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シンセティック CDO 復活の兆候 

ムーディーズが 8 年ぶりに格付け手法を改訂、今後の新発案件への対応か 

Moody’s Investors Service1は 2015 年 5 月 20 日付でシンセティック CDO の格付け手法

を改訂した。新しい格付け手法  “Moody’s Approach to Rating Corporate Synthetic 
Collateralized Debt Obligations” は Moody’s のウェブサイト上で公開 2されている。シンセ

ティックCDOは、2007年後半のサブプライム問題深刻化時以降、新規の発行がほぼ止まってい

る。SIFMA の調査によれば、ピーク時の 2006 年には 665 億ドルの発行が見られたが、2014
年はゼロ 3となっている。 

図表１ シンセティック CDO の発行額 （百万米ドル） 

 
注： 2015 年は第 1 四半期まで（発行額ゼロ） 
出所： Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) 

1 ここでいう Moody’s は、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく金融庁長官の登録を受けた

信用格付業者ではない。 
2 Moody’s Investors Service, Rating Methodology: Moody’s Approach to Rating 
Corporate Synthetic Collateralized Debt Obligations, May 20, 2015  
https://www.moodys.com/research/Moodys-Approach-to-Rating-Corporate-Synt
hetic-Collateralized-Debt-Obligations--PBS_SF395610 
3 http://www.sifma.org/research/statistics.aspx 
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Moody’s はシンセティック CDO を “CSO” と呼ぶことに 

Moody’s は、2008 年以降も、CDO 格付けに用いるパラメータの見直しや業種分類の修正を

行ってきたが、基本的な格付け手法の改訂は2007年 4月以来、実に 8年ぶりということだ。もっ

とも、筆者が読んで理解する限りにおいては、抜本的な改訂ではなく、従来から用いてきた手法の

微修正と文章の整理に留まっているように思える。 
 
また、Moody’s は、格付け手法を説明する文書中で、”corporate synthetic collateralized 

debt obligations” を “CSO” と呼び、文中で一貫して “CSO” という新語を用いている。「シン

セティックCDO」（synthetic CDO） と呼ばれていたものと同じだが、意識的に用語を変えようとし

ている点にも着目したい。 

図表２ Moody’s による 2008 年米国 SF 格付け率の事例（一部） 

 
出所： Moodys’s Investors Service, Structured Finance Rating Transitions: 

1983-2008, March 2009 
 
日常的に用いられることば、英語であれ日本語であれ、時代の変遷と共にどんどん変化する。

筆者の経験を踏まえると、1990 年代には CDO (collateralized debt obligations) ということ

ばすらなかった。初期（1990 年代後半）の貸付債権（ローン）の証券化商品は、  CLO 
(collateralized loan oblitgations) と呼ばれ、裏付資産がローンではなく社債等の債券である

ものは CBO (collateralized bond obligations) と呼ばれていた。それが、世紀の変わり目前
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後（2000 年～2001 年）には、CLO と CBO を総称する CDO という用語が普及した。 
 
Moody’sによるストラクチャードファイナンス格付けの遷移を振り返ると、リーマンブラザーズが

倒産した 2008 年の 1 年間の格付け変更実績では、サブプライム RMBS を含む US RMBS の年

間格下げ率が 54.3％であったのに対し、US シンセティック CDO の格下げ率は 59.7％であった。

（前頁の図表２を参照）なお、グラフには示さなかったが、同年のABS CDOの格下げ率は90.8％
であった。 

 
Moody’s が今般提唱した “CSO” という用語が今後普及するかどうか、個人的には、関心をも

って見守りたい。 
 

新格付け手法の着目点 
 
筆者の一読後の感想に過ぎないが、Moody’s が改訂したシンセティック CDO （Moody’s の

いう CSO）の格付け手法については、特段目新しいものはない。正規コピュラをモデルの基礎に

置くこと、デフォルト率は予め定めた格付け・年限とデフォルト率の対応表を参照すること、回収率

は平均（mean）と標準偏差を置き、正規分布するとすること等が説明されている。参照債務間の

相関係数は、業種分類を行ったうえで、異なる業種間の相関を、投資適格級（Baa3 以上）につい

ては 5％、10％、20％の３通りの相関係数を 70％、20％、10％の割合で用いることなども詳細

に説明されている。どれも新しいものではない。 
 
筆者が注目したのは、”CSO” の参照債務選択には、 “adverse selection” （逆選択）が働く

として、所要信用補完率または参照債務のデフォルト確率に調整を加えるとしている点である。シ

ンセティック CDO （Moody’s のいう CSO）の組成動機を考えれば、そうした調整を加えることは、

十分に納得感がある。誰がどのような判断基準で典型的には 100 ないし200もの参照債務を選

択したのか、具体事案を検討する際には、投資家の観点から考えてみる価値がある。貸付債権

（ローン）の証券化商品である CLO とは大きく異なるところである。 
 

似て非なるキャッシュ CLO とシンセティック CDO 

多数の貸付債権（ローン）を裏付けとする CLO と、多数の参照債務を階層化し、優先劣後の関

係を持たせてその一部分のトランシェにつきクレジットプロテクションを売るポジションを組み入れ

たシンセティックCDO （Moody’sのいう CSO）は、概念的には似ている。多数のローンの借手と

なっている企業または参照債務にかかる債務者となる企業の信用リスクを、優先劣後構造という

フィルターを通じて投資家が負担している。つまり、CLO であれば、累積損失が劣後金額を上回っ
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たら、投資家が損失を被るということであり、シンセティック CDO （Moody’s のいう CSO）であれ

ば、累積清算額がアタッチメントポイントを上回ると、投資家に損失が及ぶ。概念的には同じなの

で、同じように分析すればよいという考え方に流れがちである。 
 
しかし、CLOとシンセティックCDO （Moody’sのいう CSO）を比較すると、大きな違いがある。

ローンを束ねて証券化する CLO では、たとえば、総額 2 億ドルのローンを買い集める（または信

託勘定を用いて自ら貸し出す）には、2 億ドルの資金調達をする必要がある。エクイティ出資や

CLO の投資家から 2 億ドルの資金調達をする訳である。投資家が享受する収益の源泉は、基本

的には、ローンの借手が支払う利息の一部である。 
 
シンセティック CDO （Moody’s のいう CSO）は、これとは顕著に異なる。想定元本総額 2 億ド

ル、債務者 200 先の参照債務を裏付けとして、5 百万ドルだけシンセティック CDO を組成するこ

とが可能である。参照債務の想定元本総額 2 億ドルの参照プールにつき、アタッチメントポイント

2.5％、デタッチメントポイント 5％、トランシェの厚み 2.5%のクレジットプロテクションの売りポジシ

ョンを組み入れれば、5 百万ドルのシンセティック CDO （Moody’s のいう CSO）ができあがる。

投資家が享受する収益の源泉はクレジットプロテクションを買う金融機関等が支払うプレミアムで

ある。 
 
また、シンセティック CDO は、企業が資金調達する行為（ローンの借入れや社債の発行）と無

関係に組成できる。どこかの金融機関かその取引先のヘッジファンドがプロテクションを買ってプ

レミアムを支払うことに合意するだけで成立する。典型的なシンセティック CDO に「オリジネーター」

なる存在を想定するとすれば、それは大手金融機関のコリレーションデスクに所属するデリバティ

ブトレーダーまたはその取引先のヘッジファンドということになる。 
 
典型的にはシンセティックCDOについては、メザニントランシェや最劣後のポジションである「エ

クイティ」が商品として販売される対象となる。メザニントランシェに格付会社から最上位格付のト

リプル A格が取得できる場合、そのメザニントランシェを「シニア」と呼び、それよりも優先する部分

を「スーパーシニア」と呼ぶ慣行があった。今後はどうだろうか。 
 
これ以外にも、CLO とシンセティック CDO の違いは多々指摘できる。こうした違いは、それぞれ、

些細なことのようでありながら、実質的な信用リスクに顕著な差異をもたらす可能性がある。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
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