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本格付手法は 2019 年 11 月発行の格付手法 “Local and Foreign Currency Country
Ceilings for Bonds and Other Obligations Methodology” （日本語版「自国・外国通貨建て
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えて考慮する送金・換金リスクの要因を単純化・透明化した。また、別途設けていたオフ
ショアの外貨建てのシーリングを撤廃した。さらに、本格付手法では、一部の国のシーリ
ングにおいて重要となりうるその他の格付上の考慮事項について詳細を加えている。
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はじめに
本格付手法では、自国・外国通貨建てカントリー・シーリングを決定する際にムーディ
ーズがグローバルで用いる一般的なアプローチを説明する。シーリングは国に付与さ
れ、当該国の非ソブリン発行体や債務、証券化商品、預金に適用される 1。
カントリー・シーリングは、あらゆるソブリンのクレジット関連の環境において、投資家に生じ
得る分散不可能なリスクを反映するものである。非ソブリンの発行体は一般的に当該国
の経済、制度、金融、政治環境の影響を受けるため、カントリー・リスクが伴う。一般的な
経済危機や金融危機、通貨危機など、ソブリン債務危機に伴って起こることの多い事象
は、その国の発行体の多くに影響する。危機が迫っている時や発生時には政府が政策
措置を講じ、それが非ソブリン発行体の債務返済能力に悪影響を及ぼす可能性もある。
具体例としては、通貨防衛の目的で政府が民間セクターの支払いに規制をかける可能
性などがある。
ムーディーズでは通常、格付対象の国に自国通貨建ておよび外貨建てシーリングを
付与する。自国通貨建てカントリー・シーリングは、発行体の所在国または案件が組成
された国の通貨建ての債務に、外貨建てカントリー・シーリングは、他国の通貨建て債
務にそれぞれ関するものである。
こうしたシーリングは、現地に所在する発行体や債務者（現地で組成された証券化商
品を含む）の債券、その他の債務、類似証券や預金に、自国通貨建ておよび外貨建
ての格付を付与する際に有用となる。
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カントリー・シーリングは信用格付ではなく、格付へのインプットである。詳細についてはムーディーズ
のウェブサイトから入手できる「格付記号と定義」を参照されたい。
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当該国において最も財務が強い発行体、またその国に所在する資産または居住者が創出するキャ
ッシュフローを裏付けとする証券化商品で最も信用力が高いものに通常付与される最高の格付水準
がカントリー・シーリングとなる 2。ただし、強力なサポートメカニズムや国外に所在する資産ないしキャ
ッフローの恩恵を受ける債務については、シーリングよりも高い格付が付与される可能性がある 3。
預金については、自国通貨建ておよび外貨建てシーリングは、当該国に本店のある銀行の、国内外
の支店（外国銀行の現地支店も含む）が有する預金債務に通常付与される、最も高い格付水準と
なる。外貨建てシーリングは、当該国で営業する外国銀行の支店にも適用される。
カントリー・シーリングは、アルファベットと数字を用いたグローバル長期格付と同じ符号で示す。シーリ
ングは、長期および短期債務に適用する。対応する短期債務のシーリングは、アルファベットと数字
で示すカントリー・シーリングの符号から推定可能である 4。
通常の場合（全てではないが）、カントリー・シーリングはソブリン格付を数ノッチ上回る。
本稿では、(i)本格付手法の対象、(ii)格付手法の枠組み、(iii)自国通貨建てカントリー・シーリングの
決定方法に関する考察、(v)格付手法の想定、(vi)格付手法の限界を順に説明する。付録 A では、
自国通貨建てカントリー・シーリングのスコアカードの結果の導出方法を説明する。

本格付手法の対象
本格付手法は、ムーディーズがシーリングを付与するすべての国に適用される。

格付手法の枠組み
本格付手法の枠組みはソブリン格付を起点とした上で、2 つの要素から構成される。1 つ目の要素は
ムーディーズによる自国通貨建てカントリー・リスク分析である。これは、当該国に所在する最も信用
力の高い発行体や、証券化商品の自国通貨建て債務に、ソブリン格付けを超える格付を付与する
ことが可能になるようなその国の特性に着目するものである。
2 つ目の要素は外貨建てカントリー・リスク分析で、送金・換金（T&C）リスクに着目する。送金リスクは
国外送金による支払いが行えないリスク、換金リスクは自国通貨が外貨に交換できないリスクである。
政府が制限を発動する際は、送金・換金の双方に同時に適用する場合が多い。
ムーディーズの自国通貨建てリスク分析はソブリン格付 5を起点とし、政府のデフォルトの可能性が
非ソブリン発行体や預金者の損失リスク上昇につながる可能性のある要素を検討している。政府の
役割と行動（政府の経済・金融システムにおける影響とデフォルトの可能性が高まった場合に政府が
講じるであろう措置）、共有されるマクロ経済のリスク（政府と当該国所在の発行体に共通するマクロ
リスク）がそうした要素である。一部の国または特定の状況下においては、その他の要素も対象となる
場合がある。分析の結果導出される自国通貨建てシーリングは、ソブリン格付を 0－6 ノッチ上回る
水準となる。

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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換言すれば、シーリングは通常、現地で組成された証券化商品やその他現地の発行体の格付の上限として機能する。

3

ソブリン格付、カントリー・シーリング、発行体格付、債務格付、証券化商品の格付の関係について詳しくは、ムーディー
ズのウェブサイトから入手できる、ソブリンの信用力が他の格付に及ぼす影響の評価を説明するクロス・セクター格付
手法やセクター別格付手法の銀行格付手法を参照されたい。

4

対応する短期債務のシーリングのマッピングは、長期債務格付から短期債務格付へのマッピングと同じである。当該国
のカントリー・シーリングから推測される水準が複数の範囲にまたがる場合もあるが、A3 から Baa2 のシーリングの国の
場合はたいてい、相当する短期は P2 にマッピングされる。詳細についてはムーディーズのウェブサイトにある「格付記
号と定義」または短期格付を説明する格付手法を参照されたい。

5

厳密には、自国通貨建てソブリン格付を自国通貨建てカントリー・シーリングの起点とする。一部の国では国内の領域
や地域によって国全体とは異なる特性を持つ場合があり、それに伴って格付またはシーリングが異なることがある。こう
した領域や地域に異なる格付が付与されている場合は通常、その領域や地域の独自のシーリングを判断する上でそれ
らの格付を起点とする。こうしたケースに該当しない場合には、その国の格付を起点とし、領域や地域の異なる特性に
関して適切な調整を行うこととする。
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外貨通貨建てリスク分析は自国通貨建てカントリー・シーリングを起点とする。これは、自国通貨建て
債務および預金に影響するリスクは、外貨建て債務および預金にも同様に影響するとの見方に基づ
く。また、クロスボーダーの支払いに伴う送金への制限や、外貨への換金の制限が、政府によって課
される可能性も考慮している。分析の結果導出される外貨建てカントリー・シーリングは通常、自国通
貨建てカントリー・シーリングを 0－3 ノッチ下回る水準となる。
図表 1

自国通貨建て・外貨建てカントリー・シーリング付与における通常のアプローチ

出所: Moody’s Investors Service

自国通貨建てカントリー・シーリングの要素に関する考察
自国通貨建てカントリー・シーリングは、当該国全体のリスクを反映したもので、その国に所在する債
務者が発行する当該国通貨建て債券や、その国の資産または居住者が創出するキャッシュフロー
が裏付となる証券化商品に影響を及ぼす。
こうした国レベルのリスクは分散不可能である。証券化商品においては、ポートフォリオの国内におけ
る分散性や国内を源泉とする信用補完があっても、こうしたリスクは低減されない。ファンダメンタル
の発行体で主として国内の資産とキャッシュフローを有するものは、例えばそのキャッシュフローやバ
ランスシートの強さなどによってリスクが低減されることはない 6。極めて限られた例外を除き 7、自国
通貨建てカントリー・シーリングは、当該国の非ソブリン発行体および証券化商品の格付の上限を形
成する。
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国内を主体とする発行体の場合、所在国以外のキャッシュフロー、資産、資金調達源によってカントリー・シーリングを
上回る発行体格付となる可能性は低い。詳しくは、ムーディーズのウェブサイトから入手できる、ソブリンの信用力が他
の格付に及ぼす影響の評価を論じるクロス・セクター格付手法を参照されたい。

7

ソブリン格付、カントリー・シーリング、発行体格付、債務格付、証券化商品の格付の関係について詳しくは、ムーディー
ズのウェブサイトから入手できる、ソブリンの信用力が他の格付に及ぼす影響の評価を説明するクロス・セクター格付
手法やセクター別格付手法の銀行格付手法を参照されたい。
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自国通貨建てカントリー・シーリングは、国内外の制度、経済、金融、政治の幅広いリスクを反映する。
ムーディーズではこれらのリスクを、(i)政府の役割と行動、(ii)政府と国内所在の発行体が共有する
マクロリスクの 2 つに大きく分類している。ムーディーズは、複数の考慮事項に基づいて、これらの要
素を評価している（図表 2）。政治リスクは 2 つの要素双方に含まれ、各々個別に考察される。
図表 2

自国通貨建て・外貨建てカントリー・シーリング付与における通常のアプローチ

出所: Moody’s Investors Service

その国における最も信用力の高い非ソブリン発行体が、ソブリンの信用プロファイルに含まれるリスク
を緩和できる可能性が高い場合には、その国のソブリン格付とカントリー・シーリングの差は大きくなる。
ソブリンの信用プロファイルが悪化すると、想定されるまたは実際に起きるソブリンのデフォルトや、そ
れに伴ってその他の発行体や証券化商品に及ぶ影響が、より明らかになる場合がある。ソブリン格
付が低い場合には、最も強固な国内の発行体ないし証券化案件が、ソブリンよりもデフォルトの確率
が著しく低い、またはデフォルトからの回復の可能性が大幅に高いと判断できれば、ソブリン格付と自
国通貨建てカントリー・シーリングの差を大きくすることを検討する可能性がある。
ムーディーズでは、自国通貨建てカントリー・シーリングのリスクの定性分析をスコアカードに基づいて
行う。スコアカードについては図表 3 で概要を、付録 A で詳細を示している。評価においてはスコアカ
ードの定量的指標が起点となるが 8、定性的情報も考慮する。ムーディーズでは、各要因の考慮事
項における国のスコアを検討し、他国と比較する。
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一部データが入手可能でない国については、定性評価（類似データ利用など）ないし入手可能な他の定量的指標を用
いる。
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図表 3

自国通貨建てカントリー・シーリングのスコアカード
要因

考慮事項の
ウエイト 指標

考慮事項

経済・金融システムにおける
政府の影響

15%

制度および政府の行動の
予測可能性と信頼性

50%

政府と国内所在の
発行体が共有する
マクロリスク

経常収支の不均衡

15%

政治リスク

国内政治リスク・地政学リスク

政府の役割と行動

指標のウエイト

政府が全部または一部出資する企業が GDP に占める比率

7.5%

統制価格の比率

7.5%

法の支配

25%

規制の質

25%

ソブリンの対外脆弱性リスクのサブ要因スコア

15%

単一かつ共通の収入源への依存 ノッチング 天然資源レントの対 GDP 比率
20%

ノッチング

ソブリンの政治リスクのサブ要因スコア

20%

スコアカードが示すノッチング（0－+6 ノッチ）
ソブリン格付

9

スコアカードから導出される自国通貨建てカントリー・シーリングの結果
（数値付加記号、ソブリン格付に対して 0－+6 ノッチ）
出所: Moody’s Investors Service

次のセクションでは、シーリングを評価する上で通常用いる指標を説明する。

要因：政府の役割と行動
この要因を重視する根拠
経済・金融システムにおける政府の存在感や影響力など、政府の役割と行動は、政府がデフォルト
の危機に直面した場合にその国の非ソブリン発行体に及ぶ経済・金融面の悪化の度合いを推定す
る手がかりとなる。
本要因に関しては 2 つの考慮事項がある。

経済・金融システムにおける政府の役割の影響
公的セクターの関与が強く、財・サービスの生産や消費（国内の多くの企業への政府の出資などを通
じて）、価格設定、信用保証などにわたる国では、民間セクターが経済活動の中心で、政府の存在
感がより限定的な国に比べ、政府の信用プロファイルと経済の健全性が極めて密接に連動している。
例えば、政府の財政が圧迫されると、投資、出費、支払いを行う能力が低下し、その影響が非政府
系企業に及んだり、不透明感の高まりがさまざまなセクターの需要や経済活動の妨げになったりする。
さらに、政府系銀行や（間接的に）民間の金融機関が資金調達で困難に直面し、信用力が縮小す
る可能性がある。

制度および政府の行動の予測可能性と信頼性
国の諸制度が強固で、その運用が予測可能で高い透明性を伴っていることは、ガバナンスが良好で
あるかどうかの判断に重要な要素であり、諸制度が良好に運用されている場合には、政府が、国内
の発行体の不利益になるようなかたちで自国を守ろうと行動する可能性は相対的に低い。対照的に、
予測可能性が乏しく、不透明な決定を行ったことのある政府は、深刻な財政難に直面した場合、他
の発行体ないし自らの債権者の不利益となるような決定を下す可能性が相対的に高くなる。
例えば、法的枠組みが弱く不透明な場合は、政府が自己利益を守るために、他の発行体の不利益
になるような突然の規制や法律の変更や介入を行うリスクが高くなる。金融や電力・ガスのような重
要なセクターの規制が脆く不安定だと、あらゆる発行体の事業環境の予測可能性が低くなる。法の
支配が相対的に弱い、または法的環境の整備が不十分だったり債権者に不利になる可能性を伴っ
たりする場合は、デフォルトのリスクやデフォルトに伴う損失の深刻度が高くなることが多い。例えば、
契約執行の強制力が欠けていたり、破産手続きが契約上の債権者保護に沿ったものでない可能性
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厳密には、自国通貨建てソブリン格付を用いる。
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がある。資産収用や政府介入なども、デフォルトの可能性を押し上げ、非ソブリン発行体の回復の見
通しを低下させる可能性がある。
スコアカードにおける評価方法
経済・金融システムにおける政府の役割の影響

自国通貨建てカントリー・シーリングのスコアカードでは、国全体の規模（GDP）に対する公的企業の
規模、および統制価格の比率を示す定量的指標を用いる。これらは通常、仏研究機関 CEPII
（Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales）の制度プロファイル・データベース
（Institutional Profiles Database）の情報を使用する。
制度および政府の行動の予測可能性と信頼性

政策、規制、法的枠組みに影響する制度および政府の行動の予測可能性と信頼性の評価にあたっ
ては、世界ガバナンス指標（WGI）のスコア（または同様の国際的調査）などの定量的指標に基づい
て、法の支配、規制の質を評価する。

要因：政府と国内所在の発行体が共有するマクロリスク
この要因を重視する根拠
どのような国においても、政府系発行体と非政府系発行体の経済的混乱や金融危機に対するエク
スポージャーは、幾分かは共通するものだが、一定の構造的特性があるとこうしたリスク共有が高ま
る。経常収支の不均衡が大きい場合や（通貨危機や国際収支の危機につながる）、企業の収益源
の分散が小さい場合（特定セクターのショックに影響されやすい）などがこうした特性にあたる。
本要因には 2 つの考慮事項がある。

経常収支の不均衡
経常収支の不均衡が大きい国は国際収支のリスクにさらされており、急激な通貨安、外貨調達困難、
インフレ率の急上昇、経済活動停滞、金融セクターへの強い圧迫などにつながる可能性がある。こ
のような場合、公的・民間セクターそれぞれの大半の発行体が、経済・金融の深刻な混乱に直面す
ることとなる。

単一かつ共通の収入源への依存
政府または民間セクターの収入の分散性が低い場合、GDP に占める比率の高い 1 つのセクターに
ショックが生じた際に政府の収入が急減し、非ソブリン発行体の収入、利益、資金調達のアクセスと
コストに深刻な打撃が波及する可能性がある。共通の収入源としては一般的にコモディティ（炭化水
素などを含む）が挙げられる。また一部の国では、観光業などの他の分野も政府と民間セクターが共
有する需要な収入源となる場合がある。
スコアカードにおける評価方法
経常収支の不均衡

自国通貨建てカントリー・シーリングのスコアカードにおいては、ソブリン格付のスコアカードの対外脆
弱性リスクのサブ要因スコアを用いる。
単一かつ共通の収入源への依存

自国通貨建てカントリー・シーリングのスコアカードにおいては、GDP に対する天然資源レントの規模
の比率（通常は 3 年平均）を用いる 10。

10
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通常は世界銀行の情報を用いる。総天然資源レントは、石油レント、天然ガスレント、石炭レント（ハードおよびソフト）、
鉱物レント、森林レントの合計。

クロス・セクター格付手法：カントリー・シーリングの格付手法

SOVEREIGN & SUPRANATIONAL

単一の収入源への経済的依存は、自国通貨建てカントリー・シーリングにマイナスまたは中立の影響
を与える。

要因：政治リスク
この要因を重視する根拠
政治リスクが高い状況 11 とは、通常ソブリンのデフォルトの際、政府の行動によって、デフォルトに伴う
国全体の経済・金融への影響が悪化し、法的・規制的リスクが高まる可能性を示唆するもので、他
の発行体の信用力への下方圧力につながる。極端なケースでは、戦争、内乱、政治的混乱、没収
（収用や国有化など）が政治リスクに含まれる。
地政学的な緊張も政府と民間の発行体が共に直面するマクロリスクで、全体的な経済・金融ストレス
につながり、政治的不確実性を生む可能性がある。地政学的な緊張が高まると、消費者や企業の
消費能力・意欲が減退し、すべての発行体が適度なコストで資金調達を行うことが困難になる可能
性がある。
スコアカードにおける評価方法
国内政治リスク・地政学リスク

自国通貨建てカントリー・シーリングスコアカードでは、ソブリン格付のスコアカードの政治リスクのサブ
要因スコアを用いる。

自国通貨建てカントリー・シーリングにおけるその他の考慮事項
ムーディーズでは、一部の国や特定の期間について、既述の要因と考慮事項に加え、その他の考慮
事項を自国通貨建てリスクの全体的な定性的評価に反映する可能性がある。
銀行システムの健全性
ソブリンのイベントリスク上昇の兆候に加え、銀行システムの構造面の深刻な弱さは、ソブリンがデフ
ォルト危機に陥った際の非ソブリン発行体の経済・金融的混乱のリスク上昇につながる。例えば、
GDP 対比で銀行システムが極めて巨大な場合や集中度が高い場合、あるいは資本水準が弱い場
合、ソブリン格付と自国通貨建てカントリー・シーリングの差が狭まる可能性がある。詳しくは、ソブリン
格付手法の銀行セクターリスクのサブ要因の説明を参照されたい。
自然災害による影響の受けやすさ
政府や経済の回復力では緩和できないような自然災害による影響の受けやすさも、ソブリン格付と
自国通貨建てカントリー・シーリングの差を狭める可能性がある。
インフラの質
脆弱なインフラは、他の発行体の事業継続や収益創出の能力を損ね、ソブリンのデフォルトの際の
金融システムや経済全体への影響を増幅させる可能性がある。場合によっては、インフラが著しく弱
いために、ソブリン格付と自国通貨建てカントリー・シーリングの差が小さくなる可能性がある。

外貨建てカントリー・シーリングの要素の考察
外貨建てカントリー・シーリングは、自国通貨建てカントリー・シーリングに反映されている通常の国レ
ベルのリスクに加えて、送金・換金リスクも考慮する。ムーディーズでは送金・換金リスクを広く解釈し、
政府の制限によって、国内に所在する借り手のクロスボーダー債務の返済能力や、外貨建ての預金
者が預金受入機関にある預金を引き出す能力が阻害されるリスクと考えている。
一部の例では、政府が民間セクターの債務返済に関してモラトリアムを適用することがある。なお、為
替・資本規制にはさまざまな政策が含まれることから、正式にモラトリアムと呼ばれていない規制も同
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様の影響を持つ場合がある。例えば、預金凍結、為替市場の取引凍結、外貨保有に影響するよう
なその他の規制、または、民間の外貨建て債務返済のリスケジュールを黙示的ないし明示的に奨
励する政策などは、非ソブリン発行体にモラトリアムを適用するのと同じ効果をもたらす可能性がある。
外貨建てカントリー・シーリングは通常、自国建て通貨建てカントリー・シーリングより 0－3 ノッチ低くな
り、ソブリン格付を下回ることは基本的にはない。ただし、外貨建てシーリングは送金・換金リスクに関
するムーディーズの全体的な評価を反映するものであることから、送金・換金リスクが著しく高い場合
にはこうしたノッチ差が大きくなる可能性がある。例外的に、ソブリンのデフォルト危機以外の状況でも、
クロスボーダーの外貨決済が著しく阻害される可能性が極めて高ければ、外貨建てシーリングがソブ
リン格付を下回る場合がある 12。
ムーディーズによる外貨建てカントリー・シーリングの定性的なリスク分析は、政策の有効性、資本取
引の開放性、対外債務水準などに関する考察を含み、定量的な分析は、評価の出発点における指
針となるいくつかの定量的指標に基づく。こうした要素のスコアリングを比較対象となる他の国と比較
検討することも行う。ただし、政策の有効性、資本取引の開放性、対外債務水準などがどのように送
金・換金規制発動の確率に影響するかに関するムーディーズの見解に基づき、分析における各考
慮事項のウエイトは国によって異なり、さらに状況次第では時期によって異なる可能性もあるが、これ
は体系的に行われるものではない。実際には、ムーディーズによる送金・換金リスク評価は、ソブリン
債務危機に対する政策当局の対処法に関するムーディーズの見解に基づく部分が極めて大きいが、
一部のケースにおいては、資本取引の開放性および/または対外債務水準を重視する場合があるだ
ろう。したがって、自国通貨建てカントリー・シーリングに比べると、外貨建てカントリー・シーリングの評
価では定性的考察が相対的に重要な部分を形成する 13。
強固な制度や、通貨の兌換性を支えてきた実績、資本取引の開放性を備えた国については、送
金・交換リスクを加味する重要性は低いものとムーディーズでは通常考える。外貨建てカントリー・シ
ーリングのイベント発生の可能性と自国建てカントリー・シーリングのイベント発生の可能性に大きな差
がない場合、両者のシーリングは同等となる。Aaa および Aa の格付の大半の国と A の格付の一部
の国は、こうしたポジティブな特性を有する 14。格付がこれより低いソブリンにはこうした特性はなく、ま
た、制度が相対的に弱く、資本取引規制の実績がある国の外貨建てシーリングは通常、自国通貨
建てシーリングを 1 ノッチ以上下回る。
したがって、ソブリン格付の水準と、自国通貨建てシーリングと外貨建てシーリングの近さには幅広い
関連性がある。ソブリン格付の水準や制度の強度、資本取引の開放性に対するコミットメントなどの
変化により、時間の経過とともにこの関連性は変化する可能性がある。
また、ソブリン格付が低く、デフォルト危機が切迫していることからソブリンのデフォルトに伴う非ソブリン
発行体への影響（送金・換金制限の可能性や性質など）をよりはっきりと考察できる場合には、外貨
建てと自国通貨建てのカントリー・シーリングのノッチ差を狭めることがある。当該国で最も良好な国
内発行体または証券化商品の外貨建ておよび自国通貨建て債務のデフォルト率と回収率が近い水
準の場合、外貨建てと現地通貨建てのカントリー・シーリングのノッチ差は小さくなる可能性がある。
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12

厳密には、外貨建てシーリングは通常、外貨建てソブリン格付を下回ることはない。

13

より具体的には、自国通貨建てと外貨建てのカントリー・シーリングのギャップを示すうえで定量的ツールは用いない。

14

一部の低格付けの国がこうしたポジティブな特性を備えている場合もあるが、その可能性は低い。
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図表 4

外貨建てカントリー・シーリング付与の通常のアプローチ

出所: Moody’s Investors Service

考慮事項：政策の有効性
この要因を重視する根拠
政策の有効性が低いと、送金・交換規制を発動する必要が生じる可能性が高くなる場合がある。例
えば、政策、金融、マクロ経済の管理が弱いと、不均衡やストレスが生じやすく、結果として資本の海
外流出を阻止するための政策対応につながる可能性がある。また、政策決定が不透明ないし短期
的な方向性の国では、政府が送金・換金規制を発動するリスクが相対的に高い。
評価方法
政策の有効性

政策の有効性の評価にあたっては、ソブリン格付のスコアカードにある財政政策の有効性と金融・マ
クロ経済政策の有効性のサブ・サブ要因を検討する。

考慮事項：資本取引の開放性
この要因を重視する根拠
資本取引の開放性は評価における重要な要素である。クロスボーダーの金融取引において自由な
資本フローへのコミットメントを示していて規制発動が限定的な国は、危機に直面しても送金・換金規
制を適用する可能性が概して低い。こうした国では、資本取引に制限を課せば自国のレピュテーショ
ンが損なわれ、投資家の信頼を失い、経済や金融システムに悪影響が及ぶ可能性がある。対照的
に、資本取引の枠組みの開放性が低い国は、送金・換金規制の発動に躊躇しない可能性がある。
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評価方法
資本取引の開放性

資本取引の開放性に関するムーディーズの定性分析は通常、国際通貨基金（IMF）の為替取極お
よび為替管理に関する年次報告（Exchange Arrangements and Exchange Restrictions）で示されるクロ
スボーダ ー金融取引に対する 資本規制措置や 規則の 分類に基づく、Chinn-Ito インデック ス
（KAOPEN インデックス）を参照する。KAOPEN インデックスは、直接的な資本取引規制だけでなく、
資本取引に間接的に影響する可能性のある輸出入や利払い、あるいは為替レートなどの経常収支
に関係する広範な国際取引への規制も対象としている。

考慮事項：対外債務水準
この要因を重視する根拠
国の対外債務水準は、自国内の外貨確保のために外貨流出を阻止する措置を政府が発動する動
機を判断する手がかりとなる。対外債務の大きさは概して外貨建て支払いの大きさを意味するため、
外貨確保や為替下支えのために送金・換金規制が発動される可能性が高くなる。
ただし、一部の高格付の国で、大規模な金融センターとしての役割が理由で対外債務の GDP 比が
極めて高い場合があるが、これについては送金・換金リスクの高さを示すものではない可能性がある。
他のすべての条件が同じでも、対外債務の構造が送金・換金リスクにつながる場合がある。対外債
務の表示通貨や債務返済スケジュールの構造や貸し手の属性が、債務借換え能力などの国の金
融面の柔軟性に影響する可能性があるためである。対外債務の大部分が外貨建てでなく自国通貨
建ての場合、外貨保全を目的とした送金・換金規制のメリット、ひいては政府が同規制を発動する動
機は小さくなる。同様に、対外債務の平均年限が長ければ、喫緊の外貨ニーズは低いということにな
り、送金・換金規制発動の動機は薄れる。また公的セクターの債務（国際機関に対する債務や二国
間での債務）の比率が大きい場合も、民間セクターの債務に対する規制を発動しても確保できる外
貨は限定的とみられることから、規制を発動するメリットは低い。
評価方法
対外債務水準

基本的には総対外債務の GDP 比に基づいて分析する。分子はその国の総対外債務で、表示通貨
を問わず、公的・民間セクター双方のクロスボーダー債務を含む。分母はその国の GDP である。
また、自国通貨建ての対外債務の比率、公的セクターから借り入れている対外債務の比率、債務
の平均年限とそれに応じた借換えニーズについて、情報が入手可能でその水準が著しく高い場合は
考慮する可能性がある。
政策の有効性が極めて強力な場合は、GDP 比の対外債務水準が高くても送金・換金リスクさほど高
く想定しない場合がある。

外貨建てカントリー・シーリングに関する特殊な状況
法定通貨のない国
ソブリンの一部には、自国の中央銀行発行でない通貨を使用することを選択している場合もある（自
国通貨の代わりに米ドルまたはユーロを使うなど）。ムーディーズでは、こうした国については自国通
貨建てカントリー・シーリングを設けず、「自国通貨建てカントリー・シーリングの要素に関する考察」の
セクションで説明する事項は総じて外貨建てカントリー・シーリング付与における指針となる。送金・交
換リスクは通常、こうした国には当てはまらない。
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外貨建てカントリー・シーリングにおけるその他の考慮事項
上述の事項に加え、一部の国や特定の時期において、送金・換金リスクの全体的な定性評価で追
加的な要素を考慮する場合がある。
外貨準備の水準
他のすべての条件が変わらず、外貨準備の水準が低い場合や急低下している場合には、自国通貨
建てと外貨建てのカントリー・シーリングの差が大きくなることがある。外貨準備が少ないまたは急減
する場合、外貨保全の必要が高まり、債権者にとって不利になる措置発動の動機が強まる可能性
がある、例えば、重要な財・サービスの輸入や為替レート下支えを目的として外貨を保持するために、
民間セクターの債務返済のモラトリアムを政府が適用する場合がある。
長年をかけて確立され、証明された固定為替相場制度
法定通貨のない国とは別に、カレンシーボード制やペッグ制などの、長い年月をかけて確立した為替
相場制度を採用する国は多数ある。こうした為替相場制度は長年の間に効力が証明されており、他
の条件がすべて変わらない場合、総じて自国通貨建てと外貨建てのカントリー・シーリングの差は小
さくなる。
債務モラトリアムの実績
その国の民間セクターの支払い制限の実績は、将来的な行動を示唆する手がかりとなる。他のすべ
ての条件が変わらず、比較的に近い過去に民間セクターの債務返済を阻止するような措置が講じら
れた実績にある国については、そうした過去の措置発動につながった制度、経済、または金融環境
が根本的に変わったとの確証がない限り、自国通貨建てと外貨建てのカントリー・シーリングの差が大
きくなる可能性がある。

その他の考慮事項
カントリー・リスクを動かすものは国や時期によって異なることから、シーリングには追加的な要因が反
映される場合がある。
また、個々の国の状況によって、特定の要因の重要性が異なる場合がある。特定の国の分析におい
て、追加的な指標やデータを用いることもある。また、ヒストリカルデータは総じて分析の出発点となる
が、付与するシーリングはリスクに関するフォワードルッキングな見解を反映するものであり、さらに、
定性的な方法でリスクと緩和要因に関する方向性の見解を盛り込むものである。
環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する考慮事項
既述の通り、ガバナンスに関する指標は制度と政府の行動の予測可能性と信頼性を評価する上で
重要であり、また、自然災害も自国通貨建てシーリングに影響する場合がある。より全般的には、環
境・社会・ガバナンス（ESG）に関する考慮事項は、主にソブリン格付へのインパクトを通じて自国通貨
建て・外貨建てカントリー・シーリングに反映される。ESG に関する考慮事項は、シーリングが上限とな
っている格付にも影響する場合がある。
ESG の要素の評価に対するムーディーズのアプローチについては、これらのリスク評価に関する指針
を説明する格付手法を参照されたい 15。

15
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特定の状況に関する追加的な指針
ユーロ圏およびその他の通貨同盟
強力な経済・銀行・通貨同盟に加盟している国の自国通貨建てカントリー・シーリングは、そうした同
盟に非加盟の場合に比べて高くなるだろう。そうした加盟国は、同盟内のあらゆる場所で収益を得て、
銀行サービスを利用し、共通通貨を使用することができると考えられるためである。なかでもユーロ圏
加盟国は、共通の制度・法律・規制の枠組み、そして流動性支援などの危機管理メカニズムの恩恵
を受けている。
ユーロ圏加盟国の発行体に影響する可能性のある主な固有リスクは、ユーロ圏を離脱し、自国通貨
建て債務をすべてユーロ建てから新たな弱い通貨建てに変更するリデノミネーションを行うリスクであ
る。したがって、ユーロ圏加盟各国に付与するシーリングは、その国の通貨のリデノミネーションのリス
ク（ほとんどの場合、極めて可能性は低い）によって主に決定されることになろう。
同盟離脱のリスクだけでなく、その他に可能性のあるカントリー・リスクの原因も、シーリングの決定に
おいて考慮する。同盟離脱のリスクは、その国の政府のデフォルトのリスク上昇の場合に最も高まると
みられ、そうした状況は金融・経済環境の深刻な混乱に伴って生じると考えられる。したがって、リデ
ノミネーションのリスク評価はソブリン格付が起点となる。同盟離脱のリスクが極めて低く事実上の最
低限である場合、自国通貨建てカントリー・シーリングはソブリン格付を最大 6 ノッチ上回り 16、外貨
建てカントリー・シーリングは自国通貨建てシーリングと同等になる。その国の通貨同盟へのコミットメ
ントが相対的に弱いと認識される場合、シーリングはソブリン格付に近くなる。

主な格付上の想定
格付手法に全般的に適用される主な格付上の想定に関する情報は、「格付記号と定義」を参照さ
れたい 17。

格付手法の限界
ここまでのセクションでは、カントリー・シーリング付与に際して重要となる考慮事項を説明した。本セク
ションでは、格付手法全般に関連する限界について説明する。

自国通貨建てカントリー・シーリングのスコアカードの限界
スコアカードの結果は、さまざまな理由によって実際の自国通貨建てカントリー・シーリングと乖離する
ことがある。
自国通貨建てカントリー・シーリングのスコアカードは、カントリー・リスクの指標に重点を置く比較的簡
素化されたツールである。ムーディーズのカントリー・リスク分析は本質的に定性的なものである。
スコアカードの各考慮事項のウエイトは、自国通貨建てカントリー・シーリング決定における重要度を推
定するものだが、各発行体の状況によって特定の事項の重要性が実際とは大きく異なることがある。
「その他の考慮事項」で述べたようなスコアカードに含まれない事項や指標が、自国通貨建てカントリ
ー・シーリングにおいて重要となる場合があり、その相対的な重要性も国によって異なる可能性がある。
ムーディーズは、過去および将来の異なる期間を対象としたスコアカードを用いる場合がある。また、
カントリー・リスクの方向性に関する見解を定性的に織り込むことが多い。
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16

6 ノッチの差は、当該国が脱退し、通貨のデノミを行うリスクが、政府債務がデフォルトする確率の 15－20 分の 1 である
ことを示唆している。すなわち通貨デノミリスクは、2 つの非常に小さいリスク（政府のデフォルトリスクと政府のデフォル
トに伴う通貨同盟脱退のリスク）を掛け合わせた、極めて小さなものである。

17

「格付記号と定義」はムーディーズのウェブサイトから閲覧可能。
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格付手法の一般的な限界
本格付手法は、自国通貨建て・外貨建てカントリー・シーリング決定に際して考慮するであろうすべて
の要因と考慮事項を網羅的に説明するものではない。国は新たなリスクや新たな混在するリスクに
直面する可能性があり、リスク緩和のために新たな戦略を講じる可能性がある。ムーディーズでは、
信用力に関するあらゆる重要な考慮事項を評価に織り込むよう取り組み、そうしたリスクとリスク緩和
要因が予測できる範囲内で、可能な限り最も将来予測に基づく見解を反映するよう努めている。
カントリー・シーリングは、分散不可能なリスクと送金・換金リスクに関するムーディーズの予測を反映
するものだが、予測の対象期間が先になるほど不確実性は高くなり、精緻な推定の有用性は一般的
に低下する。ムーディーズが将来の見通しに対する見解を示す上で基づく想定が、結果的に不正確
だったと証明される場合もある。マクロ経済環境、全体的な金融市場環境、ディスラプティブ・テクノ
ロジー（破壊的技術）、規制、法的措置などの想定外の変化が、その一因となる可能性がある。どの
ような場合にも、将来予測は多大な不確実性を伴うものである。
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付録 A：スコアカードを用いてスコアカードの結果を導く
考慮事項と指標に基づき、自国通貨建てカントリー・シーリングのスコアカードでは、0 から 6 までの範
囲で上乗せするノッチ数を算出して自国通貨建てソブリン格付に加え、アルファベットと数字で示す
自国通貨建てカントリー・シーリングのスコアカードの結果を導出している。

1. スコアカード要因の測定または推定
「自国通貨建てカントリー・シーリングの要素に関する考察」のセクションでは、スコアカード要因で構
成される各考慮事項を評価する上での分析アプローチ、それらがカントリー・リスク評価において重要
な理由、そしてムーディーズが通常使用する指標について説明している。
考慮事項の評価で用いる情報は後掲するさまざまな公の情報源から取得している。その他の情報
やムーディーズのアナリストによる予測に基づくこともある（指標が入手できない場合など）。また、非
公開情報を用いることもある。

2. スコアカード要因の数値スコアへのマッピング
指標はさまざまなスケーリングを経る。考慮事項において複数の指標がある場合はまずスコアカード
でこれらが合算される。そして、通常は、0（最低）から 6（最高）にスケーリングされる。スコアが高い
ほど、スコアカードが示す上乗せノッチ数は高くなる。考慮事項のウエイトは図表 3 に示す通りだが、
単一かつ共通の収入源への依存度は例外で、引き下げノッチ数を示すスコアとなる場合がある。こ
れについては次のセクションで説明する。

経済・金融システムにおける政府の役割の影響 15％） 18
政府が全部または一部出資する企業の GDP に占める比率と、統制価格の比率は通常、仏研究機
関 CEPII （Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales）の制度プロファイル・データ
ベース（Institutional Profiles Database）の情報に基づく。このデータでは、0（比率が非常に高い）から
4（比率が非常に低い）までの整数で各国がランク付けされている。
この考慮事項のスコアリングでは、これらの指標を合計し、6 を最高スコアとする。
指標の合計

0

1

2

3

4

5

6-8

考慮事項のスコア

0

1

2

3

4

5

6

出所: Moody’s Investors Service

制度および政府の行動の予測可能性と信頼性（50％）
法の支配と規制の質については、マイナス 2.5 から 2.5 までで示される WGI の指標を通常は用いる。
まず法の支配と規制の質 2 つの指標を平均し、下表で示すようにスケーリングしてスコア化する。
指標の平均*

考慮事項のスコア

< (2.21)

0

(2.21) –
(1.64)

1

(1.64) –
(1.07)

2

(1.07) –
(0.5)

3

(0.5) – 0.07

4

0.07 –
0.64

5

≥ 0.64

6

*本表では、小数点以下 2 ケタを四捨五入して表示
出所: Moody’s Investors Service
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指標が入手可能でない場合、この考慮事項のウエイト 15％は残りの 3 つの考慮事項に均等に配分される。
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経常収支の不均衡（15％）
経常収支の不均衡の指標としては、ソブリン格付手法のスコアカードにあるソブリンの対外脆弱性リス
クのサブ要因スコアを用いる 19。ca から aaa の文字カテゴリーで示されるこの指標を、下表のようにマ
ッピングしてスコア化する。
指標

考慮事項のスコア

ca - caa

b

ba

baa

a

aa

aaa

0

1

2

3

4

5

6

出所: Moody’s Investors Service

国内政治リスク・地政学リスク（20％）
指標としては、ソブリン格付手法のスコアカードにあるソブリンの政治リスクのサブ要因スコアを用いる。
マッピングは経常収支の不均衡と同じ方法で行う。

単一かつ共通の収入源への依存（ノッチング）
天然資源レントの対 GDP 比率（直近 3 年の入手可能なデータの平均）を指標として用いる。平均が
8％以上の場合、1 ノッチ引き下げのスコアリングとなる。平均が 8％未満ならば、ノッチングの対象と
はならない。

3. スコアカード全体が示す結果を決定する
各考慮事項の数値スコアにそれぞれに配されたウエイトを乗じ、その結果を 0 から 6 の範囲のノッチ
数を示す整数の予備的な数値スコアへと導く。
そして、考慮事項のうち単一かつ共通の収益源への依存度が下方に向けたノッチ数を示した場合は
さらにこれを適用して、0 から 6 の範囲のスコアカードが示すノッチ数を導く。
各 1 ノッチは、スコアカードが示す自国通貨建てカントリー・シーリングをアルファベットと数字で示す
符号で 1 つソブリン格付より上に動かす作用がある。例えば、ソブリン格付が Baa2 で、スコアカードが
示すノッチ数が 4 であれば、スコアカードから導出される自国通貨建てカントリー・シーリングは A1 と
なる。

19
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ムーディーズの関連出版物
信用格付は基本的にセクター別信用格付手法によって決定される。また、特定の幅広い格付上の
考慮事項（1 つまたは複数のクロス･セクター格付手法に記載されている）が、本セクターの発行体お
よび証券の信用格付において重要となることもある。セクター格付手法およびクロス・セクター格付手
法のリストについては、ムーディーズのウェブサイトを参照されたい。
信用格付のヒストリカルな信頼性と予測能力をまとめたデータは、ムーディーズのウェブサイトに掲載
されている。
さらなる情報については、ムーディーズのウェブサイトに掲載されている「格付記号と定義」を参照さ
れたい。
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の信用格付及び信用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、Moody's Investors Service から信用格付を
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 年会社法第 761G 条の定める意味の範囲内における「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」であること又は「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、直接又は間接的に、この文書又はその内容を 2001 年会社法第 761G 条の定める意味の範囲内における「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個人投資家が取得可能
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。
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）が行う信用格付意見・サービスに対して、信用格付の付与に先立ち、12 万 5,000 円から約 5 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及び手続も整備しています。
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