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ソブリンの格付の考え方 
 

2021 年 5 月 21 日 

 

I．ソブリンの格付方法の概要     

1．ソブリンの発行体格付 

ソブリン（Sovereign）は主権者という意味で、通常、一国を統治している中央政府を指す。中央政

府に代わって中央銀行が資金調達を担う国もあるため、R&I は中央銀行もソブリンに含めている。 

R&I は、個々の債務に対して信用格付を付与するに当たり、まず発行体が経営破綻に陥るなど債務不

履行となる可能性（デフォルトリスク）を分析、次いで個々の債務について不履行時の損失の可能性

（回収リスク）等を判断し、評価に織り込んでいる。発行体のデフォルトリスクの分析が評価の根幹を

なすが、これは発行体が負うすべての金融債務についての総合的な債務履行能力を見極めることであり、

この段階での信用格付を「発行体格付」と呼ぶ。 

政府の活動の目的は社会資本や行政サービスを供給し、資源を効率的に配分して、経済を持続的に成

長させることにある。徴税権に基づく租税収入や社会保険料などを主な財源とするほか、国債などの発

行を通じた借入で資金需要を賄うこともある。国の長期的な発展を目指したインフラの整備、高度人材

の育成、新規産業の創出などで多額の資金が必要なこともあり、多くの政府は債務を抱える。 

租税など政府歳入の源泉となる経済基盤と安定した社会制度が、政府の債務返済を支える土台になる。

政府・中央銀行の政策運営手腕や政府の財政状況、経済全体の対外的な資本取引を示す資金調達構造な

ども検討し、政府の債務履行能力を見極める。以上を踏まえ、ソブリンの発行体格付は（1）経済・政

治社会基盤、（2）政策運営、（3）財政状況・資金調達構造――の 3要素の総合的な評価によって決まる

（詳細は II を参照）。 

 

2．外貨建と自国通貨建発行体格付 

国債は自国通貨建てで発行されるだけでなく、投資家層の多様化や国内の投資資金の不足などの理由

から、国外の金融市場において外貨建てで発行されることもある。ソブリンの発行体格付では、外貨の

調達と交換リスクも踏まえた、全ての金融債務の履行能力を示す外貨建発行体格付が基本になる。 

R&I は外貨の調達と交換リスクを伴わない、自国通貨建ての発行体格付を付与する場合がある。外貨

建発行体格付が A ゾーン以上の国は原則、外貨建発行体格付と自国通貨建発行体格付にノッチ差を設け

ていない。一定程度の信用力を有するソブリンは、自国通貨が国際決済で使用される、あるいは国内の

金融・為替市場が十分に発達している国で、外貨の調達と交換リスクは十分に低いとの判断を踏まえた

ものだ。これに対し、外貨建発行体格付がBBBゾーンかそれ以下の国は外貨の調達と交換に相応のリス

クを伴うことがあるため、外貨建発行体格付が自国通貨建発行体格付よりも低くなるケースがある。 

 

3．長期個別債務格付と短期格付の評価 

長期個別債務の格付は発行体格付をベースに、個々の債務の回収リスク等を評価し、必要な場合は符

号に反映する。一般に発行体のある債務で支払不履行が生じた場合、同じ発行体の他の金融債務も不履

行になる。しかし、一部の債務のみが再編の対象となるなど、債務ごとに不履行となる可能性は異なる
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場合がある。また、債務返済が困難となった場合、債権者との債務再編協議の結果、個々の債務の回収

の程度が異なることもある。このため、同じ発行体の債務であっても、発行体格付とは異なる符号を

個々の債務に付与することがある。 

短期格付は、発行体格付とは定義も表記も異なるが、債務履行の確実性を評価するという視点には変

わりはない。中長期的な評価と切り離すことはできず、通常、発行体格付をベースに評価する。 

短期債務の格付にあたっては、発行体格付の水準および格付の方向性を考慮したうえで、期中の資金

繰りの特徴や手元流動性の内容・水準、短期的な資金調達力なども踏まえ、発行体格付が同じであって

も異なる短期格付を付与することがある。 

 

II．ソブリンの発行体格付の考え方 

1．評価のフレームワーク 

1－1．経済・政治社会基盤 

「経済・政治社会基盤」ではソブリンの発行体格付評価の基点となる経済基盤の強さ、政治体制の安

定度、社会制度の強さなどについて分析する。「経済基盤」は経済の長期的な動向とそれを支える構造

的な要因の分析が中心となる。経済の規模と所得水準、経済の安定性と成長力、産業の発展の程度のほ

か、国際的な競争力の程度、金融システムの強さなどについて評価する。 

「政治社会基盤」では国民の声を政治プロセスへ反映する制度や政治のチェックアンドバランス機能

が備わっているか、経済社会活動を司る法令や規則が順守されているかなどを分析する。これら要素は

政府の債務返済の意思の強さを見定める観点でも重要だ。国内政治・社会の不安定化リスクや対外関係

リスクの大きさについても検討する。 

 

1－2．政策運営 

政府と中央銀行の政策は雇用、投資、物価などその国の経済に作用し、財政状況や金融環境を通じて

ソブリンの債務返済能力に影響を及ぼす。「政策運営」では限りある財源を有効に活用し、経済の安定

と発展に資するバランスのとれた経済・財政政策を実施できているか、成長力の強化や財政の安定を促

す改革を進めているかを検討する。中央銀行の金融政策に関しては、物価の安定などの政策目標に沿っ

て運営しているかに注目する。 

 

1－3．財政状況・資金調達構造 

「財政状況・資金調達構造」では政府の財政状況と経済全体の資金調達の状況を分析する。「財政状

況」の分析ではストック指標である政府債務残高の規模と、同残高の過去の傾向と今後の見通しを把握

するとともに、債務の平均残存期間、利払い、保有者構成などを踏まえた債務への耐性も分析する。流

動性の高い金融資産を含め、政府あるいは公的部門が有する資産の規模も極力把握し、必要に応じて評

価に織り込む。フロー指標である財政収支については、収支動向に加え、景気変動に応じた柔軟な財政

運用が定着しているか、中長期の視点で財政規律を働かせているかといった要素も検討する。なお、財

政収支や政府債務は経済動向にも影響を受けるため、経済の安定性と成長力に関する評価とのバランス

を考慮し総合的に評価する必要がある。 

政府の将来にわたる資金繰りの安定度は、経済全体の資金調達の状況に左右される。「資金調達構造」
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では貯蓄投資バランスが示す国内資金の過不足、国内金融市場の発展の程度、為替制度、外貨準備高な

どを確認し国外からのショックに対する耐性を評価する。 

 

 

2．経済・政治社会基盤 

2－1．経済基盤  

経済基盤は「経済の規模と所得水準」、「経済の安定性と成長力」、「資金供給機能と金融システム

の安定性」の評価で構成される。 

 

中項目 小項目 定性・定量評価 

経済基盤 

経済の規模と所得水準 
名目 GDP 

1 人当たり名目 GDP 

経済の安定性と成長力 

経済の安定性 

経済成長のトレンド 

産業構造の高度化 

国際競争力を示す横断的指標 

資金供給機能と金融システ

ムの安定性 

資金供給機能 
国内向け与信（GDP 比） 

過不足のない資金供給（与信残高の伸び） 

金融システムの安定性 

 

1）経済の規模と所得水準 

経済規模はドル建ての名目国内総生産（GDP）で評価している。経済の規模が大きい国は、人口が多

く比較的厚い市場を有する傾向にあり、外部からのショックに対する耐性が一定程度あると考える。所

得水準の把握に際しドル建ての 1人当たり名目 GDPを重視する。天然資源への依存度が大きい産油国な

どを除けば、同値の高さは経済の成熟度の高さを反映していると考えられる。名目 GDP が大きく、1 人

当たり名目 GDP の値が高ければ、同項目の評価は高くなる。名目 GDP の値が非常に大きい半面、人口

も巨大で 1人当たり GDPが低い国も少なくない。その逆のケースもあることから、その国の発展段階や

人口動態も考慮しつつ評価する必要がある。 

 

評価のフレームワーク 

発⾏体格付

経済・政治社会
基盤 政策運営 財政状況・資⾦

調達構造
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2）経済の安定性と成長力 

実質 GDP 成長率が示す高い経済成長は税収の伸びなどを通じて財政収支の改善に寄与し、対 GDP 比

でみた政府債務残高の縮小につながる。特に新興国では高い経済成長への期待は国外からの資金流入を

促し、安定した資金調達を支える効果も見込める。一方、資産バブルが発生するなど内需が過熱した状

態であれば、将来、経済が急激に落ち込む潜在リスクを抱える状態といえる。経済が成熟した先進国に

比べ所得の低い新興国の成長率は高くなる傾向もあり、実質GDP成長率の相対的な大きさが評価の高低

に直結するわけではない。景気のサイクルを通じて経済成長の安定性を維持しつつ、産業基盤の高度化

などを背景に成長力が高まっているかの見極めが重要となる。 

具体的にはまず、経済の安定性に関し過去の成長率のボラティリティーを確認する。一定の成長率を

確保しつつボラティリティーが小さければ、安定成長を実現しているとの判断からプラスに評価する。

次に、見通しを含めた実質GDP成長率のトレンドについて、過去の平均成長率との対比で検討する。過

去平均と同水準かそれを上回る成長率を達成している、あるいは達成する見込みであることが望ましい。

仮に直近の経済成長率がマイナスとなっても、外的ショックに伴う一時的な低迷であって、向こう数年

の間に回復へ向かうと予想される場合、ネガティブな判断には結び付きにくい。 

 成長力の評価にあたっては、産業構造の分析も重要となる。第一次産業、第二次産業、第三次産業の

いずれの産業部門の割合が大きいかに注目する。特定の産業への依存度が高いなど産業構成の偏りが大

きいと経済の安定性に影響が及ぶ可能性がある。このため、産業の多様化が進んでいるかについて検討

する。温室効果ガス排出量の削減に向けた国際的な取り組み、あるいは気候変動がもたらす自然現象の

影響が及ぶ産業への依存度が高い場合には、影響の時間軸を踏まえて評価に反映する。 

産業の競争力についての理解も必要だ。付加価値の高い製品・サービスを提供し、国際的にも強い競

争力を有する産業が整っていれば評価は高くなる。国内資本のみならず国外からの直接投資を通じてこ

うした企業や産業の集積が進むことも、産業基盤の高度化に資すると判断される。国際競争力に関して

は、信頼できる公的機関が作成した国際競争力を示す横断的な指標も参照する。 

  

3）資金供給機能と金融システムの安定性 

金融システムが円滑に資金を供給すると共にその安定性の維持が見込まれることは、経済の安定成長

にとって不可欠な要素だ。資金供給機能に関しては、主に金融機関の国内向け与信残高の対GDP比を確

認する。一般に、同比率の高さは資金供給機能の強さの表れと捉えられる半面、急速な比率の上昇は過

剰な信用供与が疑われ、将来において金融システムの安定性が損なわれる懸念が強まる。一方、同比率

の著しい低下は信用収縮の懸念につながり、経済に下押し圧力がかかっている可能性を示唆する。資金

供給が過不足なく行われているかを把握するために、与信残高の伸びの長期トレンドを確認する。 

金融システムの安定性については、金融部門の構造と金融市場の成熟度を把握すると共に、主要な金

融機関のリスク耐久力、流動性、資産の質などの要素を踏まえて総合的に判断する。金融監督機関が公

表するストレステストの結果が入手できる場合は、必要に応じ判断材料として利用する。その国の金融

ビジネスが対象とする市場を理解することも重要だ。国内だけでなく、国外の市場を営業基盤とする事

業が相当程度の割合を占めることもあるからだ。ドルやユーロなど外貨建ての与信や預金が一般的とな

っている国もあり、借り手と貸し手双方の為替リスクの程度についても確認する。国外市場への依存度

が大きい、あるいは外貨建ての資産・負債が大きい場合、そのリスクに応じた規制が整備されているか
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などを評価に織り込む。 

 

2－2．政治社会基盤  

政治社会基盤は「政治体制の安定性」、「社会経済制度の順守」、「国内政治・社会の不安定化リス

ク」、および「対外関係リスク」の評価で構成される。 
 

中項目 小項目 

政治社会基盤 

政治体制の安定性 

社会経済制度の順守 

国内政治・社会の不安定化リスク 

対外関係リスク 

 

1）政治体制の安定性 

 政治体制の安定性は、政府の債務返済を支える経済・財政政策を立案・実施するための基盤であり、 

国を統治する制度や政治組織などによって左右される。政治体制の安定性を判断するにあたっては、政

治プロセスに国民の声が反映される制度が整っているか、権限の一極集中を避けるチェックアンドバラ

ンス機能が整備されているか、選出された政府が国際社会で信頼を得ているかなどを分析する。さらに、

政権の選択に国民がどの程度参加できているか、表現等の自由がどの程度確保されているかについて、

信頼できる公的機関が作成した横断的な指標も参照する。 

 

2）社会経済制度の順守 

政府、市民、企業が経済社会活動を司る制度を順守し、そうした活動が制度によって守られる確実性

が高いほど、政府の債務返済の意思も強くなると R&I は考えている。社会経済制度の順守は法の支配の

確立度合いと汚職状況に関する、信頼できる公的機関が作成した横断的指標を参照しつつ評価する。も

っとも、法の順守・汚職状況は政権の政策や政治社会情勢に影響を受ける。例えば、政府が汚職対策を

重要の政策課題として取り組みを進めれば、汚職の程度が徐々に改善していくことが期待される。こ

のため、その時々の状況と見通しも踏まえる必要がある。 

 

3）国内政治・社会の不安定化リスク 

政権内の対立による政治の停滞、頻繁な選挙の実施や政権交代、政治の空白などの政治リスクは、政

策の確実性や継続性の低下を通じて政府の債務返済能力に影響を及ぼす。先行き不透明感が経済活動の

停滞を招くこともある。政治の問題が経済・財政状況に影響を及ぼしかねない状態、大規模な暴動、ク

ーデター、内乱の発生やそれらの懸念が強まる場合は、評価にマイナスに働く。貧富の格差、宗教や民

族間の対立、移民の増加など政治・社会的緊張を高めかねない要素の有無も評価に織り込む。 

 

4）対外関係リスク 

特定国・地域との軍事的あるいは社会的緊張の高まりなどの地政学リスクの程度を評価する。武力衝

突のみならず、特定国・地域との貿易摩擦の激化、外交関係の悪化などの国際的な経済関係リスクにつ

いても、当該国政府の債務返済能力という観点から検討する必要がある。 
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3．政策運営 

政策運営は「政策を立案し実行する能力」、政府を主体とする「経済・財政政策の適切性」、中央銀

行が主として担う「金融政策の適切性」の評価で構成される。 

 

 

1）政策を立案し実行する能力 

健全な政策を立案し実行する政府の能力を把握する。公共部門の質と政策立案・実行に関する政府の

信頼性、民間部門の発展に資する健全な規制枠組みを整備する政府の能力について、信頼できる公的機

関が作成した横断的指標を参照しながら評価する。政府が高い政策遂行能力を有している国では、政策

運営の実効性や安定性が保たれ、民間企業の活動を促す政策を通じて経済の安定成長が期待できる。政

策運営の能力は時の政権の政治的スタンスや経済・社会情勢などの要因も影響することがあるため、必

要に応じて評価に織り込む。 

 

2）経済・財政政策の適切性 

政府が立案し実施する経済・財政政策について、債務の返済能力という観点からその適切性を評価す

る。労働、資本、生産性など経済成長を支える要素の改善につながる政策や改革を通じ、バランスのと

れた成長を成し遂げた実績があれば評価にはプラスとなる。向こう数年間でそうした取り組みが進む可

能性も検討する。経常収支の大幅な赤字や恒常的な失業率の高さといった不均衡を抱え、その是正が進

まないような場合は評価が低くなる。政策の実行にあたっては債務の持続可能性とのバランスを保つ必

要がある。経済・社会が直面する課題に取り組むとともに、財源と支出余地の確保に向けて適切な税制

が整備されているか、あるいは整備に向けた取り組みが続けられているかなどを検討する。経済・金融

危機、経済基盤に深刻な打撃を与えかねない大規模な自然災害の発生など、不測の事態への対応状況も

評価の対象になる。 

 

3）金融政策の適切性 

 金融政策の目標が明確に示されていることが重要だ。その上で、政治的介入の有無など目標を達成す

るための環境が整っているか、過去から現在にわたり目標に沿った政策運営を続けているか、向こう数

年間の目標の達成が見込めるか、などについて評価する。多くの国の中央銀行では物価の安定を主要な

政策目標に据えている。インフレ率が長期間にわたって目標圏内に抑制できていない、あるいはその変

動が大きい場合は有効な政策が実行できていない可能性が高いとの判断から、評価は低くなる。また為

替の変動が著しく大きい、あるいは金融政策が経済の不均衡を誘発していると考えられる場合も、評価

にはマイナスとなる。 

 

4．財政状況・資金調達構造 

4－1．財政状況  

中項目 小項目 

政策運営 
政策を立案し実行する能力 
経済・財政政策の適切性 

金融政策の適切性 



 

  格付方法 
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財政状況は「政府債務」と「財政収支」の評価で構成される。 

 

中項目 小項目 定性・定量評価 

財政状況 

政府債務 

債務残高（GDP 比） 

債務残高のトレンド 

債務への耐性 

財政収支 

 

財政収支（GDP 比） 

財政規律維持の確実性 

 

1）政府債務 

政府債務の評価は債務残高、そのトレンド、債務への耐性で構成される。債務残高は基本的に一般政

府部門（中央政府、地方政府、社会保障基金を統合した政府）を対象とし、GDP との対比で水準を定量

的に捉える。また、同比率が増加あるいは低下傾向にあるのかを確認し、数年先の見通しを踏まえてト

レンドを分析する。潜在的な債務負担も分析して判断に織り込む。政府債務に含まれない公企業等に対

する政府保証が履行されれば、債務の増加要因となる。経済危機や自然災害など受けた財政出動に伴い

債務比率が大幅に増加することもある。増加が一時的か中長期的かを見定める必要がある。 

返済負担の大きさを中心とした債務への耐性についての評価も必要だ。債務比率の大きさは、必ずし

も返済負担の重さを意味するわけではない。債務の平均の残存期間が長く金利が低い、自国通貨建債務

の割合が多いなど債務構造が良好であれば、返済負担は抑えられる。債券の大半を国内の投資家あるい

は長期保有を志向する機関が保有していれば、借り換えの不確実性は緩和される。資産についても検討

が必要だ。過去の財政余剰などを積み立てた金融資産を保有していれば、資金調達の負担を軽減できる。

総債務から流動性の高い金融資産を控除した純債務など、国ごとに入手可能な公表値を利用しつつ、必

要に応じて評価に織り込む。 

 

2）財政収支 

一般政府部門の財政収支の対GDP比を把握することが起点となる。単年度の収支値は景気動向や政策

要因によって変動があることから、将来見通しを含めた複数年間の値を参照し、黒字か赤字かを確認す

る。経済の安定性確保が財政政策の重要な目的の一つであり、景気後退期には財政出動を通じて経済の

下支えに取り組むことが求められる。こうした政策に伴う財政収支の悪化は、一時的である限りマイナ

スに評価する必要性は薄い。景気の回復に伴って政策の軸を財政健全化へと移していくことができるか

を見定めることが重要だ。 

景気の拡大期・後退期というサイクルを通じ、中長期的な収支の安定化を図ることが規律ある財政運

営だと R&I は考えている。財政規律維持の確実性については、過去に規律を重視した政策が実行されて

きたか否かなどを確認し評価する。財政収支や政府債務残高などの数値目標を設定する財政ルール、向

こう数年間の財政収支計画を示す中期財政フレームワーク、財政委員会など目標の順守を管理する第三

者機関の有無といった制度の整備と順守状況も、規律維持の確実性の判断の際に考慮する。 

 

4－2．資金調達構造 

資金調達構造は「国内資金の過不足」と「内外資金の利用可能性と環境の変化に対する耐性」の評価
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で構成される。 

 
中項目 小項目 定性・定量評価 

資金調達構造 

国内資金の過不足 
経常収支（GDP 比） 

経常収支のトレンド 

内外資金の利用可能性と

環境の変化に対する耐性 

純国際投資ポジション（GDP 比） 

内外資金の利用可能性 

 

1）国内資金の過不足 

国内資金の過不足の把握には経常収支の対 GDP 比を重視している。経常収支は国民経済計算（SNA）

ベースでみた貯蓄と純投資の差額と等しくなり、黒字は国内の貯蓄が投資を超えている状況を示す。こ

の場合、政府部門の収支が赤字でも、民間の貯蓄超過で補って余りある状態となっている。同比率が増

加あるいは低下する傾向にあるのかを確認し、数年先の見通しを踏まえたトレンドの分析も加える。直

近の経常収支が黒字となっていても、かつて赤字が長期間続いていた場合と、恒常的に黒字が続いてい

た場合とでは、国内資金の累積過不足額には大きな差があると考えられるからだ。 

 

2）内外資金の利用可能性と環境の変化に対する耐性 

内外資金の利用可能性の評価では、経済全体の資金調達の構造と状況を分析する。評価のポイントと

なるのは、為替制度、国内金融市場の発展の程度、金融市場の動向、外貨準備高の水準、外貨への交換

や外貨調達の難易度だ。基軸通貨を発行する米国は常に国内外の金融市場から円滑に資金を調達できる

状況にあり、 上級の評価となる。その他、通貨が準備通貨とみなされる国も相応に高い評価となるも

のの、共通通貨ユーロの導入国については国内金融市場の発展の程度や金融市場の動向などを踏まえて

各国別に判断する。外貨準備高は基本的に一年以内に償還を迎える短期対外債務との対比で評価する。

十分な外貨準備高を確保していない場合、国際通貨基金（IMF）などの国際機関による外貨支援、外国

政府との間で外貨を融通する取り決めがあれば、下支え要因として考慮する。 

環境の変化に対する耐性は、政府と民間部門を含む経済全体の対外資産・負債の状況を示す国際投資

ポジションを基に評価する。資産から負債を控除したネットの値が対GDP比でどの程度の水準にあるか

がポイントになる。負債が資産を上回っている程度が大きいほど、国際的な金融市場の変動に対する耐

性は低いと評価する。 

 

5．ESG 要素の捉え方 

 ESG（環境・社会・ガバナンス）要素については経済・政治社会基盤、政策運営、財政状況・資金調

達構造の各評価項目において、必要に応じて検討している。環境要素である自然災害の発生や低炭素社

会への適応は、当該国の産業構造の特性に応じて経済の安定性と成長力の評価に影響を及ぼすと考えら

れる。政府支出の増大や税収構造の変化を通じて財政状況や政策運営に作用する可能性もある。社会要

素のうち高齢化や人口減少は、生産性向上の取り組みが進まなければ経済基盤や財政状況の重荷となり

かねない。貧困や格差の問題は社会不安や政治リスクにつながりやすく、テロ・紛争リスクとともに政

治社会基盤の評価に織り込む。ガバナンス要素は社会経済制度や政策立案・実行能力などの評価を中心

に、主に政治社会基盤と政策運営で捉えている。ESG 要素は長い時間を経て影響が及びそうなリスクも

多く、時間軸を踏まえつつ格付への反映を検討する。 
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＊これまで公表した同種の格付方法は、本稿に代替されます。 
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