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2020年 3月 5日 
 

 

【新規予備格付】 

 ジェイバリュー信託 
CEF 津山ウインドファームプロジェクトボンド 信託受益権/ABL： BBB 

 

 

格付投資情報センター(R&I)は上記の格付を公表しました。 
 
なお、本件は予備格付であり、 終的な契約内容などを確認し、改めて格付を付与します。 

 
１．案件の概要 
格付対象は岡山県津山市の風力発電事業を裏付としたプロジェクトファイナンス。 

 
２．信用格付 

名称 CEF津山ウインドファームプロジェクトボンド 信託受益権/ABL 
格付アクション 符号の新規付与 
予備格付 長期個別債務格付 ／ BBB 
備考 格付は、信託終了日までに元本及び利息が全額支払われる可能性を評価

している。 
 

 
３．格付対象 
 

スポンサー/AM業者 クリーンエナジーファクトリー 裏付資産 プロジェクト 
風車メーカー/O&M業者 VENSYS Energy   

 

名称 
発行金額 

（通貨） 

劣後 

比率 

発行日 

予定償還日 

最終償還日 

償還 

方法 

ｸｰﾎﾟﾝﾀｲﾌﾟ 

利率 

CEF津山ウインドファーム

プロジェクトボンド 
信託受益権/ABL 

17,000,000,000円 
（日本円） 

－ 2022年3月（予定） 
2040年4月（予定） 
2042年4月（予定） 

－ 固定 
－ 
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＜スキームの概要＞ 

① 委託者は、シニアローン受託者への金銭信託により信託受益権を取得する。 
② 投資家は、委託者から信託受益権を購入、またはシニアローン受託者にABLを実行する（以下、信

託受益権及びABLを総称して、格付対象）。シニアローン受託者はABLの借入金相当額の信託受益

権を償還する。 
③ CEF津山ウインドファーム株式会社（以下、プロジェクトSPC）は、新規に風力発電所（CEF津山

ウインドファーム）の開発を行う。プロジェクトSPCは、クリーンエナジーファクトリー（以下、

CEF）が、本件風力発電事業の実施を目的に設立した株式会社である。 
④ プロジェクトSPCは、CEF津山ウインドファームの完工後、プロジェクトコストの支払い及び建中

ブリッジローンの弁済資金として、シニアローン受託者からシニアローン、メザニンレンダーから

メザニンローンを借り入れる。 
⑤ 開発工事において各請負業者及び風車メーカーが負う契約上の責任は、保険SPCがプロジェクト

SPCに対して連帯して保証する。 
⑥ 期中、プロジェクトSPCは、電力受給契約に基づき発電した電力を電力会社に供給し、電力会社は

買い取った電力に対してプロジェクトSPCに金銭を支払う。 
⑦ プロジェクトSPCは売電収入から運営費用の支払い、必要なリザーブの積み立てを行った後のキャ

ッシュフローを原資として、シニアローン受託者にシニアローンの元利金を半年毎に支払う。 
⑧ シニアローン受託者は、シニアローンの元利金を原資として、投資家に元利金を半年毎に支払う。 
⑨ シニアローン、メザニンローン及び格付対象の元利金は、返済の繰り延べが可能な仕組みとなって

いる。また、メザニンローンは、シニアローンが全額返済されるまで期限の利益を喪失することは

ない。 
⑩ 半年毎に計算されるDSCR（Debt Service Coverage Ratio）が一定値を下回った場合、株主への配

当が停止される。直後のDSCR計算基準日においても一定値を満たさなかった場合、支払いを留保

した金銭によりシニアローン元本が一部期限前弁済され、当該弁済資金を原資として格付対象元本

の一部が期限前償還される。 
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４．格付の理由 
 
(1) リスク要因 
本件の主なリスクは、以下の通りである。 

 
＜仕組みに関するリスク＞ 
i) SPV（シニアローン信託）の倒産隔離性 
ii) SPV（プロジェクト SPC）の倒産隔離性 
 
＜裏付資産（対象事業）に関するリスク＞ 
iii) スポンサーの意思と能力（専門性・体制・実績）及びスポンサー破綻時の事業継続性 
iv) 事業計画の妥当性 
v) プロジェクト用地の確保、許認可の取得等 
vi) 設備の性能と信頼性、耐久性・堅牢性 
vii) 事業運営・管理 
viii) 収入及び費用 
ix) 事故・自然災害等 
 
(2) リスク要因分析 
i) SPV（シニアローン信託）の倒産隔離性 
   以下の対応から SPV（シニアローン信託）の倒産隔離性が高いと判断した。 
a) 信託方式であるため、資本的関係に関するリスクが切断されている。 
b) 信託方式であるため、人的関係に関するリスクが切断されている。 
c) 信託の目的により、事業リスクが限定されている。 
d) リングフェンス性について信託財産と受託者の固有財産は分別して管理されている。 
 
ii) SPV（プロジェクト SPC）の倒産隔離性 
   以下の対応から SPV（プロジェクト SPC）の倒産隔離性は相応に高いと判断した。 
a) SPV（プロジェクト SPC）の事業目的を制限しており、事業リスクは限定されている。 
b) SPV（プロジェクト SPC）の普通株式は、スポンサーが設立した合同会社が保有する。一方、優先

株式はスポンサーから独立した第三者が保有し、株主間契約に基づくスポンサー破綻時における優

先株式の普通株転換条項等が設定される。SPV（プロジェクト SPC）にかかる重要事項（定款変更

等）に関しては、取締役会決議のほか、優先株主により構成される種類株主総会における決議を必

要とすることが予定されている。また、SPV（プロジェクト SPC）の普通株式及び SPV（プロジェ

クト SPC）が保有する全資産に対して担保設定が行われる。よって、資本的関係に関するリスクが

相応に限定される。 
c) SPV（プロジェクト SPC）には、取締役会決議事項に対する拒否権を有する独立取締役が設置され

ており、人的関係に関するリスクが相応に限定される。 
 
iii) スポンサーの意思と能力（専門性・体制・実績）及びスポンサー破綻時の事業継続性 
 本件のスポンサーは、クリーンエナジーファクトリー（以下、CEF）である。CEF は、固定価格買

取（FIT）制度開始前の 2000 年に設立された風力及び太陽光発電事業会社である。これまで

304,500kW、145 基の風力発電機の建設・コミッショニング・運営サービスを手掛け、風力発電所

の開発・運営に関しては 181,500kW、96 基の実績を有する。 
 本件では、プロジェクト SPC の実質的な普通株主であるとともに、開発期間中の建設コンサルタン

ト、アセットマネージャー（以下、AM 業者）として本件に関与する。 
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 スポンサーの本件事業における役割、代替性等から、本件開始後において、スポンサーがデフォル

トした場合も、本件事業が継続する蓋然性は高いと判断した。 
 
iv) 事業計画の妥当性 
 プロジェクトの事業継続性やキャッシュフローの変動リスク、イベント発生リスク等、各リスク要

因の検討を通じ、本件の事業計画の妥当性、実効性に問題がないと判断した。 
 
v) プロジェクト用地の確保、許認可の取得等 
 プロジェクト用地（発電所用地及び変電所用地）は、津山市及び営林事業者が所有しており、プロ

ジェクト SPC はプロジェクト用地の賃借権もしくは地上権を取得する。許認可は現時点で概ね取得

済みであり、周辺住民・自治会等への説明も実施されている。 
 プロジェクト SPC は、CEF 津山ウインドファームの完工時までに案件期間に亘るプロジェクト用

地の利用権原を確保し、許認可を維持することをローン契約上の誓約事項とし、対応を図る予定で

ある。したがって、本事業の遂行への支障あるいは本事業の事業継続性が失われるリスクが顕在化

する蓋然性は低いと判断した。 
 
vi) 設備の性能と信頼性、耐久性・堅牢性 
 本件サイトで導入される風車は、ドイツの風車メーカーである VENSYS Energy AG（以下、

VENSYS）の VENSYS 115（定格出力 4.1MW）である。 
 VENSYS は、ギアレス風車の中でも永久磁石式の開発を他社に先駆けて行い、特許も有する先進的

で技術力の高い風車メーカーである。前身は、ドイツの大学に設立された風力発電の研究グループ

であり、大学教授主導のもと風力発電機の設計・開発を行い、技術コンサルティングを提供してい

たが、2000 年にスピンオフして現在の VENSYS が設立された。日本での導入事例はないものの、

2008 年には中国の大手風車メーカーである Xinjiang GOLDWIND Science & Tech Co Ltd.
（GOLDWIND）の子会社となり、世界各地で一定の導入実績を有する。 

 R&I では風車メーカーへのヒアリングを実施し、実績や過去の故障率、アベイラビリティ水準等の

確認を行った。その他、認証の取得方針や状況、発電設備の性能に関する第三者レポート等により

妥当性を確認している。 
 以上の点を含めた事業計画の内容、工事請負業者の実績・体制、AM 業者の実績・体制、発電所の

立地、第三者レポートの内容や主要関係者へのヒアリング、現地実査等を踏まえ、本件風力発電設

備の性能や信頼性、耐久性・堅牢性が十分確保される蓋然性が高いと考えている。 
 
vii) 事業運営・管理 
a) O&M 業者／風車メーカーの運営・管理能力と代替性 
 本事業の O&M 業者は、風車メーカーである VENSYS である。VENSYS は風車を提供後、O&M

業者として風力発電所の運営及び維持にかかる事業期間に亘る稼働率保証付きの O&M サービスを

提供する。本件の O&M 業者は、メーカーとして風車に対する技術的な知見及び風力発電事業の維

持管理の経験・実績・専門性を有することから、本風力発電事業の O&M 業務においても十分な実

務能力や態勢を備えていると判断した。 
 また、O&M 業者の親会社が O&M 契約の保証を行っていること、O&M 業者が破綻した場合の事

業継続性、O&M 業者の代替性等から、O&M 業者がデフォルトした場合も、引き続き O&M 業務

が遂行され、本件事業が継続する蓋然性は高いと判断した。 
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b) AM 業者／スポンサーによる意思決定・マネジメントの能力と意思、代替性 
 本事業の AM 業者は、スポンサーである CEF である。CEF は、本事業の建設前の各種調査や許認

可・行政・近隣対応に始まり、建設期間中のプロジェクトの管理・監督・コンサルティングを行う。

操業後は、事業計画の策定や進捗管理、プロジェクト関係者間の調整など本事業に関連した判断及

び代行を行う。AM 業者の実績・経験の確認、AM 業者にとっての本件プロジェクトの重要性等か

ら、本件 AM 業者は十分な実務能力や態勢を備えていると判断した。 
 また、AM 業務を承継するバックアップ AM を設置すること、国内で多数の風力発電事業が遂行さ

れる中 AM 業務を手掛けられる業者は複数存在すると考えられ相応の代替性があることから、AM
業者がデフォルトした場合も、引き続き AM 業務が遂行され、本件事業が継続する蓋然性は高いと

判断した。 
 
viii) 収入及び費用 
 キャッシュフローが減少するリスクについては、風況の悪化リスク、発電設備の故障等による利用

可能率の低下リスク、発電設備の修繕費増加リスク、系統運用上の出力抑制リスク、物価上昇リス

ク、リザーブ水準等を踏まえ、標準シナリオ及びストレスシナリオ下のキャッシュフロー分析を行

い、DSCR（Debt Service Coverage Ratio）の水準が、一定の水準を満たしていることを確認した。 
 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づきオフテイカーである

電力会社は申し込みを受けた電力受給契約の締結に応じることを義務付けられている。加えて電力

事業の公共性を鑑みるとオフテイカーの代替性は相応に高いことが想定されることから、電力会社

のデフォルトが本風力発電事業の継続性に影響を与える可能性は低いと判断した。 
 
ix) 事故・自然災害等 
 本件の風力発電所にかかる事故、自然災害等のリスクについて、第三者レポート、ハザード情報、

現地調査、保険の付保、現金準備金等から、当該リスクが顕在化する蓋然性は低いと判断した。 
 

(3) 総合評価 
格付対象を総合的に評価し、格付対象の長期個別債務格付を付与した。 

 
 

５．格付方法 
格付対象の評価において、R&I は主に以下の格付方法を用いた。 

 
公表年月 項目 

2019 年 11 月 第 1 章 総論 
2019 年 11 月 第 2 章 各論 仕組みに関するリスク 
2019 年 11 月 第 3 章 各論 裏付資産に関するリスク 

  第 19 節 プロジェクト（PFI を含む） 
2019 年 11 月 第 4 章 各論 キャッシュフローリスク 

  第 4 節 プロジェクトファイナンスの分析方法 
 

 上記の格付方法は以下のホームページに公開している。 
 https://www.r-i.co.jp/rating/about/rating_method.html 
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「格付提供方針等」3. に掲げる開示事項 

（1）信用格付業者の商号又は名称及び登録番号並びに当該信用格付業者に対して直近一年以内に講じられた

監督上の措置の内容 

商号又は名称：株式会社格付投資情報センター  
登録番号：金融庁長官（格付）第６号 
直近一年以内に講じられた監督上の措置：なし 

（2）信用格付を付与した年月日 

2020年 3月 4日 

（3）信用格付の付与に係る過程に関与した主任格付アナリストの氏名及び信用格付の付与について信用格付

業者を代表して責任を有する者の氏名 

主任格付アナリスト：田中 麻実 
信用格付の付与について代表して責任を有する者：住田 直伸 

（4）信用格付の付与に当たり採用した信用格付の対象となる事項の区分及びその細目に応じ記載された以下

の1）、2）の事項。並びに信用格付の対象となる事項の概要 

1）信用状態に関する評価の前提となる事項及び信用状態に関する評価の結果を示す等級を定めるために用

いる基準 
 「格付付与方針」及び「格付符号と定義」をご覧下さい。 

（格付付与方針）   https://www.r-i.co.jp/rating/about/rating_grant.html 
（格付符号と定義） https://www.r-i.co.jp/rating/about/definition.html 

 
2）信用格付の付与に係る方法の概要（ただし、重要なものに限る。） 
 本リリース「６．格付方法」の項目をご覧下さい。 
 
信用格付の対象となる事項の概要：本リリース「３．格付対象」の項目をご覧下さい。 

（5）格付関係者の氏名又は名称。ただし、金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十

二号）第三百十三条第三項第三号にある、ただし書きの定めに従う。 
組成に関する事務の受託者 ジェイバリュー信託 

原資産の主たる保有者 該当無し 
発行者又は債務者 該当無し 
損失の危険を移転する契約の締結者（第三者） 該当無し 
特別目的法人 該当無し 
特定融資枠契約の締結者 該当無し 

（6）信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であり、かつ、過去に信用格付を

付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合には、その旨 

本信用格付の対象となる事項は、資産証券化商品の信用状態に関する評価ではありません。 
（7）信用格付の付与が格付関係者からの依頼によるものでない場合には、その旨及び信用格付の付与に係る

過程において格付関係者から公表されていない情報（信用評価に重要な影響を及ぼすと認められるもの

に限る。）を入手したか否かの別 

該当無し 

（8）付与した信用格付について更新を行わない場合には、その旨及びその理由 
該当無し 
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（9）付与した信用格付の前提、意義及び限界に関する当該信用格付の対象となる事項の区分に応じた説明（信

用格付の変動の特性に関する説明及び信用格付の対象となる事項が信用状態の変化に関する情報が限定

されている金融商品の信用状態に関する評価である場合における当該信用格付の限界に関する説明を含

む。） 
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通り

に履行される確実性（信用力）に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動

性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明する

ものではありません。信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではありま

せん。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適

時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていませ

ん。 
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報

の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格

付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げる

ことがあります。 
（10）信用格付の付与に当たり利用した主要な情報に関する次に掲げる事項 1）当該情報の概要 2）当該情報

の品質を確保するために講じられた措置の概要 3）当該情報の提供者 

1）当該情報の概要 
2）当該情報の品質を確保するため

に講じられた措置の概要 
3）当該情報の提供者 

案件関連契約書 信用格付業者への表明保証等 組成に関する事務の受託者 

裏付資産に関するデータ・資料 信用格付業者への表明保証等 
組成に関する事務の受託者、スポ

ンサー兼AM業者 

（11）付与した信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価に関するものである場合

には、次に掲げる事項 

本信用格付の対象となる事項は、資産証券化商品の信用状態に関する評価ではありません。 

 
金融商品取引業等に関する内閣府令第 306 条第 1 項第 9 号に基づく開示事項 
信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価である場合、格付関係者に当該資産証

券化商品の情報の公開を働きかけた内容及びその結果 

本信用格付の対象となる事項は、資産証券化商品の信用状態に関する評価ではありません。  

 
 


