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保険会社への証券格付の付与に
関する格付手法
Assigning Instrument Ratings
for Insurers Methodology
本格付手法は、2018 年 5 月発行の格付手法 “Assigning Instrument Ratings for
Insurers” （日本語版 2018 年 6 月発行「保険会社への証券格付の付与」）に置
き換わるものである。今回のアップデートでは、図表 1 を修正し、利払い停止条項
が設定されていない劣後債務・サープラスノートおよび利払い停止条項が設定さ
れていない下位劣後債務のノッチング指針を加えた。また、保険財務格付に対
応するデフォルト確率を決定する方法を変更し、モデルから導出される数字付加
記号付きアルファベットに対応するデフォルト確率の基準を示すムーディーズの
理想化された累積期待デフォルト率（“Idealized Cumulative Expected Default
Rates”）テーブルの使用方法を変更することで、保険会社のハイ・トリガー・コンテ
ィンジェント・キャピタル証券（CoCos）のモデルにも厳密な調整を加えた。
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はじめに
本クロス・セクター格付手法では、ムーディーズが保険財務格付（IFSR）を付与した世
界の保険会社が発行する証券に格付を付与する一般的なアプローチを説明する。こ
のアプローチは、生命保険会社、損害保険会社、再保険会社、信用保証会社、タイト
ル保険会社（権原保険会社）、貿易信用保険会社、モーゲージ保険会社、米国医療
保険会社（総称して保険会社）の格付手法に適用される 1。通常、保険会社が発行す
る証券に対する格付は、支払い優先順位、仕組み、条項、担保の有無、発行体が保
険事業会社か持ち株会社かに応じて保険財務格付からノッチダウンされる。その国・
地域の法的、規制上の枠組みもノッチングに影響する。

保険財務格付と証券格付の関係
保険財務格付は、保険契約に基づいた債務を遅滞なく履行する保険会社の能力に
関するムーディーズの意見であり、デフォルト時の予想金銭損失も反映している 2。保
険財務格付は保険を提供する法人事業体に付与される。

1

セクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法はムーディーズのウェブサイトから入手できる。

2

「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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一方、長期債務格付と優先株に対する格付は、持ち株会社あるいは保険事業会社が発行する個
別の証券に付与される。保険財務格付と証券格付の関係は、その国・地域の法的、規制上の枠組
み、および事業体の支払不能、破産、再編、清算に際しての、保険契約者と債券保有者の相対的
な関係に左右される。
これらの異なるクラスの債権者間（ハイブリッド証券を含む）の格付の関係について、図表 1 および以
下のセクションで解説し、それらの格付において想定される保険財務格付との差（格付「ノッチ」差）の
度合いについての指針を示す。これらは絶対的なルールではなく、保険事業会社が発行した証券か
持ち株会社が発行した証券かを問わず、保険財務格付と証券格付の関係についての一般的な指
針である。
図表 1

保険グループ発行の証券に対する通常のノッチング (1)

保険事業会社シニア債務 (5)
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非累積型
強制利払い
累積型
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N/A

劣後債務・サープラスノート(8)(9)
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N/A

N/A

N/A

下位劣後債務(9)
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シニア -2
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N/A

シニア -2

シニア -2

シニア -2

シニア -2
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持ち株会社シニア債務

優先証券(9)
1.

保険グループとは、保険事業会社もしくは保険持ち株会社を指す。
a.

持ち株会社のシニア債務については、保険事業会社を対象とした規制しか導入されていない規制制度におけるシンプルなグルー
プ構造に対しては、主要保険事業会社の保険財務格付から 3 ノッチの引き下げ、グループを対象とした規制も導入されている高
度な規制制度においては、主要保険事業会社の保険財務格付から 2 ノッチの引き下げが標準的である。持ち株会社の格付は、
キャッシュフロー源が分散している、ダブルレバレッジが高い、現金残高が少ない、といった様々な理由で、調整されることもある。
非標準的なノッチングを行う場合は、資本構造全体にわたって同一のノッチングが適用される。

b.

持ち株会社の発行だが、保険事業会社が保証する証券は、保険事業会社発行の証券と同水準に格付される。

c.

投資不適格等級の発行体、あるいは利払い繰り延べや支払不能に近い発行体の場合、デフォルト時損失分析を反映して保険事
業会社と持ち株会社とのノッチ差が拡大する可能性がある。ただし、保険財務格付が極めて低い水準にある場合（Caa レンジ以
下）、格付スケールにおいて既に低水準にある保険財務格付を下回る格付レンジが限定されるため、ハイブリッド格付に対するノ
ッチング幅は縮小するとみられる。

d.

表は、ハイ・トリガー・コンティンジェント・キャピタル証券には直接適用されない。ハイ･トリガー･コンティンジェント･キャピタル証券
の格付アプローチについては「保険会社のハイブリッド証券および劣後債務の格付」のセクションを参照されたい。

2.

「任意利払い停止」は、デフォルトを引き起こすことなく保険会社が自らの裁量で利払いを停止できることを指す。効力の弱い強制トリガ
ーが設定されている証券は、任意利払い停止条項が設定されている証券と同水準にノッチングされる。効力の弱い強制トリガーの事
例としては、低い水準に設定された規制上の最低所要資本比率が挙げられる。

3.

ここでは、「有効な」トリガー抵触時に強制的に利払い停止となるトリガー（純損失トリガーなど）を指す。ムーディーズが考える有効な強
制利払い繰り延べトリガーとは、保険会社全体のデフォルトあるいは破綻より相当早い段階で抵触するものである。このようなトリガーは、
普通配当の停止時またはそれとほぼ同時にトリガー抵触となるよう設定されている。

4.

代替支払手段。

5.

保険事業会社の債務のみ。発行体格付を付与することもあり、その場合は通常シニア無担保債務格付の水準に格付される。一部の
地域と保険分野は例外として扱われる。例えば、一部の地域の損害（再）保険会社のシニア債務は、支払順位が保険契約者に対する
債務と同等であり、またシニア債務格付と発行体格付は保険財務格付と同水準に格付される。同地域のその他の証券全てについて
は、例外として扱われなければ、シニア債務格付の水準からノッチングされる。米国の損害保険会社および再保険会社については、保
険事業会社が発行したシニア債務は通常、保険財務格付より 2 ノッチ低い水準となる。

6.

発行体格付を付与することもあり、その場合は通常シニア無担保債務格付と同水準に格付される。

7.

N/A は証券の特徴が保険グループ間で共通していないことを示す。図表 1 のノッチング指針に説明されていない特徴を持つ証券が格
付される場合、これらの原則を適用して格付を決定する。

8.

保険事業会社発行のサープラスノート。

9.

証券を発行する法人の格付により、参照シニア債務格付を決定する。発行体が保険事業会社である場合、保険事業会社のシニア債
務格付が参照格付とされる。逆に、発行体が持ち株会社である場合、持ち株会社のシニア債務格付が参照格付になる。

出所： Moody’s Investors Service

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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保険事業会社の保険財務格付を基準とした保険事業会社の証券格付のノッチング
保険財務格付は通常、保険会社に付与される格付の中で最も高い水準に位置する。分析上の観
点から、保険財務格付は、保険事業会社やその持ち株会社、関連会社が発行する他のすべての
証券に対する格付を決定する際の基準となる。ムーディーズは通常、保険財務格付を基準格付とし、
保険財務格付と他の証券格付の差は、証券の詳細に基づいたものとなる。
保険事業会社については、規制当局は通常、債券や優先株を含む金融債権者よりも、保険契約者
の方が清算時の優先順位が高いものとしている。したがって、通常、保険事業会社の金融債務の格
付は保険財務格付よりも低い格付となる。一部の国・地域では法律上、（再）保険契約とシニア金融
債務が同順位となっており、保険財務格付とシニア債務格付は同水準となる。ただし、この場合、保
険財務格付と劣後債務格付とのノッチ差は大きくなる（通常の 1 ノッチではなく 2 ノッチの引き下げ）。
これは保険契約者およびシニア債権者クラスと比較した時の劣後債務保有者における損失が大きく
なると予想されるためである。ただし、非標準的な規制監督が行われる場合や、シニア債務格付が
B レンジに近づくにつれデフォルトの性質や予想される影響がより明確になった場合、これらの考え方
をそのまま適用しないことがある。これらの格付水準では、デフォルトまでの距離が近く、保険事業会
社と持ち株会社のデフォルト時の資本構造についてより詳細な見解が得られることから、ノッチング幅
を拡大あるいは縮小することもある。

保険事業会社の保険財務格付を基準とした持ち株会社の証券格付のノッチング
保険持ち株会社の証券格付に対するノッチングのアプローチでは、世界の多くの国・地域で強化され
続けている保険関連規制を考慮する。ムーディーズのアプローチは、保険事業会社「単独」のみを
対象とした規制が導入されているか、保険事業会社と持ち株会社にグループとして適用される「単
独およびグループ」を対象とした規制が導入されているかによって異なる。それぞれの規制の意味と
持ち株会社発行の証券の期待損失への影響を図表 2 で比較説明する。
図表 2

保険事業会社「単独」を対象とした規制と「単独およびグループ」を対象とした規制の比較、持ち
株会社発行の証券の相対的な損失に関する予想
グループを対象とした規制なし（保険事業会社単独を
対象とした規制）

グループを対象とした規制あり（保険事業会社単独および
グループを対象とした規制）

保険契約者に対する債務が優先

保険契約者に対する債務が優先

持ち株会社は構造的に劣後

持ち株会社は構造的に劣後

持ち株会社は規制対象外、資本要件は保険事業会社
のみに適用

持ち株会社はグループの一部として規制対象、資本
要件は保険事業会社と連結グループに適用

持ち株会社ではなく、保険事業会社での資本保有を
促す規制上のインセンティブ

持ち株会社で保有する資本は連結ベースの資本要件
に算入することができる

持ち株会社に予想されるデフォルト確率（PD）とデフォル 持ち株会社に予想される PD と LGD は高水準である。
ただし、グループを対象とした規制が適用される持ち株
ト時損失（LGD）は、保険事業会社を大きく上回る
会社に予想される PD は、同規制が適用されない持ち
株会社の PD より保険事業会社の PD に近い。
出所：Moody’s Investors Service

保険事業会社も兼ねた持ち株会社
ムーディーズは、保険事業会社単独を対象とした規制と単独およびグループを対象とした規制を区
別し、また持ち株会社が保険事業を行っているかどうかも考慮する。一部の国・地域においては、1
つの事業体が持ち株会社と事業会社を兼ねる場合がある。こうしたケースでは、法的な支払優先順
位に加え、監督当局がストレス時にどのような措置をとるかについてのムーディーズの予想を考慮し
てノッチングを行う。また、組織が利用可能なキャッシュフローの強固さ、分散、タイプ（事業子会社
からの配当、親会社の保険事業の引受や運用からのキャッシュフローなど）も考慮する。
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保険事業会社「単独」を対象とした規制のみが適用される保険持ち株会社の格付に
対するノッチング
保険事業会社単独を対象とした規制のみが導入されている国・地域で事業を展開をするシンプル
なグループ組織構造 3 については、規制当局は監督する上で通常、保険事業会社の保険契約者
に対する債務を最優先する。持ち株会社の債権者の請求権は、保険事業会社に対する規制監督
の恩恵を受けないこともあり、規制対象となっている保険会社への株式投資に相当し、保険事業会
社がすべての債務に対処した後に支払われる。持ち株会社の債権者は保険事業会社の債権者に
対して構造的に劣後する。
保険事業会社単独を対象とした規制には次の特徴がみられる。規制当局は保険事業会社に重点
を置き、持ち株会社を対象とした規制はほとんどない。資本要件は保険事業会社のみに適用される。
保険事業会社から持ち株会社への資金の流れに対して規制上の制限が強い。これらの特徴は、資
本を規制対象外の持ち株会社ではなく保険事業会社で保有することを促す規制上のインセンティブ
である。
この規制上のアプローチにより、持ち株会社の債権者のデフォルト確率（PD）は、保険契約者に対す
る債務や保険事業会社の債権者より高く、デフォルト時損失（LGD）の水準も大きく上回るとムーディ
ーズは考える。高水準の期待損失は保険持ち株会社のシニア債務の標準的なノッチング指針に反
映されており、保険財務格付を 3 ノッチ下回る水準に位置づけられる。
持ち株会社の分散の度合いと流動性の影響
持ち株会社が、相関関係のない複数の事業から収益を得ており（連結ベースの 3 分の 1 以上など）、
配当キャッシュフローが分散されている場合、持ち株会社の債務の保険財務格付からの引き下げ幅
を、3 ノッチから 2 ノッチへ縮小することを検討することがある。ここでは、例えば銀行業務、生命保険
業務、損害保険業務への業務上の分散、また連結グループ内での収益の分散が想定される。また、
地理的な分散についても、地域的な相関性を持つ一部の事業ラインでは可能性が低いものの、持ち
株会社と保険事業会社の債務のノッチ差が縮小（すなわち格付の差が縮小）することがある。ただし、
分析ユニット 4のいずれかが既にサポートの恩恵を受けている（例えば、生命保険会社の保険財務
格付が、財務基盤が強いグループ会社の銀行あるいは損害保険の分析ユニットからのサポートを織
り込んで単独ベースの格付より高い水準となっている）場合、サポートの重複算入を避けるためにノッ
チ差は縮小しないことがある。
持ち株会社が非規制子会社からの（規制子会社との相関が高くない、あるいは規制子会社から派
生した子会社からではない）多額の配当による恩恵を受けている場合、持ち株会社の債務と保険財
務格付のノッチ差が縮小することがある。縮小幅は、持ち株会社に対する子会社からのキャッシュフ
ローの多様性と金額により左右される。通常、連結ベースの収益およびキャッシュフローの 3 分の 1
以上が代替源からのものであることが、ノッチング上の分散の恩恵を考慮する際に期待される。
また、財務が厳しい状況となった際に、債務の大部分を返済できるように、持ち株会社が多額の制
約を受けない現金と質の高い流動性資産を保有していることがある。通常、ムーディーズでは、その
ような現金と資産が長期に亘って連結債務残高の 75%超に維持されている場合、ノッチ差の縮小に
際して考慮に入れる。また、このような恩恵を考慮するのは、保険事業会社の資本水準が格付に見
合った水準にあると想定できる場合のみである。

保険事業会社「単独およびグループ」を対象とした規制が適用される保険持ち株会社の
格付に対するノッチング
世界の多くの国・地域で保険関連規制は強化され続けている。特に、一部の高度な規制制度には、
次のような特徴がある。
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シンプルな組織構造は、単一の地域で単一の保険分野（損害保険等）の事業を展開している保険会社である。グルー
プ傘下の法人事業体が 1 社あるいは少数の場合や、同一地域で複数企業が事業を展開しているが分散の度合いが高
くない場合、これにあてはまる。

4

分析ユニットとは、共通する分析上、信用上の特性を有し、同一国または同一地域で事業を行う全ての会社から構成さ
れる集団である。多地域で事業を行うグループ会社でも、会社間に緊密な提携関係がある、もしくは経営陣、システム、
販売チャネル、事業などの面で高度に統合されている場合は、同一の分析ユニットに含まれることがある。
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»

持ち株会社を規制監視の対象に含む： 規制上の資本要件は、保険事業会社レベルの規制要
件に加えて、持ち株会社レベルの資本やリスクなど、連結ベースでグループに適用される。

»

グループ全体のリスク評価およびリスク報告義務： 規制当局はグループ全体のリスクとソルベン
シーの自己評価（ORSA）の提出を求め、グループ企業間の全ての重要な取引に積極的に関与
し、一部の事例ではグループ企業間取引（資本やリスクの移転）に承認を求めることもある。

保険事業会社単独およびグループを対象とした規制がノッチ差縮小につながる理由

保険事業会社に加えて、持ち株会社も規制の対象
保険事業会社単独およびグループを対象とした規制が導入されている制度では、規制当局は持ち
株会社の資本とリスクをグループのソルベンシー評価に含めるため、持ち株会社が規制監督の対象
となるのは明らかである。規制当局と投資家は、単独ベース（保険事業会社）の資本水準と同様に
グループの資本水準に着目することが多い。そのため、多くの保険グループは、保険事業会社の資
本水準と同様にグループの資本水準も重視している。保険グループは頻繁にグループ内取引（持ち
株会社と保険事業会社の取引も含む）を用いて、グループ全体で最適な資本配賦を行う。保険グ
ループが規制当局に提出・説明する ORSA 報告書などを通して、規制当局はグループと保険事業
会社の資本水準だけでなく、グループ全体のリスク評価・管理にも重点を置いていることからも、総じ
てこのようなグループ内取引を認めているようである。

グループを対象とした規制の下では、持ち株会社の PD は保険事業会社の PD に近くなる可能性
が高い
保険事業会社単独およびグループを対象とした規制制度では、持ち株会社の債権者は保険契約
者や保険事業会社の債務に構造的に劣後し、保険契約者が優先される。したがってグループ全体
の損失水準と、清算時における保険事業会社の債権者と持ち株会社の債権者間での損失負担は、
保険事業会社単独を対象とした規制制度の下での損失水準や損失負担と同様のものがみられるだ
ろう。
ただし、他の条件が等しければ、グループレベルの規制監督の強化と、持ち株会社に配賦される余
剰資本の増加は、持ち株会社のデフォルト確率の低下につながる。その第一の理由として、グループ
規制の対象範囲はグループ全体に広がるため、グループ全体のリスクテイク業務やリスク保有業務
の精査が強化されることが挙げられる。第二の理由は、保険事業会社単独およびグループを対象と
した規制の下では、保険事業会社単独を対象とした規制の下とは異なり、持ち株会社レベルでの資
金保有が促され、保険事業会社ではなく主に持ち株会社を圧迫するシナリオに対処する資金を確
保していくためである。したがって、グループを対象とした規制は持ち株会社の財務安定性を高める
傾向にあり、持ち株会社の PD がグループ傘下の保険事業会社の PD とより密接に連動するというム
ーディーズの予想を強める。
保険事業会社単独およびグループを対象とした規制が適用される保険持ち株会社に対する
ノッチング
保険事業会社単独およびグループを対象とした規制が法的に効力を有し、保険持ち株会社がこれ
らの規制の指針のもとで効果的に監督されている国・地域に所在する場合、保険持ち株会社発行
の証券に保険財務格付を 2 ノッチ下回る格付が付与されることもある。持ち株会社が事業を展開す
る国・地域の監督の枠組みにおいて上記 2 つの基準が満たされている場合、保険事業会社単独を
対象とした規制が適用される証券格付に対する標準的なノッチング幅からの縮小が検討される。こ
の場合、規制監督の対象範囲や、グループ全体のリスク評価およびリスク報告基準に持ち株会社が
含まれる。
複数の国・地域で事業を展開するグループについては、全ての重要な子会社を監督する各規制当
局が、グループ全体で規制に対する同様のアプローチをとる場合、持ち株会社に対するノッチング幅
の縮小を検討する。保険会社が重要な子会社を置く国・地域の規制当局が非常に保守的なアプロ
ーチをとる場合、グループ内で自由に資金を移動させることができないこともあるため、保険事業会
社単独を対象とした規制の下での標準的なノッチングを持ち株会社に適用するのが妥当と判断する
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こともある。監督者カレッジ 5 は、規制当局の監督下にある事業のみに焦点を絞った監督ではなく、
グループの全事業を効果的に監督する仕組みの一例である。
図表 3

保険事業会社の保険財務格付を基準としたシニア債務のノッチング指針
持ち株会社シニア債務格付

保険事業会社「単独」を対象とした規制

「単独およびグループ」を対象とした規制

IFSR -3

IFSR -2

出所：Moody’s Investors Service

したがって、複数の保険事業会社を傘下に収めるグループについては、保険事業会社単独およびグ
ループを対象とした規制の有無を問わず、(1)単独およびグループを対象とした規制の直接の対象と
ならない収益と資本の割合が、グループ全体でみるとわずかであり、(2)規制対象外の事業が大規模
である場合も、グループ全体に単独およびグループを対象とした規制が適用される場合と同様に、
規制当局が持ち株会社に資本とリスクの管理を求めると考えられる場合、ノッチング幅の縮小を検
討する。
分散したグループ構造
事業ラインの分散あるいは地理的分散が高度と判断されるグループについては、保険財務格付と持
ち株会社のシニア債務格付のノッチ差を縮小する。ただし、保険事業会社単独およびグループを対
象とした規制が導入されている国・地域に拠点を置くグループについては、縮小幅を 2 倍にするわけ
ではない。これは、単独およびグループを対象とした規制制度においてノッチング幅が縮小される主
な理由（すなわち持ち株会社の債権者にプラスとなる、資本とリスクの流用性の高まり）は、高度に分
散したグループのノッチング幅が縮小される理由で既に説明されているからである。ただし、分散の
効果は保険財務格付の評価にも織り込まれている。

保険会社のハイブリッド証券および劣後債務の格付
ハイブリッド証券には、デフォルトを引き起こすことなく支払いを変更できる条項（利払い停止あるいは
繰り延べなど）を備えた、特定のタイプの債務または優先株が含まれる。ここでは、ハイブリッド証券の
条項や、図表 1 で説明されたノッチング指針に従い、これらの条項がそれぞれの証券の支払順位に
どのように影響するかを詳細に説明する。

サープラスノート
サープラスノートの支払順位は大きく劣後する
サープラスノートは、規制対象の保険事業会社が発行する、支払順位が大きく劣後する劣後債務で
あり、保険契約者の支払い請求や他の債務に劣後することが明記されている。保険契約者に対する
劣後性や損失を吸収する性質があることから、保険業界の監督当局はこれを法定上のサープラス
に分類し、米国全米保険監督官協会（NAIC）のリスクベース資本（RBC）などの規制上の調整資本に
算入している。サープラスノートの発行は、保険会社が所在する国・地域の保険監督当局の承認を
得る必要がある。
相互保険会社は、株式発行による資本市場からの資金調達を行えないため、サープラスノートの発
行によって資金を調達し、財務の柔軟性を高めてきた経緯がある。また、持ち株会社から子会社に
資本注入する際の節税手段として、また、保険事業会社から持ち株会社に現金を還流させるための
効率的な方法として、保険事業会社が持ち株会社に対して発行することが多い。
ムーディーズによるサープラスノートの格付は、保険債務や他の債務に対し、支払順位が大きく劣後
することを反映している。
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監督者カレッジは、世界で事業を展開する保険会社のグループレベルの監督の促進を目的とした、関係する規制当局
と企業の幹部で構成される合同会議である。同会議では財務データ、コーポレートガバナンス、統合リスク管理の機能
についての詳細な議論が行われる。出所：全米保険監督官協会。
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元利払いには規制当局の承認が必要
サープラスノートの元利払いはスケジュールに基づいて行われるが、通常は全ての支払いについて
監督当局の承認を得る必要がある。監督当局の承認が期待できるのは、保険会社がそのような支
払いを行える財務状況にある場合に限られる。とはいえ、監督当局は幅広い裁量に基づいて、支払
いを承認するかどうかを決定する。一般に、保険会社が元利払いを行える財務状況にあるかどうか
を決定する上で、具体的な財務ガイドラインや説明は存在しない。
監督当局がサープラスノートの支払いをコントロールすることや、サープラスノートの明示的な劣後性
が、サープラスノートを債務ではなく法定上のサープラスに分類するという規制上および会計上の取
り扱いの根拠となっている。この種の証券は、元利払いに当局の承認を必要とするため、投資家に一
定の不確実性とリスクをもたらす。監督当局が元利払いを承認しない場合、デフォルト事由にはあた
らず、期限前償還や即時支払いも行われない。当局の承認が得られるまで利息は未払いとなり、承
認後に支払われる。

下位劣後債務
保険会社が発行する下位劣後債務は、トリガー抵触時に強制的に利払い停止となる有効なトリガー 6
が付帯していなければ、劣後債務と同水準に格付される。劣後債務に比べて下位劣後債務の劣後
する度合いは高いが、有効とみられるトリガーが付帯していない場合は、ノッチング幅を拡大するには
当たらないとムーディーズは考えている。
過去の事例から、保険会社は、支払不能に近い状態（すなわち、事業を継続することがもはや不可
能）にならない限り、有効なトリガーが付帯していない証券の利払いを停止しない傾向がある。これに
は様々な理由があり、銀行業界と比べると保険会社のハイブリッド証券に対する規制介入水準が低
いことも含まれる。また、保険会社は保険債務がある関係上、負債調達も限定的であるため、キャッ
シュを手元に保有していても支払不能の回避にはつながりにくいことなどが挙げられる。
また、多くの保険会社が発行する劣後債務には、累積型利払い停止メカニズム、または代替支払手
段(ACSM) 7による非現金累積型利払い停止メカニズムが組み込まれている。したがって、下位劣後
債務の利払い停止メカニズムの存在は、劣後債務と比較した損失の特徴に大きく影響するものでは
ない。

優先証券
利払い停止が累積型か非累積型か、という違いだけで、優先証券の格付に差をつけることはない。
これは、過去の事例から、保険会社は事業会社発行体と同様、支払不能に近い状態（すなわち、
事業を継続することがもはや不可能）にならない限り、利払いを停止しない傾向があるためである。
支払不能の状態では、非累積型優先証券でも累積型優先証券でも損失に関する特徴は同じである。
したがって、非累積型証券からの期待損失が増加するとしても、格付に 1 ノッチの差をつけるには当
たらないと考える。
ただし、非累積型優先証券に有効なトリガーが設定され、トリガー抵触時に利払い停止となる場合は、
ノッチング幅を拡大する。このような場合、事業を継続する保険会社が支払不能となる前に利払い
が停止されることもあるため、証券の潜在的な損失が増加し、ノッチの上乗せがされる。

政府による強制的な利払い停止の可能性は低い
ムーディーズの保険会社の格付は通常、政府サポートを想定していない。これまで保険会社が直接
的な政府サポートを受けた事例は極めて限定的である。ハイブリッド証券の格付に関しては、政府か
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ムーディーズが考える有効なトリガーとは、抵触した場合、利払い停止により、財務状況悪化時にキャッシュフローを確
保するものである。このようなトリガーは、普通配当の停止時またはそれとほぼ同時にトリガー抵触となるよう設定され
ている。

7

発行体は、普通株や一定の条件を満たす優先証券の発行等により資金を確保し、累積した利子の支払いを行うことを
要求される。したがって、ACSM による非現金累積型利払い繰り延べメカニズムが組み込まれたハイブリッド証券は、本
質的には累積型と位置付けられる。

クロス・セクター格付手法: 保険会社への証券格付の付与に関する格付手法

INSURANCE

らのサポートが提供された場合でも、通常はサポートを受ける条件として利払い停止は要求されてい
ない。実際、政府からサポートを受けた銀行グループに属する保険会社が、利払い停止の対象から
除外された例もある。ただし、銀行と保険会社が区別されたということではなく、供与されたサポート
の規模や収益性を考慮した結果とみられる事例もある。
もし政府により利払い停止が要求される状況があれば、証券の格付にその可能性を織り込む。また、
損失が生じる可能性が高い場合、ノッチングによる格付ではなく、確率的シナリオモデルをベースとし
た定量的な観点から期待損失を分析し格付に反映することになる（後述）。

「有効な」トリガーが設定され、抵触時に利払い停止となる非累積的優先証券に対する
ノッチの上乗せ
抵触した場合に強制的に利払い停止となるトリガーの個別の条件は非常に多様である。純利益およ
びバランスシートの変化の双方に関する数項目から構成されるトリガーが設定された証券を発行した
保険グループもある。
保険会社発行の証券に対するトリガーの例
欧州の保険会社の場合、一般的なトリガー要件として次が挙げられる。
–

過去 4 四半期の IFRS ベースの最終損益の平均がマイナス（税引後・少数株主利益控除
後）、且つ

–

新株発行を調整した直近の決算日における調整後株主資本と調整後資本が、それ以前の
24 ヵ月の水準を 10%以上下回る 8。

米国の保険会社の場合、一般的なトリガー要件として次が挙げられる。
–

規制対象となる保険子会社の NAIC リスクベース資本（RBC）比率の直近の加重平均が
175%を下回る、あるいは、

–

直近の四半期より 2 四半期前までの 4 四半期の連結純利益がゼロまたはマイナス、且つ、

–

直近の四半期末および直近の四半期より 2 四半期前の四半期末の調整後株主資本が、直
近の四半期より 10 四半期前の四半期末の調整後株主資本に比べ、10%以上減少 9。

8 9

ACSM が設定されたハイブリッド証券の利払いが停止した場合、発行体は投資家への支払いを行う
ために、新株発行等の現金以外の手段により資金を確保することが求められる。こうした仕組みにお
いては、事業を継続する保険会社において、トリガーの抵触は投資家への損失にはつながらない。

銀行事業/バンカシュランスグループ傘下の保険会社が発行するハイブリッド証券は
ケース・バイ・ケースで分析
銀行およびバンカシュアランスグループ傘下の保険会社が、ハイブリッド証券を発行している例があ
る。このようなケースでは、グループの銀行業務との関連を考慮に入れ、ケース・バイ・ケースのアプ
ローチにより、保険会社発行のハイブリッド証券の損失に関する特徴を分析する。

デフォルトリスクが高いハイブリッド証券に対するノッチングの調整
ムーディーズは、通常、基準となる格付と比べて期待損失率がどの程度高いかを考慮に入れ、基準
格付からのノッチ差を決定する（ほとんどの保険会社の保険財務格付は投資適格等級であるため、
低水準のデフォルト率の中での議論となる）。しかし、ハイブリッド証券の利払い停止または元本削減
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調整後株主資本は、通常、連結貸借対照表に計上された少数株主持分を控除する前の株主資本から、連結貸借対照
表に計上された為替換算調整勘定とその他有価証券評価差額金を差し引いて算出する。調整後資本は、調整後株主
資本に強制転換証券を加えて算出する。

9

10%の基準は、各事業ラインの引受業務の変動性によって異なり得る。通常、10%の基準は生命保険会社で、20%の
基準は損害保険会社で用いられる。
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が目前に迫っている、あるいはその可能性が非常に高いという状況においては、別の方法によりハイ
ブリッド証券の格付を決定する。
こうした場合、ムーディーズは、証券の期待損失分析を行う。具体的には、利払い停止の確率、利
払い停止の期間、ディストレスド・エクスチェンジによる実質的元本減額、損失規模を予想する。この
分析結果は、標準的なノッチング・ガイドラインで導かれた格付より低いこともある。ハイブリッド証券に
おいて利払いが停止され、その後、再開された場合、ムーディーズは、財務状況が安定し、長期に
亘って利払いを行う可能性が高いと判断した場合のみ、標準的なノッチング・ガイドラインの適用を検
討する。
金融機関の発行するハイブリッド証券において、当該証券が他の形態の債券や株式に、額面より大
幅に低い価格で交換された事例がある。その交換が破産やデフォルトを回避する目的のものであれ
ば、清算以外での債務リストラクチャリングに該当し、格付上はディストレスド・エクスチェンジ 10（すな
わちデフォルト）とみなす。この場合も、ムーディーズは、期待損失分析を行い、格付には額面価額
（保険会社が当初支払いを約束した額）に対する潜在的損失の評価が反映される。このような状況
では、発行体の全ての格付が財務的に困難な状況にあることを示すだろう。

保険会社のコンティンジェント・キャピタル証券にハイブリッド証券の付加記号 (hyb) を導入
ハイブリッド証券の付加記号(hyb)は、利払い停止メカニズムが付帯されているか、されていないかに
かかわらず、保険会社の全てのハイブリッド証券、コンティンジェント・キャピタル証券に導入されてい
る。付加記号を導入しても、証券格付は引き続き、特定の証券についての期待損失を表すものであ
る。その評価は、証券の仕組み、保険会社の信用基盤の評価を踏まえた、証券についてのさまざま
な損失シナリオに関する、その時点で入手可能な情報に基づくものである。

コンティンジェント・キャピタル証券
コンティンジェント・キャピタル証券は一般的に大きく劣後する証券であり、利払い停止メカニズムが
付帯されている場合と付帯されていない場合がある。実質破綻時もしくは破綻時（実質破綻時損失
吸収条項付証券）、あるいは実質破綻時より早い段階（ハイ・トリガー証券） 11に、株式転換もしくは元
本削減が実施される。保険会社が発行するコンティンジェント・キャピタル証券の格付の基準点は、
保険会社全体の破綻時の期待損失に対するムーディーズの見解が織り込まれている保険財務格
付である。
保険財務格付とコンティンジェント・キャピタル証券のノッチ差が拡大する可能性は、株式転換や元
本削減を通して、保険会社全体の破綻の外でも損失は生じることも反映している。実質破綻時損失
吸収条項付証券については、各国・地域の規制上の枠組みに従い保険会社の実質破綻時を決定
し、既存の分析ツールで証券の格付を決定する 12。

ハイ・トリガー・コンティンジェント・キャピタル証券
ハイ・トリガー・コンティンジェント・キャピタル証券は、実質破綻とみなされる資本比率を大きく上回る
水準にトリガーが設定され、抵触すれば株式に転換されるか、全額、一部、恒久的あるいは一時的
な元本削減が行われる。これらの証券の株式転換/元本削減条項は、保険会社全体の破綻を回避
するために資本を増強することを目的としている。この種の証券には、その形式にかかわらず、複数
のリスクがある。すなわち、保険会社の実質破綻時に請求順位が下位債務/優先株と同等になるリ
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「格付記号と定義」を参照されたい。 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」ではデフォルトの定
義と、デフォルトもしくはインペアメント状態の証券に対する長期信用格付が説明されている。

11

コンティンジェント･キャピタル証券は、実質破綻時損失吸収条項付証券か、ハイ･トリガー証券のいずれかとみなされる。
ムーディーズが、実質破綻時損失吸収条項付証券ではないと判断すれば、元本削減や株式転換を伴うハイ･トリガー証
券ということになる。

12

ムーディーズのノッチングの枠組みでは、通常の劣後債務、および株式転換条項および／または元本削減条項のない
優先株を、実質破綻時損失吸収条項付証券として取り扱う。実質破綻時損失吸収条項付コンティンジェント・キャピタル
証券は、実質破綻時に株式転換または元本削減が実施され、利払い停止条項が付帯されている場合も付帯されてい
ない場合もある。
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スクや、実質破綻時よりかなり早い段階で利払い停止トリガーに抵触し、損失負担が求められるリス
クである。
ハイ・トリガー・コンティンジェント・キャピタル証券の格付を付与するにあたり、モデル・ベースのアプロー
チ 13を用いて保険会社全体の破綻やトリガー抵触につながるイベントが発生する確率、いずれかのイ
ベントが発生した場合の損失規模を捕捉する。ハイ・トリガー証券に付与された格付には、個別の特徴
に基づく分析上の判断も織り込まれており、モデルにより導出される格付結果と一致しないこともある。
利払い停止リスクがある場合、実質破綻時損失吸収条項付証券のノッチ調整に織り込まれ、ハイ・トリ
ガー証券の格付の上限を、実質破綻時損失吸収条項付証券の格付水準とすることが多い 14。
簡単に言えば、ハイ・トリガー証券のリスクの増加分は、簡単なノッチ調整によるアプローチではなく、
モデルで捕捉されるトリガー抵触までの距離を示す。ハイ・トリガー証券に考慮される重要な点は、トリ
ガー抵触時の損失規模の他に、保険会社破綻の確率と比較した証券のデフォルトリスクの増加分が
挙げられる。
両方のリスク（保険会社全体の破綻とトリガー抵触に伴うリスク増加分）を捕捉するために、ムーディ
ーズのモデルは、保険会社全体が破綻する可能性を示す保険財務格付で表される保険会社の現
在の財務力に対するムーディーズの見解と、直近の資本比率（通常、資本に対するムーディーズの
予想を考慮して調整される）を織り込み、トリガー抵触確率を決定する。モデルでは、保険会社の現
在の資本比率から、証券に損失が発生するトリガーとして設定された資本水準までの距離を考慮す
る 15。
モデルでは、保険会社全体が破綻する確率に、保険会社全体の破綻より早い段階でトリガーに抵触
する確率を加えた結果を導き、それを期間 4 年の理想化されたデフォルト率テーブルを用いて数字
付加記号付き格付スケール上にマッピングする。元本が全額削減される証券については、実質破綻
時損失吸収条項付証券の格付の上限を適用しない場合は、さらに 1 ノッチ引き下げることがある。
ハイ・トリガー証券の格付は通常、実質破綻時損失吸収条項付証券の格付が上限となる。ハイ・トリ
ガー証券の格付は、実質破綻に達する信用リスクおよび破綻前のトリガー抵触に関連した信用リスク
を織り込むため、ハイ・トリガー証券の格付が実質破綻時損失吸収条項付証券の格付を上回ること
はないからである。モデル・ベースの格付は、トリガー抵触の確率しか考慮しておらず、非累積型の利
払い停止などの他の条項にかかわるリスクを必ずしも織り込んでいない。しかし、関連する実質破綻
時損失吸収条項付証券の格付（上限となる）は、保険会社全体の破綻時の損失規模と、保険会社
全体の破綻より早い段階の利払い停止によるインペアメント事由が発生する可能性を既に織り込ん
でいる。従って、ハイ・トリガー証券を格付する際は、トリガー抵触、保険会社全体の破綻、および、そ
の他利払い停止に関連したインペアメント、というリスクの中で、事実上、最も高い信用リスクを考慮し
た格付を付与している。
付与されたハイ・トリガー証券の格付には、個別の特徴に基づく分析上の判断も織り込まれており、モ
デルにより導出される格付結果と一致しないこともある。ハイ・トリガー証券の格付に考慮されるその
他の要因を以下で説明する。

コンティンジェント・キャピタル証券に対するノッチングにおけるその他の考慮事項
保険会社に何らかの行動を促す証券の契約条項を検討することもある。例えば、低価格での株式
転換が求められるハイ・トリガー証券については、既存の株主に対する非希薄化条項が発行条件に
含まれていなければ、元本が全額削減されるハイ・トリガー証券よりも、保険会社はトリガー抵触に躊
躇するだろう。したがって、元本が全額削減されるハイ・トリガー証券の信用リスクの方が高いと考える
こともある。ある証券の契約条項以外に、保険会社固有の他の状況も考慮する場合がある。例えば、
資本の問題に対処しトリガー抵触を回避するために、新株を発行する能力や他の改善措置（負債削
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保険会社全体の破綻の外で利払い停止が生じる可能性が大きいと判断した場合、利払い停止条項が設定された全ての証
券にこのモデルを用いることもある。その場合、利払い停止トリガーに抵触する資本比率を用いてモデルを実行する。

14

本格付手法で解説した、実質破綻時損失吸収条項付証券に対するノッチング指針を適用する。格付が付与された実質
破綻時損失吸収条項付証券がない場合、保険会社が劣後債務、非累積型優先証券などの形態に相応するハイ・トリガ
ー証券を発行するにあたり、本格付手法を用いてその格付を検討、決定する。

15

ムーディーズのアプローチでは、トリガー抵触までの距離は発行時の資本比率がどのように定義されるかにより決定さ
れる。
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減や事業部門売却）を講じる能力などである。資本バッファーにどのくらい余裕があるかも考慮する
場合がある。これらの要因は保険会社の保険財務格付にも影響するものの、下位証券格付への影
響の方が大きい。

ハイ・トリガー・コンティンジェント・キャピタル証券のモデル
ハイ・トリガー・コンティンジェント・キャピタル証券（CoCo）の格付に用いられるモデルについては以下
で説明する。利払い停止条項が設定された全ての証券については、利払い停止の可能性を推定す
るためにハイ・トリガー・コンティンジェント・キャピタル証券のモデルを用いる場合もある。その他の定
量的な観点から分析するツールや利払い停止期間の予想と併せて、この分析結果から証券の格付
を導くこともある。

ハイ･トリガー証券のトリガー抵触確率のモデル化
特定の保険会社が発行したハイ・トリガー証券において、トリガー抵触は、保険会社のソルベンシー比
率が証券の目論見書に規定されている水準を下回った場合に発生したとみなされる。従って、トリガ
ー抵触の確率は、保険会社のソルベンシー比率がその水準を下回る確率に等しい。トリガー抵触の
確率を推定するにあたり、ムーディーズは、保険会社の将来のソルベンシー比率の分布が正規分布
に従うと想定する 16。これらは保険会社固有の 2 つのデータ投入値から導くことができる。
»

保険会社の予想ソルベンシー比率：これは、将来のソルベンシー比率の分布の平均である。例
示した曲線中では、これは紫色のライン（図表 4 の SCR 17150%）で表される。ここでは正規分布
を想定しているため、保険会社のソルベンシー比率がこれを上回る確率も下回る確率も 50%で
ある。平均には通常、直近のソルベンシー比率を用いるが、特に大きな変化があるとムーディー
ズが予想する場合には、資本に関する将来の見方に照らして調整することがある。

»

保険会社の保険財務格付：これは保険会社が破綻する可能性を表す。ムーディーズは、格付
に反映されているものと同じ確率を用いるため、ソルベンシー比率が、その地域の規制当局が
規制に従って保険会社に重大な措置を講じる 18水準まで低下する確率をみる。ムーディーズは、
理想化されたデフォルト率テーブルを用いて、保険財務格付に対応する破綻確率を検討し 19、
その基準を下回る領域を決定する(図表 4、エリア A)。

16

正規分布を用いることを決定する前に、ムーディーズはいくつかの別の手法を検討したが、どの手法もそれぞれに限界
がある。正規分布の使用は欠点もあるが、合理的で一貫性のある結果が得られる。正規分布において、ソルベンシー
比率が平均を超えて大きくなる正の変化が示されるが、モデル上は資本の増加分はすべて配当として支払われると想
定しているため、この点は重要ではない。また、保険会社はマイナスの影響が生じるショックに対応して、報酬カット、人
員削減、配当および下位証券の支払いの減額や停止という措置を講じると想定している。最終的には、経営陣が極端
なアップサイドやダウンサイドの資本の変化に対応する措置を講じれば、テール部分が薄い正規分布曲線になる。

17

この例では、EU 加盟国で求められる Solvency Capital Requirements ratio を用いた。この比率は、個々の保険会社の各
国基準のソルベンシー指標で置き換えられる（例：スイスの Swiss Solvency Test、米国 NAIC の RBC 比率等）。

18

保険会社に対する規制は通常、段階的な介入を認めているが、規制当局が保険会社に重大な措置を講じる基準は、
保険契約者が保険契約において損失負担を強要される水準に最も近いと考えられる（損失は保険契約に基づく支払い
の遅延を含む）。この基準は国・地域によって異なる。
国・地域
欧州連合 (Solvency II)
スイス (Swiss Solvency Test)
米国 (RBC)

19
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規制当局の介入基準
SCR の 75%
80%
会社改善計画水準（CAL）の 75%

「格付記号と定義」に掲載された期間 4 年の理想化された累積期待デフォルト率テーブルを参照する。「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。具体的には、保険財務格付より 1 ノッチ低い水準の格付に対応す
るデフォルト確率を用いる。これは保険財務格付の損失規模は証券格付より小さく、保険財務格付のデフォルト確率が
相対的に高く示されているとのムーディーズの予想を反映している。
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図表 4

保険会社のコンティンジェント･キャピタル証券のモデル化

出所： Moody’s Investors Service

エリア A の面積を計算すれば、既に検討した平均とエリア A に入る確率に対応する、分布の分散を
導くことができる。分散と平均から、保険会社固有の曲線を描く。
保険会社固有の曲線を描いた後、保険会社のソルベンシー比率が目論見書に規定された基準（この
場合、図表 4 のグリーンのライン上の 100%）未満となる確率を検討する。この線より左側のエリア A とエ
リア B の合計は、ソルベンシー比率が 100%未満となる確率、すなわちトリガー抵触確率を表す。

トリガー抵触確率をモデルから導出される格付にマッピング
トリガー抵触確率が決定したら、期間 4 年の理想化された累積期待デフォルト率テーブル 20を用い
て、モデルから導出した格付にマッピングする。モデルにより推定された格付は、ある格付水準にお
いて通常予想される損失規模を織り込み、これは株式転換や、元本の一部または一時的な削減に
伴う損失を捕捉するとムーディーズは考えている 21。
シンメトリック･レンジを用いて、コンティンジェント･キャピタル証券（CoCo）のデフォルト確率（PD）
のベンチマークをモデル化する
デフォルト確率の算出にモデルを用いる保険会社のコンティンジェント･キャピタル証券を格付するに
あたり、ムーディーズは理想化された累積期待デフォルト率テーブルを参照し、シンメトリック・レンジを
用いてデフォルト確率ベンチマークを決定する。ハイ・トリガー・コンティンジェント・キャピタル証券と同
様に、シンメトリック・レンジでは、当該格付カテゴリーに対応するデフォルトの下限は、当該格付カテ
ゴリーの理想化されたデフォルト確率とその 1 ノッチ上の格付カテゴリーの理想化されたデフォルト確
率の間の中点（正確には幾何平均）となる。同様に、デフォルトの上限は、当該格付カテゴリーの理
想化されたデフォルト確率とその 1 ノッチ下の格付カテゴリーの理想化されたデフォルト確率の間の
幾何平均として決まる。数学的には、ベンチマークの境界は対数スケール上で 50 対 50 の等しいウ
ェイトで計算される。すなわち、格付カテゴリーR の評価に適用されるベンチマークのデフォルト確率
の境界は次の算式で得られる。
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理想化された累積期待デフォルト率テーブルは、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」に掲載
されている。
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保険会社のコンティンジェント･キャピタル証券については、保険財務格付が保険会社全体の破綻時の期待損失を表す
が、当該損失は通常より小さい。そのため、保険会社のコンティンジェント･キャピタル証券のモデルでは、正規化された
デフォルト確率を反映させ、モデルへの投入値である IFSR を 1 ノッチ引き下げる（例えば、IFSR が A2 であれば、1 ノッチ
引き下げた A3 をモデルに投入する）。

クロス・セクター格付手法: 保険会社への証券格付の付与に関する格付手法

INSURANCE

[1] 格付下限デフォルト𝑅𝑅

= exp{0.5 ∙ log(理想化されたデフォルト確率𝑅𝑅−1) + 0.5 ∙ log(理想化されたデフォルト確率𝑅𝑅)}

[2] 格付上限デフォルト𝑅𝑅

= exp{0.5 ∙ log(理想化されたデフォルト確率𝑅𝑅) + 0.5 ∙ log(理想化されたデフォルト確率𝑅𝑅+1)}

ここで:

格付下限デフォルト R は、格付 R に関連付けられる理想化されたデフォルト確率の下限値を意味し、
格付 R のデフォルト確率レンジには格付下限デフォルト R を含める
格付上限デフォルト R は、格付 R に関連付けられる理想化されたデフォルト確率の上限値を意味し、
格付 R のデフォルト確率レンジには格付上限デフォルト R を含めない。
R-1 は、R の 1 ノッチ上の格付を意味する。
R+1 は、R の 1 ノッチ下の格付を意味する。
Aaa の格付下限デフォルトは 0％で、Ca の格付上限デフォルトは 100％である。これらは数式を用い
ず得られる。

モデルの入手
保険会社のコンティンジェント・キャピタル証券のモデルはムーディーズのウェブサイト（moodys.com）
の保険セクターのページから入手できる。モデルは格付分析における実際の投入値や、特定の証券
に付与する格付を決定する上で考慮する全ての追加要因を反映しているわけではない。
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INSURANCE

ムーディーズの関連出版物
クロス･セクター格付手法は通常、セクター別格付手法と併せて適用されるが、一部の状況では信用
格付を付与するベースとなることがある。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。
信用格付の過去のパフォーマンスの頑健性および予測能力については、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」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。
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