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本クロス・セクター格付手法は、2015 年 3 月発行の格付手法「ソブリンの信用力は

どのように他の格付に影響しうるか」を改訂するものである。今回のアップデートは、
格付手法の適用範囲を明確にし、発行体の格付がソブリンの債務格付で制約され

るか、ソブリンを 1 ノッチあるいは 2 ノッチ以上上回る水準の格付が付与されるのか
を決定するのに重要となる発行体の特徴について詳述する。また、海外の発行体

が発行した自国通貨建て証券について、カントリー・シーリングが、どのように影響し

うるかについても指針を示す。 
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はじめに  

本クロス・セクター格付手法では、ソブリン格付と他の発行体の格付、即ち、事業会社、

インフラおよびプロジェクトファイナンスの発行体、銀行以外の金融機関 1、サブソブリン

（米国パブリックファイナンスを含む）、証券化商品の格付の関連性を評価する際にグ

ローバルに適用する一般的な原則を説明する 2。  

ソブリンの信用力の低下は、その国に所在する他の発行体の信用力に直接的に影響

を与える可能性があるマクロ経済や金融市場の混乱に関係することが多い。ソブリンの
信用力は、主に国内で事業を展開する発行体や資本市場に大きく依存する発行体に

も影響しうる。国内に所在する多数の発行体の格付はソブリン格付の制約を受ける。
そのため、ソブリンの格下げに伴い国内の多数の発行体が格下げされることが多く、ソ

ブリンが格上げされた場合はそれまで制約を受けていた格付が格上げされることもある。 

                                                                        
1  銀行格付手法には、ソブリン格付が銀行に与える影響についての指針が述べられている。ただし、本

クロス・セクター格付手法で説明されるカントリー・シーリングについての指針は銀行に適用される。本

クロス・セクター格付手法が適用される銀行以外の金融機関には、保険会社、証券会社、ファイナンス

カンパニー、資産運用会社、クローズド・エンド型ファンドが含まれる。セクター格付手法に、発行体格

付とソブリン格付との関連性についてより具体的な指針が示されている場合、そのセクターにはその

指針が適用される。セクター格付手法とクロス・セクター格付手法の一覧は「関連リサーチ」のセクショ

ンにリンクが掲載されている。 
2  セクター格付手法に指針が示されていない場合、本クロス・セクター格付手法の指針が適用される。

例えば、一部のスコアカードやモデルにおいて、ソブリン格付が特定の要因やサブ要因のスコアリング

に影響する場合がある。  
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発行体の信用力がソブリンの影響を受ける度合いはそれぞれ異なる。本格付手法には、ソブリンを

上回る格付を発行体に付与するにあたり、ムーディーズが期待する特徴についての指針が示されて

いる。また、カントリー・シーリングがどのように格付に影響しうるかについても指針を示す。 

国内市場のみを基盤とするファンダメンタル発行体 3の多くはソブリンと強い結びつきがあり、これらの

発行体の格付はソブリン格付の制約を受ける。国内の景気サイクル、信用市場、銀行システムから
十分に切り離されている国内発行体の格付は、ソブリン格付を 1-2 ノッチ上回ることもある。ファンダメ

ンタル発行体の格付は通常、ソブリン格付を 2 ノッチを超えて上回ることはない。これは、同一のソブ
リンの環境に置かれる発行体が、複数の経路を通してエクスポージャーを共有し、同様の影響を受

けるからである。ただし、ファンダメンタル発行体の中には、海外に十分な資産とキャッシュフローを保

有することでソブリンが発行体の格付に及ぼす影響を抑えたり、債務に信頼性の高い外部サポートを
確保している発行体もある 4。また、ソブリンの格付が低く（通常は B1 以下）、予想されるソブリンのデ

フォルトシナリオや国内発行体に及ぶ影響が明確に把握できる場合、ソブリン格付と国内ファンダメ

ンタル発行体の格付の差は広がる場合もある。 

ソブリンの信用力は、裏付資産や主要事業体（サポート提供者やカバードボンド発行体など）の信用

力に影響するため、証券化商品およびカバードボンドの案件分析に重要な要素となる。ただし、証券
化商品とカバードボンドは、キャッシュフローの分散、信用補完、および他のストラクチャー上の特性

の恩恵を受け、関連するカントリー・リスク・シーリングの制約内でソブリン格付を上回る格付が付与さ

れることも多い 5。 

カントリー・シーリング 

全セクターの発行体について、ムーディーズは関連するカントリー・シーリングを考慮する。ソブリン格

付は政府発行債券に関する信用リスクを反映する一方、カントリー・シーリングはその国に所在する
発行体の最も財務内容が良好な債務に付与されうる最も高い格付水準を示し、証券化案件につい

ては国内の資産や居住者から創出されるキャッシュフローに依存する証券化商品の最も高い信用
格付を示す。証券化商品とカバードボンドの格付は通常、ソブリン債務格付ではなく、カントリー・シー

リングの制約を受ける。ただしソブリン債務格付は、裏付資産や国内カウンターパーティの信用力を

評価するにあたり考慮される場合がある。カントリー・シーリングはほぼ全てのファンダメンタル格付の
上限となるが、ファンダメンタル格付は、ソブリン格付との関連性によりカントリー・シーリングを下回る

水準で制約されることの方が多い。 

カントリー・シーリングが示唆する水準より政府介入リスクが低いとムーディーズが考える特別な特徴
を持つ証券については、当該カントリー・シーリングを上回る格付は非常に稀なケースではあるが認め

られることもある。例えば、収益および資産が海外に分散しており、国内の銀行・法制度と永続的な
関わりのない、国際的な事業を営むファンダメンタル発行体には、カントリー・シーリングを上回る格付

が付与される可能性がある。そのような場合の多くにおいて、もし発行体側に必要が生じれば、本拠

を置く国を容易に変更することも可能である。また、海外（地域外）のサポート・メカニズムや信用補
完の恩恵を受けている債務は、当該カントリー・シーリングを上回る格付を付与されることもある。ただ

し、海外のサポートが、カントリー・シーリングに織り込まれた通貨切り下げリスクなどを確実に軽減する

には十分でない場合、カントリー・シーリングは完全あるいは部分的な制約要因として作用する。 

自国通貨建て債務のカントリー・シーリングは通常、国内の発行体にのみ影響する。もし A 国の通貨

で償還金が支払われる証券が、B 国に所在する債務者により発行される場合には、このような証券

                                                                        
3  本稿における「ファンダメンタル」は、証券化商品の発行体以外の本格付手法が適用される発行体と案件を指す。すなわち、事

業会社、銀行以外の金融機関、プロジェクトファイナンスの発行体、サブソブリン、米国パブリックファイナンスである。「ソブリン格

付」とは信用補完等が付かないソブリンのシニア無担保債務格付である。 
4  外部サポートの指針は、信用代替と法的拘束力のある親会社のサポートがない子会社に格付を付与する際の信用上

の考慮事項について説明したクロス・セクター格付手法に記載されている。クロス・セクター格付手法の一覧は「関連リ

サーチ」のセクションにリンクが掲載されている。 
5  カントリー・シーリングは別の格付手法に従い付与される。自国通貨建て債務のカントリー・リスク・シーリングは、当該

国の居住者である債務者や国内の資産あるいは居住者からのキャッシュフローを裏付けとする証券化商品の全ての自

国通貨建て債務格付に影響する全般的な国レベルのリスク（外貨移転リスクを除く）を示すものである。外貨建て債務

のカントリー・シーリングは、その国あるいは通貨圏の通貨規制を受ける事業体が発行した外貨建て証券に付与される

最も高い格付を示す。詳細については、「格付記号と定義」およびカントリー・リスク・シーリングを説明した格付手法を

参照されたい。セクター格付手法およびクロス・セクター格付手法の一覧および「格付記号と定義」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。 

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。 

http://www.moodys.com/


 

  

3 JUNE 21, 2019 クロス・セクター格付手法：ソブリンの信用力が他の格付に及ぼす影響の評価 
 

CREDIT STRATEGY AND STANDARDS 
 

に付与される格付は、A 国の自国通貨建て債務のカントリー・シーリングより高くなることもありうる。債

務者が A 国の通貨を直接利用できなくなった場合でも、投資家が十分な補填を受けられると考えら
れる場合、証券格付はその債務者の類似した証券の格付と同水準とされることが多い 6。このような

場合、債券受託証書に代替支払メカニズムが定められていれば、投資家は当初定められた経済的
価値と同等の支払いを受ける可能性が高い。このような代替支払メカニズムがない場合でも、投資

家の高い評価を維持するために、あるいは投資家による訴訟を回避するために、債務者が自主的に

十分な補填を行うと考えられる場合には、通常証券の格付には差をつけない。投資家が十分な補
填を受けられるかどうかが不確実な場合、類似した証券より 1 ノッチあるいは 2 ノッチ低い証券格付

が付与される。このような場合、A 国の自国通貨建て債務のカントリー・シーリングと証券の準拠法は

関連する考慮事項となりうる。 

ソブリンの信用力悪化は、他の発行体に幅広くマイナスの影響を与える 

ソブリンのデフォルトは、経済環境の深刻な混乱に伴って発生し、投資家の信認の喪失と資本流出

に伴って発生することも多く、その結果システミックな銀行危機および為替相場の管理に至ることも
頻繁にみられる。このような混乱は、国内の全セクターにわたってデフォルト率の上昇と回収率の低

下につながることが多い。そのため、ムーディーズは多数のファンダメンタル発行体の格付をソブリン

格付と同水準あるいはそれを下回る水準に制限している。 

ソブリン格付が相対的に高い水準で維持されても、ソブリンの信用力の悪化は国内の発行体にマイ

ナスに影響する。ソブリンの格付スケールが引き下げられ、デフォルト確率が上昇した場合、マイナス
の影響はより顕著に表れる。高格付の発行体でも、ソブリンの信用力の低下に伴う圧力拡大の影響

を免れない。現在はソブリンの信用力が相対的に高く、明確な圧力がみられない場合でも、ソブリン

の信用力が低下すれば、国内発行体に下方圧力が加わる可能性がある。  

同一のソブリン環境下に置かれた発行体はいずれも、同国経済の全セクターと国内銀行システムに

対するショックの影響をある程度受ける。ソブリン危機は、次のような多数の経路を通じて、全セクタ

ーの財務を悪化させうる。 

» 経済活動の減速あるいは縮小 

» 投資家からの信認低下と信用逼迫による流動性の制約と調達コストの上昇 

» 資本流出から派生する為替相場の管理およびシステミックな銀行危機 

» 政府の財政緊縮策による財政支出の削減または先送り 

» 資本の移動、為替、金利、物価の動きが、望ましくない方向に変化・制約されること 

» 政府による介入または規制の変更、税制変更、資産差し押さえ（すなわち国有化）リスクの上昇 

» 政治不安、社会不安の高まりや、労働市場の不安定化 

ファンダメンタル発行体を、ソブリンを上回る水準に格付する場合の一般的な 
考慮事項 

国内に所在するファンダメンタル発行体の大半は、ソブリンと同水準あるいはそれより低い水準に格

付される 7。ソブリンは通常、国内経済全体に幅広い徴税権を有し、他の国内発行体より財政の柔
軟性が高く、幅広い市場アクセスを確保している。ソブリンを上回る格付を付与された発行体は、ファ

ンダメンタルな信用力がソブリンより高く、通常ソブリン危機に伴って発生する国内経済と金融の混乱

からある程度隔離されている。ソブリンの信用力にストレスが加わったり、ソブリンがデフォルトしても、
発行体がデフォルトしない可能性は非常に高い 8。国内のファンダメンタル発行体は、ソブリンと同様

に、景気低迷や信用市場・資本市場の混乱など幅広い信用逼迫の影響を受ける。国内のファンダメ

                                                                        
6  類似した証券とは、予定されている償還金の通貨において支払優先順位が同等の証券を指す。 
7  ファンダメンタル発行体の格付の比較において基準となる格付は、信用補完等が付かないソブリンのシニア無担保債

務である。 
8  概念上、ここでの「非常に高い可能性」は、ソブリンがデフォルトする事例の半分以上で、ソブリンのデフォルトに伴い発行

体がデフォルトしないとのムーディーズの予想を示す。これは、発行体とソブリンの両方が、厳しい状況に同時に直面し、

デフォルトに近い状況に連鎖して陥る蓋然性を示したデフォルト相関の概念と関連するが、異なる点もある。 
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ンタル発行体や証券にソブリンを上回る格付が付与されることもあるが、ソブリン債務と比べてデフォ

ルト確率が非常に低いあるいはデフォルト時の損失が非常に小さいとムーディーズが判断する場合

のみ、ソブリンを上回る格付が付与される。 

ソブリンとのデフォルト関連性が高く、発行体の基準となる格付がソブリン格付と同水準あるいは下回

っても、高い回収率が予想される場合、ファンダメンタル発行体やその他の発行体の格付に差をつ
ける場合がある。支払優先順位の高い証券（例えば、十分なジュニア資本によるクッションやストラク

チャー上の保護がある場合）のデフォルト時損失がソブリンのシニア無担保債務のデフォルト時損失
より小さいとムーディーズが考える場合、ソブリンのシニア無担保債務を上回る格付が付与されること

もある。しかし、担保やジュニア資本の存在により、ファンダメンタル発行体の証券がどの程度ソブリン

格付を上回る効果を得るかについては、同国の法規範、司法・政府当局がどの程度法的な優先支
払権を認めるか、債務返済停止義務や政府の指示による介入がどの程度優先的な支払を妨げる

かについて、ムーディーズがどう判断するかにより制限される可能性がある。 

ファンダメンタル発行体や証券の格付は、特定の状況においてソブリン債務格付を 2 ノッチを超えて
上回る場合がある。すなわち、外部サポートを得られる場合、海外に多額の資産とキャッシュフロー

を有する場合、発生する頻度は低いがソブリン危機のシナリオがより明確になった場合などである。
一つでも該当する場合、ソブリンを 2 ノッチを超えて上回る格付が付与されることがある。またこれら

の状況が同時に当てはまる状況もあるかもしれない。 

海外の高い信用力を持つ親会社からのサポートやその他のサポート提供者により、ファンダメンタル

発行体の格付はソブリン格付を上回ることもある 9。 

事業資産、キャッシュフロー、資金調達源が主に単一の国に所在する場合（法律上の本社所在地

か否かを問わず）、その国の格付を考慮に入れる。事業資産とキャッシュフローのほとんどが、本拠
を置く国以外に所在する場合、国内経済がキャッシュフローに与える影響は限定的で、ソブリンが税

金やロイヤリティを徴収する能力は限られているため、本拠地のソブリン格付の重要性は低い場合が

ある 10。事業資産、キャッシュフロー、資金調達源が主に他国に所在する場合、ムーディーズは通
常その国の格付を考慮に入れる。単一の国への明らかな偏りがみられず、事業資産、キャッシュフロ

ー、資金調達源が 2-3 国にほぼ等しく集中している場合、それらの国々のソブリン格付の平均あるい
は加重平均を考慮する場合がある。加重平均のウェイトは、発行体の信用力にとってそれらの国の

重要性を反映する。発行体の事業資産とキャッシュフローが多数の国に分散している場合、資金調

達において大きく依存している国があれば、その国を考慮する。 

ソブリンの信用力が悪化するにつれ、ソブリンのデフォルトの特性とファンダメンタル発行体への影響

がより明確になることもある。その際、ムーディーズが発行体とソブリンとのデフォルト関連性が非常に

低いと判断すれば、ソブリンとファンダメンタル発行体の格付の結びつきも幾分弱いと考えられること
がある（通常ソブリン格付が B1 以下）。しかしながら、ソブリンの幅広い権力に加えて、ソブリンの財政

難により政治と経済の不透明性が高まることで、ソブリンのデフォルトの特性と影響が不明瞭になるた
め、そのような事例は稀である可能性が高い。例えば、ソブリンが財政難に陥っても、ある企業が石

油やガスなどの重要な天然資源を保有し、事業の継続あるいは拡張のために海外投資を必要とし
ている場合には、債務返済停止や外国為替取引停止の対象としない選択をするかもしれない。反

対に、政府がそのような企業に過度のロイヤリティを要求することで、企業は最低限の収益性を維持

するのにとどまり、債務を返済できなくなることもある。このような場合、政府はロイヤリティ収入と外貨

流入の恩恵を受ける一方で、債権者が損失を被ることになる。 

ソブリン格付を上回る格付を検討する際、発行体をソブリンの影響から切り離す様々な特徴の存在と

その強さについて評価する。次のセクションでは、事業会社、銀行以外の金融機関、サブソブリンの
格付がソブリンを上回る状況についての指針を示す。ムーディーズのアプローチは、原則に基づいて

おり、定型的なものではない。ムーディーズは、将来の予想を織り込んだ見解を示し、ソブリンとの関
係、その国の経済、銀行システム、国内の事業・規制環境など、それぞれの発行体独自の状況を

検討する。この分析において非開示情報を織り込む場合もある。 

                                                                        
9  信用代替と法的拘束力のある親会社のサポートがない場合に子会社に格付を付与する際の信用上の考慮事項を説明

したクロス・セクター格付手法を参照されたい。 
10  同様に、発行体の資産とキャッシュフローの大半が概念上の本拠を置く国以外に所在する場合、自国通貨建て・外貨

建て債務のカントリー・シーリングの重要性は低くなる。ただし、自国通貨建て債務のカントリー・シーリングを上回るに

は、通常、発行体の債務についての契約が、カントリー・シーリングの高い国の法律と管轄に準拠する必要がある。 
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インフラおよびプロジェクトファイナンスの発行体を含む事業会社 11,12 

事業会社については、基準となる政府のシニア無担保債務格付を、投資適格等級発行体について

はシニア無担保債務格付（発行体格付や証券格付の場合もある）と、投機的等級発行体について

はコーポレート･ファミリー･レーティング（CFR）と比較する 13。  

ソブリンの信用力との関連性あるいは乖離に影響する要因 

発行体に、関連するソブリン債務格付を上回る格付を付与するかどうかを決定する際、次の要因を

検討する。 

海外のキャッシュフローと資産 

世界に広がる顧客基盤を確立し、海外事業と海外資産からキャッシュフローの大半を得ている事業

会社と比べると、国内の顧客と資産から創出されるキャッシュフローに完全に依存している事業会社
の信用力は、ソブリンがストレス下にある時期に悪化する可能性が高い。国内の資産と事業はソブリ

ンの介入や、ソブリン危機と同時に起こりうる労働者のストライキ・社会不安の影響も受けやすい。ソ
ブリンが海外事業と海外資産に直接介入する余地は小さいが、事業会社の海外保有資産に基づき

課税することもできる。 

国内資金調達源からの独立性  

本拠を置く国以外の資金調達源は、ソブリン危機時に国内銀行の貸出意思と能力の低下・喪失か
ら生じる問題から、通常、企業を守る働きがある。国内の資金調達源に大きく依存する場合、経済

危機あるいは銀行危機時にこれらの資金調達源を利用できなくなった際、流動性不足やデフォルト
につながる可能性がある。市場が企業を国内企業と認識するか、多国籍企業と認識するかは、海

外の資金調達力に大きな影響を及ぼす。 

配当や設備投資を削減したり、中核事業に大きな影響を与えずに事業拡張計画を縮小する余地が
大きい発行体の中には、高いキャッシュフロー創出能力を持つため、国内の信用市場および資本市

場の混乱の影響を受けにくい発行体もあるだろう。 

為替レートと為替相場の管理に関するリスク 

外貨建て債務を保有する事業会社は為替リスクに晒されており、自国通貨建て資金調達源を十分

に確保している企業でさえも、為替相場が管理されれば、債務返済能力の妨げとなる可能性がある。
多額の外貨建ての収益とキャッシュフローを確保すれば、これらのリスクを軽減することができること

から、世界的な地域分散の重要性がわかる。 

ソブリン危機に伴い発生する自国通貨の下落は、事業会社が自国通貨建てで収益とキャッシュフロ

ーを得て、外貨建てで債務を保有する場合、より大きなリスクとなる。反対に、経費の支払と債務返
済が自国通貨で行われ、外貨建てで収益とキャッシュフローを得ている企業には、自国通貨の下落

はプラスに作用する。   

政府介入リスク 

政府関係からの収益とキャッシュフローに依存する企業は、特にソブリンがストレス状況下にある時に、

財政支出の削減または先送りの影響を受けやすい。ソブリンとのデフォルト関連性は、資金調達や収
益を政府に直接的に依存していること、あるいは政府によるライセンス認可や営業権などを通じて間

接的に依存していることから生じる。また、事業会社の収益と収益性は、税金、ロイヤリティ、関税、
雇用需要などの政府の影響に左右されやすい。これまでの歴史では、企業に政府の優先事項に資

金を拠出したり、社会的役割を担うことを要請してきた政府もあった。これは特に、政府出資比率の

高い企業にあてはまる 14。政府が輸出関税や臨時利得に関する税金を引き上げれば、商品の大半
を輸出している民間出資企業でさえも、ソブリンの信用力悪化に影響されるだろう。外貨建て収益は

                                                                        
11  インフラには、民間・公的部門の公益企業、空港、港湾、有料道路、関連した事業が含まれる。  
12  多数の非政府系組織（非営利の私立大学や民間病院など）とソブリンの信用力との結びつきに関する考慮事項は、事

業会社とソブリンの信用力との結びつきと類似する。 
13  ベースライン信用リスク評価（BCA）を付与する際にも、本格付手法の指針を考慮に入れる。 
14  取締役会の構成は、政府が全額あるいは一部出資する企業へ介入する可能性を評価する上での検討事項となり得る。 
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信用評価上ポジティブとなりうるものの（上記セクションで説明された通り）、政府介入が強まった場

合、外貨キャッシュフローを得ている収益力の高い企業が、資本統制の対象になりやすい。同様にソ

ブリンがストレス下にある場合、資産処分や資産の国有化もリスクとなる。 

政府介入リスクを評価するにあたり、ソブリンの格付に加えて制度の頑健性も検討する。法の支配が

強い国で事業を展開する企業は、法の支配が弱い国で事業を展開する企業と比べると、ソブリンを

上回る格付を得られる可能性が高い。 

事業プロファイルと景気後退に対する底堅さ 

景気後退局面において、景気循環の影響を受ける支出や裁量的な支出に依存する商品・サービス
を提供する企業は、GDP 減少の影響を受けにくい企業より厳しい状況に直面するだろう。主に国内に

顧客を抱える企業の中でも、主導的な地位にあり景気サイクルを通じて安定的なキャッシュフローを

確保している企業は、競争力が低く、細分化された市場で事業を行い、キャッシュフローが景気循環

の影響を受けやすい企業より好調な業績を示す可能性が高い。 

稀なケースではあるが、事業と資産を移転し、新たな拠点で労働力のスキルを複製することが可能

な場合がある。このような柔軟性を持つ企業は、本拠を置く国に生産・営業拠点が集中した資本集
約型企業より、国内状況の悪化に対処することができる。資本集約型企業の一例としては、主に国

内に埋蔵量を有する石油・ガス生産業者（主な販売先が海外でも）や、国内市場のみを基盤とする

電力会社や通信事業者などが挙げられる。  

信用補完 

信用補完はソブリン危機に関連した多くのリスクを効果的に軽減できることがある。信用補完には高
い信用力を持つ親会社から戦略上重要な子会社への黙示的なサポートなどがある。あるいは、親

会社による保証、国際開発銀行による一部保証、政治リスク保険などの明示的な信用補完もある。   

外部サポートがない場合に、事業会社、インフラおよびプロジェクトファイナンスの発行
体をソブリンを上回る水準に格付する指針 

ソブリンを 1 ノッチ上回る格付 

次の基準を満たす発行体にソブリン格付を 1 ノッチ上回る格付が付与される。 

» 景気サイクルに対するある程度の底堅さや高い市場地位など、ファンダメンタルな信用力がソブ

リンより非常に高い場合。 

» ソブリンの信用力がストレスを受けたりソブリンがデフォルトしても、発行体がデフォルトしない可能

性が非常に高い 15とムーディーズが考える場合。   

» 国内資金調達源への依存が限定的である場合。例えば、海外の銀行や資本市場からの調達

実績、債務返済に十分なキャッシュフローを創出する能力（ソブリン危機シナリオにおいても）が

ある場合。  

» 為替リスクに対するエクスポージャーが限定的である場合。 

» 海外のキャッシュフローや資産へのある程度の分散がある場合。ただし、輸出を行わず、海外

資産を保有しない国内市場のみを基盤とする発行体が、上述の基準を明らかに満たし、政府

介入が企業のキャッシュフローや市場地位に大きく影響しないとムーディーズが確信する場合、

ソブリンを 1 ノッチ上回る格付を得られることもある。 

上述の基準を満たすが、次のセクションの基準を満たさない発行体は通常、関連するカントリー・シー

リングの制約を受ける。 

ソブリンを 2 ノッチ上回る格付 

ソブリンを 1 ノッチ上回る格付の基準に加え、次の基準を全て満たす発行体。 

                                                                        
15  概念上ここでの「非常に高い可能性」は、ソブリンがデフォルトする事例の半分以上で、ソブリンのデフォルトに伴い発行

体がデフォルトしないとのムーディーズの予想を示す。 
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» ソブリンの信用力がストレスを受けたりソブリンがデフォルトしても、発行体がデフォルトする可能性

が非常に低い 16とムーディーズが考える場合。 

» 収益とキャッシュフローの大半が海外で創出される、あるいは資産の大半が海外に所在する場

合（大半とは、通常 3 分の 1 以上を意味する）。  

» キャッシュフローおよび収益性と、国内景気との相関が非常に低い場合。  

» 海外の銀行や資本市場から多額の資金調達実績がある場合。 

» 事業プロファイルやキャッシュフローにマイナスの影響が及ぶ政府介入の可能性が極めて低い

場合。 

» 実施されうる資本統制が、発行体の債務返済能力に影響する可能性が低い場合 17。  

» 稀な事例では、国内市場のみを基盤とする企業がソブリン債務格付を 2 ノッチ上回る格付を得

られることがある。収益基盤が非常に幅広く安定しているプロジェクトファイナンスの発行体など

がこれに該当するだろう。その場合、ソブリンを 2 ノッチ上回る格付の基準を全て満たした上（収

益、現金、資産の大半を海外で保有する点と、海外における資金調達源を除く）、次の基準も

満たさなければならない。 

– 景気サイクルに対する極めて強い底堅さ。実質的に公的セクターからのキャッシュフローへ

のエクスポージャーおよび為替リスクがなく、国内の信用市場・資本市場の長期的な混乱

に対処できることが明らかな場合。  

– 資本統制が債務返済能力に影響する可能性が極めて低い場合。   

ソブリンを 2 ノッチを超えて上回る格付 

事業会社、インフラおよびプロジェクトファイナンスの発行体がソブリンを 2 ノッチを超えて上回る格付

を付与されるのは、ソブリンの信用力がストレスを受けたり、ソブリンがデフォルトしても、発行体がデフ

ォルトする可能性は極めて低いとムーディーズが考える非常に稀なケースに限られる。ソブリン格付
を 2 ノッチを超えて上回る発行体の格付の根拠となる、ソブリンとの結びつきがない 18ということは、一

般的に単一の国と強い信用上の関連性がないことも示唆している。  

» ソブリンのデフォルトシナリオの形態と影響が明らかな場合、あるいは保証などの非常に強固で透

明性の高い外部サポートがある場合を除き、ソブリンを 3 ノッチ上回る格付を付与される発行体は、

2 ノッチ上回る格付に必要な全ての基準を満たした上、次の基準も満たさなければならない。 

– 事業資産がほぼ海外に所在し、キャッシュフローがほぼ海外で創出される場合。 

– 実質的に国内の資金調達源に依存せず、ソブリンとの直接的・間接的結びつきがない場合。 

– 顧客や投資家から多国籍企業と認識され、ソブリン危機時においても事業プロファイルとグ

ローバルな市場シェアを維持できる場合。 

– 政府による資本統制の影響を受けないことに疑問の余地がない場合。  

ソブリンを 3 ノッチ上回る発行体が有するこれらの特徴は次のような状況に当てはまるかもしれ

ない。すなわち、世界中に所在する十分な資産とキャッシュフローを利用して、外貨建て債務を
返済することが可能で、外貨建て債務を上回る水準の信頼性が高いクッションを確保することが

できる。そのためソブリンによる資本統制の影響を受けにくく、結果として発行体の格付は、関連

するカントリー・シーリングに制約されないこととなる。 

» ソブリンを 3 ノッチを超えて上回る格付を付与される発行体は、3 ノッチ上回る格付に必要な全

ての基準を満たした上、自身の信用力がソブリンの信用力から完全に切り離されるような特徴を

有する。 

                                                                        
16  概念上ここでの「非常に低い可能性」は、ソブリンがデフォルトする事例の 4 分の 3 以上で、ソブリンのデフォルトに伴い

発行体がデフォルトしないとのムーディーズの予想を示す。 
17 低格付のソブリン（通常 B1 以下）に発生しうるデフォルトシナリオと国内発行体に予想される影響が明確な場合、政府

債務格付を 2 ノッチ上回る格付の基準を満たせば、発行体が自国通貨建て債務のカントリー・シーリングを 1 ノッチ上

回る格付を得られる可能性がある。 
18 政府出資による結びつきを考慮すると、政府系発行体にソブリンを 2 ノッチを超えて上回る格付が付与される可能性は

極めて低い。 
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– 例えば、本拠地が便宜上の本拠地であり、発行体の事業とソブリンの権限範囲に関わりが

ない場合。 

– 発行体が、ソブリンの影響を完全に切り離すことができる場合。例えば、多国籍の顧客基盤

と多国籍の労働力を有し、企業向けソフトウェアソリューションを提供する世界トップ企業は、

実質的にキャッシュフローにマイナスの影響を受けることなく本社機能や国内事業を容易に

またコスト効率良く他の地域に移転することができ、このような場合ソブリンを 3 ノッチを超え

て上回る格付が付与される可能性もある。 

– このような基準を満たす発行体が調達する全資金が、便宜上の本拠地の法制度や通貨に

影響されない場合、カントリー・シーリングが格付に影響しない可能性は高い。 

銀行以外の金融機関 

保険会社については、基準となる政府の格付と保険財務格付を比較する。証券会社、ファイナンス
カンパニー、資産運用会社については、投資適格等級発行体のシニア無担保債務格付、または投

機的等級発行体のコーポレート･ファミリー･レーティング（CFR）と比較する 19。クローズド・エンド型ファ

ンドについては、シニア格付相応のものと比較する 20。 

ソブリンの信用力との関連性あるいは乖離に影響する要因 

発行体に、ソブリン債務格付を上回る格付を付与するかどうかを決定する際、次の要因を検討 
する 21。 

資産、収益、利益の分散度 

ムーディーズはソブリンの信用リスクに影響を与えるマクロ経済要因と金融機関の資産の質に幅広い
相関があると考える。ソブリン債務の価値は、ソブリンの信用力の悪化に伴い低下し、国内のその他

の資産価値も低下するため、ソブリン債務とその他の国内投資に大きく集中している発行体は 22、投
資先が分散している発行体よりも信用力が大きく悪化する可能性が高い。多数の国内金融機関の

貸出・投資ポートフォリオは国内景気サイクルの影響を幅広く受ける。事業構成によって、景気循環

に連動したポートフォリオもあれば、景気サイクルを通して安定的なポートフォリオもある。 

また、収益と利益の地理的分散も考慮する。複数の国で商品・サービスを販売する企業は一国の景

気悪化の影響を受けにくい。 

信用市場と資本市場 

多くの金融機関は国内の信用市場と資本市場にエクスポージャーを有し、ソブリン危機時にこれらの

市場に発生しうる混乱の影響を受ける。短期債務に大きく依存している金融機関、あるいは満期の
入れ替え（短期の調達資金を長期貸出・投資にまわす）を行っているような金融機関、また効率的

に機能している市場に依存して収益をあげようとする金融機関も、同様に大きなエクスポージャーを

抱える。通常、資本市場に対する信認はソブリン危機に伴って低下するため、そのような場合、金融

機関が販売する多くの商品とサービスの需要は減少し、利用可能な流動性も縮小するだろう。  

                                                                        
19  保険会社については、ソブリン債務格付と、関係者あるいは政府からの緊急時のサポートを織り込まない保険会社の

固有の信用力に対するムーディーズの意見を示す単独の信用力を比較する。また保険財務格付にサポートが織り込ま

れている場合、ソブリン格付がサポート提供者の能力と意思を制約する要因も考慮する。証券会社、ファイナンスカンパ

ニー、資産運用会社についても、ソブリン債務格付とそれぞれの単独の信用力あるいは評価と比較する同様のアプロ

ーチをとる。また、ソブリンがサポートを制約する要因を考慮する場合もある。 
20 BCA を付与する際にも、本格付手法の指針を考慮に入れる。 
21  本稿の「ファンダメンタル発行体を、ソブリンを上回る水準に格付する場合の一般的な考慮事項」で説明された通り、海

外から得られるサポートによりソブリン債務格付を上回る格付が付与されることがある。信用代替と法的拘束力のある

親会社のサポートがない子会社に格付を付与する際の信用上の考慮事項について説明したクロス・セクター格付手法

を参照されたい。クロス・セクター格付手法の一覧は「関連リサーチ」のセクションにリンクが掲載されている。 
22  保険会社については、様々なストレスシナリオと資産に適用するヘアカットを用いて、国内のソブリン債務およびその他

の資産の保有額と自己資本との比率を検討する。 
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金融商品の特性 

金融商品の中には、特定のソブリンへの集中を軽減し、特に保険会社では、底堅い事業プロファイル
に寄与する特性を含むものもある。例えば、生命保険商品の中には、投資損失の一部または全額を

契約者が負担する商品がある。このような信用評価上ポジティブな「プットオプション」は、ソブリン危
機時に保険会社のダウンサイドリスクを抑えることができる。強制加入保険など一部の販売商品は、

ソブリンの背後にある経済環境との結びつきが幾分弱いため、ムーディーズは販売される商品の需

要特性を考慮することもある。  

ストレステスト 

ムーディーズは多くの金融機関の格付分析の重要な要素として、ソブリンが受けるストレスやソブリン

のデフォルトによる潜在的な影響を含む、幅広いストレスシナリオを検討する。ソブリンを上回る格付
を付与するにあたり、ムーディーズは発行体がソブリンのストレスに対処することができるということを

想定する。例えば、保険会社についてソブリンのストレスシナリオを考える場合、投資ポートフォリオに
はヘアカットを適用した上で、自己資本との比率を検討する。これらのシナリオ分析の結果には、保

険会社の資産の分散度あるいは集中度と商品構成も影響する。  

外部サポートがない場合に、銀行以外の金融機関をソブリンを上回る水準に格付する 
指針の概要 

ソブリンを 1 ノッチ上回る格付 

次の基準を満たす発行体にソブリン格付を 1 ノッチ上回る格付が付与される。 

» 強固な自己資本や、資産価値の下落を吸収できる十分な資本バッファーを有するなど、発行

体のファンダメンタルな信用力がソブリンより非常に高い場合。  

» ソブリンの信用力がストレスを受けたり、ソブリンがデフォルトしても、発行体がデフォルトしない可

能性が非常に高い 23とムーディーズが考える場合。 

» 発行体が信用市場と資本市場の長期的な混乱に対処することができ、為替リスクにも容易に対

処できる場合。 

» 貸出・投資ポートフォリオの分散度が高く、国内経済全般より安定性が高い場合。ソブリンのエク

スポージャーも対処可能な範囲で、海外における収益や利益の分散度も高い場合。 

» 底堅い事業プロファイル。 

» 保有保険契約が十分に損失を吸収し、ソブリンが深刻なストレス下にあっても対処可能な場合、

国内のみに基盤を有する保険会社であってもソブリンを 1 ノッチ上回る格付が付与される。 

ソブリンを 2 ノッチ上回る格付 

» ソブリンを 1 ノッチ上回る格付の基準に加え、次の基準を満たす発行体。 

– ソブリンの信用力がストレスを受けたり、ソブリンがデフォルトしても、発行体がデフォルトする

可能性が非常に低い 24とムーディーズが考える場合。 

– 半分以上の収益とキャッシュフローを海外で創出し、かつ海外に保有する資産の比率も同

様である場合。  

– 投資ポートフォリオにおけるソブリン債務の保有額が非常に少ない場合。 

– 実質的に為替リスクがなく、景気サイクルと実施されうる資本統制に対して非常に底堅い場合。 

                                                                        
23  概念上ここでの「非常に高い可能性」は、ソブリンがデフォルトする事例の半分以上で、ソブリンのデフォルトに伴い発行

体がデフォルトしないとのムーディーズの予想を示す。 
24  概念上ここでの「非常に低い可能性」は、ソブリンがデフォルトする事例の 4 分の 3 以上で、ソブリンのデフォルトに伴い

発行体がデフォルトしないとのムーディーズの予想を示す。 
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ファンド、ファンドマネージャー、保険ブローカー、証券会社のサービスプロバイダー 

クローズド・エンド型ファンドについては、市場がストレス下にある時期に債権者が利用できる超過担保
額が信用評価上の主な考慮事項である。業種集中がみられる場合はそれも検討する。様々なスト

レステストに基づく資産の割引価値とファンドの負債総額を比較する。それぞれのカントリー・シーリン

グを上限として、シニア格付に相当するものがソブリン格付を上回ることもある。法規範の有効性や
法的な支払優先権の遵守など、ソブリンの制度の頑健性に対するムーディーズの見解や、債務返

済が停止する可能性についてのムーディーズの見解により、ファンド格付がソブリン格付を上回ること

ができるのは限定的である。 

ファンドマネージャー、証券業界のサービスプロバイダー、保険ブローカーの分析は事業会社の分析

手法と類似しているが、資本市場の混乱が企業の商品需要に与える影響も考慮する。 

米国パブリックファイナンスの事業体を含むサブソブリン 25 

中央政府に影響するマクロ経済や金融部門に加わる圧力と同じ影響を、サブソブリンと公共企業も

受けるため、ソブリンの信用力は、世界の多くのサブソブリンと公共企業 26の格付の基準となる。また、

ソブリンによる為替取引や債務返済の凍結は、ほぼ全ての事例において国内のサブソブリンに影響
する。ただし、ソブリンからの独立性が高い事業体は、ソブリンを 1 ノッチあるいは 2 ノッチ上回る格付

を付与されることもある。 

一部の国の州政府、地方自治体、その他の公共企業は、中央政府から高度の自治権を確保してい
る。例えば米国では、州が政府と憲法を制定するソブリン主体となり、米国憲法の下で一定の権限が

連邦政府に委任されている。州は財政と債務返済に幅広い権限を有し、他国の多くのサブソブリンよ
り、ソブリンとの結びつきが弱い。この弱い結びつきは、州や州内の公共事業体（地方自治体、公立

学区、公立大学、地方公共事業体など）に、ソブリンを上回る格付を付与する上で主要な考慮事項

である。  

ムーディーズは通常、基準となるソブリンの格付と、サブソブリンの長期発行体格付あるいはシニア無

担保債務格付を比較する 27。米国パブリックファイナンスについては、基準となるソブリンの格付と、

事業体の信用補完等が付かないシニア無担保債務（州や地方政府の一般債務など）あるいは発行

体格付を比較する 28。 

ソブリンの信用力との関連性あるいは乖離に影響する要因 

中央政府から財政自治権が認められる範囲および政府介入のリスク 

ムーディーズの考慮事項は、サブソブリンの徴税権、決定権、歳入を中央政府から切り離す憲法上
の保護やその他の拘束力のある取り決め、また中央政府からの財政移転に対するサブソブリンの依

存度である。また、サブソブリンの債券市場調達にソブリンが影響する程度や、ソブリンがサブソブリン
に委任した支出をどの程度縮小できるかも検討する。サブソブリンの公共企業については、収益設定

の自主性、中央政府からの補助金の範囲、中央政府がその企業に税を課すことができるか、それと
も資金移転が必要となるかを考慮する。サブソブリンの公共企業はサブソブリンの信用力と関連性が

あり、サブソブリンの信用力はソブリンの信用力と関連性がある。  

                                                                        
25  サブソブリンには、米国パブリックファイナンスが含まれる。米国地方債市場の特殊性により、米国パブリックファイナン

スの事業体の特定の側面が本稿で説明されている。 
26  公共企業には、公立大学、公立病院、公共交通機関、住宅開発などの非政府系企業が含まれる。多数の非政府系組

織（非営利の私立大学や民間病院など）とソブリンの信用力との結びつきは、事業会社とソブリンの信用力との結びつ

きと類似する。 
27  BCA を付与する際にも、本格付手法の指針を考慮に入れる。 
28  多くの米国パブリックファイナンスの事業体は、収益やその一部を債券保有者への担保として差し入れることができる

が、資産を担保として差し入れることは認められていないため、幅広い収益が担保に差し入れられている場合（一般担

保）、最も高い格付が付与される。限られた事例において、米国の公共企業の格付に、分散した資産プールの債権者

が得られる大きな効果が織り込まれている場合（例えば、事業体の属する経済に相関しない投資ポートフォリオ等）、基

準となるソブリン格付との比較に用いられるのは、当該資産プールの効果を織り込まないその事業体の格付である。  
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収益力と景気後退に対する底堅さ  

ソブリン政府は幅広い徴税権を有し、広く分散した経済にアクセスすることで歳入を得るため、サブソ
ブリン政府より高い信用力を持つことが多い。サブソブリンの経済は、より広範な経済と大きく相関す

る場合があるが、サブソブリンの経済が国全体の経済より著しく活発で、ソブリン政府への依存が小さ
く、域内総生産と一人当たりの富が非常に大きいこともある。サブソブリンとソブリンの経済的結びつき

を評価するにあたり、ソブリンに直接雇用された、あるいはソブリンからの収益に大きく依存する組織

を通して間接的に雇用された居住者数も検討する。 

一部のサブソブリンの公共企業は、景気に対する底堅さがソブリンをある程度上回る場合もある。例

えば、一般政府歳入が大幅に減少しても、富裕層が支払う使用料からの収益は安定的に維持され

る可能性が高い（あるいは景気と逆相関する）場合等である。多くのサブソブリンの公共企業は、国
内のみの顧客基盤を持つ一方、世界的認知度が高い大学などごく一部は、海外の資金源から多額

の使用料を得ている。医療、住宅、交通などのセクターは、中央政府の財政支出や補助金に依存

することが多い。 

間接的・直接的なソブリンエクスポージャーと国内資金調達市場 

多数のサブソブリンは中央政府から直接資金を供与されており、また信用市場での資金調達は必要

に応じ政府からのサポートが得られるとの想定に支えられているため、ソブリンとの結びつきは強い。 

サブソブリンの公共企業は、多かれ少なかれ資金調達においてソブリンに依存している。政府が厳し

い財政状況に置かれた場合、ソブリンへの依存度が高い企業は、資金削減の影響を受けやすい。
資金源や資金調達においてソブリンに一部依存しているサブソブリンの公共企業については、海外で

保有する資産の分散がプラスに評価される一方、国内資産に大きく集中した投資ポートフォリオは、

ソブリンがストレスを受けると、資産価値も低下する可能性が高い。 

多くのサブソブリンは独自に国内信用市場で資金を調達している。ソブリンの資金調達が困難な場合、

資本市場に混乱が生じる可能性が高く、ソブリンのサポートを受けず独自に直接資金調達を行うサ

ブソブリンでさえも同様の問題に直面する。資金の大半を短期資金で調達している企業あるいは短
期市場へのエクスポージャーを抱える企業（プットオプション付変動金利債務など）は、市場の混乱

の影響をより大きく受ける。ソブリンより高い信用力は、サブソブリンがソブリンより多くの財源を確保し、

信用市場の長期的な混乱にも対処できることを意味する。 

外部サポートがない場合に、公共企業をソブリンを上回る水準に格付する指針の概要 

ソブリンを 1 ノッチ上回る格付 

次の基準を満たす発行体にソブリン格付を 1 ノッチ上回る格付が付与される。 

» 発行体のファンダメンタルな信用力がソブリンより非常に高く、ソブリンの財政支出やその他のサ

ポートへの依存が極めて小さく、財政の柔軟性が高い場合。 

» ソブリンが一方的に変更できない、あるいは変更される可能性が非常に低い収益に関する権限

や決定権など、発行体がソブリンから高度な自治権を確保している場合。 

» より活発な地域経済、ソブリンの歳入基盤より大きく安定している歳入、あるいは海外の収入源

などにより、サブソブリンの歳入がソブリンの歳入と切り離されている場合。 

» 市場における資金調達の必要性が限定的で、政府資金への依存度が低く、投資ポートフォリオ

の大半を海外資産が占めるため、信用市場や為替市場の長期的な混乱に対処する能力が高

い場合。 

ソブリンを 2 ノッチ上回る格付 

» ソブリンを 1 ノッチ上回る格付の全ての基準に加え、次の基準を満たす発行体。 

– 法律に定められた非常に高い独立性。 

– 景気サイクルに対する底堅さを有し、実質的にソブリンからの収入やサポートに依存しない場合。 

– 実質的に信用市場へのエクスポージャーはなく、為替リスクもない場合。 

– 実施されうる資本統制が債務返済能力に影響する可能性が低い場合。 
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証券化商品とカバードボンド 

証券化案件については、ソブリンの信用力は裏付資産の損失の見込みと変動性や、主要事業体
（サポート提供者やカバードボンド発行体など）の信用力に影響する。そのため、証券化商品とカバー

ドボンドの格付は、それぞれのソブリン格付を上回り、カントリー・シーリング 29と同水準であることが多

いものの、ソブリン格付の影響を受けカントリー・シーリングを下回る場合もある。  

ソブリンの信用力との関連性あるいは乖離に影響する要因 

証券化商品とカバードボンドの格付がソブリン格付と関連する度合いは、主に次の要因に影響される。

適用される証券化商品やカバードボンドの格付手法に沿って、これらの要因を評価する。  

裏付資産の分散と種類 
裏付資産の信用力はソブリンの信用力とある程度の相関がある。ただし、資産の分散は証券化商品

やカバードボンドと関連するソブリンとの結びつきを弱める。例えば、ソブリンのデフォルト時には、複数
の経済部門の何千もの資産で構成される細分化された国内ポートフォリオは、同一地域に集中した

資産プールに比べてデフォルト率が低いだろう。複数地域にわたる裏付資産の分散は、単一のソブリ

ンとの結びつきを弱める。さらに、裏付資産の種類も、ソブリンとの結びつきの度合いに影響する。政
府債務、銀行が発行した証券、リファイナンス 30に依存する債務者の債務などの資産は、ソブリンの

信用力との相関が相対的に強いが、ソブリン危機の影響を受けにくいその他の資産もある。 

ストラクチャー上の信用補完 

超過担保、キャッシュリザーブといった信用補完は、ソブリンの信用力との結びつきを弱めることもあ

る。投資家にプラスとなる信用補完が大きければ大きいほど、ソブリン危機に伴う資産のデフォルトに
対する保護が厚くなる。ソブリンとの結びつきを弱める信用補完の有効性は、信用補完の形態によっ

ても異なる。例えば、海外銀行のキャッシュリザーブ口座は、同一のソブリンに関連する追加担保より

厚い保護となる。  

カウンターパーティの所在地とカウンターパーティ変更の契約条項  

証券化商品とカバードボンドの案件は、支払いや主要業務を行うのに、口座銀行、スワップ・カウンタ

ーパーティ、サービサー、キャッシュ・マネージャーなどのカウンターパーティに依拠している。これら
のカウンターパーティの信用力は、所在する地域のソブリンと結びつきがある 31。ただし、格下げされ

たカウンターパーティを国内外の信用力の高いカウンターパーティと変更することを規定した契約条
項などのストラクチャー上の特性により、カウンターパーティのデフォルトリスクとソブリンの信用力との

結びつきを弱めることができる。  

                                                                        
29  証券化商品とカバードボンドの格付は通常、それぞれのカントリー・シーリングを上回らない。ムーディーズはカントリ

ー・シーリングとトランシェごとの案件格付を比較する。詳細については、前述の「カントリー・シーリング」のセクションを

参照されたい。 
30  ソブリンのデフォルト発生時に、国内の銀行システムは経済情勢のマイナスの影響を受け、海外投資家が投資を抑制

するため、リファイナンスは難しくなるだろう。 
31  政府系事業体などのカウンターパーティは、他のカウンターパーティよりソブリンの信用力との相関が高いこともある。 
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ムーディーズの関連リサーチ 

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。 

 

https://www.moodys.com/research/Methodology-Review-Summary-Metrics--PBC_158382
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