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RATING METHODOLOGY

地域・地方政府の格付手法
Regional and Local Governments
本格付手法は 2017 年 6 月発行の「地域･地方政府のグローバル格付手法」を代替
するものである。今回の改訂では、偶発債務に関するリスク評価のアプローチをより透
明性の高い形で示した付録が追加された。また、保証債務の定義を明確化し、スコ
アカードでどのように個々のスコアを統合し、スコアカードにより推定された結果を導く
かについてもより透明性の高い形で示した。
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本稿は、定量的および定性的リスク特性がどのように米国外の地域・地方政府の格
付結果に影響を与えるかを理解いただく一助となる、一般的な指針を示すことを目的
としている。
本稿は、ムーディーズのアナリストが地域・地方政府に格付を付与するにあたり考慮す
る全ての要因を網羅的に説明するものではない。たとえば、経営（マネジメント）、環
境・社会・ガバナンス要因 1等は全ての公共セクターに共通する重要な格付要因であ
るが、本稿では特に詳細な説明を行なわない。しかし、本格付手法により、財政指標
や比率を含めた、地域・地方政府の格付において通常、最も重要となる定量的および
定性的な考慮事項を理解していただけると考える。
本格付手法は 2020 年 2 月 3 日にアップデートされた。一部の古い参照先をアップデートし、一部書式に微調整を
加えた。
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本稿の「格付手法の前提と限界」のセクションを参照されたい。
ムーディーズ・ジャパン株式会社
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本格付手法には、地域・地方政府の信用力を推定する際、多くの場合に使用可能な比較的簡潔な
参照ツールであるスコアカード 2を掲載している。スコアカードは、地域・地方政府に格付を付与する
際に通常最も重要となる要因を簡潔な形で説明するものである。しかし、スコアカードが示唆する格
付が実際の格付から乖離するケースは多い。スコアカードは概要を示すもので、格付上の考慮事項
を全て網羅したものではない。格付に影響を与える定量的および定性的な考慮事項には、スコアカ
ードに含めた形で示すことは困難なものがある。また、本セクター全体には重要ではないが、特定の
地域・地方政府にとっては極めて重要となる格付要因もある。さらに、スコアカードの各要因のウエイ
トは、各要因に付与された格付決定における重要性の推定を示したものであり、実際の重要性は大
きく異なることがある。
また、実際の格付には将来の予測が織り込まれており、過去の実績と異なる場合がある。ムーディー
ズの長期的な予測が短期的な予測と異なる場合もある。
ムーディーズは、全ての長期的・短期的リスクと、これらのリスクを可能な限り見通した予測を格付に
織り込むことを目指している。通常、リスクが直近のものであるほど、発行体の信用プロファイルに対
する影響は大きいため、格付により直接的な影響が及ぶ。ただし、長期的なトレンドに対するムーディ
ーズの見解も格付に影響を及ぼす場合がある。ムーディーズはその時々の予想指標に基づいて発
行体のスコアカードを発表するが、それらは通常、短期的な予測に基づいたものである。その理由の
一つには、そのような短い期間を超えてそれらの要因を正確にスコア付けできるほど、発行体の将来
の実績を長期的に見通すことが困難なことにある。その代わり、認識可能な長期的リスクを定性的に
格付分析に織り込むことがある。たとえば、スコアカードに含まれる財政予測に対し、それより長い期
間の財政状況のトレンドを予測してそれを格付に織り込む場合などである。
従って、スコアカードにより推定された結果が実際の格付に一致しない例は多々ある。
本格付手法では、地域・地方政府の信用格付に用いられる分析のフレームワークを紹介する。場合
によって、ムーディーズの格付において特定の業種に固有ではない分析上の考慮事項に対するアプ
ローチを説明する他の格付手法が参照されることがある。それらの考慮事項には、短期債務格付、
ソブリン債の格付が他の発行体に及ぼす影響、他の主体からの信用サポートの評価などがある 3。

本格付手法の適用範囲
本格付手法は、米国外の地域・地方政府に適用される。地域・地方政府には市町村、州、地域政
府が含まれるが、それらが保有する企業は含まれない。地域・地方政府の責任範囲がどこまで及ぶ
かについては、地域･地方政府により大きく異なるが、通常は税、公共料金、他の政府や政府機関か
らの財政移転により、公共サービスの提供およびインフラの開発を行う責任を負う。
米国の地方政府、州、準州（州に準じる自治体）は、別の格付手法に従い格付が付与される 4。

ムーディーズのアプローチの概要
地域・地方政府の格付手法における全般的なアプローチは、異なるレベルの政府からの緊急時のサ
ポートを考慮しない、地域・地方政府固有の信用力を示すベースライン信用リスク評価（BCA）と、深
刻な流動性ストレスが生じた場合に他の主体から得られる緊急時のサポートの可能性の 2 つの要因
で構成される。

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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2

本稿において「スコアカード（scorecard）」と「格付マッピング表（grid）」の用語は同じ意味で用いられる。

3

ムーディーズのセクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法の一覧へのリンクは、「関連リサーチ」のセクションに掲
載されている。
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ムーディーズのセクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法の一覧へのリンクは、「関連リサーチ」のセクションに掲
載されている。
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以下のセクションで、BCA の一般的な説明、緊急時のサポートが得られる可能性をどのように評価す
るか、およびその 2 つの要因をどう統合してスコアカードから推定される結果が導かれるかを説明す
る 5。
図表 1

全般的なアプローチ

BCA

緊急時のサポート

格付

BCA と緊急時のサポートの評価に用いられる情報は、通常、発行体の財政状況や財政報告書、財
務省や国家統計局から入手できる報告書を用いるか、それらに基づいて算出する。またはその他の
情報から導くか、あるいはムーディーズのアナリストが推定する場合がある。
ムーディーズの格付は将来を見越したものであり、将来の財政状況についてのムーディーズの予想
を織り込むものである。一方、過去の実績は、発行体のパフォーマンスやトレンドの理解、比較対象の
地域・地方政府との比較に有用である。財政指標は特段の記載がなければ、年間あるいは過去 12
ヵ月間の実績に基づいて算定する。しかし、スコアカードの要因はさまざまな期間を用いて検討する
ことがある。例えば、格付委員会が過去数年間の実績に加え、向こう数年間の業績予想を用いるこ
とが分析上有用と考えることがある。
定量的信用指標については、財政報告書や年金債務の積立不足などの債務残高に対して、ムー
ディーズのアナリストは調整を加えることがある。

ベースライン信用リスク評価を構成する要因
米国外の地域・地方政府の格付手法を構成する第 1 の要因は BCA である。BCA は政府からの緊急
時のサポートを考慮しない、発行体固有の信用力についての意見である。政府から地域・地方政府
への年次補助金は、緊急時のサポートというより継続的なサポートとみなされるため、BCA に織り込ま
れ、発行体固有の財政力とみなされる。
BCA はムーディーズがグローバルに用いる長期格付スケールの数字付加記号付格付に対応した、
小文字の数字付加記号付格付で表記される。例えば、aaa は Aaa に相当し、aa1 は Aa1 に相当する。
地域・地方政府の信用リスクは、個別リスクと、地域・地方政府の置かれている環境のシステミックリ
スクを総合したものと考えることができる。地域・地方政府の BCA を決定するにあたり、ムーディーズ
は、地域・地方政府固有の信用リスクを検討し、個別リスクのスコアを決定し、次に、付録 A のマトリッ
クスに従いその個別リスクのスコアを、システミックリスクの評価と併せて考察する。
»

スコアカードに基づき個別リスクを評価

»

ソブリン債格付に基づきシステミックリスクを評価

»

個別リスクとシステミックリスクのマトリックスに基づき、追加の要因を織り込む前の BCA を推定

»

関連する追加の要因を考慮し、BCA を付与
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通常、スコアカードから推定される結果と比較されるのは、シニア無担保債務格付である。個々の債務証券の格付には、支
払優先順位と担保に応じたノッチングも織り込まれる。
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図表 2

BCA の決定
個別リスクの評価

システミックリスクの評価

BCA マトリックスに基づきBCAスコア を決定
関連する追加の要因を考慮
BCAを付与

個別リスク：ムーディーズは、個別リスクを、地域経済のファンダメンタルズ、制度の枠組み、財政実
績と債務状況、行財政運営の状況の 4 つの要因にウエイトを乗じて評価する。次にスコアカードでパ
フォーマンスを区分し、それぞれの要因にウエイトを乗じて個別リスクのスコアを推定する。
システミックリスク： ムーディーズは、地域・地方政府の BCA を、ソブリン格付に反映されたシステミッ
クリスクに示される国内環境を考慮して評価する。国内における、また中央政府と下位政府とのマク
ロ経済上および金融面の強い結びつきから、地域・地方政府を取り巻く環境は、地域・地方政府の
信用リスクに大きな影響をもたらす。従って、地域・地方政府に対するムーディーズの格付は、ある
程度ソブリン格付に結びついている。
BCA マトリックス： BCA マトリックスにおいて、個別リスクとシステミックリスクのそれぞれのスコアを総合
して、BCA スコアを推定する（付録 A 参照）。個別リスクのスコア自体は、異なる国同士での比較はで
きず、システミックリスクのスコアと併せて検討される。BCA スコアは異なる国の地域・地方政府との
比較が可能である。BCA スコアカードとマトリックスを用いることにより、ムーディーズの格付対象にわ
たって、BCA の一貫性が高まる。
追加の要因：格付は、多数の追加の考慮事項を反映している。イベントや特定の状況といった要因
が、スコアカードに示唆されるウエイトよりも格付決定に大きな影響を及ぼすことがある。また、格付を
考慮するうえで重要な他の追加要因が、スコアカード要因に完全に反映されていない場合がある。
そうした状況では、BCA のスコアの検討および BCA の付与にあたって、追加の要因を検討する（「追
加の要因」のセクションを参照）。
以下のセクションでは、各 BCA スコアカード要因のスコアを検討するうえで、一般的なアプローチと、
各要因のウエイトを説明する。また、これらのスコアカード要因が信用指標として重要とされる理由も
述べる。

BCA サブ要因: 個別リスクのスコア
個別リスクは、地域経済ファンダメンタルズ、制度の枠組み、財政実績と債務状況、行財政運営の
状況の 4 つの要因に基づいて評価され、発行体の信用力を示す重要な要因である。
スコアカードにおいて各要因に 1-9 のスコアが付与され、1 が最も高く、9 が最も低い信用力を示す
（個別リスクのスコアがどの数字付加記号付格付に対応するかについては、付録 A を参照された
い。）
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図表 3

BCA サブ要因：個別リスク
主要な要因

スコアカード
（ウエイト）

1. 地域経済ファンダメンタルズ

20%

サブ要因

経済力
経済の変動性

2. 制度の枠組み

20%

法的裏付け
財政の柔軟性

3. 財政実績と債務状況

30%

経常的収支
利払い負担
流動性
債務負担
債務構造

4. 行財政運営の状況

30%

リスク管理と財政運営
投資と債務管理
透明性と開示

要因 1: 地域経済のファンダメンタルズ
この要因を重視する根拠
さまざまな要因の中で、地域・地方政府の債務返済能力を左右するのは、将来の歳入水準とその
安定性である。これらは、少なくとも部分的には、地域・地方政府が提供するプログラムおよび行政
サービスに必要な歳入を生み出す地域の経済力に左右される。また、経済活動の集中により、国内
の地域間の経済力に格差がある場合がある。そうした格差が、下位政府の財政力に影響を与えるこ
とがある。国内他地域比での経済動向は、地域・地方政府が自主財源を確保する能力および財政
移転への依存度に影響を与えると考えられる。一般に、経済力の高い地域ほど課税ベースが大きく、
従って、必要な自主財源を確保しやすい。
地域・地方政府が歳入を主に財政移転に依存している場合、歳出の規模を決定する主な要因は地
域経済と人口構成である。例えば、人口の高齢化が進んでいる地域では、医療支出拡大への圧力
が高まることがあり、経済成長と雇用機会が拡大している地方では、急速な人口増が見込まれ、そ
の分、行政サービスの需要が高まり、インフラ改善の費用が必要となる。
他の要因が等しければ、長期的には、大きく多様化された経済の方が、小さく特定の産業に集中し
た経済よりも経済的ショックへの耐性が高いだろう。
地域経済のファンダメンタルズが債務返済能力に与える影響を考慮するにあたり、地域・地方政府
の経済状況を分析し、域内総生産、経済の多様性、労働市場の動向などを他の地域と比較したう
えで、将来の動向を予想するために、関連するトレンドを検討する。
ムーディーズが使用する経済実績の指標は、必ずしも世界中で入手可能で、世界共通で比較可能
なものばかりではない。例えば失業率は国によって集計の方法が異なる。このような場合、ムーディ
ーズは、国内あるいは地域内の比較可能なデータで代替することがある。
評価方法
地域経済のファンダメンタルズが BCA に与える影響を評価するため、2 つのサブ要因を用いる。
»

6

地域の一人当たり GDP 対国の一人当たり GDP の比率で示される経済力：国平均と比較した地
域・地方政府の経済力を検討する 6。域内総生産が報告されていない地域・地方政府について
は、その上位政府の額から推定する。

国の絶対的な経済力はシステミックリスクのスコアに反映される（次のセクションを参照）。個別リスクのスコアでは、国内の
経済力の分散、および国内の他の地域・地方政府と比較した相対的な経済力をみる。この指標の算定には、直近年のウ
エイトを最も高くした 3 年加重平均が用いられる。すなわち、次の算定式となる。
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»

産業の集中に基づく経済の変動性：ムーディーズは、経済が広く多様化され、特定業種への集
中が限定的であるか、特定業種にある程度集中しているか、あるいは大きく集中しているかを評
価する。

経済の変動性のサブ要因のスコアは、1、5、9 のいずれかとなる。経済の変動性のスコアが低いほど、
この要因の評価にポジティブに働く。
図表 4

地域経済のファンダメンタルズ
スコア

1

3

5

7

9

>= 120%

< 120% & >=
105%

< 105% & >= 95%

< 95% & >=
80%

< 80%

1.1 経済力
地域の一人当たり GDP 対国
の一人当たり GDP
1.2 経済の変動性*
産業の集中

広く多様化され、集中
は限定的。

ある程度多様化され
ているが一定の集中
がみられる。

多様化されておらず、
集中度が高い 。

* 経済の変動性のサブ要因スコアは 1、5、9 のいずれかとなる。

要因 2: 制度の枠組み
この要因を重視する根拠
制度の枠組みは、中央政府と地域・地方政府の関係や、地域・地方政府の権限と責任を定めた取
り決めをさす。これには、地域・地方政府の公共政策上の責任の安定性と、それを遂行するための
財政力が十分あるかが含まれる。また、このような責任と権限が、上位政府や地方政府自身によっ
てどのように変更されうるかも評価する。
地域・地方政府の行政サービス上の責任や歳入を確保する権限を定める法律、規制、慣行につい
て検討する。それらの要素は、財政責任の予測可能性と安定性に影響し、地域・地方政府の業務
が、外部の力にどの程度制約されているかを示している。またこれらの要素は、地域・地方政府が税
金や公共料金の水準をどの程度まで決定できるか、地域・地方政府が安定的で予測可能な財政移
転に依存できるかにも影響を与えている。
既存の枠組みでどの程度柔軟な対応が認められているか、必要に応じてどの程度枠組みを変える
ことができるか、さらにそのような枠組みの変更がどのように実施されるか（例えば、慎重な方法がと
られるか、急激で予測不可能な方法がとられるか）といった点は評価に重要である。歳入および歳出
に関する責任が明確に定義され予測可能であり、財政の柔軟性が高く、変化への対応が速く、また
その対応が新たな環境への秩序ある移行を可能とするものであれば、それだけ評価が高くなる。
また、地域・地方政府の財政状況に対して、上位政府が行う監督の範囲とその有効性も検討する。
監督の形態はさまざまであり、行政サービス基準の設定、予算の承認権限、借入制限、報告義務、
監査の実施権限などがある。一定の状況下において、上位政府が地方政府の財政を引き継ぐ管財
人を派遣することもありうる。監督の有効性が高ければ高いほど、評価は高くなり、同一国内での地
域・地方政府に対する評価の差が小さくなる。
ムーディーズの BCA には、上位政府からの継続的な財政移転も織り込まれる。財政移転の制度が
非常に柔軟かつ適時性のあるものである場合があり、そうした柔軟性がみられる場合には、状況の
変化に対応した財政移転を、緊急時のサポートの例ではなく、個別リスクのスコアの要因として考慮
する。
評価方法
制度の枠組みは、ある国の同位の政府全てに共通するリスクであるため、ムーディーズは、地域・地
方政府をセクター全体、例えば、同じ国の州、または同じ州の中の地方自治体で評価する。
制度の枠組みが信用リスクに与える影響を評価するために、個別リスクのスコアカードでは定性的指
標を用いる。ムーディーズの評価項目には、制度の枠組みの予測可能性、安定性、地域・地方政
府の必要性への対応力、および財政の柔軟性への寄与が含まれる。
6
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»

法的裏付けの評価にあたり、制度の枠組みの予測可能性、安定性、対応力について検討し、
状況変化に応じて地域・地方政府の権限と責任（歳入と歳出を含む）がどう変更されうるかをみ
る。歳入および歳出の安定性と予測可能性、および必要に応じてどの程度変更が容易であるか、
どのように変更がなされるかを検討する。

»

自主財源の柔軟性および地域・地方政府のセクターとしての歳出の柔軟性を考慮し、財政の柔
軟性を評価する。

図表 5

制度の枠組み
1

スコア

3

5

7

9

2.1 法的裏付け*
予測可能性、
安定性、対応力

地域・地方政府にとっ
て成熟し頑健な枠組み
があり、責任は安定し、
（法規制に）明確に定
義されている。変更は
慎重かつ予測可能なペ
ースで行われる。

地域・地方政府にとっ
ておおむね強固な枠
組みがあり、責任は
おおむね安定し、（法
規制に）定義され、あ
る程度予測可能。

歳入は予測可能で、将
来の歳入についても明
確に予測できる。年ご
との変更はほとんどな
く、変更は慎重かつ予
測可能なペースで行わ
れる。

歳入はおおむね予測
可能で、将来の歳入
についてもある程度
明確に予測できる。
年ごとに大きな変更
が行われることがあ
り、急に変更される場
合もある。

歳出責任はかなり安定
し長期にわたり予測可
能である。

歳出責任はある程度
安定し予測可能であ
る。

地域・地方政府にとって
の枠組みが新しく、構築
の途上で、責任は明確
に定義されておらず、予
測が困難である。
歳入は予測できず、将
来の歳入も不明であ
る。年ごとに交渉や変
更があり、変更は予測
不能である。
歳出責任は安定してお
らず、予測不能である。

2.2 財政の柔軟性**
財政の柔軟性

歳入・歳出の柔軟性が
高い。
地域・地方政府は法律
上、歳入・歳出のかなり
の割合について裁量権
を認められている。ま
た、経常的歳入のかな
りの部分について、税
および公共料金を変更
する柔軟性があり、増
税・値上げがその地方
において政治的に許容
される。さらに、経常的
歳出のかなりの部分に
ついて、その水準およ
び性質（公共サービス
の削減、サービス水準
の変更など）を変更す
る柔軟性がある。こうし
た削減は地方において
政治的に許容される。

歳入の柔軟性は高く
歳出の柔軟性はさほ
ど高くない、あるいは
歳出の柔軟性は高く
歳入の柔軟性はさほ
ど高くない。

歳入・歳出の柔軟性
はさほど高くない。
地域・地方政府は歳
入・歳出の変更につ
いてある程度の裁量
権を有する。経常的
歳入のある程度ま
で、税および公共料
金を変更する柔軟性
があり、増税・値上げ
がその地方において
政治的に許容され
る。さらに、経常的歳
出のある程度まで、
その水準および性質
（公共サービスの削
減、サービス水準の
変更など）を変更する
柔軟性があり、地方
において政治的に許
容される。

歳入の柔軟性はさほ
ど高くなく歳出の柔軟
性は低い、あるいは
歳出の柔軟性はさほ
ど高くなく歳入の柔軟
性は低い。

歳入・歳出の柔軟性は
低い。地域・地方政府は
法律上、料率および歳
入・歳出の対象につい
てほとんどまたは全く裁
量権が認められていな
い。料率および経常的
歳入・歳出の対象を変
更し、地方において政
治的に許容される柔軟
性はほとんどない。

* サブ要因「法的裏付け」のスコアは 1、5、9 のいずれかとなる。
** サブ要因 2.2「財政の柔軟性」のスコアは、以下のようにもとめられる。１）歳入の柔軟性、２）歳出の柔軟性の各々について、9「低い」、5「中程度」、1「高い」を評価する。次に１）と
２）をの平均し、1、3, 5、7, 9 のいずれかを得る。

要因 3: 財政実績と債務状況
この要因を重視する根拠
財政実績は、地域・地方政府の歳入構造と歳出に関するこれまでの意思決定の積み重ねと、地域・
地方政府が置かれた経済環境の結果である。地域・地方政府はその財政収支を維持するために、
経常的支出と資本的支出に加え、利払いと元本返済を賄えるだけの十分な歳入を確保しなければ
7
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ならない。財政均衡あるいは黒字を確保し、ひいては長期的な財政力を高める政策決定を実行す
る地域・地方政府の能力は、信用力を支える主な要因である。
ムーディーズは、地域・地方政府が、債務返済を含む歳出を賄うために必要な歳入の確保をどの程
度効果的に行っているかを評価するにあたり、最近の財政実績を検討し、中期的な財政状況を予
想する。現行の政策、予想される人口動態トレンド、経済見通しの下で、経常的歳入によって経常的
歳出を賄えるかを検討する。ムーディーズは、予算の歳入と歳出の両面をみる。また、地域・地方政
府が、財政均衡を回復するための税収や歳出の調整を行う十分な柔軟性を有し、その柔軟性を活
用できているかについて、実績を確認する。一貫して財政均衡を維持してきた政府には、この要因で
高いスコアが付与される。
歳入面を評価する際は、政府の課税権の範囲と、その課税権を効果的に行使する能力があるかど
うかを検討する。これには、歳入源の範囲、歳入と経済成長との相関、地域・地方政府の徴税能力
が含まれる。歳出面では、その総額や増加率にとどまらず、歳出増加につながる要因もあわせて検
討する。行政サービスの内容は地域・地方政府によって大きく異なりうる。ムーディーズは、地域・地
方政府が担っている機能、それが人口動態とそのトレンドの影響をどのように受けるかを考慮する。
また、流動性および現金の管理の点から政府の財政状況を評価する。現金残高による財政運営上
のクッション、また多くの場合、必要キャッシュフローを賄う内部・外部流動性源をみる。例えば、短
期および長期の債務に対するフリーキャッシュフローや制約なく利用可能な流動資産を考慮する。
また、支払延滞額や、必要流動性を賄うための事業上の負債の増加も考慮する。
地域・地方政府の債務状況には、債務額、債務負担の大きさ、債務構造、それに過去の債務動向
と今後の必要借入額などが含まれ、これらはいずれも信用力を決定する重要な要因である。政府債
務の評価には、債務の発行と返済に関する法的枠組み、そして債務額あるいは債務構造に対する
制限についての分析が含まれる。
ムーディーズは、地域・地方政府の債務水準を支払い能力と対比して検討する。支払い能力を測る
には主に政府の歳入規模を用いるが、GDP で測られる域内総生産を用いることもある。
債務構造も債務状況のひとつの側面である。元本が長期にわたって分割で返済される場合、ムー
ディーズの分析は、経常的歳入で発行体の債務返済（元本と利払いの両方）がどの程度賄われる
かに注目する。全額または大部分が満期一括償還の場合、償還スケジュール、借換の必要性、市
場での調達能力などが検討される。
債務構造に関しては、短期債務および変動金利債務への依存度も検討事項となる。満期一括償還
の債務でこれらの資金への依存度が高い場合、借換リスク、市場調達リスクの問題に加え、金利リス
クおよび金利が不利な方向に推移した場合の対応力も検討する。短期債務や変動金利債務の割
合の上昇は将来のコストの予測可能性を低下させるため、債務返済を賄う十分な歳入を確保できる
かどうかを評価する際に、より厳しいストレスシナリオを用いることもある。
また、地域・地方政府の信用力を評価する際に、債務発行の目的を規定する諸法令、法的な借入
限度額、債務構造なども考慮する。法的制限は借入に重大な制約となる場合もあるが、地域・地方
政府が債務に類似した取引を拡大しつつ、諸法令の条文に従い巧みに制約を回避することができる
ようなケースでは、それほど大きな制約にはならない場合もある。
法律上、地域・地方政府の借入の使途を資本的支出に限定し、経常赤字の補填に使用することを
禁止する国も多くみられる。しかし、資金が不足して借入を行う政府は多い。債務に類似した取引や、
オフバランスの取引を通じて、借入制限を回避する場合もある。制限の有無にかかわらず、経常赤
字の補填や、返済期間が対象プロジェクトの予想年数を超えるような資本的支出のための借入は、
信用評価上マイナスとなる。
オフバランス取引への依存度が高まる傾向がみられる。それに伴うリスクを検討するため、ムーディ
ーズは地域・地方政府の財政状況において連結外の科目を考慮する。地域・地方政府の債務状況
の評価には、保証債務、保証の有無にかかわらず過半数を保有する企業の債務、ならびにキャピタ
ル・リース、官民パートナーシップ（PPP）、証券化取引などの債務に類似した商品またはコミットメント
で、地域・地方政府に責任があるか、責任が生じる可能性のあるものも含める。ただし、自立している
とみられる（すなわち、利払い費用を含む事業資金を十分確保できる）政府機関の債務は、その情
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報が入手できる場合、保証を含む全ての債務が地域・地方政府の純直接・保証債務から差し引くこ
とができる。政府機関の自立性については、地域・地方政府から継続的に直接的な補助金が提供さ
れなくても、財務が維持できるかどうかに基づいて評価される。間接的な形態の継続的な財務支援
は、例えば料金決定メカニズムの運用などは直接的な資金移転を伴わない（電力会社の公共料金
制度など）ことから、、ムーディーズの評価において直接的な補助金とはみなされない。
地域・地方政府によるモノやサービスの直接購入は、通常の商取引を逸脱するようなものでなく、政
府機関をサポートする手段でなければ、非開示の直接的な補助金とみなされない。
他の主体が発行する債務から生じることがある偶発債務は、信用力を脅かす可能性がある。そうし
た債務は、当該主体の事業をサポートすべき重要性があると地域・地方政府が考えていれば、債務
がなくとも、保証、政府出資、その他の手段を通じて発生することがある（付録 C 参照）。
ムーディーズは分析において、地域・地方政府の年金債務と、それによる財政への圧力および債務
負担も考慮する。分析では、地域・地方政府の財政規模および既存債務と対比した、年金債務の
積立不足によるバランスシートへの負担、および通常経費の支払いおよび積立不足分の償却による
年間財政への圧力も評価する。ムーディーズのスコアカードにおける債務指標は主に、直接・保証
債務に注目するが、年金債務の積立不足といった長期債務も考慮する。地域・地方政府の信用プ
ロファイルを評価するにあたり、ムーディーズは多額の積立不足を有する主体を考慮し、長期の資金
調達上の問題への対応の進展をみる。
評価方法
個別リスクのスコアカードにおける財政実績および債務状況は、次の 5 つのサブ要因に基づいて評
価される 7。
»

総経常財政収支（経常的歳入－利払いを含む経常的歳出）の経常的歳入に対する比率：この
3 年加重平均が用いられた比率は、経常的歳出を経常的歳入の範囲に抑え、資本的支出と
債務の元本返済に必要とされる経常収支黒字を生み出す政府の能力を示す指標である。他の
要因が等しければ、この比率が高いほど、リスクが低くなる 8。

»

利払いの経常的歳入に対する比率 9：利払いが増加すれば、その分、行政サービスの歳出を減
額するか、歳入を増加させるかのいずれかの対策が必要となるため、経常的歳入が利払いに
充当される比率を重視する。この比率が低いほど、リスクは低くなる。報告上の制約から、元本
返済と利払いの合計額しか入手できない場合がある。その場合、ムーディーズは必要に応じて
適切な調整を加えて代替する比率を用いる。

»

現金および流動性の管理：ムーディーズは、地域・地方政府の現金管理および流動性に関する
慣行を評価する。これには、キャッシュフローを確保するために借入が必要か、適切な流動性を
確保するために信用枠に依存しているか、あるいは支払いを先送りする必要があるかが含まれ
る。会計年度内の平均および最低現金残高も考慮する。平均流動性が低水準で推移していれ
ば、歳入が予想外に落ち込んだ場合の現金クッションがほとんどないことを示唆する可能性があ
る。例えば、次年度にかけてのキャッシュフローおよび債務履行を賄う十分な現金残高と信用
枠、および市場での確実な調達能力があり、定期的に詳細なキャッシュフロー計画・モニタリン
グを行っている地域・地方政府は、最も高いカテゴリーに分類される（すなわち、リスクが最も低
い）。

»

債務負担：ムーディーズは、直近年の純直接・保証債務の経常的歳入に対する比率を用いる。
債務負担を示すこの指標は、政府の経常的歳入を債務返済能力を表す指標として用い、債務

7

8

国による会計基準、予算慣行、組織構造の違いを反映して、情報源は直接の国際比較ができないことが多い。これらの報
告上の差に対処するため、ムーディーズは格付対象、定義、計測方法の一貫性を確保すべく、各国間で情報共有する連
携プロセスをとっている。また、算定方法も地域・地方政府によって異なりうる（歳入の算定および合算等）ため、異なる代
替案を考慮し、ケースバイケースで最も適切な方法を検討する。
総経常財政収支/経常的歳入の比率の算定には、直近年のウエイトを最も高くした 3 年加重平均が用いられる。すなわち、
次の算定式となる。

9

利払い/経常的歳入の比率の算定には、直近年のウエイトを最も高くした 3 年加重平均が用いられる。すなわち、次の算定
式となる。
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負担の大きさを返済に用いることのできる経常的歳入と比較するものである。他の要因が等しけ
れば、この比率は低いほどリスクが低くなる。
»

債務構造：ムーディーズは直近年の短期債務の総直接債務に対する比率を用いる。短期債務
には満期が 1 年未満の債務の他に長期借入のうちの 1 年以内に満期が到来する分を含めるた
め、この比率は向こう 1 年の借換リスクと金利リスクの評価につながる。他の要因が等しければ、
この比率は低いほどリスクは低くなる。

図表 6

財政実績と債務状況
1

3

5

7

9

>= 10%

< 10% &
>= 5%

< 5% & >= 0%

< 0% & >= 5%

< -5%

<= 1%

> 1% & <=
3%

> 3% & <= 5%

> 5% & <= 7%

> 7%

スコア

3.1 経常的収支
総経常財政収支/経常的歳入
(%)
3.2 利払い負担
利払い/経常的歳入(%)
3.3 流動性*
現金および流動性の管理

外部キャッシュフロー借
入の必要がないか、市
場での調達に問題がな
い。

地域・地方政府は、必要な
現金を円滑に賄うために
定期的に短期の借入を行
っているか、適切な流動性
を確保するために銀行借
入枠に依存している。

信用枠に大きく依存
し、完全に使用してい
るか、納入者への支
払いを遅らせている。

3.4 債務負担
純直接・保証債務/経常的歳入
(%)

<= 35%

> 35% &
<= 65%

> 65% & <= 100%

> 100% & <=
200%

> 200%

<= 10%

> 10% &
<= 20%

> 20% & <= 30%

> 30% & <=
40%

> 40%

3.5 債務構造
短期債務/総直接債務(%)

* 流動性のサブ要因スコアは 1、5、9 のいずれかとなる。

要因 4: 行財政運営の状況
この要因を重視する根拠
ムーディーズは地域・地方政府の信用力の評価において、行政機構、財政運営、財政内容の開示
の透明性をみることにより、財政に関する意思決定および執行の質を評価する。それらの特徴は、各
地方政府の条例や、長期にわたり発展してきた制度慣行、政治的伝統に表れる。ただし、法律が信
用力を強化する役割を果たしているようにみえながら、実際の業務慣行が反対の効果を生んでいる
ような場合もある。
地域・地方政府の内部統制および財政計画の質も考慮する。これには、政府が良好な財政計画立
案のための手段を有しているか、年度開始時点で、現実的でバランスのとれた予算を成立させてき
た実績があるか、予算執行に関するモニタリング、必要に応じて迅速な修正を行う慣行などが含ま
れる。特に変動性のある歳入源についての、歳入予測の正確さと保守性を検討する。毎年、財政均
衡を達成していれば、確実に信用力を支える要因として評価される。
また、政府がどの程度、資金需要に沿った明確な資金計画を策定しているか、複数年度にわたる経
常的歳出と資本的支出の計画を有しているか、債券市場での調達実績があるかといった点も検討
する。
また、行政や立法機関が、行政サービスにかかる費用とその効果や、税制改正による歳入増に関し
て、客観的な情報と分析を定期的に入手できるかを考察する。このような分野を専門とする職員が
いれば、情報や分析は入手しやすくなる。また、行政の上層部が十分な経験を有しているかも検討
する。
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また、行政の執行部が、迅速に予算を議会に通過させ、効果的に執行できる能力があるという点に
ついても評価を行う。この評価は、議会政治制か、行政と立法が別々に選出されるかを問わず同様
に行う。
さらに、選挙の周期について、政府が複数年度にわたる財政・資本的支出の計画を策定・実行し、
それらの計画の成果を確かめられるだけの長さがあるかを検討する。例えば、3 年ごとに市長選挙が
実施され、直後の再選が禁止される国では、政権交代に伴って官庁の上層部も総入れ替えされる
ことから、長期的な視点で計画を実行する上で政府の能力が抑えられていると評価される可能性が
高い。
ムーディーズは、地域・地方政府の現金・債務・投資管理方針を評価する。その評価には、デリバテ
ィブの使用も含まれ、方針がどの程度明確に示され、実際の慣行が明示された方針にどの程度合
致しているかを考慮する。財政運営のこれらの領域における不備を回避する能力があれば、信用力
向上につながる。
一部の政府では、歳入が予想額を上回った場合の余剰金を、将来歳入が不足した時に使用するた
め、準備金に繰り入れることを、法律上義務付けるか、慣行として行っている。逆にそのような準備金
の積み立てを禁じている政府もある。ムーディーズは、そのような法律あるいは確立した慣行が実際
にどのように運営されているか、それが財政実績にどのような影響を与えてきたかについて検討する。
また、ムーディーズは情報開示の質および透明性も評価する。これには、地域・地方政府が年次お
よび半期の財政報告書、および年金数理に関する報告書を適時に作成しているかどうかも含まれる。
ムーディーズは、そうした情報が正確かつ詳細であるかどうか、独立した監査が行われているかを検
討する。適時かつ正確な報告を含む、透明性および情報開示に関する慣行が確立していれば、こ
のサブ要因で高いスコアが得られるだろう。
評価方法
行財政運営の慣行の評価にあたっては、次のサブ要因を用いる。
»

地域・地方政府のリスク管理および財政運営の慣行を評価する。具体的には、強固な財政運
営に適切な専門性と計画策定手段を有しているか、歳入を推定するにあたりどの程度保守的な
経済予測を用いるか、歳出の予測にどの程度の注意を払っているか、結果として、どの程度、財
政収支目標を達成または上回ることができるかを検討する。

»

地域・地方政府の投資と債務の管理方針、これによってさまざまなリスクが回避できる度合いを
評価する。

»

地域・地方政府の透明性と情報開示の状況、すなわち財政状況の開示の適時性、完全性、信
頼性を評価する。

信用リスクにおける「行財政運営の状況」の重要性を考慮し、3 つのサブ要因の中で最も数字の大き
いスコア（最も弱いスコアを示す）を「行財政運営の状況」の全体のスコアとする。
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図表 7

行財政運営の状況*
1

スコア

5

9

4.1 リスク管理と財政運営
内部統制と計画策定の質

強固な内部統制および財政計画。

中程度の内部統制および財政計
画。

内部統制および財政計画が良好で
ない。

予測の前提がある程度プルーデント
だが、変動の可能性があり、変動的
な歳入の予測が保守的ではなく、長
期計画や年次モニタリングの実施が
限定的であり、計画策定手段の質と
管理能力が中程度であり、多くの年
度において財政目標を達成してい
る。

予測の前提がプルーデントでなく、
特に変動的な歳入について過度に
楽観的な予測がなされており、長期
計画やモニタリングが実施されてお
らず、計画策定手段の質および管
理能力も低く、財政目標が達成され
ないことが多い。

債務・投資管理上で従う、明確な方
針およびガイドラインがある。行政
の執行部は、債務と投資の管理に
関して保守的な手法を堅持してお
り、名目リスク以上の投資エクスポ
ージャーおよび債務構造を回避して
いる。例えば、債務調達コストが高
いかコストが急速に変化するもの、
また大きな為替リスク、金利リスク、
カウンターパーティリスクを伴う債務
も回避している。

債務・投資管理上でおおむね従う方
針およびガイドラインがある。行政
の執行部は、債務と投資の管理に
関して、特に保守的でも放漫でもな
い手法をとっている。投資および債
務構造はリスクのあるものも許容し
ている。例えば、債務調達コストが
高いかあるいは急速に変化する、大
きな為替リスク、金利リスク、カウン
ターパーティリスクを伴う債務を有し
ている。

債務・投資管理上で従う方針および
ガイドラインはない。行政の執行部
は、債務と投資の管理に関して、放
漫あるいは積極的にリスクをとる。
投資エクスポージャーおよび債務構
造では大きなリスクのあるものも許
容している。例えば、債務調達コスト
が高いかあるいは急速に変化する、
大きな為替リスク、金利リスク、カウ
ンターパーティリスクを伴う債務を有
している。

一貫して適時に財政報告書を提示
しており、情報は十分に正確かつ詳
細であり、財政報告書は独立監査
人により監査され、重大な限定意見
は付されていない。

ある程度適時に財政報告書を提示
しており、情報はおおむね正確かつ
詳細だが対処可能な欠陥が一部に
あり、財政報告書は独立監査人に
より監査され、重大な限定意見は付
されていない。

財政報告書の提示は大幅に遅れて
おり、情報の正確性および詳細さは
不完全であり、財政報告書は独立
監査人によって監査されていない
か、監査されてはいるが限定意見
が付されている。

思慮深い（プルーデント）予測の前
提があり、変動的な歳入について保
守的な予測が行われ、長期計画と
年次モニタリングが実施されてお
り、計画策定手段の質と管理能力
が高く、財政目標を達成している
か、上回っている。

4.2 投資と債務管理**
管理方針・慣行

4.3 透明性と開示
情報の質

*

３つのサブ要因の最も数字の大きい（最も弱い状況を示す）スコアを「行財政運営の状況」の全体のスコアとする。

** サブ要因 4.2 「投資と債務管理」は、金利変動およびカウンターパーティーリスクと、管理方針・慣行の 2 つの要素により構成される。それぞれのスコアは 9「低い」、5「中程度」、
1「高い」のいずれかとなる。この 2 要素のスコアのうちの数字の大きい（弱い状況を示す）方をサブ要因 4.2 のスコアとする。

個別リスクのスコアカード
前述の要因およびサブ要因、ならびにそのウエイト（下表の通り）を用いて、個別リスクのスコアを推定
する（スコアカードの詳細については、付録 A を参照されたい）。
図表 8

BCA 個別リスクのスコアカードの要因とウエイト
スコアカード

サブ要因のウエイト

20%

1. 地域経済のファンダメンタルズ
1.1 経済力

要因のウエイト

70%

地域の一人当たり GDP 対国の一人当たり GDP
1.2 経済の変動性

30%

産業の集中
20%

2. 制度の枠組み
2.1 法的裏付け

50%

予測可能性、安定性、対応力
2.2 財政の柔軟性

50%

財政の柔軟性
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図表 8

BCA 個別リスクのスコアカードの要因とウエイト
スコアカード

サブ要因のウエイト

30%

3. 財政実績と債務状況
3.1 経常的収支

要因のウエイト

12.5%

総経常財政収支/経常的歳入 (%)
3.2 利払い負担

12.5%

利払い/経常的歳入(%)
3.3 流動性

25%

現金および流動性の管理
3.4 債務負担

25%

純直接・保証債務/経常的歳入 (%)
3.5. 債務構造

25%

短期債務/総直接債務(%)
4. 行財政運営の状況

30%

4.1 リスク管理と財政運営
内部統制と計画策定の質
4.2 投資と債務管理
管理方針・慣行
4.3 透明性と開示
情報の質
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図表 9

個別リスクのスコアカード
1

3

5

7

9

>= 120%

<120% & >= 105%

< 105% & >= 95%

< 95% & >= 80%

< 80%

地域経済のファンダメンタルズ: 20%
地域の一人当たり GDP
対国の一人当たり GDP
産業の集中

経済力
経済の変動性
制度の枠組み: 20%
法的裏付け

財政の柔軟性

14

予 測 可 能 性 、 安 定 性 、 地域・地方政府にとって成熟し頑健な
対応力
枠組みがあり、責任は安定し、（法規
制に）明確に定義されている。変更は
慎重かつ予測可能なペースで行われ
る。

財政の柔軟性
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広く多様化され、集中は限定的。

歳入は予測可能で、将来の歳入につ
いても明確に予測できる。年ごとの変
更はほとんどなく、変更は慎重かつ予
測可能なペースで行われる。
歳出責任はかなり安定し長期にわた
り予測可能である。
歳入・歳出の柔軟性が高い。
地域・地方政府は法律上、歳入・歳出
のかなりの割合について裁量権を認
められている。また、経常的歳入のか
なりの部分について、税および公共料
金を変更する柔軟性があり、増税・値
上げがその地方において政治的に許
容される。さらに、経常的歳出のかな
りの部分について、その水準および性
質（公共サービスの削減、サービス水
準の変更など）を変更する柔軟性があ
る。こうした削減は地方において政治
的に許容される。

歳入の柔軟性は高く
歳出の柔軟性はさほ
ど高くない、あるいは
歳出の柔軟性は高く
歳入の柔軟性はさほ
ど高くない。

ある程度多様化されているが一定の集中が
みられる。

多様化されておらず、集中度が高い。

地域・地方政府にとって概ね強固な枠組みが
あり、責任は概ね安定し、（法規制に）定義さ
れ、ある程度予測可能。

地域・地方政府にとっての枠組みが新しく
構築途上で、責任は明確に定義されておら
ず、予測が困難である。

歳入は概ね予測可能で、将来の歳入につい
てもある程度明確に予測できる。年ごとに大
きな変更が行われることがあり、急に変更さ
れる場合もある。
歳出責任はある程度安定し予測可能であ
る。

歳入は予測できず、将来の歳入も不明であ
る。年ごとに交渉や変更があり、変更は予
測不能である。
歳出責任は安定しておらず、予測不能であ
る。

歳入・歳出の柔軟性はさほど高くない。
地域・地方政府は歳入・歳出の変更について
ある程度の裁量権を有する。経常的歳入の
ある程度まで、税および公共料金を変更する
柔軟性があり、増税・値上げがその地方にお
いて政治的に許容される。さらに、経常的歳
出のある程度まで、その水準および性質（公
共サービスの削減、サービス水準の変更な
ど）を変更する柔軟性があり、地方において
政治的に許容される。

歳入の柔軟性はさほど
高くなく歳出の柔軟性は
低い、あるいは歳出の
柔軟性はさほど高くなく
歳入の柔軟性が低い。

歳入・歳出の柔軟性は低い。
地域・地方政府は法律上、料率および歳
入・歳出の対象についてほとんどまたは全
く裁量権が認められていない。料率および
経常的歳入・歳出の対象を変更し、地方に
おいて政治的に許容される柔軟性はほと
んどない。
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財政実績と債務状況: 30%
経常的収支
利払い負担
流動性

債務負担
債務構造

総経常財政収支/
経常的歳入
利払い/経常的歳入
現金および流動性の管理

>= 10%

< 10% & >= 5%

< 5% & >= 0%

< 0% & >= -5%

< -5%

<= 1%

> 1% & <= 3%

> 3% & <= 5%

> 5% & <= 7%

> 7%
信用枠に大きく依存し、完全に使用してい
るか、納入者への支払いを遅らせている。

> 40%

外部キャッシュフロー借り入れの必要
がないか、市場での調達に問題がな
い。

純直接・保証債務/
経常的歳入
短期債務/総直接債務

<= 35%

> 35% & <= 65%

地域・地方政府は、必要な現金を円滑に賄う
ために定期的に短期の借り入れを行ってい
るか、適切な流動性を確保するために銀行
借り入れ枠に依存している。
> 65% & <= 100%
> 100% & <= 200%

<= 10%

> 10% & <= 20%

> 20% & <= 30%

内部統制と計画策定の質

強固な内部統制および財政計画。

中程度の内部統制および財政計画。

思慮深い（プルーデント）予測の前提
があり、変動的な歳入について保守
的な予測が行われ、長期計画と年次
モニタリングが実施されており、計画
策定手段の質と管理能力が高く、財
政目標を達成しているか、上回ってい
る。
債務・投資管理上で従う、明確な方針
およびガイドラインがある。行政の執
行部は債務と投資の管理に関して保
守的な手法を堅持しており、名目リス
ク以上の投資エクスポージャーおよび
債務構造を回避している。
例えば、債務調達コストが高いかコス
トが急速に変化するもの、また大きな
為替リスク、金利リスク、カウンターパ
ーティリスクを伴う債務も回避してい
る。
一貫して適時に財政報告書を提示し
ており、情報は十分に正確かつ詳細
であり、財政報告書は監査人により監
査され、重大な限定意見は付されてい
ない。

予測の前提がある程度プルーデントだが、変
動の可能性があり、変動的な歳入の予測が
保守的ではなく、長期計画や年次モニタリン
グの実施が限定的であり、計画策定手段の
質と管理能力が中程度であり、多くの年度に
おいて財政目標を達成している。

> 30% & <= 40%

> 200%

行財政運営の状況: 30%
リスク管理と財政運営

投資と債務管理

管理方針・慣行

透明性と開示

情報の質
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債務・投資管理上でおおむね従う方針および
ガイドラインがある。行政の執行部は、債務と
投資の管理に関して、特に保守的でも放漫で
もない手法をとっている。投資および債務構
造はリスクのあるものも許容している。例え
ば、債務調達コストが高いかあるいは急速に
変化する、大きな為替リスク、金利リスク、カ
ウンターパーティリスクを伴う債務を有してい
る。

ある程度適時に財政報告書を提示しており、
情報はおおむね正確かつ詳細だが対処可能
な欠陥が一部にあり、財政報告書は独立監
査人により監査され、重大な限定意見は付さ
れていない。

内部統制および財政計画が良好
でない。
予測の前提がプルーデントでなく、特に変
動的な歳入について過度に楽観的な予測
がなされており、長期計画やモニタリング
が実施されておらず、計画策定手段の質お
よび管理能力も低く、財政目標が達成され
ないことが多い。
債務・投資管理上で従う方針およびガイド
ラインはない。行政の執行部は、債務と投
資の管理に関して、放漫あるいは積極的に
リスクをとる。投資エクスポージャーおよび
債務構造では大きなリスクのあるものも許
容している。例えば、債務調達コストが高い
かあるいは急速に変化する、大きな為替リ
スク、金利リスク、カウンターパーティリスク
を伴う債務を有している。

財政報告書の提出は大幅に遅れており、
情報の正確性および詳細さは不完全であ
り、財政報告書は独立監査人によって監査
されていないか、監査されてはいるが限定
意見が付されている、あるいは最近限定意
見が付された。
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BCA サブ要因: システミックリスクのスコア
BCA 分析におけるこのサブ要因では、特定の国の全ての地域・地方政府に共通して影響を与え、主
に国内環境にも関連する全般的なリスクを考察する。
この要因を重視する根拠
地域・地方政府の BCA は、国内環境も考慮して評価する必要があるとムーディーズは考えている。
国内環境の評価はシステミックリスクのスコアに表され、システミックリスクのスコアから地域・地方政
府の BCA が推定される。このシステミックリスクのスコアは通常、ソブリン債格付に相応する。ムーデ
ィーズは通常、マクロ経済上および金融面の結びつきから、地域・地方政府は、ソブリンに永続的に
結びついていると考える。ソブリンの信用リスクとの相関が存在するため、地域・地方政府の格付はソ
ブリン格付と同水準かそれを下回ることが多く、上回ることは稀である。
国のマクロ経済状況は、他の国内発行体の信用力に影響を与える。国の財政・金融政策は、国およ
び地方の経済成長、ひいてはその財政にも影響を与える。また、急速な歳入増を通じてソブリンの財
政状況を強化する力強いマクロ経済環境は、地域・地方政府の財政にも同様の直接的な影響を与
えることが多い。逆に、弱いマクロ経済環境は歳入増を妨げる。
金融面での結びつきも、ソブリンと地域・地方政府の信用リスクに影響を与える。例えば、ソブリンの
信用力低下は、国内与信の縮小を伴うことが多く、厳しい状況下では銀行危機につながる。借換の
必要性が小さく、外部からの資金調達を必要とする赤字を抱えていない地域・地方政府のみが、金
融市場からの圧力をある程度回避できる。
これらの信用上の結びつきの重要性は、過去におけるソブリンのデフォルト事例で、地域・地方政府
のデフォルト率も急速に上昇したことによって裏付けられる。ソブリンと国内の他の発行体の信用上の
結びつきは、マクロ経済、税制、行政サービスの変更、国内銀行システム、為替レートの変動から発
行体が影響を受ける度合いに応じて、ソブリン格付が低下するに従って顕著となり、また強く関連す
るようになる。
評価方法
システミックリスクのスコアを評価するにあたり、ムーディーズは、ソブリン債の格付を用いる。通常、
地域・地方政府がソブリン格付より高い格付を付与されることは考えにくいため、ソブリン格付は地
域・地方政府の格付の実質的な上限となる。ただし、一部の例では、地域・地方政府の格付がソブリ
ン格付を上回ることもありうる。そうした場合、システミックリスクのスコアは、ソブリン格付より 1-2 ノッチ
高い水準となる可能性がある。とはいえ、ソブリンと下位政府の間のマクロ経済上および金融面の結
びつきから、地域・地方政府の格付がソブリン格付より 2 ノッチ以上高くなることは稀である 10。

10
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ィーズのセクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法の一覧へのリンクは、「関連リサーチ」のセクションに掲載され
ている。
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次の 2 つの条件を満たせば、システミックリスクのスコアはソブリン格付より高い水準となりうる。
1.

市場の影響からの遮断：
(i) 地域・地方政府の借入・借換必要額が限定的である、または、
(ii) 長期にわたって市場からの調達機会が断たれた場合に利用できる多額の現金準備がある。

2.

財政の自立性：
(i) 地域・地方政府が、地方財政に影響を与える可能性がある国の決定において、憲法上の
保護や、その変更には地域・地方政府の事前同意が必要な何らかの形の取り決めを通じて、
影響を受けない、または、
(ii) 地域・地方政府の歳入・歳出の柔軟性が非常に高いことにより、地域・地方政府の財政に
マイナスの影響を与える国の決定が容易に相殺可能である場合。さらに、その国では当面、
既存の制度の枠組みの大きな変更が予想されない。

BCA マトリックス
ムーディーズは下表を用いて個別リスクのスコアとシステミックリスクのスコアを統合し、推定 BCA を
導く。
図表 10

BCA マトリックス
個別リスク

システミックリスク

Aaa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

aaa

aa1

aa2

aa3

a1

a2

a3

baa1

baa2
baa3

Aa1

aa1

aa2

aa3

a1

a2

a3

baa1

baa2

Aa2

aa2

aa3

a1

a2

a3

baa1

baa2

baa3

ba1

Aa3

aa3

a1

a2

a3

baa1

baa2

baa3

ba1

ba2

A1

a1

a2

a3

baa1

baa2

baa3

ba1

ba2

ba3

A2

a2

a3

baa1

baa2

baa3

ba1

ba2

ba2

ba3

A3

a3

baa1

baa2

baa3

baa3

ba1

ba2

ba3

b1

Baa1

baa1

baa2

baa3

baa3

ba1

ba2

ba3

b1

b1

Baa2

baa2

baa3

baa3

ba1

ba2

ba2

ba3

b1

b2

Baa3

baa3

ba1

ba1

ba2

ba2

ba3

ba3

b1

b2

Ba1

ba1

ba1

ba2

ba2

ba3

ba3

b1

b2

b3

Ba2

ba2

ba2

ba3

ba3

ba3

b1

b1

b2

b3

Ba3

ba3

ba3

ba3

b1

b1

b2

b2

b3

b3
b3

B1

b1

b1

b1

b1

b2

b2

b2

b3

B2

b2

b2

b2

b2

b2

b2

b3

b3

b3

B3

b3

b3

b3

b3

b3

b3

caa1

caa1

caa1

Caa1

caa1

caa1

caa1

caa1

caa1

caa1

caa1

caa1

caa1

Caa2

caa2

caa2

caa2

caa2

caa2

caa2

caa2

caa2

caa2

Caa3

caa3

caa3

caa3

caa3

caa3

caa3

caa3

caa3

caa3

Ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

C

c

c

c

c

c

c

c

c

c

例えば、国債格付が Aaa の国の、個別リスクのスコアが 3 の地域・地方政府のスコアは aa2 となる。
BCA マトリックスに示された通り、個別リスクのスコアが 3 で、システミックリスクのスコアが Baa3 の地
域・地方政府の BCA は ba1 となる。
前述の通り、地域・地方政府はソブリンと永続的に結びついているとムーディーズは考えている。従っ
て、ソブリンの信用力はある程度、地域・地方政府の信用力の基礎となる。ソブリン格付が引き下げ
られたときには、直接の信用上の結びつきがなくても、国内の他の発行体の長期的な信用リスクが
高まることが多い。格付スケールの下位にいくに従って、地域・地方政府の信用リスクがソブリンの信
用リスクとより密接に結びつき、地域・地方政府の格付がソブリン格付に近づく傾向がある。つまり、例
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えば、ソブリン格付が Aaa である場合のほうが、B1 の場合よりも、地域・地方政府の格付の分布範囲
が広がることがある。
さらに、低い格付水準では、中央政府も地域・地方政府も、イベントリスクから受ける影響が大きくな
るため、中央政府と地域・地方政府の格付水準の差が小さくなり、システミックリスクの影響が大きく
なるといえる。
ムーディーズは、これを反映して、BCA マトリックスを、システミックリスクのスコアが下がるにつれて、
BCA とシステミックリスクのスコアが近づくように設計しており、システミックリスクのスコアが Caa1 以下
の場合には、地域・地方政府の BCA はシステミックリスクのスコアを完全に反映する形となっている。
BCA マトリックスでは、スコアカードにより推定された個別リスクのスコアとシステミックリスクのスコアを
用いて、追加の要因を織り込む前の BCA を導く。

追加の要因
前述の BCA マトリックスの個別リスクのスコアとシステミックのリスクスコアを用いて、追加の要因を織
り込む前の BCA を導く。ただし、イベントや特定の状況が、スコアカードの想定よりも格付判断に大きく
影響する場合や、その他の追加の要因が格付において重要であるものの、スコアカード要因には完
全に捕捉されていない場合がある。
本格付手法は米国外でグローバルに適用されるため、ある面では一般的なものとならざるをえず、
「はじめに」のセクションで説明された通り、スコアカードは比較的簡潔な参照ツールと位置づけられる。
また、一部の地域・地方政府は、例えばデフォルトの危機に瀕した場合や救済にあたって固有の特
徴を有しており、それをスコアカードに織り込むことができないことがある。
一部の追加要因によって、BCA が追加要因を織り込む前より高い、または低い水準と推定されること
がある。通常、追加の要因によって、BCA は 1 ノッチ変化するが、特定の状況下では複数ノッチの変
化につながることがある。このようなスコアカードで検討される追加の要因には次のものが含まれる。
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»

経済が特定の産業に大きく集中し、成長または多様化の見込みが小さい、あるいは移住により
人口が減少している（推定 BCA を引き下げる要因となる可能性）

»

市場での資金調達機会が制約されているか閉ざされており、短期または長期の借入の借換が
必要である（推定 BCA を引き下げる要因となる可能性）

»

深刻な流動性不足により、キャッシュフローノート、商業的債務、またはその他の現金管理ツー
ルが使用されている（推定 BCA を引き下げる要因となる可能性）

»

地域・地方政府が市場からの調達を長期にわたって行う必要がなくなるような多額の現金およ
び投資（推定 BCA を引き上げる要因となる可能性）

»

多額の偶発債務 11を含め、他の地域・地方政府比で債務比率が極めて高い（推定 BCA を引き
下げる要因となる可能性）

»

年金債務による財政の圧迫、および多額の積立不足（推定 BCA を引き下げる要因となる可能
性）

»

過去のデフォルト実績（推定 BCA を引き下げる要因となる可能性）

»

債務履行の意思にリスクをもたらす政治的リスクおよび介入（BCA を引き下げる要因となる可能
性）

»

長期にわたる保守的な財政運営（推定 BCA を引き上げる要因となる可能性）

»

財政のベストプラクティスにおいて大きな弱み（例：歳入を常に過大に見積もる等）（推定 BCA を
引き下げる要因となる可能性）

11

ムーディーズの分析において地域・地方政府の偶発債務がどのように検討されるかの説明については、付録 C を参照され
たい。
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»

大胆な債務管理（例：高金利支払いが生じる可能性のあるリスクの高い債務構造等）（推定
BCA を引き下げる要因となる可能性）

»

歳入減または多額の歳出の必要性により、地域・地方政府の債務履行能力を大幅に低下させ
るイベント（地震等）の影響（推定 BCA を引き下げる要因となる可能性）

»

例えば、地域・地方政府が非常に高水準の債務負担を抱え、流動性リスクが高い場合など、幾
つかの領域の指標が劣る場合（推定 BCA を引き下げる要因となる可能性）

上述の追加的な考慮事項を踏まえ、追加の要因を織り込んだ BCA を導く（BCA スコアカードにより推
定された結果）。これらの考慮事項が、スコアカードに反映されない形で地域・地方政府の格付に影
響する場合もある。例えば、長期的な環境リスクや人口動態リスクは、指標の予測に織り込まれるの
ではなく、定性的に考察されることもある。そのため、地域・地方政府のスコアカードにより推定された
結果が実際の格付と一致しないこともある。

緊急時のサポート要因
全般的なアプローチにおける第 2 の要因は、上位政府から緊急時のサポートを得られる可能性につ
いての評価である。
緊急時のサポートとは、地域・地方政府が深刻な流動性ストレスに見舞われた場合に、上位政府が
地域・地方政府に財政的支援や契約上の保護措置を提供する、あるいは地域・地方政府の債務の
デフォルトを回避する可能性と定義される。緊急時のサポートは、一時的な資金注入、当面の資金
調達のための地域・地方政府と貸し手との交渉への関与などさまざまな形態をとりうる。地域・地方
政府の BCA とは、地域・地方政府がそのような緊急時のサポートを必要とする可能性とみなすことも
ある。BCA は、地域・地方政府の固有の財政力を織り込んだものであり、上位政府が通常提供する
継続的な補助金および財政移転を考慮に入れる。
単純な形の緊急時のサポートは、中央政府や州政府などの上位政府から、市町村などの下位政府
の債務に対する無条件の保証という形で行われる。そのような形の保証については、保証が遅滞な
く確実に履行されるとムーディーズが判断する限り、政府の緊急時のサポートが提供される可能性は
100%と評価される。政府が、地域・地方政府のデフォルトを回避するためにいかなる行動もとるとみ
られる場合には、サポートが提供される可能性は 100%となる。言い換えれば、100%のサポートは、
政府からの取消不能で無条件の保証があるか、地域・地方政府とサポートを提供する中央政府が、
運営上も財政上も分けられないことを示す傾向がある 12。
緊急時のサポートが提供される可能性がゼロとされるのは、上位政府が、デフォルトの危機に瀕した
地域・地方政府を救済することは、予想されるケースでいかなる形でもありえないと判断される場合
である。多くの場合、緊急時のサポートが提供される可能性は 0％から 100％の範囲内で推定され
る。
サポートを提供する可能性がある上位政府は、憲法が地域・地方政府の権限をどう定めているかに
よって、国ごとに異なる。例えば、一部の国では、州にサポートを提供するのは連邦政府であり、市な
どの地方自治体にサポートを提供するのは州になる。一方、中央政府が州、市町村など全てのレベ
ルの下位政府に対してサポートを提供する国もある。

12

19

JANUARY 18,2018

詳細については、信用代替アプローチに基づく取引のクロス・セクター格付手法を参照されたい。ムーディーズのセクター別
格付手法およびクロス・セクター格付手法の一覧へのリンクは、「関連リサーチ」のセクションに掲載されている。
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図表 11

A 国と B 国のサポート提供者のヒエラルキー

A国

B国

出所：ムーディーズ

緊急時のサポートの評価において、ムーディーズは以下を考慮に入れる 13。
»

サポートを提供する政府の格付

»

両者のデフォルト相関度の推定（デフォルト相関）

»

政府による緊急時のサポートが提供される可能性の推定（サポート）

13
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これは複合デフォルト分析（JDA）の枠組みに従ったものである。JDA の概要を含む詳細については、政府系発行体のクロ
ス・セクター格付手法を参照されたい。ムーディーズのセクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法の一覧へのリン
クは、「関連リサーチ」のセクションに掲載されている。
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評価方法
緊急時のサポートが提供される可能性を評価するにあたり、制度の枠組みと上位政府のサポート実
績、それぞれの地域・地方政府の特性を検討する。緊急時のサポートを義務付けるあるいは禁止す
る信頼性の高い法令がある場合を除き、サポートの可能性の評価を決定付ける単独の要因はない。
また、地域・地方政府とサポートを提供する政府が、同時に厳しい状況の影響を受け、同時にデフォ
ルトに近づく傾向を示す、地域・地方政府とサポートを提供する政府の間のデフォルト相関の指標も
考慮する。前述の通り、一般的に同一国の政府間の結びつきは強く、デフォルト相関は非常に高い
14
。
地域・地方政府の格付の枠組みにおいて、サポートは低い（0%-30%）、中程度（31%-50%）、強い
（51%-70%）、高い（71%-90%）、非常に高い（91%-100%）5 つのレンジに区分される 15。レンジを用い
るのは、サポートが提供される前にその可能性を評価するという不確実性によるものである。サポート
が求められうる状況の詳細が得られる前に緊急時のサポートが提供される可能性を予想するケース
が多いため、サポートの決定に影響を与える状況と動機を特定することは困難である。
制度の枠組み
地域・地方政府を取り巻く制度の枠組みとは、その国における憲法や法律上の取り決めをさす。また、
十分なガバナンスの確立、政府間の関係（異なるレベルの政府間における対立の解決方法を含む）、
政府の役割に対する国民の期待なども考慮する。ムーディーズは、緊急時のサポートのレベルを評
価するにあたり、次のような制度の枠組みを構成する多数の要因を検討する。
»

法的義務あるいは制約： 上位政府が緊急時のサポートを提供する法的義務や制約があるかど
うかを判断するにあたり、法律上・憲法上の枠組みを検討する。ムーディーズの評価は、信頼性
ある制度の枠組み（すなわち、成熟度、安定性、透明性が高く、法律上・憲法上の義務が尊重
される枠組み）の中での、法的義務あるいは制約の存在に左右される。未成熟もしくは不安定
な制度の枠組みは信頼性があるとはみなされない。

»

政府の政策スタンス：ムーディーズは、緊急時のサポートが提供されるかどうかについての見解
をまとめるため、現行の政策を考慮する。政策には、コンフォート・レター、明確なコミットメント、も
しくはデフォルトに瀕した地域・地方政府を上位政府が救済すること、あるいはしないことの表明
が含まれる。

»

監督の度合い：上位政府の監督の度合いは、下位政府の財政の安定性維持への関心や、規
制当局としての上位政府が下位政府の財政問題に介入する能力と意思を示すものとみなされ
る。問題が明らかになった場合に、有効かつ適時に対応した実績がない限り、監督だけでは、サ
ポート水準が十分に高いとはいえない。

»

風評リスク： 風評リスクの評価では、地域・地方政府がデフォルトに瀕した場合に生じうる資本
市場への打撃・混乱、および国内外においてサポートを提供する政府が直面しうる政治的混乱
を最小限に抑えるインセンティブを考慮する。風評リスクの定性的評価は、地方、地域、および
国の問題と、それが、地域・地方政府のデフォルトを回避するためのサポートを提供するという政
府の決定にどのように影響するのかを検討する。

»

モラルハザード：モラルハザードのリスク（特定の地域・地方政府が救済された場合に、地域・地
方政府間で思慮を欠いた財政計画策定が行われるといったリスク）に対する上位政府の認識は、
政府のサポート実績とムーディーズが把握している地方、地域、国が直面する問題に基づいて
評価される。

過去の事例
発生したデフォルトおよびデフォルトの危機に瀕した事例と上位政府の対応を、特に最近のものに重
点を置いて検討する。制度の枠組みは時間とともに変化するため、過去の事例から将来の対応を推
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14

実際には、地域・地方政府間のデフォルト相関は、地域・地方政府とサポートを提供する政府の間の強固な結びつきを反
映して、非常に高い傾向がみられる。そうした強固な結びつきを反映し、地域・地方政府のデフォルト相関は非常に高いと
評価される。

15

これは政府系発行体に適用されるサポートのレンジに沿ったものである。詳細については政府系発行体のクロス・セクター格
付手法を参照されたい。ムーディーズのセクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法の一覧へのリンクは、「関連リサ
ーチ」のセクションに掲載されている。
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察するうえで、より最近の事例を重視する。上位政府による明確なサポート実績がある場合、その情
報は全般的な評価において重要な要因となる。
上位政府がデフォルト後に支援を提供した例は多いが、デフォルトの発生を回避していないため、ム
ーディーズの格付分析において、このようなサポートの可能性がアップリフトの要因となることは少な
い。
個々の特徴
上位政府がサポートを提供するかどうかを決定するにあたり重要となる、地域・地方政府の固有の特
性を検討する 16。
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»

戦略的役割：地域・地方政府の重要性が高い場合、上位政府が政治的混乱や金融市場の混
乱を回避するために、サポートの提供を検討する場合もある。地域・地方政府の戦略的役割を
決定する要因には、国際的な高い知名度（あるいは知名度の低さ）、その国の経済における重
要性、首都としての地位、相対的な人口規模、上位政府にとって選挙上の重要性などが含ま
れる。

»

債務構造：自国通貨建ての銀行ローンと比較して、クロスボーダー債券など重要性の高い債務
のデフォルトにはサポートが提供される可能性が高い。これは資本市場の混乱による借入コスト
の上昇や、他の地域・地方政府の資金調達手段の喪失などにつながるためである。

16

国の制度の枠組みおよび政府間関係の性質を反映して、上位政府が国内の地域・地方政府間に差をつけないとの結論に
達する場合がある。

格付手法：地域・地方政府の格付手法

SUB-SOVEREIGN

図表 12

緊急時のサポートのスコアカード
1.

2.

項目

要因

評価基準案

スコア

法的義務／制約

上位政府が緊急時のサポートを提供する明確な法律上・憲法
上の義務あるいは制約はあるか。

義務：信頼性がある直接的な法的義務

50

中立：法令にはサポートについて定められていない

0

制約：明らかな法的制約

-50

非常にプラス：念書、明確な政策上のコミットメント、

25

政府の政策スタン
ス

現行の政策は、緊急時のサポートがすぐに提供されるのかさ
れないのかを明確に示しているか。

対応するための政府間での財政上の取り決め

10

ある程度プラス：前述の状況はあるが、それを相殺する要因がある

制度の枠組み

（未成熟な制度の枠組みなど）

3.

4.

5.

風評リスク

モラルハザード

救済の実績

過去の事例

6.

監督の度合い

個々の特徴

7.

8.

戦略的役割

債務構造

上位政府による監督の度合いはどの程度か。

自らの風評リスク、あるいは資本市場の混乱や打撃につなが
るリスクに対する上位政府の姿勢は、サポートの可能性を高
めるか。

中立

0

ややマイナス：政策上のコミットメントまたは表明が変化

-10

非常にマイナス：明確な政策上のコミットメント

-25

高い：頻繁な報告義務、経常的・資本的支出予算の承認、債務発行の承認、債務発行・返済における上限の設
定、管財人の指名能力

10

中程度：中程度の報告義務、予算の非拘束的な見直し、地域・地方政府の政策決定に与える影響が限定的

5

低い：低いまたは最低限の監督

0

高い：強い関心、風評または資本市場の混乱リスクに対する懸念、

25

暗示的な保証の見通し
中立

0

モラルハザードのリスク（慎重とはいえない慣行を促すリスク）
に対する上位政府の姿勢は、サポートの可能性の低さを示唆
しているか。

高い：分権化を促し、モラルハザードをコントロールする対応

-25

中立

0

上位政府はデフォルトに近い事例に対し、救済するかデフォル
トを容認するかのいずれかで、一貫した対応をとってきたか。

非常にプラス：明確な最近の救済実績（過去 5 年以内）

25

ある程度プラス：明確な救済実績（1990 年以降）

10

中立

0

ややマイナス：明確なデフォルト容認（1990 年以降）

-10

非常にマイナス：明確な最近のデフォルト容認（過去 5 年以内）

-25

示唆している：経済における重要性、人口規模、首都としての地位、

25

地域・地方政府の戦略的役割は、高いサポートの可能性を示
唆しているか。

高い国際的知名度
示唆していない

0

地域・地方政府の債務構造は高いサポートの可能性を

示唆している：重要性の高い借り手、クロスボーダー債券または

15

示唆しているか。

外貨建て債券、自国債券市場における構成割合が高い債券
示唆していない
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スコアカードによるスコア

サポートレンジのガイドライン

<-15 点

低い (0% - 30%)

-15 点から 15 点

中程度 (31% - 50%)

20 点から 30 点

強い(51% - 70%)

35 点から 45 点

高い (71% - 90%)

>45 点

非常に高い (91% - 100%)
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緊急時のサポートを考慮し、スコアカードにより推定された結果
緊急時のサポートが提供される可能性、地域・地方政府の BCA、サポートを提供する政府の格付に
基づき、スコアカードにより推定された結果のレンジが導かれる 17。実際の格付は、推定された格付レ
ンジ内で決定されることが多いが、必ずしもそうなるとは限らない。追加の要因に関する考察と同様
に、特定の状況が BCA とサポート・スコアカードを組み合わせた結果よりも格付の決定に大きな影響
を及ぼす場合がある。
例えば、非常に限られた状況において、地域・地方政府とサポート提供者の強固な結びつきを考慮
し、特定の地域・地方政府の格付における重要な要因をサポート要因と判断することもある。このよう
な場合、地域・地方政府の個々の特徴は信用力評価において重要性が低いあるいは結びつかない
と判断し、BCA を付与せず、サポート提供者の格付と同水準あるいは非常に近い水準の最終格付を
付与することもある。これは政府系発行体の格付手法で説明される、BCA を用いず政府サポートの
みに基づいた政府系発行体に対する格付分析アプローチと似ている 18。
スコアカードにより推定された結果のレンジ
スコアカードにより推定された格付レンジ（特定の数字付加記号付格付ではない）は、レンジ内のサポ
ート提供の可能性の評価と一致する。実際の格付には、スコアカードに織り込まれていない要素（市
場動向、与信動向の変化など）についての分析上の判断が考慮されている。
一例として、サポートのガイダンスレンジが中程度（31%-50%）、地域・地方政府の BCA が ba1（Ba1 に
相当）、サポートを提供する政府の信用格付が Baa2 の場合、スコアカードでは、Baa3 から Ba1 という
レンジが導かれ（図表 13）、格付委員会はこのレンジ内の格付を付与するとみられる。
サポート・スコアカードに完全には織り込まれていない可能性のある一定の追加の要因が、一部の地
域・地方政府に対する緊急時のサポートの実施を大きく制約する可能性がある。こうした追加の要因
があれば、サポート・スコアカードにより推定された結果のレンジ内で最も低い格付を付与することで、
緊急時のサポートによる上乗せノッチ数を制限することが多い 19。稀なケースでは、スコアカードによ
り推定された結果のレンジ内で最も低い格付よりさらに低い格付（通常は 1 ノッチ低い格付）を付与す
ることを決定することがある。検討される追加の要因には以下が含まれる。
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»

地域・地方政府の規模が小さい場合。そのため、デフォルトが発生しても中央政府および他の地
域・地方政府の信認、ひいては資金調達能力に影響を与えるとは考えにくいため、中央政府が
当該地域・地方政府をサポートするインセンティブがほとんどない。多数の小規模地域・地方政
府で構成される国では、中央政府による監督の度合いは限定的となりうる。地域・地方政府の
規模についてのムーディーズの評価は国によって異なることがある。

»

地域・地方政府の報告情報が古いか不完全な場合。このような場合、中央政府は起こりうるスト
レスシナリオの予測が困難である。例えば、地域・地方政府の債務および流動性ポジションに関
して、中央政府が入手できるデータが不完全であったり、大幅なタイムラグがある、信頼性がな
い、情報が限定的であるといった場合である。

»

中央政府による適時の介入が不確実な場合。これは、次の理由で起こりうる。すなわち、(1)行
政組織および十分な政治的サポート確保の遅さ。これはサポートを行う前にその立法化が必要
な場合や、政府が迅速にサポート体制を整えられないと考えられる場合である。(2)中央政府の
サポートが地域・地方政府のデフォルト後にのみしか行われない場合。これは、中央政府がデフ
ォルトの重大性、およびデフォルトが発生した場合の影響を評価できていない場合に起こりうる。
また、中央政府が地域・地方政府のデフォルトを容認し（例えば、地域・地方政府の責任を増や
す等）、その次の段階で債権者の損失を極小化するために救済計画を策定すると考えられる場
合にもありうる。

17

複合デフォルト分析の概要については政府系発行体のクロス・セクター格付手法を参照されたい。ムーディーズのセクター
別格付手法およびクロス・セクター格付手法の一覧へのリンクは、「関連リサーチ」のセクションに掲載されている。

18

政府系発行体のクロス・セクター格付手法を参照されたい。ムーディーズのセクター別格付手法およびクロス・セクター格
付手法の一覧へのリンクは、「関連リサーチ」のセクションに掲載されている。

19

前述の通り、サポート・スコアカードは、サポートのレンジを示し（例えば、サポートの可能性が中程度であれば緊急時のサポ
ートの可能性は 31-50%）、この場合、格付委員会は、中程度のサポートから推定される最も低い格付（緊急時のサポートの
可能性が 31%に相当する格付）を付与する。
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図表 13

スコアカードにより推定された結果：レンジの例
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格付手法の限界と前提
スコアカードにより推定された結果が、実際の格付と一致しない場合がある。このセクションでは、格
付手法全般に関わる限界と前提、およびスコアカードに含まれないが格付を決定する上で重要とな
りうる追加的要因の一部について説明する。

限界
ムーディーズの格付は将来のパフォーマンスの予想を織り込んでいる。一部のケースでは、開示でき
ない機密情報に基づいて将来のパフォーマンスを予測している。過去のパフォーマンスや他の考慮
事項に基づいて、将来の業績を推定する場合もある。いずれにせよ、将来の予測は相当に不正確
なものとなるリスクがある。
また、将来の予測は過去の実績と異なる場合があり、ムーディーズの長期的な予測が短期的な予
測と異なる場合もある。
ムーディーズは、全ての長期的、短期的リスクと、これらのリスクを可能な限り見通した予測を格付に
織り込むことを目指している。通常、リスクが直近のものであるほど、発行体の信用プロファイルに対
する影響は大きいため、格付により直接的な影響が及ぶ。ただし、長期的なトレンドに対するムーディ
ーズの見解も格付に影響を及ぼす場合がある。ムーディーズは、予想指標に基づいた発行体のスコ
アカード結果を公表する場合があるが、それらは通常、短期的な予測に基づいたものである。その理
由は、一つには、そのような短い期間を超えてそれらの要因を正確にスコア付けできるほど、発行体
の将来の実績を長期的に見通すことが困難なことにある。その代わり、把握できた長期的リスクを定
性的に格付分析に織り込むことがある。例えば、スコアカードに含まれる財政予測に対し、それより長
いる期間の財政状況のトレンドを予測してそれを格付に織り込む場合などである。
ムーディーズの格付は、約定通りに支払が履行されない可能性と、デフォルト発生時に被ることが予
想される金銭損失の双方を反映するが、本格付手法のスコアカードは、主にゴーイングコンサーンと
しての信用リスクを左右するファンダメンタルな特徴を把握することを目的としている。債務証券が毀
損もしくはデフォルト状態にある場合、あるいは毀損もしくはデフォルト状態となる可能性が極めて高
い場合、元本および利息の回収予想を反映したスコアカードでは把握できない追加事項、およびそ
の予想に関する不確実性を格付に織り込む。
スコアカードの各要因のウエイトは格付の決定における重要性の推定を示しているものであり、実際の
重要性は状況に応じて大きく異なることがある。格付上の考慮事項のこのような相対的な重要性の
違いは、スコアカードには含めなかった格付要因にも影響することがある。
例えば、流動性は格付に極めて重要な影響を与えうる要因であるが、状況によっては、類似した信
用プロファイルの発行体の差別化に実質的な影響を与えないこともある。デフォルトリスクを高めるよ
うな極めて低い流動性は、格付に大きく影響する。しかし、格付が低く流動性がデフォルト回避に大
きな役割を果たす場合でない限り、2 つの地域・地方政府の信用プロファイルが全く等しく、唯一の違
いが、一方は流動性が良好であり、もう一方が極めて良好であるという場合、両政府の格付は同じに
なることがある。

前提
ムーディーズの前提に基づく将来を見越した意見は、振り返って見直した場合に不正確であったこと
が判明することもある。その理由には、マクロ経済環境と全般的な金融市場環境、破壊的技術、行
政措置や法的措置の想定外の変化などがある。
本セクターに適用する主要な格付上の想定としては、次のようなものがあげられる。ソブリンの信用リ
スクは他の国内発行体の信用リスクと強い相関性があること、法的な請求権優先順位はさまざまな
債務クラスの平均回収率に影響を与えて同一発行体の異なる債務クラスの格付差異を十分に正
当化すること、流動性を補う資金調達力は信用リスクの重要な決定要因になることなどである。

27

JANUARY 18,2018

格付手法：地域・地方政府の格付手法

SUB-SOVEREIGN

付録 A: BCA スコアカードおよび BCA マトリックスの例
定性的なサブ要因の説明および定量的なサブ要因のレンジに基づき、スコアカードの各サブ要因に
数値スコアを付与する。各サブ要因の数値スコアにウエイトを乗じて、合算することで、各要因の数
値スコアを導く。行財政運営の状況の要因については異なり、サブ要因の中で最もスコアの高いもの
を選び、それを主要要因のスコアとする 20。各要因のスコアが決定した後、ウエイトを各要因に乗じて
合計値を算出する。これは次のように表される。
個別リスクのスコア= ∑(要因別スコア x 要因のウエイト)
合計値は整数に四捨五入され、個別リスクの評価となる。
図表 14 は、BCA スコアカードにおいて個別リスクを構成する 4 つの要因のウエイトを示したものである。
地域経済のファンダメンタルズについては、経済の多様性と経済力が高い地域・地方政府は、この
サブ要因のスコアがいずれも 1 となる。地域経済のファンダメンタルズ、財政実績と債務状況の指標
は基本的に公表情報に基づいて算定されているが、流動性指標については公表方法が異なり、発
行体の非公表情報が求められる。（各要因を構成するサブ要因のレンジおよびスコアについては、各
要因の説明に掲載した図表を参照されたい。）
制度の枠組みについては、地域・地方政府の歳入・歳出責任に関する枠組みが明確に定義され、
成熟し、予測可能性が高い場合、法的裏付けのサブ要因のスコアが 1 となるとみられる。財政の柔
軟性については、地域・地方政府に地方税および歳出について中程度の裁量権を認める枠組み
（地域・地方政府に多額の自主財源の確保と、歳出水準および性質の変更を可能とする柔軟性の
高いシステムと、地域・地方政府の歳入の確保と歳出の裁量権がほぼ認められない柔軟性に制限
があるシステムとの中間）の場合、このサブ要因のスコアが 5 となる。
制度の枠組みおよび行財政運営の状況のそれぞれの要因を構成するサブ要因のスコアを決定する
にあたり、国内外の地域・地方政府の制度や取り決めとの比較や、検討対象の地域・地方政府の固
有の状況、国の状況を考慮して、アナリストが判断する。
前述の例について続けると、財政実績と債務状況の要因については、総経常財政収支/経常的歳
入の比率が 3%の地域・地方政府は、このサブ要因のスコアが 5 となる。当該地域・地方政府の利
払い/経常的歳入の比率が 1.7%（サブ要因のスコアは 3）で、流動性の面では外部キャッシュフロー
借入を必要とせず（サブ要因のスコアは 1）、純債務/経常的歳入の比率が 40%（サブ要因のスコア
は 3）、短期債務/総直接債務の比率が 15%（サブ要因のスコアは 3）の場合、これらの 5 つのサブ要
因のスコアをそれぞれのウエイトで乗じると、財政実績および債務状況の要因のスコアは 2.75 となる。
行財政運営の状況については、内部統制および財政計画が全般に強固であり、債務・投資管理に
ついての明確な方針およびガイドラインを有する地域・地方政府は、これらのサブ要因のスコアが 1 と
なるが、財政状況の開示が遅れることが多く、情報の正確性および詳細さが不完全である場合、下
表の適用例においてこのサブ要因のスコアは 5 となる。この場合、行財政運営の状況の全体のスコ
アは、最も高いサブ要因のスコアを適用するため、5 となる。
主要要因のスコアを算出した後、4 つのスコアに、図表 14 に示されたウエイトを乗じる。ウエイトを乗じ
た 4 つのスコアは合算後、整数に四捨五入され、個別リスクの評価が算出される（1 から 9 のスコア）。
この例では、個別リスクのスコアカードから 3 の評価が導かれる。
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信用リスクにおける行財政運営の重要性から、ムーディーズは、サブ要因の中で最も数値スコアの高い要因を選び、それを
要因全体のスコアとする。例えば、サブ要因 4.1、4.2、4.3 のスコアがそれぞれ 1、5、1 であった場合、要因 4 のスコアを 5 と
する。

格付手法：地域・地方政府の格付手法

SUB-SOVEREIGN

図表 14

BCA 個別リスクのスコアカードの適用例
スコアカード

サブ要因の
スコア

サブ要因の
ウエイト

サブ要因の
合計

主要要因の
ウエイト

合計

1. 地域経済のファンダメンタルズ
1.1 経済力

1

x

70%

1

x

30%

地域の一人当たり GDP 対国の一人当
たり GDP
1.2 経済の変動性
産業の集中
1.0

x

20%

=

0.2

3.0

x

20%

=

0.6

2. 制度の枠組み
2.1 法的裏付け

1

x

50%

5

x

50%

予測可能性、安定性、対応力
2.2 財政の柔軟性
財政の柔軟性
3. 財政実績と債務状況
3.1 経常的収支

5

x

12.5%

3

x

12.5%

1

x

25%

3

x

25%

3

x

25%

総経常財政収支/経常的歳入 (%)
3.2 利払い負担
利払い/経常的歳入(%)
3.3 流動性
現金および流動性の管理
3.4 債務負担
純直接・保証債務/経常的歳入 (%)
3.5. 債務構造
短期債務/総直接債務(%)
4. 行財政運営の状況
4.1 リスク管理と財政運営

2.75

30%

5.0

30%

0.825

MAX
1

内部統制と計画策定の質
4.2 投資と債務管理

1

管理方針・慣行
4.3 透明性と開示

5

情報の質
1.5
3.125

個別リスク評価

3

この例を引き続き用い、推定された個別リスク評価と、システミックリスクのスコアに BCA マトリックスを
適用すると、推定 BCA が算出される。この例では、地域・地方政府はソブリン債格付が Aaa の国に
ある。個別リスクスコアは 3、システミックリスクのスコアは Aaa であるため、BCA マトリックスから導か
れる推定 BCA は aa2 となる。
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図表 15

BCA マトリックス

システミックリスク

個別リスク
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aaa

aaa

aa1

aa2

aa3

a1

a2

a3

baa1

baa2

Aa1

aa1

aa2

aa3

a1

a2

a3

baa1

baa2

baa3

Aa2

aa2

aa3

a1

a2

a3

baa1

baa2

baa3

ba1

Aa3

aa3

a1

a2

a3

baa1

baa2

baa3

ba1

ba2

A1

a1

a2

a3

baa1

baa2

baa3

ba1

ba2

ba3

A2

a2

a3

baa1

baa2

baa3

ba1

ba2

ba2

ba3

A3

a3

baa1

baa2

baa3

baa3

ba1

ba2

ba3

b1

Baa1

baa1

baa2

baa3

baa3

ba1

ba2

ba3

b1

b1

Baa2

baa2

baa3

baa3

ba1

ba2

ba2

ba3

b1

b2

Baa3

baa3

ba1

ba1

ba2

ba2

ba3

ba3

b1

b2

Ba1

ba1

ba1

ba2

ba2

ba3

ba3

b1

b2

b3

Ba2

ba2

ba2

ba3

ba3

ba3

b1

b1

b2

b3

Ba3

ba3

ba3

ba3

b1

b1

b2

b2

b3

b3

B1

b1

b1

b1

b1

b2

b2

b2

b3

b3

B2

b2

b2

b2

b2

b2

b2

b3

b3

b3

B3

b3

b3

b3

b3

b3

b3

caa1

caa1

caa1

Caa1

caa1

caa1

caa1

caa1

caa1

caa1

caa1

caa1

caa1

Caa2

caa2

caa2

caa2

caa2

caa2

caa2

caa2

caa2

caa2

Caa3

caa3

caa3

caa3

caa3

caa3

caa3

caa3

caa3

caa3

Ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

C

c

c

c

c

c

c

c

c

c

BCA を構成する要因のセクションで説明された追加の要因に基づき、個別リスクのスコアとシステミッ
クリスクのスコアにより推定された BCA に上方あるいは下方のノッチ調整が必要かどうかを検討し 21、
追加の要因を織り込んだ推定 BCA を導く。
地域・地方政府の一部の定性的要因やその他のファンダメンタルな信用要因がスコアカードに完全
に織り込まれていないとムーディーズが判断する場合、あるいは特定の要因やサブ要因にスコアカー
ドの標準的ウエイトとは異なるウエイトを適用する場合、最終的な格付と同様に、実際の BCA はスコ
アカードにより推定された結果とは異なることもある。スコアカードおよびマトリックスは、格付を導くツー
ルであるが、格付委員会の意見では、実際の BCA および格付は、地域・地方政府が発行する債務
の相対的な信用リスクの評価に関する重要な考慮事項すべてを反映している。

サポート・スコアカードの例
同じ例を用いると、この地域・地方政府は国債格付（上位政府の債務格付）が Aaa の国にある。個
別リスクとシステミックリスクに基づき、BCA を aa2 とした。これにはソブリンからの継続的な財政移転
が含まれるが緊急時のサポートが提供される可能性は含まれない。地域・地方政府がデフォルトに
陥った、あるいはデフォルトに近い状態となった事例は過去になく、国の法律にはサポートに関する言
及がないが、中央政府は緊急時のサポートを提供する用意は常にあるとの表明を行っている。また、
中央政府は地域の財政問題について高度の監督を行い、全ての地域・地方政府の債務に対して暗
示的なサポートを提供するとの資本市場参加者の認識を支えている。表明に示された中央政府の
政策スタンスからは、緊急時のサポートの提供を検討するにあたっては地域間で差をつけることはな
いとみられる。こうした状況下では、サポート・スコアカードのポイントは 35 となり（図表 12）、緊急時の
サポートが提供される可能性は高い（71%-90%）となる。
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追加の要因が、1 ノッチの単位で適用される（すなわち、数字付加記号付格付のカテゴリーの単位）。
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格付レンジの例
BCA が aa2、サポートを提供する政府の格付が Aaa、サポートの可能性が高い（71%-90%）と評価さ
れることから、スコアカードが示すレンジは Aa1 から Aaa と推定される。実際の格付は推定レンジに収
まることが多い。実際の格付は、地域・地方政府のファンダメンタルな要因の総合的評価や緊急時
のサポートが提供される可能性を反映する。緊急時のサポートが提供される可能性については、推
定レンジ内で低い、中程度、高いか、あるいは稀な状況ではあるが推定レンジ外かを考察する。
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付録 B: BCA を用いず政府サポートのみに基づいた場合の地域・地方政府に対
する格付分析アプローチ
前述の通り、地域・地方政府の格付付与におけるムーディーズの標準的アプローチは、BCA を検討
したうえで、サポートを考慮したノッチアップを検討するものである。BCA 分析は、サポートが必要とさ
れる可能性に影響を与える、ファンダメンタルな信用要因（地域経済のファンダメンタルズ、制度の
枠組み、財政実績と債務状況、行財政運営の状況等）に関する有益な情報を提示する。
また、これによって、サポートが提供される可能性、およびサポートが実現しなかった場合に投資家
が被るリスクに対する明確な見方を示すことが可能になる。しかし、一定の条件を満たす場合、上位
政府との一体性が非常に高い地域・地方政府については、単独での BCA を付与せず、公式な保証
またはそれに類似する保護がなくとも上位政府債務格付と同水準または近い水準としている。上位
政府と下位政府の結びつきが非常に強い場合、ムーディーズの分析ではこれらの結びつきの強さと
非常に高水準のサポートに対する影響に焦点が絞られる。一方、政府サポートおよび上位政府との
結びつきについて大きな懸念があり、有意な BCA を導くことも不可能な場合には、発行体格付を付
与すること自体考えにくい。これは、一部の格付対象政府系発行体に格付を付与するアプローチと
極めてよく似ている 22。
BCA を用いず、サポートのみに基づいて格付を付与する場合、以下のような一般的な特徴が認めら
れる。
»

地域・地方政府の意思決定プロセスが上位政府の影響を大きく受ける、高度に中央集権化さ
れた制度。

»

全てのレベルの政府において利害および目的が非常に密接かつ永続的に結びついていること。
これは、一党制度でみられることが多く、同一とみなされる異なるレベルの政府によりプログラム
が実施される。このような状況では、地域・地方政府の戦略上または業務上の裁量権は限られ
ており、行政サービスの提供及び資本的支出にかかる主な決定は全て、上位政府の影響を受
ける。いかなる状況でも、財政や運営のために必要となる資源の上位政府による提供は、通常
行われる政府業務として当然のものとしてみなされる。

»

前述の状況において、単独での財政状況や財政指標は基本的に意味をなさず、債券保有者が
直面する信用リスクには結びつかない。また、単独で評価することも不可能と考えられる。歳入、
歳出、流動性などを含むファンダメンタルな要因の変化も、格付に影響を与えないものであれば
意味はないといえるだろう。言い換えれば、発行体の固有の信用力がいかに低くても、その悪化
のペースがいかに早まろうとも、分析上の焦点となるのは上位政府がサポートを提供する可能
性にとどまる。

»

地域・地方政府は上位政府の一部とみなされ、また市場参加者に区別できないと考えられるた
め、地域・地方政府がデフォルトすれば上位政府の信用力を大きく毀損する。従って、政府が緊
急時のサポートを提供する可能性は 100%に極めて近い。

地域・地方政府に対する格付はサポート提供者の格付に近い水準となるが、必ずしも同
水準とはならない
BCA を用いず、地域・地方政府に格付を付与する場合、ムーディーズはまず、サポートのみに着目し、
緊急時のサポートがほぼ確実に提供されると期待する。しかし、公式な保証がない場合はサポートの
確実性は 100%となることはほとんどないため、一定の不確実性を織り込んで上位政府債務格付より
1-3 ノッチ低い水準とすることもある。
厳格なルールはないため、個々の事例に対する決定には最終的に格付委員会の判断が反映され
る。格付委員会は特に、上位政府および地域・地方政府の双方が深刻な財政難に陥ったらどうなる
か、地域・地方政府へサポートを提供する上位政府にとっての優先順位、地域・地方政府へのサポ
ート提供は上位政府へのストレスをどの程度増大または低下させるかを考慮する。
22
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詳細については、政府系発行体のクロス・セクター格付手法を参照されたい。ムーディーズのセクター別格付手法およびク
ロス・セクター格付手法の一覧へのリンクは、「関連リサーチ」のセクションに掲載されている。
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重要な考慮事項は、上位政府自身の債務履行が困難な状況となった場合に、地域・地方政府を
別の主体とみなし、自らの債務履行をまず優先する可能性が高いか否かとなる。

わずかな不確実性でもノッチ調整の理由となりうる
緊急時のサポートが提供される可能性が必ずしも 100%を大きく下回っていなくても、ノッチ調整を行
うことが適切と判断されることがある。例えば、地域・地方政府に BCA が付与されておらず、固有の
財政力が Caa1 の格付に相応する場合、上位政府債務格付 A1 と同水準まで格付が引き上げられ
るには通常、100%のサポートの可能性が求められるだろう。
サポートの不確実性が少しでも示された場合、当該発行体の格付は即座に引き下げられる。このよ
うな判断には非常に繊細な配慮が必要とされ、常識的な判断が不可欠であるが、少しでも不確実
性が高まれば、2-3 ノッチのノッチダウンが妥当と一般的には判断される。地域・地方政府固有の信
用力と上位政府の格付が密接に関連してくれば、サポートの確実性は強まろう。しかし、地域・地方
政府の格付を上位政府の格付と同水準とするためには、サポートが確実に提供されることが絶対条
件とされており、その不確実性がわずかでも上昇すれば、地域・地方政府に対する格下げが検討さ
れる可能性が生じる。
また、定義上、上位政府と発行体が密接かつ永続的に結びついていると判別された地域・地方政
府に対する下方調整が 2 ノッチを超えることは非常にまれであることを付け加える。格付委員会が、
サポートに準拠するアプローチを適用することを決定した場合、次のステップとして、政府債務格付と
同じ、もしくは 1-3 ノッチ低い水準とすべきかが検討される。

BCA が付与されずサポートのみに基づいて格付される地域・地方政府の特徴、および上
位政府債務格付と同水準かそれより低くすべきかの判断基準
地域・地方政府に対する格付が上位政府の債務格付と同水準となるのは、少なくとも次の幾つかの
条件に合致した場合のみである。合致しない場合は、上位政府債務格付より低い格付となると考え
られる。
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»

現時点で、上位政府が自らの債務の返済を優先的に返済することは極めて考えにくく、いかなる
状況でも上位政府が地域・地方政府の債務を自らの債務と同順位（パリパス）として取り扱うこと
が見込まれている。

»

上位政府はソブリンであり、強固な制度の枠組みおよび良好な財政状況から、地域・地方政府
の信用力が政府の信用力とほぼ同一であると確実視される。一方、ソブリンの信用力がさほど
高くなく（すなわち、A 格以下）、あるいは多額のオフバランスの債務とマクロ経済ストレスを抱え
ている場合、政府自身の債務返済が優先されるリスクが若干高まるため、地域・地方政府に対
する下方調整の幅が拡大する可能性が生じる。

»

地域・地方政府がデフォルトすれば上位政府は非常に大きな風評リスクにさらされ、政府に対す
る市場の信認が大幅に低下する。これは、上位政府と地域・地方政府が同一の主体として広く
認識され、地域・地方政府が国際的な高い知名度を有している場合が多い。高格付であれば、
サポート提供能力も相応に高く、市場における信認も相応に高いため、地域・地方政府の格付
が上位政府格付と同水準に落ち着く可能性が高い。低格付あるいは信認がすでに低下してい
る場合、信認と信用力を回復するための慎重かつ建設的な政策手段として、上位政府が優先
順位付けを取り入れることも考えられるため、地域・地方政府の格付が上位政府の格付を下回
る可能性が高い。

格付手法：地域・地方政府の格付手法
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付録 C: 偶発債務に関するリスク評価
付録 C では、多額の偶発債務 23により、推定 BCA に加えられる下方調整の幅を決定するアプロー
チについて、一般的なガイダンスを説明する。
偶発債務は、特定のイベントの発生により、将来地域・地方政府のバランスシートに計上されうるオフ
バランスの債務である。地域・地方政府がサポートする国内のあらゆるセクター（政府機関、家計、
金融、その他）において、偶発債務が発生する可能性がある。偶発債務は突発的に悪影響を及ぼし
うる性質 24があり、財政への負担も大きく異なるため、地域・地方政府の信用プロファイルの考察に
おいて重要な要素である。
最も明示的な形態の偶発債務は、契約条項に定められた事象が発生した場合に地域・地方政府が
費用を負担するという、オフバランスの契約上のコミットメントである。銀行や電力会社など別の主体
の債務返済や資産サポートの保証は、契約上の偶発債務の一例である。
一方、暗示的な（推定的な 25）形態の偶発債務は、法律や契約では地域・地方政府のサポート義務
が定められていないが、サポートを提供する可能性が高いと想定されるケースである。暗示的な偶
発債務には、資本増強や自然災害・技術的災害の復旧費用の負担等、さまざまなサポートの形態
がある 26。例えば、地域・地方政府に破綻銀行の直接債務を返済する法律上あるいは契約上の義
務がなくても、破綻銀行の救済を決定することもある。また稀なケースではあるが、ハリケーン被害を
受けたインフラの再建が必要な場合、政府が費用負担を決定することもありうる。訴訟リスクも暗示
的な形態の偶発債務である。
偶発債務から生じる信用リスクを評価するにあたっては、通常定性的なアプローチをとり、また以下を
考慮する。
1.

分析の対象範囲、すなわち明示的な偶発債務に分類される主体やイベント、あるいは間接的な
偶発債務になりやすい主体やイベントを特定する。

2.

地域・地方政府の偶発債務の純費用を推定する。偶発債務の性質、地域・地方政府が負担す
る推定費用、偶発債務が確定債務となる可能性を考慮したシナリオ分析に基づき純費用が推
定される。

3.

シナリオ分析に基づき、地域・地方政府の既存債務あるいは予想債務が増大する可能性が、
信用プロファイルの悪化や推定 BCA の下方調整に影響する程度を考察する。

対象範囲の特定
偶発債務を評価するうえで、明示的・暗示的な偶発債務を検討する。評価の対象範囲を(a)地域・
地方政府の規模と債務負担と比較して、多額の偶発債務となるイベントあるいは主体 27、(b) 十分な
見通しが立っているかどうか（すなわち、政府の介入傾向 28に関する意見などを纏める十分な情報
が入手できるか）、に限定する。
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23

比較対象の地域・地方政府より非常に高い債務比率（多額の偶発債務を含む）は、地域・地方政府のノッチダウンにつなが
りうる。「追加の要因」のセクションを参照されたい。

24

偶発債務は特定のイベントの発生により確定債務となり、予想できるものではない。そのため、地域・地方政府の通常の財
政計画と業務には組み込まれていない。

25

推定的債務は、確立した慣行、提示された政策、地域・地方政府による一定の債務引受についての繰り返される表明によ
り導かれる。そのため、地域・地方政府が推定的債務を履行するだろうとの合理的な予想につながる。

26

暗示的な形態の偶発債務は、暗示的債務とは異なる。暗示的債務は、長期的に蓄積される財政赤字（地域・地方政府所
管の社会保障保険を含む）のみならず、コミットされた将来のさまざまな歳出も含む。暗示的債務は長期債務であり、それ
に付随するリスクは地域・地方政府の課税権と、コミットされた歳出の削減に向けて法規制を変更する能力に軽減される。

27

偶発債務の重要性の評価は、グロスレベルのエクスポージャー（リスクは考慮しない。例えば、地域・地方政府の暗示的な
サポートを受ける企業のグロスレベルの債務総額）と、地域・地方政府の歳入および債務残高との比較に基づく。

28

例えば、自然災害や技術的災害の発生の頻度（ハリケーンの頻度等）に基づき、このような災害が発生する見通しが十分
にあり、また損害実績などが入手できる場合に限り、ムーディーズのアプローチで偶発債務の要因とみなすこともある。

格付手法：地域・地方政府の格付手法
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主体の金融債務が、地域・地方政府のスコアカードの純直接・保証債務の経常的歳入に対する比
率に既に含まれている場合、偶発債務の分析の対象範囲外である 29。
地域・地方政府の介入傾向を評価する上で、対象主体が提供するサービスやモノの重要性、破綻
に伴うシステミックリスク、政府による株式保有割合、当該主体のサポートに国民の支持が得られる
かどうか、またサポートに特別な根拠法かあるかどうかを検討する。偶発債務の引当金も、必要に応
じた地域・地方政府の介入傾向の判断材料となることもある。主体やセクターを対象とした地域・地
方政府のサポート実績も考慮することが多い。例えば、特定の国において、銀行や電力会社等の重
要な経済機能を担う主体に介入したり、重要なサービスの提供に大きく影響することなく、これらの主
体の債務のデフォルトを容認したケースが検討される。
地域・地方政府の偶発債務の対象範囲に、ある主体を完全にあるいは一部含めるかどうかを判断
する上で、その主体が他のレベルの政府にとっても需要な役割を担っているかどうかを検討する。例
えば、地域・地方政府の置かれている環境において非常に重要な役割を担う銀行や公共交通機関
は、ソブリンにとっても不可欠な機能と認識されることがある。そのため、当該主体の全体あるいは一
部が、最終的にソブリンの偶発債務とみなされることもある。自然災害や技術的災害などのイベントも
同様である（例えば、原子力施設が地域・地方政府の管轄でも、上位政府が廃炉費用を負担するこ
ともある）。

純費用の推定
さまざまなシナリオを用いて、地域・地方政府が負担しうる偶発債務から発生する純費用を予想する。
主に以下の事項に基づいて考察する。
»

地域・地方政府がサポートを提供する可能性。サポートの可能性は、当該主体の財務基盤の
頑健性と、政府のサポート傾向により決まる。主体の単独の信用リスク（すなわち、地域・地方政
府による緊急時のサポートの可能性を除く）に関するムーディーズの評価は、当該主体の財務
基盤の頑健性と政府サポートを必要とする蓋然性の判断材料となる。前述の通り、地域・地方
政府が必要に応じサポートを提供する可能性は、当該主体の事業の重要性に大きく依拠する。

»

地域・地方政府がサポートを提供する場合に負担する純費用。サポートの費用の推定は、政府
介入の種類とその時期を考慮しなければならないため、偶発債務の分析において最も複雑性の
高い部分である。
サポートの対象となる主体の資本構成や、債務返済額、全般的な財務の健全性などを考慮して、
さまざまな形態のサポートが実施される。また、予想されるサポート提供時期に基づいて、当該
主体の財務健全性の回復に必要な資金額を推定する。通常、地域・地方政府のサポート提供
時期が早ければ早いほど、関連する費用も低く抑えられる。サポートはストレス時に提供されるた
め、財務サポートは予想にすぎず、当該主体の財務状況がある程度悪化していることが想定され
る。以下のシナリオは地域・地方政府の対応の違いがどのように費用に影響するかを説明する。
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–

地域・地方政府が、将来さらに多額となる資金注入が求められるリスクを抑えようとするた
め、開示された赤字額を上回るサポート費用をかけることもある。例えば、地域・地方政府
による財務サポートの対象と考えられる銀行については、ストレスシナリオなどの異なるシナ
リオを考慮に入れ、規制上の最低所要自己資本を上回る水準に回復する、あるいはゴーイ
ングコンサーンとして業務継続できる水準に必要資金額を推定することが多い。

–

反対に、費用対効果分析に基づき、政府は将来のサポート費用を抑えるために介入し、財
務ストレスに直面しているわけではない機関を予防的措置としてサポートすることもある。こ
のようなサポートの形態には、資本注入や稀に税の減免がある 30。その場合、地域・地方政
府が供与する資金額は、当該機関の健全性回復と債務返済に必要と考えられる資金額と
一致すると想定される。

29

本格付手法で説明された通り、この比率は自立していない主体や地域・地方政府の財政に連結される主体も考慮する。

30

一部のケースでは、当該主体の資本市場における資金調達能力や銀行借入能力を確保するために、政府は保証の提供
を決定することもある。主体の財務健全性（外部流動性へのアクセスは考慮しない）に関する不透明性が相対的に低い場
合、このような形態の介入が想定される。この場合、保証が提供されたら、偶発債務のリスクの評価としてではなく、純直
接・保証債務の比率において保証は考慮される。
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それぞれの偶発債務の種類に対して、ムーディーズは現預金や偶発債務の引当金を考慮する。こ
れらは、地域・地方政府がサポートを提供する場合、純費用や追加借入額を抑えることができる。現
預金が偶発債務に引き当てられていることが明らかでなければ、通常、偶発債務の純費用の推定
額から差し引かれない。また、地域・地方政府が偶発債務を負担するために、税率の引き上げや新
税の導入を実施する可能性は考慮しない。これは、増税がすぐに資金源となる可能性は低いからで
ある。
地域・地方政府がサポートを提供する可能性と、サポートを提供する場合の純費用を乗じて、偶発
債務の純費用を推定する。
偶発債務に関する債務負担の可能性を推定するにあたっては、シナリオ分析を用いた分析上の判
断に左右され、また、特定のシナリオを支える前提の変更によっても推定が大きく変わりうるため、幅
広い前提を用いて、楽観的なシナリオからテールリスクシナリオ（例えば、複数の偶発債務が同時に
確定債務になる 31）までさまざまなシナリオを検討する。シナリオの前提の信頼性を踏まえて、それぞ
れのシナリオの分析結果を考察し、地域・地方政府が負担しうる債務についての中心的評価を導く
32
。
中心的評価に加えて、個別シナリオの分析結果の変動性も考慮に入れることもある。他の要因が等
しければ、潜在的な債務負担の評価がムーディーズの前提に大きく依存していて、幅広いリスクに帰
結する場合には、ムーディーズの前提が限定的なリスクを導く場合に比べて、ノッチ調整幅を広げる
可能性が高い。

地域・地方政府の追加的信用リスクを評価
地域・地方政府の推定 BCA に加えられる下方調整の幅は、推定された純費用が地域・地方政府の
既存の債務負担に追加されるという、信用リスクの上昇に関する総合的な見解に決定される。信用
リスクの上昇は、純直接・保証債務の指標に織り込まれる。
例えば、純直接・保証債務と推定された純費用の合計が、スコアカードのサブ要因「債務負担」にお
いてどのレンジに分類されるかを検討する。このアプローチでは、地域・地方政府のさまざまな債務吸
収能力を考察することができる。
偶発債務に関する信用リスクについてのムーディーズの見解は、分析の対象範囲や推定された純
費用の変更により変化しうる。偶発債務が確定債務となり、地域・地方政府のバランスシートに計上
されたら、多額の残存エクスポージャーがなければ、通常、偶発債務は減少すると考える。
ムーディーズの推定は不確実であるため、推定 BCA に加えられる下方調整の上限を 2 ノッチとする。
偶発債務が確定債務となる可能性が高く、推定された純費用が地域・地方政府の信用プロファイル
に 2 ノッチ以上のマイナスの影響につながる場合、推定 BCA より 2 ノッチ以上低い BCA を付与する
こともありうる。

36

JANUARY 18,2018

31

把握された全ての偶発債務が同時に確定債務になるという稀なシナリオでは、事業継続が最重要と考えられる主体に対す
る地域・地方政府のサポートの優先度が引き上げられるだろう。そのため、このような稀なシナリオにおいても、偶発債務に
関する関する予想費用は、個々の偶発債務の予想費用を合算したものとはならないだろう。

32

銀行事業の複雑性（と、一部のケースでは不透明性）を考慮し、地域・地方政府に影響する偶発債務のリスク範囲を評価
するうえで、保守的な想定を採用することもある。
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関連リサーチ
信用格付は主にセクター別信用格付手法によって決定される。また、幅広い格付手法（1 つ以上の
クロス・セクター格付手法）における考慮事項が、発行体および債券の信用格付の決定時に重要と
なることもある。セクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法の一覧については、ムーディー
ズ・ジャパンのウェブサイトを参照されたい。
信用格付の過去の精緻度および予測能力をまとめたデータは、こちらのリンクに掲載されている。
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。
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付及びムーディーズの刊行物は特定の証券の購入、売却又は保有を推奨するものではありません。信用格付及びムーディーズの刊行物はいずれも、特定の投資家にとっての投資の適
切性について論評するものではありません。ムーディーズは、投資家が、相当の注意をもって、購入、保有又は売却を検討する各証券について投資家自身で研究・評価するという期待及
び理解の下で、信用格付を付与し、ムーディーズの刊行物を発行します。
ムーディーズの信用格付及びムーディーズの刊行物は、個人投資家の利用を意図しておらず、個人投資家が投資判断を行う際にムーディーズの信用格付及びムーディーズの刊行物を利
用することは、慎重を欠く不適切な行為です。もし、疑問がある場合には、ご自身のフィナンシャル・アドバイザーその他の専門家にご相談することを推奨します。
ここに記載する情報はすべて、著作権法を含む法律により保護されており、いかなる者も、いかなる形式若しくは方法又は手段によっても、全部か一部かを問わずこれらの情報を、ムーディ
ーズの事前の書面による同意なく、複製その他の方法により再製、リパッケージ、転送、譲渡、頒布、配布又は転売することはできず、また、これらの目的で再使用するために保管すること
はできません。
信用格付及びムーディーズの刊行物は、規制目的で定義される指標（ベンチマーク）としてのいかなる者による使用も意図しておらず、これらが指標（ベンチマーク）と見なされる結果を生じ
るおそれのあるいかなる方法によっても使用してはならないものとします。
ここに記載する情報は、すべてムーディーズが正確かつ信頼しうると考える情報源から入手したものです。しかし、人的及び機械的誤りが存在する可能性並びにその他の事情により、ムー
ディーズはこれらの情報をいかなる種類の保証も付すことなく「現状有姿」で提供しています。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源が
ムーディーズにとって信頼できると考えられるものであること（独立した第三者がこの情報源に該当する場合もあります）を確保するため、すべての必要な措置を講じています。しかし、ムー
ディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で又はムーディーズの刊行物の作成に際して受領した情報の正確性及び有効性について常に独自に確認することはできません。
法律が許容する範囲において、ムーディーズ及びその取締役、役職員、従業員、代理人、代表者、ライセンサー及びサプライヤーは、いかなる者又は法人に対しても、ここに記載する情報
又は当該情報の使用若しくは使用が不可能であることに起因又は関連するあらゆる間接的、特別、二次的又は付随的な損失又は損害に対して、ムーディーズ又はその取締役、役職員、
従業員、代理人、代表者、ライセンサー又はサプライヤーのいずれかが事前に当該損失又は損害（(a)現在若しくは将来の利益の喪失、又は(b)関連する金融商品が、ムーディーズが付与
する特定の信用格付の対象ではない場合に生じるあらゆる損失若しくは損害を含むがこれに限定されない）の可能性について助言を受けていた場合においても、責任を負いません。
法律が許容する範囲において、ムーディーズ及びその取締役、役職員、従業員、代理人、代表者、ライセンサー及びサプライヤーは、ここに記載する情報又は当該情報の使用若しくは使用
が不可能であることに起因又は関連していかなる者又は法人に生じたいかなる直接的又は補償的損失又は損害に対しても、それらがムーディーズ又はその取締役、役職員、従業員、代
理人、代表者、ライセンサー若しくはサプライヤーのうちいずれかの側の過失によるもの（但し、詐欺、故意による違反行為、又は、疑義を避けるために付言すると法により排除し得ない、そ
の他の種類の責任を除く）、あるいはそれらの者の支配力の範囲内外における偶発事象によるものである場合を含め、責任を負いません。
ここに記載される情報の一部を構成する格付、財務報告分析、予測及びその他の見解（もしあれば）は意見の表明であり、またそのようなものとしてのみ解釈されるべきものであり、これに
よって事実を表明し、又は証券の購入、売却若しくは保有を推奨するものではありません。ここに記載する情報の各利用者は、購入、保有又は売却を検討する各証券について、自ら研究・
評価しなければなりません。
ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、（明示的、黙
示的を問わず）いかなる保証も行っていません。
Moody's Corporation (以下「MCO」といいます)が全額出資する信用格付会社である Moody's Investors Service, Inc.は、同社が格付を行っている負債証券（社債、地方債、債券、手形及び CP を
含みます）及び優先株式の発行者の大部分が、Moody's Investors Service, Inc.が行う評価・格付サービスに対して、格付の付与に先立ち、1500 ドルから約 250 万ドルの手数料を Moody's
Investors Service, Inc.に支払うことに同意していることを、ここに開示します。また、MCO 及び MIS は、MIS の格付及び格付過程の独立性を確保するための方針と手続を整備しています。MCO
の取締役と格付対象会社との間、及び、MIS から格付を付与され、かつ MCO の株式の 5%以上を保有していることを SEC に公式に報告している会社間に存在し得る特定の利害関係に関
する情報は、ムーディーズのウェブサイト www.moodys.com 上に"Investor Relations-Corporate Governance-Director and Shareholder Affiliation Policy"という表題で毎年、掲載されます。
オーストラリア専用の追加条項：この文書のオーストラリアでの発行は、ムーディーズの関連会社である Moody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657（オーストラリア金融サービス
認可番号 336969）及び（又は）Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972（オーストラリア金融サービス認可番号 383569）（該当する者）のオーストラリア金融サービス認可に基づき
行われます。この文書は 2001 年会社法 761G 条の定める意味における「ホールセール顧客」のみへの提供を意図したものです。オーストラリア国内からこの文書に継続的にアクセスした場
合、貴殿は、ムーディーズに対して、貴殿が「ホールセール顧客」であるか又は「ホールセール顧客」の代表者としてこの文書にアクセスしていること、及び、貴殿又は貴殿が代表する法人
が、直接又は間接に、この文書又はその内容を 2001 年会社法 761G 条の定める意味における「リテール顧客」に配布しないことを表明したことになります。ムーディーズの信用格付は、発
行者の債務の信用力についての意見であり、発行者のエクイティ証券又はリテール投資家が取得可能なその他の形式の証券について意見を述べるものではありません。リテール投資家
が、投資判断を行う際にムーディーズの信用格付及びムーディーズの刊行物を利用することは、慎重を欠き不適切です。もし、疑問がある場合には、ご自身のフィナンシャル・アドバイザー
その他の専門家に相談することを推奨します。
日本専用の追加条項：ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下、「MJKK」といいます。）は、ムーディーズ・グループ・ジャパン合同会社（MCO の完全子会社である Moody’s Overseas Holdings
Inc.の完全子会社）の完全子会社である信用格付会社です。また、ムーディーズ SF ジャパン株式会社（以下、「MSFJ」といいます。）は、MJKK の完全子会社である信用格付会社です。MSFJ
は、全米で認知された統計的格付機関（以下、「NRSRO」といいます。）ではありません。したがって、MSFJ の信用格付は、NRSRO ではない者により付与された「NRSRO ではない信用格付」で
あり、それゆえ、MSFJ の信用格付の対象となる債務は、米国法の下で一定の取扱を受けるための要件を満たしていません。MJKK 及び MSFJ は日本の金融庁に登録された信用格付業者で
あり、登録番号はそれぞれ金融庁長官（格付）第 2 号及び第 3 号です。
MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）は、同社が格付を行っている負債証券（社債、地方債、債券、手形及び CP を含みます。）及び優先株式の発行者の大部分が、MJKK 又は MSFJ（のうち該
当する方）が行う評価・格付サービスに対して、格付の付与に先立ち、20 万円から約 3 億 5,000 万円の手数料を MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）に支払うことに同意していることを、ここ
に開示します。
MJKK 及び MSFJ は、日本の規制上の要請を満たすための方針と手続も整備しています。
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