じる。本格付手法では、そのような相殺が債務
者のネット支払額の減少をもたらし、証券化商品の投資家に損失を発生させるリスクの分析手
法、およびそれらのリスクの緩和要因について説明する（セクション 7.1）。
本格付手法のセクション 2 では、ムーディーズが証券化商品の格付にカウンターパーティー・リスクを
いかに織り込むかについて説明する。セクション 3 から 7 では、広範にわたるリスクを個別に評価する
ためのムーディーズのアプローチとそれらのリスクを緩和する法的およびストラクチャー上の特徴を説
明する。セクション 8 では、様々なカウンターパーティー・リスクのモニタリングに対するムーディーズの
アプローチを説明する。
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カウンターパーティー・リスクに対するムーディーズのグローバルなアプローチは、市場、案件ストラク
チャー、および案件当事者が果たす役割が地域ごとに異なる点を認識している。しかし、対象が広
範囲にわたるため、あらゆる案件のあらゆる要因を網羅的に説明することは意図していない。本格付
手法は、関連するリスクとそれらの分析におけるムーディーズのアプローチについて全般的な理解を
助けることを意図したものである。多くの場合、ムーディーズは、格付の付与とモニタリングにおける全
般的な分析において一部、定性的要因への判断を取り入れる。
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6

預金相殺リスクを扱うセクション 7 では、他のタイプの相殺に関連したリスクも取り上げる。

7

該当する場合、預金相殺リスクはカバード・ボンドの分析にも取り入れられる。
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2. カウンターパーティー・リスク分析の証券化商品の格付への統合
2.1.

通常の格付プロセスの流れ

ムーディーズは、格付プロセスにおける様々な段階で様々なタイプのカウンターパーティー・リスクの
分析結果を格付に織り込む。ムーディーズの格付分析は、証券化対象資産の種類ごとにそれぞれ
に対応した格付手法を用いることから始まる。その格付手法では、過去のポートフォリオ実績、資産
特性、キャッシュフロー分配メカニズム、信用補完などの要因の他に、予想される投資家へのキャッ
シュフローを評価するため、通常、2 種類のカウンターパーティー・リスク、すなわち相殺リスクとコミン
グリング・リスクも考慮される。
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次に、スワップ契約を伴う案件に対しては、通常、スワップ・カウンターパーティー・リスクの評価を行
なう。その際、証券化商品あるいはカバード・ボンドが取得し得る最高格付として自国通貨建てカント
リー・リスク・シーリング（該当する場合） 8を適用する。１つあるいはそれ以上の案件当事者の格付に
もそれらの最高格付が考慮されるため、該当する場合には、通常、自国通貨建てカントリー・リスク・
シーリングを適用した後に、他の全てのカウンターパーティー・リスクに関する格付キャップを考慮す
る。
プロセスの次の段階において、オペレーショナル・リスクの分析を追加する。この分析でさらに一連の
格付キャップが設けられ、それを前段階での結果に対して適用する。

最後に、口座銀行あるいは一時的投資のデフォルト・リスクの分析を織り込む。この分析により一連の
格付キャップが設けられ、それが前段階の結果に対して適用される。

図表１に一連のステップを図式化して要約した 9。この図は説明の便宜上のものである。個別案件に
関する具体的な分析の流れは、資産あるいは案件の特性によって変化し、個別にリスク分析を追加
することがある。
図表１

該当する場合、
オペレーショナ
ル・リスク

Step 5

該当する場合、
自国通貨建てカ
ントリー・リスク・
シーリング

Step 4

該当する場合、
スワップ・カウン
ターパーティー・
エクスポージャー

Step 3

ポートフォリオお
よびキャッシュフ
ロー分析（該当
する場合、相殺リ
スク、コミングリン
グ・リスクを含む）

Step 2

Step 1

証券化商品案件におけるアプローチを図式化した流れ

該当する場合、
口座銀行および
投資対象

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

2.2.

格付および格付トリガーへの言及

本格付手法で説明する格付プロセスでは、様々な案件当事者の信用力を示唆する指標が用いられ
る。言及を容易にするため、本稿ではこれらの指標を「格付」と呼ぶことにする。ただし、これらの指標
には様々な種類の格付に加え、ムーディーズのカウンターパーティー・リスク評価（CR 評価） 10など格
付以外の信用力指標も含まれる。
本稿全体を通じ、格付への言及は付録 1 の内容に沿って読まれることが重要である。ムーディーズ
は案件の様々なカウンターパーティーとトリガーに対し異なる種類の格付を用いる。たとえば、サービ
8

債券やその他の自国通貨建て債務の自国通貨建てカントリー・リスク・シーリングに対するアプローチの詳細について
は、ムーディーズの関連リサーチのセクションを参照のこと。

9

図表 1 は、証券化商品の分析の手順を図示したものである。カバード・ボンドの分析ステップの流れの詳細については、
ムーディーズの関連リサーチのセクションで入手できるカバード・ボンドの格付手法を参照のこと。

10

11
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詳細については、ムーディーズの関連リサーチのセクションで入手できる「格付記号と定義」を参照のこと。
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サーの存続可能性を評価するときには、CR 評価を指し、預金相殺に対するアプローチでの銀行オリ
ジネーターのデフォルト・リスクの判定には口座銀行の格付を用いる。同一のカウンターパーティーで
あっても格付の種類が異なれば、格付の水準が異なってくる可能性があるため、付録１で述べる正
確な格付の種類を用いなければ正確な分析は達成できない。

12

APRIL 21, 2017

意見募集：ムーディーズ、証券化商品のカウンターパーティー・リスク評価手法の改定を提案

STRUCTURED FINANCE

3. スワップ・カウンターパーティー・エクスポージャー
3.1.

要旨

ムーディーズは 4 つのステップを経ることでスワップ・カウンターパーティーへのエクスポージャーが証
券化商品の格付に与える影響を分析する。図表 2 はそのステップを図式的に示したものであり、続く
セクションで各ステップの内容を要約している。付録 2 から付録 5 では分析手法をより詳細に説明す
る。
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本稿で説明するアプローチは、キャッシュフロー型案件における一定の金利スワップ、金利キャップ、
ベーシス・スワップ、通貨スワップに適用される。カバード・ボンド、リパッケージ債、カウンターパーティ
ー・インストルメント格付、および商業用不動産案件（CMBS）のボロワー・レベルのスワップに関しては
追加的な考慮を行う場合がある 11。
図表 2

スワップ・カウンターパーティー・エクスポージャーの判定に用いる 4 つの分析ステップ
Step 1: ヘッジを
失う確率

• 案件がヘッジ
なしとなる確率
を評価

Step 2: ヘッジを
失った場合の損
失

• 案件がヘッジ
を失った場合
の案件全体の
損失の増分の
評価

Step 3: ヘッジを
失った場合のト
ランシェの損失

Step 4: リンク調
整後の格付

• 案件がヘッジ
を失った場合
にノートの対象
トランシェに発
生する損失の
増分の評価

• ステップ１から
ステップ3のア
ウトプットを用
いたノートのリ
ンク調整後の
格付の評価

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

3.2.

ステップ 1: ヘッジを失う確率

カウンターパーティーが次の状況となった場合、案件はヘッジなしとなる。

スワップを譲渡するか保証を取得する前にデフォルトしてしまい、かつ

発行体が他のカウンターパーティーとの間で代替スワップを契約していない場合

すなわち、案件がヘッジを失う確率は主に、カウンターパーティーの信用力および適用される交代な
らびに担保提供に関する条項の強さに左右される。

ヘッジを失う確率は、カウンターパーティー 12（または保証提供者 13）の格付を基点として、交代トリガ
ーと担保トリガーの有無など様々な要因を考慮したノッチアップを適用した上で、調整後格付が示唆
するデフォルト確率から求められる。

シングル A レンジ（もしくはそれ以上） 14の交代トリガーは、2 ノッチのノッチアップ調整につながり、Baa1
での交代トリガーは 1 ノッチのノッチアップ調整となる。Baa1 を下回る交代トリガーには価値はないと考
えている。

11
12

13

APRIL 21, 2017

これらの資産クラスの格付手法の詳細については、ムーディーズの関連リサーチのセクションを参照のこと。
詳細については、セクション 2.2 と付録 1 を参照のこと。

13

付録 2 の「詳細なガイダンス・ノート」のステップ 1 のガイダンス・ノート 13 を参照のこと。

14

スワップにおけるトリガーの価値を評価する際、(1)通常は長期格付の閾値のみに焦点をあて、(2)A3 に格付された（も
しくは A3 より下に格下げされたばかりの）カウンターパーティーが突然デフォルトするリスクは十分に低いので、トリガー
が A3 に設定されているものと A3 より高い水準に設定されているものとでは区別しないのが一般的である。
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担保トリガーの価値は、トリガー・レベルとカウンターパーティーが提供する担保額の両者によって決
まる。
本稿においては(1)「オリジナル担保計算式」と「エンハンスド担保計算式」は、付録 3 にある、それぞ
れに対応する担保計算式を意味し、また(2)「オルタナティブ担保計算式」は、担保額がスワップの
MTM を下回らない水準を導き出すその他全ての計算式を指す。いずれの場合も付録 3 の評価掛
目と組み合わせて使われる。その他の担保に関する規定は通常、価値がないとみなす。
A3 以上に設定された担保トリガーは、オルタナティブ、オリジナルもしくはエンハンスド計算式と組み
合わせた場合、それぞれ 1、2、3 ノッチアップの調整につながる 15。Baa1 もしくは Baa2 に設定された
担保トリガーは、A3 に設定されている場合よりも 1 ノッチ分寄与度が低くなるが、Baa2 の担保トリガー
は 1 ノッチアップを上回る調整につながることはない。また通常は、Baa2 を下回る担保トリガーには価
値はないと考えている 16。
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担保提供期間がひとたび開始となると 17、実際のトリガー・レベルがどこに設定されているかに関わら
ず、ノッチアップの調整幅は担保トリガーが A3 以上に設定されているのと同じと考える。
ヘッジが失われた時点でスワップが発行体にとってアウト・オブ・ザ・マネー（OTM）となる見込みが十
分とみなせれば、発行体はデフォルトした OTM スワップの入れ替えに際して担保を要しないことを理
由に、全体のノッチアップに 1 ノッチ加える場合がある。カウンターパーティー（あるいは保証提供
者） 18の格付が A3 以上であれば、スワップが現時点で発行体にとってイン・ザ・マネー（ITM）であって
も、通常このノッチアップを適用する。
ステップ 1 の表は、カウンターパーティーの格付と格付トリガーの一般的な組み合わせにおける、案
件がヘッジを失う確率を示したものである。たとえば、カウンターパーティーの格付が A3、交代トリガー
が Baa1、担保提供トリガーが A3 のスワップについては、そのカウンターパーティーの調整後格付は 4
ノッチ引き上げられ Aa2 になることを示唆している。一方、同じカウンターパーティー（格付 A3）でも、
交代トリガーが Baa1 未満に、担保トリガーが Baa2 未満に設定された場合は、より低い１ノッチのノッチ
アップしか適用されず、調整後格付は A2 となる。スワップによっては、ヘッジを失う確率がその他の
要因に影響される可能性もあるため、ステップ 1 の表により得られる水準とは異なることがありうる（付
録 2 参照）。

ステップ１の表：ヘッジを失う確率（オリジナル担保計算式が適用される場合）
カウンターパーティー格付

交代トリガー

担保トリガー

Aa3

A1

A2

A3

Baa1

Baa2

A3

A3

Aaa

Aaa

Aaa

Aa1

-

-

Baa3

-

Baa1

A3

Aaa

Aaa

Aa1

Aa2

A1

-

-

<Baa1

A3

Aaa

Aa1

Aa2

Aa3

A2

A3

Baa1

<Baa1

Baa1

Aa1

Aa2

Aa3

A1

A3

A3

Baa1

<Baa1

Baa2

Aa1

Aa2

Aa3

A1

A3

Baa1

Baa1

<Baa1

<Baa2

Aa2

Aa3

A1

A2

Baa1

Baa2

Baa3

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

ヘッジを失う確率が Aaa であれば、通常、スワップとのリンクは現状の格付に影響を与えることはなく、
ステップ 2～4 は適用されない 19。

15

交代トリガーの価値を評価する閾値が、担保トリガーのそれよりも高いのは、通常、スワップの譲渡は担保拠出より時
間を要するためである。

17

担保提供期間が開始されるのは、(1)CSA に定められている猶予期間が切れ、かつ (2)カウンターパーティーが担保を提
供したか、あるいはカウンターパーティーが必要とあらばすぐに担保を提供するにあたってオペレーション上障害となる
ようなこと（たとえば、CSA を締結する必要がある、担保のための口座を開く必要がある等）が残っていない場合である。

18

自動終了が適用されない場合。詳細なガイダンス・ノートのステップ 1 のガイダンス・ノート 12 を参照のこと。

19

14
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必要担保額が MTM を下回る可能性がある場合、トリガーは価値がないと考える。

16

例外として、ヘッジを失うことによる損失が、対象トランシェの 50%を上回る場合には、ヘッジを失う確率が Aaa であって
も、スワップとのリンクが Aaa のノートの格付に影響を及ぼす可能性がある。この場合は、リンクを考慮する前の Aaa 格
付の強さ等、関連する全ての要因を勘案してケース・バイ・ケースで評価する。
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3.3.

ステップ 2： ヘッジを失った場合の損失

ヘッジなしとなった場合に案件が被りうる損失額（「案件損失」）は、エクスポージャーの種類、期間、
規模によって決まってくる。たとえば、期間の長い通貨スワップにより案件全体がヘッジされている場
合、ヘッジが失われることによる影響は、期間の短いベーシス・スワップでヘッジされている割合が
10%の同一案件がヘッジを失うことによる影響よりも、はるかに大きくなると考えられる。
ステップ 2 の表は、ベンチマークとなるさまざまなタイプや期間のスワップについての案件損失を示し
たものである。ここでは、それぞれのスワップを、資産プールに対して 5%から 70%までの 9 つの損失
区分に位置付けた。
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ムーディーズは、ベンチマークとするそれぞれのスワップの案件損失を、確率過程を用い、多数の異
なるシナリオ下での、関連する市場変数（金利、為替など）の将来の動きの実現確率を想定して算
定した。さらに、それぞれのシナリオにおいて、スワップの予測キャッシュフローを算定した。その後、
非常に高いレベルの信頼度のシナリオを参照し、案件損失を決定した。
ステップ 2 の表において、「期間」は一般に、期限前返済率やアモチゼーション・トリガーを考慮した後
の、(1)対象となるトランシェに等しいかそれよりも高い支払順位にあり、かつ(2)ヘッジが必要なエクス
ポージャーを有する全てのノートの加重平均残存期間（WAL）をさす 20。期間が 20 年を超える場合、
ステップ 2 の表は適用されず、ケース・バイ・ケースで案件を評価する。
ステップ 2 の表は、ベンチマークとなる各スワップが、資産プールの 100%に関わっているものと想定
している。スワップが資産プールのごく一部だけに関わるマーケット・レートへのエクスポージャーをヘ
ッジしている場合には、通常は案件の損失は比例的に少なくなっていくと想定する。

20

15
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例外もある。付録 2、ステップ 2 のガイダンス･ノート 2 を参照のこと。
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ステップ 2 の表：ヘッジなしとなった場合の案件の損失
損失区分 1
(5%)

スワップの種類

期間（年）

ベーシス a)

≤10

ベーシス a)

>10 かつ ≤20

固定変動

≤1

固定変動

>1 かつ ≤3

固定変動

>3 かつ ≤5

固定変動

>5 かつ ≤7

固定変動

>7 かつ ≤11

固定変動

>11 かつ ≤15

固定変動

>15 かつ ≤20

通貨

≤1

損失区分 2
(10%)

損失区分 3
(15%)

損失区分 4
(20%)

損失区分 5
(30%)

損失区分 6
(40%)

損失区分 7
(50%)

損失区分 8
(60%)

損失区分 9
(70%)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X

通貨

>1 かつ ≤2

通貨

>2 かつ ≤3

通貨

>3 かつ ≤10

通貨

>10 かつ ≤20

X

X

X

a) ベーシス・スワップについての 5%から 10%の損失想定は、年 50 ベーシス・ポイントとの想定に基づいて計算した。

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

3.4

ステップ 3: ヘッジを失った場合のトランシェの損失

ステップ 3 の表は、ステップ 2 で求めた案件の損失区分と信用補完の様々な組み合わせによる、ト
ランシェごとの損失の増分（「トランシェ損失」）を示したものである。
ムーディーズは、多数のサンプル・トランシェがヘッジなしとなった場合の影響をモデリングしてステッ
プ 3 の表を算定した。各サンプル・トランシェについては、案件損失と信用補完のさまざまな組み合わ
せをモデルに組み入れ、スワップとのリンクから生じるトランシェの損失の増分を定めた。その後、モデ
ルの出力結果を、リニアではない 13 のスケール（TL1 から TL13）にマッピングした。

信用補完は通常、アセットからのキャッシュフロー不足（ヘッジの喪失による不足を含む）の影響から、
ノート保有者を保護するために用いることが出来る。信用補完は、ヘッジなしとなった場合の損失をカ
バーするためのみに用いられるわけではないが、トランシェを利する信用補完が大きいほど、予想さ
れるトランシェ損失は小さくなる。ステップ 3 の表において「利用可能な信用補完」は、トランシェを利
する超過担保、劣後およびリザーブの額をさす 21。

ステップ 3 の表：案件がヘッジなしとなった場合のトランシェの損失

案件損失

損失区分 1
(5%)

損失区分 2
(10%)

損失区分 3
(15%)

損失区分 4
(20%)

損失区分 5
(30%)

損失区分 6
(40%)

損失区分 7
(50%)

損失区分 8
(60%)

損失区分 9
(70%)

>1% かつ ≤5%

TL6

TL7

TL8

TL8

TL10

TL12

TL13

TL13

TL13

>5% かつ ≤10%

TL4

TL5

TL6

TL7

TL9

TL11

TL12

TL13

TL13

>10% かつ ≤15%

TL2

TL3

TL4

TL6

TL8

TL11

TL12

TL13

TL13

>15% かつ ≤20%

TL1

TL3

TL4

TL5

TL7

TL11

TL12

TL12

TL13

>20% かつ ≤30%

TL1

TL3

TL4

TL5

TL7

TL8

TL10

TL12

TL13

>30% かつ ≤40%

TL1

TL3

TL4

TL5

TL6

TL7

TL9

TL11

TL12

利用可能な信用補完

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス
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但し、一定の控除が行われる（付録 2 のステップ 3 のガイダンス・ノートを参照のこと）。
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3.5

ステップ 4: リンク調整後の格付

スワップとのリンクがもたらすトランシェの期待損失の増分は、(1)ステップ 1 より得られるヘッジなしとな
る確率 22を、(2)ステップ 3 より得られるトランシェ損失に掛け合わせることにより算出する。ムーディー
ズは、この期待損失の増分を、トランシェの期待損失（スワップとのリンクを考慮せず、かつムーディー
ズの格付手法で検討する格付キャップを適用する前の期待損失）に加えて、スワップとのリンクを織
り込んだ期待損失を導き出す。その後、この期待損失を、ムーディーズの理想化された期待損失テ
ーブルを用いて格付（「リンク調整後格付」）に変換する 23。
ムーディーズの理想化された期待損失率テーブルによると、ターゲットとする格付が高ければ高いほ
ど、ヘッジを失うことによる期待損失の増分の影響が大きくなる。従って、スワップとのリンクは、格付
が最も高いノートに最も大きな影響を与える傾向がある。
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ステップ 4 の表に示した例は、ヘッジを失う確率が Aa3 の場合の(1)スワップとのリンクを考慮しないノ
ートの格付、および(2)ステップ 3 で求めたトランシェ損失のさまざまな組み合わせから得られるリンク
調整後格付である 24。リンク調整後格付が記載されていない場合、一般にスワップとのリンクによる期
待損失の増分は格付に影響を与えない。

ステップ 4 の表は、ノートの格付（左側の列）が、それぞれの格付に相当するレンジの中央値にあるも
のとして、リンクがノート格付にもたらす影響を示している。影響について相当程度正確に示すために、
表においては、リンク調整後格付がそれぞれのレンジの中で弱めの格付なのか、強めの格付なのか
を表している。（ただし、実際の格付に「+」や「-」をつけることはない）。ある特定のトランシェに表をあ
てはめる場合、そのトランシェの格付の、格付レンジ内での強さ（リンク考慮前）によって、実際のノート
格付は異なりうる。たとえば、リンク考慮前のノート格付が弱い Aaa で、ステップ 4 の表の結果が Aa1の場合、実際のリンク調整後格付は Aa2 となると考えられる。一方、リンク考慮前のノート格付が強い
Aaa で、ステップ 4 の表の結果が Aa1-であれば、実際のリンク調整後格付は Aa1 になるものと考えら
れる。

22

23
24
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この場合、ステップ 1 より得られた格付を、理想化されたデフォルト率（期間はトランシェの WAL に等しいと想定）を用い
て、確率に変換する。
詳細については、ムーディーズの関連リサーチのセクションで入手できる「格付記号と定義」を参照のこと。
ステップ 4 の表は、加重平均期間（WAL）が 3 年の大きなトランシェに基づいている。実際のトランシェの規模あるいは
WAL が異なる場合、リンク調整後格付も異なりうる。詳細は付録 2 を参照のこと。
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ステップ 4 の表：ヘッジなしとなる確率が Aa3 に相当する場合のリンク調整後格付
案件損失
リンクを考慮し
ないノート格付

TL1

TL2

TL3

TL4

TL5

TL6

TL7

TL8

TL9

TL10

TL11

TL12

TL13

Aaa

-

-

-

-

-

Aaa-

Aa1+

Aa1

Aa1-

Aa2+

Aa2

Aa2-

Aa3

Aa1

-

-

-

-

-

-

Aa1-

Aa2+

Aa2

Aa2

Aa2

Aa3+

Aa3

Aa2

-

-

-

-

-

-

-

Aa2-

Aa2-

Aa3+

Aa3+

Aa3

Aa3-

Aa3

-

-

-

-

-

-

-

-

Aa3-

Aa3-

Aa3-

A1+

A1

A1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A1-

A1-

A2+

A2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A2-

A2-

A3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A3-

Baa1 未満

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス
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図表 3

リンク表の利用例

以下の特徴を有する案件を想定する。
特徴

パラメーター

スワップ・カウンターパーティーの格付

A3

担保計算式

オリジナル

交代トリガー

Baa2

担保トリガー

A3

スワップの種類

固定－変動

スワップのサイズ

100%

スワップの期間

10 年

対象トランシェの信用補完

7%

ノート格付（リンクを考慮しない場合）

Aa1

リンク表より得られる結果に調整が必要となるような特殊性はないものとする

25

»

本案件がヘッジを失う確率は、ステップ 1 の表 A によると、格付 Aa3 に相当する（すなわち、カウンタ
ーパーティーの格付から 3 ノッチアップとなる。）

»

ステップ 2 の表を適用すると、案件損失は損失区分 5 に区分される。

»

案件損失が損失区分 5 であるため、ステップ 3 の表でトランシェ損失は TL9 に区分される。

»

ヘッジなしとなる確率は Aa3 なので、リンク調整後格付はステップ 4 の表で求められる。この表による
と、スワップとのリンクによりトランシェの格付は 1 ノッチ引き下げられ、Aa2 となる。

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

リンク表の利用法とこれに優先する調整が必要になる状況に関する詳細なガイダンス・ノートを付録 2
に掲載した。

3.6 その他のスワップ関連リスク

ムーディーズは、カウンターパーティーのデフォルトに伴ってヘッジを失うリスクに加えて、標準的では
ないヘッジ契約によって投資家が何らかのリスクを負う場合それらも考慮する。たとえば、スワップ契
約において発行体が負う支払義務以外の重要な義務に伴うリスクを評価する。それには、(1)そのよ
うな義務の履行に伴う流動性の減少、第三者へのエクスポージャーおよび/またはコスト、(2)義務の
不履行に伴うスワップ契約の終了、(3)交代トリガーへの抵触あるいはカウンターパーティーのデフォ
ルト後に代替スワップを締結できる確率の低下、などがある。ムーディーズは、可能な限り本格付手
法で説明した原則を適用して、これらのリスクをケース・バイ・ケースで評価する。
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詳細については付録 2 を参照のこと。
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4. オペレーショナル・リスク
4.1.

要旨

通常用いられる意味でのオペレーショナル・リスクは、様々な発生源から生じうる。それらは、(1)案件
のサービス提供者が財務難に陥り、要求される義務を果たせなくなることによるキャッシュフローの中
断、(2)自然災害など非財務的要因によるキャッシュフローの中断、(3)案件の各当事者が提供する
サービスの質、などである。本格付手法では、この内の最初のリスク発生源に焦点を当て、それを
「財務的キャッシュフロー中断リスク」と名付ける 26。
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ムーディーズは、財務的キャッシュフロー中断リスクの分析において、案件の支払継続に責任を持つ
サービサー、キャッシュ・マネージャー、計算代理人、受託者および類似の当事者 27の役割を考慮
する 28。ムーディーズの分析では、オペレーショナル・リスクを織り込むために必要に応じて格付キャ
ップを適用する場合があるが、以下のセクションでは当該格付キャップの決定における 3 つのステッ
プを概略的に説明する。
キャッシュフローの中断が発生する可能性の評価：サービス提供者が案件存続期間を通じて事
業を継続できる可能性を評価する。ムーディーズはこれをサービサーの「存続可能性」と呼ぶ。こ
の分析では案件当事者の信用力 29とその他の要因がベースとなる。
案件における義務を他の当事者に移管できるかどうかを評価：この移管の容易性は、当該サービ
スの二次市場の基盤に基づいて評価する。二次市場の基盤は、資産のタイプや地域によって異
なる。評価では、担っている業務の複雑性、これまでの交代実績、および当該案件においてその
サービスに分配される契約手数料も検討する。

緩和要因と格付キャップ（該当する場合）の検討：存続可能性と移管の容易性の評価を総合し、
財務的キャッシュフロー中断リスクの緩和要因の評価を織り込むことで、適切な格付キャップを決
定する（該当する場合）。具体的には、バックアップ・サービシング規定、マスター・サービシング規
定、流動性手当てなど、財務的キャッシュフロー中断リスクを軽減する様々な案件特性の有効
性を評価する。

図表 4 は上記の 3 つのステップを概略的に図示したものである。
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26

該当する場合、案件、資産、市場レベルにおけるオペレーショナル・リスクの他の発生源も分析する。一部の発生源に
ついては、他の格付手法やその他のサービスの評価手法で解説されている。詳細については関連リサーチのセクショ
ンを参照のこと。

27

詳細については付録 6 を参照のこと。本格付手法は金融保証会社や不動産管理人（シングル・ファミリー賃貸住宅担保
証券などにみられる）などの案件当事者は対象としない。

28

カバード・ボンド・プログラムについては、ムーディーズのタイムリー・ペイメント・インディケーター(timely payment
indicator)（TPI）の枠組みの中で、財務的キャッシュフロー中断リスクを分析する。従って、セクション 4 は原則的にカバー
ド・ボンドには適用されない。ただし、TPI の枠組みが適用されないカバード・ボンドの支払い中断リスクの評価には、セ
クション 4 で解説したコンセプトを分析に用いる場合がある。カバード・ボンドの格付手法の詳細についてはムーディー
ズの関連リサーチのセクションを参照のこと。

29

セクション 4 では特定の事業体の信用力を示唆する指標を用いる。参照しやすくするため、本セクションではこれらの指
標を総称的に「格付」と呼ぶ。ただし、当該指標の範囲は信用格付に限定されない。たとえばカウンターパーティー・リス
ク評価なども含まれる。詳細についてはセクション 2.2.と付録 1 を参照のこと。
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図表 4

財務的キャッシュフロー中断リスクを評価するための 3 つのステップ
ステップ１：

ステップ 2:
移管の容易性の評価

ステップ 3:
緩和要因と格付キャップ
（該当する場合）の検討
Aaa
Aa
A
Baa
Aa
A
Baa
・・・
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Mitigants

存続可能性の評価

存続可能性は、サービス提供者
が案件の存続期間を通じて義務
を履行する能力の度合いについ
てのムーディーズの評価を指す。

移管の容易性は、新たな主体によって
提供される機能とサービスを評価する。

緩和要因の検討と格付キャッ
プ（該当する場合）の決定。

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

本格付手法は、幅広い地域の慣行と案件で担う役割を織りこんでグローバルに適用されるため、一
部の点で一般的な記述にならざるを得ない面があり、個別案件で考慮される全ての要因を網羅的
に説明することは意図していない。格付委員会は、必要に応じ、追加的な定性的・定量的要因を考
慮して、最終的な格付を決定する。

4.2. ステップ 1：存続可能性の評価
4.2.1.

信用力

案件当事者の存続可能性の評価は、その信用力の評価から始まる。案件当事者の信用力が良好
であればそれだけ、契約義務を履行する能力の妨げとなる財務難に陥るリスクは低くなる。銀行につ
いては CR 評価を用いて信用力を評価する。銀行以外の事業体についてはシニア無担保債務格付
あるいはコーポレート・ファミリー・レーティングあるいは発行体格付（またはそれらに相当するもの）を
用いる。それらによる評価は、支払不履行よりは発生確率が低い契約債務の不履行を予想するの
に役立つ（図表 5 参照）。
当該案件当事者が利用可能な格付を有していない場合は、付録１で解説する代替的な信用力評
価指標を用いる。また、案件当事者の信用情報が限られている場合などには、ムーディーズは、そ
の案件当事者の存続可能性を低いカテゴリーに設定する。
4.2.2.

その他の存続可能性に関わる要因

ムーディーズは以下に述べるその他の要因も考慮して存続可能性の評価を調整する。

案件当事者にとってのサービス・プラットフォームの戦略的重要性：サービス・プラットフォーム
（サービシングやキャッシュ管理の事業基盤など）が当該案件当事者の事業全般、業界、ある
いは国益に占める重要性が高ければそれだけ、経営破綻後の更生手続きなど困難な時期にも
当該事業が継続される可能性も高くなる。戦略的重要性が存続可能性の評価にプラスの影響
を与えるケースには、たとえば以下のようなものがある。
–
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メーカーの系列ファイナンス会社からオリジネートされたローンのサービシング：系列会社に
よる顧客に対するファイナンス事業の中断が製品販売に悪影響を与える可能性がある場
合、それを継続しようとするインセンティブが働く。
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–

海外子会社： ムーディーズは、サービス提供者である海外子会社の親会社が外国市場あ
るいは全世界で経営難に陥った際に、また親会社が経営難に陥って中核業務に集中しよう
とする際に、子会社を維持しようとするかどうかを検討する。

事業の規模とスケール：大規模なサービシング・プラットフォーム（国内経済あるいは場合により
業界との比較で判断する）を有する証券化商品のサービサーを務める案件当事者は通常、サ
ービシング事業の収入も大きく、多くの従業員を抱え、それらの営業基盤の価値も高い。これら
の特徴に照らして、経営難に陥っても事業が閉鎖される可能性は低いとムーディーズは予想す
る。案件当事者が事業を縮小する過程においても、残されたポートフォリオは収入を生み続ける
ことから、貸出事業は中断してもサービシング事業は継続する可能性が高い。設備リース事業
者や大きな市場シェアを占める貸手などが案件当事者となる例では、規模とスケールが存続可
能性の評価にプラスに働く。
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欧州と米国の CMBS 案件における格付のないサービサー： 格付のない CMBS サービサーが経
験豊富な人材と経営陣を抱え、十分に大きな確立されたサービシング・プラットフォームを有す
る第三者サービサーである場合、ムーディーズはその存続可能性を「中位」に評価する場合が
ある。また、セクション 4.2.1 で述べた投資適格等級の事業体との関係性など追加的な要因を考
慮して、そのような当事者の存続可能性を「高い」と評価する場合もある。そのような案件当事
者の存続可能性の評価では、サービシング事業の規模と事業能力など多くの要因を考慮する。
法・規制・破産制度：厳しい規制制度に縛られる事業体は、通常、事業中断に至る可能性は低
い。銀行がサービシング業務や受託者義務などの履行不能に陥る可能性は、通常、CR 評価 30
で捉えられる。法・規制・破産制度が存続可能性の評価にプラスに働くケースには次がある。
–

地域法の規制に従う格付のない専業キャッシュ・マネージャーおよび計算代理人（スペイン
の Gestoras やフランスのマネジメント・カンパニーなど）： 通常、格付のない事業体の存続可
能性は「低い」と評価される。しかし、一部の法管轄域において、地域の法制度が専業のキ
ャッシュ・マネージャーや計算代理人の存続可能性を高める役割を果たす場合がある。し
たがって、それらの事業体の事業実績が証明されていれば、ムーディーズは通常、存続可
能性の評価を「高い」のカテゴリーに分類する。

–

州機関および州営企業：オペレーショナル・リスクの評価において、これらの事業体の存続
可能性は通常、「高い」のカテゴリーに分類される。たとえば、米国の学生ローンを裏付けと
する資産担保証券（ABS）で、これらの事業体および他の非営利事業体がマスター・サービ
サーまたはアドミニストレーターの役割を果たす場合、それらの存続可能性は「高い」に分類
される。州機関は通常「州の部署」とみなされるため、強制破産の対象とされない 31。非営
利事業体は一般に強制破産の対象とならず、またいかなる政府当局の明示的な許可を得
ずに任意破産を申請できるが、活動範囲が制限されているため破産申請のリスクは大幅に
縮小される 32。

–

不可欠なサービスを提供する規制公益企業：オペレーショナル・リスクの評価において、サ
ービス提供者となる規制公益企業 33の存続可能性を「高い」に分類する場合がある 34。

第三者サービサーおよびキャッシュ・マネージャー： 存続可能性が「低い」に分類されるサービ
サーあるいはキャッシュ・マネージャーの財務的キャッシュフロー中断リスクを検討する際、それ
が案件のスポンサーと関係性を持たない第三者であれば、案件のスポンサーがサービサーとな
る場合よりも、リスクは低いとみなす。そのような第三者のサービス提供者は、一般的にローンの
オリジネーションには従事せず、限定された業務を行なう事業内容が比較的単純な専門業者で
ある場合が多い。そのようなケースでは（特にサービス提供者が大規模な実績のある企業であ
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30

CR 評価の定義の詳細についてはムーディーズの関連リサーチで入手できる「格付記号と定義」を参照のこと。

31

米国においては、州法、あるいは連邦破産法第 9 章（チャプターナイン）の債務者となる許可を与える権限を付与された
州政府の担当官または組織によって、自治体の資格においてあるいはその名称に基づいて当該章の債務者になること
を「明確に許可」された場合にのみ、州機関あるいは地方自治体はチャプターナインの下での任意破産を申請できる。

32

一般に発行体の活動範囲を制限する内容として、学生ローンの証券化における特定された役割、他の事業に従事する
柔軟性の欠如、何人かの社外役員・社外マネージャーの存在（あるいは類似のガバナンス・メカニズム）が挙げられる。

33

たとえば、ユーティリティ・リカバリー・コスト（utility recovery cost）やタリフ・デフィシット（tariff deficit）を裏付けとする案件
など。

34

詳細については、ムーディーズの関連リサーチで入手できる approach to rating securities backed by utility cost recovery
charges を参照のこと。
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る場合）存続可能性よりもセクション 4.3 で述べる業務の移管の容易性を重視し、存続可能性の
評価を「高い」とみなすことがある。
案件の残存期間：存続可能性の評価では証券化商品の残存期間も考慮する。事業体の存続
可能性は、短期の時間枠（1 年から 2 年のレンジ）の方が長期の時間枠（10 年から 20 年のレン
ジ）よりも見通しが高くなる。
4.2.3.

案件当事者の存続可能性のランク付け

ムーディーズは、信用力やその他の要因を考慮した上で案件当事者の存続可能性を評価し、「非
常に高い」「高い」「中位」「低い」の 4 つのカテゴリーのいずれかに位置づける。図表 5 では、各カテゴ
リーの案件当事者の特徴を説明し、それらに分類される案件当事者の例を挙げた。
図表 5

案件当事者の存続可能性
カテゴリー

35

「非常に高い」存続可能性

「高い」存続可能性

「中位」の存続可能性

説明

「低い」存続可能性
リスクが最も高い
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リスクが最も低い

考慮される要因
や案件当事者
の例

A3 以上の格付を有する案件
当事者は、自身の力で支払い
を継続する十分に強い能力を
有する。

Baa に格付される案件当事
者、および「その他の存続可
能性に関わる要因」（セクショ
ン 4.2.2）の少なくともいくつか
の要素を有する投機的等級
の案件当事者。

Ba に格付される案件当事者
の内、その存続可能性が高く
ないと判断されるもの。

シングル B/Caa に格付され
る、または格付のない案件当
事者の内、「中位」の存続可
能性カテゴリーに分類できる
特徴を有しないもの。小規模
で（および/または）新しい、存
続可能性が低いスポンサー・
サービサーに対する考慮事項
についてはセクション 4.4.7 を
参照されたい。

ABCP プログラムの案件当事
者（詳細はセクション 4.4.8 参
照）

Baa に格付される案件当事者

存続可能性が「高い」に分類
されない Ba に格付される案
件当事者

多くの規模が小さく（および/ま
たは）新しい（ファイナンス）企
業

場合により、存続可能性に関
わる有利な要因を有するやや
低い格付の（あるいは格付の
ない）企業（比較的規模が大
きくて格付のない欧州の
CMBS のサービサーなど）

場合により、オリジネート・トゥ
ー・ディストリビュートをビジネ
ス・モデルとするファイナンス・
カンパニー

セクション 4.2.2 で述べた存続
可能性に関わる有利な要因を
有する投機的等級の企業（メ
ーカーの系列ファイナンス会
社であるサービサー、保護す
べき十分な資産および十分な
規模のサービシング・プラット
フォームを有するレッサー、あ
るいは何らかの規制制度の対
象となる機関など）

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

4.3. ステップ 2：移管の容易性の評価

財務的キャッシュフロー中断リスク分析の次のステップとして、案件当事者の義務の移管の容易性
を検討する。サービス提供者が財務難に陥って契約上の義務を履行できなくなった場合、その義務
を迅速に新たな当事者に移管できるかが重要となる。このステップでは、主に、キャッシュ・マネージ
ャーや受託者の業務に比べ複雑になりがちなサービシング業務 36の移管に焦点が当てられる。一般
に、キャッシュ・マネージャーや受託者の義務は、移管の容易性が少なくとも「高い」のカテゴリーに分
類される（図表 6 参照）。
上記に加え、サービサー交代の発生時点も分析される。格付トリガーへの抵触がサービサー交代の
引き金となる案件や、財務コベナンツへの抵触を契機としてサービサーの交代が起こる案件もある。
様々な事由によって交代時期が変わってくる。当該国の破産法や破産管財人や破産裁判所による
決定も交代の時期に影響を与える。
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35

図表 5 における格付は、セクション 2.2 および付録 1 との関連で用いられる。

36

一般に、マスター・サービサー（存在する場合）とプライマリー・サービサー（マスター・サービサーが存在しない場合）に
ついて分析する。アドミニストレーターがサービサーと別に存在し、債務者の支払い金の回収業務を負っている場合、そ
の役割も分析する（学生ローン案件に多い）。

意見募集：ムーディーズ、証券化商品のカウンターパーティー・リスク評価手法の改定を提案

STRUCTURED FINANCE

4.3.1.

移管の容易性の評価における考慮事項

サービス機能の移管の容易性は主に次の 6 つの要因によって決まる。すなわち、(1)業務の複雑性、
(2)市場における代替サービス提供者のアベイラビリティと専門能力、(3)市場における（特に市場混
乱時における）移管の実際の成功例、(4)案件手数料が後任サービス提供者と契約を結ぶのに十分
な額かどうか、(5)資産および証券の期間、および(6)移管実現の法的側面、である。
4.3.1.1. 業務の複雑性
一般に、サービシング業務がより単純な資産は、代替サービサーに伝達する情報の量も必要なノウ
ハウも少なく、代替サービサーを探し出せる市場も広くなるため、他のサービサーへの業務移管も容
易となる。業務の複雑性は裏付資産の性質によって大きく異なり、その差も大きい。
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報告実務が標準化されている極めて標準化された資産（米国の住宅ローン担保証券（RMBS）、
FFELP 学生ローン ABS など）は、必要な経験を有するサービス提供者が多数存在するため、通
常、移管の容易性は「非常に高い」に分類される。
パフォーマンスが良好なローンはサブプライム・ローンよりもサービシングが容易で移管もしやす
い。サブプライム・ローンはよりきめ細かやかな回収業務と積極的取り立てなどが必要になり、場
合により条件改定交渉が必要になる。

稼働中の資産は、サービサーの積極的な関与と複雑な移管手続きが必要となる（たとえば案件
期間中に再リース契約のある航空機、鉄道車両、運送用コンテナなど）。

サービサーと原債務者との継続的関係を基礎とする短期の資産（売掛債権など）は、サービシ
ングや移管が複雑になる。また、これらの資産には複雑な計算が伴う場合があり、代替サービサ
ーが必要な技能をもたない場合がある。
複数のサテライト・オフィス 37で請求、集金、資産処分業務が行なわれるなど、サービシング業
務が分散している場合、複数のオフィスにまたがる回収、資産処分業務の調整が必要になるな
ど、標準的な集中化された業務よりも引き継ぎが難しくなる。

4.3.1.2. 代替サービス提供者のアベイラビリティと熟練度

サービシング業務を容易に移管できるかどうかは、財務難に陥ったサービサーに代わりうる十分な存
続可能性をもった後任者を提供する市場基盤によってきまる。要求される水準の専門性を有する
代替サービサーの数が多ければ、案件の代替サービサーを見つけることも容易になる。

証券化とサービシングの市場が発展段階にある法管轄域（たとえばインドなど）では、移管に際して問
題が発生する可能性も高まるとムーディーズは予想する。一般にそれらの市場は実績が乏しく、第
三者サービサーや後任サービサーのオプションも限られる。またインドなどでは、実際に債務者の居
所に出向いて集金しなければならないケースもある。

例外的とはいえ、業務を履行する当事者が見つかる可能性を国またはシステム・レベルで評価する
必要がある例もある。国内大手銀行の格付が低くそのため銀行システムの信用力も総じて低いケー
ス（カントリー・シーリングは比較的高いこともある）がこの事例に相当する。そのようなシナリオでは、
銀行システムの崩壊によって、必要が生じた時に直ちにポートフォリオのサービシングを引き継ぐバッ
クアップ・サービサーが見つからないリスクがある。また、銀行危機を乗り越えた後に要求されるサー
ビシング・フィーが上昇する可能性もある。これらの考慮事項は、この種の環境における移管の容易
性の評価、延いては案件に適用する格付キャップに影響を与えうる。
4.3.1.3. 移管の実績

サービシング移管の優れた実績（とりわけ市場混乱時の実績）は、移管の容易性が優れていることを
示唆する。サービシングが複雑な資産であっても、サービシングを引き継ぐ第三者サービサーが多く
存在する場合、特に豊富なサービシング移管の実績がある場合（米国の RMBS など）、移管の容易

37
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このケースには、債務者が直接出向いて支払う例、支払いが現金でなされる例も含まれる。
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性が「高い」とみなされる。証券化以外の事例を含め、過去に業績悪化に関連しないポートフォリオ
の売却やサービシングの移管がスムーズに実施された実績も、移管の容易性を示唆する。
証券化の経験が限られているか全くない市場の場合、当該国の規制、法制、破産制度、代替サー
ビサーのアベイラビィティーの検証など、より詳細にわたる評価が必要になる。
4.3.1.4. サービシング・フィー
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ムーディーズは、サービシング・フィーがどの程度マーケット水準に沿って設定されているか、またサ
ービシング・フィーが適切な交代サービサーを引き付けられる水準に維持可能かどうかを検討する。
分析では、案件がどの程度サービシング・フィーの値上がりを許容できるか、またフィー構造が明確
かどうかを評価する。分析の一環として、情報が入手可能な場合、案件のフィーをマーケット水準と
比較することがある。また、サービサー交代時にサービシング・フィーが値上がりする可能性も考慮す
る。
4.3.1.5. 資産の返済スピードと期間

資産プールの期間が長ければ、サービサーが業務中断から回復するために使える時間も長くなる。
そのため、他の条件が同じであれば、それらの資産プールのサービシングは短期の資産のサービシ
ングよりも移管が容易であると考えられる。
特定の回収期間でみると、一般的に短期の資産の回収額は長期の資産の返回収額よりも資産
残高に占める割合が大きくなる。そのため、キャッシュフローの中断の影響は短期の資産の方が
大きくなる。
定期回収額がより少額になる長期の資産の場合、残高に占める割合でみたキャッシュフローの
中断の影響は比較的小さい。
ABCP のような日次償還のケースもある短期証券の案件の場合、通常、重要な業務の移管に使
える時間はない。従って分析では、移管プロセスの効率性ではなく案件当事者の存続可能性に
焦点を当てる。

4.3.1.6. 移管実現の法的側面

移管の容易性のカテゴリーを決定する際には、サービシング機能の移管を阻害しうる法的側面を検
討する。たとえば、発行体が送金先変更の指図を債務者に送付する行為に委任状が必要とされる
場合、サービサーの経営破綻に伴って委任状が自動的に失効するか否かを検証する。
4.3.2.

移管の容易性のランク付け

ムーディーズは、業務の移管の容易性を、「非常に高い」、「高い」、「中位」、「低い」の 4 つのカテゴ
リーにランク付する。移管の容易性は通常、地域およびセクター別に評価する。図表 6 では、セクショ
ン 4.3.1 で述べた移管の容易性のカテゴリーの決定に用いるいくつかの特徴と、各カテゴリーに分類さ
れる資産クラスの代表例を示した。
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図表 6

案件当事者の義務の移管の容易性
カテゴリー

非常に高い移管の容易性

高い移管の容易性

中位の移管の容易性

リスクが最も低い

例:

リスクが最も高い

» 極めて標準化された資産
» ストレス時を含め円滑なサ
ービシング移管の実績
» 専門性と経験を有する非常
に活発な第三者サービシン
グ市場の存在

» サービシング業務が単純な
資産
» 当該法管轄域における円滑
な移管の実績

» 必要な専門性と経験を有す
る第三者サービサーの市場
が限られている
» 移管の実績が限られている

» 第三者による資産のサービ
シングが容易

» サービシング移管に複雑な
手続きを要することがある

» 報告業務が極めて標準化さ
れている

» 必要な専門性と経験を有す
る第三者が多数存在する

» サービシング・フィーが不透
明あるいは不十分

» 維持可能なサービシング・フ
ィーのマーケット水準が既知
で、見積もり可能である

» サービシング・フィーのマー
ケット水準が既知で見積もり
可能であり、一般的にサー
ビサーが維持可能と考えら
れる

» 第三者による資産のサ
ービシングおよび/また
は第三者へのサービシ
ングの移管が文字通り
または実質的に不可能、
あるいはサービシングお
よび/または移管が可能
としても相当の困難が伴
う
» サービシング・フィーが
不透明あるいは不十分
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説明 (ここに述
べる特徴に基
づいて資産クラ
スの移管の容
易性を「低い」、
「中位」、「高
い」、「非常に高
い」のカテゴリ
ーに分類する):

低い移管の容易性

» 一般的に米国の RMBS、
FFELP 学生ローン ABS 案件
に限られる

» 米国の CMBS およびほとん
どの米国 ABSa)

» EMEA（ヨーロッパ・中東・アフ
リカ）における CMBS を含む
ほとんどの大型の定着した
標準的資産クラス a)
（RMBS、消費者 ABS など）

» 日本とオーストラリアの数多
くの ABS、RMBS ディール（標
準的資産クラス）
» アジアの確立した市場（日
本、シンガポールなど）のほ
とんどの CMBS

» カナダのほとんどの RMBS、
CMBS、ABS.
» ブラジルのほとんどの大型
で定着した資産クラス

» 米国、カナダ、EMEA の、や
や非標準的な商業セクター
（航空機やその他の複雑な
輸送機器など、継続的にサ
ービサーの関与が必要とな
るオペレーティング・リース
資産など）やその他のエソテ
リック・セクターが含まれる
» 規模が小さく新しい EMEA
やアジア地域市場における
数多くの標準的資産クラス
» 日本の非標準的 ABS（過払
い金リスクのある消費者
ABS など）

» EMEA（リバース・モーゲー
ジ、医療費債権 ABS、CDQ
ABS、ファクタリング債権、保
険料債権）とオーストラリア
のやや標準的でない資産

» 特異なケース

» サービシングが分散した
案件（人手による直接回
収や現金回収など）が時
にこれに含まれる
» 場合によって、ディール
の仕組みが継続的に機
能するために当初のサ
ービサー/スポンサーの
役割が欠かせないケー
ス（ホール・ビジネス、継
続的融資を必要とするア
セット・ベース・レンディン
グなど）
» 非常に新しく実績がない
新市場に適用する場合
がある
» 債務者の支払いが給与
天引きでなされるメキシ
コの RMBS

a)フロアプラン ABS や知的財産権 ABS の移管の容易性を「中位」のカテゴリーに分類することがある。たとえば、スポンサー・サービサーが継続的な収入予想と事業のマーケティン
グを行なう知的財産権 ABS の移管の容易性は「中位」と想定するのが適当と考える。一方、サービサーの役割が回収と定期的な計算のみの場合は移管の容易性は「高い」と想定さ
れる。
出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

4.4. ステップ 3：緩和要因を考慮に入れ存続可能性と移管の容易性を総合して格付キ
ャップ（該当する場合）を決定する
4.4.1.

財務的キャッシュフロー中断リスクの判定

ムーディーズは、存続可能性と移管の容易性の評価を総合して案件の財務的キャッシュフロー中断
リスクを判定する。存続可能性と移管の容易性が高ければそれだけ、財務的キャッシュフロー中断リ
スクは低くなる。
図表 7 は、財務的キャッシュフロー中断リスクに緩和要因 38がある場合の、存続可能性と移管の容
易性の様々な組み合わせが有する相対的リスクを、それぞれの組み合わせに対する格付キャップ
（該当する場合）の形で例示したものである。

38
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ムーディーズは一般に、サービス提供者が経営破綻に陥った場合、最低でも後任者を見つけ出す義務を案件当事者が
負うことを期待する。これは、受託者の信認義務（Fiduciary Duty）のようなサービス提供者の交代を含む投資家に対す
る暗黙の義務である場合もあり（高い格付を検討する際には暗黙の義務の価値は限定される可能性がある）、明示的
な義務である場合もある（受託者に明示的に交代サービサー、バックアップ・サービサー・ファッシリテイターを見つけ出
すことを義務づけるケース）。キャッシュフローの中断の影響を受けやすい案件（キャッシュフローの中断が重要なヘッ
ジ契約の解約を生じさせかねない案件、またはマネー・マーケット・トランシェなど）の場合、とりわけ流動性の確保可能
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図表 7 は、サービス提供者の存続可能性が「非常に高い」（一般にシングル A 以上）か「高い」（Baa
と一部の投機的等級格付）案件について、移管の容易性が「低い」か（場合により）「中位」でなけれ
ば、財務的キャッシュフロー中断リスクに対する緩和要因がゼロかほぼゼロの証券に Aaa という高い
格付を付与しうることを示している。それに対し、実績はあるが信用力が低いため存続可能性が低い
と分類されるサービサーが関与する、確立した市場のあるかなり標準的な ABS のポートフォリオから
なる案件（移管の容易性は「高い」）の場合、格付キャップはシングル A レベルとなる。
サービシングが分散したポートフォリオなど移管の容易性の低い資産からなるポートフォリオの場合、
証券の格付はサービサーの存続可能性によって決定される。移管の容易性が低いに分類される資
産クラスの場合、バックアップ・サービシングなどの通常の緩和要因は有効ではない可能性もあり、ま
た機能しないケースもある。

図表７
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とはいえ、ほとんどの場合、財務的キャッシュフロー中断リスクによって付加される格付への制約は緩
和要因によって（時に Aaa レベルにまで）軽減できる（セクション 4.4.2 参照）。

緩和要因が限定的あるいは存在しない場合の格付キャップ

移管の容易性

非常に高い

非常に高い

存
続
可
能
性

リスクが

最も低い

リスクが

Aaa

Aaa

最も高い

低い

格付はサービス提供者
の存続可能性によって
ケース・バイ・ケースで
判定する。

Aaa

中位

中位

リスクが最も高い

Aaa

Aaa

Aaa（Aaa の達成には何
らかの緩和要因が必要
になる場合がある）

格付はサービス提供者
の存続可能性によって
ケース・バイ・ケースで
判定する。

Aa（緩和要因があれば通常
Aaa を達成できる）

A（緩和要因があれば
通常 Aaa を達成でき
る）

格付はサービス提供者
の存続可能性によって
ケース・バイ・ケースで
判定する。

A（緩和要因があれば通常
Aaa を達成できる）a）

Baa（緩和要因があれば
Aaa を達成することが
可能）

格付はサービス提供者
の存続可能性によって
ケース・バイ・ケースで
判定する。

Aaa

高い

低い

高い

リスクが最も低い

Aaa

a) 小規模で新しいスポンサー・サービサーの追加考慮事項についてはセクション 4.4.7 参照。
出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

小規模で（および/または）新しいスポンサー・サービサーに関しては、強力な緩和要因が存在しない
限り、図表 7 で述べた格付キャップを達成する可能性は低い 39。
4.4.2.

緩和要因の検討

図表 7 が示すように、財務的キャッシュフロー中断リスクに対する有効な緩和要因があれば、ほとん
どの存続可能性と移管の容易性の組み合わせについて Aaa の格付が達成可能になる。それは存続
可能性が低く 40移管の容易性が中位 41のケースにもいえる。以降のセクションでは、案件のストラクチ
ャーに通常組み入れられる主要な緩和要因のカテゴリーについて説明し、それらの緩和要因の有効
度を示す。また、付録 7 にはより詳細な事例を用いた説明を掲載する。

性とともに高格付の独立したキャッシュ・マネージャーの存在がなければ図表 7 の格付キャップを達成できなくなる可能
性が高い。
39
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詳細はセクション 4.4.7 を参照のこと。

40

小規模で業歴が浅いスポンサー・サービサーの追加的考慮事項についてはセクション 4.4.7 を参照のこと。

41

サービサーの存続可能性に関わりなく、サービシング業務が分散したポートフォリオなど、交代可能性が低いポートフォ
リオに裏付けられた証券の格付を制限することがある。
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4.4.3.

サービサー関連の緩和要因

4.4.3.1. バックアップ・サービサー
案件クロージング時に契約したサービサーの業務中断時にサー
ビシングを引き継ぐバックアップ・サービサーの存在は、支払継
続を保証する有効な緩和要因となる。財務的キャッシュフロー
中断リスクの程度は、第一には当該バックアップ・サービサーの
サービシング引き継ぎに対する準備の程度（即応能力）、第二に
はその存続可能性によって決まる。

バックアップ・サービサーの存
在は、移管の容易性が中位の
際でも存続可能性の低いサー
ビス提供者が関連する案件に
Aaa を含む高い格付を達成可
能にする。
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ムーディーズの分析では主に、役割と職務を担うバックアップ・サービサーの能力、関連資産に関わ
るノウハウと経験、当該ポートフォリオや契約上の取り決めに対する知識、ポートフォリオのデータの完
全性、当事者間のデータ交換の可能性など、様々な要因を考慮して、バックアップ・サービサー契約
に内包されている準備の程度を評価する。
たとえば、サービサーと並行して業務を担うホット・バックアップ・サービサーであれば、最高レベルの
即応能力が達成される。そうでなくても、十分な能力、ノウハウ、強固な契約意識を持つ経験豊富で
業歴の長いサービサーであれば、急な依頼に基づいて業務を担うことになっても、高いレベルの即応
能力を発揮できると評価される。ホット・バックアップ・サービサーは、サービサーの存続可能性が「低
い」カテゴリーに分類されるか、サービシングの移管の容易性が高くない案件で用いられる。ホット・バ
ックアップ・サービサーが投資家への支払いに必要となる定期計算のための案件データを受領する
ことが、即応能力が最高レベルと評価する条件となる案件もある。したがって、バックアップ・サービサ
ーは、サービシング業務の継続を保証するだけでなく、サービシング業務と計算業務の正確性を向
上させる要因ともなりうる。ホット・バックアップ・サービサーの存在は、通常、財務的キャッシュフロー
中断リスクに対する強力な緩和要因となり、流動性と組み合わされることで Aaa を含む高い投資適
格等級の格付を支える要因となる。
ウォームあるいはコールド・バックアップ・サービシング契約は、即応能力という面でホット・バックアッ
プ・サービシング契約に劣る。ウォーム・バックアップ・サービサーは通常 30 日から 60 日以内に業務
遂行可能となり、サービシング関連のデータとシステムをテスト済みであることが多い。証券化商品で
ウォームおよびコールド・バックアップ・サービシング契約が用いられるのは、サービサーの存続可能
性が中位か低く、資産の移管の容易性が高くない場合が多い。緩和要因としての有効性を高めるた
め、しばしばこれらの取り決めと流動性が組み合わされ、それによって Aaa を含む高い投資適格等級
の格付が達成される場合もある。
即応能力とは関わりなく、経営が破綻した前サービサーの解任に時間がかかる場合も、サービシング
の中断が起こりうる。サービシング業務の価値を十分見極めようとする破産管財人や破産裁判所が
解任を遅らせることがある。
破綻前にサービサーを交代させるために設けられたパフォーマンスを基準とする交代トリガーや財務
コベナンツの存在によって、そのような状況を回避できる場合がある。そのためムーディーズは、財務
的キャッシュフロー中断リスクの評価の一環として、個別案件をケース・バイ・ケースで検証し、資産、
市場、国内法、規制に照らしてバックアップ・サービサー契約の価値を判定する。

4.4.3.2. マスター・サービサー

マスター・サービサーは、案件のサービシングの全般的責任を負う。サービシング業務を他の主体
（スポンサーなど）に請け負わせるケースでも、マスター・サービサーは業務履行責任と関連義務を
免れない。マスター・サービサーはサービサーからポートフォリオのパフォーマンスに関する情報を取
得する義務、あるいはキャッシュフローと支払額を確定してそれらを投資家に送金する義務を負う。
また場合により、サービサーが義務を怠った場合、マスター・サービサーが立替えを行う責任を負う。
十分に存続可能性が高いマスター・サービサーの存在は、財務的キャッシュフロー中断リスクに対す
る強力な緩和要因となりうる。サービサーが小規模で実績に欠ける場合、特に財務的キャッシュフロ
ー中断リスクが高まる。マスター・サービサーは、サービシングの継続を保証するにとどまらず、サービ
シング業務と計算業務の正確性を高める役割を果たし得る。
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プライマリー・サービサーの存続可能性が「低い」に分類されるケースでも、十分に存続可能性が高
いマスター・サービサーがいれば、マスター・サービサーの評価を織り込むことで、格付対象証券は
Aaa を含む高い投資適格等級格付が達成可能な場合がある。
4.4.3.3. 交代サービサーを見つける責務を負う当事者：バックアップ・サービサー・ファシリテーター、
受託契約の規定
バックアップ・サービサーの設置に代わる、あるいはそれを補完する緩和要因としてしばしば用いられ
るのは、必要が生じた場合に交代サービサーを見つける責務を負う当事者の設置である。
バックアップ・サービサー・ファ
シリテーターなど交代サービサ
ーを見つける役目を担う当事
者（バックアップ・サービサーに
代わるケース）が存在し、流動
性を伴うことで、Aaa を含む高
い格付が達成可能となるケー
スがある。取り決めの内容、資
産のタイプ、移管の容易性の
評価によっては、1 乃至 2 格付
カテゴリーの格付アップリフトが
可能になる。
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バックアップ・サービサー・ファシリテーター：欧州では通常、
必要が生じた場合の交代サービサーまたはバックアップ・サ
ービサーを予定あるいは契約することを義務付ける規定が契
約関係書類に盛り込まれる。当該バックアップ・サービサー・
ファシリテーターはサービシングの義務を負え、あるいは実際
にそうする場合もあるが、通常、発行体とバックアップ・サービ
サー・ファシリテーターとの間の取り決めはそのような規定を
含んでいない。バックアップ・サービサー・ファシリテーター契
約の内容と他の緩和要因（流動性など）との組み合わせによ
っては、当該トランシェは Aaa を含む高い投資適格等級格付
が達成可能な場合がある。

米国の ABS 案件の一部にみられるトランジッション・マネージ
ャー（transition managers）など、他の法管轄域にも同様の取
り決めがある場合がある。バックアップ契約の様式は、資産ごと（一部の資産にみられるメンテナ
ンス機能のバックアップ契約など）、案件ごとに大きく異なるのが普通である。そのため、ケース・
バイ・ケースの評価が必要となる。
受託契約の規定とその他の事例：多くの米国の案件では、契約関係書類の中で受託者に対し、
サービサー解任時に交代サービサーを選任するか自身がその義務を引く継ぐ、それが不可能
かその意志がなければ権限ある司法管轄の裁判所に交代サービサーの選任を申し立てること
を義務付ける規定がある。この規定は、サービサー解任時のサービシング業務の継続を確保す
る確実性を高める。

一般にオーストラリアでは、受託者がバックアップ・サービサーとなってサービシング業務を引き
継ぐか、（および/または）バックアップ・サービサー・ファシリテーターとしてサービサー機能を果た
す主体を見つける責任を負う。受託者はキャッシュ・マネージャーの役割も果たす。日本と韓国
では受託者が交代サービサーを見つける役割を担う。

一部の資産クラス（EMEA の CMBS など）の契約関係書類は、債券保有者に交代サービサーあ
るいはバックアップ・サービサーを選任する権限を与えている。スペイン、フランス、ベルギーなど
欧州市場の一部では、交代サービサーの選任あるいは自身によるサービシングの引き継ぎがマ
ネジメント・カンパニーの責任に含められる。
カナダの案件では、サービサーが解任された場合、受託者が後任サービサーを任命する趣旨
の規定が契約関係書類の中に盛り込まれる。その場合、債券保有者の過半数の承認が必要と
なるケースもあるが、サービサーの解任事由が発生したならば債券保有者の承認がなくても交
代サービサーを任命できる権限を受託者に付与している案件がほとんどである。
ムーディーズは、これらの取り決めの有効性を評価する際、その取り決めにおいて後任サービサ
ーがサービシングを迅速かつ効果的に引き継ぐために必要となる権限および情報の移転につい
てどの程度詳細に規定されているかを判定する。この種の取り決めがあり、とりわけ移管の容易
性か存続可能性のいずれかが高く、かつ案件がサービサー移行期間の資金不足を賄う十分な
流動性を保有している場合、Aaa の格付も達成可能となる。
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4.4.3.4. 複数のサービサー
複数の「関連する」スポンサー・サービサーが関与する案件では、1 つのスポンサー・サービサーが財
務難に陥った時に他のスポンサー・サービサーがポートフォリオのサービシングを担う。メンバーとして
類似したオリジネーションとサービシングのプラットフォームを提供する同一の協同組合あるいは貯蓄
銀行のネットワークを通じて結びついているスポンサー・サービサーなどは、何らかの形で関連性を持
つと解釈される。
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複数のサービサーの存在が案件の財務的キャッシュフロー中断リスクを緩和する利点は、ケース・バ
イ・ケースで評価される。案件に複数の関連性を持たないスポンサー・サービサーが関与する場合、
ムーディーズは特にそれらの様々なサービサーが持つインセンティブを検討する。たとえば、エクセ
ス・スプレッドなどの要素が共有されている場合は、関連性を持たないスポンサー・サービサー同士
でもデフォルトした案件スポンサーのポートフォリオを引き継ぐインセンティブは高くなる。それらのスポ
ンサー・サービサーの信用力に差がある場合は、オペレーショナル・リスクの分析で適用すべき適切
な存続可能性を判定する。
4.4.3.5. スペシャル・サービサー

スペシャル・サービサーは通常、債券保有者への支払継続に係わる任務を担わないが、スペシャ
ル・サービサーの存在はプライマリー・サービサーあるいはマスター・サービサーの業務移管を容易に
する。スポンサー・サービサーの存在はプライマリー・サービサーの役割を軽減し、複雑なあるいはサ
ービシング業務集約的な資産クラスのサービサー交代を容易にする。
4.4.4.

キャッシュ・マネージャー

キャッシュ・マネージャーの役割は一般に移管の容易性が高いと考えられる。したがって、サービサ
ーとキャッシュ・マネージャーが異なる主体の場合、財務的キャッシュフロー中断リスクが緩和される。
サービサーとキャッシュ・マネージャーが同一の主体となるストラクチャーもある。サービス提供者の
格付が低いか格付がない場合、バックアップ・サービサーまたはバックアップ・キャッシュ・マネージャ
ーがいればリスクは緩和される。
サービサーと何ら関係性を持たない事業体がキャッシュ・マネジメントを担う案件もある。キャッシュ
管理業務の移管の容易性は高いことから、キャッシュ・マネージャーがデフォルトしても、代替キャッ
シュ・マネージャーや他の案件当事者が債券保有者への支払いをサポート、あるいは実行させると
想定され、財務的キャッシュフロー中断リスクは「低い」に分類される。
特に案件がサービサー移行期間の資金不足を賄う十分な流動性を保有している場合など、この種
の取り決めが備わっていれば、Aaa の格付も達成可能である。
4.4.5.

流動性

流動性は、Aaa という高い証券の格付をサポートする、1 社あるいは複数の当事者の財務的困難に
起因する財務的キャッシュフロー中断リスクを軽減する場合がある。移管の容易性が高いまたは中
位のカテゴリーに分類されるプールの流動性は通常、1 ヵ月から 6 ヵ月分のシニア・ノートのストレス・
シナリオにおけるコストと金利をカバーする。金利環境が大幅に変化した場合、ストレス金利のコンポ
ーネントを調整することがある。本セクションで言及する流動性やその他の形態の信用補完は、パフ
ォーマンス悪化などに対応するためのものは含まない。

証券化商品の財務的キャッシュフロー中断リスクに備えるための流動性は、リザーブ・ファンド、信用
状、流動性ファシリティからの引出し、サービサーによる融資、利払いに充てられる元本回収金 42、
裏付資産から特別目的ビークルが保管する口座に直接入金され受託者が償還に充てるために質
権を設定して管理する回収金、など様々な方法を通じて提供される 43。
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42

元本が利払いの唯一の流動性ソースとして用いられうる証券化商品において、シニア・ノートが Aaa の高格付を達成す
るには追加の緩和要因が必要になる場合がある。

43

契約関係書類に基づき、特定の格付のノートについて利払いの延期が可能となるケースでは、財務的キャッシュフロー
中断リスクは問題になることは比較的少なく、より高い格付であっても外部流動性が必要とされない場合がある。
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流動性が高格付の証券をサポートする場合、流動性ファシリティ提供者（通常は金融機関）の格付
は Prime-1 か Prime-1（cr）が必要となる。また、流動性が十分であるか否かを評価する際にムーディ
ーズが想定する金利およびコストの水準は、市場や金利環境を勘案し、ストレスを付加した値である。
案件が有効な流動性引き出しのメカニズムを備えているかどうかも判定される。たとえば、キャッシ
ュ・マネージャーまたは受託者が適宜流動性を引き出す権限を有しているか、流動性の引き出しに
サービサーの指示またはレポートが必要となるかなどを判断する。推計規定（欧州の案件などにみら
れる）があれば、通常、推計支払可能額を用いた第三者キャッシュ・マネージャーによるシニア・ウォ
ーターフォール項目の支払いが認められる。
バックアップ・サービサーまたはバックアップ・サービサー・ファシリテーター（該当する場合受託者も
含む）と、十分かつ調達可能な流動性および独立キャッシュ・マネージャーが手当てされれば、Aaa
を含む高い格付をサポートする強力な緩和要因となる 44。
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しかしながら、流動性がリザーブ・ファンドの形式で提供される案件において、裏付資産のパフォーマ
ンスが芳しくない際に流動性が枯渇するか深刻に減少する可能性がある場合には、上述の緩和要
因の組み合わせが Aa または A を上回る格付をサポートするのに十分とはいえない場合がある。流動
性勘定が分離されているか、最終支払日のみに損失を吸収するリザーブ・ファンドは A または Aa を
上回る格付をサポートできる。
4.4.6.

その他の財務的キャッシュフロー中断リスク緩和要因

4.4.6.1. 支払口座の指定

債務者の口座から発行体名義の口座に直接支払わせることも財務的キャッシュフロー中断リスクを
緩和する要因になる。原債務者による支払いが信託口座または高格付の独立した第三者の分離口
座に直接なされるならば、サービサーの業務中断による支払中断のリスクは小さくなる。
支払方法も重要である。たとえば、自動引落は当初サービサーの口座になされたとしても、それを信
託の回収口座に移転することは可能である。サービシングの移管（自動引落の委任の移管なども含
む）は、借り手への通知のみでよいか、借り手の同意が必要かによってもその時期が影響を受ける。
4.4.6.2. 高水準の信用補完

信用補完水準の高さが財務的キャッシュフロー中断リスクを相殺する一助となる場合もある。財務
的キャッシュフロー中断リスクの影響を受けにくい債券の場合（重要なスワップ契約に中途解約条項
がない場合や、債券が未払利息を計上する場合など）、追加信用補完によって一定期間の資金中
断後に債券保有者への最終的支払いが保証され得る。
4.4.6.3. 金融保証会社による監視

格付対象ノートに然るべき格付を有する金融保証会社が付いている場合、財務的キャッシュフロー
中断リスクを相殺する要因の一つとなる。案件のサービス提供者が投資家に迅速に支払うようにす
ることは、保証人（または類似の当事者）にとっても大きな利益になるからである。金融保証会社が
契約上の支払義務を負っていれば、財務的キャッシュフロー中断リスクはさらに軽減される。
4.4.6.4. ABCP における交代メカニズムと委任の取り決め

ABCP プログラムにおいても、ムーディーズは主要な役割の存続可能性と移管の容易性を評価する。
特に、格付がないあるいはある場合でも A2 または Prime-1 より低い事業体が案件において不可欠な
機能を果たす場合に当該評価は重要となる。ABCP プログラムの契約関係書類には通常、破綻当事
者あるいは退任当事者の交代プロセスと基準が盛り込まれる。ムーディーズは、交代によって ABCP
のサービシングに空白期間ができないか、あるいはコストが増加しないかを評価する。

44
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第三者がサービサーとなる一部の資産クラス（欧州の一部の CMBS など）については、発行体レベルで十分な流動性を
調達できる独立のキャッシュ・マネージャーは Aaa を含む高格付を支える強力な緩和要因となる。
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通常、以下に述べる委任措置が１つあるいは複数手当てされれば、格付がないか A2 あるいは
Prime-1 未満の ABCP プログラムのサービス提供者に関連する増分リスクへの対応として十分とみな
される。
プライマリー・サービス提供者は自らが担う重要な役割を格付が最低でも A2 以上あるいは
Prime-1 の第三者に委任する。
格付が A2 以上あるいは Prime-1 の第三者が ABCP プログラムの重要な機能の責任を負う一方
で、実際に実務を担う第三者に下位委任する。
格付が A2 以上あるいは Prime-1 の適切な当事者がムーディーズの信用代替の基準に合致す
る履行保証を提供する 45。
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第三者サービス提供者がバックアップ契約を結ぶか、文書化されたバックアップ・プランを維持
することに同意する。それらのサービス提供者は、格付が高い企業か、主たるサービス提供者に
関係しない専門会社かのいずれかである必要がある。格付が Prime-1 の ABCP プログラムにおい
て、重要な職務（ABCP プログラムの流動性引出通知の送付など）には通常、ホット・バックアッ
プ・サービサーが含まれている。

4.4.7.

小規模で（および/または）新しいスポンサー・サービサーに関わる考慮事項

過去の経験から、スポンサー・サービサーが小規模で（および/または）新しい場合 46、スポンサー・サ
ービサー 47としてのサービスを中断する事態にとりわけ陥りやすいことが示唆されている。そのようなス
ポンサー・サービサーが財務的困難に陥った場合、サービシング・スタッフの削減、キャッシュ移転
手続きの監視の緩み、案件ガバナンスの低下、不適切なサービシング事務など、様々な問題が発
生する恐れがある。スポンサー・サービサーがそのような企業の場合、当該証券化商品のノートに高
い投資適格等級の格付を付与できるかどうか（マネー・マーケット・トランシェの場合 Prime-1 を付与で
きるかどうか）の評価に当たって、追加的な考慮事項の検討を行う。追加の検討事項には、コーポレ
ート・ガバナンス上の問題の有無の評価、利益相反関係、収益性と流動性、規模、所有構造、経験、
実績の分析が含まれる。

これらのタイプのスポンサー・サービサーに対してはケース・バイ・ケースの分析を行う。しかしながら、
総管理資産が 10 億米ドル未満（適用する管理資産規模は業種や法管轄域によって異なる） 48で、
事業経験が 7 年未満といった指標が、小規模で（および/または）新しいスポンサー・サービサーの分
類基準として用いられる 49。ムーディーズは通常、案件クロージング時か、諸数値の更新時に規模の
評価を行う。
スポンサー・サービサーが小規模で新しくかつ有効な緩和要因もない場合、移管の容易性が非常に
高い場合を除いて、図表 7 に記載した格付キャップを達成する可能性は低い。そのような場合、上
述の格付キャップを少なくとも 1 格付カテゴリー下回る格付キャップが適用される可能性が高い。そ
のため、新しいスポンサー・サービサーで存続可能性が低いと判定され、かつサービシング対象の資
産の移管の容易性が中位に分類される場合、有効な緩和要因がない限り、格付は投機的等級に
収まる可能性が高い。

通常、小規模な（および/または）新しいスポンサー・サービサーの緩和要因が強力でなければ、財務
的キャッシュフロー中断リスクを克服できない。サービサーとしてのパフォーマンス・リスクを負い、案
件のクロージング時から関与する「非常に高い」か「高い」存続可能性を有するマスター・サービサー、
あるいは「ホット」または場合により「ウォーム」なバックアップ・サービサーが強力な緩和要因の例であ
る。十分な実績がありサービシングの交代が極めて容易な資産タイプについては、「コールド」バックア
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45

信用代替に対するアプローチのさらに詳細な内容については、ムーディーズの関連リサーチのセクションを参照のこと。

46

通常これらの事業体はシングル B かそれ以下、あるいは格付のない事業体（存続可能性が低い事業体）となるだろう。
しかし、経営破綻時に清算される可能性がある Ba カテゴリーの事業体が含まれるケースもありうる。詳細については付
録７を参照のこと。

47

スポンサー・サービサーとは、たとえば、オリジネーターとサービサーが同一主体である案件をいう。スポンサーとサービ
サーが 2 つの異なる事業体である案件の場合、ムーディーズはそれらを別個に評価し、それらが小規模で新しい場合、
通常、セクション 4.4.7 で述べたものと同様の基準を適用する。たとえば、サービシングが十分に確立したサービサーに
委任される事例では、本セクションは該当しない。

48

一般的に金融機関に関しては総管理資産を測定する。非金融機関に関しては、収入で規模を測定する。収入が 5 億
米ドル以下であれば、その金融機関ではないスポンサー・サービサーは「小さい」に分類される。

49

事業に従事した年数を決定する場合、合併・買収のケースは個別に検討される。
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ップ・サービサー、あるいは場合によりバックアップ・サービサー・ファシリテーターであっても十分な緩
和要因になりうる。スポンサー・サービサーの信用力が B1 を下回る 50格付が P-1 のマネー・マーケッ
ト・トランシェに係わる案件は、他の存続可能性を高める要因か、以下に述べるような追加的緩和要
因の有無を検討することになろう。
案件の裏付資産は標準的な資産クラスである。
スポンサー・サービサーの規模は業界比で相当に大きく、当該マネー・マーケット・トランシェの存
続期間を通じて業務が停止される可能性が低い大規模な営業基盤を有している。
スポンサー・サービサーが財務的困難に陥った際に適法に参加し、資産のサービシングを行え
るホット・バックアップ・サービサーや、受託者が保管する当該案件専用の使途制限口座の存在
など、スポンサー業務の継続を確保する手段が整っている 51。
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マネー・マーケット・トランシェの予想ペイオフ時期と法定最終償還期日の間に十分な期間が存
在する。
当該マネー・マーケット・トランシェに対して格付が Prime-1 の機関の保証がある 52。

ムーディーズは、分析の一環として、契約関係書類に組み込まれた流動性の利用可能性、信用補
完、サービサー交代条件などが確実な支払継続を確保するのには不十分であると判断して、証券
の最終格付に制限を加えることがある。複雑な継続的計算を要求する複雑なウォーターフォール・
ストラクチャーやパフォーマンス・トリガー、ランプアップ期間を設けたウエアハウス・ストラクチャー、案
件の利益相反リスクを増大するオリジネート・トゥー・ディストリビュート・モデルなどがそのような判定に
導く追加的要因となる。そのような事例では、小規模で（および/または）新しく存続可能性が低いス
ポンサー・サービサーの財務的キャッシュフロー中断リスクはケース・バイ・ケースで評価される。
4.4.8.

アセット・バック・コマーシャル・ペーパー（ABCP）に関する考慮事項

一般に、格付が Prime-1 の ABCP プログラムの重要なサービス提供者は自身の格付が Prime-1 であ
るか、格付が Prime-1 の金融機関に関連する会社でなければならない（セクション 4.2.1 参照）。格付
がそれより低いか格付がないサービス提供者は、格付が Prime-1 のレベルの追加緩和要因が必要に
なる（セクション 4.4.6.4 参照）。

5. コミングリング・リスク

多くの証券化商品と一部のカバード・ボンド・プログラムでは、発行体の口座に資金が移転される前に
投資家に帰属する資金と他の案件当事者の、通常はサービサーの資金との「コミングル」すなわち
混在が発生するリスクを抱える 53。そこで他の案件当事者が支払不能あるいは破産に陥った場合、
コミングルした資金の源泉と所有者の特定が困難になり、投資家が経営破綻した当事者の無担保
債権者となって、投資家が損失を被る事態が生じうる。
コミングリング・リスクの分析ではまず、当該法管轄域の法的あるいは規制の枠組みと案件のキャッシ
ュフロー・ストラクチャーを評価して案件がリスクにさらされる可能性を判断する。次にリスクがあると
判断されるケースについて、資金のコミングリングが発生する当事者のデフォルト確率 54とコミングリン
グ・リスクにさらされる金額を分析する。最後のステップとして、期待コミングリング損失とそれが債券
の格付に与える影響を評価する。この 3 段階の分析手順を、図表 8 で大まかに図解し、以降のセク
ションで詳細にわたって説明する。
格付委員会は以下で行なう説明に含まれない他の要因を考慮する場合がある。
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50

格付が Ba 以下の銀行については、格付が P-1 のマネー・マーケット・トランシェを発行する案件のスポンサー・サービサ
ーを務め、小規模でかつ倒産に際して清算の可能性が高い場合には、ケース・バイ・ケースで検討する。

51

あるいは米国外の匹敵するその他のストラクチャー。

52

詳細については、ムーディーズの関連リサーチのセクションで入手できる信用代替に対するアプローチを参照のこと。

53

回収額あるいは受取金がオリジネーター、セラー、またはスポンサーの口座でコミングルされるケースがある。特別目的
会社がカバー・プール資産を保管するカバード・ボンド・プログラムについては、ここでいう「発行体」は特別目的会社を
指すものとする。

54

詳細については付録 1 を参照のこと。
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図表 8

コミングリング・リスクの分析の 3 つのステップの図解
ステップ１: 案件にコミ
ングリング・リスクが発
生しうるか否かの評価

ステップ2: サービサー
の信用力とコミングリン
グ・エクスポージャーの
判定
• サービサーの信用力
はBaa2以上か？
• コミングリング・エクス
ポージャーは１ヵ月分
の回収額以下に抑え
られるか？
• 両方とも「イエス」なら
分析はステップ2で終
了。そうでなければス
テップ3に進む。

• 期待コミングリング損
失を計算する。
• 信用分析にコミングリ
ング損失とサービサ
ーの信用力を追加す
る。
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• リスクは完全に緩和
されるか？
• 「イエス」であれば分
析はステップ１で終わ
る。
• 「ノー」であればステッ
プ2に進む。

ステップ3: 期待コミング
リング損失を 織り込む

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

5.1.

証券化商品のコミングリング・リスク

ステップ 1：案件がコミングリング・リスクを抱える可能性の評価

案件がコミングリング・リスクを抱えるか否かは、案件の法管轄域の法的あるいは規制の枠組みと案
件のキャッシュフロー・ストラクチャーによって決まる。たとえば、米国銀行の場合、他の債権者に優
先して案件の発行体に回収金を送金するよう管財人に義務づける連邦預金保険公社のセーフハー
バー・ルールの存在がコミングリング・リスクを限定している。一部の案件にみられるリスク限定のため
のストラクチャー上の工夫としては、サービサーではなく発行体が管理する「ロックボックス（使途制限）
口座」に支払いを行なうよう債務者に義務づける契約条項がある。リスク緩和に役立つもう１つのスト
ラクチャー上の工夫は、サービサーの支払不能時あるいは破産時のエクスポージャーを最小限に抑
えるためのサービサーの口座から発行体の口座への頻繁な「キャッシュ払い出し」 55の義務づけであ
る 56。

１つないし複数の緩和要因によってコミングリング・リスクが有効に消滅したと判定できるケースがある。
その場合、コミングリング・リスクの分析はそこで終了する。これに対し、全ての緩和要因を考慮した
後も、幾分かのコミングリング・リスクが残存すると判定されるケースがある 57。その場合はステップ 2
の分析に進む。
ステップ 2：サービサーの信用力とコミングリング・エクスポージャーの判定

緩和要因がコミングリング・リスクに十分に対応できていないと判定される場合、次のステップとして(1)
サービサーの格付が示唆するデフォルト確率で判定するキャッシュフローがコミングルする可能性と
(2)デフォルトした場合のエクスポージャー金額を評価する。

サービサーが Baa2 以上 58の格付を有している場合であって（あるいはムーディーズがサービサーの
信用力を Baa2 の格付に相当すると判定できる場合であって）、コミングリング・エクスポージャーが失
われた回収金１ヵ月分かそれ以下になると予想される場合は、通常、リスクは重要ではないとみなし、
信用分析にコミングリング損失の増分は織り込まない。他方、サービサーの信用力が Baa3 以下と想
定する場合（あるいは案件存続期間中に Baa3 以下に悪化した場合）、信用分析に格付とエクスポ
ージャーに応じたコミングリング損失の増分を追加する。
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55

2 日毎など。

56

米国の場合、サービサーがセーフハーバー・ルールのベネフィットを受ける場合、それと頻繁なキャッシュ払い出しと結
び付くことで、十分にコミングリング・リスクが緩和されるのが普通である。

57

詳細については付録 8 を参照のこと。

58

詳細についてはセクション 2.2.と付録 1 を参照のこと。
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また、コミングリング・エクスポージャーが 1 ヵ月分の回収金より大きくなる場合、あるいは案件に返済
率が定期的に高いポートフォリオや支払いが不規則なポートフォリオが含まれている場合、そのリスク
が十分に緩和されていない限り、サービサーの格付に関わらず分析にコミングリング損失の増分を追
加する。
銀行がスポンサーになっているコミングリング・リスクが軽減されていないクレジット・カード案件は、返
済率が定期的に高いことが多いが、通常は Baa2 の格付閾値を適用し、1 ヵ月分の回収金を想定す
る。このような例外を設ける理由は、クレジット・カード案件に適用するムーディーズの分析アプローチ
ではスポンサー・サービサーの信用力に大きく依存するためである 59。
ステップ 3：期待コミングリング損失を信用分析に織り込む

CO RE
M QU
M E
EN ST
T FO
CL R
O
SE
D

ステップ 3 の分析では最初に、コミングリング・リスクにさらされるキャッシュフロー・エクスポージャーを
評価する。多くの場合、1 ヵ月分の回収金に相当するエクスポージャーを想定する。とはいえ、支払
不能に陥ったサービサーから他口座への振込先変更の通知がどの程度容易に債務者に届けられる
か（それはたとえばサービシング業務と回収業務がどの程度集中化しているかによって決まる）、サー
ビサーの口座から発行体の口座へのキャッシュ払い出しの頻度がどの程度か、月ごとの支払いと受
け取りがどの程度変動しうるか、などの要因によってこの評価は変わりうる。

デフォルトしたサービサーに対する発行体の無担保債権からの期待回収額を考慮し、ムーディーズ
は期待エクスポージャーに 45%のヘアカットを適用する。ステップ 3 の最終段階の分析では、(1)期待
ネット・コミングリング・エクスポージャーと(2)サービサーのデフォルト確率 60に基づいて、コミングリング
に起因する期待損失の増分を計算する。

5.2.

一部のカバード・ボンド・プログラムのコミングリング

カバード・ボンド・プログラムでは以下の場合にコミングリング・リスクが発生しうる。

カバード・ボンドの資産の支払いが当初、発行体、スポンサー、またはサービサー（それらの主体
は同一の場合もあり同一でない場合もある）の一般回収口座、またはそこに開設された一般回
収口座に入金される。また、
回収口座のキャッシュフローが、カバー・プールの利益のために、発行体、スポンサー、サービサ
ーの破産財団から有効に分離されていない。

発行体およびスポンサーまたはサービサー（発行体と異なる場合）がデフォルトした場合、債券保有
者はコミングルした口座から払い出されていないカバー・プールのキャッシュを失うリスクにさらされる。

コミングリング・リスクは、一般的に当該法管轄域のカバード・ボンド法制、（および/または）信用補完
を含むストラクチャー上の緩和要因を通じて緩和される 61。
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59

詳細についてはムーディーズの関連リサーチのセクションで入手できるクレジット・カード債権を裏付けとする証券の格
付手法を参照のこと。

60

証券化商品のサービサーを務める日本の預金取扱金融機関については、通常、ムーディーズはより低いデフォルト確
率の想定を用いる。

61

詳細については、www.moodys.com で閲覧可能なカバード・ボンドの法的枠組みに関わるムーディーズのレポートを参
照のこと。
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6. 口座銀行と投資に関わるリスク
本セクションでは、一時的に口座銀行に保管されるか市場に投資される資金に関わる証券化商品
のリスクについて説明する 62。この種のリスクは通常(1)債務者からキャッシュを受領する時期と(2)そ
れが投資家に支払われる時期のミスマッチから生じる。その間、キャッシュは口座銀行に保管される
か特定の市場商品に投資されるのが普通なので、（いずれかがデフォルトした場合）証券化商品の
投資家が損失を被る可能性がある。口座銀行にリザーブ・ファンドあるいは流動性を置く案件であっ
ても、その銀行がデフォルトに陥るリスクにさらされる 63。
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ムーディーズの分析では、案件がこの種のリスクにさらされる規模とそれらを緩和する要因を評価す
る。口座銀行および投資に要求される最低格付、口座銀行の格付が一定のレベルを下回った場合
に資金を他の口座銀行に移転させる規定、および口座銀行に保管する預金を当該銀行の他の資
金やリスクから分離された口座（米国銀行の法人信託口座など）に保管させることの義務付けなどが、
通常用いられる緩和要因になる 64。
以下のセクションでは、ムーディーズの分析の中身やその他の考慮事項について説明する。このアプ
ローチは、地域によって大幅に異なる実務慣行や案件ストラクチャーを織り込んでグローバルに適用
されるものであるためいくつかの点において一般的な記述にならざるをえず、個別案件でムーディー
ズが考慮する全ての要因を網羅的に説明することを意図していない。格付委員会は、最終格付に
至るまでに、必要に応じて重要と考える追加的な定性的・定量的要因を考慮する。

6.1.
口座銀行と投資：ノッチアップのベネフィット、エクスポージャー・カテゴリーおよび
格付キャップ

口座銀行と一時的投資の分析 65は、おおまかに次の 3 つのステップを経る。まず(1)資金移転規定
（あるいはその他の手段）に基づいて口座銀行の格付をノッチアップする調整を行い、それによって
「調整後」格付を確定する 66。次に(2)実際の格付あるいは調整後格付または基準が一定の閾値を
下回る場合に 67、口座銀行あるいは一時的投資にかかわるリスクに対する案件へのエクスポージャ
ーを評価し、2 つのリスク・カテゴリー（「標準」エクスポージャーか「強い」エクスポージャー）のいずれ
かに分類する。最後に(3)上述した分析に基づき、また格付委員会が重要と考えるその他の定量的・
定性的要因を考慮した上で、当該案件の格付に対する格付キャップを判定する。

図表 9 はこの 3 つの分析ステップを図示したものである。
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62

カバード・ボンドに関わる口座銀行と投資のリスクは、カバード・ボンドの法的枠組み、TPI の枠組みによる格付への制約、
およびケース・バイ・ケースの分析から導かれる緩和要因を総合的に考慮して対応する。TPI の枠組みの対象とならな
いカバード・ボンド案件、およびカバード・ボンドを規制する法的枠組みのベネフィットを受けないある程度大きな口座銀
行リスクがあるカバード・ボンド案件については、セクション 6 で述べた枠組みに照らし、カバード・ボンドの格付手法に
基づいて達成可能な最高格付を決定し、案件の信用特性に基づいてノッチアップのベネフィットが妥当とすることがある。

63

一部の市場あるいは資産クラスで、口座銀行に一時的にあるいは一時的投資の形で保管されている他のタイプのキャ
ッシュを考慮する場合がある。

64

詳細については、セクション 6.5 を参照のこと。

65

本セクションは保証投資契約などにも適用する。

66

詳細については付録 1 を参照のこと。

67

詳細についてはセクション 6.1 のステップ 1 を参照のこと。
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図表 9

口座銀行と投資に関連するリスクのムーディーズの分析手順
ステップ１：ノッチアップ
のベネフィットの評価
（該当する場合）

ステップ2：口座銀行ま
たは投資に関わるリス
ク・エクスポージャーの
決定

ステップ3：格付キャップ
の決定

• 口座銀行または投資が
デフォルトした場合のリ
スク・エクスポージャーを
決定する。

• 緩和要因が不十分な場
合、適用する格付キャッ
プの種類を決定する。
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• 口座銀行に適用される
場合の「調整後」格付
（該当する場合）を決定
するための図表10と11を
適用したノッチアップ・ベ
ネフィットの評価。
• 実際のまたは調整後の
口座銀行の格付がAa3
である（あるいはそれを
上回る）場合、または投
資の格付基準がA2であ
る（あるいはそれを上回
る)場合、リスクは緩和さ
れているので、ステップ2
および3には進まない。

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

ステップ 1：ノッチアップ・ベネフィットの評価

図表 10 に、一定のトリガー・レベルなどの移管条項が提供するプロテクションを考慮するためにムー
ディーズが適用する、格付ノッチ数で示した「ノッチアップ」の幅を示した 68。たとえば、Baa2 の喪失を
トリガーとして口座銀行の交代を要求する移管条項に対しては、通常、口座銀行の格付に 2 ノッチの
ノッチアップ調整を行なう。したがって、たとえば口座銀行の格付が A3 の場合、ここでの分析の目的
上、調整後格付は A1 となる。

たとえば、交代トリガーが A2 あるいは P-1 のいずれかのレベルの銀行格付の喪失に設定されるかそ
れ以上のレベルであれば、移管条項によって口座銀行に関わるリスクは十分に軽減される。もし投
資基準が A2 に設定されていればリスクは軽減される。それらのケースでは、ステップ 2 あるいはステ
ップ 3 に進むことはない 69。
図表 10

ノッチアップのベネフィット：口座銀行
交代トリガーまたは同等の指標（以下の喪失）

ノッチアップ・ベネフィット

A2 または P-1

リスクは緩和されている

A3

＋3 ノッチ

Baa1、Baa2 または P-2

＋2 ノッチ

Baa3 または P-3

＋1 ノッチ

投機的等級

0 ノッチ

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

ムーディーズは通常、60 日以上の交代期間を認める移管条項にノッチアップを適用しない。また、
ムーディーズが無効と考えるトリガー（銀行の現行格付を上回る水準に設定したものなど）にもベネフ
ィットを与えない。
ステップ 2：口座銀行あるいは投資に関わるリスク・エクスポージャーの判定

分析のステップ 2 では、口座銀行あるいは投資に対する案件のエクスポージャーを判定する。比較
的小さいエクスポージャーは「標準」に、比較的大きなエクスポージャーは「強い」に分類する。ムー
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68

証券化商品では、契約関係書類中にキャッシュを保管する口座銀行に要求される最低格付が規定されることが多い。
口座銀行が格下げされてその格付閾値を下回った場合、口座銀行または他の当事者が銀行口座を要求される格付の
銀行に移転するよう求められる。

69

詳細については図表 10 と図表 11 を参照のこと。
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ディーズはシニア・ノートについてこの指標を計算する 70。それに対し、メザニンやジュニアに位置づけ
られるノートは通常、「強い」のカテゴリーに分類される 71。
エクスポージャーは信用補完額に対する銀行口座あるいは投資口座に置かれると想定されるキャッ
シュ（デフォルト後の期待回収額を控除）の比率として定義される。回収率は 45%と想定する。信用
補完額の計算には、エクセス・スプレッドを除く全ての形態の信用補完を含める。
計算したエクスポージャーが 40%以上の場合、エクスポージャーを「強い」に分類し、それ以下であ
れば「標準」に分類する。
ステップ 3：格付キャップの種類の決定
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図表 11 は、資金が様々な格付の口座銀行あるいは投資商品に投資されることにより発生するリスク
を理由として証券化商品の証券に適用する格付キャップを示したものである 72。キャップはエクスポ
ージャーが「標準」か「強い」かによって決まる 73。図表 11 が示すように、たとえば口座銀行の調整後
格付が A3 で、口座銀行に対するエクスポージャーを「標準」とみなした場合、証券化商品の債券に
付与する最高格付は Aa1 になる。しかし、債券の口座銀行に対するエクスポージャーが大きく「強い」
エクスポージャーに分類される場合は、最高格付は Aa3 止まりとなる 74。

格付委員会は、証券化商品の証券の格付決定に当たって、その他のストラクチャー上の要素 75とリ
スク 76を考慮し、図表 11 から逸脱する場合がある。従って、ここに示した格付キャップは参考値として
理解されたい。

70

期間が長く回収頻度が低い案件については、キャッシュに関連しない高レベルの信用補完と結びつくことで、格付委員
会が詳細な計算を省いてシニア・ノートを「標準」カテゴリーに分類することがある。

71

「標準」に分類されたシニア・ノートが償還済みか償還日が近づいているケースについては、次ランクの債券（新たな「シ
ニア」債券）のリスク・エクスポージャーを再評価するのが普通である。

72

投資の格付は調整を行なわないので、ここでいう投資の調整後の格付は通常、契約書類に規定された格付基準に等し
くなる。

73

口座銀行の格付キャップが実際あるいは調整後の格付が同じ投資の格付キャップよりも低くなるケースがあることに留
意されたい。口座銀行の資金は案件の存続期間中に銀行の経営破綻のリスクに直面する可能性がある（口座移転が
不可能になり、資金が格下げされた口座銀行に預金されたままになる）のに対して、投資リスクは投資期間に限定され
る（1 ヵ月以内など）というのがその理由である。

74

付録 9 に解説のためにいくつかの例を示した。

75

詳細についてはセクション 6.2-6.5 を参照のこと。

76
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詳細についてはセクション 2 を参照のこと。
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図表 11

格付キャップ：口座銀行と投資

77

格付キャップの種類
強いカテゴリー
口座銀行の格付（図表 10 に従った調
整後格付）または投資の格付

78

標準カテゴリー
（シニア・ノート、（該当する場合））

（シニア・ノート（該当する場合）、
メザニンおよび劣後ノート）

Aaa

Aaa

Aaa
Aa1

Aaa

Aaa

Aa2

Aaa

Aaa

Aa3

Aaa

Aaa

A1

Aaa

口座銀行：Aa1

A2

Aaa

A3

Aa1

投資：Aaa
口座銀行：Aa2
投資：Aaa
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Aa3

Baa1

Aa2

A1

Baa2

Aa3

A2

Baa3

A1

A3

＋5 ノッチ

+3 ノッチ

投機的等級

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

格付キャップの決定における資産クラスの考慮

一部の資産クラスでは、ポートフォリオやストラクチャーの性格上、キャッシュ残高が多額になったり、
ごく限られた金額になったりする。たとえば一部の CMBS 案件やクレジット・カード ABS では、一定期間
にわたって元本残高の大きな部分が未分配のまま残ることがある。そのため、通常、これらの資産ク
ラスのシニア・ノートは「強い」のカテゴリーに分類される。

格付委員会は、案件の存続期間の終期では、定性的・定量的要因を考慮して図表 11 に記載した格
付キャップとは異なる格付を付与する場合がある。

6.2.

複数の口座銀行

証券化商品のキャッシュが複数の口座銀行で保管される場合、それぞれの口座銀行に対してセク
ション 6.1 で述べたアプローチを適用する。次のステップとして、格付委員会は口座銀行に関連するリ
スクをどれか１つの口座銀行に帰せるかどうかを判定し、基本的にそれを前提に分析を行う。明確に
１つの金融機関にリスクを帰せないときは、格付キャップの種類に応じて、格付がより低い口座銀行
について分析を行なうのが適切と格付委員会が判断する場合がある。

6.3.

投資に関する追加の考慮事項

6.3.1.

通貨リスク、元本返済、償還年限

証券化商品では、投資に伴う市場リスクは契約関係書類によって完全に軽減されることが義務づけ
られるのが普通である。したがって、一時的投資（証券化商品の証券への投資が含まれる場合もあ
る）は、格付対象証券の分配日の当日か直前に償還される必要がある。
また通常、為替に関連するリスクは十分に軽減され、償還日の元本返済は額面でなされる。
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77

ここでいう口座銀行の格付とは通常銀行の預金格付を指すが、投資の格付は投資商品の種類に応じて決まる。たとえ
ば、銀行あるいは他の案件当事者が米国財務省証券に投資している場合、米国政府の格付を用いる。

78

契約関係書類によっては口座銀行あるいは投資の短期格付を参照するものがある。ムーディーズの短期格付の詳細
な説明は、ムーディーズの関連リサーチのセクションで入手できる「格付記号と定義」およびグローバル短期格付に関
する格付手法を参照のこと。
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6.3.2.

マネー・マーケット・ファンド（MMF） 79

マネー・マーケット・トランシェを発行する一部の ABCP プログラムと証券化商品は MMF への投資を行
なう。そのような ABCP プログラムにおいて MMF への投資部分が即座に引き出せずに（緩和要因が
なければ）流動性リスクが発生する場合、当該 ABCP への P-1 の格付付与を不可能と判断する場合
がある。したがって、ムーディーズの分析では当該 ABCP がどの程度十分な流動性を保有しているか
を考慮する。プログラム全体をカバーする信用補完が流動性を提供し、このリスクを相殺するケース
がある。
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証券化商品の証券の一部に Aaa および Aa の格付が付与されるためには、キャッシュ投資対象の
MMF の格付は Aaa-mf でなければならない。MMF は適格投資であるが、利息と元本の支払遅延を
原因とするデフォルト事由あるいはスワップ解約をもたらす、小さいとはいえ追加のリスクの発生源と
なる。したがってムーディーズは、超過担保、準備勘定、それらに代わる流動性ソース、あるいはサ
ービサー、受託者、マネージャーの追加資金調達能力などのストラクチャー上の特徴がそのリスクを
どの程度軽減するかを評価する。

6.4.

口座銀行および支払代理人に対する日中およびオーバーナイト・エクスポージャー

銀行が証券化商品のキャッシュを日中あるいは（まれであるが）オーバーナイトで保管する場合、そ
の銀行の格付が Baa3 か P-3 以上でなければ、案件の債券は Aaa の格付を達成しない。キャッシュ
の保管期間がそれより長くなる場合は、セクション 6.1 で述べたアプローチを適用する。
格付が P-1 の短期の証券化商品の証券について、銀行がキャッシュを日中ベースのみで保管してい
る場合は、銀行の最低格付は P-2 となる。銀行がキャッシュをオーバーナイトかそれ以上の期間で保
管するならば、銀行の最低格付は P-1 となる。

6.5.

信託口座またはそれに相当するプロテクション

6.5.1.

信託口座の格付

投資適格等級の銀行が受託者の資格で案件のキャッシュまたは証券を分離口座に保管する場合、
あるいは案件が同等のプロテクションを与える法制（米国の法人信託口座など）の恩恵を受ける場合、
証券化商品の証券は Aaa の最高格付を達成することが可能となる。それらのキャッシュが証券と同
等の扱いの恩恵を受ける旨の法律専門家の意見が得られる場合でなければ、通常、銀行がキャッ
シュを信託資産として保管しているとムーディーズは想定しない。ムーディーズのアプローチでは、信
託口座は銀行の破綻 80に因るキャッシュフローの中断や業務中断のリスクを軽減すると評価する。
図表 12 は、案件のキャッシュまたは証券を保管している銀行口座が適格な信託口座あるいはそれ
に相当する口座と判定しうるかどうかの大まかな基準を示している。
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79

マネー・マーケット・ファンド(mf)格付は「その他のサービス」に分類される。詳細はムーディーズの関連リサーチのセクシ
ョンで入手できる「格付記号と定義」を参照のこと。

80

詳細についてはセクション 4 を参照のこと。
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図表 12

信託口座の最低格付

証券化商品の格付

Baa3 または P-3,あるいはそれ以上

Aaaa)

投機的等級

ケース・バイ・ケースで評価

a) 銀行が Baa3 の格付を失った場合、60 日以内に信託口座を格付が Baa3 以上の他の銀行に移されなければならない。
出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

ムーディーズは、(1)格付が Aaa の証券については Baa3 か P-3、(2)格付が P-1 の証券については P-2
の最低格付の閾値が満たされたならばリスクは十分に緩和されたとみなすことで、適格信託口座（あ
るいはそれに相当するもの）の提供銀行に関わるリスクに対応する。
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銀行が信託資産をオーバーナイトで（またはそれ以上長く）保管し、ムーディーズが銀行破綻時に発
行体または投資家へのその資産の迅速な引き渡しを確信できない場合（信託資産の開放が当該銀
行がとる業務アクションに従う場合など）、契約関係書類が格付が P-1 の証券化商品に対し P-1 の最
低格付の閾値を規定するのでなければ、リスクが十分に緩和されたとはみなさない。
一般に、信託口座銀行が信託口座に保管された証券の現金受取金を受領する立場にあり、その受
取金が信託口座で保管されない場合、特にキャッシュがオーバーナイトより長い期間保管される場
合は、当該信託口座銀行は、セクション 6.1 の図表で述べた受託者の資格で資産を預かるのではな
い銀行に適用される適切な口座銀行の基準を満たさなければならない。
6.5.2.

信託口座の法的側面

米国の銀行の信託部門が信託口座に資産を保管する場合、あるいは他の法管轄域において案件
が同様の状況におかれ銀行の帳簿と記録が投資家の所有権を明示的に証明している場合、破綻し
た銀行の管財人は当該口座を銀行の資産ではなく投資家の資産として扱うと考えられる。しかし、口
座提供者の帳簿と記録が案件の口座を適切に証明していない場合、口座に保管された証券は口
座提供者が破産手続きに入ったその日からリスクにさらされる。そこからある程度許容可能な遅延を
伴いながらもいくら回収できるかは、破綻銀行の内部管理の質と、投資家が権利を守るために訴訟
費用を負担するか否かにかかってくる。
米国外の法管轄域においても銀行が他者のために保管する資産が、破産、債務超過、その他の類
似手続きにおいて、銀行の資産とはみなされない状況はありうる。英米法系の法管轄域では、通常、
受託者である銀行は資産の実質所有者とはならず、破産債権の弁済を含めそれを自己目的に使
用できなくなり、信託契約は資産のリング・フェンスを達成する。

大陸法系の法管轄域では、銀行が保管する財産の扱いは、関連法規の個別規定によって決まる。
通常、銀行が受託者またはカストディアンとしての役割を引き受けたとき、あるいは法規がそのような
役割を課すときは、受益者勘定が完済されるまで、銀行の債権者はそれらの財産に遡及権を持た
ない。米国外の法管轄域の分離勘定の有効性は、財産の性格や準拠法の特殊性などとともに、法
律意見書やその他の情報に基づいて評価される。

6.6.

ファンデッド・シンセティック案件

シンセティック ABS、RMBS、CDO などのファンデッド・シンセティック案件では、証券発行の代わり金は
口座銀行が保管するか証券に投資され、投資家への元本返済の唯一の原資となる。その場合、当
該キャッシュあるいは証券が投資家への支払いの唯一の原資になるという意味で、証券化商品の信
用力は口座銀行あるいは投資商品の信用力に大きく依存する 81。
たとえば、契約関係書類が口座銀行に適用する何らの交代トリガーも規定していない場合、口座銀
行の格付が当該証券化商品の格付の上限となる。

81
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たとえば、クレジット・デフォルト・スワップに関連するリスクが無視できないシンセティック案件では、分析においてクレジ
ット・デフォルト・スワップに起因する潜在的な損失と口座銀行または投資のデフォルトによる損失の両者を考慮する。
そのため、格付委員会は口座銀行または投資の格付を下回る格付を付与または維持する場合がある。
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契約関係書類が口座銀行に適用する交代トリガーを規定している場合、ファンデッド・シンセティック
案件の格付キャップは図表 10 で説明した交代トリガーによるノッチアップ・ベネフィットと口座銀行の
格付レベルの組み合わせを反映したものになる。説明のため図表 13 にいくつかの例を示す。
図表 13

ファンデッド・シンセティック案件：説明のためのいくつかの例
口座銀行の格付あるいは投
資の基準

交代トリガーあるいは同
等の手段

ノッチアップ・ベネフィット
（図表 6 参照）

1

口座銀行の格付: A2

A2

リスクは緩和されて
いる

Aaa

2

口座銀行の格付: A3

A3

+ 3 ノッチ

Aa3

3

口座銀行の格付: A3

Baa3

+ 1 ノッチ

A2

4

投資: Baa2

該当しない

該当しない

Baa2

5

口座銀行: A3
投資: Baa2

交代トリガーなし

該当しない

Baa2（口座銀行の格付
より弱い投資の基準）

口座銀行の格付: Ba1

Ba3

格付キャップ
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例

6

0 ノッチ

Ba1

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス
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7. 相殺リスク
デフォルトした金融機関の債務者が自らがその金融機関に持つ金融資産を用いてその債務を相殺
することが法律で認められるケースがある。そのような債務に証券化商品あるいはカバード・ボンドの
裏付けとなる債権の返済義務が含まれることがある。ムーディーズは、相殺権あるいは実質的に同
等の経済効果を発生させる治癒措置が法的に認められる場合、相殺リスクの評価を行なう 82。
相殺は、たとえば、（オリジネーターである）銀行のデフォルトに伴い、債務者が預金残高をローン残
高と相殺する場合などに発生する。同様の相殺は、レッサーが証券化された自動車リース契約に基
づくサービシングとメンテナンスの義務を怠った場合に、レッシーがそれに伴う損害の賠償をリース料
支払いと相殺できるケースにも発生しうる。

CO RE
M QU
M E
EN ST
T FO
CL R
O
SE
D

相殺リスクは法管轄域と案件ストラクチャーごとに異なる。同時に相殺リスクの緩和要因も様々な形
をとる。相殺準備金など案件に特有の緩和要因もあり、証券化の裏付債権のローン契約に関連した
緩和要因もある。後者は相殺権放棄が執行可能な場合と執行不可能な場合がある。

7.1.

預金に関連した相殺リスク

相殺リスクは普通、銀行預金と金融機関に負う債務とを相殺する場合に発生する。一部でも預金保
険の対象とされる個人向け預金の場合はそのリスクは小さい（富裕層が債務者となるケースなど一
部は除く） 83。個人向け預金は比較的小額で、預金補償限度を超えるエクスポージャーが残ることは
少ないことがその理由である。とはいえ、預金保険制度がない法管轄域や、預金残高が多額になる
大企業あるいは公的セクターの債務者の場合はリスクが高くなりうる。
図表 14 は、説明の便宜のため、ムーディーズが用いる預金相殺リスクの分析プロセスを 4 つのステ
ップに分解して図解したものである。
図表 14

預金相殺リスクの分析の 4 つのステップ
ステップ1: 預金
保険とその他の
緩和要因を評価
する

• 預金保険の範
囲と利用可能
性の確認
• その他の緩和
要因の評価

ステップ2：プー
ル特性を分析す
る

• 債務者のタイ
プの評価、
• 市場環境、
• ローン商品

ステップ3：預金
相殺のエクスポ
ージャーを評価
する

• 預金相殺リス
ク・エクスポー
ジャーの判定

ステップ4：期待
相殺損失の増分
を考慮する

• 信用分析にお
いて期待損失
の増分を考慮
する

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

ステップ 1：預金保険とその他の緩和要因を評価する

分析の第一段階では、相殺リスクを十分に緩和する規制上、法律上、あるいは案件固有の特徴の
有無を判定する。相殺リスクが十分に軽減されているとの結論が得られれば、ここで分析は終了する。
一方、相殺リスクが一部緩和されていないとの結論が得られれば、ステップ 2 からステップ 4 の手順
に進む。

預金が預金保険制度の対象とされる場合、銀行破綻時に預金保険が支払いを行い、債務者が銀
行に負う債務を預金で相殺する必要性を減少させることで、どの程度リスクが軽減されるかを分析す
る。そこでは、預金保険制度の有無、補償限度、対象となる預金の種類などを検討する。
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82

たとえばオーストラリアのオンブズマン・スキームやダッチ・ディフェンスなど。

83

欧州連合(EU)、オーストラリア、日本、米国はそのような預金保険システムを持つ。
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通常、政府は預金保険の対象預金を保護しようとし、また預金保険制度のデフォルトはシステミック
で深刻な金融不安を示唆するものとムーディーズは想定する。具体的にいうと、保険対象預金が引
出不能となるリスクは自国通貨建て預金のカントリー・リスク・シーリングとして捉えられる当該国の預
金封鎖リスクに相当するとムーディーズはみなす。ムーディーズが付与する証券化商品とカバード・
ボンドの格付は自国通貨建て預金のカントリー・シーリングの対象となるため、保険対象預金に係わ
る預金相殺エクスポージャーを別途考慮することはしない。
案件あるいはプログラムに預金保険制度またはそれに相当する政府保証のない国の資産が含まれ
る場合、ムーディーズは預金相殺リスクをケース・バイ・ケースで評価する。
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ムーディーズはまた、それ以外の法的、規制上、あるいは案件特有の緩和要因が相殺リスクを消滅
させる度合いも評価する。当該銀行が破綻する前に期日が到来した債務の未払部分のみに債務者
の相殺を認める（それによりリスク・エクスポージャーが制限される）スペインの法律はそのような法的
緩和要因の一例である。一部の法管轄域では、商業貸出契約に織り込まれた相殺権放棄規定によ
って相殺リスクが緩和される場合がある。民間融資契約の債務者にそのような権利放棄が法的に認
められる米国は、概ねこのケースに当たる。

案件に特有の緩和要因には、(1)預金相殺リスクを伴う裏付債権の売却を除外する適格基準、(2)預
金相殺による損失に充当する準備金の積み増し、(3)相殺リスクが規定の閾値内に収まる旨の案件
カウンターパーティーの適切な表明、などがある。

最後に、市場環境、そして当該銀行オリジネーターが明確な銀行破綻処理・再生制度の対象となる
か否かを検討する。たとえば、運営可能な破綻処理制度が適用される欧州経済地域において、規
制当局がいくつか持つオプションの中から預金をベイルインする選択を行なった場合、それは法的相
殺権を消滅させる効果を持つ可能性があるとムーディーズは考える 84。規制当局から情報が得られ
る限り、ムーディーズはそれを検証した上、分析に織り込む可能性が高い。

ステップ 2: プール特性を分析する

ステップ 2 では、証券化の対象とされる、あるいはカバー・プールとして用いられるポートフォリオのタ
イプを評価する。たとえば、ポートフォリオが個人債務者向け担保付きローン（住宅ローンなど）のグラ
ニュラー（granular）なプールで構成され、預金保険が個人向け預金を保護する場合、保険の対象
外とされる預金残高は極めて少なくなるのが普通なので、銀行破綻時の分析に影響する要因には
ならない。したがって、グラニュラーな個人向け債務のプールでは、損失の増分を分析に含めない。

例外的に、富裕層 85個人への集中が大きいポートフォリオについては、預金相殺リスクを評価する。
たとえば、預金残高が積み上がる預金連動型の個人向け住宅ローンで構成されるポートフォリオは
例外として扱う場合がある。これらのケースでは、ステップ 3 とステップ 4 に述べる分析を行なう。
企業またはそれに準じる債務者、あるいは公的セクターの事業体を含むポートフォリオでは、相殺リ
スクのエクスポージャーをより詳細に検証する（ステップ 3 と 4 参照）。それらの預金は補償限度（適
用される場合）を大幅に超過するケースが多いことがその理由である。これらの債務者は通常、個人
顧客よりも高度の金融知識を有しており、経営が悪化した銀行から直ちに預金を引き出すことが予
想されるとはいえ、リスク・エクスポージャーは大きくより複雑になりがちである。
ステップ 3：預金相殺のエクスポージャーを評価する

ムーディーズは通常、下記の計算式１を用いて預金相殺エクスポージャー（G)を決定する。分析に
あたって想定する流出率は、オリジネーターがデフォルトする前に引き出されると見込まれる債務者
の預金の比率を示している。企業、公的セクターの事業体など、高度の金融知識を有する債務者に
は 25%の流出率を想定する。主に富裕層個人からなる個人向けプール、あるいは預金連動型の住
宅ローン商品が主体となる個人向けプールを含め、その他の全ての債務者には 15%の流出率を想
定する。回収率は 45%を想定しているので、ネットのエクスポージャーは 55%となる。
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84

法管轄域によっては、預金者が実質的に相殺と同じ効果をもつ支払拒否の抗弁権を主張する場合がある。

85

ムーディーズはこの想定を、職業的家主の集中度が高い特定のプールにも適用する。
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説明のため、図表 15 に 2 つのタイプの債務者について 2 つの例 86を示した。
計算式 1:

預金相殺エクスポージャー (%):
G = (MAX(MIN(C x (1-D) – B , A),0) * E) / A
ここで:
A: 債権残高、証券化ローンの残高など
B: 該当する補償限度
C: 債務者の預金残高
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D: 流出率（%）、債務者のタイプによる（個人 15%、企業・中小企業・公的セクター25%）
E: 無担保債権に生じる損失、通常 55%

図表 15

預金相殺エクスポージャーの計算（例示）
例

債権残高（A）
預金保険

補償限度（B）

預金残高（C）

中小企業ローン

富裕層個人向けローン

合計

400,000

250,000

650,000

あり

あり

100,000

100,000

150,000

125,000

流出率（D）

25%

15%

無担保債権に生じる損失（E）

55%

55%

F = MAX(MIN(C x (1-D) – B , A),0) x E

計算（金額）（F）

預金相殺エクスポージャー（金額）

6,875

10,313

G=F/A

計算（%）（G）

預金相殺エクスポージャー（%）

3,438

1.7%

1.4%

1.6%

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

クロージング時に債務者別の預金情報を入手できない場合、預金総額のうち保険でカバーされない
部分の比率を推計する。預金者が企業または公共セクターの事業体のいずれかの場合、通常、少
なくとも預金総額の 50%が保険の対象外と想定する。事例としては限られるが、預金残高が多額に
なる預金連動型の住宅ローンを含む個人向けプールに関わる預金相殺の評価では、預金総額のう
ち、保険の対象外となる部分は、通常、10%から 20%の間で想定する。
預金相殺エクスポージャーがポートフォリオ残高の 1.5%未満の案件については、リスクは信用評価
要因にはならないと想定し、ステップ 4 には進まない。その他の案件については、分析に次に述べる
損失の増分を織り込む。
ステップ 4：信用分析において期待相殺損失の増分を考慮する

証券化商品 87の分析の最終ステップでは、通常、預金相殺エクスポージャー（ステップ 3 参照）と相
殺の発生確率に基づいて期待損失の増分を決定する。そこでは、オリジネーターの格付に内在する
デフォルト確率を用いる 88。オリジネーターの信用力が不明な場合は、通常、期待損失の増分を計
算する上での相殺が発生する確率を 100%と想定する。
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86

本稿で用いたサンプルやその他の事例はすべて説明目的であり、代表的でも網羅的でもない。

87

銀行のデフォルト確率はカバード・ボンドの分析に既に織り込まれているので、本ステップはカバード・ボンドの分析には
関係しない。

88

詳細についてはセクション 2.2 と付録 1 を参照のこと。
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7.2.

その他の相殺リスク

証券化商品とカバード・ボンドは、預金以外の契約上の請求権から発生する相殺リスクにもさらされる。
そのようなケースでも、緩和要因の評価を行ない、それが不十分と考えられる場合は、相殺によって
生じうる期待損失の増分を決定する。
特に企業あるいは公共セクターの事業体は、デリバティブ契約や非預金商品による運用など、様々
な契約に基づくオリジネーター銀行に対する債権を有する場合が多い。それらの請求権に関連する
エクスポージャーと預金相殺エクスポージャーの合計がクロージング時のポートフォリオ残高の 1.5%
（緩和要因考慮後）を超過する場合、セクション 7.1 で説明する損失の増分を考慮する。
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一部市場では債務者が金融契約に関連した保険契約を締結することがある。保険提供者がデフォ
ルトすると相殺リスクが生じうる。他のタイプの相殺リスクと比較して、保険関連の相殺リスクは案件の
存続期間中、大幅に拡大することがある。たとえば、債務者が定期的に保険契約に基づく保険料を
支払うことで間接的にローンを償還するケースなどがこれに当たる 89。
オリジネーターの従業員向けローンを含むポートフォリオを証券化する案件では、ケース・バイ・ケー
スでオリジネーターのデフォルト時のリスク・エクスポージャーを分析する。当該案件が従業員向けロ
ーンのみで構成されるかその割合が大きい場合、オリジネーターのデフォルトを含むシナリオを検討
して、案件が被りうる損失の増分を測定する。

89
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詳細については付録 10 を参照のこと。
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8. モニタリング
本格付手法で説明したアプローチの主要部分は過去の実績および経験も含め、通常、証券化商品
およびカバード・ボンド・プログラム（該当する場合）のモニタリングにも適用される。ただし本格付手法
には時間とともに重要度が低下するアプローチも含まれており、それらはこの限りではない。
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格付および格付トリガーへの言及：ムーディーズは、証券化商品あるいはカバード・ボンド・プログ
ラム（該当する場合）に固有のカウンターパーティー・リスクを評価するため本格付手法で述べた
アプローチを用いて案件当事者の信用力を評価する一方、モニタリング分析においては様々な
ソースから得られる信用情報とカウンターパーティー情報を検討する。たとえば、契約関係書類
に包括的にカウンターパーティーの役割や信用関連の基準が規定されている期間が経過した
案件については、市場情報や市場慣行を活用する。当事者が明示されていない案件では、定
期的に受託者など利用可能な当事者に主要な役割を担う当事者を確認することがある（セクシ
ョン 2.2 参照）。
スワップ・カウンターパーティー・エクスポージャー： 案件がヘッジを失うリスクに関連して投資
家の期待損失に影響する状況の変化について、通常モニタリングする（セクション 3 参照）。

オペレーショナル・リスク：サービサーの存続可能性の評価は案件の存続期間中、変化しうる。
存続可能性に対するムーディーズの評価が変化した場合、案件において考慮可能な緩和要因
をより詳細に検証する必要が生じる。一般的に、財務的キャッシュフロー中断リスクの分析に影
響を与えうる案件の特徴が変化した場合には、より詳細な評価を実施し、分析プロセスの一環と
して修正結果を織り込む。（セクション 4 参照）。

コミングリング・リスク：法的環境の変化により証券化商品のコミングリング・リスクの判定に適用す
るムーディーズのグローバルな想定を見直すことがある。案件存続期間中にサービサーの格付
レベルが Baa3 以下に引き下げられた場合、ムーディーズは通常、期待コミングリング損失とそれ
が残存格付証券に与える影響を評価する。サービサーの格付レベルが Baa2 以上に引き上げら
れた場合、通常、格付分析に期待コミングリング損失を織り込むのを止める（1 ヵ月分のコミングリ
ング損失を想定している場合）（セクション 5 参照）。
口座銀行および投資に関連するリスク：口座銀行が案件の指名当事者となっている場合、通常、
それらの銀行の格付変更とそれが交代トリガーやその他の条件に与える影響をモニタリングする。
口座銀行が案件の指名当事者になっていない場合は、可能な限り、契約関係書類の中で口座
銀行に要求される条件あるいは他の情報源に基づいて口座銀行のリスクを分析する。一時投
資に関しては、該当する場合、投資基準に基づいて判定する。ムーディーズは随時、格付キャ
ップの適用範囲を評価し、必要があれば閾値および格付キャップを見直す（セクション 6 参照）。
相殺リスク： 法制（預金保険制度を含む）あるいは市場環境が変化することで、預金相殺に関
するグローバルな想定を見直すことがある。クロージング時の預金相殺エクスポージャーが 1.5%
を超えると評価された企業ボロワーのポートフォリオは、通常、案件の存続期間を通じてポートフ
ォリオの残高に対するエクスポージャーの比率は一定に維持されると想定する。契約関係書類
で預金相殺やその他の相殺エクスポージャーに制限が加えられていない場合、情報が入手可
能であれば、定期的にリボルビング案件の見直しを実施する場合がある（セクション 7 参照）。
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付録 1： 格付と格付トリガー・レベルへの言及
（セクション 2.2 の「格付と格付トリガーへの言及」を参照のこと）

A)
スワップ・カウンターパーティー・エクスポージャーに係わる格付と格付トリガー・
レベルへの言及
本格付手法において、スワップに関する格付トリガー・レベルあるいはスワップ・カウンターパーテ
ィーまたは保証人の格付に関する全ての言及は CR 評価を指すものとする。ただし以下のパラグ
ラフ A)2 の規定に従う。
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本格付手法においてスワップに関する格付トリガー・レベルへの言及が CR 評価を指す場合、シ
ニア無担保債務（またはそれに相当するモニタリングされる格付）を参照するトリガーや預金格
付を参照するトリガー 90に対しても同等の価値があるものとみなす 91。
CR 評価が付与されていない主体については、ムーディーズが最適と考える代わりの指標を用い
る。それは、当該主体のシニア無担保債務格付（またはそれに相当するもの）または預金格付
などから導かれる。
パラグラフ A)1 に対する例外として 92：
a.

(i)スワップ・カウンターパーティーがスポンサーであるかスポンサーと同じ企業グループに属
し、かつ(ii)スワップ・カウンターパーティーの債務に完全に担保が付されていない可能性が
高い場合（下記参照）、スワップに関する格付トリガー・レベルへの全ての言及はシニア無担
保債務格付（またはそれに相当するモニタリングされる格付）を指し、スワップ・カウンターパ
ーティーの格付に対する全ての言及はスワップ・カウンターパーティーのシニア無担保債務
格付（またはそれに相当するもの）を指す。

b.

(i)保証人（該当する場合）がスポンサーであるかスポンサーの企業グループに属し、かつ(ii)
スワップ・カウンターパーティーの債務に完全に担保が付されていない可能性が高い場合
（下記参照）、スワップに関する格付トリガー・レベルの全ての言及はシニア無担保債務格付
（またはそれに相当するモニタリングされる格付）を指し、保証人の格付に対する全ての言
及は保証人のシニア無担保債務格付（またはそれに相当するもの）を指す。

上記パラグラフ A)2 において、Baa2 以上に設定された「担保トリガー」 93が存在する場合、それらのトリ
ガーが CR 評価に関するものであれ、シニア無担保債務格付（あるいはそれに相当するモニタリング
される格付）に関するものであれ、通常、スワップ・カウンターパーティーの債務には完全に担保が付
されている可能性が高いと想定する。

B)
言及

他のカウンターパーティー・リスクに係わる格付および格付トリガー・レベルへの

サービサー、サービス提供者、支払代理人、または信託口座提供者としての銀行の格付への
言及は、一般に、当該事業体の CR 評価を指す。

預金受入機関としての銀行の格付への言及は、通常、当該主体の預金格付を指す。

47

APRIL 21, 2017

90

すなわち、スワップ・カウンターパーティーおよび/または保証人の格付を参照する交代トリガーと担保トリガー（付録 2 の
「ステップ 1 のガイダンス」のガイダンス・ノート 2 で定義するもの）

91

例を挙げると、カウンターパーティーの CR 評価が A2 で交代トリガーが A3 の喪失に設定されているならば、契約関係書
類のトリガーがカウンターパーティーのシニア無担保債務格付を参照するか CR 評価を参照するかに関わりなく、そのト
リガーは 2 ノッチのノッチアップを可能にする（他のノッチアップを考慮しなければヘッジが失われる可能性は Aa3 とな
る）。これは、トリガーに抵触する前に適用され、トリガー抵触の治癒策が実行されなければ再評価される。

92

スワップ・カウンターパーティーの債務が破綻処理においてベイルインの対象とされない場合は、ここでいう例外は適用
されない。

93

付録 2 の詳細なガイダンス・ノートのステップ 1 の 2 を参照のこと。
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非預金商品に関連する相殺リスクなど限られた状況におけるオリジネーターの格付への言及は、
通常、当該事業体のシニア無担保債務格付（またはそれに相当するもの） 94を指すものとするか、
カバード・ボンドの場合はカバード・ボンドをサポートする銀行の CR 評価を指すものとする。
パラグラフ B)1 に対する例外として、事業体が CR 評価を有しない場合は、当該主体のシニア無
担保債務格付（またはそれに相当するもの）あるいは場合によりその預金格付（またはそれに相
当するもの）などから導かれるムーディーズが最適と考える代わりの指標を用いる。
パラグラフ B)2 に対する例外として、預金受入機関が預金格付を有しない場合は、たとえば当該
主体のシニア無担保債務格付（またはそれに相当するもの）から導かれるムーディーズが最適
と考える代わりの指標を用いる。
発行体がディールのドキュメンテーションに記載したシニア無担保債務格付を参照する口座銀
行の格付トリガーの価値と、預金格付 95を参照する格付トリガーの価値は同等と考える。
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発行体がディールのドキュメンテーションに記載したシニア無担保債務格付あるいは預金格付を
参照する格付トリガーの価値と、CR 評価を参照するトリガーの価値は同等と考える。

案件当事者が利用可能な格付を有しない場合には、それに代わる指標を用いて当該案件当事者
の信用力を評価する。それらはたとえば次のようなものである。
格付のある主体の支店：格付対象主体から支店の格付を推定する。そのような判定に当たって
は、当該支店所在国のソブリン信用力、自国通貨・外貨建てカントリー・シーリングに関連する格
付キャップ（該当する場合）、当該支店が服する規制制度など、いくつかの要素を考慮に入れる。

格付のある主体の子会社：オペレーショナル・リスク、相殺リスク、コミングリング・リスクの評価に
当たっては、関連分析チームの助言を得て、オリジネーターあるいはサービサーの格付をその
大株主の格付と同等と判定することがある。そのような場合、定量的要因だけでなく、当該主体
が格付のある親会社の連結対象か、財務支援を受けるかなど定性的要因を分析に含めること
がある。ムーディーズのアプローチは当該子会社に関連する格付が存在することを意味しない。
ムーディーズは、当該子会社がその役割と機能を継続して履行する可能性を評価するにとどま
る。

合弁事業やパートナーシップなどその他の関係：オリジネーターあるいはサービサーにそのような
契約関係が該当する場合、個別ケースの事実関係を検証することで、格付のない当事者が格
付のある事業体からサポートを受ける可能性を判定する。

その他の代替手段：モニタリングされる公表格付を入手できない場合、非公表格付あるいはクレ
ジット・エスティメートを考慮することがある 96。
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94

預金関連以外の相殺リスクを評価する場合は、当該事業体の CR 評価を参照値として用いることがある。また、リスクが
保険会社に関わるものである場合、保険財務格付を用いることがある。

95

例を挙げると、口座銀行の預金格付が A2 で交代トリガーが A2 の喪失に設定されているならば、契約関係書類のトリガ
ーが口座銀行のシニア無担保債務格付を参照するか預金格付を参照するかに関わりなく、口座銀行のリスクは緩和さ
れ格付は Aaa となる。これは、交代トリガーの抵触前に適用されるものであり、トリガー抵触の治癒策が実行されなけれ
ば、トリガーの価値を再評価する。

96

詳細については、ムーディーズの関連リサーチのセクションで入手できるクレジット・エスティメートに対するムーディーズ
のアプローチを参照のこと。
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付録 2： スワップ‐詳細なガイダンス・ノート
（背景についてはセクション 3 の「スワップ・カウンターパーティー・エクスポージャー」を参照）

ステップ 1 のガイダンス・ノート: ヘッジを失う確率
ヘッジを失う確率は、カウンターパーティー（もしくは保証提供者 97）の格付に対してノッチアップ
調整することによって得られる格付で示される。ヘッジを失う確率が Aaa の場合は、スワップとの
リンクが現状の格付に影響を及ぼすことは通常はなく、ステップ 2 から 4 は適用されない 98。
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「交代トリガー」は、カウンターパーティーがスワップを譲渡するか、トリガー・レベル以上の者から
保証（または同等のもの）を取得することを求められない 99格付の下限を指す。「担保トリガー」は、
カウンターパーティーが関連する担保条件に従って担保の拠出を求められない格付の下限をさ
す 100。
シングル A レンジ（あるいはそれを上回る水準）での交代トリガーは、2 ノッチのノッチアップ調整に
つながる。Baa1 での交代トリガーは、1 ノッチのノッチアップ調整につながる。Baa1 を下回る格付水
準の交代トリガーは価値がないとみなす。
担保トリガーの価値は、トリガー・レベルと、カウンターパーティーが拠出する担保の額の両者によ
って決まる。

このレポートにおいて、(1)「オリジナル担保計算式」および「エンハンスド担保計算式」は、付録 3
に記されている計算式を意味し、(2)「オルタナティブ担保計算式」は、担保額がスワップの MTM
を下回らない水準を導き出すその他全ての計算式を指す。いずれの場合も付録 3 の評価掛目
と組み合わせて使われる 101。その他の担保に関する規定には価値がないとみなすのが一般的
である。

A3 以上に設けられた担保トリガーは、オルタナティブ、オリジナルもしくはエンハンスド担保計算
式と組み合わせることにより、それぞれ 1、2、3 ノッチのノッチアップ調整につながる 102。Baa1 もし
くは Baa2 にトリガーが設けられている場合には、A3 に設定されている場合よりも 1 ノッチ分寄与
度が低くなるが、Baa2 の担保トリガーは 1 ノッチアップを上回る調整につながることはない。また通
常は、Baa2 を下回る担保トリガーには価値はないと考えている。
担保提供期間がいったん開始されれば 103、実際のトリガー・レベルがどこに設定されているかに
関わらず、ノッチアップの調整幅は担保トリガーが A3 以上に設定されているのと同じと考える。

格付トリガーが、そのときどきのノートの格付を参照して定義される場合は価値がないとみなす。
ヘッジが失われた時点で、発行体がスワップに関して OTM となっている可能性が高いと十分に
考えられる場合には、発行体はデフォルトする OTM スワップの入れ替えにあたって担保を要しな
いため、全体のノッチアップ調整を 1 ノッチ追加する場合がある。カウンターパーティー（もしくは
保証提供者 104）が A3 以上に格付されていれば、現時点でスワップが発行体にとって ITM となっ
ている場合でも、一般にこのノッチアップ調整を適用する。
スワップ契約が、付録 5 の標準的なスワップ・フレームワークと実質的に整合（前述のガイダン
ス・ノート 4 にあるように、担保計算式と評価掛目に関することは除く）していない場合、格付トリガ
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97

ステップ 1 のガイダンス･ノート 13 を参照のこと。

98

例外として、ヘッジを失うことによる損失が、関連するトランシェの 50%を上回る場合には、ヘッジを失う確率が Aaa であ
っても、スワップとのリンクが Aaa のノートの格付に影響を及ぼす可能性がある。この場合は、リンクを考慮する前の Aaa
格付の強さ等、関連する全ての要因を勘案してケース・バイ・ケースで評価する。

99

治癒措置は、治癒措置をとらないことが追加終了事由(Additional Termination Event)もしくはデフォルト事由(Event of
Default)に相当する場合に、「求められている」とみなされる。

100

担保トリガーが複数ある場合には、最も高いノッチアップ調整につながるトリガーを参照する。

101

付録 3 の担保計算式は、ステップ 2 の表に含まれる通貨に適用される（ステップ 2 のガイダンス･ノート 6 を参照）。

102

求められる担保額が MTM を下回る可能性がある場合には、そのトリガーは価値がないとみなす。

103

脚注 17 を参照のこと。

104

自動終了が適用される場合を除く。ステップ 1 のガイダンス･ノート 12 を参照のこと。
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ーによるノッチアップ調整を通常は 1 ノッチ減らす 105。整合していない点が、交代トリガーと担保ト
リガーの両方に関係する場合は、交代トリガーに関してのみ 1 ノッチのヘアカットを行う（但し、交
代トリガーに関するノッチアップ調整がすでにゼロとなっている場合は、担保トリガーの方に 1 ノッチ
のヘアカットを行う。）
限定的な数の範囲内でマイナーな基準に合致していなくても、標準的なスワップと実質的に整
合しているとみなすことは可能である。実質的に整合していることを阻む特性としては、(1)クレジ
ット・サポート・アネックスが締結されていない、(2)トリガーに関する ATE（追加終了事由）およびデ
フォルト事由からの乖離、(3)「エクスポージャー」の定義の修正からの乖離、(4)期間が限定され
ている交代義務、あるいは業務上合理的な努力を行うということよりも低い基準が設定されてい
る場合、ならびに(5)終了時の計算方法の修正からの乖離などがあげられる 106。
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担保トリガーに抵触した場合は即座に、発行体は担保を、(1)A3 以上の有効な口座移転トリガー
が設定されている上で、カウンターパーティーの口座におくか 107、(2)A3 以上の格付を有する第
三者の金融機関か提供する口座におくか、あるいは(3)発行体の利益のために有効にリング・フ
ェンスがなされている口座におく、と通常は考えている 108。この想定を確認できない場合、あるい
は口座銀行が A3 を下回る格付に格下げされた場合、口座銀行が、Baa1-Baa3 に格付されてい
る第三者の金融機関である場合（その場合、担保によるノッチアップ調整を 1 ノッチ減らす）を除
き、通常は担保によるノッチアップ調整をゼロに減らす。
状況によっては、発行体がノートを予想される支払日(anticipated repayment date (ARD))に早期
支払するオプションを行使する可能性によって、スワップの MTM が大きく左右される。行使され
る可能性は、証券化された資産を発行体からオリジネーターが買い戻す能力に通常は依拠す
る。従って、オリジネーターがデフォルトした場合、スワップの MTM は増加する可能性が高い。オ
リジネーターとカウンターパーティーが同一の会社である場合、この MTM の上昇は発行体が新
しいカウンターパーティーを探し始めたときに起こることになり、カウンターパーティーがデフォルト
前に提供した担保は、交代スワップのために支払う額には満たないことが十分に考えられる。こう
した状況、すなわち(1)ARD が設定されていて、かつスワップの MTM が ARD において早期支払が
行われる可能性に左右され 109、(2)スワップがオリジネーターにより提供され 110、かつ(3)早期支
払を実現するために発行体はオリジネーターに資産を売り戻さなければならない場合、CSA にお
いて必要担保額を決定するにあたっては、こうしたオプションは存在しないものとみなすとなって
いない限り、担保提供条項は価値がないものと通常はみなす。

ケースによっては、スワップのカウンターパーティーは、発行体の同意を当該時に得ることなく、
その権利と義務を他者に譲渡する権利を持っていることがある 111。この場合、新しいカウンター
パーティーの格付が、交代して去っていくカウンターパーティーの格付よりも低くなることもありうる。
Aa3 以上の格付のカウンターパーティーに、発行体の同意なしにいつでも譲渡する権利が契約
上みとめられている場合には、通常はヘッジを失う確率を決定するにあたってカウンターパーテ
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105

標準的なスワップ・フレームワークのうち、カウンターパーティーのリンクとは関係のない条項に関して整合していない
場合（付録 5 の脚注 160)、ステップ 1 には関係がなくとも、他の理由でノートの格付に影響することがありうる。カウンタ
ーパーティーの交代する権利ならびに自動終了事由に関連して不整合な場合は、ステップ１のガイダンス･ノート７とは
関係なく、ステップ 1 のガイダンス・ノート 10 および 12 で別途対処する方法が述べられている。

106

オルタナティブ担保計算式が適用される場合（あるいはステップ 1 のガイダンス･ノート 11 および 12 により、適用される
とみなされる場合）、終了時の計算方法の修正からの乖離のみによって、ガイダンス・ノート 7 に基づいて 1 ノッチのヘア
カットとなることはない。

107

銀行の格付があらかじめ定められた水準を下回った際に、適切な期間の内に銀行の交代が行われると考えられる場
合は、口座移転トリガーを「有効」とみなす。

108

口座提供者が倒産しても、破産財団の一部を構成するとはみなされず、大きく遅れることなく発行体に渡されるのであ
れば、担保は、発行体の利益のためにリング・フェンスがされているものとして通常は扱う。

109

たとえば、ノートの支払が行われ、対応する MTM の支払がなされないままスワップの名目額がゼロになる場合等。

110

発行体が予想される支払日(ARD)にオリジネーター以外の主体にノートの支払のための資金を依存する場合、ガイダン
ス・ノート 9 の「オリジネーター」は、当該主体を指す。

111

発行体の同意なしに譲渡する権利は、契約書によって定められていることもあれば、法管轄によっては倒産法の運用
によって定められていることもある。
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ィーの格付を 1 ノッチ下に調整する 112。一方的に譲渡する権利は、発行体にとって他にもネガテ
ィブな影響をもたらす可能性がある 113。
スワップ・カウンターパーティーが証券のトラスティー（または同様の役割）も務めている場合、カ
ウンターパーティーのデフォルト後にスワップを交代させる手続が例外的に長くかかる可能性が
あり（事務的な遅れによる） 114、交代にかかるコストが、提供された担保額を上回るという重大な
リスクに案件がさらされることになる。それ故、こうした状況においては、いずれの担保計算式を
使う場合においても、オルタナティブ担保計算式が適用されるものとみなして担保の価値を決
定する。
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法律の運用上であれ契約によってであれ、カウンターパーティーが債務超過となったことにより、
スワップの自動終了が適用される場合、発行体に支払うべきコストは全て、カウンターパーティ
ーが債務超過となった時点でのスワップの MTM を参照して額が決められるのが一般的である。
従って、交代スワップの支払に使える担保の額（あるいは、カウンターパーティーの保証提供者
から受け取った額）は、自動終了時のスワップの MTM が上限となり、新たなカウンターパーティ
ーが見つかった時点で MTM が上昇していれば、交代スワップに支払う額には足りなくなる。こう
した理由から、スワップが自動早期終了の対象となる場合には、担保トリガーの価値を、いずれ
の担保計算式を使う場合においても、オルタナティブ担保計算式が適用されているものとみなし
て評価する。

さらに、自動終了が適用され、かつフリップ条項 115がないか、あるいは当該法管轄域においてフ
リップ条項の有効性について重大な法的不確定性がある場合には、発行体は、(1)発行体にとっ
て、その時点では OTM である場合でも、自動終了時とスワップの交代が行われるまでの間のス
ワップの MTM の動きと、(2)追加的な流動性リスク 116（終了コストの支払がシニアに位置づけられ
ている可能性があることから）にさらされている可能性があり、それぞれケース・バイ・ケースで評
価することになる。自動終了の対象となる保証付スワップについては、追加的な考慮が必要とな
る 117。
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112

（1）格付が Aa3 以上の保証提供者（もしくはスタンドバイ・スワップの提供者）が存在し、（2）自動終了が適用されず、（3）
カウンターパーティーに発行体の同意なしに何時でも譲渡する権利が契約上みとめられている場合も、この調整を適用
する場合がある。

113

スワップのカウンターパーティーがデフォルトすると、発行体は通常、デフォルトが続いている限り、スワップに関して支
払を行うことは求められない（「未払額」）。(ISDA マスターのセクション 2 (a) (iii))。このような状況下では、(1) 発行体がス
ワップの支払に使おうとしていたキャッシュが、ウォーターフォールに従って流れていくことで案件から失われてしまい、
(2)デフォルトしたカウンターパーティーが、別のカウンターパーティーにスワップを譲渡する権利をいずれかの時点で行
使してしまい、その結果デフォルトが治癒され、未払額の合計を新たなカウンターパーティーに一括で支払う義務が生じ
てしまい、また(3)発行体は、この一括で支払わなければならない額をタイムリーに払うことができず、その結果デフォル
トする者となってしまい、シニアの位置づけで終了コストを支払わなければならなくなるかもしれない、というリスクが存
在しうる。このリスクは、証券化商品に関するスワップがデフォルトした際には現実化しなかったことを述べておく。（発行
体は、(1)デフォルトしたカウンターパーティーに支払を続けるか、(2) 未払額を別口座にとっておいたか、あるいは(3)デフ
ォルトしたスワップを自ら交代させた、からである。）しかしながら、譲渡する権利を有するカウンターパーティーがデフォ
ルトし、OTM となっている発行体が前述のいずれかの行動をとらない場合は、そのリスクを格付分析に織り込むことが
ある。

114

こうした状況は、ヨーロッパの CMBS 案件において、デフォルトした一部のスワップに関連してみられ、交代手続きに約 1
年かかった。

115

フリップ条項とは、発行体がデフォルトしたカウンターパーティーに対して負うスワップ終了コスト全てを劣後とする条項
である。（自動終了の対象にならないスワップについては、フリップ条項がなくても（あるいは、フリップ条項に法的強制
力があるか否かが不確実な場合でも）、通常は格付に影響しない。スワップがデフォルト時に発行体にとって OTM であ
る場合、スワップ終了コストの劣後が法的に確実でない限り、発行体がまず交代スワップを契約せずに、デフォルト・ス
ワップを終了することはないとムーディーズは考えている。交代スワップの契約後、発行体は古いスワップを終了させる
と同時に、新たなカウンターパーティーからプレミアムの支払を受け、それを用いてデフォルトしたカウンターパーティー
に対する終了コストの市場価値部分をカバーする。）

116

ステップ 4 のガイダンス･ノート 3 を参照のこと。

117

保証付きスワップが自動終了の対象となる場合、保証提供者ではなく、カウンターパーティーの格付にノッチアップを適
用する。こうしたスワップでは、交代トリガーに抵触する前にスワップが終了することがありえるため、保証提供者の格
付に基づく交代トリガーは通常プラスには考慮できない。しかし、保証が自動終了後の終了コストの支払（該当する場
合には、法律の運用上求められる支払も含む）を全てカバーするのであれば、ステップ 1 のガイダンス･ノート 12 および
13 の対象となるあらゆる担保トリガーを、カウンターパーティー格付のノッチアップ調整としてプラスに考慮する。
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スワップ・カウンターパーティーの支払債務に無条件の保証が付されている場合（あるいはスタン
ドバイ・スワップに関する取決めがある場合） 118、ノッチアップ調整は、(1)保証提供者（もしくはスタ
ンドバイ・スワップの提供者）の格付と、(2)カウンターパーティーの格付のいずれか高い方に対し
て適用される 119。
(1)カウンターパーティーと保証提供者（もしくはスタンドバイ契約の提供者）が関係先とはなって
おらず、(2)スワップの自動終了事由が適用されず 120、かつ(3)カウンターパーティーと保証提供
者（もしくはスタンドバイ・スワップの提供者）の両者の格付が Ba3 以上であれば、ノッチアップ調
整をさらに 1 ノッチ（最も低い格付が Ba レンジの場合）もしくは 2 ノッチ（最も低い格付が投資適格
の場合）追加することで、ジョイント・サポートのプラスの影響を通常は反映させる。
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トリガーに抵触した後、治癒措置をとるというカウンターパーティーの義務を保証がカバーしない
場合には、当該トリガーは価値がないものとみなすのが通常である 121。しかしカウンターパーティ
ーが保証提供者の 100%子会社で、同様の名称となっており、かつ一定の条件を満たす場合 122、
治癒措置をとる義務が保証の対象となっていなかったとしても、格付トリガーは保証提供者の格
付に対してノッチアップ調整を行うことに寄与することがありうる 123。このように保証の対象が限定
されている場合は、前述のガイダンス・ノートのノート 7 にあるように、標準的なスワップ・フレーム
ワークから実質的に乖離しているものとみなして取り扱うことが一般的である。

図表 16

保証付きスワップへのステップ 1 の適用

図表 3 にあるスワップについて、以下を想定する。

» カウンターパーティーの全ての債務・義務が、無条件の保証の対象となっている
» 保証提供者の格付は A2 である

» カウンターパーティーは担保提供者の 100%子会社であり、同様の名称となっている

図表 3 におけるノッチアップ調整は 3 ノッチである。保証提供者の格付はカウンターパーティーより高いので、こ
のノッチアップ調整は保証提供者の格付に適用され、ヘッジを失う確率は Aa2 となる。
保証提供者が、担保提供義務をカバーしない場合も想定してみる。カウンターパーティーは保証提供者の
100%子会社であり、かつ同様の名称となっているので、担保トリガーには価値があるとみるものの、適用される
ノッチアップ調整は 1 ノッチヘアカットされ、ヘッジを失う確率は Aa3 となる。
さらにまた、カウンターパーティーが保証提供者とは関連性がない場合を想定してみる。保証は担保提供をカ
バーしないので、担保トリガーはもはや価値がないことになる。しかし、保証提供者とカウンターパーティーとは
関係先とはなっておらず（かつカウンターパーティーは投資適格であるため）、ジョイント・サポートをプラスに考
慮して追加的に 2 ノッチのノッチアップ調整を適用し、ヘッジを失う確率は Aa2 となる。

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

ムーディーズは通常、次の想定を行う。

(i)いったんカウンターパーティーが交代トリガーを下回ったならば、(1)カウンターパーティーは、交
代を行うか、もしくは保証を取得する義務を可能な限り履行することが見込まれ、かつ(2)適切な
期間内に、同じ義務（格付トリガーを含む）を負うことに同意する、発行体の義務の重要な変更
を要求しない代替となるカウンターパーティーもしくは保証提供者を見つけることができることが
十分見込まれる。
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典型的なスタンドバイ・スワップに関する取決めにおいて、スタンドバイ・スワップ提供者は、(1) 元々のカウンターパーテ
ィーがデフォルトした場合、元々のスワップ・カウンターパーティーに（ノベーションによって）代わることに同意するか、あ
るいは(2) 元々のカウンターパーティーがデフォルトした場合に効力を持ち始める、当初のスワップと全く同じ条件の別
のスワップを発行体との間で締結する。

119

ただし、カウンターパーティーが債務超過となった場合にスワップが自動終了となる場合（脚注 117 参照）は、この限りで
はない。

120

ステップ 1 のガイダンス･ノート 12 を参照のこと。

121

ただし、トリガーがカウンターパーティーの格付のみを参照する場合を除く。そのようなケースでは、保証の存在は、ノッ
チアップに影響しない。

122

すなわち、(1)保証提供者は、関連する治癒措置を履行できることが十分に考えられ、かつ(2)担保トリガーに関しては、
関連する法管轄において債務超過となっている会社が自主的に行う処理については、クロー・バックのリスクがない、と
いった条件を指す。

123

親会社は、義務となっていない場合でも、その子会社をサポートする動機が持つ可能性があるとの見方に基づく。
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(ⅱ) いったん担保トリガーに抵触したならば、関係当事者は通常、担保提供にあたっ てのあらゆ
るオペレーション上の障害を即座に除去すべく協力し 124、カウンターパーティーは担保提供義務
をできる限り忠実に履行する。
(ⅲ) カウンターパーティーがデフォルトした場合、発行体は通常、代替スワップを提供する意思
のある、投資適格の会社を見つける可能性が非常に高い。それらの代替スワップは、(1)当初の
スワップと同じ格付トリガーを組み込んでいる場合とそうでない場合とがあるが、デフォルトした当
初のカウンターパーティーの重要な義務を概ね引き継ぎ、(2)発行体の重要な義務の変更が要
求される事態は発生しない 125。
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こうした前提が維持できない（あるいは維持できなくなってしまった）場合には 126、ノート 3、4、5 で
述べたノッチアップ幅を縮小するかゼロとする。特に発行体所在国の法律が、スワップ・カウンタ
ーパーティーが交代する際に、発行体から証拠金を徴求することを代替カウンターパーティーに
義務づける規定を設けている場合は 127ノッチアップを原則としてゼロとする 128。
リンク表は、リンクの影響が評価されるノートのトランシェに関連するスワップ（関連スワップ）につ
いてのみ関わるものである 129。一般に、特定のトランシェに対するリンクの影響を評価する場合、
それよりも低い位置付けにあるトランシェに関するスワップは、関連スワップではない。
場合によっては、同一のカウンターパーティー（もしくは関係先であるカウンターパーティー）が、
複数の関連スワップを提供していることもある 130。こうした複数のスワップが、異なる格下げ条項
を用いる別々の契約に基づいて構成されている場合、ヘッジを失う確率もそれぞれ異なりうる。
リンクの格付への影響を評価する際には、ヘッジを失う確率のうち、最も保守的なものを採用す
る。
関係性をもたないカウンターパーティー二者が関連スワップを提供していて、かつどちらか１つの
カウンターパーティーがデフォルトしても、もう一方のカウンターパーティーへの発行体の支払義
務のデフォルトにはつながらないことが予想される場合には 131、それぞれのカウンターパーティー
について別々にヘッジを失う確率を判断し、ステップ 4 のガイダンス・ノート 4 に従って組み合わ
せる。二者を上回る数の、関係性をもたないカウンターパーティーがヘッジを提供している場合
には、リンクによる影響をケース・バイ・ケースで評価する。
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124

たとえば、CSA の締結や、担保口座の開設等。

125

カウンターパーティーとその代替となる投資適格の者（別の独立した者である場合）とが、共にデフォルトする確率は十
分に低く、ヘッジを失う確率に大きな影響を与えることはない。

126

たとえば、流動性を損なうような信用補完の提供等の特徴をスワップが有している場合など。

127

発行体が所属する国の法律が、代替カウンターパーティーに発行体から証拠金を徴求することを義務づけていなくても、
複数の他の国々の法律がそれぞれの法管轄域内において、代替カウンターパーティーに発行体から証拠金を徴求す
ることを求める例外的なケースも想定され、その場合も関連ノッチアップをゼロにまで縮小することがある。

128

代替カウンターパーティーによる証拠金徴求の要否が、発行体とその関連グループ全体で規定の閾値を超える一定の
デリバティブ・エクスポージャーを抱えているかどうかに依存する場合、異なる情報を得ているのでなければ、通常、ム
ーディーズは(1)閾値は超過しておらず、(2)発行体はスポンサーと連結されると想定する。

129

本稿においては、スワップがあるトランシェと関連しているとみなされるのは、そのトランシェがヘッジを失ったことにより
直接的に損失を被りうる場合のみである。ヘッジを失うことが原因となって、間接的に被る損失（たとえば、別のトランシ
ェの支払不履行により、実行後のウォーターフォールに切り替わってしまったために被る損失など）については本稿では
取り上げていないが、格付分析においては別途考慮する。

130

案件によっては、同一のカウンターパーティーがシニア・トランシェ向けとジュニア・トランシェ向けに別々にスワップを提
供しているものがある。

131

そのような場合には、ヘッジを失う確率として関連するもののうち、最も保守的なものを採用し、カウンターパーティー同
士が関係先となっていないとみなしてステップ 3 とステップ 4 を適用する。
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ステップ 2 のガイダンス・ノート: ヘッジなしとなった場合の案件の損失
ステップ 2 の表は、さまざまなタイプ・期間の、ベンチマークとなるスワップに関して通常想定す
る 132案件損失を表している 133。各スワップは、資産プールに対して 5%から 70%のレンジで表さ
れる、9 つの損失カテゴリーのいずれかに位置づけられている 134。
ステップ 2 の表において、「期間」は通常、期限前返済や適用すべきアモチゼーション・トリガーを
考慮した上で、(1)対象となるトランシェと同等かそれよりも高い支払順位にあり、(2)ヘッジが必要
なエクスポージャーを有する全てのノートの加重平均期間(WAL)（あるいは、案件が関連するマ
ーケット・リスクにさらされる期間 135）を指す。スワップの期間が 20 年を超える場合には、ステップ
2 の表は適用されず、ケース・バイ・ケースで案件の損失を判断する。
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ステップ 2 の表は、それぞれのベンチマーク・スワップが資産プールの 100%に関連するものと想
定している。スワップが、資産プールの 100%よりも少ない部分に関してのマーケット・レートへのエ
クスポージャーをヘッジする場合、通常は案件損失を比例的に減らす 136。たとえば、資産プー
ルの 50%に関連するスワップに対応する案件損失は、ベンチマークの案件損失の 50%に等しく
なる 137。関連するスワップが複数トランシェのヘッジを提供する場合には、対象となるトランシェよ
りも低く位置づけられているトランシェに関連するヘッジに関しては考慮に入れないのが一般的で
ある。
案件が、同一のカウンターパーティー（もしくは関係先であるカウンターパーティー）が提供する複
数のスワップ 138によってヘッジされている場合、各スワップについて、それぞれ別々に案件損失
を決定し、それらを合計して案件損失の合計額を算出する。

２つの関係性のないカウンターパーティーが関連スワップを提供している場合、(1)1 番目のカウン
ターパーティーのスワップ、(2)2 番目のカウンターパーティーのスワップ、ならびに(3)双方のカウン
ターパーティーのスワップ、の 3 つについてそれぞれによる案件損失の合計額を算出する 139。二
者を上回る数の、関係性のないカウンターパーティーが関連スワップを提供している場合は、リ
ンクによる影響をケース・バイ・ケースで評価する。
複数のスワップによる案件損失を足し上げる際には、案件損失の合計額の上限を 70%とする。
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132

ステップ 2 の表は信頼度が非常に高いレベルに合わせて作成されているため、ムーディーズはケース・バイ・ケースで
投機的等級のトランシェの想定案件損失額を削減することがある。削減額はステップ 2 の表の適用結果に約 50％を乗
じることにより得られる。ステップ 2 の表の結果をこのように修正した場合、通常、ステップ 3 の表を使用せずにステップ
3 ガイダンスの 6 または 9 を用いて案件損失額を決定する。

133

ステップ 2 の表では、通常キャップは固定-変動スワップと同等とみなす。

134

「資産プール」とは、適用される支払のウォーターフォールに従って流れていくアセットで、関連するトランシェに利益をも
たらしうるものを意味する。たとえば、$100 のアセットが 1:3 の比率で 2 つの発行体によってシェアされる場合、各発行
体に関わる資産プールはそれぞれ$25 と$75 となる。

135

たとえば、(1)固定金利の住宅ローンに関連して固定-変動スワップが提供されている場合には、スワップの「期間」はこ
うしたローンの金利固定期間の加重平均期間（またはリセット期間）を超えることなく、(2)リボルビング案件の場合、スワ
ップの「期間」にはリボ中の期間も含まれる（但し、カウンターパーティーのデフォルトが早期償還トリガーとなっている場
合を除く）。

136

例外としては、損失が隔絶されたスワップではない通貨スワップの場合（ステップ 3 のガイダンス･ノート 7 参照）、(1)資
産プールがすべて同一通貨建てのアセットで構成されており、(2)関連するヘッジ（評価対象のトランシェより低い位置付
けにあるトランシェに関する部分を除く）が資産プールの一部に関連する場合、案件損失は、S*L/(S*L+1-L)となる。ここ
で L は、ステップ 2 の表の%を指し、S は資産プールのうち、スワップの対象となる%を指す。資産プールが異なる通貨
建てのアセットから構成されていて、(1)ノート保有者が複数の通貨の組み合わせの動きにさらされる可能性がある場合、
あるいは(2)関連するヘッジ（順位の低いトランシェに関する部分を除く）が、関連する通貨建てのアセットの金額よりも少
ない交換をもたらす場合には、案件損失をケース・バイ・ケースで判断する。

137

スワップが、外貨建てとなっている資産プールの一部に関連する場合には、そうした外貨建てアセットの額（スワップ・レ
ートを用いて、アセットのベース通貨に変換）の全資産プールに対する割合に応じて、案件損失を調整する。

138

たとえば、クロスカレンシー・スワップと、ベーシス・スワップもしくは固定-変動スワップとの組み合わせ。

139

ステップ 3 のガイダンス･ノート 10 を参照のこと。
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図表 17

複数のスワップによる案件損失の合計額の算出方法
同一のスワップ・カウンターパーティーが提供する 2 つのスワップを想定:
»

スワップ A -資産プールの 100%をヘッジする 10 年の固定 -変動スワップ

»

スワップ B -資産プールの 50%をヘッジする 10 年の通貨スワップ

まず、個々のスワップについて案件損失を算出:
»

スワップ A の案件損失 = Cat 5（すなわち 30%）

»

スワップ B の案件損失 = Cat 8（すなわち 60%）*50% = 30%（すなわち Cat 5）

次に案件損失を足し合わせる:
»

30%+30% = 60%

ここで、10%を超える案件損失につながる第 3 のスワップがあるとする。この場合、案件損失の合計額は 70%
が上限となる

CO RE
M QU
M E
EN ST
T FO
CL R
O
SE
D

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

ステップ 2 の表は、現在の MTM の価値がゼロに近いと想定している。特定のスワップが、発行体
にとって大きく OTM となっている、もしくはなった場合、損失カテゴリーを下方に調整することがあ
る。

担保トリガーがステップ 1 により算出したノッチアップ調整のうちの少なくとも 1 ノッチ分には寄与し
ている場合 140は、エクスポージャーは担保によってカバーされていることになるので、通常はスワ
ップが発行体にとって ITM となっている、もしくはなったことを理由に損失カテゴリーを調整するこ
とはない。これ以外の場合は、損失カテゴリーを上方に調整することがある。
ステップ 2 の表は、以下の通貨建ての支払を伴うスワップに適用される。
–

ベーシス・スワップ:英国ポンド、スイス・フラン、米ドル、ユーロ、日本円、メキシコ・ペソ、ノル
ウェイ・クローネ、スウェーデン・クローナ、ならびにシンガポール・ドル

–

固定-変動スワップ:英国ポンド、スイス・フラン、米ドル、ユーロ、日本円、豪ドル、ニュージー
ランド・ドル、韓国ウォン、メキシコ・ペソ、ブラジル・レアル、ノルウェイ・クローネ、スウェーデ
ン・クローナ、シンガポール・ドル、ならびに香港ドル

–

通貨スワップ:英国ポンド、スイス・フラン、米ドル、ユーロ、日本円、豪ドル、韓国ウォン、メキ
シコ・ペソ、ブラジル・レアル、ニュージーランド・ドル、香港ドル、ノルウェイ・クローネ、スウェ
ーデン・クローナ、およびシンガポール・ドル

上記とは異なる通貨を使用する場合は、案件損失はケース・バイ・ケースで決定される。

ステップ 2 の表において、「ベーシス・スワップ」は、Libor、Euribor、Nibor（ノルウェイ銀行間貸出
金利）、Stibor（ストックホルム銀行間貸出金利）、TIIE（メキシコ銀行間貸出金利）、Sibor（シンガ
ポール銀行間貸出金利）、シンガポール・スワップ・オファー・レート、イングランド銀行ベースレー
ト、標準的な変動金利、フェデラル・ファンド金利、および米国財務省短期証券金利を参照する
スワップをさす。その他のベーシス・スワップの案件損失についてはケース・バイ・ケースで検討
する。
ステップ 2 の表は、スワップがバランス・ギャランティー型であるかどうかにかかわらず適用される。
しかし、オプション性（キャップを除く 141）を組み込んだスワップには適用されない。オプション性の
あるスワップについては、ケース・バイ・ケースで案件損失を判断する。
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ステップ 1 のガイダンス・ノートに従い、担保によるノッチアップ調整に関する調整を行った後（ガイダンス・ノート 7 と証
拠金規制に関連するガイダンス・ノート 14 に基づく調整を除く）。

141

脚注 133 を参照。
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図表 18

ステップ 3 の表の使い方
以下の場合を想定する。
»

信用補完の合計額が 25%で、うち 15%が劣後、10%がキャッシュ・リザーブである。

»

トランシェの格付を維持するのに必要な補完額は 15%。

»

キャッシュ・リザーブは、ヘッジを失うことにより生じる損失をカバーするのには使えない。

»

ステップ 2 より、案件損失は Cat5(30%)となっている。

利用可能な余剰補完は、(1)合計補完額から必要補完額を差し引いた額(10%)と、(2)ヘッジを失うことにより生じ
る損失を手当てするのに使える補完額の合計額(15%)の、いずれか小さい方となり、ここでは 10%である。
ステップ 3 の表において適用される欄は Cat4(20%)となる。ステップ 2 により算出された案件損失(30%)から、
利用可能な余剰補完(10%)を引いた数字である。
利用可能な信用補完は 5%となる。合計補完額(25%)から、利用できない補完(10%)と、利用可能な余剰補完
(10%)を引いた数字である。
これにより、ステップ 3 の表により導き出されるトランシェの損失は TL8 となる。
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出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス

ステップ 3 のガイダンス・ノート: 案件がヘッジを失った場合のトランシェの損失

ステップ 3 の表は、ヘッジを失ったことにより生じるトランシェ毎の損失（「トランシェ損失」）を、（ス
テップ 2 より得られる）案件損失と利用可能な信用補完の様々な組み合わせに応じて表したも
のである。

ステップ 3 の表のトランシェ損失（トランシェに対する%）は:TL1 - 0.005%; TL2 - 0.02%; TL3 0.075%; TL4 -0.175%; TL5 -0.4%; TL6 -1.5%; TL7 -4%; TL8 -8%; TL9 - 12%; TL10 -16%; TL11 -20%;
TL12 -32%; TL13 -50%.である。
この表は、トランシェのサイズが資産プールの約 80%である場合を想定して算出されている。関
連トランシェのサイズ（その他プロラタに位置づけられるノート 142を合算）が 80%を下回る場合は、
適宜トランシェ損失を率に応じて増やす 143。

ステップ 3 の表の「利用可能な信用補完」とは、(1)関連するトランシェを利する超過担保、劣後
およびリザーブ 144の合計額（「信用補完の合計額」）から 145、(2)トランシェがヘッジを失ったことを
理由に被る損失を減らすのには利用できない信用補完の合計額 146、ならびに(3)後述のガイダ
ンス・ノート 4 に従い、案件損失の減額に使うことができる利用可能な余剰補完を差し引いたも
のを意味し、いずれも資産プールに対する割合で表される。利用可能な信用補完が≦1%の場
合は、ステップ 3 の表は使えず、トランシェ損失は下記ガイダンス・ノート 6 に従って算出する。
ステップ 3 の表のうち適用される欄は、ステップ 2 より得られる案件損失から、利用可能な余剰
補完を引いた額（「ネット案件損失」）を、最も近い案件損失カテゴリーにマッチングする（必要な
場合は、次に高い損失カテゴリーにラウンド・アップする）ことにより選ぶ 147。
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142

関連トランシェに潜在的に劣後していて、かつステップ 3 のガイダンス・ノート 3.(2)にあるように「利用可能な信用補完」
を提供しているとみなされるプロラタ・ノートを除く（脚注 146 も参照）。

143

率に応じて増やしたトランシェの損失は、80%/S*（ステップ 3 の表のトランシェ損失）によって得られる。この場合 S は、
資産プールに対する%で表された関連トランシェのサイズである。

144

スワップ・カウンターパーティーの口座に置かれたリザーブについては、発行体は通常、スワップ・カウンターパーティー
のデフォルト後、口座残高の 45%を回収すると想定する（ただし A3 以上に設定された有効な口座移転トリガーが存在
する場合はこの限りではなく、その場合は口座残高全体に「有効な信用補完」としての価値を与える。脚注 107 参照）。

145

一部のストラクチャーでは、スワップ関連損失の相殺に用いることができる他の形式の信用補完が設定されている場合
がある。それらについては、ケース・バイ・ケースで評価する。

146

プロラタ・ペイメントからシーケンシャル・ペイメントあるいはその逆に変更するトリガーが存在する場合、ムーディーズは
利用可能な劣後をケース・バイ・ケースで決定する。それには変更が発生する時期の評価も含まれる。

147

ステップ 3 の表は、損失が隔絶されたスワップには使えない（ステップ 3 のガイダンス･ノート 7 を参照のこと。）隔絶され
たスワップが、１つ以上の関連スワップと共に提供されている場合、ネット案件損失を算出するにあたっては、ステップ 2
のガイダンス･ノート 4 に従って算出した案件損失の額から、損失が隔絶されたスワップの案件損失の合計額を差し引
く。そこからさらに、利用可能な余剰補完を差し引く。
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「利用可能な余剰補完」とは、(1)関連トランシェを利する信用補完の合計額のうち、リンクを考慮
しないベースでのトランシェの格付 148を維持するのに必要な超過担保、劣後およびリザーブを合
わせた額を上回る額と、(2)ヘッジを失うことによりトランシェが被る損失を減らすことに使うことが
できる信用補完の合計額、のいずれか小さい方を指す。
このガイダンス・ノート 4 の結果、利用可能な余剰補完があるがために、いずれかのトランシェのリ
ンク調整後の格付がネガティブな影響を受ける場合は、利用可能な余剰補完はゼロとみなして
トランシェ損失を決定する。
それに代えて、下記のガイダンス・ノート 9 に従って案件損失を決定することで、利用可能な余
剰補完の存在を考慮する場合もある。
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エクセス・スプレッドは通常、ステップ 3 の表では利用可能な信用補完として取り扱わない。ただ
し、累積エクセス・スプレッド 149が 3%より少なく、かつ利用可能な信用補完が≻5%かつ≤10%の
場合、「≻1%かつ≤5%」の行が適用されるとみなされる。累積エクセス・スプレッドが 3%より少なく、
かつ利用可能な信用補完が≤5%の場合、ステップ 3 の表は適用されず、トランシェの損失は下
記のガイダンス・ノート 6 に従って決定する。
利用可能な信用補完あるいはエクセス・スプレッドが不十分なためステップ 3 の表が使えない場
合、下記ガイダンス・ノート 7 に従いつつ、案件損失はネット案件損失（上記ガイダンス・ノート 4 を
参照のこと）に等しくなり、関連トランシェに対する%に変換される（その他プロラタに位置づけられ
るノートを合算 150）。あるいは、トランシェ損失額は下記ガイダンス・ノート 9 に従って決定されるこ
ともありうる。
ステップ 3 の表は、損失が隔絶されたスワップには使えない。損失が隔絶されたスワップ
（“isolated loss swap”）とは、その関連トランシェにはその他の損失については使える信用補完が
あるにもかかわらず、ヘッジを失うことにより生じる案件損失についてはその関連トランシェが全額
負わなければならないようになっているスワップを指す。

損失が隔絶されたスワップの他には関連するスワップがない場合、案件損失は損失が隔絶され
たスワップによる合計案件損失に等しく、関連トランシェに対する%に変換される 151。

ステップ 3 の表が使用される関連スワップが、1 つもしくはそれ以上あるのに加え、損失が隔絶さ
れたスワップも存在する場合、合計案件損失は(1)関連トランシェに対する%に変換された、損失
が隔絶されたスワップによる案件損失の合計 152に、(2)ステップ 3 の表（上記ガイダンス・ノート 2
を参照のこと）による案件損失を加えたものとなる。
利用可能な信用補完もしくはエクセス・スプレッドが不十分なためステップ 3 の表が使えない関
連スワップが 1 つもしくはそれ以上他にあるのに加え、損失が隔絶されたスワップが存在する場
合、合計案件損失は、(1)関連トランシェに対する%に変換された、損失が隔絶されたスワップに
よる案件損失の合計に 153、(2)関連トランシェに対する%に変換された、ネット案件損失（上記ガ
イダンス・ノート 4 を参照のこと）、を加えたもの（その他プロラタに位置づけられるノートを合算 154）
となる。
あるいは、トランシェ損失額はガイダンス・ノート 9 に従って決定されることもありうる。
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148

「リンクを考慮しない格付」とは、関連トランシェの予想損失に影響を与えうるその他全ての適用すべき要因を考慮し、
かつムーディーズの格付手法で検討される格付キャップを適用する前の段階で、付与もしくは維持されるであろう格付
を意味する。

149

年率エクセス・スプレッド（スワップにより提供されるエクセス・スプレッドは全て除く）に資産プールの WAL を掛けて算出。
その際に、関連するフォワード・カーブを用いて、将来の変動金利を推定する。

150

脚注 142 を参照のこと。

151

この場合、トランシェのサイズは、ステップ 2 のガイダンス･ノート 3 にあるように、損失が隔絶されたスワップのサイズの
合計に等しくなる。

152

脚注 151 を参照のこと。

153

脚注 151 を参照のこと。

154

脚注 142 を参照のこと。
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ステップ 3 の表は、利用可能な信用補完を 40%までと想定している。特定のトランシェの利用可
能な信用補完が 40%を超えていて、かつそのトランシェの格付が、トランシェの損失に利用可能
な信用補完を 40%と仮定すると、スワップとのリンクによって大きく左右されるようなケースでは、
トランシェ損失を下記ガイダンス・ノート 9 に従って、モデルにより算出する場合がある。
上記ガイダンス・ノート 4～8 で説明した一部の状況において、特定のノート・トランシェのトランシェ
損失をモデルを用いて計算することもある。まず、トランシェが、カウンターパーティーが全てのス
ワップ・ペイメントを約定通り行うとの想定で、「ヘッジされている状態での期待損失」をモデルに
より算出する。次に、ステップ 2 より得られる案件損失に等しい、シニアに位置づけられる追加費
用を想定し（トランシェの WAL で配分する）、「ヘッジされていない状態での期待損失」をモデル
により算出する 155。トランシェ損失は、「ヘッジされている状態での期待損失」と、「ヘッジされてい
ない状態での期待損失」の差であり、下記ステップ 4 のガイダンス・ノート 1 に記載されている計
算式に従って、リンク調整後格付を決定するのに使われる。
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2 社の、関係性を持たないカウンターパーティーが関連スワップを提供している場合には、(1)1 番
目のカウンターパーティーのスワップ、(2)2 番目のカウンターパーティーのスワップ、ならびに(3)双
方のカウンターパーティーのスワップ、の 3 つについてそれぞれによる案件損失の合計額を算出
する。こうして算出したトランシェ損失額をステップ 4 のガイダンス・ノート 4 に従って合わせる。2
社を上回る数の、関係性を持たないカウンターパーティーがヘッジを提供している場合には、リン
クの影響をケース・バイ・ケースで評価する。

155
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簡易なウォーターフォール・モデルが使われるのであれば、案件損失は信用補完から直接差し引くという方法も取りう
る。
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ステップ 4 の表: リンク調整後格付
スワップへのリンクを反映したトランシェの期待損失は、(1)ヘッジを失う確率 156と、(2)（ステップ 3
から得られる）トランシェ損失とを掛け合わせることにより算出する。この期待損失の増分を、これ
がなかった場合のトランシェの期待損失（スワップとのリンクについて考慮せず、ムーディーズの
格付手法で検討する格付キャップを適用する前の期待損失） 157に足し合わせることにより、スワ
ップとのリンクによる影響を組み入れた新たな期待損失が計算できる。次に、この新たに得られ
た期待損失を、理想化された期待損失率 158を用いて、格付に変換する（「リンク調整後格付」）。
2 社の関係を持たないカウンターパーティーが関連スワップを提供している場合、スワップへのリ
ンクにより生じる期待損失の増分は、以下を合計したものとなる。
(a) (1)両方のカウンターパーティーに関してヘッジが失われるジョイント確率 159に、(2)両カウンター
パーティーによるトランシェ損失、を掛けたもの
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(b) (1)一番目のカウンターパーティーに関してヘッジが失われる確率から、ジョイント・ベースでヘ
ッジを失う確率を差し引いたものに、(2)一番目のカウンターパーティによるトランシェ損失、を掛
けたもの
(c) (1)二番目のカウンターパーティーに関してヘッジが失われる確率から、ジョイント・ベースでヘ
ッジを失う確率を差し引いたものに、(2)二番目のカウンターパーティによるトランシェ損失、を掛
けたもの
その後、上記ガイダンス・ノート 1 に従って、リンク調整後格付を決定する。

トランシェの実際の格付は、ノート保有者の期待損失だけでなく、タイムリーに支払が行われる可
能性によっても影響を受ける。スワップとのリンクは、ノートのデフォルト確率、すなわち発行体がノ
ート保有者に対しタイムリーに支払を行うことができなくなる可能性を大幅に高めることがありえる
ため、その結果、ステップ 4 の表に示唆される水準よりもノートの格付に大きな影響が及ぶかもし
れない。
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156

この場合、ステップ 1 により示唆された確率に基づく格付は、理想化されたデフォルト率を用い、トランシェの WAL に等
しい期間と想定して、確率に変換する。

157

（1）「これがなかった場合のトランシェの期待損失」は、「リンクを考慮しない格付（脚注 148 参照）」の期待損失幅の中間
値とし、また（2）その格付幅内で「リンクを考慮しない格付」の強さを考慮する場合もある（ただし、利用可能な余剰補完
が詳細なガイダンス・ノートのステップ 3 のガイダンス・ノート 3 に従って案件損失と相殺される場合はその限りではな
い）。これに代えて、関連リスクの分析を通じて得られた期待損失を、「これがなかった場合のトランシェの期待損失」と
する場合もある。

158

理想化されたデフォルト率と損失率の詳細については、ムーディーズの関連リサーチのセクションで入手できる「格付
記号と定義」を参照のこと。

159

想定相関 50%の二変量正規分布を用いて算出。
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付録 3： スワップ‐担保条項
(背景についてはセクション 3 の「スワップ・カウンターパーティー・エクスポージャー」を参照)
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担保条項はここで入手可能。
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付録 4： [予約スペース]
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付録 5： 標準的なスワップ・フレームワーク
（背景についてはセクション 3 の「スワップ・カウンターパーティー・エクスポージャー」を参照）

ISDA のスケジュールおよび CSA 条項のサンプル例(Moody's Pro Forma ISDA Schedule
and CSA Provisions) 160
付録の ISDA のスケジュールおよび CSA 条項のサンプル例(Pro Forma ISDA Schedule and CSA
Provisions)は、1992 年版 161ISDA マスター契約を用いるヘッジ契約にフレームワークを組み込む場合
の例である。このサンプル例において、Party A はカウンターパーティー、Party B は SPV である。
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サンプル例は、案件がヘッジを失う確率を下げる可能性のある諸条項を示すためのものに過ぎず、
他の目的に使用されることは意図していない。このサンプル例は、いかなる者（カウンターパーティー
および SPV を含む）に対しても、法的もしくは税法上のアドバイス、あるいは案件のドキュメンテーション
方法についてのアドバイスとなることを意図してはおらず、個社毎に必要となる基準を反映しているも
のではないことに特に注意していただきたい。案件を組成、協議もしくは関連ドキュメントを作成するに
あたっては、当事者自身で法的および税務上のアドバイスを取得する必要がある。

Schedule
Part 1. Termination Provisions

(a) Payments on Early Termination. For the purposes of Section 6(e) of this Agreement, Market
Quotation and The Second Method will apply.

(b) “Termination Currency” means [For currency swap or combined interest rate/currency swap,
insert the currency of the Notes. For single-currency swap, insert the currency of the swap.]

Part 2. Tax Representations 162

Part 3. Agreement to Deliver Documents 163
Part 4. Miscellaneous

(a) Calculation Agent. The Calculation Agent is Party A, Provided that if Party A is a Defaulting Party,
Party B may, by giving written notice to Party A, appoint a substitute Calculation Agent.
(b) “Credit Support Provider” means in relation to Party A, [Party A and] 164 the guarantor under
any Eligible Guarantee, and in relation to Party B, none.
(c) “Credit Support Document” means the Credit Support Annex 165 and any Eligible Guarantee.

(d) Local Business Day. The definition of “Local Business Day” in Section 14 of this Agreement shall
be amended by the addition of the words “or any Credit Support Document” after “Section 2(a)(i)”
and the addition of the words “or Credit Support Document” after “Confirmation”. 166
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160

この標準的なスワップ契約の規定のうちのいくつか（脚注 161、Part 2、 Part 5(c)、Part 5(d)、脚注 170、Part 5 (g)および
Part 5(h))は、課税リスクや発行体がデフォルトする当事者となる場合の終了リスクなどといった他の問題に対処するた
めのものであって、カウンターパーティーとのリンクの問題とは無関係な条項も含まれている。

161

このサンプル例は、以下の点に関してを除けば、2002 年版 ISDA マスター契約にも適用可能である: (1)必要となるクロ
ス・レファレンスならびに用語の変更すべて、(2)"first"への参照を"third"への参照に換えるための、セクション 5(a) (i) の
変更(Party B に適用される範囲内においてのみ）、(3)セクション 5 (a)(ii)(2) の非適用(Party B に関して適用される範囲内
においてのみ）ならびに(4)セクション内に登場する全ての"or impracticable"および"or impracticability"を削除するための、
セクション 5(b)(ii) (Force Majeure 事由）の変更。

162

Any Tax Representations given by Party B that are of a legal nature to be supported by a satisfactory legal opinion.

163

To be completed as appropriate.

164

Insert words in square brackets only if the Credit Support Annex is specified as a Credit Support Document.

165

It is not necessary to specify an English law Credit Support Annex as a Credit Support Document.

166

Not required for English law Credit Support Annex.
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Part 5.

Other Provisions

(a)

No Set-Off.
(i) All payments under this Agreement shall be made without set-off or counterclaim, except as
expressly provided for in Section 2(c) or Section 6.
(ii) The last sentence of the first paragraph in Section 6(e) shall be deleted and replaced with the
words “Notwithstanding any other provision of this Section, if a Party (the “Paying Party”) would, but
for this sentence, be required to pay an amount pursuant to this Section, it may, by giving written
notice to the other Party, cause the amount so payable to be reduced by the lesser of (i) such amount
and (ii) the aggregate amount payable to the Paying Party pursuant to any demands made under
Section 11 on or before the Early Termination Date.”

Security Interest. 167
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(b)

Events of Default.

(c)

Section 5 shall be amended as follows:

(i)

Section 5(a)(ii) will not apply in respect of Party B.

(ii) Section 5(a)(iii) will not apply in respect of Party B [except that Section 5(a)(iii)(1) will apply in
respect of Party B’s obligations under Paragraph [2(b)/3(b)] of the Credit Support Annex]. 168
(iii) Section 5(a)(iv) will not apply in respect of Party B.

169

(iv) Section 5(a)(v) will not apply in respect of Party B.

(v) Section 5(a)(vii)(2), (7) and (9) will not apply in respect of Party B.

(vi) Section 5(a)(vii)(3) will not apply in respect of Party B to the extent it refers to any assignment,
arrangement or composition that is effected by or pursuant to the [Transaction Documents].

(vii) Section 5(a)(vii)(4) will not apply in respect of Party B to the extent that it refers to proceedings
or petitions instituted or presented by Party A or any of its Affiliates.
(viii) Section 5(a)(vii)(6) will not apply in respect of Party B to the extent that it refers to (i) any
appointment that is effected by or pursuant to the [Transaction Documents] or (ii) any appointment
that Party B has not become subject to.
(ix) Section 5(a)(vii)(8) will apply to Party B only to the extent that it applies to Section 5(a)(vii)(1),
(3), (4), (5) and (6), as amended above.

(d)

Tax Event and Tax Event upon Merger.

(i) Section 5(b)(ii) will apply, Provided that the words “(x) any action taken by a taxing authority, or
brought in a court of competent jurisdiction, on or after the date on which a Transaction is entered
into (regardless of whether such action is taken or brought with respect to a party to this Agreement)
or (y)” shall be deleted. 170
(ii) Section 5(b)(iii) will apply to Party A and Party B, provided that Party A shall not be entitled to
designate an Early Termination Date or effect a transfer pursuant to Section 6(b)(ii) by reason of a
Tax Event Upon Merger in respect of which it is the Affected Party.

167
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Party A to acknowledge that Party B has created a security interest in respect of its rights under this Agreement (if applicable).

168

May insert wording in square brackets if the Credit Support Annex is specified as a Credit Support Document.

169

Section 5(a)(iv) may apply in relation to representations of fact by Party B that are demonstrably true.

170

This deletion is only required in the absence of satisfactory legal opinions confirming that none of Party A or Party B’s
payments under this Agreement are subject to deduction or withholding for Tax.
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(e)

Additional Termination Events. 171
An Additional Termination Event shall occur with Party A as Affected Party if (A) the Transfer Trigger
Requirements apply and 30 or more Local Business Days have elapsed since the last time the Transfer
Trigger Require¬ments did not apply and (B) at least one Eligible Replacement has made a Firm Offer
that would, assuming the occurrence of an Early Termination Date, qualify as a Market Quotation
(on the basis that paragraphs (i) and (ii) in Part 5(i) below (Close-Out Calculations) apply) and which
remains capable of becoming legally binding upon acceptance.

(f)

Transfer Trigger.
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So long as the Transfer Trigger Requirements apply, Party A will, at its own cost, use commer-cially
reasonable efforts to, as soon as reasonably practicable, either (A) procure an Eligible Guarantee in
respect of all of its present and future obligations under this Agreement from a guarantor with a
Qualifying Transfer Trigger Rating or (B) without prejudice to the need for Party B’s consent in
accordance with Part 5(j)(i) (which Party A shall use commercially reasonable efforts to obtain),
transfer its rights and obligations under this Agreement to an Eligible Replacement.

(g)

Tax.

Notwithstanding the definition of “Indemnifiable Tax” in Section 14 of this Agreement, in relation
to pay¬ments by Party A, any Tax shall be an Indemnifiable Tax and, in relation to payments by Party
B, no Tax shall be an Indemnifiable Tax. 172

(h)

Non-Petition and Limited Recourse. 173

(i) Close-Out Calculations.

If an Early Termination Date is designated at a time when Party A is (A) the Affected Party in respect
of an Additional Termination Event or a Tax Event Upon Merger or (B) the Defaulting Party in respect
of any Event of Default, paragraphs (i) to (vi) below shall apply:

(i) The definition of “Market Quotation” shall be deleted in its entirety and replaced with the
following:

“Market Quotation” means, with respect to one or more Terminated Transactions, a Firm Offer
which is:
(1) made by an Eligible Replacement;

(2) for an amount that would be paid to Party B (expressed as a negative number) or by Party B
(expressed as a positive number) in consideration of an agreement between Party B and such Eligible
Replacement to enter into a transaction (the “Replacement Transaction”) that would have the
effect of preserving for Party B the economic equivalent of any payment or deliv¬ery (whether the
underlying obligation was absolute or contingent and assuming the satisfaction of each applicable
condition precedent) by the parties under this Agreement in respect of such Terminated Transactions
or group of Terminated Transactions that would, but for the occurrence of the relevant Early
Termination Date, have been required after that date;
(3) made on the basis that Unpaid Amounts in respect of the Terminated Transaction or group of
Transactions are to be excluded but, without limitation, any payment or delivery that would, but for
the relevant Early Termination Date, have been required (assuming satisfaction of each appli¬cable
condition precedent) after that Early Termination Date is to be included; and
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171

We assess the rating impact of Additional Termination Events with Party B as Affected Party according to (i) the likelihood
that they will occur and result in termination (ii) the potential impact of swap termination.

172

This provision may be deleted or modified if suitable tax opinions are provided.

173

This provision to include non-petition and limited recourse language in favour of Party B
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(4) made in respect of a Replacement Transaction with terms that are, in all material respects, no
less beneficial for Party B than those of this Agreement (save for the exclusion of provisions relating
to Transactions that are not Terminated Transactions), as determined by Party B.”
(ii) If Party B elects to determine whether or not a Firm Offer satisfies the condition in sub-paragraph
(4) of Market Quotation, it shall do so in a commercially reasonable manner.
(iii) The definition of “Settlement Amount” shall be deleted in its entirety and replaced with the
following:
“Settlement Amount” means, with respect to any Early Termination Date:
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(1) if, on or prior to such Early Termination Date, a Market Quotation for the relevant Terminated
Transaction or group of Terminated Transactions is accepted by Party B so as to become legally
binding, the Termination Currency Equivalent of the amount (whether positive or negative) of such
Market Quotation;
(2) if, on such Early Termination Date, no Market Quotation for the relevant Terminated Transaction
or group of Terminated Transactions has been accepted by Party B so as to become legally binding
and one or more Market Quotations have been communicated to Party B and remain capable of
becoming legally binding upon acceptance by Party B, the Termination Currency Equivalent of the
amount (whether positive or negative) of the lowest of such Market Quotations (for the avoidance
of doubt, (i) a Market Quotation expressed as a negative number is lower than a Market Quotation
expressed as a positive number and (ii) the lower of two Market Quotations expressed as negative
numbers is the one with the largest absolute value); or
(3) if, on such Early Termination Date, no Market Quotation for the relevant Terminated Transaction
or group of Terminated Transactions has been accepted by Party B so as to become legally binding
and no Market Quotations have been communicated to Party B and remain capable of becoming
legally binding upon acceptance by Party B, Party B’s Loss (whether positive or negative and without
reference to any Unpaid Amounts) for the relevant Terminated Transaction or group of Terminated
Transactions.”
(iv) At any time on or before the Early Termination Date at which two or more Market Quotations
have been communicated to Party B and remain capable of becoming legally binding upon
acceptance by Party B, Party B shall be entitled to accept only the lowest of such Market Quotations
(for the avoidance of doubt, (i) a Market Quotation expressed as a negative number is lower than a
Market Quotation expressed as a positive number and (ii) the lower of two Market Quotations
expressed as negative numbers is the one with the largest absolute value).
(v) If Party B requests Party A in writing to obtain Market Quotations, Party A shall use reasonable
efforts to do so before the Early Termination Date.
(vi) For the purpose of determining Unpaid Amounts, any payment or delivery obligation which was
(or would have been but for Section 2(a)(iii)) required to be performed pursuant to paragraph 2 of
the Credit Support Annex shall be disregarded. 174

Transfers.

(j)

(i) Subject to Part 5(j)(ii), neither party may transfer (whether by way of security or otherwise) any
interest or obligation in or under this Agreement without the prior written consent of the other party.
(ii) Party B may transfer (whether by way of security or otherwise) any interest or obligation in or
under this Agreement pursuant to the Transaction Documents.

(k)

Expenses
Section 11 shall be deleted in its entirety and replaced by the following: “A Defaulting Party or an
Affected Party (if such Affected Party is Party A) will, on demand, indemnify and hold harmless the

174
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other party for and against the Termination Currency Equivalent of all reasonable out-of-pocket
expenses, including legal fees and Stamp Tax, incurred by such other party by reason of the
enforcement and protection of its rights under this Agreement or any Credit Support Document to
which such Defaulting Party or Affected Party is a party or by reason of the early termination of any
Transaction, including, but not limited to, costs of collection and costs incurred in connection with
procuring a replacement for this Agreement (other than any amount paid or payable to a replacement
counterparty). If, following the making of one or more demands under this Section 11, a reduction is
effected pursuant to the last sentence of the first paragraph in Section 6(e), the aggregate amount
payable in respect of such demands shall be deemed to be discharged to the extent of the amount
of such reduction.”
(l)

Definitions.
For the purpose of this Agreement:
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The “Collateral Trigger Requirements” shall apply so long as no Relevant Entity has a Qualifying
Collateral Trigger Rating.

“Eligible Guarantee” means an unconditional and irrevocable guarantee that is provided by a
guaran¬tor as principal debtor rather than surety and is directly enforceable by Party B, where (I) such
guarantee provides that if a guaranteed obligation cannot be performed without an action being
taken by Party A, the guarantor shall use its best endeavors to procure that Party A takes such action,
(II)(A) the guarantor and Party B are resident for tax purposes in the same jurisdiction, (B) a law firm
has given a legal opinion confirming that none of the guarantor’s payments to Party B under such
guarantee will be subject to deduction or withholding for tax, (C) such guarantee provides that, in the
event that any of such guarantor’s payments to Party B are subject to deduction or withholding for
tax, such guarantor is required to pay such additional amount as is nec¬essary to ensure that the net
amount actually received by Party B (free and clear of any tax) will equal the full amount Party B
would have received had no such deduction or withholding been required or (D) in the event that any
payment (the “Primary Payment”) under such guarantee is made net of deduction or withholding for
tax, Party A is required, under this Agreement, to make such additional payment (the “Additional
Payment”) as is necessary to ensure that the net amount actually received by Party B from the
guarantor (free and clear of any tax) in respect of the Primary Payment and the Additional Payment
will equal the full amount Party B would have received had no such deduction or withholding been
required (assuming that the guarantor will be required to make a payment under such guarantee in
respect of the Additional Payment) and (III) the guarantor waives any right of set-off in respect of
payments under such guarantee.
“Eligible Replacement” means an entity that can lawfully perform the obligations owing to Party B
under this Agreement or its replacement (as applicable) and (A) has a Qualifying Transfer Trigger
Rating or (B) whose present and future obligations owing to Party B under this Agreement or its
replacement (as applicable) are guaranteed pursuant to an Eligible Guarantee provided by a guarantor
with a Qualifying Transfer Trigger Rating. 175
“Firm Offer” means an offer which, when made, was capable of becoming legally binding upon
acceptance.

An entity has a “Qualifying Collateral Trigger Rating” if its [senior unsecured debt rating from
Moody’s is [insert collateral trigger level ] or above / counterparty risk assessment from Moody’s is
[insert collateral trigger level ](cr) or above].
An entity has a “Qualifying Transfer Trigger Rating” if its [senior unsecured debt rating from
Moody’s is [insert transfer trigger level ] or above / counterparty risk assessment from Moody’s is
[insert transfer trigger level ](cr) or above].

175
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If any tax opinions are required in relation to the original hedge and the Eligible Replacement is located in a different tax
jurisdiction to Party A, there should be an additional requirement incorporated in the definition of "Eligible Replacement" to
the effect that either (i) the relevant opinions are delivered to Moody’s in relation to the hedge provided by the Eligible
Replacement or (ii) the terms of the new hedge are amended so as to avoid the need for opinions or (iii) the Eligible
Replacement is located in the same tax jurisdiction as Party A.
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“Relevant Entities” means Party A and any guarantor under an Eligible Guarantee in respect of all of
Party A’s present and future obligations under this Agreement and “Relevant Entity” means any one
of them.
The “Transfer Trigger Requirements” apply so long as no Relevant Entity has a Qualifying Transfer
Trigger Rating.
Paragraph 11 of the ISDA Credit Support Annex (English law)

176

[Note: The model swap framework contemplates that a collateral account in the name of the issuer will
be opened at closing with a highly rated third party account provider.]
(a)

Base Currency and Eligible Currency.
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(i) “Base Currency” means [For currency swap or combined interest rate/currency swap, insert the
cur¬rency of the Notes. For single-currency swap, insert the currency of the swap.]

(ii) “Eligible Currency” means the Base Currency. 177

(b)

Credit Support Obligations.

(i)

Delivery Amount and Return Amount.

(A)

Paragraph 2(a) (Delivery Amount) shall apply, except that:

(i)
the words “upon a demand made by the Transferee on or promptly following a
Valuation Date” shall be deleted and the word “that” on the second line of Paragraph 2(a) shall
be replaced with the word “a”;
(ii)
the sentence beginning “Unless otherwise specified in Paragraph 11(b)” shall be deleted
in its entirety and replaced with the following:

“The “Delivery Amount” applicable to the Transferor for any Valuation Date will equal the
greatest of:
(1)
the amount by which the Moody’s Credit Support Amount exceeds the Value
(determined using the Moody’s Valuation Percentages) of the Transferor’s Credit Support
Balance (adjusted to include any prior Delivery Amount and to exclude any prior Return Amount,
the transfer of which, in each case, has not yet been completed and for which the relevant
Set¬tlement Day falls on or after such Valuation Date)[;
(2)
the amount by which the [ABC Rating Agency] Credit Support Amount exceeds the
Value (determined using the [ABC Rating Agency] Valuation Percentages) of the Transferor’s
Credit Support Balance (adjusted to include any prior Delivery Amount and to exclude any prior
Return Amount, the transfer of which, in each case, has not yet been completed and for which
the relevant Settlement Day falls on or after such Valuation Date); and

(3)
the amount by which the [XYZ Rating Agency] Credit Support Amount exceeds the
Value (determined using the [XYZ Rating Agency] Valuation Percentages) of the Transferor’s
Credit Support Balance (adjusted to include any prior Delivery Amount and to exclude any prior
Return Amount, the transfer of which, in each case, has not yet been completed and for which
the relevant Settlement Day falls on or after such Valuation Date)].”; and
(iii) if, on any Valuation Date, the Delivery Amount equals or exceeds the Transferor’s Minimum
Transfer Amount, the Transferor will transfer to the Transferee sufficient Eligible Credit Support
to ensure that, immediately following such transfer, the Delivery Amount shall be zero.
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176

The pro forma provisions also apply to the ISDA Credit Support Annex (New York law), subject to making the necessary
modifications.

177

Also specify any other currencies in which cash may be posted.
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(B) Paragraph 2(b) (Return Amount) shall apply, except that:
(i) the sentence beginning “Unless otherwise specified in Paragraph 11(b)” shall be deleted in its
entirety and replaced by the following:
“The “Return Amount” applicable to the Transferee for any Valuation Date will equal the least
of:
(1)
the amount by which the Value (determined using the Moody’s Valuation Percentages)
of the Transferor’s Credit Support Balance (adjusted to include any prior Delivery Amount and
to exclude any prior Return Amount, the transfer of which, in each case, has not yet been
completed and for which the relevant Settlement Day falls on or after such Valuation Date)
exceeds the Moody’s Credit Support Amount;
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(2)
the amount by which (a) the Value (determined using the [ABC Rating Agency]
Valuation Percentages) of the Transferor’s Credit Support Balance (adjusted to include any prior
Delivery Amount and to exclude any prior Return Amount, the transfer of which, in each case,
has not yet been completed and for which the relevant Settlement Day falls on or after such
Valuation Date) exceeds (b) the [ABC Rating Agency] Credit Support Amount; and

(3)
the amount by which (a) the Value (determined using the [XYZ Rating Agency]
Valuation Percentages) of the Transferor’s Credit Support Balance (adjusted to include any prior
Delivery Amount and to exclude any prior Return Amount, the transfer of which, in each case,
has not yet been completed and for which the relevant Settlement Day falls on or after such
Valuation Date) exceeds (b) the [XYZ Rating Agency] Credit Support Amount].”; and
(ii) in no event shall the Transferee be required to transfer any Equivalent Credit Support under
Paragraph 2(b) if, immediately following such transfer, the Delivery Amount would be greater
than zero.

(ii) Eligible Credit Support.

[Insert applicable table from Appendix 3]
(iii) Thresholds.
(A)

“Independent Amount” means with respect to Party A and Party B: zero

“Moody’s Threshold” means, (A) so long as the Collateral Trigger Requirements apply
(B)
and either (i) the Collateral Trigger Requirements have applied continuously since this Annex
was executed or (ii) at least 30 Local Business days have elapsed since the last time the Collateral
Trigger Requirements did not apply, zero and (B) at any other time, infinity.
“Minimum Transfer Amount” means with respect to Party A and Party B: [Base
(A)
Currency] 100,000.
(B)
Rounding. The Delivery Amount will be rounded up to the nearest integral multiple of
[Base Cur¬rency] 10,000 and the Return Amount will be rounded down to the nearest integral
multiple of [Base Currency] 10,000.

“Exposure” has the meaning specified in Paragraph 10, except that (1) after the word
(iv)
“Agreement” the words “(assuming, for this purpose only, that Part 5(i) (Close-Out Calculations)
of the Schedule is deleted)” shall be inserted and (2) at the end of the definition of “Exposure”,
the words "without assuming that the terms of such Replacement Transactions are materially
less beneficial for the Transferee than the terms of this Agreement" shall be added.

(c) Valuation and Timing.
(i)
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“Valuation Agent” means Party A.
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(1)
“Valuation Date” means [the first Local Business Day in each week / each Local
Business Day].
“Valuation Time” means the close of business on the Local Business Day immediately
(2)
preceding the Valuation Date or date of calculation, as applicable, Provided that the calculations
of Value and Exposure will, as far as practicable, be made as of approximately the same time on
the same date.
(ii)
Day.

“Notification Time” means 11:00 a.m., [London / New York] time, on a Local Business

(iii)
Calculations. Paragraph 3(b) shall be amended by inserting the words “, Moody’s Credit
Support Amount” after the word “Value”.
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(iv)
Value. Paragraph (i)(B) of the definition of “Value” shall be deleted in its entirely and
replaced with the following: “(i)(B) a security, the Base Currency Equivalent of the bid price
obtained by the Valuation Agent (or, if the Valuation Agent is a Defaulting Party and the
Transferee has, by way of written notice to the Valuation Agent, nominated another entity to
calculate the Value of securities, such entity) multiplied by the applicable Valuation Percentage,
if any; and”.

(d) Exchange Date.

“Exchange Date” has the meaning specified in Paragraph 3(c)(ii).

(e) Dispute Resolution.

“Resolution Time” means 1:00 p.m., [London / New York3] time on the Local Business
(i)
Day following the date on which the notice is given that gives rise to a dispute under Paragraph
4.
(ii)
Value. For the purpose of Paragraphs 4(a)(4)(i)(C) and 4(a)(4)(ii), on any date the Value
of the outstand¬ing Credit Support Balance or of any transfer of Eligible Credit Support or
Equivalent Credit Support, as the case may be, will be calculated as follows:

(1)
with respect to any Eligible Credit Support or Equivalent Credit Support comprising
securities (“Securities”) the Base Currency Equivalent of the sum of (a)(x) the last bid price on
such date for such Securities on the principal national securities exchange on which such
Securities are listed, multiplied by the applicable Valuation Percentage; or (y) where any
Securities are not listed on a national securities exchange, the bid price for such Securities quoted
as at the close of business on such date by any principal market maker (which shall not be and
shall be independent from the Val¬uation Agent) for such Securities chosen by the Valuation
Agent, multiplied by the applicable Valua¬tion Percentage; or (z) if no such bid price is listed or
quoted for such date, the last bid price listed or quoted (as the case may be), as of the day next
preceding such date on which such prices were available, multiplied by the applicable Valuation
Percentage; and (b) the accrued interest where applicable on such Securities (except to the
extent that such interest shall have been paid to the Transferor pursuant to Paragraph 5(c)(ii) or
included in the applicable price referred to in subpara¬graph (a) above) as of such date,
multiplied by the Valuation Percentage with respect to such Securities; and

(2)
with respect to any cash, the Base Currency Equivalent of the amount thereof
multiplied by the applicable Valuation Percentage.
(iii)

Alternative. The provisions of Paragraph 4 will apply.

(f) Distributions and Interest Amount.
(i)

[Reserved].

(ii)
Transfer of Interest Amount. The transfer of any Interest Amount will be made on the
[first] Local Business Day following the end of each calendar month in which it is received or, if
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that date is not a Valuation Date, the next following Valuation Date, Provided that the Transferee
shall only be obliged to transfer an Interest Amount to the extent that the Valuation Agent has
confirmed in writing that no Delivery Amount will be created or increased by the transfer. 178
(iii)

Alternative to Interest Amount. Paragraph 5(c)(ii) will apply.

“Interest Amount” means, with respect to an Interest Period, any amount of interest
(iv)
received (net of any deduction or withholding for or on account of any tax) by the Transferee
during such Interest Period on the principal amount of the portion of the Credit Support Balance
comprised of cash.
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“Distributions” means, with respect to any Eligible Credit Support comprised in the
(v)
Credit Support Balance consisting of securities, all principal, interest and other payments and
distributions of cash or other property received (net of any deduction or withholding for or on
account of any tax) by the Transferee from time to time.
“Distribution Date” means, with respect to any Eligible Credit Support comprised in
(vi)
the Credit Support Balance other than cash, each date on which the Transferee receives
Distributions or, if that date is not a Valuation Date, the next following Valuation Date.

Transfer of Distributions The Transferee shall only be obliged to transfer Equivalent
(vii)
Distributions under Paragraph 5(c)(i) if the Valuation Agent has confirmed in writing that no
Delivery Amount would be created or increased by the transfer (and the date of calculation will
be deemed a Valuation Date for this purpose). 179

(g) Other Provisions.

(i)
Transfer Timing. The following words shall be inserted at the end of the final paragraph
of Paragraph 3(a):

“Provided that any transfer of Eligible Credit Support by the Transferor pursuant to Paragraph
2(a) shall be made in accordance with sub-paragraph (i), (ii) or (iii) (as applicable) of this
Paragraph 3(a) not later than the close of business on the relevant Valuation Date, regardless of
whether any demand for transfer is received.”

Early Termination. The heading for Paragraph 6 shall be deleted and replaced with
(ii)
“Early Termination” and the following shall be added after the word “Default” in the first line of
Paragraph 6, “in relation to all Transactions or a Termination Event in relation to all Transactions”.
Expenses. Notwithstanding Paragraph 8, the Transferor will be responsible for, and will
(iii)
reimburse the Transferee for, all transfer and other taxes and other costs involved in the transfer
of Eligible Credit Sup¬port and/or Equivalent Credit Support either from the Transferor to the
Transferee or from the Transferee to the Transferor pursuant to this Annex.

Single Transferor and Single Transferee. Party A shall always be the Transferor and
(iv)
Party B shall always be the Transferee.

Exchange. The Transferee shall only be obliged to transfer Equivalent Credit Support
(v)
under Paragraph 3(c)(ii) if the Valuation Agent has confirmed in writing that no Delivery Amount
would be created or increased by the transfer (and the date of calculation will be deemed a
Valuation Date for this purpose).
(vi)

Moody’s Criteria.

“Moody’s Credit Support Amount” means, for any Valuation Date:
(A)
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As an alternative to this proviso, the last sentence of “Credit Support Balance” may be deleted.
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(B)

if the Moody’s Threshold is zero, the greater of:

(i)

zero; and

(ii)
the sum of (x) the Transferee’s Exposure and (y) the aggregate of the Moody’s
Addi¬tional Amounts in respect of such Valuation Date for all Transactions (other than the
Transaction constituted by this Annex).
“Moody’s Additional Amount”

180

means, for any Valuation Date:
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(A) in respect of any Transaction that is both a cross-currency hedge and an Optionality Hedge, the
lesser of (x) the sum of (1) the product of Transaction Notional Amount for such Transaction for the
Calculation Period which includes such Valuation Date and the Moody’s Cross Cur¬rency Notional
Amount Lower Multiplier and (2) the product of the Moody’s Cross Currency DV01 Multiplier
(Optionality) and the Transaction Cross Currency DV01 for such Transac¬tion and (y) the product of
the Moody’s Cross Currency Notional Amount Higher Multiplier (Optionality) and the Transaction
Notional Amount for such Transaction for the Calculation Period which includes such Valuation Date;
(B) in respect of any Transaction that is a cross-currency hedge and is not an Optionality Hedge, the
lesser of (x) the sum of (1) the product of Transaction Notional Amount for such Transaction for the
Calculation Period which includes such Valuation Date and the Moody’s Cross Cur¬rency Notional
Amount Lower Multiplier and (2) the product of the Moody’s Cross Currency DV01 Multiplier and the
Transaction Cross Currency DV01 for such Transaction and (y) the product of the Moody’s Cross
Currency Notional Amount Higher Multiplier and the Transaction Notional Amount for such
Transaction for the Calculation Period which includes such Valuation Date;
(C) in respect of any Transaction that is not a cross-currency hedge and is an Optionality Hedge, the
lesser of (x) the product of the Moody’s Single Currency DV01 Multiplier (Optionality) and the
Transaction Single Currency DV01 for such Transaction and (y) the product of the Moody’s Single
Currency Notional Amount Multiplier (Optionality) and the Transaction Notional Amount for such
Transaction for the Calculation Period which includes such Valuation Date; and

(D) in respect of any Transaction that is neither a cross-currency hedge nor an Optionality Hedge,
the lesser of (x) the product of the Moody’s Single Currency DV01 Multiplier and the Transaction
Single Currency DV01 for such Transaction and (y) the product of the Moody’s Single Currency
Notional Amount Multiplier and the Transaction Notional Amount for such Transaction for the
Calculation Period which includes such Valuation Date.

180
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[Insert following definitions if the Original Collateral Formulas are selected:
“Moody’s Cross Currency DV01 Multiplier” means 15.
“Moody’s Cross Currency DV01 Multiplier (Optionality)” means 30.
“Moody’s Cross Currency Notional Amount Higher Multiplier” means 0.09.
“Moody’s Cross Currency Notional Amount Higher Multiplier (Optionality)” means 0.11.
“Moody’s Cross Currency Notional Amount Lower Multiplier” means 0.06.
“Moody’s Single Currency DV01 Multiplier” means 50.
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“Moody’s Single Currency DV01 Multiplier (Optionality)” means 65.
“Moody’s Single Currency Notional Amount Multiplier” means 0.08.

“Moody’s Single Currency Notional Amount Multiplier (Optionality)” means 0.10.]
[Insert following definitions if the Enhanced Collateral Formulas are selected:

“Moody’s Cross Currency DV01 Multiplier” means 120.

“Moody’s Cross Currency DV01 Multiplier (Optionality)” means 190.

“Moody’s Cross Currency Notional Amount Higher Multiplier” means 0.3.

“Moody’s Cross Currency Notional Amount Higher Multiplier (Optionality)” means 0.36.
“Moody’s Cross Currency Notional Amount Lower Multiplier” means 0.14.
“Moody’s Single Currency DV01 Multiplier” means 140.

“Moody’s Single Currency DV01 Multiplier (Optionality)” means 210.
“Moody’s Single Currency Notional Amount Multiplier” means 0.22.

“Moody’s Single Currency Notional Amount Multiplier (Optionality)” means 0.27.]

[Insert following definitions if the Enhanced Collateral Formulas (Assisted Replacement) are selected:
“Moody’s Cross Currency DV01 Multiplier” means 100.

“Moody’s Cross Currency DV01 Multiplier (Optionality)” means 145.

“Moody’s Cross Currency Notional Amount Higher Multiplier” means 0.21.

“Moody’s Cross Currency Notional Amount Higher Multiplier (Optionality)” means 0.25.
“Moody’s Cross Currency Notional Amount Lower Multiplier” means 0.11.
“Moody’s Single Currency DV01 Multiplier” means 110.
“Moody’s Single Currency DV01 Multiplier (Optionality)” means 155.
“Moody’s Single Currency Notional Amount Multiplier” means 0.15.
“Moody’s Single Currency Notional Amount Multiplier (Optionality)” means 0.18.]
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“Optionality Hedge” means any Transaction that is a cap, floor or swaption.
“Transaction Cross Currency DV01” means, with respect to a Transaction and any date of
determination, the greater of (i) the estimated absolute change in the Base Currency Equivalent of
the mid-market value with respect to such Transaction that would result from a one basis point
change in the relevant swap curve (denominated in the currency of Party A’s payment obligations
under such Transaction) on such date and (ii) the estimated absolute change in the Base Currency
Equivalent of the mid-market value with respect to such Transaction that would result from a one
basis point change in the relevant swap curve (denominated in the currency of Party B’s payment
obligations under such Transaction) on such date, in each case as determined by the Valuation Agent
in good faith and in a commercially reasonable manner in accordance with the relevant methodology
customarily used by the Valuation Agent.
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“Transaction Notional Amount” means (A) in respect of any Transaction that is a cross currency
hedge, the Base Currency Equivalent of the Currency Amount applicable to Party A’s payment
obliga¬tions and (B) in respect of any other Transaction, the Base Currency Equivalent of the Notional
Amount.
“Transaction Single Currency DV01” means, with respect to a Transaction and any date of
determi¬nation, the estimated absolute change in the Base Currency Equivalent of the mid-market
value with respect to such Transaction that would result from a one basis point change in the relevant
swap curve on such date, as determined by the Valuation Agent in good faith and in a commercially
reasonable manner in accordance with the relevant methodology customarily used by the Valuation
Agent.
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付録 6： オペレーショナル・リスク‐支払継続の責務を担う案件当事者の特徴と
義務
（セクション 4 の「オペレーショナル・リスク」参照）
財務的キャッシュフロー中断リスクの分析の詳細にわたる部分は案件当事者が担う役割によって異
なり、その役割は地域やアセット・タイプによって異なる。ムーディーズは通常、サービサー、キャッシ
ュ・マネージャー、計算代理人、受託者に注目する 181。図表 19 に、これらの当事者の特徴と、受託
者が「最終的に頼りにする（ラスト・リゾート・サービサー）」の役割を担うか、すなわち当初のサービサ
ーが解任された場合に原則的に担保のサービシングと後任サービサーの選任の責務を負うかどうか、
を示した。
図表 19

地域と資産クラス別にみたサービサー、キャッシュ・マネージャー/計算代理人、および受託者の特徴
キャッシュ・マネージャー/
計算代理人

受託者が「ラスト・リゾート・サービサー」となるか、後
任サービサーを見つける責務を明示的に負う
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サービサー

米国/カナダ
の ABS

通常スポンサー・サービサーである。大規模・高
格付のスポンサーから小規模・投機的等級の専
門貸付会社まで様々である。

スポンサー

米国では該当する。カナダでは一般的に受託者
が後任サービサーを任命する責務を負う。

EMEA の
ABS

通常スポンサー・サービサーである。大規模・高
格付の金融機関から小規模・投機的等級の専門
貸付会社まで様々である。

スポンサーあるいは第三者（たと
えば、スペインの Gestoras、フラン
スの Management Company、ある
いは第三者銀行）

通常は該当しない。ただし、たとえばスペイン、フ
ランスでは、

アジア・太
平洋地域の
ABS と
RMBS

通常スポンサー・サービサーである。大規模・高
格付の金融機関から小規模・投機的等級の専門
貸付会社まで様々である。

オーストラリアではスポンサー。日
本を除くアジアでは第三者（高格
付の銀行かその関係会社）。日本
では通常、受託者。

オーストラリアと日本では該当する。日本を除く
アジアでは該当しない。

米国・カナ
ダの RMBS

通常スポンサー・サービサーである。大規模・高
格付の金融機関から小規模・投機的等級の専門
貸付会社まで様々である。マスター・サービサー
が監督を担う場合もある。

スポンサー

米国では該当する。カナダでは通常、受託者が
後任サービサーを任命する義務を負う。

EMEA の
RMBS

通常スポンサーがサービサーであるが、独立第
三者金融機関がサービシングを行なう市場もあ
る。大規模・高格付の金融機関から小規模・投機
的等級の専門貸付会社まで様々である。

スポンサーか第三者（たとえば、ス
ペインの Gestoras、フランスの
Management Company、あるいは
第三者銀行）

通常は該当しない。しかしたとえば、スペイン、フ
ランスの

米国/カナダ
の CMBS

マスター・サービサー。通常は高格付の銀行（あ
るいは銀行か他の高格付の事業体が親会社)。
不良債権にはスペシャル・サービサーが設置され
る。

マスター・サービサー

米国では該当する。カナダでは一般的に受託者
が後任サービサーを任命する責務を負う。

EMEA の
CMBS

プライマリー・サービサー。通常は大規模な事業
体かサービシング専門会社で、銀行が親会社の
場合もある。無格付の場合もある。不良債権のた
めにスペシャル・サービサーが設置される。

第三者。通常は高格付の銀行。

通常は該当しない。ただし、スペイン、フランスの

アジア・太
平洋地域の
CMBS

マスター・サービサー。通常は大規模な事業体か
サービシング専門会社。不良債権にはスペシャ
ル・サービサーが設置される。

第三者。通常は高格付の銀行。

オーストラリアと日本では該当する。日本を除く
アジアでは該当しない。

ストラクチャ
ード・クレジ
ット

サービサー/担保マネージャー。通常はキャッシュ
を支払う、あるいはキャッシュ支払いを履行させ
る責務を負わない。EMEA と日本の中小企業 CLO
およびキャッシュ・バランスシート CLO など一部
の地域/セクターではサービサーは ABS や RMBS
の場合と同様の責任を負う。

第三者、通常、高格付の銀行（受
託者）

サービサーはキャッシュを支払う、あるいはキャ
ッシュ支払いを履行させる責務を負わないので
該当しない。

ABCP

プログラム・アドミニストレーター

プログラム・アドミニストレーター

該当しない

通常はスポンサーがサービサーとなる。大規模・
高格付のスポンサーから小規模・投機的等級の
専門貸付会社まで様々である。格付がない場合
もある。

第三者。通常、受託者（アルゼン
チン）、Common Representative（メ
キシコ）、Agente Fiduciario または
Administrador （ブラジル）

アルゼンチンとメキシコでは該当する。ブラジル
では Custodiante（マスター・サービサー）がラス
ト・リゾート・サービサーを務める。

中南米およ
びメキシコ

Gestoras/Management Company が一般的に後
任者を見つける義務を負う。

Gestoras/Management Company は一般的に後
任者を見つける義務を負う。

Gestoras/Management Company は一般的に後
任者を選任する義務を負う。

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス
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サービサー
サービサーが担う主要な役割は、顧客サービスの提供、支払い日における回収、裏付資産および担
保（該当する場合）の管理、必要に応じ担保の確保と処分、投資家のための回収金の管理である。
資産の種類、地域によってサービサーが、定期的な分配額を決定するための案件に関連する計算
事務など、支払継続に重要となるその他の追加的責務を負う場合もある。サービサーの財務難はサ
ービサーがその役割を果たす能力を損ない、投資家への支払いが失われる事態を招きかねない。
サービサーが果たす役割は、幅広い資産クラスや市場によってその内容が異なる。財務的キャッシ
ュフロー中断リスクの評価では、案件の裏付けとなるローンやリース債権などのポートフォリオや関連
資産あるいは担保の管理面におけるサービサーの質に具体的に注目するということはない 182。ムー
ディーズはそれよりも、回収金の処理、支払額の計算、および様々な案件当事者および最終的には
投資家への払い出しに関連するサービサーの役割の分析に注力する。
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計算代理人/キャッシュ・マネージャー

計算代理人は定期的な支払日の分配金額を算定する責務を負い、キャッシュ・マネージャーはキャ
ッシュの投資・運用に責務を負う。証券化案件では１つの事業体が両方の役割を担うことも多い。資
産クラスと地域によってそれらの呼び方や職務の範囲が異なる。
一般に、それらの職務は事務管理が主体となる。とはいえ、財務難によるサービス提供者の職務不
履行は債券保有者に対する支払いが中断される結果を生む。

受託者

財務的キャッシュフロー中断リスクの観点からみた場合、証券化案件において受託者が担う役割は
国ごとに大きく異なる。

米国とカナダの案件では、受託者は案件のキャッシュを分離勘定に保管し、コベナンツ抵触やデフォ
ルト事由の有無をモニターして投資家や格付会社に通知し、当初のサービサーがサービサーの機能
を果たせなくなった場合には、後任サービサーの役割を担うか、サービシング業務の交代を管理す
る。一部の学生ローン、住宅ローン担保証券（RMBS）、商業不動産担保証券（CMBS）を除き、米国
の資産担保証券（ABS）のほとんどにおいて、受託者はラスト・リゾート・サービサーに指定され、サービ
サーが解任された場合、後任サービサーとなる。ただし、受託者がその任務を担う意向がないかそ
の能力が不足している場合、後任サービサーを任命するか、裁判所に後任サービサーの任命を請
願する。
日本、オーストラリア、それにアルゼンチンおよびカナダの一部の案件では、一般的に受託者は債権
の所有者となり、サービシング業務をセラーあるいはスポンサーでもあるサービサーに委任する。
欧州・中東・アフリカ地域（EMEA）でも受託者はいくつかの機能を担う。しかし、米国、日本、オースト
ラリアとは異なり、EMEA の受託者は通常、明確にはサービシング義務あるいは後任サービサー選定
の義務を負わない。とはいえ、特定の状況では（特に強制執行事由の発生後には）、デフォルトした
サービサーに代わってサービシングを開始するケースが多い。
アセット・バック・コマーシャル・ペーパー（ABCP）プログラムにおける受託者の役割は、プログラムがデ
フォルトして担保の管理と処分が必要になった場合、極めて重要となる。
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当別な役割を果たすその他の案件当事者
ABCP プログラム・アドミニストレーター
ABCP プログラム・アドミニストレーターは ABCP プログラムの管理と運営に全般的な責務を負う。その
性質上、管理機能の範囲は広く、支払継続に影響するいくつかの機能を包含する。
資産購入と ABCP 発行に先立ち必要な条件が充足されていることの確認
支払い時の特定の優先順位の決定と適用
コマーシャル・ペーパーの発行と返済
流動性および信用補完の引出し
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アドミニストレーターの義務は ABCP プログラムのタイプ、流動性と信用サポートのストラクチャー、発行
された債務の資本構造および性格によってその複雑度が異なってくる。
一般に、アドミニストレーターの機能はコマーシャル・ペーパー（CP）の投資家への迅速な支払いを確
保する上で重要となる。従ってムーディーズは、それらの役割を担う事業体の存続可能性に分析の
焦点を当てる。一般的に ABCP アドミニストレーターは高格付の事業体であるか、重要な機能を高格
付の事業体に請け負わせる。
米国の学生ローン ABS のアドミニストレーター

学生ローンを裏付けとする米国の案件の一部では、しばしばサービサーとは別の事業体であるアドミ
ニストレーターがアドミニストレーション機能（サービシング・レポートの作成、受託者へのキャッシュ分
配の指示が含まれる）を担う。通常、ローンの請求・回収業務を行なうプライマリー・サービサーは第
三者サービサーである。

76

APRIL 21, 2017

意見募集：ムーディーズ、証券化商品のカウンターパーティー・リスク評価手法の改定を提案

STRUCTURED FINANCE

STRUCTURED FINANCE

付録 7： オペレーショナル・リスク‐解説のための適用例
（セクション 4 の「オペレーショナル・リスク」参照)

図表 20
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本格付手法の適用例を示した以下の表は主に解説を目的としている。ここに挙げる例は SFG 案件の代表例でも全てを網羅したものでもない。追加説明として非常に有用と思
われる例を選んで掲載した。個別案件の格付委員会は、以下の表に言及されている要因の他、その他の定量的・定性的要因を検証して財務的キャッシュフロー中断リスクの
要因を評価することで、緩和要因が特定の格付の取得に十分かどうかを判定する。その他の緩和要因として追加信用補完などが考えられる。図表 20 と図表 21 には説明の
ため地域ごとの例が示されているが、その中には他の地域・市場にも該当するものがある。

解説のための例示: 南北アメリカ
1

3

4

5

6

7

サンプル案件

米国の標準的 ABS

スポンサー・サービサ
ーが小規模で新しい米
国の標準的 ABS 183

大手製造業者の金融
部門がスポンサーとな
る米国の ABS

米国の CMBS

ブラジルの ABS あるい
は RMBS

メキシコの RMBS

店頭で支払いが行な
われるアルゼンチンの
消費者 ABS

1. 存続可能性の評
価

低い

低い

高い

高い

低い

高い

低い

スポンサー・サービサ
ーは格付がなく、新しく
小規模な会社である

サービサーは格付が
Ba の規模が大きく市
場地位が高い大手製
造業者が 100%所有す
る金融部門である。

サービサーは格付が
ないが、第三者サービ
サーとして大規模な事
業基盤を確立してお
り、サービサーの主要
なステークホールダー
には存続可能性が非
常に高い機関が含ま
れている。

サービサーの事業基
盤は中規模から大規
模。

サービサーは格付が
Baa の政府関連企業

サービサーは格付が
ないか B の事業体

高い

高い

高い

高い

低い

中位/低い

債務者は給与天引き
で返済する

債務者は小売店の店
頭でローン返済を行な
う。しかし、ローン返済
は集中化したシステム
で管理され、過去にサ
ービシング交代の実績
がある

サービサーは B1 以下
の格付か格付がない。
新しくない（および／ま
たは）小規模でない。

2. 移管の容易性の
評価

183
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図表 20

解説のための例示: 南北アメリカ
1

2

3. 緩和要因が存在
しないか限られてい
る場合の格付キャッ
プ

シングル A カテゴリー

シングル A の格付キャ
ップは達成困難

3

4a. 主要緩和要因

マスター・サービサー
（および/または）バック
アップ・サービサー、流
動性、米国の受託者
規定（信託証書の受託
者は後任サービサーと
なるかラスト・リゾート・
サービサーを務める義
務を負う）、など様々な
緩和要因の組み合わ
せが可能

マスター・サービサー
（および/または）バック
アップ・サービサー、流
動性、米国の受託者
規定、など様々な緩和
要因の組み合わせが
可能、

米国の受託者規定、
流動性

米国の受託者規定、
流動性

マスター・サービサー、
流動性

4b 緩和要因を考慮
した格付キャップ

Aaa

ケース・バイ・ケース、
強力な緩和要因があ
れば Aaa も達成可能。

Aaa

Aaa

Aaa/Aa（自国通貨建て
カントリー・シーリング
による）

4

Aaa

5

A カテゴリー

6

格付はサービス提供
者の存続可能性によ
る。ケース・バイ・ケー
ス。
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Aaa

格付はサービス提供
者の存続可能性によ
る。ケース・バイ・ケー
ス

7

ケース・バイ・ケース

流動性と結びついたバ
ックアップ・サービサ
ー。受託者は後任サー
ビサーとなるかラスト・
リゾート・サービサーを
務める義務を負う。

ケース・バイ・ケース

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス
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図表 21

解説のための例示: 欧州およびアジア
1

欧州の標準的
ABS あるいは
RMBS

1. 存続可能性の評
価

高い

2. 移管の容易性の
評価

高い

3. 緩和要因が存在
しないか限られる
ている場合の格付
キャップ

Aaa

4a. 主要緩和要因

流動性

4b 緩和要因を考
慮した格付キャップ

サービサーの格
付は Baa 以上で、
サービシング基盤
の規模は維持可
能なレベルにあ
る。

3

サービサーが複
数いる欧州の標
準的 ABS あるい
は RMBS 185

4

5

流動性が枯渇した欧
州の標準的 ABS あ
るいは RMBS

一部の欧州の非標準
的 ABS

低い

7

サービサーは格付がないか、あっても B1 かそれ以下。新しくもなく小
規模でもない。

高い

8

サービシングが一元化
されていないインドの
ABS

中国の ABS あるいは RMBS

低い

中位

中位/低い

高い

サービサーの格付は
B1 かそれ以下か格付
がない。新しい企業で
も、小規模な企業でも
ない。

サービサーは格付
がない。しかし第
三者サービサーと
してのサービシン
グの事業基盤は
大規模で確立して
いる

サービサーの格付は
B1 かそれ以上。

自動車 ABS のサービサーは格付
が Baa かそれ以上の主要メーカー
の金融子会社の一部門。それらの
事業規模が、市場地位と相俟っ
て、サービシング業務中断のリス
クを軽減する。RMBS のサービサ
ーは主に強固なサービシング基盤
を有する銀行。

中位

高い

低い

中位

Aaa

シングル A カテゴリー

流動性と結びついた
バックアップ・サービ
サー・ファシリテータ
ー、流動性と結びつい
たバックアップ・サービ
サー

流動性と結びつい
た、互いに介入可
能な同一組織に
関連する複数の
サービサー

バックアップ・サービ
サー・ファシリテイタ
ー、

Aaa

Aa カテゴリー

Aa カテゴリー

Baa カテゴリー、ケー
ス・バイ・ケース

Aa カテゴリー

ケース・バイ・ケース

Aa カテゴリー

ウォーム・バックアッ
プ・サービサー、流動
性

十分な流動性カバ
ー、キャッシュ・マ
ネージャーは指示
がなくとも引出しが
できる。

なし

バックアップ・サービサー、流動性
のアベイラビリティ

Aaa/Aa、ケース・バイ・
ケース

Aaa

ケース・バイ・ケース。
Baa3 を達成したケース
が 1 件ある（既存サー
ビサーと同一の地域を
カバーするバックアッ
プ・サービサーの存在
は高い格付を達成する
一助となりうる)。

Aaa（ただし、格付は自国通貨建て
カントリー・シーリングの低下の影
響を受ける）

為替スワップ関連の
解約金がない

184

図表 20 に示される例 2 の説明は、たとえば欧州あるいはアジアの案件にも適用可能である。

185

詳細はセクション 4.4.3.4 を参照のこと。本例はスポンサー・サービサーと結び付いたマスター・サービサーにも適用されうる。
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6

欧州の CMBS

資産のサービシングが
一元管理されていない

出所: ムーディーズ・インベスターズ・サービス
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2

欧州、日本、あるいは
オーストラリアの標準
的 ABS あるいは
RMBS
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サンプル案件
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付録 8： コミングリング・リスク‐緩和要因
（セクション 5 の「コミングリング・リスク」を参照)
以下の例は証券化商品の発行体について述べているが、同様の緩和要因はカバード・ボンド・プログ
ラムでも有効な場合がある。

コミングリング・リスクを十分に緩和する要因
以下に述べる例は、通常コミングリング・リスクを十分に緩和する要因となる。
発行体が、サービサーが第三者銀行にその名義で開設した回収口座に所有権、あるいは有効な
第一順位の担保権を有する。
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一部の法管轄域では、サービサーの回収口座を破産財団から除外できる。それは法律か契約関係
書類に基づいて達成可能となる。たとえば英国法の下では、サービサーが回収口座に発行体を受
益者とする信託を宣言することができ、その場合、サービサーが破綻手続きに入っても回収口座は
発行体に帰属するものとして扱われ、サービサーの一般債権者はその資金を利用できなくなる。
あるいは、サービサーが発行体に回収口座に対する有効な第一順位の担保権を提供することもでき
る。対抗要件が適切に具備され、発行体が回収口座に持つ権利がサービサーの他の債権者の実
質的な控除権や請求権によって侵害されない限り、ムーディーズはその担保権を有効と考える。
いずれのケースも、回収口座はサービサー自身ではなく、第三者が提供することが重要となる。そう
でなければ、発行体はサービサーの無担保債務に権利を主張できるにとどまり、コミングリング損失
が発生する可能性を軽減しない。また、証券化資産からの回収金は直接回収口座に支払われ、サ
ービサーがそれを自身の一般資金の一部として使用できないようにすることも重要である。これらの
ストラクチャー上のプロテクションは、クロージングの時点から発動されるか、適切なトリガー・イベント
に抵触した時点から発動すれば、有効であるとみなされる 186。

発行体はサービサーの一般債権者に優先する

証券化関連の法制などによって証券化商品の回収金に関する発行体の請求権がサービサーの一
般債権者の請求権の上位に置かれるならば、発行体は原則としてサービサーの破産財団から完全
に支払いを受けられると想定される。

その他のコミングリング・リスク緩和要因
資金移転の頻度

サービサーの回収口座から発行体の銀行口座への回収金の移転が頻繁であれば、コミングリング・
エクスポージャーは縮小されると考えられる。通常、サービサーの信用力が A2 または P-1（あるいは
それ以上）であれば、キャッシュ移転の頻度は少なくなる（月次など）。サービサーの格付がそれより
低いか格付を有していない場合は、日次あるいは一日置きなどキャッシュ送金の頻度はより高くなる。
ムーディーズは分析において、案件の資金移転の頻度を考慮してリスク・エクスポージャーを決定す
る。1 ヵ月分のエクスポージャーの想定がたとえば欧州の小口分散したグラニュラーRMBS 案件に適
切かどうかの判定にあたって、資金移転の頻度は重要なストラクチャー上の検討事項の一つになる。
サービサーが何らの緩和要因もなくキャッシュをコミングルできると判断される場合は、通常、エクス
ポージャー期間をより長く想定する。
支払先口座の変更
一部の証券化商品市場では、契約関係書類に、サービサーの格付、あるいはより幅広くサービサー
の信用力またはサービシングのパフォーマンスを示す他の指標が一定のレベルまたはそれ以下まで
低下した場合、ボロワーが通知を受けることを義務づける条項が織り込まれる。それらの通知は、支
払口座を（通常は直接発行体の銀行口座に）変更するようボロワーに指示する。案件ストラクチャー
186
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たとえば、オランダの Dutch collection foundation 口座やフランスの French code monétaire et financier の L.214-46-1 条
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や市場の違いを考慮に入れ、ムーディーズはこれらのトリガーのタイプをケース・バイ・ケースで評価
する。トリガーが緩やかに定義されていたり、有効性が不明確だったりする場合、コミングリング・エク
スポージャーをより大きく想定することでそれを反映する。
サービサーの破綻手続き当局者が契約関係書類に従って回収金を発行体に送金する
サービサーによっては、破綻手続き当局者が契約関係書類に基づいて発行体に向けた回収金の送
金を継続する。米国を例にとると、連邦預金保険公社がその趣旨のセーフハーバー・ルール 187を採
用しており、実際にそのルールを自らが管財人あるいは管理人を務める経営破綻した証券化商品の
サービサーに適用している。
信用補完の増額
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コミングリング・リスクは信用補完の増額によっても部分的あるいは十分に軽減される。たとえば、サ
ービサーの格付が一定の閾値を超えて引き下げられた場合、コミングリング損失の増分をカバーす
るため発行体のリザーブ・ファンドが増額されるケースがある。欧州の ABS または RMBS については、
トリガー閾値が Baa の格付カテゴリーであれば、この種のトリガーを考慮に入れる。

187
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FDIC の証券化セーフハーバーの詳細は、CFR（連邦規則集）§ 360.6 に法典化された“Treatment of financial assets
transferred in connection with a securitization or participation“（「証券化または参加に伴って移転された金融資産の取り
扱い」）を参照のこと。
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付録 9： 口座銀行と投資‐解説目的の例示
（セクション 6.1「口座銀行と投資：ノッチアップのベネフィット、エクスポージャー・カテゴリーおよび格付
キャップ」参照)
以下の例は、ムーディーズの分析における図表 10 と図表 11 の適用方法を示したものである。これら
の例は代表的なものでも網羅的なものでもない。単に、解説に役立つと思われる例を示したものであ
る。個別案件の格付委員会は本付録に盛り込まれていない他の追加的な定性的・定量的要因も検
討する。
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例１：口座銀行の格付は A3 で、Baa3 の喪失に設定された移管条項のベネフィットを受け、1 ノッ
チのノッチアップを受ける（図表 10 参照）。同時に、投資基準は A2 に設定される。このケースで
は、ノートの格付は口座銀行の格付と移管条項により Aaa（「標準」カテゴリー）か格付キャップ
Aa2（「強い」カテゴリー）が示唆される（図表 11 参照）。一方、投資基準の A2 は一時的投資のデ
フォルト・リスクを十分に軽減する。口座銀行のリスクは完全には軽減されないので、ステップ 2 と
ステップ 3 に進み、エクスポージャーと格付キャップのカテゴリーを決定する。シニア・ノートは「強
い」カテゴリーに相当するとの結論が得られると想定した場合、格付キャップは Aa2 とされる。口
座銀行の条件は投資基準よりも低い。

次の二例は分析のステップ 2 とステップ 3 を説明するものである。図表 22 はそれぞれのサンプルの
分析結果を示している。
例 2：英国の RMBS 案件に関し、口座銀行の格付は A3 で交代トリガーは Baa3 の喪失に設定さ
れる。その結果、「調整後」の口座銀行の格付は A2 相当となる。シニア・ノート（クラス A）の格付
は Aaa になるか Aa2 の格付キャップが設定されるので、分析のステップ 2 とステップ 3 の分析に
進む。

例 3：英国の RMBS 案件に関し、口座銀行の格付は Baa1 で移管条項のベネフィットは受けない。
シニア・ノート（クラス A）が達成可能な最高格付は Aa2 か A1 なので、分析のステップ 2 とステッ
プ 3 に進む。
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図表 22

例 2 および例 3 の説明
例2

クラス A

例3

クラス B

クラス C

クラス A

クラス B

クラス C

[A]

Aaa

Aa2

A1

0%

[B]

10%

6%

0%

2%

[C]

2%

2%

2%

2%

[D]=B+C

12%

8%

2%

[E]

1.50%

（調整後）口座銀行格付

A2

口座銀行のキャップを適用
する前の格付

[A]

Aaa

Aa2

A1

劣後

[B]

10%

6%

リザーブ・ファンド

[C]

2%

2%

[D]=B+C

12%

8%

[E]

1.50%

信用補完
損失の回収

Baa1

損失の規模 a)

[F]

55%

[F]

55%

エクスポージャー率

[G]

40%

[G]

40%

（計算式）

[H]

[H]

= (C x F + E) / D
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= (C x F + E) / D

リスク・エクスポージャー

[H]

= 22%

カテゴリー

[H]

標準

強い

強い

[H]

= 22%

[H]

標準

強い

強い

格付キャップ（図表 11）

[I]

Aaa

Aa2

Aa2

[I]

Aa2

A1

A1

口座銀行のキャップを含め
たノートの格付

[J]

Aaa

Aa2

A1

[J]

Aa2

A1

A1

[A]と[J]の差

0 ノッチ

0 ノッチ

0 ノッチ

[A]と[J]の差

-2 ノッチ

-2 ノッチ

0 ノッチ s

ノッチ数の差

a) 45%の回収率を想定

出所:ムーディーズ・インベスターズ・サービス
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付録 10： オランダの RMBS とカバード・ボンドにおける保険契約に関連した相殺
リスク
（セクション 7「相殺リスク」参照)
生命保険に関連した住宅ローンとは、ローン返済期間を通じて、債務者が住宅ローンレンダーに直接
元本を返済せず、代わりにローン満期日の元本返済に充当する金額まで積み上げられる保険料を
保険提供者に支払うローンである。保険提供者がデフォルトした場合、債務者がそれまでに保険契
約に基づいて支払った保険料を住宅ローンと相殺する権利を発動する可能性があるため、オランダ
の RMBS 案件やカバード・ボンドは保険契約に関連した相殺リスクにさらされる。
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エクスポージャーが契約期間終了時のプール残高の 20%を超えるか、ストラクチャー上の緩和要因
がない場合 188、ムーディーズはオランダの RMBS の保険契約に関連した相殺リスクを分析する。その
場合ムーディーズは、クロージング時および情報が入手可能であればその後は定期的に、ポートフォ
リオで最大の生命保険会社に起因するエクスポージャーおよびその生命保険会社の信用力を検討
する。損失の増分を導くため、ポートフォリオ損失とともに、保険会社のデフォルトおよびエクスポージ
ャーを分析する。
保険に関連した相殺リスクが存在するオランダの住宅モーゲージを裏付けとするカバード・ボンド・プロ
グラムについても、RMBS 案件と同様のアプローチを適用する。

188
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ムーディーズの関連リサーチ
１つまたは複数のクロスセクター格付手法あるいはその他の格付手法に記載された幅広い格付上の
考慮事項が、本セクターの発行体および証券の信用格付の決定において重要となることもある。関
連すると考えられる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。
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さらなる情報については、「格付記号と定義」を参照されたい。30 年間の累積の期待デフォルト率と
期待損失率も「格付記号と定義」ハンドブックに掲載されている。
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