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本格付手法は、2018 年 11 月に発行された「ソブリン債の格付」を代替するもの
である。本格付手法で用いるソブリンの信用リスクを評価するための基本的なア
プローチは、2018 年 11 月発行の格付手法のアプローチを反映しているが、いく
つかの定量指標を、定量的情報を参照した定性サブ要因に置き換えた。また、
重複する指標を削除し、調整要因の透明性を高めた。ムーディーズの分析的
思考がより適切に反映されるよう一部のスコアレンジとサブ要因のウェイトを調整
した。さらに、スコアカードの指標スケールとサブ要因を細分化し、スコア体系を
変更した。読みやすさを向上させるための編集も加えた。
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はじめに
本格付手法は、ソブリンの格付結果に影響する可能性のある定性的・定量的要因を
含む、世界のソブリンの信用リスクを評価する際の基本的なアプローチを説明するもの
である。
本稿ではソブリンに用いるスコアカードについて説明する。スコアカード 1は、ほとんどの
ケースにおいてソブリンの信用プロファイルの推定に用いることができる簡潔な参照ツ
ールとなっている。スコアカードは、ソブリンに格付を付与するにあたり、通常最も重要
とされる要因をまとめたものである。スコアカードの各要因は、過去の実績や将来の予
想、あるいはその両方を用いて評価する。
信用評価における格付要因の重要性は、ソブリン・セクター内でも発行体によって大き
く異なり、特定の状況下あるいは一部の発行体にのみ重要となる要因もあるため、スコ
アカード以外で評価されるその他の格付上の考慮事項についても解説する。また、1
つ以上のクロス・セクター格付手法で説明される格付手法上の考慮事項が、ソブリン
の格付に重要となることもある 2。
そのため、スコアカードに基づく結果が実際の格付に一致しないケースがある。
本格付手法では次の順序で説明を進める。(1) 格付対象、(2) セクターの概観、(3) ソ
ブリン格付における全体的なアプローチの解説、(4) スコアカードの枠組み、(5) スコア
カード要因の考察、(6) スコアカードに十分に反映されない他の格付上の考慮事項、
(7) 発行体レベルおよび証券レベルの格付付与、(8) 格付手法の前提、(9) 限界。付
録 A ではスコアカードを用いてスコアカードの結果を導く方法を説明し、付録 B にスコ
アカード要因とサブ要因のウェイトおよび基準の一覧を掲載する。
1

ムーディーズの格付手法およびリサーチにおいて、「スコアカード」と「格付マッピング表」は同じ意味で
使われる。

2

セクターおよびクロス・セクター格付手法の一覧へのリンクは「ムーディーズの関連出版物」のセクショ
ンに掲載されている。
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格付対象
本格付手法はソブリン政府にグローバルに適用される 3。ソブリンは一国の最高位の政府であり、本
稿ではソブリンを中央政府とも呼ぶ。
中央銀行の格付にも本格付手法を用いる。

セクターの概観
ソブリン債は、政府事業の資金調達に用いられる。大部分の国が長期債、中期債、短期債を組み
合わせて発行しており、債務構造は資本市場の厚み、市場環境、政府方針に基づいて決まる。世
界のほとんどの債券市場では、中央政府が最大の借り手となっており、その信用力が他の債務発行
体の信用力のベンチマークとなる。
ソブリンは債務発行を含む行政権を有する。ソブリンはいくつかの特徴により他の債務者と区別され
る。そのような特徴として次が挙げられる。（1）既存債務返済のため歳出削減あるいは増税を行うこ
とができる、（2）債務再編を強制できる、より高位の権限を持つ機関が存在しない、（3）デフォルト事
由発生後もソブリンは高い確率で存続する、つまり国が消滅することはほとんどない。

ソブリン格付に対する全体的なアプローチ
本格付手法のスコアカードは、経済力、制度・ガバナンスの頑健性、財政状況、イベント・リスクに対
する感応性の 4 つの格付要因から構成される。いくつかの要因はサブ要因、指標およびサブ・サブ
要因から構成される。
スコアカードは発行体格付に用いられる。スコアカードの結果は数字付加記号付き格付スケール上
の 3 ノッチのレンジで表される。付与格付は、21 段階からなる格付スケール上に示され、この 3 ノッ
チのレンジ内に収まることが多いが、そうでない場合もある。
図表 1

ソブリン格付に対する全体的なアプローチ

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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ムーディーズは、当該国に居住する発行体またはキャッシュフローが主に国内資産または国内居住者から創出される
証券化案件への格付付与を容易にするため、債券および他の債務の格付に自国通貨建ておよび外貨建てカントリー・
シーリングを設定することもある。シーリングに関する詳細な説明は、債券および他の債務の自国通貨建ておよび外貨
建てカントリー・シーリングを設定するためのムーディーズのアプローチを説明したクロス・セクター格付手法を参照され
たい。クロス・セクター格付手法の一覧および「格付記号と定義」へのリンクは、「ムーディーズの関連出版物」のセクショ
ンに掲載されている。
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スコアカードの枠組み
本格付手法のスコアカードは 4 つの格付要因から構成され、それら 4 要因は複数のサブ要因で構
成される。
図表 2

ソブリン債格付のスコアカード概要
格付要因

格付要因：
経済力

サブ要因の
ウェイト

サブ要因

平均実質 GDP 成長率 t-4 から t+5

25%

実質 GDP 成長率のボラティリティ t-9 から t

10%

30%

名目 GDP（10 億米ドル）t

30%

35%

一人当たり GDP（購買力平価換算実質ドル）t

35%

成長力

35%

経済規模
国民所得
要因スコアの調整

0- 9 ノッチ
40%

制度の質
格付要因：
制度・ガバナン
政策の有効性
スの頑健性

60%

要因スコアの調整

指標/サブ・サブ要因の
ウェイト

指標/サブ・サブ要因

その他
立法・行政機関の質

20%

市民社会・司法制度の頑健性

20%

財政政策の有効性

30%

金融・マクロ経済政策の有効性

30%

0- 3 ノッチ

政府のデフォルト履歴と支払遅延の実績

0- 3 ノッチ

その他

債務水準

50%1

債務負担能力

50%1

格付要因：
財政状況

一般政府債務/GDP t

25%

一般政府債務/歳入 t

25%

一般政府利払い/歳入 t

25%

一般政府利払い/GDP t

25%

債務動向 t-4 から t+1
要因スコアの調整

0- 6 ノッチ

外貨建て一般政府債務/一般政府債務 t
他の公的部門の非金融セクター債務 / GDP t
公的部門の金融資産とソブリン・ウェルス・ファンド/ 一般政府債務 t

0 - 3 ノッチ
政治リスク
政府の流動性リスク
格付要因：
イベント・リスク
銀行セクター・リスク
に対する
感応性
対外脆弱性リスク
要因スコアの調整

その他

最小関数

2

国内政治リスク・地政学的リスク

最小関数

2

資金調達能力
0- 2 スコア・カテゴリー

最小関数 2

国内銀行の総資産/GDP t
0 - 2 スコア・カテゴリー

最小関数

2

サブ要因スコアの調整：高いリファイナンス・リスク

銀行セクターのクレジットイベント (BSCE) のリスク
サブ要因スコアの調整

対外脆弱性リスク
0- 2 スコア・カテゴリー

サブ要因スコアの調整

0- -2 スコア

1

異なるウェイトを適用するケースの詳細については、本格付手法の「財政状況」のセクションにある「準備通貨国と HIPC/IDA 国の取り扱い」を参照。

2.

「政治リスク」、「政府の流動性リスク」、「銀行セクター・リスク」、「対外脆弱性リスク」を総合したリスクは最小関数に従う。すなわち、一つの分野でリスクが高まったと評価されれ
ば、当該国のイベント・リスクに対する全体的な感応性は、リスクの高まった分野のリスク・レベルでスコア付けされる。

出所: Moody’s Investors Service

スコアカード指標に十分に反映されない可能性のある考慮事項や、特定の発行体に対しスコアカー
ドから導出されるものとは異なる影響を与える考慮事項を織り込むため、特定の要因またはサブ要
因を調整することがある。スコアカードではソブリンの信用プロファイルの細かい差異を捕捉できない
可能性があるため、調整後スコアには追加的な分析判断を織り込む。「スコアカード要因の説明」で
一般的な調整要因を説明する。ムーディーズは、これらの要因を考慮し、一部のケースではソブリン
全体に大きな影響を与え得る他の要因も考慮して、調整後要因スコアあるいは調整後サブ要因スコ
アを決定する。調整要因のいくつかは相互に関係しているが、要因スコアまたはサブ要因スコアを俯
瞰することにより、重複して織り込むことを回避する。
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スコアカード要因の考察
本セクションでは、スコアカード要因あるいはサブ要因のスコアを決定する一般的なアプローチを説明
し、これらのサブ要因が信用力の指標として重要な理由を説明する。

格付要因：経済力
この要因を重視する根拠
国の本質的な経済力は、ショックに対するソブリンの耐性を示す重要な指標である。ソブリンが中期
的に十分な歳入を確保して債務を返済する能力は、経済成長と繁栄、すなわち国富を維持するこ
とができるかどうかに左右される。
経済力の弱さは、突然で深刻なものにせよ、緩やかで長期的なものにせよ、過去のソブリンのデフォ
ルトを決定づける要因となってきた。交易条件に対する甚大なショック、あるいは輸出収入の減少に
つながる緩やかな悪化に起因する国際競争力の低下もデフォルト・リスクの指標である。経済が大規
模で多様化し、柔軟性を持つ国は、経済が小規模で一部分野に偏り、柔軟性に欠ける国に比べ、
経済ショックに対しはるかに高い耐性を持つ。
一般的に過去のデフォルトは深刻かつ持続的な経済ストレスを背景として発生している。これは、負
のショックや深刻かつ長期的な景気後退の発生時にデフォルトの可能性を低減する上で、ソブリンの
経済力が重要であることを浮き彫りにしている。
この格付要因は以下の 3 つのサブ要因から構成される。

成長力
経済成長率が低い、あるいは変動性が高い状況が数年にわたり持続した場合、債務返済が困難に
なり、高水準の債務を維持できなくなる可能性がある。長期にわたる低成長は通常、成長を制約す
る国内外の構造的要因の解決が困難なことを示している。経済・財政改革は、長期的な経済成長と
財政再建のために短期的な経済コストを発生させることが多いため、低成長が長期化すれば、経
済・財政改革の自由度が狭められる可能性がある。その一方で、堅調な経済成長を維持しているソ
ブリンは一般に、クレジット・ポジティブな改革を実行し、強固な財政を維持して債務を比較的高い水
準で管理し、あるいは国内外のショックを要因として上昇した債務比率を低下させる能力が高い。ま
た、成長率の変動性の高さは、富の創出と競争力を弱め、ショックに対する経済の耐性と、安定的で
予見可能な政策を推進する政府の能力を低下させる。

経済規模
経済規模は、経済の多様性と複雑性を示す重要な指標であり、ショックに対する経済の耐性、ひい
ては安定した歳入を確保して債務を返済するソブリンの能力に大きく影響する。例えば、競争力は高
いが少数のセクターにエクスポージャーが集中する非常に小規模な国は、急激な経済環境の変化
の影響を受けやすく、それによって自国経済から歳入を確保するソブリンの能力、ひいては信用力が
低下する。経済の規模が大きく多様化した国は、一般的にショックに対する耐性が高い。これは、安
定した歳入を確保して既存債務を返済する政府の能力が高いことを示唆する。

国民所得
人口比でみた経済算出量は、歳入を確保するソブリンの能力を示すもう一つの指標である。一人当
たり国民所得は購買力平価ベースの所得で測定する。購買力平価ベースの所得を用いるのは、一
人当たり国民所得に関連付けられる購買力の水準を異なる国や通貨間でより適切に比較できるか
らである。一般に、所得水準の高さはデフォルト・リスクの低さと密接に相関している。通常、所得水
準が高ければ、経済ショックあるいは財政ショックを吸収する能力も高いことが示唆される。国民所
得は、経済の基礎的競争力（労働力と資本の利用可能性と質など）を含むソブリンの経済力を示す
他の特徴の指標にもなる。
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サブ要因の評価方法 - 成長力
平均実質 GDP 成長率：

10 年間の実質国内総生産（GDP）成長率の平均（最近 5 年の実質 GDP 成長率およびそれに続く 5
年の実質 GDP 成長率のムーディーズ予想の平均）に基づき、平均実質 GDP 成長率を算出または
推定する。
実質 GDP 成長率のボラティリティ：

最近 10 年の実質 GDP 成長率の標準偏差に基づき実質 GDP 成長率の変動性を算出または推定
する。
サブ要因の評価方法 - 経済規模
名目 GDP：

直近の名目 GDP（市場為替相場で米ドルに換算）を用いる。
サブ要因の評価方法 - 国民所得
一人当たり GDP：

直近の年末時点の推定一人当たり GDP（購買力平価ベース、国際米ドル）を用いる。相対物価水
準を推定できない国については、物価水準調整前の一人当たり GDP を用いる。
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格付要因

経済力
サブ要因

指標の
ウェイト

指標
平均実質 GDP
成長率 t-4 から

aaa

aa1

aa2

aa3

25%

≥ 5.7

5.3 5.7

4.9 5.3

4.4 4.9

4 - 4.4

10%

≤ 1.4

1.4 1.46

1.46 1.53

1.53 1.62

750 1,000

600 750

450 600

*1
t+5

成長力

実質 GDP 成
長率(%)のボ
ラティリティ t9 から t

a1

a2

a3

baa1

baa2

3.7 - 4

3.3 3.7

3 - 3.3

2.6 - 3

1.62 1.72

1.72 1.83

1.83 1.96

1.96 2.10

2.10 2.26

330 450

250 330

190 250

140 190

100 140

baa3

ba1

ba2

ba3

b1

b2

2.3 2.6

2 - 2.3

1.8 - 2

2.26 2.42

2.42 2.61

2.61 2.80

2.80 3.01

3.01 3.23

3.23 3.47

45 - 60

35 - 45

26 - 35

42,000
37,000 - 32,000 - 27,500 - 24,500 - 21,000 - 19,000 - 16,000 - 14,000 - 12,000 - 10,750 - 9,500 42,000 37,000 32,000 27,500 24,500 21,000 19,000 16,000 14,000 12,000 10,750
48,000

8,000 9,500

b3

caa1

caa2

caa3

ca

0.7 0.9

0.5 0.7

0.3 0.5

< 0.3

3.47 3.71

3.71 3.98

3.98 4.25

4.25 4.54

> 4.54

20 - 26

15 - 20

10 - 15

8 - 10

6-8

<6

7,000 8,000

6,200 7,000

5,500 6,200

4,700 5,500

4,100 4,700

< 4,100

1.6 - 1.8 1.3 - 1.6 1.1 - 1.3 0.9 - 1.1

*2

経済
規模

名目 GDP
（10 億米ド
ル）t *3

30%

≥ 1,000

国民
所得

一人当たり
GDP（購買
力平価ベー
ス、国際米
ドル）t *4

35%

≥ 48,000

80 - 100 60 - 80

*1

aaa のエンドポイントは 15%である。15%以上の値は数値スコア 0.5 に相当する。ca のエンドポイントは 0%である。0%以下の値は数値スコア 20.5 に相当する。

*2

aaa のエンドポイントは 0 である。0 の値は数値スコア 0.5 に相当する。ca のエンドポイントは 40 である。40 以下の値は数値スコア 20.5 に相当する。

*3

aaa のエンドポイントは 25 兆米ドルである。25 兆米ドル以上の値は数値スコア 0.5 に相当する。ca のエンドポイントは 10 億米ドルである。10 億米ドル以下の値は数値スコア 20.5 に相当する。

*4

aaa のエンドポイントは 10 万米ドルである。10 万米ドル以上の値は数値スコア 0.5 に相当する。ca のエンドポイントは 1,000 米ドルである。1,000 米ドル以下の値は数値スコア 20.5 に相当する。

出所: Moody’s Investors Service
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経済力の要因スコアの調整
スコアカードの主要指標が経済力の相対的な強さまたは弱さを適切に反映していないとムーディー
ズが判断した場合、経済力の要因スコアを調整する可能性がある。経済力の要因スコアの調整は、
経済の（1）柔軟性、（2）多様性、（3）生産性、（4）労働力供給における課題に関するムーディーズの
見解を反映することが多い。ムーディーズはこれらを中期的成長率の水準と変動性に影響を与える
重要な要因とみている。また、経済力の要因スコアの評価に関する他の考慮事項も反映する場合
がある。スコアは上方または下方に調整され、調整幅は合計 9 ノッチを上限とする。複数の考慮事
項があっても、それらを総合して 1 度の調整を行う。
一般に、調整対象は規模が極端に大きい国か小さい国、極端に富裕な国か貧しい国のどちらかにな
る可能性が高い。例えば、経済の規模に比して柔軟性または多様性が非常に高く、したがって、経
済規模だけでは経済の耐性が過小評価されるとムーディーズが考える場合は、経済力の評価を上
方に調整することがある。この調整が行われるのは一般に小規模な経済に限られる。大規模な経済
の柔軟性と多様性は通常、主要指標に十分に反映されるからである。逆に、市況商品セクターへの
集中度が高い高成長国に対し、経済力のスコアを下方調整する場合がある。これは、標準的な定
量指標では、単一の要因（この場合は当該市況商品市場）から生じるショックに対する経済の耐性
が過大評価される可能性があるためである。
経済の柔軟性、多様性、生産性、労働力供給における課題、あるいは他の経済に関する考慮事項
に関連した調整が必要かどうかを評価する際に、下に例示するグローバルな関連指標を用いる。た
だし、関連性を持ち、グローバルに入手可能な指標は今後変わる可能性がある。他国との比較も評
価に織り込まれる。例えば、2 つの国の主要指標は経済力が似通った水準にあることを示しているが、
他の指標と分析結果は経済ファンダメンタルズが大きく異なることを示している場合、2 つの国の評
価に差をつける。
柔軟性：

経済が柔軟性を持つ国は一般に、ショックに対する適応性が高いため、持続的な成長を維持し、長
期的な経済の繁栄を促進することができる。
例えば、労働力市場や製品市場の柔軟性は、市場環境の変化に対する経済の調整能力を評価す
るための情報を提供する。全体の需給バランスを円滑にとることができる労働市場は、最も効率性の
高いセクターに労働力を再配分することにより、雇用の悪化に上手く対応できる。雇用条件（労働時
間、賃金、雇用・解雇慣行など）の柔軟性の向上に向けた法制または規制の変更は、プラスに評価
される可能性がある。
賃金がどの程度団体交渉あるいは個別交渉で決まるかも、市場環境の変化に対するコスト構造の
適応能力に影響し得る。代替可能な技能の開発により高い代替性を有する労働市場も、一般に柔
軟性が高いとみなされる。国の生産構造と資源配分の柔軟性は、競争的な製品市場を支える条件
に反映され、商品とサービスの効率的な取引を確実にし、変化に対する経済の適応能力を高める。
高度に発達し厚みのある金融市場は、セクター間の資源再配分、ひいては経済の柔軟性を支えるこ
とができる。
柔軟性の評価では通常、世界経済フォーラム（WEF）の国際競争力指数（GCI）等を考慮する。これ
には、労働市場と製品市場の効率性指標や WEF の金融市場の発展度指数が含まれる。
多様性：

経済の規模に比して多様性が非常に高いため、経済規模だけでは経済の耐性が過小評価されると
ムーディーズが考える場合は、経済力の要因スコアを上方に調整することがある。さらに、高所得国
のサプライチェーンまたは市場との統合度が高い国や、複雑性が高く、したがって付加価値が高い
貿易構造を持つ国は、他の条件が等しければ、自国製品またはサービスの需要や価格の変動の影
響を受けにくいとみられる。
これとは逆に、GDP 比でみて単一の財・サービスへの依存度が高い場合には、下方調整の対象とな
る可能性がある。例えば、国際連合貿易開発会議（UNCTAD）の製品輸出多様性指数（Products
Exports Diversification Index）に示される、輸出の少数品目への集中度が特に高い国は、それらの
製品の需要低下の影響を受けやすい。こうしたケースは、経済成長や歳入を 1 つの市況商品（ある
いは相関性の高い複数の市況商品）の生産と輸出に大きく依存している国にあてはまる。そのような
市況商品の需要に対する突発的だがある程度予見可能なショックから影響を受けるということは、経
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済の耐性の低さを示唆すると考えられる。ある国が多様な市況商品を生産しており、それらの価格
動向および国際的な需要動向の相関が低い場合は、市況商品への高い集中度に伴うリスクが低下
する。
ムーディーズは通常、ある国の輸出の半分以上を市況商品が占め、かつ、輸出が GDP の 4 分の 1
以上を占める場合、市況商品への依存度が高いと判断する。調整前の経済力の要因スコアが非常
に低い場合、通常は集中度の高さが主要指標に既に反映されていると考え、市況商品への集中に
基づく下方調整は適用しない。
多様性の評価では通常、UNCTAD の製品輸出多様性指数等の輸出構造の多様性を示す幅広い
指標や、高所得国への財輸出に関する世界開発指標（WDI）、経済複雑性観測所が作成する経済
複雑性指標（Economic Complexity Index）等の輸出品の付加価値の高さや価格感応性を示す指標
を考慮する。
サービスについては通常、主要サービス・カテゴリーの GDP への寄与度および国内の他セクターとの
関係を評価する。例えば、経済がサービス・セクター（例：観光サービス、金融サービス）に大きく依
存する国は、通常この要因に低いスコアが付与される。逆に、多様なサービスを提供する国は、負の
ショックへの耐性が高く、この要因に高いスコアが付与される。
非常に埋蔵量の多い未開発の天然資源の恩恵を受けるといった稀なケースでは、経済力の評価を
上方調整する可能性がある。あるいは、本来であれば非常に高い集中度を考慮した下方調整が行
われるところだが、この点を考慮することにより下方調整が相殺される可能性がある。埋蔵量が多く、
容易かつ低コストで得られる天然資源を有するソブリンは、生産量の調整により価格ショックを緩和
することができ、経済成長を長期にわたり維持できる可能性がある。
より遠い将来において未確認埋蔵量がどの程度成長を支えるか、また、必要な場合にソブリンがそ
れを収益化できるかどうかは、必然的に不確実であるため、本来であれば非常に高い集中度を要因
として行われる下方調整がこれにより相殺されるとしても、その幅は通常、2 ノッチが上限となる。ただ
し、確認石油・ガス埋蔵量の可採年数が 50 年以上とみられる場合、あるいは他の市況商品の確認
埋蔵量が持続可能なベースで将来にわたり世界の生産者の中で上位 15 パーセンタイルに含まれ、
生産コストのランクが世界の生産者の中で下位 10 分位に含まれるか、それに極めて近い場合、本
来であれば経済の市況商品への過大な集中を要因として行われる下方調整が完全に相殺される
可能性がある。
生産性：

経済の生産性は、労働力や資本といった生産要素をどれだけ効率的に用いて一定の産出量を生み
出すかを反映するもので、競争力の主要な源泉であり、富の創出の促進に寄与する。生産性が低い、
あるいは低下している国では、富の創出量が相対的に少なく、長期成長見通しが低下するリスクが
高いことが多い。スコアカード指標では基礎的な生産性が過小または過大に評価されるとムーディー
ズが判断した場合、経済力の要因スコアを上方または下方に調整する。
持続的に生産性を向上させる要因は多数あり、イノベーション、十分なインフラ、有益な経済・社会
政策の組み合わせが挙げられる。新たな技術を導入する能力は、一定の労働力で国の産出水準を
引き上げることにより生産性を支える。貧弱なインフラは、財・サービスの輸送・送達、通信網を通じ
た情報の自由な流れ、電力・エネルギー供給の確実性を阻害し、経済が有効に機能することを妨げ
る。労働者の技能・教育への投資などの経済・社会政策は、国の生産性の維持あるいは向上に寄
与し得る。
生産性の評価では通常、WEF のインフラ、イノベーション、高等教育・訓練の指標に加えて、一人当
たり実質 GDP 成長率の 10 年の平均に基づく生産性の長期的変化の予想を考慮する。
労働供給における課題：

多数の国で、人口動態の変化と労働供給量の動向が労働力の規模と構成を圧迫している。例えば、
生産年齢人口の増加ペース減速あるいは減少は、労働投入量を制約し、長期的な成長を下押しす
る。同様に、労働力の高齢化は、技術的な解決策や能力育成による支えがなければ、労働生産性
にマイナスの影響を与え得る。逆に、移民の増加や女性の労働参加率の上昇は、長期的に労働力
の増加と適応性を支える。
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これらの考慮事項は長期的な性質のものであるが、ソブリンが持続的に経済を成長させ、経済的繁
栄を推進できるかどうかを評価する上で通常重要な要因である。
上述した労働市場の課題の深刻化が予想される場合、これらの長期的考慮事項がスコアカード指標
に適切に反映されない可能性を織り込むため、経済力の要因スコアを下方調整する可能性がある。
労働供給量の課題を評価するにあたり、今後 10 年の国の生産年齢人口の過去 10 年比での増加
予想、ならびに人口高齢化の度合いを測定または推定する指標を考慮する場合がある。
その他：

例外的なケースでは、他の考慮事項に基づいて、経済力の要因スコアを上方または下方に調整す
る場合がある。他の考慮事項として次が挙げられる。
»

スコアカード指標は一見良好だが、過度な信用拡大がみられるため、指標の維持が不可能であ
ることが示唆される場合、要因スコアの下方調整を検討する可能性がある。信用拡大がどの程
度過剰で持続不可能かを評価するため、通常、信用拡大の絶対的な水準、信用拡大ペース
が長期トレンドの予想から大幅に乖離しているかどうか、あるいは長期的に名目 GDP 成長率をど
の程度上回るかを考慮する。また、GDP 比でみた国内信用の規模に基づき、予想される信用
拡大・縮小サイクルの振れの大きさを評価する。ある国が維持できる債務水準は、富の水準と
結びついているが、一般に国内信用の GDP 比が高いほど、信用拡大・収縮サイクルの波が増
幅される可能性がある。資産価格の過度な上昇がみられるかどうかも考慮する場合がある。資
産価格の過度な上昇は、持続不可能な与信増加につながる可能性がある。さらに、与信がどの
程度過剰に拡大しているかを評価するための情報として、全体の与信拡大の他に、借入規模の
大きいセクターを考慮する場合がある。通常、過度の与信拡大を抑制する、あるいはその影響
を緩和するマクロプルーデンスの枠組みがあるかどうかを考慮する。

»

また、経済が（ポジティブな方向またはネガティブな方向への）構造的な変化の途上にあり、過
去の指標ではそれを捕捉できない場合にも、要因スコアを調整することがある。例えば、市況商
品に依存する経済は、天然資源が枯渇すれば重大な構造的変化を経験する可能性がある。
逆の例として、経済の多様化の促進を目指す政策があれば、よりバランスのとれた持続可能な
成長が見込まれる。通常、ある程度の構造的変化はほとんどの国で持続的に発生しているため、
深く根差した変化と考えられる場合のみ、将来を見通したベースで要因スコアを調整する。

»

もう一つの例を挙げると、国民所得が極端に高い、あるいは低い場合、主要指標はソブリンの経
済力を他国比で過小または過大に評価しており、国内外のショックを吸収するソブリンの能力が
大幅に低いまたは高いことを示すと考える可能性がある。例えば、オフショアセンターとして機能
する小規模な国が報告する一人当たり所得は、実際にショック吸収に使える水準より高い可能
性がある。その場合、ムーディーズは経済力の要因スコアを、主要指標やスコアカード上の他の
調整によって示唆されるスコアから上方または下方に調整することがある。

»

最後の例は、気候変動へのエクスポージャーが特に大きいソブリンに関するものである。大規模
自然災害の頻繁な発生による経済損失と所得の変動は、予見可能性がある場合、将来の見
通しに基づくスコアカード指標に概ね織り込まれるが、定性的に評価される場合もある。

要因：制度・ガバナンスの頑健性
この要因を重視する根拠
制度・ガバナンスの頑健性は、投資家にとって重要な法制・規制環境の予見可能性と安定性に影
響するため、ソブリンの信用力を左右する重要な要因である。制度とガバナンスは政府の債務返済
の意思を明確に示す指標である。制度とガバナンスは、成長、社会経済的安定性、財政の持続可
能性を支える経済・財政・金融政策を策定・実行するソブリンの能力と意思に影響を与え、これらは
債権者の利益の長期的な保護に通じる。
ムーディーズによる制度・ガバナンスの枠組みの定義は幅広く、大まかに言えば、規則・規範の制定
と執行および政策決定プロセスに参加する政府とそれ以外のすべての当事者を含む。政策や他の
公的措置を精査し、フィードバックを提供するチェック・アンド・バランスも、国の制度・ガバナンスの枠
組みの一部である。
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制度の弱さとソブリンのデフォルトとの間には明白なつながりがある。政府の債務返済の意思の低下
もその一因であるが、制度の弱さが経済成長における構造的な課題やソブリンの支払能力に影響す
る多額の債務残高といった他のクレジット要因の弱さを増長することも一因である。
この格付要因は以下の 2 つのサブ要因から構成される。

制度の質
ソブリンの制度の質の中核をなすのは、（1）立法・行政機関の質、および（2）市民社会と司法制度の
頑健性である。
透明性が高く、予見可能で強固な立法・行政機関は、ソブリンの信用プロファイルの強さを決定する
重要な要因である。立法府と行政府が脆弱で、法律、規則および社会規範の制定と執行が予測不
可能、不透明かつ不確実であれば、それに応じてソブリン債の投資家の立場はより不確実になり、信
用リスクは高まる。こうした環境では行政・立法能力が低下しがちで、経済成長、政府債務および投
資家の信認に長期的にマイナスの影響を与える。
司法制度、より広義には市民社会の頑健性も、立法府の議員あるいは行政官に対する抑制として
作用し得るため、重要である。これらが法の支配の強化、汚職の抑制、規範の強化を通じて、通常
は債権者の利益を保護し、有効な政策立案を支える。
ガバナンスの施行環境が全体に弱い場合、ガバナンス制度の有効性が低く、法の支配と社会規範
の順守が不確実であることが多く、それによって当該国の債務返済に関する行動様式を含む事業
環境が全般に悪化する。

政策の有効性
経済力および財政状況を強化する政策を策定・実施する国の機関の意思と能力は、ソブリンの信用
プロファイルの重要な側面である。
政策の安定性あるいは政策を法制化する能力が低いソブリンは一般に、経済が低迷し、変化やショ
ックに対応することが困難である。これは、あらゆる発展段階において政治経済に関連する考慮事
項である。例えば、立法・行政機関の質を十分に確立していない新興経済国は、複数年にわたる経
済・社会計画の策定と実施や、より一般的には潜在的成長力を引き出すことが困難になる可能性が
ある。
同様に先進国でも、コンセンサスの欠如、社会経済政策の策定をめぐる不安定性、あるいは立法手
続きの複雑性や硬直性から生じる可能性のある改革の停滞が、競争力の低下や他の構造的課題
への対応能力を低下させる可能性がある。
政策の有効性の評価では、2 つの中核的要因である（1）財政政策の有効性、および（2）金融・マクロ
政策の有効性に重点を置く。
有効な財政政策は、債務の持続可能性を中期的に支え、景気拡大期に財政余力を生み出すこと
により、必然的に到来する循環的な景気後退、偶発債務の発生、あるいは他の予見可能な財政問
題に、政府の信用力を恒久的に毀損することなく対処することを可能にする。信用力を支える財政
政策を長期的に維持する能力も、投資家の信認を支え、それによって債務負担能力が強化される。
政府が社会経済的役割を果たすため、あるいは経済をショックから保護するために十分な財政力を
持たないことを示す兆候があれば、景況感が悪化し、投資が減少する可能性があるため、投資家は
一般に公的債務の持続可能性を重視する。
強固な金融・マクロ経済政策によりマクロ経済の不均衡を予防し、是正することは、持続可能な経済
成長を長期的に支えるために重要である。先進経済国でもマクロ経済の不均衡が拡大することがあ
り、それが長期的に競争力を低下させ、社会の一体性を弱める可能性がある。そうした不均衡は、
経済の発展段階や国の経済モデルの基礎的特徴に応じて様々な形態をとり得る。例えば、高インフ
レ率、変動しやすい為替水準と投資流入、高水準の経常収支赤字、持続不可能な対外債務、資
産価格バブルなどである。
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サブ要因の評価方法 - 制度の質
立法・行政機関の質

立法および行政のレベルで観察される公的措置の質に基づき、このサブ要因を定性的に評価する。
ただし、いくつかの定量指数に基づいて定性評価を行う。通常、評価において第一に考慮するのが、
規制の質と政府の有効性に関する世界ガバナンス指標（WGI）である。これらの投入値以外に、政
府と行政の効率性、制度面の能力の制約（非常に規模の小さい国でよくみられる）、データ報告、政
策を法制化する能力、独立機関が政策決定に関して発言力を有するかどうか、といった他の考慮事
項についての予想を評価に織り込む。
行政の役割は政府の政策立案・実行のカギを握るため、行政の質も政府の措置の有効性に対する
ムーディーズの見解に影響を与える。公的部門の人員不足や能力の低さは、一般に政府の有効性
の制約要因となる。同様に、頻度が低く限定的なデータ報告や、データの大幅な修正は、制度面の
弱さを示すものである。
非常に小規模な国は、人的資源および財源の制約が大きいため、通常、立法・行政レベルでの政
策立案および実行能力が制約される。そのため、通常はこの要因について、非常に小規模なソブリ
ンに最も高いスコアを付与することはない。
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格付要因

制度・ガバナンスの頑健性
サブ要因

サブ・サブ要因

制度の質

立法・行政機関の質

サブ・サブ要因の
ウェイト
20%

aaa

aa

a

baa

ba

b

caa

ca

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常 1.5 を上回る。

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常 1.5 から 1.0 の間
にある。

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常 1.0 から 0.5 の間
にある。

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常 0.5 から 0.0 の
間にある。

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常-0.5 から 0.0 の
間にある。

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常-1.0 から - 0.5 の
間にある。

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常-1.5 から-1.0 の
間にある。

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常-1.5 を下回る。

概して専門性を持ち有
能な行政機関が政策の
法制化と実施を支える
が、国の規模を要因とし
て、一部の分野で技能
不足や能力の制約に直
面する可能性がある。

概して専門性を持ち有
能な行政機関が政策の
法制化と実施を支える
が、国の希望を要因とし
て、一部の分野で技能
不足や能力の制約に直
面する可能性がある。

行政機関は能力が高く
資格を持つ専門家を中
核要員として擁するが、
交代要員は豊富ではな
い。そのため、政策の立
案・実行の支援が困難
な場合がある。

行政機関は能力が高く
資格を持つ専門家を中
核要員として擁するが、
交代要員は豊富ではな
い。そのため、政策の立
案・実行の支援が困難
な場合がある。

行政機関が政策の立
案・実行を支援すること
が困難な場合が多い。
政府の支払いが延滞し
ている。

行政機関が政策の立
案・実行を支援すること
が困難な場合が多い。
政府の支払いが延滞し
ている。

これらの機関は財政・経
済の安定性を維持しつ
つショックを吸収できる
が、状況の変化への対
応が遅れる、あるいは暫
定的なものになる可能
性がある。

これらの機関は財政・経
済の安定性を維持しつ
つショックを吸収できる
が、状況の変化への対
応が遅れる、あるいは暫
定的なものになる可能
性がある。

これらの機関は一般に、
財政・経済の安定性を
維持しつつショックに対
応することが困難で、状
況の変化への対応が遅
れる、あるいは暫定的な
ものになる。

これらの機関は状況の
変化に対応することが
困難で、社会、財政およ
び/または経済を不安定
にすることなくショックを
吸収する能力がほとん
ど、あるいは全くない。

立法は、高度に発達し、
透明性が高く予見可能
な憲法の枠組みの下で
行われる。

立法は、概ね透明性が
高く予見可能な憲法の
枠組みの下で行われ
る。

立法は、概ね透明性が
高く予見可能な憲法の
枠組みの下で行われ
る。

これらの機関は一般に、
財政・経済の安定性を
維持しつつショックに対
応することが困難で、状
況の変化への対応が遅
れる、あるいは暫定的な 立法は、いくらか不透明
ものになる。
で予見可能性の低い憲
立法は、いくらか不透明 法の枠組みの下で行わ
で予見可能性の低い憲 れる。
法の枠組みの下で行わ 主要財政・経済指標の
れる。
データ報告は通常 1 年

これらの機関は状況の
変化に対応することが
困難で、社会、財政およ
び/または経済を不安定
にすることなくショックを
吸収する能力がほとん
ど、あるいは全くない。

データ報告はおおむね
包括的であるが、タイム
リーに公表されないこと
や、大幅に修正されるこ
とがある。

データ報告はおおむね
包括的であるが、タイム
リーに公表されないこと
や、大幅に修正されるこ
とがある。

財政委員会等の政治的
独立性を持つ政府機関
が政策立案過程で強い
発言力を持つ。

財政委員会等の政治的
独立性を持つ政府機関
が政策立案過程で意見
を提供する。

データ報告は体系的だ
が包括的でなく、大幅な
遅れや修正が生じる可
能性がある。データの信
頼性について頻繁に疑
義が生じる可能性があ
る。下位の政府（地域・
地方政府、社会保障）の
財政データは公表され
ない。

データ報告は体系的だ
が、包括的でなく、大幅
な遅れや修正が生じる
可能性がある。データの
信頼性について頻繁に
疑義が生じる可能性が
ある。下位の政府（地
域・地方政府、社会保
障）の財政データは公表
されない。

財政委員会等の政治的
独立性を持つ政府機関
が政策立案過程で意見
を提供する。

政治的独立性を持つ機
関が政策立案において
実質的な発言力を持た
ない。

高い専門性、十分な人
員と極めて豊富な交代
要員を有する能力の高
い行政機関が政策の法
制化と実施を支える。
これらの機関は状況の
変化に柔軟に対応して
きた実績があり、財政・
経済の安定性を維持し
ながらショックを吸収す
ることができる。
立法は、高度に発達し、
透明性が高く予見可能
な憲法の枠組みの下で
行われる。
一貫した包括的なデー
タ・セットが政府の全レ
ベル（中央政府、地域・
地方政府、社会保障）で
タイムリーに公表され
る。
財政委員会等の政治的
独立性を持つ政府機関
が政策立案過程で強い
発言力を持つ。

に 1 度で、一貫性に欠
けることがある。あるい
は、データ収集・報告手
続きの過程における政
治的影響により、データ
の収集と提供がマイナ
スの影響を受ける。
政治的独立性を持つ機
関が政策立案において
実質的な発言力を持た
ない。

立法は、不透明で予見
不可能な法的枠組みの
下で行われる。
主要財政・経済指標の
データ報告は通常 1 年
に 1 度で、一貫性に欠
けることがある。あるい
は、データ収集・報告手
続きの過程における政
治的影響により、データ
の収集と提供がマイナ
スの影響を受ける。

行政機関はいくつかの
主要分野で専門的スキ
ルに欠け、職務を遂行
できないことが多い。債
権者への支払いの意思
が弱く、政府の支払い延
滞が多額に上る。
これらの機関は国家の
日常的な管理業務や国
民の基本的な経済的要
求や社会保障の必要性
にさえ対応できない。
立法は、不透明で予見
不可能な法的枠組みの
下で行われる。
主要なデータ・セットが
欠けており、信頼性が低
い。
政策立案に参加する政
治的独立性を持つ機関
は存在しない。

政策立案に参加する政
治的独立性を持つ機関
は存在しない。

出所: Moody’s Investors Service
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サブ要因の評価方法 - 制度の質
市民社会と司法制度の頑健性：

政治形態ではなく、政治制度が生み出す結果、すなわち政府の総体的な信用力と債券保有者の
利益を支えるような方法で、法律と規範を順守し施行するソブリンの能力と意思に重点を置いて評
価する。
このサブ要因は、主に司法制度や市民社会制度の役割を含むソブリンの法の支配の頑健性に基づ
いて、定性的に評価する。ただし、ここでも通常、定量指標、すなわち発言権と説明責任、法の支配
および汚職の抑制に関する WGI を用いて定性評価を行う。これらの指標以外に、法の執行、司法
と政府の権力のバランスと分離、汚職の蔓延、司法・立法手続きの有効性、政府権力の行使の抑
制機能として作用する市民社会の能力といったいくつかの考慮事項に対する将来の見通しを評価に
織り込む。
このサブ要因の総合的な評価には、法の執行（政府自身と官僚に対する執行を含む）の一貫性と予
見可能性に関するムーディーズの見解も織り込む。契約上の権利といった私法の執行のためには、
公法が予想通りに機能する必要があるため、公法の有効な執行が私法制度執行の前提条件である
とムーディーズは考えている。法の執行の遅延、不完全な執行、あるいは執行されないという事例は
一般に、公的セクターおよび民間セクターにおいて法の執行の予見可能性が限定的であることを示
しており、このサブ要因のスコア評価にネガティブに作用する場合がある。
政府に対する大きな影響力と政府からの独立性を有する司法機関の存在も、法の執行の頑健性の
重要な決定要因である。司法機関が政府から多大な介入を受ける国や、法律または権限に対する
制約により、司法機関が政府の法の順守をほとんど監督できない国では、他の民間および公的な利
害関係者間の法律上の義務あるいは契約条項の履行を強制することは容易ではないとみられる。
汚職はソブリンの制度とガバナンスの質に対するムーディーズの見解にマイナスの影響を与える。汚
職は、法の執行能力や法の順守に対するインセンティブの欠如に表れる。また、政府が歳入を実効
的に確保する能力や、経済成長率といった他の信用プロファイル要因により広く影響を与えることも
ある。汚職が蔓延している、あるいは政策形成、事業環境、社会的一体性を阻害している場合、通
常このサブ要因に低いスコアを付与する。
司法制度の質に対するムーディーズの見解は、法の執行と紛争解決における公平性と有効性の評
価にも影響される。例えば、契約履行を容易にし、十分な人的資源と財源の恩恵を受ける法律の下
で司法権が機能しているかどうかを検討する。例えば、特定の社会経済グループ、人種グループ、
宗教グループ、あるいは特定のセクター（国営の大企業など）を優遇する偏った司法判断は、強力
な法の執行基盤と実践を反映しているとはいえない。
市民社会も法の執行と規範の具現化に重要な役割を果たし、政府の権力行使に対する抑制力とし
て機能することができる。法の支配に関する懸念を表明し、政府の政策への影響力を行使して優れ
たガバナンスを促進する能力は、このサブ要因のスコア評価にポジティブに作用する。
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格付要因

制度・ガバナンスの頑健性
サブ要因

サブ・サブ要因

制度の質

市民社会・司法制度
の頑健性

サブ・サブ要因
のウェイト
20%

aaa

aa

a

baa

ba

b

caa

発言権と説明責任、法の
支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 1.5
超。

発言権と説明責任、法の
支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 1.5 か
ら 1.0。

発言権と説明責任、法の
支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 1.0 か
ら 0.5。

発言権と説明責任、法の
支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 0.5 か
ら 0.0。

発言権と説明責任、法の
支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 0.0
から-0.5。

発言権と説明責任、法の
支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 -0.5
から -1.0。

発言権と説明責任、法の
支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 -1.0
から -1.5。

法の執行の予見可能性
と一貫性が高い（政府に
対する執行を含む）。

法の執行の予見可能性
と一貫性が高い（政府に
対する執行を含む）。

通常、法の執行が予見
不可能で一貫していな
い。

行政機関の権力の効果
的なバランスと分離が継
続的に信頼性をもって維
持され、司法の独立が維
持され、順守されてい
る。

通常、法の執行が予見
可能で一貫している（政
府に対する執行を含
む）。

法の執行が時として予見 法の執行が時として予見 通常、法の執行が予見
不可能で一貫していな
不可能で一貫していな
不可能で一貫していな
い。
い。
い。

行政機関の権力の効果
的なバランスと分離が継
続的に信頼性をもって維
持され、司法の独立が維
持され、順守されてい
る。

通常、法の執行が予見
可能で一貫している（政
府に対する執行を含
む）。
通常、行政機関の権力
の効果的なバランスと分
離が維持されているが、
司法の独立は必ずしも
維持されていない。

通常、行政機関の権力
の効果的なバランスと分
離が維持されているが、
司法の独立は必ずしも
維持されていない。

汚職がソブリンの信用プ
ロファイルを毀損する問
題となり得る。

汚職がソブリンの信用プ
ロファイルを毀損する問
題となり得る。

政府権力の行使に対す
る抑止力が継続的には
たらかない。司法への政
治的影響により、事業環
境や他のソブリンの信用
プロファイル要因にマイ
ナスの影響が及ぶ。

政府権力の行使に対す
る公的な抑止力がほと
んどない、あるいは司法
が独立していない。

ソブリンの信用プロファイ ソブリンの信用プロファイ
ルを毀損するような汚職 ルを毀損するような汚職
の例がほとんどない。
の例がほとんどない。

政府権力の行使に対す
る抑止力が継続的には
たらかない。司法への政
治的影響により、事業環
境や他のソブリンの信用
プロファイル要因にマイ
ナスの影響が及ぶ。

公平な司法手続き、契約 公平な司法手続き、契約
の履行、タイムリーな訴
の履行、タイムリーな訴
訟解決。
訟解決。

司法手続きは公平で、契
約は履行されるが、訴訟
の解決に長期を要するこ
とが多い。

司法手続きは公平で、契
約は履行されるが、訴訟
の解決に長期を要するこ
とが多い。

汚職が政策形成、経済
の安定性および/または
社会同一性を毀損する
重大な構造的課題であ
る。

汚職が政策形成、経済
の安定性および/または
社会同一性を毀損する
重大な構造的課題であ
る。

市民社会制度が政府権
力の行使に対する効果
的な抑止力となることが
多い。

市民社会制度が政府権
力の行使に対する効果
的な抑止力となることが
多い。

司法判断の偏りを示す
実例があり、契約履行に
問題が生じ得る。

司法判断の偏りを示す
実例があり、契約履行に
問題が生じ得る。

市民社会制度は存在す
るが、政府権力の行使に
対する効果的な抑止力
になりにくい。

市民社会制度は存在す
るが、政府権力の行使に
対する効果的な抑止力
になりにくい。

市民社会制度が常に政
府権力の行使に対する
効果的な抑止力となる。

市民社会制度が常に政
府権力の行使に対する
効果的な抑止力となる。

ca

政府権力の行使に対す
る公的な抑止力がほと
んどない、あるいは司法
が独立していない。

発言権と説明責任、法
の支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 -1.5
未満。

汚職が蔓延し、政策選択 汚職が蔓延し、政策選
に幅広く影響する。
択に幅広く影響する。
司法制度が効力を持た
ない。

司法制度が効力を持た
ない。

市民社会制度が存在し
ないか、政府権力の行
使への影響がほとんど
認識できない。

市民社会制度が存在し
ないか、政府権力の行
使への影響がほとんど
認識できない。

出所: Moody’s Investors Service
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サブ要因の評価方法 — 政策の有効性
財政政策の有効性：

サイクルを通じた公的債務の動向、財政収支および予算に対する実績、中期財政計画、政府勘定
報告の透明性および債務管理に基づき、定性的に評価する。このサブ要因の評価には、長期的な
財政政策の有効性を織り込む。
サイクルを通じた公的債務の動向を評価する際に、複数の景気サイクルにわたる政府債務 4の GDP
比の実績と予想を考慮する。財政政策の有効性が高ければ、通常、債務水準は長期にわたり安定
または低下している。景気後退期あるいは経済危機下では、歳入水準の低下と景気回復のための
歳出拡大により、通常は債務水準の上昇が見込まれるが、その後は債務残高の削減により債務水
準の上昇を抑制し、ショック吸収能力を再構築できることが、財政政策の有効性を示す重要な兆候
である。これに対し、複数の景気サイクルを通じて債務水準が高止まりしている、あるいは継続的に
上昇している国は通常、このサブ要因のスコアが低くなる。
財政収支の動向も、財政政策の有効性の評価における重要な指標である。構造的財政収支 5が均
衡しているか、黒字である政府は通常、ビルトイン・フレキシビリティを備えた高い予算編成能力を持
つ。予算編成における柔軟性は、景気変動や一過性イベントの影響を緩和するために重要である。
財政政策の有効性が低い国は通常、予算の硬直性が高く、歳入拡大や歳出削減によって経済状
況の変化に適応することが難しい。同様に、徴税に問題がある場合は行政能力が発展途上にあるこ
と、あるいは脱税が行われているなど財務機関による実効的な徴税が執行されていないことを示し
ている。こうした特徴が認められる場合は通常、このサブ要因のスコアが低くなる。
財政目標や歳出シーリングが設定され、何度かのポリティカル・サイクルにわたりそれらが順守されて
いることは、財政政策の立案能力と実行力の高さを示している。財政目標や歳出シーリングは、財政
規律と歳出の有効性の促進に役立つ予算ツールである。目標あるいはシーリングを順守してきた実
績は、それらが良好な財政パフォーマンスの維持あるいは財政動向の改善を目的としていれば、通
常ポジティブに評価される。明文化された財政規則がないからといって、政策の有効性の低さを示し
ているとは限らない。ムーディーズは、財政規律順守の実績および中期的な財政パフォーマンスと
債務管理に対するムーディーズの予想に分析の主眼を置く。
不測の事態の影響を緩和するため歳入・歳出を調整する柔軟性は、ムーディーズの評価を左右す
る重要な要因であるが、中期的な財政方針の立案も重要である。複数年にわたる堅固な計画があ
れば、通常、長期的に良好な財政パフォーマンスが示される。特に、多額で突然の裁量的支出（資
本支出など）を行うなど、予測不可能で計画外のイベントへの対応として政策変更が頻繁に行われ
れば、短期的には財政の下支えとなるかもしれないが、長期的な財政政策目標の有効性を弱める。
諮問機関あるいは審査機関として予算編成プロセスに関与する非政党機関の存在は、通常、予算
編成の質を評価する上でポジティブに作用する。
政府勘定の透明性と質は、すべての政府レベルにおいて予算編成の有効性を左右する重要な決
定要因である。政府勘定の正確で最新の包括的データが利用できれば、強固な財政政策立案にお
ける予算当局と関係者（外部の非政党機関を含む）への支援となる。高い質の情報開示を行うソブ
リンは通常、月次収支（現金ベース）、年次あるいは四半期の発生主義ベースの収支ならびに偶発
債務と他のオフバランス項目を含む政府のバランスシートを開示している。また、政府勘定に含まれ
る項目も明確に定義されていることが一般的である。会計基準は複雑で時間の経過とともに変化し
得るため、財政収支や債務水準は公表後に修正されるが、過去の財政収支の大幅な修正が頻繁
に行われてきた場合、通常は政府の財政方針の有効性の評価にネガティブに作用する。
財政政策の有効性に対するムーディーズの見解は、政府の債務管理の質にも左右される。このサブ
要因で高いスコアを付与されるソブリンは通常、政府債務の管理を行う特別な部門あるいは局を持
っている。周到に構成された債務管理方針は通常、金利負担とリファイナンス・リスクを抑制しながら、
安定した調達手段を確保すること（例えば、様々な年限の債務の頻繁な発行や調達源の分散を手
段として）を目指している。リスク緩和戦略は通常明確に定められている。重要な財務情報、財務計
画および財務方針の定期的な公表は、通常、強固な債務管理の一部である。債務管理の弱さを示
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4

政府債務水準の基準の詳細については、「格付要因：財政状況」のセクションを参照。

5

構造的財政収支は、名目財政収支から景気循環的要素を控除したもので、一度限りあるいは一時的な政策措置の予
算は含まれない。

格付手法：ソブリン格付手法

SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

すものとして、債務管理専属の人員の不在あるいは不足、公式の債務管理計画・方針が不十分あ
るいは存在しないこと（例えば、投資家のタイプ、償還期間、通貨などを考慮した複数年にわたる戦
略が策定されていない）、不十分なデータ（例えば将来の資金需要に関するデータ）に基づく債務管
理があげられる。
国際通貨基金（IMF）や欧州安定メカニズム（ESM）の支援プログラム、あるいは EU や世界銀行とい
った他の機関との連携から実質的な恩恵を得られる可能性があり、それによるクレジットへのポジティ
ブな影響が持続するとみられる場合、その恩恵を考慮する可能性がある。これらの機関の支援下で
実施される可能性のある施策は、制度・ガバナンスの頑健性の要因に織り込まれる全ての側面にポ
ジティブな影響を与え得るが、通常、最も大きな影響を受けるのは、財政政策の有効性と金融・マク
ロ経済政策の有効性の分野だろう。これらのプログラムから政府が得られる制度面の恩恵を評価す
る際に、プログラムへの参加終了後に政府が恩恵を持続させる能力も考慮する。
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SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

格付要因

制度・ガバナンスの頑健性
サブ要因

サブ・サブ要因

政策の
有効性

財政政策の
有効性

サブ・サブ要因
のウェイト
30%

aaa

aa

a

baa

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて景気後
退期に上昇したことがあ
るが、通常または高度の
成長期には低下した。

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて景気後
退期に上昇したことがあ
るが、通常または高度の
成長期には低下した。

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて景気後
退期に通常上昇し、通常
または高度の成長期には
緩やかに低下する。

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて景気後
退期に通常上昇し、通常
または高度の成長期には
緩やかに低下する。

国際機関が算出する構造
的財政収支が通常、均衡
または黒字で、ムーディ
ーズはその状態が継続す
ると予想している。

国際機関が算出する構造
的財政収支が通常、均衡
または小幅な赤字、ある
いは安定した債務水準を
維持できる財政収支。政
府歳入・歳出構造が相対
的に柔軟で、財政政策立
案において脱税が重大な
問題とならない。

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて景気後
退期に通常大幅に上昇
し、通常または高度の成
長期でも大きく低下しな
国際機関が算出する構造 国際機関が算出する構造 い。
的財政収支が通常、均衡 的財政収支が通常は赤
国際機関が算出する構造
または小幅な赤字、ある
字、あるいは債務水準が 的財政収支が通常は赤
いは安定した債務水準を 徐々に上昇するような財 字、あるいは債務水準が
維持できる財政収支。政 政収支。政府歳入・歳出
徐々に上昇するような財
府歳入・歳出構造が相対 構造が相対的に硬直的。 政収支。政府歳入・歳出
的に柔軟で、財政政策立 脱税が財政政策立案を
構造が相対的に硬直的。
案において脱税が重大な 制約。
脱税が財政政策立案を
問題とならない。
財政目標または歳出シー 制約。

財政目標または歳出シー
リングの順守またはそれ
以上の実績。

財政目標または歳出シー
リングが順守されない場
合がある。

中期財政計画の策定プロ
セスにより、多大な経済シ
ョックが発生した場合を除
き、将来にわたって歳出
の安定性が概ね確保され
る。

中期財政計画の策定プロ
セスにより、多大な経済シ
ョックが発生した場合を除
き、将来にわたって歳出
の安定性が概ね確保され
る。

政府勘定（政府保証と他
の偶発債務を含む）の透
明性が高い。

政府勘定の透明性は高
いが、政府保証と他の偶
発債務の情報が入手でき
ない、あるいは透明性が
十分でない場合がある。

財政目標または歳出シー
リングの順守またはそれ
以上の実績。
中期財政計画の策定プロ
セスが非常に堅固。歳
入・歳出が非常に安定的
で、深刻な景気後退に陥
っても財政が計画から大
幅かつ長期的に逸脱しな
い。
政府勘定（政府保証と他
の偶発債務を含む）の透
明性が高い。
周到な債務構成がなさ
れ、債務発行が予見可能
で、極めて強固なリスク緩
和戦略がある。

周到な債務構成がなさ
れ、債務発行が予見可能
で、極めて強固なリスク緩
和戦略がある。

周到な債務構成がなされ
ているが、債務発行が機
会主義的、リスク緩和戦
略は強固。

リングが順守されない場
合がある。
財政方針は周到に計画さ
れたプロセスとしてではな
く、事後対応として策定さ
れる。中期財政計画の策
定の結果、予算の期間
（半期を含む）を通じて歳
出が大幅かつ頻繁に変
動する場合がある。政府
が予定外の資本支出削
減を突然行うことにより財
政収支を調整することが
多い。
政府勘定の透明性は高
いが、政府保証と他の偶
発債務の情報が入手でき
ない、あるいは透明性が
十分でない場合がある。
周到な債務構成がなされ
ているが、債務発行が機
会主義的、リスク緩和戦
略は強固。

ba

財政目標または歳出シー
リングが順守されないこと
が多い。
財政方針は周到に計画さ
れたプロセスとしてではな
く、事後対応として策定さ
れる。中期財政計画の策
定の結果、予算の期間
（半期を含む）を通じて歳
出が大幅かつ頻繁に変
動する場合がある。政府
が予定外の資本支出削
減を突然行うことにより財
政収支を調整することが
多い。
政府勘定の透明性が非
常に低く、政府保証と他
の偶発債務の情報が通
常入手できない。
高い未ヘッジリスクを抱え
る債務構造。構造化され
た発行計画がなく、機会
主義的な市場調達に大き
く依存。

b

caa

ca

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて景気後
退期に通常大幅に上昇
し、通常または高度の成
長期でも大きく低下しな
い。

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて持続不
可能な水準に上昇する。

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて持続不
可能な水準に上昇する。

財政収支は恒常的な赤
字で、赤字幅が大きいた
め債務水準が上昇する。
政府歳出構造が非常に
硬直的で、政府は限られ
た歳入減に依存。脱税件
数が多く、財政政策立案
を大きく制約する。

政府は財政政策立案にお
いて非常に大きな構造的
制約に直面。脱税件数が
非常に多いこともその一
つ。

財政収支は恒常的な赤
字で、赤字幅が大きいた
め債務水準が上昇する。
政府歳出構造が非常に
硬直的で、政府は限られ
た歳入源に依存。脱税件
数が多く、財政政策立案
を大きく制約する。

財政目標または歳出シー
リングが設定されていな
い。

財政目標または歳出シー
リングが設定されていな
い。

財政方針が完全に事後
対応として策定され、政府
の財政管理能力が大きく
財政目標または歳出シー 財政方針が完全に事後
制約される。政府が場当
リングが順守されないこと 対応として策定される。中 たり的に歳出を決定。
が多い。
期財政計画の策定プロセ 政府勘定が不透明。
財政方針が完全に事後
スがなく、予算の期間（半
対応として策定される。中 期を含む）を通じて歳出
期財政計画の策定プロセ が大幅に変動する。政府 債務管理の有効性が不
十分なため、非常に高い
スがなく、予算の期間（半 が予定外の資本支出削
期を含む）を通じて歳出
減を突然行うことにより財 為替リスクまたは金利リス
クを回避できず、断続的
が大幅に変動する。政府 政収支を調整することが
に流動性危機が発生。
が予定外の資本支出削
常態となっている。
減を突然行うことにより財 政府勘定が不透明。
政収支を調整することが
債務管理の有効性が不
常態となっている。
十分なため、非常に高い
政府勘定の透明性が非
為替リスクまたは金利リ
常に低く、政府保証と他
スクを回避できず、断続
の偶発債務の情報が通
的に流動性危機が発生。
常入手できない。
高い未ヘッジリスクを抱え
る債務構造。構造化され
た発行計画がなく、機会
主義的な市場調達に大き
く依存。

出所: Moody’s Investors Service
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SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

サブ要因の評価方法 — 政策の有効性
金融・マクロ経済政策の有効性：

金融・マクロ経済政策の有効性に基づき、定性的に評価する。考慮事項として、政策立案者が設定
した目標比でのインフレ水準と金融政策の黙示的有効性、マクロ経済の不均衡を特定し、対処する
当局の能力、中央銀行の役割と有効性、マクロプルーデンス・ツールの効力、銀行システム規制が
あげられる。このサブ要因の評価では、長期にわたる金融・マクロ経済方針の有効性を考慮する。経
済、社会あるいは金融のマイナス方向への変化を含むショックに対する政府の政策対応の有効性も、
評価における重要な考慮事項である。適切な対策を決定し、マクロ経済の安定性を損なうことなく実
行することによってショックの影響を速やかに緩和する機関を持つソブリンは、このサブ要因について
高いスコアを付与される。状況の変化に対する対応の遅れは、特に政府機関の対応あるいは不作
為がマクロ経済の安定性を揺るがす場合、ネガティブに評価され得る。
持続的な経済成長と繁栄を達成する最良の手段は物価安定である。インフレは経済の競争力の決
定要因でもある。インフレは特に低所得者層への課税として作用するため、インフレ発生は経済およ
び社会の不安定性の前兆であることが多い。高インフレは自国通貨の価値保存手段としての機能に
対する信頼を損ね、資本逃避と通貨・国際収支危機を引き起こす可能性がある。金融当局のインフ
レ抑制能力は、より広い範囲で政府機関が債権者を保護する政策をまとめ、それを実行する能力に
関する有意義な知見を提供する。インフレ率が高いソブリンには通常、このサブ要因について低いス
コアを付与する。これは、金融当局の政策目標あるいは政策ツールがマクロ経済の安定性を維持す
るには不十分であるとのムーディーズの見解を反映している。
目標比でみたインフレ水準は、金融・マクロ経済政策の有効性を示す有用な指標であるが、ムーディ
ーズはマクロ経済の不均衡と構造的問題に対処する能力と意思を全体的に考慮する。政府機関が
マクロ経済の不均衡の拡大を積極的に予防し、あるいは構造改革により速やかに対処するソブリンは
通常、このサブ要因について高いスコアを付与される。外部からのインセンティブ（例えば、投資家の
信認を回復するための、あるいは国際機関からの融資を受けるための要件である、あるいは、対処し
なければ何らかのペナルティを課される）によってマクロ経済の不均衡に対処するソブリンは、このサ
ブ要因について通常低いスコアが付与される。マクロ経済の不均衡に対処する政策を持たないソブリ
ン、あるいは政策が有効性を持たないソブリンは、通常、最も低いカテゴリーのスコアを付与される。
一つの国の中でも、制度の枠組みに応じて様々な機関が構造的なマクロ経済の不均衡を特定し、
対処する役割を担う。ムーディーズは不均衡を防止し、対処する能力を総体的に評価する。すなわ
ち、関係当局が包括的かつ効果的な診断評価を行い、有効な是正措置を講じるために、どのような
ツールを有しているかを通常考慮する。
通常は中央銀行が金融およびマクロ経済の安定性を確保する上で不可欠な役割を担う。中央銀行
の役割と権限は国により異なり得る。ムーディーズは、中央銀行の目標、それらが明確に示されてい
るか、そして中央銀行がその役割を果たすために十分な能力と政府からの独立性を有しているかを
検討する。明確に設定された目標の欠如あるいは中央銀行が目標を達成できなかった事実（例え
ば高インフレ率や変動の激しいインフレ率、デフレ環境 6、大幅な為替変動、民間債務の持続不可
能な水準への増加などに示される）が認められれば、通常、このサブ要因のスコアは低くなる。中央
銀行が政府介入から法律上そして事実上保護されていることも、通常このサブ要因の評価への重
要な投入値である。さらに、中央銀行が将来の経済ショックまたは金融ショックへの対処に用いること
のできるツールの利用可能性と信頼性も考慮することがある。
金融システムに存在し得る不均衡への対処方法も評価することがある。金融システムは、経済にお
ける仲介機能を果たし、その相互関連性は高まっており、通常は経済に大きな比重を占めるため、
マクロ経済リスクの主な源泉となり得る。金融危機あるいは銀行危機はしばしば景気後退をもたらし、
失業率の上昇、多額の公的資金による銀行救済、社会不満の発生につながった。定期的な見直し
が行われ、関連データを参照するマクロプルーデンス・ツール 7の存在は、ポジティブに評価される。
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6

デフレ環境は、中央銀行の能力の低さも示している。デフレの進行時は、実質経済成長率が低いかマイナスであり、政
府債務の GDP 比は上昇していることが多い。

7

マクロプルーデンス・ツールは、金融システムまたは銀行システムへのリスクを平準化し緩和するために、個別要素で
はなくシステム全体に用いられるもので、金融が不安定化するリスクと、それにより生じるマクロ経済コストを低減するよ
う設計されている。そのようなツールとして、個人向け貸出のレバレッジ制限や、最低所要自己資本があげられる。マク
ロプルーデンス・ツールは問題解決あるいは危機対応ツールというより、予防的措置としての性質を持つ。

格付手法：ソブリン格付手法

SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

非常に強力なマクロプルーデンス・ツールは、金融セクターの耐性を高め、金融システムの景気循環
連動性を抑制することによりシステミックな脆弱性が高まることを抑制し、金融システムと他の経済セ
クターとの相互関連により生じ得る構造的脆弱性を管理することが期待される。
同様に、銀行規制の主要目的の一つは、銀行セクターが経済成長を支える必要性と、過度なリスク
テイクを避ける必要性とのバランスを効果的にとることである。規制が弱いと、スキル不足、効果的な
ツールの不足、あるいは銀行システムの複雑性への対応が難しいなどの理由でこれらの目標を達成
できない。近年システミックな銀行危機を経験したソブリンは、システミックリスクを抑制できなかった
ことを反映し、通常このサブ要因のスコアが低くなる。こうしたケースでは、危機が浮き彫りにした弱点
への対応として政府が銀行セクターで実施するとみられる規制改革あるいは再編のための改革も、
それらの改革が信用リスク低減に持続的な効果を持つと考えられる場合、考慮に入れる。
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格付要因

制度・ガバナンスの頑健性
サブ要因

サブ・サブ要因

政策の
有効性

金融・マクロ経済
政策の有効性

サブ・サブ要
因のウェイト
30%

ba

b

政策の有効性が極めて高 政策の有効性が極めて高 政策の有効性が非常に
く、インフレ率は通常 1く、インフレ率は通常 1高く、インフレ率は通常
3%。
3%。
0.5-1%あるいは 3-3.5%。

aaa

aa

a

政策が有効で、インフレ
率は通常 0-0.5%あるい
は 3.5-4%。

政策がある程度有効で、
インフレ率は通常 0%未
満あるいは 3.5-4%。

政策効果が弱く、インフレ
率は通常 3.5-4%。

当局がマクロ経済不均衡
の拡大を回避し、競争力
を高める構造改革を非常
に積極的に進める。

当局がマクロ経済不均衡
に概して積極的かつ予見
的に対処する。必要であ
れば構造改革を実施。

当局がマクロ経済不均衡
に概して積極的かつ予見
的に対処する。必要であ
れば構造改革を実施。

当局が短期的懸念からマ
クロ経済不均衡と構造的
問題に事後的に対応。

当局が短期的懸念からマ
クロ経済不均衡と構造的
問題に事後的に対応。

中央銀行が明確な目標、
それを達成するツールを
有し、目標達成が見込ま
れる。中央銀行は独立性
を有する。

中央銀行が明確な目標、
それを達成するツールを
有し、目標達成が見込ま
れる。中央銀行は独立性
を有する。

当局が金融システムを意
図せず歪めたり、不均衡
を生じさせたりすることな
く、システミックな資本リス
ク、流動性リスクおよび信
用リスクを緩和するマクロ
プルーデンス・ツールを効
果的に用いる。

当局が金融システムを意
図せず歪めたり、不均衡
を生じさせたりすることな
く、システミックな資本リス
ク、流動性リスクおよび信
用リスクを緩和するマクロ
プルーデンス・ツールを効
果的に用いる。

中央銀行が明確な目標、
それを達成するツールを
有し、大抵は目標達成が
見込まれるが、金融セク
ターの厚みと幅あるいは
経済の輸入品への依存と
いった構造的特徴が政策
の有効性を損ねる。

中央銀行が明確な目標、
それを達成するツールを
有し、大抵は目標達成が
見込まれるが、金融セク
ターの厚みと幅あるいは
経済の輸入品への依存と
いった構造的特徴が政策
の有効性を損ねる。

中央銀行が明確な目標を
設定していない場合があ
り、金融政策を実施する
ためのツールが不足して
いるか、金融政策が目指
す結果を必ずしも達成で
きない。政府が金融政策
の実行に介入する傾向が
ある。

銀行システムが経済成長
を支える必要性と過度の
リスクテイクを回避する必
要性とのバランスを効果
的にとれるような方法で
規制されている。規制当
局は金融システムの複雑
性に見合う能力を有す
る。過去 10 年間、システ
ミックな銀行危機は発生し
ていない。

銀行システムが経済成長
を支える必要性と過度の
リスクテイクを回避する必
要性とのバランスを効果
的にとれるような方法で
規制されている。規制当
局は金融システムの複雑
性に見合う能力を有す
る。過去 10 年間、システ
ミックな銀行危機は発生し
ていない。

当局がシステミックな資本
リスク、流動性リスクおよ
び信用リスクを緩和する
マクロプルーデンス・ツー
ルを用いるが、金融シス
テムの不均衡拡大を回避
できないことがある。
銀行システムが経済成長
を支える必要性と過度の
リスクテイクを回避する必
要性とのバランスを効果
的にとれるような方法で
規制されている。しかし、
規制当局がスキル不足、
効果的ツールの不足に悩
まされる、あるいは金融シ
ステムの複雑性に対応す
ることが困難な場合があ
る。過去 10 年間でシステ
ミックな銀行危機が発生。

baa

当局がシステミックな資本
リスク、流動性リスクおよ
び信用リスクを緩和する
マクロプルーデンス・ツー
ルを用いるが、金融シス
テムの不均衡拡大を回避
できないことがある。
銀行システムが経済成長
を支える必要性と過度の
リスクテイクを回避する必
要性とのバランスを効果
的にとれるような方法で
規制されている。しかし、
規制当局がスキル不足、
効果的ツールの不足に悩
まされる、あるいは金融シ
ステムの複雑性に対応す
ることが困難な場合があ
る。過去 10 年間でシステ
ミックな銀行危機が発生。

当局がシステミックな資本
リスク、流動性リスクおよ
び信用リスクを緩和する
マクロプルーデンス・ツー
ルを用いるが、金融シス
テムの不均衡拡大を回避
することが困難である。
銀行システムが経済成長
を支える、あるいはシステ
ム内の過度なリスクテイク
を回避するような方法で
規制されていない。過去
10 年間でシステミックな
銀行危機が発生し、将来
危機が生じる可能性がい
くらかある。

当局がマクロ経済不均衡
と構造的問題に対応する
のは、市場原理あるいは
国際機関に強制される場
合に限られる。
中央銀行が明確な目標を
設定していない場合があ
り、金融政策を実施する
ためのツールが不足して
いるか、金融政策が目指
す結果を必ずしも達成で
きない。政府が金融政策
の実行に介入する傾向が
ある。
当局がシステミックな資本
リスク、流動性リスクおよ
び信用リスクを緩和する
マクロプルーデンス・ツー
ルを用いるが、金融シス
テムの不均衡拡大を回避
することが困難である。

caa

ca

政策効果が非常に弱く、
インフレ率は通常 410%。

政策効果が極めて弱く、イ
ンフレ率は通常 10%超。

当局がマクロ経済不均衡
と構造的問題に対応する
のは、市場原理あるいは
国際機関に強制される場
合に限られる。
中央銀行の政策決定が
効果を持たず、金融政策
の経済への伝達が非常
に弱い。
当局がシステミックな資本
リスク、流動性リスクおよ
び信用リスクを緩和する
マクロプルーデンス・ツー
ルを用いない。
銀行システムの規制が弱
いため、セクターに危機が
発生する可能性が比較的
高い。

当局がマクロ経済不均衡
に対応しない、あるいは対
応しても効果がない。
中央銀行が効果的な政策
を立案できず、金融政策
の経済への伝達が非常に
弱い。
当局がシステミックな資本
リスク、流動性リスクおよ
び信用リスクを緩和する
マクロプルーデンス・ツー
ルを用いない。
銀行システムの規制が弱
いため、セクターに危機が
発生する可能性が比較的
高い。

銀行システムが経済成長
を支える、あるいは過度
なリスクテイクを回避する
ような方法で規制されて
いない。過去 10 年間でシ
ステミックな銀行危機が発
生し、将来危機が生じる
可能性がいくらかある。

出所: Moody’s Investors Service
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制度・ガバナンスの頑健性の要因スコアの調整
政府のデフォルト履歴と支払い延滞実績：

政府のデフォルトあるいは多額の支払い延滞実績があれば、制度・ガバナンスの頑健性の要因スコ
アを調整する可能性がある。評価では通常、民間セクターに対する債務のデフォルトに主眼を置く。
調整方向は下方のみで、調整幅は 3 ノッチを上限とする。
下方調整幅は通常、再度デフォルトを起こすリスクに対するムーディーズの見方、デフォルトを起こし
た時期がどの程度最近か、投資家にどの程度の損失を発生させたかによって決まる。損失規模が
大きいほど、調整ノッチ数が多くなる。さらに、過去 20 年で数回デフォルトした政府については、観察
された回収率にかかわらず、調整ノッチ数を多くする。過去 10-15 年で新たなデフォルトが発生して
おらず、デフォルトにつながった基礎的な経済、金融および政治の問題が、持続可能な方法で解決
されたことが明らかであれば、下方調整ノッチ数を少なくする可能性がある。過去 20 年で新たにデフ
ォルトが発生していない場合、デフォルトを要因とする下方調整は通常行わない。
同様に、政府から債権者（納入業者や公務員を含む）への多額の支払い延滞が頻繁に発生してい
れば、要因スコアを下方調整する可能性がある。高頻度で多額の支払い延滞は財政管理の弱さ、
債務履行の軽視、ひいては法の支配と契約履行の弱さを示すと考えられる。
その他：

例外的なケースでは、サブ・サブ要因の規定ウェイトの組み合わせに、政府のデフォルト履歴と支払
い遅延の実績による調整を加味して導出されるスコアが、ソブリンの制度・ガバナンスの頑健性に対
するムーディーズの総体的な見解を十分に反映していないとムーディーズが考える場合、制度・ガ
バナンスの頑健性のスコアを調整する可能性がある。スコアは上方または下方に調整され、調整幅
は 3 ノッチを上限とする。
経済の耐性のスコアの決定
経済力と制度・ガバナンスの頑健性のスコアを均等なウェイトで組み合わせ、経済の耐性のスコアを
決定する。

格付要因：財政状況
この要因を重視する根拠
国の財政状況は、政府債務の持続可能性を直接示す指標である。長期的な財政不均衡は債務比
率の上昇と債務負担能力の低下を招き、ひいては金融ショックに対するソブリンの脆弱性を高め、債
務を返済できないリスクを生じさせる。
この格付要因は 2 つの定量サブ要因から構成され、各サブ要因は 2 つの指標から構成される。

債務水準
このサブ要因は、GDP（経済規模）と政府歳入（実際の歳入基盤に基づくソブリンの返済能力）からみ
たソブリンの債務水準の指標である。GDP 比で債務水準が高ければ、特に経済または金融にストレ
スが加わる状況下で財政政策により経済を支えるソブリンの能力が制約され、経済成長見通しが悪
化する。
高い債務水準は、継続的な収支不均衡の拡大から生じる場合が多い。そのような過去の財政状況
に加えて、偶発債務の引受（例えば、金融機関や国有企業への資本注入）や、資金のストックとフロ
ーの調整（例えば、外貨建て債務残高がある上に自国通貨安が重なった場合）により、債務水準が
高くなることもある。

債務負担能力
このサブ要因は、ソブリンの債務返済能力を示す指標である。一般政府歳入に対する利払いの比率
は、政府が歳入の範囲内でどの程度債務を返済できるかを示す。債務負担能力は、債務水準（債
務残高の GDP 比が高いほど債務負担能力は低くなる）、支払い利息の利率（債権者がどの程度の
リスクプレミアムであれば政府財政赤字のファイナンスに資金を出すかを示す）、予算で確保される
歳入（歳入額が小さいほど、利払いに回す資金は少なくなる）に左右される。
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一般政府歳入に対する利払い費の比率の高さは、歳入のかなりの部分を利払いに充てる必要があ
り、他の歳出が圧迫されることを意味する。ソブリンの債務負担能力が低いほど、債務返済のための
社会的費用は増加する。利払いに要する社会的費用が持続不可能なほど高い水準になれば、いず
れソブリンの債務返済能力、そして最終的には返済の意思を低下させる可能性がある。
一般政府利払い費の GDP 比は、歳入で直ちに政府債務を返済する能力だけでなく、国民所得と国
民生産で政府債務を返済する幅広い能力へと分析の対象を拡大するものである。
評価方法
債務水準と債務負担能力のサブ要因は、一般政府の債務指標と財政指標を用いて評価する。ム
ーディーズは通常、中央政府と地域・地方政府の債務を一般政府債務として定義している。社会保
障基金が中央政府会計から独立している場合は、それも一般政府債務に含める 8。ムーディーズは
通常、中央政府とそれより下位の政府レベルとの間に一般にみられる高い相互依存および歳入源と
歳入の使途の重複を考慮して、一般政府債務が包摂する範囲をこのように定めている。
一般政府債務を算出または推定するために十分な開示データがない場合、入手可能なデータから
算出できる最も近い値に基づいてこの要因の指標を算出または推定し、この要因の主要指標に織り
込まれない財政状況に関連したクレジットへの影響を評価する（「財政状況の要因スコアの調整」の
セクションを参照）。中央政府より下位の政府から中央政府（独立した社会保障基金があればそれ
を連結する）への漏出リスクがない、あるいは非常に限定的である場合、この要因の指標を中央政
府レベルで算出または推定することもある。例えば、数少ないケースだが、財政責任の分離が非常
に明確で信頼性が高い連邦制度については、中央/連邦政府財政のみを評価する可能性がある。
サブ要因の評価方法 — 債務水準
一般政府債務/GDP：

一般政府総債務を分子、名目 GDP を分母に用いる。
一般政府債務/歳入：

一般政府総債務を分子、一般政府歳入を分母に用いる。
サブ要因の評価方法 — 債務負担能力
一般政府利払い/歳入：

一般政府利払いを分子、一般政府歳入を分母に用いる。
一般政府利払い/GDP：

一般政府利払いを分子、名目 GDP を分母に用いる。

8
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格付要因

財政状況
サブ要因

債務水準

aa1

aa2

aa3

baa1

baa2

baa3

ba1

ba2

ba3

b3

caa1

caa2

caa3

ca

25%

≤5

5-20

20-30

30-35

35 - 40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70-75

75-80

80-90

90-100

100 120

120 130

130 140

140 150

> 150

一般政府債務/
歳入 (%)

25%

≤ 10

10-80

80-120

120 140

140 160

160 180

180 200

200 220

220 230

230 240

240 260

260 280

280320

320 360

360 400

400 450

450 500
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3.15 3.25
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t

債務負担
能力

指標の
ウェイト

一般政府債務/GDP
(%) t *1

指標

aaa

a1

a2

a3

b1

b2

*2

2.753.0

3.0 3.15

*1

aaa のエンドポイントは 0%である。0%は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 700%である。700%以上の値は数値スコア 20.5 に相当する。

*2

aaa のエンドポイントは 0%である。0%は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 700%である。700%以上の値は数値スコア 20.5 に相当する。

*3

aaa のエンドポイントは 0%である。0%は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 35%である。35%以上の値は数値スコア 20.5 に相当する。

*4

aaa のエンドポイントは 0%である。0%は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 35%である。35%以上の値は数値スコア 20.5 に相当する。

22.5 -25 25 -27.5
6.5-7.0

出所: Moody’s Investors Service
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準備通貨国と HIPC/IDA 諸国の取り扱い
準備通貨国と、重債務貧困国（HIPC）イニシアティブ、国際開発協会（IDA）プログラムあるいは類似
プログラムの一環として世界銀行または IMF の融資を受ける要件を満たす国とでは、債務水準と債
務負担能力の指標に加重するウェイトが上のスコアカードのウェイトとは異なる。これは、これらの国々
の財政状況の評価において考慮されるサブ要因の重要性が異なるためである。
準備通貨国については、債務水準のウェイトを 10%、債務負担能力のウェイトを 90%とする。HIPC イ
ニシアティブ、IDA プログラムあるいは類似プログラムの対象国については、前者を 100%、後者を
0%とする 9。
準備通貨とは、中央銀行の外貨準備高の大半を占める通貨、あるいは中央銀行が外貨準備の一
部として保有し、政府債務総額の相当部分を占める債務の通貨である。準備通貨国は投資家を呼
び込む高い能力から恩恵を受けるため、ムーディーズは準備通貨国の債務水準より債務負担能力
に分析の主眼を置く。オーストラリア、カナダ、日本、スイス、英国および米国が準備通貨国である。
ユーロは準備通貨とみなされるが、準備通貨国としての地位の恩恵を受けるとみられるのは、ユーロ
圏内で最も経済規模が大きいドイツとフランスの 2 ヵ国のみである。
HIPC イニシアティブ、IDA プログラムあるいは類似プログラムの対象国の場合、通常、債務負担能力
は財政状況を十分に反映しない。一見したところ債務負担能力が高いようでも、それは譲許的借入
条件に負うところが大きく、財政の柔軟性の高さを示すものではない。これらの国が債券市場からの
調達にシフトすれば、借入コストは通常上昇し、それに応じて債務負担能力は低下する。これらの国
については、債務負担能力より債務水準の方が一般に債務の持続可能性を示すより適切な指標で
ある。しかし、HIPC イニシアティブ、IDA プログラムあるいは類似プログラムの対象国でも、債務構成
からみて市場金利での調達が急速に増えつつあると判断されるケースでは、標準的なスコアカード
のウェイトを適用する可能性がある。
財政状況の要因スコアの調整
政府債務の動向、突然の通貨安あるいは偶発債務の計上へのエクスポージャー、ソブリン・ウェル
ス・ファンド（SWF）の有無に基づき、財政状況のスコアを調整する可能性がある。スコアは上方また
は下方に調整され、調整幅は合計 6 ノッチを上限とする。
財政状況の要因スコアの調整 — 債務動向:

政府債務の動向に基づいて財政状況の要因スコアを調整する可能性がある。スコアは上方または
下方に調整され、調整幅は 3 ノッチを上限とする。
調整は債務動向の予想、すなわち 4 年前の債務の GDP 比と 1 年後の予想との差（パーセンテージ
ポイント）に基づいて行う（図表 3 参照）。
債務水準が 10 パーセンテージポイントを超えて上昇する場合、要因スコアを下方調整する。逆に債
務水準が低下傾向にあれば上方調整につながり得るが、大幅で持続可能な低下であるとムーディ
ーズが判断した場合に限られる。過去の例からみて、債務水準の上昇傾向は低下傾向に比べ持続
性が高いと示唆されることを一因として、上方調整より下方調整が行われる傾向が強い。政府は債
務増加につながる景気刺激策を緊縮財政政策よりもはるかに高い頻度で実施し、その影響は緊縮
財政政策より大きい。債務返済額の増加が財政圧力を高め、債務水準を押し上げる可能性がある。
債務削減プログラムが実施される期間は一般に比較的短く、債務の減少傾向は増加傾向に比べ、
水平状態に達するか、反転する可能性が高い。
ムーディーズは、将来の債務指標に大きな変化をもたらし得る名目成長率、財政動向、金利変動お
よび他のリスク要因に関するいくつかの予想シナリオ分析を考慮することがある。偶発債務と金融資
産も債務動向に織り込む場合、それらは次に説明する調整には含めない（つまり、重複して織り込む
ことはしない）。

9
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図表 3

一般政府債務/GDP 比率の上昇に基づく調整
-1

示唆される調整ノッチ数

-2

≥10 - 20

一般政府債務/GDP 比率の上昇
(パーセンテージポイント) t-4 to t+1

-3

20 - 30

≥ 30

出所: Moody’s Investors Service

財政状況の要因スコアの調整 — 外貨建て一般政府債務/一般政府債務：

政府の外貨建て債務へのエクスポージャーに基づいて財政状況の要因スコアを調整する可能性が
ある。調整方向は下方のみで、調整幅は 6 ノッチを上限とする。
政府が外貨建て債務を発行する国では、自国通貨安になった場合、外貨建て債務の金利コストが
突然上昇し、債務残高が増加するため、全体的な債務水準が上昇し、債務負担能力が低下する可
能性がある。
外貨建て政府債務に係わる調整は定性評価に基づいて行うが、定量データ（政府債務残高に占め
る外貨建て債務の割合等）を参照する。一般政府債務の GDP 比が 25%未満である場合、債務水
準がこれほど低ければ不利な為替変動による影響を受ける可能性は限定的であるため、下方調整
ノッチ数は通常 3 ノッチ以内となる。調整ノッチ数は、自国通貨安となった場合、債務返済コストと債
務残高がどの程度増える可能性があるかを考慮して決定する。外貨建て債務に伴う為替リスクが、
ヘッジ等によりどの程度軽減されているかも考慮する場合がある。
経済が完全に「ドル化」されていると判断される場合、外貨が事実上の自国通貨であるため、自国通
貨建ての債務発行がクレジットに表面上与えるマイナスの影響は通常考慮しない。しかし、自国通貨
の価値が固定相場制またはペッグ制によって固定されていれば、調整を適用する可能性がある。こ
れは、経常収支赤字によりペッグ制が不安定化した場合、そうした制度を採用している国は、自国
通貨建て債務から生じるものと類似した圧力を受けやすいためである。通貨ペッグ制が何十年にも
わたり維持されており、予見可能な将来においてペッグ制が不安定する可能性はないと合理的に予
想できる場合、通常、限定的な下方調整を適用するか、もしくは下方調整を行わない。
図表 4

外貨建て一般政府債務/一般政府債務比率に基づく調整
示唆される調整ノッチ数

外貨建て一般政府債務/一般政府
債務(%)

-1

≥20 - 25

-2

25 - 30

-3

30 - 40

-4

40 - 50

-5

50 - 60

-6

≥ 60

出所: Moody’s Investors Service

財政状況の要因スコアの調整 — 他の公的部門の非金融セクターの債務：

公的部門の非金融セクターで生じる多額の債務の有無と、その債務の政府による直接的・間接的
引受に関連するリスクに基づいて、財政状況の要因スコアを調整する可能性がある。調整方向は下
方のみで、調整幅は 3 ノッチを上限とする。
政府の財源が体力のない公的企業に使われ、それまでは偶発債務として認識されていた債務を政
府が直接または間接に引き受ける可能性がある。債務引受は、資本再編、補助金、債務移転など
様々な形をとり得る。
スコア調整は主に定性評価に基づいて行うが、通常は定量データ、なかでも非金融セクターの公的
企業の債務水準を参照する。調整ノッチ数は、公的部門の非金融セクターの債務残高と、その債務
を政府が部分的に引き受ける可能性に基づいて決定する。政府が将来債務を引き受ける可能性が
高いと考えられるのは通常、収益水準が低いか赤字であり、財務支援を受けたことがある、単独での
財務プロファイルが弱い企業である。
政府が公的部門の債務を引き受ける可能性は、財務支援を提供する政府の意思にも左右される。
国にとって戦略上重要とみなされる経済的あるいは社会的負託を受けた企業は通常、ストレス状況
下で何らか形式のサポートを受ける可能性が高い。
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一つの国に公的企業は数えきれないほど存在し得るため、偶発債務が実際の債務になる可能性を
企業ごとに評価するのは、GDP または政府債務水準からみて債務の規模が大きい非金融企業に限
定する（通常、数パーセント超を占める企業）。企業の金融債務が、財政状況の主要指標の算出に
用いる一般政府債務に既に含まれている場合、その企業は評価対象に含めない。一般政府債務に
直接的に算入されていない保証は、通常この調整において考慮する。
公的企業に関する信頼性が高く包括的なデータ（監査済み財務諸表など）に基づいて評価する。公
的企業に関するデータが不十分である場合、あるいは個々の企業の規模は非常に小さいが、すべて
を合わせるとソブリンの財政状況にとって大きなリスクとなる可能性がある場合、スコアを下方調整す
ることがあるが、調整幅は通常 1 ノッチにとどまる。
図表 5

他の公的部門の非金融セクター債務の調整
示唆される調整ノッチ数

他の公的部門の非金融セクター債務/GDP (%)

-1

≥20 - 40

-2

-3

40 - 55

≥55

出所: Moody’s Investors Service

財政状況の要因スコアの調整 — 公的部門の金融資産およびソブリン・ウェルス・ファンド：

多額の公的部門の金融資産およびソブリン・ウェルス・ファンドの有無に基づき、財政状況の要因ス
コアを調整する可能性がある。公的部門の金融資産またはソブリン・ウェルス・ファンドの資産の利用
は、それらの資産の流動性が高く、安定した価値を持つとみられる場合、政府財政の支援要因とな
る。調整方向は上方のみで、調整幅は 4 ノッチを上限とする。
スコア調整は主に定性評価に基づいて行うが、通常は定量データ、特に公的部門の金融資産とソブ
リン・ウェルス・ファンドが保有する資産の水準も参照する。他の公的資産については、流動性が低い、
あるいは経済危機時に流動性や価値を失うリスクがあるため、通常は債務水準の緩和要因として考
慮しない 10。同様に、社会保障基金または公的年金制度の保有資産もそれほど重視しない。こうし
た資産を政府債務の削減に用いても、通常はある債務を別の債務に置き換える効果しかないため
である。
多額の現金準備を有するが、それがソブリン・ウェルス・ファンドのデータに含まれない国については、
調整を行わない。例外的に、現金または流動資金が安定的に流動性準備の大きな部分を占める場
合、それらを事実上のソブリン・ウェルス・ファンドとして扱う可能性がある。そのような例として、国内
現金基金、債券に係る支払準備基金あるいは減債基金、国内の流動性のある財政準備基金で政
府総債務の算定上、保有する政府債務が差し引かれていないもの、外貨準備高やソブリン・ウェル
ス・ファンド調整に含まれていない外国為替基金がある。ムーディーズは、現金準備基金が他のソブ
リンと比較して極めて大きい場合（債務の 10%超）、5 年以上存在している場合、極めて多額の現
金・流動性基金を維持するとの政府の明確な方針がある場合、政府の総債務の算定またはソブリ
ン・ウェルス・ファンド調整に含まれていない場合にのみ、それらを事実上のソブリン・ウェルス・ファン
ドとして扱う。
透明性が限定的なソブリン・ウェルス・ファンドやストレス時に流動性を失う可能性のある国内資産に
主に投資しているソブリン・ウェルス・ファンドについては、通常上方調整のノッチ数を少なくする。ソブ
リン・ウェルス・ファンドの資産合計額が入手できない、あるいは規模に関する不確実性が高いなど、
透明性が極端に低い場合、その規模の推定額に通常 50%のヘアカットを適用する。また、ソブリン・
ウェルス・ファンドの国内資産も通常は資産合計から差し引く。国内資産はソブリンのストレス時に価
値や流動性を失う可能性が高いため、海外資産と同種の財政上のバッファーにはならない。ソブリ
ン・ウェルス・ファンドが債務を発行しているケースでは、資産から借入を差し引く。
ムーディーズは将来の見通しを織り込んでソブリン・ウェルス・ファンドを評価し、ソブリン・ウェルス・ファン
ドあるいは他の流動性準備がソブリンの債務負担をどのように軽減するかに関する他の情報を考慮しな
がら、事例ごとに調整幅を決定する。例えば、債務が急増してソブリン・ウェルス・ファンドの相対的規模
が大きく縮小すると予想される場合、上方調整のノッチ数を減らすか、上方調整は行わない。
10
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公的部門の純金融資産およびソブリン・ウェルス・ファンドの資産を考慮した上方調整ノッチ数は、債
務と比較した規模に応じて増加する。純資産が政府債務残高の 10%を超える場合、財政状況のス
コアを通常 1 ノッチ引き上げる。純資産が政府債務残高の 50%を超える場合は 2 ノッチ、100%を超
える場合は 3 ノッチ引き上げる。純資産が政府債務残高の 500%を超えるような例外的に高い水準
にある場合、4 ノッチの上方調整を適用する可能性がある。
図表 6

一般政府債務に対する公的部門の純金融資産およびソブリン・ウェルス・ファンド資産の比率
を考慮した調整
+1

+2

+3

+4

≥10 - 50

50 - 100

100 - 500

≥ 500

示唆される調整ノッチ数

公的部門の純金融資産およびソブリン・ウェル
ス・ファンド資産/一般政府債務 (%)
出所: Moody’s Investors Service

財政状況の要因スコアの調整 — その他：

例外的なケースでは、サブ要因と他の調整がソブリンの財政状況に対するムーディーズの総合的な
見解を完全に反映していないとの見方に基づき、財政状況のスコアを調整する可能性がある。例え
ば、政府は財政の柔軟性が例外的に高いという利点を享受しているが、それを債務削減にほとんど
活用したことがないとムーディーズが考える場合、スコアを上方調整する可能性がある。スコアは上
方または下方に調整され、調整幅は 3 ノッチを上限とする。
政府の財政力のスコアの決定
財政状況の最終的なスコアと経済の耐性のスコアに下表のウェイトを適用し、両者を組み合わせて
政府の財政力のスコアを導出する。経済の耐性のスコアが baa2 から ba2 のソブリンに、最も高い財
政状況のウェイトを適用する。これは、経済の耐性のスコアが高い国の信用力は債務指標の変化の
影響を受けにくく、経済の耐性のスコアが中位の国は財政状況の変化の影響をより受けやすいとの
ムーディーズの見解を反映している。これに対し、経済の耐性のスコアが低い国の信用力は、債務
指標に関わらず弱い傾向にある。
図表 7

政府の財政力

財政状況

Fiscal Strength

Economic
経済の
Resiliency
耐性

aaa
aa1
aa2
aa3
a1
a2
a3
baa1
baa2
baa3
ba1
ba2
ba3
b1
b2
b3
caa1
caa2
caa3
ca

aaa
aaa
aa1
aa1
aa2
aa2
aa3
aa3
a1
a1
a1
a2
a2
baa1
baa2
baa2
baa3
ba2
ba3
ba3
b1

aa1
aaa
aa1
aa1
aa2
aa2
aa3
a1
a1
a1
a2
a2
a3
baa1
baa2
baa2
baa3
ba2
ba3
b1
b1

aa2
aaa
aa1
aa2
aa2
aa3
aa3
a1
a2
a2
a2
a3
a3
baa2
baa2
baa3
baa3
ba2
ba3
b1
b1

aa3
aaa
aa1
aa2
aa2
aa3
a1
a1
a2
a2
a2
a3
a3
baa2
baa2
baa3
ba1
ba2
ba3
b1
b2

a1
aaa
aa1
aa2
aa3
aa3
a1
a1
a2
a2
a3
a3
baa1
baa2
baa3
baa3
ba1
ba3
ba3
b1
b2

a2
aa1
aa1
aa2
aa3
aa3
a1
a2
a2
a3
a3
baa1
baa1
baa2
baa3
baa3
ba1
ba3
ba3
b1
b2

a3
aa1
aa1
aa2
aa3
a1
a1
a2
a3
a3
a3
baa1
baa1
baa3
baa3
ba1
ba1
ba3
b1
b1
b2

baa1
aa1
aa2
aa2
aa3
a1
a2
a2
a3
a3
baa1
baa1
baa2
baa3
baa3
ba1
ba2
ba3
b1
b1
b2

baa2
aa1
aa2
aa2
aa3
a1
a2
a2
a3
baa1
baa1
baa2
baa2
baa3
ba1
ba1
ba2
ba3
b1
b2
b2

baa3
aa1
aa2
aa3
aa3
a1
a2
a3
a3
baa1
baa1
baa2
baa2
baa3
ba1
ba1
ba2
ba3
b1
b2
b2

ba1
aa1
aa2
aa3
aa3
a2
a2
a3
baa1
baa1
baa2
baa2
baa3
ba1
ba1
ba2
ba2
b1
b1
b2
b3

ba2
aa1
aa2
aa3
a1
a2
a3
a3
baa1
baa2
baa2
baa3
baa3
ba1
ba1
ba2
ba3
b1
b1
b2
b3

ba3
aa2
aa2
aa3
a1
a2
a3
a3
baa1
baa2
baa3
baa3
ba1
ba1
ba2
ba2
ba3
b1
b2
b2
b3

b1
aa2
aa2
aa3
a1
a2
a3
baa1
baa1
baa2
baa3
baa3
ba1
ba1
ba2
ba2
ba3
b1
b2
b2
b3

b2
aa2
aa3
aa3
a1
a3
a3
baa1
baa2
baa3
baa3
ba1
ba1
ba2
ba2
ba3
ba3
b1
b2
b3
b3

b3
aa2
aa3
aa3
a1
a3
baa1
baa1
baa2
baa3
ba1
ba1
ba2
ba2
ba2
ba3
b1
b1
b2
b3
b3

caa1
aa2
aa3
a1
a1
a3
baa1
baa1
baa2
baa3
ba1
ba1
ba2
ba2
ba3
ba3
b1
b1
b2
b3
caa1

caa2
aa2
aa3
a1
a1
a3
baa1
baa2
baa2
ba1
ba1
ba2
ba2
ba2
ba3
ba3
b1
b2
b2
b3
caa1

caa3
aa3
aa3
a1
a2
baa1
baa1
baa2
baa3
ba1
ba2
ba2
ba3
ba3
ba3
b1
b1
b2
b2
b3
caa1

ca
aa3
aa3
a1
a2
baa1
baa2
baa2
baa3
ba1
ba2
ba2
ba3
ba3
ba3
b1
b2
b2
b3
b3
caa1

出所: Moody’s Investors Service
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格付要因：イベント・リスクに対する感応性
政府の財政力のスコアを決定した後、イベント・リスクに対する感応性を検討する。この要因は、政府
の財政力のスコアを引き下げる方向のみに作用する。政府の財政力のスコア 11とイベント・リスクに対
する感応性の要因スコアを組み合わせて得られるスコアレンジの中間点を図表 8 に示す。
図表 8

政府の財政力とイベント・リスクに対する感応性の組み合わせ*
政府の財政力

イベント・
リスクに
対する
感応性

出所: Moody’s Investors Service

この要因を重視する根拠
国の経済や制度に深刻な影響を与え得る、あるいは財政を制約し得る突然で極端なイベントに対す
る感応性は、ソブリンの信用力を示す重要な指標である。イベント・リスクには様々なものがあるが、
代表的なものとして、国内政治リスク、地政学的リスク、政府の流動性リスク、銀行セクター・リスク、
対外脆弱性リスクが挙げられる。
この格付要因は次の 4 つのサブ要因で構成される。

政治リスク
国内政治あるいは地政学から生じる政治リスクは、ソブリンのデフォルト確率を高める可能性がある。
政治の不安定性、社会不満の鬱積あるいは増大、宗教的、人種的あるいは社会的分断に特徴付
けられる厳しい国内政治環境は、政策立案の安定性と予見可能性を低下させ得る。より極端なケー
スでは、内戦や経済の混乱につながる可能性がある。
地政学的リスクも経済、制度および財政の安定性を脅かす可能性がある。例えば、ソブリンの信用
状況は近隣国、なかでも好戦的な外交政策を持つ近隣国との未解決の政治問題あるいは軍事問
題に影響され得る。他国との緊張の高まりや、他国の介入により主権を喪失する可能性は、ソブリン
の信用力を圧迫する。

政府の流動性リスク
政府の流動性リスクは、政府がすべての支払い義務、中でも債務返済に関する支払い義務を履行
する能力を示す重要な指標である。
政府の流動性リスクを評価する上で重要なのが調達能力である。ソブリンの大部分はキャッシュフロ
ーがマイナスで、年間の財政収支が赤字となっている。毎年多額の債務償還あるいはリファイナンス
を行うことが一般的である。また、リファイナンス必要額に比べ、流動性が高い高品質資産の保有額
は限定的であることが多い。したがって、安定的かつ確実に新規調達できる能力は、政府の流動性
の評価の中核をなす。
必要に応じて資金調達を実施してきた実績を持つソブリンでも、調達能力は国内外の動向の影響を
非常に受けやすい場合がある。政府の流動性リスクは予想に基づいて評価し、予見可能な範囲で
11
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し、Caa3 と Ca のスコアに対するレンジは Caa2-C である。
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資金調達の障害となり得るイベントを考慮に入れる。このサブ要因の評価では、シナリオ分析の結果
を参照する場合がある。
どのような調達源から資金調達できるかを考慮する。ソブリンは通常、多種多様な債権者から資金
を借り入れている。政府は国内の信用市場と資本市場で債務証券を発行することが多いが、海外
市場での発行も行う。一部の政府はローン市場からの調達あるいは商業銀行からの直接借入も行っ
ている。
二国間融資や国際機関からの融資を含む公的部門からの融資も、新興国やフロンティア市場の一
般的な資金調達源であり、通常は他のタイプの借入より低い金利で資金調達できる。例外的に、政
府がソブリン・ウェルス・ファンドのような非常に多額の金融資産を蓄積している場合は、その資産を
取り崩すこともできる。

銀行セクター・リスク
銀行は経済の中で不可欠な役割を担っているため、システミックな銀行危機が起きれば、深刻な景
気後退による歳入減少、銀行救済あるいは損失を伴う債務再編を通じて、公的債務が大幅に増加
することが多い。システミックな銀行危機は、与信供給を減少あるいは中断させ、政策の有効性を低
下させることにより、しばしば経済を混乱させ、あるいは混乱を悪化させる。銀行危機に伴う経済危機
は、政府の歳入を確保する能力を圧迫する。

対外脆弱性リスク
対外脆弱性リスクは、ソブリンが外貨建てで資金調達または債務返済を行う能力を示す重要な指標
である。
国は輸入代金の支払いと対外債務の返済の資金を資本流入に依存している。リスク選好が弱まれ
ば、投資家は資本流入への依存度が高い国、特に外貨準備によるバッファーが少ない国から投資
を引き上げる傾向がある。資本流入が減少すれば外貨準備高が減少し、それが資本流入をさらに
抑制し、通貨安を招き、外貨建て支払いの履行能力を低下させる。
評価方法
イベント・リスクの 4 つのサブ要因の総合評価には最小関数を用いる（4 つのサブ要因スコアの内、最も
低いスコアをイベント・リスクのスコアとする）。これは、4 つのサブ要因のリスクの内、1 つでも現実化すれ
ば、ソブリンの信用プロファイルは著しく悪化し得るためである。最小関数の使用は、これらのリスクは通
常、相互に関連しており、1 つのリスクの顕在化が他のリスクの発生を促進する可能性があることも反映
している。
しかし、2 つ以上のサブ要因のスコアが弱く、それらのスコアを左右するリスクにほとんど相関性がな
いと考えられる場合、全体のリスク水準がより高くなることを考慮し、最も低いサブ要因のスコアを下
回るスコアを付与する可能性がある。
サブ要因の評価方法 — 政治リスク
国内政治リスクと地政学的リスク：

国内政治リスクと地政学的リスクに対するムーディーズの見解に基づき、定性的に評価するが、通
常は定量指標も参照して分析を行う。ムーディーズは将来の見通しを評価に織り込む。
大きな所得格差、人種あるいは宗教の対立、政策の方向性を巡る合意の欠如といった社会の不満
や断絶につながり得る社会経済的特徴の有無を考慮して、国内政治リスクを評価する。
通常、国民が自身の選好を自由に表明し、政策立案に影響を与える能力を検討する。この能力は
通常、政治の混乱につながり得る緊張が発生するリスクを低下させ、政策の成果にクレジット・ポジテ
ィブな影響を与える。表現の自由に関する評価では通常、WGI の「発言権と説明責任」指標を参照
する。
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大きな所得格差やその拡大は通常、社会不安リスク、ひいては政治の混乱を生じさせる。特に、経
済資源のほとんどが特定のグループに支配されている場合、そのリスクが高い。所得格差の代数とし
て通常ジニ係数を用いる。ジニ係数 12が大きいほど所得格差が大きく、したがって政治リスクが高い。
しかし、ジニ係数で表される所得格差が比較的大きくても、全体の生活水準が高く、それによって社
会の一部が国の社会経済モデルに異議を唱えるリスクを低減している国もあることをムーディーズは
認識している。逆に、ジニ係数がそれほど高くないため社会的機会の不平等が覆い隠されているが、
他の指標や社会的要求の表明によってそれが明らかになる場合もある。社会的緊張は、人種、宗
教または社会の分断からも生じ得る。社会の分断が根深い、あるいは拡大しており、それが政治の
安定性を脅かす可能性があると考えられる場合、通常はこのサブ要因に相対的に低いスコアを付与
する。
政治の安定性も政治リスクの重要な決定要因の一つである。頻繁な政権交代があっても政策の継
続性が高いソブリンであれば、通常このサブ要因に相対的に高いスコアを付与する。逆に、政権交代
が無秩序に行われる国、あるいは政権交代が頻繁に行われるため政策の予見可能性が低く、行政
業務の継続性が失われる、あるいは実効的な継承手続きや制度が欠如している国には、通常この
サブ要因について相対的に低いスコアを付与する。このサブ要因の評価では通常、WGI の政治の
安定性の指標を参照する。
ムーディーズがクレジット・ポジティブとみなす政策の結果についての合意が欠如している場合、上述
した問題の重大性が高まり得る。政策の方向性に関する合意を制約する政治あるいは社会の分断
の深刻化は、クレジットにポジティブに作用する政策の制定を阻害する可能性がある。
このサブ要因の評価では、すでに顕在化している、あるいはソブリンの信用力を低下させるイベントや
政策につながり得る地政学的緊張の存在も考慮する。潜在的衝突や軍事衝突だけでなく、貿易摩
擦、貿易戦争、サイバー攻撃、外交制裁といった国家間の暴力を伴わない衝突もこれに含まれる。
総合評価を決定する際には通常、緊張が高まる可能性と、それが現実化した場合に経済、制度お
よび財政に与える影響についての定性的見解を形成する。
通常、国内政治リスクと地政学的リスクの内、高い方のリスク（すなわちスコアが低い方）に対する見
解に基づいてスコアを決定する。しかし、一部のケースでは、2 つのリスクが互いを増強することで、
個々のリスクに基づいた場合よりも低いスコアが付与される場合がある。

12
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格付要因

イベント・リスクに対する感応性
サブ要因

サブ・サブ要因

政治リスク

国内政治リスクと
地政学的リスク

aaa
WGI の発言権と説明責任
指標が通常 1.5 超。
ジニ係数が通常 0 から
30。
WGI の政治の安定性指標
が通常 1.5 超。
失業率が通常低く、富と所
得が比較的均一に分配さ
れ、政策の成果へのマイナ
スの影響がほとんどあるい
は全くない。
政治的・経済的成果に大き
なリスクとなる重大な社会
衝突の発生源がない。
政権交代があってもクレジ
ット・ポジティブな政策の成
果に対する一般合意は変
わらない。
政権交代が常に円滑に行
われ、ソブリンの信用プロ
ファイルにほとんど影響し
ない。
地政学的関係が良好で、
外部からの介入がほとんど
ない。
経済活動、財政または政
策立案に影響する軍事衝
突あるいは潜在的衝突に
関与していない。

aa

a

baa

ba

b
WGI の発言権と説明責任
指標が通常-0.5 から-1.0。

WGI の発言権と説明責任
指標が通常-1.0 から-1.5.

WGI の発言権と説明責任
指標が通常-1.5 未満。

ジニ係数が通常 30 から 40。

WGI の発言権と説明責
任指標が通常 0.0 から0.5。

ジニ係数が通常 50 超。

ジニ係数が通常 40 から
50。

ジニ係数が通常 40 から
50。

ジニ係数が通常 50 超。

WGI の政治の安定性指標が
通常 0.5 から 0.0。

WGI の政治の安定性指標
が通常-1.0 から-1.5。

WGI の政治の安定性指標
が通常-1.5 未満。

雇用、富および所得が経済全
体にわたり比較的均一に分
配されているが、地域、社会
経済的集団間あるいは他の
集団間の格差や経時的な変
化が政策の成果にマイナスの
影響を与える可能性がある。

WGI の政治の安定性指
標が通常 0.0 から-0.5。

大量失業、富と所得の大き
な格差、国内の軍事衝突を
伴うこともある地域社会の
緊張があり、経済活動、政
策立案および政府機関の
秩序ある運営が大きく混乱
する、あるいは阻害され
る。

大量失業、富と所得の大き
な格差、国内の軍事衝突を
伴うこともある地域社会の
緊張があり、経済活動、政
策立案および政府機関の
秩序ある運営が大きく混乱
する、あるいは阻害され
る。

機能する政府が存在しない、
および/または行政機能が
大きく損なわれている。

機能する政府が存在しな
い、および/または行政機
能が大きく損なわれてい
る。

WGI の発言権と説明責
任指標が通常 1.5 から
1.0。

WGI の発言権と説明責任指
標が通常 1.0 から 0.5。

WGI の発言権と説明責任指
標が通常 0.5 から 0.0。

ジニ係数が通常 30 から 40。

ジニ係数が通常 0 から
30。

WGI の政治の安定性指標が
通常 1.0 から 0.5。

WGI の政治の安定性指
標が通常 1.5 から 1.0。

雇用、富および所得が経済全
体にわたり比較的均一に分配
されているが、地域、社会経
済的集団間あるいは他の集
団間の格差や経時的な変化
が政策の成果にマイナスの影
響を与える可能性がある。

失業率が通常低く、富と
所得が比較的均一に分
配され、政策の成果へ
のマイナスの影響がほ
とんどあるいは全くな
い。
政治的・経済的成果に
大きなリスクとなる重大
な社会衝突の発生源が
ない。
政権交代があってもクレ
ジット・ポジティブな政策
の成果に対する一般合
意は変わらない。
政権交代が常に円滑に
行われ、ソブリンの信用
プロファイルにほとんど
影響しない。
地政学的関係が良好
で、外部からの介入が
ほとんどない。
経済活動、財政または
政策立案に影響する軍
事衝突あるいは潜在的
衝突に関与していない。

政治的・経済的成果に大きく
政治的・経済的に大きく影響
影響し得る宗教的・人種的・社 し得る宗教的・人種的・社会
会的対立が一部にみられる。 的対立が一部にみられる。

雇用、富および所得が
比較的不均一に分配さ
れ、社会が宗教、人種ま
たは社会的に深く分断さ
れている可能性がある。

そうした緊張が、暴力行
為を伴い、政策の成果
に大きな影響を与え得る
政権交代がクレジット・ポジテ 政権交代がクレジット・ポジテ 社会的緊張を引き起こ
ィブな政策の成果の継続性ま ィブな政策の成果の継続性ま す可能性がある。その可
能性は低いが無視でき
たはクレジットの弱さに対処す たはクレジットの弱さに対処
る能力を阻害する可能性があ する能力を阻害する可能性が ない。
る。
ある。
政権交代により政策の
政権交代が概して混乱なく行 政権交代が概して混乱なく行 予見可能性が常に低下
われ、行政機能に大きく影響
われ、行政機能に大きく影響 し、経済または財政に影
響を与え得るクレジット・
することは稀である。
することは稀である。
ネガティブな政策がとら
ソブリンの信用プロファイルに ソブリンの信用プロファイルに
れる可能性が高まる。
限定的な影響を与え得る地政 限定的な影響を与え得る地
学的緊張が生じることがある。 政学的緊張が生じることがあ 高い継承リスクあるいは
キーマンリスクが存在す
外部からの介入はクレジットに る。外部からの介入はクレジ
る可能性があり、政権の
大きく影響しない。
ットに大きく影響しない。
不安定性が行政機能に
軍事衝突に関与していない
軍事衝突に関与していない
マイナスの影響を与え
が、他国の軍事衝突あるいは が、他国の軍事衝突あるいは
る。
潜在的衝突から影響を受け、 潜在的衝突から影響を受け、
経済活動、財政またはた政策 経済活動、財政または政策立 地政学的緊張の高まり
が軍事衝突につながる
立案に限定的な影響が及ぶ
案に限定的な影響が及ぶ可
可能性があり、経済活
可能性がある。
能性がある。
動、財政および調達条
件にマイナスの影響を与
える可能性がある。

WGI の政治の安定性指標
が通常-0.5 から-1.0。
雇用、富および所得が比較
的不均一に分配され、社会
が宗教、人種または社会
的に深く分断されている可
能性がある。
そうした緊張が、暴力行為
を伴い、政策の成果に大き
な影響を与え得る社会的
緊張を引き起こす可能性
がある。その可能性は低い
が無視できない。
政権交代により政策の予
見可能性が常に低下し、経
済または財政に影響を与
え得るクレジット・ネガティ
ブな政策がとられる可能性
が高まる。
高い継承リスクあるいはキ
ーマンリスクが存在する可
能性があり、政権の不安定
性が行政機能にマイナス
の影響を与える。
地政学的緊張の高まりが
軍事衝突につながる可能
性があり、経済活動、財政
および調達条件にマイナス
の影響を与える可能性が
ある。

caa

権力移行のための明確で
信頼性のある方法が存在
せず、権力の継承が無秩
序に行われソブリンの信用
プロファイルを悪化させるリ
スクが高い。
軍事衝突への実際の関与
を含む、紛争につながりや
すい地政学的関係により、
経済活動、資金調達能力
および/または制度の秩序
ある運営が大きく阻害され
る、あるいは混乱する。

ca

権力移行のための明確で
信頼性のある方法が存在
せず、権力の継承が無秩
序に行われソブリンの信用
プロファイルを悪化させるリ
スクが高い。
軍事衝突への実際の関与
を含む、紛争につながりや
すい地政学的関係により、
経済活動、資金調達能力
および/または制度の秩序
ある運営が大きく阻害され
る、あるいは混乱する。

出所: Moody’s Investors Service
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サブ要因の評価方法 — 政府の流動性リスク
資金調達能力：

政府が 3 つの主要なタイプの借入、すなわち（1）国内債権者からの自国通貨建て借入、（2）国外債
権者からの自国通貨建て借入、（3）外貨建て借入を行う能力に基づいて定性的に評価する。このよ
うなタイプの借入による調達実績、他国と比較した調達コストと満期までの期間、様々なタイプのソブ
リン債の投資家基盤の多様性、公的貸し手からの借入への依存度、多額の外貨準備の有無を検討
する。
将来の見通しに基づいて評価を行う。したがって、政府の将来における調達能力を評価する際に、
調達の制約要因に基づくだけでなく、政府の調達実績の評価を補足するものとして、政府の調達戦
略の頑健性（価格、満期および通貨に関し何を優先するか等）を評価する。政府の調達源が一つに
偏っているとしても、それが他の調達源にアクセスする可能性を示しているとは限らない。
»

国内債権者からの自国通貨建て借入。政府が自国通貨建て借入のために依存できる厚みの
ある国内資本市場の存在は、クレジットを支える強みである。大規模で幅と多様性に富む国内
投資家基盤は、ソブリンが多様な債務証券を幅広い年限で発行できる厚みのある国内市場を
育成する。
逆に、国内資本市場に厚みがない場合、政府は銀行借入に大きく依存することが多いが、これ
は政府債務証券の主要な需要源である銀行からの貸出が飽和するリスクを高める。政府が銀
行調達にどの程度依存できるかは、銀行システムの規模、預金流入の勢い、あるいは資産に占
める政府証券の比率といった様々な考慮事項に左右される。銀行資産に占める政府証券の比
率が高ければ、通常、銀行調達に依存してきた実績があることを意味するが、飽和リスクがある
ことも示唆する。銀行に政府債務の保有を促す規制は、銀行からの調達がしやすいことを示唆
しているとみられる。逆に、政府債務の保有を抑制するような規制の枠組みは通常、調達能力
の評価にマイナスとなる。

»

国外の債権者からの自国通貨建て借入。国外の投資家からの自国通貨建て資金調達は、
政府の借入基盤を拡大するため、政府の調達能力の評価にプラスとなる。借入基盤の規模と
幅が大きく多様性が高いほど、政府の流動性リスクは低くなる。自国通貨建て債務発行により国
外の投資家から安定的かつ確実に資金調達してきた実績は、クレジットに差を生じさせる重要な
要因である。これは、幅広い投資対象を持つ国外投資家は、ムーディーズがより固定的な調達
源であるとみなす国内投資家に比べ、一般に調達源として変動性が高いためである。そのため、
将来国外投資家の自国通貨建て債務への投資が突然停止するリスクや、純投資ポジションが
減少する（資本流出）リスクは国内投資家に比べ高い。
国外投資家の資金を呼び込むことができる強固で信頼性のある能力を示す指標として、政
府が債務を発行する通貨が準備通貨としての地位にあることが挙げられる。自国通貨が準
備通貨である利点（他国の中央銀行の準備資産に占める自国通貨建て政府債務の比率
の高さで示されることが多い）から恩恵を受ける政府は、通常このサブ要因について高いス
コアが付与される。国外投資家からの自国通貨建ての調達実績がない政府については、そ
うした調達を行うことができる潜在能力を評価するが、そのような政府がこのサブ要因で最
も高いスコアを付与されることはないとみられる。

»

外貨建て借入。政府が外貨建てで、通常は国外の債権者から借入を行う能力は、調達源の幅
をさらに拡大するため、ポジティブに評価される。外貨建て借入は主に国際債券発行と公的部
門からの融資の形式をとる。外貨建て調達源の規模が大きく、広範で厚みがあるほど、政府の
流動性リスクは低くなる。国際市場で安定的かつ確実に外貨建て債券を発行してきた実績を持
つ政府には、このサブ要因について高いスコアを付与する。

国際市場からの外貨建て調達の実績の欠如は通常、流動性リスクが高いことを示唆する。政府が
自国通貨建てで国外から借入を行う高い能力の恩恵を受けている場合のみ（すなわち、この点で
aaa のスコアに相当する場合のみ）、外貨建て借入の能力が最も高い（すなわち、この点で aaa のス
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コアに相当）とみなす。このようなケースでは、政府が為替リスクあるいは関連ヘッジ費用を避けるた
めに債務発行を自国通貨建てに限定するという調達方針をとっているとみられる 13。
公的部門からの融資への依存度の高さは通常、外貨建て借入能力が限定的とみられることを
示す。様々な公的部門からの融資に依存する政府は、このサブ要因について通常 ba 以下のス
コアが付与される。様々な公的部門からの融資に依存している政府は、他の調達源へのアクセ
スが制約されていることが多い。また、公的部門からの融資は、資金の使途が特定されているこ
とが多いため（インフラ・プロジェクトや社会保障プログラムなど）、柔軟性が低いとみられる。最後
の調達源として利用されることの多い IMF の融資プログラムへの依存は通常、ファンダメンタル
なクレジットの弱さと、デフォルト・リスクの高さを示唆する。
»

ソブリン・ウェルス・ファンドを含む政府保有の多額の準備資産 14。一部の政府は非常に多額の
資産を確保しており、通常はそれをソブリン・ウェルス・ファンドで管理している。これらの準備資
産の額が債務残高と比べ大きく、それらの資産が比較的短期間で使い果たされるリスクが限定
的と判断される場合、この要因のスコアを他の調達源へのアクセスが示唆するスコアから 1 カテ
ゴリー引き上げる可能性がある。

政府の流動性リスクのサブ要因スコアの調整
高いリファイナンス・リスク：

政府の調達必要額とリファイナンス・リスクに対する見通しに基づき、このサブ要因のスコアを調整す
る場合がある。調整方向は下方のみで、調整幅は文字スコア・カテゴリーで 2 段階を上限とする。
評価に際し、通常向こう 2 年の政府の調達必要額の対 GDP 比と調達能力を考慮する。調達能力
が高いほど、多額の必要調達額を賄える可能性が高い。リファイナンス・リスクの評価では通常、政
府の調達能力に照らした将来の元本返済額を考慮する。外貨建てで多額の元本返済を予定してい
る場合、政府は通常、投資家の投資意欲の低下、外貨建て債務を自国通貨建て債務発行でリファ
イナンスする場合の為替水準への圧力、外貨準備高の減少の可能性等のリスク上昇に直面する。
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市況商品の輸出国などの少数の例外はあるが、政府歳入の大部分は自国通貨建てである。

14

政府の流動性リスクの評価では、政府財政を支えるために即時に利用可能な準備資産のみを流動性に含め、中央銀
行保有の外貨準備高は含めない。.

格付手法：ソブリン格付手法

SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

格付要因

イベント・リスクに対する感応性
サブ要因

サブ・サブ要因

aaa

aa

a

baa

ba

b

caa

ca

政府の流動性リスク

資金調達能力

政府は様々なタイプの機
関投資家を含む幅広く多
様性に富む投資家基盤を
持つ極めて厚みのある国
内資本市場から確実に資
金調達してきた強固な実
績を持つ。

政府は様々なタイプの機
関投資家を含む幅広く多
様性に富む投資家基盤を
持つ極めて厚みのある国
内資本市場から確実に資
金調達してきた強固な実
績を持つ。

一定の機関投資家を含む
かなり幅広く多様な投資
家基盤を持つ厚みのある
国内資本市場から概して
確実に資金調達してきた
ことが経験から示唆され
る。

一定の機関投資家を含む
かなり幅広く多様な投資
家基盤を持つ厚みのある
国内資本市場から概して
確実に資金調達してきた
ことが経験から示唆され
る。

政府は比較的厚みがなく
発展の遅れた国内資本市
場から断続的に資金調達
してきた。

政府は比較的厚みがなく
発展の遅れた国内資本市
場から断続的に資金調達
してきた。

政府は厚みがなく発展の
遅れた国内市場から非常
に限定された資金調達を
行ってきた。

政府は厚みがなく発展の
遅れた国内市場から非常
に限定された資金調達を
行ってきた。

政府は自国通貨建て債務
発行により極めて幅広い
非居住者投資家から資金
調達してきた疑う余地の
ない実績を持ち、通常は
それが自国通貨の準備通
貨としての地位を反映して
いる。

政府は自国通貨建て債務
発行により幅広い非居住
者投資家から資金調達し
てきた強固な実績を持
つ。非居住者が極めて安
定的に国内資本・信用市
場に参加。

政府は自国通貨建て債務
発行により幅広い非居住
者投資家から資金調達し
てきた強固な実績を持
つ。非居住者が極めて安
定的に国内資本・信用市
場に参加。

政府は自国通貨建て債務
発行により非居住者投資
家から断続的に資金調達
してきた。非居住者の国
内資本・信用市場への参
加は限定的で変動性を伴
い得る。

政府は自国通貨建て債務
発行により非居住者投資
家から断続的に資金調達
してきた。非居住者の国
内資本・信用市場への参
加は限定的で変動性を伴
い得る。

政府はかなり幅広く多様
な投資家から外貨建てで
概して確実に資金調達し
てきた。

政府は比較的幅の狭い投
資家や様々な公的部門の
貸し手から断続的に外貨
建てで資金調達してきた。

政府は外貨建て市場での
調達を全くあるいはほとん
ど行わず、公的部門の貸
し手からの調達は比較的
限定されている。

政府は自国通貨建て債務
発行による非居住者投資
家からの資金調達を全く
あるいはほとんど行ったこ
とがない。非居住者の国
内資本・信用市場への参
加は少なく、変動的で不
確実である。

政府は幅広く多様な投資
家から外貨建てで確実に
資金調達してきた強固な
実績を持つ。

政府は自国通貨建て債務
発行により非居住者投資
家から概して確実に資金
政府は自国通貨建て債務 調達してきたことが経験か
発行により非居住者投資 ら示唆される。非居住者
家から概して確実に資金
の国内資本・信用市場へ
調達してきたことが経験か の参加が変動性を伴うこ
ら示唆される。非居住者
とがあるが、長期的には
の国内資本・信用市場へ かなり安定していると予想
の参加が変動性を伴うこ
される。
とがあるが、長期的には
政府は比較的幅の狭い投
かなり安定していると予想 資家や様々な公的部門の
される。
貸し手から断続的に外貨

政府は幅広く多様な投資
家から外貨建てで確実に
資金調達してきた強固な
実績を持つ。

政府はかなり幅広く多様
な投資家から外貨建てで
概して確実に資金調達し
てきた。

政府は外貨建て市場での
調達を全くあるいはほとん
ど行わず、公的部門の貸
し手からの調達は比較的
限定されている。

建てで資金調達してきた。

出所: Moody’s Investors Service
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サブ要因の評価方法 — 銀行セクター・リスク
システミックな危機のリスクと、それが国の経済力と財政に与える影響（銀行システムの偶発債務が
政府のバランスシートに経常されることによる影響を含む）に対するムーディーズの見解に基づき、定
性的に評価する。
ソブリンにとっての銀行セクター・リスクの評価は、2 つの主要な考慮事項に基づいている。1 つ目の
考慮事項である国内銀行システム単独での（政府からのサポートを考慮しない）信用プロファイルを
参照して、銀行セクターのクレジットイベント（BSCE）リスクを評価する。2 つ目の考慮事項は、国内銀
行の総資産の GDP 比で測定または推定した国内銀行システムの規模である。銀行システムが弱い
ほど、また大規模であるほど、政府のバランスシートに偶発債務が計上される可能性と、銀行危機の
影響が経済の機能に波及する可能性が高い。
銀行システムの規模と頑健性を評価するため、国内市場で貸し手または投資家として、また預金受
入機関として強固な基盤を持つ銀行を国内銀行と定義する。通常は外国の金融機関の銀行子会
社を国内銀行に含めるが、外国銀行の支店は、国内市場で大規模な貸出業務あるいは預金受入
業務を確立している場合を除き、国内銀行に含める可能性は低い。
したがって、国内銀行システムの規模と頑健性の評価は、大規模なオフショア金融センターが所在す
る国の銀行システム全体の評価とは大きく異なる可能性がある。同様に、過去の事例、法制あるいは
判決に基づき、国内銀行のオフショア業務が国内銀行の破綻処理時にコア業務の一部と判断され、ソ
ブリンの偶発債務発生につながることが合理的に予想できる場合、それらを評価対象に含める。
銀行セクターのクレジットイベント（BSCE）リスク：

格付対象国内銀行については、銀行資産で加重したベースライン信用リスク評価（BCA）の平均を用
いる（上述の通り）。BCA は関係者や政府からの緊急時のサポートを考慮しない発行体単独の固有
の信用力についてのムーディーズの意見である 15。
国内銀行システムの基礎的な信用力を考慮して評価を行う。ムーディーズが銀行セクターの一部の
みを格付対象としている国では、BCA の資産加重平均が国内銀行システムの基礎的な信用力を十
分に反映していない可能性がある。システム全体の加重平均 BCA が、システム内の個別的ではあ
るが重要な部分におけるクレジットに関する懸念を覆い隠している場合、銀行セクターのクレジットイ
ベント・リスクは加重平均 BCA が示唆するより高いとみなす可能性がある。例えば、少数の強固な銀
行により加重平均 BCA が引き上げられ、それより数が多く信用力の低い小規模銀行によりソブリンが
晒されるリスクが過少評価されている場合、より高いリスクを反映させたスコアを付与する。
逆に、銀行システムの大部分が外資系で、親銀行が他の法域に所在する支店や子会社をサポート
する能力を持ち、サポートする傾向が強ければ、ソブリンからのサポートの必要性やそのコストは通常
低下する。こうしたケースでは、親銀行からのサポートによって政府の偶発債務が減少し、銀行所在
国に対する銀行セクターのクレジットイベントの影響が小さくなり得るため、銀行システムの信用リスク
を国内銀行システムの加重平均 BCA が示唆する水準より低いとみなす可能性がある。国内資産の
外国人による保有比率と、親会社からのサポートが国内銀行の信用リスクを低減する可能性を考慮
して評価する場合がある。その際に、関係者からのサポートを織り込んだ子会社の調整後 BCA を参
照する場合もある。
銀行システムに格付対象銀行がない、あるいはその数が非常に少ない場合、銀行システム全体の
入手可能なデータと分析上の判断（既存または予想ソブリン格付を含む）に基づき、銀行システムの
クレジットイベント・リスクを推定する。そのようなケースでは通常、下の対照表を用いる。BSCE スコア
がソブリン格付を超えることはできず、通常はそれを下回る 16。これは、ソブリン格付と銀行システム
のクレジットイベント・リスクとの関係を織り込むからである。
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15

関係者には、親会社、協同グループ、重要な投資家（通常、議決権の 20%超を保有）が含まれる。政府には、地方・地
域政府と国民政府が含まれる。ベースライン信用リスク評価の詳細については、銀行格付手法と”Rating Symbos and
Definitions” を参照されたい。これらの出版物とセクターおよびクロス・セクター格付手法へのリンクは、「ムーディーズの
関連出版物」のセクターに掲載されている。

16

万一、BSCE リスクのスコアが示唆されるソブリン格付を上回る場合は、BSCE スコアがソブリン格付を上回らないという
条件が満たされるまで、示唆されるソブリン格付を必要に応じて BSCE スコアとして用いる。
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格付対象銀行が存在しない、あるいはその数が非常に少ない国の銀行セクターのクレジットイベント・
リスクを評価する際に、システムの調達プロファイル、自己資本比率、流動性、業界構造、収益性、
資産パフォーマンス、類似した特徴を持つ他の銀行システムとの比較等の銀行システムに関する他
の情報を考慮する。
図表 9

銀行セクターのクレジットイベント・リスク
ソブリン格付カテゴリー

示唆される銀行セクターのクレジットイベント・リスクのスコア

Aaa

a3

Aa

baa2

A

baa3

Baa

ba1

Ba

ba3

B

b2

出所: Moody’s Investors Service

国内銀行の総資産/GDP：

国内銀行セクターの総資産（上述の通り）の GDP 比を用いて銀行システムの規模を測定または推
定する。他の条件がすべて等しいとすれば、国内銀行システムの相対的規模が大きいほど、偶発債
務リスクと偶発債務のマイナスの影響が経済に波及するリスクが大きい。銀行セクターのクレジットイ
ベント・リスクの評価が国内銀行システムの一部に基づいている場合は、それに応じて規模の基準を
調整する。
BSCE と国内銀行総資産/GDP 比率を組み合わせ、銀行セクター・リスクのスコアを導出
図表 10 のマトリックスを用いて、BSCE スコアと国内銀行の総資産の GDP 比とを組み合わせ、ソブリ
ンに対する銀行セクター全体のリスクを推定する。
図表 10

ソブリンの銀行セクター・リスク
銀行セクターのクレジットイベント・リスク
aaa-a3

baa1

baa2

baa3

≥ 400%

a

a

baa

ba

b

b

ca

230 - 400%

a

a

baa

baa

ba

b

ca

180 - 230%

a

a

a

baa

ba

ba

b

80 - 180%

a

a

a

a

baa

ba

ba

aaa

aa

aa

a

a

baa

ba

国内銀行の総資産/GDP

< 80%

ba1-ba2 ba3-b3

caa-c

出所: Moody’s Investors Service

銀行セクター・リスクのサブ要因スコアの調整
BSCE や国内銀行セクターの総資産の GDP 比に十分に反映されない考慮事項に基づいて、銀行セ
クター・リスクのサブ要因スコアを調整する可能性がある。スコアは上方または下方に調整され、調
整幅は 2 スコア・カテゴリーを上限とする。
他の考慮事項として次が挙げられる。
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»

国内銀行システムの規模にかかわらず、少数の銀行がシステムの大部分を構成している場合、
1 つの銀行の経営難がシステミックな危機につながるリスクが高いかどうかを考慮する。銀行シ
ステムの一部銀行への極端な偏在によりソブリンがリスクに晒される場合、銀行セクター・リスク
のスコアを当初のスコアから引き下げる必要があると判断する可能性がある。

»

運用可能な破綻処理制度（ORR）は、ソブリンが晒される銀行セクター・リスクの評価において、
通常はリスク緩和要因とみなさない。これは、破綻した銀行の秩序ある処理を可能にする具体
的な法律の制定を必要とする ORR は、一つの銀行単独での破綻時にソブリンに対するリスクを
除去する効果を持つかもしれないが、ソブリンの観点からみて重要なシステミックな銀行危機の
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際に、ソブリンに偶発債務が生じるリスクを緩和または除去する効果を持つ可能性は低いとみら
れるためである。システミックな危機の際に ORR が効果的であると考えられる稀なケースでは、
銀行セクターから偶発債務が生じるリスクは当初のスコアが示唆する水準より低いと判断する可
能性がある。ORR が効果的であると判断されるためには、ソブリンが銀行システム内の複数の金
融機関に財務支援を提供する意向がないことを示す明確で客観的な最新のエビデンスが必要
とされるだろう。
»

調達コストが急増するなどして銀行セクターの資金調達に急激な圧力を加え、システミックな銀
行危機の潜在的リスクを高めるような、重大で持続的なセンチメントの変化がみられる場合、サ
ブ要因スコアの下方修正を検討する可能性がある。

»

稀なケースであるが、偶発債務および経済全域に混乱が生じる可能性という観点からみて、より
広範な金融セクターから生じるソブリンへのリスクを反映させるために、銀行セクター・リスクのサ
ブ要因スコアの下方調整を検討する可能性がある。例えば、システム上重要なノンバンク金融
機関から生じるソブリンへのリスクを反映させるため、評価を下方調整する場合がある。また、政
策銀行への支援、契約上の債務履行、あるいは他の理由によりソブリンが介入する必要が生じ
る可能性を織り込むためにも、下方調整を行う可能性がある。

»

銀行危機のリスクが高まり、差し迫っていると考えられる場合、銀行セクターから生じる偶発債務
がソブリンのバランスシートに計上されるというシナリオの分析を銀行セクター・リスクのサブ要因
スコアに織り込む可能性がある。このシナリオ分析では、全格付対象銀行の潜在的必要資本額
の合計を考慮し、格付対象でない大規模銀行がある国については、必要に応じてそれを比例
的に銀行システム全体に外挿することにより、必要資本を推定する。

サブ要因の評価方法 — 対外脆弱性リスク
対外脆弱性リスクの分析には複数の定量的要素を織り込むが、評価は主に定性的に行い、下表に
基づいて複数の側面を一つの評価に織り込む。国の経常収支と調達構造、対外債務の水準と持続
可能性、外貨準備高の水準、ハードカレンシーを調達する全般的な能力を主に考慮する。これらの
リスクと緩和要因の間に非常に特殊な相互作用がみられる発行体については、それらを総体として
検討し、全体的な評価を決定する。

経常収支と資金調達
経常収支と経常収支赤字をファイナンスする資金の調達構造を考慮する。考慮事項として、GDP
比でみた経常収支黒字または赤字の規模と実績、対外資金調達構成、国の輸出基盤の多様性が
挙げられる。
»

経常収支。ムーディーズは、経常収支の実績とその変動要因の評価に基づいて経常収支を予
想し、それを対外脆弱性の評価の第一の基礎とすることが多い。経常収支は、財・サービスの
輸出入、移転収支（公的贈与、労働者仕送り等）、海外資産からの配当や海外負債の利息支
払を含む居住者と非居住者間の全てのクロスボーダー取引の記録である。海外からの受取が
支払を超過すれば経常収支はプラスになり、その逆であればマイナスとなる。したがって、経常
収支は（それが赤字の場合）対外収支、すなわち国が国内貯蓄と投資の差を埋めるために海
外からどの程度ネットで資金を調達しなければならないかを示す大まかな指標となる。リスク選
好が弱まる時期に、経常収支が巨額の赤字であれば、海外からの資金調達が突然途絶し、経
済全体に破壊的な影響を与える可能性がある。
経常収支の継続的な均衡あるいは黒字に示される構造的に強固な対外収支は、クレジットを支
える強みとみなす。逆に、多額の恒常的な経常収支赤字はクレジットにマイナスとなる構造的不
均衡（例えば、貯蓄あるいは競争力を制約する経済の構造的特徴）を示しており、通常はこのサ
ブ要因に低いスコアを付与することを検討する。

»
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対外収支赤字のファイナンス。経常収支赤字をどのようにファイナンスするかは、経常収支赤
字から生じるソブリンへのリスクを評価する上で非常に重要である。債務証券や類似した資金フ
ローによるファイナンスは通常、短期で変動性があるため、経済が海外投資家のセンチメントの
変化から影響を受ける。対内直接投資（FDI）は一般に安定性の高い対外資金調達源で、突然
途絶えることは少なく、FDI により経常収支赤字をファイナンスできる国は、成長性と安定性を備
え、投資家に魅力的なリターンを提供できることを示していると考えられる。経常収支赤字全額
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が継続的に FDI の流入でファイナンスされている場合、通常はこのサブ要因に相対的に高いス
コアを付与する。
»

輸出基盤の構造。輸出基盤の多様性は、評価に差を生じさせる要因となり得る。単一の市況商
品あるいは価格の相関性が高い複数の市況商品が財・サービス輸出に大きな割合（一般に約
2 分の 1）を占めるソブリンは、交易条件の悪化と経常収支の大幅な変動に影響されやすく、通
常はこのサブ要因について低いスコアが付与される。逆に、輸出基盤の多様性の高さは衝撃吸
収力となり、通常このサブ要因の評価のアップリフトにつながる。

対外債務の持続可能性
対外債務残高と、一定水準の対外債務を維持する能力を考慮する。この点に関し参照する指標は、
対外債務総額の経常収支受取額に対する比率、対外資産負債残高（NIIP） 17、対外債務の構成で
ある。
評価において、対外債務総額の経常収支受取額に対する比率と NIIP の GDP 比を考慮する。これ
ら 2 つの指標はいずれも経常収支の持続可能性と、国際収支にストレスが加わる可能性を示す指
標である。対外債務の水準が高く、特に短期債務の割合が大きいため国外で非常に多額のリファイ
ナンスを必要とする場合、通常は低いスコアを付与する。
その一方で、経済の耐性（経済と制度の固有の頑健性）も重要な緩和要因として考慮する。経済の
耐性が非常に高い国は通常、経済ショック時あるいは金融ショック時でも高水準の対外債務を維持
することができる。これは、投資家を呼び込む全般的な魅力、強固な制度と政策の枠組み、厚みが
あり流動性の高い金融市場、持続的な経済の潜在力を反映すると考えられる。したがって、そうした
国には通常、このサブ要因について最も高いスコアを付与する。逆に、経済の耐性が中位あるいは
低位の国は概して外生的ショックや高水準の対外債務に伴うリスクに対し脆弱であるため、このサブ
要因について通常低いスコアを付与する。

外貨準備高と他の調達源
対外債務の返済能力とハードカレンシーの調達力を考慮する。外貨準備高の役割の一つは経常収
支と資本収支の赤字に対するバッファーである。一般に、外貨準備高に対する対外債務の比率が
高い国は、とりわけ対外的な危機に直面するリスクがある。
対外脆弱性の評価では、対外脆弱性指標（EVI） 18でみた外貨準備高の十分性を第一に考慮する。
EVI は、債権者がある年に期日が到来する債務のロールオーバーを全面的に拒否した場合でも、即
時に利用可能な外貨準備を用いて債務を履行するソブリンの相対的な能力を測定する。この比率
が高い場合（特に 100%を超える場合）、過剰な短期債務、多額の長期債務の返済期日の到来、あ
るいは不十分な外貨準備高から生じる脆弱性のシグナルとなり得る。EVI が高い国、あるいは政府や
民間セクターの対外債務を返済する能力が制約を受けていることが明らかな国は、低いスコアを付
与される。通貨同盟の加盟国で、同盟通貨の強い通貨との交換が強固な国外の保証人により保証
されている場合、その国は対外脆弱性を抑制できる。そのようなケースでは、全加盟国の外貨準備
高がまとめてプールされていれば通常、国レベルではなく通貨同盟のレベルで EVI を算出する。また、
通貨構成や多額のグループ内債務の存在といった対外債務返済リスクを緩和する他の要因も考慮
する。対外債務に占める自国通貨建て債務の割合が大きければ、通常はこのサブ要因のスコアリン
グにポジティブに作用する。また、グループ内債務はロールオーバーが容易なため通常は返済リスク
が低いとみなす。対外脆弱性の評価においては、経済全体を分析するのが一般的である。ただし、
セクターによって対外債務の構成が大きく異なる場合、経済における重要性の高いセクターの対外リ
スク分析を重視することがある。対外債務に関する包括的あるいはタイムリーなデータが入手できな
い国については、輸入カバレッジ（即時に利用可能な外貨準備高で何ヵ月分の輸入額をカバーでき
るか）を考慮する場合がある。
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17

ある国の対外資産と対外負債の時価の差。

18

t-1 年末の公的外貨準備高を分母とし、t 年に満期が到来する残存マチュリティ短期債務（原契約マチュリティ短期債務
と長期債務の元本返済額を含む）を分子とする比率。分子には非居住者が国内銀行に保有する 1 年後より先に満期が
到来する預金（満期 1 年未満の預金は既に短期債務に含まれている）を含める。これは、当該通貨に全面的な取り付
け騒ぎが発生した場合、預金者はペナルティを支払っても長期預金を引き出そうとする事態が発生し得るためである。
EVI はこのように、リスク認識の高まりや全般的な流動性逼迫に起因する投資家の信認の（一時的）喪失に耐えられる
能力を測定する。

格付手法：ソブリン格付手法

SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

全ての国が同水準の外貨準備高を保有する必要はない。先進国については、外為市場からの確実
な調達を含む、対外債務返済のための外貨準備高バッファーを超えて資金調達する能力を考慮す
る可能性がある。ハードカレンシーを調達するための他の手段の利用可能性と十分性、グローバル
金融システムにおける当該国の役割も、重要な考慮事項となり得る。為替スワップ市場を含む調達
市場から多額で底堅い資金調達を行ってきた実績は、クレジット・ポジティブであり、このサブ要因で
高いスコアの付与につながる。自国通貨が準備通貨としての地位にあることから恩恵を受ける国は
通常高いスコアが付与される。
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格付要因

イベント・リスクに対する感応性
サブ要因

サブ・サブ要因

対外脆弱性
リスク

対外脆弱性リスク

aaa

aa

a

baa

ba

b

多様性の高い輸出基盤か
ら生まれる継続的な経常
収支黒字に示される構造
的対外収支黒字の恩恵を
受ける。

多様性の高い輸出基盤か
ら生まれる継続的な経常
収支黒字に示される構造
的対外収支黒字の恩恵を
受ける。

対外純債務の水準が低
い。あるいは、経済の耐性
が非常に高く、投資家を惹
きつける全般的な魅力を
備えるため、経済ショック
時および金融ショック時で
も高水準の対外債務を維
持できる。

対外純債務の水準が低
い。あるいは、経済の耐性
が非常に高く、投資家を惹
きつける全般的な魅力を
備えるため、経済ショック
時および金融ショック時で
も高水準の対外債務を維
持できる。

少額の経常収支赤字（通
常 3 年にわたり GDP の
5%未満）が予想され、全額
が継続的に FDI 流入によ
りファイナンスされるとみら
れる。

少額の経常収支赤字（通
常 3 年にわたり GDP の
5%未満）が予想され、全額
が継続的に FDI 流入によ
りファイナンスされるとみら
れる。

経済の耐性が高いか中
位、あるいは経済全体の
対外債務の水準が中位
（経常収支受取額の 100%
超）。

経済の耐性が高いか中
位、あるいは経済全体の
対外債務の水準が中位
（通常、経常収支受取額の
100%超）

多額の継続的な経常収支
赤字（通常 3 年にわたり
GDP の 5%超）が予想され
る。その一部を債券発行と
借入でファイナンスするた
め、経済が市場センチメン
トの変化の影響を受ける。

多額の継続的な経常収支
赤字（通常 3 年にわたり
GDP の 5%超）が予想され
る。その一部を債券発行と
借入でファイナンスするた
め、経済が市場センチメン
トの変化の影響を受ける。

対外債務返済のため問題
なく外貨準備を即時に利用
準備通貨としての地位によ 対外債務返済のため問題 できると予想される。ある
り国際資本市場から制約
なく外貨準備を即時に利用 いは、外為市場から安定
なく調達できる。
できると予想される。ある
的に多額の調達を行って
いは、外為市場から安定
いるか、信用性の高い恒
的に多額の調達を行って
久的な保証人から保証を
いるか、強固な国外の保
受けており、多額の外貨バ
証人から保証を受けてお
ッファーを維持する必要性
り、多額の外貨バッファー
が限定的。
を維持する必要性が限定
的。

対外債務返済能力に比較
的限定された脆弱性がみ
られる。対外流動性への
圧力を防止するために十
分な外貨準備高を維持す
ると予想される（通常、EVI
が 100%程度）。

caa

構造的収支不均衡を示す
非常に多額の継続的な経
常収支赤字が予想される。
ファイナンスを債券発行と
借入に大きく依存するた
め、経済が市場センチメン
トの変化の影響を受ける。
輸出基盤は狭い、あるい
純債務国である。経済の
純債務国である。経済の
耐性が低く、経済全体の対 耐性が低く、経済全体の対 は市況商品に偏っている。
外債務の水準が高いため 外債務の水準が高いため 純債務国である。経済の
（通常、経常収支受取額の （通常、経常収支受取額の 耐性が非常に低く、経済全
200%超）、外生的ショック
200%超）、外生的ショック
体の対外債務の水準が非
に対し脆弱である。
に対し脆弱である。
常に高い（通常、経常収支
対外債務返済能力に比較 対外債務返済能力の脆弱 受取額の 400%超）、ある
的限定された脆弱性がみ
性が高まっている。外貨準 いは対外債務に占める短
期債務の割合が大きいた
られる。対外流動性への
備高が低水準まで減少し
圧力を防止するために十
ており、対外流動性への制 め、非常に多額の対外債
務のリファイナンスが必
分な外貨準備高を維持す 約が高まっている（通常、
要。
ると予想される（通常、EVI EVI が 200%程度）。
が 100%程度）。
対外債務返済能力の脆弱
性が高まっている。外貨準
備高が低水準まで減少し
ており、対外流動性への制
約が高まっている（通常、
EVI が 200%程度）。

ca
構造的収支不均衡を示す
非常に多額の継続的な経
常収支赤字が予想される。
ファイナンスを債券発行と
借入に大きく依存するた
め、経済が市場センチメン
トの変化の影響を受ける。
輸出基盤は狭い、あるいは
市況商品に偏っている。
純債務国である。経済の
耐性が非常に低く、経済全
体の対外債務の水準が非
常に高い（通常、経常収支
受取額の 400%超）、ある
いは対外債務に占める短
期債務の割合が大きいた
め、非常に多額の対外債
務のリファイナンスが必
要。
対外債務返済能力が非常
に脆弱である。外貨準備高
が非常に低い水準まで低
下しており、対外流動性が
大きな制約を受けている
（通常、EVI が 200%超）。

出所: Moody’s Investors Service
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格付手法：ソブリン格付手法
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対外脆弱性リスクのサブ要因スコアの調整
その他：

上述した考慮事項に十分に反映されない考慮事項に基づき、サブ要因スコアを調整する可能性が
ある。スコアは上方または下方に調整され、調整幅は 2 スコア・カテゴリーを上限とする。
環境・社会・ガバナンス（ESG）リスクはソブリンの要因スコアに
どのように影響するか
ムーディーズは、ソブリンに対する ESG リスクを個別の格付要因
として扱うのではなく、様々な方法で信用分析に組み込み、スコ
アカード要因に織り込む。
環境リスクは第一に、各国の環境への固有のショックが経済お
よび財政に与える影響に係わるものである。これらのリスクの一
部は、浄水の利用や公害といった生活環境全般に関連してい
る。予測可能あるいは不測の自然災害や、天然資源の利用可
能性を脅かす他の現象がショックとなり得る。これらのリスクはま
ず、経済力と財政状況の要因のスコアリングに織り込まれる。
例えば、気候変動が誘発する自然災害などの気象関連のショッ
クは、特に海面上昇と暴風雨の影響を受けやすい小規模な島嶼
国において、短期的には財政に影響を与え、長期的には成長率
の低下をもたらす可能性がある。自然災害の頻発は、ショック吸
収力と経済力の低さを示す兆候である成長率の変動性の高さに
つながる。沿海部をリスクに晒す海面上昇のような長期的気候
変動や公害の増加も、成長性にマイナスの影響を与え、政府支
出の構造的な増加をもたらす。エネルギーと食糧の利用可能性
の変化は、社会的要求の増幅をさらに加速させる可能性があ
る。一般に、農業や観光といった天候に左右されやすいセクター
に経済が集中している国は高い環境リスクに晒される。
環境リスクに関する考慮事項には、地震や大規模な産業災害
といった天災・人災も含まれる。これらのショックに対応するため
のソブリンの制度面および財政面での能力は、災害発生時にク
レジットを支える重要な要因である。
歳入源を炭化水素に依存するソブリンは特に、低炭素社会移行
リスクにも晒される。温室効果ガス削減に向けた世界的な取り組
みは、炭化水素製品の需要増を下押しするため、政府歳入の大
きな割合を炭化水素製品から得ているソブリンの財政状況を圧
迫する。対外収支も悪化するとみられ、対外脆弱性リスクとマクロ
経済の不安定性が高まる可能性がある。エネルギー輸入国は、
自国経済において炭化水素燃料からの移行に関連する多額の
コストが発生し、財政状況を悪化させる可能性がある。
社会リスクに関する考慮事項には、社会の特徴と構造から生じ
るソブリンの信用プロファイルへのリスクが含まれる。これらの考
慮事項の多くは、制度・ガバナンスの頑健性の要因のスコアリン
グに直接織り込まれる。一方、社会の特徴と社会的変化による
影響は、国の経済・財政指標や国内リスクおよび地政学的リス
クに対する感応性にも長期的に反映される。
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社会リスクに関する考慮事項には、貧困、格差、暴力・犯罪とい
った社会状況の財政的、経済的および政治的影響、教育の質
とそれが経済競争力と経済の柔軟性を支える度合い、労働人
口を支える十分な住宅供給、政治的自由と代表権の欠如から
生じる社会的緊張が主に政策に関連したクレジットに与える影
響なども含まれる。高齢化を含む人口構成の変化は、経済力
および財政状況の指標の予想に織り込まれる。人口高齢化は
労働人口比率の低下をもたらし、長期的に経済成長を下押し
する。また、年金および医療費支出を増加させ、それを歳入増
あるいは他の支出の削減により相殺できなければ、財政状況が
悪化する。年金生活世帯は貯蓄性向が低い傾向があるため、
家計貯蓄総額の伸びが鈍化し、債務負担能力と経常収支にマ
イナスの影響を与える可能性がある。年金支給水準の引き下
げや退職年齢の引き上げ、あるいは移民受け入れの促進といっ
た高齢化対策は、政策立案者に対する信頼性の低下という政
治的副作用をもたらし、ひいては政策の有効性を低下させる可
能性がある。
富と所得の格差拡大は、新しいタイプの政策、政府および政党
を求める動きにつながる可能性があり、政策の有効性と潜在成
長率にポジティブまたはネガティブに作用する。社会的要求の
高まりに政治家が無反応であると受け取られれば、政治に自分
たちの意見が反映されないと感じる有権者がより大きな自由を
突然、そして時に暴力的に要求し、政治的混乱の拡大と経済
成長の低下をもたらす可能性がある。また、暴力の発生率が恒
常的に高ければ、投資が減少し、経済成長を低下させ得る。治
安対策への政府支出を継続的に大幅に増やすことが必要にな
れば、暴力はソブリンの財政状況にも影響を与える。
一般に、鬱積した社会的要求がクレジットに対する懸念として具
体化するまでには数年、時には数十年を要することがある。貧
困と有権者の声が反映されない政治が社会不安を引き起こ
し、政権交代や、政治的リスクの上昇と経済成長の減速につな
がる可能性がある。社会的要求への対応の一環として一部の
政府がとる施策には、公的部門の賃金総額の大幅な引き上げ
などがあり、財政状況の悪化要因となる可能性がある。
ガバナンスの問題は、制度・ガバナンスの頑健性の評価に不可
欠の考慮事項である。
例外的なケースでは、非常に弱いガバナンスや、国の経済、財
政および政治にマイナスの影響を与える気候変動がスコアカー
ドに十分に反映されない場合があるが、それらは分析に織り込
まれている。「他の格付上の考慮事項」を参照されたい。

格付手法：ソブリン格付手法

SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

他の格付上の考慮事項
格付にはスコアカードに含まれない他の要因を織り込む場合がある。これは、クレジットにおける要因
の重要度は同じセクターでも発行体により大きく異なり、ある要因が特定の状況のみにおいて、あるい
は一部の発行体のみにおいて重要となることがあるからである。そうした要因には、環境および社会
に関する評価が含まれる。規制リスク、訴訟リスク、流動性リスク、テクノロジー・リスクおよび風評被
害リスクも格付に影響を与え得る。
格付に織り込む可能性があり、実際の格付とスコアカードから導出される結果が異なるケースを生じ
させ得る他の考慮事項の例を以下に挙げる。
部分保証
ソブリン債務の信用力は他の主体（他のソブリンや国際開発機関が多い）が提供する部分保証の恩
恵を受ける場合がある。この主体は、ソブリンが発行する債務証券の利率を低く抑えるため、あるい
は発行条件を有利にするために、それらの債務証券に部分保証を提供することがある。発行債務の
全額ではなく一部を保証するのが部分保証である。ムーディーズは、こうした保証が信用リスクを大
幅に低減するのは、保証人の格付がソブリンの格付を上回る場合に限られると考えている。
ソブリンを上回る格付の主体 19がソブリン債発行において部分保証を直接提供する場合、信用補完
を受けた債券の期待損失と信用補完がない債券の期待損失との差を参照して、前者の格付に後者
の格付から何ノッチの上乗せを織り込むか（上乗せをする場合）を判断する。ソブリンに対する部分
保証を考慮するため、数字付加記号付き文字格付が 1 ノッチ低くなれば平均損失がどの程度増加
するかを様々な期間の実際の平均損失に基づいて分析したところ、一般に、投資適格等級格付
（Aaa – Baa3）では期待損失が平均 60%増加し、投機的等級格付（Ba1 以下）では平均 40%増加す
ることが示唆される。部分保証が期待損失に与える影響は、保証が将来の債務返済（元本または利
息、あるいは双方）をカバーする割合と、部分保証を提供する主体の格付 20により異なる。保証でカ
バーされる割合が大きく、保証人の信用プロファイルが、信用補完を受けない場合のソブリンの信用
プロファイルよりはるかに良好であれば、保証対象証券の期待損失の低減を反映して大幅な上乗せ
を加える可能性がある。
環境・社会・ガバナンスについての考慮事項
格付分析において重要な ESG に関する考慮事項がスコアカードに織り込まれていない場合、スコア
カードとは別にこれらを分析に織り込む。ESG の論点に対するムーディーズのアプローチの詳細につ
いては、ESG 評価の一般原則を説明した格付手法 21を参照されたい。
イベント・リスク
不測のイベントにより発行体のファンダメンタルな信用力が突然、大幅に低下し、実際の格付がスコ
アカードから導出される格付を下回る可能性がある。自然災害・人災から大規模なサイバー犯罪に
わたる様々なイベント・リスクは、発行体のファンダメンタルな信用力に多大な影響を与え得る。
中央銀行に関する特別な考慮事項
中央銀行の信用プロファイルは通常、政府の信用プロファイルと密接に結びついており、同一の信用
ファンダメンタルズの影響を受けるため、中央銀行に付与された発行体レベルおよび債券レベルの
格付は一般的に中央政府の格付と一致する。中央銀行の格付を付与する際に、中央銀行の組織
構造、ソブリンと中央銀行との関係および全体的な位置付けを考慮する。
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19

ある主体の債券発行に、格付が発行体を上回る主体が全額保証を提供する場合、その債券の格付には通常、信用代
替に関するクロス・セクター格付手法を用いる。セクターおよびクロス・セクター格付手法へのリンクは、「ムーディーズの
関連出版物」のセクターに掲載されている。

20

部分保証の影響の評価では通常、保証でカバーされる部分については保証人の格付水準におけるムーディーズの理
想化された 10 年累積損失率を、また、保証でカバーされない部分については、信用補完を考慮しない国際機関の格付
あるいはそれに相当する格付におけるムーディーズの理想化された 10 年累積損失率を参照する。

21

セクターおよびクロス・セクター格付手法へのリンクは、「ムーディーズの関連出版物」のセクターに掲載されている。

格付手法：ソブリン格付手法
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地域中央銀行の評価では、各加盟国の信用力を分析する。また、地域中央銀行の株主または加
盟国の出資比率を含む組織構造も考慮する。通常、最も信用力の高い株主とそのサポート能力（一
般に格付または信用プロファイルで示される）に着目するが、各株主の信用プロファイルの相対的重
要性やウェイトは、地域中央銀行固有の状況によって異なる。例えば、地域における中央銀行の経
済的重要性、利用可能な調達源、加盟国とその他の国との個別の制度的取り決めを通常考慮する。
地域中央銀行の格付は通常、最も信用力の高い株主国の通貨シーリングの制約を受ける。

発行体レベル・証券レベルの格付付与と自国通貨建て格付と外貨建て格付との
区別
スコアカードの結果、他の格付上の考慮事項および関連するクロス・セクター格付手法を考慮した後、
シニア無担保債務格付、発行体格付（通常シニア無担保債務格付と一致する）またはその両方を
付与する。シニア無担保債務以外の債務証券を発行するソブリンについては、証券の支払い請求優
先順位と担保を要因として生じる期待損失の差の評価を反映させるため、個々の債務証券の格付
はシニア無担保債務格付からノッチアップまたはノッチダウンされる可能性がある 22。
中央銀行にも発行体レベルと証券レベルの格付を付与する可能性がある。
スクーク（イスラム債）については、その発行条件によってスポンサーであるソブリンがシニア無担保
債務と同等の債務を負うとムーディーズが判断した場合、資産を担保とするスクークにも本格付手
法を適用して格付を付与する。
また、短期格付の格付手法に基づき、短期格付も付与する場合がある 23。
ムーディーズの格付アプローチは通常、自国通貨建て債務と外貨建て債務を区別しない。稀なケー
スでは、（1）資本移動が制限されており、且つ（2）政府が対外流動性の制約に直面しているか、ある
いは例外的なケースではあるが、債権者への返済を履行する能力と意思において自国通貨建て債
務を外貨建て債務より実質的且つ目に見える形で優先する場合（外貨建て債務の格付が自国通貨
建て債務の格付を下回る）、あるいはその逆の場合（外貨建て債務の格付が自国通貨建て債務の
格付を上回るという非常に例外的なケース）、自国通貨建て債務の格付と外貨建て債務の格付を
区別する可能性がある。自国通貨建て債務の格付が外貨建て債務の格付を何ノッチ上回るかは、
対外流動性がどの程度制約されているかによって異なる。ノッチ差が 2 を超えるケースは極めて稀
である。
これら 2 つの必要条件を満たす場合でも、それが継続するとムーディーズが判断した場合のみ格付
に差を設ける。これらの条件が予見可能な将来において変化するとムーディーズが考える場合、格
付に差を設けない可能性がある。例えば、政府が経常収支の資本勘定を開放する可能性がある場
合や、対外収支が大幅に改善するとみられる場合などである。

想定
ソブリン・セクターに適用される主な格付上の想定は、法的な請求権優先順位は異なる債務クラス
の平均回収率に影響を与え、同一発行体の異なる債務クラスの格付差異を十分に正当化すること、
流動性を補う資金調達力は信用リスクの重要な決定要因になることなどである。
将来の見通しを織り込んだムーディーズの意見は想定に基づくものだが、後でその想定が誤っていた
ことが判明するかもしれない。ムーディーズによる想定は、マクロ経済環境、全般的な金融市場環境、
業界の競争状況、破壊的技術、規制措置や法的措置の想定外の変化によって、不正確なものにな
り得る。
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債権者が被るデフォルト時損失が担保によって大幅に減少する場合に限り、担保を考慮に入れる。ソブリンの権限が及
ぶ範囲は広いため、通常そのような担保は国外に置かれる必要がある。
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限界
ここまでのセクションでは、スコアカード要因、格付付与に際して重要となり得る他の格付上の考慮事
項、いくつかの主要な想定を説明した。このセクションでは、スコアカードおよび格付手法全般に関連
する限界について説明する。

スコアカードの限界
スコアカードの結果は、様々な理由により実際の格付と乖離することがある。
本格付手法のスコアカードは、相対的な信用力の指標に重点を置く比較的単純なツールである。信
用損失と回収率は、発行体がデフォルトに近づくにつれて、より重要な考慮事項となるが、スコアカー
ドでは十分に捕捉されない可能性がある。また、スコアカードには上限と下限があるため、格付スケー
ル上の上限または下限に格付される発行体の場合、スコアカードの結果と格付が一致する可能性
が低くなる。
スコアカードの要因およびサブ要因のウェイトは、格付決定上の重要性を推定したものだが、各発行
体の状況によって特定の要因の重要性が実際の重要性とは大きく異なることがある。
「他の格付上の考慮事項」のセクションで述べたようなスコアカードに含まれない要因が、格付におい
て重要となる可能性があり、その相対的な重要性も発行体によって異なり得る。また、1 つ以上のク
ロス･セクター格付手法で述べられているいくつかの格付手法上の幅広い考慮事項がソブリンの格付
にとって重要となることがある 24。そのような考慮事項の例として、様々なクラスの債務およびハイブリ
ッド証券の相対的な順位付け、短期格付の付与、等が挙げられる。
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てスコアカードを用いる場合がある。また、
リスクとその緩和要因の方向性に関する見解を定性的に織り込むことが多い。

格付手法の一般的な限界
本格付手法は、ソブリンの格付に際して考慮する可能性のある全ての要因を余すところなく説明した
ものではない。ソブリンは新たなリスクや新たなリスクの結合に直面する可能性があり、リスク緩和のた
めに新たな戦略を策定する可能性がある。ムーディーズは信用力に関する全ての重要な考慮事項
を格付に織り込み、そうしたリスクとその緩和要因を予測できる範囲内で、可能な限り遠い将来を見
通した見解を織り込むよう努めている。
格付は発行体の将来のパフォーマンスの予想を織り込んでいる。しかし、予想の対象期間が長くなる
ほど、スコアカードへの投入値や他の格付上の考慮事項を精緻に推定する有用性が低下することが
多い。いずれにせよ、将来の予測は相当に不正確なものとなるリスクがある。

24
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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出
スコアカード要因の測定または推定
「スコアカード要因の考察」のセクションでは、スコアカードのサブ要因、サブ・サブ要因あるいは基準
のスコアを決定する分析アプローチを説明し 25、それらが信用力の指標として重要な理由を説明し
た。ここでは、スコアカードで使用するための各指標の一般的な算出・推定方法と、各サブ要因、サ
ブ・サブ要因の指標または基準のウェイトを説明する。
サブ要因の評価に用いる情報は通常、国際通貨基金、経済協力開発機構、欧州委員会、世界銀
行、国際決済銀行等の国際的な情報源から得ている。また、一部の指標、特に政府債務と対外債
務に関する指標は、国内統計機関が提供するデータを用いて、ムーディーズのアナリストが推定する
場合がある。また、非開示情報を織り込むこともある。
ムーディーズの格付は将来を見据えたものであり、将来の財政パフォーマンスについてのムーディー
ズの予想を織り込む。ただし、過去の実績は、ソブリン発行体のパフォーマンスのパターンやトレンドの
把握や他のソブリンとの比較に有用である。特に記載のない限り、財政指標は過去の期間（「スコア
カード要因の考察」で特に記載がなければ、年度単位）に基づいて算出されるが、スコアカード要因
は様々な期間を用いて評価することがある。例えば、格付委員会が過去数年間の実績に加え、向こ
う数年間の業績予想を用いることが分析上有用と考えることがある。また、主要財政指標の将来のト
レンドに対するムーディーズの見解も織り込む。これらのトレンドを考慮し、サブ要因スコアを調整する
可能性がある。ソブリン発行体の財政指標が今後数年で過去のトレンドから大幅に改善すると予想さ
れる場合はスコアを上方調整し、その逆である場合は下方調整する。スコア付与の際に行う他の調
整についても説明する。

2.サブ要因スコアおよび要因スコアの付与と数値スコアへのマッピング
スコアカードの説明に基づいて付与した定性サブ要因のスコアを、ムーディーズの文字格付カテゴリ
ー（aaa、aa、a、baa、ba、b、caa 、ca）にマッピングし、それを下表に基づいて数値スコアにマッピング
する。
図表 11

サブ要因スコアと要因スコアの付与
aaa

Aa

a

baa

ba

b

caa

ca

1

3

6

9

12

15

18

20

出所: Moody’s Investors Service

定量的要因は線形連続体上でスコア付けされる。スコアカードには文字格付カテゴリーに対応する
それぞれの指標のレンジが示されている。図表 12 のスケールと線形補間法を用いて、スコアカード
のレンジ内の位置付けに基づき、指標を数値スコアに変換する（端数の場合もある）。純粋な理論上
の例として、短期債務に対する歳入の比率が 5 倍から 5.5 倍であれば baa1 レンジに相当するとした
場合、同比率が 5.4 倍の発行体はレンジ内で相対的に高い位置付けとなり、7.5 に近い数値スコア
が付与される。同比率が 5.1 倍の発行体はレンジ内で低い位置付けとなり、8.5 に近い数値スコアが
付与される。本文あるいは脚注で、エンドポイント（すなわち、最低または最高の数値スコアに相当す
る指標の値）を定義する。

25
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格付要因がサブ要因で構成されている場合、サブ要因レベルでスコア を付与する。あるいは、サブ要因がサブ要因指
標で構成されている場合、サブ要因指標レベルでスコアを付与する。
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図表 12

スコアリング・スケール
数字付加記号付き文字スコア

数値スコア

aaa

x ≤ 1.5

aa1

1.5 < x ≤ 2.5

aa2

2.5 < x ≤ 3.5

aa3

3.5 < x ≤ 4.5

a1

4.5 < x ≤ 5.5

a2

5.5 < x ≤ 6.5

a3

6.5 < x ≤ 7.5

baa1

7.5 < x ≤ 8.5

baa2

8.5 < x ≤ 9.5

baa3

9.5 < x ≤ 10.5

ba1

10.5 < x ≤ 11.5

ba2

11.5 < x ≤ 12.5

ba3

12.5 < x ≤ 13.5

b1

13.5 < x ≤ 14.5

b2

14.5 < x ≤ 15.5

b3

15.5 < x ≤ 16.5

caa1

16.5 < x ≤ 17.5

caa2

17.5 < x ≤ 18.5

caa3

18.5 < x ≤ 19.5

ca

19.5 < x ≤ 20.5

c

>20.5

出所: Moody’s Investors Service

スコアカードの最初の 3 要因（経済力、制度・ガバナンスの頑健性、財政状況）の定量指標と定性的
サブ要因またはサブ・サブ要因の数値スコアに、そのサブ要因（またはサブ・サブ要因）のウェイトを乗
じ、その結果の合計値の小数点以下を四捨五入して整数にし、その当初数値スコアを図表 12 に基
づいて数字付加記号付き文字スコアにマッピングする。当初要因スコアは、最終的な要因スコアを
決定する前に、「スコアカード要因の考察」で説明した要因スコアの「他の」調整に基づき、定められ
たスコア・カテゴリーの幅で上方または下方に調整される場合がある 26。最初の 3 要因については、
スコアカード上の 1 カテゴリーの調整が、数値付加記号付き文字スコアの 1 カテゴリーの調整に相当
する（例えば、baa2 から baa3、あるいは a2 から a1 に調整される）。
最後の要因であるイベント・リスクに対する感応性については、サブ要因の当初スコアを調整する可
能性がある。これらのサブ要因の調整は 1 文字スコア・カテゴリー単位で行う（例えば、aa を a に調
整、あるいは ba を baa に調整）。イベント・リスクに対する感応性の調整後サブ要因スコアは、最小
関数に従って調整する。すなわち、4 つのサブ要因スコアの内、最も低い文字スコア（リスクが最も高
いことを示す）がこの要因のスコアとなる。

3.要因スコアを組み合わせ、スコアカードの結果を導出
「経済力」と「制度・ガバナンスの頑健性」の要因スコアに等しいウェイトを乗じて「経済の耐性」のスコ
アを算出し、それを四捨五入して得られる数値スコアを図表 12 のスコアリング・スケールに従って数
字付加記号付き文字スコアにマッピングする。次に、可変ウェイト（図表 7 参照）を用いて「経済の耐
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「財政状況」のサブ要因の「債務動向」、「外貨建て一般政府債務/一般政府債務」、「他の公的部門債務」および「公的
部門の金融資産あるいはソブリン・ウェルス・ファンド」については、「スコア カード要因の考察」のセクションで述べた定
量指標に基づき調整を行い、当初スコアに調整を織り込む。これらの調整に適用される定性的な判断と「財政状況」の
当初要因スコアに適用される「他の」調整を経て、最終的な「財政状況」の要因スコアを決定する。
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性」の数値スコアと「財政状況」の数値スコアを組み合わせ、「政府の財政力」の数値スコアを導出し、
それを図表 12 のスコアリング・スケールに従って数字付加記号付き文字スコアにマッピングする。
最終ステップで「イベント・リスクに対する感応性」を「政府の財政力」と組み合わせ（詳細は図表 8 参
照）、スコアカードから導出される結果の中間点である数字付加記号付き文字スコアを導出する。こ
れは、数字付加記号付き文字スケール上の 3 ノッチのレンジで示される 27。

27
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詳細については図表 7 を参照。
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付録 B：スコアカード要因、サブ要因とその基準
格付要因

経済力
サブ
要因

指標
平均実質
GDP 成長率
(%) t-4 to t+5*1

成長力

実質 GDP
成長率(%)
のボラティ
リティ t-9 か
らt

指標の
ウェイト

aaa

aa1

25%

≥ 5.7

10%

≤ 1.4

1.4 1.46

750 1,000

aa2

aa3

a1

a2

a3

baa1

baa2

baa3

ba1

ba2

ba3

b1

b2

b3

caa1

4.4 4.9

4 - 4.4

3.7 - 4

3.3 - 3.7

3 - 3.3

2.6 - 3

2.3 - 2.6

2 - 2.3

1.8 - 2

1.6 - 1.8

1.3 - 1.6

1.1 - 1.3

1.46 1.53

1.53 1.62

1.62 1.72

1.72 1.83

1.83 1.96

1.96 2.10

2.10 2.26

2.26 2.42

2.42 2.61

2.61 2.80

2.80 3.01

3.01 3.23

3.23 3.47

3.47 3.71

3.71 3.98

600 750

450 600

330 450

250 330

190 250

140 190

100 140

80 - 100

60 - 80

5.3 - 5.7 4.9 - 5.3

caa2

caa3

ca

0.3 0.5

< 0.3

3.98 4.25

4.25 4.54

> 4.54

0.9 - 1.1 0.7 - 0.9 0.5 - 0.7

*2

経済
規模

名目 GDP
（10 億米ド
ル）t*3

30%

≥ 1,000

45 - 60

35 - 45

26 - 35

20 - 26

15 - 20

10 - 15

8 - 10

6-8

<6

国民
所得

一人当たり
GDP（購買
力平価ベ
ース、国際
米ドル）t*4

35%

≥
42,000 - 37,000 - 32,000 - 27,500 - 24,500 - 21,000 - 19,000 - 16,000 - 14,000 - 12,000 - 10,750 48,000 48,000 42,000 37,000 32,000 27,500 24,500 21,000 19,000 16,000 14,000 12,000

9,500 10,750

8,000 9,500

7,000 8,000

6,200 7,000

5,500 6,200

4,700 5,500

4,100 4,700

< 4,100

その他

（要因スコアの調整）

*1

aaa のエンドポイントは 15%である。15%以上の値は数値スコア 0.5 に相当する。ca のエンドポイントは 0%である。0%未満の値は数値スコア 20.5 に相当する。

*2

aaa のエンドポイントは 0 である。0 の値は数値スコア 0.5 に相当する。ca のエンドポイントは 40%である。40 以下の値は数値スコア 20.5 に相当する。

*3

aaa のエンドポイントは 25 兆米ドルである。25 兆米ドル以上の値は数値スコア 0.5 に相当する。ca のエンドポイントは 10 億米ドルである。10 億米ドル以下の値は数値スコア 20.5 に相当する。

*4

aaa のエンドポイントは 10 万米ドルである。10 万米ドル以上の値は数値スコア 0.5 に相当する。ca のエンドポイントは 1,000 米ドルである。1,000 米ドル未満の値は数値スコア 20.5 に相当する。
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格付要因

制度・ガバナンスの頑健性
サブ要因

サブ・サブ要因

制度の質

立法・行政機関の質

サブ・サブ要因の
ウェイト（主要要因に
占めるウェイト）
20%

aaa

aa

a

baa

ba

b

caa

ca

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常 1.5 を上回る。

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常 1.5 から 1.0 の間
にある。

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常 1.0 から 0.5 の
間にある。

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常 0.5 から 0.0 の
間にある。

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常-0.5 から 0.0 の
間にある。

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常-1.0 から - 0.5 の
間にある。

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常-1.5 から-1.0 の
間にある。

このカテゴリーのソブリ
ンは、規制の質と政府
の有効性の WGI スコア
が通常-1.5 を下回る。

概して専門性を持ち有
能な行政機関が政策の
法制化と実施を支える
が、国の規模を要因とし
て、一部の分野で技能
不足や能力の制約に直
面する可能性がある。

概して専門性を持ち有
能な行政機関が政策の
法制化と実施を支える
が、国の希望を要因とし
て、一部の分野で技能
不足や能力の制約に直
面する可能性がある。

行政機関は能力が高く
資格を持つ専門家を中
核要員として擁するが、
交代要員は豊富ではな
い。そのため、政策の立
案・実行の支援が困難
な場合がある。

行政機関は能力が高く
資格を持つ専門家を中
核要員として擁するが、
交代要員は豊富ではな
い。そのため、政策の立
案・実行の支援が困難
な場合がある。

行政機関が政策の立
案・実行を支援すること
が困難な場合が多い。
政府の支払いが延滞し
ている。

行政機関が政策の立
案・実行を支援すること
が困難な場合が多い。
政府の支払いが延滞し
ている。

これらの機関は財政・経
済の安定性を維持しつ
つショックを吸収できる
が、状況の変化への対
応が遅れる、あるいは
暫定的なものになる可
能性がある。

これらの機関は財政・経
済の安定性を維持しつ
つショックを吸収できる
が、状況の変化への対
応が遅れる、あるいは
暫定的なものになる可
能性がある。

これらの機関は一般
に、財政・経済の安定性
を維持しつつショックに
対応することが困難で、
状況の変化への対応が
遅れる、あるいは暫定
的なものになる。

これらの機関は一般
に、財政・経済の安定性
を維持しつつショックに
対応することが困難で、
状況の変化への対応が
遅れる、あるいは暫定
的なものになる。

これらの機関は状況の
変化に対応することが
困難で、社会、財政およ
び/または経済を不安定
にすることなくショックを
吸収する能力がほとん
ど、あるいは全くない。

これらの機関は状況の
変化に対応することが
困難で、社会、財政およ
び/または経済を不安定
にすることなくショックを
吸収する能力がほとん
ど、あるいは全くない。

立法は、高度に発達し、
透明性が高く予見可能
な憲法の枠組みの下で
行われる。

立法は、概ね透明性が
高く予見可能な憲法の
枠組みの下で行われ
る。

立法は、概ね透明性が
高く予見可能な憲法の
枠組みの下で行われ
る。

立法は、いくらか不透明
で予見可能性の低い憲
法の枠組みの下で行わ
れる。

立法は、いくらか不透明
で予見可能性の低い憲
法の枠組みの下で行わ
れる。

立法は、不透明で予見
不可能な法的枠組みの
下で行われる。

データ報告はおおむね
包括的であるが、タイム
リーに公表されないこと
や、大幅に修正されるこ
とがある。

データ報告はおおむね
包括的であるが、タイム
リーに公表されないこと
や、大幅に修正されるこ
とがある。

財政委員会等の政治的
独立性を持つ政府機関
が政策立案過程で強い
発言力を持つ。

財政委員会等の政治的
独立性を持つ政府機関
が政策立案過程で意見
を提供する。

データ報告は体系的だ
が包括的でなく、大幅な
遅れや修正が生じる可
能性がある。データの
信頼性について頻繁に
疑義が生じる可能性が
ある。下位の政府（地
域・地方政府、社会保
障）の財政データは公
表されない。

データ報告は体系的だ
が、包括的でなく、大幅
な遅れや修正が生じる
可能性がある。データ
の信頼性について頻繁
に疑義が生じる可能性
がある。下位の政府（地
域・地方政府、社会保
障）の財政データは公
表されない。

財政委員会等の政治的
独立性を持つ政府機関
が政策立案過程で意見
を提供する。

政治的独立性を持つ機
関が政策立案において
実質的な発言力を持た
ない。

高い専門性、十分な人
員と極めて豊富な交代
要員を有する能力の高
い行政機関が政策の法
制化と実施を支える。
これらの機関は状況の
変化に柔軟に対応して
きた実績があり、財政・
経済の安定性を維持し
ながらショックを吸収す
ることができる。
立法は、高度に発達し、
透明性が高く予見可能
な憲法の枠組みの下で
行われる。
一貫した包括的なデー
タ・セットが政府の全レ
ベル（中央政府、地域・
地方政府、社会保障）で
タイムリーに公表され
る。
財政委員会等の政治的
独立性を持つ政府機関
が政策立案過程で強い
発言力を持つ。
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主要財政・経済指標の
データ報告は通常 1 年
に 1 度で、一貫性に欠
けることがある。あるい
は、データ収集・報告手
続きの過程における政
治的影響により、データ
の収集と提供がマイナ
スの影響を受ける。
政治的独立性を持つ機
関が政策立案において
実質的な発言力を持た
ない。

主要財政・経済指標の
データ報告は通常 1 年
に 1 度で、一貫性に欠
けることがある。あるい
は、データ収集・報告手
続きの過程における政
治的影響により、データ
の収集と提供がマイナ
スの影響を受ける。

行政機関はいくつかの
主要分野で専門的スキ
ルに欠け、職務を遂行
できないことが多い。債
権者への支払いの意思
が弱く、政府の支払い延
滞が多額に上る。
これらの機関は国家の
日常的な管理業務や国
民の基本的な経済的要
求や社会保障の必要性
にさえ対応できない。
立法は、不透明で予見
不可能な法的枠組みの
下で行われる。
主要なデータ・セットが
欠けており、信頼性が低
い。
政策立案に参加する政
治的独立性を持つ機関
は存在しない。

政策立案に参加する政
治的独立性を持つ機関
は存在しない。

格付手法：ソブリン格付手法

SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

格付要因

制度・ガバナンスの頑健性
サブ要因

サブ・サブ要因

制度の質

市民社会・司法制度
の頑健性
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サブ・サブ要因
のウェイト
20%

aaa

aa

a

baa

ba

b

caa

ca

発言権と説明責任、法
の支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 1.5
超。

発言権と説明責任、法
の支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 1.5
から 1.0。

発言権と説明責任、法
の支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 1.0
から 0.5。

発言権と説明責任、法
の支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 0.5
から 0.0。

発言権と説明責任、法
の支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 0.0
から-0.5。

発言権と説明責任、法
の支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 -0.5
から -1.0。

発言権と説明責任、法
の支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 -1.0
から -1.5。

発言権と説明責任、法
の支配、汚職の抑制の
WGI スコアが通常 -1.5
未満。

法の執行の予見可能性
と一貫性が高い（政府に
対する執行を含む）。

法の執行の予見可能性
と一貫性が高い（政府に
対する執行を含む）。

法の執行が時として予
見不可能で一貫してい
ない。

通常、法の執行が予見
不可能で一貫していな
い。

通常、法の執行が予見
不可能で一貫していな
い。

行政機関の権力の効果
的なバランスと分離が継
続的に信頼性をもって
維持され、司法の独立
が維持され、順守されて
いる。

通常、法の執行が予見
可能で一貫している（政
府に対する執行を含
む）。

法の執行が時として予
見不可能で一貫してい
ない。

行政機関の権力の効果
的なバランスと分離が継
続的に信頼性をもって
維持され、司法の独立
が維持され、順守されて
いる。

通常、法の執行が予見
可能で一貫している（政
府に対する執行を含
む）。
通常、行政機関の権力
の効果的なバランスと分
離が維持されているが、
司法の独立は必ずしも
維持されていない。

通常、行政機関の権力
の効果的なバランスと分
離が維持されているが、
司法の独立は必ずしも
維持されていない。

政府権力の行使に対す
る公的な抑止力がほと
んどない、あるいは司法
が独立していない。

汚職が蔓延し、政策選
択に幅広く影響する。

汚職が蔓延し、政策選
択に幅広く影響する。

ソブリンの信用プロファ
イルを毀損するような汚
職の例がほとんどない。

汚職がソブリンの信用プ
ロファイルを毀損する問
題となり得る。

汚職がソブリンの信用プ
ロファイルを毀損する問
題となり得る。

政府権力の行使に対す
る抑止力が継続的には
たらかない。司法への政
治的影響により、事業環
境や他のソブリンの信
用プロファイル要因にマ
イナスの影響が及ぶ。

政府権力の行使に対す
る公的な抑止力がほと
んどない、あるいは司法
が独立していない。

ソブリンの信用プロファ
イルを毀損するような汚
職の例がほとんどない。

政府権力の行使に対す
る抑止力が継続的には
たらかない。司法への政
治的影響により、事業環
境や他のソブリンの信
用プロファイル要因にマ
イナスの影響が及ぶ。

司法制度が効力を持た
ない。

公平な司法手続き、契
約の履行、タイムリーな
訴訟解決。

市民社会制度が存在し
ないか、政府権力の行
使への影響がほとんど
認識できない。

市民社会制度が常に政
府権力の行使に対する
効果的な抑止力となる。

司法手続きは公平で、
契約は履行されるが、
訴訟の解決に長期を要
することが多い。

市民社会制度が存在し
ないか、政府権力の行
使への影響がほとんど
認識できない。

市民社会制度が常に政
府権力の行使に対する
効果的な抑止力となる。

司法手続きは公平で、
契約は履行されるが、
訴訟の解決に長期を要
することが多い。

汚職が政策形成、経済
の安定性および/または
社会同一性を毀損する
重大な構造的課題であ
る。

司法制度が効力を持た
ない。

公平な司法手続き、契
約の履行、タイムリーな
訴訟解決。

汚職が政策形成、経済
の安定性および/または
社会同一性を毀損する
重大な構造的課題であ
る。

市民社会制度が政府権
力の行使に対する効果
的な抑止力となることが
多い。

市民社会制度が政府権
力の行使に対する効果
的な抑止力となることが
多い。

司法判断の偏りを示す
実例があり、契約履行
に問題が生じ得る。

司法判断の偏りを示す
実例があり、契約履行
に問題が生じ得る。

市民社会制度は存在す
るが、政府権力の行使
に対する効果的な抑止
力になりにくい。

市民社会制度は存在す
るが、政府権力の行使
に対する効果的な抑止
力になりにくい。

格付手法：ソブリン格付手法

SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

格付要因

制度・ガバナンスの頑健性
サブ要因

サブ・サブ要因

政策の
有効性

財政政策の
有効性

サブ・サブ要
因のウェイト
30%

aaa

aa

a

baa

ba

b

caa

ca

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて景気後
退期に上昇したことがあ
るが、通常または高度の
成長期には低下した。

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて景気後
退期に上昇したことがあ
るが、通常または高度の
成長期には低下した。

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて景気後
退期に通常上昇し、通常
または高度の成長期には
緩やかに低下する。

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて景気後
退期に通常上昇し、通常
または高度の成長期には
緩やかに低下する。

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて持続不
可能な水準に上昇する。

国際機関が算出する構造
的財政収支が通常、均衡
または小幅な赤字、ある
いは安定した債務水準を
維持できる財政収支。政
府歳入・歳出構造が相対
的に柔軟で、財政政策立
案において脱税が重大な
問題とならない。

国際機関が算出する構造
的財政収支が通常、均衡
または小幅な赤字、ある
いは安定した債務水準を
維持できる財政収支。政
府歳入・歳出構造が相対
的に柔軟で、財政政策立
案において脱税が重大な
問題とならない。

国際機関が算出する構造
的財政収支が通常は赤
字、あるいは債務水準が
徐々に上昇するような財
政収支。政府歳入・歳出
構造が相対的に硬直的。
脱税が財政政策立案を制
約。

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて景気後
退期に通常大幅に上昇
し、通常または高度の成
長期でも大きく低下しな
い。

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて持続不
可能な水準に上昇する。

国際機関が算出する構造
的財政収支が通常、均衡
または黒字で、ムーディー
ズはその状態が継続する
と予想している。

債務の GDP 比が数回の
景気循環を通じて景気後
退期に通常大幅に上昇
し、通常または高度の成
長期でも大きく低下しな
い。

財政目標または歳出シー
リングの順守またはそれ
以上の実績。

国際機関が算出する構造
的財政収支が通常は赤
字、あるいは債務水準が
徐々に上昇するような財
政収支。政府歳入・歳出
構造が相対的に硬直的。
脱税が財政政策立案を制
約。

財政収支は恒常的な赤字
で、赤字幅が大きいため
債務水準が上昇する。政
財政収支は恒常的な赤字 府歳出構造が非常に硬直
で、赤字幅が大きいため
的で、政府は限られた歳
債務水準が上昇する。政 入減に依存。脱税件数が
府歳出構造が非常に硬直 多く、財政政策立案を大
的で、政府は限られた歳
きく制約する。
入源に依存。脱税件数が 財政目標または歳出シー
多く、財政政策立案を大
リングが設定されていな
きく制約する。
い。

政府は財政政策立案にお
いて非常に大きな構造的
制約に直面。脱税件数が
非常に多いこともその一
つ。
財政目標または歳出シー
リングが設定されていな
い。

財政方針が完全に事後対
応として策定され、政府の
財政目標または歳出シー
財政管理能力が大きく制
中期財政計画の策定プロ
財政目標または歳出シー 財政目標または歳出シー 財政方針が完全に事後対 約される。政府が場当たり
セスが非常に堅固。歳入・ 財政目標または歳出シー 財政目標または歳出シー リングが順守されない場
リングが順守されない場
合がある。
リングが順守されないこと リングが順守されないこと 応として策定される。中期 的に歳出を決定。
歳出が非常に安定的で、 リングの順守またはそれ
合がある。
が多い。
深刻な景気後退に陥って 以上の実績。
財政方針は周到に計画さ が多い。
財政計画の策定プロセス 政府勘定が不透明。
も財政が計画から大幅か 中期財政計画の策定プロ 中期財政計画の策定プロ れたプロセスとしてではな 財政方針は周到に計画さ 財政方針が完全に事後対 がなく、予算の期間（半期
つ長期的に逸脱しない。
セスにより、多大な経済シ セスにより、多大な経済シ く、事後対応として策定さ れたプロセスとしてではな 応として策定される。中期 を含む）を通じて歳出が大
ョックが発生した場合を除 ョックが発生した場合を除 れる。中期財政計画の策 く、事後対応として策定さ 財政計画の策定プロセス 幅に変動する。政府が予 債務管理の有効性が不
政府勘定（政府保証と他
き、将来にわたって歳出
き、将来にわたって歳出
定の結果、予算の期間
れる。中期財政計画の策 がなく、予算の期間（半期 定外の資本支出削減を突 十分なため、非常に高い
の偶発債務を含む）の透
の安定性が概ね確保され
の安定性が概ね確保され
（半期を含む）を通じて歳
定の結果、予算の期間
を含む）を通じて歳出が大 然行うことにより財政収支 為替リスクまたは金利リス
明性が高い。
る。
る。
出が大幅かつ頻繁に変動 （半期を含む）を通じて歳
幅に変動する。政府が予 を調整することが常態とな クを回避できず、断続的
周到な債務構成がなさ
に流動性危機が発生。
する場合がある。政府が
出が大幅かつ頻繁に変動
定外の資本支出削減を突 っている。
政府勘定の透明性は高い
れ、債務発行が予見可能 政府勘定（政府保証と他
然行うことにより財政収支 政府勘定が不透明。
が、政府保証と他の偶発 予定外の資本支出削減を する場合がある。政府が
で、極めて強固なリスク緩 の偶発債務を含む）の透
明性が高い。
債務の情報が入手できな 突然行うことにより財政収 予定外の資本支出削減を を調整することが常態とな 債務管理の有効性が不
和戦略がある。
い、あるいは透明性が十 支を調整することが多い。 突然行うことにより財政収 っている。
周到な債務構成がなさ
十分なため、非常に高い
政府勘定の透明性は高い 支を調整することが多い。 政府勘定の透明性が非
れ、債務発行が予見可能 分でない場合がある。
為替リスクまたは金利リス
が、政府保証と他の偶発
政府勘定の透明性が非
常に低く、政府保証と他
で、極めて強固なリスク緩 周到な債務構成がなされ
クを回避できず、断続的
債務の情報が入手できな
常に低く、政府保証と他
の偶発債務の情報が通
和戦略がある。
ているが、債務発行が機
に流動性危機が発生。
い、あるいは透明性が十 の偶発債務の情報が通
常入手できない。
会主義的、リスク緩和戦
分でない場合がある。
常入手できない。
略は強固。
高い未ヘッジリスクを抱え
周到な債務構成がなされ 高い未ヘッジリスクを抱え る債務構造。構造化され
ているが、債務発行が機 る債務構造。構造化され
た発行計画がなく、機会
会主義的、リスク緩和戦
た発行計画がなく、機会
主義的な市場調達に大き
略は強固。
主義的な市場調達に大き く依存。
く依存。
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格付手法：ソブリン格付手法

SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

格付要因

制度・ガバナンスの頑健性
サブ要因

サブ・サブ要因

政策の
有効性

金融・マクロ経済
政策の有効性

サブ・サブ要因
のウェイト
30%

aaa

aa

a

b

caa

ca

政策がある程度有効で、
インフレ率は通常 0%未
満あるいは 3.5-4%。

政策効果が弱く、インフレ 政策効果が非常に弱く、
率は通常 3.5-4%。
インフレ率は通常 4当局がマクロ経済不均衡 10%。

政策効果が極めて弱く、
インフレ率は通常 10%
超。

当局がマクロ経済不均衡
の拡大を回避し、競争力
を高める構造改革を非常
に積極的に進める。

当局がマクロ経済不均衡
に概して積極的かつ予見
的に対処する。必要であ
れば構造改革を実施。

当局がマクロ経済不均衡
に概して積極的かつ予見
的に対処する。必要であ
れば構造改革を実施。

当局が短期的懸念から
マクロ経済不均衡と構造
的問題に事後的に対応。

当局が短期的懸念から
マクロ経済不均衡と構造
的問題に事後的に対応。

当局がマクロ経済不均衡
に対応しない、あるいは
対応しても効果がない。

中央銀行が明確な目標、
それを達成するツールを
有し、目標達成が見込ま
れる。中央銀行は独立性
を有する。

中央銀行が明確な目標、
それを達成するツールを
有し、目標達成が見込ま
れる。中央銀行は独立性
を有する。

当局が金融システムを意
図せず歪めたり、不均衡
を生じさせたりすることな
く、システミックな資本リ
スク、流動性リスクおよび
信用リスクを緩和するマ
クロプルーデンス・ツール
を効果的に用いる。

当局が金融システムを意
図せず歪めたり、不均衡
を生じさせたりすることな
く、システミックな資本リ
スク、流動性リスクおよび
信用リスクを緩和するマ
クロプルーデンス・ツール
を効果的に用いる。

中央銀行が明確な目標、
それを達成するツールを
有し、大抵は目標達成が
見込まれるが、金融セク
ターの厚みと幅あるいは
経済の輸入品への依存
といった構造的特徴が政
策の有効性を損ねる。

中央銀行が明確な目標、
それを達成するツールを
有し、大抵は目標達成が
見込まれるが、金融セク
ターの厚みと幅あるいは
経済の輸入品への依存
といった構造的特徴が政
策の有効性を損ねる。

中央銀行が明確な目標
を設定していない場合が
あり、金融政策を実施す
るためのツールが不足し
ているか、金融政策が目
指す結果を必ずしも達成
できない。政府が金融政
策の実行に介入する傾
向がある。

と構造的問題に対応する
のは、市場原理あるいは
国際機関に強制される場
合に限られる。

政府のデフォルト履歴と
支払い延滞実績

（要因スコアの調整）

その他

（要因スコアの調整）
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ba

政策が有効で、インフレ
率は通常 0-0.5%あるい
は 3.5-4%。

当局がシステミックな資
本リスク、流動性リスクお
よび信用リスクを緩和す
るマクロプルーデンス・ツ
ールを用いるが、金融シ
銀行システムが経済成長 銀行システムが経済成長 ステムの不均衡拡大を回
を支える必要性と過度の を支える必要性と過度の 避できないことがある。
リスクテイクを回避する必 リスクテイクを回避する必 銀行システムが経済成長
要性とのバランスを効果 要性とのバランスを効果 を支える必要性と過度の
的にとれるような方法で
的にとれるような方法で
リスクテイクを回避する必
規制されている。規制当 規制されている。規制当 要性とのバランスを効果
局は金融システムの複雑 局は金融システムの複雑 的にとれるような方法で
性に見合う能力を有す
性に見合う能力を有す
規制されている。しかし、
る。過去 10 年間、システ る。過去 10 年間、システ 規制当局がスキル不足、
ミックな銀行危機は発生 ミックな銀行危機は発生
効果的ツールの不足に
していない。
していない。
悩まされる、あるいは金
融システムの複雑性に対
応することが困難な場合
がある。過去 10 年間で
システミックな銀行危機
が発生。
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baa

政策の有効性が極めて
政策の有効性が極めて
政策の有効性が非常に
高く、インフレ率は通常 1- 高く、インフレ率は通常 1- 高く、インフレ率は通常
3%。
3%。
0.5-1%あるいは 3-3.5%。

当局がシステミックな資
本リスク、流動性リスクお
よび信用リスクを緩和す
るマクロプルーデンス・ツ
ールを用いるが、金融シ
ステムの不均衡拡大を回
避できないことがある。

当局がシステミックな資
本リスク、流動性リスクお
よび信用リスクを緩和す
るマクロプルーデンス・ツ
ールを用いるが、金融シ
ステムの不均衡拡大を回
銀行システムが経済成長 避することが困難であ
を支える必要性と過度の る。
リスクテイクを回避する必 銀行システムが経済成長
要性とのバランスを効果 を支える、あるいはシス
的にとれるような方法で
テム内の過度なリスクテ
規制されている。しかし、 イクを回避するような方
規制当局がスキル不足、 法で規制されていない。
効果的ツールの不足に
過去 10 年間でシステミッ
悩まされる、あるいは金
クな銀行危機が発生し、
融システムの複雑性に対 将来危機が生じる可能性
応することが困難な場合 がいくらかある。
がある。過去 10 年間で
システミックな銀行危機
が発生。

中央銀行が明確な目標
を設定していない場合が
あり、金融政策を実施す
るためのツールが不足し
ているか、金融政策が目
指す結果を必ずしも達成
できない。政府が金融政
策の実行に介入する傾
向がある。
当局がシステミックな資
本リスク、流動性リスクお
よび信用リスクを緩和す
るマクロプルーデンス・ツ
ールを用いるが、金融シ
ステムの不均衡拡大を回
避することが困難であ
る。

当局がマクロ経済不均衡
と構造的問題に対応する
のは、市場原理あるいは
国際機関に強制される場
合に限られる。
中央銀行の政策決定が
効果を持たず、金融政策
の経済への伝達が非常
に弱い。
当局がシステミックな資
本リスク、流動性リスクお
よび信用リスクを緩和す
るマクロプルーデンス・ツ
ールを用いない。

中央銀行が効果的な政
策を立案できず、金融政
策の経済への伝達が非
常に弱い。
当局がシステミックな資
本リスク、流動性リスクお
よび信用リスクを緩和す
るマクロプルーデンス・ツ
ールを用いない。

銀行システムの規制が弱
いため、セクターに危機
銀行システムの規制が弱 が発生する可能性が比
いため、セクターに危機
較的高い。
が発生する可能性が比
較的高い。

銀行システムが経済成長
を支える、あるいは過度
なリスクテイクを回避する
ような方法で規制されて
いない。過去 10 年間で
システミックな銀行危機
が発生し、将来危機が生
じる可能性がいくらかあ
る。

格付手法：ソブリン格付手法

SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

格付要因

財政状況

サブ要因

債務水準

債務負担
能力

指標

指標の
ウェイト

aaa

aa1

aa2

5-20

20-30

一般政府債務/GDP
(%) t *1

*5

25%

≤5

一般政府債務/歳入
(%) t *2

25%*5

≤ 10

一般政府利払い/
歳入 (%) t *3

25%*5

≤ 1.5

1.5-3.5

一般政府利払い
/GDP (%) t *4

25%*5

≤ 0.25

0.25 1.0

10-80 80-120

aa3

baa1

baa2

baa3

ba1

ba2

ba3

40-45

a2

45-50

a3

50-55

55-60

60-65

65-70

70-75

75-80

200 220

220 230

230 240

240 260

260 280

280320

320 360

360 400

12-13

13-14

14 -16

16-18

3.15 3.25

120 140

140 160

160 180

180 200

6-7

7-8

8- 9

9 - 10

1.0-1.5 1.5-1.75 1.75-2.0

2.0 2.25

2.25 - 2.5-2.75
2.5

3.5-6

債務動向 t-4 to t+1

（要因スコアの調整）

外貨建て一般政府債務/
一般政府債務 t

（要因スコアの調整）

他の公的部門の非金融
セクター債務/ GDP t

（要因スコアの調整）

公的部門の金融資産および
ソブリン・ウェルス・ファンド/
一般政府債務 t

（要因スコアの調整）

その他

a1

30-35 35 - 40

10 - 11 11 - 11.5
2.753.0

11.5 12
3.0 3.15

b1

b2

b3

caa1

caa2

caa3

100 120

120 130

130 140

140 150

> 150

400 450

450 500

500 550

550 600

> 600

18 -20

20 - 22.5 -25 25 -27.5
22.5

27.5 30

> 30

3.25 - 3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0
3.5

5.0-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0

7.0-7.5

> 7.5

80-90 90-100

ca

（要因スコアの調整）

*1

aaa のエンドポイントは 0%である。0%は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 700%である。700%以上の値は数値スコア 20.5 に相当する。

*2

aaa のエンドポイントは 0%である。0%は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 700%である。700%以上の値は数値スコア 20.5 に相当する。

*3

aaa のエンドポイントは 0%である。0%は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 35%である。35%以上の値は数値スコア 20.5 に相当する。

*4 aaa のエンドポイントは 0%である。0%は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 35%である。35%以上の値は数値スコア 20.5 に相当する。
*5

53

異なるウェイトを適用するケースの詳細については、本格付手法の「財政状況」のセクションにある「準備通貨国と HIPC/IDA 国の取り扱い」を参照。
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格付手法：ソブリン格付手法

SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

格付要因

イベント・リスクに対する感応性
サブ要因

サブ・サブ要因

政治リスク

国内政治リスクと
地政学的リスク

aaa
WGI の発言権と説明責任
指標が通常 1.5 超。
ジニ係数が通常 0 から
30。
WGI の政治の安定性指標
が通常 1.5 超。
失業率が通常低く、富と所
得が比較的均一に分配さ
れ、政策の成果へのマイナ
スの影響がほとんどあるい
は全くない。
政治的・経済的成果に大き
なリスクとなる重大な社会
衝突の発生源がない。
政権交代があってもクレジ
ット・ポジティブな政策の成
果に対する一般合意は変
わらない。
政権交代が常に円滑に行
われ、ソブリンの信用プロフ
ァイルにほとんど影響しな
い。

aa
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baa

ba

WGI の発言権と説明責任指標 WGI の発言権と説明責任指
が通常 1.0 から 0.5。
標が通常 0.5 から 0.0。
ジニ係数が通常 30 から 40.

ジニ係数が通常 30 から 40。

WGI の発言権と説明責
任指標が通常 0.0 から0.5。

ジニ係数が通常 0 から
30。

WGI の政治の安定性指標が
通常 1.0 から 0.5。

WGI の政治の安定性指標が
通常 0.5 から 0.0。

ジニ係数が通常 40 から
50。

雇用、富および所得が経済全
体にわたり比較的均一に分配
されているが、地域、社会経
済的集団間あるいは他の集
団間の格差や経時的な変化
が政策の成果にマイナスの影
響を与える可能性がある。

WGI の政治の安定性指
標が通常 0.0 から-0.5。

WGI の政治の安定性指
標が通常 1.5 から 1.0。

雇用、富および所得が経済全
体にわたり比較的均一に分配
失業率が通常低く、富と されているが、地域、社会経済
所得が比較的均一に分 的集団間あるいは他の集団間
配され、政策の成果へ
の格差や経時的な変化が政
のマイナスの影響がほと 策の成果にマイナスの影響を
んどあるいは全くない。
与える可能性がある。
政治的・経済的成果に
大きなリスクとなる重大
な社会衝突の発生源が
ない。
政権交代があってもクレ
ジット・ポジティブな政策
の成果に対する一般合
意は変わらない。

政権交代が常に円滑に
行われ、ソブリンの信用
地政学的関係が良好で、外 プロファイルにほとんど
部からの介入がほとんどな 影響しない。
い。
地政学的関係が良好
経済活動、財政または政策 で、外部からの介入が
ほとんどない。
立案に影響する軍事衝突
あるいは潜在的衝突に関
与していない。

a

WGI の発言権と説明責
任指標が通常 1.5 から
1.0。

経済活動、財政または
政策立案に影響する軍
事衝突あるいは潜在的
衝突に関与していない。

政治的・経済的成果に大きく
影響し得る宗教的・人種的・社
会的対立が一部にみられる。

b

ca

WGI の発言権と説明責任
指標が通常-1.0 から-1.5.

WGI の発言権と説明責任
指標が通常-1.5 未満。

ジニ係数が通常 40 から
50。

ジニ係数が通常 50 超。

ジニ係数が通常 50 超。

WGI の政治の安定性指標
が通常-1.0 から-1.5。

WGI の政治の安定性指標
が通常-1.5 未満。

大量失業、富と所得の大き
な格差、国内の軍事衝突を
伴うこともある地域社会の
緊張があり、経済活動、政
策立案および政府機関の
秩序ある運営が大きく混乱
する、あるいは阻害される。

大量失業、富と所得の大き
な格差、国内の軍事衝突を
伴うこともある地域社会の
緊張があり、経済活動、政
策立案および政府機関の
秩序ある運営が大きく混乱
する、あるいは阻害される。

機能する政府が存在しな
い、および/または行政機能
が大きく損なわれている。

機能する政府が存在しな
い、および/または行政機能
が大きく損なわれている。

権力移行のための明確で
信頼性のある方法が存在
政権交代により政策の予見 せず、権力の継承が無秩
可能性が常に低下し、経済 序に行われソブリンの信用
または財政に影響を与え得 プロファイルを悪化させるリ
るクレジット・ネガティブな政 スクが高い。
策がとられる可能性が高ま 軍事衝突への実際の関与
る。
を含む、紛争につながりや

権力移行のための明確で
信頼性のある方法が存在
せず、権力の継承が無秩
序に行われソブリンの信用
プロファイルを悪化させるリ
スクが高い。

WGI の政治の安定性指標
が通常-0.5 から-1.0。

雇用、富および所得が比較
雇用、富および所得が比 的不均一に分配され、社会
較的不均一に分配され、 が宗教、人種または社会的
社会が宗教、人種または に深く分断されている可能
社会的に深く分断されて 性がある。
いる可能性がある。
そうした緊張が、暴力行為

政治的・経済的に大きく影響し そうした緊張が、暴力行
得る宗教的・人種的・社会的
為を伴い、政策の成果に
対立が一部にみられる。
大きな影響を与え得る社
政権交代がクレジット・ポジティ 政権交代がクレジット・ポジテ 会的緊張を引き起こす可
ブな政策の成果の継続性また ィブな政策の成果の継続性ま 能性がある。その可能性
はクレジットの弱さに対処する たはクレジットの弱さに対処す は低いが無視できない。
能力を阻害する可能性があ
る能力を阻害する可能性があ 政権交代により政策の
る。
る。
予見可能性が常に低下
政権交代が概して混乱なく行
政権交代が概して混乱なく行 し、経済または財政に影
響を与え得るクレジット・
われ、行政機能に大きく影響
われ、行政機能に大きく影響
ネガティブな政策がとら
することは稀である。
することは稀である。
れる可能性が高まる。
ソブリンの信用プロファイルに ソブリンの信用プロファイルに
限定的な影響を与え得る地政 限定的な影響を与え得る地政 高い継承リスクあるいは
学的緊張が生じることがある。 学的緊張が生じることがある。 キーマンリスクが存在す
外部からの介入はクレジットに 外部からの介入はクレジットに る可能性があり、政権の
不安定性が行政機能に
大きく影響しない。
大きく影響しない。
マイナスの影響を与え
軍事衝突に関与していない
軍事衝突に関与していない
る。
が、他国の軍事衝突あるいは が、他国の軍事衝突あるいは
潜在的衝突から影響を受け、
潜在的衝突から影響を受け、 地政学的緊張の高まり
経済活動、財政またはた政策 経済活動、財政または政策立 が軍事衝突につながる
可能性があり、経済活
立案に限定的な影響が及ぶ可 案に限定的な影響が及ぶ可
動、財政および調達条件
能性がある。
能性がある。
にマイナスの影響を与え
る可能性がある。

caa

WGI の発言権と説明責任
指標が通常-0.5 から-1.0。

を伴い、政策の成果に大き
な影響を与え得る社会的緊
張を引き起こす可能性があ
る。その可能性は低いが無
視できない。

高い継承リスクあるいはキ
ーマンリスクが存在する可
能性があり、政権の不安定
性が行政機能にマイナスの
影響を与える。

軍事衝突への実際の関与
を含む、紛争につながりや
すい地政学的関係により、 すい地政学的関係により、
経済活動、資金調達能力お 経済活動、資金調達能力
よび/または制度の秩序あ
および/または制度の秩序
る運営が大きく阻害される、 ある運営が大きく阻害され
あるいは混乱する。
る、あるいは混乱する。

地政学的緊張の高まりが
軍事衝突につながる可能
性があり、経済活動、財政
および調達条件にマイナス
の影響を与える可能性があ
る。

格付手法：ソブリン格付手法

SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

格付要因

イベント・リスクに対する感応性
サブ要因

サブ・サブ要因

aaa

aa

a

baa

ba

b

caa

ca

政府の流動性リスク

資金調達能力

政府は様々なタイプの機
関投資家を含む幅広く多
様性に富む投資家基盤を
持つ極めて厚みのある国
内資本市場から確実に資
金調達してきた強固な実
績を持つ。

政府は様々なタイプの機
関投資家を含む幅広く多
様性に富む投資家基盤を
持つ極めて厚みのある国
内資本市場から確実に資
金調達してきた強固な実
績を持つ。

一定の機関投資家を含む
かなり幅広く多様な投資
家基盤を持つ厚みのある
国内資本市場から概して
確実に資金調達してきた
ことが経験から示唆され
る。

一定の機関投資家を含む
かなり幅広く多様な投資
家基盤を持つ厚みのある
国内資本市場から概して
確実に資金調達してきた
ことが経験から示唆され
る。

政府は比較的厚みがなく
発展の遅れた国内資本
市場から断続的に資金調
達してきた。

政府は比較的厚みがなく
発展の遅れた国内資本
市場から断続的に資金調
達してきた。

政府は厚みがなく発展の
遅れた国内市場から非常
に限定された資金調達を
行ってきた。

政府は厚みがなく発展の
遅れた国内市場から非常
に限定された資金調達を
行ってきた。

政府は自国通貨建て債
務発行により極めて幅広
い非居住者投資家から資
金調達してきた疑う余地
のない実績を持ち、通常
はそれが自国通貨の準
備通貨としての地位を反
映している。

政府は自国通貨建て債
務発行により幅広い非居
住者投資家から資金調達
してきた強固な実績を持
つ。非居住者が極めて安
定的に国内資本・信用市
場に参加。

政府は自国通貨建て債
務発行により幅広い非居
住者投資家から資金調達
してきた強固な実績を持
つ。非居住者が極めて安
定的に国内資本・信用市
場に参加。

政府は自国通貨建て債
務発行により非居住者投
資家から断続的に資金調
達してきた。非居住者の
国内資本・信用市場への
参加は限定的で変動性を
伴い得る。

政府は自国通貨建て債
務発行により非居住者投
資家から断続的に資金調
達してきた。非居住者の
国内資本・信用市場への
参加は限定的で変動性を
伴い得る。

政府は幅広く多様な投資
家から外貨建てで確実に
資金調達してきた強固な
実績を持つ。

政府はかなり幅広く多様
な投資家から外貨建てで
概して確実に資金調達し
てきた。

政府は自国通貨建て債
務発行により非居住者投
資家から概して確実に資
政府は自国通貨建て債
金調達してきたことが経
務発行により非居住者投 験から示唆される。非居
資家から概して確実に資 住者の国内資本・信用市
金調達してきたことが経
場への参加が変動性を伴
験から示唆される。非居
うことがあるが、長期的に
住者の国内資本・信用市 はかなり安定していると
場への参加が変動性を伴 予想される。
うことがあるが、長期的に 政府は比較的幅の狭い
はかなり安定していると
投資家や様々な公的部
予想される。
門の貸し手から断続的に

政府は幅広く多様な投資
家から外貨建てで確実に
資金調達してきた強固な
実績を持つ。

高いリファイナンス・リスク
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政府はかなり幅広く多様
な投資家から外貨建てで
概して確実に資金調達し
てきた。

政府は比較的幅の狭い
投資家や様々な公的部
門の貸し手から断続的に
外貨建てで資金調達して
きた。

政府は自国通貨建て債
務発行による非居住者投
資家からの資金調達を全
くあるいはほとんど行った
ことがない。非居住者の
国内資本・信用市場への
参加は少なく、変動的で
政府は外貨建て市場での 不確実である。
調達を全くあるいはほと
政府は外貨建て市場での
んど行わず、公的部門の 調達を全くあるいはほと
貸し手からの調達は比較 んど行わず、公的部門の
的限定されている。
貸し手からの調達は比較
的限定されている。

外貨建てで資金調達して
きた。

（要因スコアの調整）

格付手法：ソブリン格付手法

SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

格付要因

イベント・リスクに対する感応性
サブ要因

サブ・サブ要因

銀行セクター・
リスク

銀行セクターのクレジット・
イベント（BSCE）のリスク

aaa

aa

a

baa

ba

b

caa

ca

「スコアカード要因についての考察」のセクションを参照

国内銀行の総資産/ GDP t 「スコアカード要因についての考察」のセクションを参照
その他
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SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

格付要因

イベント・リスクに対する感応性
サブ要因

サブ・サブ要因

対外脆弱性
リスク

対外脆弱性リスク

aaa

aa

a

baa

ba

b

caa

ca

多様性の高い輸出基盤か
ら生まれる継続的な経常
収支黒字に示される構造
的対外収支黒字の恩恵を
受ける。

多様性の高い輸出基盤か
ら生まれる継続的な経常
収支黒字に示される構造
的対外収支黒字の恩恵を
受ける。

対外純債務の水準が低
い。あるいは、経済の耐性
が非常に高く、投資家を惹
きつける全般的な魅力を
備えるため、経済ショック
時および金融ショック時で
も高水準の対外債務を維
持できる。

対外純債務の水準が低
い。あるいは、経済の耐性
が非常に高く、投資家を惹
きつける全般的な魅力を
備えるため、経済ショック
時および金融ショック時で
も高水準の対外債務を維
持できる。

少額の経常収支赤字（通
常 3 年にわたり GDP の
5%未満）が予想され、全
額が継続的に FDI 流入に
よりファイナンスされるとみ
られる。

少額の経常収支赤字（通
常 3 年にわたり GDP の
5%未満）が予想され、全
額が継続的に FDI 流入に
よりファイナンスされるとみ
られる。

経済の耐性が高いか中
位、あるいは経済全体の
対外債務の水準が中位
（経常収支受取額の 100%
超）。

経済の耐性が高いか中
位、あるいは経済全体の
対外債務の水準が中位
（通常、経常収支受取額の
100%超）

多額の継続的な経常収支
赤字（通常 3 年にわたり
GDP の 5%超）が予想され
る。その一部を債券発行と
借入でファイナンスするた
め、経済が市場センチメン
トの変化の影響を受ける。

多額の継続的な経常収支
赤字（通常 3 年にわたり
GDP の 5%超）が予想され
る。その一部を債券発行と
借入でファイナンスするた
め、経済が市場センチメン
トの変化の影響を受ける。

準備通貨としての地位に
より国際資本市場から制
約なく調達できる。

対外債務返済のため問題
なく外貨準備を即時に利
用できると予想される。あ
るいは、外為市場から安
定的に多額の調達を行っ
ているか、強固な国外の
保証人から保証を受けて
おり、多額の外貨バッファ
ーを維持する必要性が限
定的。

対外債務返済能力に比較
的限定された脆弱性がみ
られる。対外流動性への
圧力を防止するために十
分な外貨準備高を維持す
ると予想される（通常、EVI
が 100%程度）。

純債務国である。経済の
耐性が低く、経済全体の
対外債務の水準が高いた
め（通常、経常収支受取額 純債務国である。経済の
の 200%超）、外生的ショッ 耐性が非常に低く、経済全
クに対し脆弱である。
体の対外債務の水準が非
対外債務返済能力の脆弱 常に高い（通常、経常収支
性が高まっている。外貨準 受取額の 400%超）、ある
いは対外債務に占める短
備高が低水準まで減少し
期債務の割合が大きいた
ており、対外流動性への
め、非常に多額の対外債
制約が高まっている（通
務のリファイナンスが必
常、EVI が 200%程度）。
要。

構造的収支不均衡を示す
非常に多額の継続的な経
常収支赤字が予想され
る。ファイナンスを債券発
行と借入に大きく依存する
ため、経済が市場センチメ
ントの変化の影響を受け
る。輸出基盤は狭い、ある
いは市況商品に偏ってい
る。

対外債務返済のため問題
なく外貨準備を即時に利
用できると予想される。あ
るいは、外為市場から安
定的に多額の調達を行っ
ているか、信用性の高い
恒久的な保証人から保証
を受けており、多額の外貨
バッファーを維持する必要
性が限定的。

純債務国である。経済の
耐性が低く、経済全体の
対外債務の水準が高いた
め（通常、経常収支受取額
の 200%超）、外生的ショッ
クに対し脆弱である。

構造的収支不均衡を示す
非常に多額の継続的な経
常収支赤字が予想され
る。ファイナンスを債券発
行と借入に大きく依存する
ため、経済が市場センチメ
ントの変化の影響を受け
る。輸出基盤は狭い、ある
いは市況商品に偏ってい
る。

対外債務返済能力に比較
的限定された脆弱性がみ
られる。対外流動性への
圧力を防止するために十
分な外貨準備高を維持す
ると予想される（通常、EVI
が 100%程度）。

対外債務返済能力の脆弱
性が高まっている。外貨準
備高が低水準まで減少し
ており、対外流動性への
制約が高まっている（通
常、EVI が 200%程度）。

純債務国である。経済の
耐性が非常に低く、経済全
体の対外債務の水準が非
常に高い（通常、経常収支
受取額の 400%超）、ある
いは対外債務に占める短
期債務の割合が大きいた
め、非常に多額の対外債
務のリファイナンスが必
要。
対外債務返済能力が非常
に脆弱である。外貨準備
高が非常に低い水準まで
低下しており、対外流動性
が大きな制約を受けてい
る（通常、EVI が 200%
超）。

出所: Moody’s Investors Service
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格付手法：ソブリン格付手法

SOVEREIGN AND SUPRANATIO NAL

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、幅広い格付手法（1 つ以
上のクロス・セクター格付手法）における考慮事項が、発行体および債券の信用格付の決定時に重
要となることもある。セクター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、こちらを参
照されたい。
信用格付の過去の精緻度および予測能力をまとめたデータは、こちらのリンクに掲載されている。
さらなる情報については、「格付記号と定義」を参照されたい。
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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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