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はじめに 
 
概要 

 
この資料では、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数の方針及び実務に基づき、構成銘柄や指数に

おいて取られる行動を説明しています。当社の指数を理解し、上手く使うためには、様々な種類の指数アクショ
ンが生じた時に、どのように指数の調整が行われ、これらのイベントがどのように取り扱われるかについて知る
ことが重要です。当社では、指数アクションのグローバルな取り扱いにおいてできる限り一貫性と透明性を確保
することを目標としています。しかし、現地市場やセクターの慣行が主要な判断に影響を及ぼす可能性がありま

す。したがって、この資料では、大半の債券指数に適用可能な一般的なアプローチについて要点を説明しま
す。ただし、いくつかの指数は一般的なアプローチとは異なる場合があるため、各指数における固有のメソドロ
ジーをレビューすることが必要不可欠であると言えます。 

 
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスでは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数における固定利付証券
の構成銘柄に影響を及ぼすイベントに対処するため、様々なプロセスを使っています。この資料は、S&P ダウ・
ジョーンズ・インデックスの債券指数における債券の構成銘柄に影響を及ぼす重要なイベントの一般的な概要を

提供することを目的としています。この資料では、固定利付証券に影響を及ぼす共通のイベントについて説明し
ており、これらのイベントに対してS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスがどのように対処しているかについての定
義や、一般的な方針及び手順も記載されています。 

 
この資料を通して使用されている定義された用語（付属資料Ⅱを参照）は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
や、米国証券業金融市場協会（SIFMA）、地方債規則制定委員会（MSRB）などのソース（ただし、これらに限定
されない）から入手しています。 

 
この資料は、それぞれの指数メソドロジーにおいて概要が説明されている様々な方針や手順の代わりとなること
を目的としていません。特定の指数に適用可能な方針や手順に関する詳細については、各指数のメソドロジーを
参照ください。 
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債券イベント及びリバランス 
 
クレジット・イベントやコーポレート・アクションは、世界中の債券市場で日々起きている出来事です。本資料では、

信用格付けの引き上げ・引き下げ、及びデフォルトなど、より一般的ないくつかのクレジット・イベントについて詳
述します。さらに、コール・プット、合併・買収、及び証券の借り換えなど、多くの一般的なコーポレート・アクション
についても説明します。これらのアクションの影響を指数に反映するために、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
は一般に、クレジット・イベントやコーポレート・アクションに関連する以下のようなリバランス・ルールに従って債券

指数を維持しています。債券指数は通常、毎月レビューされ、リバランスされます。とは言うものの、指数委員会
は、指数委員会が適切であると考える時はいつでも指数への調整を行う権利を留保します。 

 
一般的なルール： 

• リバランス参照日（リバランス日の取引終了時までを含む）までに公に入手可能な情報は、リバランスに
おいて考慮される。 

• 月次の（または定期的な）リバランスにより生じる指数への追加、指数からの除外、及び指数へのその
他の変更は、リバランス公表日の営業終了後に公表される。 

• 公表される指数変更は通常、修正の対象にならず、リバランス日（通常はその月の最終営業日）の営業
終了後に有効になる。 

• 適格証券は、月次の（または定期的な）リバランス手順のスケジュールに従って次のリバランス日に指数
に加えられる。 

• 指数の次のリバランス日時点において適格性ファクターのいずれか1つでも満たしていない指数債券
は、リバランス日に指数から除外される。 

• 指数債券のクレジット・イベントとコーポレート・アクションはリバランス参照日に調整され、格上げ、格下
げ、部分的なコール、及びテンダーなどにより前回リバランス日以降に生じた変更が反映される。リバラ
ンス日において、指数債券の額面残高が指数のメソドロジーに定められている最低額を下回った場合、
その債券は次のリバランス日に指数から除外される。 

 
一般に、指数のリバランスは以下のような月次スケジュールに従います： 

• リバランス日：  リバランス期間の最終日（T） 

• 公表日：  リバランス・プロフォーマの初日（Tマイナス3日） 

• 参照日：  日付：全ての適格日が評価された日付（Tマイナス4日） 
 
全ての日数は取引終了後からとなり、営業日でカウントします。各指数（または指数ファミリー）はそれぞれのリバ
ランス・スケジュールを維持しているため、具体的な指数のリバランス方針及び手順（指数の参照日、公表日及び
リバランス日など）に関しては、各指数のそれぞれのメソドロジーを参照ください。 
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クレジット・イベント 
 

信用格付けの改訂 

 
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数のファミリー内で、構成銘柄に関する適格性基準は指数により異
なります。この内の一つの側面は構成銘柄の信用格付けです。構成銘柄が「投資適格」であることを必要とする
指数もあります。一部の指数では、構成銘柄は「ハイ・イールド」または「投機的」である必要があります。特定の
格付けや格付けの範囲が必要な指数がある一方で、信用格付け要件が全くない指数もあります。 

 
一般に、指数に適格な債券の格付けに基づいて指数への適格性が評価されます。債券レベルの格付けの代わ
りに、発行体の格付けが適用される場合があります。例えば、ソブリン債指数では、各ソブリン債銘柄の格付け
の代わりに発行体の長期外貨建て格付けを適用する場合があります。 

 
信用格付けが構成銘柄の適格性要因となる債券指数については、格付けの改訂により、次回の月次の（または
定期的な）リバランス時において債券が指数に追加され、または指数から削除されることがあります。格付けの改
訂による指数の変更は、月中（または期間中）には行われません。 

 
一般的に、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは以下の 3つの信用格付け会社による信用格付けを用いていま
す： 

• S&P グローバル・レーティング（SPGR） 

• ムーディーズ・インベスターズ・サービス（MIS） 

• フィッチ・レーティングス（FR） 
 
ただし、場合によっては、それぞれの指数のメソドロジー資料に記述のとおり、追加の信用格付け会社が用いら
れることもあります。例えば、S&P 中国ハイ・クオリティ社債指数の適格性ルールでは、各指数構成銘柄が上記3

つの主要信用格付け会社の少なくとも1つ、または中国の公認格付け会社により格付けを付与されていることが
必要となります。 

 
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが使用する信用格付けの質と一貫性を確保するため、上記の3つの主要信用
格付け会社以外の信用格付け会社を用いる場合には、一定の要件が義務付けられています。例えば、S&P 中
国ハイ・クオリティ社債指数の適格性ルールでは、指数の各構成銘柄が中国の公認格付け会社によりAAAの格

付けを付与されている必要があります。 

 
指数（及びサブ指数）の大半が3つの主要格付け会社すべての信用格付けを用いる一方、各指数のそれぞれの
メソドロジーに開示されているように、2つの格付け会社（例えば、MIS及びSPGR）または1つの格付け会社（例

えば、SPGR）だけの格付けを用いる指数もあることに留意ください。 

 
一般的なルールとして、また、透明性や統一性を高めるため、指数構成銘柄が1つ以上の適格な格付け会社か
ら格付けを付与されている場合、指数の適格性目的を維持する上で最低の格付けが用いられます。しかし、特定

の格付け基準に関する具体的な適格要件及び関連する方針については、各指数のメソドロジーを参照ください。 
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シナリオ 

指数計算の目的において、信用格付けの改訂に関する主な質問は以下の通りです。  

• 追加‐指数外の証券が指数の構成銘柄になるか？ 

• 削除‐指数証券は指数の採用銘柄としてとどまるか？ 

 
これらの質問に答えるためには、指数の信用格付け基準を知る必要があります。一般に、S&Pダウ・ジョーンズ・
インデックスは以下の主要な信用格付け基準を用いています：  

1． 投資適格‐（SPGRによる BBB-以上の格付け、FRによる BBB-以上の格付け、MISによる Baa3以
上の格付け） 

2． ハイ・イールド‐（SPGRによる格付けなし、またはBB+以下の格付け、FRによる格付けなし、または
BB+以下の格付け、MISによる格付けなし、またはBa1以下の格付け） 

3． 格付けバンド‐特定の格付け範囲（例えば、AAバンドの指数またはサブ指数は、指数構成銘柄が
SPGRによる AA-、AA、AA+の格付けを付与されている必要があることを規定している） 

4．格付けなしの基準 

 
各指数の具体的な方針、手順及び格付けの適格性基準については、各指数のそれぞれのメソドロジーを参照く
ださい。 

 
本資料においては、上記の 1から 3までの主要な格付け基準のそれぞれの例や、それらに関するシナリオにつ
いて検討します。格付けの改訂は指数構成銘柄の適格性を決定する上で影響を及ぼさないため、4は対象とし
ません。 
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シナリオ 1 – 投資適格債の格付け見直し 

シナリオ 1a： 

格付け基準 = 

投資適格級 

(≥BBB-、≥BBB-、≥Baa3) 

指数証券は各リバランス日の

間に格下げされる。 

質問： 

格下げ後の格付けは適格性基準の

最低格付けを下回っているか？ 

例： 

イエスの場合：BBB- から BB+ に格

下げ 

ノーの場合：A- から BBB+ に格下げ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、次のリバランス

時に指数から除外される。 

質問の答えがノーの場合、指数証券は指数

にとどまる。ただし、その他の適格性基準が

全て満たされていることが前提となる。 

シナリオ 1b： 

格付け基準 = 

投資適格級 

(≥BBB-、≥BBB-、≥Baa3) 

指数証券が各リバランス日の

間に格上げされる。 

質問： 

格上げ後の格付けは投資適格級の

最低格付けを依然として上回ってい

るため、質問の必要はない。 

例： 

BBB- から BBB に格上げ 

判断： 

指数証券は指数にとどまる。ただし、その他

の適格性基準が全て満たされていることが

前提となる。 

シナリオ 1c： 

格付け基準 = 

投資適格級 

(≥BBB-、≥BBB-、≥Baa3) 

指数外の証券が各リバランス

日の間に格上げされる。 

質問： 

格上げ後の格付けは適格性基準の

最低格付けと同等か、またはそれを

上回っているか？ 

例： 

イエスの場合：BB+ から BBB- に格

上げ 

ノーの場合：BB- から BB に格上げ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、証券は次のリ

バランス時に指数に追加される。ただし、そ

の他の適格性基準が全て満たされているこ

とが前提となる。 

質問の答えがノーの場合、証券は次のリバ

ランス時に指数に追加されない。 

シナリオ 1d： 

格付け基準 = 

投資適格級 

(≥BBB-、≥BBB-、≥Baa3) 

指数外の証券が各リバランス

日の間に格下げされる。 

質問： 

格下げ後の格付けは投資適格級の

最低格付けを依然として下回ってい

るため、質問の必要はない。 

例： 

BB+ から BB に格下げ 

判断： 

投資適格級の適格性基準を依然として満た

していないため、指数外の証券は指数に追

加されない。 
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シナリオ 2 – ハイ・イールド債の格付け見直し 

シナリオ 2a： 

格付け基準 = 

ハイ・イールド級 

(NR または ≤BB+、NR または 

≤BB+、NR または ≤Ba1) 

指数証券が各リバランス日の

間に格上げされる。 

質問： 

格上げ後の格付けは適格性基準の

最高格付けを上回っているか？ 

例： 

イエスの場合：BB+ から BBB- に格

上げ 

ノーの場合：BB から BB+ に格上げ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、次のリバランス

時に指数から除外される。 

質問の答えがノーの場合、指数証券は指数

にとどまる。ただし、その他の適格性基準が

全て満たされていることが前提となる。 

シナリオ 2b： 

格付け基準 = 

ハイ・イールド級 

(NR または ≤BB+、NR または 

≤BB+、NR または ≤Ba1) 

指数証券がリバランス日の間

に格下げされる。 

質問： 

格下げ後の格付けはハイ・イールド

級の最高格付けを依然として下回っ

ているため、質問の必要はない。 

例： 

BB+ から BB に格下げ 

判断： 

指数証券は指数にとどまる。ただし、その他

の適格性基準が全て満たされていることが

前提となる。 

シナリオ 2c： 

格付け基準 = 

ハイ・イールド級 

(NR または ≤BB+、NR または 

≤BB+、NR または ≤Ba1) 

指数外の証券が各リバランス

日の間に格下げされる。 

質問： 

格下げ後の格付けは適格性基準の

最高格付けと同等か、またはそれを

下回るか？ 

例： 

イエスの場合：BBB- から BB+ に格

下げ 

ノーの場合：AAから AA- に格下げ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、証券は次のリ

バランス時に指数に追加される。ただし、そ

の他の適格性要件が全て満たされているこ

とが前提となる。 

質問の答えがノーの場合、証券は次のリバ

ランス時に指数に追加されない。 

シナリオ 2d： 

格付け基準 = 

ハイ・イールド級 

(NR または ≤BB+、NR または 

≤BB+、NR または ≤Ba1) 

指数外の証券が各リバランス

日の間に格上げされる。 

質問： 

格上げ後の格付けはハイ・イールド

級の最高格付けを依然として上回っ

ているため、質問の必要はない 

例： 

BBB- から BBBに格上げ 

判断： 

ハイ・イールド級の適格性要件を依然として

満たしていないため、指数外の証券は指数

に追加されない。 
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シナリオ 3 – 格付けバンドの格付け見直し 

シナリオ 3a： 

格付け基準 = 

AA バンド 

(SPGRによる格付けがAA-、

AA、AA+) 

指数証券が各リバランス日の

間に格上げされる。 

質問： 

格上げ後の格付けは適格性基準の

最高格付けを上回っているか？ 

例： 

イエスの場合：AA+ から AAAに格上

げ 

ノーの場合：AA- から AAに格上げ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、次のリバランス

時に指数から除外される。 

質問の答えがノーの場合、指数証券は指数

にとどまる。ただし、その他の適格性要件が

全て満たされていることが条件となる。 

シナリオ 3b： 

格付け基準 = 

AA バンド 

(SPGRによる格付けがAA-、

AA、AA+) 

指数証券が各リバランス日の

間に格下げされる。 

質問： 

格下げ後の格付けは適格性基準の

最低格付けを下回っているか？ 

例： 

イエスの場合：AA- から A+ に格下

げ 

ノーの場合：AA から AA- に格下げ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、次のリバランス

時に指数から除外される。 

質問の答えがノーの場合、指数証券は指数

にとどまる。ただし、その他の適格性要件が

全て満たされていることが前提となる。 

シナリオ 3c： 

格付け基準 = 

AA バンド 

(SPGRによる格付けがAA-、

AA、AA+) 

指数外の証券が各リバランス

日の間に格下げされる。 

質問： 

格下げ後の格付けは格付けバンドの

範囲内にあるか？ 

例： 

イエスの場合：AAA から AA+ に格

下げ 

ノーの場合：A- から BBB+ に格下げ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、証券は次のリ

バランス時に指数に追加される。ただし、そ

の他の適格性要件が全て満たされているこ

とが前提となる。 

質問の答えがノーの場合、証券は次のリバ

ランス時に指数に追加されない。 

シナリオ 3d： 

格付け基準 = 

AA バンド 

(SPGRによる格付けがAA-、

AA、AA+) 

指数外の証券が各リバランス

日の間に格上げされる。 

質問： 

格上げ後の格付けは格付けバンドの

範囲内にあるか？ 

例： 

イエスの場合：A+ から AA に格上げ 

ノーの場合：BBB+ から A- に格上げ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、証券は次のリ

バランス時に指数に追加される。ただし、そ

の他の適格性要件が全て満たされているこ

とが前提となる。 

質問の答えがノーの場合、証券は次のリバ

ランス時に指数に追加されない。 

 

デフォルト 

 
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数ファミリー内において、それぞれの指数の構成銘柄に関する適格
性基準は指数ごとに異なります。このうちの一つは証券がデフォルトしているか否かがこうした相違の一つの側
面となります。 
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サービス・プロバイダーから受け取った指数構成銘柄のデータは、それがデフォルトしている場合、特別な印がつ

けられます。 

 
デフォルトの取り扱いは一般的に以下の通りとなります： 
 
デフォルトした債券は、メソドロジーに明記されていない限り、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスから除外されま
す（例えば、S&P 地方債デフォルト指数）。指数債券がデフォルトした場合、その証券は次のリバランス日に除外
されます。 

 
一般的にデフォルトした証券はサービス・プロバイダーが受領する日々の価格でその指数にとどまり、この価格
は基準回収率を反映します。しかし、その証券は追加の利息が発生することなく計上されます。ベンダーがもは
やデフォルトした証券の日々の価格を発表しなくなった場合、その証券はその月末のリバランスまで最後に受け
た価格で指数にとどまり、月末のリバランス時に指数から削除されます。しかし、指数委員会は異なる価格で証

券を指数から除外することを決定し、価格を0ドルに定める場合もあります。指数委員会の決定は最終的なものと
なります。 

 
デフォルトした構成銘柄に関する具体的な指数の方針に関する詳細については、各指数のそれぞれのメソドロジ

ーを参照ください。 

シナリオ 

指数計算の目的において、デフォルトに関する主な質問は以下の通りです。 

• 追加‐デフォルトした指数外の証券が指数構成銘柄になるか？ 

• 削除‐指数構成銘柄がデフォルトした場合、指数の採用銘柄としてとどまるか？ 

 
追加‐デフォルトした指数外の証券は指数に組み入れられません。 

 
削除‐上記の質問に答えるため、以下のシナリオを考察する必要があります： 
 

シナリオ 1 – デフォルト 
シナリオ 1a：   

指数証券のデフォルト 

その他の適格性要件が全て満たされていると仮定した場合の判断： 

指数証券は次のリバランス時まで、ベンダーから提供される日々の価格で指数にとどまる。デフ

ォルトした証券については全ての利息の未収計上を停止する。 

その証券は次のリバランス時に指数から除外される。さらに、デフォルトした証券については全

ての利息の未収計上を停止する。しかし、指数委員会は証券が異なる価格で指数から除外され

ることを決断する場合があり、0.00 ドルの価格を設定することもある。指数委員会の判断は最終

決定となる。 

 
それぞれの指数の具体的な方針、手順及び格付け適格性基準については、各指数のそれぞれのメソドロジーを
参照ください。 

コーポレート・アクション・イベント 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数ファミリー内において、それぞれの指数の構成銘柄に関する適格
性基準は指数ごとに異なります。例えば、組み込まれたオプションを有する債券を採用できる指数と、そうでない
指数があります。一部の指数ではコーラブル債が全て除外される一方、その他の指数ではコーラブル債の組み

入れが認められています。コーラブル債の組み入れを認めているこれらの指数では、指数メソドロジーに説明さ
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れているように、債券は適用可能な適格性基準に従う必要があります。この適格性基準には通常、完全な強制
的償還（償還日、コール日、及び（または）プット日）までの最低期間や、最低額面残高が含まれています。債券
指数の大部分において、償還日及び（または）強制的コール日までの最低期間は、次の指数リバランス日時点で

少なくとも1暦月プラス1暦日となります。 

コール 

コーラブル債の採用が可能な債券指数に関して、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスでは強制的コールの事例を
積極的に追跡調査します。強制的コールにより、債券は次のリバランス日に指数から除外される場合がありま
す。 

 
強制的コール条項を有する債券は通常、次の理由によりリバランス時に指数から除外されます。 

• コールまでの最低期間要件を有する指数：コールまでの期間が、指数のメソドロジーにおいて必要とさ
れている最低期間よりも短いような完全な強制的コールが予定されている債券。 

• コールまでの最低期間要件のない指数：強制的コールの対象であり、その月（または期間）の間にその

債券の完全なコールが行われる債券。 

任意コールはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスにより積極的に追跡調査されません。額面の変更はリバランス
日に考慮されるに過ぎません。 

 
完全な強制的コールの対象となる債券の場合、利息は通常、債券が償還され、完済される強制的コール日まで
（ただし、その日は含まない）発生します。したがって、債券がリバランス日に指数から除外されるが、これが完全
な強制的コール日の前の場合（強制的コール日までの期間が最低要件を満たしていないため）、債券は指数か

ら除外されているため、リバランス日後に債券の利息は発生せず、リターンの計算に含まれません。 

シナリオ 

指数計算の目的において、合併または買収に関する主な質問は以下の通りです。 

• 削除‐指数証券が指数の採用銘柄としてとどまるか？ 

 
この質問に答えるためには、そのコールが強制的であるか、または任意であるか、また、そのコールが完全か、

または部分的かを知る必要があります。 

 
完全な強制的コールにより指数から指数債券を除外するかどうかを判断する上での重要な決定要因は、強制的
コール日までの期間です。リバランス時に償還日またはコール日までの期間が指数の適格性基準で求められる

最低期間より短い場合、その債券はリバランス時に除外されます。部分的なコールに関して、指数から指数債券
を除外するかどうかを判断する上での重要な決定要因は、残りの額面残高が、指数メソドロジーに定められてい
る指数の適格性要件で求められる最低額面残高を上回っているか、または等しいかどうかになります。リバラン
ス時に部分的にコールされる債券の額面残高が最低必要額を下回っている場合、その債券はそのリバランス時
に指数から除外されます。 
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シナリオ 1 – コール 

シナリオ 1a： 

完全な強制的

コール 

一般に、指数債券が指数にとどまるためには、指数

メソドロジーに定められているように、指数債券は次

のリバランス日時点において、強制的コール日まで

の最低期間（通常、1ヶ月以上）を確保している必要

がある。そうでない場合は、次のリバランス日に指数

から除外される。 

質問： 

強制的コール日までの期間は、指数メソドロジーで

必要とされている最低期間より長いか、またはそれ

と同じか？ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、債券は指数に

とどまる。 

質問の答えがノーの場合、リバランス日時点

で指数から除外される。 

シナリオ 1b： 

部分的な強制

的コール 

一般に、指数債券が指数にとどまるためには、指数

メソドロジーに定められているように、指数債券は次

のリバランス日時点において、最低額面残高を確保

している必要がある。そうでない場合は、次のリバラ

ンス日に指数から除外される。 

質問： 

指数債券の額面残高は、指数メソドロジーで必要と

されている最低額を上回っているか、またはそれに

等しいか？ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、債券は新たな

額面残高（部分的なコールや、テンダー、減

債基金支払いなどを除いた額面）で指数にと

どまる。 

質問の答えがノーの場合、リバランス日時点

で指数から除外される。 

シナリオ 1c： 

任意コール 

任意コールの通知は通常、コール行使日の 30日～

60日前に送られる（ただし、発行体によって異なる

場合がある）。任意コールが行使されるまで、その結

果は分からないため、S&P ダウ・ジョーンズ・インデ

ックスは任意コールが行使されるまで（コール行使日

まで）待つ。コールが行使された場合、アナリストは

指数債券の残りの額面残高を決定し（額面残高があ

る場合）、さらにどのような措置を講じるかを決定す

ることができる。 

質問： 

リバランス参照日時点において、新たな額面残高（コ

ールや、テンダー、減債基金支払いなどを調整した

残高）は、指数メソドロジーに定められている最低額

面残高の適格性基準を満たしているか？ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、債券は新たな

額面残高（コールや、テンダー、減債基金支

払いなどを除いた額面）で指数にとどまる。 

質問の答えがノーの場合、リバランス日時点

で指数から除外される。 
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プット及びテンダー 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数ファミリー内において、それぞれの指数の構成銘柄に関する適格
性基準は指数ごとに異なります。例えば、組み込まれたオプショナリティを有する債券を採用できる指数と、そう
でない指数があります。一部の指数ではプッタブル債が全て除外される一方、その他の指数ではプッタブル債の
組み入れが認められています。プッタブル債の組み入れを認めているこれらの指数では、指数メソドロジーに説

明されているように、債券は適用可能な適格性基準に従う必要があります。この適格性基準には通常、強制的
償還（償還日、コール日、及び（または）プット日）までの最低期間や、最低額面残高が含まれています。債券指
数の大部分において、償還日及び（または）強制的プット日までの最低期間は、次の指数リバランス日時点で少
なくとも 1暦月プラス 1暦日となります。ただし、いくつかの指数はこれと異なる場合があります。 

 

証券の適格性要件に関する詳細については、各指数のメソドロジーを参照ください。 

プッタブル債の採用が可能なこれらの指数に関して、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスでは強制的テンダーの

事例を積極的に追跡調査します。強制的テンダーにより、債券は次のリバランス日に指数から除外される場合が

あります。 

強制的テンダー条項のある債券は通常、以下の理由により、リバランス時に指数から除外されます。 

• プットまでの最低期間要件を有する指数：プットまでの期間が、指数のメソドロジーにおいて必要とされて

いる最低期間よりも短いような完全な強制的コールが予定されている債券。 

• プットまでの最低期間要件のない指数：強制的テンダーの対象であり、その月（または期間）の間にその
債券の完全なテンダーが行われる債券。 

 

任意テンダーは S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスにより積極的に追跡調査されず、したがって、任意テンダー
はリバランス日に考慮されるに過ぎません。リバランス日には、指数債券の額面は、部分的なコールやテンダー
などにより前回リバランス日以降に生じた変更を反映するために調整されます。リバランス日において、指数債
券の額面残高が指数のメソドロジーに定められている最低額を下回った場合、その債券はリバランス日に指数
から除外されます。 

シナリオ 

指数計算の目的において、債券のテンダーに関する主な質問は以下の通りです。 

• 除外‐削除‐指数証券が指数の採用銘柄としてとどまるか？ 

 
この質問に答えるためには、そのテンダーが強制的であるか、または任意であるか、また、そのテンダーが完全
か、または部分的かを知る必要があります。 

 
完全な強制的テンダーにより指数から指数債券を除外するかどうかを判断する上での重要な決定要因は、強制

的プット日までの期間です。リバランス時に償還日またはプット日までの期間が指数の適格性基準で求められる
最低期間より短い場合、その債券はリバランス時に除外されます。部分的なテンダーに関して、指数から指数債
券を除外するかどうかを判断する上での重要な決定要因は、残りの額面残高が、指数メソドロジーに定められて
いる指数の適格性要件で求められる最低額面残高を上回っているか、または等しいかどうかになります。リバラ
ンス時に部分的にテンダーされる債券の額面残高が最低必要額を下回っている場合、その債券はそのリバラン

ス時に指数から除外されます。 

  



 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券の方針及び実務  14 

 

シナリオ 1 – プット及びテンダー 

シナリオ 1a： 

完全な強制的

テンダー 

 

 

一般に、指数債券が指数にとどまるためには、指数

メソドロジーに定められているように、指数債券は次

のリバランス日時点において、強制的プット日までの

最低期間（通常、1ヶ月プラス 1暦日より長いか、ま

たはそれに等しい）を確保している必要がある。そう

でない場合は、次のリバランス日に指数から除外さ

れる。 

質問： 

強制的プット日までの期間は、指数メソドロジーで必

要とされている最低期間より長いか、またはそれに

等しいか？ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、債券は指数に

とどまる。 

質問の答えがノーの場合、リバランス日に指

数から除外される。 

シナリオ 1b： 

部分的な強制

的テンダー 

一般に、指数債券が指数にとどまるためには、指数

メソドロジーに定められているように、指数債券は次

のリバランス日時点において、最低額面残高を確保

している必要がある。そうでない場合は、次のリバラ

ンス日に指数から除外される。 

質問： 

指数債券の額面残高は、指数メソドロジーで必要と

されている最低額を上回っているか、またはそれに

等しいか？ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、債券は新たな

額面残高（部分的なコールや、テンダー、減

債基金支払いなどを除く）で指数にとどまる。 

質問の答えがノーの場合、リバランス日に指

数から除外される。 

シナリオ 1c： 

任意テンダー 

 

任意テンダーの通知は通常、テンダー行使日の 30

日～60日前に送られる（ただし、発行体により異な

る場合がある）。任意テンダーが行使されるまで、そ

の結果は分からないため、S&P ダウ・ジョーンズ・イ

ンデックスは任意テンダーが行使されるまで（テンダ

ー行使日まで）待つ。テンダーを行使した結果が出

たら、アナリストは指数債券の残りの額面残高を決

定し（額面残高がある場合）、さらにどのような措置

を講じるかを決定することができる。 

質問： 

リバランス参照日時点において、新たな額面残高（コ

ールや、テンダー、減債基金支払いなどを調整した

残高）は、指数メソドロジーに定められている最低額

面残高の適格性基準を満たしているか？ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、債券は新たな

額面残高（コールや、テンダー、減債基金支

払いなどを除いた額面）で指数にとどまる。 

質問の答えがノーの場合、リバランス日に指

数から除外される。 

 

 



 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券の方針及び実務  15 

借り換え 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数の指数ファミリー内には、債券に影響を及ぼす可能性のある２つ

のタイプのリファンディング借り換えがあります： 

• 現在の借り換え 

• 事前借り換え 

それぞれの指数の構成銘柄に関する適格性基準は指数ごとに異なります。例えば、事前に借り換えられるか、ま
たは償還までエスクローに預託される債券を採用できる指数と、そうでない指数があります。一部の指数ではそう
したタイプの債券が全て除外される一方、その他の指数ではそうしたタイプの債券の組み入れが認められていま

す。例えば、S&P地方債指数では、事前に借り換えられるか、または償還までエスクロー口座に預託される債券
の組み入れが認められています。ただし、この指数の特定のサブ指数（S&P地方債ハイ・イールド債指数など）
ではこれが認められていません。 

現在の借り換え 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、現在の借り換えを強制的コールと同様の方法で扱います。つまり、いった
ん債券が発行体による完全なコール及び現在の借り換えの対象になることが通知されると、コール及び買戻しま
での期間が、指数の適格性基準において必要とされている償還または強制的コールまでの最低必要期間（通常

はほとんどの指数において、１暦月プラス１暦日）未満の場合、同債券は次のリバランス時に指数から除外され

ます。 

部分的な現在の借り換えの対象となった場合、借り換えられる債券の額面残高がリバランス日に測定され、その
金額が指数の適格性基準に定められている最低限額面残高を下回る場合、その債券はリバランス時に指数か
ら除外されます。借り換えられる債券の額面残高が指数の適格性基準に定められている最低金額以上または等
しい場合、その債券はリバランス時に部分的な借り換え活動のために調整された額面残高で指数の構成銘柄と

してとどまります。 

ただし、借り換え債（新規発行債券）は、借り換えられる債券の代わりとして指数に自動的に加えられないことに
留意して下さい。指数への採用に関して、借り換え債は各指数のメソドロジーに定められている全ての適用可能

な適格基準を満たす必要があります。 

事前借り換え 

事前に借り換えられる債券、または償還までエスクロー口座に預託される債券を認めない指数に関して、事前借

り換えの通知が受領された時に、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは同指数構成銘柄を除外します。同指数構

成銘柄は次のリバランス時に事前借り換えとなります。 

 
ただし、事前借り換え債（新規発行債券）は、事前に借り換えられる債券の代わりとして指数に自動的に加えられ
ない点に注意すべきです。指数への採用に関して、事前借り換え債は各指数のメソドロジーに定められている全

ての適用可能な適格基準を満たす必要があります。 

事前に借り換えられる債券、または償還までエスクロー口座に預託される債券の組み入れを認める指数に関し
て、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、事前借り換えを強制的コールと同様の方法で扱います。事前借り換

えにおいては、既存の債券をコールする、及び償還させるための期間が 90日以上であることを思い出して下さ
い。したがって、事前に借り換えられる債券は、債券のコール及び償還の通知がなされるまで引き続き指数に含
まれます（その他の適格基準が満たされていることを前提に）。強制的コールまでの期間が指数の適格性基準で
求められる最低期間より短い場合、完全なコール及び償還の通知がなされると、同債券は次のリバランス時に指

数から除外されます。 
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部分的な事前借り換えの対象となり、いったん部分的コール及び買戻しが通知された場合、借り換えられる債券
の額面残高がリバランス日に測定され、その金額が指数の適格性基準に定められている最低限額面残高を下
回る場合、その債券はリバランスに指数から除外されます。借り換えられる債券の額面残高が指数の適格性基

準に定められている最低金額以上または等しい場合、その債券はリバランス時に部分的な借り換え活動のため

に調整された額面残高で指数の構成銘柄としてとどまります。 

ただし、借り換え債（新規発行債券）は、借り換えられる債券の代わりとして指数に自動的に加えられないことに
留意して下さい。指数への採用に関して、借り換え債は各指数のメソドロジーに定められている全ての適用可能

な適格基準を満たす必要があります。 

繰り返しますと、完全な強制的コール条項を有する債券（借り換えられる債券を含む）は、以下の理由のためにリ

バランス時に指数から除外されます： 

• コールまでの最低期間要件を有する指数：コールまでの期間が、指数のメソドロジーにおいて必要とさ

れている最低期間よりも短いような完全な強制的コールが予定されている債券。 

• コールまでの最低期間要件のない指数：強制的コールの対象であり、その月（または期間）の間にその

債券の完全なコールが行われる債券。 

部分的な強制的コールの対象となる債券（借り換えられる債券を含む）は、以下の理由のためにリバランス時に

指数から除外されます： 

• リバランス日時点で額面残高が指数の適格性基準において必要とされている最低額面残高を下回った

債券は、そのリバランス時に指数から除外されます。 

シナリオ 

指数計算の目的において、借り換えに関する主な質問は以下の通りです。 

• 追加：指数外の証券が指数の構成銘柄になるか？ 

• 除外‐指数証券は指数の採用銘柄としてとどまるか？ 

追加‐借り換え債（新規発行債券）は、借り換えられる債券の代わりとして指数に自動的に加えられないことに留
意して下さい。指数への採用に関して、借り換え債は各指数のメソドロジーに定められている全ての適用可能な

適格基準を満たす必要があります。 

除外‐これに答えるためには、その借り換えが現在の借り換えであるか、または事前借り換えであるかを知る必

要があります。また、その借り換えが完全か、または一部であるかを知る必要もあります。 

完全な借り換えにより指数から指数債券を除外するかどうかを判断する上での重要な決定要因は、強制的コー

ル日までの期間です。リバランス時に償還日または完全な強制的コール日までの期間が指数の適格性基準で求
められる最低期間より短い場合、その債券はリバランス時に除外されます。部分的な借り換えに関して、指数か
ら指数債券を除外するかどうかを判断する上での重要な決定要因は、残りの額面残高が、指数メソドロジーに定
められている指数の適格性要件で求められる最低額面残高を上回っているか、または等しいかどうかになりま
す。リバランス時に部分的に借り換えられる債券の額面残高が最低必要額を下回っている場合、その債券はそ

のリバランス時に指数から除外されます。 

  



 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券の方針及び実務  17 

シナリオ 1 – 借り換え 

シナリオ 1a： 

完全な現在の

借り換え 

 

一般に、指数債券が指数にとどまるためには、指数

メソドロジーに定められているように、借り換えられる

債券は次のリバランス日時点において、強制的コー

ル日までの最低期間（通常、1暦月プラス 1暦日よ

り長いか、またはそれに等しい）を確保している必要

がある。そうでない場合は、次のリバランス日に指数

から除外される。 

質問： 

強制的コール日までの期間は、指数メソドロジーで

必要とされている最低期間より長いか、またはそれ

に等しいか？ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、債券は指数に

とどまる。 

質問の答えがノーの場合、リバランス日に指

数から除外される。 

シナリオ 1b： 

部分的な現在

の借り換え 

一般に、借り換えられる債券が指数にとどまるため

には、指数メソドロジーに定められているように、借

り換えられる債券は次のリバランス日時点におい

て、最低額面残高を確保している必要がある。そうで

ない場合は、次のリバランス日に指数から除外され

る。 

質問： 

借り換えられる債券の最低額面残高は、指数メソド

ロジーで必要とされている最低額を上回っているか、

またはそれに等しいか？ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、債券は新たな

額面残高（部分的なコールや、テンダー、減

債基金支払いなどを除いた額面）で指数にと

どまる。 

質問の答えがノーの場合、リバランス日に指

数から除外される。 

シナリオ 1c： 

完全な事前借

り換え 

（指数において

事前に借り換え

られるが許容さ

れる） 

一般に、借り換えられる債券が指数にとどまるため

には、指数メソドロジーに定められているように、借

り換えられる債券は次のリバランス日時点におい

て、強制的コール日までの最低期間（通常、1ヶ月よ

り長いか、またはそれに等しい）を確保している必要

がある。そうでない場合は、次のリバランス日に指数

から除外される。 

質問： 

強制的コール日までの期間は、指数メソドロジーで

必要とされている最低期間より長いか、またはそれ

に等しいか？ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、債券は指数に

とどまる。 

質問の答えがノーの場合、リバランス日に指

数から除外される。 

シナリオ 1d： 

部分的な事前

借り換え 

（指数において

事前に借り換え

られる債券が

許容される） 

一般に、借り換えられる債券が指数にとどまるため

には、指数メソドロジーに定められているように、借

り換えられる債券は次のリバランス日時点におい

て、最低額面残高を確保している必要がある。そうで

ない場合は、次のリバランス日に指数から除外され

る。 

質問： 

借り換えられる債券の最低額面残高は、指数メソド

ロジーで必要とされている最低額を上回っているか、

またはそれに等しいか？ 

判断： 

質問の答えがイエスの場合、債券は新たな

額面残高（部分的なコールや、テンダー、減

債基金支払いなどを除いた額面）で指数にと

どまる。 

質問の答えがノーの場合、リバランス日に指

数から除外される。 
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シナリオ 1 – 借り換え 

シナリオ 1e： 

事前借り換え 

（指数において

事前に借り換え

られる債券が

許容されない） 

指数において、事前に借り換えられる債券、または

償還まで第三者に預託される債券が許容されない

場合、事前に借り換えられる債券は、発行体の側で

事前借り換え措置の通知が受領された時点で、事前

に借り換えられる債券は次のリバランス日に指数か

ら除外される。 

質問： 

リバランス日時点において、事前借り換え取引の対

象となっている指数債券の通知が受領されたか？ 

判断： 

質問の答えがノーの場合、債券は指数にと

どまる。 

質問の答えがイエスの場合、リバランス日に

指数から除外される。 
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合併・買収 

合併または買収の場合、社債は通常、発行残高のままで通常通り取引されるか、合併または買収の結果として、
コールまたはテンダーのいずれかにより、債券は完済され、償還されます。 

 
各指数は、とりわけ最低額面残高、信用格付け基準、償還までの最低期間、及びコール/プット日など、独自の構
成銘柄適格性基準を維持しています。 

 
合併及び買収活動は、指数構成銘柄の適格性要件の一つまたはそれ以上に影響を及ぼす可能性があるため、

指数のリバランス・スケジュール次第で合併または買収の結果として月次または定期的なリバランス時におい
て、指数証券が指数から削除される可能性があります。ただし、指数のリバランス予定により異なる場合がありま
す。 

 
注目すべき指数ファミリーは、関連する株価指数における発行体レベルの採用銘柄を必要とする指数です（例え
ば、S&P 500債券指数）。この指数は、S&P 500構成企業（及びその子会社）が米国で発行した社債から構成さ
れています。この債券指数は、原株価指数の構成企業で行われた M&A活動の影響を必然的に受けます。例え
ば、X社が S&P 500の構成企業であり、Y社がそうでない場合において、仮に X社が Y社を買収した場合、Y

社が発行した社債は（仮にそれが返済または償却されていないとすれば）、S&P 500債券指数の採用条件を満

たしていることになります。ただし、その他の指数採用基準を満たしていることが条件となります。 

 
M&Aに伴う S&P ダウ・ジョーンズの指数の変更に関する詳細については、株価指数方針及び実務メソドロジー
を参照ください。 

 
シナリオ 

 
指数計算の目的において、合併または買収に関する主な質問は以下の通りです。 

• 追加 - 指数以外の証券が指数構成銘柄になるか？ 

• 削除 - 指数証券が指数の採用銘柄としてとどまるか？ 

 
これらの質問に答えるためには、信用格付けや、有効償還日までの最低期間、最低額面残高に関する基準を知
る必要があります。 

 
合併及び買収に関する債券の指数への採用または指数からの除外に関する重要な決定要因は、信用格付けの

改訂、有効償還日までの最低期間及び最低額面残高に関連しているため、信用格付けの改訂や、コール、テン
ダーに関するシナリオについては、本資料の信用格付けの改訂や、コール、プット及びテンダーのセクションを参
照ください。 

制裁 

一部の制裁プログラムは包括的なものであり、幅広い取引制限を含んでいる一方、その他の制裁プログラムは
特定の個人や事業体を選択的にターゲットとしています。制裁は包括的または選択的のいずれかになり得るた
め、S&P DJIはケースバイケースで制裁をレビューします。状況次第では、国全体または特定の証券は制裁によ

る影響を受ける可能性があります。 

 
S&P DJIは通常、標準的なグローバル指数については、米国、英国、及び（または）欧州連合（EU）をベースとす
る投資家の視点を使用して制裁を検討します。指数委員会の決定を前提に、制裁の影響を受ける特定の証券

は： 
 

• 制裁期間にわたり、現在の株数/IWF/GICSが凍結される場合がある 

• 指数から除外される場合がある、及び（または） 
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• 指数への採用が不適格になる場合がある 

 
いかなるケースでも、制裁の発動または解除によって指数に影響が及ぶ場合、S&P DJI の具体的な取り扱いは
お客様に公表されます。 

S&P DJIは適用法令を遵守することを条件に、上記の制裁による影響を受けない可能性のある米国/英国/欧州
連合（EU）以外の特定の投資家グループの観点から証券のパフォーマンスを測定することを目的とした指数を公
表することを選択する場合もあります。当該指数には、米国/英国/欧州連合（EU）の観点から制裁の対象となる

証券が含まれる場合があるため、当該指数はS&P DJIのグローバル指数には不適格となります。そのような場
合、関連する指数メソドロジーによって S&P DJIの取り扱いが明確に定義されます。S&P DJIは適用法令を遵

守するために、当該指数の使用およびライセンス供与を制限する場合があります。 

S&P DJIの指数のユーザーは、指数の使用（取引、投資、またはその他の使用を含むが、これに限定されない）
に関連するすべての適用法令を遵守する全責任を負っています（制裁に関する法令およびその他の規則、規

制、または禁止事項を含むが、これに限定されない）。 
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国の適格性 

S&P ダウ・ジョーンズのメソドロジーでは、データを有意義な形に体系化する方法を世界の債券投資家に提供す
ることに努めています。したがって、国の分類では、経済の発展レベルや、分類される特定の債券市場へのアク
セスのしやすさと流動性が基準となります。 

最初のステップでは、国を2つの発展段階（先進国及び新興国）に分類します。債券指数の分類の目的上、S&P 

ダウ・ジョーンズ・インデックスは国際通貨基金（IMF）が発行している世界経済見通し（WEO）における分類を活
用しています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスでは IMFが発行している世界経済見通しを活用しているもの
の、社内レビューや、債券市場の参加者との相談に基づいて、最終的に独自の分類を採用する場合がありま

す。 

さらに、指数構成銘柄の適格性を判断する際には、流動性とアクセスのしやすさを決定する要因が重要となりま
す。債券市場には様々な発行体が参加しており、発行の管轄区域や発行通貨も各発行体によって異なるため、
債券資産を分類する際にはこうした要素によって固有の問題が生じます。例えば、国は財政支出のために現地
通貨建てまたは外貨建てで資金調達を行う場合があります。また、こうした発行はグローバル市場または現地市
場で行われます。これらの要素は、グローバル投資家が特定の資産にアクセスする能力に影響します。したがっ
て、分類の 2つ目のステップでは、指数構成銘柄としての適格性を判断する上で、発行体の国籍または発行体

の名称ではなく、資産自体を分類する必要があります。 

国の分類 

グローバル債券投資家の観点からすると、中央政府が発行する国債は、その国にある他のどの企業や組織が
発行する債券よりも流動性が高く、アクセスしやすい場合が多いと言えます。したがって、1つ目のステップでは、
国の相対的所得ランキング、富の源泉（輸出）の多様性、及び世界経済との統合など、マクロ経済及び政策に関
するデータに注目します。これらは、国の発展レベルを分類する際に投資家が考慮すべき重要な要因となりま
す。 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスでは最初に、国際通貨基金（IMF）が発行する世界経済見通し（WEO）に掲載
されるカテゴリー分類を参考に、債券市場を分類します。WEOにおける国の分類では、世界の国々を「先進国」

と「新興国・発展途上国」の 2つのグループに大別しています。WEOの分類では、マクロ経済の発展状況と見通
しを有意義な形にまとめることを目的としています。IMFが国を分類する際には、1人当たり国民総所得（GNI）
と、世界の金融システムへの経済の統合度合いを主な基準としています。さらに、輸出の多様性を考慮すること
で、産油国などの裕福なエマージング市場を先進国として誤って分類しないように注意しています。WEOの統計
付属資料にも記載されているように、この分類は、経済的要因であろうとなかろうと、厳密な基準に基づいている

わけではありません。また、分類は時とともに変化します。 

国の格上げ/格下げ 

IMFが 10月に発行するWEOにおいて、国が先進国のメンバーに格上げされた場合、または先進国のメンバー
として新たに分類された場合、S&P DJIはその年の 11月に分類の変更を発表し、格上げされた国または新たに
分類された国を指数に含めます。この措置は翌年の12月に有効となります。12月に指数に含める前に、S&P 

DJIは IMFが 10月に発行するWEOをレビューし、その国が依然として先進国のメンバーとして分類されている
ことを確認します。以下の表では、このプロセスを時系列に沿って説明しています。 

 
国が新興国及び発展途上国のメンバーに格下げされた場合、またはWEOにおいてもはや分類されていない場
合、S&P DJIは翌月に分類の変更を発表し、格下げされた国を指数から除外します。この措置は発表の翌月に
有効となります。以下の表では、国の格上げ及び格下げのプロセスを時系列に沿って説明しています。
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現在の国の分類 

先進国 

 アンドラ  エストニア  イスラエル  オランダ 
 韓国 

 オーストラリア  フィンランド  イタリア  ニュージーランド 
 スペイン 

 オーストリア  フランス  日本  ノルウェー 
 スウェーデン 

 ベルギー  ドイツ  ラトビア  ポルトガル 
 スイス 

 カナダ  ギリシャ  リトアニア  サンマリノ 
 台湾 

 キプロス  香港  ルクセンブルク  シンガポール 
 英国 

 チェコ共和国  アイスランド  マカオ  スロバキア共和国 
 米国 

 デンマーク  アイルランド  マルタ  スロベニア 
  

新興国及び発展途上国（IMFが分類したリストの中から選択） 

 アンゴラ  コスタリカ  ホンジュラス  モロッコ  セネガル 
 ベトナム 

 アルゼンチン  コートジボワール  ハンガリー  モザンビーク  セルビア 
 ザンビア 

 アルメニア  クロアチア  インド  ナミビア  南アフリカ 
 バーレーン 

 アゼルバイジャン  ドミニカ共和国  インドネシア  ナイジェリア  スリランカ 
 ヨルダン 

 ベラルーシ  エクアドル  イラク  パキスタン  タンザニア 
 クウェート 

 ベリーズ  エジプト  ジャマイカ  パナマ  タイ 
 オマーン 

国の格上げ 

10月（当年） 
 

国の分類のレビ
ュー 

11月（当年）  
 

格上げされた国
の最初の発表

（翌年の 12月か
ら有効） 

6月（翌年） 
 

格上げされた国
のフォローアップ

発表（12月から
有効） 

 

10月（翌年）  
 

格上げされた国
のフォローアッ

プ・レビュー（12

月から有効） 

11月（翌年）  
 

格上げされた国
の最終発表（12

月から有効） 

12月（翌年） 
 

格上げされた国
を適切な指数に

採用 

国の格下げ 

4月 /10月  
 

格下げに関する国の

レビュー 

5月 /11月  

 

6月/12月に格下げされる
国の発表 

6月 /12月  

 

6月/11月の発表に含まれ
ている国の除外 
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 ボリビア  エルサルバドル  カザフスタン  パラグアイ  トリニダード・トバゴ 
 カタール 

 ブラジル  エチオピア  ケニア  ペルー  チュニジア 
 サウジアラビア 

 ブルガリア  ガボン  レバノン  フィリピン  トルコ 
 アラブ首長国連邦 

 チリ  グルジア  マレーシア  ポーランド  ウクライナ 

 カメルーン 

 中国  ガーナ  メキシコ  ルーマニア  ウルグアイ 

 スリナム 

 コロンビア  ガテマラ  モンゴル  ロシア  ベネズエラ 

 バルバドス 

WEOにより分類されていないオフショア金融センターには、バミューダ、英領ヴァージン諸島、及びケイマン諸島
などがあり、これらは新興国市場であると見なされています。したがって、これらの国や地域で発行される政府関
連の債券は新興国に分類されます。これらのオフショア金融センターまたはリスク国に拠点を置く企業が発行し
た社債も新興国市場であると見なされます。 

資産の分類 

国を分類した後、指数集計の目的上、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは世界の債券投資家によるアクセスの

しやすさに基づいて資産を分類します。債券資産は、政府、政府系機関、企業、及び地方自治体などが発行して
おり、発行体ごとにリスクや流動性の水準は異なります。したがって、一部のケースでは、同じ国の企業や組織が
発行した債券でも分類が異なる場合があります。さらに、単一の発行体が様々な管轄区や通貨で債券を発行す
ることもあるため、アクセスのしやすさや流動性は各銘柄によって異なります。つまり、単一の発行体であったとし
も、発行する市場や通貨によって分類が異なる場合があります。最終的には、指数の目的上、2つ目の分類がよ

り重要になると言えます。 

指数構成銘柄としての適格性を判断する際には、定量的及び定性的アプローチを使用します。純粋な定量的観
点から、市場シェアなどの情報を活用する場合があります。例えば、ある国の地方自治体の債券が新興国市場
指数に適格であるかどうかを判断する際に、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスではその他の新興国との相対ウ
ェイトを考慮します。ただし、アクセスのしやすさ、資本規制、制度の安定性、及び投資家のリスク選好度といった
定性的要因についても考慮します。 
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S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスのブランドを冠

する指数の再計算方針 

以下の問題の 1つが発生した場合、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは自らの裁量で指数を再計算する権利
を留保します： 

1.  1銘柄以上の構成証券の価格の誤記または修正があった場合; 

2.  公表が遅延した場合; 

3.  計算の誤りまたはデータの入力エラーがあった場合; 

4.  指数メソドロジーの誤った適用またはメソドロジーの適用を見逃した場合。 

 

これらのイベントがどのように処理されるかに関する一般的な説明を下表に示します。 

 
ここで述べられる通り、インデックスを再計算する判断は、適切な指数管理者及び（または）指数委員会の裁量で
行われます。そのような決定を行う場合、再計算から生じる可能性のある市場に対する影響または混乱が考慮さ

れます。 

 
指数委員会が関与することなく、指数管理者により行われる可能性のある再計算イベント。以下の再計算イベン
トの内の 1つが発生した日から 2取引日以内に発見された場合、指数管理者は、指数委員会が関与することな
く、指数を再計算する場合があります。そのような再計算イベントが当該 2取引日の経過後に発見された場合、

該当する指数委員会は指数を再計算すべきか否かを判断します。 

 
再計算イベント S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスのブランドを冠する指数の取り扱い 

1銘柄以上の構成証券の価

格或いは分析データの誤記ま

たは修正があった場合 

構成銘柄の誤った価格或いは分析データついては、価格プロバイダーとの訂正プロセス

が開始される。誤りが価格プロバイダーにより訂正されれば、これが再計算につながる

場合がある。  指数レベルでは通常、価格の変更による再計算は行われない。ただし、

所与の価格変更が単独の裁量で十分に大きいと見なされる場合、S&Pダウ・ジョーン

ズ・インデックスは指数を再計算する権利を留保する。 

公表が遅延した場合 遅延した情報は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが当該イベントに気づいてからでき

るだけ早い機会に適用される。 

計算の誤りまたはデータの入

力エラーがあった場合 

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスに起因する計算の誤りまたはデータの入力エラーは

訂正され、影響を受ける指数は再計算される。 

指数ソドロジーの誤った適用

またはメソドロジーの適用を

見逃した場合 

下記を参照。 
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指数メソドロジー・イベント。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスによりエラーが発見され、それが指数メソドロジー
の誤った適用に起因し、指数構成銘柄の誤った構成及び（または）ウェイト付けにつながる場合、以下のガイドラ

インに従って、指数委員会は指数を再計算すべきか否かを判断します。 

• 指数委員会が、指数メソドロジーで文書化されているような所与の指数に関する指数の適格性や選択
基準を満たさない構成銘柄を発見し、これにより、指数に誤って加えられたか、または除外され、あるい

は指数の構成銘柄に誤ったウェイトが割り当てられた場合、指数委員会は指数メソドロジーに沿って次
回のリバランス時または遡及的（前回のリバランス時）に指数の構成銘柄またはウェイト付けを修正する
判断を下す場合があります。以下のガイドラインに準拠する場合を除いて、指数委員会は通常、遡及し

て構成銘柄の構成やウェイト付けを変更しない： 

o 指数メソドロジーで定義されている指数の目的に合致しない構成銘柄の追加（例えば、非スク
ーク債券をスクーク債券指数に加えるなど）。 

o 発効日に先立って S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスにより公表されたもの（例えば、形式的な
ファイル）と異なる変更。 

• 構成またはウェイト付けを決定する上でのメソドロジーの誤った適用が、S&Pダウ・ジョーンズ・インデッ
クスにより公表が行われた後に発見されたが、それが適用の発効日前である場合、S&Pダウ・ジョーン
ズ・インデックスはその適用を取り消し、修正データを用いて再表示する権利を留保する。適用が発効す
る日から 2取引日以内に誤りが発見された場合、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは通常、適用を再

表示する。 

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが指数の再計算を選択する場合、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは問題

の確認とレビューを行った後に合理的な時間枠の範囲内で再計算を行います。指数が再計算されると決定され

た場合、再計算の完了に際して以下の措置が講じられます： 

• 影響を受ける全てのファイルが再生され、再掲載される。 

• 全てのお客様（すなわち、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスがライセンスを供与している事業体）に再

計算を通知し、ファイルが順調に再掲載される時期を知らせる。 

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、ここで述べられた再計算ルールをそのブランドを冠する指数及び市場（先
進国市場、エマージング市場、及びフロンティア市場）に適用します。定められたルールと異なる決定は、指数委

員会によりレビューされ、その後に公表されます。 

共通の識別子。誤った識別子は通常、当該エラーが発見された日に修正され、次の定期的なファイル送信の中

に含まれます。 
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指数ガバナンス 

指数委員会 

指数は指数委員会が維持します。ほとんどの委員会は、一部の共同ブランド指数を除いて、S&Pダウ・ジョーン

ズ・インデックスの常勤のプロフェッショナル・メンバーから構成されており、これには外部の企業または取引所か
らの指数メンバーが含まれる場合があります。外部の指数委員会メンバーを有する指数委員会に関する情報に
ついては、各指数のメソドロジー資料を参照ください。各会合で、指数委員会は、指数構成銘柄に影響する可能
性のある差し迫ったコーポレート・アクションや、指数構成銘柄と市場を比較する統計データ、指数への追加の候
補となっている企業、その他の重大な市場イベントなどについてレビューする場合があります。さらに、指数委員

会は証券の選択またはその他の事項に関するルールを規定している指数方針を修正する場合があります。 

 
解釈またはルールに関する疑問は、問題のある指数に責任を負う指数委員会が検討します。個別の指数メソド
ロジーを参照ください。 

 
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数の変更や、潜在的に市場に影響を及ぼす可能性のある重要な関連
事項に関する情報を考慮します。したがって、指数委員会の協議内容は全て非公開となります。 

 
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの指数委員会は、必要が生じた場合、取り扱いに例外を設ける権利を留保し
ます。取り扱いがこの資料に記載されている一般的なルールと異なるシナリオでは、可能な限り、お客様は十分
な通知を受け取ります。 

品質保証 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスでは、指数の計算や維持に関する品質保証プロセス及び手順を維持していま
す。これには定期的に開催されるミーティングが含まれており、ここでは前週に生じた事件やエラーをレビューし、

原因を特定し、反復して起きる問題を見極め、長期的な変更（例えばプロセスの変更）が必要かどうかを評価しま
す。事件やエラーについては S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの社内システムを通じて追跡調査が行われ、重
要な問題は上位レベルで検討され、同じグループによる特別ミーティングを必要とする場合もあります。 

メソドロジーの社内レビュー 

年次レビュー・プロセス。日々の指数ガバナンスや指数メソドロジーの維持に加え、指数委員会では 12ヶ月以内
に少なくとも 1回、各指数メソドロジーをレビューすることで、指数が設定された目標を継続して達成することや、
データやメソドロジーが依然として有効であることを確保します。年次レビュー・プロセスには、指数の商品化を担

当している同僚からの指数メソドロジーの適切性、代表性、及び有効性に関する情報の収集が含まれます。年次
レビューのサイクル以外で指数メソドロジーがレビューされた場合、要請されたレビューが全ての関連問題をカバ
ーしていたならば、指数委員会は年次レビューを中止する権利を留保します。 

 
利害関係者とのコミュニケーション及び相談。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスでは、プレスリリースや指数公
表、電子メール、データ・ファイルの配布など様々なチャンネルを通じて利害関係者と意思疎通を図り、意見交換
を行っています。さらに、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスでは所定の顧客サービス・チームが問い合わせに対
応しています。 
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指数メソドロジーの重大な変更が検討される際には、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは相談を実施し、外部
当事者からのコメントを要請することがあります。重大な変更とは、指数の目的を変えるようなものか、または指
数が目的を達成する見込みに影響を及ぼす可能性のあるようなメソドロジーの変更を言います。 

 
重大な変更とは、指数の目的を変えるか、または指数が目的を達成する見込みに影響を及ぼす可能性のあるよ
うなメソドロジーの変更を指します。指数の目的に影響を与える可能性のあるメソドロジーの変更の例としては、
指数ユニバース、指数構成銘柄の選択、またはそれらの構成銘柄のウェイトなどを決めるルールの変更が挙げ

られます。当社ウェブサイト（www.spglobal/spdji.com）に相談内容を掲載し、掲載期間中にのみフィードバックを
受け付けます。通常の状況では、相談期間は掲載日から最低 30日間となります。ただし、S&P ダウ・ジョーン
ズ・インデックスは、指数委員会の裁量により、相談期間を短縮または延長する権利を留保します。指数委員会
が最終的なレビューを行う前に、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは問題について考察し、レビューの一環とし
て、回答者から明確な情報を要請する場合があります。相談で得た全てのフィードバックをレビュー、検討した後

に、指数委員会は最終的な決断を下します。相談を行った結果、指数メソドロジーが変更された場合、ウェブサイ
トで発表されます。 

 
苦情処理手順。このメソドロジーにより管理されている指数に関する問い合わせ、コメント、または苦情に関する

顧客サービス・フォームは http://us.spindices.com/feedback/client-servicesで入手可能です。 

 

http://www.spdji.com/
http://us.spindices.com/feedback/client-services
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指数方針 

公表 

各債券指数の指数公表に関する具体的な方針や手順については、各指数のそれぞれのメソドロジーを参照くだ
さい。 

 
主要指数のリリースは、ウェブサイトwww.spglobal/spdji.comに掲載されています。 

 
公表遅延または指数メソドロジーからの逸脱に伴うガイドラインの再公表に関しては、この資料の再計算方針のセ
クションを参照ください。 

計算及びプライシングの途絶 

1日の終わりの計算（EOD）：1日の終わりの指数計算を行う際に、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは指定プ

ライシング・プロバイダーから提供される評価価格を活用します。指数計算で必要となるプライシングの情報源
が、1つ以上の証券の日々のプライシングを提供することができない場合、前回の引け値が使用されます。日中
の価格が入手可能な場合には、入手可能な最終取引価格が指数計算に使用されます。 

 
極端な状況では、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは指数調整を遅らせるか、または指数を公表しない決定を
行う場合があります。 

 
国ごとに評価されるプライシングの時間に関する詳細については、付属資料 III を参照ください。 

 
リアルタイムの指数計算 

 
リアルタイムの指数計算：特定の指数に関して、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは指定プライシング・プロバ
イダーから提供されるリアルタイムの価格を使って日中の指数を計算します。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス
は取引価格ごとに指数を計算するのではなく、予め決められた一定の間隔（例えば、5秒ごとなど）で計算しま
す。一定の間隔ごとに、指数に含まれる各銘柄の最新のリアルタイムの価格を用いて指数を計算します。リアル
タイムの価格を用いた直近の計算以降、新たな価格が入手できない場合、プライシング・プロバイダーが提供す

る直近の価格を用いて指数を計算します。所与の証券のリアルタイムの取引価格がない場合、前日のEOD価
格を用いて指数を計算します。 

 
また、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは証券や指数のリアルタイムの価格に対して基準値を設け、非常に大

きな価格変動を抑えることにより、指数計算への悪影響を回避しています。 

 

• 証券レベル：証券価格が基準値を超えた場合、システムでは警告が発せられ、基準値を超える前の最
終の価格が一時的に保持されます。指数計算に関して、保持された証券は引き続き計算に含まれます
が、計算では、基準値を超える前に最後に受け入れられた価格を使用します。保持された価格が確認さ
れるか、または許容できる範囲内に戻ると、この証券の最新のリアルタイムの価格が指数計算に使用さ

れます。 

• 指数レベル：指数計算が基準値を超えた場合、システムでは警報が発せられ、基準値を超える前の最
終の指数価値が一時的に保持されます。指数は保持されますが、設定された配布頻度で定義されてい

http://www.spdji.com/
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るように、最後に保持された指数価値が配分されます。保持された指数価値が確認されるか、または許
容できる範囲内に戻ると、指数計算は最新の市場データで再開します。 

 
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスでは、指数計算に対する中断を最小限に抑えるように努めています。日中の
計算において中断がある場合、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは影響を受けた期間について再計算を行い
ません。 

 

子指数 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、大型の指数または広範な指数（親指数）から派生する多くのサブ指数（子
指数）を算出・維持しています。子指数は、特定の属性（特定のセクター、国、または地理的地域など）に基づい
て、親指数内における個別の構成銘柄のさらなる内訳を提供します。各子指数の実際の構成はそれぞれの親指
数のサブセットであり、それぞれの親指数の構成銘柄のウェイトに応じて子指数の構成銘柄のウェイトも決まりま
す。したがって、親指数の構成が変更された場合、それぞれの子指数の構成も同時に変更されます。 

 
子指数を親指数のビルディングブロックとして見なすことができ、これにより、ユーザーは親指数のパフォーマン
ス全体について理解を深めることが可能となります。場合によって、子指数は広範かつ十分に分散されたベンチ
マークとなることがある一方、非常に狭くかつ集中したバスケットとなることもあります。S&P ダウ・ジョーンズ・イ

ンデックスでは、様々な目的（パフォーマンスの要因分析など）のためにこれらの子指数の公表を選択することが
あります。 

 
親指数の現在の構成に特定の属性が含まれている場合、子指数は、1日の終わりのファイルを元に各取引日に

算出・公表される資格があります。例えば、世界産業分類基準（GICS）の特定のセクターが取引日（t）に親指数
に含まれていない場合、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスはそのセクターの子指数を取引日（t）に算出・公表す
ることはありません。ただし、将来のリバランスまたは再構築を受け、そのセクターが親指数に含まれた場合、
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、1日の終わりのファイルを元に適切な子指数を算出・公表します。 

 
親指数の構成銘柄は時間の経過とともに変化するため、適格な子指数が活発であるか、またはそうでない期間
が生じる場合があり、したがって、適格な子指数が 1日の終わりのファイルに追加されるか、または1日の終わ
りのファイルから除外される期間が生じる場合があります。子指数が取引日（t）にこのファイルに追加された場
合、子指数の水準は、取引日（t-1）に所定の価値（例えば、100.00または 1000.00）に設定され、その後、取引

日（t）に 1日の終わりのファイルの中に存在することになります。子指数が除外された場合、当該子指数はもは
や 1日の終わりのファイルの中には存在しませんが、将来において指数に採用される資格は残ります。子指数
の算出及び公表は自動化されたプロセスであり、適切な属性が親指数に現われるかどうかに依ります。したがっ
て、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、子指数を1日の終わりのファイルに追加するか、または 1日の終わ
りのファイルから除外するかについて事前の通知を行うことはありません。 

 
指数のパフォーマンスを測定するためには、継続的かつ連続した時系列が必要です。子指数の各再活性化の事
例は新たな時系列を表しており、再活性化日以前の過去データは別の時系列として取り扱われます。 

指数の終了 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数が廃止されるべきであると判断する場合があります。指数の終了の
理由としては以下が挙げられます。 
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• 証券を指数に採用する上で、必要な証券の数が足りない場合（規模に基づく指数またはGICSの市
場セグメントに基づく指数1など） 

• 指数が、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの別の指数を複製している場合 

• 指数に求められるデータがもはや入手できないか、またはもはや信頼できない場合 

• 市場状況、規制、または潜在的な指数構成銘柄が変化し、指数がその目的を達成することが困難
になった場合 

• 投資家の利用または関心が低下した場合 

 
指数の廃止が提案された場合、それについて評価を行い、市場への影響を判断します。S&P ダウ・ジョーンズ・インデック
スは、指数の終了に関して市場参加者と相談する場合があります。 

 
指数の終了時点で、廃止される指数に関するデータをお客様に提供する場合、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、代
替となる可能性のある適切なS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数を提案することがあります。指数の終了は事前
に公表され、ベンダーに通知されます。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、廃止される指数に関する指数水準及び関
連データを保持します。 

 
金融商品の発行体または運用会社が、指数連動金融商品または投資ファンドの基礎として、S&P ダウ・ジョーンズ・イン
デックスの指数を使用することを選択していた場合、指数の算出終了に伴って、金融商品を終了するか、または金融商品
の条件を修正する必要が生じる可能性を検討すべきです。規模またはGICSセグメントを理由に廃止される指数につい

ては、将来において十分な数の証券が適格となった場合、指数の算出を再開する場合があります。 

 

専門家の判断 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数を算出及び維持する上でデータの解釈が必要となった場合、S&P ダ
ウ・ジョーンズ・インデックスの指数委員会は専門家の立場から判断を下すことがあります。S&P ダウ・ジョーン
ズ・インデックスは、専門家の判断と、そうした判断の根拠について社内で記録を維持します。専門家の判断と

は、以下の状況において指数を決定する上でのデータの使用に関するS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの裁
量の行使を指します。専門家の判断には、以前の取引または関連する取引からのデータを他の状況に当てはめ
て利用することや、市場イベントまたは買い手あるいは売り手のクレジットの質の低下などデータの質に影響を及
ぼす可能性のある要因に関してデータを修正すること、もしくは終了した特定の取引よりも高い、安定したビットま
たはオファーを見極めることなどが含まれます。この資料の目的上、メソドロジー変更といった裁量のその他の分

野は、専門家の判断と見なされていません。 

裁量権 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数委員会は独自の裁量により、特定の状況下で指数メソドロジーと異な
る判断を下す場合があります。例えば、不必要な売買や、指数における過度な変更または調整、市場の混乱な

どを回避するために裁量権を行使することがあります。 

データ・ヒエラルキー 

このメソドロジーにより管理されている指数に用いられるデータは以下の通りです。 

a) 評価される価格： 

 
1（注）子指数の算出は、ここに記載されている指数終了プロセスには従いません。子指数は、親指数に特定の属性が現われた時だ

けに算出されます。 
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• 評価されるプライシング・プロバイダーは、実際の取引において固定される様々な異なるデー
タ・インプットを使用する。取引に与えられるウェイトは、証券の種類や、市場活動の水準、タイミ
ングに左右される。 

b) 評価されない価格： 

• 値付けされる証券やプライシングの時期に適切である場合の取引 

• 問題となっている証券やプライシングの適時性に適切である場合の安定したビッド・オファー 

お問い合わせ先 

指数に関するお問い合わせ先：index_services@spglobal.com 
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付属資料Ⅰ 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数で使用されている主な格付け記号及び定義 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスでは、債券指数を構築し、維持する上で様々な基準を使用します。多くの指数
において、信用格付けは指数証券を選択する上で重要な役割を果たします。例えば、特定の指数は適格性基準
を維持しており、この基準では、指数証券は少なくとも S&P グローバル・レーティングにより BBB-以上、ムーディ

ーズにより Baa3以上、またはフィッチによりBBB-以上の「投資適格」の格付けを付与されている必要がありま
す。その他の指数では、投資適格以下の「ハイ・イールド」または「投機的」格付けを必要とします。S&P ダウ・ジョ
ーンズ・インデックスの各債券指数の適格性基準については、www.spglobal/spdji.comのそれぞれの指数メソド
ロジー資料を参照ください。 

 
様々な信用格付け記号及び定義が存在しており、次の通り区分されます。 

• 全米で認知された統計的格付け機関（NRSRO）- S&P グローバル・レーティング、ムーディーズ、フィッ
チなど 

• 信用格付けの種類 - 発行体または個別証券の格付け 

• 債務の期間 -  長期または短期 

• 債務の種類 -  ストラクチャード・ファイナンス、パブリック・ファイナンス、コーポレート・ファイナンスなど 

• 各 NRSROにより設定されている追加基準 

 
このセクションは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの多くの債券指数で使用されている重要な信用格付け記
号及び定義の概要を提供することを目的としています。ここでは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数
ファミリーで用いられている、S&P グローバル・レーティング、ムーディーズ、及びフィッチの一般的な格付け記号

及び定義について説明しています。 

 
この資料は、S&P グローバル・レーティング、ムーディーズ、フィッチ、及びその他の NRSROが使用している全

ての格付けの尺度や記号、定義の代用になることを目的としていません。各NRSROが使用している全ての信
用格付けの尺度や記号、定義に関しては、それぞれの格付け会社のウェブサイトを参照ください。 

 

http://www.spdji.com/
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S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数で使用されている主な格付け記号及び定義 

 
長期個別信用格付け   短期個別信用格付け  

S&P ムーディーズ フィッチ*   S&P ムーディーズ** フィッチ  

AAA Aaa AAA 最上/最も安全性が高い  A-1+ VMG1 F1+ 投資適格 

AA+ Aa1 AA+ 高い格付けで、高い質  A-1 VMG2 F1  

AA Aa2 AA   A-2 VMG2 F2  

AA- Aa3 AA-   A-3 VMG3 F3  

A+ A1 A+ 中級の上位格付け  B SG B 投機的 

A A2 A   C - C  

A- A3 A-   D - RD/D  

BBB+ Baa1 BBB+ 中級の下位格付け  
** ムーディーズに関して、ここでの格付けスケールは、要求払い債務
格付けのスケールを参照しています。短期格付けスケールや定義に
関するさらに詳しい情報については、ムーディーズ・インベスターズ・

サービス（www.moodys.com）を参照ください。 

BBB Baa2 BBB   

BBB- Baa3 BBB-   

BB+ Ba1 BB+ 非投資適格  

BB Ba2 BB 投機的      

BB- Ba3 BB-       

B+ B1 B+ 非常に投機的      

B B2 B       

B- B3 B-       

CCC+ Caa1 CCC 相当なリスクがある      

CCC Caa2 - 投機的で安全性が低い      

CCC- Caa3 -       

CC Ca CC 極端に投機的      

C C C デフォルト状態の可能性      

D - D デフォルト状態にある      

* フィッチに関して、ここでの格付けスケールは、ストラクチャード・ファイナンス債務、プ

ロジェクト・ファイナンス債務、パブリック・ファイナンス債務のスケールを参照していま
す。格付けスケールや定義に関するさらに詳しい情報については、フィッチ・レーティン
グス（www.fitchratings.com）を参照ください。 
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S&P グローバル・レーティングの個別信用格付けの定義2 

S&P グローバル・レーティングの個別信用格付けは、個々の金融債務や、特定の種類の金融債務、または個々
の金融プログラム（ミディアム・ターム・ノート・プログラムやコマーシャル・ペーパー・プログラムに対する格付けも
含む）に関する債務者の信用力についての将来的な意見です。この意見では、保証人、保険者、またはその他
の信用補完の提供者の信用力を考慮するとともに、債務がどの通貨建てであるかについても考慮に入れます。

この意見では、期日通りに金融債務を履行する債務者の能力と意思に対する S&P グローバル・レーティングの
見方を反映するとともに、担保の安全性や劣後性など、債務不履行に陥った場合における最終的な支払いに影
響する可能性のある条件を評価する場合もあります。 

 
個別信用格付けは、長期または短期のいずれかになります。短期格付けは通常、該当する市場で短期とみなさ
れる債務に付与されます。例えば、米国では、コマーシャル・ペーパーなど、当初償還期間が 365日以内の債務
が短期と見なされます。また、短期格付けは、長期債務に付されたプット・オプションに関する債務者の信用力を
表すためにも使われます。その結果、通常の長期格付けに加え、プット・オプションが組み込まれている債務には
短期格付けが付されるため、二重格付けとなります。ミディアム・ターム・ノートには、長期格付けが付与されま

す。 

S&P グローバル・レーティングの長期個別信用格付け 

格付け 定義 

AAA 

 

債務格付け「AAA」は、S&P グローバル・レーティングが付与する最上位の格付けである。当該債務を履

行する債務者の能力は極めて高い。 

AA 

 

債務格付け「AA」は、最上位の債務格付け（「AAA」）との差が小さ い。 当該債務を履行する債務者の能

力は非常に高い。 

A 
 

 

債務格付け「A」は、上位 2 つの格付けカテゴリーに比べ、事業環境や経済状況の悪化の影響をやや受

けやすい。ただし、当該債務を履行する債務者の能力は依然として高い。 

BBB 

 

 

債務格付け「BBB」は、当該債務を履行する上での財務内容が適切であることを示している。ただし、事業

環境や経済状況の悪化により、当該債務を履行する能力が低下する可能性がより高い。  

BB 

 

 

 

債務格付け「BB」は、その他の「投機的」格付けに比べ、当該債務が不履行になる蓋然性は低い。ただ

し、この格付けは、高い不確実性や、事業環境、金融情勢、または経済状況の悪化に対する脆弱性を有

しており、これにより当該債務を履行する債務者の能力が不十分となる可能性がある。  

B 

 

 

 

債務格付け「B」は、当該債務が不履行になる蓋然性は「BB」に格付けされた債務よりも高いが、債務者

は現時点で当該債務を履行する能力を有している。事業環境、金融情勢、または経済状況が悪化した場

合には、当該債務を履行する債務者の能力や意思が損なわれる可能性が高い。 

 
  

 
2
“S&P グローバル・レーティングの格付け定義”、2018年 4月 19日、S&P グローバル・レーティング 

https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352  

https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352
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格付け 定義 
CCC 

 

 

 

債務格付け「CCC」は、現時点で当該債務が不履行になる蓋然性が高く、債務者は当該債務を履行する上

で、良好な事業環境、金融情勢、及び経済状況に依存している。事業環境、金融情勢、または経済状況が

悪化した場合には、債務者が当該債務を履行する能力を失う可能性が高い。 

CC 債務格付け「CC」は、現時点で当該債務が不履行になる蓋然性が非常に高い。 

C 

 

 

 

 

 

 

 
 

「C」格付けは、現時点で当該債務が不履行になる蓋然性が非常に高い債務や、ドキュメントの条件により認

められる支払い延滞のある債務、または破産申請あるいは債務不履行に至っていない同様な手続きの対

象となる発行体の債務に対して付与される。特に「C」格付けは、劣後債、優先株、または商品の条件に従っ

てキャッシュ支払いが中止されているその他の債務、あるいは優先株がディストレスト・エクスチェンジ・オフ

ァーの対象となることにより、債務の一部または全てがキャッシュ額に対して再購入されるか、または額面よ

り少ない総価値のその他の金融商品に取って代わるかのいずれかの場合にキャッシュ支払いが中止されて

いるその他の債務に付与される。 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務格付け「D」は債務不履行の状況にある。「D」格付けカテゴリーは、たとえ適用可能な猶予期間が終了

していなくても債務（規制上の資本性商品など）の返済が期日になされないときに使用される。ただし、当該

支払いが猶予期間内に行われると S&P グローバル・レーティングが判断した場合にはその限りではない。

また、「D」格付けは破産申請あるいは債務の支払いが危うい場合にそれに類似した手続きが取られる際に

用いられる。ディストレスト・エクスチェンジ・オファーの完了により、債務の一部または全てがキャッシュ額に

対して再購入されるか、または額面より少ない総価値のその他の金融商品に取って代わるかのいずれかの

場合に債務格付けは「D」に引き下げられる。 

NR 

 

これは、格付けの依頼がなく、格付けを確定するには情報が不十分であり、または S&P グローバル・レーテ

ィングが方針として特定の債務に格付けを付与していないことを表す。 

 
注：「AA」から「CCC」間の格付けには、プラス記号(+)またはマイナス記号(-)が付されることがあり、主要格付け
カテゴリー内での相対的な強さを表します。 
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S&P グローバル・レーティングの短期個別信用格付け 

格付け 定義  

A-1 

 

 

 

短期債務格付け「A-1」は、S&P グローバル・レーティングが付与する最上位の格付けである。当該債務

を履行する債務者の能力は高い。このカテゴリー内の特定の債務には、プラス記号（＋）が付される。これ

は、当該債務を履行する債務者の能力が極めて高いことを示している。 

A-2 

 

 

短期債務格付け「A-2」は、最上位の格付けカテゴリーの債務に比べ、事業環境 や経済状況の悪化の影

響をやや受けやすい。ただし、当該債務を履行する債務者の能力は十分にある。 

A-3 

 

 

短期債務格付け「A-3」は、当該債務を履行する上での財務内容が適切であることを示している。ただし、

事業環境や経済状況の悪化により、当該債務を履行する能力が低下する可能性がより高い。 

B 

 

短期債務格付け「B」は、投機的要素が大きいとみなされる。債務者は現時点で当該債務を履行する能力

を有しているものの、この格付けは、高い不確実性を有しており、これにより当該債務を履行する債務者

の能力が不十分となる可能性がある。 

C 

 

 

短期債務格付け「C」は、現時点で当該債務が不履行になる蓋然性が高く、債務者が当該債務を履行す

る上で、良好な事業環境、金融情勢、及び経済状況に依存している。 

D 
 

 

 

 

 

短期債務格付け「D」は、債務不履行の状況にある。「D」格付けカテゴリーは、たとえ適用可能な猶予期

間が終了していなくても債務（規制上の資本性商品など）の返済が期日になされないときに使用される。

ただし、当該支払いが猶予期間内に行われると S&P グローバル・レーティングが判断した場合にはその

限りではない。また、「D」格付けは破産申請あるいは債務の支払いが危うい場合にそれに類似した手続

きが取られる際に用いられる。 
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ムーディーズの一般的信用格付けサービスの定義3 

ムーディーズの長期債務格付け 

ムーディーズの長期債務格付けは、当初の満期が 1 年以上の金融債務の相対的な信用リスクに関する意見で
す。それらの格付けでは、金融債務が約定通りの支払いが履行されない可能性を反映します。当該格付けで
は、ムーディーズのグローバル・スケールを使用し、債務不履行の見込みと、債務不履行が生じた場合に予想さ

れる金融損失の両方を反映します。 

 
格付け 定義  

Aaa  
債務格付け「Aaa」は、信用力が最も高いと判断され、信用リスクが最低水準にある債務に対する格付け

である。 

Aa 債務格付け「Aa」は、信用力が高いと判断され、信用リスクが極めて低い債務に対する格付けである。   

A 債務格付け「A」は、中級の上位と判断され、信用リスクが低い債務に対する格付けである。  

Baa 

 

債務格付け「Baa」は、中級と判断され、信用リスクが中程度であるがゆえ、一定の投機的な要素を含みう

る債務に対する格付けである。  

Ba 

 
債務格付け「Ba」は、投機的と判断され、相当の信用リスクがある債務に対する格付けである。  

B  債務格付け「B」は、投機的とみなされ、信用リスクが高いと判断される債務に対する格付けである。  

Caa 
債務格付け「Caa」は、投機的で安全性が低いと判断され、信用リスクが極めて高い債務に対する格付け

である。  

Ca 

 

債務格付け「Ca」は、非常に投機的であり、デフォルトに陥っているか、あるいはそれに近い状態にある

が、一定の元利の回収が見込める 債務に対する格付けである。  

C 

 

債務格付け「C」は、最も格付けが低く、通常、デフォルトに陥っており、元利の回収の見込みも極めて薄

い債務に対する格付けである。   

 
注： ムーディーズは Aa から Caa までの格付けに、1、2、3 という数字の付加記号を加えています。1 は、債務
が文字格付けのカテゴリーで上位に位置することを示し、2 は中位、3 は下位にあることを示しています。 

ムーディーズの要求払い債務格付け 

変動金利要求払い債務（VRDO）の場合、2つの要素（長期または短期債務格付け及び要求払い債務格付け）か
ら成る格付けが付与されています。第1の要素は、約定通りの元利返済に関連するムーディーズのリスクの評価

を表します。第2の要素は、償還請求時に購入価額相当を回収できる能力（「要求特性」）に関するムーディーズ
のリスクの評価を表し、地方債投資適格（MIG）格付けスケール、変動金利地方債投資適格（VMIG）または
VMIG格付けを使用して評価されます。 

 
VRDOの長期または短期の側面のいずれかが格付けを付与されていない場合、その部分にはNRの記号が付さ
れます（例えば、Aaa/NRまたはNR/VMIG 1）。 

 
VMIGの格付けにおいては、各個別銘柄の固有の構造的特徴またはクレジットの特徴に基づいて期限が失効し

ます。 

  

 
3 “格付け記号及び定義、2017年 7月、ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004  

http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004
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格付け 定義  

VMIG 1 

 

 

この記号は、最上級の格付けを示している。流動性プロバイダーや、構造的かつ法的プロテクションの優

れた短期信用力により、極めて良好なプロテクションが提供されている。これにより、要求に応じて購入価

格のタイムリーな支払いが確保される。 

VMIG 2 

 

 

この記号は、高い格付けを示している。流動性プロバイダーや、構造的かつ法的プロテクションの高い短

期信用力により、良好なプロテクションが提供されている。これにより、要求に応じて購入価格のタイムリ

ーな支払いが確保される。  

VMIG 3 

 

 

この記号は、受け入れ可能な格付けを示している。流動性プロバイダーや、構造的かつ法的プロテクショ

ンの十分な短期信用力により、適切なプロテクションが提供されている。これにより、要求に応じて購入価

格のタイムリーな支払いが確保される。 

SG 

 

 

 

この記号は、投機的な格付けを示している。このカテゴリーに格付けされる要求払いの特徴としては、投

資適格の短期格付けを有していない流動性プロバイダーにより支援される場合があるか、または要求に

応じて購入価格のタイムリーな支払いを確保するために必要な構造的かつ法的プロテクションを欠いてい

る場合があることが挙げられる。 

フィッチの格付けの定義4 

フィッチの長期のストラクチャード・ファイナンス債務、プロジェクト・ファイナンス債務、及びパブリック・ファイナン

ス債務の格付け 

長期尺度に基づくストラクチャード・ファイナンス債務、プロジェクト・ファイナンス債務、及びパブリック・ファイナン
ス債務（ソブリンの金融債務を含む）の格付けでは、当該債務が不履行に陥る相対的な蓋然性が検討されます。

これらの格付けは通常、発行体ではなく、個々の証券またはリスクの異なるトランシェに対して付与されます。 

 
格付け 定義  

AAA 

 

 

最も高い信用力。「AAA」格付けは、デフォルト・リスクが最も低いと予想していることを示す。この格付け

は、金銭債務の履行能力が極めて高い場合にのみ付与される。予見し得る事由がこの能力に悪影響を

与える可能性は、非常に低いと考えられる。   

AA 

 

 

非常に高い信用力。「AA」格付けは、 デフォルト・リスクが非常に低いと予想していることを示す。金銭債

務の履行能力が非常に高いことを示している。予見し得る事由によってこの能力が著しく損なわれること

はないと考えられる。   

A 

 

 

高い信用力。「A」格付けは、 デフォルト・リスクが低いと予想していることを示す。金銭債務の履行能力は

高いと想定されるが、経営または経済環境の悪化がこの能力に及ぼす影響は、上位格付けの場合より大

きくなり得る。  

BBB 

 
 

良好な信用力。「BBB」格付けは、デフォルト・リスクが現在は低いと予想していることを示す。金銭債務の

履行能力は概ね十 分にあると考えられるが、経営または経済環境の悪化がこの能力を損なう可能性が

より高い。 

BB 

 

投機的。「BB」格付けは、特に経営または経済環境が時間の経過とともに悪化した場合、デフォルト・リス

クに対する脆弱性が高まることを示す。 

B 

 

 

非常に投機的。「B」格付けは、重大なデフォルト・リスクが存在するものの、債務履行に関する安全性が

限定的ながら残っていることを示す。現時点では、金銭債務が履行されているものの、継続的履行能力

は、経営及び経済環境の悪化に対し脆弱である。 

CCC 相当重大な信用リスク。債務不履行が、現実の可能性として認められる。 

CC 非常に高い水準の信用リスク。一定の債務不履行が起こる蓋然性が高い。 

C 極めて高い水準の信用リスク。債務不履行が差し迫っている、または、不可避である。 

D 

 

 

 

 

債務不履行。債務不履行を示す。債務不履行とは通常、次のうちいずれか一つに該当する場合と定義さ

れる： 

• 格付け対象債務について、元本または利息の支払に関する約定どおりの履行を怠ること 

 
4 “「格付け及びその他のオプションの形態の定義」、2014年 12月、フィッチ・レーティングス 

http://www.fitchratings.com/web_content/ratings/fitch_ratings_definitions_and_scales.pdf   

http://www.fitchratings.com/web_content/ratings/fitch_ratings_definitions_and_scales.pdf
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格付け 定義  

 

 

 

 

 

• 発行体・債務者の破産申立て、会社管理、管財人の任命、清算その他の形態による清算型倒

産手続または事業停止、または 

• 想定される支払不履行を回避するために、既存条件と比較して構造的または経済的条件が劣

る証券が債権者に提示されるディストレスト債務交換 

NR 

 

 

格付けなし。資本構成全体を形成する発行証券のうちの全てではなく一部に対して、フィッチが格付けし

ている場合に、フィッチによる格付けが付与されていない証券を示すために用いられる。 

 
注：主要な格付けカテゴリー内において相対的な位置付けを示すために「＋」または「－」の符号を付すことがあり
ます。ただし、「AAA」債務格付けまたは「CCC」未満の企業のコーポレート・ファイナンス債務格付けにはこれら
の符号を 付しません。 

フィッチの短期格付け 

コーポレート・ファイナンス、パブリック・ファイナンス、及びストラクチャード・ファイナンスにおける発行体または債

務に付与される短期格付け 

 
短期発行体または債務格付けは、全ての場合において格付け対象の事業体または証券が債務不履行に陥る短
期的な蓋然性に基づいており、当該債務を統治しているドキュメンテーションに従って債務を履行する能力に関

係しています。短期格付けは、当初満期が市場慣行上「短期」と見なされる債務に付与されます。「短期」とは通
常、企業の金融債務並びにソブリン及びストラクチャード・ファイナンスの債務については13ヶ月までを意味し、米
国のパブリック・ファイナンス市場の債務については36ヶ月までを意味します。 

 
格付け 定義  

F1 
 

最も高い短期信用力。債務の期日通りの支払に関する能力が最も高いことを示す。極めて高い信用力に

対しては「+」符号が付される。 

F2 

 
良好な短期信用力。債務の期日通りの支払に関する能力が良好であることを示す。  

F3 

 
中位の短期信用力。債務の期日通りの支払に関する能力が概ね十分にあることを示す。 

B 

 

 

投機的短期信用力。債務の期日通りの最低限の支払能力はあるものの、金融及び経済環境の目先の悪

化による 影響を受けやすいことを示す。  

C 高い短期デフォルト・リスク。デフォルトが現実の可能性として認められることを示す。 

RD 

 

 

一部債務不履行。1件以上の債務が不履行であるが、その他の金融債務の履行が継続している発行体

を示す。発行体格付けにのみ適用される。 

D 

 
デフォルト。発行体の広範囲なデフォルトまたは全ての短期債務のデフォルトを示す。 
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付属資料Ⅱ 

用語集 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数が使用するデータは、2つのアウトプット・ファイル（構成銘柄レベ

ル・ファイル及び指数レベル・ファイル）に含まれています。 

 
構成銘柄レベル・ファイルでは、構成銘柄の証券レベルでのデータを示します。例えば、このファイルでは、指数
の各固定利付証券の証券識別コード（CUSIP、または ISIN）や、証券の説明、現地通貨建て額面、証券の信用

格付けなどを示します。指数レベル・ファイルでは、指数レベルでのデータを示し、指数の基準通貨を使用しま
す。例えば、このファイルでは、指数の名称や、指数のトータル・リターン、加重平均信用格付け、指数の調整後
時価総額、構成銘柄数などを示します。 

 
このセクションは、関連債券指数の専門用語に加え、これらのファイルの中で示されている重要なデータの概要
を提供することを目的としています。ここには、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数に関連する 2つの
ファイルの重要な用語や計算の定義が含まれています。必要に応じて、アウトプット・ファイルの中に出てこない
可能性のある重要な債券用語を追加で提供しています。 

 
この資料は、具体的な指数メソドロジー資料の代用になることを目的としていません。むしろ、この資料は概要で
あり、特定の指数では計算が異なる場合があります。したがって、構成銘柄における証券の適格性及び指数計
算に関する構成銘柄レベルと指数レベルの両方での詳細については、各指数メソドロジーを参照ください。 

 
ハイ・イールド債：S&P グローバル・レーティング及びフィッチ・レーティングスにより「BB+」以下、またはムーディ
ーズ・インベスターズ・サービスにより「Ba1」以下に格付けされた債券。これらの低格付けはデフォルト・リスクが
高いことを示しています。デフォルトのリスクが高いため、これらの債券は通常、信用力の高い債券よりも高い利
回りで発行されます。これは「投機的」債券または「ジャンク」債としても知られています。 

 
投資適格債：S&P グローバル・レーティング及びフィッチ・レーティングスにより「BBB-」以上、またはムーディー
ズ・インベスターズ・サービスにより「Baa3」以上に格付けされた債券。これらの高格付けはデフォルト・リスクが低
いことを示しています。したがって、これらの債券は信用力の低い債券よりも低い利回りで発行される傾向があり

ます。これは「高格付け」債としても知られています。 

 
格上げまたは格下げ：債券自体、または債券を発行した企業や政府、機関の基本的な経済ファンダメンタルズの
いずれかに何らかの変化がある場合、格付け会社により一般的に行われる格付けの見直し。例えば、発行体の

財務状態、または発行体が関係する経済全体が悪化したことにより、債券が格下げされる（当初付与された格付
けよりも低い格付けを付与される）可能性があります。 

構成銘柄レベルの用語 

経過利息：証券に係わる利息と見なされるが、まだ投資家に支払われていない利息。 

 
調整後時価総額：特定の指数メソドロジーのウェイト付けルールや集中要件に従うための指数構成銘柄の時価

総額に対する修正。調整後時価総額の計算は以下の通りです： 
 

修正後時価総額＝時価総額 * ウェイト修正係数（AWF） 
 
ウェイト付け、構成銘柄の集中要件、及び指数計算に関する詳細については、各指数のそれぞれのメソドロジー
を参照ください。 
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ウェイト修正係数（AWF）：「追加ウェイト係数」と呼ばれることもあり、AWFは均等加重指数または修正時価総額
加重指数の証券の時価加重をコントロールするために使用される値です。これは1に等しい場合が多く、構成銘
柄に何ら影響を与えません。しかし、構成銘柄のウェイト制限及び（または）集中要件を管理する特定のルールを

有する指数に関しては、指数メソドロジーに従うために、特定の指数構成銘柄のウェイトや時価総額を一致させ
る上でウェイト修正係数（AWF）が使用されます。 

 
ウェイト付け、構成銘柄の集中要件、及び指数計算に関する詳細については、各指数のそれぞれのメソドロジー

を参照ください。 

 
AWFの適用に関する詳しい情報については、www.spglobal/spdji.comで入手可能なS&P ダウ・ジョーンズ・イ
ンデックスの指数算出メソドロジー（Index Mathematics Methodology）を参照ください。 

 
開始時の時価総額：直近のリバランス期間の終了時点における証券の調整後時価総額。 

 
キャッシュ：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数に関して、直近のリバランス以降において金融商品に
対して受領するキャッシュ。 

 
クリーン価格：経過利息を含まない債券の価格。債券は通常、クリーン価格で値付けされます。 

 
国：国際標準化機構（ISO）が定義し、発行するアルファベット 2文字の国名コードであり、国、属領、及び地理的
利害のある特別地域を表します。ISOの国名コードの例としては、米国（US）やフランス（FR）、日本（JP）などが
挙げられます。 

 
リスク国：債券銘柄に割り当てられる国。売上高の地域的分布、届出通貨、本店の場所、及びプライマリー上場
の場所といった様々な要因に基づいて判断されます。 

本籍国：債券銘柄に割り当てられる国。上場している国に基づいて判断されます。 

 
クーポン：現在の年間クーポン・レート。クーポンは通常（常ではないが）、年 2回支払われます。 

 
通貨コード：ISO通貨コードとは、アルファベット 3文字から成るコードであり、世界中で使われている様々な通貨
を表します。このコードは、企業や政府、社会のために国際規格を策定する組織である国際標準化機構（ISO）に
よって開発・維持されています。 

 
CUSIP：統一証券識別手続委員会（CUSIP）は、証券を識別する統一的な方法を開発するために米国銀行協会
が設立しました。CUSIP コードは、各証券シリーズに割り当てられる独自の 9桁の英字と数字の識別コードで
す。CUSIPは、全てのCUSIPグローバル識別コードの提供を代表する包括的な組織である、CUSIPグローバ
ル・サービス（CGS）により割り当てられます。CGSは、米国銀行協会（ABA）の代わりに S&P グローバル・マー
ケット・インテリジェンスの CUSIPサービス・ビューローが管理しています。 

 
日次の利息リターン：日次の利息リターン（または日々のクーポン・リターン）は債券利息によるリターンです。計
算の詳細については、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数算出メソドロジー（S&P Dow Jones 

Indices’ Fixed Income Index Mathematics Methodology）及び（または）各指数のメソドロジーを参照ください。 

 
日次の価格リターン：日次の価格リターンは、債券の市場価格における前日からの変化によるリターンを測定し
ます。計算の詳細については、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数算出メソドロジー（S&P Dow 

Jones Indices’ Fixed Income Index Mathematics Methodology）及び（または）各指数のメソドロジーを参照く

ださい。 

 

http://www.spdji.com/


 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券の方針及び実務  42 

日次のトータル・リターン：指数のポートフォリオ証券における前日比の実際のリターン率を示す投資パフォーマ
ンス尺度。日次のトータル・リターンは、2つのリターン・カテゴリー（利息収入及びキャピタル・ゲイン（または価格
リターン））を考慮しています。 

 
価格リターンは、債券の市場価格の変化によるリターンを測定します。利息リターン（またはクーポン・リターン）に
は、債券利息によるリターンが含まれます。ゼロクーポン債の場合、利息リターンによる価格の増加は価格リター
ンとして計上されます。 

 
計算の詳細については、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数算出メソドロジー（S&P Dow Jones 

Indices’ Fixed Income Index Mathematics Methodology）及び（または）各指数のメソドロジーを参照ください。 

 
説明：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが使用するデータ・フィードからの情報に基づく証券名及び説明（トムソ
ン・ロイター、IDCなど、ただし、指数により異なる）。 

 
説明（その他）：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが使用するデータ・フィードからの追加/別の情報に基づく証券
名及び説明（トムソン・ロイター、IDCなど、ただし、指数により異なる）。 

 
利含み価格：経過利息を含む債券価格。オール・イン・プライスとも呼ばれる場合があります。 

 
有効日：データの日付。営業終了後時点のもの。 

 
実効デュレーション：実効デュレーションとは修正デュレーションを修正したものであり、債券に組み込まれている
オプションの影響を調整したデュレーションを指します。修正デュレーションの静的なアプローチとは異なり、実効
デュレーションでは、金利の変化に伴って予想キャッシュ・フローが変動することを考慮してデュレーションを求め
ます。 

 
有効償還日：償還日前の強制的償還、コール、テンダー、または同様なイベントのある債券証券に関して、有効
償還日はそうした将来のイベント日を指します。強制的償還、コール、テンダー、または同様なイベントが証券に
適用されない場合、有効償還日は通常、債券証券の償還日となります。 

 
表面（または額面または元本額）：金融商品の表面に表示される証券の元本額。 

 
フェース・バリュー：証券の額面価額であり、市場価額とは異なります。 

 
フィッチの格付け：フィッチ・レーティングスによる固定利付証券の信用格付け。付属資料Ⅰの S&P ダウ・ジョーン
ズ・インデックスの債券指数により使用されている格付け記号及び定義を参照ください。 

 
為替レート：FXレートまたは外国為替レートは、別の通貨で表されるある通貨の価格。言い換えれば、ある通貨
を別の通貨に交換することができるレート。 

 
一般に、それぞれの指数メソドロジーにおいて特に明記しない限り、指数の基準通貨は米ドルです。したがって、
外貨建ての構成銘柄証券は、日々のスポット為替レートを用いて指数の基準通貨価値に換算されます。米ドル
建て証券（米国の地方債など）の為替レートは「1」と表示されます。計算の詳細については、時価総額（Market 

Value）を参照ください。 

 
GICS コード：企業をセクター及び産業に分類するためのグローバル・スタンダードを確立するため、S&P及び
MSCIは 1999年に共同で世界産業分類基準（GICS®）を開発しました。これにより、資産保有者や、資産運用会
社、投資リサーチのスペシャリストが、産業別指数や、地域別指数、グローバル指数においてシームレスな比較
を行うことが可能となります。GICSは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのほとんどのセクター及び産業ベース

の指数の土台となります。全ての分類は、S&P とMSCIの両方により同意され、実行されます。 
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S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスとMSCIは、GICSの構成を毎年レビューします。これには諮問委員会の開

催または市場参加者との公開相談が含まれる場合があります。この目的は、GICSの構成が引き続き世界の株
式市場を正確に表すことを確保し、世界の産業のシームレスな比較を可能にすることです。 

 
詳細な情報については、弊社のウェブサイトwww.spglobal/spdji.comで入手可能なS&P ダウ・ジョーンズ・イン

デックスの世界産業分類基準メソドロジー（Global Industry Classification Standard Methodology）及びGICS

マップを参照ください。 

 
PICS コード：債券銘柄に特に適用される商品識別コード。PICSコードは GICSコードと同様のメソドロジーに従

っていますが、S&P グローバルが独自に設定するものであり、個別の債券銘柄に基づいて分類を行うため、発
行体レベルでコードが異なる場合があります。 

 
指数ウェイト：一般に、時価総額加重指数において、指数ウェイトは指数の指数証券の相対ウェイトです。これ

は、指数ポートフォリオにおける全ての指数証券の時価総額合計に占めるその証券の時価総額の割合を示すも
のとして定義されます。しかし、特定の指数ではウェイトの上限またはその他の制限を設けています。計算の詳
細については、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数算出メソドロジー（S&P Dow Jones Indices’ 

Fixed Income Index Mathematics Methodology）及び（または）各指数のメソドロジーを参照ください。 

 
ISIN：国際証券識別番号（ISIN）は独自に証券を識別します。その構造は、国際標準化機構 6166において定義
されています。ISINが割り当てられる証券には、債券やコマーシャル・ペーパー、株式、ワラントなどが含まれま
す。ISINコードは、12桁のアルファベットと数字のコードであり、このコードには金融商品を特徴づける情報が含
まれていませんが、世界統一のコードを通じて取引や決済時において証券を識別することが可能となります。 

 
マコーレー修正デュレーション：マコーレー・デュレーションは、債券投資の回収に要する年数を測定するものであ
り、将来受け取る全てのクーポン及び元本額の現在価値を考慮します。したがって、これはキャッシュ・フローのタ
イミングの価値加重平均であり、年数で表示されます。   

 
修正デュレーションはマコーレー ・デュレーションの修正版であり、償還までの利回りの小幅な変化が債券の価
格にどのような影響を与えるかを測定するように設計されています。これは、金利と債券価格が反対方向に動くと
いうコンセプトに従っています。 

 
時価総額：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数に関して、それぞれの指数証券の時価総額は各暦日
の取引終了時点で各証券に対して計算されます。計算の詳細については、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの
債券指数算出メソドロジー（S&P Dow Jones Indices’ Fixed Income Index Mathematics Methodology）及び

（または）各指数のメソドロジーを参照ください。 

 
償還日：債券またはその他の固定利付証券の元本額が払い戻され、利息支払いが停止される日。償還日は、貴
方が投資元本の払い戻しを受け取る最終予定日であり、どれだけの期間にわたり利息支払いを受け取るかを示

す日です。ただし、一部の固定利付証券にはコールやプット、減債基金などの条項があり、これらの条項により、
定められた償還日前に債務が払い戻される場合があります。 

 
マネタリー・デフォルト：発行体が債券保有者に元本または利息の全てあるいは一部を期日に支払わない場合、

マネタリー・デフォルトと見なされます。 

 
ムーディーズの格付け：ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる固定利付証券の信用格付け。付属資料Ⅰ
の S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数により使用されている格付け記号及び定義（Key Ratings 

Symbols and Definitions Used by S&P Dow Jones Indices’ Fixed Income Indices）を参照ください。 

 

http://www.spdji.com/
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OAスプレッド（オプション調整後スプレッド）：ベンチマークのイールドカーブを上回る平均スプレッドであり、金利
によって将来実現される可能性のある潜在的リスクに基づいています。キャッシュ・フローの潜在的リスクは、債
券に組み込まれているオプション（プット/コール）を反映するために調整されます。その結果として生じるスプレッ

ドは、指数算出において-3500または3500のそれぞれキャップまたはフロアの対象となります。 

 
額面：償還時に払い戻される債券またはノートの元本額であり、現地通貨建てで表示されます。これは「パー・バ
リュー」、「フェース・バリュー」、「プリンシパル」としても知られています。 

 
期限前償還（元本の期限前償還）：定められた償還日前の発行体による元本額の償還。「期限前償還」には「コ
ール」が含まれますが、通常はコールよりも正式でない手続きとなります。 

 
価格：フェース・バリューまたは額面に対する割合として証券に対して支払われる金額。 

 
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数に関して、構成銘柄ファイルの価格はクリーン価格であり、それぞ

れの経過利息を除いた債券の価格です。米国では、市場慣行として債券価格はクリーン価格で値付けされます。 

 
現時点の価格：固定利付証券の利回り計算で使用される償還日であり、証券の償還日や、存在する可能性のあ
る事前任意コール条項を考慮すると、現在の価格でその債券にとって最も低いリターンとなる償還日。 

 
経過利息込みの価格：経過利息込みの価格は一般に「利含み価格」と呼ばれ、最終のクーポン支払いから当営
業日までの経過利息を含む債券の価格です。利含み価格は、投資家が債券を取得するために支払う価格です。 

 
プライシングの詳細：適用可能な指数のフリーテキスト証券のプライシング・ノート。一般に証券プライシング・サ
ービスから入手可能。 

 
元本：経過利息を除く債券の額面額であり、償還時に支払われます。 

 
事前任意コール条項：債券の販売時に債券の信託証書に概要が説明されている条項であり、これにより発行体
（借手）は債券において定められている償還日以前の特定の日及び価格で債券を償還することが可能となりま

す。 

 
償還：発行体による債券の完済または買戻し。また、受託者によるビッド価格での投資信託の買戻し。 

 
償還日：債券の期間が終了し、証券の元本額が支払われ、最終の利息が支払われる日。「満期日」とも呼ばれま
す。コーラブル債の場合、「コール日」とも呼ばれます。 

 
償還プレミアム：証券のコール価格が元本または額面を超える部分の金額。 

 
SEDOL：SEDOLは「Stock Exchange Daily Official List」の略であり、決済を目的に英国やアイルランドにおい
て使用されている証券識別コードのリストです。このコード番号は、証券の発行体からの要請に基づいてロンドン

証券取引所により割り当てられます。SEDOLは、英国で発行される全ての証券の各国証券識別番号（NSIN）と
して機能しているため、証券の国際証券識別番号（ISIN）の一部ともなっています。 

 
SP格付け：S&P グローバル・レーティングによる固定利付証券の信用格付け。付属資料Ⅰの S&P ダウ・ジョー
ンズ・インデックスの債券指数により使用されている格付け記号及び定義（Key Ratings Symbols and 

Definitions Used by S&P Dow Jones Indices’ Fixed Income Indices）を参照ください。 

 
州：米国の2桁の郵便サービス・コードであり、米国の州、属領、及び地理的利害のある特別地域を表します。例

としては、ニューヨーク州（NY）、コロンビア特別区（DC）、グアム島（GU）などが挙げられます。 
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S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数の目的上、証券の州は発行体の州であり、米国の 50の州全て
や、コロンビア特別区、プエルトリコ自治連邦区、さらにはグアム島及び米領ヴァージン諸島といった米国自治領
などが含まれます。 

 
変動金利要求払い債務（VRDO）：特定の間隔（例えば、フレキシブル、毎日、毎週、毎月、または毎年）で設定さ
れる変動またはフローティング金利により利息を生み出す債券。同債券には、新たな金利が設定される時に、債
券保有者が債券を発行体に買い取らせることを認めるプット・オプションが含まれています。VRDOは、VRDN

（N=中期債）、VRDB（B=長期債）または「ロー・フローター」とも呼ばれます。 

 
償還までの年数：償還までの年数 

 
コール償還利回り：現在の価格や、債券が予め定められた日及び価格で発行体によりコールまたは償還されると
の前提に基づく債券の予想年率リターン。これは、指数算出において-250または 250のそれぞれフロアまたは
キャップの対象となります。 

 
最終利回り：現在の価格や、その債券が償還まで保有されるとの前提に基づく債券の予想年率リターン。これは
「利回り」と呼ばれることもあります。これは、指数算出において-250または 250のそれぞれフロアまたはキャッ
プの対象となります。 

 
最低利回り：これは、償還日前にコールされる可能性を考慮して算出される最低の利回りです。これは、指数算
出において-250または250のそれぞれフロアまたはキャップの対象となります。 
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指数レベルの用語 

構成銘柄数：有効日の営業終了時における各指数の固定利付証券の構成銘柄数。 

 
コンベクシティ（時価総額加重平均）：コンベクシティとは、金利の変動に対する証券のデュレーションの変化を測
る指標です。証券のコンベクシティが大きければ大きいほど、金利の変動に対するデュレーションの変化も大きく
なります。証券のコンベクシティは、指数算出において-100または100のそれぞれフロアまたはキャップの対象
となります。 

 
 
指数レベル・ファイルは加重平均コンベクシティを示します。これは、指数における全ての固定利付証券のコンベ

クシティの加重平均です。この数値は、指数における各固定利付証券のコンベクシティを証券の時価総額により
加重し、次に加重された数値を平均することで求められます。 

 
この指標は、各債券の時価総額を合計することにより計算されます。各債券のウェイトは、各債券の時価総額を

全債券の時価総額の合計で除すことにより求められます。加重平均コンベクシティを求めるには、各証券のウェ
イトを各債券のコンベクシティで乗じ、次に全ての価値を合計します。例えば、3つの債券で構成される指数があ
り、債券の時価総額がそれぞれ1,000ドル、2,000 ドル、3,000 ドル（合計6,000ドル）で、コンベクシティがそれ
ぞれ 23.19、77.11、21.15であると仮定します。これらの債券のウェイトは、それぞれ 1/6（1,000/6,000）、1/3

（2,000/6,000）、1/2（3,000/6,000）となります。したがって、加重平均コンベクシティは約 40.143（1/6 * 23.19 + 

1/3 * 77.11 + 1/2 * 21.15）となります。 

 
クーポン（額面残高加重平均）：各指数における全ての固定利付証券の所定金利の加重平均。この数値は、指
数における各構成銘柄のクーポンを証券の額面金額で加重し、次にこれらの加重された数値を平均することによ

り計算されます。 

 
この指標は、各証券の額面金額を合計することにより計算されます。各証券のウェイトは、各証券の額面金額を
全証券の額面金額の合計で除することにより求められます。加重平均クーポンを求めるには、各証券のウェイト

を各証券のクーポンで乗じ、次に全ての価値を合計します。例えば、2つの債券で構成される指数があり、債券
の調整後額面金額がそれぞれ6,000,000 ドル、4,000,000 ドル（合計10,000,000 ドル）で、クーポンがそれぞれ
7.5%、5%であると仮定します。これらの証券のウェイトは 0.6（6,000,000/10,000,000）及び 0.4

（4,000,000/10,000,000）となります。したがって、加重平均クーポンは 6.5%（0.6 * 7.5% + 0.4 * 5%）となりま

す。 

 
日々の指数リターン：指数のトータル・リターンの前日比の変化。計算の詳細については、S&Pダウ・ジョーンズ・
インデックスの債券指数算出メソドロジー（S&P Dow Jones Indices’ Fixed Income Index Mathematics 

Methodology）及び（または）各指数のメソドロジーを参照ください。 

 
フィッチ格付け（時価総額加重平均）：指数においてフィッチ・レーティングスが格付けを行った全ての債券の加重
平均。この指標は、指数の全体的な信用格付けを示します。加重平均信用格付けが低ければ低いほど、指数の

リスクは高くなります。加重平均信用格付けは、アルファベット表記による通常の格付け等級によって表されます
（例えば、AAA、BBB、CCCなど）。 

 
加重平均信用格付けを求めるには、まず始めに、指数においてフィッチ・レーティングスが格付けを行った各債券

の時価総額を、指数においてフィッチ・レーティングスが格付けを行った債券の調整後時価総額の合計で除しま
す。フィッチ・レーティングスが格付けを行っていない債券はこの計算から除外されます。これにより、フィッチ・レ
ーティングスが格付けを行った債券に対してウェイトが付与されます。このウェイトにより、各債券が加重平均信
用格付けにどれだけ影響するかが決まります。次に、各債券のウェイトを、下図に示されている信用格付けスコ
アで乗じます。 
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フィッチ長期格付け/ スコア 

加重平均信用格付けの計算に関する例については、SP格付けを参照ください。 

 
フィッチ短期格付け（時価総額加重平均）：指数の構成銘柄の中で、フィッチ・レーティングスが格付けを行った全
ての短期固定利付証券の加重平均。この指標は、指数の全体的な信用格付けを示します。加重平均信用格付
けが低ければ低いほど、指数のリスクは高くなります。加重平均信用格付けは、アルファベット表記による通常の
格付け等級によって表されます（例えば、F1、B、Cなど）。 

 
加重平均信用格付けを求めるには、まず始めに、指数においてフィッチ・レーティングスが格付けを行った短期証
券の時価総額を、指数においてフィッチ・レーティングスが格付けを行った短期証券の時価総額の合計で除しま
す。フィッチ・レーティングスが格付けを行っていない債券はこの計算から除外されます。これにより、フィッチ・レ

ーティングスが格付けを行った証券に対してウェイトが付与されます。このウェイトにより、各証券が加重平均信
用格付けにどれだけ影響するかが決まります。加重平均信用格付けの計算に関する例については、SP格付け
を参照ください。 

 
指数コード：各指数を表すS&P ダウ・ジョーンズ・インデックス独自の指数コード。 

 
指数の金利リターン価値：日々の指数の金利リターン価値は通常、当日の指数の金利リターンを前日の指数の
価値に適用することにより、毎日計算されます。計算の詳細については、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの債

券指数算出メソドロジー（S&P Dow Jones Indices’ Fixed Income Index Mathematics Methodology）及び（ま
たは）各指数のメソドロジーを参照ください。 

 
指数の時価総額：全ての指数構成銘柄の時価総額の合計。計算の詳細については、S&Pダウ・ジョーンズ・イン

デックスの債券指数算出メソドロジー（S&P Dow Jones Indices’ Fixed Income Index Mathematics 

Methodology）及び（または）各指数のメソドロジーを参照ください。 

 
指数の名称：データが該当する指数の名称。 

 
指数の額面残高：全ての指数構成銘柄の額面金額の合計。計算の詳細については、S&Pダウ・ジョーンズ・イン
デックスの債券指数算出メソドロジー（S&P Dow Jones Indices’ Fixed Income Index Mathematics 

Methodology）及び（または）各指数のメソドロジーを参照ください。 

 
指数の価格リターン価値：日々の指数の価格リターン価値は通常、当日の指数の価格リターンを前日の指数の
価値に適用することにより、毎日計算されます。計算の詳細については、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの債
券指数算出メソドロジー（S&P Dow Jones Indices’ Fixed Income Index Mathematics Methodology）及び（ま

たは）各指数のメソドロジーを参照ください。 

 
指数のトータル・リターン価値：日々の指数のトータル・リターン価値は通常、当日の指数のトータル・リターンを前
日の指数の価値に適用することにより、毎日計算されます。計算の詳細については、S&Pダウ・ジョーンズ・イン

デックスの債券指数算出メソドロジー（S&P Dow Jones Indices’ Fixed Income Index Mathematics 

Methodology）及び（または）各指数のメソドロジーを参照ください。 

 

AAA 100 A- 94 BB- 88 CCC- 82 C- 76

AA+ 99 BBB+ 93 B+ 87 CC+ 81 DDD 75

AA 98 BBB 92 B 86 CC 80 DD 74

AA- 97 BBB- 91 B- 85 CC- 79 D 73

A+ 96 BB+ 90 CCC+ 84 C+ 78 N/R 0

A 95 BB 89 CCC 83 C 77

Fitch L-T Rating / Score
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ISO（通貨）コード：ISO通貨コードとは、アルファベット文字から成るコードであり、世界中で使われている様々な
通貨を表します。このコードは、企業や政府、社会のために国際規格を策定する組織である国際標準化機構
（ISO）によって開発・維持されています。 

 
ISO通貨コードは定期的にアップデートされ、公開されています。ISO通貨コードの例としては、ユーロ（EUR）、
米ドル（USD）、英ポンド（GBP）などが挙げられます。これらのコードは、通貨取引や通貨先物などの外国為替市
場で使われています。アルファベット 3文字から成る各コードは、3つの数字から成る数値コードに対応していま

す。例えば、米ドル（USD）の数値コードは 840となっています。 

 
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数においては、指数レベルの ISOコードは指数の基準通貨となり、
指数のメソドロジー資料の中で特に指定のない限り、この基準通貨は一般に米ドルとなっています。 

 
例えば、S&P インターナショナル・ソブリン債〔米国除く〕指数には様々な現地通貨建ての債券が含まれています
が、指数自体は米ドル建てとなっています。 

 
ローカル格付け（時価総額加重平均）：特定の指数に適用されるルールに基づいて指数構成債券を格付けする
際に、新たな格付け会社が利用される場合、SP格付け、ムーディー格付け、フィッチ格付けで説明されているコ
ンセプト及び算出メソドロジーに従い、ローカル格付けがプレースホルダーとして利用されます。構成銘柄の格付
け要件に関する方針については、指数のメソドロジーを参照ください。 

 
算出方法の詳細については、SP格付け、ムーディー格付け、フィッチ・格付けを参照ください。 

 
ローカル短期格付け（時価総額加重平均）：特定の指数に適用されるルールに基づいて指数の短期証券を格付
けする際に、新たな格付け会社が利用される場合、SP短期格付け、ムーディー短期格付け、フィッチ短期格付け
で説明されているコンセプト及び算出メソドロジーに従い、ローカル短期格付けがプレースホルダーとして利用さ
れます。構成銘柄の格付け要件に関する方針については、指数のメソドロジーを参照ください。 

 
算出方法の詳細については、SP短期格付け、ムーディー短期格付け、フィッチ短期格付けを参照ください。 

 
修正デュレーション（時価総額加重平均）：指数における全ての固定利付証券の修正デュレーションの加重平均。

この数値は、指数における各固定利付証券の修正デュレーションを証券の時価総額で加重し、次にこれらの加
重された数値を平均することで求められます。 

 
この指標は、各債券の時価総額を合計することにより計算されます。各債券のウェイトは、各債券の時価総額を

全債券の時価総額の合計で除することにより求められます。加重平均修正デュレーションを求めるには、各証券
のウェイトを各債券の修正デュレーションで乗じ、次に全ての価値を合計します。例えば、3つの債券で構成され
る指数があり、債券の時価総額がそれぞれ1,000ドル、2,000 ドル、3,000 ドル（合計6,000ドル）で、修正デュ
レーションがそれぞれ 5.5、7.8、12であると仮定します。これらの債券のウェイトは、それぞれ 1/6

（1,000/6,000）、1/3（2,000/6,000）、1/2（3,000/6,000）となります。したがって、加重平均修正デュレーションは

約 9.52（1/6 * 5.5 + 1/3 * 7.8 + 1/2 * 12）となります。 

 
ムーディーズの格付け（時価総額加重平均）：指数においてムーディーズ・インベスターズ・サービスが格付けを
行った全ての債券の加重平均。この指標は、指数の全体的な信用格付けを示します。加重平均信用格付けが低

ければ低いほど、指数のリスクは高くなります。加重平均信用格付けは、アルファベット表記による通常の格付け
等級によって表されます（例えば、Aaa、Baa2、Caa2など）。 

 
加重平均信用格付けを求めるには、まず始めに、指数においてムーディーズ・インベスターズ・サービスが格付

けを行った各債券の時価総額を、指数においてムーディーズ・インベスターズ・サービスが格付けを行った各債券
の調整後時価総額の合計で除します。ムーディーズ・インベスターズ・サービスが格付けを行っていない債券はこ
の計算から除外されます。これにより、ムーディーズ・インベスターズ・サービスが格付けを行った債券に対してウ
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ェイトが付与されます。このウェイトにより、各債券が加重平均信用格付けにどれだけ影響するかが決まります。
次に、各債券のウェイトを、下図に示されている信用格付けスコアで乗じます。 

 

 
 
ムーディーズ長期格付け/ スコア 

 
加重平均信用格付けの計算に関する例については、SP格付けを参照ください。 

 
ムーディーズ短期格付け（時価総額加重平均）：指数においてムーディーズ・インベスターズ・サービスが格付け
を行った全ての短期固定利付証券の加重平均。この指標は、指数の全体的な信用格付けを示します。加重平均

信用格付けが低ければ低いほど、指数のリスクは高くなります。加重平均信用格付けは、アルファベット表記によ
る通常の格付け等級によって表されます（例えば、変動金利要求払い債務（VRDO）に対する VMIG 1、VMIG2、
SGなど）。 

 
加重平均信用格付けを求めるには、まず始めに、指数においてムーディーズ・インベスターズ・サービスが格付
けを行った短期証券の時価総額を、指数においてムーディーズ・インベスターズ・サービスが格付けを行った短期
証券の時価総額の合計で除します。ムーディーズ・インベスターズ・サービスが格付けを行っていない証券はこの
計算から除外されます。これにより、ムーディーズ・インベスターズ・サービスが格付けを行った証券に対してウェ
イトが付与されます。このウェイトにより、各証券が加重平均信用格付けにどれだけ影響するかが決まります。加

重平均信用格付けの計算に関する例については、SP格付けを参照ください。 

 
オプション調整後スプレッド（時価総額加重平均オプション調整後スプレッド）：指数における全ての固定利付証
券のオプション調整後スプレッドの加重平均。この数値は、指数における各固定利付証券のオプション調整後ス

プレッドを証券の時価総額で加重し、次にこれらの加重された数値を平均することで求められます。 

 
この指標は、各債券の時価総額を合計することにより計算されます。各債券のウェイトは、各債券の時価総額を
全債券の時価総額の合計で除することにより求められます。加重平均オプション調整後スプレッドを求めるには、

各証券のウェイトを各債券のオプション調整後スプレッドで乗じ、次に全ての価値を合計します。例えば、3つの
債券で構成される指数があり、債券の時価総額がそれぞれ 1,000 ドル、2,000ドル、3,000 ドル（合計 6,000 ド
ル）で、オプション調整後スプレッドがそれぞれ 5.64、7.905、11.648であると仮定します。これらの債券のウェイ
トは、それぞれ 1/6（1,000/6,000）、1/3（2,000/6,000）、1/2（3,000/6,000）となります。したがって、加重平均オプ
ション調整後スプレッドは約 9.399（1/6 * 5.64 + 1/3 * 7.905 + 1/2 * 11.648）となります。 

 
価格（額面残高加重平均）：この数値を見ることで、指数が、額面価格を上回る、または下回る価格で売られてい
る債券のどちらを選好しているかが分かります。また、この数値は、金利感応度を測定する指標としても利用され
ます。通常、額面価格に対する割合で表示されます。 

 
この数値は、指数における各構成銘柄のクリーン価格を証券の額面金額で加重し、次にこれらの加重された数
値を平均することで求められます。 

 
この指標は、各証券の額面金額を合計することにより計算されます。各証券のウェイトは、各証券の額面金額を
全証券の額面金額の合計で除することにより求められます。加重平均価格を求めるには、各証券のウェイトを各
証券のクリーン価格で乗じ、次に全ての価値を合計します。例えば、2つの債券で構成される指数があり、債券
の調整後額面金額がそれぞれ6,000,000 ドル、4,000,000 ドル（合計10,000,000 ドル）で、価格がそれぞれ

AAA 100 A2 95 BA1 90 B3 85 CA1 80 WR 0

AA1 99 A3 94 BA2 89 CAA1 84 CA2 79

AA2 98 BAA1 93 BA3 88 CAA2 83 CA3 78

AA3 97 BAA2 92 B1 87 CAA3 82 C 77

A1 96 BAA3 91 B2 86 CA 81 N/R 0

Moody's L-T Rating / Score
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91.3、100.137であると仮定します。これらの債券のウェイトは 0.6（6,000,000/10,000,000）及び 0.4

（4,000,000/10,000,000）となります。したがって、加重平均価格は 94.835（0.6 * 91.3 + 0.4 * 100.137）となりま
す。 

 
リバランス発表日：指数への変更が公表される日。 

 
リバランス日：「リバランス発表日」において公表された指数への変更が有効となる日。 

 
リバランス参照日：リバランスにおいて、公に入手可能な情報が考慮される最後の日。 

 
SP格付け（時価総額加重平均）：指数において S&P グローバル・レーティングが格付けを行った全ての債券の
加重平均。この指標は、指数の全体的な信用格付けを示します。加重平均信用格付けが低ければ低いほど、指
数のリスクは高くなります。加重平均信用格付けは、アルファベット表記による通常の格付け等級によって表され
ます（例えば、AAA、BBB、CCCなど）。 

 
加重平均信用格付けを求めるには、まず始めに、指数において S&P グローバル・レーティングが格付けを行っ
た各債券の時価総額を、指数においてS&P グローバル・レーティングが格付けを行った各債券の調整後時価総
額の合計で除します。S&P グローバル・レーティングが格付けを行っていない債券はこの計算から除外されま

す。これにより、S&P グローバル・レーティングが格付けを行った債券に対してウェイトが付与されます。このウェ
イトにより、各債券が加重平均信用格付けにどれだけ影響するかが決まります。次に、各債券のウェイトを、下図
に示されている信用格付けスコアで乗じます。 

 

 
 
S&P グローバル・レーティング長期格付け / スコア 

 
例えば、3つの債券で構成される指数があり、債券の調整後時価総額がそれぞれ 1,000 ドル、2,000 ドル、
3,000 ドル（合計 6,000 ドル）で、S&P グローバル・レーティングの信用格付けがそれぞれAAA、A+、BBB- であ

ると仮定します。これらの債券のウェイトは、それぞれ 1/6（1,000/6,000）、1/3（2,000/6,000）、1/2

（3,000/6,000）となります。したがって、加重平均信用格付けはおよそ A- または94.17（1/6 * 100 + 1/3 * 96 + 

1/2 * 91）となります。ここで、0.5以上の小数は一段階上の格付け等級に引き上げられる一方、0.5未満の小数
は一段階下の格付け等級に引き下げられます。 

 
SP短期格付け（時価総額加重平均）：指数において S&P グローバル・レーティングが格付けを行った全ての短
期固定利付証券の加重平均。この指標は、指数の全体的な信用格付けを示します。加重平均信用格付けが低
ければ低いほど、指数のリスクは高くなります。加重平均信用格付けは、アルファベット表記による通常の格付け

等級によって表されます（例えば、A-1、B、Cなど）。 

 
加重平均信用格付けを求めるには、まず始めに、指数において S&P グローバル・レーティングが格付けを行っ
た各短期証券の時価総額を、指数においてS&P グローバル・レーティングが格付けを行った短期証券の時価総

額の合計で除します。S&P グローバル・レーティングが格付けを行っていない証券はこの計算から除外されま
す。これにより、S&P グローバル・レーティングが格付けを行った証券に対してウェイトが付与されます。このウェ
イトにより、各証券が加重平均信用格付けにどれだけ影響するかが決まります。加重平均信用格付けの計算に
関する例については、SP格付けを参照ください。 

 

AAA 100 A 95 BB+ 90 B- 85 C 80 
AA+ 99 A- 94 BB 89 CCC+ 84 D 79 
AA 98 BBB+ 93 BB- 88 CCC 83 N/R 0 
AA- 97 BBB 92 B+ 87 CCC- 82 
A+ 96 BBB- 91 B 86 CC 81 

S&P Global Ratings’ L-T Rating / Score 
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課税換算利回り（時価総額加重平均）：免税地方債指数において、課税換算利回りは、免税債の低い利回りを、
課税証券の高い利回りに変換する公式であり、これにより投資家は 2種類の証券の利回りを比較することが可
能になります。課税換算利回りは以下のように計算されます。 

 
課税換算利回り = 免税地方債の利回り / （1 – 税率） 

 
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数においては、一般に 35%の税率が使われています。 

 
例えば、免税地方債の最終利回りが 10%、税率が35%の場合、課税地方債の利回りが免税地方債に相当する
利回りとなるためには、課税地方債の税引前最終利回りが 15.38%（10% / 65%）となる必要があります。したが

って、リスクが同等であるものの、税引前利回りが 15.38%未満の課税地方債は、利回りが 10%の免税地方債
よりも投資リターンが低いと考えられます。 

 
指数レベル・ファイルでは加重平均課税換算利回りを示します。これは、免税地方債指数における全ての固定利

付証券の課税換算利回りの加重平均です。この数値は、免税地方債指数における各固定利付証券の課税換算
利回りを証券の時価総額によって加重し、次に加重された数値を平均することで求められます。 

 
この指標は、各債券の時価総額を合計することにより計算されます。各債券のウェイトは、各債券の時価総額を

全債券の時価総額の合計で除すことにより求められます。加重平均課税換算利回りを求めるには、各証券のウ
ェイトを各債券の課税換算利回りで乗じ、次に全ての価値を合計します。例えば、3つの債券で構成される指数
があり、債券の時価総額がそれぞれ 1,000 ドル、2,000ドル、3,000 ドル（合計 6,000 ドル）で、課税換算利回り
がそれぞれ 5%、7%、10%であると仮定します。これらの債券のウェイトは、それぞれ 1/6（1,000/6,000）、1/3

（2,000/6,000）、1/2（3,000/6,000）となります。したがって、加重平均課税換算利回りは約 8.17%（1/6 * 5% + 

1/3 * 7% + 1/2 * 10%）となります。 

 
償還までの年数（時価総額加重平均）：それぞれの指数における全ての債券の償還までの年数の加重平均。こ
の数値は、指数における各固定利付証券の償還までの年数を証券の時価総額で加重し、次にこれらの加重され

た数値を平均することで求められます。 

 
この指標は、各債券の時価総額を合計することにより計算されます。各債券のウェイトは、各債券の時価総額を
全債券の時価総額の合計で除すことにより求められます。償還までの加重平均年数を求めるには、各証券のウ

ェイトを各債券の償還期間で乗じ、次に全ての価値を合計します。例えば、3つの債券で構成される指数があり、
債券の時価総額がそれぞれ 1,000 ドル、2,000ドル、3,000 ドル（合計 6,000 ドル）で、償還までの年数がそれぞ
れ 1年、2年、3年であると仮定します。これらの債券のウェイトは、それぞれ 1/6（1,000/6,000）、1/3

（2,000/6,000）、1/2（3,000/6,000）となります。したがって、償還までの加重平均年数は 2 1/3 年（1/6 * 1年 + 

1/3 * 2年 + 1/2 * 3年）となります。 

 
最終利回り（時価総額加重平均）：指数における全ての固定利付債券の最終利回りの加重平均。この数値は、指
数における各固定利付証券の最終利回りを証券の時価総額で加重し、次にこれらの加重された数値を平均する

ことで求められます。 

 
この指標は、各債券の時価総額を合計することにより計算されます。各債券のウェイトは、各債券の調整後時価
総額を全債券の時価総額の合計で除すことにより求められます。加重平均最終利回りを求めるには、各証券の

ウェイトを各債券の最終利回りで乗じ、次に全ての価値を合計します。例えば、3つの債券で構成される指数が
あり、債券の時価総額がそれぞれ 1,000 ドル、2,000 ドル、3,000ドル（合計6,000 ドル）で、最終利回りがそれ
ぞれ 5%、7%、10%であると仮定します。これらの債券のウェイトは、それぞれ 1/6（1,000/6,000）、1/3

（2,000/6,000）、1/2（3,000/6,000）となります。したがって、加重平均最終利回りは約 8.17%（1/6 * 5% + 1/3 * 

7% + 1/2 * 10%）となります。 
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インフレ連動証券のための最終利回りの調整5：最終利回りを調整する計算では、債券の将来のキャッシュ・フロ
ーのインフレ率を予想する必要があります。予想インフレ率は将来のインフレの概算値となります。計算の詳細に
ついては、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの債券指数算出メソドロジー（S&P Dow Jones Indices’ Fixed 

Income Index Mathematics Methodology）及び（または）各指数のメソドロジーを参照ください。 

 
最低利回り（時価総額加重平均）：指数における全ての固定利付債券の最低利回りの加重平均。この数値は、指
数における各固定利付証券の最低利回りを証券の時価総額で加重し、次にこれらの加重された数値を平均する

ことで求められます。この指標は、各債券の時価総額を合計することにより計算されます。各債券のウェイトは、
各債券の調整後時価総額を全債券の時価総額の合計で除すことにより求められます。加重平均最低利回りを求
めるには、各証券のウェイトを各債券の最低利回りで乗じ、次に全ての価値を合計します。例えば、3つの債券で
構成される指数があり、債券の調整後時価総額がそれぞれ 1,000 ドル、2,000 ドル、3,000ドル（合計 6,000 ド
ル）で、最低利回りがそれぞれ 5%、7%、10%であると仮定します。これらの債券のウェイトは、それぞれ 1/6

（1,000/6,000）、1/3（2,000/6,000）、1/2（3,000/6,000）となります。したがって、加重平均最低利回りは約 8.17%

（1/6 * 5% + 1/3 * 7% + 1/2 * 10%）となります。 

 

 
5 名目利回りは、インフレ/インデックス連動証券のみに適用されます。 
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付属資料 III 

価格の取得時間 

S&P DJIは指数に組み入れられている証券の価格を、その証券の国/地域に基づいて様々な時間で取得しま
す。現在の価格取得の時間は以下の通りです： 
 
国 プライシング・サイクル  ブランド 時間帯 現地の価格時間 

オーストラリア アジア太平洋 S&P 東京 日本標準時午後 4:00  

オーストラリア アジア太平洋 S&P/ASX シドニー ニューサウスウェールズ午後 5:00  

オーストリア 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00  

ベルギー 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

ボツワナ 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

ブラジル 南北アメリカ S&P ニューヨーク 米国東部標準時午後 4:00 

カナダ  南北アメリカ S&P ニューヨーク 米国東部標準時午後 4:00 

チリ 南北アメリカ S&P ニューヨーク 米国東部標準時午後 4:00 

中国 アジア太平洋 S&P 東京 米国東部標準時午後 4:00 

コロンビア 南北アメリカ S&P ニューヨーク 米国東部標準時午後 4:00 

キプロス 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00  

チェコ共和国 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

デンマーク 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

エジプト 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00  

フィンランド 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

フランス 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

ドイツ 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

ギリシャ 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

香港 アジア太平洋 S&P 東京 日本標準時午後 4:00 

ハンガリー 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

アイスランド 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

インド アジア太平洋 S&P 東京 日本標準時午後 4:00 

インドネシア アジア太平洋 S&P 東京 日本標準時午後 4:00 

アイルランド  欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

イスラエル 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

イタリア 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

日本 アジア太平洋 S&P 東京 日本標準時午後 4:00 

ケニア 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

ラトビア 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

リトアニア 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

ルクセンブルク 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

マレーシア アジア太平洋 S&P 東京 日本標準時午後 4:00 

モーリシャス 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

メキシコ 南北アメリカ S&P ニューヨーク 米国東部標準時午後 4:00 

メキシコ 南北アメリカ S&P/BMV メキシコ 米国中部標準時（夏時間）午後 2:00  

モロッコ 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

ナミビア 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 
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国 プライシング・サイクル  ブランド 時間帯 現地の価格時間 

オランダ 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

ニュージーランド アジア太平洋 S&P 東京 日本標準時午後 4:00 

ナイジェリア 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

ノルウェー  欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

ペルー 南北アメリカ S&P ニューヨーク 米国東部標準時午後 4:00 

フィリピン アジア太平洋 S&P 東京 日本標準時午後 4:00 

ポーランド 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

ポルトガル 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

シンガポール アジア太平洋 S&P 東京 日本標準時午後 4:00 

スロバキア 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

スロベニア 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

南アフリカ 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

韓国 アジア太平洋 S&P 東京 日本標準時午後 4:00 

スペイン 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

スウェーデン 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

スイス 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

台湾 アジア太平洋 S&P 東京 日本標準時午後 4:00 

タイ アジア太平洋 S&P 東京 日本標準時午後 4:00 

チュニジア 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

トルコ 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

ウガンダ 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

英国 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 

米国 南北アメリカ S&P ニューヨーク 米国東部標準時午後 4:00 

ザンビア 欧州 S&P ロンドン グリニッジ標準時午後 6:00 
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付属資料 IV  

国の分類 

2021年 1月 1日以降における国の分類の変更は以下の通りです： 

 
 

国  

有効日  

（取引終了後） 

メソドロジー 

以前  アップデート 

アンドラ 2021年 11月 1日 分類されていない 先進国 
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付属資料 V 

メソドロジーの変更 

2015年 1月 1日以降のメソドロジーの変更は以下の通りです： 
 

 

変更  

有効日  

（取引終了後） 

メソドロジー 

以前  アップデート 

制裁 2021年 2月 22日 一部の制裁プログラムは包括的なものであ

り、国債を阻止するか、または幅広い取引制

限を含んでいる一方、その他の制裁プログラ

ムは特定の個人や事業体を選択的にターゲ

ットとしています。制裁は包括的または選択

的のいずれかになり得るため、S&P DJIはケ

ースバイケースで制裁をレビューします。状

況次第では、国または特定の証券は制裁に

よる影響を受ける可能性があります。S&P 

DJIは通常、米国及び（または）欧州連合

（EU）をベースとする投資家の視点を使用し

て制裁を取り扱います。制裁による影響を受

ける証券が現在の指数構成銘柄である場

合、そうした証券は指数から除外される可能

性があるため、非構成証券の指数への追加

を阻止するか、制裁期間にわたり証券の現

在の株数/IWF/GICSを凍結させます。いか

なるケースでも、制裁の発動または解除によ

って指数に影響が及ぶ場合、S&P DJIの取

り扱いはお客様に公表されます。 

 

一部の制裁プログラムは包括的なものであ

り、幅広い取引制限を含んでいる一方、その

他の制裁プログラムは特定の個人や事業体

を選択的にターゲットとしています。制裁は包

括的または選択的のいずれかになり得るた

め、S&P DJIはケースバイケースで制裁をレ

ビューします。状況次第では、国全体または

特定の証券は制裁による影響を受ける可能

性があります。 

 

S&P DJIは通常、標準的なグローバル指数

については、米国、英国、及び（または）欧州

連合（EU）をベースとする投資家の視点を使

用して制裁を検討します。指数委員会の決定

を前提に、制裁の影響を受ける特定の証券

は： 
 

• 制裁期間にわたり現在の株数
/IWF/GICSが凍結される場合がある 

• 指数から除外される場合がある、及び（ま

たは） 

• 指数への採用が不適格になる場合があ

る 

 

いかなるケースでも、制裁の発動または解除

によって指数に影響が及ぶ場合、S&P DJI

の具体的な取り扱いはお客様に公表されま

す。 

S&P DJIは適用法令を遵守することを条件

に、上記の制裁による影響を受けない可能

性のある米国/英国/欧州連合（EU）以外の特

定の投資家グループの観点から証券のパフ

ォーマンスを測定することを目的とした指数を

公表することを選択する場合もあります。当

該指数には、米国/英国/欧州連合（EU）の観

点から制裁の対象となる証券が含まれる場

合があるため、当該指数は S&P DJIのグロ

ーバル指数には不適格となります。そのよう

な場合、関連する指数メソドロジーによって

S&P DJIの取り扱いが明確に定義されま

す。S&P DJIは適用法令を遵守するために、

当該指数の使用およびライセンス供与を制

限する場合があります。 
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S&P DJIの指数のユーザーは、指数の使用

（取引、投資、またはその他の使用を含む

が、これに限定されない）に関連するすべて

の適用法令を遵守する全責任を負っていま
す（制裁に関する法令およびその他の規則、

規制、または禁止事項を含むが、これに限定

されない）。 

国の分類 2020年 9月 30日 特定のレビュー及び実施プロセスはありませ

ん。 

 

レビュー及び実施プロセスが策定されていま

す。 
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S&P Dow Jones Indices免責事項 
 
© 2022 S&P Dow Jones Indices. 無断複写・転載を禁じます。S&P、S&P 500、S&P 500 LOW VOLATILITY 

INDEX、S&P 100、S&P COMPOSITE 1500、S&P 400、S&P MIDCAP 400、S&P 600、S&P SMALLCAP 

600、S&P GIVI、GLOBAL TITANS、DIVIDEND ARISTOCRATS、S&P TARGET DATE INDICES、S&P 

PRISM、S&P STRIDE、 GICS、SPIVA、SPDRおよびINDEXOLOGYは、S&P Global, Inc. (S&P Global) ま
たは その関係会社の登録商標です。DOW JONES、DJ、DJIA、THE DOW、およびDOW JONES 

INDUSTRIAL AVERAGEは、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これら
の登録商標は、その他と一緒にS&P Dow Jones Indices LLCにライセンス供与されています。再配布または複
製は、全部か一部かを問わず、S&P Dow Jones Indices LLCの書面による許可がない限り禁止されています。
本文書は、S&P Dow Jones Indices LLC、S&P Global、Dow Jonesまたはそれらの各関連会社（総称して
「S&P Dow Jones Indices」）が必要なライセンスを持たない法域でサービスを提供するものではありません。特

定のカスタム指数計算サービスを除き、S&P Dow Jones Indicesが提供するすべての情報は個人とは無関係な
ものであり、いかなる個人、事業体または集団のニーズに合わせて調整されたものではありません。S&P Dow 

Jones Indicesは、第三者にその指数をライセンス供与すること、およびカスタム計算サービスを提供することに
関連して報酬を受けています。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもあり
ません。 

 
指数に直接投資することはできません。指数が表す資産クラスへのエクスポージャーは、その指数に基づく投資
可能な商品を通して利用できる場合があります。S&P Dow Jones Indicesは、第三者が提供する、また指数の
パフォーマンスに基づく投資収益を提供しようとするいかなる投資ファンドまたはその他の投資手段についても、

スポンサー、保証、販売、販売促進または管理を行いません。S&P Dow Jones Indicesは、指数に基づく投資
商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供することを保証しません。
S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではなく、また S&P Dow Jones Indicesはかかる投資ファンド
またはその他の投資手段への投資の妥当性に関して一切表明することはありません。かかる投資ファンドまたは
その他の投資手段への投資決定は、本文書に記載される意見に頼って行われるべきではありません。見込み投

資家は、投資ファンドの発行体またはその他の投資商品や手段により、またはそれらを代表して作成されている
提供される覚書や類似の文書で詳述される通り、かかるファンドへの投資に伴うリスクを慎重に考慮した後に限
り、かかるファンドやその他の手段へ投資することが推奨されます。S&P Dow Jones Indices LLCは税金の顧
問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会

社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、ま
たはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。 

 
これらの資料は、一般的に公衆が利用可能な信頼できると確信される情報に基づき、情報提供のみを目的とし

て作成されています。これらの資料に記載される内容（指数データ、格付け、信用関連の分析やデータ、リサー
チ、評価、モデル、ソフトウェアやその他のアプリケーションまたはそれからのアウトプット）またはそのいかなる部
分（「内容」）も、S&P Dow Jones Indicesによる事前の書面による承認なく、いかなる形式やいかなる手段によっ
ても、改変、リバースエンジニアリング、複製または配布、もしくはデータベースまたは検索システムへの保存を行
うことはできません。内容は、違法または未許可の目的で使用してはなりません。S&P Dow Jones Indicesおよ

びその第三者データプロバイダーならびにライセンサー（総称して「S&P Dow Jones Indices当事者」）は、内容
の正確性、完全性、適時性または利用可能性について保証しません。S&P Dow Jones Indices当事者は、理由
に関係なく、内容の利用から得られた結果について、いかなる過誤または遺漏に対しても責任を負いません。内
容は、「現状有姿」で提供されています。S&P DOW JONES INDICES当事者は、商品性または特定目的や利
用への適合性、バグやソフトウェアのエラーまたは欠陥がないこと、内容の機能が中断されないこと、もしくは内

容がいかなるフトウェアやハードウェア構成によっても動作することを含むがこれに限定されない、あらゆる明示
または黙示の保証も否認します。S&P Dow Jones Indices当事者は、いかなる場合も、いかなる当事者に対して
も、内容の使用に関連する、いかなる直接的、間接的、付随的、懲罰的、補償的、懲戒的、特別または派生的な
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損害、費用、経費、法的費用、または損失に対しても（逸失収入または逸失利益、および機会費用を含むがそれ
に限定されない）、たとえかかる損害の可能性について知らされていたとしても、責任を負いません。 

 
信用関連の情報、および格付け、リサーチおよび評価を含むその他の分析は、一般に、ライセンサーおよび／ま
たは S&P Global Market Intelligenceといった S&P Globalのその他の部門を含むがこれに限定されない、
S&P Dow Jones Indicesの関連会社によって提供されています。]信用関連の情報ならびに内容の中のその他
の関連分析および発言は、表明された日時点での意見の記述であり、事実を記述したものではありません。いか

なる意見、分析および格付承認決定も、証券を購入、保有または売却するため、または投資決定を行うための推
奨ではなく、いかなる証券の適合性について言及するものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、いかな
る形態または形式でも、公表後に内容を更新する義務を負いません。投資またはその他のビジネス上の決定を
行う際に、内容に頼るべきではなく、また利用者、その経営陣、従業員、顧問および／または顧客のスキル、判
断および経験またそれらの代わりとなるものでもありません。S&P Dow Jones Indices LLCは、受託者または投

資顧問会社としては行動しません。S&P Dow Jones Indicesは、信頼できると確信する情報源から情報を取得
するものの、S&P Dow Jones Indicesは、受領する情報の監査を行ったり、デューディリジェンスや独立した検
証の義務を負ったりしません。 

 
規制機関が格付機関に対して、特定の規制目的で別の法域で発行された格付けをある法域で承認することを認
める範囲で、S&P Global Ratingsは、いつでもその単独の判断で、かかる承認を割当、撤回または停止する権
利を留保します。S&P Dow Jones Indicesは、S&P Global Ratingsを含め、承認の割当、撤回または停止から
生じるいかなる義務も、またその理由で被ったと主張されるいかなる損害の賠償責任も否認します。]S&P Dow 

Jones Indices LLCの関連会社は、S&P Global Ratingsを含め、その格付けおよび特定の信用関連の分析に
対して、通常は発行体または証券の引受会社もしくは債務者から報酬を受ける場合があります。かかる S&P 

Dow Jones Indicesの関連会社は、S&P Global Ratingsを含め、その意見および分析を普及させる権利を留
保します。S&P Global Ratingsからの公開格付けおよび分析は、そのウェブサイト、
www.standardandpoors.com（無料）およびwww.ratingsdirect.comと www.globalcreditportal.com（購読）で

利用でき、S&P Global Ratingsの出版物および第三者再配布業者を通した場合を含め、その他の方法で配布
される場合があります。当社の格付け料金についての追加の情報は、
www.standardandpoors.com/usratingsfeesから入手できます。 

 
S&P Globalは、その様々な部門および事業部の特定の活動を、それらの各活動の独立性と客観性を守るため
に相互に分離しています。その結果、S&P Globalの特定の部門および事業部が、他の事業部では利用できな
い情報を保有している場合があります。S&P Globalは、各分析プロセスに関連して受け取った特定の非公開情
報の秘密性を保持するために、方針および手順を確立しています。 

 
さらに、S&P Dow Jones Indicesは、証券の発行体、投資顧問、ブローカーディーラー、投資銀行、その他の金
融機関および金融仲介機関を含む多くの組織に対して、またはそれらに関連して、広範なサービスを提供してお
り、従って、推薦、格付け、モデルポートフォリオへ組み入れ、評価または別途言及する場合がある証券やサービ
スの組織を含め、それらの組織から手数料またはその他の経済的利益を受ける場合があります。 
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