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はじめに 

 
 世界各国・地域の証券監督当局などで組織する「証券監督者国際機構（IOSCO）」は2004年12月、「信

用格付機関のための基本行動規範」を発表しました。その目的は、格付会社が信用格付のプロセスの一貫

性や透明性を高め、投資家をはじめとする金融資本市場の参加者に、より信頼度の高い信用格付を提供す

ることにあり、そのために必要なガイドラインを示しています。格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）は、こ

の規範の精神を尊重し、2005年12月、これを基にＲ＆Ｉの「信用格付1 に関する行動規範」を策定、公

表しました2。IOSCOはその後、2008年5月に「信用格付機関のための基本行動規範」を改訂したため、

Ｒ＆Ｉもそれに対応した「信用格付に関する行動規範」を2008年12月に公表しました。 
 加えて、日本において2009年6月に金融商品取引法が改正され、格付会社に対する規制が導入される

こととなりました。これによって、IOSCOの精神を尊重した自主規制の枠組みから、金融商品取引法及

び関連法令による公的規制の枠組みに大きく転換しました。 
 Ｒ＆Ｉは、金融商品取引法及び関連法令を遵守するため、「信用格付業務基本方針 3」、「格付付与方

針等 4」、「格付提供方針等 5」、「信用格付に関する規則」、「機密情報管理規則」などの社内規程やさ

まざまな業務の手順書などを定め、派遣社員を含むすべての役職員に遵守するよう求めています。これに

ともない、「信用格付に関する行動規範」を 2010 年 7 月に改定しました。改正にあたっては、IOSCO
の基本行動規範をそのままの形では適用しにくい部分について、その場合は金融商品取引法及び関連法令

を遵守することを優先しています。 
 
 Ｒ＆Ｉは、日本で最初に発足した格付会社であり、投資家、債券などの発行体をはじめ多くの市場参加

者の方々に信頼される信用格付を提供し続けることを通じ、資本市場の発展に寄与して参りました。「信

用格付に関する行動規範」の策定、公表を機に、格付会社としての責務の重要性を改めて自覚し、さらに

信頼される信用格付の提供を目指します。 

                                                  
1 この行動規範が対象とする「信用格付（credit rating）」とは、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行

能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見です。 
2 Ｒ＆Ｉの無料ウェブサイトhttp://www.r-i.co.jp に掲載されています。 
3 Ｒ＆Ｉの無料ウェブサイトhttp://www.r-i.co.jp に掲載されています。 
4 格付付与方針等とは、格付付与方針及び格付方法から構成されます。Ｒ＆Ｉの無料ウェブサイトhttp://www.r-i.co.jp 
に掲載されています。 

5 Ｒ＆Ｉの無料ウェブサイトhttp://www.r-i.co.jp に掲載されています。 
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１. 格付プロセスの品質と誠実性 

Ａ．格付プロセスの品質 

 １．１ Ｒ＆Ｉは、信用格付業務を実行するための手続きを定めており、その手続きに基づいて、

格付対象の信用状態に係る収集した全ての情報資料を総合して判断し、信用格付を付与し

ます。 
 
 １．２ Ｒ＆Ｉは、厳格かつ体系的であり、また可能であれば、歴史的経験に基づく何らかの形の

客観的な検証の対象となり得る信用格付となるような格付方法を用います。 
 
 １．３ 発行体の信用力を評価するに当たっては、格付アクション6のための準備又は調査・分析に

従事する格付アナリストは、Ｒ＆Ｉによって確立された格付方法を用います。格付アナリ

ストは、Ｒ＆Ｉにより定められたとおり、首尾一貫して、所与の格付方法を適用します。 
 
 １．４ 信用格付は、個々の格付アナリストではなく格付委員会が決定します。Ｒ＆Ｉは公表した

格付方法に則り、格付対象の信用状態に係る収集した全ての情報資料を総合して判断し、

信用格付を決定します。格付アナリストは専門的知識及び技能を用いて、個人又は集団と

して、格付対象の信用に関する格付意見を作成します。 
 
 １．５ Ｒ＆Ｉは、信用格付を裏付ける内部記録を、合理的な期間、又は関係法律に従い、保存し

ます。 
 
 １．６ Ｒ＆Ｉ及びその格付アナリストは、発行体又は債務の一般的な信用力に関し、誤った表示

又はその他誤解を生じさせる信用分析結果又はレポートを出すことを回避するための方

策を講じます。 
 
 １．７ Ｒ＆Ｉは、格付対象となるすべての債務及び発行体について高品質の信用評価を行うため

に十分な資源を有し、また投入します。Ｒ＆Ｉは、格付対象に信用格付を付与するかどう

か、信用格付を継続するかどうかを決定する際には、専門的知識及び技能を用いて適切な

信用格付評価を行うために十分な人員を投入することができるか、またその人員が分析に

必要な十分な品質の情報を確保できるかを検討します。Ｒ＆Ｉは、信用格付の信頼性を維

持するため、信用格付を付与する際に用いる情報が、十分な品質となるような合理的な措

置を講じます。信用格付が、過去のデータが限定されている金融商品（たとえば、革新的

なフィナンシャル・ビークルの場合）に関係する場合には、目立つ場所において、当該信

用格付の限界を明示します。 
 
  1.7－1 Ｒ＆Ｉは、現在信用格付を付与しているストラクチャーと大きく異なる種類のストラクチ

ャードファイナンス商品7に信用格付を付与する場合には、格付委員会にて適切な格付方法

を決定した後に、信用格付を付与します。 
 
  1.7－2 格付アクションのための準備又は調査・分析に関与する部署が、格付方法及びその重要な

変更に関する定期的なモニタリングを行います。格付方法の改定・更新・廃止は個々の格

付アナリストではなく、格付委員会が決定します。 
 

  1.7－3 Ｒ＆Ｉは、ストラクチャードファイナンス商品における裏付資産のリスク特性が大きく変

化したと判断する場合には、ストラクチャードファイナンス商品の信用格付を決定する既

存の格付方法の適切性を再評価します。新たな種類のストラクチャードファイナンス商品

                                                  
6 格付アクションとは、符号の新規付与、符号の変更、符号の維持、レーティング・モニターの指定、レーティング・

モニターの継続、レーティング・モニターの解除、格付けの方向性の変更、保留及び取り下げをいいます。 
7 ストラクチャードファイナンス商品とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第3項第一号に該当

すると判断される資産証券化商品及び同第一号ヘからチまでに掲げる要件を満たすと判断されるものをいいます。 
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の複雑性若しくは構造に基づき、又は裏付資産に関して信頼に足るデータが不足している

こと等に基づき、当該商品に対する信頼性の高い信用格付の決定の可否について重大な疑

義が生じると判断する場合には、Ｒ＆Ｉは信用格付を付与しません。 
 
 １．８ Ｒ＆Ｉは、格付アナリストによる格付チームを構成するにあたって、格付プロセスの継続

性を促進し、また偏りを避けるように努めます。 
 
Ｂ．モニタリングと更新 

 １．９ Ｒ＆Ｉは、信用格付のモニタリング業務に対し、適切な人的・金銭的資源を配分します。

Ｒ＆Ｉは、継続的なモニタリングを行わないことを明らかに示している信用格付を除き、

ひとたび信用格付を公表した後には、次の方法により、信用格付の継続的なモニタリング

を行い、適切な格付アクション等を行います。 
 

       ａ. 発行体の信用力を定期的に調査・分析すること 
       ｂ. 格付アクションを引き起こすことが合理的に予想され得る情報を知った場合に、適用

される格付方法に則り、信用格付の調査・分析を開始すること 
       ｃ．そのような調査・分析の結果に基づき、適切な場合には、適時に格付アクション等を

行うこと 
 

公表後のモニタリングは、過去に得られたすべての経験を反映します。格付方法の変更は、

適切な場合には、当初の信用格付及びそれ以降の信用格付の双方に対して適用します。 
 
  1.9－1 Ｒ＆Ｉは、資産証券化商品8に関し、当初の信用格付の決定と継続的なモニタリングのため

に、原則として、同じ分析チームを用います。Ｒ＆Ｉは、モニタリングの適時性を確保す

るためにモニタリング基準を設定し、分析を担当するチームとは異なるチームに、モニタ

リング基準に基づく、格付プロセスを監視させます。 
 
 １．１０ Ｒ＆Ｉは、資料・情報の不足や、その他の状況変化により、Ｒ＆Ｉの判断で信用格付を保

留したり、取り下げることがあります。Ｒ＆Ｉは、公表している格付対象の信用格付を保

留又は取り下げる場合、その旨を公表します。信用格付を特定の利用者に対してのみ提供

している場合には、その利用者に信用格付の取り下げを通知します。Ｒ＆Ｉは、既に取り

下げた信用格付を継続的に格付一覧の形で公表している場合には、格付一覧の時点を明確

に示すことにより、閲覧者に誤解が生じないように努めます。 
 

                                                  
8 資産証券化商品とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第3項第一号に該当すると判断されるも

のをいいます。 
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Ｃ．格付プロセスの誠実性 

 １．１１ Ｒ＆Ｉ及びその役職員は、日本及びＲ＆Ｉが活動を行なう各国において、その活動に適用

されるすべての法律・規制を遵守します。 
 
 １．１２ Ｒ＆Ｉ及びその役職員は、発行体、投資家その他の市場参加者及び一般社会に対して、公

正かつ誠実に対応します。 
 
 １．１３ Ｒ＆Ｉの格付アナリストは、高い誠実性基準に従います。また、Ｒ＆Ｉは、明らかに誠実

性が疑わしい者を雇用しません。 
 
 １．１４ Ｒ＆Ｉとその役職員は、黙示的であれ明示的であれ、信用格付を決定する前に、特定の水

準の信用格付になるという確約又は保証をしません。これは資産証券化商品において使用

される、見込み評価を作成することを妨げるものではありません。 
 

  1.14－1 Ｒ＆Ｉは、Ｒ＆Ｉが信用格付を付与するストラクチャードファイナンス商品の設計に関し

て、所属する格付アナリストが助言を行うことを禁止します。このような禁止規定と整合

性を保ちつつ、ストラクチャードファイナンス商品の信用リスクを評価する場合、Ｒ＆Ｉ

の格付アナリストは、次の目的を実現するため、発行体又はその代理人と適切な一連の話

し合いを持つことができます。 
 

       ａ. ストラクチャードファイナンス商品に関して、発行体又はその代理人から提案された

特定の事実と特徴及びそれらの変更点を理解し、それぞれの格付分析に組み入れるこ

と 
       ｂ. 発行体から提案された事実と特徴に適用されるＲ＆Ｉの格付方法が信用格付に与える

影響を発行体又はその代理人に説明すること 
 
 １．１５ Ｒ＆Ｉは、法令や社内規程及びこの「信用格付に関する行動規範」の遵守を確保するため

の措置を講じ、会社全体のコンプライアンス推進を統括する責任者としてチーフ・コンプ

ライアンス・オフィサーを置いています。チーフ・コンプライアンス・オフィサーは「コ

ンプライアンス・モニタリング規程」に基づき、役職員に利益相反の回避や守秘義務の遵

守を含む企業倫理、法令及び社内規程の遵守について注意を喚起する活動を定期的に実施

するとともに遵守状況について監視し、定期的にそのモニタリング結果を取締役会に報告

します。チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、信用格付部門の報告ラインから独立

し、その報酬等の額は信用格付業務の実績の影響を受けません。 
 
 １．１６ Ｒ＆Ｉの従業員は、他の従業員が、違法な、倫理上問題のある、若しくは法令、行動規範

又は社内規程に違反している可能性がある行為に関与している、又は関与したことがある

ことに気付いた場合、適切な措置が取られ得るよう、「コンプライアンス通報制度」に基

づいて、その情報をコンプライアンス通報窓口を通じて、違法行為等調査・是正委員会に

報告します。従業員から報告を受けた違法行為等調査・是正委員会は、関連する法律・規

制及び社内規程で定められていることに則り、適切な措置を講じます。Ｒ＆Ｉはそのよう

な報告を善意で行ったあらゆる従業員に対するＲ＆Ｉ又は他の役職員による報復を、コン

プライアンス通報制度規程により禁止します。 
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２. 独立性と利益相反の回避 

Ａ．総論 

 ２．１ Ｒ＆Ｉは、その格付アクションがＲ＆Ｉ、発行体、投資家その他の市場参加者に対して与

える潜在的な影響（経済的、政治的、その他）に基づき、格付アクションを行うことを抑

制又は自制しません。 
 
 ２．２ Ｒ＆Ｉ及びその格付アナリストは、その実質及び外見の両面において独立性及び客観性を

維持するため、注意を払い、また専門的な判断を行います。 
 
 ２．３ 信用格付の決定は、信用評価に関連する要因によってのみ影響されます。 
 
 ２．４ Ｒ＆Ｉが格付対象に付与する信用格付は、Ｒ＆Ｉ（又はその関係会社）と発行体（又はそ

の関係会社）及びその他関係者との間における、事業上の関係の存在若しくはその可能性、

又はそのような関係が存在しないことにより、影響されることはありません。 
 
 ２．５ Ｒ＆Ｉは、信用格付業務を担う部門を、情報管理及び業務運営面で他のすべての部門から分

離します。Ｒ＆Ｉは、信用格付業務と必ずしも利益相反の関係にない関連業務9 について、

利益相反が生じる可能性を最小化するよう設計された手続き及び仕組みを確保します。Ｒ＆

Ｉは関連業務を定義したうえで、それに該当する業務を特定します。 
 
Ｂ．手続きと方針 

 ２．６ Ｒ＆Ｉは、その意見・判断に影響を与え得る、また格付決定に影響力を有する役職員の判

断・分析に影響を与え得る現実の利益相反又はその可能性を、（１）識別し、かつ（２）

適切に排除する、又は適切な場合には管理・開示するために、社内規程に方策を明記しま

す。また、Ｒ＆Ｉは、そのような利益相反の回避措置及び管理措置を開示します。 
 
 ２．７ Ｒ＆Ｉによる現実の利益相反及びその可能性の開示は、完全、適時、明確、簡潔、具体的

かつ目立つものとします。 
 
 ２．８ Ｒ＆Ｉは、格付対象者（事業体）との間の報酬契約の一般的な性質を開示します。 
 

       ａ. 特定の顧客への売り上げ依存度が大きくなる、又は特定の顧客について格付事業以外

からの収入が増えると利益相反を招きかねないとの懸念についてＲ＆Ｉは理解します。

ただし、Ｒ＆Ｉの企業機密の保護及び顧客との守秘義務契約などの観点から個別の顧

客との取引情報を開示することができません。これに代わる方策として、特定の大口

の顧客からの収入が一定の水準を超えないよう監視しています。また全社の売上高の

中で格付事業とそれ以外の事業の売上高については、Ｒ＆Ｉの無料ウェブサイトで開

示しています。 
       ｂ. Ｒ＆Ｉは、自らの年間収益の１０％を超える収益を、単独の発行体、オリジネーター、

アレンジャー、顧客又は購読者（当該発行体、オリジネーター、アレンジャー、顧客

又は購読者のいかなる関係者を含む）から得ている場合には、それを開示します。 
       ｃ. Ｒ＆Ｉは、資産証券化商品の発行者やオリジネーターに対し、これら商品に関する関

連情報を公表することを働きかけます。 
 
 ２．９ Ｒ＆Ｉは、Ｒ＆Ｉ及びその役職員による、Ｒ＆Ｉの信用格付業務との利益相反を惹起する

あらゆる証券取引又はデリバティブ取引10（分散された投資信託の保有による場合を除く）

                                                  
9 関連業務とは、信用格付業務以外の業務であって、信用格付業務に関連する業務をいいます。 
10 Ｒ＆Ｉに関しては、自己又は他人の名義をもって行う証券取引及びデリバティブ取引を禁止するのみならず、金

銭の信託契約等に基づき発行者の株主として議決権その他の権利を行使する又はそれらの指図を行うこと、もしく

は投資一任契約等に基づき有価証券に対する投資をするために必要な権限を行使することを禁止しています。 
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を禁止します。 
 
 ２．１０ Ｒ＆Ｉは、格付対象者（例えば政府）がＲ＆Ｉに関する監督機能を有している、又は現に

監督機能を得ようとしている場合、その格付アクションについては、監督機能に関与して

いる従業員とは別の従業員を従事させます。 
 
Ｃ．格付アナリスト及び従業員の独立性 

 ２．１１ Ｒ＆Ｉは、従業員の報告ライン及びその報酬枠組みを、現実の利益相反及びその可能性を

排除し又は効果的に管理するよう、構築します。 
 
       ａ. Ｒ＆Ｉの格付アナリストは、その格付対象とする又は日常的に関係する発行体からＲ

＆Ｉが得る報酬額に基づいて報酬を受け、又は評価されることはありません 
       ｂ. Ｒ＆Ｉは、格付アナリスト及び格付プロセスに参加している又はこれに影響を与え得

るその他従業員に対する報酬の方針及び運用について、正式かつ定期的にモニタリン

グを行い、当該方針及び運用が、Ｒ＆Ｉの格付プロセスの客観性を阻害しないように

します 
 
 ２．１２ Ｒ＆Ｉは、信用格付業務に従事する役職員が信用格付業務の手数料に関する交渉に参加す

る行為を禁じます。 
 
 ２．１３ Ｒ＆Ｉの役職員は、格付対象の格付関係者11と以下の関係を有する場合には、Ｒ＆Ｉによる

格付対象の格付の決定に参加し、又は影響を与えることはありません。 
 
       ａ. 格付関係者の発行する有価証券を保有又はそれもしくはその証券に関するデリバティブ

取引に関する権利12を有している場合（分散された投資信託の一部として保有している

場合を除く） 
       ｂ. 過去１年の間に、格付関係者との間で、利益相反を惹起する又はその可能性があると考

えられる雇用又は他の重要な事業上の関係を有していた場合 
       ｃ. 格付関係者の役員又はこれに準ずる者の親族（配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に

限る。）である場合 
       ｄ. 格付関係者と、利益相反を惹起する又はその可能性があると考えられるその他の関係

を有している又は過去1年の間に有していた場合 
 
 ２．１４ 信用格付業務に従事する役職員（及びこれらの配偶者若しくは扶養家族）は、分散された

投資信託の一部として保有する場合を除き、当該格付アナリストの主要な分析担当分野の

事業体により発行され、保証され、又はその他の支援を受けている証券又はそのような証

券に基づくデリバティブの売買又は取引を行いません。 
 
 ２．１５ Ｒ＆Ｉは、信用格付業務に従事する役職員が信用格付の付与に係る過程において格付関係

者から金銭又は物品（同一日における総額が三千円以下であり、かつ、業務上必要と認め

られるものを除く）の交付を受け、その交付を要求し、又はその交付の申し込みを承諾す

る行為を禁じます。 
 
 ２．１６ Ｒ＆Ｉは、Ｒ＆Ｉの格付アナリストが実際上の又は見かけ上の利益相反の可能性を惹起す

る個人的な関係を持っている場合には、そのような関係を、適切な管理者に開示すること

を義務付けます。 

                                                  
11 格付関係者とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第三百七条に該当すると判断される者をいいます。 
12 有価証券の保有及びデリバティブ取引の権利を有することには、自己又は他人の名義をもって所有又は権利を有

することのほか、金銭の信託契約等に基づき発行者の株主として議決権その他の権利の行使をできる権限又はそれ

らの指図を行うことができる権限を有する場合、及び投資一任契約等に基づき有価証券に対する投資をするために

必要な権限を有する場合を含みます。 
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 ２．１７ Ｒ＆Ｉは、所属する格付アナリストがＲ＆Ｉを離職し、当該格付アナリストがこれまで格

付プロセスに関与してきた格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合に、当該

格付アナリストの過去の作業結果を検証するための手続きを定めます。 
 

 

３. 一般投資家及び発行体に対する責任 

Ａ．格付開示の透明性と適時性 

 ３．１ Ｒ＆Ｉは、格付対象者（事業体）及び個別債務の信用格付を適時に配付します。 
 
 ３．２ Ｒ＆Ｉは、信用格付、レポート及び更新情報の配布に関する方針を公表します。 
 
 ３．３ Ｒ＆Ｉは、信用格付を無料ウェブサイトに公表している場合、当該信用格付が更新された

直近の時期を表示します。信用格付の発表においては、信用格付の決定に使用した主要な

格付方法又はそのバージョン及びその格付方法の掲載場所を表示します。信用格付が複数

の格付方法に基づく場合、又は主要な格付方法のみをレビューしただけでは金融市場にお

ける専門家が信用格付の他の重要な側面を看過する恐れがある場合には、Ｒ＆Ｉは、信用

格付の発表において、当該事実を説明するとともに、別の格付方法及び他の重要な側面が

どのように信用格付に織り込まれたのかを可能な限り公表します。 
 
 ３．４ Ｒ＆Ｉは、信用格付を特定の利用者にのみ提供している場合を除き、公募証券・公開企業

の信用格付について、また、その後それらの信用格付の取り下げを決定した場合は、その

旨について、分け隔てなくかつ無料で公表します。 
 
 ３．５ Ｒ＆Ｉは、Ｒ＆Ｉがどのように格付決定に至ったかを金融市場における専門家が理解する

ことができるように、Ｒ＆Ｉの格付手続き、格付方法及び前提条件に関する十分な情報（発

行体の公表財務諸表に含まれている情報から大きく逸脱する財務諸表の調整及び格付委

員会手続きに関する記述を含む）を公表します。この情報には、Ｒ＆Ｉが格付決定を行う

際に用いた各格付分類の意味、債務不履行・回収の定義及び時間軸などが含まれます。 
 
       ａ. Ｒ＆Ｉは、資産証券化商品の信用格付を行う場合には、金融市場における専門家に対

し、Ｒ＆Ｉの信用格付の根拠が理解できるよう、損失・キャッシュフロー分析に関す

る十分な情報を提供します。Ｒ＆Ｉは、資産証券化商品の信用格付について、Ｒ＆Ｉ

が想定する信用格付の前提条件の変化に対する感応度に関する分析を開示します。 
       ｂ. Ｒ＆Ｉは、資産証券化商品の信用格付について、伝統的な社債の信用格付と差別化す

るため、資産証券化商品の信用リスク特性及び信用格付分析が伝統的な社債とどのよ

うに異なるのかについて、信用格付の利用者の理解を促進するための追加的な情報を

提供します。Ｒ＆Ｉは当該差別化がどのように機能しているかについて開示します。

Ｒ＆Ｉは、資産証券化商品の格付について、現状では、伝統的な社債の信用格付とは

異なる符号を使用していません。今後、異なる符号を用いる場合には、その事実を市

場に公表し、その用途と適用を明確に定義します。 
       ｃ. Ｒ＆Ｉは、信用格付の意義、Ｒ＆Ｉが信用格付を付与する特定の類型の金融商品の信

用格付における限界、及びＲ＆Ｉは発行体又はオリジネーターから提供される情報に

ついて検証しないことに関して、投資家のより広範な理解を促すよう努めます。Ｒ＆

Ｉは、信用格付意見の特性と限界、及び発行者又はオリジネーターからの提供情報に

対する検証の限界について明示します。 
 
 ３．６ Ｒ＆Ｉは、格付アクションを行う際、信用格付の基底をなす主要な要素を、ニュースリリ

ース等の発表文において説明します。 
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 ３．７ Ｒ＆Ｉは、格付アクションの公表前に、信用格付の基礎となるであろう重要情報及び主な

考慮事項を格付関係者に通知し、格付関係者に対して、事実誤認と思われる事項又は正確

な信用格付を行うためにＲ＆Ｉが知りたいであろう他の事項を明らかにする機会を与え

ます。Ｒ＆Ｉは、格付関係者の反応を適切に評価します。Ｒ＆Ｉは、格付アクションの公

表前に格付関係者に通知しなかった特別な状況においては、その後、現実的な範囲内でで

きるだけ早く、格付関係者に通知し、その遅延の理由を説明します。 
 
 ３．８ Ｒ＆Ｉは、透明性を促進するとともに、市場が信用格付の実績について最適な判断ができ

るようにするため、可能であれば、Ｒ＆Ｉの格付分類ごとの過去のデフォルト（債務不履

行）率、デフォルト率の変化の有無に関する十分な情報を公表し、金融市場における専門

家が信用格付分類ごとの実績を理解できるようにします。実行可能な場合には、当該情報

に、検証可能で、定量可能な過去の信用格付の実績を整理・体系化されたものを、更に可

能であれば、投資家が異なる信用格付会社間でその実績について比較可能な形態に標準化

されたものを含みます。 
 
 ３．９ Ｒ＆Ｉが発行体からの依頼に基づいて付与する信用格付については、その格付プロセスに

発行体が参加します。発行体の依頼に基づかない信用格付については、その旨を明らかに

します。また、Ｒ＆Ｉは、非依頼格付に関する方針を開示します。 
 
 ３．１０ Ｒ＆Ｉは、その格付付与方針等の重要な変更を開示します。そのような重要な変更は、そ

れが効力を発する前に開示します。Ｒ＆Ｉは、格付付与方針等を変更する前に、信用格付

が様々な用途に利用されていることを注意深く考慮します。 
 

Ｂ．機密情報の取り扱い 

 ３．１１ Ｒ＆Ｉは、機密保持合意の条項又は情報が機密のまま共有されるとの相互理解の下、発行

体から伝えられた情報の機密性を守るための手続き及び仕組みを採用します。Ｒ＆Ｉ及び

その役職員は、機密保持合意により容認され、かつ関係法律・規制に合致しない限り、ニ

ュースリリースにおいて、セミナー等を通じて、将来の雇用主に対して、投資家・発行体

その他の者との会話において、又は別の方法で、機密情報を開示しません。ただし、次の

行為は制約されません。 
 
       ａ. 信用格付業務を通じて知り得た機密情報を分析に織り込んだ信用格付又は信用格付の

意見を公表すること（ただし、機密情報自体を開示することはない） 
       ｂ. 信用格付業務又は関連する事業活動の一部を補助するため、適切な機密保持義務を負

う第三者又は代理人を利用すること 
       ｃ. 関係する法律・規則・規制によるか、政府機関・当局からの要請により情報を開示す

ること 
 
 ３．１２ Ｒ＆Ｉは、機密情報を、その信用格付業務に関連する目的のためのみに、又は発行体との

機密保持合意に従って、用います。 
 
 ３．１３ Ｒ＆Ｉの役職員は、Ｒ＆Ｉに属する又は保有されているすべての財産及び記録を、不正行

為、盗難又は悪用から保護するため、あらゆる合理的な措置を講じます。 
 
 ３．１４ Ｒ＆Ｉの役職員は、証券の発行体に関する機密情報を有している場合には、当該証券の取

引を行うことを禁止されています。 
 
 ３．１５ Ｒ＆Ｉの役職員は、機密情報を保持するに際し、証券取引に関する社内規程に習熟し、当

該規程の定めるところに従って自らの遵守状況を定期的に報告します。 
 
 ３．１６ Ｒ＆Ｉの役職員は、発行体又はその指定代理人に対して開示する場合を除き、Ｒ＆Ｉの格
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付結果又は将来の格付変更に関する非公開情報を選択的に開示しません。 
 
 ３．１７ Ｒ＆Ｉの役職員は、Ｒ＆Ｉに委ねられた機密情報を、関連会社を含む社外の関係者と共有

しません。Ｒ＆Ｉの役職員は、「必要に応じ」の場合を除き、Ｒ＆Ｉの中で機密情報を共

有しません。 
 
 ３．１８ Ｒ＆Ｉの役職員は、証券取引の目的のために、またＲ＆Ｉの事業の遂行以外のいかなる目

的のためにも、機密情報を利用又は共有することはありません。 
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４. 行動規範の開示と市場参加者とのコミュニケーション 

 ４．１ Ｒ＆Ｉ行動規範は、ＩＯＳＣＯの「信用格付機関の活動に関する原則」及び「信用格付機

関の基本行動規範」の精神を尊重し、これらを基に策定されました。ＩＯＳＣＯの基本行

動規範をそのままの形では適用しにくい部分がありますが、その場合は理由を説明してい

ます。Ｒ＆Ｉは、ここに示した考え方や原則を確実に実行するため、社内規程や業務の手

順書などを定め、すべての役職員に遵守するよう求めています。また、本行動規範を変更

する場合には適時に開示します。 
 
 ４．２ Ｒ＆Ｉは当社が信用格付会社として受ける可能性のあるあらゆる質問、懸念又は苦情につ

いて市場参加者及び一般市民とのコミュニケーションを積極的に取るための専門部署と

してインベスターズ・サービス管理部を置いています。インベスターズ・サービス管理部

の主要な業務は市場参加者及び一般市民とのコミュニケーションを通じて、信用格付に関

連するあらゆる情報を発信するとともに、当社役員及び経営者が会社の方針を決定する際

に必要な情報や課題を知らせることにあります。 
 
 ４．３ Ｒ＆Ｉは、日本語及び英語それぞれの無料ウェブサイトのトップページに、以下の情報へ

のリンクを設置します。（１）当社の行動規範 （２）使用する格付方法に関する説明 （３）

過去の格付のデフォルト実績に関するデータ 
 
 
 

（２００５年１２月 １日 制定） 
（２００７年１０月２３日 改正） 
（２００８年 ３月２６日 改正） 
（２００８年 ９月 １日 改正） 
（２００９年 １月 １日 改正） 
（２００９年 ３月 １日 改正） 
（２００９年 ９月 １日 改正） 
（２０１０年 ７月２７日 改正） 
（２０１０年 ８月 ６日 改正） 
（２０１２年 ４月 １日 改正） 
（２０１６年 ４月 １日 改正） 

 
付則 本行動規範の改訂は、取締役会にて行う。 

 
 


