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意見募集 
銀行: 格付手法のアップデートを提案 
Banks: Proposed Methodology Update 
 

概要 

本意見募集では、2021 年 3 月発行の｢銀行格付手法｣にいくつかの変更を加えること

を提案する。本稿では、2020 年 3 月の意見募集で提案した先進的破綻時損失（先

進的 LGF）の枠組みの見直しに加え、先進的 LGF に関連して他にもいくつかの改定を

加えることを提案する。 

現行の格付手法に対し、次にあげる 6 つの主要な改定を提案する。これらの提案のほ

とんどが先進的 LGF に関連しており、最初の 3 つは 2020 年 3 月の意見募集で提案し

たものである。 

 先進的 LGF 分析において、債務構成で支払い優先順位が低く、発行残高が少な

い債務に適用するノッチング指針の基準を調整する。ノッチング指針に対する変更

の提案は、破綻時の損失率分布の見直しを反映するものである。その他の損失想

定に変更はない。この変更の主な目的は、支払い優先順位の低い一部の債務証

券の信用リスク特性を、より適切に織り込むことにある。ムーディーズは、現行のア

プローチがこれらの債務、中でもジュニアシニア債務に対して用いる想定が、シニア

無担保債務に比べて非常に保守的であると考えている。 

 一部の銀行グループについては、一体的な破綻処理の適用がより一般的になると

のムーディーズの見解を反映させ、先進的 LGF の枠組みを修正する。一部の所

管国・地域の規制当局は現在、「シングル・ポイント・オブ・エントリー」（SPE）による

国境を越えた一体的な破綻処理を容易にするため、一部の多国籍銀行グループ

に対し、内部損失移転メカニズムの導入を義務付けようとしている。今回提案する

先進的 LGF 分析では、グループ企業間に多額の内部損失吸収力（ILAC）を持つ証

券という形式による重要で拘束力のある結びつきが存在し、それによって破綻時処

理時にグループ内で事実上の損失移転が行われるとムーディーズが判断した場

合、このような規制の変化を織り込むこととする。 

 したがって、一体的な破綻処理が行われるとみられるグループの親会社に今回提

案する先進的 LGF 分析を適用する場合、運用可能な破綻処理制度（ORR）の適

用対象に含まれ、かつ ILAC 債を発行している関係者の資産と負債を、たとえその

関係者が異なる所管国・地域に所在していても、破綻時の想定バランスシートに含

める。これがムーディーズの現行のアプローチと異なる点である。現行のアプローチ

では通常、国外に所在する関連事業会社の資産と負債は親会社から切り離すこと

にしている。 

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/1261952.pdf
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1216107
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1216107
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 ILAC 債を他の所管国・地域に所在するグループ企業に対し発行している子会社については、そ

れらの債券を子会社の破綻時の想定バランスシートと先進的 LGF のウォーターフォールに含める

可能性がある。現時点でムーディーズは、そうした債券を想定バランスシートとウォーターフォー

ルに含めることを制限している。これは、破綻前に提供される関係者からのサポートと重複する可

能性があるためだが、今回の改定では、破綻前の関係者サポートに加えて、ILAC 債が損失を吸

収する可能性を認識することを提案する。したがって、この変更は、SPE が適用されるとムーディ

ーズがみている持ち株会社と銀行子会社の先進的 LGF 分析に影響を与える。また、ムーディー

ズのアプローチを銀行破綻処理の枠組みを巡る最近の動向と整合させるものでもある。 

 先進的 LGF 分析の枠組みの適用を拡大する。ムーディーズの現行のアプローチは、秩序だ

った破綻処理を可能にする具体的な法制度の存在を ORR の要件としているが、そのような

法制度がなくても、銀行システムに対する既存の規制の枠組みにより破綻銀行の秩序だっ

た処理が可能か否かに重点を置けるよう、ORR の一般的な特徴の記述を修正することを提

案する。この変更は、ORR が有効かどうかを判断する上で、規制当局が所有し、破綻処理

時に使用するとみられるツール（ベイル・インなど）に着目するものである。これらのツールは

具体的な法制度がなくても利用できる場合がある。また、銀行グループが一体的な破綻処

理の適用を受けることを理由として、ORR を持つ所管国・地域の外に所在するグループ企業

にも個別に先進的 LGF を適用する場合があることを明確にすることも提案する。 

 その他 Tier 1（AT1）証券の分析上の取り扱いを統一する。銀行が実質的な破綻状態にある

と規制当局が判断する前に株式と同様に損失を吸収する AT1証券（ハイ・トリガーAT1）と、現
時点ではロー・トリガーAT1 に分類している証券を分析上区別することをやめ、LGF に重点を

置くアプローチに移行する。現行アプローチでは、銀行がゴーイング・コンサーンとして存続す

る場合の自己資本の分析において、ハイ・トリガーAT1 に株式としてのエクイティ・クレジットを

付与し、それをベースライン信用リスク評価（BCA）1に織り込んでいるのに対し、ロー・トリガー

AT1 は先進的 LGF 分析で考慮される。今回の提案では、AT1 にエクイティ・クレジットを付与

せず、ロー・トリガーAT1 だけでなく、すべての AT1 に先進的 LGF を適用することになる。 

 このアプローチの変更により、分析が簡素化される。また、この変更は、ORR が適用される銀

行の所要自己資本水準に関する規制の変更（これにより、多くの銀行が資本バッファーを積

み増した）を反映するものである。具体的にいうと、近年、規制当局が AT1 と普通株式を区別

し、すべての AT1 をムーディーズの現行アプローチの想定より負債性の高いものとして扱おう

とする動きがみられる。また、この提案により、銀行の個別証券の格付においてハイ・トリガー

CoCo モデルの使用をやめることになる。 

 先進的 LGF 分析の対象をカナダの全銀行に拡大する。この提案は、カナダのシステム上重要で

ない銀行には通常、ゴーン・コンサーンとしての破綻処理アプローチが適用されるという想定を反

映したものである。カナダのシステム上重要でない銀行は、ベイル・イン対象債務の発行を要請さ

れないが、それ以外の点ではカナダ預金保険公社（CDIC）が持つ破綻処理の権限が全面的に及

ぶため、ムーディーズは ORR の適用を受ける銀行としての基準を満たしていると考えている。今

回の提案では、カナダのシステム上重要でない銀行にも、システム上重要な銀行と同じウォータ

ーフォールを適用する。また、破綻処理が破産手続きとして、あるいは管財人管理下または同

等の法的手続きに従い行われるとムーディーズが予想する他の ORR で通常適用する 13%
の損失率想定を適用する。 

 すべての高度に統合された関連会社の格付に単一の枠組みを導入する。親会社あるいは

銀行グループ（カバードボンド発行体をサポートするグループ銀行など）と高度に統合されて

おり、単独ベースの分析では有意な BCA を導出できない場合、統一した枠組みを用いてそ

れらの関連会社を格付することを提案する。この提案は、関連会社と親会社（1 社または複

数）との相互関係と、親会社が重大な問題に直面した場合に自社の債務を関連会社の債

務より優先する可能性に重点を置いた、原則に基づく簡素化されたアプローチへの移行を反

映するものである。この提案は、銀行のカバードボンドの発行会社および他の種類の高度に

一体化された事業体の負債の分析を変更するものである。 

 
1  BCA の説明については、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。 

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/
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意見募集の背景 

ムーディーズは本意見募集において、上述した 6 つの主要な変更を 2021 年 3 月発行の銀行格付
手法に加えることを提案する。提案する変更のうち、最初の 3 つは、先進的 LGF の枠組みの適用対

象と適用方法に関して 2020 年 3 月の意見募集で提案したもの、他の 3 つはそれに関連する追加

改定を反映したものである。ムーディーズは 2020 年 6 月に、2020 年 3 月の意見募集に対するコメ

ントを、新型コロナウィルスのパンデミックが分析に与える影響と合わせて検討した上で、提案を採用
したいと述べた。本意見募集の提案は、世界経済の悪化にもかかわらず、当初の提案の変更につな

がるような展開はみられなかったとのムーディーズの見解を反映している。特に、一部の規制当局は
銀行に対し、損失吸収力のある債務を発行するまでの時間的猶予を認めたが、2020 年の意見募集

の発行時にみられた破綻処理制度の強化と施行に向かう動きは継続している。そのため、2020 年
の意見募集で提案した改定は変更せずに本意見募集に含めることとし、3 つの追加改定案とともにこ

こに掲載する。 

ムーディーズの分析と提案の背景に関する詳細は、「補遺：意見募集の提案に関する追加説明」に

掲載している。 

格付への影響 

今回の提案通りに格付手法がアップデートされた場合、格付対象の銀行グループの約 13%で一部

の証券レベルの格付と発行体レベルの格付および評価が影響を受けるだろう。格付が変更される可
能性のある銀行のほぼすべてが、ORR の対象となる銀行、すなわち西欧、北米および香港の銀行に

なるとみられる。予想される格付への影響は、その大部分がここで提案する先進的 LGF ノッチング指
針の改定を要因とするものである。これらの格付変更のほとんどが、影響を受ける銀行グループの特

定の債務クラスに対する 1 ノッチの格上げとなるだろう。AT1 の取り扱いが提案通り変更された場合、

格付対象銀行グループの約 3%が影響を受けるとみられ、そのほとんどが特定の債務クラスにおいて

1 ノッチの格上げまたは格下げとなるだろう。 

一体的な破綻処理が適用される銀行グループについては、約 25 の多国籍グループの格付が先進

的 LGF アプローチのアップデートの影響を受けるとみられる。これらの格付変更には、親会社または
持ち株会社の格下げが含まれ、主に預金と銀行のシニア無担保債務およびジュニアシニア債務が

対象となるだろう。その大部分が 1 ノッチの格下げになるとみられる。それに対応して、一部の銀行子
会社の債務の格上げが予想され、格上げノッチ数は大部分が 1 ノッチになるとみられる。これらのケ

ースの内、ILAC 導入の可能性はあるが、その詳細や導入時期が定まっていない場合は、格付を見

直しの対象とするか、見通しを変更する可能性がある。 

ある銀行システムが ORR であるかどうかの判断基準を提案通り拡大しても、新たに ORR であると指

定される銀行システムが出てくることはないとムーディーズはみている。銀行グループが一体的な破

綻処理の適用を受けることを理由として、ORR の適用対象国・地域の外に所在する銀行グループ企
業にも個別に先進的 LGF を適用する場合があることを明確にし、ILAC を分析に織り込む提案の影響

を受ける銀行は 5 行に満たないとみられる。それらの銀行のシニア債務格付と預金格付が 1 ノッチ格

上げされる可能性が高い。 

カナダにおいては、ORR の適用対象をシステム上重要でない銀行にも拡大するという提案が採用さ

れた場合、2 行のシニア無担保債務格付の格上げが予想される。高度に統合され一体化された発
行体と特別カバードボンド発行体を統一した枠組みで格付するという提案が採用された場合、約5発
行体のカウンターパーティ・リスク評価の 1-2 ノッチの引き上げが予想される。 

予想される格付への影響は、上述した格付手法の変更のみを反映したものであり、足元の市場環境
や、特定の発行体や取引の財務指標もしくは定性要因など、格付分析に関連しうる他の要因による

潜在的な影響を織り込んだものではない。 

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/1261952.pdf
https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/1261952.pdf
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1216107
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意見募集 

本意見募集では、「銀行格付手法」の改正提案に対するコメントを募集する。提案する「破綻時損失
と追加ノッチングの検討」および「付録 1」の本文は、本稿に掲載している。「付録 1」は現行格付手法

の付録 1 と 2 を代替するものである。寄せられたコメントや内部協議に基づき、他の変更を加えること

も検討した上で、格付手法の改訂版を発行する場合もある。 

ムーディーズは、本意見募集に対する市場参加者からのコメントを募集する。コメント提出の締め切り

は 2021 年 5 月 10 日午後 11 時 59 分（米国東部時間）で、提出先は www.moodys.com の Request 
for Comments のページ。ムーディーズは受領コメントを適正に検討し、「銀行格付手法」の改訂版を

発行する。 

  

https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/request-for-comment/003006005/003006005/-/-1/0/-/0/-/-/en/global/rr
https://www.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/request-for-comment/003006005/003006005/-/-1/0/-/0/-/-/en/global/rr
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提案格付手法 

銀行格付手法 

サブ構成要素：破綻時損失 

LGF アプローチはデフォルト時損失分析に概念的に非常に近いアプローチだが、銀行の破綻によりトリ
ガーされ、必ずしもデフォルトがトリガーになるわけではない。破綻処理制度によっては、銀行の破産

手続きの枠外において一部証券の選択的なデフォルトが起こりうることから、デフォルトと破綻を区別

する必要がある。 

このサブ構成要素では、銀行破綻が異なる債務証券に与える影響を、以下で述べる基礎的 LFG 分

析または先進的 LGF 分析を用いて評価する。 

基礎的 LGF：運用可能な破綻処理制度を持たない所管国・地域の銀行に適用 

世界の多くの銀行が属する銀行システムでは、公共政策の枠組みにゴーイング・コンサーンとしての

破綻処理は含まれていないため、それらの銀行にとって破綻処理の関連性は限定的である。そのよ
うな所管国・地域では、破綻処理手続きが用いられるケースもあるかもしれないが、事前に明確に定

義されるのではなく、その場の状況に応じて決められる傾向がある。そのような破綻処理よりも、政府

によるサポートの提供あるいは破産手続きの方が可能性としては高い。このようなシステムに属する
銀行では、破綻が及ぼす影響が債務クラスによってどのように異なるかという点についての透明性が

非常に低いことが多く、次のような基礎的 LGF アプローチを適用する。図表 30 はその概要である。 

 シニア無担保債務と格付対象預金は一般に類似した損失特性を持ち、破綻時の損失規模はム

ーディーズの過去のデータに基づくデフォルト時損失率約 60%と一致する 2。これは、PRA が調整

後 BCA と等しいことを示唆する。 

 劣後債務の損失規模は大きくなるとみられ、調整後 BCA を 1 ノッチ下回る PRA に相当する。ただ

し、後述するように、ハイブリッド証券についてはノッチングを追加する。 

 持ち株会社のシニア無担保債務は通常、銀行子会社債務に対し構造的に劣後するため、調整

後 BCA を 1 ノッチ下回る、政府サポートを織り込む前の PRA に一致する高い損失規模になるとみ

られる。持ち株会社のジュニア証券にもこれを適用し、後段で説明する通り、追加ノッチングを行

う場合がある。 

 運用可能な破綻処理制度（ORR）が適用されない銀行や、ORRにおいて清算や破産管財人の管

理の対象となる銀行の、業務上のシニア債務やその他の契約上のコミットメントは、銀行の破綻と

同時にデフォルトする可能性が低く、銀行システムへのリスク波及や損失を最小化し、重要な機

能の停止を回避するために維持される可能性が高い。そのため、ムーディーズは政府サポートを

織り込む前の段階の CR 評価 3を調整後 BCA プラス 1 ノッチ、すなわちシニア無担保債務格付お

よび預金格付より高い水準に位置付ける。これは、それらの債務のデフォルトの可能性は銀行破

綻の可能性より低いとするムーディーズの見方を反映している。 

 銀行の CR 格付対象債務 4は、CR 評価の対象となる業務上のシニア債務やその他の契約上のコ

ミットメントの一部である。これらのデフォルト確率は類似しており、破綻処理時あるいは破産管財

人の管理下の銀行のシニア無担保債務のデフォルト確率を下回るだろう。そのため、ORR が適用

されない銀行の、政府サポートを織り込む前の CR 格付は、調整後 BCA を 1 ノッチ上回り、CR 評

価と同水準になるであろう。 

期待損失率がこれらの想定に一致しないと考え得る理由があるときは、これらの想定から離れること

もあり得る。また、特異な状況に応じて先進的 LGF の枠組みを適用したり、補完的ツールとしてより一

 
2  ムーディーズの金融機関のデフォルトと回収に関する情報（Moodys.com に掲載）を参照されたい。 
3  CR 評価の説明については、本稿の用語解説および「格付記号と定義」を参照されたい。「格付記号と定義」はムーディ

ーズのウェブサイトから入手できる。業務上の債務の説明については、用語解説を参照されたい。 
4  CR 格付と CR 格付対象債務の説明については、本稿の用語解説および「格付記号と定義」を参照されたい。「格付記号

と定義」はムーディーズのウェブサイトから入手できる。 
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般的に使用したりすることもある。例えば、規制当局が銀行グループに対して一体的な破綻処理

（SPE）を適用するとムーディーズが判断した場合、ORR を持つ所管国・地域に所在しないグループ企

業に先進的 LGF を適用する可能性がある。 

図表 30 

基礎的 LGF を織り込むためのノッチング指針（運用可能な破綻処理制度を持たない所管国・地域

に所在する銀行） 
証券の種類 基礎的 LGF ノッチング 

CR 評価 5 調整後 BCA +1 

CR 格付 調整後 BCA +1  

銀行預金 調整後 BCA と等しい 

銀行シニア無担保債務* 調整後 BCA と等しい 

その他シニア債務 調整後 BCA と等しい 

銀行期限付き劣後債務 調整後 BCA -1 

銀行ジュニア劣後債務 調整後 BCA -1 

銀行累積型優先株 調整後 BCA -1 

銀行非累積型優先株 調整後 BCA -1 

持ち株会社シニア無担保債務 調整後 BCA -1 

持ち株会社期限付き劣後債務 調整後 BCA -1 

持ち株会社ジュニア劣後債務 調整後 BCA -1 

持ち株会社累積型優先株 調整後 BCA -1 

持ち株会社非累積型優先株 調整後 BCA -1 

*  ORRを持たない規制制度において、銀行シニアシニア無担保債務あるいは銀行ジュニアシニア無担保債務等の複数クラスのシニア無担

保債務が導入された場合、資本を構成する他の証券と比較したそれらの証券の予想破綻時損失に関する分析上の判断に基づき、契

約条項や関連する所管国・地域における規制上の取り扱いを考慮に入れた上で、ノッチングを決定する。そのような情報が得られない

場合、あるいはそれらの債務クラス間の差異は、格付に差異を設ける必要を生じさせるほど大きくないとムーディーズが判断した場合、

これらの新たなクラスの債務はシニア無担保債務と同水準に格付する。ORR を持たない所管国･地域において、銀行のシニア無担保債

務に対し、クラスによって異なる格付を付与する場合、銀行に付与する発行体格付は、当該国･地域で当該銀行が発行できる債務の内、

最も支払い優先順位の高いシニア無担保債務、すなわち特殊なストラクチャーを持たないプレーン･バニラ証券（あるいは普通社債）の

格付と同じ水準とする。 

出所：ムーディーズ 

 

先進的 LGF：運用可能な破綻処理制度が適用される銀行に適用 

 先進的 LGF は、銀行が ORR の適用を受けるとみられるシステムに適用される。そのようなシステ

ムは一般に次のような特徴を有する。 

 規制の枠組み。破綻した銀行の秩序ある破綻処理を可能とする規制の枠組み（立法措置に基

づく枠組みなど）の有無を考慮する。 

 影響の明確な把握。銀行の破綻および破綻処理が預金者およびその他の債権者に与える影響

が、規制の枠組みによってかなり明確に把握できる。 

 政府からのサポートの縮小。破綻処理制度が運用可能であるとみなされるためには、規制当局

が制度の施行にコミットし、政府からのサポートの可能性が低下するか、除去されることをムーディ

ーズは期待する。 

ある銀行がこれらの条件を満たせば、ORR の適用対象であるとみなす。これらのケースでは、後述す

る先進的 LGF アプローチを適用する。 

先進的 LGF 要因 

政府からのサポート考慮前の破綻シナリオにおいて、様々な債権者が被り得る損失に影響する考慮

事項は多数ある。ムーディーズは、シナリオをモデルに織り込む方法を用いて、破綻時損失 6を左右

 
5  CR 評価のノッチングは、運用可能な破綻処理制度において重要な機能を維持するゴーイング・コンサーンとしての破綻

処理ではなく、全面的な破産処理の対象となる銀行にも適用される。 
6  モデルの想定の詳細については付録 3 を参照されたい。 

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/1261952.pdf
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する主要要因を織り込んだ比較的シンプルなノッチング手法を構築した。分析では次の 4 つの要因

に焦点を絞る。 

 要因 1: 破綻処理時のバランスシート。破綻処理時の範囲を特定する必要があるが、必ずしも

BCA 分析で考慮される連結グループベースと一致するとは限らない。 

 要因 2: 損失率。他の変数が等しければ、破綻処理時の銀行全体での資産の損失率が高いほど、

銀行の負債において損失が発生するリスクが高くなる。 

 要因 3: 劣後。ある証券クラスに劣後する債務かつ/または資本の額が大きいほど、当該証券に

対する保護が大きくなり予想損失が小さくなる。 

 要因 4: 証券の残高。ある証券クラスの残高が大きいほど、より多くの債権者が損失を吸収するた

め、当該証券の損失規模は小さくなる。 

1. 先進的 LGF 要因：破綻処理時のバランスシート 

破綻処理時のバランスシートは、破綻処理の境界線に応じたバランスシートの設定を可能にするた

め、重要な要因である。それには、ムーディーズが通常 BCA の決定の基礎とするグループの連結財
務諸表以外に目を向け、破綻処理がグループ内の様々な事業体に与える影響を検討する必要が

ある。 

国境を境界線として実施されるグループ事業体の破綻処理 

破綻処理が国境を境界線として実施される（複数の規制当局が破綻処理にあたる場合が多い）とム

ーディーズが予想する銀行グループの場合、通常は所管国で破綻処理の対象になるとムーディー
ズがみている事業体またはサブグループのバランスシートを考慮する。したがって、グループ内で破

綻処理時のバランスシートが複数存在する可能性がある。これを図式化したものが図表 31 である。
国境内のサブグループについては、同クラスの債権者はサブグループ内で平等に扱われるであろう

とのムーディーズの見解を反映させ、通常は負債と預金のデータを連結する。 

このアプローチは通常、マルチプル・ポイント・オブ・エントリー（MPE）により破綻処理される多国籍銀
行グループ（すなわち、規制当局が破綻した事業体の所在国に基づき、破綻処理を適用する境界

線を決定する場合）、あるいは破綻時損失を国内の銀行債権者が負担し、国外への影響がほとんど、

あるいはまったくないとムーディーズが考えるケースに適用される。こうしたケースでは、入手可能な

データに基づき、各サブグループの破綻時のバランスシートを推定する。 

図表 31 

破綻処理が国境を境界線として実施される場合の破綻時損失分析における境界線の設定例 
 

 
 

出所: ムーディーズ 

国 B 
国 B の破綻処理

が 適 用 さ れ る 

境界線 

国 Aの破綻処理

が適用される 

境界線 

国 A 

国 A 

国 C 

運用可能な破綻処理

制度が適用されない 

国 B 
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親会社と重要で拘束力のある結びつきを持つグループ内の事業体の破綻処理 

親会社または持ち株会社と一部の子会社の間に重要で拘束力のある結びつきが存在する銀行グル
ープの場合、親会社の LGF 分析を行う際に、通常はそれらの子会社（異なる所管国・地域に所在す

る子会社を含む）を連結する。これを図式化したものが図表 32 である。このアプローチを適用する可

能性のあるケースを以下にあげる。 

グループ内の一体的な破綻処理。当局がグループの破綻処理を一体的に行うとムーディーズが考

えるケース（シングル・ポイント・オブ・エントリー(SPE)による破綻処理など）では通常、次のようなアプロ
ーチを適用する。すなわち、親会社を評価する際に、(1) ORR の対象となる子会社、および (2) 内部

損失吸収力(ILAC)を持つ証券としての規制要件を満たす損失吸収証券を親会社に対し発行した、

あるいは発行するとみられる場合には、子会社のバランスシートを、親会社のバランスシートに合算
する。このアプローチは、その他の固有の状況により、グループ内の銀行とその親会社が実質的に結

びついているケースにも適用される可能性がある。このアプローチを用いる際は通常、親会社に関す
る主要な格付上の想定を用いて、合算した債務を順位付けし、全体の損失率を算定する（付録 3参
照）。 

グループに対し一体的な破綻処理が行われるかどうかを判断する際に、銀行や規制当局が破綻処
理アプローチをどの程度明らかにしているかを検討し、特に、要請される内部損失吸収力の金額、そ

の要請を満たすための内部資本の発行ないし発行計画と予定する発行時期に着目する。 

国外の子会社の評価は通常、当該子会社のバランスシートに基づいて行う。その際、ILAC の恩恵を、

関係者からのサポートに追加されるものと想定して織り込む。これを図式化したものが図表 33 である。 

海外の資金調達のための特別目的会社。ムーディーズは通常、海外の資金調達のための特別目

的会社を、本国の破綻処理の境界線の内側に含めている。資金調達のための特別目的会社は通
常、調達した資金を親会社にそのまま提供しているため、特別目的会社の債務は一般に国内発行

債務と経済的に同等とみなすことができる。 

海外支店。一部の海外支店の発行債務や預金は外国法の適用を受ける可能性があり、破綻処理

制度の適用対象に含めることは難しいが、海外支店の債務および預金も、同一法人のバランスシー
トに計上されるため、通常はそれらも境界線の内側に含める。契約条件の変更や法的な相互取り決

めによってベイル・インの対象に含めることを阻む要因を除去できるとムーディーズは予想しており、

通常はそうした債務を国内支店の債務と区別して取り扱うことはしない。 

保証の提供：保証が提供される事業体の資産と負債も、境界線の内側に含める場合がある。 

高度に統合された事業体。損失を吸収する第三者の債務がほとんどなく（通常、有形銀行資産の

15%未満）、親会社と高度に統合されているとムーディーズが判断する子会社も、境界線の内側に

含める場合がある（付録 1 参照）。 

従って、破綻処理の境界線をどこに置くかは、法的な管轄範囲に対するムーディーズの認識に従い

判断する。上述したように、通常は国境が破綻処理の境界線になり、一部のケースでは国境をまた
がると想定するが、規制当局が国内事業体にリングフェンス規制を適用する場合などは、同一グル

ープに属する国内金融機関でも個別に先進的 LGF 分析を実施する場合がある。 

破綻処理における銀行の債務構成は、破綻の可能性がほとんどない時点とは異なる可能性がある

ため、この境界線を決定してから破綻時のバランスシートの推定を行う。 

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/1261952.pdf
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図表32 

子会社と重要で拘束力のある結びつきを有する親会社に適用される破綻時損失分析における境界

線の設定例 

 
出所：ムーディーズ 

 
図表33 

親会社と重要で拘束力のある結びつきを有する国外子会社に適用される破綻時損失分析における

境界線の設定例 

 
出所：ムーディーズ 

 
破綻時のバランスシートの推定 

破綻時のバランスシートを推定する際に、ムーディーズは預金の優先度が果たす役割を考慮する。
特に、シニア無担保債務と同順位の預金（「ジュニア預金」）と、優先順位の高い預金を区別する。

銀行ごとの預金の内訳は、各行の開示データが信頼できる場合はそのデータを、そうでない場合は
システム全体のデータ等に基づいた推定値を用いて決定する。次に、預金の何割かが破綻より早い

時点で流出すると想定する。これは、預金者が銀行単独の財務基盤の悪化に反応して損失を回避
しようとするためである。通常は共通の想定預金流出率を用いるが、標準的想定が予想される破綻

シナリオと異なると考えられるケースでは、発行体固有の想定を用いることがある。また、短期債務お

よびグループ企業間の債務に関連して推定する場合もある。詳細については、付録 3 を参照された

い。 

現在のバランスシートを調整する過程で、最近のバランスシートの変化が一時的なものと考えられる

場合は、それを元に戻す可能性がある。また、債務構成に大きな変化が見込まれる場合は、現在
のバランスシートではなく、将来のバランスシートに目を向けることもある。その際、破綻処理の実施を

想定してグループ企業間で債務を再配分する場合がある。 

短中期的に債務構成が大きく変化すると見込まれる場合、将来を見越して過去のバランスシートの
金額と構成を調整する。調整を行うのは、通常、将来起こり得る変化についてムーディーズが高い度

合いで確信を持っている場合であり、一般に、長期的に維持されるであろうバランスシートに対するム
ーディーズの見方を反映する。規制の変更によって、将来のバランスシートがいくつかの面で変化す

る可能性がより明確になる場合がある。規制（あるいは経営陣の戦略上の決定）による他の変更によ

ってバランスシートに変化が生じることが高い確信を持って予想される可能性もある。ムーディーズは

親会社 

子会社 

親会社と重要

で拘束力のあ

る結びつきを有

する 

 

親会社の 

破綻処理の

境界線 

子会社 

親会社 

子会社 

関係者からの
サポート 

グループ 
内債務 

子会社の 

破綻処理の 
境界線 

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/1261952.pdf
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そのような変更もバランスシートの調整に織り込む。そうした調整に影響を与える重要な考慮事項と

して次が挙げられる。 

 規制上の要件：現行の規制あるいは予想される規制が、ある債務クラスの規模の大幅な変更を

要請する、あるいはその可能性がある場合、ムーディーズはバランスシートの中期的な変化の可

能性について、より高い確信を持つことができ、そのような変化をバランスシートの調整に織り込む。

通常、銀行のバランスシートは規制要件に適合するよう変化するが、それ以上に高い水準の債

券発行額を予想に織り込むべき理由がなければ、規制要件の基準を超えて変化することはない

とムーディーズは想定する。 

 公的コミットメント：投資家または規制当局に対し、債券発行または事業･資産売却を具体的な時

間枠の中で実施することを公約している銀行については、一般に調整を行う可能性が高い。経営

陣の戦略の一貫性と計画遂行を示す実績も考慮する。 

 債券発行/契約締結能力：ムーディーズは発行体の市場調達能力や他の資金源からの調達能

力に対する見方を織り込む。これに影響を与えるのが、発行体の信用プロファイル、証券の発行

条件、信用市場と株式市場に対するムーディーズの見方、等の考慮事項である。例えば、発行

体が既存債務のリファイナンスを計画している場合、債券の新規発行や新たなクラスの債券発

行を検討している場合に比べ、市場調達の確実性がはるかに高いとみなす可能性がある。買収･

売却については、取引を完了し資金調達を行う能力、規制当局による承認など他の要因への依

存度、資産価格と実際の取引価格の潜在的変動性、等を考慮する。 

 タイミング：あらゆる予想と同様、ムーディーズの予想も短期的であるほど確信の度合いが高くな

る。債務償還に備えた事前調達により特定の債務クラスが一時的に増加するといった状況は、真

に一時的なものであると認識してよい。しかしながら、不確実性が残ることもある。例えば、時間と

共に変化する経営陣の優先事項、導入が先送りされていた規制要件の効力発効前の取り下げ、

実際の市況と当初想定との差異が時間の経過と共に拡大すること、などである。従って、ムーデ

ィーズの予想に対する信頼度はタイミングに影響される。同様に、他の考慮事項に基づくムーデ

ィーズの予想に対する信頼度は、予想されるイベントを将来のどれくらいの期間にわたって先進

的 LFG 分析に織り込むかにも影響する。ムーディーズは通常、高い信頼度をもって向こう 2-3 年

において発生が予想できるイベントを、予想バランスシートに織り込むことを想定している。ただし、

予想の信頼度が低い場合はこの期間を短くし、高い場合は長くする。 

2. 先進的 LGF 要因：資産の損失率 

この要因の分析では、連結に含まれると判断された事業体について適切な損失率を推定する。損

失率は、有形銀行資産に対する比率で表す。すなわち、損失率は 100%（破綻処理時に銀行資産
の価値がゼロになるという実現可能性が極めて低い状況）から 0%（破綻処理が実施されても株式か

ら損失は生じないという実現可能性が極めて低い状況）の範囲にまたがることが考えられる。この推

定損失率は基本的に次の２つの変数を考慮して決定される。 

 資産のボラティリティ。破綻時の銀行資産の回収額の変動性が大きいほど、資本が大幅に不足

し、破綻処理時に強要される損失率が高くなる。ボラティリティは、事業環境、地域での経験、資

産構成を含む多数の要因の影響を受ける。資産のボラティリティの第一の指標として、各行のマ

クロ・プロファイルを用いるが、状況によっては他の指標も含める可能性がある。 

 破綻処理のアプローチ。資産の質にかかわらず、破綻処理の形式によって損失率が高まる可能

性がある。例えば、銀行の業務機能を維持するゴーイング・コンサーンの破綻処理では、銀行業

務の縮小により企業価値が減少する破産手続きに比べ、全体的な企業価値が改善し、損失が

小さくなるとみられる。 

 全体の損失規模を判断する際、以下のような要因も反映する場合がある。(i) 規制上の資本注

入要件（システム上重要な大規模な銀行の場合は、広範な影響を及ぼすことなく破綻処理が可

能な銀行に比べて、損失率が高くなる可能性がある）、(ii) 転換条項に基づき破綻処理時に債権

者が受け取る株式または他の証券の時価がどの程度になるか、(iii) ある銀行が保有する他の銀

行の資本性証券の規模や性質、(iv) 例えば、破綻処理時に営業基盤が急速に毀損するような

事業に重点を置いた事業モデルなど、高い損失率につながりうる事業モデルの考慮。使用する

具体的な損失率の詳細については、付録 3 を参照されたい。 

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/1261952.pdf
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3. 先進的 LGF 要因：劣後と損失負担の順位 

ある証券クラスに劣後する負債または資本の金額によって、その証券クラスに対する保護の度合い
が決まり、ある証券より支払い優先順位が低い負債かつ/または資本が多いほど、破綻処理時にその

証券から損失が発生する可能性は低くなる。劣後する金額は当該債務の支払い優先順位によって

決まるが、その支払い優先順位は各国・地域の法制や破綻処理を行う当局の方針次第である。 

ムーディーズが用いる支払い優先順位の詳細については、付録 3 を参照されたい。事業体およびシ
ステム個別の分析を行った結果、これらの想定が優先順位を反映していないとみられる場合は、想

定を調整することがある。例えば、一部の所管国・地域において、破綻処理時に持ち株会社発行の
負債がそれと同種の銀行発行の負債と同順位の取り扱いを受ける可能性があるとみなす場合があ

る。同様に、政府保証債務とグループ内債務の順位も、適用される法制度次第で異なり得る。 

4. 先進的 LGF 要因：証券の残高 

予想を織り込みながら破綻時の推定バランスシート（上述の「先進的 LGF 要因 1」）を構築する過程
で、各主要債務クラスの証券の残高を推定する。ある債務クラスの金額が大きいほど、負債/預金総

額が損失に対して大きくなり損失が希薄化されるため、損失規模は小さくなる。 

先進的 LGF のノッチングの指針 

上記の要因が予想損失に与える影響をムーディーズが評価した結果をまとめた下表（図表 34、35、
36）が、各証券クラスに適用する先進的破綻時損失ノッチングの指針となる。各証券の破綻時の予
想損失に影響し得る他の要因を考慮し、表の指針とは異なるノッチングを適用する可能性がある。

例えば、債務構成の永続性、個別資産のリスク特性、異なる破綻処理のアプローチがとられる可能

性、銀行が破綻に近づくとともにどのような破綻処理が行われるかが明確になることなどを考慮する

ことがある。 

全ての証券クラスにおいて、調整後 BCA に対するノッチングは、劣後する債務の有形銀行資産に対

する比率（表の縦軸の下にいくほどその比率が高い）と、劣後する金額および証券残高合計の有形
銀行資産に対する比率（表の横軸の右にいくほどその比率が高い）の双方を勘案して決定される。

劣後と残高の効果は、有形銀行資産に対する損失率によって異なるため、各事例の閾値は損失率

と結び付けて示される。 

図表34 

先進的 LGF：調整後 BCA からのノッチングの指針（運用可能な破綻処理制度が適用される銀行） 

 
出所：ムーディーズ 

 

図表35 

損失率が 8%の場合の先進的 LGF ノッチングの例 

 
出所：ムーディーズ 
 

>= 0 <0.5 x >= 0.5 <1 x >= 1 <1.25 x >= 1.25 <1.5 x >= 1.5 <1.75 x >= 1.75 <2 x >= 2 x
>= 0 < 0.5 x -1 -1 0 0 1 1 2
>= 0.5 < 1 x na 0 0 1 1 2 2

>= 1 < 1.25 x na na 1 1 2 2 3
>= 1.25 < 1.5 x na na na 2 2 3 3

>= 1.5 x na na na na 3 3 3
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図表36 

損失率が 13%の場合の先進的 LGF ノッチングの例 

 

注：この表の閾値は小数点以下を四捨五入されていることに留意されたい。 

出所：ムーディーズ 

 

調整後 BCA からのアップリフトの上限は 3 ノッチである。損失規模がさらに縮小すれば、それを超える
ノッチングも概念上はあり得る。しかし、破綻処理期間において規制当局が支払い請求をどのように

扱うかは通常不透明な面があり、その優先順位が絶対的に守られるとは限らないため、極端に低い

期待 LGF 率は現実的ではない。 

さらに、劣後債クッション（有形資産に対する劣後債の比率）が損失率より低い証券に対するノッチン

グは調整後 BCA プラス 2 ノッチを上限とする。これは、劣後する債務の比率が最も高い証券は、金

額が最大でも劣後する債務の比率が低い証券より高く格付されるべきであるというムーディーズの判
断を反映している。従って、ある証券が 3 ノッチという最大のノッチング幅の恩恵を受けるためには、

その残高にかかわらず、それよりも劣後する債務が提供する劣後債クッションが平均損失率以上で

なければならない。 

調整後 BCA からの最大のノッチダウン幅は 1 ノッチで、証券の残高とそれに劣後する債務の合計の

有形銀行資産に対する比率が、適用される損失率より低い証券に適用される。従って、これは通常、
債務構成の最下位の証券に該当する。そうした証券は、損失に対する保護がほとんどなく、金額も

小さい。これは最も劣後する証券 7の例だが、一部の銀行のシニア無担保債務あるいは預金でさえも

このカテゴリーに該当する場合がある。銀行の劣後債務、持ち株会社のシニア債務、持ち株会社の
期限付き劣後債務のいずれもこのカテゴリーに該当し、このノッチングが適用される可能性がある。

一方、一部の銀行の劣後債務は、持ち株会社の多額の債務の効果により、このカテゴリーより上に

位置付けられることがある。 

図表 37 は、損失率を 8%とした場合の劣後債務・証券残高の合計と劣後債務の閾値の組み合わせ

に基づくノッチング例である。 

 ケース 1：有形銀行資産の 1%に相当する劣後債クッションの恩恵を受け、残高の有形銀行資産

に対する比率が 2%の証券は、調整後 BCA より 1 ノッチ低い水準に位置付けられる。これは、破

綻時の損失規模が大きくなる可能性が非常に高いとみられるためである（全額が失われるケース

が最も多い）。 

 ケース 2：有形銀行資産の 1%に相当する劣後債クッションの恩恵を受け、残高の有形銀行資産

に対する比率が 50%の証券は調整後 BCA より 2 ノッチ高い水準に位置付けられる。銀行が破綻

し、全体での損失率が8%の場合、劣後債務の額が相対的に小さいため、証券は損失を被るとみ

られるが、残高が大きいため損失率は小さいだろう。 

 ケース 3：有形銀行資産の 12%に相当する劣後債クッションの恩恵を受け、残高の有形銀行資産

に対する比率が 3%の証券は調整後 BCA より 3 ノッチ高い水準に位置付けられる。この証券は、銀

行全体の損失率が想定平均の 8%より 50%高くなった場合にのみデフォルトするからである。 

 
7  しかし、ハイブリッド証券は他の特性を持つため、追加ノッチングが適用されることがある。後述の「追加ノッチングの指

針」を参照。 
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図表37 

損失率が 8%の場合の先進的 LGF ノッチングの例 

 
出所：ムーディーズ 

 
先進的 LGF におけるカウンターパーティ・リスク評価 

ORRの適用を受けるが、全面的に破産管財人の管理あるいは破産手続きの対象となるとムーディー

ズが判断する銀行については、基礎的 LGFアプローチを用いてCR評価を付与する（図表 30参照）。

例えば、縮小・清算の可能性を想定した破綻処理制度の対象となる銀行がこのケースに相当する。
ORR の下でゴーイング・コンサーンとして破綻処理の対象となる銀行（重要な業務は継続する）につ

いては、先進的 LGF アプローチを適用するが、上述のアプローチとは一部異なる点がある。 

CR 評価は一部のシニア債務の予想損失ではなく、デフォルトの可能性を測定するものであるため、
ムーディーズは劣後（デフォルト時のクッションとなる）のみに注目し、当該証券の属するクラスの残高

（デフォルト時損失に影響を与える）8は考慮しない。同様に、CR 評価はデフォルト確率についての意
見であるため、劣後債務がほとんどない場合は調整後 BCA からのノッチダウンは行わない。また、そ

うした債務は銀行の破綻前にはデフォルトしないとムーディーズは考えているため、CR 評価が調整後
BCA を下回ることはあり得ない。従って、CR 評価によるノッチングは通常、下の図表 36、37 および 38
の例にしたがって決定される。債務の支払い優先順位における CR 評価の位置付け、すなわち劣後

債務総額の算出については、付録 3 を参照されたい。 

図表38 

先進的 LGF：CR 評価のノッチング指針 

 
出所：ムーディーズ 

 

図表39 

先進的 LGF：CR 評価のノッチング指針 

 
出所：ムーディーズ 

 

 
8  ムーディーズはこれを図表 32 を用いて捕捉する。その際に、証券クラスの残高をゼロに設定し、適切な損失率を用い、

1 ノッチずつアップリフトするが、アップリフトのノッチ数は 3 ノッチを上限とする。ノッチング結果は図表 36、37 および 38
の通りである。 
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図表40 

先進的 LGF：CR 評価のノッチング指針 

 

注：この表の閾値は小数点以下を四捨五入されていることに留意されたい。 

出所：ムーディーズ 

 

先進的 LGF におけるカウンターパーティ・リスク格付 

ORRの適用を受けるが、全面的に破産管財人の管理あるいは破産手続きの対象となるとムーディー

ズが判断する銀行については、CR 評価を 1 ノッチ下回る CR 格付の予備的格付評価（PRA）を付与す
る。ただし、CR 格付が銀行のシニア無担保債務格付を下回ることはないとムーディーズは考えてい

る。これは、CR 格付対象債務のデフォルト可能性はシニア無担保債務より低いものの、デフォルトや
破綻が近づいても当該債務残高は非常に小さく、下位債務の残高による恩恵も限定的であると予

想されることから、デフォルト時の損失規模が高水準であるとのムーディーズの見方を反映している。
予想される CR 格付対象債務の損失が、当初の想定と異なると考えられる理由がある場合、当初導

かれた CR 格付を調整することもある。例えば、銀行が高水準の負債調達や下位資本を抱える場合

や、ムーディーズが把握する CR 格付対象債務に係る銀行の業務に基づき、破綻時に高水準の CR
格付対象債務残高が予想される場合などである。 

ORR の下でゴーイング・コンサーンとして破綻処理の対象となる銀行については先進的 LGF 分析の

枠組みを適用し、当該債務残高を予想する（付録 3 参照）。 

先進的 LGF における発行体格付の付与 

発行体格付は、銀行がシニア無担保債務及びそれに準ずる債務を履行する能力に関する意見であ

る 9。ORR が導入されている国・地域では、シニア無担保債務の中に複数のクラスが存在し、先進的
LGF において異なる信用格付を付与されることがあり得る。このような場合、銀行に付与する発行体

格付は、当該国・地域で当該銀行が発行できる債務の内、最も支払い優先順位の高いシニア無担
保債務、すなわち特殊なストラクチャーを持たないプレーン･バニラ証券（あるいは普通社債）の格付

と同じ水準とする。 

異なる負債の支払い優先順位の考慮 

一部の破綻処理制度では、損失吸収を強要する順序が比較的明確に定められている。そのような

ケースでは、付録 3 で定めた負債の適切な優先順位を破綻時の推定バランスシートに適用し、それ

によって得られたバランスシート指標に基づいて関連するノッチング表を参照しながら証券のノッチン

グを行うことができる。 

しかし、一部の破綻処理制度では、どのような順位付けが適切であるかが本質的に不透明である。

例えば、一部の法制度は一定の条件下で、破綻処理を行う当局の判断により、清算時の優先順位
を変更できることが明文化されている。これは、債務が同順位であるにも関わらず、一部の預金がシ

ニア無担保債務より優先される可能性があることがあげられる。そのようになった場合には、格付対
象預金（劣後する負債が多いことから恩恵を受ける）とシニア無担保債務（預金が損失を吸収しない

ために損失率が高まる）の期待損失率は大きく異なることになろう。同様に、救済目的の債務交換に

おいても、同順位であるはずの証券に異なる優先順位をつける可能性がある。 

ムーディーズはこのような不確実性を織り込むために、1 つまたは複数の異なる優先順位を別途設

定し、結果を比較する。このように 2 つのシナリオが想定される場合は、それぞれ ”de jure”（破綻処理

 
9  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。 

>= 0 <7 % 0
>= 7 <13 % 1

>= 13 <16 % 2
>= 16 3

13% loss rate Notching

Subordination % 
Tangible Banking 

Assets

劣後債務/ 

有形銀行資産 

損失率 13% ノッチング 

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/1261952.pdf
https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/1261952.pdf
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時の支払い優先順位に関するムーディーズのベースライン予想 10）と “de fact” （預金等の一部の債

務クラスの扱いにおいて規制当局の裁量をより大きく織り込んだシナリオ）と名付ける。 

次に、それぞれの結果が示唆する期待損失に確率を当てはめる。これら 2 通りの期待損失の加重
平均を算出し、それを格付にマッピングし、調整後 BCA からのノッチングを行う。このような異なる債

務の支払い優先順位の適用に関するムーディーズの想定は付録 3 で規定しており、当該国・地域の
銀行処理を規定する法的枠組みと関連規則の分析に基づいている。今後、法的枠組みと関連規則

が継続的に整備、変更され、破綻処理の枠組みを実際にどのように適用するかを示す前例が確立
されるに伴い、ムーディーズの想定は変化する可能性がある。状況によっては、同じ ORR が適用さ

れる金融機関でも、規制当局によって扱いが異なるとムーディーズが考える場合（例えば、システム

上重要な金融機関と、そうでない金融機関）、金融機関ごとに異なる想定を用いる。 

財務構造の変化への対応 

ムーディーズのアプローチは、時としてノッチングが債務構成の変化によって変わり得る（例：債務残

高が変わることにより、先進的 LGF のノッチングが変わる）という性質を持っている。一般に、先進的

LGF のノッチングはバランスシートの短期的な変化には影響されにくい。 

LGF と追加ノッチングのサブ構成要素：追加ノッチングの検討 

上述した基礎的･先進的 LGF 分析は、損失規模に対するノッチングの指針を示すことのみを目的とし

ている。このサブ構成要素では、期待損失を高めるが、必ずしも銀行の破綻に関連しているわけでは

ない証券の他の特徴を考慮する。 

そのような特徴は、支払い請求順位が大きく劣後する証券とハイブリッド証券に固有のものである。ム

ーディーズは、追加ノッチングを用いて証券の種類によるデフォルト確率の違い、つまり、銀行破綻と、
利払い停止あるいは元本削減条項が設定された証券の利払い停止あるいは元本削減との間で生じ

得るタイミングの差に基づいてさらに区別する。こうした証券として、銀行ハイブリッド証券、コンティン
ジェント・キャピタル証券（実質破綻時損失吸収条項付証券とハイ・トリガー証券を含み、CoCoと称す

る場合もある）、支払い優先順位が大きく劣後する債務が挙げられる。 

LGF 分析の結果を始点として、こうした要因を考慮し、追加ノッチングを行い、各証券クラスに PRA を
付与する。PRA は、政府からのサポートを受ける前の段階における各証券固有の信用リスクの評価で

ある。 

金融危機下でハイブリッド証券のデフォルト確率 11が銀行シニア債務より明らかに高くなったことで示
されたように、利払い停止、株式転換、元本削減、「グッド・バンク/バッド・バンク」構造、救済目的の

債務交換により、清算や破綻処理の枠外でのリストラクチャリングから損失が発生し得るため、追加ノ

ッチングを行うことは重要である。そのため、劣後による損失のリスクを捕捉するだけでなく、破綻処
理の枠外での利払い停止および元本削減から生じるデフォルト確率の上昇を追加ノッチングに織り

込む。ここで主に考慮するのは、考え得るデフォルト事由またはインペアメント（経済的損失）事由（同
じ銀行の資本構造の中でも証券ごとに異なる可能性がある）のタイミングと、インペアメント発生時の

損失規模である。 

追加ノッチング指針：概要 

劣後債、ハイブリッド証券 12、コンティンジェント・キャピタル証券（実質破綻時損失吸収条項付証券

およびハイ・トリガー証券を含む）に適用する追加ノッチング指針を図表 41 にまとめた。 

 
10  概して、ある国・地域における破綻時の支払い優先順位は通常、破綻処理制度で規定された優先順位に基づくが、両

者はいくつかの点で異なる可能性がある。これは、清算の回避を目的とする破綻処理において、規制当局は清算時よ

り幅広い裁量権を有することが一因である。 
11  ハイブリッド証券は利払い停止、元本削減、あるいは株式転換が契約条項で認められているため、これらはデフォルト

事由には該当しない。これらの事由が発生した場合、契約違反ではないが、投資家が損失を被る重大な信用事由とな

る。ムーディーズはこうした事由をインペアメントとみなしている。 
12  ハイブリッド証券の中には信託が発行する優先証券の形態を採るものあり、それらの発行代金は優先証券またはジュ

ニア劣後債務を通じて銀行に転貸される。それらのストラクチャーをとる証券の分析では、信託が投資家向けに発行し

た債務の特徴と、銀行あるいは銀行持株会社と信託の間の債務関係の特徴にも焦点を絞る。 

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/1261952.pdf
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図表41 

これまでに発行されたタイプの劣後債務、ハイブリッド証券、CoCo の追加ノッチング指針 

 証券の種類 

通常の規制上の 

取り扱い 利払い停止メカニズム* 追加ノッチングの標準レンジ 

調整後BCAとPRAとの 
標準的なノッチ差（LGF†に 
よるマイナス1ノッチを含む） 

1. プレーン・バニラ劣後債務（法令に基づくベ

イル・インの対象になるものとならないもの） 
下位 Tier 2 
または Tier 2 

なし 0 -1 

2.  ハイブリッド証券 

（利払い停止条項付き） 

Tier 2 または Tier 3 強制、弱いトリガー、累積型、 
償還期限延長の対象となる 

0 または -1  -1 

3. ジュニア劣後債務 上位 Tier 2 任意、累積型 0 または -1 -2 

4. 実質破綻時損失吸収条項付劣後債務 Tier 2 なし 0 または -1 -2 

5. 期限付き‡元本削減条項付きジュニア劣後

債務 
上位 Tier 2 任意/強制、累積型 -1 から -3 -2 

6. 優先証券 Tier 1 任意/強制、累積型、非累積型、

あるいは非現金累積型(ACSM) 

利払いメカニズム 

-1 から -3§ 

 
 

-3 

7. 実質破綻時損失吸収条項付証券 

またはハイ・トリガー優先証券 

その他 Tier 1 (AT1) 任意、 
非累積型 

-2 
 

-3** 

* 任意の利払い停止は、実行するかどうかは発行体の任意である。強制利払い停止は、発行体は特定の比率がトリガー水準に抵触した場合には実行しなくてはならない。 

† 本表記載の標準的 LGF ノッチングは劣後債務に対する基礎的 LGF ノッチングおよび先進的 LGF ノッチングの標準的な結果に合わせている。しかし、先進的 LGF ノッチングは銀行

の資本構成により異なる。 

‡ これらの証券は「期限付き」と呼ばれることが多く、償還期日が定められている、つまり、永久債ではないということを意味する。他の証券カテゴリーにも期限付きの証券が含まれ得る。 

§  純損失トリガー条項付き非累積型 Tier 1 証券の格付は Baa1 が上限となる  

** 一部のケースではノッチング幅を縮小する可能性がある。例えば、破綻処理あるいは破産手続きにおいてハイ・トリガーAT1 証券が実質破綻時損失吸収条項付証券に劣後すると

認められ、そのようなハイ・トリガーAT1 証券の残高が大きく、実質破綻時損失吸収条項付証券の損失を十分に吸収するといったケースである。 

出所：ムーディーズ 
 

追加ノッチングの検討 

上の表は、特定のタイプの証券の格付において、PRA を特定のノッチング範囲に位置づけるための指
針を示したものである。提示したそれぞれの範囲にはほとんどのケースの格付結果になると想定され

る標準的なノッチング水準が示されている。 

しかし、ムーディーズは該当する場合、トリガー、銀行の資本基盤の判断、利払い停止の可能性など
具体的な証券の特徴に基づき、これらの範囲内で PRA を異なる水準に位置付ける可能性がある。

また、規制当局が将来どのような行動を採るかを探るため、過去における規制当局の介入、非介入

の実績も検討する。 

ノッチング範囲を定める必要がある理由の一つが、バーゼル IIIの自己資本要件を満たす証券は、規

制当局の判断または規制上の自己資本トリガーの抵触によって株式に転換されるか、元本が削減さ
れるためである。バーゼル III の自己資本要件を満たす証券は、Tier 2 証券（劣後債）あるいはその他

Tier 1 証券（非累積型優先証券）として発行され、実質破綻よりかなり早い段階あるいは実質破綻に

近い段階で、元本削減や該当する場合は利払い停止が強制的に行われる 13。その他の劣後証券

は大半の国で最終的には発行が停止されることになる。 

一部のケースでは、標準的な範囲を外れたノッチングを付与することがある。例えば、破綻処理・清

算外のリストラクチャリングの下での利払い停止または元本削減が切迫している場合、ムーディーズ
はノッチング範囲が示唆する格付より低い格付をもたらす可能性がある期待損失アプローチ（付録 4
で説明）を用いる。 

 
13  ある証券にハイ・トリガー条項が設定されているかどうかを判断するため、ムーディーズは一般にバーゼル III で最低要

件とされる普通株式等 Tier 1 (CET1) 資本のリスク資産に対する比率 5.125%を基準として用いる。ムーディーズは自己の

裁量により、限られたケースにおいて、システムごとに実質破綻時を判断する水準を 5.125%より高く、あるいは低く設定

する場合がある（例えば、国内の最低所要比率がバーゼルのガイダンスと異なる場合）。 

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/1261952.pdf
https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/1261952.pdf
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銀行の財務力にかかわらず劣後債務のストラクチャー上のリスクには変化がないので、これらの証券に

対するノッチング範囲は、それらを発行する銀行の調整後 BCA のほぼ全領域において固定される 14。
しかし、銀行の財務状況が悪化し、劣後債務に損失吸収が強要される可能性が高まった場合、通常、

銀行の財務状況が逼迫して初めて明らかになる条件に基づいた期待損失の差異を格付に織り込む。 

実質的破綻より前に利払い停止、株式転換あるいは元本削減が行われる可能性のある証券の

追加ノッチング 

利払い停止条項が設定された証券あるいは規制上の資本トリガー抵触時の元本削減条項が設定さ
れた証券の追加ノッチングにおいて、ムーディーズは通常、銀行の規制上の自己資本が、規制当局

が銀行の資本保全のために介入する水準をどれだけ上回っているかを評価し、それを追加ノッチン

グに織り込む。介入トリガー水準を上回る幅が限定的である場合、追加分析を行う。一般的な指針

として、その幅が 200bps 未満であれば、トリガー水準までの余地が限定的であるとみなす。 

 利払い繰延または元本削減条項付き証券 15 （AT1 証券を含む）に対する適切なノッチングは、利

払い停止または元本削減のリスクの分析に基づいて決定する。この分析には通常、銀行の資本

基盤の管理･維持能力の評価を織り込む。これには、資本の内部生成能力、証券固有のリスクの

低減能力、資本証券･株式発行による外部からの資本調達能力、事業部門/資産売却益の見

込み、他の発行体固有の考慮事項が含まれる。 

 国内規制や会計規則による要件、強制利払い停止の前にトリガー抵触を解消するための時間を

法制度がどの程度柔軟に認める可能性があるか、といった他の固有の要因も考慮する。 

次のセクションでは、証券の種類別にムーディーズが適用する追加ノッチングをどのように決定する

か、また、そうしたアプローチをとる理由を詳細に説明する。 

 
14  BCA が b1 以下の銀行の場合、まずその銀行の低い財務力の原因となる固有の諸要因に着目して期待損失分析を使

用することも考慮する。 
15 理論上、どのような証券にも利払い停止条項を設定することは可能だが、ほとんどの場合、図表 41 の 6 および 7 のカテ

ゴリーの証券に設定される。 
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付録 1: 関連会社の格付 

1. 高度に統合された事業体（HIE） 

一部の事例では、銀行子会社が、親会社（または出資するグループ銀行）の業務に高度に統合され

ていることがあり、その場合、子会社の単独での分析では有意な BCA が導けない。 

例えば、税制・規制上の理由で設立された海外子会社で、当該子会社自体は営業基盤を有してお

らず、グループの他の関係者からのサービスに大幅または完全に依拠している場合、HIE と判断され
ることもある。特定の場所でグループの事業を展開するための取引のブッキングの拠点や、カバード

ボンド発行体のように 1 行もしくは複数の銀行に代わって債務を発行する特別目的会社として設立さ

れた事業体も、HIE と考えられる場合もある。 

こうした場合、単独ベースの財務指標は分析上ほとんど意味を持たない。ある事業体が、HIE である

と判断される場合、通常はその親会社の格付が、HIE の同等の格付を決定する要因となる 16。HIE
は基本的に親会社あるいはグループと経済的に不可分であるとのムーディーズの見方に基づき、

HIE の格付は親会社の格付と同水準もしくはそれに近い水準になるのが一般的である。 

HIE の格付は通常、親会社の格付と同水準だが、親会社の格付を 1 ノッチ、場合によってはそれ以

上の幅で下回る可能性がある。親会社の財務が逼迫した場合、親会社は HIE の債務の期日通りの
返済より、親会社自身の債務の期日通りの返済を優先するであろうとムーディーズが判断した場合、

それを格付の差に反映させる。ある事業体が HIE であるということは、その信用プロファイルが親会社

と強く結びついていることを示唆しているため、格付に 1 ノッチを超える差が生じることは稀である。 

銀行が HIE である場合、親会社や関係者からのサポートが強く期待されるはずである。したがって、

HIE は以下に上げる特徴のいくつかを示すと考えられる。 

 自社の営業基盤を持たない、あるいは限定的な営業基盤しかない。親会社あるいは出資グルー

プ銀行と事業面で相互に結びついており、その関係が永久に維持されるとみられる。自社所有の

インフラは限られており、専属社員もほとんどいない。 

 グループ企業へのエクスポージャーが大きい、あるいは多額の利益と経費が関係者と結びついて

いる。 

 流動性・資本支援契約（または保証）あるいはバック・ツー・バック取引により、信用リスクと流動リ

スクが限定されている。 

 HIE のデフォルトが、親会社の信用力と営業基盤を著しく悪化させる。 

 単独ベースの業績と財務指標は基本的に意味を持たない。 

 親会社の破綻後、HIE の破綻処理が親会社と分離して行われることが予想される場合、親会社

の BCA を用いて、個別に LGF と政府サポートを分析し、HIE の格付と CR 評価を決定する場合が

ある。 

複数の親会社を持つ HIE 

一部の市場では、HIE が銀行グループ（以下「グループ銀行」）により、例えばグループ銀行に代わっ
て債務証券を発行するために設立され、サポートされている。こうした HIE はグループ銀行と高度に

統合されていることが多い。 

HIE が複数の親会社/サポート提供者を持つ場合、サポートを提供するグループ銀行の格付または
CR 評価を分析に織り込む。これは、HIE を支える法的取り決めの性質と拘束力、HIE へのサポート提

供者としてのグループ銀行の相対的な重要性と信用プロファイルの事例ごとの分析に基づく。次に、

HIE の国内市場における重要性からみて、政府からもサポートを受けられるかどうかを検討する。 

 
16  CR 評価にも格付と同じ原則を適用する。また、後述するように、HIE が複数の親会社を持つこともある。 
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ムーディーズは、各グループ銀行の責任の性質、特に HIE への資本と流動性の提供を要請されるか

どうか、また、グループ銀行が連帯責任を負うかどうかを検討する。この評価とサポート提供者の相
対的な信用プロファイルに応じて、HIE の格付または CR 評価は通常、次のような点に基づき決定さ

れる。 

 例えば、グループ銀行が連帯責任を負わない場合や、サポート提供銀行のデフォルトが HIE が発

行する全ての証券のクロスデフォルトにつながりうる場合には、最も弱いグループ事業体の格付ま

たは CR 評価。 

 グループ銀行の格付または CR 評価 17（あるいはその一部）の複合的な評価。通常、グループ銀

行の契約上のサポート責任の割合、資産に占める割合あるいは持分比率に応じて加重平均した

平均的な評価に基づいて判断する。 

 例えば、グループ銀行が HIE に対して永続的に連帯責任を負っている場合、その中で最も高い

格付または CR 評価 18。 

グループ銀行の格付または CR 評価に相応するものを決定したら、上述の HIE アプローチを用いて、

HIE の格付または CR 評価をサポート提供者からノッチダウンするかどうかを決定する。 

信用代替 

信用代替（保証またはそれに準ずる信用補完）の恩恵を受けているとムーディーズが判断した場合

には通常、BCA を付与せず、保証、信用状、信用保険などの信用代替に基づく格付アプローチを説

明する格付手法を適用する 19。 

支店の債務 

銀行の支店は同一の法的主体の一部であるため、単独で BCA または調整後 BCA が付与されること

はない。通常、銀行の支店の債務には、銀行に付与されるものと同じ格付が付与される。ただし、支
店が所在する国により適用されるカントリー・シーリングが異なるため、支店の預金格付、債務格付、

CR 評価が異なることがある。 

想定グループ BCA 

ムーディーズはグループに対して BCA を正式に付与することはないが、連結ベースの財務力が重要
であり、そのため、分析の一環としてグループ全体の「想定」BCAの評価を行うことがある。グループの

ほとんどが銀行で構成されている場合、この想定 BCA は、単一の銀行であると想定した連結ベース
のファンダメンタルズに基づく。この想定グループ BCA を評価する上で、グループの分散効果を考慮

することになる。そうした分散効果は実際には限定的と考えられることから、ムーディーズは通常、こ

の想定 BCA と、個々の事業体の BCA の平均（資産またはリスクアセットによって加重される場合が多

いと考えられる）を比較し、加重平均からの差を 1 ノッチにとどめる。 

グループが、例えば銀行業務と保険業務を展開するといった「ハイブリッドな」性格をもつ場合には、

銀行子会社の BCA と保険子会社のシニア債務格付（外部サポートを考慮しない）の加重平均が起
点となる。ウエイトは、資産、資本、収益の相対的な規模の分析に基づき、グループは、相対的に強

固な子会社より脆弱な子会社の影響を強く受ける傾向があるとのムーディーズの見方を反映し、通

常、最もウエイトの小さい BCA 結果を用いる。 

 
17  ムーディーズのクレジット・エスティメートの使用に関するクロス・セクター格付手法に従い、クレジット・エスティメートを用

いる場合がある。 
18  将来、サポートを提供するグループ銀行が入れ替わった場合（例えば、一定の条件下でグループを脱退できる場合）、

グループ構成とグループ銀行の実質的なサポート負担割合に関する予想に基づいて分析を行う可能性がある。 
19  ムーディーズのセクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法については、本稿の「ムーディーズの関連出版物」

のセクションを参照されたい。 
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銀行持ち株会社の債務 

多くの銀行グループは持ち株会社の下に組織化されている。持ち株会社自体はほとんど、または全く
業務を担わず、グループの事業の所有者として存在していることが多い。最もシンプルな形態の持ち

株会社の資産は、持ち株会社が株式発行で調達した資金による子会社への投資というものである。

従って、純粋持ち株会社はその投資からの配当に依拠して自社の外部株主への配当支払いを行っ

ている。 

持ち株会社自体が債務やハイブリッド証券を発行することもある。ムーディーズは通常、持ち株会社

には BCA を付与せず、次のアプローチにより持ち株会社の債務に格付を付与する。  

持ち株会社の債務に対する PRA 

持ち株会社は通常、銀行子会社との関連が強いとムーディーズは考えている。そのため、銀行子会

社の BCAあるいはグループの想定 BCAが起点となる。通常、関係者からのサポートを適用しないが、

ムーディーズの LFG 分析および政府からのサポートは適用する。  

ORR が適用される銀行については、先進的 LGF アプローチを用いて持ち株会社の債務に対する PRA
を決定し、それに追加ノッチングを行う。持ち株会社にも同一の破綻処理プロセスが適用されるとム

ーディーズが判断した場合、持ち株会社の債務を支払い優先順位に従って位置付け、劣後部分お
よび証券の残高を計算する。持ち株会社の債務の支払い優先順位における位置付けについては、

付録 3 に示した。  

現行法または予想される規制当局の姿勢により、ORR の対象となる持ち株会社に対して異なる破綻
処理プロセスが適用されるとムーディーズが判断する場合には、持ち株会社に適用する別の先進的

LGF 分析を構築する可能性がある。その場合、損失率およびノッチングの範囲は、銀行に対する持

ち株会社のエクスポージャー、予想損失、その他の資産により決定される。  

ORR が適用されない銀行については「破綻時損失および追加ノッチング」の図表 30 に基づき、基礎

的 LGF 分析を用いて、持ち株会社の債務に対する PRA を決定する。 

基礎的 LGF あるいは先進的 LGF 分析に追加ノッチングを行い PRA を決定する。 

持ち株会社の債務への政府からのサポートの適用 

ムーディーズの、政府からのサポート提供の可能性に関する想定は、銀行と持ち株会社の発行する
同様の証券の間でも異なることがある。規制当局が、持ち株会社を通さずに銀行にサポートを提供

することが可能であれば、持ち株会社にサポートが提供される可能性は低いと判断する。従って、
ORR においては、持ち株会社のシニア無担保債務に対するサポートの評価は通常、銀行が発行す

るシニア無担保債務より 1 カテゴリー以上低くなる。例えば、銀行が「中位」であれば持ち株会社は
「低い」となる。ただし、銀行と持ち株会社が同一の規制当局による監督を受け、両者の本来的な結

びつきから債権者を明確に分離することが難しい場合などはその限りではない。そのような場合には、

両者が発行する同等の証券に対するサポートの可能性を同等と想定することがある。 

持ち株会社についてのその他の検討事項  

持ち株会社が単独のリスク・プロファイルをもち、子会社の BCA から単純に導かれない場合がある。

通常、これは、持ち株会社がバランスシート上で期間転換を行っている場合である。例えば、 

 長期貸出の資金を短期借入で調達するなど、持ち株会社の借入と貸出の満期が一致しないこと

があり、流動性リスクが発生する。 

 持ち株会社が支払い優先順位の異なる貸出を行っている場合、例えば、劣後債務の資金を提

供するためにシニア債務を発行している場合には追加の信用リスクが発生する。 

 持ち株会社が子会社への出資のために借入を行っている場合（ダブルレバレッジ）、配当に依拠

して利払いを行うことになる。これは、連結ベースでの株式以外に、グループ内株式を「発行」す

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/1261952.pdf
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るに等しい効果があり、持ち株会社債券の発行を通じて子会社レベルの自己資本比率が上昇す

る。  

もちろん、これらが複数組み合わさっている場合もある。例えば、持ち株会社が子会社への出資と永

久劣後資本証券への投資のために 3 年債を発行することもある。また、持ち株会社が純粋持ち株会

社ではなく、自らの権限で事業活動を行っており、それによって子会社のリスクが上昇または低下す

ることもある。  

銀行持ち株会社レベルでの情報開示は通常限定的であり、年次ベースで発行されるシンプルな連

結バランスシート等に限られる。ムーディーズの分析の重要な要素のひとつはダブルレバレッジの度
合いであり、これにより持ち株会社が抱える追加的な流動性リスクをシンプルに把握できる。ダブルレ

バレッジレシオは最終持ち株会社の株式と保有する子会社のハイブリッド証券を合算したものを、持
ち株会社の株式で除したものである。この比率が高いほど、ダブルレバレッジの度合いが高まる。ただ

し、出資の会計上の計上方法が異なっており、簿価ベース（子会社の利益剰余金を含まない）の場

合や、純資産残高ベース（利益剰余金を含む）の場合があり、ムーディーズの分析や競合のダブル

レバレッジの比較に通常織り込まれている。その他の重要な考慮事項に以下が含まれる。  

 ダブルレバレッジが「隠れている」場合がある。例えば、子会社の劣後ハイブリッド資本証券の保

有が貸出として表示されていることがある。従って、持ち株会社の財務諸表上にはダブルレバレッ

ジが表れておらず、シニア債務から株式に類似する永久劣後債務への転換が隠れていることが

ある。 

 持ち株会社の財務諸表は通常、銀行子会社より質が低く、報告の頻度が少ないため、銀行子会

社のレバレッジよりダブルレバレッジのモニタリングの情報が少ない。また、経営陣はグループ会社

間および会計期間の間で自由に資金を移転することができる。 

指針として、ダブルレバレッジが 115%以上の場合、銀行子会社と持ち株会社の間の資本および配当
の流れをより詳細に検討し、構造的劣後の度合いを評価する。ダブルレバレッジや資本構成および

配当の流れが持ち株会社の大きな弱みにつながると判断し、それが LGF 分析に反映されていない

場合には、上述の構造的劣後に基づくノッチングに加え、持ち株会社の債務にさらに 1 ノッチの下方
調整を加える。ダブルレバレッジ比率に表れないその他のリスク（例えば、他の信用リスク、流動資産

による短期債務のカバレッジの度合いなど）により、構造的劣後のリスクが増大または縮小していると
考える理由がある場合には、持ち株会社と銀行子会社の格付の差は拡大・縮小することもある。例

えば、ダブルレバレッジが非常に高水準で、子会社からのキャッシュに非常に強固な障壁があり、か
つ/または持ち株会社の満期ミスマッチが大きい場合などは、2 ノッチ、場合によってはそれ以上のノ

ッチ数の下方調整を加えることがある 20。  

 
20  例えば、子会社から持ち株会社へのサポートに追加の個別要因による障壁があるか、規制関連の懸念がある場合。バ

ンカシュアランスグループなどがそうした例となりうる。 
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持ち株会社への CR 評価の付与 

ムーディーズは、銀行持ち株会社にも CR 評価を付与することがある。その場合、CR 評価は、持ち株

会社がどの程度、重要な業務上の機能を果たしているかを反映する。そうした機能を果たしていれ

ば、CR 評価における業務上の債務およびコミットメントが発生する可能性がある。 

CR 評価は業務上の債務およびコミットメントに対するリスクの意見であることから、ムーディーズは通

常、持ち株会社の債務において一般的なものとなるとは考えない。これは、CR 評価に織り込まれる
業務上の債務およびコミットメントは、銀行グループ内の銀行と他の子会社が通常展開する業務に

関するものだからである。ムーディーズは持ち株会社に BCA を付与しないため、多くの場合、CR 評価
は持ち株会社のシニア無担保債務格付と同水準になるであろう。CR 評価が持株会社のシニア無担

保債務格付から引き上げられるかどうかは、破綻処理制度の下で、これらの業務上の債務がシニア

無担保債務より優先的扱いを受ける可能性についてのムーディーズの見解によって決まる。  

持ち株会社への CR 格付の付与 

ムーディーズは、銀行持ち株会社にも CR 格付を付与することがある。その場合、CR 格付は、持ち株

会社がどの程度 CR 格付対象債務を保有しているかを反映する。通常、CR 格付対象債務は銀行子
会社の業務から生じる。CR 格付が持ち株会社のシニア無担保債務格付から引き上げられるかどう

かは、破綻処理制度の下で、CR 格付対象債務がシニア無担保債務より優先的扱いを受ける可能

性についてのムーディーズの見解によって決まる。 
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補遺：意見募集の提案に関する追加説明 

以下に、ムーディーズの分析と提案の背景に関する追加説明を述べる。 

提案 1：ノッチング指針の調整 

先進的 LGF 分析を適用する場合、ムーディーズは、同一の破綻処理の境界線内に位置すると判断
した事業体の損失率を推定する。この損失率は、銀行の有形銀行資産に対する比率で表され、主

に資産のボラティリティと破綻処理アプローチという 2 つの可変要因を考慮して決定される。破綻時
の銀行資産の回収額の変動性が大きいほど、予想される損失率が高くなる。また、破綻処理の形式

によって損失率が高まる可能性がある。例えば、銀行がゴーイング・コンサーンとして破綻処理され、
ベイル・インと全面的な資本再編が行われる場合、全体的な損失率は清算処理に比べ低くなるとみ

られる。これら 2 つの可変要因を考慮し、通常は破綻処理の対象となるグループに 8%もしくは 13%
の損失率を適用する。本意見募集は、これら 2 つの平均損失率の想定を変更することを提案するも

のではない。 

ただし、損失率分布の想定を修正することを提案する。これによって、一部の証券の格付が影響を

受ける。 

ノッチング指針の変更提案は、現行の先進的 LGF のノッチング指針では、損失率が低い破綻シナリ
オに配分するウエイトが十分ではない可能性があり、そのため過度に保守的になっているとの見方を

反映したものである。現行の指標では、ある証券クラスの格付がアップリフトされるためには、劣後債
務の残高が平均損失率に基づく有形銀行資産の損失額の 75%以上（すなわち、有形銀行資産の

想定損失率が 8%の銀行の場合、有形銀行資産の 6%）でなくてはならない（もしくは、当該証券クラ
スとそれに劣後する証券の残高の合計額が、平均損失率に基づく有形銀行資産の損失額の 100%
以上でなくてはならない。すなわち、この例では有形銀行資産の 8%）としている。この指針を適用す

ると、多くのケースで、債権者が被る損失には大きな経済的差異が生じる可能性があるにもかかわら
ず、破綻時損失を異なるクラスの債権者に負担させる方法の違いを一因として、支払い優先順位が

低い証券の格付にほとんど、あるいは全く差が生じないことになる。これを示す例として、ここ数年で
格付対象銀行が、ムーディーズがジュニアシニア無担保債務と呼んでいる新しいクラスの債務（シニ

ア非優先債務または非優先シニア債務と呼ばれることが多い）の大型起債を行ったことがあげられる。
ムーディーズは、これらの証券の破綻時の回収率は通常、劣後債務に比べ高くなるとみており、指

針を修正した方がこの見方を適切に反映できると考えている。 

ムーディーズは、現行の格付手法は破綻時の損失率が低くなるような破綻処理の可能性を十分に
織り込んでいないと考えている。近年の破綻処理ケースは少数にとどまるが、それらの実例は、当局

が民間セクターによる買収や他の方法によって損失を最小化する破綻アプローチを選択する傾向が

あることを示している。提案した変更が採用されれば、特に支払い優先順位の低い証券の格付に明

確な差をつけられるようになり、相対的な信用リスクをより適切に示すことができるだろう。 

さらに、内部損失吸収力に関する新たな規定によって、リスクが子会社の債権者から親会社の債権

者に有効に移転すれば、より実効的な破綻処理が行われ、債権者が負担する損失総額が減少す

る可能性があるため、「シングル・ポイント・オブ・エントリー」（SPE）に対する信頼性が向上する。 

提案 2：一体的な破綻処理 

先進的 LGF 分析は、規制当局がそれぞれの ORR において採用するとみられる破綻アプローチに対

するムーディーズの見方を反映したものであり、これには破綻処理で適用される可能性の高い債権
者の優先順位が含まれる。ムーディーズの現行のアプローチでは通常、親会社と国外の子会社の

破綻処理の境界線を別々に設定している。強制力を持つ法的要請や、親会社が子会社にサポート
を提供する非常に強い経済的理由がなければ、各国の意思決定者は政治的制約から、銀行の破

綻時に国内事業と国内債権者の保護を最重要視すると考えられるため、破綻処理の範囲は基本

的に国内に限定されることになる。 

一方、銀行破綻処理のアプローチは、ムーディーズが 2015 年に銀行格付手法に先進的 LGF の枠

組みを導入して以来、進化してきた。当局は、破綻時にどのような措置をとるか、また、どの程度銀
行との協力が期待できるかについて、開示を進めてきた。また、大規模な銀行グループに属する銀

行が、いわゆる破綻処理事業体（通常は親会社または最終的な持ち株会社であるが、一部のマル
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チプル・ポイント・オブ・エントリーによる破綻処理計画では中間親会社が指定される）に対して損失吸

収資本（LAC）を発行するための要件を明確にしてきた。 

そのため、ムーディーズは、一体的な破綻処理の適用が以前に想定したより一般的になると考えて
いる。特に、規制当局は、多国籍銀行グループに属する事業体に対し、SPE（および一部のマルチプ

ル・ポイント・オブ・エントリー：MPE）による国境を越えた破綻処理を容易にする内部損失移転メカニ

ズムの導入を義務付けようとしている。 

銀行グループにどの LGF アプローチを適用するかは、規制当局がどのような破綻処理アプローチをと

るかをどの程度確実に見通せるかにかかっている。また、銀行や規制当局が破綻処理アプローチを
どの程度明らかにしているかを検討し、特に、要請される内部損失吸収力の金額、要件を満たすた

めの内部資本の発行ないし発行計画と予定する発行時期に着目する。 

規制当局が一体的な破綻処理を行うことが予想される場合、親会社に関連する提案に基づき、LAC
債発行を通じて親会社と拘束力のある結びつきを有する重要な子会社の有形銀行資産・負債を破

綻処理時のバランスシートに含める（すなわち連結する）。このアプローチは、子会社が外部に発行し

た証券がグループに損失吸収力を提供するだけでなく、損失負担が親会社まで及ぶ（ILAC 債や他
の内部発行証券のベイル・インもしくは元本削減による）というムーディーズの想定を反映している。こ

の連結ベースの先進的 LGF 分析に含まれるすべての証券に対し、親会社の破産時の支払い優先
順位を適用する 21。一部のケースでは、この優先順位と国外の子会社に適用する優先順位とは異

なる。子会社発行の証券（外部に発行したコンティンジェント・キャピタル証券と劣後債務を含む）を
親会社の破綻時バランスシートに含める主な理由は、子会社で発生した損失はまず国外の子会社

の資本、資本証券および劣後債務により吸収され、この損失吸収は破綻時に他の損失が内部発行

証券の転換や元本削減を通じて親会社に及ぶ前に行われるというムーディーズの想定を反映させ

るためである。 

この提案は、子会社に適用する破綻処理の境界線を変更することを意味するものではない（国外の

子会社については、ほとんどのケースで引き続き単独ベースの分析を行う）。今回の提案では、ILAC
の恩恵を分析に織り込む。さらに、規制当局が ILAC 債の発行を義務づける場合、子会社の格付に

関係者からのサポートと先進的 LGF の ILAC によるアップリフトを織り込む。 

このアプローチを適用するのは、銀行グループによくみられるように、金融グループ企業間に強い相
互関係があり、親会社の信用力と金融グループ全体の信用力とが緊密に結びついている場合であ

る。このようなケースでは、親会社の破綻は子会社の破綻を伴う可能性が高いため、調整後 BCA に
大きな差が生じる可能性は限定的である。結びつき（特にリスクの波及）が限定的であり、親会社が

破綻しても子会社は破綻せず、したがってグループの破綻処理には含まれないと考えられる場合、

通常は子会社の損失を親会社が負担すると想定する。こうしたケースでは、今後も当該子会社の有
形銀行資産を親会社の破綻時バランスシートに含めず、子会社の BCA を親会社の BCA より大幅に

高い水準に位置付ける可能性がある。 

提案 3：先進的 LGF の枠組みの適用対象の拡大 

破綻処理制度が運用可能か否かを判断する際に、その基準として用いる制度の特徴に、より広い幅

を持たせることを提案する。すなわち、法制による規定のみに着目するのではなく、既存の銀行シス

テムの規制の枠組みで破綻銀行の秩序だった破綻処理が可能かどうかに重点を置くこととする。こ
の変更により、破綻処理制度が運用可能か否かを判断する上で、規制当局が所有し、破綻時に使

用するとみられるツール（ベイル・インなど）に着目することができる。これらのツールは具体的な法
制度がなくても利用できる場合がある。 

格付手法で述べているように、一部のケースでは、ORR が導入されていないとムーディーズが考える
所管国・地域に所在する銀行にも先進的 LGF 分析を適用する可能性がある（ILAC 債の発行を要請

される国際的な銀行の重要な子会社など）。どのようなケースがこれに該当するかを判断する上で、
国内規制当局が破綻処理ツールを用いて、親会社に対して発行された ILCA 債のベイル・インあるい

は元本削減を実施できるかどうかを検討する。 

 
21  これらのケースでは、子会社発行債務を親会社のウォーターフォールに含める。ただし、この分析は子会社発行債務の

格付には用いない。 
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運用可能な破綻処理制度の定義を提案通り修正しても、即時に新たな国・地域を ORR を持つと認

めることにはつながらないとムーディーズは予想している。 

提案 4：AT1 証券の取り扱い 

実質破綻より前の時点で資本と同様に損失を吸収する AT1 証券（ハイ・トリガーAT1）と他の AT1 証券
（ロー・トリガーAT1）とを分析上区別することをやめるという提案が採用されれば、銀行の資本の指標

である有形普通株主資本（TCE）からすべての AT1 証券を除去し、ORR の適用対象である銀行が発
行したすべての AT1 証券を破綻後の先進的 LGF 分析に含め、銀行の AT1 証券を格付するためのハ

イ・トリガーCoCo モデルの使用をやめることになる。 

バーゼル III の国際的規制の枠組みでは、銀行が AT1 証券の発行により普通株式を補完することが
認められている。普通株式等 Tier 1 資本比率が 5.125%の最低所要比率を下回った場合（あるいは

実質破綻時）に普通株式に転換されるか元本が削減される証券は、AT1 資本に算入できる。現行の
アプローチでは通常、ロー・トリガー証券や実質破綻時損失吸収条項付証券は、ゴーイング・コンサ

ーンとしての銀行の資本にはならないとムーディーズは考えている。したがって、そのような証券を破

綻後の先進的 LGF 分析に含めている。ハイ・トリガーAT1 証券（一般的なトリガー水準は 7%-8%）を発
行する銀行グループは少数である。現行のアプローチは、これらの証券は破綻処理が行われる前に

株式に転換されるか、元本が削減されることによって、「ゴーイング・コンサーン」としての損失吸収力
を提供する可能性が高いという見方に基づいており、現在はゴーイング・コンサーンとして存続する銀

行の資本を評価する際に、これらの証券にエクイティ・クレジットを付与している。 

しかし、最近の事例をみると、規制当局は AT1 と他の自己資本とを区別する傾向にあることが見受け
られる。ただし、AT1 証券を種類により区別することはしないようである。特に近年は、規制当局が普

通株主より AT1 債保有者を手厚く保護する措置をとる傾向がみられた。例えば、欧州では最大分配
可能額の制限実施を巡る改革に伴い、分配可能額の支払い優先順位や、制限実施までの猶予期

間が導入され、利払い繰延リスクは低下した。過去 1 年において、欧州規制当局が普通株式配当を

抑制ないし禁止する一方、AT1 債の利息は支払われた事例がいくつかみられたことは、AT1 がより負
債に近い扱いを受けることを示唆するものである。したがって、ムーディーズは、すべての AT1 を破綻

後の LGF 分析に織り込む方が適切であると考える。 

さらに、第 2 の柱の追加条項や資本バッファーの適用（破綻前のいかなる時点においても維持を求
められる部分を含む）などのバーゼル III の進展は、少なくとも一部の銀行に求められる最低所要自

己資本比率が、バーゼル委員会が実質破綻を判断する水準として過去に示した 5.125%を実質的に
上回った可能性が高いことを意味する。銀行が過去 10 年にわたり所要自己資本比率の引き上げを

求められ、調達源を拡大してきたことは、早い段階で銀行の破綻処理が行われる可能性があるとい

う議論を強めるものである。こうした展開をみると、多くの銀行にとって 7%や 8%のトリガー水準は、破
綻時の水準を大きく上回るとはいえないかもしれない。したがって、現行のムーディーズのアプローチ

は、2 種類の AT1 証券の損失吸収特性の差を過大評価している可能性がある。これを踏まえ、分析
の複雑性と異なる所管国・地域の銀行間で分析に不整合が生じるリスクを低減するため、ハイ・トリガ

ー証券とロー・トリガー証券との区別をやめることを提案する。 

提案 5：カナダの ORR の拡大 

ムーディーズは現在、カナダの大手（システム上重要な）銀行に、ゴーイング・コンサーンとしての
ORR 破綻アプローチを適用し、同国の他の少数の格付対象銀行については、ORR の対象ではない

銀行としてのアプローチを適用している。この見方は、カナダでベイル・イン・アプローチの適用を受け

るのはシステム上重要な銀行に限られるという事実に基づいている。 

ムーディーズは、カナダのシステム上重要でない銀行に、ORR における清算/破産管財人による管理

を想定した破綻処理アプローチを適用することを提案する。1967 年制定の CDIC 法を根拠とするカナ
ダの破綻処理機関（CDIC）の権限と利用可能なツール、ならびにそれらのツールがシステム上重要

でない銀行の破綻後に使用される可能性を再評価した結果、清算/破産管財人の管理による破綻
処理アプローチがとられる可能性が非常に高いとムーディーズは考えている。CDIC は、ベイル・イン

以外のあらゆる破綻処理ツールを用いることができ、それらのツールは他国の破綻処理機関（米国

の FDIC を含む）が持つツールと同様の範囲をカバーしている。実際にこれらのツールが使用された
事例もあり、中でも、破産管財人による管理は、清算手続きだけでなく、取引の購入と継承の支援の

ために使用された実績がある。 
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ムーディーズは、カナダの破綻処理制度が ORR の要件、すなわち、明確な規制の枠組み（この場合、

法制化されていること）、制度の使用の影響が明確で、実例があること、それらによって、政府サポー

トの可能性が低下すること、という要件を満たしていると考えている。 

提案 6：高度に一体化された関連会社の格付 

ムーディーズの銀行の格付分析は通常、BCA の付与を始点としている 22。しかし、銀行子会社や関

連会社が親会社やグループ銀行の業務に高度に統合されているため、単独ベースの分析では意味
のある BCA を導出できないケースがある 23。ムーディーズは現在、関連銀行に対し 2 つのアプローチ

を適用している。1 つは特別カバードボンド発行体、もう 1 つは他の高度に統合された子会社に対する

アプローチである。 

特別カバードボンド発行体（SCBI）と高度に統合され一体化している発行体（HIH）に対する現行のア

プローチを統合するという提案は、アプローチの整合性を高め、合理化するものである。また、本提案
は、親会社またはグループ銀行が関連会社の債務よりも自社の債務を優先するという重大なリスク

がある場合に SCBI と HIH の債務を評価するための、原則に基づくアプローチを提供するものである。 

この変更提案は、関連会社と親会社（親会社が複数の場合もある）との相互関係、ならびに親会社
またはグループの財務逼迫時に親会社が関連会社の債務より自社の債務の返済を優先するという

重大な可能性に重点を置くものである。 

  

 
22  BCA の付与が意味を持つ場合は引き続き BCA を付与する。本意見募集で述べたアプローチの変更は、BCA を付与する

事例が少なくなることを示唆するものではない。 
23  詳細については、銀行格付手法の付録 1 および 2 を参照されたい。今回の提案は付録 1 を削除するものである。ムー

ディーズのセクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法については、「ムーディーズの関連出版物」のセクション

を参照されたい。 
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ムーディーズの関連出版物 

信用格付は主にセクター別格付手法により決定される。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、発行体および証券の信用格付の決定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、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・ジャパン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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見又は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。 

ムーディーズの信用格付、評価、その他の意見及び刊行物は、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、格付の過程で又は自社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、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、特別の、派生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、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、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、代理人、
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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。 

ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、信用格付、評価、その他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性又は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、1,000 ドルから約 500 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 Moody's Investors Service は、Moody's Investors Service 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
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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
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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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