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生命保険会社のグローバル格付手法
Global Life Insurers
本稿は 2016 年 2 月 8 日に改訂された「生命保険会社のグローバル格付手法」を更新するも
のである。変更点は、ハイ･トリガー・コンティンジェント・キャピタル証券の格付アプローチに関
する考察の明確化のみである。
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ムーディーズは世界で約 200 の生命保険会社に格付を付与している。格付が付与さ
れた証券の総額は 3,000 億ドルを上回り、保険債務は 6 兆ドルを上回る 1。この格付
は、格付対象となる各保険会社の事業プロファイルおよび財務プロファイル、ならびに
事業環境を考慮した信用力に対するムーディーズの見解を反映している。本格付手
法は、世界各国の保険会社の格付に際して重視している主要な要因、およびそれら
の主要な要因をどのように用いているかを説明することにより、ムーディーズの格付プ
ロセスの透明性を高めることを主な目的としている。
この格付手法は、2014 年 8 月に発行したグローバル格付手法の改訂版である(ムーデ
ィーズ・ジャパン版は 2015 年 1 月発行)。この改訂版は、1)ハイ･トリガー・コンティンジェ
ント・キャピタル証券の格付アプローチ 2についての詳細な考察、2)他の金融機関の格
付手法との整合性の観点からの、マネジメント、ガバナンス、リスクマネジメントに関する
議論の深耕、3)脚注のマイナーアップデートおよび本文の明確化を含むものである。
今回の改訂に伴う格付変更はない。
格付手法は世界各国の保険会社の分析に適用するものであるため、ある程度一般的
な内容にとどまらざるを得ず、各社の格付にあたってムーディーズのアナリストが考慮
する全ての要因を詳細にわたって説明することを意図したものではない。各国の生命
保険会社を取り巻く事業環境が異なるのと同様、規制、会計および商品の性格も国に
よって大きく異なる。ムーディーズの格付はそのような違いを考慮に入れたものであり、
特定の格付カテゴリーに対応する財務指標もその中に含まれる。
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生命保険会社および生命保険事業を展開する金融機関。

2

本格付手法に、ハイ・トリガー・コンティンジェント・キャピタル証券の格付アプローチについての考察を
盛り込んだのは、同トピックに関して 2015 年 7 月に発表した意見募集を受けたものである。
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生命保険グループの様々な債務に対するムーディーズの格付アプローチは、当該保険グループの
主要事業部門における財務力の評価を基礎としている。したがって、本格付手法は第一に、保険事
業会社に保険財務(IFS)格付を付与する際のムーディーズのアプローチを説明することを目的として
いる。具体的には、サポートを考慮しない単独の財務格付の決定に用いられるプロセスを説明する。
次に、関係者 3のサポートをどのように織り込み、単独での信用プロファイルから最終的な保険財務
格付および関連債務の格付を決定するかを説明する 4。
本格付手法は、生命保険以外の保険事業も行っている複合保険会社の保険事業に対しても適用
される（付録 3 参照）。グループ会社の債券等に対して格付を付与する場合（例:保険会社またはそ
の親会社が発行する無担保シニア債務）は、グループの主要子会社の保険財務格付の水準を参
考にして決定することが多い。
生命保険会社の単独ベースの格付を付与する際に、ムーディーズは格付対象会社の事業プロファ
イル、財務プロファイル、ならびに業界の事業環境に関する定性的・定量的特性を考慮に入れる。
事業プロファイル

財務プロファイル

事業環境

要因 1：市場地位、ブランド力

要因 4：資産の質

保険のシステミック・リスク

要因 2：販売チャネル

要因 5：資本基盤

保険市場の発展度合い

要因 3：商品リスクと分散

要因 6：収益性
要因 7:流動性と ALM
要因 8:財務の柔軟性

格付対象の生命保険会社
ムーディーズは世界で約 200 の生命保険会社に保険財務格付を付与している。長期保険財務格
付は、保険契約に基づく債務を遅滞なく履行する保険会社の能力に関するムーディーズの意見であ
り、保険事業会社に付与される。
保険会社が短期保険契約に基づく債務を履行する能力に関する意見を、機関投資家および金融
仲介機関に提供するため、ムーディーズは、長期保険財務格付に加えて短期保険財務格付も付与
している。短期保険財務格付は、1 年以内に満期または支払期限が到来するシニア保険契約者に
対する債務を対象としている。短期保険財務格付には、他の短期証券および短期債務と同じ格付
記号（prime）を用いる 5。

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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関係者には、親会社、協同組合金融グループ、主要投資家が含まれる。
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保険会社については、分析ユニットの単独の信用プロファイルが最終的な保険財務格付と異なる場合に、単独での信
用プロファイルを正式に決定するのが一般的である。単独での信用プロファイルは、関連会社や政府からの緊急時の
サポートを考慮しない発行体固有の信用力に対する意見である。
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詳細については、2015 年 8 月発行のクロス・セクター格付手法 “Moody’s Global Short Term Ratings”（ムーディーズ･ジ
ャパン版「ムーディーズのグローバル短期格付」2015 年 12 月）を参照。
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図表 1

保険財務格付の地域別分布（2013 年 12 月時点）
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生命保険事業は信用リスク懸念の影響を非常に受けやすいビジネスである。グローバルの保険財務
格付の平均は A2 である。グローバルの格付対象生命保険会社のうち、Baa より低い格付が付与され
ている会社は全体の 8%（16 社）にとどまる。
図表 2

グローバルの生命保険会社の格付カテゴリー別分布（2013 年 12 月時点）
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生命保険会社の格付の枠組み
ムーディーズによる保険会社の格付は、長期的な信用リスクに対する相対的な意見であり、通常長
い期間に亘って支払われる保険会社の債務に対して付与されるため、必然的にムーディーズの将
来の見通しを反映したものとなる。ムーディーズのこれまでの経験から、現在の財務状況をみるだけ
では、その会社の将来の財務状況や信用力を的確に予想することはできないと考える。したがって、
ムーディーズの分析アプローチにおいては、定量分析だけではなく、定性分析を行った上で、経験豊
富なアナリストの意見や判断を織り込む。
以下のセクションで、保険会社の事業および財務プロファイルに関する 8 つの主要要因、また、事業
環境について説明する。それらが単独ベースの信用プロファイルにとって重要な理由、これらの要因
分析に関連する財務指標、およびそれらの指標をどのように解釈するかについて解説する。ムーディ
ーズが重視する要因には明らかに定量化が可能なものもあれば、定性的評価が必要なものもある。
また、グロ―バルなデータの蓄積と比較を可能にするため、定量的な指標のいくつかは、比較的シン
プルなものを用いている。したがって、アナリストによる指標の解釈や、地域的/補完的指標の検討も、
評価を形成する材料となる。
格付手法においては、それぞれの要因について、保険会社のプロファイルが Aaa から Caa の範囲（一
部の事業プロファイルに係る要因を除く）のうち、どの水準の格付に相当するとムーディーズが考える
のかを示す。また、カントリー・リスクや各地域の保険事業を取り巻く環境の特徴も、ムーディーズの格
付分析において重要な役割を果たしている。保険会社に格付を付与する際、これらの点に加えて、
マネジメント、ガバナンス、会計方針・情報開示などについても考慮に入れる。
本格付手法は保険会社の格付に用いられるグローバルな枠組みを概説するものであるが 6、要因に
よっては、保険会社の格付がガイドラインと一致しない場合がある。それぞれの要因についてアウトラ
イヤーとなるケースが多い場合には、(a)格付に圧力（上方または下方）がかかる可能性がある、(b)
分析に大きな影響を与える要素が事業または財務プロファイルに含まれている、(c)当該保険会社の
事業環境に固有の特性が、事業・財務プロファイルの特性を制約、あるいは打ち消していることが考
えられる。それぞれの保険会社に関する詳細については、ムーディーズが発表している当該保険会
社に関するレポートを参照されたい。
ムーディーズは同一の分析アプローチを用いて世界の生命保険会社を評価し、本格付手法で述べ
た事業・財務プロファイルを格付に織り込んでいる。しかし、どの地域にも、それぞれの政治・経済・社
会環境を反映した市場の特性がある。これには規制環境、ガバナンス、資本構造、税制、会計規則、
会計報告義務、法律・訴訟環境が含まれる 7。ムーディーズは、こうした地域特有の要因が事業環
境要因で把握されていない場合、それらを格付プロセスにおいて織り込む。
生命保険会社は複数の地域で事業を行う子会社をもつことが多い。そうした場合、グループで（収益、
利益、資本、資産などからみて）最大かつ最も重要なユニットに注目し、必要に応じて、当該主要子
会社グループに格付手法の定量指標を適用して加重平均を算出する。この主要子会社グループが
分析ユニットの 100%に満たない場合もある。また、1 つの生命保険グループの中に、複数の子会社
グループ（分析ユニット）が存在する場合もある。各分析ユニットの分析は、個別に行うのが一般的で
ある。
本格付手法で用いられる定量指標は、地域内で共通する会計原則に基づく数値により算出すること
を前提としている（一般に認められた会計基準 (GAAP)、国際財務報告基準(IFRS) 等）。会計基準が
異なれば、異なる地域で事業を行う会社間の比較に時として重大な影響が生じることをムーディー
ズは認識している。したがって、ムーディーズが用いる定性分析には、会計制度の違いを「見通す」
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格付手法は通常、分析ユニット・レベルに適用される。分析ユニットとは、共通する分析上、信用上の特性を有し、同一
国または同一地域で事業を行う全ての会社から構成される集団である。多地域で事業を行うグループ会社でも、会社
間に重要なサポート契約がある、もしくは経営陣、システム、販売チャネル、業務などの面で高度に統合されている場
合は、同一の分析ユニットに含まれることがある。
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「タカフル」（イスラム法に基づく保険）の考察については、付録 2 を参照。
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分析視点を織り込むようにしている。他の会計基準を用いる会社については、より直接的な国際比
較を行うために、そのデータを使用することもある。

財務諸表分析における標準的調整
ムーディーズは、取引やイベントの経済的実態をより適格に反映させ、異なる地域や会計制度にま
たがる財務諸表の比較の質を高めるために、財務諸表に調整を加える。本格付手法で説明する財
務指標は、ほとんどの場合、調整後のデータを用いて算出される。
標準的調整は、適用すべき場合には全ての保険会社に適用する必要があるが、ムーディーズのア
ナリストはこの調整に加えて、背後にある経済的実態をより適切に反映させ、競合他社との比較可能
性を高めるために、他の項目について非標準的調整を行う場合がある。たとえば、信用分析上、より
堅実と考えられる推定や想定を反映させるために、財務諸表を調整することがある。また、ある国や
地域の会計基準または国際会計基準の解釈が、分析に影響を与える分野で異なる場合は、非標
準的調整を行うこともある 8。

生命保険会社のストレステストとシナリオ分析
保険会社の財務力を評価する上で、予想ケース(予想シナリオ)およびストレスケース(ストレスシナリ
オ)を想定し、見通しを織り込みながら保険会社の財務パフォーマンスを評価することは重要である。
ムーディーズの予想シナリオは、現在および予想される市場環境についてのムーディーズの意見を
反映させながら、保険会社の中期的な業績を予想しようとするものである。
加えて、ファンダメンタルな信用分析は当然ながら、債権者が直面するダウンサイドリスクの理解を深
めることに注目するものである。厳しい経済・財務シナリオが現実のものとなり、生命保険会社の財務
および事業プロファイルにマイナスの影響を与える可能性があるため、グローバル格付手法に不可
欠なものとしてストレステストを組み込んでいる。
ストレステストは最も直感的なリスク評価の形式の一つであり、リスク評価の総合的な計画に有用で
ある。ストレステストには様々な形式がある。ストレスが保険会社に与える影響を評価するため、ムー
ディーズは個々の状況に応じて、保険会社内部の資本モデルの検証や既定シナリオおよび臨時シ
ナリオによるシナリオテストの実施など、いくつかの異なるアプローチを採用している。ムーディーズの
規定のストレスシナリオに関する詳細な検討については、付録 6 を参照されたい。
ムーディーズの格付は、予想シナリオを反映したものであるが、ストレスシナリオ下で信用プロファイル
がどの程度変動するかも考慮に入れる。全般に、弱いストレス下では、格付の変更につながらないと
ムーディーズは予想している。規定のストレスシナリオが現実化し、信用プロファイルが著しく悪化する
とみられる場合は、中期的にストレスケースが現実化した場合に 2 ノッチを超える格下げを行わずに
すむよう格付を調整し、格付の安定性を維持する。

スコアカード
格付委員会において、アナリストはスコアカードを用いて、格付手法にある格付要因のそれぞれにつ
いて、アナリストの意見を述べる。分析に際しては、必要に応じて、非開示情報も用いられる。格付委
員会では、このスコアカードにより、保険会社の信用プロファイルについて詳細な議論が行われる。通
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調整については、2016 年 2 月発行のムーディーズのクロス・セクター格付手法 “Financial Statement Adjustments in the
Analysis of Financial Institutions”（ムーディーズ・ジャパン版「金融機関の分析における財務諸表の調整」2016 年 2 月）を
参照。

格付手法:生命保険会社のグローバル格付手法

INSURANCE

常、事業プロファイルは格付決定全体の 35%を占め、財務プロファイルが残りの 65%を占める 9。これ
に、後述する事業環境の要素を加味してスコアカードが完成する。
スコアカードには、「スコア」と「調整後スコア」の詳細が示されている。次表のように、いずれも Aaa か
ら Caa までのレンジに分類される。「スコア」が分析指標から求められるのに対し（付録 1 参照）、「調
整後スコア」はアナリストの判断に基づいている。スコアカードには適宜、事業環境も織り込む。前述
の通り、アナリストは、厳しいストレスケース・シナリオの下でも「スコア」と「調整後スコア」を検討する。
次に、分析ユニット単独での推奨格付を決定するために、マネジメント、ガバナンス、リスク管理、会
計方針・情報開示、特別な格付状況等を評価する。最後に、単独での格付から最終的な格付を決
定するにあたって、関係者からの明示的あるいは暗黙のサポートも考慮に入れる。スコアカードの例
を次に示す。

生命保険会社の格付手法
保険財務スコアカード

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa
以下

調整後
スコア

スコア

事業プロファイル
市場地位、ブランド力(15%)
相対市場シェア
販売チャネル(10%)
販売チャネルに対するコントロール
販売チャネルの分散
商品リスクと分散(10%)
商品リスク
商品分散
財務プロファイル
資産の質(10%)
高リスク資産/株主資本
のれんおよび他の無形固定資産/
株主資本
資本基盤(15%)
（株主資本 -高リスク資産×10%）/
（総資産-高リスク資産×10%）
収益性(15%)
ROC(5 年平均)
ROC のシャープレシオ(5 年）
流動性と ALM(10%)
流動資産/流動負債
財務の柔軟性(15%)
調整財務レバレッジ
総レバレッジ
カバレッジ・レシオ(5 年平均）
キャッシュフロー・カバレッジ・レシ
オ（5 年平均）
事業環境
総合評価

9
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さまざまな要因の相対的な重要性についての詳細は、付録 1 を参照。繰り返し述べるが、スコアカードで形式上のウェ
イトは固定されているが、スコアカードはアナリストにとってのガイドであり、格付委員会が自主的な判断で適切な格付
を決定することを制約するものではない。
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他の検討項目:
マネジメント、ガバナンス、リスク管理
会計方針・情報開示
その他の特殊要因
単独ベースの推奨格付
明示的サポートの性質と条件
暗黙のサポートの性質と条件
最終的な推奨格付
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主要要因‐事業プロファイル
要因 1:市場地位、ブランド力
この要因を重視する根拠
市場地位、ブランド力、営業基盤は、保険会社がその市場において競争優位性を高め、維持する能
力を示す主要要因である。市場地位の評価では、保険会社の主要事業分野における持続可能な
競争優位性、市場シェア、参入障壁、規模の経済とコスト効果、価格支配力、販売チャネルのコント
ロールを考慮に入れる。また、保険会社のブランド力には市場における企業のイメージと評価、販売
店と最終消費者によるブランド認知度、契約継続率や販売コスト、顧客による複数商品購入によっ
て示される顧客の忠誠度が含まれる。
競争優位性（競争力および内部成長の可能性）が持続できるかは、今後の収益力や内部留保の蓄
積による資本増強力に直接的な影響を与える。また、強い市場地位、ブランド力、競争優位性を有
する保険会社は、厳しい市場環境の長期化に対する抵抗力をもち、将来の新たな収益機会をより
有効に利用できる可能性がある。このような保険会社は経済環境によらず、期日どおりに債務を支
払うことができる可能性が高いため、相対的に高い格付が付与される。逆に、営業基盤が脆弱な保
険会社は、低水準または変動性の高いコア収益しか生成できない場合、財務が圧迫されることによ
り、経営陣は経験の乏しい事業分野への参入、新規または不慣れなリスクテイキング、大幅なレバレ
ッジの引き上げを行う可能性がある。
関連指標

相対市場シェア（各国における業界平均の収入保険料に対する当該会社の収入保険料の比率） 10
指標の解釈
保険会社の絶対的・相対的規模は、市場地位およびブランド力と高い相関性を有するとムーディー
ズは考えている。ただし、市場が寡占化するにつれ、絶対的な規模の重要性は低下する。地域ごと
に、資産、収入保険料、資本が大きい会社ほど、格付も高くなる傾向がある。逆に、比較的規模が
小さい保険会社は、格付も低い傾向にある。ムーディーズは、収入保険料の規模が大きい会社ほど
価格支配力を有する傾向にあるため、収入保険料でみた規模と格付の間には高い相関性があると
考える。
とはいえ、絶対的規模の重要性は保険会社が引き受ける保険の種類によって異なる場合がある。
規模の経済を有する会社が最も優位に立てるような商品を中心に販売する保険会社にとって、絶
対的規模/市場シェアは重要である。保険会社の市場シェアの評価において重要となるのは、保険
引き受け・保険料設定に関する規律、事業を成長させる上での適切なリスク管理を効果的に行う能
力である。競争の熾烈な事業分野や特定の商品における成長率の高さはネガティブな要因となりう
る。また、比較的規模の小さいニッチ分野における高いシェアは、その事業のリスクに対する保険会
社のアプローチ次第でポジティブな要因となる場合がある。また、契約継続率や商品のクロスセルの
状況も考慮に入れている。また、契約継続率や商品のクロスセルの状況も考慮に入れている。主要
市場で高付加価値の低リスク商品を販売する能力があれば、相対市場シェアの総合スコアの低さを
相殺できる可能性がある。
ムーディーズの格付手法は世界中で適用されるため、特定の市場における地位と、グローバルでの
絶対的規模を考慮するためにも、市場地位と営業基盤の評価は重要であると考えている。保険会
社が特定の地域で大きな市場シェアを有している場合でも、例えば、保険業界が比較的小規模で
未成熟な国でのみ事業を行っている場合、その提供する商品は、狭い地域に限定された法制、政
治、経済のリスクに晒される。ある国の主要市場の参入障壁が高いほど、市場シェアが重視されるも
のの、このような保険会社は、グローバルに展開する保険会社と比べて収入保険料の規模が小さく、
ブランド力も、メインとしている市場以外で保険引き受けを行う能力も相対的に低い。対照的に、市
10
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データが入手可能で重要性を持つ場合、業界平均の収入保険料は、業界全体の 90%にあたる収入保険料を、業界全
体の 90%の収入保険料を構成する保険会社の数で除して算出する。複数の国で相当程度の規模の事業を展開してい
る保険会社については、各国での当該比率の加重平均を算出する。データを入手しにくい市場では、推定が必要となる
場合がある。

格付手法:生命保険会社のグローバル格付手法

INSURANCE

場シェアの比較ではかなり劣るものの、2 倍の規模を有し、はるかに分散性が高く大規模で成熟した
市場で事業を行う保険会社もあるだろう。また、欧州の保険会社グループのように、複数の地域で事
業を行っているために、個々の市場でのシェアは小さいところもある。しかし、これらのグループは多く
の成熟市場でしばしばトップ 5 に入るばかりでなく、相当規模の財務資源と、高いブランド力をもち、あ
る地域の事業環境が厳しくなったときに、当該地域から撤退し、別の地域で新たに事業展開ができ
る柔軟性を備えている。
関連指標の概要-相対市場シェア
Aaa

相対市場シェア

Aa

業界平均の 3 平均の 1.5-3
倍超
倍

A

Baa

Ba

B

Caa

平均の 0.51.5 倍

平均の 0.250.5 倍

平均の 0.150.25 倍

平均の 0.050.15 倍

平均の 0.05
倍未満

要因 2:販売チャネル
この要因を重視する根拠
保険会社の保険商品の販売方法および販売構造も、事業および信用プロファイルを形成する基本
的な要素である。販売チャネルへのアクセスと販売チャネルに対するコントロール、およびプロデュー
サーとの関係は、保険会社の信用力および市場地位、ならびに収益を拡大し、事業を維持し、特定
の商品や顧客セグメントと販売チャネルを適合させ、コストを管理する能力と直接関係する。
関連指標

販売チャネルに対するコントロール-販売チャネルへの影響/コントロール
販売チャネルの分散-保険料全体の 1 割以上を占める販売チャネルの数
指標の解釈
専属営業職員や独立系代理店といった販売チャネルをいかにコントロールできるかということが、事
業活動、継続および収益性（例:販売関連費用）の目標を達成する上で重要であり、保険会社の長
期的競争力、営業基盤の強固さ、および信用力にも影響を及ぼす。販売チャネルの分散は特定の
チャネルへの依存度を低減し、そのチャネルからの売上が途絶えた場合の影響を緩和する。ただし、
全ての販売チャネルが保険会社の信用プロファイルに等しくプラスの影響を与えるわけではないこと
は認識している。
販売チャネルの効率性の評価においては、様々な販売チャネルを分析し、特定の顧客セグメントに
販売される商品と各販売チャネルの適合性を評価する。販売チャネルの開発・維持に要するコスト
や、販売者ひいては最終的な顧客の維持率および生産性は、（とりわけ厳しい事業環境下では）販
売チャネルを評価する上で重要な検討項目としている。販売代理人の新規採用や、自然減により人
員が減少する営業職員の新規採用が主要な評価対象である。販売チャネルのマネジメントも評価
する。
また、保険会社は様々な販売者と独占的あるいは非独占的な関係にあるが、販売者とどのような関
係にあるかによって、各保険会社に特有の機会または課題が発生することがある。一部地域や一部
の商品分野では独立系の販売者がメインの販売チャネルとなっており、保険会社が主導権を握るの
が難しいケースもある。一方、専属代理店により販売を行う会社では、販売チャネルがグループにと
っての競争優位となる場合がある。また、販売戦略により、コストおよび販売量の面で柔軟な対応が
可能となることもある。
販売チャネルの分散を評価するに際して、販売チャネルの幅と奥行、（通常の事業環境、および特
定の保険会社または市場全体が圧迫された状況下での）販売チャネルにとっての保険会社の魅力、
利益を出しながら販売チャネルを容易に拡大できる保険会社の能力、ある販売チャネルからの売り
上げが途絶えた場合の影響度が検討項目となる。販売チャネルに対する強力なコントロールにより、
販売チャネルの分散性の低さが相殺されるケースもあり得る。保険会社の事情により、新規販売を
休止している場合、販売チャネルへのアクセスが欠如することは注意すべき点である。
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関連指標の概要-販売チャネル

12

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B 以下

販売チャネル
に対するコント
ロール

専属または支配下に
ある販売システムの
高コスト構造に、高付
加価値商品の販売が
適合している:高い生
産性と契約維持率が
一貫した安定的な高
収益事業につながっ
ている。

支配下にある販売チ
ャネルと複数の独立
系販売チャネルの混
合、独立系販売チャ
ネルと優先的に取引
できる地位にある;専
属営業職員の高コス
トと高付加価値商品
販売が適合;平均を上
回る販売チャネルの
生産性と契約継続率
が、安定的な高収益
事業の維持につなが
る;第三者販売チャネ
ルに対し、販売契約と
コストに関する比較的
強い交渉力を有する;
事業の源泉が特定の
販売チャネルに過度
に依存していない、保
険会社の販売チャネ
ルと商品タイプ・コスト
が適合している;利益
を出しながら容易に販
売チャネルを拡大でき
る;新規販売チャネル
にとって魅力的な商
品供給者

支配下にある販売チ
ャネルと独立系第三
者販売チャネルの混
合;支配下にある販売
システムの高コスト構
造と、汎用的な商品
の特性が適合してい
ない;比較的忠誠度の
低い独立系第三者販
売代理店が優先的に
選択する供給者では
ないため、解約率、流
動性に関する懸念、
事業の変動性が比較
的高く、収益性が比較
的低い;独立系販売チ
ャネルと商品タイプを
適合させることができ
るが、販売契約・コス
ト面の交渉力が劣る

独立系第三者販売チ
ャネルによる販売、第
三者による販売チャ
ネルが優先的に販売
する可能性は低い;流
動性に関する懸念が
比較的高く、保険会社
の財務状況に対する
懸念がでてくれば、代
理店は他の保険会社
に乗り換える可能性
が高い;販売チャネル
と商品タイプを適合さ
せることはできるが、
規模、その他の問題
によって販売契約・コ
ストに関する交渉力
は弱い

独立系第三者販売チ
ャネルによる販売、第
三者販売チャネルが
販売する可能性は極
めて低い;流動性に関
する懸念が比較的高
く、保険会社の財務状
況に対する懸念が発
生すれば、代理店は
他の保険会社に乗り
換える可能性が高い;
販売チャネルと商品タ
イプを適合させること
が出来ない場合があ
り、規模、その他の要
因によって販売契約・
コストに関する交渉力
は弱い

保険会社の持続可能
性および財務状況に
関する懸念により、新
規商品の取り扱いを
休止しているため、独
立系第三者販売チャ
ネルおよび販売能力
の多くまたはすべてに
対するアクセス、販売
能力を失っている。

販売チャネル
の分散

保険料の 1 割超を占
める販売チャネルが 5
以上ある;事業の源泉
が特定の販売チャネ
ルに集中していない;
商品タイプとコストと
の適合性が高い;新規
販売チャネルが選択
する安定した商品供
給者

4 つの販売チャネル
がそれぞれ保険料の
1 割超を占める;事業
の源泉が特定の販売
チャネルに過度に依
存していない;保険会
社の販売チャネルと
商品タイプ・コストとが
適合している;利益を
出しながら容易に販
売チャネルを拡大でき
る;新規販売チャネル
にとって魅力的な商
品供給者

3 つの販売チャネル
がそれぞれ保険料の
1 割超を占める;少数
の販売チャネルへの
依存度が比較的高い;
第三者販売チャネル
にとって中程度の地
位;販売代理店が他の
保険会社に容易に乗
り換える可能性があ
り、販売チャネルの状
況に影響を受けやす
い;利益を出しながら、
ある程度販売チャネ
ルを拡大できる

2 つの販売チャネルに
依存;販売代理店が他
の保険会社に容易に
乗り換えるので販売
チャネルの状況に影
響を受けやすい;利益
を出しながら新規販
売チャネルを獲得す
るのは困難

単一の販売チャネル
に依存;販売代理店が
他の保険会社に容易
に乗り換えるので販
売チャネルの状況に
影響を非常に受けや
すい;新規販売チャネ
ルを獲得できない

販売チャネルをもたな
い;事業を意図的に縮
小しているか、販売チ
ャネルへのアクセスが
保険会社固有の財務
への圧迫によって閉
ざされた
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要因 3:商品リスクと分散
この要因を重視する根拠
事業分野と提供商品の選択は、企業のリスク・プロファイルと信用力に大きく影響する。なぜなら、収
益の変動性と競争力は商品セグメントによって異なるからである 11。商品のリスクは新商品として販売
した時点では完全に把握しきれていない場合も多く、意図せずして適正な水準を下回るプライシング
が行われることもあり得る。商品リスクは様々な形で現れ、保険会社の利益や資本基盤に大きなマ
イナスの影響を及ぼすことがある。
商品と地域の分散は一般的に、高格付の保険会社が有する特性のひとつである。利益源、商品、
地域の分散は、保険会社における利益、資本、キャッシュフローの変動性を低減させ、資本のより効
率的な活用を促進する。資産運用のような生命保険以外の補完的事業への参入も、適切に管理さ
れ、妥当な範囲内であれば、利益の安定化の一助となり、全体的な収益の変動を低減する。とはい
え、引受・リスク管理に関する適切な専門性を持たずに新たな事業分野に参入した場合、分散が進
んだとしても、信用力に対するマイナス要因となる可能性がある。
商品リスクの評価基準

責任準備金に占める低リスク商品の割合
ここでの主な目的は、各保険会社の商品ポートフォリオにおけるリスクの分析である。ムーディーズは
商品ポートフォリオにおいて、他の商品に比べて変動性とリスクが低い商品に注目する。個々の商品
のリスクは、各保険会社のリスク管理、市場地位、販売チャネル、引受・プライシングなどによって減
少することもあれば増加することもある。しかし、より変動性の高い事業/商品への集中は、保険会社
のリスク管理や引受態勢の全体的な質とは関係なく、保険契約者・債権者にとってリスクといえる。ま
た、マクロ経済の変化に対する保険会社の対応、業界/市場の状況、規制面の問題、保険会社が選
択した商品および市場における競争圧力も、信用プロファイルに影響を与える可能性がある。
商品特性の評価には、契約者へのリスク移転の状況、商品に内在するリスク（例:金利リスク、死亡
率上昇リスク、長生きリスク、流動性リスク、資産デフォルトリスク、株式市場リスク、市場行動リスク、
商品に組み込まれているオプションおよび保証）を織り込む。
ムーディーズは保険会社の商品リスクの評価において、検討項目のひとつとして責任準備金に占め
る低リスク商品の割合に注目する。何を「低リスク商品」に分類するかは、各商品に特有のリスク・プロ
ファイルや組み込まれている保証/オプションによって、地域ごとに異なる。「低リスク商品」は組み込
まれた保証またはオプションが極めて小さい、あるいはまったくない商品で、リスクを保険会社から契
約者に移転するための効果的なリスク・バッファー/リスク共有あるいは経験料率方式（配当、一時給
付金など）の仕組みがあるものである。高格付の保険会社は責任準備金に占める低リスク商品の割
合が低格付の会社に比べて高い傾向にある。
例えば、米国において、有配当型生命保険商品は、投資・貯蓄型商品（最低保証型変額年金など）
と比べてリスクが比較的低く、高格付に相応する特性を有している。投資・貯蓄型商品と比べ、有配
当型生命保険商品は参入障壁が高く、汎用商品としての特性が低く、高い契約継続率、高い手数
料・利益率、契約者との高いリスクの共有といった特性を有することが多い。
財務指標の他にも、ムーディーズは、商品や、生命保険会社が生命保険以外で行っている事業（金
融技術を用いた商品や仕組み商品など）のリスクを考慮する。これらの商品には、一定の（保険会社
にとって）厳しい状況下で、財務諸表に計上された価値と大きく異なるマイナスの影響をもたらすリス
クがある。商品リスクの分析で考慮すべき他の事項として、契約者の行動リスク、金利リスク（長期に
わたる低金利、金利の急上昇）、再投資リスクが挙げられる。最近開発されたばかりで実績データが
ほとんどない商品は、プライシングが当初の想定と大きく異なり得るという不確実性があるため、マイ
ナス要因とみなす。
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事業分野の定義は通常、主観的であり、会社、国によって異なる。本格付手法においては、多様な事業分野をグルー
プ化し、限られた数の事業分野にまとめ、その概況を検討した。これらの事業分類方法は地域ごとに異なる。
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商品分散
商品/市場における分散の評価において、保険会社がターゲットとする市場および商品の幅と奥行を
考慮に入れる。商品/市場における分散の評価（同一地域 12内での評価、あるいは異なる地域・業界
にまたがる評価）では、商品/市場の集中と競争、変化する市場環境において提供される商品の魅
力、各市場・商品間における収益・利益の相関、汎用型商品か付加価値型商品かを考慮に入れる。
地域によって提供される商品のタイプが異なるため、商品ラインアップにおける分散の評価において
はアナリストの判断が特に重要となる。
商品分散の評価基準

保険料全体の 1 割以上を占める商品群の数
この他にも、ムーディーズは保険会社の事業部門における引受基準の管理、保険料率設定基準、
従業員、システムの状況に関連するリスクを考慮する。例えば、提供する商品のリスクプロファイル上、
必要であれば、生命保険会社におけるヘッジ専門部門の存在は重要である。
特定の分析ユニットの検討においては、分析ユニットが生命保険以外の事業を展開し、分散を図っ
ているかどうかも考慮に入れる。従って、事業分散の質、コア事業と関係のない多角化事業を管理
する能力、多角化された事業間のシナジー効果またはその欠如、多角化を行うことによってコア事
業に向けられたリソースがどの程度他の事業に移るのか、あるいは会社全体に対しどの程度の付加
価値を提供するか、についても考慮する。
関連指標の概要-商品リスクと分散
Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B 以下

商品リスク

責任準備金に占め
る低リスク商品の
割合が 50%超;契
約者とリスクの大
部分を共有する類
の商品が大半を占
める;金利リスク、株
式市場リスク、流動
性リスクが低い;負
債における保証の
要素が極めて小さ
く、契約者が行使で
きるオプションも限
定的;市場行動リス
クがきわめて低い

責任準備金に占め
る低リスク商品の
割合が 40-50%;通
常以上に契約者と
リスクを共有する類
の商品が多くを占
める;金利リスク、株
式市場リスク、流動
性リスクが低い、ま
たは管理可能な水
準;負債における保
証の要素と契約者
のオプションが中
程度;市場行動リス
クが低い

責任準備金に占め
る低リスク商品の
割合が 30-40%;契
約者とリスクを共有
する類の商品があ
る程度を占める;貯
蓄性商品や保障性
商品における金利
リスク、株式市場リ
スク、流動性リスク
が比較的高い;負債
における保証の要
素と契約者が行使
できるオプションが
相当ある;市場行動
リスクが中程度

責任準備金に占め
る低リスク商品の
割合が 20-30%;契
約者とリスクを共有
する類の商品が限
定的:貯蓄性商品
や保障性商品にお
ける金利リスク、株
式市場リスク、流動
性リスクが比較的
高い;負債における
保証の要素と契約
者のオプションによ
り、長期的な期待
収益の変動性が比
較的高い;複雑な商
品によって市場行
動リスクが上昇す
る可能性がある

責任準備金に占め
る低リスク商品の
割合が 10-20%;契
約者とリスクを共有
する類の商品がほ
とんどない;貯蓄性
商品における金利
リスク、株式市場リ
スク、流動性リスク
が高い;負債におけ
る保証の要素と契
約者のオプションに
より、長期的な期待
収益の変動性が高
い;複雑な商品によ
って市場行動リスク
が上昇する可能性
がある

責任準備金に占め
る低リスク商品の
割合が 0-10%;契約
者とリスクを共有す
る類の商品を販売
していない;リスクの
高い貯蓄性商品の
み販売;金利、株式
市場、流動性リス
ク;負債における保
証の要素と契約者
のオプションによ
り、長期的な期待
収益の変動性が高
い;複雑な商品によ
って市場行動リスク
が上昇する可能性
がある

商品分散

収益・利益の相関
が低い 5 つ以上の
異なる商品ライン
がそれぞれ保険料
の 1 割以上を占め
る

収益・利益の相関
が低い 4 つの異な
る商品ラインがそ
れぞれ保険料の 1
割以上を占める

収益・利益の相関
が低い 3 つの異な
る商品ラインがそ
れぞれ保険料の 1
割以上を占める

収益・利益の相関 1 つの商品ラインが 1 つの商品ラインの
が低い 1 つないし 2 保険料全体の 8 割 み
つの異なる商品ラ を超える
インがそれぞれ保
険料の 1 割以上を
占める
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本格付手法では、同一の規制当局の監督を受ける市場を同一地域とみなしている。
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主要要因-財務プロファイル
要因 4:資産の質
この要因を重視する根拠-高リスク資産
生命保険契約には契約者が行使できるオプションが含まれていることが多く、それが債務支払いの
タイミングに不確実をもたらしているため、生命保険会社のコア資産は通常、質が高く流動性も高い
資産に集中している。一方、運用利回りの向上、保険負債に組み込まれた保証に対するマッチング
を意図して、一定程度の高リスク資産を保有している保険会社も多い。特に金融危機のような金融
市場の悪化時には、資産価値が低下し、利益や資本基盤の下方圧力となるため、継続的に高リス
ク資産の状況をモニタリングする必要がある。
関連指標-高リスク資産

高リスク資産/株主資本 13
高リスク資産は大まかに言うと、投資適格等級の債券を除く全ての投資対象から構成され、投資適
格等級より格付の低いあるいは格付の付いていない債券/ローン、普通株式、優先株式、プライベー
ト・エクイティ、ヘッジファンドなどのオルタナティブ投資、不動産、およびその他のバランスシート上で
は分類されていない投資が含まれる。
高格付の保険会社は通常、高リスク資産へのエクスポージャーが低い。また、保険負債において契
約者のオプションをほとんど含まず、デュレーションも長く安定した負債構造（上記要因 3 参照）であ
る場合、高リスク資産へのエクスポージャーが高くても大きな問題にはならないことがある（つまり、商
品リスクが低い場合、高リスク資産の指標や流動性リスクの指標が示唆するほどそれらのリスクは高く
ない）。そのような保険会社が高格付を維持するためには、強固な資本基盤、安定した利益、高リス
ク資産の管理における専門性と実績を示すことが求められる。
相互保険会社のように、契約者とリスクを共有する負債（有配当型保険など）が商品ポートフォリオ
の多くを占める会社は、資産リスクの多くを契約者に転嫁することができるため、より多くの高リスク資
産を保有することが可能になる。相互保険会社の高リスク資産比率を評価する際に検討する他の
項目は、契約者配当の剰余金に対する比率である。これは、資産のパフォーマンスの悪化や損失を
吸収する緩衝材となる潜在的な剰余金（契約者配当を減らすことによる）がどれだけあるかを評価す
るのに役立つ。
この高リスク資産の指標の他に、ムーディーズは、投資資産に対する高リスク資産の割合や集中リス
クといった、運用ポートフォリオの詳細を分析に織り込む。単一の銘柄またはセクターへの投資が過
度に集中すれば、市場リスク、信用リスク、流動性、投資リターンの持続可能性に対する懸念が高ま
る。ムーディーズは、運用ポートフォリオの流動性および変動性、保険会社による運用方針、国ごと
の状況（米国の商業用不動産ローンなど）も考慮する。
さらに、格付のモニタリングに際して、保険会社の運用リスクのストレステストを行う。ストレステストは
資産の種類によって異なり、通常、株式、オルタナティブ投資、不動産、不動産ローン、ソブリン/サブ
ソブリン債、社債、証券化商品を対象としている。
この要因を重視する根拠-のれんおよび他の無形固定資産
のれんおよびその他の無形固定資産は買収および新規事業拡大に伴い発生する。これらの資産の
実質的価値はしばしば不透明であり換算も困難であり、実現価値が取得時の想定を下回る可能性
がある。2012 年にはいくつかのグローバルな保険会社が、金利が高くマクロ経済環境が良好であった
それ以前の 10 年間に買収した年金事業部門について多額の減損を計上した。無形固定資産の減
損は一般に、経営陣が当初想定していたほど、事業または子会社において今後利益が生み出され
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ムーディーズは必要に応じ、株主資本を資本で補完する。これは自己資本項目として開示されていない場合があるが、
損失を吸収する要素である。その例が平衡準備金である。
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ないことを示唆している。また、無形固定資産の減損はキャッシュ・アウトを伴わないが、利益および
資本の減少を示唆するものであり、投資家の信認や財務の柔軟性を低下させることがある。
関連指標-のれんおよび他の無形固定資産

のれん+繰延新契約費(DAC)+買収事業の価値(VOBA)・将来利益の現在価値(PVFP)+その他の無形
固定資産 14の株主資本に対する比率 15
指標の解釈-のれんおよび他の無形固定資産
この指標は保険会社の資本基盤の強固さや質を示す。高格付の会社は、低格付の会社に比べ、資
本基盤に対するのれんやその他の無形固定資産の比率が低い。買収を通した大規模な事業成長
は、統合に伴う課題や、買収価格と資金調達の面からみた最終的なコストや恩恵、増益幅に関する
不確実性があるために、通常はグループの信用リスクを上昇させる。ムーディーズは買収が戦略に
適合しているかどうかを評価し、会社の市場地位および事業分散に与える影響を検討する。
繰延新契約費(DAC)、将来利益の現在価値(PVFP)、買収事業の価値(VOBA)はのれんと比べれば、
評価における不確実性が低く、したがって実質的価値も高いと考えられるが、依然として不確実性は
あるものと考える。
ムーディーズは、固定資産や繰延税金資産などの妥当性も分析する。こうした資産は、運用資産や
他の金融資産に比べて流動性が低いため、総資産に占める割合が大きい場合は、資産の質を評価
する際にマイナス要因となりうる。
関連財務指標の概要-資産の質
Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

高リスク資産/株主資本

< 25%

25% -50%

50% - 100%

100% - 175%

175%-250%

250-325%

>325%

のれんおよび他の無形固定資産
/
株主資本

< 20%

20% -30%

30% - 40%

40% - 55%

55%-75%

75%-95%

>95%

要因 5:資本基盤
この要因を重視する根拠
保険会社の信用力評価においては、エコノミック・キャピタルや資本基盤（ソルベンシーなど）の状況、
または営業レバレッジの状況を重視している。エコノミック・キャピタルは業績が下振れした場合に必
要な資本の金額を表す。資本基盤の評価においては、保有契約の規模からみたレバレッジや資本
に対するリスク量の状況を分析する。資本基盤の指標は顧客への支払能力を示すことや、保険会
社が事業を継続するには、監督当局が要請する資本水準、資本比率を満たしている必要があること
からも、資本基盤の評価は重要である。資本が制約されると、保有契約の維持や事業の拡大に影
響が及ぶ。
関連指標-リスク調整後資本比率

（株主資本 -高リスク資産×10%）/（総資産-高リスク資産×10%）
指標の解釈
一般的に、総資産に対する資本の比率は、保険会社による契約者債務や他の債務の支払いを支
える資本クッションをどれだけ保有しているかを測定する有用な指標である 16。また、この指標を算出
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14

単純化するため、無形固定資産は税効果を考慮しない総額を用いている。

15

対象となる分析ユニットが大規模なグループの一部である場合、通常は連結ベースでこの指標を算出する。これは、会
計報告上、買収に伴うのれんは分析ユニットレベルの財務諸表に計上されないことが一般的だからである。

16

英国の FFA 実質余剰金、ドイツの free RfB、米国の AVR など、会計上では株主資本または規制資本上サープラスとし
て扱われていないものも資本に含めている。
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する際、ストレスシナリオにおいて、流動性が低下するか、減損や売却損が生じる可能性が高いであ
ろう高リスク資産について、その一定割合(10%)を分子・分母から控除している。
高格付の保険会社は低格付の会社に比べ、総資産に対する資本の比率が高い。また、この指標の
算出においては、特別勘定も含めている。これは、特別勘定の中には最低保証型の商品も含まれて
おり、このリスクを支えるための資本が必要となるからである。しかし、当該指標の算出に際しては、高
リスク資産を厳密に定義していないため、その有用性はある程度限定的なものとなる。さらに、当該
指標においては、保険負債の特性を考慮に入れていない（ショートテイル分野の保険商品の販売を
中心としている場合、準備金および資産の必要水準が低い）。したがって、当該指標は、類似した商
品構成や投資ポートフォリオリスクを有する会社間での比較に際して有用な指標といえる。
ムーディーズがグローバル格付手法で資本/総資産比率を用いるのは、世界の全ての生命保険会
社の比率を同じように算出できるためである。このどちらかというと基本的で単純な指標を補完するた
めに利用可能な他の資本関連指標には、リスク調整後資本の枠組みを反映したものが多い。これら
の指標には、ムーディーズが開発した指標（英国で用いるムーディーズの調整後ソルベンシー資本
(MASC)など）や、各地域の規制資本を用いて算出する指標がある。精緻な方法により、リスク対比で
の資本基盤を測定する指標を規制資本として用いている地域も多い。規制当局がこれらの指標をソ
ルベンシーの決定要因として利用している場合は、ムーディーズの分析にとって特に重要となる。
リスクベース資本（RBC）規制の洗練度、測定スケール、格付プロセスにおける有用性は、規制管轄
地域によって大きく異なる。このようなリスクベース資本比率により妥当な結果が得られる国では、資
本基盤の強さを測る指標として、当該比率も考慮に入れる。規制当局が用いている資本比率の例と
しては、米国の RBC、カナダの MCCSR、日本のソルベンシー・マージン比率が挙げられる。ソルベンシ
ーII も、導入後は地域の重要な RBC 指標となるだろう。下表は、ソルベンシーII 比率とムーディーズ
の自己資本スコアとの推定される対応関係を示したものである。ソルベンシーII が唯一の考慮事項と
なるわけではないが、この推定マッピングは、アナリストが資本基盤を評価する際のガイダンスとなる。
自己資本スコア

ソルベンシーII 比率

Aa

A

Baa 以下

> 200%

130% - 200%

< 130%

また、保険会社の内部キャピタルモデルが入手可能な場合は、それから得られる情報を資本基盤
の評価に織り込む。この評価では、保険会社の内部キャピタルモデルの信頼性を、（a）その範囲と働
きに関するムーディーズの理解、（b）保険会社の日常業務における意思決定プロセスにどの程度組
み込まれているか、（c）該当する場合は、規制当局による審査と承認、に基づいて検討する。しかし、
会社によってモデルに用いる想定はかなり異なるため、会社独自のエコノミック・キャピタル・モデルを
用いて、競合他社の資本基盤の比較を行うことは困難である。
資本基盤の評価では、ストレス環境が及ぼす影響を評価する。これには、保険事業による損失と運
用損失の予想を織り込んだストレスシナリオに基づくストレステストが含まれる（前掲の生命保険会社
のストレステストのセクションを参照）。また、リスクが発生する可能性を、将来の資本創出と資本基
盤の評価に織り込む。
関連財務指標の概要-資本基盤
（株主資本 - 高リスク資産×10%）
/（総資産- 高リスク資産×10%）

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

>12%

8%-12%

6%-8%

4% - 6%

2-4%

0-2%

<0%

要因 6:収益性
この要因を重視する根拠
保険会社の収益性（利益の質と持続性）は信用力の重要な要素である。なぜなら、利益は保険会
社が保険契約や金融負債を支払う能力を左右する第一の要因であり、内部留保の蓄積による資本
増強の源であり、資本市場からの有利な条件での資金調達を可能にする重要な要素だからである。
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商品・市場が分散していれば、利益が安定し、内部留保の蓄積スピードに関する予測可能性が高ま
り、負債の支払い能力も高まる。
関連指標
ROC:少数株主利益控除前純利益/（金融負債＋株主資本 17＋少数株主持分の平均（5 年平均））
ROC のシャープレシオ:ROC の平均/ROC の標準偏差（5 年ベース）
指標の解釈
一般に高格付の保険会社は低格付の会社に比べ、ROC でみた収益性が高く、利益の変動性も低
い。例外は、ROC でみた収益性が相対的に低い場合が多い相互生命保険会社である。これは、高
い自己資本比率の維持、保険契約者の重視、保険契約者への高い配当性向によって、純利益が
減少するためである。
ROC は保険会社がどれだけ有効に資本を使っているかを測るのに適した指標である。ROC は、分母
に負債と資本の両方を含めているため、レバレッジによる影響を受けにくい。したがって、ROC を達成
するために必要とされる負債水準、および利益の持続可能性と変動性をみるために、ROC とあわせ
て財務レバレッジの状況もみる必要がある。また、保険会社の法的構造も、負債の活用および ROC
のリスク・プロファイルに影響を与える要素である。例えば、相互会社は株主保有の会社と比べて、
短期の収益性を追求することがあまりなく、負債水準も低い。
これらの指標はムーディーズの格付スコアカードの基礎をなすが、アナリストは他の関連指標も考慮
に入れる。例えば、十分な資本利益率を達成することに関する株主から経営陣への圧力の影響を
無視することはできないため、株主資本利益率(ROE)も収益性の有用な指標の一つである。ただし、
他の条件が等しければ、資本基盤が小さい方が ROE が高くなるため、財務レバレッジの高い会社の
ROE は高くなる可能性がある。したがって、この指標も保険会社の財務レバレッジおよび組織・法的
構成に照らして評価しなければならない。また、総負債（金融負債以外の負債も含む）を分子に算
入した調整後 ROC 指標も、オペレーティング・デットが収益性に与える影響の評価において考慮す
る。
保険会社の事業構成によっては ROA も考慮する。ROA は収益性指標としては幾分精度を欠くが、
銀行、ファイナンス・カンパニー、資産運用会社を含む資産運用関連のビジネスを展開する他の金
融機関との比較が可能であるため、こうした事業に直接または間接的に関わっている保険会社の分
析においては有用である。
また、純利益は一過性の損益、特に売却損益によって大きく影響を受けることも考慮に入れる。多
額の投資関連損益を計上している分析ユニットの場合、この損益を控除した指標の状況も考慮する。
加えて、損益計算書に評価額調整を計上することにより、投資を全て公正価値で計上する会社を、
評価額の増減を自己資本の増減として直接認識する大半の保険会社と比較する際に、これらの比
率の影響を考慮する。ヘッジも純利益指標に大きな影響を与えることがあるため、収益性指標の評
価で考慮しなくてはならない。
ROC のシャープレシオは、平均利益水準と利益の変動性を比較するものであり、保険会社の利益の
予測可能性と持続可能性についての評価に用いる。内部留保の蓄積は純利益によるものであるた
め、ここでの分析は純利益の状況を考慮するが、売却損益や税金が時として変動要因となったり、
事業の変動性を低減させるために用いられることがある点も考慮に入れている。また分子がマイナス
の場合、当該数値は用いず、収益性の評価は ROC のみによるものとする。一方、当該指標は、会社
間で利益の変動性を比較し、事業構成に関連するトレンドを特定するためには有用なものと考える。
これら 2 つの指標については、事業サイクルを考慮するため、5 年分のデータを用いる。
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関連財務指標の概要-収益性
Aaa

ROC（5 年平均）
ROC のシャープレシオ

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

> 12%

8%-12%

4%-8%

0%-4%

0%-(4%)

(4%)-(8%)

< (8%)

> 400%

300% – 400%

200%-300%

100%-200%

0%-100%

n/a

n/a

要因 7:流動性と ALM
この要因を重視する根拠
生命保険事業は信用リスク懸念の影響を非常に受けやすいビジネスであり、流動性の不足はただち
に負債の支払い不能につながる。そのため、財務の問題が実際に発生あるいは発生が予想されれ
ば、契約者による解約、ひいては取り付け騒ぎ発生のシナリオも考えられ、監督当局の介入または保
険会社の支払い不能という結果にもなりうる。したがって、ALM リスクおよびそれに関連する流動性リ
スクを慎重に管理することが重要となる。
関連指標

流動資産/流動負債
指標の解釈
ALM（資産・負債の総合管理）は、保険会社が長期・短期負債の支払いに備え、十分な資産を維持
していくためのプロセスである。ALM の目的は、資産側の期待キャッシュフローと、負債側の期待キャ
ッシュフローをマッチングさせることにある。ムーディーズは ALM プロセスを評価するにあたり、資産と
負債のマッチングに向けた各社の定量的管理手法や経営手法に注目している。
ALM プロセスの評価は、負債に含まれるオプションおよび保証の状況を分析し、保険会社の負債プ
ロファイルとその複雑性を把握することから始まる。デュレーション・マッチングやキャッシュフロー・マ
ッチングのような一般的に用いられる ALM の手法に加え、ダイナミックな ALM 手法が使われている
かどうかも考慮に入れる。例えば、様々な景気シナリオにおける資産と負債のキャッシュフローの感
応度と、それによるプラスおよびマイナスの影響、ひいては利益や資本に及ぼす影響を評価する、ダ
イナミック・キャッシュフロー・テストなどがある。ALM プロセスにおいて、保険契約における解約オプシ
ョン、必要とされる流動性、および偶発債務やオフバランスの流動性ニーズ（例えば、デリバティブや
再保険契約に伴って生じる必要担保、関連会社の支払い保証、GIC 債におけるレーティング・トリガ
ー、デリバティブを用いた元本保証型商品のヘッジ等等）に関する精緻な分析が反映されているか
どうかも重要な視点となる。また、生命保険会社の流動性リスクは流動負債（解約されるリスクの高
い保険負債など）を流動資産でカバーできるかどうかによって評価している。資産と負債の詳細、さ
まざまな景気・市場シナリオに対する資産と負債の感応度、セグメントのデュレーションおよびキャッ
シュフロー・マッチング方針、コンティンジェンシー・プラン、市場流動性が制約された場合の代替流
動性の状況についても考慮に入れる。
前述のとおり、強固で十分に管理された ALM プロセスおよびリスク管理プロセスは、生命保険会社が
直面する流動性リスクを低減するが、負債プロファイルによって高い流動性リスクが存在する場合、
ALM の規律と流動性の確保によってそのリスクに完全に対処できることが明瞭に示されなければ、保
険会社の信用力は影響を受ける。したがって、より複雑な負債プロファイルをもつ保険会社は、優れ
た ALM 体制を整備していても、投資適格等級の中で高い格付を得るのは難しい（下表を参照）。保
険会社の負債において、契約者による解約/返戻リスクが限定的あるいは全くない場合、流動性リス
クは問題とならないが、資産と負債をマッチングさせるということは、一定の収益性を確保する上で依
然として重要であるといえる。
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図表 3

高い

中位のリスク

高リスク

商品の
複雑性

低リスク

低い

中位のリスク

強固

脆弱

ALM 体制

流動負債に対する流動資産の比率は、保険会社の流動性プロファイルおよびリスクの測定に有用で
あると考える 18。流動資産（分子）は、投資資産の流動性に応じて調整を加えた数値である（現金お
よび現金同等物、国債等が流動性の高い資産、関連会社普通株式・社債が流動性の低い資産の
例である）。流動資産の算出に際しては、市場の変動性、および資産売却時に市場から要求される
流動性プレミアムも考慮に入れている。流動負債（分母）については、ストレスシナリオを想定した場
合に今後 1 年間という期間において、契約者からの解約に対応するために必要な金額を反映してい
る。
通常、高格付の保険会社は低格付の保険会社より高い流動性プロファイルを有する。ムーディーズ
では、通常、潜在的な流動性ニーズに照らした、資産の流動性に焦点を当てる。しかし、保険負債
に関する流動性リスクの水準がそれほど高くない地域も多く、その場合、ALM リスクおよび分析では、
保証や長生きリスクの状況に重点を置く。また、解約可能な契約が全て、解約される可能性が等し
いとは限らない点にも注意が必要である。商品の種類（保障性 vs.貯蓄性）、販売チャネル（専属営
業職員 vs.独立系代理店）、解約控除の有無、契約者の年齢とプロファイル、契約者が法人か個人
かということは、いずれも解約の可能性とタイミングに影響する。満期前に解約可能な資金契約を裏
付けとする証券 19などの法人向け契約は通常、全ての生命保険債務の中で最もリスクが高いと考え
られる。こうした商品に次いでリスクが高いのは、多額の金銭的損失を負うことがなく、保険契約の乗
り換えも容易な商品であり、個人向け保険契約の中でも投資、貯蓄商品、預金、年金等の商品が該
当する。
関連財務指標の概要-流動性と ALM
流動資産/流動負債

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

>4x

2x-4x

1.5x-2x

1x-1.5x

0.75x-1x

0.5x-0.75x

<0.5x

要因 8:財務の柔軟性
この要因を重視する根拠
保険会社は内部留保によって事業を成長させるだけでなく、資本市場の信認を維持し、問題なく債
務を契約通り返済する能力を示すことが重要である。事業拡大や買収、非常に厳しい信用環境や
市場環境あるいは利益変動による想定外の資金需要、その他保険会社の計画によるものや想定外
の資金需要への対応のために、外部からの資本調達手段を確保していることの意味は大きい。財務
の柔軟性（調整レバレッジ、総レバレッジ、ダブル・レバレッジ、カバレッジ・レシオ、配当カバレッジ、持
ち株会社の流動性、資本市場での調達力によって示される）は保険会社の信用プロファイルを決定
する要因の 1 つである。また、このセクションの末尾で述べるとおり、保険会社の所在する地域の資本
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流動資産/流動負債比率については、付録 5 で詳細に説明している。

19

こうした商品は特に米国で普及している。
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市場の厚みも考慮する。資本市場に厚みがない場合、当該会社の資本・収益指標が強固であって
も、財務の柔軟性は限定的と判断することがある。
関連指標

調整財務レバレッジ:調整負債（金融負債（優先株を含む）＋年金負債、ハイブリッド証券、オペレー
ティングリースの調整額）/（調整負債+株主資本）
総レバレッジ :（金融負債（優先株式を含む） +オペレーティング・デット +年金負債やオペレーティン
グ・リースの調整額）/（金融負債+オペレーティング・デット+年金負債やオペレーティング・リースの調
整額+株主資本（非負債項目調整後））
カバレッジ・レシオ:利息・税引き前調整後利益/支払利息および優先株配当（5 年平均）
キャッシュフロー・カバレッジ・レシオ:子会社からの配当可能額/支払利息および優先株配当（5 年平
均）
指標の解釈
財務レバレッジは、借入により調達された資本基盤の金額を測定する指標である。借入には、事業
会社または持ち株会社が発行する短期・長期社債やハイブリッド証券が含まれる。指標の算出に際
しては、あらゆる形式の負債（サープラス・ノートやハイブリッド証券（エクイティ・クレジット考慮後 20）、
未積立年金給付債務、オペレーティング・リース、ロイズの引き受けに伴う無担保 LOC を含む）を考
慮に入れる。調整財務レバレッジの算出に用いる株主資本には、その他包括損益累積額（AOCI）を
含める。保有有価証券の含み損益の変動によるバランスシートの変動が、市場から低コストで資金を
調達する能力に影響を及ぼすことも考えられるためである。特に、金利の変動が激しい局面や、資
産が公正価値、負債が簿価で計上されている場合には、AOCI を除いた株主資本を用いて算出した
レバレッジ指標も考慮する。一般的に、高格付の保険会社は低格付の保険会社に比べ、財務レバ
レッジが低い傾向にある。
また、財務レバレッジの分析に関しては、調整レバレッジ、総レバレッジとも、個々の事業会社または
分析ユニットの財務レバレッジではなく、グループ連結ベースの財務レバレッジを分析対象としている。
グループ連結ベースの財務レバレッジに注目するのは、グループの各子会社または分析ユニットが、
程度の差こそあれ、グループ全体としての債務履行の恩恵を受けている、あるいは寄与しているとい
う前提に基づいている（後述の通り、自国通貨建てソブリン債務格付の上限による影響を受ける場合
もある）。ただし、グループにとって中核ではなく、親会社からの債務・資本支援を受ける可能性の低
い子会社またはユニットについてはその限りではない。
財務レバレッジおよびカバレッジ・レシオの標準的な調整に加えて、各社の状況により追加的な調整
を行うこともある。例えば、オフバランスの債務を負債に足し戻すことがある。これは、風評あるいは経
済的インセンティブを動機として、必要な場合は債務をサポートすると考えられるからである。これに
対して、資産とのマッチングが行われている負債や自己清算性負債のように金融負債ではなくオペ
レーティング・デットとしての性質をもつものについては、調整財務レバレッジおよびカバレジ・レシオや
キャッシュフロー・カバレッジ・レシオの計算上、負債として扱わない。
また、調整した指標に加えて、調整前ベース（ただし、年金債務およびオペレーティング・リースにつ
いては調整後）のオペレーティング・デットを含めた債務プロファイルを考慮することも重要である。資
産とのマッチングが行われている場合もあるが、オペレーティング・デットには外部調達が含まれ、厳
格な基準を満たしたものだけが金融負債から控除される。オペレーティング・デットやハイブリッド証券
への依存度合いをみるために、調整財務レバレッジと総レバレッジ指標の格付レンジは同じ水準にし
ている。
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ムーディーズは、ハイブリッド証券の資本算入額に上限を設けている。2015 年 3 月発行のクロス・セクター格付手法
“Hybrid Equity Credit" （ムーディーズ・ジャパン版「ハイブリッド証券のエクイティクレジット」2015 年 3 月）を参照。

格付手法:生命保険会社のグローバル格付手法

INSURANCE

その他に考慮している点としては、保険会社のダブル・レバレッジ（子会社への出資が親会社の負債
によって賄われており、資本構成が硬直的な場合）、過去のトレンド、経営陣が目標とするレバレッジ
の水準、償還プロファイル、資本構成自体の複雑さが挙げられる。
保険会社の借入余力は、支払利息と優先株配当に対する収益力と配当能力により分析することが
できるが、これらの指標は年によって大幅に変動しうる。高格付の保険会社は低格付の保険会社よ
り、カバレッジ・レシオおよびキャッシュフロー・カバレッジ・レシオが高い傾向にある。
カバレッジ・レシオは連結ベース（米国 GAAP、IFRS、あるいはこれらに相当する会計基準）で算定され、
連結ベースの収益力を織り込む（支払利息および優先株配当に対する税引き前・利息・優先株配
当支払い前カバレッジ）。分母、分子共に年金とリースに関し調整を加えるが、焦点となるのは支払
利息および優先株配当である。保険事業会社から持ち株会社への配当は監督当局による規制を
受ける場合があるため、カバレッジ・レシオを評価する際には、持ち株会社への支払い可能なキャッ
シュという点で、保険会社の柔軟性を考慮する必要がある。
キャッシュフロー・カバレッジ・レシオ（地域によって開示内容が異なるため、算出できない地域もある）
は、具体的には債務やハイブリッド証券の発行主体となることが多い持ち株会社の財務の柔軟性を
示す 21。この比率は持ち株会社におけるキャッシュの源泉とキャッシュ・アウトを比較するものである。
キャッシュの源泉として、当局の規制対象となる子会社から支払い可能な（制約を受けない）配当の
最大額を含める（保険事業会社が規制資本の必要水準を満たすという条件付きで）。キャッシュ・ア
ウトには、持ち株会社における支払利息と優先株配当を含める。
カバレッジ・レシオの分析においては、支払利息と現金の支払いを伴う利息とを区別している。また、
利益が主として配当を支払うことが比較的困難な地域で生み出されているのか、監督当局の規制
対象とならない子会社から多額の安定したキャッシュフローを得ているのか、収益力と比較した配当
支払い能力を分析することによって、キャッシュフロー・カバレッジ・レシオとカバレッジ・レシオの関係
性も評価する。配当支払い能力が収益力を大幅に上回る場合、多額の配当支払いが行われれば
配当支払い能力が再び元の水準に戻るまでに時間を要するといえる。
これらの指標に加え、短期債務の満期、利払いおよび株式配当が即座に現金化可能な資産（現金、
投資適格等級の債券、上場株式等）によってカバーされているかを分析することで、持ち株会社の
流動性の状況も考慮に入れる。特に、主として持ち株会社が債券の発行主体であり、前述のような
監督当局による保険事業会社からの配当に対する規制がある場合には、重要な視点となる。カバレ
ッジ・レシオと同様に、持ち株会社に対して配当を支払うことが難しい子会社に過度に依存していな
いかどうか、必要に応じて引き出すことが可能な他の流動性源があるかどうかを考慮に入れる。
また、資本市場の信認を維持することも重要であると考える。過去の例でしばしばみられたことだが、
想定外の厳しい状況が発生した際や、買収時、事業拡大のために資金が必要となった場合、多くの
保険会社は資本市場からの資金調達が必要となる。2008 年から 2009 年の金融危機で顕著にみら
れたように、資本市場からの調達が全くできない、あるいは有利な条件で調達できない場合、財務の
柔軟性が大きく損なわれる。事業の変動性を考慮すると、生命保険会社の資本市場からの調達力
は重要な要素であり、その調達力は、財務レバレッジが非常に高い場合やカバレッジ・レシオが低い
場合に制約を受けうるものと考える。
また、バックアップ・ファシリティ、コンティンジェント・キャピタル、信用状、借入契約に含まれる条項の
保守性も考慮する。限られた条項しか付帯されていない強力なバックアップ・ファシリティは、特に財
務が逼迫した状況において財務の柔軟性を支える。
財務の柔軟性を評価する際の最後の要素は、保険会社の所在する国である。負債や株式による資
金調達は、その国の資本市場の規模や成熟度に左右され、グループの債務や債務履行能力に大
きな影響を与える。そこで、アナリストによる調整もあるが、基本的に財務の柔軟性に関するスコアは、
事業活動を行う国の自国通貨建て債務格付の水準を上限とする。自国通貨建て債務格付による
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詳細については、後述の「保険財務格付と他の格付との関係」のセクションを参照。
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上限は、保険グループ全体として高い財務の柔軟性を有している外国保険会社グループの現地子
会社にも適用される。
関連財務指標の概要-財務の柔軟性
Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

調整財務レバレッジ

< 15%

15%-30%

30% - 40%

40% - 50%

50%-60%

60% - 70%

>70%

総レバレッジ

< 15%

15%-30%

30% - 40%

40% - 50%

50%-60%

60% - 70%

>70%

カバレッジ・レシオ:EBIT/（支払利
息+優先株配当）（5 年平均）

> 12x

8x - 12x

4x - 8x

2x - 4x

0x-2x

<0x

N/A

キャッシュフロー・カバレッジ・レシ
オ:配当可能額/（支払利息+優先
株配当）（5 年平均）

> 7x

5x - 7x

3x - 5x

1.5x - 3x

0x-1.5x

<0x

N/A

事業環境
この要因を重視する根拠
保険会社に関するムーディーズの分析は、個々の会社の特徴、業界内における各社の事業・財務
の状況に基づくものであるが、特に新興国市場で活動する保険会社の分析に際しては、外部要因が
保険会社の信用プロファイルに大きな影響を与えることがないかどうかも考慮に入れる。
事業環境は、保険業界に影響を与えうる当該地域の経済、社会、法制、全般的な事業の状況を把
握するものである。ムーディーズの格付は、グローバルに比較可能かつ将来の見通しも反映するもの
であり、現在または将来、保険会社の信用力に大きな影響を与えうると考えられるすべての内部・外
部リスク要因を考慮する必要がある。また、国特有のトレンドや動向が、事業自体の強固さと同様、
長期的に保険会社に影響を及ぼす可能性がある。検討項目としては、他国と比べた経済発展の動
向や、社会的・政治的動向、資産運用手段としての保険の利用度合い、認知度、浸透度などがある。
関連指標
事業環境は、国ごとに、2 つのカテゴリー（保険のシステミック・リスク、保険市場の発展度合い）にお
けるいくつかの要因を反映したものである。多国での事業展開を進めているケースにおいては、それ
ぞれの国の状況を考慮に入れて総合的な評価を行う。
事業環境を決定する要因は 5 つあるが、そのうち 3 つの要因は保険のシステミック・リスクに関連す
るものである。これらはムーディーズが開示しているソブリン格付手法 22や各国に関するレポートで用
いているマクロ指標に基づく評価である。あとの 2 つの要因は、保険市場の発展度合いに関連するも
のである 23。

保険のシステミック・リスク
経済力:ムーディーズのソブリン・レーティング・グループは、経済力のスコアを公表している。この要
因は、ある国の経済構造の強固さを評価するもので、国民一人当たり GDP、GDP 成長率と変動性、
多角化の度合い/規模、長期トレンド等の指標を考慮する。非常に強い、強い、中位、弱い、非常に
弱い、というスコアで評価する。各スコアには、＋または－の付加記号を加えることがある。
制度の頑健性:ムーディーズのソブリン・レーティング・グループは、制度の頑健性のスコアを公表して
いる。この要因は、ある国の制度の頑健性と、政策の予測可能性を評価し、法の支配、ガバナンス、
インフレ動向、透明性といった項目を考慮する。非常に強い、強い、中位、弱い、非常に弱い、という
スコアで評価する。各スコアには、＋または－の付加記号を加えることがある。
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2013 年 9 月発行のムーディーズの格付手法“Sovereign Bond Rating Methodology"（日本語版「ソブリン債の格付」2013
年 10 月）を参照。
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保険市場の発展度合いは、Swiss Re Sigma などにある指標に基づくものとする。
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イベントリスクに対する感応度:ムーディーズのソブリン・レーティング・グループは、イベントリスクに対
する感応度のスコアを公表している。この要因は、ある国の信用プロファイルが直接的で突発的な脅
威に晒されるリスクを評価するもので、財政、経済、政治に加わるストレスへのエクスポージャーを考
慮する。非常に高い、高い、中位、低い、非常に低い、というスコアで評価する。各スコアには、＋ま
たは－の付加記号を加えることがある。

保険市場の発展度合い
保険の普及度(%):対 GDP 比でみた業界全体（生命保険および損害保険）の収入保険料（クロスボー
ダー事業を除く）。保険の普及度は、ある国の経済における保険市場の重要性を評価するものであ
る。
保険の密度（パーセンタイル順位）:保険業界（生命保険および損害保険）の一人当たり収入保険料
（クロスボーダー事業を除く）のグローバルなパーセンタイル順位。保険の密度は、ある国の保険の利
用度を評価するものである。

事業環境指標の解釈
事業環境が良好なほど、保険会社固有の信用プロファイルは事業環境による影響を受けにくいと考
える。保険会社固有の信用プロファイルよりも、事業環境が良好であるとみられる限り、事業環境は
格付分析において重要な検討事項にはならない。具体的には、事業環境のスコアがシングル A 以
上の場合、事業環境は十分に良好であり、保険会社の信用プロファイルには影響を及ぼさないとして
いる。つまり、事業環境は保険会社の格付に対して中立、あるいはマイナスの影響を及ぼすことにな
る。また、事業環境が悪いほど、保険会社の総合的な信用プロファイルに与える影響は大きくなる。
これは、保険業界の構造的な強固さと契約上の合意に対する疑念が強まることを反映している。

保険のシステミック・リスク
経済力‐国の経済力（主として成長性、多角化の度合い、競争力、富裕度、規模）は、国の経済の
底堅さ、あるいは危機的状況を乗り越える能力を決定する重要な要因である。中期的に歳入を創出
し、債務を返済する能力は、経済の成長と繁栄に左右される。
制度の頑健性‐国が債務を返済する能力と意思を促進するような制度があるかどうかは、政府の信
用プロファイルを評価する上で重要な要因である。制度の頑健性に関連する側面のひとつが、経済
の成長と繁栄を助長する健全な経済政策を政府が実行できるかどうか、である。
イベントリスクに対する感応度‐イベントリスクに対する感応度は、突発的なイベントによって政府財政
が深刻な制約を受けるリスクを考慮するものである。イベントリスクとして着目するのは、政治リスク、
政府の流動性リスク、銀行セクターのリスク、外的脆弱性のリスク、の 4 分野である。こうしたイベント
は、「直接的かつ差し迫った脅威」となり、保険会社などの重要な金融機関に多大なマイナスの影響
を与える可能性があると考えられる。

保険市場の発展度合い
保険の普及度と密度-世界各国の保険市場は、商品ラインアップ、利用率、リスク管理と資産運用
の手段としての保険の重要性といった点で、発展度合いに大きな違いがみられる。保険の普及度は
国民経済全体における保険セクターの重要性を測定する一方、保険の密度はある国の人口基盤か
らみた保険の重要性を測定するものといえる。これら 2 つの指標を組み合わせることで、どちらか 1 つ
だけをみるよりもバランスのとれた視点に立つことができる。一般的に言って、他のすべての要素が等
しいとすれば、普及度と密度が高いほど、保険対象の幅を含む保険市場の発展度合いが高く、保険
商品の有用性が認識されている。また、各国の保険市場の構造と保険会計の特性が、保険の普及
度と密度に大きな影響を与え得る。とはいえ、保険の普及度と密度の指標は、保険の利用度と発展
度合いの面から、各国をマクロレベルで評価する際の重要な視点となる。
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事業環境スコアの算出
事業環境のスコアは、保険のシステミック・リスクと保険市場の発展度合いのスコアを組み合わせて
算出する。
保険のシステミック・リスクの指標は、経済力、制度の頑健性、イベントリスクに対する感応度の 3 つ
のサブ要因から構成される。それぞれのウェイトは、25%、50%、25%である。各指標は、ムーディー
ズのソブリン・レーティング・グループが公表している「非常に強い（高い）、強い（高い）、中位、弱い
（低い）、非常に弱い（低い）」の 5 つのカテゴリーのいずれかで表わされる。経済力と制度の頑健性の
ソブリン指標は、「非常に強い＋」(2)から「非常に弱い－」(-2)までの数字スケールに対応する。イベン
トリスクに対する感応度も同様に、「非常に低い－」(2)から「非常に高い＋」(-2)までの数字スケール
上で表わされる。
保険のシステミック・リスクのサブ要因に、このようなウェイトを適用した後、その結果を下表にしたがっ
てグローバル格付スケールにあてはめる。
保険市場の発展度合いは、保険の普及度（対 GDP 比でみた生命保険と損害保険の収入保険料）
と保険の密度（一人当たりの生命保険と損害保険の収入保険料）の評価を単純平均して算出する。
保険の普及度は、下表に示すように直接グローバル格付スケールにあてはめる。保険の密度は国
別に算出し、ドル建ての保険料に換算して、全世界のパーセンタイル順位に基づいて測定する。保
険市場の発展度合いのスコアは、3 年平均を用いて算出する。これらの結果を、下表にしたがってグ
ローバル格付スケールにあてはめる。
Aa から Caa の格付レンジで用いられる格付付加記号（1,2,3）は、各要因の数値が下表に示すレンジ
の上位、中位、下位のいずれに位置するかによって決定される。
関連指標の概要:
要因
指標

ウェイト

保険のシステミック・リスク

2/3

保険市場の発展度合い

1/3

保険の普及度（対 GDP 比）
保険の密度（パーセンタイル順位）

サブ要因
ウェイト

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

2.0

2.0-1.0

1.0-0.5

0.5-0

0-(.5)

(.5)-(1.0)

<(1.0)

50%

>=6.5%

5.5%6.5%

4.5%5.5%

3.5%4.5%

2.5%3.5%

1.5%2.5%

<1.5%

50%

>=90%

75%-89%

60%-74%

45%-59%

30%-44%

15%-29%

<15%

保険のシステミック・リスクと保険市場の発展度合いの指標を算出した後、各指標をグローバル格付
スケールにあてはめる。それら 2 要因の格付を、付録 1 の Aaa-Caa3(1-19)の表を用いて、数値スコア
に再変換する。最終的な事業環境のスコアは、保険のシステミック・リスクに 2/3 のウェイト、保険市
場の発展度合いに 1/3 のウェイトをかけて算出した値（四捨五入）を、Aaa-Caa3(1-19)のスケールにあ
てはめて決定する。これらの指標に十分に反映されないおそれのある例外的なシステミック要因（経
済、社会、制度、政治、法制に関わるもの）や、保険市場の変化がなければ、事業環境要因のスコ
アにこれ以上の調整は加えない。

単独ベースの信用プロファイルを決定する際の他の検討事項
マネジメント、ガバナンス、およびリスク管理
ムーディーズは、格付プロセスの一環として、保険会社のマネジメント、ガバナンス、リスク管理プロセ
スを定期的に評価している。しかし、保険会社のマネジメント、ガバナンス、リスク管理が、これまで述
べてきた主要要因から導き出される財務格付に影響を与えることはほとんどないとムーディーズは考
えている。しかしながら、特定のケースでは、マネジメント、ガバナンス、あるいはリスク管理を詳しく評
価することが必要である。ムーディーズは以下の要因を考慮に入れる。
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キーマンリスク：保険会社が特定の幹部あるいは幹部グループに大きく依存している場合、そうし
たキーマンを失えば保険会社の将来のファンダメンタルズに悪影響を与える可能性があるという
意味で、その保険会社のリスクを高める要因となる。例えば、ある保険会社の法人顧客がその
保険会社の最高経営責任者と保険会社自体を密接に結び付けて考える場合、後継計画が十
分でなければ、最高経営責任者の退任とともに、保険会社は取引および収益を失い、ひいては
資本の減少につながることもありうる。
戦略および経営：急激な戦略変更、経営陣の刷新、手腕が実証されていないチームなどは全
て、保険会社のリスク・プロファイルに関する不確実性を高める突然の変化の予兆となっている
可能性がある。積極的な成長計画はリスク選好の高まりを示唆する場合があり、リスク管理に明
らかな弱点がある場合、保険会社にとって不利なエクスポージャーを増大させる要因となる。役
員や経営陣による監督の厳格性について懸念がある場合にも、この要因で考慮される。
配当政策：積極的な配当方針は、財務の柔軟性の低下を示唆する場合がある。保険会社の経
営陣は、マイナス・イメージの醸成や株価への悪影響を懸念して、定着した配当水準の引き下
げを躊躇する傾向がある（配当ほどではないとはいえ、自己株取得も同様である。その自己株取
得が発表済みであっても、実行の時期と確実性は経営陣の裁量に委ねられる部分が大きい）。
報酬方針：同様に、給与に比して高い賞与を支払い、それも現金賞与に偏るなど、積極的な報
酬方針が採用される場合、債券保有者に不利となる短期的なリスクテイクを助長する可能性が
ある。
これらの要因のいずれかが保険会社全体のリスク・プロファイルに重大な影響を与えると判断される
場合、ムーディーズはプロファイルの評価を引き下げる場合がある。引き下げ幅は通常 1 ノッチである
が、複数の問題が認識され、かつ/または問題の根が深い場合には、それ以上になる場合もある。長
期にわたって模範的な管理を継続しているとムーディーズが判断した場合や、極めて良好なリスク
管理・統制を行っておりそれが保険会社のリスク・プロファイルに明白な影響をもたらしている場合に
は、プロファイルを引き上げることがある。
格付上の特別な状況
非常に特別な状況においては、スコアカードの通常のウェイトとは異なり、一つの要因またはサブ要因
が、保険会社の事業および財務プロファイルに重大な影響を与え、他の全ての要因が相殺されるこ
とがある。これは通常、保険会社のソルベンシーや流動性が問題となるような非常に厳しい状況下
で起こる。例えば、規制当局による介入の水準に近い、一定のソルベンシー・レシオに抵触している
場合や、持ち株会社における債務や法人向け運用商品の債務が大量に償還を迎える中、返済原
資が極めて不確実であるような流動性危機の可能性がある場合である。
格付対象会社が、極端な格下げトリガー 24が付帯した契約を結んでいる場合、イベントに対する脆弱
性が高まる可能性があり、それを分析に織り込む必要がある。
格付上の特別な状況については、特定時点の指標、あるいは年次/四半期の規制上または財務諸
表上の開示情報には必ずしも反映されない情報を考慮する。アナリストは、深刻な下方圧力となりう
るポイントを把握し、それをスコアカードに織り込むために、継続的にソルベンシー・レシオおよび流動
性ニーズを注視する。

会計方針および情報開示
適切でタイムリーな財務情報は財務分析において重要である。保険会社の多くは、自国の会計基準
か国際会計基準に沿って財務情報を作成している。財務情報はまた、会計原則とは異なり得る規
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格付トリガーは通常、実行済みの銀行融資と未使用のクレジットライン（流動性保険機能を提供）に関する信用契約、
社債、再保険契約で設定される。債権者は、信用力の低下に備えて格付トリガーを設定することが多い。格付トリガー
は、借り手の信用格付があらかじめ設定した水準まで低下した場合、債権者がなんらかの権利を履行できることを定め
ている。債権者の権利は、ローン金利の引き上げ（それほどリスクは高くない）から、デフォルト事由による負債の期限
前返済の要請（極めてリスクが高い）まで、広範囲に及ぶ。

格付手法:生命保険会社のグローバル格付手法

INSURANCE

制に基づいた会計基準で作成されることもある。財務基準を統制する強力な政府や独立した組織
の存在は、会計制度を評価するうえでプラスの要因といえる。
財務情報の開示は、グローバルにみても地域内でみても様々である。規制当局が財務情報へのア
クセスを提供している地域もあるが、情報の程度も様々である。自社の財務データに容易にアクセス
できるようにしている会社については、ムーディーズはプラスと捉えている。
一貫性のある財務情報は財務分析を行う上での大前提である。会計原則を評価する際には、会計
報告が経済的実態をどれだけ映し出しているかを考慮する。経済的実態が会計報告と一致してい
ないと思われる場合、ムーディーズは分析を容易にするため、財務諸表から導き出された指標に分
析上の調整を加えることもある。

ソブリンの信用力はどのように保険財務格付に影響し得るか
ソブリンの信用力の低下は、その国に所在する保険会社の信用状況に直接的に影響を与える可能
性があり、より一般的には、マクロ経済や金融市場のトレンドが、全ての発行体にとって不利な方向に
変化することが多い 。
25

同一のソブリン環境下に置かれた発行体はいずれも、経済の全てのセクターと国内銀行システムに
またがるショックの伝播にある程度晒されている。加えて、財政緊縮策、税または規制に関する方針
の変更、危機下での介入などの政府による防御的な措置の影響を受ける。
このような関連性があるため、ソブリンの信用力を考慮して、保険会社の保険財務格付にシーリング
が設けられる場合がある。ソブリンの信用力との相関を評価する際は、保険会社の地理的分散、政
府債務への直接的なエクスポージャー、商品の特性を考慮する。地理的に高度に分散しており、政
府債務への直接的なエクスポージャーが小さく、ソブリンリスクの影響を受けにくい特性を持つ商品を
提供する保険会社は、ソブリン格付を上回る保険財務格付を付与されることが可能であるが、その
場合でも一般的に 2 ノッチを超えて上回ることはない。

単独ベースの格付から最終的な保険財務格付へ-サポートの評価
前述の要因は生命保険会社の単独ベースの格付を決定するためのものであるが、最終的な格付を
決定するためには親会社または関連会社からのサポート（明示的・暗黙）を分析に織り込む必要があ
る。この場合、最終的な格付は単独ベースの格付より高くなることが多い。ただし、レバレッジの高い
親会社または財務基盤の弱い関連会社が存在する場合、資本基盤が強固で、収益性も高い保険
会社の財務格付が、単独ベースの財務格付より低くなることがある。これはそうした要因による収益
および資本へのマイナスの影響を考慮するためである。一方、財務基盤が強固な親会社が存在す
る場合、暗黙のサポートを考慮することによって、保険財務格付が単独ベースの財務格付より高くな
ることもある。
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詳細なガイダンスについては、2015 年 3 月発行のクロス・セクター格付手法 “How Sovereign Credit Quality May Affect
Other Ratings” （ムーディーズ・ジャパン版「ソブリンの信用力はどのように 他の格付に影響しうるか」）を参照。
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親会社または関連会社からのサポート
保険会社の格付は、親会社、子会社、関連会社からの明示的あるいは暗黙のサポートにより影響を
受ける 26。通常、サポートを格付に織り込むことで、単独ベースの格付と、サポートを提供する会社の
格付の差は縮小する 27。
サポートの提供がどの程度格付にプラスとなるかは、多くの変数を考慮する必要があることから、最
終的には定型的なプロセスによってではなく、個々のケースごとに判断している。考慮すべき変数に
は、サポートを提供する事業体が関係者の所在する国/地域にどの程度コミットしているか、ブランドの
共有、企業グループ全体の事業モデルにおける事業体の重要性についてのムーディーズの見解、
全体における規模、サポートを提供する事業体との地理的な距離、規制当局による共通の監督の
存在、全額または部分的な出資関係、ならびに、経営、販売、事業の面で組織の他の事業体とどの
程度統合されているか、等が含まれる。サポートに対するムーディーズの評価は、その事業体をサポ
ートする会社のサポート能力と意思についてのムーディーズの見解によっても左右される。サポートは、
過去にサポートが提供された実績、および既存の公表によるサポートのコミットメントという点から評価
している。
いずれのケースでも、サポートを提供するとみられる事業体が将来、どのような行動をとり得るかにつ
いてのムーディーズの判断は、どのような経済的動機があるかに強く影響される。したがって、強いサ
ポートの意思を公表していても、合理的な経済的動機がなければ、弱い子会社の格付を引き上げる
十分な根拠にはならない。サポートによって格付がアップリフトされる可能性はあるが、サポートを提
供する事業体と同じ水準まで引き上げられるとは限らない。
サポートは大半のケースで格付にプラスとなるが、グループ企業との関係が格付を制約し、事業体/
証券の最終的な格付が単独ベースでの格付より低くなるケースもある。例えば、保険会社が財務基
盤の弱いあるいは高レバレッジの事業体の関連会社である場合、関連会社により当該保険会社の
財務基盤も影響を受けることが多い。これまでの例をみると、当局による何らかの措置がとられる前
に、資本はグループ内の強い会社から弱い会社へと移動することが多い。
明示的サポートは通常、サポートを提供する事業体の信用力を、サポートされる関連会社または債
務に移転することを意図している。明示的サポートは通常、資本維持契約、最低自己資本に関する
合意、何らかの形式の直接保証という形をとる。経営契約、販売契約、再保険契約、租税分担契
約という形をとることもある。
この種の明示的サポートの分析では、サポートの法的性格と法的強制力、および解除の可能性を分
析する。適切な構造をもつ明示的サポートがあれば、信用力が関連会社に移転し、関連会社の格
付はサポートを提供する事業体の格付と同水準に引き上げられる。しかし、このサポート（暗黙のサ
ポートも同様）の提供が親会社または関連会社の信用プロファイルを低下させ、サポート提供事業体
の格下げにつながるかどうかを評価することも必要である。
実際には、保険財務格付の場合、単独ベースの格付からの引き上げ幅は、1-2 ノッチという例がほと
んどである。稀に 3 ノッチ以上引き上げられることもあるが、通常は強力な明示的サポートが提供され
ている場合に限られる。また、強い明示的なサポートが提供されなければ、サポートを受ける事業体
の格付が、サポートを提供する事業体と同じ水準まで引き上げられることは稀である。このような考え
方は、経営陣が子会社を今後の戦略および事業上の「中核」であるとする場合でも、有効であると考
える。これは主として、サポートを提供する事業体が戦略を変更する、あるいは、サポートを提供する
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サポートに関するムーディーズの格付方針については、2003 年 12 月発行のムーディーズのクロス・セクター格付手法
“Rating Non-Guaranteed Subsidiaries: Credit Considerations in Assigning Subsidiary Ratings in the Absence of Legally
Binding Parental Support"（ムーディーズ・ジャパン版「非保証子会社の格付:親会社からの法的拘束力のある信用補完
がない子会社の格付上の考慮事項」2010 年 9 月）を参照。また、関連会社は通常、格付対象の分析ユニット以外の会
社を指す。

27

前述したように、こうしたケースが発生する場合、ムーディーズのリサーチは分析ユニットとサポートを提供する機関と
の関係を説明する。分析ユニットの「格付」を検討する際に、単独での信用プロファイルは BCA と称し、最終的な保険財
務格付と区別する。
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事業体の規制当局が、ストレス時にはサポートの提供を制約するリスクがあるためである。特に当局
の管轄外の会社に対するサポートについては、そのようなリスクが想定される。
非関連事業体からのサポート
2008~2009 年の世界的な金融危機の下で、政府が保険会社をサポートしたケースがいくつかあった
が、ムーディーズの保険財務格付は、システミック・サポートを体系的に織り込むことはしていない。
ムーディーズは将来的にも業界に対する政府サポートが、保険財務格付にそれを幅広く織り込むこ
とができるほど十分に確実であるとも、予測可能であるともみていない。そのようなサポートを受ける
限定的なケースにおいても、それが信用力に与える影響は事例によって異なると考えている。サポ
ートが長期間に亘ることが想定される場合、あるいは保険会社を政府が直接保有する場合は、保険
会社の信用プロファイルを評価する際に、政府系発行体の格付手法も考慮する。
保険会社がバンカシュアランス・グループに属する会社であり、保険会社の破綻が銀行事業の信用
力にマイナスの影響を与えることが明確に認められる場合、政府からのサポートの可能性が高まるこ
とがある。しかし、このようなサポートは極めて稀にしか適用されず、銀行の営業基盤の損害を最小
限にとどめることに主眼が置かれるとムーディーズは想定している 28。

格付ノッチング-保険財務格付と他の格付との関係
保険財務格付と債務格付
ムーディーズの保険財務格付は、債務履行能力についての格付であり、保険会社および再保険会
社が保険契約に基づいた債務を遅滞なく履行する能力に関する意見である。保険財務格付は、保
険商品の提供および直接的な保険リスク引き受けの業務を行う会社（通常は保険事業会社）に適
用される。多くの保険グループは事業ユニットごとに事業を管理しているが、ムーディーズの保険財
務格付は常に法人事業体に付与される。
一方、ムーディーズの長期債務格付は、持ち株会社または事業会社が発行する特定の証券に対し
て付与される。保険財務格付と債務格付の関係は、その地域・国の法的、規制上の枠組み、および
事業体の支払い不能、破産、再編、清算に際しての、保険契約者と債券保有者の相対的な関係に
左右される。
これらの異なるクラスの債権者間の格付の関係について、以下のセクションで解説し、それらの格付
において想定される差（格付「ノッチ」差）の度合いについての指針を示す。これらは絶対的なルール
ではなく、保険財務格付と債務格付の関係についてのガイドラインである。
支払い優先順位に基づく保険財務格付と他の格付のノッチング
保険財務格付は通常、保険会社に付与される格付の中で最も高い水準に位置する。分析上の観
点から、保険財務格付は、保険会社やその持ち株会社、関連会社が発行するすべての証券に対す
る格付を決定する際の基準となる。ムーディーズは通常、保険財務格付を基準格付とし、保険財務
格付と他の格付の差は、証券や契約の詳細に基づいた支払い優先順位を反映したものとなる。
保険会社については、規制当局は通常、債券や優先株を含む金融債権者よりも、保険契約者の方
が清算時の優先順位が高いものとしている。したがって、通常、保険会社の金融債務の格付は保険
財務格付よりも低い格付となる。一部の国・地域では、（再）保険契約とシニア債が清算時に同順位
となっており、このような場合は保険財務格付とシニア債務格付は同水準となる。また、この場合、
保険財務格付と劣後債格付とのノッチ差は大きくなる（通常の 1 ノッチではなく 2 ノッチ）。これは保険
契約者およびシニア債クラスと比較した時の劣後債保有者における相対的な損失が大きくなるため
である。ただし、保険財務格付が Baa/Ba に近い水準まで低下している場合、これらの考え方をそのま
ま適用しないことがある。
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詳細については、ムーディーズのスペシャル・コメント“Systemic Support for Financial Conglomerates and Insurance
Companies and the Application of JDA"（Moody‘s Investors Service, February 2007）を参照。
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支払い優先順位に基づく保険財務格付と持ち株会社格付のノッチング
保険会社の保険財務格付は通常、保険会社に対する規制や持ち株会社における構造的劣後の関
係を反映して、保険持ち株会社のシニア債務格付よりも高くなる。保険事業会社と持ち株会社のデ
フォルト確率の相関性は高いものの、持ち株会社は保険契約者に対する債務と保険会社の金融債
務の双方に対して構造的に劣後しているため、持ち株会社の（デフォルト時）損失規模は極めて大き
くなると考えられる。持ち株会社の債権者の請求権は通常、規制監督の恩恵を受けることはなく、規
制対象となっている保険会社への株式投資に相当し、保険会社がすべての債務に対処した後に支
払われる。
この相対的な損失規模の大きさにより、保険会社の保険財務格付と持ち株会社のシニア債務格付
のノッチングは通常（強力な規制監督が行われている国・地域内で、主要事業会社が 1 つの単純な
組織構造の場合）、3 ノッチとなる。規制当局による監督、持ち株会社における事業分散と流動性
（後述）、ダブル・レバレッジの状況、保険会社の格付が Baa/Ba に近い水準まで低下している場合、
標準的なノッチング幅よりも拡大または縮小することがある。
保険会社におけるノッチング(1)
利払い繰り延べ
なし
(3)

累積型任意
利払い
繰り延べ

非累積型任意
利払い
繰り延べ

累積型強制
利払い
繰り延べ(2)

非累積型強制
利払い繰り延べ
(ACSM あり)
(2)

非累積型強制
利払い
繰り延べ
(2)

IFSR - 1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

持ち株会社シニア債務 (3)

IFSR - 3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

劣後債務・サープラスノート (4)(5)

保険事業会社シニア債務

N/A

シニア - 1

シニア - 1

N/A

N/A

N/A

下位劣後債務

N/A

シニア - 1

シニア- 1

シニア- 2

シニア- 2

シニア- 2

優先証券 (5)

N/A

シニア- 2

シニア- 2

シニア- 2

シニア- 2

シニア- 3

1. 保険グループとは、保険事業会社または保険持ち株会社を指す。
a. 持ち株会社のシニア債務については、主要保険事業会社の保険財務格付から 3 ノッチの引き下げが標準的である。持ち株会社の格付は、様々な理由で調整される。キャッシ
ュフロー源が多角化されている、ダブルレバレッジが高い、現金残高が少ない、といった様々な理由で、非標準的なノッチングが行われる場合がある。非標準的なノッチングを
行う場合は、資本構造全体にわたって同一のノッチングが適用される。
b. 持ち株会社の発行だが、保険事業会社が保証する証券は、保険事業会社発行の証券と同水準に格付される。
c. 投資不適格等級の発行体、あるいは支払遅延や支払不能に近い発行体の場合、期待損失分析を反映して保険事業会社と持ち株会社とのノッチ差が拡大する可能性がある。
ただし、保険財務格付が極めて低い水準にある場合（Caa レンジ以下）、保険財務格付を下回る格付レンジが限定されるため、ハイブリッド証券に対するノッチング幅は縮小す
るとみられる。
d. 表は、ハイ・トリガー・コンティンジェント・キャピタル証券には直接適用されない。ハイ･トリガー･コンティンジェント･キャピタル証券の格付アプローチについては付録 4 を参照さ
れたい。
2. ここでは、「有効な」強制利払い繰り延べトリガー、あるいは同様の有効性を持つ他のトリガー（純損失トリガーなど）を指す。ムーディーズが考える「有効な」強制利払い繰り延べト
リガーとは、抵触した場合、ハイブリッド証券の利払いの停止により、財務状況悪化時にキャッシュフローを確保するものである。このようなトリガーは、普通配当の停止時または
それとほぼ同時にトリガー抵触となるよう設定されている。有効ではないトリガーのある証券（規制上の所要最低ソルベンシーをトリガーとする証券など）については、当該ノッチン
グは適用されない。
3. 保険事業会社の債務のみ。一部の地域（日本、オーストラリアなど）の損害（再）保険会社のシニア債務は、支払い順位が保険契約者と同等であるため、保険財務格付と同水準
に格付される。その他の証券については、例外が存在しないものとしてノッチングされる。米国の損害（再）保険会社発行のシニア債務格付の場合、通常は保険財務格付より 2 ノ
ッチ低い水準となる。
4. 保険事業会社発行のサープラスノート。
5. 証券を発行する法人の格付により、参照シニア債務格付を決定する。発行体が保険事業会社である場合、保険事業会社のシニア債務格付が参照格付とされる。逆に、発行体が
持ち株会社である場合、持ち株会社のシニア債務格付が参照格付になる。ノッチングの考え方については、付録 4 を参照されたい。

規制上の国・地域の違いを考慮
ムーディーズは保険財務格付に際して、保険会社が事業を行う国・地域における、規制・監督の体
制の状況も考慮に入れる。規制・監督体制が緩やかであるとみられる国・地域においては、保険会
社と持ち株会社の格付に非標準的なノッチ差をつけることがある。緩やかかどうかは判断の問題であ
るが、保険契約者の権利に対する保護が相対的に弱い、保険会社に対する監督が限定的である、
最低所要資本比率に対する基準が緩やかである、事業会社から持ち株会社への配当制限が限定
的であるといった形をとりうる。1)保険財務格付が基準格付としての性格をもち、2)規制環境の影響
は保険財務格付に織り込まれるため、ノッチ差の縮小は、保険財務格付の引き下げではなく、債務
格付の引き上げという形が想定される。
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また、複数の業種を広域に規制・監督する体制にある国・地域においては、複数業種の事業会社や
持ち株会社間での相互サポートが可能である。このような場合にも、ノッチ差が縮小することがある。
加えて、一部の国・地域においては、1 つの事業体が持ち株会社と事業会社を兼ねる場合がある。こ
うしたケースでは、法的な支払優先順位に加え、監督当局がストレス時にどのような措置をとるかに
ついてのムーディーズの予想を考慮してノッチングを行う。また、組織が利用可能なキャッシュフロー
の強固さ、分散、タイプ（事業子会社からの配当、親会社の保険事業の引受や運用からのキャッシ
ュフローなど）も考慮する。最後に、複数の国・地域で事業を展開する複雑な事業体については、ボト
ムアップ・アプローチを用いて各分析ユニットの財務力を個別に評価した後、それらの評価を総合し
て単一事業体としての保険財務格付を決定する。
持ち株会社における事業分散と流動性を考慮
持ち株会社が、相関関係のない複数の事業から収益を得ており（連結ベースの 3 分の 1 以上など）、
利益や配当キャッシュフローが分散されている場合、ノッチ差が縮小することがある。ここでは、銀行
業務、生命保険業務、損害保険業務への分散が通常は想定される。また、地理的な分散について
も、地域的な相関性を持つ一部の事業ラインでは厳しいものの、ノッチ差が縮小することがある。
ただし、分析ユニットのいずれかが既にサポートの恩恵を受けている（例えば、生命保険会社の保険
財務格付が、財務基盤が強いグループ会社の銀行あるいは損害保険会社からのサポートを織り込
んで単独ベースの格付より高い水準となっている）場合、サポートの「ダブルカウント」を避けるために
ノッチ差は縮小しないことがある。
同様に、持ち株会社が非規制子会社からの（規制子会社との相関が高くない、あるいは規制対象子
会社から派生した子会社からではない）多額の配当による恩恵を受けている場合、ノッチ差が縮小
することがある。縮小幅は、持ち株会社に対する子会社からのキャッシュフローの多様性と金額によ
り左右される。通常、連結ベースの利益およびキャッシュフローの 3 分の 1 以上が代替源からのもの
であることが、ノッチング上の多角化の恩恵を考慮する際に期待される。
また、財務が厳しい状況となった際に、債務の大部分を返済できるように、持ち株会社が多額の質
の高い流動性資産を保有していることがある。通常、ムーディーズでは、そのような資産が長期に亘
って債務残高の 75%超に維持されている場合、ノッチングに際して考慮に入れる。また、このような
恩恵を考慮するのは、保険会社の資本水準が格付に見合った水準にあると想定できる場合のみで
ある。このようなケースでは、期待損失が小さいことを反映させるため、保険会社の保険財務格付と、
持ち株会社のシニア債務格付の差を通常 1 ノッチ縮小する。

グローバル・レーティングとナショナル・スケール・レーティング
信用格付が先進国の資本市場から新興国市場へと拡大してきたのに伴い、ムーディーズのレーティ
ング・スケールは、グローバルでも、国内でも、一貫したベースでの比較が可能となるよう進化してき
た。このような進化が必要となった背景には様々な理由があるが、1) ソブリンの間で信用力に大きな
差があること、2)多くの国で自国通貨建ての資本市場が発展したこと、および 3) ソブリンの信用力と
は関係なく、国内市場における発行体の信用力の差をより明確に区別することを求める投資家や金
融仲介機関の需要が増大したことなど、が挙げられる。
このような状況に対応するため、ムーディーズは 2 つのレーティング・スケール手法を開発した。グロ
ーバルの外貨建ておよび自国通貨建て格付（GFC および GLC 格付）と、ナショナル・スケール・レー
ティング(NSR)である 29。特に明記されていない限り、発行体の保険財務格付は慣例として自国通貨
建て格付を指すと理解されている。外貨建て保険財務格付は自国通貨建て保険財務格付と等しい。
例外は、自国通貨建て保険財務格付が国の外貨建て債務のカントリー・シーリングを上回っている
場合で、このケースでは外貨建て保険財務格付が外貨建て債務のカントリー・シーリングと等しくなる。

29
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付録 1:スコアカードによる格付レンジの推定
保険財務格付を決定するまでのプロセスにおいて必要とされる詳細なファンダメンタル分析を補完
するものとして、格付のガイドラインを参照しながら保険会社の格付レンジを推定できるように、ムーデ
ィーズは当該格付手法を公開している。
Aaa から Caa3 までの格付水準を、次のように 1 から 19 までの数値に変換する。
格付

スケール

Aaa

1

Aa1

2

Aa2

3

Aa3

4

A1

5

A2

6

A3

7

Baa1

8

Baa2

9

Baa3

10

Ba1

11

Ba2

12

Ba3

13

B1

14

B2

15

B3

16

Caa1

17

Caa2

18

Caa3

19

線形補間法により、各財務指標について 1 から 19 までの数値を設定する。次に、各サブ要因のウェ
イトを考慮した上で、要因ごとの合算値を算出する。その数値を、上記の表にしたがって、Aaa から
Caa までの格付スケールに再変換する。財務の柔軟性の要因を例にとると、調整財務レバレッジが
22%であれば、この指標による格付は Aa レンジであり、数値スコアは 2.9 となる。財務レバレッジが
34%であれば、シングル A レンジであり、数値スコアは 5.7 となる。
次に、各要因を評価し、業界に対するムーディーズの格付分析アプローチにおける重要性に応じて
ウェイトを付加する。事業環境要因が Baa 以下の格付カテゴリに相当する場合、次表のウェイトが付
加される。これらのウェイトは数字付加記号（1,2,3）に関わらず適用される。事業環境のウェイトは可
変で、本レポートの本文で述べたように Baa 以下のレンジでは格付が低くなるほどウェイトは大きくなる。
重要な点として、事業環境要因は、格付にマイナスの影響を与える場合に限って、保険会社の信用
プロファイルに反映される。

事業環境のウェイト

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

n/a

n/a

n/a

20%

40%

60%

80%

事業プロファイル要因と財務プロファイル要因に基づく加重平均スコアを算出した後、1 から事業環境
のウェイトを差し引いた数を乗じ、その結果を、事業環境に基づく格付に割り当てられた数値を事業
環境のウェイトで乗じた数値に加える。このようにして算出した数値を、上記の Aaa から Caa の格付ス
ケールに再変換する。これが、客観的、定量的に算出したグローバル自国通貨建て財務格付である。
この格付は、各要因に関するアナリストの見解、マネジメントとガバナンス、格付上の特別な状況、会
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計方針や情報開示の状況、明示的/暗黙のサポートを考慮したものではないため、最終的な格付と
は異なる。
以下に示すウェイトは、生命保険会社の格付付与にあたり、ムーディーズが主観的判断に基づく各
要因とサブ要因の相対的な重要度を示す。また、各指標は基本的に開示情報に基づいて算出でき
るものとしている。非開示情報や、米国 GAAP または IFRS 以外の会計報告基準に基づく開示財務デ
ータを修正したものを用いる場合もあるが、特に非開示情報を用いた指標についてはこれらを公表
することはない。
要因スコア

指標スコア

第 1 部-事業プロファイル
要因 1:市場地位、ブランド力

15%
100%

相対市場シェア
要因 2:販売チャネル

10%

販売チャネルに対するコントロール

50%

販売チャネルの分散

50%

要因 3:商品リスクと分散

10%

商品リスク

60%

商品分散

40%

第 2 部-財務プロファイル
要因 4:資産の質

10%

高リスク資産/株主資本

75%

のれんおよび他の無形固定資産/株主資本

25%

要因 5:資本基盤

15%
100%

（株主資本 -高リスク資産×10%）/（総資産-高リスク資産×10%）
要因 6:収益性

15%

ROC

50%

ROC のシャープレシオ

50%

要因 7:流動性と ALM

10%
100%

流動資産/流動負債
要因 8:財務の柔軟性

15%
25%

調整財務レバレッジ
総レバレッジ

15%

カバレッジ・レシオ

30%

キャッシュフロー・カバレッジ・レシオ

30%

小計-企業固有の要因

100%

第 3 部-事業環境

可変

このモデルを用いた格付とムーディーズによる単独ベースの信用プロファイルを比較すると、その乖
離が 2 ノッチ以内に収まる比率は 88%であり十分に高いと考える。モデル格付と単独ベースの信用
プロファイルの差が生じる理由は、要因のウェイトに関する分析上の判断、その他の分析上の考慮事
項の重要性、モデルでは適切に把握あるいはウェイト付けできない企業の他の特殊なファンダメンタ
ルズなどである。また、モデルに基づく格付は、関連会社のサポートやソブリンのガイドラインを要因と
して、最終的な格付とは異なる可能性がある。このモデルによる格付は、マーケット・インプライド・レ
ーティングと同様、格付プロセスと格付委員会で利用する一つの情報であり、アナリストによる格付推
奨に別の視点を提供するものである。
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図表 4

格付予測モデルと単独ベースの格付の比較（2013 年 12 月）
#
of analytic units
分析ユニット
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Notches - Estimated rating (higher than)/lower than stand-alone credit profile

予測モデルによる格付が実際の単独ベースの格付を上回る（下回る）ノッチ数
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付録 2:「タカフル」（イスラム法に基づく保険）保険会社
ムーディーズの推定では、現在グローバルに事業を展開しているイスラム法に基づく（再）保険会社
は約 200 社あり、主に湾岸諸国や他の中東諸国、ならびに東アジア諸国に所在する。タカフル保険
会社の経営手法は、多くの点で従来型の相互保険会社と共通していることから、ムーディーズは標
準的な生命・損害保険会社の格付手法にいくつかの調整を加えた手法をタカフル保険会社に適用
している。

タカフル保険会社と従来型保険会社との主要な相違点
タカフル保険会社の財務諸表には、タカフル・ファンド（契約者ファンド）と株主ファンドの損益計算書
と貸借対照表が含まれている。株主ファンドは、保険会社がどのタカフル・モデルを採用するかによっ
て、（1）タ カフル・ ファンドの 保険引受利益に基づく利益分配契約（ マレーシアで一般的な Al
Mudharaba）、あるいは（2）事業コスト（Wakala）と資産運用コスト（Mudaraba）をカバーするためにタカ
フル・ファンドの収益に課される手数料（中東で一般的）から収益を得る。剰余金の分配が禁止され
ており、ファンドが公的財団として運営されている場合は、ワクフ（Waqf）という第 3 のタカフル・モデル
が用いられる。
いずれのタカフル・モデルでも、タカフル・ファンドで赤字が生じた場合、タカフル保険会社の株主が
赤字補填のための無利息ローン（Qard-al-Hassan）をタカフル・ファンドに融資する。この融資は、タカ
フル・ファンドに生じる将来の利益によって返済される。

ムーディーズによる分析上の調整
株主と保険契約者との間にこのような相互関係があるため、ムーディーズは、両者の損益計算書と
貸借対照表を実質的に合算し、重複項目を消去するという分析アプローチをとっている。
しかしながら、タカフル保険会社の分析においては、他にもいくつかの概念が関連してくる。すなわち、
（1）イスラム法（シャリア）は利子（リバー）の支払を禁止しているため、従来の債券は運用対象の資
産クラスとして適格とされないことから、不動産やシャリア適格銘柄の株式等の比較的リスクの高い
資産クラスへのエクスポージャーが大きくなる可能性がある、（2）シャリア適格性は保険会社のシャリ
アボードが監視するため、従来の保険会社と比べ、シャリア不適格とされた場合、風評リスクが発生
する可能性が高い、（3）相互会社と同様、ROC の最大化は、特に契約者ファンドにおいては必ずしも
最優先の目的ではないとムーディーズは考えている、といった点である。
市場地位、ブランド力、販売チャネルという点で、購入商品がタカフル適格であることに重要性を置く
一部の契約者にとっては、実質的な選択肢がイスラム法に基づく保険会社に限定されてしまう。その
ため、ムーディーズは、発行体が事業を行う保険市場のタカフル・セグメント内と保険市場全体の両
方における発行体の市場地位、ブランド力、販売チャネルを分析する。
資産リスクに関しては、前述の通り、タカフル保険会社の運用対象は、従来型の保険会社に比べ、
限定されている。そのため、発行体の運用リスクは、タカフル保険会社の運用対象として適格な資産
クラスに照らして評価する。とはいうものの、株式や不動産等の高リスク資産の保有は、タカフル保険
会社の信用力にとってマイナスであるとムーディーズは考えている。
最も重要な調整は、資本基盤に係る調整であるといってよいだろう。前述の通り、タカフル保険会社
の場合、株主ファンドとタカフル・ファンドの貸借対照表（および損益計算書）を実質的に合算し、タカ
フル・ファンドと株主ファンドに利用可能な資本を反映させた「連結ベース」の資本基盤を評価する。
タカフル保険会社の多くは保険料収入が連結ベースの資本基盤対比で少額にとどまるとはいえ、タ
カフル・ファンドで持続的に構造的な赤字が発生し、資金を株主ファンドに依存している場合、資本
基盤の評価は一般に Ba 水準が上限となる。株主は赤字のタカフル・ファンドに無利子で融資する義
務があるため、株主ファンドとタカフル・ファンドの貸借対照表上の資金の流用性についても、分析に
おいて考慮する。しかし、タカフル・ファンドで発生する将来の利益を融資の返済にあてるため、持続
的に損失が発生している場合、融資返済が不可能であるとも考えられる。
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タカフル保険会社の資本基盤を合算するのと同じ方法で、収益性についてもタカフル・ファンドと株主
ファンドを合算し、ファンド間で発生した収益を消去する。これにより、タカフル・ファンドから株主ファン
ドに支払われた手数料が、どの会計期間においても実際の経費の発生を反映したものではない場合、
その手数料を消去することによって、ネットベースでの影響を除去できる。こうすれば、引受業務の本
来の収益性をより適切に評価できる。
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付録 3:損害保険事業と生命保険事業の双方を展開する保険会社の分析
ここでは、同一の分析ユニットにおいて損害保険事業と生命保険事業の双方が相当程度を占める
多角化されたビジネスモデルをもつ保険会社 30を評価する際に用いる、主要指標および格付ガイド
ラインを説明する。そのような保険会社は「複合保険会社」とよばれる。

格付水準ガイドラインと主要指標
損害保険事業と生命保険事業の双方を展開する保険会社、あるいは、損害保険会社と生命保険
会社が 1 つの分析ユニットとみなされるのは、ほとんどのケースが欧州の企業である。こうした「複合
保険会社」を分析するため、ムーディーズは、損害保険会社と生命保険会社の主要要因を用いて、
「複合保険会社」のスコアカードを作成した。
次の表に、このような保険会社の分析に用いられる主要要因、指標、格付水準ガイドラインを示して
いる。
主要要因、指標、格付水準ガイドラインの概要
主要要因および指標（ウェイト/主要要因におけるサブ要因のウェイト）
Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

事業プロファイル
市場地位、ブランド力(20%)
相対市場シェア
(100%)

業界平均の 3 倍超 平均の 1.5-3 倍

平均の 0.5-1.5 倍

平均の 0.25-0.5 倍

平均の 0.15-0.25
倍

平均の 0.050.15 倍

平均の 0.05
倍未満

支配下にある販売
チャネルと独立系
第三者販売チャネ
ルの混合;支配下に
ある販売システム
の高コスト構造と、
汎用的な商品の特
性が適合していな
い;比較的忠誠度の
低い独立系第三者
販売代理店が優先
的に選択する供給
者ではないため、
解約率、流動性に
関する懸念、事業
の変動性が比較的
高く、収益性が比較
的低い;独立系販売
チャネルと商品タイ
プを適合させること
ができるが、販売
契約・コスト面の交
渉力が劣る

独立系第三者販売
チャネルによる販
売、第三者による
販売チャネルが優
先的に販売する可
能性は低い;流動性
に関する懸念が比
較的高く、保険会社
の財務状況に対す
る懸念がでてくれ
ば、代理店は他の
保険会社に乗り換
える可能性が高い;
販売チャネルと商
品タイプを適合させ
ることはできるが、
規模、その他の問
題によって販売契
約・コストに関する
交渉力は弱い

独立系第三者販売
チャネルによる販
売、第三者販売チ
ャネルが販売する
可能性は極めて低
い;流動性に関する
懸念が比較的高く、
保険会社の財務状
況に対する懸念が
発生すれば、代理
店は他の保険会社
に乗り換える可能
性が高い;販売チャ
ネルと商品タイプを
適合させることが出
来ない場合があり、
規模、その他の要
因によって販売契
約・コストに関する
交渉力は弱い

保険会社の持
n/a
続可能性および
財務状況に関
する懸念によ
り、新規商品の
取り扱いを休止
しているため、
独立系第三者
販売チャネルお
よび販売能力の
多くまたはすべ
てに対するアク
セス、販売能力
を失っている。

販売チャネル(5%)
販売チャネルに 専属または支配下
対するコントロー にある販売システ
ムの高コスト構造
ル(50%)

に、高付加価値商
品の販売が適合し
ている:高い生産性
と契約維持率が一
貫した安定的な高
収益事業につなが
っている。

30
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支配下にある販売
チャネルと複数の
独立系販売チャネ
ルの混合、独立系
販売チャネルと優
先的に取引できる
地位にある;専属営
業職員の高コストと
高付加価値商品販
売が適合;平均を上
回る販売チャネル
の生産性と契約継
続率が、安定的な
高収益事業の維持
につながる;第三者
販売チャネルに対
し、販売契約とコス
トに関する比較的
強い交渉力を有す
る;事業の源泉が特
定の販売チャネル
に過度に依存して
いない、保険会社
の販売チャネルと
商品タイプ・コスト
が適合している;利
益を出しながら容
易に販売チャネル
を拡大できる;新規
販売チャネルにとっ
て魅力的な商品供
給者

ここでは、損害保険事業と生命保険事業の双方を展開する保険会社、あるいは、双方の事業を同一地域で展開してお
り、マネジメント、システム、販売チャネル、内部検査、財務報告書を共有するグループ会社を想定している。通常、損
害保険と生命保険における収入保険料が、それぞれ合計収入保険料の 15%超を占めることを前提としている。
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主要要因、指標、格付水準ガイドラインの概要
主要要因および指標（ウェイト/主要要因におけるサブ要因のウェイト）
Aaa

Aa

A

Baa

Ba

保険料の 1 割超を
占める販売チャネ
ルが 5 以上ある;事
業の源泉が特定の
販売チャネルに集
中していない;商品
タイプとコストとの
適合性が高い;新規
販売チャネルが選
択する安定した商
品供給者

4 つの販売チャネ
ルがそれぞれ保険
料の 1 割超を占め
る;事業の源泉が特
定の販売チャネル
に過度に依存して
いない;保険会社の
販売チャネルと商
品タイプ・コストとが
適合している;利益
を出しながら容易
に販売チャネルを
拡大できる;新規販
売チャネルにとって
魅力的な商品供給
者

3 つの販売チャネ
ルがそれぞれ保険
料の 1 割超を占め
る;少数の販売チャ
ネルへの依存度が
比較的高い;第三者
販売チャネルにとっ
て中程度の地位;販
売代理店が他の保
険会社に容易に乗
り換える可能性が
あり、販売チャネル
の状況に影響を受
けやすい;利益を出
しながら、ある程度
販売チャネルを拡
大できる

2 つの販売チャネ
ルに依存;販売代理
店が他の保険会社
に容易に乗り換え
るので販売チャネ
ルの状況に影響を
受けやすい;利益を
出しながら新規販
売チャネルを獲得
するのは困難

単一の販売チャネ
ルに依存;販売代理
店が他の保険会社
に容易に乗り換え
るので販売チャネ
ルの状況に影響を
非常に受けやすい;
新規販売チャネル
を獲得できない

販売チャネルを n/a
もたない;事業を
意図的に縮小し
ているか、販売
チャネルへのア
クセスが保険会
社固有の財務
への圧迫によっ
て閉ざされてい
る

細分化されたエク
スポージャー;ロン
ー;ショートテイル分 グテイル分野以外
野;最終的な保険金 が保険料の 3 分の
支払額の推定は非 2 以上;最終的な保
常に容易
険金支払額の推定
は比較的容易だ
が、ある程度の巨
大災害リスク（対
物）もある

資本基盤と比較し
て（グロスで）高水
準の上限が設定さ
れた保険契約;最終
的な保険金支払額
の推定は比較的難
しい;ロングテイル
分野が保険料の 3
分の 1 以上;ある程
度の巨大災害リス
ク（対物、対人）

ロングテイル分野
が保険料の大半を
占める;資本基盤と
比較して（グロス
で）高水準の上限
が設定された保険
契約;最終的な保険
金支払額の推定が
難しい;相当程度の
巨大災害リスク（対
物、対人）

保有契約の規模と
個々の保険契約の
規模により「大数の
法則」が機能しな
い;最終的な保険金
支払額の推定がか
なり難しい;高水準
の巨大災害リスク

保険契約高の
n/a
変動性が極め
て高く、保有契
約の規模と個々
の保険契約の
規模により「大
数の法則」が機
能しない;最終
的な保険金支
払額の推定が
極めて困難;高
水準の巨大災
害リスク

商品リスク（生
保）
(25%)

責任準備金に占め
る低リスク商品の
割合が 50%超;契
約者とリスクの大部
分を共有する類の
商品が大半を占め
る;金利リスク、株式
市場リスク、流動性
リスクが低い;負債
における保証の要
素が極めて小さく、
契約者が行使でき
るオプションも限定
的;市場行動リスク
がきわめて低い

責任準備金に占め
る低リスク商品の
割合が 30-40%;契
約者とリスクを共有
する類の商品があ
る程度を占める;貯
蓄性商品や保障性
商品における金利
リスク、株式市場リ
スク、流動性リスク
が比較的高い;負債
における保証の要
素と契約者が行使
できるオプションが
相当ある;市場行動
リスクが中程度

責任準備金に占め
る低リスク商品の
割合が 20-30%;契
約者とリスクを共有
する類の商品が限
定的:貯蓄性商品や
保障性商品におけ
る金利リスク、株式
市場リスク、流動性
リスクが比較的高
い;負債における保
証の要素と契約者
のオプションによ
り、長期的な期待
収益の変動性が比
較的高い;複雑な商
品によって市場行
動リスクが上昇す
る可能性がある

責任準備金に占め
る低リスク商品の
割合が 10-20%;契
約者とリスクを共有
する類の商品がほ
とんどない;貯蓄性
商品における金利
リスク、株式市場リ
スク、流動性リスク
が高い;負債におけ
る保証の要素と契
約者のオプションに
より、長期的な期待
収益の変動性が高
い;複雑な商品によ
って市場行動リスク
が上昇する可能性
がある

責任準備金に
n/a
占める低リスク
商品の割合が
0-10%;契約者と
リスクを共有す
る類の商品を販
売していない;リ
スクの高い貯蓄
性商品のみ販
売;金利、株式
市場、流動性リ
スク;負債におけ
る保証の要素と
契約者のオプシ
ョンにより、長期
的な期待収益
の変動性が高
い;複雑な商品
によって市場行
動リスクが上昇
する可能性があ
る

商品分散(25%)

主要商品以外が収 主要商品以外が収 主要商品以外が収
入保険料全体の
入保険料全体の
入保険料全体の
35%以上を占める 25%-35%を占める 15%-25%を占める

n/a

n/a

n/a

n/a

地域分散(25%)

1 か所の規制地域
における正味収入
保険料が全体の 2
割以下

1 か所の規制地域
における正味収入
保険料が全体の 8
割以下

1 か所の規制地域
における正味収入
保険料が全体の 8
割超

n/a

n/a

販売チャネルの
分散(50%)

B

Caa

商品リスクと分散(10%)
商品リスク（損保 非常に細分化され
たエクスポージャ
） (25%)
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責任準備金に占め
る低リスク商品の
割合が 40-50%;通
常以上に契約者と
リスクを共有する類
の商品が多くを占
める;金利リスク、株
式市場リスク、流動
性リスクが低い、ま
たは管理可能な水
準;負債における保
証の要素と契約者
のオプションが中程
度;市場行動リスク
が低い

1 か所の規制地域
における正味収入
保険料が全体の 4
割以下

1 か所の規制地域
における正味収入
保険料が全体の 6
割以下
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主要要因、指標、格付水準ガイドラインの概要
主要要因および指標（ウェイト/主要要因におけるサブ要因のウェイト）
Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

財務プロファイル
資産の質（10％）
高リスク資産/株主資本(55%)

<25%

25%-50%

50%-100%

100%-175%

175%-250%

250%-325%

>325%

再保険回収見込み額/株主資本(15%)

<35%

35%-70%

70%-100%

100%-150%

150%-200% 200%-250%

>250%

のれんおよび他の無形固定資産/株主資本(30%)

<20%

20%-30%

30%-40%

40%-55%

55%-75%

75%-95%

>95%

>12%

8%-12%

6%-8%

4%-6%

2%-4%

0%-2%

<0%

8%-12%

4%-8%

0%-4%

資本基盤（15％）
（株主資本 -高リスク資産×10%）/（総資産-高リスク
資産×10%）(100%)
収益性(15%)
ROC(50%)

>12%
>400%

ROC のシャープレシオ(50%)

300%-400% 200%-300% 100%-200%

(4%)-0%

(8%)-(4%)

<(8%)

0%-100%

n/a

n/a

流動性と ALM(5%)
>4x

2x-4x

1.5x-2x

1x-1.5x

0.75x-1x

0.5x-0.75x

<0.5x

<（5）%

（5）%-（2）%

（2）%-2%

2%-5%

5%-7%

7%-9%

>9%

調整財務レバレッジ(25%)

<15%

15%-30%

30%-40%

40%-50%

50%-60%

60%-70%

>70%

総レバレッジ(15%)

<15%

15%-30%

30%-40%

40%-50%

50%-60%

60%-70%

>70%

カバレッジ・レシオ（5 年平均）(60%)

>12x

8x-12x

4x-8x

2x-4x

0x-2x

(2x)-0x

<(2x)

生命保険業務に係る流動資産/生命保険業務に係
る流動負債(100%)
準備金の十分性(5%)
支払備金修正率(100%)
財務の柔軟性(15%)

事業環境（ウェイトは可変）

損害保険会社と生命保険会社に共通するいくつかの要因については、損害保険会社の指標（資産
の質など）または生命保険会社の指標（資本基盤など）を用い、商品リスク・商品分散については
様々な要因を複合的に用いている。それぞれの主要要因について、スコアカードの指標、および格
付水準ガイドラインは、「商品リスクと分散」にある「商品分散」および「地域分散」を除いて、損害保
険会社および生命保険会社の格付手法と同一のものである。主要要因として注目する指標が増え
ることから、スコアカードの要因のウェイトについては、損害保険会社の格付手法および生命保険会
社の格付手法に用いられているものと異なる場合がある。サブ要因のウェイトが異なるケースは、資
産の質、商品リスクと分散のみである。

損害保険事業と生命保険事業の双方を展開する保険会社の格付予測ツールとしてのス
コアカード
付録 1 で説明した通り、スコアカードを用いることで、主要要因により保険会社の保険財務格付レンジ
を推定することができる。
直近において当該補足が適用される保険会社について、格付予測モデルの結果と、実際の単独ベ
ースでの信用プロファイルを比較した結果、乖離が 2 ノッチ以内に収まる比率は 76%であり十分に高
いと考える。モデル格付と実際の単独ベースの信用プロファイルの差が生じる理由は、要因のウェイト
に関する分析上の判断、その他の分析上の考慮事項の重要性、モデルでは適切に把握あるいはウ
ェイト付けできない企業の他の特殊なファンダメンタルズなどである。また、モデルに基づく単独ベー
スの信用プロファイルは、親会社のサポートやソブリン格付に関する考慮事項を要因として、最終的
な格付とは異なる可能性がある。このモデルによる格付は、マーケット・インプライド・レーティングと同
様、格付プロセスと格付委員会で利用する一つの情報であり、アナリストによる格付推奨に別の視点
を提供するものである。
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図表 5

格付予測モデルと単独ベースの格付の比較（2013 年 12 月）
25%

#
of analytic units
分析ユニット

20%
15%
10%
5%
0%
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Notches - Estimated rating (higher than)/lower than stand-alone credit profile
予測モデルによる格付が実際の単独ベースの格付を上回る（下回る）ノッチ数
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付録 4:保険会社のハイブリッド証券および劣後債務の格付
ハイブリッド証券には、デフォルトを引き起こすことなく支払いを変更できる特性（利払い繰り延べなど）
を備えた、特定のタイプの債務または優先株式が含まれる。ここでは、本格付手法の前半で述べた
ハイブリッド証券の格付に関する考察を、投資家にとってより明確になるよう補足する。

下位劣後債務
保険会社が発行する下位劣後債務は、トリガー抵触時に強制的に利払い停止となる「有効な」トリガ
ー 31が付帯していなければ、劣後債務と同水準に格付される。劣後債務に比べて下位劣後債務の
劣後する度合いは高いが、「有効」とみられるトリガーが付帯していない場合は、ノッチング幅を拡大し
て、下位劣後債務の格付を優先証券と同水準にするほどではないとムーディーズは考えている。
過去の事例から、保険会社は、支払不能に近い状態（すなわち、事業を継続することがもはや不可
能）にならない限り、利払いを停止しない傾向がある。これには様々な理由があり、保険会社のハイ
ブリッド証券に対する規制がそれほど厳格でないケースがあること（一般に、一部の国・地域では保
険会社に対する規制制度が比較的緩く、政府からの財務支援やそれに伴う利払い停止の強制は行
われない）、そもそも保険債務の流動性はそれほど高くないため（加えて、負債調達も限定的である）、
キャッシュを手元に保有していても支払不能の回避にはつながりにくいことなどが挙げられる。
また、多くの保険会社が発行する劣後債務には、累積型利払い繰り延べメカニズム、または代替支
払手段(ACSM) 32 による非現金累積型利払い繰り延べメカニズムが組み込まれている。したがって、
下位劣後債務の利払い繰り延べメカニズムの存在は、当該債務だけの特別なものではない。

サープラスノート
サープラスノートの支払順位は大きく劣後する
サープラスノートは、規制対象の保険事業会社が発行する、支払順位が大きく劣後する劣後債務で
あり、保険契約者の支払い請求や他の債務に劣後することが明記されている。保険契約者に対する
劣後性や損失を吸収する性質があることから、保険業界の監督当局はこれを法定上のサープラス
に分類し、米国の NAIC リスクベース資本（RBC）などの規制上の調整資本に算入している。サープラ
スノートの発行は、保険会社が所在する法域の保険監督当局の承認を得る必要がある。
相互保険会社は、株式発行による資本市場からの資金調達を行えないため、サープラスノートの発
行によって資金を調達し、財務の柔軟性を高めてきた経緯がある。また、持ち株会社から子会社に
資本注入する際の節税手段として、あるいは、保険事業会社から持ち株会社に現金を還元するた
めの効率的な方法として、保険事業会社が持ち株会社に対して発行することが多い。
ムーディーズによるサープラスノートの格付は、保険債務や他の債務に対し、支払順位が大きく劣後
することを反映している。
元利払いには監督当局の承認が必要
サープラスノートの元利払いはスケジュールに基づいて行われるが、通常は全ての支払いについて
監督当局の承認を得る必要がある。監督当局の承認が期待できるのは、保険会社がそのような支
払いを行える財務状況にある場合に限られる。とはいえ、監督当局は幅広い裁量に基づいて、支払
いを許可するかどうかを決定する。一般に、保険会社が元利払いを行える財務状況にあるかどうか
を決定する上で、具体的な財務ガイドラインや説明は存在しない。
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31

ムーディーズが考える「有効な」トリガーとは、抵触した場合、利払い停止により、財務状況悪化時にキャッシュフローを
確保するものである。このようなトリガーは、普通配当の停止時またはそれとほぼ同時にトリガー抵触となるよう設定さ
れている。

32

発行体は、普通株や一定の条件を満たす優先証券の発行等により資金を確保し、累積した利子の支払いを行うことを
要求される。したがって、ACSM による非現金累積型利払い繰り延べメカニズムが組み込まれたハイブリッド証券は、本
質的には累積型と位置付けられる。
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監督当局がサープラスノートの支払いをコントロールすることや、サープラスノートの明示的な劣後性
が、サープラスノートを債務ではなく法定上のサープラスに分類するという規制上および会計上の取
り扱いの根拠となっている。この種の証券は、元利払いに当局の承認を必要とするため、投資家に一
定の不確実性とリスクをもたらす。監督当局が元利払いを承認しない場合、デフォルト事由にはあた
らず、期限前償還や即時支払いも行われない。当局の承認が得られるまで利息は未払いとなり、承
認後に支払われる。

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

政府による強制的な利払い停止の可能性は低い
ムーディーズの保険会社の格付は通常、実際に政府サポートを受けるまでは、そのような政府サポ
ートを想定していない 33。ハイブリッド証券の格付に関しては、政府からのサポートが提供された場合
でも、サポートを受ける条件として利払い停止は要求されていないとみられる。実際、政府からサポ
ートを受けた銀行グループに属する保険会社が、利払い停止の対象から除外された例もある。（ただ
し、銀行と保険会社が区別されたということではなく、供与されたサポートの規模や収益性を考慮した
結果とみられる事例もある 34。もし利払い繰り延べが要求されるケースがあれば、ノッチングを見直す
可能性があるが、体系的にというより、ケース・バイ・ケースでの判断となるだろう。また、損失が生じ
る可能性が高い場合、ノッチングによる格付ではなく、確率的シナリオモデルをベースとした定量的
な観点から予想損失を分析し格付に反映することになる（後述）。

「有効な」トリガーが設定され、抵触時に利払い停止となる非累積型優先証券に対するノ
ッチの上乗せ
抵触した場合に強制的に利払い停止となるトリガーには、あらゆる形態と規模のものがある。保険会
社の証券のトリガーは、一般的に、純利益およびバランスシートの変化の双方に関する数項目から構
成される。

欧州の保険会社の場合、一般的なトリガー要件として次が挙げられる。
過去 4 四半期の IFRS ベースの最終損益の平均がマイナス（税引後・少数株主利益控除後）
且つ
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33

ムーディ ーズ の スペシ ャ ル ・ コメ ン ト"Moody's Insurance Ratings Emphasize Intrinsic Financial Strength; No General
Presumption of Government Support”（Moody‘s Investors Service, October 2010）を参照。

34

Scottish Widows and Clerical Medical のケースがある。ロイズ・グループは政府によるサポートを受けたが、欧州委員会
は同社に利払いの繰り延べを要求しなかった。詳細については、ムーディーズのプレス・リリース "Moody's affirms
Lloyds TSB long-term rating at Aa3 stable, downgrades BFSR to C-"(Moody‘s Investors Service, November 2009) を参照。
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新株発行を調整した直近の決算日における調整後株主資本と調整後資本が、それ以前の 24 ヵ
月の水準を 10%以上下回る 35。
米国の保険会社の場合、一般的なトリガー要件として次が挙げられる。
規制対象となる保険子会社の NAIC リスクベース資本（RBC）比率の直近の加重平均が 175%を下
回る、
あるいは、
直近の四半期より 2 四半期前までの 4 四半期の連結純利益がゼロまたはマイナス、
且つ、
直近の四半期末および直近の四半期より 2 四半期前の四半期末の調整後株主資本が、直近の
四半期より 10 四半期前の四半期末の調整後株主資本に比べ、10%以上減少 36。

ACMS が設定されたハイブリッド証券の利払いが繰り延べられた場合、発行体は投資家への支払い
を行うために、新株発行等の現金以外の手段により資金を確保することが求められる。こうした仕組
みにおいては、アリアンツの 2 本のハイブリッド証券の 2009 年の例にもみられるように、事業を継続す
る保険会社において、トリガーの抵触は投資家への損失にはつながらない 37。
銀行およびバンカシュアランスグループ傘下の保険会社が発行するハイブリッド証券は影響を受
ける可能性があり、ケース・バイ・ケースで分析を実施
銀行およびバンカシュアランスグループ傘下の保険会社が、ハイブリッド証券を発行している例があ
る。このようなケースでは、グループの銀行業務との関連を考慮に入れ、ケース・バイ・ケースのアプ
ローチにより、保険会社発行のハイブリッド証券の損失に関する特徴を分析する。例えば、グループ
の資本証券が一元的集中管理方針に沿って管理されているような場合、銀行のハイブリッド証券に
適用されるノッチング・ガイドラインを重視する可能性がある 38。
支払い不履行リスクが高い事例に対するアプローチ
ムーディーズは、通常、基準となる格付と比べて予想損失率がどの程度高いかを考慮に入れ、基準
格付からのノッチ差を決定する（ほとんどの保険会社の保険財務格付は投資適格等級であるため、
低水準のデフォルト率の中での議論となる）。しかし、ハイブリッド証券の利払い繰り延べまたは元本
減額が目前に迫っている、あるいはその可能性が非常に高いという状況においては、別の方法により
ハイブリッド証券の格付を決定する。こうした場合、ムーディーズは、予想損失分析を行う。具体的に
は、利払い停止の確率、利払い停止の期間、ディストレスド・エクスチェンジによる実質的元本減額、
損失規模を予想する。必要に応じて、ノッチング・ガイドラインに示される範囲を越えた水準まで格付
を引き下げる。ハイブリッド証券において利払いが繰り延べられ、その後、再開された場合、ムーディ
ーズは、財務状況が安定し、長期に亘って利払いを行う可能性が高いと判断した場合に、格上げを
検討する。
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35

調整後株主資本は、通常、連結貸借対照表に計上された少数株主持分を控除する前の株主資本から、連結貸借対照
表に計上された為替換算調整勘定とその他有価証券評価差額金を差し引いて算出する。調整後資本は、調整後株主
資本に強制転換証券を加えて算出する。

36

10%を閾値とするかどうかは、各保険会社の引受業務の変動性によって異なり得る。通常、10%の閾値は生命保険会
社で、20%の閾値は損害保険会社で用いられる。本稿の本文で述べた標準的ノッチングに適切と考えられる比率は、
抵触の可能性が低すぎる、あるいは高すぎるトリガーには適用されない。

37

ムーディーズのイシュアー・コメント "No rating impact on Allianz subordinated notes reflecting timely coupon settlement
despite a breach of Mandatory Deferral Triggers" （Moody’s Investors Service, November 2009） を参照されたい。

38

例えば、Lloyds TSB Banking Group の保険事業である Clerical Medical、Scottish Widows である。格付アクションについて
は、"Moody's upgrades Scottish Widows plc and Clerical Medical Finance plc subordinated debts” （Moody’s Investors Service,
December 2009）を参照。
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金融機関の発行するハイブリッド証券において、当該証券が他の形態の債券や株式に、額面より大
幅に低い価格で交換されたことがある。その交換が破産や債務不履行を回避する目的のものであ
れば、清算以外での債務リストラクチャリングに該当し、格付上はディストレスド・エクスチェンジとみな
す。この場合も、ムーディーズは、予想損失分析により、額面価額（保険会社が当初支払いを約束し
た額）に対する損失を検討し、格付に反映する 39。
また、ムーディーズがハイブリッド証券について予想損失分析を適用する必要性が生じるケースでは、
当該会社の保険財務格付およびシニア債務格付は投資適格等級より低い格付となっている可能性
が高い。
コンティンジェント・キャピタル証券
コンティンジェント・キャピタル証券は一般的に大きく劣後する証券であり、利払い停止メカニズムが
付帯されている場合と付帯されていない場合がある。実質破綻時もしくは破綻時（実質破綻時損失
吸収条項付証券）、あるいは実質破綻時より早い段階（「ハイ・トリガー」証券） 40に、株式転換もしくは
元本削減が実施される。これまでに発行されたコンティンジェント・キャピタル証券のほぼ全てが銀行
発行の証券である。銀行以外では、Swiss Re が破綻より早い段階で損失吸収が可能な「ハイ・トリガ
ー」コンティンジェント・キャピタル証券を、保険会社として初めて発行した。
保険会社が発行するコンティンジェント・キャピタル証券の格付を決定するにあたり、ムーディーズは
銀行発行のコンティンジェント・キャピタル証券の格付に適用するものと類似した分析プロセスを用い
る。実質破綻時損失吸収条項付証券については、各国の規制上の枠組みに従い保険会社の実質
破綻時を決定し、既存の分析ツールで証券の格付を決定する 41。
「ハイ･トリガー」証券の格付決定の枠組みは、様々な定量的・定性的要因を複合的に考慮し、格付
委員会の判断に委ねられるという意味で、保険会社の他の証券の格付に用いられるものと基本的に
同じである。ただし、ムーディーズは、議論の出発点となる、モデルにより推定された格付を格付委員
会に提示する枠組みも用いる。最終的に付与される格付は、証券の予想損失に関する格付委員会
の評価を反映する。
格付委員会は、モデルにより推定された格付を議論の出発点として用い、以下の点を考慮に入れ、
証券の予想損失を反映して最終的な格付を付与する。
モデルへの主な投入値は、保険会社の破綻確率、および破綻が生じた場合の損失規模を反映
した、保険財務格付である。
ムーディーズの保険財務格付は、保険会社全体の破綻以前の、ハイ･トリガーへの抵触の確率
を扱うものではない。そのため、ムーディーズは、保険会社の規制上の自己資本比率が、証券
において規定されている閾値以下となる確率を推定するモデルを開発した。ムーディーズは理
想化された 4 年デフォルト率テーブルを用いて、この確率を、ムーディーズの 21 段階の格付ス
ケールにマッピングし、モデルにより推定された当該証券の格付を導く。保険会社の、ハイ･トリガ
ー・コンティンジェント・キャピタル証券の格付に用いられるモデルは基本的に、銀行のハイ･トリガ
ー・コンティンジェント・キャピタル証券の格付に用いられるものと同じである。
こうした証券の特徴としては、株式への転換、元本の全額／一部／一時的削減などが挙げられ
る。モデルにより推定された格付は、株式転換、および元本の一部または一時的な削減が実施
された場合の、特定の格付水準の通常の予想損失を表す。さらに、元本の全額削減について
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39

2009 年 3 月発行のムーディーズのクロス・セクター格付手法 “Moody’s Approach to Evaluating Distressed Exchanges”
（ムーディーズ・ジャパン版「ディストレスド・エクスチェンジの評価に対するムーディーズのアプローチ」2010 年 9 月） を
参照。

40

コンティンジェント･キャピタル証券は、実質破綻時損失吸収条項付証券か、「ハイ･トリガー」証券のいずれかとみなされ
る。ムーディーズが、実質破綻時損失吸収条項付証券ではないと考えれば、「ハイ･トリガー」証券ということになる。

41

ムーディーズのノッチングの枠組みでは、通常の劣後債務、および株式転換条項および／または元本削減条項のない
優先株を、実質破綻時損失吸収条項付証券として取り扱う。実質破綻時損失吸収条項付証券は、実質破綻時に株式
転換または元本削減が実施され、利払い停止条項が付帯されている場合も付帯されていない場合もある。
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は、株式転換や、元本の一部または一時的な削減に比べて、損失が大きくなることを考慮し、モ
デルにより推定された格付から 1 ノッチ引き下げる。
「ハイ･トリガー」証券に付与される最終的な格付は、トリガーのない保険会社が発行した、資本
構成上、同順位の証券に付与される格付（「普通」証券に対する格付）を上限とする 42。一部で
は、モデルにより推定された格付が、この上限を上回ることがある。「ハイ･トリガー」証券のリスク
は、トリガー抵触リスクと、保険会社全体の破綻リスクの両方を捕捉するため、格付は「普通」証
券の格付を上回ることはなく、従ってそれが上限となる。
「ハイ･トリガー」証券の中には、累積型または非累積型の利払い停止条項が付帯されているもの
がある。破綻時およびハイ･トリガー抵触時より早い段階で生じる可能性がある利払い停止による
毀損リスクは、「普通」証券の格付に捕捉されている。「ハイ･トリガー」証券に対する格付を付与
する際には、トリガー抵触、破綻、利払い停止による毀損の中で最も大きい信用リスクを勘案す
る。
保険業に対するグローバルな規制の枠組みの多く（ソルベンシーII、C-ROSS 等）は、導入の早期
段階にあるか、積極的に適用されていない（すなわち、ソルベンシー比率の変動性または水準
に関する実績の記録が限定的である）。そのため、格付委員会は、証券に対する最終的な格付
を付与するにあたり、モデルで参照されている分布に関する想定が特定の規制制度において適
切か否かも考慮する。
保険会社については、「ハイ･トリガー」証券の格付の枠組みに従い、各国・地域の規制の枠組みに基
づき破綻とみなされる基準、およびトリガー抵触の確率も検討する。

ステップ 1：モデルは格付検討の出発点となる格付を提示
上述の通り、「ハイ･トリガー」証券の信用リスクは、破綻時に損失負担を強要されるリスクだけでなく、
破綻より早い段階で財務力が低下した場合に損失負担を強要されるリスクも含まれる。これらの 2 つ
のリスクを評価するため、ムーディーズのモデルは、保険会社が破綻する確率とトリガー抵触の確率
の両方を織り込む。
ハイ･トリガー抵触確率の検討
特定の証券において、トリガー抵触は、ソルベンシー比率が証券の目論見書に規定されている水準
を下回った場合に発生したとみなされる。従って、トリガー抵触の確率は、保険会社のソルベンシー
比率がその水準を下回る確率に等しい。トリガー抵触の確率を推定するにあたり、ムーディーズは、
保険会社の将来のソルベンシー比率の分布が正規分布に従うと想定する 43。各保険会社について、
ソルベンシー比率がトリガー水準に抵触する可能性を推定できる個別の曲線を想定する。正規分布
曲線を描くために必要なのは平均と分散の 2 つのみであり、これらは保険会社固有の 2 つのデータ
投入値から導くことができる。
保険会社の予想ソルベンシー比率：これは、将来のソルベンシー比率の平均から想定する。例
示した曲線中では、これは紫色のライン（図表 6 の SCR 44150%）で表される。ここでは正規分布
を想定しているため、保険会社のソルベンシー比率がこれを上回る確率も下回る確率も 50%で
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42

実質破綻時損失吸収条項付証券は、実質破綻時に、株式転換、または元本削減が実施され、利払い停止条項が付帯
されている場合も付帯されていない場合もある。ムーディーズのノッチングの枠組みでは、実質的破綻時損失吸収条項
付証券を、「通常の」劣後債務、および株式転換・元本削減条項のない優先株と同様に取り扱う。

43

正規分布を用いることを決定する前に、ムーディーズはいくつかの別の手法を検討したが、どの手法もそれぞれに限界
がある。当該モデルは「ハイ・トリガー」証券の格付アプローチで用いる 1 つの情報にすぎず、正規分布の使用は欠点も
あるが、合理的で一貫性のある結果が得られる。正規分布において、ソルベンシー比率が平均を超えて大きくなる正の
変化が示されるが、モデル上は資本の増加分はすべて配当として支払われると想定しているため、この点は重要では
ない。また、保険会社はマイナスの影響が生じるショックに対応して、報酬カット、人員削減、配当およびジュニア証券の
支払いの減額や停止という措置を講じると想定している。最終的には、経営陣が極端なアップサイドやダウンサイドの
変化に対応する措置を講じれば、テール部分が薄い正規分布曲線になる。

44

この例では、EU 加盟国で求められる Solvency Capital Requirements ratio を用いた。この比率は、個々の保険会社のロ
ーカル基準のソルベンシー指標で置き換えられる（例：スイスの Swiss Solvency Test、米国の Risk Based Capital ratio 等）。
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ある。平均には通常、直近のソルベンシー比率を用いるが、特に将来的に大きな変化があると
ムーディーズが予想する場合には、資本に関する将来の見方に照らして調整することがある。

保険会社の保険財務格付：これは保険会社が破綻する確率を表す。ムーディーズは、格付に
反映されているものと同じ確率を用いるため、ソルベンシー比率が、その地域の規制当局または
規制が保険会社に重大な影響を行使する 45水準まで低下する確率をみる。ムーディーズは、
理想化されたデフォルト率テーブルを用いて、保険財務格付に対応する破綻確率を検討し、そ
の閾値を下回る領域を決定する(図表 6、エリア A)。
図表 6

コンティンジェント･キャピタル証券のモデル化
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出所：ムーディーズ

エリア A の面積を計算すれば、既に検討した平均とエリア A に入る確率に対応する、分布の分散を
導くことができる。分散と平均から、保険会社固有の曲線を描くことができる。
保険会社固有の曲線を構築後、保険会社のソルベンシー比率が目論見書に規定された閾値（この
場合、図表 6 のグリーンのライン上の 100%）未満となる確率を検討する。この線より左側のエリア A
とエリア B の合計は、ソルベンシー比率が 100%未満となる確率、すなわち、トリガー抵触確率を表す。
トリガー抵触確率のモデル推定確率へのマッピング
トリガー抵触確率を決定すれば、理想化された 4 年デフォルト率テーブルを用いて、格付にマッピン
グすることができる。モデル推定格付は、ある格付水準の証券の通常の予想損失を織り込み、株式

45

保険会社に対する規制は通常、段階的な介入を認めているが、規制当局が保険会社に重大な影響を行使する水準
が、保険契約者が保険契約において損失負担を強要される水準に最も近いと考えられる（損失は保険契約に基づく支
払いの遅延を含む）。この水準は国・地域によって異なる。
地域
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規制当局の介入水準

欧州連合 (Solvency II)

SCR の 75%

スイス (Swiss Solvency Test)

80%

米国 (Risk Based Capital)

会社改善計画水準（CAL）の 75%
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転換、あるいは元本の一部または一時的な削減に伴う損失を有効に捕捉するものとムーディーズは
考えている 46。
元本の全額削減では通常、追加的なノッチング
モデルにより推定した格付は、株式転換や、元本の一部または一時的な削減の場合に相応する格
付水準の、通常の予想損失を反映する。一方、恒久的な元本全額削減については、次のセクション
で説明する、「普通」証券の格付上限が適用されない限り、他の損失吸収条項に比べて損失が大き
い可能性を反映し、追加のノッチ調整を行う。

ステップ 2：「普通」証券の格付水準を「ハイ･トリガー」証券の格付の上限とする
「ハイ･トリガー」証券のモデル･ベースの格付が、保険会社の「普通」証券の格付 47を上回ることがあ
る。これは、「ハイ･トリガー」証券の格付は保険財務格付を上回らないが、債務格付および優先株格
付はこのモデル･ベースのアプローチを用いて導かれるわけではなく、保険財務格付からのノッチング
によって決定されるためである。通常、その際のノッチ差は、当該証券が持ち株会社により発行され
たか事業子会社により発行されたか、および当該証券の法的劣後や利払い停止条項に応じて、保
険財務格付から 1-6 ノッチ低い水準とされる。
しかし、「ハイ･トリガー」証券の格付は、保険会社の破綻やトリガー抵触による損失に伴う予想損失を
反映しているため、「ハイ･トリガー」証券の予想損失は、資本構成上、同順位の「普通」証券の格付
を下回らない。これを反映するため、ムーディーズは常に、「普通」証券の格付水準を「ハイ･トリガー」
証券の格付の上限とする。
保険会社に、資本構成上、同順位の、「普通」証券と「ハイ･トリガー」証券がない場合もある。この場
合の格付上限を検討するため、ムーディーズは、保険会社が、「ハイ･トリガー」証券の形態をとる証
券、あるいはそのホスト証券と同様の、「普通」証券が発行されていると想定する。その上で、保険財
務格付からのノッチングを検討し、格付の上限を決定する。

ステップ 3：「ハイ･トリガー」証券の最終的な格付は格付委員会が判断する
ムーディーズが開発したモデル・ベースの格付は、最終的な格付を決定するための起点にすぎず、
最終的な格付と一致するとは限らない。ムーディーズが通常、格付を付与する場合と同様に、格付
委員会は、モデル（場合によってはスコアカード）に基づくアプローチでは証券の信用リスクを適切に
捕捉できないと考えられる場合、格付委員会の判断によって格付を調整することができる。これは特
に、1)実際のソルベンシー指標の短期での変動と考えられるもの、または 2)保険財務格付または見
通しの変更に伴うモデルの導出結果の不整合に伴う、格付変動を回避する上では重要である。
保険会社に何らかの行動を起こさせる証券の契約条項：例えば、トリガー抵触時に低い価格で
株式に転換しなくてはならない「ハイ・トリガー」証券の場合、既存の株主に対する非希薄化条項
が発行条件に含まれていなければ、保険会社はあらゆる手段を講じて株式転換トリガー抵触と
それに伴う株式の希薄化を回避しようとするかもしれない。一方、元本が全額削減される「ハイ・
トリガー」証券の場合、保険会社はトリガー抵触を躊躇しないかもしれず、そのような証券のリスク
は株式転換される証券より高くなると考えられる。
保険会社に関連する状況：ある証券の契約条項以外に、保険会社固有の他の状況も考慮する
場合がある。例えば、自己資本の問題に対処しトリガー抵触を回避するために、新株を発行する
能力や他の改善措置（負債削減や事業部門売却）をとる能力などである。また、自己資本バッ
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銀行のコンティンジェント･キャピタル証券については、ベースライン信用リスク評価（BCA）は銀行全体の破綻確率のみ
を表すため、モデルにより通常の損失規模を想定する。保険会社については、保険財務格付（IFSR）が保険会社全体
の破綻時の予想損失を表すが、当該損失は通常より小さい。そのため、保険会社のコンティンジェント･キャピタル証券
モデルでは、正規化されたデフォルト確率を反映させ、モデルへの投入値である IFSR に 1 ノッチを加える（例えば、IFSR
が A2 であれば、1 ノッチを加えた A3 をモデルに投入する）。このモデルは moodys.com よりダウンロードできる。

47

保険会社の証券の格付は、ムーディーズの従来の格付手法に従って決定する。通常、利払い停止条項が付帯されてい
る証券と付帯されていない証券は、利払い停止条項が重大なトリガーの抵触に基づくものでない限り、デフォルト確率
に大きな差がないと考えるため、両者の格付は同水準となる。
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ファーのトリガー抵触までにどのくらい余裕があるかも考慮する場合がある。これらの要因は保険
財務格付にも影響するが、「ハイ・トリガー」証券の格付に対し、より大きな影響を及ぼす。
国・地域固有の考慮事項：グローバルで保険会社に適用される枠組みの多く（ソルベンシーII、CROSS 等）は、依然として導入の早期段階か、積極的に適用されておらず、ソルベンシー比率の変動
性や水準に関する実績の記録が限定的である。そのため、格付委員会は、証券に最終的な格付を
付与する際、モデルの分布に関する想定が、特定の規制に対応したものか否かを検討する。
保険会社のハイブリッド証券およびコンティンジェント・キャピタル証券の全格付に付加記号 (hyb)
を導入
ハイブリッド証券の付加記号(hyb)は、利払い停止メカニズムが付帯されているか、されていないかに
かかわらず、保険会社の全てのハイブリッド証券、コンティンジェント・キャピタル証券に導入されてい
る 48。付加記号を導入しても、証券格付は引き続き、特定の証券についての予想損失を表すもので
ある。その評価は、証券の仕組み、保険会社の信用基盤の評価を踏まえた、証券についてのさまざ
まな損失シナリオに関する、その時点で入手可能な情報に基づくものである。しかし、付加記号は、
予測が困難な外部要因、規制当局の介入といった必ずしも各社の信用基盤とは関連性のない外部
要因により、格付が変動する可能性があることを示唆する。

48
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2011 年 10 月 18 日発行の “Introduction of Moody’s Hybrid Indicator (hyb) for Financial Institutions”（ムーディーズ・ジャ
パン版「金融機関のハイブリッド証券格付に付加記号 (hyb) を導入」2011 年 1 月） を参照。
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付録 5:ムーディーズの流動資産/流動負債比率
ムーディーズは、シンプルな分類システムを用いて事業会社の資産と負債のランク付けと分類を行
い、流動資産/流動負債比率を算出している。ここでは、流動性の特徴が類似した資産（または負債）
を１つのグループに分類する。各グループに付与した係数は、ストレスシナリオ下で 1 年の間に資産
の売却により何％が回収可能か（資産の場合）、あるいは準備金（負債の償還額の代理指数）の
何％を解約返戻金として保険契約者から請求されるか、を定量的に表している。資産の流動性リス
クの測定には、市場が要求する可能性のある流動性プレミアムに加えて、想定される市場価格の変
動も織り込む。
まず、各資産グループの簿価と時価の合計ならびに各負債グループ（責任準備金）の簿価の合計を
算出する。次に、各グループの流動負債の簿価に係数を乗じて流動負債を算出する。このようにし
てグループごとに算出した金額を合計したものが、流動負債の総額となる。これは、ストレス時に解約
返戻金を支払うために必要となる現金の金額を表している。同様に、各グループの流動資産の簿価
に係数を乗じて流動資産を算出する。このようにしてグループごとに算出した金額を合計したものが、
流動資産の総額となる。これは、流動負債の支払に利用できる現金の金額を表している。
資産グループ
資産の特徴

米国の例

極めて限定的な流動性

流通市場での取引がほとんどない、あるい
は流通市場が存在しない証券

プライベートエクイティ、不動産、流動性の低い他のオ
ルタナティブ投資

10%

限定的な流動性

流通市場の取引が限定的で、市場のボラテ
ィリティが潜在的に高い証券

投資適格等級でない私募債、優先株式、商業用不動産
ローン

25%

中程度の流動性

流動性はあるがボラティリティの高い私募証
券、、仕組みが複雑で低格付の証券化商品

投資適格等級の私募債、銀行ローン、CDO、投資適格
等級でない ABS

50%

良好な流動性

政府/政府系機関以外が発行した、流通市場
の取引が極めて高い仕組みがシンプルな証
券

投資適格等級でない公募社債、政府/政府系機関以外
が発行した投資適格等級の仕組みがシンプルな MBS
および ABS、公開株式、公開優先株式

75%

高い流動性

仕組みが複雑なため流動性 100%に分類さ
れない、政府/政府系機関発行の証券化商
品、高格付の社債

政府系機関 CMO、投資適格等級公募社債、流動性が
比較的低い投資適格等級のソブリン/サブソブリン債

90%

流動性 100%

現金、Aaa 格付のソブリン/サブソブリン/地方
自治体発行の債券

現金、政府証券、政府機関シニア債、パススルーMBS

100%

49

49

MAY 24, 2016

係数
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資産分類

資産グループの係数には、流動性リスクに加えて、潜在的な市場価値リスクも考慮されている。市場価値が年末以降
大幅に下落または上昇している場合、年末時点以降の市場価値を用いる必要があるケースもある。
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INSURANCE

負債グループの地域比較
流動性分類

負債の性質

米国

英国

ドイツ

日本

係数

0%の流動性

解約権がない負
債、または保険会
社の流動性を全く
制約しない負債

支払年金、解約不
能据置型年金保
険、純資産価値に
基づく特別勘定/ユ
ニットリンク保険

ユニットリンク保険/
ノンプロフィット即時
年金保険/ノンプロ
フィット保障性商品

定期保険/年金保
険/保証のないユニ
ットリンク保険

特別勘定

0%

低い流動性

極めて安定的な償
還プロファイルを持
つ非常に質の高い
個人向け保険：支
配下にある販売チ
ャネルが販売し、早
期償還の場合に課
税対象となり、同条
件での保険契約乗
り換えが困難なも
の

有配当型終身保
険、有配当型生命
保険、生存年金以
外の年金保険、額
面の小さいホーム
サービス終身保険

有配当型保障性商
品

据置年金保険/保
証付きユニットリン
ク保険

専属の営業職員
等、支配下にある
販売チャネルを通じ
て販売する保障性
商品(死亡保障、医
療保険）

10%

中程度の流動性

簿価で償還可能な
個人向け保険で、
流動性は低くない
が、解約に係るコス
トが高いもの

解約控除が 5%超
の一般勘定の年金
保険

ノンプロフィット据置
年金保険

代理店等を通じて
販売する保障性商
品；予定利率が現
行水準の 2 倍以上
の水準である個人
年金保険

25%

高い流動性

解約に制約がほと
んどあるいは全くな
い個人向け商品
で、契約維持に対し
ある程度のインセン
ティブがある保険

解約控除が 5%未
満、あるいは市場
価格調整型の簿価
で解約可能な一般
勘定保険

有配当型ユニットリ
ンク保険

25%または 75%に
分類されない他の
個人年金保険；解
約控除のある団体
年金保険

50%

極めて高い流動
性

解約に制約がほと
んどあるいは全くな
い商品で、契約維
持に対するインセン
ティブがない保険

代理店等を通じて
販売する市場価格
調整のない個人年
金保険；解約控除
のない団体年金保
険

75%

100%の流動性

契約により 1 年以
内に全額を支払う
予定の保険債務、
償還可能/売却可
能な企業向け保険
債務

据置金 50

100%

養老保険

期日を迎えた未払
いの契約者配当、
保険請求金、再保
険払戻金。期間 13
ヵ月未満の売却可
能 IIP 契約、12 ヵ月
以内に満期となる
IIP 契約

流動資産/流動負債比率を補完するものとして、実現利益（損失）/運用資産比率および実現利益
（損失）/資本比率も用いる。流動負債支払いのための資産売却時に計上される投資損失額をモデ
ル化によって決定する。これらの運用損失は、流動性ストレスシナリオにおいて失われる資金を反映
しており、これを補える他の流動資産を考慮していない。この金額は、保険会社が流動性負債の支
払に十分な資金を調達できるまで、必要に応じて最も流動性の高い資産グループから流動性の低
い資産グループへと順番に資産を売却していくと想定して算出する。ある資産グループの資産の一
部だけを売却する必要がある場合は、比例計算によって金額を算出する。次に、余儀なく売却した
場合の損失が財務基盤に与える影響を評価するため、運用資産および資本に対するモデル化され
た運用損失の比率を算出する。
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保険契約者に対する低利の預かり金で、簿価で随時引き出し可能。
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付録 6:ストレステスト
潜在的に変動性の高い経済状況や財務状況が保険会社の信用プロファイルにもたらすリスク、また
壊滅的損失を伴うイベントが現実化する可能性を把握するため、ムーディーズは格付分析に不可欠
なものとしてストレステストを組み込んでいる 51。付録 6 では、ムーディーズのストレステスト、具体的に
は規定のストレステストに対するアプローチを検討する。
あらかじめ策定されたストレスシナリオと予想シナリオを組み合わせることによって、ストレスが個々の
保険会社の資本に与える相対的な影響を測定することができる。ムーディーズのストレスシナリオは
一般に、保険会社が直面するあらゆるリスクではなく短中期的なショックによる収益と資本の損失に
注目するものである。また、保険会社の事業プロファイルが既定のストレステストにうまく適合しない場
合は、保険会社に合わせた特別なストレステストを追加的に行う。
ムーディーズの格付は、見通しを織り込んだ予想シナリオにおいて、保険会社の信用プロファイルの
相対的な評価を反映したものであるが、ストレスシナリオの結果に示される信用プロファイルがどの程
度変動するかも考慮に入れる。ムーディーズは、格付を変更せずに保険会社が中程度のストレスに
耐えうる水準に格付を置くことを目指している。厳しいストレス下において信用プロファイルが著しく悪
化する（3 ノッチ以上の格下げに相当）とみられる場合は、潜在的な格付変更の程度を考慮し、他で
示されたものより低い水準で格付を調整する。

ストレステストでは一般的な短中期リスクに注目する
ムーディーズが用いる個別のストレスシナリオでは、保険会社が直面するあらゆるリスク（低金利の長
期化などの非常に長期的なリスク等）ではなく、一般的に短中期的なショックによる収益と資本の損
失に着目する。ムーディーズはすべてのリスクを完全に網羅することはできないと認識しており、ここ
では保険会社が限られた短期間で調整、対処を求められるショックを伴うイベントを評価することを
目的としている。保険会社が直面する長期的リスクを考慮に入れ、事業プロファイルが規定のストレ
ステストにうまく適合しない場合は、保険会社にあわせた特別のストレステストを追加的に行うが、マ
ネジメントの将来の行動がシナリオ分析の結果を大きく左右するイベントを検討する場合は、ここでは
なくより複雑なキャピタル・モデルでの検討が適しているとムーディーズは考える。
ストレスシナリオテストと予想ケースを組み合わせることによって、ストレスが資本と信用プロファイルに
与える相対的な影響を測定することができる。 52

ストレスシナリオの対象となる主要リスク
以下の表は、評価対象である「ショック」を伴う主要リスクを確認し、主要リスクの前提となるストレスシ
ナリオを概説するものである。ムーディーズは特定の過去のイベントと類似するストレスシナリオを策
定するのではなく、主な財務特性に対する規定のストレスを明らかにすることでシナリオを策定する。
この方法により、同一のストレステストをグローバルに適用することが可能となる。
ストレスシナリオに特定のイベントが現実化する確率は織り込まれていないが、それぞれのシナリオは
厳しいと考える。
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2011 年に Moody’s Research Labs の Roger Stein が執筆した“The Role Of Stress Testing In Credit Risk Management”を参
照。

52

ここでは、ストレステストの結果でデフォルト確率を測定することを目的としていないため、一般的に格付水準へのマッピ
ングは適切ではない。

格付手法:生命保険会社のグローバル格付手法

INSURANCE

主要リスク

リスク

ストレスシナリオ

運用

運用リターンが予想を下回るリスク

図表１参照

巨大災害

台風、地震、流行病等の大規模な自然災害から 1.5/1000 の割合で死亡率が
生じる大幅な引受損失リスク
上昇

セカンダリー・ギャランティー

特に変額年金保険へのセカンダリー・ギャランティ 株式市場の 30%下落による
ーから生じる大幅損失のリスク
負債への影響

53

留意すべき点は、ムーディーズの運用に対するストレスは、時価評価による損失ではなく経済的損
失に基づいていることである。保険業界の潤沢な流動性プロファイルと負債の大部分が解約不可能
な保険契約（もしくは解約可能な保険契約ではあるが、保険契約者に支払われる解約返戻金もしく
は保障額に違約金が適用されるもの）に関連するという特性から、経済的損失に基づく運用ストレス
シナリオが採用されている。とは言うものの、深刻な市場混乱時における経済的損失の時価評価に
よる損失に対する感応度を考慮に入れることで、経済的損失に基づく運用シナリオ分析を補完する。
時価評価による損失もしくは経済的損失の大きい方を運用ストレスシナリオの分析に用いることもあ
る。

経済的損失となる運用リスク要因
図表1

ストレスシナリオにおける損失

債券

要因

0.0%

現金
54

Aaa/Aa/A

0.5%

Baa

3.5%

Ba

11.7%

B

32.5%

Caa 以下

50.0%

不動産ローン/不動産
商業用不動産ローン

3.5%

その他不動産ローン

3.5%

不動産投資

20.0%

その他
非償還型優先証券
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5.00%

その他株式

25.00%

オルタナティブ投資

25.00%

デリバティブ

10.00%

その他（企業向けおよびその他貸出等）

10.00%

53

ストレステストを完了させるのに必要な情報には開示情報、非開示情報がある。すべての必要情報が入手できない場
合は、予想値を用いることができる。また、検討を踏まえて情報に調整が加えられることもある。

54

債券の要因については、現在の格付水準からノッチの引き下げが行われた後の 2 年間の予想損失により決定される。
最低水準の格付の証券に織り込まれる大幅な減損は調整されることもある。
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分析におけるストレスの合算
ストレスシナリオにおける全ての損失が確認されたら、ムーディーズのアナリストは資本基盤に対する
影響を決定する。ムーディーズはそれぞれのリスクが同時に現実のものとなる可能性は低いと認識し
ているが、分散の恩恵を除いてそれぞれのリスクは合算される。 55 厳しい方法ではあるが、ここでは
ストレステストの結果が平均から大幅に逸脱した保険会社を特定することを目的としているため、分
散の恩恵との関連性は低い。
規模の大きいグループの子会社に対するストレステストの結果を解釈する際、規制対象とならない
持ち株会社あるいは関連会社の「超過」 56キャッシュのうちどれだけが必要に応じて保険事業会社 57
の資本に算入できるかを考慮に入れる。超過キャッシュの分析では、保険事業会社以外で保有さ
れる資金が、持ち株会社の債務格付に対する標準的なノッチ差の縮小につながる水準で維持され
るかを考慮に入れる。
以下は生命保険会社のシナリオテストである。このテストで想定される運用損失は、予想損失に基づ
いたものである。時価評価による運用損失（期首の株主資本から含み損を差し引いたもの）が厳しい
ストレス下における経済的損失を上回る場合、経済的損失の代わりに時価評価による運用損失を
用いることもある。

ストレスシナリオ-株主資本への影響の分析

厳しいストレス

開示された期首剰余金もしくは株主資本
運用含み損を除く
調整後期首剰余金もしくは株主資本

株主資本変動要因:
税引前営業利益

マイナス ストレス時における損失:
巨大災害損失
運用損失
セカンダリー・ギャランティー
ストレス時における損失合計

EBIT
税金費用（税金費用の戻し入れ）
当期純利益
優先配当金
純利益の普通株式に対する比率

剰余金もしくは株主資本の変動

ストレス時の損失による調整後期首剰余金もしくは株主資本の変動率
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回収可能性に関するリスクを反映するために、各国の法定税率に対する税制優遇を縮小しているが、税制優遇を織り
込んだ損失を考慮に入れる。

56

利払い、その他の債務履行および予想株主配当後のキャッシュ等。

57

ムーディーズの格付手法と同様に、シナリオ分析は複数の事業会社で構成される分析ユニットごとに行われることもあ
る。
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どのようにストレスが格付に反映されるか
ムーディーズのアナリストは、シナリオ分析とストレステストの結果を織り込んで格付スコアカードを作
成する。既述のスコアカードは各保険会社の分析結果を示すツールである。各保険会社のスコアカ
ードには、格付手法にあるそれぞれの格付要因の調整後スコアが織り込まれており、調整後スコアを
合算することで格付が決定される。 58
保険会社の業績見込みはムーディーズの調整後スコアに反映されているが、それとは別に厳しいス
トレスシナリオ下における調整後スコアが作成される。一般的に、厳しいシナリオ下における調整後ス
コアは、付与された格付を支える調整後スコアより低く、資産の質、資本基盤、収益性、財務の柔軟
性等、財務プロファイルの主要要因において調整後スコアが引き下げられることが多い。また厳しい
ストレスシナリオ下において、事業プロファイルの要因も引き下げられることもある。多くの場合、引き
下げ幅の程度はストレステストの相対的な結果の影響を直接受けたものとなる。
厳しいストレスシナリオ下において信用プロファイルが著しく悪化する（3 ノッチ以上の格下げに相当）と
みられる場合、潜在的な格付変更の程度を考慮に入れ、他で示されたものより低い水準で格付を
調整する。この目的は、中期的にストレスケースが現実化した場合に、数ノッチを超える格下げを行
わずにすむよう調整し、格付の安定性を維持することである。

58
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ムーディーズの格付には、親会社/関連会社のサポートに基づく格付のアップリフトが反映されている場合がある。シナ
リオテストは、サポートを考慮する前の単独ベースで行われる。
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関連リサーチ
格付手法：
Evaluating Operating Debt Used by Insurance Companies, May 2011
Rating Obligations with Variable Promises, April 2016（ムーディーズ・ジャパン版「可変約定債務の
格付」2016 年 4 月）
Moody’s Global Short-Term Ratings, August 2015（ムーディーズ・ジャパン版「ムーディーズのグロ
ーバル短期格付」2015 年 12 月）
How Sovereign Credit Quality May Affect Other Ratings, March 2015（ムーディーズ・ジャパン版「ソ
ブリンの信用力はどのように他の格付に影響しうるか」2015 年 3 月）
Mapping Moody’s National Scale Ratings to Global Scale Ratings, June 2014
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