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本格付手法は、2016 年 4 月発行の Rating Obligations with Variable Promises（日
本語版「可変約定債務の格付」）を代替するものである。格付手法の名称は変更さ
れ、特定の事象により条件が変更しうる、信用力にリンクした債券および証券に内容
が絞られた。信用力にリンクした債券の格付手法、証券格付に影響する代替条項の
種類、代替条項をどのように考慮するかについて、詳細な説明を加えた。また、格付
手法以外の情報を削除し、内容を整理した。

発生時に、「格付に影響する条件」が
変更しうる証券
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関連リサーチ
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本クロス・セクター格付手法では、発行体の信用状況に加えて別の主体の信用状況
にも左右される支払条件が定められた、信用力にリンクした債券の格付を決定する際
の一般原則を概説する。
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また、一部の重要な条件（支払優先順位の変更など）が格付に与える影響について
指針を示す。これらの重要な条件は、発行条件を記載した目論見書に盛り込まれた
事象に基づき変更される可能性があり、証券格付に影響する条件（以下に定義され
る）の変更につながることもある。
本クロス・セクター格付手法の指針は、他の格付手法を補完し、世界の全てのファン
ダメンタルの格付対象セクターで発行された証券に適用される 1,2。
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本稿において、ファンダメンタルとはストラクチャード・ファイナンス以外の発行体および案件、すなわち
事業会社、金融機関、プロジェクト・ファイナンスの発行体、ソブリン、サブソブリン、米国パブリックファ
イナンスを指す。
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セクター別格付手法で別途指針が示されていなければ、本クロス・セクター格付手法の追加的な指針
が適用される。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へのリンクは本稿の関連リ
サーチのセクションに掲載されている。
ムーディーズ・ジャパン株式会社
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信用力にリンクした債券：別の主体の信用状況にリンクした債務 3
関係者二者の信用力にリンクした債券の支払は、発行体と特定の主体の信用状況に左右される。こ
のような信用力にリンクした債務の格付を決定する際、主たる債務者の信用リスクに加え、上述の第
三者の信用リスクを織り込む。サポートメカニズムがない場合、両者の格付のうち低い方を採用する。
例えば銀行が、国が政府債務を履行した場合にのみ元利払いを実施することを規定した債券を発
行する場合、その証券は外部からのサポートや有意な担保の恩恵を得られない。このような事例に
おいて、政府債務格付と銀行格付の低い方を、証券格付に適用する。

法規制の改正時、あるいは発行時に目論見書で想定されたその他の事象の
発生時に、「格付に影響する条件」が変更しうる証券 4
発行体は、証券を償還あるいは条件を変更するコストと事務上の負担を回避するために、特定の代
替契約条項（代替条項）を盛り込むこともある。これは、法規制の改正やその他特定の事象の発生
時に、既存証券を入れ替える権利あるいは証券格付に影響する条件を変更する権利を発行体に
認める条項である。本指針は、法規制の改正あるいはその他の特定の事象が、デフォルト確率およ
びデフォルト時や毀損時の損失におけるムーディーズの評価において重要となる条件の変更につな
がりうる証券のみを対象とする。本指針の対象となる発行条件は、債務者の変更、保証人の変更
（解除を含む）、証券の支払優先順位の変更、元本削減を認めるトリガー事由の変更、下位証券へ
の転換が求められるトリガー事由の変更に限られ、これらをまとめて「格付に影響する条件」とする 5。
例えば、一部のセクターでは、新たな規制要件により証券が規制に適合しなくなった場合、資本規制
に対応するために支払優先順位が変更されることもある。また、新たな規制により発行時に認められ
た自己資本としての取り扱いが廃止される場合、コンティンジェント・キャピタル証券の転換あるいは
元本削減につながるトリガー事由が変更されることもある。目論見書には、税制、破綻処理制度、破
産法やその他の法律の改正、会計処理の変更、格付会社の格付手法の改訂、インデックスや参照
レートの廃止により証券の支払優先順位が変更される代替条項が含まれる場合もある。さらに、債
務を別の発行体に譲渡、保証人を解除あるいは変更することで、将来の企業再編の可能性に備え
る発行体もある。
特定の事象のいずれかが発生する可能性が非常に高い場合、ムーディーズの格付はこのような代替
条項の影響を受ける可能性がある。発行体が代替条項を適用する権利を行使するかどうかにより、
事象の影響が異なる場合、そのような権利が行使される可能性についても検討する。特定の事象に
より発行条件が変更される可能性は低いとムーディーズが判断した場合、そのような事象が発生しな
いことを前提に、証券の発行条件に基づいて分析する。当初の発行条件と代替条項では証券格付に
複数ノッチの差が生じ、特定の事象が発生する可能性が非常に高いあるいは高まっているとムーディ
ーズは判断した場合、特定の事象が発生する可能性についてのムーディーズの見解を反映して、代
替条項がない場合に付与される水準を下回る格付を付与することもある。特定の事象が発生し、代
替条項が適用される可能性が非常に高い場合、通常、格付は代替条項に基づいて決定される。
目論見書に代替条項が含まれる場合、格付分析においてその影響を軽減するその他の条項の効
果も検討する。発行体が投資家に著しく不利な方法で代替または変更を行うことを抑止するため、
債券の契約書および関連文書に制約が設けられていることが多い。このような制約は、独立した第
三者からの意見が求められる場合もある。第三者によるセーフガードは、投資家が購入する証券が、
発行日時点の信用リスクを大きく上回らないという確実性を高めるため、発行条件や法的拘束力に
応じて、債権者にとってプラスに働く。代替条項にこのような第三者によるセーフガードが含まれない
証券については、その他の契約条項が投資家のリスクを制限できるかどうか、どのように制限できる
かを検討する。

本件は信用格付付与の公表で
はありません。文中にて言及され
ている信用格付については、
ムーディーズのウェブサイト
(www.moodys.com)の発行体の
ページの Ratings タブで、最新の
格付付与に関する情報および
格付推移をご参照ください。
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このセクションはファンダメンタルの発行体および案件に適用される。ストラクチャード・ファイナンスにおける信用力にリ
ンクした案件については、コーポレート・シンセティック CDO やリパッケージ債に対する格付手法など、セクター別格付
手法を参照されたい。
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このセクションはファンダメンタルの発行体および案件に適用される。ストラクチャード・ファイナンスについては、シナリ
オのモデリングが定性的分析によってどのように補完されるかを説明するセクター別格付手法を参照されたい。定性的
分析は通常、案件ストラクチャーや関連する法的リスクの評価を含む。

5

ムーディーズの格付の対象および対象外となるものについては、格付記号と定義を参照されたい。格付記号と定義へ
のリンクについては関連リサーチのセクションを参照されたい。
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関連リサーチ
信用格付は基本的にセクター別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、本セクターの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。
本格付手法を用いて付与された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
ちらに掲載されている。
詳細な情報については、「格付記号と定義」を参照されたい。
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「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）が行う格付意見・サービスに対して、格付の付与に先立ち、12 万 5,000 円から約 2 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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