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環境・社会・ガバナンスリスク
評価の一般原則
General Principles for Assessing
Environmental, Social and
Governance Risks Methodology
本 格 付 手 法 は 2021 年 6 月 発 行 の 格 付 手 法 “ General Principles for Assessing
Environmental, Social and Governance Risks” （日本語版 2021 年 7 月発行「環境・社会・ガ
バナンスリスク評価の一般原則」）に置き換わるものである。今回のアップデートでは、環
境・社会・ガバナンスに関する考慮事項が金融機関に与える信用評価上の影響と、金
融機関への発行体プロファイル・スコア（IPS）とクレジット・インパクト・スコア（CIS）の付与
方法を詳細に説明した。また、金融機関の IPS および CIS に織り込む定性的考慮事項
の詳細と具体的な定量指標を示した。

はじめに
本クロス･セクター格付手法では、ムーディーズのあらゆるセクターに関するグローバル
な信用分析における、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）、総称して ESG のリスク評価
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
のリスクおよび関連する緩和要因について、予見可能な範囲で最大限、将来を見通
すように取り組む。ESG リスクの重要性、時間軸、信用上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の強さ・弱さにより、信用力への ESG の影響は軽減また
は増幅される可能性がある。ESG に関連するポジティブな側面が信用力を支える場合
もある。
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本格付手法では、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、現存のまたは発生し
つつある ESG リスク分析の基礎となる一般原則を説明する。本格付手法では、さらにセクター別の格
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についても説明する。「ESG リスク評価
に対する一般的なアプローチ」のセクションで詳細に説明するが、ムーディーズの分析において ESG
の考慮事項は様々な方法で捕捉される。場合によっては、セクター別の格付手法のなかで、こうした
考慮事項がどのように特定のスコアカード要因やサブ要因のスコアリングに影響するか、あるいはスコ
アカード外のその他の考慮事項の一部となるのかを、より詳細に説明していることもある。ESG の考慮
事項は、将来の信用力指標ないしシナリオ分析に反映されたり、定性的に反映される場合がある。
ESG の構成要素を分類し、ムーディーズが E、S、G それぞれのリスクを分析する上で、通常最も重要
となる考慮事項なども明確にする。これらの基本的なリスク分類は、セクター別ないしクロスセクター
において幅広い ESG 考慮事項を一貫した方法で分析する上で有用な手段となる。
本格付手法ではまた、発行体または取引の E、S、G それぞれに対するエクスポージャーをムーディ
ーズが示す際の枠組みについても説明する。ムーディーズではこれを E、S、G それぞれについての
発行体プロファイル・スコア（IPS）と規定し、5 段階で示す。E、S、G それぞれのリスクないしポジティブ
な側面へのエクスポージャーの評価は、本格付手法で説明する ESG の一般原則に基づいており、こ
れをスコア化することによって一貫した方法で評価を示すことができる。こうした評価は格付へのイン
プットとなる。今後付与していく IPS は、発行体およびセクター間のリスクとポジティブな側面を比較す
る際の一助となる。発行体プロファイルの共通の枠組みを付録 A に、ソブリンに関する追加的詳細を
付録 C で説明している。本格付手法は、追加のセクターについて特定の発行体プロファイルの考慮
事項を加えるために随時更新される可能性がある。
本格付手法では、ESG による発行体または取引のクレジット・インパクト・スコア（CIS）を導く際の枠組
みについても説明する。ESG クレジット・インパクト・スコアは、発行体または取引の格付に対する ESG
の考慮事項の影響の大きさを示すものである。CIS は、格付に重要とされる発行体のその他の信用
上の要因としての ESG の影響を定性的に評価するものである。CIS は格付プロセスを経て決定される。
格付における ESG の考慮事項の重要性をどのように示しているかについては、付録 B で説明して
いる。
本格付手法では次の順序で説明を進める。（1）本格付手法の適用範囲、（2）ESG リスク評価に対する
一般的なアプローチ、（3）（a）環境リスク評価の一般原則、（b）社会リスク評価の一般原則、（c）ガバ
ナンスリスク評価の一般原則。付録 A では、各 E、S、G の発行体プロファイル・スコアを導出する上で
の枠組みを示す。付録 B では、クレジット・インパクト・スコアを付与する場合についてその方法を説明
する。付録 C、D、E および F では、付録 A および B で説明している E、S、G の IPS の導出方法に関す
る一般的な枠組みをソブリン、事業法人、地域・地方政府および金融機関にどのように適用するかを、
それぞれ詳細に説明する。付録 G では、E、S、G のリスク・カテゴリの評価と IPS の付与を行う上で、全
般的に関連しうる考慮事項と指標を、事業法人セクター、金融機関セクターならびに地域・地方政府
の種類ごとに説明する。

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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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。ムー
ディーズでは、特に発行体の信用力に重大な影響を及ぼす可能性がある ESG 要因に注目している。
金融市場における ESG 要因の分類は曖昧である。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（PRI）およびサステイナビリティ会計基準審議会
（SASB）等の制度・組織が、ESG の定義を独自に定め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現時点では存在しない。ESG 要因の定義もまた
変動的である。これは、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、時間とともに社会が許容するものが変化するためである。ESG のリスクとポジティブな側
面の評価を分かりやすくするため、ムーディーズは、ESG の構成要素（E、S、G）ごとに、あらゆるセクタ
ーにおいて最も信用力に影響するとみられる ESG 考慮事項のカテゴリとサブカテゴリを定め、ESG の
分類を体系化した。E については、公的セクターと民間セクターに共通するカテゴリとし、S と G につい
ては公的セクターと民間セクターそれぞれで異なるカテゴリを設けた。詳細については次のセクション
で述べる。
ムーディーズの信用分析では、発行体または取引の信用力に影響を与えうる全ての重要な要因を、
最大限に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 1。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、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
想財務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。ムーディーズでは通常、ESG
の考慮事項を様々な方法で織り込み、直接的または間接的にスコアカード要因や、分析モデルない
し指標、あるいはより総合的にスコアカードやモデル以外のその他の考慮事項に反映させる。

ESG 要因の特性
ESG 要因は広範かつ移り変わる要素が合わさっており、発行体の信用プロファイルにおける重要性は、
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。また一部の 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部の発行体に対してのみ
重要となることがある。
ムーディーズは通常、分析のなかで、企業によって異なる個々の ESG 要因が信用力に与える影響
と、ESG 要因全体からの影響を考慮する。例えば、ガバナンスや従業員との関係においては優れて
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、
社会不安のリスクや、経済へのマイナスの影響が増すことがある。
ESG 要因は個別または総合的に信用上のプラス要因よりリスク要因になることが多い
幾つかの ESG 要因は、アップサイドリスクよりもダウンサイドリスクのほうが大きいだろう。例えば、製品
に健康や安全性の問題がある企業は、訴訟リスクから営業利益が圧迫されるかもしれないが、一方
で別の企業が健康や安全性について優れた取り組みを実践していたとしても同等のメリットが信用力
上得られるとは限らない。
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信用力上、重要な考慮事項は、一部の市場参加者が、環境に配慮している、持続的成長を可能にする、または倫理的
であるという観点から評価する全ての投資評価項目を含むわけではない。
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ESG 要因は必ずしも常にネガティブというわけではなく、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、十分な情報に基づいた意思決定方法といった
経営上の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として考慮されることが多いが、例外も
ある。一例が、ソブリンのガバナンスの強さを直接評価する、制度とガバナンスの頑健性である。その
他にも、政府の政策の支援により、再生可能エネルギー事業者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といった例も挙げられる。
業界全体に影響があることが多い
同一セクターの発行体の ESG リスクへのエクスポージャーは、一部のセクターで稀に異なる場合はあ
るが、総じて同程度である。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移行リスクが織り込まれる。発
行体の低炭素社会移行リスクは、同じ石油精製業界のなかでも、そのエクスポージャーが著しく高い
企業（非常に厳格な環境規制のある国・地域に所在する会社等）と、そのリスクが通常、十分に緩和
されている企業（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会社等）の
格付の間に有意な差を生みだす要因となる。
評価上の課題
多くの ESG 要因が信用力に与える潜在的な影響を評価するのは難しい。これは、多くの場合、その
影響を、標準化されていない、あるいは統一されていないことが多い複数の情報源から推察しなけ
ればならないためである。
ESG の考慮事項の信用力への影響の評価は、概して定性的な判断を伴う。例えば、発行体のステ
ークホルダーが問題やイベントに対してどのように反応するかは予想が難しく、反応はセクターや国、
地域などによって異なることがある。同じような ESG リスクに晒されていても、顧客や従業員、あるい
は政策当局などの反応は、社会政治的背景の違いにより、異なる可能性があり、状況が違えば信用
力への影響も違ったものになる場合がある。
環境・社会問題は広い地域に及び、長期あるいは不確実な期間にわたって継続することが多く（気
候変動や人口動態等）、実施されうる政策措置（二酸化炭素排出量規制や移民政策等）の可変性
や景気動向の影響を受ける。そのため、対象となる発行体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と同様、ムーディーズは、将来の ESG のトレンドを予見できる場合に格付に
織り込む。しかし多くの場合、将来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、リスク要因の時間軸が長くなるほど、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、コスト低減、新たな技術の適用、ビジネスモデルや支出予算もしくはバランスシートの調整
によって、状況変化に対応する時間が得られるが、有効な対処行動をとることができない、あるいは
とらない発行体もある。
長期的なリスクは通常、2 つの一般的なカテゴリに分類される。すなわち、(1)人口動態変化のように
セクター全体にわたり影響を及ぼす可能性が高い（ただし発行体によって影響度合いは異なる）、広
範なリスクと、(2)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、強
固なバランスシートを備える企業にとっても圧倒的な脅威となりうる。
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り、不確実で、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
要因を反映する
ムーディーズの分析では、識別可能な全ての重要な ESG 要因が信用力に与える影響について、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。これらの要因には、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や、規制上の枠組み
や ESG 関連の法律・政策・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 2。
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。
格付に影響を及ぼすには、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と安定性、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。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、事業会社の分析においては、製品の安全性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。金融
機関については、ホールセール市場での資金調達へのアクセス能力や流動性、リスク許容度、資本
水準、収益性といった信用上の要因にガバナンスや顧客との関係などの ESG 要因がどのように影響
するかを考察するほか、こうしたガバナンス問題が発行体のビジネスモデルの持続可能性に与える
影響を検討する。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、汚職の抑制、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久性も検討す
る。

ESG 要因は様々な方法で格付に織り込まれる
ESG 要因が信用プロファイルにおいて重要な場合、ムーディーズではこれを格付分析に様々な方法
で組み入れ、セクター別の格付手法に適用している。ムーディーズは全般的な信用分析の一環とし
て、ESG リスクが、該当するスコアカードおよびモデルの定性的・定量的要因およびサブ要因にどう影
響を与えうるかを検討する。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。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 要因がセクター別のスコアカードまたはモデルの指標に影響しない場合や定量化できない場合
であっても、ムーディーズでは格付に重要な信用ドライバーの全体的な分析にそれら ESG 要因を織り
込む。ESG リスクの予想される影響が、ムーディーズが発行体のスコアカード指標を予測しうる期間を
2
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超える可能性もある。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、ムーディーズはこれらの
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、短期的な見通しに
加えて定性的に織り込む。
格付分析の一環としてムーディーズでは、発行体ないし取引が内包する E、S、G のリスク（ESG の緩
和要因も考慮する）または E、S、G 要因に由来するポジティブな側面に関する見解を示す、発行体
プロファイル・スコア（IPS）を付与する場合がある。IPS は信用格付へのインプットとなる。IPS について
の詳細は、付録 A および格付記号と定義 3を参照されたい。
下図では、ムーディーズがどのように ESG 要因を格付に組み込む場合があるのかについて示す。

3
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図表 1

ムーディーズはどのようにして ESG 要因を格付に反映させるのか

* ESG クレジット・インパクト・スコア（CIS）は、ESG の考慮事項が発行体や取引の格付に与える影響をより明確に伝えるためのもので、格付プロセスを経て付与される。
出所: Moody’s Investors Service
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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 つのリスクに分類されると考えている。
環境変化、環境の及ぼす災害、あるいは予想される環境変化や災害の低減・回避を図るため
の、規制または政策の影響。これには以下のようなものが含まれる。
–

施行されたか、導入されるとみられる規制（例えば、規制当局や政策当局による規制案、
または国際的な協定に基づいた拘束力のある合意）は、発行体およびセクターの信用プロ
ファイルに最も明確な影響を与える。

–

施行が不確実であったり、遅れる可能性があったり、地域により大きな差があるような、長期
的な規制上の取り組み（例えば、国際的な協定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ものなど）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。確実性の欠如は、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。

環境汚染、干ばつ、深刻な人災・天災、気候変動などの直接的な環境変化および災害による
悪影響。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変化は通常、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、洪水などの甚大な被害をもたらす環境災害は一時的だが、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。長期的な環境変化ま
たは将来の災害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、環境変化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。
政策対応と災害による直接的な影響の可能性のどちらもが考えられる場合（例としては廃棄物・汚
染等）、この 2 つのカテゴリにまたがる環境要因もある。
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、事業規模の大きさ、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、
発行体が信用プロファイルを維持しながら、環境エクスポージャーを管理し、これに対処する戦略を
実行するために重要である。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。
直接的な環境リスクに比べ、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
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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。
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
将来の規制および政策上の取り組みの動向は必ずしも明確ではなく、格付対象の発行体の相対的
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。提案・検討され
た規制案と実際に施行される規制が、大きく異なる場合もある。
規制が施行される時期や方法は、信用力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が（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について）、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は複雑で、必然的に政治的背景も考慮しなくてはならない。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政
治的素地があるかといったことや、関連するセクターが、規制やその施行方法を変えるような影響力
を有するかといったことが含まれる。
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、石油や天然ガスといった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。

環境災害
ムーディーズは、直接的な環境災害（廃棄物・環境汚染、水資源の保有・価格・関連問題、自然資
本の枯渇、物理的気候リスク等）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。
環境災害の多くは増大・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。
環境変化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、課税基
盤の縮小、人口流出など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

9

OCTOBER 20, 2021

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

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
強靭な物的・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、大型ハリケーン等の環境災害は、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。化学プラント、石油精製所、原子力発電所等に由来する環境破壊
の修復には、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がある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。
環境災害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、環境災害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。

ムーディーズの環境リスクの分類
信用の観点から総じて最も関連性の高い環境リスクを 5 つのカテゴリに分類した。(1) 低炭素社会移
行リスク、(2) 物理的気候、(3) 水資源の管理、(4) 廃棄物・環境汚染、(5) 自然資本である（図表 2）。
分類したリスクは相応に独立したものだが、カテゴリ間で相互に作用する場合もある。
各カテゴリには、これに含まれるいくつかのリスクのサブカテゴリの例を示している。実際のサブカテゴ
リは、公的・民間セクターの発行体のタイプの違いによって異なる可能性がある。
図表 2

ムーディーズの環境リスクの分類

注: サブカテゴリは代表的なものを挙げており、網羅的なものではない。

出所: Moody’s Investors Service
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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
性も幅広い。
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、社会のニーズに対応する法律、規制、政策を策定、施
行、裁定し、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。
公的セクターにおいては、社会要因の間に複雑な相互作用がある。政策当局者が社会的課題につ
いての目標を達成できるかどうかは、経済の底堅さや柔軟性に影響されうる。また社会の変化は経
済の強さに影響を与えうる。社会要因は、ガバナンス上の選択やその成果を決定づけたり、制約す
る一因にもなる。
民間セクターでは、製品の安全性、サプライチェーンの問題、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、発行体に固有のものであったり、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、
財務面への影響が考えられる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、男女格差を縮小する取り組みや、教育への投資は、生産年齢人
口増加の鈍化による影響を緩和するために重要な検討要因となりうる。

公的セクターの社会要因
公的セクターでは、社会的課題（雇用・所得、教育および住宅へのアクセス、人口動態変化、安全
衛生を含む）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。
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、所得や政治参加がより平等になれば、よりよい公的サービスへの期待が高まり、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、基礎的なサービス、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。特に、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、政府の債務負担能力および国の国際収支にマイナスの
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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。

ムーディーズの公的セクターの社会リスクの分類
信用の観点から総じて最も関連性の高い公的セクターの社会リスクを 6 つのカテゴリに分類した。
（1）人口動態、（2）雇用と所得、（3）教育、（4）住宅、（5）安全衛生、（6）基礎的サービスである
（図表 3）。
社会要因の主要な 6 カテゴリは、さまざまなセクターの政府系発行体にとって多岐にわたる理由から
重要とされ、異なる信用への影響が考えられる、多様なトレンドを捕捉するものである。例えば、人口
の伸びが低いなど、人口動態に継続的な変化があると、年金支払いやその他の支出責任を満たす
のに十分な収入を確保できるような経済成長が実現できない可能性が考えられる。若年人口が急
速に増え、労働力に新たに参加する人数が多い状況は、概して高い成長の可能性につながるが、
一方で求職の需要も大きくなり、これが満たされなければ社会的な緊張の高まりが生じる恐れがある。
また、手頃な価格で入手できる住宅の在庫を十分に維持する取り組みは社会支出の増加を意味す
る一方、生活費が抑えられて可処分所得が生まれる一助となり、税収につながる可能性がある。
各カテゴリに含まれるいくつかのリスクのサブカテゴリの例を以下に示している。実際のサブカテゴリは、
公的セクターの法人のタイプの違いによって異なる可能性がある。
図表 3

ムーディーズの社会リスク分類– 公的セクター
人口動態

雇用と所得

教育

»
»
»
»

» 労働参加率
» 所得格差

» 初等・中等・高等
教育へのアクセス
» 一定の教育を受けた人口
» 識字率

年齢分布
移民
出生率
人種・民族の構成・情勢

住宅

安全衛生

» アベイラビリティと
アクセス
» 住宅供給状況

»
»
»
»

医療
食糧確保
環境の質
個人の安全・健康

基礎的サービスへの
アクセス
»
»
»
»
»
»

水
下水
電気
金融サービス
交通機関
通信・インターネット

注:リスクのカテゴリは一定の区別をされているが、カテゴリ間で相互関係がある場合もある。サブカテゴリは代表的なものを挙げており、網羅的なものではない。

出所: Moody’s Investors Service

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 つのカテゴリに分類される。すなわち、(1) 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(2) 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。
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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
取的な労働条件であったり、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、銀行（住宅
ローン担保証券等の金融商品の不適切な販売など）である。
ストラクチャードファイナンスにおいて重大な社会リスクには、裏付資産に直接的な影響が及ぶもの
のほか、オリジネーターやスワップ・カウンターパーティ、口座銀行など取引における主要なカウンター
パーティへ影響するものが含まれる。

ムーディーズの民間セクターの社会リスクの分類
信用の観点から総じて最も関連性の高い民間セクターの社会リスクを大まかなカテゴリに分類した。
(1) 顧客との関係、(2) 人的資本、(3) 人口動態と社会情勢、(4) 安全衛生、(5) 責任ある製造である
（図表 4）。これら 5 つのカテゴリは、発行体とその主要なステークホルダーのグループとの相互関係
から生じる最も重大な社会的課題を特定するのに有用である。概してそうした課題は幅広い 2 つの
テーマのうち 1 つに該当する。安全衛生の取り組みへの企業の対応方法など発行体が主体となる場
合と、人口動態の変化による企業製品への影響など外的要因が主体となる場合である。
各カテゴリに含まれるいくつかのリスクのサブカテゴリの例を示している。実際のサブカテゴリは、民間
セクターの法人のタイプの違いによって異なる可能性がある。
なお、民間セクターの社会リスクの分類は、政府系発行体（GRI）、国際機関、営利法人にも用いる。民
間の公益企業、公共交通会社、病院・医療機関、高等教育機関などがこうした発行体に含まれる。
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図表 4

ムーディーズの社会リスク分類– 民間セクター

注:リスクのカテゴリは一定の区別をされているが、カテゴリ間で相互関係がある場合もある。サブカテゴリは代表的なものを挙げており、網羅的なものではない。

出所: Moody’s Investors Service

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
は主に発行体に内在するものである。
ガバナンスは、組織の意思決定やそれを行動に移す際の枠組みとプロセスに関するものである。発
行体が企業の場合、ガバナンスには様々な構成要素があり、これらが事業・財務活動の指揮・管理
を支えている。公的セクターの場合、制度・ガバナンスの枠組みには、規制や規範の制定・執行およ
び政策立案プロセスに参加する、各自治体やそれ以外の組織のあらゆる当事者が含まれる。この枠
組みには、政策やその他の公的な施策を監視し、これらへの提言を行う仕組みも含まれる。証券化
取引においては、契約に定められた、取引をコントロールする枠組みがどの程度強力か、また取引当
事者がどの程度契約に定められた文言を遵守するかなどの点が、ガバナンスの枠組みを検討する
際に重要な要素となる。
意思決定に至るまでの過程、決定、実行の方法に加え、決定について発行体が様々なステークホ
ルダーの理解を得る方法、そしてステークホルダーがこれをどの程度受け入れるかもガバナンスの
問題である。関連するステークホルダーはセクターによって異なるが、通常は内部関係者（経営陣、
所有者、または従業員など）、外部関係者（政府、規制当局、顧客、サプライヤー、有権者など）が
含まれ、ステークホルダーの間で利害が相反する場合がある。
このようにガバナンスが関連する問題の範囲は広いが、ムーディーズが着目するのは債権者に重要
なガバナンス上のリスクまたはポジティブな側面である。つまり、信用プロファイル改善につながるよう
な特徴（良好なガバナンスはほかのリスク要因に対する耐性を強くするため）、またはこれを悪化させ
るような特徴（ガバナンスの弱さはほかのリスク増幅につながるため）である。例えば、企業が下した
方針や経営、財務面での決定が、ステークホルダーの強い反発に直面して信用力の低下に繋がる
ような場合（従業員の長期ストライキによる利益率の低下や、商品に絡む訴訟による資金調達力の
低下など）、これらを引き起こした企業の意思決定は、ムーディーズのガバナンス評価上はマイナス
と判断される。
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
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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の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、ソブリン、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、それぞれの組織の制度についての質の評価が含まれる。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
が確実に履行されること、財産権が確保されることは、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。民間が得た利益に対して公的セクターの
権力がどの程度及ぶのか、そして公的セクター自体にどの程度の透明性や信頼性があるのかも重
要な要因である。
ムーディーズは、金融政策やマクロ経済政策などのソブリンの政策の有効性も評価する。
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、債務負担能力の分析、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、自らの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一般的に、制度が有効に機
能していないことや、経常赤字を補うために大規模な借入が恒常的に行われる、商業的債務の支
払が遅延する、年金制度の積立が不足するといった慣行が長年にわたって続いているといった事例
に現れる。ガバナンスの弱さはまた、上位政府の監督の弱さにも起因する。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。

ムーディーズの公的セクターのガバナンスリスクの分類
信用の観点から総じて最も関連性の高い公的セクターのガバナンスリスクを４つのカテゴリに分類し
た。(1) 制度の構造、(2) 政策の信頼性・有効性、(3) 透明性と開示、(4) 予算管理である（図表 5）。
各カテゴリに含まれるいくつかのリスクのサブカテゴリの例を示している。実際のサブカテゴリは、公的
セクターの法人のタイプの違いによって異なる可能性がある。
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図表 5

ムーディーズのガバナンスリスク分類– 公的セクター
制度の構造

政策の信頼性・有効性

» 司法と市民社会の力
» 財政・マクロ経済政策を支える制度整備
» 汚職の抑制

» 財政政策の実績と有効性
» 金融・マクロ経済政策の有効性
» 規制の有効性

予算管理

透明性と開示
» 経済・財政・金融データの包括性と信頼性
» 財政に関する適時開示

» 予算と見通しの正確性
» 管理の質と経験
» 経常的・資本的支出を示した数カ年計画の有効活用

注:リスクのカテゴリは一定の区別をされているが、カテゴリ間で相互関係がある場合もある。サブカテゴリは代表的なものを挙げており、網羅的なものではない。

出所: Moody’s Investors Service

民間セクターのガバナンス要因
民間セクターでは、株主構成と支配、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。
株主の集中や議決権の問題は、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。
株主が、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、経営陣による介入や、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ないかどうかが重要になる。
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を取ること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体系は、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、企業の資産配分が短期間の株式報酬獲得に動機付けられた
場合、債券保有者にとっては潜在的なリスクとなる。
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、取引の契約に含まれるコントロー
ルメカニズムの強さ、および取引当事者が契約を順守しているかどうかを評価する。

ムーディーズの民間セクターのガバナンスリスクの分類
信用の観点から総じて最も関連性の高い民間セクターのガバナンスリスクは、５つのカテゴリに分類
する。(1) 財務戦略とリスク管理、(2) 経営の信頼性と実績、(3) 組織構造、(4) 法令順守と報告、(5)
取締役会の構造・方針・手順である（図表 6）。これらの各リスク分類は、発行体の性質に基づいて異
なる基準や考慮事項によって評価される可能性がある。例えば、金融機関や証券化取引のガバナ
ンスリスクには、事業会社とは異なる特有の側面がある。証券化取引では、取引の契約に含まれる

4
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ESG 関連リスクの管理も含む。
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コントロールメカニズムの強力さおよび取引当事者による契約順守が一般的にガバナンス関連のリス
クの緩和要因となる 5。
各カテゴリに含まれるいくつかのリスクのサブカテゴリの例を示している。実際のサブカテゴリは、公的
セクターの法人のタイプの違いによって異なる可能性がある。
なお、民間セクターの社会リスクの分類は、政府系発行体（GRI）、国際機関、営利法人にも用いる。民
間の公益企業、公共交通会社、病院・医療機関、高等教育機関などがこうした発行体に含まれる。
図表 6

ムーディーズのガバナンスリスク分類– 民間セクター

注:リスクのカテゴリは一定の区別をされているが、カテゴリ間で相互関係がある場合もある。サブカテゴリは代表的なものを挙げており、網羅的なものではない。

出所: Moody’s Investors Service

5
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ストラク チャードファイナンスにおけるカウンターパーティーリスク評価のアプローチを参照されたい。セクター別格付手
法およびクロス・セクター格付手法はムーディーズのウェブサイトから入手できる。
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付録 A：環境・社会・ガバナンスの発行体プロファイル・スコアを導出する
本付録では、発行体、債務者、または取引 6が内包する E、S、G のリスクとポジティブな側面に対す
るムーディーズの見解を反映する発行体プロファイル・スコア（IPS）導出の枠組みを説明する。各セク
ターにおけるこうしたエクスポージャーを一貫性を持って示すための中核的かつ共通の枠組みを説
明するものだが、このエクスポージャーはセクター固有のスコアリングの細目によって高くなる場合も
ある 7。
E、S、G の IPS は、あらゆるセクターで統一された尺度を用いてこれらのリスクに対する発行体のエク
スポージャーを示すもので、関連する緩和要素またはポジティブな側面も反映している。ESG のリスク
とメリットは格付分析において重要な側面であるが、E、S、G の IPS は必ずしも直接的に格付水準に関
連するものではない。IPS は発行体の総合的な信用力の強さないし弱さ（ブランドの強さ・弱さ、コスト
増を転嫁する能力の有無、財務の柔軟性など）を反映するものではない。２つの発行体が同じ格付
であっても IPS が大きく異なる、あるいは IPS が同じであっても格付が大幅に異なる場合がある。
例えば、発行体の IPS が「ネガティブ度が高い」ないし「ネガティブ度が極めて高い」（図表７）の場合
は、重大なリスクに直面していると示唆されるが、その発行体が E、S、または G のリスクを大幅に緩和
するような重大な信用力の強さを備えていれば、高い信用力が妨げられることはないだろう。対照的
に、IPS がポジティブな発行体であっても、キャッシュフローの弱さや低い流動性、激しい競争など、よ
り喫緊かつ重大な他の信用上のリスクに直面している場合はそれらの方が格付により大きな影響を
及ぼす可能性がある。格付に及ぶ ESG 要因の影響をムーディーズが反映する方法についての詳細
は付録 B を参照されたい。

定義とスコアリング・スケール
発行体ないし取引の E または S の IPS は、その特定のリスクへのエクスポージャーに関するムーディ
ーズの見解を示すものである。ムーディーズによる E または S の評価は、リスクの分類で説明する通
り、信用に関連する要因に着目するもので、信用プロファイルにおけるプラスまたはマイナスの影響の
度合いを見極めるものである。発行体ないし取引の E または S のリスクのエクスポージャーは、その主
体の活動や経済基盤、資産などの構成によって異なる。IPS はまた、そのエクスポージャーに対する
緩和策ないし対策も反映する。これには、発行体の自発的な行動、または外部関係者によって促さ
れたり、要求される措置（政策や規制、国際的な公約）が含まれる。
発行体や取引の G の IPS は、ガバナンスの相対的な強さに対するムーディーズの見解を示すもので
ある 8。E および S の要因の評価と同様、ムーディーズによる G の IPS の評価は、リスクの分類で説明
する通り、信用に関連する要因に着目するもので、信用プロファイルにおいてプラスまたはマイナスの
影響の度合いを見極めるものであり、さらにそのエクスポージャーに対する緩和策ないし対策も反映
する。
E、S、G の IPS は 5 段階で示され、図表 7 にあるように、E-1、S-1、G-1 （ポジティブ）から E-5、S-5、G-5
（ネガティブ度が極めて高い）までとなる。
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6

通常、ストラク チャードファイナンス以外では、IPS は発行体レベルで付与される。発行体が債務返済の責任を持たない
場合は、債務者レベルで付与される。ストラク チャードファイナンスやその他の特定の取引においては、IPS は取引レベ
ルで付与される。

7

詳細については付録を参照されたい。

8

セクター、サブセクター、または格付手法のセクターグループにおける相対的なガバナンスの強さを評価する。
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図表 7

E、S、G に関する発行体のカテゴリスコアと発行体プロファイル・スコア
スコア

E-1

定義

ポジティブ

「ポジティブ」の E または S の発行体プロファイル・スコアの発行体ないし取引は通常、信用上の大きなメリットとなるよ
うな E または S の要因のエクスポージャーを有し、そのエクスポージャーは信用にプラスとなる可能性がある。
G の場合は、発行体ないし取引が、それぞれのセクターにおける位置付けを強くし、信用上の大きなメリットになるよう
な G 要因へのエクスポージャーを有することを指す。

中立-低い

「中立－低い」の E または S の発行体プロファイル・スコアの発行体ないし取引は、通常、信用力を変えるような重大な
E または S の要因へのエクスポージャーがない。つまり、総じてエクスポージャーは、信用上ややポジティブ、信用上中
立、または信用上ややネガティブとなる範囲にある。エクスポージャーが大きくない、または E ないし S のリスクを十分
に相殺するような関連する緩和要素がある場合、その発行体ないし取引には、「中立－低い」のスコアが付されるだろ
う。
「中立－低い」の G の発行体プロファイル・スコアは、発行体ないし取引がそのセクター内で平均的であることを示し、
そのエクスポージャーは総じて信用上ポジティブでもネガティブでもない。

S-1
G-1

E-2
S-2
G-2

E-3
S-3
G-3

ややネガティブ 「ややネガティブ」の E または S の発行体プロファイル・スコアの発行体ないし取引は通常、信用上ややネガティブなリ
スクを伴う E または S の要因へのエクスポージャーがある。こうした発行体は、当該の E または S のリスクに関連する
一定の緩和要素を持つ場合があるが、そのリスクを完全に相殺するほど十分なものではない。
「ややネガティブ」の G の発行体プロファイル・スコアは、発行体ないし取引がそのセクター内で平均を下回る位置付け
にあることを示し、そのエクスポージャーが与える信用力へのリスクもやや高いものになる。

E-4
S-4
G-4

ネガティブ度が
高い

「ネガティブ度が高い」の E または S の発行体プロファイル・スコアの発行体ないし取引は通常、信用上の高いリスクと
なるような E または S の要因へのエクスポージャーがある。こうした発行体は、当該の E または S のリスクに関連する
一定の緩和要素を持つ場合があるが、リスクに対する影響は概して限定的である。
「ネガティブ度が高い」の G の発行体プロファイル・スコアは、発行体ないし取引がそのセクター内で弱い位置付けにあ
ることを示し、そのエクスポージャーが与える信用力へのリスクも全体的に高いものになる。

E-5
S-5

ネガティブ度が
極めて高い

「ネガティブ度が極めて高い」の E または S の発行体プロファイル・スコアの発行体ないし取引は通常、信用上の極め
て高いリスクとなるような E または S の要因へのエクスポージャーがある。こうした発行体は、当該の E または S のリス
クに関連する一定の緩和要素を持つ場合があるが、その程度はリスクの大きさと比較して軽微である。

G-5

「ネガティブ度が極めて高い」の G の発行体プロファイル・スコアは、発行体ないし取引がそのセクター内で極めて弱い
位置付けにあることを示し、そのエクスポージャーが与える信用力へのリスクも全体的に極めて高いものになる。
出所: Moody’s Investors Service

スコア表が非対称であることは、特に E と S の要因について、ESG 要因は概して信用上の強さよりリス
クにつながるとのムーディーズの見方を反映するものである。しかしながら、ESG 要因へのエクスポー
ジャーが信用の観点から発行体ないし取引にとってプラスになるとの認識も可能となるスコア表とな
っている。例えば、環境変化によって重大かつ継続的なビジネス上の優位性を企業が得られる可能
性が高いと評価される場合、その企業は E-1 のスコアを付与される可能性がある。

枠組みの概要
IPS を付与するあたっては、発行体ないし取引の各要素（E、S、G）および各要素の主要なリスクカテ
ゴリ（例えば E の場合、低炭素社会移行、物理的気候リスク、水管理、廃棄物・汚染、自然資本）を
評価する。
E、S、G の要因の評価では、既述の通り、それぞれの信用上の重要性に着目して、共通の一般原則
を適用する。発行体の E と S のカテゴリ・スコアを評価する上では、関連するセクター全体についての
入手可能な情報、特にそれぞれのセクターのカテゴリ・スコアを一般的な参照値として用いることが
ある。これは、多くの環境・社会リスクがセクターないし資産クラスで共通するためである。G の要素に
ついては、発行体ないし各取引が分析の起点となる。各要素について、認識されている問題に対す
る緩和策ないし対応策も考慮する。
発行体のカテゴリ・スコアと IPS を評価する際に用いる情報は、定量的・定性的双方のデータを含む
場合があり、通常は、発行体の関連する外部の情報を参照、またはここから算出されるものである。
格付プロセスの一環として発行体から得られる非公開の情報を反映する場合もある。
発行体のカテゴリ・スコアおよび IPS の評価では、E と S のリスクに対する長期的な視点を盛り込む。し
たがって、これらのリスクが将来的にずっと先に顕在化すると予想され、発行体がこれに対応するた
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めの長い期間がある場合でも、時間経過とともにいずれ格付に影響する可能性があるリスクを考慮
する。
図表 8

枠組みの概要 – 民間セクター

*セクターのカテゴリスコアは発行体のカテゴリスコアの一般的な基準となる

出所: Moody’s Investors Service

セクターのカテゴリ・スコアは一般的な基準となる
発行体や各取引の活動、経済基盤や資産は、環境・社会リスクの主な要因となる。これらの分析の
際には、E と S のセクターのカテゴリ・スコア 9が当初の基準値としての役割を果たす（図表８）。ただし、
ムーディーズの E と S の分析は各発行体ないし取引毎に行われる。分類には「環境リスク評価の一
般原則」および「社会リスク評価の一般原則」で説明した E と S のカテゴリを用いる。これらのカテゴリ
は各セクターで共通する（例えば、社会リスク分類のカテゴリは、あらゆる民間セクターの発行体や取
引で共通する）。
これらのセクターのカテゴリ・スコアは、信用分析の観点から各セクターに内在する E と S のカテゴリの
エクスポージャーを、極めて高リスク、高リスク、中リスク、低リスクの 4 段階で示す。これらのセクター
のカテゴリ・スコアは、定性的な分析の結果であり、セクター内の格付対象の発行体および取引が現
行直面するリスクに対するムーディーズの見解を反映するものである。一部の発行体ないし取引が E
または S のエクスポージャーについて信用上プラスの要素を備えている点を考慮する可能性がある
が、セクター全体がそれに沿ってポジティブなエクスポージャーを示す可能性は低い。したがって、セ
クターのカテゴリ・スコアにポジティブなスコアはない。IPS と異なり、セクターのカテゴリ・スコアは発行
体や取引、セクターのレベルでの緩和要素を反映しない 10。
発行体ないし取引固有の考慮事項が示す特定の E または S のカテゴリへのエクスポージャーが、セ
クターのカテゴリ・スコアが示すのとは異なる場合がある。セクターのカテゴリ・スコアは、セクター全体
のスコアであることから、当該セクター（またはサブセクター）内の発行体間のエクスポージャーのばら
つきは表現せず、また、セクター内の地域的な差異を捉えることもない。例えば、自社製品に電気自
動車をうまく組み入れている自動車メーカーの場合、IPS に織り込まれている低炭素社会移行リスク
の発行体のカテゴリ・スコアは、セクターの低炭素社会移行リスクのスコアと大幅に異なる可能性があ
る。
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9

環境・社会リスクのヒートマップがこれに当たる。

10

なお、総合的な E または S のセクターのスコアは、信用力に関連するエクスポージャーを示すもので、セクターレベルの
緩和要素を含む。例えば、規制対象の公益企業は、発電所の低炭素化のコストなどの事業コストを料金納付者に転嫁
することが可能な点が総合的な E のスコアに反映されるが、セクターの低炭素社会移行リスクのカテゴリ・スコアには反
映されない。
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セクターの分類は総じてムーディーズの格付手法に基づくもので、当該セクター内のムーディーズが
格付を付与する対象のみを反映するものである。しかしながら、セクターのカテゴリ・スコアは、発行
体が属するセクターの、格付対象全てのセクターにおける位置付けを示すものとなり、セクター間で
共通する E および S の IPS を特定する上で有効である。
ガバナンスについては、その大部分が独自かつ発行体固有の性質であることから、セクターのカテゴ
リ・スコアは設けていない。組織構造や方針、慣行、企業文化などのガバナンスの構築は一般的に
各組織に内在するもので、規制などセクター固有の外部要因からの影響は少ないとのムーディーズ
の見解を反映するためである（銀行、地方政府や地域・地方政府といった一定の法の監督下にある
例など、例外はあるかもしれないが）。

発行体スコア
ムーディーズでは、E、S、G の要素となるカテゴリについて、発行体固有の E、S、G の属性に着目して
評価する。図表 7 で示すように、E、S、G のカテゴリを 5 段階のスコアで評価する。
リスク、ポジティブな側面、そして固有の緩和要素を評価するにあたってムーディーズでは、当該セク
ターの格付手法の ESG 関連のスコアリングに加え、本格付手法で説明する ESG リスク評価の一般原
則を用いる（例えば、事業会社の事業プロファイルの各要因のスコアには、その業界の E、S、または
G に関する規制を順守しているか、あるいは ESG に関連する顧客の嗜好を満たせているかといったこ
とが反映される場合がある）。
E、S、G の発行体のカテゴリ・スコア導出には、スコアリングの定義に基づいて発行体のエクスポージ
ャーを定性評価する（図表 7）。各発行体または取引における各カテゴリのリスク、ポジティブな側面、
ESG に対する緩和要因に関連する指標を参考にして評価を行う場合もある。ムーディーズ独自の定
性的な判断に加えて第三者の評価を考慮することもある。
スコアリングには特定のエクスポージャーに対して一定の影響のある緩和要因が反映される
E、S、G の IPS およびそれぞれの発行体のカテゴリ・スコアには、そうした特定のエクスポージャーに関
連した相応の緩和策または対策となる措置が反映される。相応の緩和要因は通常、明確な行動計
画や財務面のコミットメントを伴う必要があり、意思表明があってもこうした要素が伴わなければ概して
有効とはみなさない。例えば、カーボンニュートラル（脱炭素）を将来的に実現するとの意思を表明す
ることだけでは、それ自体が相応の要素であるとはみなされない。また、ESG リスクないしイベント（ハリ
ケーン等）への対応策として第三者が供与しうる金融またはその他の支援は、通常 ESG リスクへの緩
和策として考慮しない。発行体自身が具体的に取った行動を示すものではないからである。
有効な緩和策の例としては、企業ないし政府が、自らの設備、労働力、インフラや市民が、例えば海
面上昇などの環境リスクに直面している場合に、インフラの補強をしたり、自然による防災機能を修
復したりして、リスクに関する負の事象を抑える取り組みをすることなどが挙げられる。同様に、雇用
する労働者が反復作業や有害物質の取り扱いなどで安全面のリスクにさらされている企業が、事故
の確率を下げるために雇用者の訓練や、ロボットの導入を行ったり、あるいは当該リスクに関する保険
提供や健康面に関する支援を行い、該当する従業員への影響を軽減したりする行動もこれに当たる。
単独の措置が複数のリスク・カテゴリないし要素における緩和策となりうる場合もある。例えば、効果
的な脱炭素戦略は、社会的責任（S のカテゴリ）と低炭素社会移行（E のカテゴリ）においてポジティブ
な施策となるかもしれない。
データが無い又は不足する場合のスコアリング
ESG に関する開示は、主に別々な法律の下で報告基準に違いがあったり、市場間で ESG 項目を重
視する姿勢に違いがあるために、セクターや発行体によって異なる場合がある。非公開情報も含め
て発行体ないし取引に関するデータが無いか、不足する場合は、通常、既知のその他の特性（規模、
所在地、または規制環境など）、または、セクターレベルのスコアに着目し、発行体のエクスポージャ
ーが E、S、G のリスクのカテゴリにおいてセクターから大きくかけ離れていないかどうかを検討する。ま
た、情報がある発行体ないし取引のエクスポージャーを参考に、そうしたエクスポージャーがセクター
全体で同質的なのかあるいは大きく異なるのかを考察する。セクター内の差異が大きい場合には、
類似した発行体ないし取引のエクスポージャーの幅のなかにおけるこの発行体の位置付けを、既知
の特性に基づき推定する。
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混合スコア
発行体が複数のセクターにまたがって活動したり、事業を展開している場合や、格付対象の取引が
複数の資産タイプにまたがる場合には、E または S の複合スコアまたは混合スコアを設定する。こうし
た分散性は、E または S の高いリスクに直面する特定の事業、活動または資産タイプのリスクのエクス
ポージャーを低減する一助となることがある。複合スコアの場合は、全体の売上高、キャッシュフロー、
利益、または資産の各セクターに対する比率に応じた加重平均のスコアを参考にする場合がある。
ムーディーズの評価では、近い将来、事業構成が変化する可能性が高いと判断した場合には、そう
した変化の見通しを反映する場合がある。一部のケースでは、特定の活動に由来する売上高やキャ
ッシュフローの比率がわずかであっても、その活動に関連する E または S のリスクが風評面や規制面
のリスクを含めて全体的な財務力に大きく影響する場合は、それを考慮する可能性がある。ガバナ
ンスについては、発行体の事業または政府の活動を総合的に判断しており、通常は加重平均に基づ
くことはない。一般的にガバナンスの評価は、組織全体を網羅するもので、特定の活動ないし事業単
位だけに基づくものではないためである。例えば、子会社におけるガバナンス不足は通常、親会社の
評価への悪影響となる。親会社による重大な監督・管理不足がうかがえるためである。また、単独の
企業が極めて良好なガバナンス慣行を実践していても、グループ内のほかの法人が報告基準を満
たしていなかったり重要な規制における法令順守が甘かったりする場合には、ガバナンスの IPS が低
くなる可能性がある。

E、S、G の発行体プロファイル・スコアを導出する
スコアリング表の定義（図表７）に基づいて発行体の E、S、または G の総合的なエクスポージャーを
定性評価し、当該要素の各カテゴリに付されるスコアを踏まえ、E、S、または G の IPS を導く 11。リスク
がより高いものの方が、その他の要素より強い影響があるとの見解に基づき、ムーディーズでは通常、
最も悪いカテゴリ・スコアを重視することとしている。
しかしながら、総合的な見解が、最も悪いカテゴリ・スコアより悪くなるまたは良くなる場合もあり、平均
のスコアに基づいて IPS を導出する場合もある。E または S の要素の複数のカテゴリでリスクを加算し、
累積して考慮する可能性もある。複数のリスク・カテゴリにおけるエクスポージャーが高い発行体ない
し取引は、1 つのリスク・カテゴリだけにエクスポージャーのある発行体ないし取引よりも深刻なリスクを
伴う可能性がある。結果として、重大なリスクが特定されるリスク・カテゴリがほかに複数ある場合は、
付与される IPS が最も悪いカテゴリ・スコアよりも悪くなることがあるが、そのスコアの差は通常は 1 段
階を超えることはない。一方で、IPS 付与の際にはセクターや発行体ないし取引の特性や特定の状況、
リスク・カテゴリ（または強み）の間の相互作用や相関の可能性も考慮する。その結果、最も悪いカテ
ゴリ・スコアよりも良い IPS を付与する結果になることもある。
ガバナンスについては、良好なガバナンスは潜在的な強さを意味することから、G の要素のリスク・カ
テゴリも他の評価に加算して評価する可能性があり、関連性のあるカテゴリの一部（民間の発行体で
あれば、財務戦略やリスク管理、経営の信頼性・実績）が、他のガバナンスのリスク・カテゴリの緩和
材料となることもある。この場合、最も悪いカテゴリ・スコアよりも良い IPS が付与される場合がある。

11

22

OCTOBER 20, 2021

一部のセクターで、特に特定のガバナンス要因については、関連するスコア カード要因ないしサブ要因のスコアを直接
的に用い、カテゴリ・スコアまたは IPS にマッピングする場合がある。
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付録 B：ESG 要因の格付への影響を示す－ESG クレジット・インパクト・スコア
ムーディーズでは、ESG 要因を含むあらゆる重要な信用上の考慮事項を格付に織り込み、それらの
リスクと緩和要素の予見性が許す範囲で、最大限に予見可能な分析を織り込んで見通しを示すよう
取り組んでいる。
ESG クレジット・インパクト・スコア（CIS）は、発行体ないし取引の格付に対する ESG 要因のインパクトを
より明確に伝えるための、格付プロセスのアウトプットである。CIS は、格付に重要とされる発行体のそ
の他の信用上の要因としての ESG の影響を定性的に評価するものである 12。
格付は相対的な信用力を評価する上で適切と考えられるあらゆる信用上の要因を反映しているた
め（ESG 要因はその 1 つにすぎない）、信用格付と CIS の間には直接的な関係性はない。高い信用格
付が必ずしもポジティブな CIS を意味するとは限らず、また、低い格付がネガティブな CIS を示唆する
とも限らない。
ESG 要因による格付への影響に関するムーディーズの遡及的な評価は、本質的に定性的なもので
ある。これは、ESG および ESG 以外の考慮事項を分離することが難しい場合があることが一因である。
ESG のリスク、ポジティブな側面、緩和要素は概して発行体ないし取引において長期的に続く特性で
あるが、格付への影響は、E、S、または G のエクスポージャーの変化や（新たな規制や変革的なイベ
ントに伴う事業構成の変化などに伴う）、格付で重要な他の要因の変化によって時間の経過とともに
変わる可能性がある。
ESG クレジット・インパクト・スコアは５段階で示す（図表９）。CIS は、セクター内およびセクター間におけ
る比較のために、ESG 要因による格付への相対的な影響に対するムーディーズの見解を一貫性を
持って示そうとする方法である。
図表 9

ESG クレジット・インパクト・スコア
スコア

カテゴリ

定義

CIS-1

ポジティブ

CIS-1（ポジティブ）のスコアの発行体は、ESG 要因による現行格付への影響が総じてポジティブと考えられる。当該
発行体の ESG 要因が格付に及ぼすポジティブな影響は総合的に大きい。

CIS-2

中立－低い

CIS-2（中立－低い）のスコアの発行体は、ESG の要因による現行格付への影響が総じて中立から低いものと考え
られる。これらの要因による総合的な影響は重大ではない。

CIS-3

ややネガティブ

CIS-3（ややネガティブ）のスコアの発行体は、ESG の要因による現行格付への影響が総じて限定的で、将来的に
徐々にネガティブな影響が及ぶ可能性を伴うと考えられる。総合的に、当該発行体の ESG 要因が格付に及ぼす
ネガティブな影響は CIS-2 のスコアの発行体に比べると大きい。

CIS-4

ネガティブ度が
高い

CIS-4（ネガティブ度が高い）のスコアの発行体は、総じて、ESG の要因による現行格付へのネガティブな影響が認
識できるものと考えられる。総合的に、当該発行体の ESG 要因が格付に及ぼすネガティブな影響は CIS-3 のスコ
アの発行体に比べると大きい。

CIS-5

ネガティブ度が
極めて高い

CIS-5（ネガティブ度が極めて高い）のスコアの発行体は、ESG の要因による現行格付への影響は総じて極めてネ
ガティブ度が高いと考えられる。総合的に、当該発行体の ESG 要因が格付に及ぼすネガティブな影響は CIS-4 の
スコアの発行体に比べると大きい。

出所: Moody’s Investors Service

これらの CIS のスコアは、ESG 要因に関連するリスクへのエクスポージャーがない場合と比較して、発
行体ないし取引の格付がどの程度異なる可能性があるかを示すものである。スコアが CIS-4（ネガテ
ィブ度が高い）または CIS-5 （ネガティブ度が極めて高い）の場合、ESG リスクへのエクスポージャーが
ない場合に比べて格付が低くなるとのムーディーズの見解を意味する。スコアが CIS-3 の場合は現行
格付への影響は限定的だが、いずれ将来的により大きなマイナスの影響が及ぶ可能性がある。例え
ば、ESG リスクへのエクスポージャーは数年の期間で顕在化し、それがどのように顕在化するか、関
12
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事業会社、証券会社、ファイナンス・カンパニー、資産運用会社において、CIS の参照となる格付は、その企業が投資適
格等級の場合はシニア無担保債務格付ないし発行体格付で、投機的等級の場合はコーポ レート・ファミリー・レーティン
グ（CFR）となる。銀行については預金格付、またはそれがない場合はシニア無担保債務格付ないし発行体格付が参照
の格付となる。保険会社の参照格付は保険財務格付（IFSR）である。クローズドエンド型フ ァンドの場合は、シニア無担
保債務格付（または、シ ニア無担保債務格付以外の格付しか付与されていない場合はインプライド・シニア無担保債務
格付）が参照の格付となる。ソブリンおよびサブソブリンの参照格付は、発行体格付ないしシニア無担保債務格付であ
る。米国のパブリックファイナンスの参照格付は、利用可能な場合は発行体格付である。発行体格付けを付与されてい
ない場合、参照格付は信用補完前の最もシニアかつ無担保の完全な信用保証債の格付を参照する。そのような格付
が付与されていない場合は、信用補完前の最もシニアかつ無担保の財源債の格付を参照する。ストラク チャードファイ
ナンスでは、複数の格付を参照する場合がある。
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連するリスクがどの程度大きいか、発行体が講じる緩和策がどの程度効果的かが極めて不確実な
場合もある。CIS-1 のスコアの場合は、極めてポジティブな ESG の影響が考えられ、格付への影響は
ポジティブである 13。これらの要因は発行体ないし取引の信用プロファイルの多くの側面に広範に織り
込まれているため、信用分析において ESG を完全または正確に分解することはできない。スコアリン
グの定義は広範に及ぶが、いずれも格付に対する ESG 要因の影響に関する有用な指標を投資家や
発行体に提供することを目的とするものである。
CIS 導出にあたっては、関連する IPS（付与されている場合）のほか、本格付手法や発行体ないし取
引の格付に用いるセクター別格付手法に示される幅広い ESG 要因など、格付に関連する ESG エク
スポージャーを分析する。IPS と CIS の間には一定の最低限の関係があり、ESG リスクへのエクスポー
ジャーが限定的ならば、ESG による格付への影響は限定的と考えられる。逆に、ESG の格付への影
響が大きいと認識されるならば、ESG リスクへのエクスポージャーは大きいと考えられる。したがって
CIS-1 では通常、例えば発行体プロファイル・スコアが E-1 や S-1 または G-1 であるなど、最低１つの相
応のプラスの ESG の要素を発行体ないし取引が備えていることが求められる。CIS が下位 3 段階の
いずれかのスコアになる場合は、例えば IPS が下位 3 段階のいずれかに該当するなど、発行体や取
引が最低 1 つの ESG の要素について大きな信用リスクに直面していると考えられる。CIS の付与は完
全に定性的なものである。
これらの要因の格付への影響を評価する上で、ESG リスクおよびポジティブな側面の総合的なエクス
ポージャーは重要な考慮事項であるが、ESG の IPS と CIS の間に直接的な関係は必ずしも存在しな
い 14。その理由は通常、発行体ないし取引に特有の要素があるためである。例えば、E、S、または G
のエクスポージャーが信用上のリスクを増幅させる場合もあれば、良好なガバナンスによって一部の
E または S のエクスポージャーが相殺されるなど、一つの要素が別の要素を緩和する場合もある。ま
た、既述の通り、E、S、または G のエクスポージャーが顕在化する時間軸が長く、格付への影響が抑
制される場合もあろう。これらのリスクが比較的長い時間をかけて顕在化するとみられる場合、発行
体は ESG の課題を克服するために必要な時間を十分確保して財務を強化できるかもしれない 15。他
にも発行体ないし取引が強さを備える可能性がある。例えば、証券化取引は流動性ファシリティなど
の構造的な特徴が支えとなる場合がある。発行体ないし取引の ESG リスクを含む様々な潜在的リス
クに対する対応力を強化するような、ESG 関連ではないポジティブな信用上の要因が存在する場合
もある。例えば、バランスシートの強さや（ガバナンスの IPS に補足されていない範囲で）、外部のサポ
ートが発行体ないし取引に恩恵をもたらす場合がある。対照的に、ESG 関連のリスクがなくても格付
の引き上げを限定するような、ESG 関連以外の弱さがあることもある。したがって、IPS が高く、CIS が
低いという結果にもなりうる。
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13

ESG のエクスポージャーの影響がポジティブとの認識でも、格付への影響が重大でない場合のスコアは CIS-2 である。

14

例えば、極めて重大な環境リスクのエクスポージャーがある発行体でも、他の ESG 関連または非 ESG 関連の要因が信
用力を十分に支えてそのエクスポージャーを相殺すれば、高い格付を得て、CIS が「中立－低い」に該当する場合があ
る。

15

例えば、長い時間をかけて対応が可能であれば、コスト削減や新技術採用、あるいは情勢の変化に合わせたビジネス
モデルや予算、バランスシートの調整などで対応する時間をより多く確保することが可能になるが、発行体によっては
効果的な対応策を講じられない場合がある。証券化取引については、取引の法定の満期内で展開が予想される ESG リ
スクの影響を検討する。
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付録 C：ソブリンの発行体プロファイル・スコアとクレジット・インパクト・スコア
本付録では、ソブリンにおける E、S、G の IPS と ESG の CIS（付録 A と B でそれぞれ説明）を特定する
上で用いる一般的な枠組みを説明する。
通常のアプローチと同じく、E と S のカテゴリ・スコアは発行体プロファイル分析における一般的な参照
値として有用である。ソブリンは、先進国と新興国のソブリンの 2 つのセクターに分けて考えるが、それ
ぞれのセクターは広範で多様性に富んでいる。そのため個々のソブリンの E と S のカテゴリ・スコアは、
セクターのカテゴリ・スコアと大きく異なる場合がある。定量的な指標を出発点として定性的な判断を
適用し、発行体固有の E と S それぞれのリスク・カテゴリ、および E と S 全体のエクスポージャーを評
価する。以下のセクションでは、可能な場合にムーディーズが適用する主要な指標 16 17を説明する。
これらの指標は参考値で、より多くのデータが入手可能になったり、その他の指標の方がより関連性
が高いと判断される場合などには、指標の拡充・調整を今後行う可能性もある。特定のソブリンにつ
いて主要な指標が入手できない場合は、他のデータソースまたは定性的な判断のみに依拠すること
がある。
付録 A での説明の通り、それぞれのカテゴリ・スコアおよび IPS の特に E と S の弱さについて、関連す
る相応の緩和策ないし対応策を考慮する。
ガバナンスリスクについては、リスク・カテゴリのスコアと G の IPS はそれぞれ、ソブリンの格付手法にあ
る制度とガバナンスの頑健性のサブ要因スコアおよび要因スコアからのマッピングに基づく 18。
付録 B にある通り、CIS は、発行体の所与の格付において重要とされるその他の信用上の要因として
の ESG の影響を説明するものである。

発行体プロファイル
環境の発行体プロファイル
環境要因はソブリンのリスクの源となる可能性があり、その程度は長期的なトレンドによって変わる。
例えば気候変動は、自然災害の頻発や深刻化に明白につながっており、経済基盤を脅かし、政府
収入の打撃となり、リスク軽減策に向けた政府支出増加を招く。その他、世界的な脱炭素の潮流が
二酸化炭素排出国の経済や財政に影響するなど、他にも環境リスクがある。したがって、ソブリンの
環境の IPS が E-2 より良好な水準になることは想定し難い。

E カテゴリの評価
後述の主要な指標に加え、ムーディーズでは特に環境リスクの緩和策の有効性について定性評価
を行い、リスク対応策としてのソブリンの政策や計画が具体的かつ十分であるかを検討する。こうした
対応策には、気候変動への適応に向けた投資、経済や財政の二酸化炭素排出への依存を軽減す
る措置、自然資本や水資源の保全に向けた多額の投資などが含まれる。したがって、2 カ国のソブリ
ンにおいて主要な指標が示す E のリスクへのエクスポージャーが同じであっても、環境に向けた対応
策の有効性が異なる場合は 2 国間の評価に差が生まれる。しかし、大抵の場合リスクは大きく、継続
的であることから、こうした対応策がソブリンが直面する環境リスクのカテゴリへの高いエクスポージャ
ーを大幅に打ち消す可能性は概して限定されている。
低炭素社会移行
ソブリンの経済、財政、国際収支は、二酸化炭素排出量の削減に向けて見込まれる世界的な潮流
に影響される可能性がある。影響のあるセクターへの依存度が高いソブリンについては特にその可能
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16

主要な指標とは、ムーディーズが定量的ツールで用いる指標、測定値、推測値など。定性評価を導くにあたってその他
の指標ないし測定値を採用することもある。

17

関連性があり、グローバルに入手可能な指標は時期によって異なるだろう。データが入手可能でない場合、類似の指
標の代用やその指標の省略を行い、リスク・カテゴリにほかの指標を用いたり、入手可能な情報の定性分析に基づくス
コアを導く場合がある。

18

セクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法はムーディーズのウェブサイトから入手できる。
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性が高く、その他のソブリンについては低炭素社会移行リスクへのエクスポージャーが限定的な場合
がある。
その国の GDP、政府の歳入、輸出の中に二酸化炭素の排出が多いセクターがどの程度の比率を占
めるかが評価に用いる主な指標である。各国の統計局、リスタット・エナジー（Rystad Energy）、国連
貿易開発会議（UNCTAD）などが主なデータソースとなる。二酸化炭素排出国の政府の収入や輸出、
経済活動などに対する脱炭素の影響について将来の見通しを評価するにあたり、シナリオ分析を用
いる場合がある。
物理的気候リスク
物理的気候リスクへのエクスポージャーを評価する上では、気候変動に関連するイベントが起こり、
ソブリンの経済、財政、国際収支に継続的な負の影響が及ぶ可能性を検討する。また通常、そうし
たリスクに対する感応度の低さないし高さにつながるようなソブリンの特性も考慮する。感応度は主に、
天候に依存する経済活動の比率（農業や観光業など）や、インフラや医療制度の質などに左右され
る。
Four Twenty Seven Inc.（427）が提供する、熱ストレス、水ストレス、洪水、豪雨、ハリケーン、台風、水
面上昇、山火事への相対的なエクスポージャーの指標などが、ムーディーズの評価の基礎となる主
要な基準となる。
水管理
淡水不足はその国の経済の経済・政治の安定性を脅かす恐れがある。
世界銀行が提供する年間の使用可能な総淡水量に対する年間取水量の比率や、安全でない飲料
水を利用する人口の比率などの指標が評価に用いられる主な数値である。
廃棄物・汚染
廃棄物や環境汚染は経済、社会、金融に重大な悪影響を及ぼす恐れがあり、人口やエコシステム
への影響への対応策は多大なコストを伴う可能性がある。
ムーディーズが評価に用いる主要な数値は、国際連合が提供する微小粒子状物質（PM2.5）の人口
調整平均、そして世界銀行が報告する国民 1 人当たりの年間一般固形廃棄物発生量である。
自然資本
自然資本は経済活動の基盤を形成するものである。自然資本の枯渇は概して経済的、財政的、社
会的なコストを伴い、例えば、国が重要な収入源を失う恐れや食糧確保の危機に直面する可能性
がある。
ムーディーズが評価に用いる主要な数値は、国において保護対象となっている陸海領域や森林地
域の比率や、国土に占める森林の比率などで、いずれも世界銀行の報告によるものである。

E のカテゴリ・スコアと IPS の導出
カテゴリ内の各指標のデータを正規分布に換算 19し、正規化されたデータの平均を導く（正規化後の
カテゴリ数値）。次にソブリンをランク付けし、これが当該カテゴリ・スコアを評価する起点となる。最終
的なカテゴリ・スコアは既述の通り定性的な判断を反映する。
総合的な環境 IPS の算出にあたっては、ソブリンの最高および平均のリスク・エクスポージャーを考慮
し、定量指標および定性分析に基づいて通常は最も高いエクスポージャーを重視する。リスクが付
加的に重なる場合は、最も悪いカテゴリ・スコアよりもさらに悪い IPS を付与する場合がある。ただし、
IPS 付与に際しては、ソブリンの固有の特性や状況、カテゴリ間の相互作用や潜在的な相関も考慮す
19
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各データについては、格付対象のソブリンの平均と標準偏差を算出する。各ソブリンの正規化後の数値は、データの数
値から平均数値を引いた値を標準偏差で除した値に等しい。
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る。その結果、最も悪いカテゴリ・スコアに基づいて想定されるよりも良い IPS スコアとなる可能性もあ
る。ソブリンの環境 IPS の範囲は E-2 （中立-低い）から E-5 （ネガティブ度が極めて高い）となる。
社会の発行体プロファイル
ソブリンは、それぞれの国の固有の特性や社会構造に関連して、様々な社会的な課題に直面してい
る。こうした要因は通常はソブリンの信用を圧迫するものとなり、プラスの影響をもたらすことは稀であ
る。

S カテゴリの評価
環境リスクにおけるアプローチと同様に、以下で説明する主要な指標に加え、社会リスクに対する対
応策の有効性などを中心に定性分析を行い、リスク対応に向けて設計されたソブリンの政策や計画
が十分な具体性と規模を備えているかを検討する。こうした対応策としては、年金改革により、人口
高齢化に伴う経済・財政への影響を効果的に軽減することが期待されることや、比較的最近の教育
ないし医療への投資により、従前のデータが示す状況の改善が進むことが期待されるということが挙
げられる。
次のセクションでは、ソブリンの社会要因による信用への主な影響を説明する。
人口動態
人口動態は、人口の高齢化で経済成長が限定されたり、高齢者への社会サービス提供で財政が圧
迫されたりするなど、経済成長や財政のリスクにつながる可能性がある。移民の急増に伴って社会
的緊張が生じる場合もある。移民急増で人口の一部に対する社会サービス提供の質や経済の展望
に影響が及ぶ、またはそのような人々の認識につながるためである。また、深刻ないし長く続くジェン
ダー間の不平等は、生産性、競争力、成長の可能性などへの制約となり、さらに社会的緊迫につな
がる可能性があることから、社会リスクの源泉となる。
評価に用いる主要な指標は、従属人口の比率 20、生産年齢人口の増加率、総人口に占める移民
の比率、ジェンダー不平等指数などで、すべて国連および世界銀行の情報に基づく。
雇用と所得
雇用水準、労働条件、生活水準の格差などは、ソブリンの経済、財政、社会的結束、政治などのリ
スクにつながる。
若年層失業率、世界銀行が公表する貧困ギャップ 21や、国連開発計画が公表する不平等調整済
み所得指数 22などが、評価に用いられる指標である。
教育
人的資本の開発が潜在的に限定的だと、経済成長が制約され、社会的な要求が増大する可能性
が高くなる。
政府による教育関連支出の GDP 比、生徒 1 人当たりの政府の中等教育支出が 1 人当たり GDP に
占める比率、中等教育就学率、不平等調整済み教育成果 23などが、評価の際の主な指標として用
いられる。データは世界銀行および国連が発表するものに基づく。
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20

従属人口比率は、働き手でない人口（一般的に 65 歳以上および 15 歳未満）の生産年齢人口（15～64 歳）に対する比
率。

21

貧困ギャップとは、貧困層の平均所得が貧困ラインを下回っている割合を示す数値である。ムーディーズが用いる指標
は、貧困ラインを購買力平価に基づく 1 日当たり所得 5.5 米ドルと設定している。

22

データでは、所得分布の差を考慮するために 1 人当たり国民総所得（GNI）を調整している。

23

就学年数の分布における不平等を調整するもの。就学年数平均が同じ 2 つの国があっても、一方の国では人口の一部
が平均を大幅に下回る就学年数となっている場合、その国の教育不平等指数は、より平等な分布の国に比べて悪くな
る。
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住宅
適切な住宅の不足は、成長の可能性の妨げとなるほか、住宅取得支援などの政府支出のニーズ増
大につながる可能性があり、財政圧迫や社会的結束の弱体化、政治リスク増大などを招く恐れがあ
る。
評価には、レガタム研究所の住宅困窮度指数が用いられる。
安全衛生
安全衛生問題は、経済成長の可能性に影響したり（投資停滞などを含む）、公共支出の要求や財
政に影響したりする可能性がある。犯罪の蔓延や医療へのアクセス不平等は政治リスクにつながる
可能性がある。
評価で用いられる主な指標は、国民 1 人当たり医療支出の水準（生活費の格差を調整）、自殺率、
5 歳未満死亡率、栄養不良の有病率、出生時の平均余命などで、すべて世界銀行のデータに基づ
く。
基礎的サービスへのアクセス
基礎的サービス提供は経済活動の支えとなり、一方で基礎的サービスへのアクセスの提供不足は
社会的反発や不満の主な原因となる。
評価に用いる主要な指標は、電気、安全な飲料水、衛生サービス、携帯電話契約加入などの幅広
いサービスへのアクセスで、いずれも世界銀行が発表するデータである。

S カテゴリスコアと IPS の導出
基本的には E と同様のアプローチを用いる。カテゴリ内の各指標のデータを正規化し、正規化された
データの平均を導く（正規化後のカテゴリ数値) 24。次にソブリンをランク付けし、これが当該カテゴリ・
スコアを評価する起点となる。最終的なカテゴリ・スコアには定性的な判断を盛り込む。
総合的な社会 IPS を導くにあたっては、ソブリンの最高および平均のリスク・エクスポージャーを考慮
し、定量指標および定性分析に基づいて通常は最も高いエクスポージャーを重視する。リスクが付
加的に重なる場合は、最も悪いカテゴリ・スコアよりもさらに悪い IPS を付与する場合がある。ただし、
IPS 付与に際しては、ソブリンの固有の特性や状況、カテゴリ間の相互作用や潜在的な相関も考慮す
る。その結果、最も悪いカテゴリ・スコアに基づいて想定されるよりも良い IPS スコアとなる可能性もあ
る。ソブリンの社会 IPS の範囲は S-1 から S-5 となる。
ガバナンスの発行体プロファイル
ガバナンスはソブリンの信用の質において重要な要素の 1 つであり、ソブリン格付手法におけるスコア
カード要因にも組み込まれている 25。

G カテゴリの評価
ムーディーズによるガバナンスの発行体プロファイルの評価は、ソブリン格付手法における制度とガバ
ナンスの頑健性の要因に対する評価に基づく。
制度の構造
制度の構造のカテゴリ・スコアは、制度・ガバナンスの頑健性のサブ要因である制度の質からマッピン
グされる。
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24

人口動態については、リスク上昇を特定する上で人口高齢化の喫緊性が重大である点を踏まえ、現行の従属人口比
率と労働人口増加率に倍のウエイト調整を行う。

25

セクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法はムーディーズのウェブサイトから入手できる。
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政策の信頼性と有効性
政策の信頼性と有効性のカテゴリ・スコアは、 制度・ガバナンスの頑健性のサブ要因である政策の有
効性に基づく。
2 つのカテゴリは、政策の信頼性と有効性の評価の一部である。
透明性と開示
透明性と開示のカテゴリ・スコアは、制度・ガバナンスの頑健性のサブ・サブ要因の財政政策の有効
性の評価の一部である。ムーディーズの評価は主に定性的で、財政報告の透明性を評価する指数
（公開予算指数（OBI）や世界銀行の国別政策・制度評価（CPIA）における特定の評価など）や、国際
通貨基金（IMF）が公表するサーベイランス（政策監視）に必要なデータの充足度の評価などに基づ
く。
予算管理
予算管理のカテゴリ・スコアは、制度・ガバナンスの頑健性のサブ・サブ要因の財政政策の有効性か
らマッピングされる。

G カテゴリスコアと IPS の導出
ソブリン格付手法の制度・ガバナンスの頑健性要因のマッピングに基づき、ガバナンスの IPS を導出
する。制度・ガバナンスの頑健性の要因スコアの aaa～a3 を G-1 に、baa1～baa3 を G-2 に、ba1～ba3
を G-3 に、b1～b3 を G-4 に、caa1～ca を G-5 にマッピングする。ガバナンスの発行体カテゴリ・スコア
も、上述のサブ・サブ要因スコアに基づいて同様のマッピングを行う。

クレジット・インパクト・スコアの評価
付録 B にある通り、CIS は、発行体の所与の格付において重要とされるその他の信用上の要因として
の ESG の影響を示すものである。
ESG エクスポージャーの信用への影響を評価するには、ESG エクスポージャーへの対応力を生む、
またエクスポージャーを悪化させうるソブリンの信用プロファイルのその他の特性を評価する必要が
ある。ソブリンの ESG エクスポージャーに対する対応力とは、高いコストを伴う環境災害や社会的要
求に対処する能力で判断される。ソブリンの対応力の一般的な例としては、所得水準の向上、財政
力強化、ガバナンス強化などが挙げられる。ムーディーズによる対応力の評価は主に定性的だが、
定量指標やソブリン格付手法の要因スコアも参考にする。格付を導く上で関連のあるその他の重大
な信用上の要因を考慮して、ESG の信用への影響を評価することもある。
所得の増加は、外的ショックの緩和、政府支出に対する要求の抑制、これらに対処・阻止するため
の歳入基盤の充実につながることが多い。特に、所得の増加は、自然災害を受けた後の人々の対
応力を増したり、人口の生産年齢比率の低下や、それに伴う年金コスト増加の影響を相殺すると考
えられる。ソブリンの格付手法では、1 人当たり国民所得は購買力平価ベースの所得で測定する。
財政余力が大きい政府ほど、環境・社会リスクなどを含むリスクへの対応力は高くなる。こうした財政
余力により、環境・社会問題による圧力があっても潜在的な成長力を維持することができる。また、
投資家が政府に十分な財政余力があると評価すれば、流動性リスクや外部からのリスクの軽減につ
ながる。対照的に、すでに高水準の債務を抱え、債務負担能力が低い政府が環境・社会リスクに直
面している場合、リスク軽減に向けて財政出動を行う能力は限られるだろう。ソブリン格付手法の財
政状況の評価は、リスクに対応するうえでの政府の財政余力の概要を示すものとなる。
ガバナンスは一般的に、ソブリンの対応力の有無を判断するうえで重要な役割を果たす。相対的に
強固な制度を持つソブリンは、環境リスクや自然資源を管理する能力や、社会的要求による圧力に
対応する能力が高い傾向がある。ガバナンスはまた、あらゆる形の危機やショックへの政策対応の有
効性を形成するものであり、こうしたイベントに対するソブリンの対応力に影響する。抑制と均衡の機
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能が弱い、行政の腐敗、政策目標達成の実績不足など、ソブリンのガバナンスの弱さが顕在化して
いれば、ESG リスクの評価や CIS のマイナスの影響が及ぶこととなる。
一部のソブリンの ESG リスクによる信用への影響を評価する際にはその他の考慮事項が重要となる
場合がある。例えば、送金機能が高度かつ安定している新興国は、そのことが経済がショックに耐え
る支えとなることによる恩恵があるだろう。国全体の貯蓄水準 26もショックを緩和したり情勢に対処し
たりする能力の差につながる場合がある。
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通常は、国民総所得に対する調整済み純貯蓄の比率を用いて有効な貯蓄がどの程度あるのかを評価する。これらの
データを公表している国連によると、国による持続可能性の水準の違いを反映するために純貯蓄には調整が加えられ
ており、(1) 人的資本投資を考慮して教育関連の経常的公共支出を加味、(2) 多様な自然資源についてその使用や消耗
を考慮して推定される減少分を控除、(3) 二酸化炭素や粒子状物質による損害を控除するなどされている。
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付録 D：事業法人の発行体プロファイル・スコアとクレジット・インパクト・スコア
この付録では、付録 A および B でそれぞれ説明している E、S、G の IPS および CIS の導出方法に関
する一般的な枠組みを、事業法人に対してどのように適用するかを説明する。本枠組みの対象とな
るのは、非金融法人やプロジェクトファイナンスである。これに含まれるのは、電気・ガス等の公益事
業、インフラ、REIT といった発行体のほか、事業とみなされる活動に従事して料金の徴収などによっ
て収益を得ている公的セクターの発行体（地方公営企業、空港、有料道路、港湾、公共交通機関、
病院、住宅供給公社、高等教育機関等）である 27。これらのセクターはすべて、ESG のヒートマップ上
で民間セクターとして分類される。
事業法人の E、S、G の発行体のカテゴリ・スコアおよび総合的な IPS を導出する上で、ムーディーズ
は、発行体が内包する当該要因のリスクまたはメリットを定性的に評価する。ムーディーズによる E、
S、G の評価は、信用力に関連する要因、そしてそれら要因が信用プロファイルに及ぼすプラスないし
マイナスの影響の程度に着目する。発行体のカテゴリ・スコアは、当該リスク・カテゴリの現在および将
来の信用上の影響の可能性や程度に関する評価を反映するもので、収益やキャッシュフロー、事業
戦略、事業プロファイルなどへの影響がこれに含まれる。こうした評価は将来予測に基づくものだが、
当該リスクに関する発行体の過去の実績を参照する場合もある。また一部のケースでは、例えばイ
ベントドリブンのリスクまたは低炭素社会移行に伴うリスクや一部の物理的気候リスクなどの長期的な
リスクに対しては、シナリオ分析を用いた評価を行う場合もある。付録 A で説明した通り、発行体のカ
テゴリ・スコアと IPS には長期的視点からみたリスクを織り込む。その際に、顕在化するのは遠い将来
であっても、長期にわたり格付に影響を与える可能性があるリスクを考慮する。事業法人の場合、環
境要因あるいは社会要因による製品・サービス需要の変化や、競争環境の変容につながるコスト増
加などがその例としてあげられる。リスクが顕在化するまでの期間が長ければ、それらに対応するた
めの時間もより多く確保でき、事業計画を変更したり、既存事業からのキャッシュフローを用いて持続
可能な事業に投資したりするなどの対応が可能になる。
IPS とカテゴリ・スコアではさらに、当該リスクへのエクスポージャーへの対応策も考慮する。リスク軽減
策それ自体が、IPS またはカテゴリ・スコア 1 を意味することにはならない。カテゴリ・スコアないし E、S、
または G の IPS スコアが 1 となるのは、発行体の当該要因へのエクスポージャーが信用上の大きなメ
リットとなるような場合である。例えば、環境要因があるが故に多大かつ持続的なビジネス上の優位
性が得られる可能性が高いとムーディーズが評価する発行体は、E-1 の評価となる可能性がある。
ムーディーズによる評価は、ESG に関するリスク、メリット、そして対応策に関連する指標に基づくことも
ある。こうした評価基準の指標は参照とするもので、また、必ずしもすべての格付対象の発行体につ
いて入手できるとは限らない。また、セクターによって個々の指標の重要度が違うこと、あるいは報告
基準や開示レベルが異なることなどにより、一般的に指標はセクターによって（加工業、航空会社等）
異なる。こうした指標は通常、発行体の公開情報や関連する第三者の情報から得られる。ガバナン
スについては特に、セクター別格付手法のスコアカード要因ないしサブ要因（財務方針の要因スコア
等）を考慮する場合がある。また、非開示情報を考慮する場合もある。ムーディーズが事業法人の E、
S、G のリスク・カテゴリの評価と IPS の付与を行う上で全般的に関連しうる指標については、付録 G を
参照されたい。この一覧については、今後漸次拡充ないし調整していくだろう。例としては、より多くの
データが入手可能となる場合やその他の指標が分析上関連性が高いと判断される場合などを機に
こうした調整を行う見込みで、また、これら調整機会も今後変わる可能性がある。また、より幅広いセ
クターに対して定性的な検討事項の例や評価基準の指標を漸次加えていく可能性もある。
E および S のセクター・ヒートマップのカテゴリ・スコアは、発行体プロファイルの分析にあたって総合的
に有用な参照先となる。ただ、セクター内のばらつきは様々で、また、例えばセクタースコアは地域的
な違いを捉えていない点に留意したい。例えば、航空会社などの一部セクターには、ほぼ同様のビジ
ネスモデルで概して同じような環境・社会リスクや機会に直面する発行体群が含まれる。こうしたセク
ターについては、セクター内の他社とは異なるエクスポージャーを示唆するような特性を個々の発行
体が有しているかどうかを検討することとなるだろう。ビジネスサービス業や製造業などの他のセクタ
ーで、多様な発行体群が異なるリスクや機会に直面している場合は、概してセクタースコアのばらつ
きが大きくなると考えられる。また、セクターのヒートマップのカテゴリ・スコアは、発行体独自の E およ
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なお本枠組みは、非金融の政府系発行体、および政府系発行体以外で収益を伴う事業に従事する公的セクターの事
業法人に適用する。
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び S の緩和策を反映していない。そのため、セクターのカテゴリ・スコアよりも発行体のカテゴリ・スコア
の方が高くなる場合がある。
E、S、G のリスクは複数のカテゴリにまたがって生じる場合がある。例えば、水に関するリスクは、水管
理（使用可能な水量の制約等）または自然資本（発行体が事業上依存する水源への被害等）にあ
らわれる可能性がある。法的リスクやレピュテーションリスクは複数のカテゴリであらわれることがある。
安全衛生に関連するオペレーションミスは、E、S、G それぞれのカテゴリのリスク増大につながる可能
性がある（生産活動の中断、地域社会との関係悪化、規制監督強化等）。E、S、または G の IPS 付
与に際しては、こうした要素におけるカテゴリ間の相互作用や潜在的な重複を踏まえ、リスクやメリット
を過少・過大評価しないようにする。
付録 B にある通り、CIS は、発行体の所与の格付において重要とされるその他の信用上の要因として
の ESG の影響を説明するものである 28。

発行体プロファイル
環境の発行体プロファイル
環境要因は、事業法人にとってリスクとなる場合が多い。環境面の負の状況や被害を軽減ないし阻
止するために講じられる規制や政策、またはそうした環境の状況や被害そのものが、市場の需要や
事業体の収益、コスト、またはキャッシュフローに影響する可能性がある。一部の法人においては、
環境要因が信用上ポジティブに作用する場合もある。例として、脱炭素に関する消費者の懸念や暴
風雨被害の拡大が、特定の製品やサービスの需要増加につながることがあるためである。
本セクションでは、事業法人における環境要因から生じる主な信用上の影響を説明する。
低炭素社会移行

低炭素社会移行リスクには、低炭素経済への移行に伴うであろう政策、法律、技術、市場の変化な
どが含まれる。二酸化炭素やその他の温室効果ガスに対する世界的ないし地域の規制強化により、
一部のケースでは、ビジネスモデルや長期的な財務計画、戦略などが崩れる場合がある。低炭素
経済への移行で、需要が減少する、法令順守に伴うコストが増加する、対応策への大規模投資が
必要になる、資産利益率が低下するといった状況に直面する発行体もあるだろう。
炭化水素のバリューチェーンへのエクスポージャーや、個々の事業活動が売上高、利益、キャッシ
ュフローに占める比率など、発行体の事業構成が総じて重要な考慮事項となる。事業を運営する上
で炭素集約型の資産への依存度が高い発行体や、大量の炭素排出につながるような製品・サービ
スを提供する発行体は概して、炭素排出量の低い発行体や低炭素の商品を提供する発行体に比
べ、このリスクへのエクスポージャーが大きい。脱炭素化に関連する技術や市場、政策の動向に伴
って事業が変化する可能性の程度も、内在するリスクへのエクスポージャーを示唆するだろう 29。
事業運営に伴う温室効果ガス排出の程度やエネルギー消費が考慮事項として検討されるほか、地
域によって規制や政策が異なることから資産の所在地なども要因として考慮されるだろう。炭素市場
がある一部セクターでは、発行体が炭素クレジットの売り手・買い手のどちらであるかが考慮されるだ
ろう。現時点または将来的な「座礁資産（低炭素社会移行リスクに伴って不採算となる資産）」は、
高いリスクにつながる可能性がある。気候や低炭素社会移行に関する事業法人内部における知見、
対応策の適時性や有効性、様々なシナリオにおける脱炭素化・代替エネルギー移行戦略や代替策
への投資による信用力への影響も考慮する可能性がある。
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28

事業法人の CIS を検討する際、参照格付として、当該企業が投資適格等級の場合はシニア無担保債務格付ないし発行
体格付、投機的等級の場合はコーポ レート・ファミリー・レーティング（CFR）を用いる。米国以外のサブソブリンについて
は、発行体格付またはシニア無担保債務格付が参照格付となる。米国のパブリックファイナンスについては発行体格付、
または該当する場合は信用補完前の最もシ ニアかつ無担保の財源債の格付もしくは最もシニアかつ無担保の完全な
信用保証債の格付が参照格付となる。政府系発行体の CIS の参照格付は、発行体格付またはシ ニア無担保債務格付
だが、IPS の分析は単独の事業や特性に基づくが、これらはベースライン信用リスク評価（BCA）が付与されている発行
体については BCA にも反映される。プロジェクトファイナンスの参照格付はシニア有担保債務格付である。

29

その他の関連するデータに加え、入手可能な場合、ムーディーズの低炭素社会移行リスク評価（CTA）の枠組みに基づ
くスコアまたはそのスコアの裏付けとなるデータを用いてカテゴリ・スコアを導出する。リスク・カテゴリ・スコアを導出する
上で、事業法人全体に一般的に関連しうる指標の一覧についての説明は、付録 G を参照されたい。
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発行体が高リスクの資産から脱却して事業構成の多様化を図ることが考えられるほか、一部の発行
体についてエンドユーザーの需要の変化がメリットになる可能性もある。スケーラブルでエネルギー効
率のより高い技術の利用可能性が高まることも、リスク相殺の一助となるだろう。セクターによっては、
規制上の枠組みに基づく調整制度による還元がリスク軽減につながる場合がある。低炭素の原材料、
プロセス、製品などへの移行は、市場のニーズに応えつつコスト効率を維持しながら適応を図る発行
体にとっては競争上の優位性につながるとみられる一方、うまく対応できずコスト抑制ができない発
行体にとっては打撃となるだろう。
物理的気候リスク

発行体の事業活動の性質や所在地が、熱ストレス、水ストレス、異常気象（ハリケーン、洪水、山火
事等）、または海面上昇などの長期的な動向に対する脆弱性につながる可能性がある 30。
例えば、海面上昇や干ばつは、生産または物流のコストに影響する可能性がある。発行体のタイプに
よっては、事業活動の物理的な施設への依存度が低かったり、あるいは多額の費用を伴うことなく容
易に活動拠点を移転することが可能なために、本質的なエクスポージャーが極めて小さい場合もあ
る。顧客に対する製品やサービスの訴求力は、長期的な動向やリスク要因によって異なるだろう。例
えば、気温上昇の長期化や気候事象は、顧客の需要の増減いずれにも影響する可能性がある。
洪水やハリケーンではインフラが被害を受けて業務が停止する可能性があり、したがって発行体の事
業所の所在地が重要な考慮事項となる場合がある。例えば、低地の沿岸地域の資産は海面上昇
や暴風の影響を受けやすい。また、重大な負債の発生につながる可能性を伴う山火事のリスクは、
森林の干ばつの起こりやすい地域やその周辺で生じやすい。リスクに直面する資産を有する発行体
において重視される考慮事項は他に、損害関連費用を回収できるだけの十分な準備金や保険を備
えているかどうかや、コスト回収制度（規制料金や税等）による恩恵の有無などがある。
物理的気候リスクの中には、例えば洪水に備えたインフラ資産の補強など、物理的な対応策につな
がるものもある。発行体は、事業運営の冗長化やテクノロジーの配備、事業の地理的分散、コスト回
収メカニズムなどによってエクスポージャーに対処することができる場合がある。
水管理

本カテゴリは、水資源の管理と監督に着目するものである。例として、水の消費量、使用可能量、使
用効率、アクセス、価格、質、汚染など、収益性に影響する可能性のあるものが含まれる。環境規
制は発行体の経営能力に影響する可能性があり、水使用に関する規制違反（過剰使用や水質汚
染等）は罰金につながる場合がある。また、許認可取得が困難な場合はコスト増につながる可能性
がある。水の供給に影響する可能性のある干ばつや降雨パターンの変化といった気候変動要因は、
物理的気候リスクのカテゴリに分類される。
事業上の重要な要素として水に強く依存している発行体は、水管理リスクのエクスポージャーが大き
く、また、特定の場所では水ストレスが高い（需給の不均衡が大きい等）。例えば、事業に大量の水を
必要とする発行体は、限られた水資源をめぐって地域社会と競合するかたちになる可能性がある。
事業法人が供給する製品やサービスの必要性が水へのアクセスを左右する可能性がある。例えば、
食品生産に従事する場合は、ほかの製品・サービスを提供する場合よりも水の使用が優先される可
能性がある。関連する考慮事項としては、発行体の水消費の傾向、事業運営地域における水の利
用可能性と価格、水へのアクセスや水配分の容易性、水質、製品・サービスの全体的なコストに占
める水のコストの比率などが挙げられる。こうした事項に対する重大な法的措置に直面したり水管理
の監督が不十分だったりする発行体は総じて、水管理の取り組みが優れているあるいは水の使用が
少ない発行体に比べてリスクが高い。
水への依存度が高い発行体は、水管理リスクの軽減を目的とした措置に取り組んでいる場合がある。
例としては、再生水の利用や水使用効率の向上、排水管理の改善などが挙げられる。事業体によっ
ては、水ストレスの少ない場所に事業を移転することでリスク・エクスポージャーを減らすことができ
る場合がある。
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地震や火山噴火、津波などの地球物理的リスクは物理的気候リスクに含まれない。
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廃棄物・汚染

環境汚染 31は、地域住民、動物、植物、土地そのものの健康を害する恐れがあり、浄化のための費
用や継続的なモニタリングや規制順守に関連する費用の増加、罰金、従業員や地域社会の健康へ
の懸念、レピュテーションリスク、訴訟リスクなどにつながる可能性がある。プラスチック問題など、汚
染と廃棄物に対する消費者の意識の高まりを受けて製品の需要が減少する可能性がある。廃棄物
や環境汚染の問題に強く影響していると認識される発行体は、需要縮小や規制環境の一段の厳格
化の双方に直面するだろう。一方でこうした潮流は、再生利用や再利用に関連する製品・サービスを
提供する企業や、相対的に汚染を生じさせない企業にとっては、市場機会につながる可能性がある。
汚染物質や有害廃棄物、非有害廃棄物が生じる事業、浄化に関する重大な懸念を生む製品の生
産、大量の包装を必要とする製品の提供を行う発行体は一般的に、そうでない発行体に比べてリス
クへのエクスポージャーが大きい。特に、より環境に配慮した代替品が存在する場合にはこれが顕
著になる。関連して考慮すべき点としては、発行体が生み出している廃棄物の量、廃棄物処理や汚
染の規制順守、生産におけるリサイクル部品や再生可能資源の使用、再利用可能な製品の販売、
流出や汚染、廃棄物に関する履歴、廃棄物や汚染に関連する違反行為や罰金、訴訟などが挙げら
れる。
リスク・エクスポージャーを緩和するために発行体ができることは、廃棄物の管理・処理技術、包装
の簡素化、再生利用の拡充など、廃棄物と汚染を低減する措置を実行し、規制順守を徹底すること
だろう。顧客の需要に応じて、新たな市場機会が得られる発行体もあるかもしれない。
自然資本

企業が財やサービスを提供する上での自然環境への依存度は、一般的に自然資本リスクへのエク
スポージャーを示す。企業がエコシステムへのダメージを引き起こせば、収益減少や消費者の反発、
環境規制順守のためのコスト増、規制上の罰金などにつながる可能性がある。大気汚染や土壌汚
染によるダメージや対策費用は、廃棄物・汚染のカテゴリに含まれる。陸・空・海の資源への依存度
が高い企業、あるいは絶滅保護種の保護地域や生息地内で事業を行う企業は、自らまたは他者が
引き起こした環境悪化の影響を受けやすくなる。鉱業などの採取産業はその事業の過程で土地や
土壌、森林にダメージを与える恐れがあり、土地の埋め立てや土地の監督などに関連する潜在的な
リスクが生まれる可能性がある（ただし、鉱物自体は自然資本の一部ではない）。
自然環境を著しく変化させれば、罰金や将来的な収益の減少、浄化や修復の費用に直面することと
なる可能性がある。環境規制、強制執行、罰金や和解、多額の資産除去債務などの目立った実績
がある場合には、リスクが高いとみなされる可能性がある。ムーディーズではまた、持続可能な自然
資本の豊富さによって重大な優位性がもたらされているかどうかも検討する場合がある。
規制順守の徹底や環境への悪影響を最小化するために講じられている予防策や効果的な措置、
是正策などは、信用上のリスクを部分的に緩和するだろう。事業法人によっては、生物多様性の維
持または回復につながる製品の生産により、リスクへのエクスポージャーが低減したり、格付上のメリ
ットが得られたりするかもしれない。
E の IPS の導出
発行体の環境の IPS を判断するにあたっては、通常は最も悪いカテゴリ・スコアを重視する。リスクが
付加的に重なる場合は、最も悪いカテゴリ・スコアよりもさらに悪い IPS を付与する場合がある。ただし、
IPS 付与に際しては、発行体の固有の特性や状況、カテゴリ間の相互作用や潜在的な相関も考慮す
る。その結果、最も悪いカテゴリ・スコアに基づいて想定されるよりも良い IPS スコアとなる可能性もあ
る。
社会の発行体プロファイル
事業法人発行体の場合、社会要因に関するリスクと機会は、発行体と従業員、顧客、サプライチェ
ーン提携企業、取引先、その他の主要ステークホルダー、そして社会全体との相互関係から生じる
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ことが多い。社会問題は一般に、レピュテーション、事業、政策もしくは規制といった経路、あるいは訴
訟を通じて信用力に影響を与える。
本セクションでは、事業法人における社会要因から生じる主な信用上の影響を説明する。
顧客との関係

事業法人と顧客間の相互関係が公正で誠実であると認識されれば、収益に有意な影響を与える可
能性がある。ブランド認知の重要性が、発行体がレピュテーションに関連して内包するリスクを示唆す
る場合がある。レピュテーションが顧客との関係に与える影響は、製品の安全性、雇用慣行など、他
の社会リスク・カテゴリに関連する様々な要因から発生しうる。
情報セキュリティーも顧客との関係における重要な要素である。データ漏洩は罰金、レピュテーション
の悪化、市場シェアの喪失につながる恐れがある。大量の個人データや機密情報を保管する発行
体は、潜在的なリスク・エクスポージャーが大きくなる可能性がある。そのような発行体に関して着目
すべき特性としては、顧客データ・機密情報保護のために情報テクノロジーや他のデータストレージシ
ステムを保全し続けてきた実績のほか、関連方針や情報セキュリティー専任スタッフの構成と能力
が挙げられる。
販売やマーケティングの規制、増税、罰金、訴訟は、顧客エンゲージメントの制約やコスト増を招き、
収益減につながる可能性がある。規制当局や政府機関による規制や圧力も、価格設定の柔軟性の
制約となりうる。また、不公正あるいは差別的な価格設定が行われたとみられる場合、罰金や市場
シェアの喪失につながることがある。発行体は規制をどの程度順守できるかによって、競争優位に立
ったり、不利な状況に直面したりする可能性がある。顧客エンゲージメントを通じた顧客維持の強化も、
顧客との関係に関連して検討するであろう要因のひとつである。
価格設定に関連する法的問題、表示や開示の不備などは、売上高の減少につながるレピュテーショ
ンリスクを生む可能性がある。業界によっては、消費者の健康と安全により大きな影響を与える可能
性があるという理由などから、他業界より厳格な開示規制を受けることがある。関連する考慮事項と
しては、罰金や訴訟のほか、苦情の広がりや重大性があげられる。
発行体は、事業地域や事業ラインの多様性、確実にデータを保護するための頑健な IT システムと
強固なフレームワーク、関連規制の順守によって、潜在的な顧客関係のリスクを相殺できる可能性
がある。消費者嗜好の変化に素早く適応する能力も、リスクの相殺と競争優位の獲得につながりうる。
人的資本

良好でない労使関係や厳格な就業規則の存在、専門技能への依存は、労使関係に潜在的なリス
クがあることを示すと考えられる。業界の低迷期や景気停滞期に従業員とコストを削減できない、希
少な人材を獲得するために報酬や福利厚生のコストが増加している、必要な技能を身につけた人材
を獲得し、教育し、維持することができない、ストライキで生産性が低下する、といった事象は収益に
マイナスの影響を与えうる。組織の内外から、多様性が不足している、あるいは敵対的な企業文化
を持つとみられていれば、生産性の低下や訴訟につながったり、人材獲得が困難になったりする可
能性がある。これに関連する要因として、ストライキで失われた労働日数の影響、従業員による訴訟、
労働規制に関連する罰金、賃金と福利厚生について円滑に交渉して契約を更新してきた実績、労
働組合や労働評議会との関係が挙げられる。
団体賃金協約の順守、従業員代表との労働条件に関する実効性のある交渉、コンプライアンス順
守徹底を目的とする徹底的なモニタリング制度などにより、争議や妨害的な行為を最小限に抑えら
れる可能性がある。教育機関への働きかけや、教育機関との提携を通じて、労働力を安定的に確
保しやすくなることもあるだろう。多様で包摂的な雇用・昇進の方針によって職場の多様性と包摂性
を高めれば、人材を惹きつけることもできると考えられる。
人口動態と社会情勢

人口動態と消費者嗜好の変化、社会情勢、政府の政策課題と支援が、発行体の売上高と利益に
影響する可能性がある。
売上高を小規模の人口あるいは減少している人口に依存しているためリスクに晒されているとみられ
る発行体もあれば、増加している人口グループへの売上がメリットとなる発行体もある。教育、医薬品、
医療、電気・ガス等公益事業などの製品やサービスを手頃な価格で利用できるかどうかは、社会的
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結束に広範な影響を及ぼすため、そうした製品やサービスは他のセクターに比べ、消費者アクティビ
ズムや社会的・政治的圧力に対して脆弱になりがちである。中でも規制対象セクターの発行体は、
社会的要請を受けた政策課題により、自社の事業と財務が大きく変容するリスクに晒される場合が
ある。また、政府の財政支援に依存する発行体も、リスクへのエクスポージャーが大きくなる可能性
がある。規制・法律の変更は、それが価格設定の監視などの社会的な動向にどのようにつながるか
によって、発行体に有利にも不利にも作用する。
販売する製品やサービスが、それらの市場における社会的期待に一致せず、特に極めて目立つ製
品が発行体の世間的なイメージに影響する場合、発行体は需要の減少に直面したり、資金調達が
困難になったりする可能性がある。発行体の事業慣行や製品・サービスに対する顧客の意識も、需
要や世間でのイメージに影響を与えうる。分析に関連する事項として、製品別の売上高と利益、事
業地域、製品・サービスを利用する年齢層が挙げられる。
事業地域と製品の多様性、消費者嗜好に素早く適応する能力、規制の変更、社会情勢は、リスクの
低減や競争優位につながる可能性がある。企業は自社の製品・サービスに対して顧客が持つネガテ
ィブなイメージを払拭するための施策やコミュニケーションプランを導入することもある。
安全衛生

安全衛生の問題は、事業法人が従業員と請負業者に提供する労働環境に関連するものである 32。
事故が起きれば悪い風評が生じ、事業に支障をきたす可能性があるため、労働環境は重要な要因
である。規制圧力を受けることで、コスト増や長期的な稼働停止に見舞われる可能性がある。また、
潜在的な危険性のある労働環境では、人件費の増加、人材不足、より安全な環境を整備するため
の教育や物理的な作業空間への投資の必要性が生じることがある。
重機や有害物質の取り扱いや危険な作業が伴う業界の発行体は一般に、ナレッジワーカーに依存
する発行体などに比べ、安全衛生リスクへのエクスポージャーが大きい。これに関して考慮されうる
要因として、致死・負傷率、従業員の安全を理由とする労働時間の損失、規制当局の介入、安全
性確保の不備に関連した罰金が挙げられる。安全衛生基準の違反が信用力に与える影響は、事業
拠点の所在地により異なることがあるため、発行体によっては従業員の地理的配置が考慮される場
合がある。
規制順守、技術や監視装置の進歩などにより、リスク・エクスポージャーを低減できる可能性がある。
雇用者は通常、職場の安全性を維持することを社会から求められるため、安全衛生に係る慣行は
信用プロファイルにとって重要となる。しかし、作業空間が極めて安全でも、信用上の大きなメリットと
なる可能性は低い。したがって、この要因に 1 のスコアが付与されることは極めて稀である。
責任ある製造

責任ある製造の評価では、製造工程やサプライチェーン、サービス提供の運営方法におけるリスクと
機会を考慮する。これらのリスクには、製品の欠陥、リコール、汚染のほか、人権問題や人権侵害と
いったサプライチェーンの慣行から生じうる影響が含まれる。製品の欠陥は、サプライヤーや規制当
局におけるレピュテーションの毀損、罰金や訴訟、追加コスト（生産設備の改善や刷新等）につながる
一方、一貫して高い品質を維持してきたという定評があれば競争優位に立てる。製品やサービスの
最終使用に関する複雑性や潜在的な有害性は、リスク・エクスポージャーが内在していることを示し
ている可能性があり、関連要因として発行体が製造基準を順守しているかどうかを考慮する場合が
ある。
サプライチェーンの脆弱さは、供給の中断、コスト増、レピュテーションの悪化につながるため、サプラ
イヤーを精査・管理するための枠組みや、サプライヤーの多様性、強靭性、レピュテーション、コスト
効率が関連要因として考慮される。複雑なサプライチェーンを伴う発行体には特にこれが当てはまる。
主要な事業を行う国・地域の法的枠組みも重要となる場合があり、複雑な製品やサービスを提供す
る発行体、あるいは所在国からその製品やサービスが極めて重要であるとみられている発行体は、
責任ある製造に関連するリスクへのエクスポージャーが大きくなる可能性がある。
企業は労働力を、事業を行う地域社会に依存する場合があるため、地域社会との関わり方が従業
員の確保と維持や売上高に影響する可能性がある。発行体によっては、景気低迷時に市民の雇用
維持を行政から期待されることがあり、これがコスト増や収益減につながる場合がある。地域社会と
32
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の関係が良好でない場合、グリーンフィールド投資プロジェクトの妨げとなるかもしれず、実施において
問題（協議プロセスの長期化や和解費用の発生等）が発生する可能性が高まる。これに関して考慮
されうる要因として、地域社会の指導者の声明、発行体のメディア戦略の有効性、ステークホルダ
ーの政策関与の証左、ネガティブな風評や政府による審理や調査の重大性と継続性が挙げられる。
人権問題や人権侵害に関与している可能性のあるサプライヤーとの取引の合法性や社会的受容性
が懸念される場合、外部の社会構成員の間で発行体の地位が低下し、コンプライアンス違反、罰金、
刑事告発や有罪判決に伴う契約消失につながる可能性がある。これに関して考慮されうる要因とし
て、発行体の内部コンプライアンス制度や、監視手段の厳しさが挙げられる。発行体によっては、申
し立てや訴訟の重大性や広がりが、リスクの高さを示している場合がある。
発行体は、供給の中断や争議が発生した場合に代わりのサプライヤーを確保できるよう、サプライヤ
ーの分散を図ることで、このリスクへのエクスポージャーを低減できる可能性がある。地域社会と良
好な関係を維持し、新規の投資判断が地域社会あるいはより広い地域全体に与えうる重大なプラス
とマイナスの影響を考慮した包括的なデューデリジェンスを行うことは、リスクを低減し、発行体によっ
てはレピュテーションを高め、信用上のメリットとなる可能性がある。例えば、既存の生産設備をアップ
グレードすることで、汚染の影響を最小化することができる。
S の IPS の導出
発行体の社会の IPS の導出にあたっては通常、最も悪いカテゴリ・スコアを重視する。リスクが付加的
に重なる場合、最も悪いカテゴリ・スコアよりさらに悪い IPS を付与することがある。ただし、IPS 付与に
際しては、発行体の固有の特性や状況、カテゴリ間の相互作用や潜在的な相関も考慮する。その
結果、最も悪いカテゴリ・スコアに基づいて想定されるよりも良い IPS スコアとなる可能性もある。
ガバナンスの発行体プロファイル
環境リスクや社会リスクが外部要因を起因とすることが多く、セクター全体に影響する可能性が高い
のに比べ、ガバナンスリスクは発行体固有の要因に内在する傾向がある。ガバナンス要因は、あらゆ
る発行体にとって信用力のプラスにもマイナスにもなりうる。ガバナンス要因は、ムーディーズの多数
のセクター別格付手法に組み込まれている 33。取締役会のガバナンスあるいは経営体制が脆弱な
場合、事業戦略に欠陥が生じたり、事業計画を効果的に実行できないことがある。深刻なガバナン
スの機能不全は、負債調達コストの増加や資本市場へのアクセス喪失など、風評面や財務面の重
大なリスクにつながりうる。また、ガバナンス要因が信用評価上プラスに作用することもある。例えば、
強固な内部統制は、ESG リスクを含むさまざまなリスクを軽減する可能性がある。プロジェクトファイナ
ンスでは、強力な構造的な特性や明確に定義された契約もこうしたリスクの多くを緩和する一助とな
ろう。
ソブリンのガバナンス評価でムーディーズが考慮する制度の頑健性や法の支配は、その法域におけ
るガバナンスの基準を推定する上での参照となると考えられる。そのため、発行体がガバナンスの基
準が低いソブリンで事業展開する場合、発行体そのもののガバナンスの水準も低い場合がある。ただ
し、ソブリンの G の IPS によって、そうした国で事業を展開する発行体の G の IPS が直接的に制約さ
れることはない。開示不足は、必ずとは限らないが、ガバナンスリスクを示唆すると考えられる場合が
ある。ムーディーズでは通常、域内および業界内の類似企業や開示要件（所在国の開示要件およ
び与信契約の要件）などと比較した場合の開示水準や、開示不足が情報面のギャップにつながって
いるかどうかを検討する。
本セクションでは、事業法人におけるガバナンス要因から生じる主な信用上の影響を説明する。
法令順守と報告、取締役会の構造・方針・手順などの一部のカテゴリでは、定性的評価を行う上で
のベースとして公開情報に基づく定量的指標 34を使用する場合がある。これらの参照スコアは、公開
情報から入手できるデータを使用した特定の設問に基づくもので、一連の設問が適用可能かつ関連
データが入手可能な発行体にのみ算出できる。また、非公開情報を用いることもある。財務戦略とリ
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33

セクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法は、ムーディーズのウェブサイトから入手できる。

34

ガバナンスリスクのカテゴリである「取締役会の構造・方針・手順」および「法令順守と報告」の定性的評価の参照とする
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スク管理については、定性的評価の起点としてセクター別スコアカードの各要因のスコアを用いること
となろう 35。
財務戦略とリスク管理

財務戦略とリスク管理は、取締役会と経営陣のリスクに対する許容度を反映するもので、債務水準
や、発行体の将来的な方向性、資金調達や資本構造がネガティブに変化する可能性などに直接影
響することが多い。
これに関連して考慮する事項としては、発行体が意図する資本構造または目標とする信用プロファ
イル、配当方針、財務戦略やリスク管理に関するこれまでの実績などが挙げられる。これには、リスク
管理および流動性管理の実績や、目標とする資本構造を継続的に維持してきたかどうかなどが含ま
れる。場合によっては、厳しい財務制限条項によってレバレッジが明確に制限され、主要なリスクに
対するヘッジや保険が必須となっていることもあり、そうした場合は主要な借入契約の条件を関連事
項として考慮することがある。保守的な信用プロファイルと強固な流動性に対するコミットメントは、財
務の柔軟性の支えとなり、債権者にプラスとなるだろう。一方、債権者よりも株主を積極的に重視す
る姿勢がみられる場合、リスク許容度が高いと考えられる場合がある。例えば、プライベート・エクイテ
ィのビジネスモデルは、価値を引き出すためにアグレッシブな財務方針とレバレッジの高い資本構造
を伴うことが多い。こうした発行体については、スポンサーの配当実績が重要な考慮事項となろう。
景気サイクルや業界サイクルの様々な局面で経営陣がどのように現金を使用し、金融市場の変化、
法的措置、競争上の課題、規制圧力などの重要な事象にどのように対応するかが、リスクへのエク
スポージャーを示すことがある。発行体によっては、経営陣の M&A 戦略が考慮事項となることもあ
る。買収の頻度と規模、資金調達方法、M&A の目的（コアコンピタンスの維持、新規事業へのシフト
等）などを検討する。また、オペレーショナルリスクやコモディティリスクなど、企業リスク管理に関する
発行体の実績も考慮する場合があり、特にコモディティリスクへのエクスポージャーが大きい発行体
（エネルギー、鉱業等）ではこれが重視される。
経営の信頼性と実績

経営の信頼性と実績は 36 、目標とする信用プロファイルと事業目標を達成する能力についての評価
を導くもので、危機に面した際などの将来のパフォーマンスを予測する手がかりとなる。
市場が不安定な時期も含め、公開・非公開の見通しを達成した、上回った、あるいは未達となったな
どの経営陣の実績、また業績の変動性などを検討する。見通しを提示しない企業や見通しを達成で
きないことが頻繁にある企業と比べると、常に見通しを提示、達成し、景気低迷期も目標とする信用
プロファイルを維持し、事業環境や市況の変化を予想、適応できる企業は、経営の信頼性の高さに
つながる実績を有することが多い。見通しには、業績予想のほか、発行体が属する業界の主要業況
指標（契約者数の動向、販売台数等）が含まれることもある。
経営陣にとって経験の浅い新規事業分野への参入や新たな地域への進出など、大幅な戦略変更
は、リスクを増大させる可能性がある。契約上の制限で発行体に許可される事業が限定されている
ことが、リスク軽減につながることもある。
事業統合によるシナジー効果の継続的な実現や M&A の戦略や実行の成功は、効果的なリスク管
理の能力の裏付けと言えるほか、将来の M&A 取引において利益を得る能力を示唆すると言えよう。
一方、シナジー効果実現の実績の乏しさや M&A の失敗、積極的なリスク選好は、相対的に高いリス
ク・エクスポージャーを示唆する可能性がある。業界や市場の状況に応じて方向転換する経営陣の
能力、あるいはその失敗も重要な検討事項となりうる。経営陣の頻繁な交代や、業績低迷にもかか
わらず経営トップを解任できないような場合、ガバナンスリスクにつながる可能性がある。特に後継計
画がない場合、重要な人物を失うことが事業に悪影響をおよぼすかもしれず、1 人の人物あるいは特
定の経営メンバーへの依存は、経営の信頼性にリスクをもたらす可能性がある。
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定性的分析の起点として、財務方針の要因のスコアがある場合、Aaa から A を 1、Baa を 2、Ba を 3、Ba を 4、Caa、Ca、Ca
と C を 5 にマッピングする。

36

プライベート・エクイティが所有する発行体の場合、スポンサーの実績と信頼性が関連する考慮事項となりうる。例えば、
スポンサーは、債権者に不利な方法で事業会社の経営や目標を変更する可能性がある一方で、効果的な監督を行っ
たり事業に関する専門知識を提供する可能性、コスト削減を支える場合もある。プロジェクトファイナンスについては、通
常、オペレータの経験と信用力、およびスポンサーとオペレータ両者のプロジェクトに対するコミットメントを考慮する。
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発行体によっては、セクターや発行体が政治家による監視の対象となる場合や事業運営に許認可
が必要な場合、規制当局と良好な関係を維持できるかどうかが重要な検討事項となることもある。
業務を外部委託している場合または提携先や政府からのサポートに依存している場合、提携先を決
定する社内プロセスやイニシアチブに向けた経営陣の実績やその戦略などを考慮する。
組織構造

組織構造によって事業会社の信用プロファイルが実質的に押し上げられることはほとんどないが、例
えば、金融工学によるスキームや大量の政策保有株式、頻繁な組織変更などによって業績が不明
瞭だったり、利益相反が生じたりする場合には、リスクにつながる可能性がある。複雑性自体は、必
ずしも信用リスクを生むわけではないが、複数の持株会社や合弁会社などを含む複雑な組織構造
だと、債権者に不利な資金の移転が可能になったり、過度にアグレッシブな税務戦略につながったり
することがある。例えば、組織内の事業体間の財務面の線引きが曖昧になるような株主構成は、親
会社と子会社や政府と政府関連企業における、支払制限条項による保護がない関係につながるた
め、債権者を現金流出のリスクに晒し、財務の透明性を低下させる可能性がある。親会社や他の子
会社の議決権も有する複数の子会社を傘下に持つ親会社や持株会社、あるいは子会社間で金融
債務を直接あるいは間接に移転できる親会社や持株会社には、リスクが生じる場合がある。収益が
少数株主持分あるいは合弁会社への出資に依存している場合、収益の予測可能性が低下すること
がある。マスター・リミテッド・パートナーシップや不動産投資信託などの法的所有構造は、債務削減
よりもむしろ持分所有者への利益分配への強い動機付けとなる可能性がある。
親会社と子会社の関係、関連当事者間取引、組織内企業間の資金の流れを規制する合意事項
（債券信託証書、与信契約など）、合弁会社と特別目的会社の存在・構造・目的が重要な検討事
項となる事発行体もある。リスクを貸付人、所有者、請負業者間で契約上明確に割り当てることが、
プロジェクトファイナンスの構造上、重要な強みとなることが多い。
法令順守と報告

例えば監査による限定付適正意見が借入契約で定義された期限の利益喪失の可能性につながる
ような重大なガバナンスリスクへのエクスポージャーを示唆する可能性があることから、必要とされて
いる情報開示の適時性と正確性は重要である。行政措置や法的措置、調査によって、風評面のリ
スクや、罰金、経営の混乱が生じる可能性がある。
ムーディーズの評価で重要となる検討事項には、財務諸表の適時開示・透明性・包括性、財務デー
タの修正再表示、監査人による意見が限定付適正意見か無限定適正意見か、監査人の頻繁な交
代、内部統制の質に関する監査人の意見などがある。法的措置の重大性を評価するにあたり、当
局の判断や罰則が、発行体の資本市場へのアクセス、競争上の地位や評判、経営陣の関与の度
合いと水準に影響するかどうかを検討する。法令順守と報告に関する全てのリスクについて、是正措
置の有効性や対応期限を考慮することもある。法令順守や報告に関する問題による経営トップの解
任は、脆弱なガバナンスを示す根拠と考えられる。
取締役会の構造・方針・手順

取締役会は通常、企業のリスク選好とリスク管理の枠組みの設定やモニタリングなど、リスク管理を
監視する重要な役割を担っていることから、取締役会の監督と有効性は重要である。
持分の集中や、様々な株主にどの程度のコントロールと保護が与えられているかが、関連する検討
事項として挙げられる。ヘッジファンドやアクティビストによる保有が、債権者より持分保有者を優先す
る戦略的変更につながる場合、事業会社の信用プロファイルにマイナスに作用することがある。プラ
イベート・エクイティによる株式保有は、債権者より株主を優先する構造につながることが多く、リスク
許容度が高まりやすい。政府が保有・出資する企業は、異なる優先事項に直面する場合がある。例
えば、債権者の利益と一致しないような公共の政策目標に向けて資金提供や助成を用いるよう発
行体が促されることで優先事項が相反し、リスクが増大することがある。一方、政府の政策的役割を
担う発行体や、必要不可欠なサービス（医療、教育等）を提供する発行体は、厳格なガバナンス監
視、早期の介入、継続的なサポートがメリットとなる場合がある。
経営陣の報酬体系（通常取締役会で決定される）の設計、開示、監視も、インセンティブ（短期また
は長期インセンティブなど）によっては、発行体の信用プロファイルに影響する可能性がある。例えば、
持続可能な業績と見合わない給与・報酬体系や、安定的な信用プロファイルよりもアグレッシブな成
長などの短期的な成果を求める過度な報酬制度は、債権者に不利となる過剰なリスクテイクを促す
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可能性がある。取締役の独立性、関連する経験、後継計画、取締役会の入れ替えや多様性は、全
般的な取締役会の監督機能を評価する上で重要な検討事項となる。
G の IPS の導出
G 要素のリスク・カテゴリは、E と S の要素と同様に累積して加算される可能性がある。ただし、優れた
ガバナンスが重大な強みとなる可能性があるという性質を考慮すると、一部のリスク・カテゴリ（財務
戦略とリスク管理、経営の信頼性と実績等）が、他のガバナンス・カテゴリのリスクを相殺することがあ
る。その結果、最も悪いカテゴリ・スコアに基づいて想定されるよりも良い IPS スコアとなる可能性もあ
る。

クレジット・インパクト・スコアの評価
付録 B にある通り、CIS は、事業会社の格付において重要とされるその他の信用上の要因としての
ESG の影響を説明するものである。CIS のスコアは、ESG 要因に関連するリスクへのエクスポージャー
がない場合と比較して、発行体の格付がどの程度異なる可能性があるかを示すものである。
事業法人の ESG エクスポージャーを相殺しうる格付要因として挙げられるのは、強固な流動性や資
本市場での高い調達力、外部サポート（関係者や政府からのサポート等）など、発行体が E、S、G の
リスクを抑える支えとなるとムーディーズが考える要素である。また、付録 B で説明したように、どの程
度の期間にわたり E、S または G のリスクに晒されることが予想されるかによって、格付への影響が緩
和される可能性がある。多くの企業が、比較的長期にわたり顕在化するとみられる重大なリスク・エク
スポージャーを抱えているが、企業は必要に応じて ESG の課題を克服するための十分な時間と財務
力を確保できる可能性がある。ESG 関連以外の信用評価上マイナスの要因で、高い IPS と低い CIS
につながる一例として、主要な事業拠点となる国に関する制約（ソブリン格付やカントリーシーリングに
反映される）や、E、S、G のエクスポージャーに直接関係しない流動性不足がなどが挙げられる。
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付録 E：地域・地方政府の発行体プロファイル・スコアとクレジット・インパクト・スコ
ア
この付録では、E、S、G の発行体プロファイル・スコア（IPS）および ESG クレジット・インパクト・スコア
（CIS）を導出するための一般的な枠組み（それぞれ現行格付手法の付録 A および B で説明）
を、地域・地方政府にグローバルに適用する方法を説明する。
この枠組みは、州、地方、県、準州、郡、市等のソブリンの下位に位置する政府発行体に適用
される。そうした主体には、公立学校区、公益事業区や、その他の特別区などがある。事業とみな
される活動に従事して料金の徴収などにより収益を得ている公的セクターの非金融法人発行
体（公営公益企業、空港、有料道路、港湾、公共交通機関、病院、住宅供給公社、高等教育
機関等）には、事業法人の枠組みが適用される 37。
地域・地方政府の E、S、G の発行体カテゴリ・スコアおよび総合的な IPS を導出する上で、ムー
ディーズは、発行体の関連リスクへのエクスポージャーを定性的に評価する。E、S、G の評価に
際しては、信用力に関連する要因と、それらの要因が信用プロファイルにどの程度のプラスない
しマイナスの影響を及ぼすかに着目する。発行体のカテゴリ・スコアは、当該リスク・カテゴリに関
連して現在および将来、信用上の影響が発生する可能性と、その程度についての評価を反映
するもので、経済成長、歳入および歳出への影響がこれに含まれる。こうした評価は将来予測
に基づくものだが、当該リスクに関する発行体の過去の実績を参照する場合もある。
IPS とカテゴリ・スコアではさらに、当該リスクへのエクスポージャーに対する対応策も考慮する。
例えば、発行体の自主的な対応策や、外部（政策、規制、国際公約など）から促された、あるいは要
請された対応策がこれに含まれる。例えば、上位政府が定めた要件や方針に沿って地域・地方政
府がとった対応策の方が、単独で対応するよりも、地域・地方政府にとってメリットとなる場合、IPS に
は上位政府の要請によるプラスの影響が反映される。
ムーディーズによる評価は、ESG に関するリスク、メリット、そして対応策に関連する指標に基づく
こともある。こうした指標は参照とする示唆的なもので、必ずしもすべての格付対象の発行体に
ついて入手できるとは限らない。また、地域・地方政府の種類（米国の州、米国外の地域政府など）
によって、参照する指標は異なりうる。これは、会計報告基準・開示水準の違いや、地域・地方政府
の種類により特定の指標の関連性が異なることによるものである。ムーディーズが評価に用いる指
標は通常、政府機関や統計局のデータに基づいており、国際機関や他の ESG 情報を提供する
第三者のデータを利用するケースもある。特定の地域・地方政府のデータが入手できない場合、
それより上位または下位の関連政府のデータを細分化または集計するなどして用いることがあ
る。特にガバナンスについては、セクター別格付手法のスコアカード要因ないしサブ要因（制度
の枠組みの要因スコア、サブ要因スコアなど）を考慮する場合がある。信用格付プロセスにおい
て発行体から入手した非開示情報を織り込むこともある。地域・地方政府の種類別の関連指標
の例を付録 G に記載する。今後、より多くのデータが入手可能となった場合や、いくつかの指標の
分析上の関連性が変化したと判断される場合などは、これらの指標を拡充または調整する可
能性がある。
E および S のヒートマップのセクター・カテゴリ・スコアは、地域・地方政府の発行体プロファイル分
析の総合的な参照先となる。ムーディーズは、地域・地方政府を先進国と新興市場国との 2 つ
のグループに分けたが、各グループには幅広く多様な国々が含まれる。そのため、地域・地方
政府の E および S のカテゴリ・スコアは、ヒートマップのセクター・カテゴリ・スコアから大きく乖離す
る可能性がある。また、ヒートマップのセクター・カテゴリ・スコアは、発行体独自の緩和策を反映して
いない。そのため、セクター・カテゴリ・スコアよりも発行体のカテゴリ・スコアの方が高くなる場合がある。
ムーディーズは、地域・地方政府の E および S へのエクスポージャーを評価する際に、それより
上位の政府のスコアを参照する場合がある（例えば、一地域の分析において、その地域が所在
するソブリンの E スコアを参照する）。また、関連する下位政府のリスク・スコアが有用な情報とな
る場合は、下位政府の E および S のスコアを参照する場合もある。地域・地方政府のエクスポー
ジャーは、ソブリン等の上位政府の対応策や政策に影響される可能性がある。そのような政策、
37
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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
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規制ないし対応策は多くの場合、地域・地方政府がコントロールできるものではないが、地域・地
方政府の E、S あるいは G のリスクへのエクスポージャーに、大きなプラスまたはマイナスの影響
を与える。
E、S、G のリスクは複数のカテゴリにまたがって生じる場合がある。例えば、水に関するリスク（干
ばつ等）は、水管理（消費量等）または自然資本（発行体の水源の汚染等）にあらわれる可能
性がある。法的リスク、レピュテーションリスクおよび政策リスクは、複数のカテゴリであらわれるこ
とがある。例えば、不十分あるいは不安定な水の供給は他の E、S および G カテゴリのリスクを高
める可能性がある（社会的緊張の高まり、経済成長の減速、監督の強化など）。IPS の付与に際
しては、E、S または G カテゴリ間の相互作用や潜在的な重複を踏まえ、リスクを過大・過少評価
しないようにする。
付録 B にある通り、CIS は、発行体の所与の格付において重要とされるその他の信用上の要因
としての ESG の影響を説明するものである 38。

発行体プロファイル
環境の発行体プロファイル

地域・地方政府の環境リスクに対する脆弱性は、地理的条件、経済基盤、人口、個別の責任、
行政機関の成熟度により大きく異なる。環境リスクへのエクスポージャーは、地域・地方政府の
経常的支出と資本的支出の増加につながりうる。例えば、ハリケーン等の環境危険要因は経済
活動に即時に打撃を与え、歳入を減少させる一方、海面上昇等の長期的な環境問題は、予
算と支出の優先度に長期的な圧力を加える。
地域・地方政府は、1 つ以上の環境カテゴリからメリットを得る可能性がある。地域・地方政府が
環境要因から大きなメリットを得る場合、原則的に IPS は E-1 となる。例えば、地域・地方政府が
所在する国・地域が環境関連の技術革新に関与していることから、経済成長と歳入確保におい
て明確で持続的な優位性を持つことがある。このようなケースは稀であると予想される。また、E
リスクは広範に及び、互いに相殺されるものではない。したがって、地域・地方政府に E-1 の IPS
が付与されるケースは極めて稀である。
本セクションでは、地域・地方政府における環境要因から生じる主な信用上の影響も説明する。
低炭素社会移行

世界的な低炭素社会への移行は、地域・地方政府にリスクをもたらす可能性があり、特に経済
と財政を非再生可能エネルギーセクターに大きく依存している発行体はその傾向が強い。この
セクターへの投資の減少あるいは引き揚げは、経済成長と地域・地方政府の歳入基盤にマイナ
スの影響を与える。
低炭素経済への移行の影響に対する対応策として、経済の多様化につながる投資を呼び込む
など、非再生可能エネルギーに関連した歳入への依存度を引き下げる取り組みがあげられる。
自主的に、あるいは第三者の要請を受けて、環境面でメリットとなるが長期的には経済成長や
歳出確保の妨げになるような政策を実施する地域・地方政府もあるとみられる。例として、地
域・地方政府の管轄区域内でガソリン車販売を段階的に廃止する、新規開発地域でガスの使
用を制限する、といった政策があげられる。脱炭素を促進するために実施されるこうした政策は、
歳入構造の変化やバランスのとれた持続的成長を実現するための政策によって平衡をとらない
限り、長期的に地域・地方政府の歳入や人口の減少につながる可能性がある。
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米国外のサブソブリンの CIS を検討する際は、発行体格付またはシニア無担保格付を参照格付として用いる。米国のパ
ブリックファイナンスの参照格付は、利用可能な場合は発行体格付である。発行体格付が付与されていない場合は、信
用補完前の最もシ ニアかつ無担保の完全な信用保証債の格付を参照する。そのような格付が付与されていない場合
は、信用補完前の最もシニアかつ無担保の財源債の格付を参照する。
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地域・地方政府の主要経済セクターにおける低炭素社会移行リスクへのエクスポージャーと、
それらのセクターが歳入に占める割合を定性的に評価する。また、低炭素社会移行からメリット
を得るセクターの経済成長への寄与も考慮する場合がある。
物理的気候リスク

地域・地方政府の熱ストレス、水ストレス、異常気象事象（ハリケーン、洪水、山火事など）への
エクスポージャーは、その大部分が地理的条件に由来するものである 39。こうした事象の重大性
と頻度はここ数十年で高まっており、巨額の経済損失、地域住民に及ぶ危険、環境被害を引き
起こすケースもある。
地域・地方政府の物理的気候リスクへの感応度は、天候に依存する経済活動（農業、観光な
ど）の比率や、リスクに晒される有形資産（氾濫原に位置する公益施設や住宅など）、気象事象
から大きな被害を受ける可能性のある地域・地方政府のインフラ資産（トンネル、地下鉄、橋梁
など）にも左右される。
洪水やハリケーンといった気象事象は一時的に、あるいは長期にわたり、地域・地方政府の歳
入基盤に損害を与える可能性がある。したがって、地域・地方政府は、損壊したインフラの修復
や、物理的気候リスクに晒される既存インフラの強靭化ないし移設のための投資により、財政が
圧迫される可能性がある。異常気象の影響が増大している場合、投資と経済成長も下押しされ
るとみられる。
一般に、長期的な環境の変化は、地域・地方政府の経済活動とインフラにも打撃を与えうる。
低海抜地域に住む人口の割合や、地域の干ばつや山火事に対する脆弱性といった要因は、地
域・地方政府の物理的気候リスクへの感応度を高める。熱ストレスや水ストレスも、生産性低下
や農業生産の減少を通じて経済成長にマイナスの影響を与え、医療制度の逼迫やエネルギー
需要の増加をもたらす可能性がある。
地域・地方政府は、そのような事象に備えた対応基金を設立するなどして、物理的気候リスク
へのエクスポージャーを緩和できることがある。
評価において考慮しうる指標として、Four Twenty Seven Inc.（427）が提供する、熱ストレス、水スト
レス、洪水、豪雨、ハリケーン、台風、海面上昇へのエクスポージャーがあげられる。
水管理

本カテゴリは、水資源の管理と監督に着目するものである。例として、水の消費量、使用可能量、
使用効率、アクセス、質、処理、汚染などがあり、いずれも地域・地方政府の経済と財政に影響
を与えうる。水はあらゆる経済活動にとって不可欠な資源であるため、水不足になれば、地域・
地方政府の歳入・歳出が不安定化し、経済および政治全体の安定性に影響が及ぶ。経済が
鉱業、パルプ・製紙、繊維、農業等、水集約型産業に大きく依存している地域・地方政府は、相
対的に高いリスクを有する。水の供給に影響する可能性のある干ばつや降雨パターンの変化と
いった気候変動要因は、物理的気候リスクのカテゴリに分類される。
地域・地方政府は、効果的な政策と戦略を実行することで、水管理リスクを緩和できる。例えば、
地域・地方政府保有の上下水道設備の監督、上下水処理需要の削減促進、水源の多様化に
つながる統合的水資源管理システムの構築などである。
水管理の定性評価で考慮されうる要因として、地域・地方政府における使用可能量と消費量、
水関連リスクへの対応策があげられる。持続可能な水源が豊富にあることが、実質的な優位性
となっているかどうかも考慮する。
廃棄物・汚染

住宅、商業施設、産業施設から出る有害・非有害廃棄物（一般固形廃棄物を含む）は、地域・
地方政府の経済、社会および財政に重大なマイナスの影響を与えうる。多くの地域・地方政府

39

43

OCTOBER 20, 2021

地震や火山噴火、津波などの地球物理的リスクは物理的気候リスクに含まれない。
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では、これらのリスクが住民とエコシステムに与える影響を抑止し、対応するための取り組み（リ
サイクルシステム、有害廃棄物の除去など）によって、多額の費用が発生する可能性がある。
長期的な廃棄物管理計画や、経済を構成する産業の廃棄物・汚染を削減あるいは処理する
ための規制によって、このエクスポージャーをある程度削減することができる。一部の地域・地
方政府は、汚染を減らすため、都心に入ってくる車両に通行料を課している。しかし、地域・地
方政府の管理が及ばない規制分野もある。また、上位政府による規制が効果的でないため、
地域・地方政府が汚染の影響に晒される可能性がある一方、温室効果ガス以外の排出規制
などの上位政府による過度に厳しい政策が、地域・地方政府の経済と特定の種類の投資を呼
び込む能力にマイナスの影響を与える可能性もある。
廃棄物・汚染の定性評価で考慮しうる要因として、管轄域で発生する住民 1 人あたりの一般廃
棄物の量と大気汚染指標があげられる。また、大気・陸上汚染や関連規制が、地域・地方政府
の住民と主要産業にどの程度重大なリスクとなっているかも考慮することがある。
自然資本

農産物や原料物資に由来する製品やサービス、植物・動物由来の他の製品、エコツーリズムな
どを提供するセクターに経済を依存する地域・地方政府は、自然資本の損害や枯渇へのエク
スポージャーが大きい。政府の措置やエコシステムの保護の失敗による環境破壊は、人為的な
ものか自然浸食かを問わず、経済活動の低下や地域・地方政府の歳入減少につながりうる。例
えば、自然資本が観光セクターに大きく寄与している地域・地方政府では、自然景観の悪化と
それに伴う観光客の減少が、長期的に観光セクターの収益と成長力を弱めることになる。
定性評価では、地域・地方政府が、自然環境から直接影響を受ける、あるいはそれに依存する
業種に歳入をどの程度依存しているかを分析する。また、地域・地方政府と自然資本が、修復
されなければ経済と歳入の安定性を低下させるような損害を受ける可能性があるかどうかも考
慮する。自然景観と生物多様性の保全を非常に重視する地域・地方政府は、経済面で大きな
メリットを得られる。
E の IPS の導出
環境の各カテゴリに付与したスコアを考慮しながら、発行体の環境への総合的なエクスポージ
ャーを定性評価する。十分なデータが入手できる環境カテゴリについては通常、カテゴリの各指
標のデータを正規分布に換算し 40、正規化されたデータの平均を導く（正規化後のカテゴリ数
値）。次に地域・地方政府をランク付けし、これが当該カテゴリ・スコアを評価する起点となる。最終
的なカテゴリ・スコアには定性的な判断を織り込む。
総合的な環境の IPS の導出にあたり、地域・地方政府の最高および平均のリスク・エクスポージャー
と定性的な判断を考慮する。データが入手できるカテゴリについては通常、定量指標が示す最も高
いエクスポージャーを重視する。

リスクが付加的に重なる場合、最も悪いリスク・カテゴリの IPS より悪い IPS を付与する可能性が
ある。ただし、IPS の付与に際しては、地域・地方政府の固有の性質や状況、カテゴリ間の相互
作用や潜在的な相関も考慮する。その結果、最も悪いカテゴリ・スコアに基づいて想定されるよ
りも良い IPS となる可能性もある。
地域・地方政府の環境の IPS は、E-1 （ポジティブ）から E-5 （ネガティブ度が極めて高い）のスケ
ールでスコアリングされる。
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各データについて、全格付対象の地域・地方政府の平均と標準偏差を算出する。各地域・地方政府の正規化後の数値
は、データの数値から平均数値を引いた値を標準偏差で除した値に等しい。
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社会の発行体プロファイル

地域・地方政府が直面する社会問題は多岐にわたり、それらの問題がその地域・地方固有の
特徴や構造に関係する場合もある。地域・地方政府の社会リスクへのエクスポージャーは、そ
れぞれが負う責任により決まる部分が大きく、国によって異なるとみられる。
本セクションでは、地域・地方政府における社会要因から生じる主な信用上の影響を説明する。
人口動態

人口の増加は、所得税、消費税、固定資産税、場合によっては上位政府からの財政移転を含
む、地域・地方政府の歳入基盤を拡大する要因の一つである。これに対し、人口高齢化、出生
率低下、人口の純流出は、人口増加率を低下させ、地域・地方政府の歳入基盤を縮小させる
可能性がある。
人口高齢化が進む地域・地方政府では、関連する社会サービスの需要や医療費の増加に直
面するとみられる。地域・地方政府によっては、住民の年金や医療に加えて社会保障給付にも
責任を負う。
地域・地方政府は、人口動態のポジティブな変化を促進する様々な戦略をとることができる。例
えば高品質のインフラ・公共施設や低税率環境の提供は、人口流入を促進する。世帯形成数
と出生率を引き上げる政策を実施する地域・地方政府もあるだろう。
人口増加は大抵の場合、地域・地方政府にとってポジティブであるが、課題を伴う場合もあり、
地域・地方政府の課題対応能力次第で、人口動態リスクへのエクスポージャーは縮小すること
も拡大することもある。人口増加に伴う課題として、雇用、住宅、医療およびインフラに対する需
要の増加があげられる。同様に、国内外から人口が流入すれば、比較的若く、技能を持つ人口
が増えることでメリットを得られるが、コストを増加させ、社会的緊張を生む可能性もある。これに
対し、人口流出は、相対的に若い、あるいは教育水準の高い労働力の減少につながりうる。
評価において考慮しうる指標として、人口増加率、人口の年齢構成（生産年齢人口の非生産
年齢人口に対する比率など）、出生率、死亡率、純流入人口、および関連する傾向があげられ
る。
雇用と所得

雇用水準と所得格差は地域・地方政府の経済、財政、社会的結束、政治リスクに影響する。
高失業率や弱い雇用見通しは所得格差を拡大し、地域・地方政府の歳入基盤を圧迫する可
能性がある。地域・地方政府の中には、大規模な非公式経済が税収の制約となっているところ
もある。所得格差は高い犯罪率や政治リスクの要因となり、手の届く価格での住宅供給といった
社会政策に要する支出の増加につながりうる。
経済力、所得、雇用、インフラ等の国内における地域格差も、国内の人口移動を促す要因とな
り、地域の社会リスクを高める可能性がある。弱い課税基盤に依存する地域・地方政府は、強
固な課税基盤を持つ地域・地方政府に比べ、予算のより大きな割合を社会サービスの提供に
費やす必要があるかもしれない。
地域・地方政府は通常、雇用・所得リスクをいくらか緩和することができる。幅広く事業を誘致し、
多様なセクターで様々な技能水準の雇用を創出するための政策をとることで、これらのリスクを
ある程度緩和できる。良好な労働条件や福利厚生を促進する政策を実施することもできる。ま
た、大規模で活力のある高等教育、医療、ハイテクといったセクターの存在も、雇用の安定と拡
大に寄与するとみられる。
評価において考慮しうる指標として、労働力率、雇用者率、失業率、所得水準、所得格差、お
よび関連する傾向があげられる。
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教育

多くの地域・地方政府にとって、教育は重要な責務のひとつである。住民の教育水準は社会的
結束、所得水準、労働力、事業の発展に影響する。これらはすべて地域・地方政府の成長性
と歳入を確保する能力に直接影響を与えうる指標である。
教育資源、教育への投資、あるいは学校の定員や質によって、教育へのアクセスに大きな格差
が存在することがある。
教育達成、とりわけ初等・中等教育の教育達成が低い場合、当該地域・地方政府は教員や教
育施設等の基本的なニーズへの投資を求める圧力に直面する可能性がある。地域・地方政府
は、教育へのアクセスを向上させ、負担可能な費用で教育を受けられるようにするため、様々
な政策を実施することもできる。例えば、大学の授業料の規制や、教育アクセスを改善するため
の助成金の提供などである。
評価において考慮しうる指標として、識字率、地域・地方政府の人口に占める中等・高等教育
修了人口の割合があげられる。
住宅

住居費の高騰や手頃な価格の住宅の不足は、経済成長を妨げ、地域・地方政府の歳入基盤
を縮小させうる。また、政府は、住宅の質、アクセス、利用可能性の向上のために支出拡大を
迫られる。手頃な価格の住宅の不足は、例えばホームレスや過密居住に伴う安全衛生の問題
などから生じる社会的緊張を高め、政治リスクを上昇させうる。地域・地方政府は、家賃補助や
手頃な価格の住宅の建設など、住宅供給を支える様々な政策を実施することにより、住宅リス
クへのエクスポージャーを低減することができる。
人口増加により住宅市場が活性化する可能性があるが、人口があまりにも急速に増加すれば、
住宅を手頃な価格で入手しにくくなる可能性もある。
評価において考慮しうる指標として、住宅アクセスと住宅取得能力に関する指標があげられる。
安全衛生

医療アクセスと利用可能性、個人の安全と食料安全保障等の安全衛生問題は、特に個人の
一生にわたって健康に影響を及ぼす場合、経済成長を制約しうる。安全衛生環境に問題があ
れば、投資の妨げとなり、人口と雇用が減少する一方、地域・地方政府は医療、社会サービス、
公共安全への支出拡大圧力に晒される可能性がある。犯罪の蔓延や不平等な医療アクセスも、
政治リスクを高める。
評価において考慮しうる指標として、平均寿命、地域・地方政府の人口に占める健康保険加入
者の割合、殺人発生率等の凶悪犯罪の指標があげられる。
基礎的サービスへのアクセス

ガス・電気・水道、交通機関、インターネット、金融サービス等の基礎的サービスへのアクセスは、
生産性を支え、経済成長を促進する。その一方、住民がこれらの基礎的サービスへの十分な
アクセスを得られなければ、経済成長と歳入増加が阻害されるだけでなく、住民に不満が生じ、
社会的抗議に発展しかねない。
ガス・電気・水道や公共交通機関といった特定の基礎的サービスの提供については、異なるレ
ベルの地域・地方政府が責任を負う場合があり、地域・地方政府は直接的に、あるいは公営企
業を通じて責任を履行することがある。必要に応じて直接的に、あるいは民間セクターとの提携
や異なるレベルの政府との取り決めを通じて、そのような基礎的サービスやインフラに投資しな
い政府は、短期的には債務水準が低く、財政状況が良好である可能性がある。しかし、長期的
には、十分な投資を行わなかったために多額の支出が必要となったり、民間セクターの投資引
き揚げや人口減少が進んだりすることで、基礎的サービスへのアクセスに関するリスクへのエク
スポージャーが拡大するおそれがある。
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ベーシックなブロードバンドや金融サービス等の基礎的サービスは通常、民間セクターが提供す
るものである。地域・地方政府は、これらのサービスの提供を直接管理できない場合もあるが、
民間セクター投資の誘致あるいは抑止につながる規制や行政措置を通じて、これらのサービス
の提供に影響を与えることができる。限定的なサービスしか提供できない地域・地方は、人口、
産業、高所得の雇用を呼び込むことが相対的に難しくなるだろう。
評価において考慮しうる指標として、地域・地方政府の 1 人当たり資本的支出、ブロードバンドア
クセス等の基礎的サービスへの住民のアクセスを示す様々な指標があげられる。
S の IPS の導出
基本的には環境の IPS と同じアプローチを用いて社会の IPS を導出する。十分なデータが入手
できる社会カテゴリについては通常、カテゴリの各指標のデータを正規分布に換算し 41、正規化
されたデータの平均を導く（正規化後のカテゴリ数値）。次に地域・地方政府をランク付けし、こ
れが当該カテゴリ・スコアを評価する起点となる。最終的なカテゴリ・スコアには定性的な判断を
織り込む。
社会の総合的な IPS の導出にあたり、最高および平均のリスク・エクスポージャーと定性的な判
断を考慮する。データが入手できるカテゴリについては通常、定量指標が示す最も高いエクスポ
ージャーを重視する。リスクが付加的に重なる場合は、最も悪いカテゴリ・スコアよりもさらに悪い IPS
を付与する場合がある。ただし、IPS 付与に際しては、地域・地方政府の固有の特性や状況、カテゴリ
間の相互作用や潜在的な相関も考慮する。その結果、最も悪いカテゴリ・スコアに基づいて想定され
るよりも良い IPS スコアとなる可能性もある。
地域・地方政府の社会の IPS は、S-1（ポジティブ）から S-5（極めてネガティブ）のスケールでスコ
アリングされる。
ガバナンスの発行体プロファイル

ガバナンスは地域・地方政府の信用力を左右する重要な要因である。ガバナンス慣行は、発行
体の信用プロファイルを構成する他のファンダメンタルな要因にプラスあるいはマイナスの影響
を及ぼすだけでなく、環境リスクや社会リスクを低下または上昇させうる。
ソブリンのガバナンス評価でムーディーズが考慮する制度の頑健性や法の支配は、公的セクタ
ーのガバナンス水準を推定する上での参照となると考えられる。そのため、ガバナンス水準が低
いソブリンでは、地域・地方政府のガバナンス水準も低い場合がある。ただし、ソブリンの G の IPS
によって、国内の地域・地方政府の G の IPS が直接的に制約されることはない。ソブリンのガバ
ナンス水準が高い国では、地域・地方政府のガバナンス水準も高い可能性があるが、G の IPS
がソブリンを下回ることもある。開示不足は、必ずとは限らないが、ガバナンスリスクを示唆すると考
えられる場合がある。ムーディーズは通常、他の地域・地方政府と比較した開示水準や所在国の開
示要件を考慮し、開示不足が情報面のギャップにつながっているかどうかを検討する。いくつかのガ
バナンス要因は、様々な種類の地域・地方政府をグローバルに格付するために適用されるセク
ター別格付手法に、スコアカード要因やサブ要因として明示的に織り込まれている 42。一部の種
類の地域・地方政府については、適用されるセクター別格付手法のスコアカード要因あるいは
サブ要因を用いて、ガバナンスの IPS を導く。
本セクションでは、地域・地方政府におけるガバナンス要因から生じる主な信用上の影響を説
明する。
制度の構造

制度の構造の質は、公的セクターのガバナンスの主要要素であり、政策決定の有効性や政府
判断の予測可能性を示すことがある。地域・地方政府の制度の構造に組み込まれた透明性、
安定性、予測可能性および説明責任、政府の意思決定者にどの程度柔軟な対応が認められ
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41

各データについて、全格付対象の地域・地方政府の平均と標準偏差を算出する。各地域・地方政府の正規化後の数値
は、データの数値から平均数値を引いた値を標準偏差で除した値に等しい。

42

セクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法はムーディーズのウェブサイトから入手できる。
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ているか、必要に応じてどの程度構造を変えることができるか、さらにそのような構造の変更がど
のように実施されるかは、制度の構造の有効性とガバナンスの質の強さを示す。
異なるレベルの政府間の関係は、地域・地方政府の権限と責任、歳入確保における柔軟性、
必要に応じて歳出を調整する能力を判断する上で重要な役割を担っている。この関係性は、そ
れぞれの国の地域・地方政府の間で大きく異なりうる。
政策の信頼性と有効性

透明性が高く、重要な財政・経済・社会政策を効果的に策定・実行する能力は、ガバナンスに
不可欠であり、経済の安定性の維持、成長の促進、そして適切で安定した生活水準の実現や
その向上のために必要である。政策の信頼性を示す特徴は、各地方政府の条例や、長期にわ
たり発展してきた制度慣行、政治的伝統にあらわれる。
行政の質は、政府の政策を策定・実行する上で重要である。限られた財源で運営している政府
は、政策の有効性が制約されることが多い。
地域・地方政府の内部統制、政策決定および関連政策を実行してきた実績を考慮する。
透明性と開示

政府が正確かつ透明性の高い財政報告書を適時に作成し、その他の関連データ・情報を開示
できるかどうかは、ガバナンスの重要な考慮事項である。これは、透明性と一貫性によって予測
可能性と説明責任が確保され、それがガバナンスの有効性を支えるからである。
頻度が低く限定的なデータ報告や大幅修正は、制度の構造が弱いことを示唆することがある。
また、データの入手可能性や質の欠落は、政策立案を妨げ、地域・地方政府の説明責任能力
を低下させる場合もある。極端な事例では、不正な財政報告書は、透明性と開示の点で直接
的な打撃となり、地域・地方政府の財政を不安定にさせうる多額の罰金、コストもしくは法的ある
いは規制上の制裁措置につながる可能性がある。
高い水準の透明性と開示は、複数年度にわたる資金調達計画、月次財政状況報告、債務負
担能力の予測、定期的な予算見直しなどの制度化されたベストプラクティスによって示される。
予算管理

優れた予算管理は、地域・地方政府が財政目標を常に達成する能力と、財政均衡を回復する
ために必要な場合は税収や歳出をどの程度柔軟に調整できるかによって示される。政府が、常
に正確な歳入・歳出予想を作成し、予算執行をモニタリングし、大幅な財政不均衡を回避でき
るかどうかは重要な考慮事項である。
経常的支出および資本的支出に関する複数年度計画の作成や、外部資金の調達実績は、良
好な予算管理が行われていることを示す。上位政府が地域・地方政府に一定水準の予算計画
と執行を求める場合があり、要請される水準が高ければ、地域・地方政府の予算管理の改善に
つながりうる。
G の IPS の導出
地域・地方政府にグローバルに適用されるセクター別格付手法のガバナンスに関するスコアカ
ード要因とサブ要因を用いて、ガバナンスの IPS を導出する。
米国の州については、適用されるセクター別格付手法のガバナンス・スコアカードの要因スコア
を G の IPS にマッピングし、参照スコアを導出する。ガバナンスの要因スコア Aaa から Aa は G の
IPS の G-1 に、以下同様に、A は G-2、Baa は G-3、Ba は G-4、B 以下は G-5 にマッピングする。
ガバナンスのリスク・カテゴリの評価は、総合的な G の IPS の影響を大きく受ける。
米国の地方政府については、制度の枠組みに関する要因やサブ要因のスコアを参照して、G の
IPS の評価を導く。総合的な IPS の評価には、州内の地方政府間のガバナンスの違いが織り込ま
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れ、これが重要となる場合がある。リスク・カテゴリと G の IPS のスコアの違いは、特定のエクスポ
ージャーに対する発行体の感応度を反映している。
米国外の地域・地方政府については、セクター別格付手法の「制度の枠組み」と「行財政運営
の状況」の要因スコアを合算し、それを G の IPS にマッピングして参照スコアを導出する 43。発行
体のガバナンスのカテゴリ・スコアは、特定の要因・サブ要因のスコアを用いて、同様のマッピン
グ手法により導出される 44。適用される格付手法の要因やサブ要因のスコアに反映されないそ
の他の考慮事項に基づき、マッピングで導出された結果とは異なる G の IPS やカテゴリ・スコアを
付与することもある。
地域・地方政府のガバナンスの IPS は、G-1（ポジティブ）から G-5（極めてネガティブ）のスケール
でスコアリングされる。

クレジット・インパクト・スコアの評価
付録 B にある通り、CIS は、発行体の格付において重要とされるその他の信用上の要因としての
ESG の影響を説明するものである。
ESG エクスポージャーの信用力への影響を評価するには、ESG エクスポージャーへの対応力を
生んだり、エクスポージャーを悪化させたりしうる、地域・地方政府の信用プロファイルのその他
の特徴を評価する必要がある。
地域・地方政府の ESG エクスポージャーに対する対応力は、とりわけ環境危険要因や社会的
要求に対処する能力で判断される。地域・地方政府の対応力を決定する一般的な要因として、
固有の財政力とガバナンスの強さ、住民の所得水準、上位政府や第三者から得られる可能性
のあるサポート（外部サポート）があげられる。ムーディーズは対応力を主に定性的に評価する
が、定量指標や様々な種類の地域・地方政府にグローバルに適用されるセクター別格付手法
の要因とサブ要因のスコアも参考にする。格付を導く上で関連のあるその他の重要な信用上の
要因も考慮して、ESG の信用力への影響を評価する。
住民の所得水準が高い地域・地方政府は通常、E と S のリスクの対応に活用できる歳入基盤が
大きい。例えば、所得水準の高い住民は、気象災害後の復興に充てることができる個人資金を
より多く保有するため、地域・地方政府からの財政支援をあまり必要としないだろう。したがって、
所得水準の高さは、自然災害後の地域・地方政府の経済的な回復力を高めたり、生産年齢人
口比率の低下や、それに伴う年金コスト増加の影響を相殺したりすると考えられる。様々な種類
の地域・地方政府を対象としたセクター別格付手法には、所得と経済力に関する指標が 1 つ以
上含まれる。
財政余力の大きさも対応力に重要となる。予算に対して使途に制約のない多額の準備金を維
持している地域・地方政府は、予算に対する準備金が少ない地域・地方政府に比べ、環境・社
会リスクから生じるコスト負担の増加に対する準備が整っている。ムーディーズは、そのような準
備金は有限であり、大規模な E あるいは S の事象が発生すれば、その後の再積み立ては容易
でない可能性があると考えている。そこで、長期的なリスクの潜在的コストと、準備金が継続的
に引き出されるとみられるペースを検討する。また信用市場や資本市場での調達力が高い地
域・地方政府は、追加財源を活用して、これらのリスクに備えたり対応したりすることができる。
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43

「制度の枠組み」と「行財政運営の状況」の要因スコアに、セクター別格付手法で設定された各要因のウエ イトに比例し
たウエイトを適用する。そのようにして導出したスコアを、G の IPS にマッピングし、参照スコアを導出する。導出スコア 2
以下は G の IPS の G-1 に、以下同様に 2-5 は G-2、5-6.9 は G-3、6.9-7.9 は G-4、7.9 超は G-5 にマッピングする。

44

「制度の構造」のカテゴリの参照スコアは、「制度の枠組み」の要因の数値スコアをマッピングすることにより導出される。
要因スコア 3 以下はカテゴリ・スコア 1 に、以下同様に、3-5 は 2、5-6 は 3、6-8 は 4、8 超は 5 にマッピングする。「政策
の信頼性と有効性」、「透明性と開示」、「予算管理」のカテゴリの参照スコアについては、それぞれ「管理方針・慣行」、
「情報の質」、「内部統制と計画策定の質」のサブ要因の数値スコアを、1 はカテゴリ・スコア 1、5 は 2、9 は 4 にマッピン
グして導出する。
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様々な種類の地域・地方政府を対象としたセクター別格付手法では、財政の柔軟性の評価の
一環として、地域・地方政府の流動性と準備金の水準を考慮する。
ガバナンスは一般的に、地域・地方政府の対応力の有無を判断する上で重要な役割を果たす。
良好なガバナンスを実践している地域・地方政府は、環境リスクを管理し、社会的要求による圧
力に対応する能力が高い傾向がある。ガバナンスはまた、あらゆる形の危機やショックへの政策
対応の有効性を形成するものであり、こうしたイベントに対する地域・地方政府の対応力に影響
する。方針や手順が順守されない事例、年金の積立不足、頻繁に発生する財政赤字、負債調
達による経常赤字の補填などにより、ガバナンスの弱さが示された場合、ESG リスクの評価や CIS
にマイナスの影響が及ぶ。
外部サポートは、通常は上位政府から、また国際機関からも得られる可能性があり、直接支援
（ハリケーンなどの異常気象事象後の緊急サービス提供や災害復興など）や、地域・地方政府
やその住民に対する財政支援など様々な形態がある。高水準の外部サポートは対応力を高め、
環境・社会に関するエクスポージャーやガバナンスリスクが地域・地方政府に与える信用上の
影響を軽減する傾向がある。
一部の地域・地方政府の ESG リスクによる信用上の影響を評価する際には、その他の考慮事
項が重要となる場合がある。また、付録 B での説明の通り、E、S または G のエクスポージャーが
顕在化する時間軸が長く、格付への影響が抑制される場合もあろう。多数の地域・地方政府が、
比較的長い時間をかけて顕在化するとみられるリスクに対して大きなエクスポージャーを抱えて
いるが、地域・地方政府は ESG の課題を克服するために必要な時間を十分に確保して財政を
強化できるかもしれない。
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付録 F：金融機関の発行体プロファイル・スコアとクレジット・インパクト・スコア
この付録では、E、S、G の IPS および ESG の CIS を導出するための一般的な枠組み（それぞれ現行格
付手法の付録 A および B で説明）を、金融機関に適用する方法を説明する。本枠組みの対象とな
るのは、銀行、保険会社、資産運用会社、その他金融サービス会社である。また、本枠組みは国際
開発金融機関にも適用される。これらのセクターはすべて、ESG のヒートマップ上で民間セクターとし
て分類される。
金融機関の E、S、G の発行体カテゴリ・スコアおよび総合的な IPS を導出する上で、ムーディーズは、
発行体が内包する当該要因のリスクまたはメリットを定性的に評価する。ムーディーズによる E、S、G
の評価は、信用力に関連する要因、そしてそれら要因が信用プロファイルに及ぼすプラスないしマイ
ナスの影響の程度に着目する。発行体のカテゴリ・スコアは、当該リスク・カテゴリの現在および将来
の信用上の影響の可能性や程度に関する評価を反映するもので、収益、資産のパフォーマンス、資
本、キャッシュフロー、事業戦略、事業プロファイルなどへの影響がこれに含まれる。
こうした評価は将来予測に基づくものだが、当該リスクに関する金融機関の過去の実績を参照する
場合もある。また一部のケースでは、例えばイベントドリブンのリスクまたは低炭素社会移行リスクや物
理的気候リスクなどの長期的なリスクに対しては、シナリオ分析を用いた評価を行う場合もある。発
行体のカテゴリ・スコアと IPS には長期的視点からみたリスクを織り込む。その際に、顕在化するのは
遠い将来で発行体がリスクに対応するための時間をより多く確保できるとしても、長期にわたり格付に
影響を与える可能性があるリスクを考慮する。
IPS とカテゴリ・スコアではさらに、当該リスクへのエクスポージャーへの対応策も考慮する。リスク軽減
策それ自体が、IPS またはカテゴリ・スコア 1 を意味することにはならない。カテゴリ・スコアないし E、S、
または G の IPS スコアが 1 となるのは、金融機関の当該要因へのエクスポージャーが信用上の大き
なメリットとなるような場合である。例えば、社会要因から多大かつ持続的な信用上の優位性が得ら
れる可能性が高いとムーディーズが評価する金融機関は、S-1 の評価となる可能性がある。
ムーディーズによる評価は、ESG に関するリスク、メリット、そして対応策に関連する指標に基づくことも
ある。こうした指標は参照とするものであり、必ずしもすべての格付対象の発行体について入手できる
とは限らない。また、金融セクター（銀行、保険会社、資産運用会社など）によって個々の指標の重
要度が違うことや、報告基準や開示レベルが異なることなどにより、一般的に指標は金融セクターご
とに異なる。こうした指標は通常、発行体の公開情報や関連する第三者の情報から得られる。また、
非開示情報を考慮する場合もある。
様々なセクター別格付手法の要因およびサブ要因を評価に織り込む場合もある。ムーディーズが金
融機関の E、S、G のリスク・カテゴリの評価と IPS の付与を行う上で全般的に関連しうる指標について
は、付録 G を参照されたい。
ムーディーズは、これらの指標を今後拡充ないし調整していく可能性がある。例としては、より多くの
データが入手可能となる場合やその他の指標が分析上関連性が高いと判断される場合などを機に
こうした調整を行う見込みで、これらの調整機会の例も今後変わる可能性がある。また特定の金融
機関セクターに関して、定性的な検討事項の例や評価基準の指標を漸次加えていく可能性もある。
E および S のセクター・ヒートマップのカテゴリ・スコアは、発行体プロファイルの分析にあたって全般的
な参照先となる。ただ、発行体個別の E および S のカテゴリ・スコアは、発行体独自の特徴を要因とし
て、セクターのカテゴリ・スコアから大きく乖離する可能性もある。
セクターのヒートマップの E および S のカテゴリ・スコアは、発行体個別の E および S の緩和策を反映
していないため、セクターのカテゴリ・スコアよりも発行体のカテゴリ・スコアの方が高くなる場合がある。
E、S、G のリスクは複数のカテゴリにまたがって生じる場合がある。例えば、低炭素社会移行リスクは、
環境リスク（座礁資産に投資するリスクなど）やガバナンス・リスク（リスク管理など）の評価にあらわれ
ることがある。また、法的リスクやレピュテーションリスクも複数のカテゴリで生じることがある。例えば、
商品の不正販売や不当表示は、S と G のカテゴリにまたがってリスクを高めうる（脆弱な顧客との関
係、不十分な管理、規制強化など）。E、S、または G の IPS 付与に際しては、こうした要素におけるカ
テゴリ間の相互作用や潜在的な重複を踏まえ、リスクやメリットを過少・過大評価しないようにする。
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ESG エクスポージャーと、金融機関が ESG リスクをどの程度重視しているかは、社会または規制の特
徴や物理的環境の地域差を反映して、地域ごとに異なりうる。
付録 B にある通り、CIS は、発行体の所与の格付において重要とされるその他の信用上の要因として
の ESG の影響を説明するものである 45。

発行体プロファイル
環境の発行体プロファイル
環境要因は金融機関にとってリスクの源泉である。銀行、保険会社、ファンド、資産運用会社、国際
開発金融機関は主に投融資業務を通じて環境リスクに晒される。保険会社は、広範なリスクをカバ
ーしている保険引受が環境リスクに影響されることを通じて環境リスクにさらされている。保険ブロー
カーや一部の証券会社のように融資や引受、投資を積極的に行わないその他の金融機関は概して
環境リスクへのエクスポージャーが小さい。
金融機関のビジネスモデルはサービス中心で、大規模な設備を必要とせず、事業拠点の物理的な
規模もさほど大きくなく分散しているため、事業インフラが環境リスクに晒される可能性は限定されて
いる。ただ、主要な事業資産（データセンターなど）が環境リスクに脆弱な立地に集中していたり、大
量のエネルギーを消費したりする金融機関の場合、エクスポージャーは大きいとみられる。
とはいえ、金融機関の場合はエクスポージャー（保有する投資の価値、カウンターパーティの信用力、
担保付取引の価値など）を通じて、また保険会社はさらに引受リスクを通じて、環境リスクから多大な
影響を受ける可能性がある。環境リスクがある地域もしくは国に広く存在する場合、経済成長と社会
全体にマイナスの影響を与える可能性がある。また、政府、企業、家計など、金融機関がエクスポー
ジャーを有する他のセクターにも影響が及ぶことがある。
リスク・エクスポージャーの種類は金融機関によって異なる。バランスシート上にリスクを保有する金
融機関（主に銀行、国際開発金融機関、証券会社、ファイナンス・カンパニー、保険会社）は投資資
産やカウンターパーティの信用リスクならびに市場リスクに晒される。保険会社には引受リスクもある。
他の金融機関、例えばファンドや資産運用会社などは、主に顧客に代わって投資を行うため、投資
に係る信用リスクや市場リスクを直接的には負わないが、顧客の環境リスクへの対応に関連する事
業リスクとレピュテーションリスクに晒される。
金融機関はまた、環境の悪化や災害の低減ないし防止や、持続可能な融資への資金流入拡大の
促進を目的とする取り組みを通じて、規制リスクに晒され、コンプライアンス・コストと補償費用の増加
に直面する。
ステークホルダーの環境問題への意識の高まりが、レピュテーションリスクの上昇につながりうる。例
えば、取引先企業や関与するプロジェクトの活動が環境被害の発生に加担しているという疑いをかけ
られる可能性がある。
金融機関は環境リスクに対応するために様々な戦略をとることができる。発行体の環境リスクへのエ
クスポージャーの評価では、リスク対応策の実効性と、それらの対策を実行する発行体の能力を検
討する。一般的な対応策として、(1) 投融資ポートフォリオ、引き受ける保険の種類、証券会社の場
合は取引の種類を分散させる、(2) 事業構成の比重を相対的に低リスクの事業にシフトさせる、(3) デ
ュレーションの短縮、ヘッジや再保険の活用などにより、環境へのエクスポージャーを管理する、など
が挙げられる。
環境リスクへのエクスポージャーが大きいセクターや、（長期のデュレーションや流動性の不足が要
因で）エクスポージャーを調整する柔軟性が限られているセクターへのポートフォリオの集中度が高
45
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の CIS の参照格付は、発行体格付またはシ ニア無担保債務格付だが、IPS の分析は単独の事業や特性に基づいてお
り、これらはベースライン信用リスク評価（BCA）が付与されている発行体については BCA にも反映される。
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い金融機関は、より高いリスクに直面する。逆に、消費者ファイナンスや保険ブローカレッジなど、環
境リスクへのエクスポージャーが小さい業務に携わる金融機関や、事業全体に占める投融資業務の
割合が小さい金融機関は環境リスクへのエクスポージャーが小さい。
ほとんどの金融機関にとって、環境要因は機会よりもリスクとなる。したがって、環境の発行体プロファ
イル・スコアや、5 つのカテゴリ・スコアのいずれも 1 となる可能性は低い。しかし、環境要因が信用力
を支えるケースもある。例えば、資産運用会社や国際開発金融機関は、環境やより広い意味での
ESG を重視した投資商品に対する顧客需要の高まりから利益を得られる可能性がある。
本セクションでは、金融機関において環境要因から生じる主な信用上の影響を説明する。
低炭素社会移行

低炭素社会移行リスクには、低炭素経済への移行に関連した政策、法律、技術、市場の変化など
が含まれる。
これらの変化は金融機関がエクスポージャーを有するカウンターパーティに多大な影響を及ぼしうる。
例えば、二酸化炭素やその他の温室効果ガスに対する世界的ないし地域の規制強化により、カウン
ターパーティのビジネスモデルや長期的な財務計画、戦略などが影響を受け、一部のケースではそ
れらに大きな混乱を来すこともある。低炭素経済への移行で、カウンターパーティが提供するサービ
スの需要が減少する、法令順守に伴うコストが増加する、対応策への大規模投資が必要になる、資
産利益率が低下するといった可能性もある。低炭素社会移行の影響を受けるカウンターパーティ、
セクターもしくは経済へのエクスポージャーの集中度が高い金融機関は概して最も高い低炭素社会
移行リスクを抱える。
低炭素社会移行から利益を得ようとするカウンターパーティへのエクスポージャーも、特にそのカウン
ターパーティのビジネスモデルの存続可能性が立証されていない場合は、金融機関にとってリスクと
なりうる。金融機関によるグリーンテクノロジーやグリーン資産（再生可能エネルギーなど）への融資は
メリットとなりうるが、ポートフォリオに含まれる他の資産やカウンターパーティが多大な低炭素社会移
行リスクに晒されている場合、通常はそうした融資がこのリスクのスコアにプラスの影響を与えることは
ない。
金融機関は、低炭素社会移行リスクの高まりに起因する事業環境の変化に適応できない場合も、
財務リスクやレピュテーションリスクに晒される。幅広いステークホルダーからの注目度が高まり、情
報開示への要請が強まるにつれて、これらのリスクは高まる。
物理的気候リスク

物理的気候リスクは主に、保険会社の引受リスク、金融機関のカウンターパーティの信用力、そして
投資資産の価値に影響する。海面上昇、干ばつ、洪水、ハリケーン、その他の異常気象は、損害保
険会社と再保険会社の保険支払いや、再保険と再々保険の利用可能性と費用に直接的な影響を
与える。気候変動に関連した大規模災害損失の頻発化や、慢性的でゆっくりした気候変動による物
理的気候リスクの高まりにより、保険引受やリスク管理の複雑性が増す。
また、物理的気候リスクはカウンターパーティの事業の中断や、インフラ、商業施設、住宅の損害を
もたらす上、雇用・所得水準の低下につながりうる。
投資資産とカウンターパーティの所在地や、カウンターパーティの事業内容は、物理的気候リスクに
対する金融機関の脆弱性を左右するため、重要な考慮事項である。多くの国際開発金融機関はそ
の使命にのっとり、新興国や低所得国の借り手に融資することが多いため、気候変動へのエクスポー
ジャーが大きくなりがちだが、ポートフォリオの分散によって特定の事象へのエクスポージャーが限定
される傾向もある。カウンターパーティの商品に対する顧客需要も、物理的気候リスクの影響を受け
ることがある。
水管理

水管理は、水資源の管理と監督に着目するものである。干ばつや降雨パターンの変化といった水供
給に影響しうる気候変動要因は、物理的気候リスクのカテゴリに含まれる。
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水の消費量、使用可能量、使用効率、アクセス、価格、質、汚染は、カウンターパーティと投資先の
収益性と資産価値や、極端なケースでは地域全体の経済や政府事業体の財務にも影響することが
ある。環境規制はこれらの事業体の経営能力を制約する可能性もある。
一部地域は高い水ストレス（需給の不均衡など）に晒されるため、物理的気候変動リスクと同様、所
在地は重要な考慮事項である。また、水不足は金融機関のカウンターパーティや投資先に幅広く不
安定要因となりうる。
水資源の不適切な管理は、損害を発生させたカウンターパーティに融資した、あるいは支援したと認
識される金融機関のレピュテーションを低下させることもある。
廃棄物と汚染

廃棄物と汚染は、大気汚染物質、有害廃棄物、非有害廃棄物を含む大気と陸域の廃棄物と汚染
や、人為的事故（汚染物質の流出・漏出や関連事故）を対象としている。このカテゴリには、二酸化
炭素やメタンガスなど汚染物質として規制されない温室効果ガスは含まれない。水質汚染に関する
考慮事項は水管理のカテゴリに含まれる。
廃棄物と汚染は主に保険引受リスクに影響し、損害保険会社と再保険会社の保険金支払い額の増
加として表れる。また、浄化費用、生産遅延、規制順守費用と罰金などの打撃を受けた金融機関の
カウンターパーティの信用力や、投資資産の価値にも影響が及ぶことがある。汚染が広範囲にわたり
拡大すれば、死亡率や罹患率の上昇を通じて生命保険・医療保険会社にも影響しうるが、こうした
影響はある程度局所的なものにとどまるとみられる。
金融機関が例えば汚染を引き起こした企業に融資や保険を提供することで、地域住民の健康被害
や天然資源の損害を助長したと認識された場合も、レピュテーションリスクに晒される可能性がある。
自然資本

自然資本は、人間の生活圏と経済活動に不可欠な天然資源を指す。大気と土壌に放たれた汚染
物質による被害と、それを回避するための費用は、廃棄物と汚染のカテゴリに含まれる。自然資本リ
スクは主に、金融機関のカウンターパーティもしくは投資資産の価値や、保険引受リスクに影響する。
環境破壊や環境悪化は、経済活動と収益の低下、社会的反発、環境規制順守費用と規制違反に
よる罰金の増加につながり、事業や経済活動を自然資本に依存する金融機関のカウンターパーティ
の信用力を悪化させる。保険会社は法人顧客が天然資源の損害に責任を負う場合、損害賠償保
険の支払いを求められる可能性がある。
自然資産の損害や劣化は、それを引き起こしたカウンターパーティに融資もしくは支援を提供したと
認識される金融機関のレピュテーションにもマイナスの影響を与えうる。
E の IPS の導出
発行体の環境の IPS の導出にあたっては、通常は最も悪いカテゴリ・スコアを重視する。リスクが付加
的に重なる場合は、最も悪いカテゴリ・スコアよりもさらに悪い IPS を付与する場合がある。ただし、IPS
付与に際しては、金融機関の固有の特性や状況、カテゴリ間の相互作用や潜在的な相関も考慮す
る。その結果、最も悪いカテゴリ・スコアに基づいて想定されるよりも良い IPS スコアとなる可能性もあ
る。
社会の発行体プロファイル
金融機関は顧客、規制当局、政府、従業員、一般市民やその他のステークホルダーとの関係や相
互作用あるいは社会トレンドの変化から生じる、社会要因に関するリスクと機会を有する。
同時に、銀行、ファイナンス・カンパニー、保険会社、ファンド、資産運用会社は融資、保険契約、投
資判断を通じて多くのカウンターパーティとビジネスを行う。そうしたカウンターパーティの社会リスクへ
のエクスポージャーが大きければ、これらの金融機関の社会リスク・プロファイルも影響を受ける。
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社会リスクは金融機関のサービス提供を中断させ、収益減、コスト増、訴訟、規制による罰金につな
がり、またそれによって現行のビジネスモデルが問題視される可能性がある。顧客の信頼と信認は金
融機関にとって極めて重要であり、社会リスクに対処できなければ営業基盤が脆弱化したり、市場に
おける重要性を失ったりする可能性がある。
金融機関の場合、リスク低減には事後改善策より事前防止策の方が効果的なことが多い。金融機
関のレピュテーションやブランドに傷がつけば、通常は修復が難しく、修復には長期を要し、費用も嵩
む。適切な方針と手順の実行は、顧客関係と責任ある製造に関連したリスクを低減する一方、事業
戦略によって人口動態と社会情勢の変化に対応することができる。
本セクションでは、金融機関において社会要因から生じる主な信用上の影響について説明する。
顧客との関係

金融機関は、その行動および態度が公正で誠実かどうかという顧客および他のステークホルダーの
認識を通じて、顧客関係のリスクに晒される。例として、不適切販売と虚偽表示、不公平な顧客待
遇、不十分な情報開示、データセキュリティ、顧客のプライバシー侵害が挙げられる。
金融商品の責任ある販売は、顧客関係における重要な側面である。不適切販売とは、銀行、保険
会社、ファンド、資産運用会社、金融ブローカーが、顧客の適合性要件を満たさない可能性のある
過度に複雑で高額な、あるいは流動性の低い商品を販売したり、信託に基づく意思決定者に不適
切な影響を与えるためにインセンティブを用いたりすることを指す。虚偽表示とは、商品、サービスあ
るいはリスクの開示が不適切もしくは不十分なことである。
データセキュリティも顧客関係における重要な側面の一つである。データ漏洩はサービスの中断、レ
ピュテーションの悪化、罰金、訴訟費用、市場シェアの喪失につながる恐れがある。金融機関は大
量の個人データと機密情報を保有しているため、高い潜在リスクに晒される。
リテール業務は通常、より厳しい規制を受け、罰金の対象となるため、リテール業務を展開する金融
機関は特に顧客関係のリスクに晒される。法人業務に従事する金融機関も、こうしたリスクを抱える。
これは、リテール顧客も法人顧客も、資産と取引を他の金融機関に比較的容易かつ低コストで移管
できるからである。
顧客関係のリスクは、金融機関の顧客基盤、ブランド、レピュテーション、収益力を悪化させ、罰金や
法的要求につながる可能性がある。その結果、営業基盤が毀損すれば、顧客を獲得し、維持するた
めの費用が増加することになる。
人的資本

人的資本リスクは主に、従業員の採用、教育および維持と、多様で包摂的な職場環境の維持に関
連する。
金融機関にとって高度な専門性を持つ従業員を採用し、維持することは重要である。スキルの高い
従業員の獲得と維持、そして従業員との建設的な関係を維持するための効果的な方針があれば、
争議や従業員による妨害的な行為を最小限に抑えられ、金融機関が事業環境の変化に適応しや
すくなる可能性がある。
職場の多様性と包摂性を促進するための採用・昇進に関する方針があれば、能力のある人材を獲
得でき、収益性の向上とリスク低減に寄与する可能性がある。性差別や不公平な報酬体系がある
など、多様性、平等性、包摂性に欠けると内外から認識された場合、生産性の低下や訴訟につなが
ったり、従業員採用に支障をきたしたりすると考えられる。
人口動態と社会情勢

人口動態は、人口の特徴を指す。社会情勢は主に、消費者の嗜好や政府の政策課題と資金調達
に関連する。
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人口動態と社会情勢はいずれも金融機関の収入と利益や、事業のやり方、提供する商品に影響を
与えうる。事業地域と商品が分散し、消費者嗜好、規制変更、社会情勢に迅速に対応できれば、こ
れらのリスクを低減でき、競争上優位に立てる。
金融機関は人口動態の変化に応じて、顧客の金融ライフサイクルや富の社会分配の変化に適応す
る必要がある。例えば、人口の高齢化にともない、銀行の伝統的な融資商品への需要は減少する
が、保険会社や他の金融サービス会社の貯蓄性商品や年金商品といった他の金融商品の需要は
増加する。若年層消費者のデジタルベースの銀行サービスや保険サービスに対する選好の高まりは、
収益拡大の機会となる一方、技術コストの増加や新規参入者との競争にもつながる。一部諸国の富
裕度が増せば、様々な新しい金融サービスへの需要が増加し、収益成長を支える。逆に、生産年齢
人口の減少は、一部の金融商品（住宅ローン、個人年金など）の需要減少につながるとみられる。
社会情勢の変化は市場における重要性を高める機会を生み出すが、同時に課題も生じさせる。例
えば、金融包摂の拡大を目指す政策は、収益増加につながる可能性があるが、金融機関はそうした
新規顧客へのサービスから利益を上げることは難しいと考えるかもしれない。上限利息が定められた
規制融資では一部の事業で利益を上げられない可能性がある。義務的融資は与信基準の緩みに
つながり、資産の質を悪化させる可能性がある。政府が保険会社に採算に合わない条件で保険を
提供することを要請すれば、保険会社の収益性は低下するだろう。社会的期待に沿わないと認識さ
れた金融機関は、資金調達が制約される可能性がある。極端なケースでは、規制措置や政策措置
によって金融機関の存続可能性が脅かされることもありうる。
社会的混乱は発生頻度は低いものの影響は大きく、深刻かつ長期的な資本逃避と市場の信認の
著しい低下につながるリスクである。
安全衛生
安全衛生リスクは、金融機関が従業員と請負業者に提供する職場環境に関連するものである 46。
金融機関は労働力をナレッジワーカーに依存しており、従業員が有害物質や機械を取り扱ったり、危
険な作業環境に置かれたりすることは通常ないため、金融機関の安全衛生リスクへのエクスポージ
ャーは一般的に小さい。金融機関にとってより関連性の高い安全衛生リスクは、従業員の精神衛生
と健康に係るものであり、これらは金融機関の生産性と幅広い意味でのレピュテーションに影響を与
えうる。
金融機関は、経営陣と従業員の教育、サポートと方針、現行規制の順守を通じて、安全衛生意識
の高い企業文化を醸成するなどして、さほど高くないリスクであれば通常は低減できる。
責任ある製造
責任ある製造とは、顧客ニーズに適合した金融商品の創造と、金融機関が日常業務を行う際の事
業慣行の適切性を指す。
不必要な複雑性やリスクを内包せず、顧客ニーズを満たすよう設計された金融商品を提供すれば、
金融機関はレピュテーションリスクや訴訟へのエクスポージャーを低減できる。消費者や地域社会を
含むステークホルダーが、金融機関の商品と事業慣行を、どの程度公正で信頼でき、包摂的である
とみなすかによって、金融機関のレピュテーションは影響を受ける。
逆に、金融機関のレピュテーションリスクと訴訟リスクへのエクスポージャーを増大させる可能性を持
つ金融商品もある。例えば、複雑、不透明あるいは投機的な金融商品を設計すれば、商品の欠陥
や金融機関と顧客にとっての不具合が生じるリスク、そして金融全般の安定性に対するリスクが高ま
り、大規模な経済損失といった社会的影響を生む可能性がある。純然たる収益追求は、メリットが関
連コストと顧客の負うリスクに見合わない商品を生み出しかねない。また、金融機関が投機的業務や、
顧客に不利となるような行為（過当売買、フロントランニングなど）を行うインセンティブになり、レピュ
テーションリスクや規制リスクを生む可能性がある。同様に、資金洗浄、贈収賄、汚職といった不法
行為の促進や、レピュテーションに影響しやすい行為（税務コストの最適化など）への関与も、金融機
関のレピュテーションへのネガティブな影響や規制当局による罰則につながる可能性がある。金融商
46
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品および非金融商品のパートナーやサプライヤーに依存する金融機関は（オープンバンキングを通
じるなどして）、サプライチェーンが内包するリスクに晒される。
S の IPS の導出
発行体の社会の IPS の導出にあたっては通常、最も悪いカテゴリ・スコアを重視する。リスクが付加的
に重なる場合、最も悪いカテゴリ・スコアよりさらに悪い IPS を付与することがある。ただし、IPS 付与に
際しては、金融機関の固有の特性や状況、カテゴリ間の相互作用や潜在的な相関も考慮する。そ
の結果、最も悪いカテゴリ・スコアに基づいて想定されるよりも良い IPS スコアとなる可能性もある。
ガバナンスの発行体プロファイル
金融機関の業務は概して信認に大きく影響されやすいため、ガバナンスは金融機関にとって重要な
考慮事項である。とりわけカウンターパーティとの関係や資金調達契約は信認の影響を受けやすく、
一般的に多くの金融機関が規制当局の厳しい監督の対象となる。
環境リスクや社会リスクは外部要因に起因する部分が大きく、セクター全体に影響することが多いの
に比べ、ガバナンスリスクは発行体固有の要因に内在する傾向がある。ガバナンスは事業地域を問
わずすべての金融機関に関連するものだが、一部地域の金融機関では特定のガバナンスの弱点が
比較的多くみられることがある。
ソブリンのガバナンス評価に織り込まれる、法の支配を含む国の制度の頑健性が、その法域における
ガバナンスの基準を推定する上での参照となると考えられる。そのため、ガバナンス基準が低い国で
事業展開する金融機関は、自身のガバナンス水準も低い可能性がある。ただし、ソブリンの G の IPS
によって、当該国で事業を展開する金融機関の G の IPS が直接的に制約されることはない。ガバナ
ンスの失敗の影響は、財務損失や罰金といった直接的な影響にとどまらず、結果として生じるレピュ
テーションの悪化が、顧客の資金引き揚げ、市場からの資金調達能力の低下、営業基盤の悪化、
そしてガバナンス改善後も続くビジネスの喪失につながる可能性がある。
金融機関の業務が持つリスクテイクという性質を和らげるためには強固なガバナンスが必要とされ、
これが信用プロファイルを支えることになる。例えば、厳格な内部統制をおこなう強固なリスク管理体
制により、信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクや、E ないし S のリスクを含む他の様々なリ
スクを低減することができる。
本セクションでは、金融機関においてガバナンス要因から生じる主な信用上の影響について説明す
る。
財務戦略とリスク管理
財務戦略とリスク管理は、経営陣と取締役会のリスク許容度を反映するもので、アセットリスク、引受
リスク、調達リスクのほか、流動性や資本戦略に影響を与えることが多い。このカテゴリで通常考慮す
る事項として、金融機関の信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクの管理における実績、資
本戦略、調達方針と流動性方針が挙げられる。金融機関のリスクテイク能力とリスク選好の組み合
わせが、財務戦略や、投融資および引受の判断、商品ラインアップの長期的持続可能性を決定す
る。
リスクカルチャーとリスク管理の枠組みが金融機関の信用力の主な決定要因である。金融機関の企
業文化に深く根付いた包括的で強固なリスクガバナンスの枠組みを、リスクに対する全体的な視点と
組み合わせることで、事業効率が改善し、一般的にはリスク低減につながる。高い自己資本比率、
資金調達の分散および強固な流動性に対するコミットメントが、ガバナンスの強さを示すことが多い。
例えば、(1) 事業部門で発生するリスクを事業部門内で負担し管理している、(2) リスク管理部門とコ
ンプライアンス部門が方針、枠組み、手順の設定に責任を持ち、独立した立場から企業全体のリス
クの測定、モニタリングおよび報告を行う、(3) リスクガバナンスの枠組みの実効性と、方針および手
順の順守に関して、内部監査部門が取締役会に報告する、といったことが行われていれば一般に、
組織の様々なレベルで充実したリスク管理体制が根付いていると考えられる。
これに対し、適切なリスク管理とコンプライアンス方針の不全や頻繁な違反は、コーポレートガバナン
スの弱さを示すものである。これが投資、融資あるいは引受の規律の低下や、商品の欠陥につなが
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りうる。こうした行動がみられれば、金融機関の資金調達やそのコストにも影響が及ぶ可能性がある。
規制措置（強制執行など）や監査人による限定付適正意見といった過去のガバナンスの問題は、法
令順守と報告（後述）の評価で考慮されるほか、リスクカルチャーの評価においても、その継続的な
改善措置とともに考慮される。
資本要件の変化に応じた計画を事前に策定する意思と能力、包括的なストレスシナリオ、経済資本
の事業への効率的な配分に裏付けられた堅実な資本管理は、ガバナンスの強固さの重要な評価
基準となりうる。
明確で堅固なアプローチによる資本のストレステストも、ガバナンスの強さ、あるいは弱さを示す重要
な指標である。資本のストレステストは、例えば債権者の保護や市場の混乱の影響の軽減のために、
どれだけの資本と流動性を維持するかといった意思決定の材料となるため、リスク管理と財務戦略
の基礎となるツールの一つである。
ガバナンスの評価では、リスク管理の様々な側面を考慮する。これには、金融機関の規模、構造、リ
スク選好、商品ラインアップおよび全体的なプロファイルからみたリスク管理の適合性、リスク情報シ
ステムの質と包括性、測定ツールとその使用慣行、リスク管理の独立性が含まれる。
事業の不透明性と複雑性はリスク管理の課題を増やし、高度なリスク管理と強固なガバナンスの必
要性を高める。例として、不透明で長期の非流動資産、不明瞭なカウンターパーティ、複雑なデリバ
ティブや金融商品へのエクスポージャーが挙げられる。
事業買収の重要性と頻度、取引の戦略的な根拠や目的（コアビジネスの強化、新規事業あるいは
高リスク事業へのシフトなど）、取引の財務構造を含む M&A 戦略は、金融機関の財務戦略の評価に
関連すると考えられる。
経営の信頼性と実績
経営の信頼性と実績は、財務目標を達成する能力についての評価を導くもので、ストレス時を含む
将来のパフォーマンスを予測する手がかりとなる。
取締役会で合意した戦略を実行してきた経営陣の実績と業績の変動性を考慮する。事業環境や市
況の変化を予測し、適応してきた実績は通常、強固な経営が行われていることを示す。経営陣の意
思伝達と行動の透明性および一貫性も関連する考慮事項である。
景気サイクルと信用サイクルを通じて事業を管理してきた幅広い経験を持つ経営陣は概してリスクと
機会を深く理解している。経営陣にとって経験の浅い新規事業分野への参入や新たな地域への進
出など、大幅な戦略変更は、ガバナンスの低下を示している可能性がある。
戦略の急激な変更、経営陣の交代、無秩序な後継者育成計画、能力を試されたことのない経営チ
ームなどは、いずれも金融機関のガバナンスの弱さを示すものである。
経営幹部の頻繁な交代や、業績低迷にもかかわらず経営トップを解任できない場合も、ガバナンスリ
スクを示している可能性がある。
個人あるいは特定の経営幹部への依存は、リスクとなりうる。これは、特に後継者育成計画がない場
合には、重要な人材の喪失が事業にマイナスとなりうるからである。キーパーソン・リスクはチェック・
アンド・バランスの弱さにつながることが多く、投資、融資および引受基準の緩みを生むこともある。
規制当局と良好で建設的な関係を維持しているかどうかが関連する考慮事項である。経営陣が最
低限の要請に従うのではなく、規制の原則をすべて順守することは、一般的に経営陣の信頼性を高
めることにつながる。
組織構造
金融機関は、組織構造次第でガバナンスリスクに晒される可能性がある。例えば、多額の株式持ち
合いや組織構造の頻繁な変更は、金融機関の業績とリスク・エクスポージャーを不明瞭にする可能
性がある。
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組織構造が複雑であれば、金融機関のストレス感応度が高まり、ステークホルダーがリスクを十分に
評価することができなくなる。例えば、海外に持株会社を持つ複雑な子会社構造は、リスクの可視性
を低下させ、税務戦略が過度にアグレッシブであることを示している可能性がある。同様に、多くの地
域、特に税制、法制、規制制度が異なる地域で複数の事業を行っている場合、不透明性と複雑性
が高くなる。
関連当事者間取引がガバナンスの弱さを示す場合がある。例えば、関連当事者間取引の形式をと
った内部関係者（経営陣、関連会社など）への与信は、利益相反やレピュテーションの悪化につなが
り、深刻なケースでは金融機関が外部から資金調達することが難しくなる。
法令順守と報告
強固なコンプライアンス部門と内部管理部門および報告の適時性と正確性は、すべての金融機関
にとってガバナンスの基礎的な側面である。
不正行為、本人確認業務の不手際、資金洗浄などを含む法令順守と報告に関する問題は、規制
措置や多額の罰金につながり、長期にわたる規制当局の調査を受けることで多大な資源が失われ、
経営陣が業務に集中できなくなるだけでなく、レピュテーションリスクを生じさせる。レピュテーションリ
スクは株主からのサポートの縮小につながる可能性がある。
規制順守の評価では、規制違反の影響を考慮する。これには、当局の判断や罰則が発行体のレピ
ュテーションと資本市場へのアクセスに影響する可能性があるかどうか、違反が許認可の失効につ
がなるかどうか、その結果、事業のすべてあるいは一部を行うことができなくなるかどうかが含まれる。
また、違反の原因が業務上の問題なのか、より広いガバナンスの失敗なのか、意図的な経営判断に
よるものなのか、といったことに加えて、違反に対する是正措置についても検討する。
報告の評価には、財務諸表の適時開示、透明性および包括性、財務データの修正再表示、監査意
見が限定付か無限定か、監査人の不測の交代、内部統制の質に関する監査人の意見などが含ま
れる。会計報告の修正再表示が行われた、あるいは財務諸表の開示が地域や業界の水準に比べ
て不十分もしくは適時性に欠けるといった例は、ガバナンスの評価を低下させる可能性がある。
汚職の事例を含む法令順守と報告に関する全ての問題について、是正措置の有効性や対応期限
を考慮することもある。
金融セクターでは強固な法令順守と報告が行われることが一般的であるため、これらが信用上大き
なプラス要因となる可能性は低い。したがって、この要因のスコアが 1 となることは極めて異例である。
取締役会の構造・方針・手順
取締役会は通常、金融機関の経営、戦略、リスク選好とリスク管理の枠組みの設定やモニタリングを
含む事業運営を監視する重要な役割を担っていることから、取締役会の監督と有効性は重要であ
る。
取締役会のリスク管理委員会は、リスク選好の設定、リスク管理の方針と手順の監督、リスク量の上
限の承認とモニタリング、リスク文化の醸成、ストレステストの結果の検討を行うため、金融機関にとっ
て重要である。
経営陣の報酬体系（通常取締役会で決定される）の設計、開示、監督も、インセンティブによっては
金融機関のガバナンスとリスク許容度を評価する上での材料となることがある。例えば、長期的な健
全性よりアグレッシブな成長といった短期的な成果に対するインセンティブを提供する報酬体系にク
ローバック条項がなければ、過度のリスクテイクを助長する可能性がある。
取締役の独立性、関連する経験、多様性、後継者育成計画、交代頻度は、取締役会の全般的な
有効性を評価する上で関連する検討事項である。リスクを初期段階で理解する取締役会の能力を
評価するにあたり、外部の専門家の利用の可否や、取締役に継続的な教育を提供するプログラムも
考慮する場合がある。
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持分、影響力、コントロールが一部に集中している金融機関の取締役会は、チェック・アンド・バランス
機能が弱い可能性があり、アームズ・レングス・ルールに基づかない関連当事者間取引などの不適
切な事業慣行が行われるリスクが高まる。持分やコントロールが集中している場合、取締役会による
独立した監督が困難になる可能性もある。こうしたケースでは取締役会が、支配持分を持つ株主と
少数株主を含む他のステークホルダーとの間に生じ得る取り扱いの難しい利益相反に対処しなくて
はならない。
取締役の過半数を政府が任命している場合、金融機関の経済的利益に一致しない政策目標の実
現のための取引に携わるよう奨励される可能性があり、これがリスクの上昇につながる。こうしたリスク
は、ガバナンス監視の強化、早期の介入、継続的なサポートにより緩和できる場合がある。こうしたケ
ースは国際開発金融機関でみられることが多く、政府系金融機関でも発生する可能性がある。
プライベート・エクイティ・ファンドが株式を保有している場合、取締役会が債権者より株主の利益を
優先する可能性があるため、この要因のスコアが低くなることがある。
G の IPS の導出
G の要素のリスク・カテゴリは、E と S の要素と同様に累積して加算される可能性がある。ただし、優れ
たガバナンスが重大な強みとなる可能性があるという性質を考慮すると、一部のリスク・カテゴリ（財
務戦略とリスク管理、経営の信頼性と実績など）が、他のガバナンス・カテゴリのリスクを相殺すること
がある。その結果、最も悪いカテゴリ・スコアに基づいて想定されるよりも良い IPS スコアとなる可能性
もある。
クレジット・インパクト・スコアの評価
付録 B にある通り、CIS は、発行体の格付において重要とされるその他の信用上の要因としての ESG
の影響を示すものである。
CIS を付与するには、金融機関の信用プロファイルの中で、ESG エクスポージャーへの対応力を生む、
もしくはエクポージャーを希薄化する可能性のある、他の重要な要因を評価する必要がある。
ESG 関連以外の強力な信用上の強み、あるいは外部サポート（関連会社や政府からのサポートなど）
が ESG エクスポージャーの格付への影響を緩和することにより、IPS に比べて CIS が低くなる可能性
がある。
また、付録 B で説明したように、どの程度の期間にわたり E と S のリスクに晒されることが予想される
かによって、格付への影響が緩和される可能性がある。金融機関は、比較的長期にわたり顕在化す
るとみられる重大なリスク・エクスポージャーを抱えていることがあるが、必要に応じて ESG の課題を
克服するための十分な時間と財務力を確保できる可能性がある。
ソブリン格付やカントリー・シーリングが格付を制約している金融機関の場合、IPS に織り込まれたエク
スポージャーの信用上のプラスまたはマイナスの影響が、これらのリスクやメリットが発行体の格付に
与える影響を低減し、IPS に比べて CIS が低くなることがある。
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付録 G: 各セクターの指標の一覧
事業法人の E、S、G のリスク・カテゴリの評価を導き、IPS を付与する上で、事業法人全体に一般的に
関連しうる検討事項と指標を説明した一覧については、こちらを参照されたい。
様々な種類の地域・地方政府（米国の州や米国外の地域・地方政府など）の E、S、G のリスク・カテ
ゴリの評価を導き、IPS を付与する上で、一般的に関連しうる指標を説明した一覧については、こちら
を参照されたい。
金融機関の E、S、G のリスク・カテゴリの評価を導き、IPS を付与する上で、金融機関全体に一般的に
関連しうる検討事項と指標を説明した一覧については、こちらを参照されたい。
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ムーディーズの関連出版物
クロス･セクター格付手法は通常、セクター別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。セクター別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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融サービス認可番号 336969）及び（又は）Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972（オーストラリア金融サービス認可番号 383569）（該当する者）のオーストラリア金
融サービス認可に基づき行われます。この文書は 2001 年会社法第 761G 条の定める意味の範囲内における「ホールセール顧客」のみへの提供を意図したものです。オーストラリ
ア国内からこの文書に継続的にアクセスした場合、貴殿は、ムーディーズに対して、貴殿が「ホールセール顧客」であること又は「ホールセール顧客」の代表者としてこの文書にアク
セスしていること、及び、貴殿又は貴殿が代表する法人が、直接又は間接的に、この文書又はその内容を 2001 年会社法第 761G 条の定める意味の範囲内における「リテール顧
客」に配布しないことを表明したことになります。ムーディーズの信用格付は、発行者の債務の信用力についての意見であり、発行者のエクイティ証券又は個人投資家が取得可能
なその他の形式の証券について意見を述べるものではありません。
日本専用の追加条項：ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「MJKK」といいます。）は、ムーディーズ・グループ・ジャパン合同会社（MCO の完全子会社である Moody's Overseas
Holdings Inc.の完全子会社）の完全子会社である信用格付会社です。また、ムーディーズ SF ジャパン株式会社（以下「MSFJ」といいます。）は、MJKK の完全子会社である信用格付
会社です。MSFJ は、全米で認知された統計的格付機関（以下「NRSRO」といいます。）ではありません。したがって、MSFJ の信用格付は、NRSRO ではない者により付与された
「NRSRO ではない信用格付」であり、それゆえ、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 5 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及び手続も整備しています。
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