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

概要 

本意見募集では、2021 年 7 月に発行した銀行格付手法にいくつかの変更を加えるこ

とを提案する。 

現行の格付手法に対し提案する主な変更は次の通りである。 

» 政府からのサポートを想定しない格付（XG 格付）を銀行格付手法に導入する。

XG 格付は、銀行や銀行関連発行体の金融債務の信用リスクに対するムーディ

ーズの意見を表すものであるが、それらの金融債務のデフォルトやインペアメント

の回避もしくはデフォルトやインペアメントによる損失の低減を目的として政府が供

与する暗黙の緊急時のサポートの恩恵を考慮しない。 

ムーディーズは、銀行が他行への信用リスクエクスポージャーに対して求められる
所要自己資本を算出するために、政府からのサポートの想定を明示的に除外し

た格付を用いることができるよう、XG 格付を格付手法に組み入れることを提案す

る。ムーディーズは、いくつかのタイプのエクスポージャーに対する所要自己資本
を算出する際に、政府からのサポートの想定を加味しない信用格付の使用を要

請する規則を導入する銀行規制当局が増えていくとみている。各国の規制当局
は、2023 年 1 月から適用開始されるバーゼル III 最終化の信用リスクに関する標

準的手法（バーゼル III 枠組み）に準拠ないし適合した規制を行うとみられる。 

今回の提案は、現行の銀行格付アプローチの主要な分析要素に影響するもので
はない（後述の「意見募集の背景」を参照）。今後も現行のアプローチ、すなわち

「政府からのサポート」の要素を考慮し、それが銀行の金融債務の債権者が晒さ
れる信用リスクをどの程度低減するかを評価するというアプローチを用いて格付を

付与することに変わりはない。XG 格付の付与に際しては、政府からのサポートの

要素を考慮しないという点を除き、現行のアプローチと同じ枠組みを用いることを
提案する。今回の提案は、預金やシニア債務、カウンターパーティ・リスク格付

（CRR）の対象債務を含む、すべての銀行債権者クラスの銀行債務に XG 格付を

付与するためのアプローチを説明するものである。 

とはいえ、実際に XG 格付が付与されるのは、主として銀行が一般的に保有する債

務クラスになるとみられ、他のクラス（劣後債務など）に付与される可能性は低い。 

 

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/1269895.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf
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XG 格付は、ムーディーズのグローバルに適用される長期・短期格付スケールを用いて表し、末

尾に(xg)を付加する。したがって、政府からのサポートを織り込まない XG 格付は、現行アプロー
チに基づいて付与される政府からのサポートを織り込んだ銀行格付と明確に区別される。例えば、

預金の XG 格付 Aa3 は、Aa3(xg)と表示される。 

» 政府からのサポートを想定しないカウンターパーティ・リスク評価（XG CR 評価）を銀行格付手法

に導入する。この提案に基づき、既にカウンターパーティ・リスク評価（CR 評価）が付与されてい

る業務上のシニア債務や契約上のコミットメントに対し、XG CR 評価を付与する可能性がある。

XG CR 評価は、それらの債務やコミットメントのデフォルト回避を目的として政府が供与する暗黙

の緊急時のサポートの恩恵を考慮していない。 

CR 評価と同様、XG CR 評価はデフォルトの可能性を示すものであり、デフォルト時に予想される

損失の規模は考慮されない。ムーディーズは、XG CR 評価が銀行の規制資本の枠組みの範囲
に入るとは想定していない。XG CR 評価の導入を提案するのは、銀行が発行する保証や信用状

あるいは類似の支払義務によりサポートを受ける債務の信用格付へのインプットとして、今後有

用となる可能性があるからである。 

XG CR 評価は、CR 評価に対してグローバルに適用される長期・短期スケールに対応した数字付

加記号で表され、CR 評価記号の末尾に(xg)を付加した表記となる。例えば、Aa3(cr) (xg)の表記

は、長期 XG CR 評価を参照している。 

また、可読性の向上のため、いくつかの編集上の変更を加えることも提案する。 

意見募集の背景 

次の図表は、今回の提案が現行の銀行格付手法の図表 1 にどのように組み込まれるかを示してい

る。これは、格付アプローチの全体像を図式化したものである。今回の分析手法の提案が銀行格付
に導入されても、ムーディーズのアプローチを構成する現行の分析要素（1 段目）は変わらないことを

示している。また、各要素の分析結果をどのように組み合わせて、予備的格付評価と同様に債権者

クラスごとの格付（最下段の XG 格付を含む）を導くかを示している。XG CR 評価がこの枠組みにどの

ように組み込まれるかも図示している。 

本件は信用格付付与の公表で
はありません。文中にて言及され
ている信用格付については、 

ムーディーズのウェブサイト
(www.moodys.com)の発行体の 
ページの Ratings タブで、最新の

格付付与に関する情報および 
格付推移をご参照ください。 

http://www.moodys.com/
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図表 1 

銀行の証券に対する格付アプローチの全体像 

 
出所: Moody's Investors Service 

 
図表にある通り、XG 格付と XG CR 評価には政府からのサポートの評価を織り込まない。したがって、
XG 格付とそれに対応する格付（同じクラスの債権者に対する債務の格付）とのノッチ差は、政府サ

ポートを反映させるためのノッチ差と等しくなる 1。長期格付を付与する現行アプローチに合わせて、
自国通貨建および外貨建 XG 格付（XG 発行体格付を含む）を付与する際には、対応する予備的格

付評価（PRA）からのマッピングを行った後、関連するカントリーシーリングを考慮する 2。 

バーゼル III 枠組みの導入に伴い、銀行の自己資本比率に対するムーディーズの見方が大幅に修

正されることはないであろう。 

格付への影響 

今回の提案通りに格付手法がアップデートされた場合、現行の銀行格付が変更されることはないと

ムーディーズはみている。 

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

潜在的な影響を織り込んだものではない。 

意見募集 

本意見募集では、「銀行格付手法」の改訂提案に対するコメントを募集する。寄せられたコメントや内

部協議に基づき、他の変更を加えることも検討した上で、格付手法の改訂版を発行する場合もある。 

 
1  XG CRA 評価とそれに対応する CR 評価とのノッチ差についても、同じ条件が適用される。 
2  予備的格付評価の定義については、銀行格付手法の用語解説を参照されたい。セクター別格付手法およびクロス・セ

クター格付手法は、ムーディーズのウェブサイトから入手できる。 
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ムーディーズは、本意見募集に対する市場参加者からのコメントを募集する。コメント提出の締め切り

は 2022 年 5 月 5 日午後 11 時 59 分（米国東部時間）で、提出先は www.moodys.com の Request 
for Comment のページ。ムーディーズは受領コメントを適正に検討し、「銀行格付手法」の改訂版を

発行する。 

 

https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/request-for-comment/003006005/003006005/-/-1/0/-/0/-/-/ja/jpn/rr
https://www.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/request-for-comment/003006005/003006005/-/-1/0/-/0/-/-/ja/jpn/rr
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「NRSRO ではない信用格付」であり、それゆえ、MSFJ の信用格付の対象となる債務は、米国法の下で一定の取扱を受けるための要件を満たしていません。MJKK 及び MSFJ は日本

の金融庁に登録された信用格付業者であり、登録番号はそれぞれ金融庁長官（格付）第 2 号及び第 3 号です。 

MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）は、同社が格付を行っている負債証券（社債、地方債、債券、手形及び CP を含みます。）及び優先株式の発行者の大部分が、MJKK 又は MSFJ
（のうち該当する方）が行う信用格付意見・サービスに対して、信用格付の付与に先立ち、10 万 0,000 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。 

 

http://www.moodys.com/
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