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本クロス･セクター格付手法では、ムーディーズのグローバルな信用分析における、環
境・社会・ガバナンス（ESG）リスク評価の一般原則について述べる。
ムーディーズは、ESG に関する課題を含む全ての信用評価要因を格付に織り込み、そ
のリスクおよび緩和要因について予見可能な範囲で最大限、将来を見通すよう試み
る。本クロス･セクター格付手法では、全セクターにおける、ESG に関する課題の分析に
対するムーディーズのアプローチの一般原則を説明する。
本クロス･セクター格付手法では、全セクターの発行体および取引の信用力に影響を
与えうる、現存するかまたは発生しつつある ESG リスクを考慮する、概念的な枠組みを
説明する。ESG に関する課題の重要性、時間的観点、信用力への影響は大きく異な
る。発行体のファンダメンタルな信用力または脆弱性によって、信用力への影響が軽
減または増幅される場合もある。また、ESG 要因が格付を支える要因となる場合もあ
る。
ESG に関する課題が信用プロファイルにおいて重要な場合には、ムーディーズはそれ
を様々な形で格付分析に織り込む。
スコアカードの定性・定量要因およびサブ要因またはモデルによるスコアリング 1に
おいて： ESG の影響は、例えば、事業プロファイル、制度の頑健性、規制環境と
いったスコアカード要因の定性評価に織り込まれる。

ムーディーズ SF ジャパン株式会社は、金融商品取引
法の下で金融庁に登録された信用格付業者である
が、NRSRO（米国 SEC の登録を受けた格付機関）では
ない。従って、ムーディーズ SF ジャパン株式会社の信
用格付は、日本で登録された信用格付業者の信用
格付であるが、NRSRO の信用格付ではない。

ESG 要因は、債務、キャッシュフロー、自己資本の指標や、それらの指標のトレンド
等、さまざまな定量指標の将来の見通しの要因にもなる。ムーディーズの将来の
見通しは過去の実績に基づくが、シナリオ分析を用いることもある。その他の要因
については、定量信用指標を用いた予測の精緻度は、遠い将来になるほど低下
する。気候変動に関するものなど、一部の ESG 要因の信用力への影響は、時間
経過とともに顕在化し、数十年以上に及んで現れることもある。それらの影響を精
緻に定量化することは困難だが、定性分析を通じて格付に織り込むことを試みる。
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ムーディーズの格付手法およびリサーチでは、「スコアカード」と「マッピング表」は同義である。
ムーディーズ SF ジャパン株式会社
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格付に重要な信用要因の全般的な分析において、それらの要因がセクターごとのスコアカード
やモデルにおける指標に影響を与えなくとも、定量化できない時において： ESG リスクは、他の
多くの格付上の考慮事項と同様、スコアカードやモデル外での追加的な考慮事項として定性的
に織り込まれることがある。
本クロス･セクター格付手法では、セクター格付手法で明示されていない ESG 要因をどのように検討
するかを説明する。本格付手法に示す一般的原則は、セクター格付手法に示される ESG 要因を補
完するものでもある。一部の事例では、セクター格付手法のほうが、特定のスコアカード要因およびサ
ブ要因のスコアリングに、ESG 要因がどう影響を与えるか、あるいは他の格付上の考慮事項の一部と
なるかをより詳細に示している場合もある。他の格付上の考慮事項がスコアカード外で評価されるこ
ともある。これは通常、当該要因の信用上の重要性がスコアカードが適用される発行体によって大き
く異なったり、当該要因が一定の状況または発行体群でのみ重要となったりするためである。
以下の図表は、個々の社債発行体またはソブリン発行体の格付に、ESG 要因をどのように織り込む
かの例を示したものである。
図表１

ESG 要因を社債格付にどのように織り込むか
格付

格付手法スコアカード
環境

社会

信用分析
以下への潜在的
影響の評価：
» 製品への需要
» レピュテーション
» 製造原価
» 財務力

格付手法スコアカード
における重要な
影響の評価：
» 収益性
» レバレッジ
» キャッシュフロー
» 事業プロファイル
» 財務プロファイル
» 規模（売上高/資
産）

その他の格付上
の考慮事項
以下への重要な
影響の評価：
» 格 付 手法 ス コ ア
カードで捕捉され
ない 他の考慮事
項

Aaa
Aa
A
Baa
Ba
B
Caa
Ca
C

ガバナンス
注：本図表の情報は網羅的なものではない。

出所：ムーディーズ･インベスターズ･サービス

図表 2

ESG 要因をソブリン格付にどう織り込むか
格付手法スコアカード

環境

社会

信用分析
以下への潜在的
影響の評価：
» 経済競争力
» 政府効率性
» 法の支配
» 政治リスク
» 腐敗の抑制
» 歳入・歳出

ガバナンス
本件は信用格付付与の公表では
ありません。文中にて言及されて
いる信用格付については、ムーデ
ィ ー ズ の ウ ェ ブ サ イ ト
(www.moodys.com)の発行体のペ
ージの Ratings タブで、最新の格
付付与に関する情報および格付
推移をご参照ください。
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格付手法スコアカードにお
ける重要な影響の評価：
» 経済力
- 成長力
- 経済規模
- 国民所得
» 制度の頑健性
- 制度の枠組みと効率性
- 政策の信頼性と効率性
» 財政状況
- 債務水準
- 債務負担能力
» イベント・リスクに対する
感応性
- 政治リスク
- 政府の流動性リスク
- 銀行セクター・リスク
- 対外脆弱性リスク

格付
その他の格付上
の考慮事項
以下への重要な
影響の評価：
» 格 付 手法 ス コ ア
カードで捕捉され
ない 他の考慮事
項

Aaa
Aa
A
Baa
Ba
B
Caa
Ca
C

注：本図表の情報は網羅的なものではない。

出所：ムーディーズ･インベスターズ･サービス
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本格付手法の適用範囲
本格付手法は世界の全セクターに適用される。

ESG リスク評価に対するムーディーズの一般的なアプローチ
ESG 要因の分類
ESG は、組織の持続可能性および事業・投資・活動に広く影響を与える、広範な定性・定量的要因
を指す。その例には、企業の二酸化炭素排出量、経営陣または政府の説明責任が含まれる。
金融市場における ESG 要因の分類は必ずしも精緻ではない。これは、様々なステークホルダーが求
めるものが多岐・多様であることが主因である。責任投資原則およびサステイナビリティ会計基準審
議会等の制度・組織が、ESG の定義を任意で設定することを模索してきたが、包括的、検証可能で、
広く受け入れられる ESG の単一の定義または指標は存在しない。ESG 要因の定義もまた変動的であ
る。新たな情報（二酸化炭素排出の影響等）や認識の変化（プライバシーの定義等）により、社会が
許容するものが変化するためである。
ムーディーズの信用分析では、発行体またはセクターの信用力に影響を与えうる全ての重要な要因
を、最大限幅広く織り込んだ包括的な見方をするよう努める。その目的は、信用力に大きな影響を
与える全ての要因を捕捉することにある 2。ムーディーズは、それが ESG リスクとして分類されるか否
かに関わらず、全投資期間にわたり、発行体および債務の相対的なデフォルトリスク、およびデフォル
トが発生した場合の予想金銭損失に影響を与える、全ての重要な信用上の要因に着目する。とはい
え、ESG リスクのより精緻かつ広く受け入れられる分類は、ESG リスクが格付のドライバーとなる場合に
ついて、より明瞭に説明する上で有用であろう。

ESG 要因の特性
ESG 要因は広範かつダイナミックな要因の複合であり、発行体の信用プロファイルにおけるその重要
性は、セクターによって大幅に異なる。例えば、ソブリンに大きな影響を与える ESG 要因は、探鉱会
社に大きな影響を与える要因とは大幅に異なる。
ムーディーズは通常、分析において、発行体によって異なる様々な個々の ESG 要因が信用力に与
える影響と、ESG 要因の複合的な影響を考慮する。例えば、ガバナンスや従業員との関係において
優れているが、高水準の二酸化炭素排出量が信用力に与えるマイナスの影響力を相殺できない企
業もある。ESG 要因間の相互作用が生じることもある。例えば、国の環境問題または政府の方針によ
って、社会不安や、経済へのマイナスの影響が増すことがある。
ESG 要因は信用上のプラス要因よりリスク要因になることが多い
ESG に関する課題の一部には、下方リスクのほうが著しく大きいものがある。例えば、ファッションのトレ
ンドを見極めることのできないアパレルメーカーは顧客と売り上げを失うが、健康や安全性、従業員と
の関係に関する優れた実績といった社会方針を有していても、顧客および収益性の維持にはつなが
らないことが多い。その一方で、アパレルメーカーが、安全性の低い労働慣行についてのマイナスの
報道によりダメージを受けた場合、顧客に対するブランド訴求力が失われ、売り上げおよび収益性の
喪失・減少につながる可能性がある。
ESG 要因は発行体によって大きく異なり、一定の状況下でのみ、あるいは特定の格付手法スコアカ
ードが適用される一定の発行体においてのみ重要となることがある。ESG リスクは、格付手法スコアカ
ード外で検討される場合もあれば、ノッチングの下方調整要因としてスコアカードに織り込まれる場合
もある。
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信用力において重要な考慮事項は、市場参加者が、環境に配慮している、維持可能である、または倫理的であるとみ
なす全ての投資パラメータを含むわけではない。
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ESG 要因は必ずしもネガティブなものではなく、信用力を支える要因にもなりうる。ガバナンスが著しく
強固な企業や政府は、360 度リスク評価や、長期的な持続可能性を見通した視点での意思決定と
いったマネジメント文化を有することが多い。信用プロファイルにおいて重要な、ESG に関する強みが
存在することは比較的少なく、スコアカード外の他の格付上の考慮事項で考慮されることもあるが、
例外もある。その一例が、ソブリンのガバナンスの強さを直接評価する、制度の頑健性である。その
他、政府の政策が成長見通しに有利であれば、再生可能エネルギーディベロッパーの事業プロファ
イルおよびキャッシュフローの安定性が支えられることもある。
業界全体に影響があることが多い
多くのセクターでは、同一セクターの全発行体の、ESG リスクへのエクスポージャーは同程度である。
そうした場合、ESG リスクによってセクター間で格付に差が生じることがあるが、同一セクター内では、
特定の ESG 要因が極めて強いか弱い場合に限って格付に差を設けることが多い。また、セクター内
の発行体に共通する ESG リスクが、セクター格付手法の格付要因またはサブ要因の評価に反映さ
れることもある。例えば、石油精製会社はいずれも二酸化炭素排出量の多い製品を販売しており、
セクターの全発行体の長期的な需要、将来のキャッシュフロー、適切なレバレッジおよびカバレッジレ
シオの将来の見通しにそのリスクが織り込まれる。同一セクター内では、低炭素社会移行リスクに対
するエクスポージャーが著しく高い石油精製会社（極めて厳格な環境規制のある国・地域に所在す
る石油精製会社等）か、そのリスクが通常、良好に緩和されている石油精製会社（二酸化炭素排出
量が小さく収益性のある事業活動に分散出来ている石油精製会社）かによって格付に差が生じる。
評価上の課題
多くの ESG 要因は評価が難しい。これは、それらのリスクに関する報告が標準化・統一されておらず、
信用力に与える潜在的な影響は、入手可能な複数の情報源から推察・推定しなければならないこと
が多いためである。
環境・社会問題は、長期あるいは不確実な期間にわたって継続し（気候変動や人口動態等）、潜在
的に多様な政策措置（二酸化炭素排出量規制や移民政策等）の対象となったり、景気動向に影響
を及ぼしたりすることが多い。これにより、対象となる企業の信用力に広範な影響が生じる可能性が
ある。
他の格付上の考慮事項においてと同様、ムーディーズは、将来の ESG のトレンドを、そのトレンドを予
見する現時点の格付に織り込む。しかし多くの場合、将来に初めて明らかになるトレンドの影響を予
測する能力は必然的に限られる。短期的なリスクは、それが信用プロファイルに与える影響がはるか
に確実であることから、通常、格付により直接的な影響を与える。一般的な原則として、リスクまたは
事象の予想期間が長くなるほど、それが発行体のキャッシュフロー創出能力やその他の信用指標に
与える影響の確実性が低下し、発行体が直面する他のリスク対比での当該リスクの重要性も不明確
になる。例えば、期間が長くなれば、発行体は、状況変化に対してコストを低減し、新たな技術を適
用し、ビジネスモデルや支出予算、バランスシートを調整する時間が得られるが、それが不可能な発
行体や、有効な対処行動をとることができない発行体もある。
長期的なリスクは通常、2 つの一般的なカテゴリーに分類される。すなわち、(i)セクター全体にわたり
影響を及ぼす可能性の高い（ただし発行体によって影響度合いは異なる）、人口動態変化といった
広範なリスクと、(ii)通常、個別の発行体のみに影響を与える、発生確率は低いが発生時の影響が
大きいリスク（イベントリスク）である。いずれのカテゴリーでも、これらのリスクの影響は、時間経過とと
もに変化したり、顕在化することがある。自然災害や、重大な業務上の事故といったイベントリスクは、
十分な自己資本を有する企業にとっても圧倒的な脅威となりうる。セクター内のいずれかの（特定し
ない）発行体でイベントが発生する可能性を予測することが可能な場合もある。しかし、その評価を
発行体の順位付けにおいて有意なものとするには、特定の発行体がイベントに見舞われる可能性を
予測しなければならないが、それは通常不可能である。
これらの特性は ESG に固有のものではない。セクターの信用分析には、本質的に不確実であったり予
見可能性の低い要因の評価が含まれる。将来的に影響が広がる、不確実である、または非常に長
期にわたるリスクは必ずしも評価できないが、短期的なリスクに対する耐性をもたらすファンダメンタ
ルな信用力は、長期的なリスクの多くにも耐性をもたらす。
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ムーディーズの格付はセクターおよび債務発行体の信用力に大きな影響を与える ESG
要因を捕捉
ムーディーズの分析では、識別可能な全ての重要な ESG 要因による信用力への影響において、そ
の影響が現時点で生じているか、将来的なものかを把握・評価する。ムーディーズは、影響の大きい
リスクを考慮する。これらには、長期にわたる干ばつが地方自治体の税収や水道インフラに係る資本
的支出に与える影響、規制上の枠組みや ESG 関連の法律・方針・規制が格付対象発行体およびセ
クター全体に与える影響なども含む 3。また、発行体がとる緩和策や対処策も検討する。場合によっ
ては、発行体の信用プロファイルにポジティブな ESG のトレンドを把握することもある。
格付において重要であるには、ESG 要因によるデフォルトの発生確率および信用損失が大きくなけれ
ばならない。発行体は ESG に関する多数のリスクや機会に直面するが、その多くは、事業・財務実績
への明白な影響がほとんどない。例えば、企業のボランティアやチャリティ活動、その他それに類す
る活動は、社会的価値を生み出すという点で重要だが、当該企業の財務の健全性や信用力に与え
るプラスの影響は大きくない可能性がある。
ESG の特定の要素の重要性は通常、特定のセクター、発行体、または取引に固有のものである。例
えば、大気汚染に関する排出基準は、自動車セクターにとっては重要な信用上の課題だが、メディ
ア企業の信用力においては重要でない。特定のセクターの発行体が、同セクターに共通する ESG リ
スクに対処するための戦略は、一部の発行体では信用力を支える要因の改善につながるが、それが
悪化する発行体もある。
ESG 要因に対するムーディーズのアプローチは、他の重要な格付上の考慮事項に対するアプローチ
に類似する。すなわち、発行体のキャッシュフローや資産価値への長期的な影響、発行体の債務負
担やその他の金融債務との対比でのキャッシュフローおよび資産の十分性、流動性および資本への
アクセスの可能性の評価が含まれる。通常、格付が同水準の 2 つの発行体では、キャッシュフロー
の安定性が高い発行体のほうが、キャッシュフローの安定性の低い発行体より、高いレバレッジを許
容できる可能性がある。将来のキャッシュフローの予見可能性も重要な考慮事項である。
例えば、事業会社では、製品の安全性に関するレピュテーションや低炭素化社会移行リスクといった
ESG 要因が、製品に対する需要、製造原価、設備投資のための資金調達の必要性といった格付要
因に与える影響を検討する。また、これらの要因が時間経過とともに大きく変化する可能性も考慮す
る。ストラクチャードファイナンス取引では、ムーディーズは通常、ESG 要因が裏付け資産の価値に与
えうる影響を検討する。また、SPV のガバナンスが債券保有者にどう影響するかも考慮する。一方、
ソブリンでは、気候変動などの環境問題の経済への影響や、腐敗の抑制、法の支配などの社会・ガ
バナンス関連問題が GDP に与えうる影響を検討する。また、政府の信用力に関する要因のなかで
も、政府の歳入・歳出の推移および安定性、ショックに対する政府の耐性も検討する。
ムーディーズは全般的な信用分析の一貫として、ESG リスクが、該当するセクタースコアカードおよび
モデルの要因にどう影響を与え得るかを検討する。十分な予見可能性がある場合、ESG 要因をムー
ディーズの予測に織り込んだり、さまざまなシナリオに基づくスコアカードによる結果において考慮した
りすることがある。ESG リスクの予想される影響が、発行体のスコアカード指標を有意に予測しうる期
間を超えて存在する可能性もある。また、リスクにより将来の結果の不確実性が大幅に高まることも
あるが、それを相応の精緻度で予測するだけの十分な情報がないことがある。そのため、ムーディー
ズは多くの場合、ESG リスクをスコアカード外で定性的に織り込む。例えば、環境規制の強化による、
燃料炭採掘業界の長期的な縮小や製品代替の財務上の影響を、数十年単位で相応の精緻度を
もって予測することは不可能であり、スコアカードに全面的に織り込むことができない。とはいえ、燃料
炭採掘業界に対するムーディーズの格付には、同業界の長期的な見通しがネガティブであることを
定性的に織り込む。
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格付や格付アクションは、政策決定・変更を受けてのものであっても、政策の適切性に対する判断を示すものではなく、
そうした方針が、発行体が債務を履行する能力にどう影響を与えるかについてのムーディーズの見方を反映したもので
ある。

クロス・セクター格付手法：環境・社会・ガバナンスリスク評価の一般原則

CREDIT STRATEGY AND STANDARDS

環境リスク評価の一般原則
環境リスクは、公的セクター、民間セクターの多数の発行体にとって重要な要因である。ムーディー
ズは、環境リスクは大きく 2 つのカテゴリーに分類されると考えている。すなわち、(i)環境トレンドまたは
リスク、あるいは予想されるトレンドまたはリスクの低減または回避を図るための、規制または政策的
取り組みの影響、および(ii)環境トレンドおよびリスク自体（大気汚染、干ばつ、深刻な人災・天災、気
候変動等）のマイナスの影響である。一部の環境要因はこの 2 つのカテゴリをまたがる。例えば、低
炭素社会移行リスクなどである。
環境リスクは、タイミング、確実性、影響度において 3 つに分けられるとムーディーズは考えている。
施行されたか、導入されるとみられる規制（例えば、国際的な合意に基づいた、規制当局や政
策当局による規制案、または拘束力のある合意）は、発行体およびセクターの信用プロファイル
に明確な影響を与える。
施行が不確実、遅れる可能性がある、地域によって大きな差があるなどの場合や、長期的な規
制上の取り組み（例えば、国際的な合意に基づいた非常に一般的な合意内容で、施行メカニズ
ムを伴わないなど）は、発行体の相対的なデフォルトリスクや信用損失に与える影響の予見性が
低くなる。確実性の欠如が、発行体の規制対応能力を低下させ、信用力への影響に関する不
確実性をさらに高める可能性がある。
気候変動（気温上昇など）などによって生じる直接的な環境トレンドは通常、非常に長期にわた
って増幅、拡大し、その影響は幅広く、格付への即時の影響は限定的である。ハリケーン、サイ
クロン、山火事、洪水などの高い環境リスクは一時的だが、影響は深刻で集中的に発生する可
能性があり、格付に即時に影響を与えることもある。長期的な環境トレンドまたは将来的リスクが
信用力に与える影響は、他の影響によって抑制・相殺されることもある。そうした例には、トレンド
の影響を緩和する規制の施行や技術変化、物的・制度的インフラの改善といった対処戦略、必
要な改善のための財源調達を可能とする、政府の課税基盤を拡大させる所得水準の上昇が含
まれる。
これらのリスクの影響は、格付手法スコアカードの格付要因またはサブ要因に影響を与える。例えば、
これらのリスクは事業プロファイル、レバレッジ、カバレッジ、経済力または GDP の将来を見通した評
価に影響を与えることもあれば、スコアカード外で考慮されることもある。ムーディーズはまた、環境リ
スクを、その影響を緩和または増幅させる可能性のある、発行体またはセクターの特徴と併せて検
討する。
例えば、規模、高い参入障壁、顧客または納税者のコスト上昇をカバーする能力、財務の柔軟性、
事業上および規制上の課題に対処する能力といった要因は、多くのセクターにおいて、発行体が環
境エクスポージャーを管理し、信用プロファイルを維持しつつ対処する戦略を実行するにあたり重要
である。一方、規模の小ささ、地理的集中、低い所得水準、人口動態の悪化傾向がみられれば、発
行体が環境リスクからの影響にさらされやすくなり、対処する戦略の実行が困難になることがある。

環境規制または政策上の取り組み
ムーディーズは、規制の枠組みと、規制が格付対象発行体およびセクターに与えうる影響を検討す
る。
環境リスク自体に対して、規制リスクは特定の発行体およびセクターの信用力に集中して短期的な
影響を与える可能性が高い。その対象は主に民間セクターだが、公的セクターでもありうる。最近施
行された規制や、導入される可能性のある規制は、信用プロファイルおよび格付に影響を与える可
能性が最も高い。
予見可能で即時に影響のある規制リスク
規制が認知され透明性のあるものであれば、信用力への影響はある程度予見可能である。環境規
制の影響の評価では、製品に対する需要や製造原価への想定される影響を考慮する。ムーディー
ズは、セクター内の発行体が特定の製品またはニッチ市場に集中しているか、あるいは同業他社比
で効率性が低いか否かも検討する。
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例えば、石炭採掘会社では通常、伝統的な汚染物質や二酸化炭素を含む排出に対する環境規制
が、市場における需要にどう影響を与え、石炭価格や販売数量を圧迫するかを検討する。土地の使
用、水不足、水質に関する規制も関わってくる。これらが不確実性およびコストを上昇させうるためで
ある。また、より広く、環境規制が、国内メーカーによる製造を制約することで、外国メーカーが有利と
なる可能性を検討する。
レピュテーションや消費者の嗜好（ハイブリッド車や電気自動車の嗜好など）も、需要に影響を与えた
り、市場動向を変化させたりする可能性がある。その他の例としては、ファイナンスカンパニーにおい
て、環境に悪影響を及ぼすとみられるセクターや貸手に貸出が集中している場合、アセットリスクに加
え、レピュテーション上のダメージを受けることがある。
施行が不確実な長期的な規制上の取り組み
規制および政策上の取り組みの将来の動向は必ずしも明確ではなく、格付対象発行体の相対的な
デフォルトリスクおよび信用損失に与えうる影響の予見可能性が低い場合がある。規制の案・議論と、
実際に施行される規制の間には大きな相違が存在する可能性がある。
規制施行の時期や方法は、信用上の考慮事項において重要となることがある。規制上の目標は設
けられている（例えば、電力の一定割合の再生可能エネルギーによる調達や、基準値に対する二酸
化炭素排出量の削減など）が、目標を達成しなかった場合の影響が明確にされていない場合がある。
排出量削減に関する国際的な合意がある場合、その施行の時期や方法、および施行の厳格性の
度合いが、国、地域、地方に与える影響が重要となることがある。
これらの影響から、発行体が規制対応のための追加的な時間を要したり、競争条件が均等でなくな
ったり、発行体の信用プロファイルの影響に関する予見可能性が低下したりすることがある。そうした
場合、信用力への将来の影響の検討に、必然的に政治環境の評価が含まれる。これには、セクター
におけるコストの上昇や雇用の減少につながる可能性のある規制を受け入れる主体の意思や、影響
を受けるセクターが規制やその施行を変更する能力が含まれる。
例えば、独立系石油ガス採掘・生産会社では、既存の二酸化炭素排出規制を検討し、将来の規制
が、炭化水素の需要およびプライシングにどう影響を与えうるかを把握するよう努める。また、規制の
効果に、コスト上昇、設備投資拡大、新規資源の炭鉱地の制約が含まれるかも検討する。低炭素
社会移行リスクにさらされるソブリンでは、国民所得の多くを炭化水素に依存していることは重要な格
付上の考慮事項である。ストラクチャードファイナンス取引では、格付対象取引に、二酸化炭素を排
出するセクターへの集中がみられるか否かを検討する。例えば、二酸化炭素排出量に関する規制
が、自動車リースを裏付けとする証券化案件における自動車の残価にどう影響するかを考慮する。

環境リスク
ムーディーズは、直接的な環境リスク（汚染、水不足、気候変動、天災・人災等の影響）を織り込む
よう努める。また、賠償責任、浄化費用、資本コスト、こうしたリスクの回避または修復のための二酸
化炭素排出量規制も検討する。
環境リスクの多くは増大・変化し、環境規制に起因して生じうるリスクよりもはるかに長期にわたってリ
スクとなり、格付対象発行体の相対的な信用力への影響は極めて予見可能性が低い。公的セクタ
ーの事業主体が真っ先に対処することが多いが、民間企業は自らが引き起こしたか、規制に抵触し
た場合の災害の賠償責任を負うことが多い。保険会社および再保険会社は、民間セクターまたは公
的セクターに対する補償範囲に応じて影響を受ける。
環境トレンドの信用力への影響は、遅れて現れることもあれば最終的に薄れることもある。例えば、大
気中水銀の悪影響は長期にわたって蓄積し、地方政府への信用上の影響が、健康被害や課税基
盤の縮小・移行の形で長期にわたって現れることがある。しかし長期的に、その影響は、所得向上
（それによって政府の課税基盤が拡大し、健康にも好影響を与えうる）や、規制の施行、より耐性の
高い物的・制度的インフラ、技術変化等によって抑制または相殺されることがある。
大規模な原油流出、深刻な地震、ハリケーン等の環境リスクは、発生頻度は低いがしばしば深刻で
影響が地域的であり、予見することが難しいが、特定の発行体（またはその集団）および保険会社の
信用リスクに非常に大きな影響を与える。化学工場、石油精製所、原子力発電所等における環境
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修復には、所有者または保険会社に多大な浄化責任が生じ、それらの企業がその責任を負えない
場合には、責任が政府に移転することがある。複雑なサプライチェーンをもつグローバル経済におい
ては、災害の影響は発生した地域以外にも広く波及する可能性がある。
環境リスクが発行体またはセクターにどう影響を与えるかを検討する際、そのリスクの発生確率、タイ
ミング、リスクを軽減する予防的・または事後対応策の強固さが非常に重要となる。特定の発行体に
おいて深刻なイベントリスクが発生する可能性が非常に低い場合には、それがセクター全体の格付
アクションの要因となることは稀である。一方、環境リスクがさほど深刻ではないが頻繁に生じるセクタ
ーは全般的に、信用プロファイルのリスクが高いとみられ、そうしたリスクの影響を受けないセクターに
比べて格付が低くなることがある。
特定の発行体については、増大し極めて深刻なものとなりうるリスクへのエクスポージャーを複合的
に検討する。例えばソブリンでは、天候の影響を受ける経済セクター（農業、観光業等）への依存度
を、経済力および財政力の評価の一部として織り込む。ムーディーズはまた、深刻なハリケーン等の
環境の影響を含む、ショックに対応する制度および財政力も考慮する。

社会リスク評価の一般原則
社会リスクは、ESG の 3 つのカテゴリーのなかで最も幅広い要因を指し、信用プロファイルにおける重
要性も極端に異なる。
社会要因は、民間セクターの発行体よりも公的セクターの発行体の信用力において顕著となる傾向
がある。公的セクターの発行体の責任には、法律、規制、政策の策定、施行、裁定、ならびに社会
のニーズに対応し、これらの政策に従ってインフラを構築・維持しサービスを提供することが含まれる。
大量の被雇用者を抱えることの多い政府も、民間企業と同様に社会的課題に直面する。公的セクタ
ーに影響を及ぼす社会的課題が、何年、場合によっては何十年もかけて信用上の懸念要因として
顕在化することがあり、その状況は政策の変更や経済の変化に沿って変わることがある。
公的セクターでは社会要因の間に複雑な相互作用がある。経済力および経済の底堅さが、政策当
局者が社会的課題に関する目標を達成する能力に影響を及ぼしうる。また社会の変化は経済力に
影響を与えうる。社会要因は、ガバナンス上の選択および成果を左右し制約する一因となる。
民間セクターでは、製品の安全性、サプライチェーンに関する要因、事業のレピュテーション、従業
員との関係といった社会要因は、発行体固有またはイベントに起因することが多い。これらの課題が
生じると、信用力に即時に影響が及ぶ可能性がある。民間企業は、公的セクターの社会要因からも
影響を受ける。例えば、労働者の教育水準は、企業が十分な能力をもつ従業員を雇用する能力に
影響を与える。
社会的課題に対するムーディーズの評価は、格付手法スコアカードの格付要因またはサブ要因に
影響を与えることがある。例えば、潜在的な社会不安は、政府の課税基盤、または社会的ニーズに
対処するための歳出の将来見通しを左右する可能性がある。その他、社会政策および人口動態は、
医療費や年金債務の推移に対するムーディーズの評価に影響を与える可能性がある。製品の安全
性に関する訴訟等の、一部の社会的リスクはスコアカード外で評価されることがある。
ムーディーズは、発行体またはセクターの特徴において、相殺効果をもつとみられる社会的リスクも
評価する。例えば、ソブリンでは、労働人口増加の鈍化による影響を緩和しうる、性格差を縮小させ
る取り組みや、教育への投資が重要な要因となることがある。

公的セクターの社会要因
公的セクターでは、社会的課題（所得格差、教育および住宅へのアクセス、人口動態変化、社会不
安を含む）が政府の信用力にどう影響を与えるかを検討する。例えば、ソブリンや地域・地方政府で
は、貧困、社会の不平等、暴力、犯罪が、経済競争力、成長、一人当たり所得水準に与える、経済
的・政治的影響を考慮する。
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所得格差は、新たな政策、政府、政党を求める動きにつながり、政策の有効性や潜在的な成長力、
財政力にポジティブまたはネガティブな影響を与える、重要な信用上の要因である。またソブリンで
は、所得面や政治的な平等性の高まりは、公的サービスへの期待の上昇につながり、財政を圧迫す
る要因となりうる。経済の発展段階が低い国では、医療制度の適用対象の拡大や、良好な住宅供
給のための支出も、それが労働生産性の向上など歳入増加につながる経済効果によって相殺され
なければ、財政圧力につながることがある。
また、教育の質と受けられる環境、ベーシックなサービス、インフラ、手の届く価格の住宅も、事業や
経済の発展、税収、歳出に大きな影響を与える要因であり、これらも検討する。社会プログラムやイ
ンフラの資金調達が適切に行われていない場合、長期的に競争力の喪失、成長低下、インフラの
維持遅延の可能性につながることがある。
高齢化を含む人口動態変化は重要な要因である。人口高齢化は、年金や医療費の増大、全人口
に占める労働力人口の比率の低下につながり、長期的な経済成長を圧迫する。歳入増や、他のプ
ログラムに対する支出の削減がなければ、財政力が低下する可能性がある。また、退職者は貯蓄傾
向が弱まるため、総貯蓄が減少し、政府の債務水準および国の国際収支にマイナスの影響が及ぶ
可能性がある。年金削減、定年の引き上げ、移民政策の緩和等の、人口高齢化の影響への対処
策は、財政収支および労働力を支えうるが、同時に、社会不安が拡大したり、政治の安定性が脅か
されたりする可能性がある。
顕在化する社会的ニーズに政府が対処しないと認識された場合、政治における代表機能の欠如が、
突如として、またときに暴力的な形で、さらなる自由や平等を求める動き、ひいては政治の混乱拡大
や経済成長低下につながる可能性がある。慢性的に極度に暴力的な動きが続けば、投資が阻害さ
れたり、資本逃避が生じたりすることがある。暴力的な動きにより、治安維持に係る政府歳出を急激
かつ持続的に拡大する必要が生じれば、政府の財政力にも影響が及ぶ可能性がある。

民間セクターの社会要因
民間セクターの発行体では、社会要因は大きく 2 つのカテゴリーに分類される。すなわち、i)発行体
のレピュテーションを損なう製品の安全性などの、発行体固有の要因、および ii)コンプライアンスコス
トの上昇や、厳格な就業規則の設定につながる規制などの、外部要因のマイナスの影響である。
発行体固有の社会的リスクは重大なものとなることがある。例えば、良好とはいえない労使関係など
の社会的リスクが従業員の退職を通じてコスト増につながったり、ストライキが売上高に影響を与えた
りすることがある。また、健康や安全に関わる慣行や、製品・サービスが損害をもたらすとみられる場
合の、コスト増につながる和解、罰金、保険料の可能性も検討する。
ムーディーズはまた、社会的リスクがいかに企業のレピュテーションを毀損しうるかも検討する。これ
は消費者の嗜好の変化や、ボイコットにつながる可能性がある。例えば、報酬の公平性を欠いたり搾
取的な労働条件をもつ、またはサプライチェーン上の取引相手が非倫理的な行動をとっているとの
レピュテーションがある企業は、競争上不利な立場となることがある。一方、環境問題への取り組み
が業界内で主導的とのレピュテーションが消費者の間にある企業は、競争上優位となり、市場シェア
の向上につながることがある。
規制・訴訟リスクへのエクスポージャーも重要な要因である。規制が、事業慣行や健康・安全基準
の長期的な大幅変更の要因となっている業種もある。規制に関わるコンプライアンスコストや、法令
を遵守しなかった場合の罰金や事業上の損失のコストが、大きくなることがある。例えば、社会的に
許容されなくなった行動や製品に関わる多額の賠償責任が、発行体の売上高、キャッシュフロー、
資本・債務市場での調達能力、ひいては長期的な存続可能性に影響を及ぼすことがある。こうした
要因により信用力に大きな影響を受けた業界の例が、アスベストメーカー、たばこ会社、ペイデイロー
ン会社である。

ガバナンスリスク評価の一般原則
ガバナンスリスクは、公的セクターであれ民間であれ、全ての債務発行体において重要な要因であ
る。規制や人口動態変化といった外部要因による環境リスクや社会リスクと異なり、ガバナンスリスク
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は主に発行体が主体となって生じる。不正会計によるコントロールの破綻などの不適切なガバナンス
を理由に信用力が悪化した場合、回復には長い時間を要する。さらに極端な例として、ガバナンス
上の重大な失敗の発覚に伴い、顧客および債権者の信認を失い、民間企業がデフォルトに陥る場
合がある。腐敗の拡大につながる、公的セクターにおける不適切なガバナンス行動は、経済力を弱
め、公的セクター、民間セクターの両方の発行体に影響を与える。
弱いガバナンスは、財務方針、レバレッジ、カバレッジの指標等のスコアカード要因またはサブ要因の
スコアリングに影響を与えうる。これらのスコアリングは、発行体の行動、計画、方針から影響を受け
る。財務のコントロール、報告、監査委員会の独立性などの一部のガバナンス要因は、スコアカード
外で評価されることがある。

公的セクターのガバナンス要因
ガバナンス要因は、国、地域・地方政府のファンダメンタルな信用力の評価の一部である。
例えば、ソブリンリスクの分析には、政府効率性、法の支配、腐敗の抑制の評価が含まれる。ムーデ
ィーズによる分析において重要となる特徴は、政府の官僚制度、行政、政策決定の質である。契約
の履行および財産権は、司法制度の独立性および信頼性とともに、経済システムが良好に機能する
うえで不可欠な要素である。民間の利益に対して公的セクターの権力が行使される度合い、公的セ
クターの透明性および説明責任も重要な要因である。
ムーディーズは、国の政策の有効性も、中央銀行の信頼性と政策の範囲に注目して評価する。一
部の事例では、金融当局がインフレを抑制する能力は、国の制度が、信用力のある政策を明示し達
成する全般的な能力を示唆する。
地域・地方政府については、ムーディーズは通常、既存の法的枠組みの下での、政府の歳入および
歳出の柔軟性を評価する。また、税制等の制約、および補正予算策定の権限などの法律を検討す
る。さらに、財政計画、政策、行動も考慮する。これには、歳入の見通し、債務水準の分析、予算策
定が保守的であるか否かの評価が含まれる。
地域・地方政府は、法的枠組みを逸脱する余地をもつ場合があるが、ムーディーズはそうしたケース
をガバナンスが弱いとみなすことが多い。弱いガバナンス構造は通常、有効性の低い制度や長期に
わたる慣行（長期にわたる年金積立不足や経常的経費の不足を補うための借入等）に反映される。
大規模な年金基金の積立不足や拠出計画からの逸脱があれば赤字が拡大し、将来的に債務水準
が上昇することがある。

民間セクターのガバナンス要因
民間セクターでは、所有と支配、広範な監督と有効性、経営構造と報酬等を、ガバナンスが信用力
にどう影響を与えるかについてのムーディーズの評価において考慮する。
所有の集中および議決権は、企業の業績および信用力にマイナスの影響を及ぼす可能性がある。
所有者が、他のステークホルダーを犠牲にして私的な利益を得ようとすることがあるためである。そう
した場合、経営陣の介入や、独立した取締役会レベルの監督およびリスク管理の欠如が、とりわけ資
本配分や関係者間取引においてみられる場合、その点にも着目する。
取締役会はリスク管理の領域において重要な監督上の役割を担っている 4。これには、企業のリスク
選好の決定および監視への関与、適切なリスク管理の枠組みが設けられていることの確認、債権者
を含む全てのステークホルダーの利益の保護が含まれる。経営陣の報酬は、信用評価上ネガティ
ブとなる、企業の報酬体系が過剰なリスクテイキングを促す可能性を示す、とても目に見えやすい指
標である。アグレッシブな報酬方針は、信用プロファイルよりも株式のパフォーマンスを重視した意思
決定を促す可能性がある。例えば、短期の株式による報酬を背景とした資産配分決定は、債券保
有者にとってリスクとなる。

4
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ストラクチャードファイナンス取引については、ムーディーズは通常、重要とみられる場合に、ガバナン
ス構造を評価し、さまざまな取引相手間の利益調整を検討する。

ムーディーズの関連リサーチ
クロス･セクター格付手法は通常、セクター格付手法と併せて適用されるが、一部の状況では信用格
付を付与するベースとなることがある。セクター格付手法およびクロス･セクター格付手法のリストにつ
いては、ムーディーズのウェブサイトを参照されたい。
信用格付の過去のパフォーマンスの頑健性および予測能力については、ムーディーズのウェブサイト
に掲載されている。
「格付記号と定義」については、ムーディーズのウェブサイトを参照されたい。
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え、MSFJ の信用格付の対象となる債務は、米国法の下で一定の取扱を受けるための要件を満たしていません。MJKK 及び MSFJ は日本の金融庁に登録された信用格付業者であり、登録番号
はそれぞれ金融庁長官（格付）第 2 号及び第 3 号です。
MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）は、同社が格付を行っている負債証券（社債、地方債、債券、手形及び CP を含みます。）及び優先株式の発行者の大部分が、MJKK 又は MSFJ（のうち該当
する方）が行う信用格付意見・サービスに対して、信用格付の付与に先立ち、12 万 5,000 円から約 2 億 5,000 万円の手数料を MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）に支払うことに同意している
ことを、ここに開示します。
MJKK 及び MSFJ は、日本の規制上の要請を満たすための方針と手続も整備しています。
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