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2015年 1以降、観測史上最高レベルの酷暑が 5年間続いており、
2020年にも同様の気候傾向 2が続く見込みです。 また、米国は
2019年まで 6年連続で被害総額が 100億ドルを超える自然災
害に見舞われています 3。同年、カリフォルニア州の公益事業会
社 PG&Eが米連邦破産法第 11章を申請し、ウォールストリー
トジャーナル紙が「気候変動による初の破産」と呼ぶ事態とな
りました。

気候変動の影響とその緩和の重要性が広く理解されるにつ
れ、経済的なリスクや的確な対応の欠如がもたらす悪影響に
も焦点が当てられてきました。「気候変動関連財務情報開示タ
スクフォース（TCFD）」から気候変動イニシアチブ「Climate 

Action 100+」4まで、投資家、貸し手、規制当局、さらに多様
なステークホルダーは、気候変動の影響と金融リスクをめぐっ
てさらなる評価と情報開示を求めています。

一連の取り組みを強化すべく、S&Pグローバル・マーケット・
インテリジェンスとオリバー・ワイマンは、気候変動シナリオ分
析と信用評価モデルを組み合わせた「Climate Credit Analytics」
を提供しています。このツールは、S&Pグローバル・マーケット・
インテリジェンスのデータ資源および信用分析機能とオリバー・
ワイマン 5による気候変動シナリオおよびストレステストに関す
る専門知識を一体化した分析ツールです。

Climate Credit Analyticsは、高度でダイナミックなセクター別
アプローチを通して世界各国・多業種の数千社にわたる上場・
非上場企業に気候変動がもたらす金融・信用リスクについて、
カウンターパーティおよびポートフォリオレベルでの分析を可
能にします。この機能は、リスク管理者、投資プロフェッショ
ナル、サステナビリティチームに加え、気候変動および低炭素
経済への移行をめぐる信用リスクの分析に携わるお客様向けに
開発したものです。

包括的かつオーダーメイドのアプロー
チにより、気候変動の多様なシナリオ
にもとづき信用リスクを評価

一貫性のあるセクター別の分析
Climate Credit Analyticsがあれば、主要な炭素高排出セクター
に関する評価をはじめ、包括的で一貫性のあるセクター別モデ
ルを構築できます。

 

独自のデータと分析
以下のような S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス
独自のデータセットが活用されています：

– 財務情報および業界別データ

–  Credit Analyticsによる高度で定量的な信用スコアリング・ 

メソドロジー

–  企業レベルの温室効果ガス（GHG）排出量および Trucost

による環境影響データ

–  Panjivaによる世界各国のサプライチェーンおよび出荷データ

このソリューションでは、関連のある企業の財務情報や融資先
レベルのクレジット・スコア、業界別データ等を自動的に抽出し、
ボトムアップ型のモデル構築アプローチをサポートします。

この分析では、まず異なる気候変動シナリオとセクター別の需
給弾力性や市場ダイナミクスをもとに、各業界に合わせた財務
パフォーマンスの牽引ドライバー（生産高、燃料コスト、設備
投資等）を導出します。次に特定したドライバーを用いて様々
な気候変動シナリオにおける企業の財務諸表を予測します。

最後に、この財務予測を Credit Analyticsモデルで分析し、各企
業のクレジット・スコアに与える影響とデフォルト確率を算出
します。さらにこのツールで予測した財務データを、自社内の
クレジット・スコア・プラットフォーム上で個別に活用するこ
ともできます。

柔軟なシナリオ分析と規制ガイドラインへの準拠
Climate Credit Analyticsでは、世界の GHG排出量の 60％を
占める国・地域の 60を超える中央銀行および監督官庁から成る 

「気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（NGFS）」作
成の気候変動シナリオを分析できます。NGFSシナリオは気候
科学のコミュニティが構築した統合評価モデルにもとづくもの
で、数十年のタイムスパンにわたり気候変動をめぐる多様な移
行経路を公表しています。

さらにカスタマイズしたシナリオの実行や気候変動に係る移行
リスク（炭素税の導入等）に対する短期的なエクスポージャ評
価も行えます。

気候変動リスク評価のワンストップ・ソリューション
Climate Credit Analyticsをポートフォリオの気候
変動エクスポージャ分析にぜひご活用ください。

1 「Global Temperature Change（世界の気温推移）」、ブルームバーグ、www.bloomberg.com/graphics/climate-change-data-green/temperature.html
2  「2019年は、地球の観測史上で 2番目に暑い年となった。」、米・海洋大気局（NOAA）、米・航空宇宙局（NASA）、2020年 1月 15日 NOAA発表、www.noaa.

gov/news/2019-was-2nd-hottest-year-on-record-for-earth-say-noaa-nasa
3 「気候一覧」、NOAA、www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land_ocean/ytd/6/1880-2020.
4 世界各国で最大規模の炭素を排出する企業に対して気候変動をめぐる必要な対策の実行を働きかける 2017年始動の投資家イニシアチブ。
5  オリバー・ワイマンは、国際的な経営コンサルティング会社であり、S&Pグローバルおよびいずれの部門の関連会社ではありません。



S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスについて
S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスでは、正確で深い知見のある情報
の重要性を理解しています。財務・業界データ、リサーチ、ニュースと、パフォー
マンスのモニタリング、アルファの生成、投資アイデアの特定、バリュエーション
の実施、および信用リスクの評価を組み合わせたツールを提供しています。この不
可欠な情報を活用して、世界中の投資専門家、政府機関、企業、および大学は、ビ
ジネスや投資において確信のある意思決定を行っています。

S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスは、S&Pグローバル（NYSE: 
SPGI）の一部門であり、世界の資本市場およびコモディティ市場における信用格
付け、ベンチマーク、分析を提供する世界有数のプロバイダーであり、ESGソリュー
ション、重要なビジネス要因に関する深いデータ、洞察を提供しています。S&P 
グローバルは 160年以上にわたり、機会を発掘し、成長を促進し、進歩を加速さ
せるために不可欠な情報を提供してきました。

詳細については、www.spglobal.com/marketintelligence/jp/ をご覧ください。 

オリバー・ワイマンについて
オリバー・ワイマンは経営コンサルティングのグローバルリーダーです。世界
29ヵ国60都市にオフィスを構えるオリバー・ワイマンは、業界に関する深い知識
と、戦略、オペレーション、リスクマネジメント、組織変革の専門知識を融合さ
せたサービスを提供しています。世界中に5,000人以上の専門家を擁し、クライア
ントのビジネスを最適化し、オペレーションとリスクプロファイルを改善し、組織
パフォーマンスを加速させて、最も魅力的な機会を掴むためにクライアントと協
働しています。オリバー・ワイマンは、Marsh&McLennan Companies（NYSE:
MMC）の一部門です。

詳細については、www.oliverwyman.com をご覧ください。
オリバー・ワイマン Twitterアカウント@OliverWyman。
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About S&P Global Market Intelligence
At S&P Global Market Intelligence, we know that not all information is 
important—some of it is vital. Accurate, deep and insightful. We integrate 
financial and industry data, research and news into tools that help track 
performance, generate alpha, identify investment ideas, understand 
competitive and industry dynamics, perform valuation and assess credit 
risk. Investment professionals, government agencies, corporations and 
universities globally can gain the intelligence essential to making business 
and financial decisions with conviction.

S&P Global Market Intelligence is a division of S&P Global (NYSE: SPGI), 
which provides essential intelligence for individuals, companies and 
governments to make decisions with confidence. For more information, 
visit www.spglobal.com/marketintelligence.
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