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●近年、ESG要素の中で環境と信用格付の関係に対する投資家の関心が高まってい

る。発行体のキャッシュフローや資産価値の変動を通じて信用力に影響を与える

可能性のある環境要素について、事業リスク評価への反映方法を明確化した。 

●これまで環境要素が R&I の格付アクションに影響を与える事例は少なかったが、

環境への対応は多くの企業の重要な経営課題となりつつある。今後格付評価にお

ける環境要素の重要性が増していくことが予想される。 

●環境要素のうち幅広い産業に影響を与える「温室効果ガス排出量削減」について、

業種別に格付アナリストの視点を整理し、長期的に環境規制の影響が一段と大き

くなる可能性がある乗用車を例に考慮するポイントを解説する。 

 

信用格付における環境要素の明確化 

（１）信用格付に考慮する環境要素 

近年、ESG（環境、社会、ガバナンス）要素の中で環境と信用格付の関係に対する投資家の関心が高

まっている。気候変動などの環境変化が経済活動に大きな影響を及ぼし、低炭素社会への移行が様々な

産業にリスクと事業機会をもたらすことが、幅広く認識されるようになったことが背景にある。2018

年 12 月 15 日には、第 24 回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP24）が地球温暖化対策の国際枠

組み「パリ協定」を運用する実施指針を採択した。パリ協定は 2020 年から適用される。 

R&I は発行体に対応が求められる様々な環境問題のうち、キャッシュフローや資産価値の変動を通じ

て信用力に影響を与える可能性がある要素を「信用リスク評価上の環境要素」と考えている。信用リス

ク評価上の環境要素は２つにわけることができる。 

 

１）環境負荷が大きい事業において中心となる環境問題 

２）気候変動の結果生じると考えられる、広範な経済活動に影響を及ぼす自然現象 

 

R&I は環境要素が発行体のキャッシュフローや資産価値に与える影響や、環境要素に対する発行体の

取り組みが信用力に与える影響の大きさを勘案して格付評価に織り込む。 

格付評価において重要性増す環境要素 

事業リスク評価への反映方法を明確化 

温室効果ガス排出量削減を事例に分析 
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（２）事業リスク評価への反映 

環境要素は事業リスクを増大または低減させる可能性がある。事業リスクは発行体の属する業界の標

準的なリスクである産業リスク、発行体に固有のリスクである個別企業リスクにより構成される。環境

要素が広く業界全般に及ぶリスクを変化させる場合には、産業リスク評価に反映する。業界内の差異の

変化をもたらす場合には、個別企業リスク評価に反映する。同じ環境要素を産業リスク評価、個別企業

リスク評価の双方に反映することも多い。 

 

（３）財務リスク評価への影響 

環境要素は事業リスクの変化を通じて、財務リスクにも影響を与える。R&I は産業リスクの大きさを

踏まえて、財務評価の目安値を設定している。産業リスクが大きくなれば、財務目安値を厳しい方向に

見直す可能性が高まる。 

個別企業リスクの変化は、当該企業の将来のキャッシュフロー創出力や資産価値の変動を通じて発行

体の収支・財務に影響を与える。金融機関や機関投資家が環境要素を重視するようになり、環境負荷が

大きい産業や発行体への投融資方針を変更する場合、環境負荷削減に向けた対応の違いが発行体の資金

調達力に影響し、流動性リスクの差異につながる可能性もある。 

 

 
 

環境要素と格付アクション 

環境要素が R&I の格付アクションに影響を与えた事例として、2011 年度のタイの洪水など国内外の

自然災害に伴う大口保険金支払いによってリスクバッファーを大幅に毀損した2つの損害保険グループ

に属する数社を格下げした事例がある。それ以外に環境要素が格付アクションの主要な要因となった事

例は少なく、これまでのところ環境要素が発行体の将来キャッシュフローや資産価値に与える影響を考

■図表1：環境要素の格付評価への反映（例：乗用車）

産業リスク

個別企業リスク

財務構成

発行体格付

事業リスク評価 財務リスク評価

販売力 －

重要
中立

市場（規模/成長性/変動制）
業界構造（競争状況）
顧客の継続性・安定性
設備・在庫投資サイクル
保護・規制、公共性

評価項目

技術力・開発力 非常に重要

評価項目
収益力
規模・投資余力
債務償還年数

評価項目 環境要素の重要性
商品競争力 やや重要
生産体制 －

環境要素の重要性
－

重要
－

環境要素

産業リスクを踏まえて財務評価の目安値を

設定。将来に産業リスクが大きくなると目安

値が厳しくなる可能性あり。
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慮する度合いは小さかったといえる。 

近年、大雨、洪水、山火事等の気象災害による経済的損害が増大している。この半世紀ほどの間に温

暖化による海面の上昇で、島嶼諸国の中には、その存続を脅かされる国も出てくるなど、世界レベルで

経済活動を支える社会的基盤や自然環境に変化が生じ始めている。持続可能な社会の実現に向けて、企

業には環境への配慮がこれまで以上に求められるようになっている。 

機関投資家や金融機関は投融資判断において ESG を一段と重視する方向にある。例えば化石燃料に

関わる事業資産が低炭素化の流れの中でその価値を大きく毀損し、いわゆる「座礁資産」となるリスク

を認識する投資家が出てきている。そのようなリスクを抱えた発行体に関連した株式、債券、貸付など

の資産価値に対する認識を改める動きがある。 

環境規制の強化は企業にとってリスクとなるだけでなく、事業機会ももたらす。短中期的には環境要

素を主因とした格付アクションが大きく増えるとはみていないが、長期的には大きなリスク要素として

認識する必要が生じる可能性がある。既に多くの企業にとって、環境への対応は重要な経営課題となり

つつある。今後格付評価において発行体の将来キャッシュフローを想定するうえで、環境要素の重要性

が増していくことが予想される。 

 

 
 

環境要素には例えば以下のようなものがある。 

 

１）環境負荷が大きい事業において中心となる環境問題 

温室効果ガス排出量削減、防災・減災、大気汚染防止、水資源管理、廃棄物適正処理、資源有効

利用、化学物質管理、自然共生、生物多様性保全 

 

２）気候変動の結果生じると考えられる、広範な経済活動に影響を及ぼす自然現象 

生態系や生活環境の変化、極端な気象現象が引き起す自然災害、生物多様性の損失 

■図表2：将来キャッシュフローと環境要素

評価時点

確定 確定 予想 予想 予想 ・・・ ・・・

１年後 ２年後 ３年後 ４年後 Ｔ年後

環境要素をどこまで評価に織り込むのか？
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R&I は個々の発行体の信用リスク分析において環境要素の重要性が増してきたと判断するときに、そ

の度合いに応じて考慮している。例えば自動車業界において様々な環境要素が考えられる中で、温室効

果ガス排出量削減と大気汚染の防止への取り組みを、水資源や廃棄物の管理等に比べると強く考慮して

いる。 

 

業種別に見た「温室効果ガス排出量削減」の考慮度合い 

事業リスク評価の観点からは、環境要素の考慮度合いは業種によって異なる。R&I は格付評価に考慮

する環境要素のうち幅広い業種に影響が及ぶものについて、格付評価への織り込み方を明確化していく。 

国際的な地球温暖化対策の動きの中で、温室効果ガス排出量削減への取り組みは幅広い業種に影響を

与えている。温室効果ガス排出量削減が業種間の事業リスク評価の違いにどのように表れるかを比較で

きるように、業種別格付方法を公表している業種について、格付アナリストの視点を「現状の評価に考

慮しているか」、「３年程度先に考慮する可能性があるか」の２つの軸で整理した。 

 

（１）産業リスク評価における考慮度合い 

図表 3 は業種別格付方法の「１．産業リスクの見方」において、温室効果ガス排出量削減を明示的に

考慮する業種をまとめたものである。 

 

 

 

図表 3 を見ると、産業リスク評価で明示的に考慮する業種は、新興国の経済発展に伴いエネルギー消

費が増え、世界の消費量に占めるウエートも上昇する一方、電動化など大きな技術革新が進捗している

自動車関連産業と、化石燃料依存からの転換を目指す政策の影響を直接受けるエネルギーの製造・供給

に関わる産業に大別される。 

自動車関連産業では乗用車、トラックといった完成車メーカーだけではなく、高効率化や小型化・軽

量化・省エネ化などへの対応力が要求される自動車部品も、競争激化や投資負担増から産業リスクが増

大する方向に働くとみている。自動車部品ほどの影響はないものの完成車の燃費・電費の改善ニーズへ

■図表3：R&Iが温室効果ガス排出量削減を明示的に考慮する業種（産業リスク）

影響の方向 現状の評価に考慮している業種 ３年程度先に考慮する可能性のある業種

プラス 　社会インフラ・プラント、都市ガス 　社会インフラ・プラント、都市ガス

マイナス
　乗用車、トラック、自動車部品、タイヤ、
　石油元売り

　乗用車、トラック、自動車部品、
　タイヤ、石油元売り、電力

※下線を引いた業種には、温室効果ガス排出量削減の問題を業種別格付方法の主要な説明要因として記載する評
価項目がある。それ以外の業種では主要な説明要因ではないが記載する。
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の対応が求められるタイヤにおいても考慮している。 

エネルギー関連産業のうち、電力は省エネ機運の高まりが市場成長を抑制する。現在、環境規制の影

響は原子力リスクや電力システム改革ほど大きくないが、徐々に高まる方向にある。今後、再生可能エ

ネルギー電源など、環境負荷の小さい電源への投資が増える可能性があるなど、産業リスク評価に対す

るマイナスの影響が増す方向にあると認識している。石油元売りもガソリンや軽油などの需要の減少に

よるマイナスの影響を考慮している。 

一方、温室効果ガス排出量削減のための各種取り組みがエネルギー効率のよい設備の導入を後押しす

るインセンティブになる社会インフラ・プラントや、石炭・石油に比べて排出量が少ないことから市場

成長が見込める都市ガスにはプラスの影響があると認識している。 

今後３年程度の期間では、業種別格付方法に明示するほどのインパクトはないが、運輸関連業界、建

設機械、住宅メーカー、預金取扱金融機関などで、ある程度考慮する可能性があると考えている。 

海運、建設機械、住宅メーカーでは、低炭素化に向けた対応力の有無の観点から供給側の淘汰が進み

競争環境が緩和され、プラスの効果が生じる可能性がある。 

一方、電動車両への更新などを求められる可能性のある陸運・倉庫で、設備投資サイクルへのマイナ

スの影響を考慮する可能性がある。 

低炭素化の影響を受ける企業・プロジェクト等への貸し手責任が問われる可能性のある預金取扱金融

機関でも、ある程度マイナスの影響を考慮する必要が生じる可能性があると認識している。 

 

（２）個別企業リスク評価における考慮度合い 

図表 4 は個別企業リスク評価において、温室効果ガス排出量削減を明示的に考慮するとしている業種

をまとめたものである。 

 

 

 

産業リスク評価では温室効果ガス排出量削減の影響を業界全体にプラスか、マイナスどちらか一方向

に考慮するのに対して、個別企業リスク評価の場合、同じ業種内での差異を拡大する方向に働くため、

■図表4：R&Iが温室効果ガス排出量削減を明示的に考慮する業種（個別企業リスク）

影響の方向 現状の評価に考慮している業種 ３年程度先に考慮する可能性のある業種

業種内での
差異拡大

　社会インフラ・プラント、総合重機、乗用車、
　トラック、自動車部品、電子部品、電力、
　住宅メーカー、タイヤ、生活家電、設備機器等

　社会インフラ・プラント、総合重機、乗用車、
　トラック、自動車部品、電子部品、電力、
　住宅メーカー、タイヤ、鉄鋼（高炉一貫）、
　生活家電、設備機器等

※下線を引いた業種では、格付の主要な説明要因として温室効果ガス排出量削減の問題に言及する発行体がある。
それ以外の業種では、主要な説明要因とまでは言えないが明示的に言及する発行体がある。
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発行体によってプラスに考慮するものもあれば、マイナスに考慮するものもある。 

例えば、低炭素化に対応した高効率設備の導入が市場の成長を後押しするとみている社会インフラ・

プラントでも、火力発電プラントの新設需要は減少している。同分野に強い米 General Electric(GE)や

独 Siemens は業績の悪化から大規模なリストラ策の公表を余儀なくされている。高効率設備に強みが

ある企業にはプラスに働く半面、火力発電市場の縮小で入札条件が悪化し不採算になるリスクが強まる

など、発行体によりその影響は様々である。 

温室効果ガス排出量削減を産業リスク評価に明示的に考慮する業種では、個別企業リスク評価におい

ても明示的に考慮する傾向がある。そのなかで、石油元売りに関しては、産業リスク評価では現状の評

価に考慮する一方、個別企業リスクにおいては 3 年程度の期間では明示するほどのインパクトはないと

考えている。ガソリンや軽油の需要減少は業界全体にマイナスに働くが、個別企業間の差異を拡大する

要素としては、そこまで大きくないとみていることによる。 

電子部品、生活家電、設備機器等、鉄鋼（高炉一貫）は、産業リスク評価では考慮していないが、個

別企業リスク評価においては明示的に考慮、あるいは考慮する可能性があると考えている。 

特に電子部品では、現状でも個別リスク評価に強く織り込んでいる発行体がある。これは完成車メー

カーの電動化の進展に伴い搭載する電子部品点数が増加基調であるため、電動自動車関連の電子部品で

採用実績があり、競争力が強いと判断できる発行体には、プラスに働くと評価しているためである。 

生活家電、設備機器等は業界全般への影響は大きくないが、ダイキン工業などで規制の影響を受ける

エアコンの冷媒の採用への対応力をプラスに考慮している。鉄鋼（高炉一貫）の場合、各国政府の CO2

排出量削減策に注目する必要があるが、カーボンプライシングなどの導入やその仕組みには各国で違い

が出るとみられるため、産業リスクではなく、個別企業リスクに反映することにしており、今後、製鉄

所の競争力や製品構成と技術力の評価に考慮する可能性がある。 

このほか、3 年程度の期間では明示的に言及する発行体が出てくるとまでは想定しないが、素材関連、

運輸関連、金融など幅広い業種である程度考慮する必要が生じる可能性があると認識している。このこ

とは、より長期的な観点からは、温室効果ガス排出量削減への対応が重要な経営課題に浮上し、業界内

での差異を拡大する方向に働く可能性を示唆している。 

 

乗用車を例に考慮するポイントを解説 

これまで業界別に温室効果ガス排出量削減の考慮度合いを見てきた。その中で産業リスク評価、個別

企業リスク評価双方への影響が大きい乗用車を例に、どのような要素がリスク評価に影響するか、考慮

するポイントをまとめたのが図表 5 である。 

乗用車の場合、長期的な時間軸で考えると産業リスク、個別企業リスクへの影響が一段と大きくなる

可能性がある。環境規制は新興国でも厳格化されていく。ＥＶの普及が進み、2030 年近辺で世界自動

車需要の 1 割程度を占める可能性があり、その後もＥＶシフトが進む。 
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産業リスク評価では「業界構造（競争状況）」「設備・在庫投資サイクル」にマイナスに働く。将来的

には産業リスクをさらに大きくする可能性があるとみている。 

個別企業リスク評価においては、「商品競争力」や「技術力・開発力」などの観点から温室効果ガス

排出量削減はリスクではあるが、市場機会にもなり得る。長期的には個別企業リスク評価により強く反

■図表5：乗用車メーカーにおける温室効果ガス排出量削減の考慮度合い

産業リスク評価
評価項目 現状の評価で考慮するポイント 将来の評価で考慮するポイント

業界構造
（競争状況）

（－）CO2排出削減につながる内燃機関効率化や電動
化の対応をめぐる競争が激しい。

（－）電動化の競争がより激しくなる。EVは新規参入が
比較的容易で、走行性能の差別化が難しい。EV需要
が本格的に立ち上がる長期スパンでは、一段の競争
激化を招く懸念あり。

設備・在庫
投資サイクル

（－）内燃機関効率化と電動化の両方に対応する必要
があり、研究開発等の投資の負担が増す。

（－）電動化の開発投資と設備投資の増加が予想され
る。EV関連投資は、従来の投資に比べて回収の不確
実性が高まることにもなる。

保護・規制、
公共性

中立。排出規制の強化はマイナス影響だが、環境対応
車に対する優遇策はプラス影響になる。

（－）環境対応車に対する優遇策はプラス影響だが、排
出規制の強化によるマイナス影響がより大きくなる懸
念あり。

個別企業リスク評価
評価項目 現状の評価で考慮するポイント 将来の評価で考慮するポイント

商品競争力

CO2排出削減につながる環境性能（内燃機関効率化
や電動化）や環境対応車の品揃えは商品競争力にも
関係するが、顧客の商品選別には他にも多くの要素が
考慮される。

EVなど電動車両が特別な商品ではなくボリュームを稼
ぐ一般的な商品になれば、商品競争力へのインパクト
が大きくなる。ダウンサイドのリスクだけでなく、オポ
チュニティ（市場機会）にもなり得る。

生産体制 －
電動車両への優遇策の対象となるために車両や主要
部材の現地生産化を求められると、生産体制に影響す
る可能性がある。

販売力 －

電動車両が特別な商品ではなくボリュームを稼ぐ一般
的な商品になれば、販売力への影響が大きくなる。ダ
ウンサイドのリスクだけでなく、オポチュニティ（市場機
会）にもなり得る。

技術力
・開発力

電動車両の開発・投入状況、内燃機関の効率性にお
いて、業界を先導するような立場にあれば高く評価でき
る（代表例：トヨタ自動車）。反対に業界内で環境対応
の技術開発に遅れているようだと評価の制約になる。

電動車両の開発・投入状況、内燃機関の効率性にお
いて、業界を先導するような立場にあれば高く評価でき
る。反対に業界内で環境対応の技術開発に遅れてい
るようだと評価の制約になる。
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Credit Express は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第 299 条第 1 項第 28 号に規定される関連業務（信用格付業以外の業

務であって、信用格付行為に関連する業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置と、信用格付と誤認される

ことを防止するための措置が法令上要請されています。 

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

であり、事実の表明ではありません。また、R&I は、信用リスク以外のリスクにつき意見を表明するものではなく、投資判断や財務に関する助言や、

投資の是非等の推奨をするものではありません。R&I は、信用格付に際し関連情報の正確性等につき独自の検証を行っておらず、これに関し何ら表明

も保証もいたしません。R&I は、信用格付（変更・取り下げ等を含む）に関連して発生する損害等につき、何ら責任を負いません。信用格付は、原則

として発行体から対価を受領して実施したものです。なお、詳細につき https://www.r-i.co.jp/docs/policy/site.html をご覧下さい。 

映され、「販売力」にも影響するとみている。 

 

おわりに――ESG 情報の分析を強化 

R&I は国連がサポートする責任投資原則（PRI）「Statement on ESG in Credit Ratings」の署名会

社として、ESG 要素と信用格付の結び付きに関する研究を進めており、ESG 各要素に対する考え方や

業種別の視点等を順次発信している。国内最大規模の格付アナリストを有する格付会社の強みを生かし

た的確な信用格付の提供を通じて、持続可能な社会に向けた金融・資本市場の発展に貢献していきたい

と考えている。 

 

 

 

 

 


