
資料１ 2008 年 6 月 16 日 
CMSA 標準化小委員会御中 

 サービサーWG 
          レンダー・アレンジャーWG  

 
6 月６日までに事務局に寄せられた標準フォーマットたたき台へのコメントにつき、レンダ

ー・アレンジャーWG 及びサービサーWG で討議を行いました。以下、討議に基づく両 WG
からのコメント（赤字記載）です。 

 
■ 標準フォーマットの基本的認識に関連するコメント 
(1) 野村證券様からのコメント 
本件に関しましては、日本証券業協会の証券化商品販売に関するWGにもCMSA情 

報開示フォーマットの素案が報告され、その位置付けについての議論も行われてい 

るわけですが、このような議論を念頭において今回のフォーマットについて考えた場 

合、現在のような方向でよいのか、という基本的な点につきましてご指摘をさせてい 

ただきたいと存じます。 

 

現在、証券業協会の自主規制規則という公的な意味合いの強いものと強く関連付け 

る形での議論が当該WGにおいても出ているわけですが、そのような議論を念頭にお 

いて、本小委員会で検討されている詳細なフォーマット（素案）を見た場合、このまま 

ではワークしない恐れがあるのではないかとの危惧をもっております。 

 

情報開示につきましては、金融庁の監督指針にもありますように、証券化商品の販 

売業者は、販売後もリスクや商品内容についての情報について、適切な提供がなさ 

れるよう態勢を整備しなければならないのは、当然のことです。 

 

しかし、一方で、投資家における商品内容の把握、リスクの把握、理論価格の算定 

等といった情報提供の趣旨との関係で、必要性に理解を得づらい情報（例えば、リリ 

ース価格以上で物件売却した場合の詳細な売却情報等）まで、一律に広く要求する 

フォームとした場合には、関係者の理解を得られないのではないか、ついては証券化 

市場発展の阻害要因となるのではないかと危惧する次第です。この情報開示フォー 

マットの内容についてのこのような問題は、日本証券業協会の自主規制における位 

置づけの議論におきましても、当然、影響してくるものと考えられますので、この点に 

ついてご指摘させて頂く次第です。 

⇒細目にわたる標準フォーマットを採択した結果、なくてはならないという認識が固定化

されてしまい、その項目がなくとも支障がない場合でも、必須項目の記載がないとの理由



で商品が市場に出にくくなり、また購入しにくくなるという懸念、またフォーマットに縛

られるがゆえに市場が広がらなくなるという懸念を共有します 
⇒サービサーWG 及びレンダー・アレンジャーWG は、フォーマットをあくまでミニマム・

スタンダードに近いものと認識しており、フォーマット内の項目を記載すれば情報開示が

足りるという前提ではありません。商品毎にフォーマットに含まれないが必要な情報も適

宜開示する所存であります。（そもそも投資家の多くが求める情報を出せなければ売れない

ので商品として成り立ちません。） 
      
■ フォーマット全体への要望 
(1) 【トラスティーWG からのコメント】 

「標準開示項目」の各項目につき、誰がどの部分を作成するか、またそのレベル分け(レベル

1(必須)～3(任意)等)については明確にすべき 

⇒ 作成者についてのサービサー、レンダー・アレンジャーWG の見解は以下の通りで

す。また誰が update を行う予定なのか、発行時に明確にします。 
① A-1 商品の特定及び発行の概要に関する情報 (発行時) 

A-2 ストラクチャー・関係者に関する情報 (発行時) 
発行者またはアレンジャー   

② A-3 債券レベルの情報 (期中) 
トラスティーまたはアレンジャー 

③ B-1 裏付債権の基本情報 (発行時) 
B-2 裏付債権のパーフォーマンス(発行時) 
B-5 リザーブに関する情報（発行時） 
C-1 担保物件に関するパフォーマンスレポート(発行時) 
発行者またはアレンジャー 

④ B-1 裏付債権の基本情報 (期中),  
B-2 裏付債権のパーフォーマンス(期中), 
B-3(1) 特殊事項に関するレポート(期中) 
B-3(2) Watch List (期中), B-4 
B-4 延滞に関するレポート(期中) 
B-5 リザーブに関する情報（期中） 
C-1 担保物件に関するパフォーマンスレポート(期中) 
C-2 物件売却に関するレポート（売却型 CMBS 用） 
原則はアセット・マネージャーまたはサービサー 
簡易な ABL の場合等で上記の何れもいないなど特殊な場合はアレンジャー 

⑤ B-6 サービサーアドバンスに関するレポート(期中)  
サービサーまたは アドバンス銀行 



 
⇒ レベル分けについては、レンダー・アレンジャーWG の見解を別紙素案に記載し

ました。レベル分けでは JSDA の下記の定義を用いています。 
レベル 1 多くの場合にほぼ必須と考えられる項目  
レベル 2 有益な情報であり多くの場合に提供され、検討の対象となることが 

望ましい項目 
レベル 3 有益な情報ではあるが、「レベル 2」よりは優先度が低いと思われる 

もの 
レベル分けについての追加コメント 
① 全てを 1 にしてしまうと“必須”との観念が固定化され、将来組成される可

能性のある CMBS の阻害要因となる可能性があるので基本的に全てに共通す

るものに留めた(RMBS, ABS の JSDA 素案との平仄を合わるようにした) 
② 2 は必須とせずとも、大方入るであろうという項目 ex.)DSCR 
③ 3 は商品により必要性が異なり、ケースバイケースで必要度合いが決まるよう

な項目を選んだ 
2 or 3 であるから、開示しないで良いという意味合いではない 

 
金利スワップ・カウンターパーティー、金利キャッププロバイダー、金利キャップストラ

イクプライス 
作成責任(検証責任)：各開示項目について、情報の一次取得者がレポートを作成するものとし、

当該作成者がその作成責任を負うのが良いのではないか 

⇒CMSA 内では、前回の全体会議で、作成者が作成責任を負う旨の合意をみたと理解して

います。JSDA を通じ、トラスティーに作成責任（再鑑の責任）がないことを監督官庁に

確認して欲しい旨の要望を出す予定と理解しています。 
 
(2) 【投資家 WG からのコメント】 

エクセルベースでの情報提供を前提とするべきか 
⇒サービサーはエクセルベースで提供することについて問題はありません。サービサーの

レポートはトラスティーを通して配布されるので、トラスティーからエクセルベースで

の配布に問題がないかご確認ください。 
 
(3) 【投資家 WG からのコメント】 

1案件について 1つのまとまったレポートを作成するべきではないか（現状、利払サイクルの違う

ローン群のレポートが、違うタイミングで来ることがあるため） 

⇒どのようなケースを想定されているのかご教示ください。現在、マルチボロワー型 CMBS
では、個々の裏付ローンの利払タイミングではなく、CMBS の利払にあわせてレポート



を提出しているはずですが、それでは支障があるということでしょうか？ 
 
(4) 【投資家 WG からのコメント】 

セカンダリーの流動性を向上させるためには、直近のレポートを見れば分析に必要な情報が揃

っていることが望ましい（アレンジャー以外の証券会社がビッドをする際など）。従って、スタティ

ックな情報もレポートに記載する必要があるのではないか 

⇒スタティックな情報とはどの程度の情報なのかがわかりませんが、以下の懸念がありま

す。フォーマットの A-1、A-2 を表紙につけることには問題ありませんが、それ以上の目

論見書等の情報をサービサー・レポート上に毎回記載することには同意できません。 
①借主等との関連において貸主の守秘義務が厳しい項目もあり、サービシングレポートの

ように厳しい管理が難しいレポートに毎回多くの情報を載せることには問題があります 
②商品の購入にあたっては、目論見書が主たる資料となるべきであり、便宜的であっても

サービサー・レポートがその代替として用いられることには懸念があります 
 

(5) 【投資家 WG からのコメント】 

(ア) サービサー・ウォッチリスト 

物件ウォッチリストとローンウォッチリストの両方を準備した方が分かりやすい 

⇒ローンの問題、物件の問題と分けられない場合も多く、また投資家にとっても両方

を参照しながら見るのは却って不便な面もあるので、ウォッチリストはローン、物

件の両方の問題を一箇所で表示することをご提案します。 

(イ) テナントからの預り敷金を把握できることが望ましい（「テナント準備金」がその項目であれ

ば問題は無い） 

⇒ご要望の趣旨を伺えればと思います。敷金は、サービサーの管理口座ではなく、物

件の信託口座にリザーブされる場合も多く、サービサーがリアルタイムで残高を捕

捉することができません。直近の物件信託のレポートから敷金リザーブの数字を拾

うことは可能ですが、信託レポートと PM レポートのレントロールのタイミングと

は必ずしも一致しません。また開示する場合でも、レジデンシャル物件は月単位で

の変動も大きく、他の物件タイプに比して金額も少ないので、対象外とできればと

思います。 
(6) 【投資家 WG からのコメント】 

レポートが送付されるタイミングについて、商品内容説明書等に規定してはどうか 

((3)との関連(ex. 「3,6,9,12 月の 25 日迄に投資家に送付」)) 

⇒サービサー・レポートには AM 等への確認が必要な事項も含まれていますが、必ずしも

タイムリーな回答が得られるわけではありません。実務上困難なタイミングを商品内容

説明書で厳密に定めると発行体のデフォルトという事態を引き起こします。タイムリー

なレポートの発行は関係者が一致して目指すべきゴールですが、一般的な規定化は現実



的には困難ではないかと考えます。 
(7) 【投資家 WG からのコメント】 

投資家へのデリバリー方法（以下、3 者によるデリバリーが考えられる） 

1)原則は販売者：「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針」中、「証券化商品の追跡可

能性（Traceability）の確保について」として販売者の説明体制のひとつに販売後の情報伝

達が挙げられていることから、販売者が各開示項目の作成者から提出されるレポートを取り

纏めた上で投資家にデリバリーをする。 

※サービサーや受託者が担う可能性もあるが、その場合は以下の点を留意。 

2）サービサー：開示項目の大部分はサービサーに依拠するところであり、その作成者である

サービサーがデリバリーを取り纏める。 

※但しこの場合、サービサーは個別投資家を認識していないという点との矛盾点を検討す

ることが必要。 

3)受託者：開示項目の大部分はサービサーが作成することになると思われるので、当該作成

業務を受託者からサービサーへの委託業務に含めると、受託者も作成責任を負うことにな

ることから委託業務の範囲とはしない、また開示項目は信託業法で規定される「信託財産

状況報告書」の範囲を超えるものであることから、受託者が各開示項目の作成者から提出

されるレポートを取り纏めた上で投資家にデリバリーする場合は、信託業法に基づく行為で

はないとするコンセンサスが必要（別途、契約・規制の整理や各関係者間の役割調整を行

う必要）。 

⇒契約上、投資家に直接対するのはトラスティーのみであり、販売者は原則としてこの任

にあたることはできません（また、セカンダリーでトレードされた場合など、当初のア

レンジャーが補足できない場合もあります）。従ってレポートなどの情報のデリバリーは、

原則としてトラスティーから行うべきであると考えています。監督指針の販売後の情報

伝達についての言及は、販売業者が自ら情報伝達を行えという意味ではなく、情報伝達

手段を明確にして整えるとの意と理解しています。 
 

■トラスティー WG からの要望 

• 【トラスティーWG】 
信託受託者よりの提出フォーマットについては、(1)一元化するためには相応の時間・コストを要

すること、(2)項目開示により投資家からの要求は満たしていること等から、各社個別対応と考え

ている。 

⇒レンダー/アレンジャー及びサービサーとしては、どちらもフォーマットの統一について特段の問

題を感じてはおりません。 

 
■投資家 WG からの要望 
• A-1 



• BIS 規制上の N 値を開示して欲しい（計算方法も） 
⇒BIS 規制上の CMBS の N 値に関しては、必ずしも全投資家が同じ計算方法を用いてい

る訳ではないようですので、標準開示に適しません。ただし、N 値の計算に用いるデ

ータ自体は標準フォーマットに示されています。 
• A-2 
• 債権レベルでの意思決定者に関する情報 
⇒債権レベルでの意思決定者に関する情報は複雑であり、標準フォーマットには適しませ

ん。「フォーマット標準の必要なし」の他の追加情報と同様の取り扱いとさせていただ

きたいと思います。 
• B-1 
• DSCR (Actual DSCR 及び Stressed DSCR) 
⇒Actual DSCR は既に開示項目に含めておりますが、Stressed DSCR についてはその定

義がありません（格付会社のリファイナンス・コンスタントも一定ではありません）。

別途、トリガーDSCR は記載することとしています。 
• クロスデフォルトになっているローン名 
⇒件数は限定的であるうえ、様々なケースがあり、誤解を生じない一律の表示は難しい

と思われます。「クロスデフォルトになっている債権がある場合、その内容がわかる記

載を行う」という注記を行うことで対応することをご提案します。 
• 劣後ローン残高、スプレッド等諸条件 
⇒様々なケースがあり、誤解を生じない一律の表示は難しいと思われます。「対象債権に

劣後する債権が存在する場合、必要な情報を開示する」という注記を行うことで対応

することをご提案します。なお、劣後ローンのスプレッドなどの条件で開示ができな

い場合もありますが、加重平均スプレッドを記載するなど、分析に必要な情報は含め

ることを企図しています。 
• 物件売却先（関連会社や設立に関与した SPC に売却した場合はその旨も記載） 
⇒関連会社であっても、一般的に守秘義務はあり、開示できないケースがほとんどです。

フォーマットの標準化の対象外とできればと思います。 
• グロス売却額 / 評価額 
⇒格付評価額や AM 評価額は必ずしも全物件について開示されるわけではありません。

フォーマットの標準化の対象外とできればと思います。 
• 物件売却がどの時期でローン償還及びノート償還となるのか 
⇒まず、標準フォーマットでの物件売却情報は、売却が完了した時点での掲載とするこ

とを提案します。理由は、売買契約が締結されても売買日が変更されたり決済に至ら

ないケースは多くあり、決済前の時点での報告はミスリーディングであるからです。 
報告対象となる売却物件については、ローンレベルでの元本返済予定日・元本返済金

額を標準化フォーマット記載の開示項目としています。サービサーは、ノート償還の



正確な日付を知る立場にありませんので、当該レポートに対応する CMBS の対象計算

期間に含まれない売却についてのみ、フラッグ表示する形で対応したいと思います（こ

のようなケースは稀だと思われます）。 
• 物件の権利関係の変動、ポスクロ事項の治癒状況、物件レベルの特記事項 
⇒「物件の権利関係の変動」の定義は不明瞭ですので、どのようなケースを想定されて

いるか、ご教示ください。例えば、所有権の変動のような重要な事項は対象に含まれ

ますが、実際には起こりえないケースのように思われます。ポスクロ事項の治癒状況

は現実にリクエストを受けて開示することがある事項でありますから、原則として報

告すべき特別な事項に含めることに依存はありません。 
• コベナンツ違反、表明保証違反、関連契約の変更、終了 
⇒債務不履行事由にあたるような重大なコベナンツ違反や表明保証違反を報告すべき特

別な事項に含めることに依存はありません。 
関連契約の変更・終了については、関連契約の定義が不明瞭であり、サービサーが現

実的に把握可能な契約以上のものが対象に含まれる可能性があります。サービサーが

現実的に把握可能なのは、レンダー承諾事項のある契約であり、その範囲であれば報

告することは可能だと考えています。 
• C-1 
• 物件の鑑定、格付、アレンジャー評価 
⇒物件の鑑定はアップデートされた場合、標準フォーマット上で報告されます。格付評

価、アレンジャー評価が期中にアップデートされる例はありません。また、仮にアレ

ンジャー評価を何らかの理由によりアップデートすることがもしあったとしても、ア

ップデートの内容（レントロールを更新するだけのものから全てのアップデートま

で）・時期も案件毎に異なり、かつ開示を目的としてアプデートを行うものではござい

ませんので標準フォーマットでの報告対象外とします。 
• 大規模修繕計画、資本的支出の実績（計画と実績の差異についての説明も含む） 
⇒そもそも予算承認段階での大規模修繕の計画は、ＰＭにより精度に大きな差があり、

「とりあえずこれで出しておこう」レベルのものも多く、差異の分析は必ずしも意味

を持ちません。従って標準的な報告の対象外としたいと思います。標準的な報告事項

にはしませんが、大規模修繕が重要な意味を持つ案件での追加開示を止めるものでは

ありません。 
• 当該 CMBS 案件の残存物件リスト 
⇒残存物件リストは、原則として標準報告に加えることができます。 
 

■ サービサーWG 及びレンダー・アレンジャーWG からの提案 
• 「C-1 担保物件に関するパフォーマンスレポート」の対象物件は、一債権について 20

物件を越える担保物件がある場合、全体の 5％以上を占める物件のみを対象としたい。



5％の算定方法は、当該物件に配分されたローン金額をベースとするが、契約上の配分

ローン金額の規定がない場合は、評価額ベースなど妥当な尺度を用いることとしたい。

（20 物件及び 5％はいずれも目途値として考えておりますので、もちろん案件の特性

等に応じて柔軟に対応するつもりです） 
 
■ 標準フォーマットに載らない追加情報の開示についての提案（投資家 WG から「フォー

マット標準化の必要なし」と記載のあった要望項目について） 
⇒標準フォーマットの注記として、以下のような文言を記載する。 
「標準フォーマット上の開示項目に含まれない情報についても、案件の特性に応じ必要

な情報を適宜開示する。主要物件*については、発行時に、鑑定書、エンジニアリングレ

ポート、レントロール、物件収支表（OS）が開示されることが望ましい。これらの追加

情報については、①標準フォーマット以外に開示可能な情報の内容、②全員に配布され

るのか請求により入手できるのか（後者の場合、請求方法も）、③期中に当該情報の更新

が行われるかどうか、を CMBS 発行時に明確にする。 
*一債権について 20 物件を越える担保物件がある場合、全体の 5％以上を占める物件」 

⇒レントロールについては、開示する方向で進めたいと思います。但し、守秘義務等によ

り開示できない場合があります。また、PM におけるレントロールの標準化がなされてい

ない現状、レントロールに記載されるべき項目の細部まで本委員会での標準化すること

は困難と考えます。 
⇒物件収支表（OS）は、原則として、CMBS の支払時期に対応するレポート時（四半期毎

が大半）に作成することを提案します。フォーマットについては、将来の統一の方向に

向かって不動産業界への働きかけも行いたいと思いますが、現時点での完全なフォーマ

ットの統一は困難であり求めないこととしたいと思います。 


