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フレームワークの概要及びセカンドパーティ・オピニオン 

三井住友信託銀行 グリーンボンド 

 

  

評価概要 

サステイナリティクスは、三井住友信託銀行株式会社（以下、「三井住友信託」）のグリーン

ボンドフレームワークは信頼性及び環境改善効果を有し、グリーンボンド原則 2018の 4つの

要件に適合しているとの意見を表明します。サステイナリティクスが、この評価に際して考慮

したのは以下の要素です。 

 

調達資金の使途  資金使途の対象となる適格カテゴリー（a）再生可能エ

ネルギー、（b）エネルギー効率、（c）クリーンな輸送、（d）汚染防止および

管理、及び、（e）グリーンビルディングは、グリーンボンド原則 2018 に合

致しています。サステイナリティクスは、適格プロジェクトが環境に改善効

果をもたらし、国連が定める「持続可能な開発目標（SDGs）」を推進する

ものと考えています。 

 

プロジェクトの評価及び選定  三井住友信託のプロジェクト評価および選

定プロセスには、法人企画部、ストラクチャードファイナンス部、サステナ

ビリティ推進室など、複数の関連部署が関与しています。さらに、プロジェ

クトの評価及び選定には、赤道原則ならびに認知された第三者機関が発

行するグリーンビルディング認証を適用しています。これは、マーケット・

プラクティスに合致しています。 

 

調達資金の管理  三井住友信託は、社内の融資管理システムを利用し、

マーケット・プラクティスに沿った形でグリーンボンド発行による調達資金

をモニタリングし、適格グリーンプロジェクトへの充当状況を追跡・管理し

ます。 

 

レポーティング  三井住友信託は、調達資金の充当状況について、同社

のウェブサイト上で年次報告を行う予定です。また、三井住友信託は、例

えば、CO2 排出量、省エネ効果、第三者機関認証を取得したグリーン適

格資産の件数と認証レベルなど、関連する環境性能指標に基づき、イン

パクト・レポートを開示します。サステイナリティクスは、上記内容のレポ

ーティングの実施が、マーケット・プラクティスに合致していると考えます。 

 

 

日本の「グリーンボンドガイドライン 2017年版」に合致  

日本の「グリーンボンドガイドライン」は、信頼性の高いグリーンボンド発行のため発行体が

行うべき事項、及び、行うことが望ましい推奨事項をを明確にするものです。サステイナリテ

ィクスは、三井住友信託のグリーンボンドフレームワークと、日本の「グリーンボンドガイドラ

イン 2017 年版」に記載されている要件との整合性を評価しました。サステイナリティクスは、

三井住友信託のフレームワークが日本の「グリーンボンドガイドライン」に適合しているとの

意見を表明します。 
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発行体所在地 日本（東京） 
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はじめに 

三井住友信託は、グリーンボンドフレームワーク（以下、「フレームワーク」といいます）を策定しており、当該フレーム

ワークに基づき、グリーンボンドを発行し、調達した資金を再生可能エネルギー、エネルギー効率、クリーンな輸送、

汚染防止および管理、及び、グリーンビルディングに係る事業のファイナンス又はリファイナンスに充当することを予

定しています。 

 

三井住友信託はサステイナリティクスとの間に、同フレームワークを審査し、当該グリーンボンドと国際資本市場協

会（以下、「ICMA」） といいます）1による「グリーンボンド原則 2018」との適合性および同フレームワークの環境面で

の貢献についてセカンドパーティ・オピニオンを提供する委託契約を締結しています。 

 

サステイナリティクスは、当該契約の一環として、三井住友信託のグリーンボンドにおける調達資金の管理やレポー

ティングだけでなく、三井住友信託の事業プロセス及び想定される資金使途のサステナビリティ（持続可能性）への

影響を理解するため、三井住友信託の様々な役職員と議論しました。さらにサステイナリティクスは、関連する公表

文書及び非公開情報の審査も行いました。 

 

本意見書は、三井住友信託のグリーンボンドフレームワークの概要、及び当該フレームワークに対するサステイナリ

ティクスのオピニオン、の 2つのセクションで構成されています。 

発行体の概要 

三井住友信託銀行株式会社（以下、「三井住友信託」といいます）は、日本の信託銀行であり、日本最大の金融グ

ループの一つです。同グループは、「国内のシステム上重要な銀行（D-SIBs: Domestic Systemically Important 

Banks）」の 1つに指定されています。三井住友信託は国内外で幅広い金融サービスを提供しています。 

 

三井住友信託は、大手金融機関として、持続可能な社会の構築を目指し、積極的な役割を果たす強いコミットメント

を有しており、社会的責任の原則を同グループによるあらゆる活動に取り入れることの重要性を認識しています。三

井住友信託は、そのミッション、ビジョン、及び価値観に基づいたサステナビリティ推進のための戦略的イニシアティ

ブおよびポリシーを通じ、グループの企業価値を追求する一方で、社会問題に積極的に取り組むことにより、ステー

クホルダーに提供する価値の向上に努めています。 

 

三井住友信託は、サステナビリティの推進に向け、以下のようなアプローチを採用しています。2 

 

i）経営レベルでのコミットメントとしてサステナビリティの取り組みを積極的に推進 

 

三井住友信託は、ESG（環境、社会、ガバナンス）を重要な経営基盤と考えており、経営レベルでの最優

先課題として、サステナビリティ上の問題を特定し、管理するよう努めています。 

 

ii）サステナビリティの取り組みを事業に統合 

 

三井住友信託は、専業信託銀行グループの機能を生かし、お客様が直面する ESG課題にトータルソリ

ューションを提供することで、持続可能な社会の構築を目指しています。三井住友信託は、提供する商

品やサービスの妥当性と社会的価値を検証するため、国連の「持続可能な発展目標（SDG）」を基準と

して活用しています。 

 

iii）コミュニティへの価値提供 

 

社会への価値提供は事業基盤を健全に維持することにつながることから、三井住友信託はそれを事業

遂行上で果たすべき社会的責任であると考えています。こうした観点から、三井住友信託は、国連の

SDGsの視点も採り入れながら、さまざまな形でコミュニティに価値を提供しています。 

                                                 
1 ICMA グリーンボンド原則 2018： 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/  
2 三井住友トラスト・ホールディングス、2018 年度統合報告書：https://www.smth.jp/ir/disclosure/2017/all.pdf 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
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三井住友信託は、環境関連プロジェクトへの融資を更に促進するため、グリーンボンドを発行する計画です。グリー

ンボンドの調達資金が充当されるすべての既存及び新規プロジェクトは、後述の「フレームワークの概要」セクション

に掲載した「調達資金の使途」の適格クライテリアを満たし、明確な環境改善効果があることが確認され、可能な場

合は数値によって評価されたものである必要があります。 
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フレームワークの概要 

グリーンボンド発行を目的として、三井住友信託は、グリーンボンド原則 2018が定める 4つの柱（調達資金の使途、

プロジェクトの評価・選定プロセス、調達資金の管理、レポーティング）に適合するフレームワークを以下の通り策定

しました。フレームワークは三井住友信託に帰属します。以下はその概要を示すものです。 

調達資金の使途  

グリーンボンドの調達資金は、以下の適格クライテリアを満たすファイナンス又はリファイナンスに係るプロジェクトに

充当される予定です。 

適格クライテリア  

三井住友信託は、下記の内部投資基準で定義された、既存及び新規の適格環境関連プロジェクト（以下、「適格グ

リーンプロジェクト」）の全部または一部をファイナンス又はリファイナンスするために、調達資金を充当するものとし

ます。 

 

本セクションにおいて、「適格グリーンプロジェクト」とは、以下の基準をすべて満たしたプロジェクトを意味します。 

i) プロジェクトは、下記の適格プロジェクトカテゴリーの（a）〜（e）の少なくとも 1つ以上に該当すること。 

ii) 以下の（a）〜（d）に分類されたプロジェクトについては、赤道原則が公表した赤道原則のカテゴリーBまた

はカテゴリーCに分類されること。3 

iii) （a）グリーンボンドの発行日から遡って 24カ月以内、又は（b）グリーンボンドの発行日から満期日までの

間に三井住友信託により融資実行された既存又は新規プロジェクトであること。 

 

適格プロジェクトのカテゴリー 

適格グリーンプロジェクトとは、下記のカテゴリーの少なくとも 1つに該当するプロジェクトです。 

 

（a）再生可能エネルギー 

太陽光エネルギー、風力エネルギー、地熱エネルギー（直接排出量が 100g-CO2/kWh未満）、バイオマス

エネルギー（持続可能な原料および生きた森林を採取して調達されるバイオマスを除く）、ならびに、発電

能力が 25メガワット以下の小規模流れ込み式水力エネルギー（貯水設備の規模の拡大を伴わない、既

存の大型水力発電所の改修を含む）の発電・送電施設の開発、建設および運営。 

 

（b）エネルギー効率 

送電網、送電および関連システムに関するスマートグリッド、エネルギー貯蔵、オートメーション及びインテ

リジェンスのエネルギー効率、インフラストラクチャー、機器、技術およびプロセスを大幅に改善するための

改修または改築。 

 

（c）クリーンな輸送 

クリーンエネルギー自動車（電気・水素自動車および関連インフラストラクチャーを含む）への移行、公共

交通機関の開発、運用、機能向上（鉄道、自転車、その他の非原動機型輸送手段の改善を含む）を支援

するための支出。 

 

（d）汚染防止および管理 

廃棄物のリサイクルなど、汚染防止・管理施設の開発、建設および運営。 

 

（e）グリーンビルディング 

「LEED」（エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ）、 「BREEAM」（イギリス建築研究所建築物

性能評価制度）、 又は「CASBEE」（建築環境総合性能評価システム）のような、地域、国家または国際的

に認知された 1つ以上の基準または認証を受けた、新規、既存、または改修された建築物で、LEEDにお

いては 「LEEDゴールド」以上、BREEAMにおいては「エクセレント」以上、CASBEEにおいては「Aランク」

以上であると認められたもの。 

                                                 
3 赤道原則によると、カテゴリーA のプロジェクトは、環境及び社会に対し、深刻な負のリスクや、回復不可能又は前例のない様々な悪影響を及ぼす可能性があります。カテゴ

リーB のプロジェクトは、環境及び社会に与える可能性のある負のリスクや悪影響が限定的でごく僅かしかなく、概して当該立地に固有のものであり、その大部分が回復可能

で、緩和策によって容易に対処することができます。カテゴリーC のプロジェクトは、環境及び社会への負のリスクや悪影響が最小限、又は皆無です。グリーンボンドの調達資金

は、上記の（a）〜（d）のカテゴリーの少なくとも 1 つ以上に分類される、既存及び新規のカテゴリーB またはカテゴリーC プロジェクトに充当することができます。 
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除外クライテリア 

   上記の適格クライテリアに加え、三井住友信託の選定クライテリアには以下の除外クライテリアが含まれています。 

i) 非コミットメント取引 

ii) 不良債権および要注意先債権 

iii) 他のファイナンスプログラムの担保に充当される資産 

 

明確化のために付け加えると、以下はグリーンボンドフレームワークから除外されます。防衛及び安全保障、パーム

油、木材パルプ、原子力発電、石炭火力発電、鉱業およびたばこ産業、ならびにすべての化石燃料ベースの資産、

化石燃料ベースの輸送/インフラストラクチャー、化石燃料の輸送を主な目的とした輸送。 

   
三井住友信託は、発行費用を除き、適格クライテリアに適合した既存及び将来的な環境関連プロジェクトの全部又

は一部に対するファイナンス又はリファイナンス以外の目的で、調達資金を利用しない旨を約束しています。 

 

 

プロジェクトの評価及び選定プロセス  

プロジェクトの選定における適格及び除外クライテリアの適用 

三井住友信託のサステナビリティ推進室、法人企画部、ストラクチャードファイナンス部、マーケット資金ビジネスユ

ニットが協同し、上記の適格グリーン・プロジェクト・クライテリアを策定しました。三井住友信託の法人企画部及びス

トラクチャードファイナンス部が、すべての適格グリーン・プロジェクト・クライテリアに合致したプロジェクトプールを選

定し、サステナビリティ推進室による検証後、法人企画部が最終選定の判断を行います。このプロセスを経てグリー

ンボンドの調達資金は適格プロジェクトに充当されます。 

 

同選定プロセスにおいて、三井住友信託は、非コミットメント取引、不良債権、又は要注意債権、及びおよび他のファ

イナンスプログラムの担保に充当される資産を除外する選別プロセスを適用します。 

環境目標  

三井住友信託は、人為的要因による気候変動への影響を減らす世界的取り組みにおいて、金融機関が果たすべき

重要な役割を認識しており、気候変動緩和のための 5つの行動指針を掲げています。 4 

 

1）気候変動の緩和に役立つ施策および支援の実施  

2）商品及びサービスの提供  

3）ステークホルダーとの連携  

4）教育及び訓練 

5）情報開示  

 

三井住友信託は、環境配慮型企業への融資及び投資、自然資本の評価、環境配慮型不動産業の支援、スマートシ

ティプロジェクトの支援、省エネの支援など、環境保護問題解決型の環境金融事業を「エコ・トラステューション」と名

付けました。三井住友信託は、気候変動問題への対応は同グループにとって必須であり、また気候変動問題に対

応することで、グループにより多くの事業機会がもたらされると認識しています。 

 

 
環境リスク・社会的リスク軽減のためのプロセス  

「赤道原則運用ガイドライン」によると、ストラクチャードファイナンス部（プロジェクト環境チーム）は、借り手が赤道原

則を遵守して環境及び社会の保護に努めているかどうか確認するため、赤道原則適用対象プロジェクトについて、

環境・社会影響レビューを実施します。同レビューでは、上記（a）〜（d）のプロジェクトを、環境・社会に対するリスク

や影響に基づき、3つの「赤道原則カテゴリー」（カテゴリーA、B、C）のいずれかに分類します。カテゴリー（e）のプロ

ジェクトは、該当する建物の環境性能評価に基づき、「LEED」、「BREEAM」、「CASBEE」、又はその他の地域や

国、あるいは国際的に認知された基準を満たし、又は認証を受けています。 

 

                                                 
4 三井住友トラスト・ホールディングス、2017 年度 CSR レポート「気候変動」 https://www.smth.jp/csr/report/2017/full/06.pdf 
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プロジェクトカテゴリー（a）〜（d）については、ストラクチャードファイナンス部（プロジェクト環境チーム）が、リスク又は

影響のカテゴリー、プロジェクト所在国（指定国または非指定国）の状況、および業界を考慮した環境影響評価レポ

ートに基づき、詳細なレビューを実施します。レビュー結果は与信管理部門に伝達され、同結果に基づいた統合的

な与信判断が実施されます。5 

 

赤道原則適用対象プロジェクトは、組成時の融資契約書の規定に従い、該当する環境・社会関連の法律、規制、規

則の遵守、ならびに承認・許可の取得について記載した報告書を定期的に提出する必要があります。三井住友信

託は、借り手が提出した定期的な報告書に基づいて、遵守状況を確認します。 

 

調達資金の管理  

三井住友信託は、グリーンボンドの調達資金が適格グリーンプロジェクトに充当されていることを確認する管理・運

営手法を確立し、実施します。 

 

グリーンボンドの調達資金については、既存および新規の適格グリーンプロジェクトのファイナンスに充当され、充

当状況については三井住友信託の内部データにより追跡・管理されます。適格グリーンプロジェクトへの充当が決

まるまでの間、余剰資金についてはオーバーナイトまたは短期金融商品に充当されます。 

 

グリーンボンドの元利金の支払いは、三井住友信託の一般勘定から行われ、適格グリーンプロジェクトのパフォーマ

ンスとは連動しません。 

 

三井住友信託は、グリーンボンドの調達資金を充当する適格グリーンプロジェクトにつき、適宜、見直し・更新を行い

ます。売却、期限前返済、償却又はその他の理由により、不適格となったプロジェクトに充当された調達資金は、他

の適格グリーンプロジェクトに再充当されます。三井住友信託は、償還された貸付金またはその他の形態の融資に

ついて、調達資金によるファイナンスまたはリファイナンスが行われていない場合や、当該貸付金又はその他の形

態の融資が「適格資産」ではなくなった場合は、可能な限り速やかに他の適格グリーンプロジェクトへの資金充当を

行うよう、最善の努力をします。 

 

 

レポーティング  

資金充当状況のレポーティング  

三井住友信託は、グリーンボンドが償還を迎えるまで、その調達資金の充当に関する情報を専用ウェブサイト上で

提供し、容易に入手可能な状態に保つとともに、全額が充当されるまで、かつ新たな展開があった場合はそれ以降

も、少なくとも年に一回当該情報を更新します。この情報には以下が含まれます： 

i. （a）資金を充当した適格グリーンプロジェクトの概要、及び（b）現在の充当額及び融資契約日を含む、適格

グリーンプロジェクトに対するグリーンボンドの調達資金の充当状況。 

ii. グリーンボンドの当該トランシェまたはシリーズの調達資金が、適格グリーンプロジェクトに投資されるか、

未充当の場合は翌日物又はその他の短期金融商品に投資されることについての表明。 

 

サステイナリティクスは、調達資金の充当およびレポーティングがフレームワークに合致しているかどうかを検証す

るために、調達資金の充当状況及びインパクト・レポートのレビューを毎年実施する予定です。 

 
インパクト・レポーティング  

三井住友信託は、資金を充当した適格グリーンプロジェクトの環境改善効果等に関する情報及び評価を、ウェブサ

イト上で年に一度公表します。「再生可能エネルギー」プロジェクトの場合は、CO2排出削減トン数を報告します。 

 

                                                 
5 プロジェクトファイナンスの評価および選考プロセスの詳細は、以下のウェブサイトに記載されています。 

https://www.smth.jp/en/csr/management/equator_principles/index.html  

https://www.smth.jp/en/csr/management/equator_principles/index.html
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他のプロジェクトカテゴリーについても、適切な効果測定基準をレポートで使用する予定です。これらの基準には、例

えば、「エネルギー効率」カテゴリーについては節約したエネルギー量（MW）、「クリーンな輸送」カテゴリーについて

は乗客の移動距離（キロメートル）当たりの CO2排出量、「汚染防止および管理」カテゴリーについては廃棄又はリ

サイクルされた廃棄物のトン数、「グリーンビルディング」カテゴリーについては建物の数と認証レベル（「LEED プラ

チナ」や「CASBEE S」など）が含まれます。 

 

資金を充当した適格グリーンプロジェクトによる環境への影響を、ポートフォリオ又はカテゴリーごとに集計します。 

 

 

 

コンプライアンスレビュー  

三井住友信託は、グリーンボンドの発行から 1 年が経過する前に、三井住友信託グリーンボンドフレームワークの

遵守状況を評価するため、グリーンボンドによって調達した資金による充当状況のレビューをサステイナリティクスに

委託する予定です。このレビューは、三井住友信託のグリーンボンドによる調達資金が全額充当されるまで、毎年

実施されます。サステイナリティクスがレビュー報告書を作成し、三井住友信託がウェブサイト上でそれを公開する

予定です。万一、資金がフレームワークに準拠していない活動に充当されたことが年次レビューで確認された場合、

三井住友信託は、その相当額を三井住友信託グリーンボンドフレームワークに準拠した他の融資活動に充当します。 
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サステイナリティクスのオピニオン 

セクション 1：三井住友信託・グリーンボンドフレームワークに関するサステイナリティク

スのオピニオン 

概要  

サステイナリティクスは、三井住友信託のグリーンボンドフレームワークが信頼性及び環境改善効果を有し、グリー

ンボンド原則 2018 の 4 つの要件に適合しているとの意見を表明します。サステイナリティクスは、三井住友信託の

グリーンボンドフレームワークにおける以下の要素を重要な点として考慮しました。 

• 調達資金の使途  

o 再生可能エネルギー、省エネ、クリーンな輸送、汚染防止および管理、グリーンビルディングは、グリ

ーンボンド原則 2018および日本のグリーンボンドガイドライン 2017年版において、明確な環境改善

効果を有するプロジェクトカテゴリーとして認定されています。 

o 調達資金は、エネルギー効率を高める資産又はプロジェクトに充当されます。サステイナリティクス

は、エネルギー効率の向上に対する投資に関しては、エネルギー効率の向上を認める最低水準を公

開することがマーケット・ベスト・プラクティスであると考えています。サステイナリティクスは、三井住友

信託のフレームワークをさらに強化するため、具体的なエネルギー効率向上目標を開示することを推

奨します。 

o グリーンビルディングの適格クライテリアは、LEED、BREEAM、CASBEEなどの国際的・地域的な第

三者機関認証基準の上位 2レベルの認証を取得したプロジェクトを対象としています。サステイナリ

ティクスは、認証には肯定的な影響があると評価しています（評価の詳細については添付資料 1を参

照してください）。また、サステイナリティクスは、認証の上位 2レベルに限定することは、より高い環

境改善効果を生み出し、ベンチマークとしてより広範な投資家の支持が期待できることから、マーケッ

ト・ベスト・プラクティスに合致すると考えています。 

 

• プロジェクト選定プロセス： 

o 法人企画部、ストラクチャードファイナンス部、サステナビリティ推進室を含む複数の関連部署が、プ

ロジェクトの評価及び選定を担当します。また、三井住友信託は、赤道原則（再生可能エネルギー、

省エネ、クリーンな輸送、汚染防止および管理）及び第三者認証機関によるグリーンビルディング認

証（グリーンビルディング）に基づいて資産やプロジェクトを評価し、選定する予定ですが、サステイナ

リティクスはこれらのプロセスが、適格クライテリアに合致し、潜在的リスクを軽減するプロジェクトの

選定を確実にするものであると判断しています。これは、マーケット・プラクティスに合致しています。 

 

• 調達資金の管理 

o 三井住友信託は、グリーンボンドによる調達資金の使途を監視し、適格グリーンプロジェクトに充当さ

れるよう確実を期するため、社内に融資管理システムを導入しており、マーケット・プラクティスに沿っ

ています。 

 

• レポーティング： 

o 三井住友信託は、実行可能かつ測定可能な場合は、グリーンボンドを通じて資金提供を受ける適格

グリーンプロジェクトのインパクトについて、毎年報告を行います。インパクト・レポートにおける重要な

パフォーマンス指標として、例えば、CO2排出削減量、エネルギー節減量、乗客の移動距離あたりの

CO2排出量、廃棄物の削減/リサイクル量、建物の数と認証レベルなどがあります。サステイナリティ

クスは、これらの指標が市場の基準に合致していることを認める一方、グリーンビルディング・プロジェ

クトの環境パフォーマンス指標を開示するよう三井住友信託に奨励します。 

o マーケット・ベスト・プラクティスに従い、三井住友信託は、満期日まで毎年レビューを実施することを

約束しております。 

 

 

 

 

 

グリーンボンド原則 2018への適合性 
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サステイナリティクスは、 三井住友信託のグリーンボンドフレームワークがグリーンボンド原則 2018の 4つの要件に

適合していると判断しました。詳細については、添付資料 2 「グリーンボンド/グリーンボンドプログラム外部機関レビ

ューフォーム」をご参照ください。 

日本の「グリーンボンドガイドライン 2017年版」に適合 

サステイナリティクスの見解では、三井住友信託のグリーンボンドフレームワークは、ICMA グリーンボンド原則に適

合しています。また、日本の「グリーンボンドガイドライン」は、発行体が信頼性の高いグリーンボンド発行のために

何を行うべきかを周知しています。サステイナリティクスは、日本の「グリーンボンドガイドライン 2017 年版」に記載さ

れている要件に対する三井住友信託のグリーンボンドフレームワークの適合性を評価しました。 

ICMAグリーンボンド原則と日本のグリ

ーンボンドガイドライン 2017年版6 

GBP及び日本のグ

リーンボンドガイドラ

インとの適合性  

日本のグリーンボンドガイドラインとの適合

性に関するサステイナリティクスのコメント7 

1. 調達資金の使途  適合 三井住友信託が選定した適格クライテリア

（再生可能エネルギー、エネルギー効率、ク

リーンな輸送、汚染防止および管理、グリー

ンビルディング）は、日本のグリーンボンド

ガイドラインに照らして明確な環境改善効

果を有するグリーンプロジェクトであると判

断できます。また、グリーンボンド、グリーン

プロジェクトのカテゴリー、およびマイナスの

影響を緩和するプロセスに関するすべての

情報は、投資家にアクセス可能な形でフレ

ームワークに記載されています。 

2. プロジェクトの評価及び選定プロセス  適合 三井住友信託は、金融機関として実施可能

な気候変動緩和に向けた行動指針を掲げ

ています。または、選定したプロジェクトが

適格グリーンプロジェクトのクライテリアに

合致するよう確実を期するため、法人企画

部がプロジェクトの評価・選定を担当してい

ます。 

3. 調達資金の管理   適合 三井住友信託のフレームワークは、社内の

融資管理システムを利用して調達資金を追

跡・管理し、未充当の調達資金は、オーバ

ーナイト取引又は短期金融商品に投資する

と明確に説明しています。 

4. レポーティング  適合 三井住友信託は、ボンドに関するレポート

を毎年発行し、グリーンプロジェクト一覧と

その説明、充当額及び未充当額、未充当の

調達資金に関する情報、ならびに調達資金

を充当したプロジェクトによる環境インパクト

などをレポートに含めることを確認しまし

た。 

 

                                                 
6環境省「グリーンボンドガイドライン 2017 年版」（概要）： https://www.env.go.jp/en/policy/economy/gb/summary2017.pdf 
7 ICMA GBP との適合性に関する詳細については、参考資料をご参照ください。 

 

https://www.env.go.jp/en/policy/economy/gb/summary2017.pdf
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セクション 2：三井住友信託銀行のサステナビリティ実績 
 

本フレームワークによる三井住友トラスト・グループのサステナビリティ戦略及び目標への貢献 

三井住友トラスト・グループは、サステナビリティ及び気候変動に関する具体的な方針や行動指針を策定し、取締役

会が責任を持って実行するとともに、8今後もサステナビリティを同社の事業戦略上の課題として位置づけています。

さらに、三井住友トラスト・グループは、国連の「グローバル・コンパクト」、「持続可能な社会の形成に向けた金融行

動原則」、9 責任投資原則、および国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）など、金融セクターにおける複数の

持続可能性推進イニシアティブに加盟しています。また、三井住友トラスト・グループは、「Climate Action 100+」イニ

シアティブ10に参画するとともに、同社におけるサステナビリティの重要性を認識し、意思決定プロセスに赤道原則の

適用を組み込んでいます。  

 

また、三井住友トラスト・グループの気候変動対応行動指針には、気候変動の緩和に役立つ商品やサービスの開発

が含まれています。また同社は、企業に対する気候変動関連情報の開示要請、再生可能エネルギープロジェクトに

対するエクイティ出資、太陽光および風力発電における管理資産の拡大、住宅所有者向けソーラーパネル設置ロー

ンの提供、「自然資本評価型環境格付融資」の実施など、気候変動緩和を促進するための複数のイニシアティブを

公開しています。11三井住友トラスト・グループは、支援する再生可能エネルギープロジェクトによる CO2 排出削減量

や、自社の事業における水や温室効果ガスの削減量など、環境保護や気候変動の緩和に向けた活動の進捗度に

ついて報告しています。 

 

サステイナリティクスは、三井住友トラスト・グループの行動指針、イニシアティブ、気候変動に対する取締役レベル

の責任を考慮し、三井住友トラスト・グループではグリーンボンドの発行体制が十分整っており、グリーンボンドの発

行は同社のサステナビリティ戦略の推進に貢献するとの意見を表明します。 

 

プロジェクトに関連する共通の環境・社会的リスクに対処するための体制が整備されている  

調達資金の使途から判断すると、対象プロジェクトに伴う主要な ESG リスクは、エネルギー、輸送、及び不動産イン

フラに関する大規模プロジェクトならびに建設作業の労働安全衛生に関する環境及び社会的リスクであると考えら

れます。サステイナリティクスは、以下に基づき、三井住友信託では関連する社会および環境上のリスクを管理する

体制が整備されていると考えています。 

 

i. 三井住友信託は、プロジェクトファイナンス及びプロジェクト関連の法人向け融資に赤道原則を適用しています
12。三井住友信託は、赤道原則に基づき、環境や社会に対する深刻な負のリスクや、さまざまな撤回不可能な、

又は前例のない悪影響をもたらす可能性のあるプロジェクトを、グリーンボンドによる調達資金の充当対象から

除外します。プロジェクトの評価では、環境及び社会に与える影響の評価結果が考慮されます。 

 

ii. 三井住友信託は、グリーンボンドによる資金調達を 25MW以下の水力発電所に限定し、環境や社会への影響

が大きい大規模水力発電所を除外しています。また、三井住友信託は次のセクターを除外しています：防衛及

び安全保障、パーム油、木材パルプ、原子力発電、石炭火力発電、鉱業およびたばこ産業、ならびにすべての

化石燃料ベースの資産、化石燃料ベースの輸送/インフラストラクチャー、化石燃料の輸送を主な目的とした輸

送。 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
8三井住友トラスト・グループの企業ウェブサイト https://www.smth.jp/about_us/management/governance/pdf/180702.pdf 
9  「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」は、日本の主要金融機関によって制定された自主的なガイドラインです。 
10「Climate Action 100+」は、温室効果ガス排出量の多い企業や、クリーンエネルギーへの転換を推進し、パリ協定の目標達成を促す上で鍵となるその他の企業に世界規模

で働きかけるための投資主導の取り組みです。 https://climateaction100.wordpress.com/ 
11三井住友トラスト・グループ 2017 年度統合報告書： https://www.smth.jp/ir/disclosure/2017/all.pdf 

12三井住友信託銀行の企業ウェブサイト： https://www.smth.jp/csr/management/equator_principles/index.html 
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セクション 3：調達資金の使途によるインパクト  

調達資金使途の 5つのカテゴリーは、そのすべてが GBPによって有意義な環境改善効果を有すると認められてい

ます。 

 

再生可能エネルギー、エネルギー効率、グリーンビルディング、クリーンな輸送の重要性 

 

2011 年に福島第一原発事故が発生するまで、原子力発電は日本の総発電量の 30％近くを占めていました。13しか

し、原発事故により、日本政府はすべての原子力発電所を閉鎖しました。その後、稼動可能な 42基の原子炉のうち、

再稼働したのは 9 基のみです。14原発の閉鎖により、日本のエネルギー生産能力は大幅に低下し、石油や石炭、天

然ガスなど、石炭を主体としたエネルギー源の使用が増加しました。2030 年までにニ酸化炭素を 2013 年の水準か

ら 26％、1990 年の水準から 18％削減するとの公約を掲げている日本にとって、温室効果ガス削減目標を達成する

ためには、15再生可能エネルギーの供給量を増やし、さらなる省エネ化を図ることが重要です。また、再生可能エネ

ルギーの生成は、2030年までに原子力発電の使用割合を 2010年の 28％から 20％～22％に削減する一方、16再生

可能エネルギー（風力、太陽光、地熱、バイオマス、水力）を 10％から 22％～24％まで増やすとした国の新しいエネ

ルギー基本計画にも貢献します。17 

 

一般に、エネルギー効率によって、化石燃料ベースのエネルギー源への依存度が低下します。建築業界は、日本

のエネルギー総使用量の 3分の 1を占めることから、18 2015年 7月 8日施行の「建築物省エネ法」において表明さ

れているとおり、エネルギー効率が高い建物を増やす施策が重要であるといえます。19 

 

さらに、2016年のデータによると、運輸部門は日本の CO2排出量の 18.8％を占めています。20日本は、2013年から

2016年にかけて運輸部門の温室効果ガス排出量を 3.8％削減しましたが、21低炭素経済への移行を支援し、温室効

果ガス削減目標を達成するためには、クリーンな輸送プロジェクトへのさらなる投資が必要です。 

 

サステイナリティクスは、再生可能エネルギー、建築物の省エネ、および運輸部門の重要性に鑑み、これらのカテゴ

リーに調達資金を充当することによって、有意義な環境改善効果をもたらし、日本の温室効果ガス排出目標の達成

に貢献するとの意見を表明します。 

 

汚染防止および管理の重要性 

日本は工業化と人口増加によって生じた廃棄物問題を解決するため、何度か規制が変更され、その結果、先進的

な廃棄物管理システムを保有するに至りました。22廃棄物量は 2000 年から 2014 年にかけて 19％減少しました。23

日本では、焼却が主要な廃棄物処理方法ですが、24 リサイクル率は 2014年の時点で 20.6％となっています。 

 

 

 

 

 

                                                 
 
14 世界原子力協会： 「日本における原子力」（2018 年 7 月改定版）（英文）： http://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/japan-

nuclear-power.aspx 
15 https://climateactiontracker.org/countries/japan/ 
16経済産業省「長期エネルギー需給見通し」： 

http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150716004/20150716004_2.pdf 
17 経済産業省資源エネルギー庁「日本のエネルギー」： 

http://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/pdf/energy_in_japan2016.pdf 
18 国土交通省「建築物省エネ法の概要」： 

http://www.mlit.go.jp/common/001178846.pdf  
19 同法は、大規模非居住用建築物の省エネ基準遵守を図る規制措置を定めるもので、CASBEE などのグリーンビルディング認証システムの利用を奨励しています。国土交

通省「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）の概要」： 

Infrastructure, Transport and Tourism, Japan; https://www.mlit.go.jp/common/001134876.pdf 
20 日本の 2016 年度温室効果ガス排出量 

（速報値）（英文）：https://www.env.go.jp/press/files/en/750.pdf 
21 世界の温室効果ガス排出量データ （英文）https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data 
22 環境省「日本の廃棄物処理の歴史と現状」（2014 年 4 月） 

 https://www.env.go.jp/recycle/circul/venous_industry/ja/history.pdf 
23「2017 年版環境統計集」： https://www.env.go.jp/doc/toukei/contents/pdfdata/h29/2017_all.pdf 
24 https://unfccc.int/files/ghg_emissions_data/application/pdf/jpn_ghg_profile.pdf 
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持続可能な開発目標との適合性と同目標への貢献 

「持続可能な開発目標」（SDGs）は、持続可能な開発のための 2030 アジェンダの一部として、2015 年 9 月に策定さ

れました。本グリーンボンドにより、以下の SDG目標およびターゲットの達成が推進されます。 

 

 

調達資金の使途カテゴリー SDG SDGターゲット 

再生可能エネルギー 7. エネルギーをみんなに、そ

してクリーンに 

7.2 2030年までに、世界のエネルギーミックスにお

ける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大さ

せる 

エネルギー効率 7. エネルギーをみんなに、そ

してクリーンに 

7.3 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の

改善率を倍増させる 

クリーンな輸送 11. 住み続けられるまちづく

りを 

11.2 2030 年までに、脆弱な立場にある人々、女

性、子ども、障害者、及び高齢者のニーズに特に

配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の

安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安

価で容易に利用できる、持続可能な輸送システム

へのアクセスを提供する 

汚染防止および管理 3. すべての人に健康と福祉

を 

3.9 2030 年までに、有害化学物質、ならびに大

気、水質及び土壌の汚染による死亡及び病気の

件数を大幅に減少させる 

グリーンビルディング 11. 住み続けられるまちづく

りを 

11.6 2030年までに、大気質、自治体などによる廃

棄物管理への特別な配慮などを通じて、都市部

の一人当たり環境影響を軽減する 

 

 

 

結論  
 

三井住友信託のグリーンボンドフレームワークは、「再生可能エネルギー」、「エネルギー効率」、「クリーンな輸送」、

「汚染防止および管理」、「グリーンビルディング」における調達資金の使途を明確にするものであり、これらのカテゴ

リーは、「グリーンボンド原則」に基づき、すべて適格グリーンプロジェクトカテゴリーであると判断できます。また、三

井住友信託は、赤道原則に基づいて選定プロセスを実施することにより、ボンドの調達資金を充当するプロジェクト

が環境や社会に与える悪影響を最小限又は限定的なものとなることを担保しています。以上の点を踏まえ、サステ

イナリティクスは、三井住友信託のグリーンボンドは堅牢で信頼性・透明性が高いと考えます。 
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参考資料  

参考資料 1:グリーンビルディング認証スキームの概要と比較 

 
 LEED25  BREEAM26  CASBEE 不動産評価認証

ランク27 

背景 LEED（Leadership in 

Energy and Environmental 

Design）は、世界中で使用

されている居住用及び商

業用不動産向けの米国の

認証制度です。LEEDは非

営利団体である米国グリ

ーンビルディング協議会

（USGBC）によって開発さ

れ、建築物の設計、建設、

保守及び運用を評価して

います。 

BREEAM（英国建築研究所建

築物性能評価制度）は当初、

英国の建築研究所（BRE）によ

って 1990年に発行され、新

築、改築、増築に使用されてい

ます。 

CASBEE 不動産評価認証（

建築環境総合性能評価シ

ステム：Comprehensive 

Assessment System for Built 

Environment Efficiency） は

、日本におけるグリーンビル

ディング管理制度であり、建

築物の環境性能や建築環

境を評価し格付する手法で

す。CASBEE 不動産評価認

証には、評価対象のスケー

ルに応じた、「住宅系」、「建

築系」、「街区系」及び「都市

系」の 4つの評価ツールが

あります。 

 

認証レベル Certified 

Silver 

Gold 

Platinum 

 

Pass 

Good 

Very Good 

Excellent 

Outstanding 

C ランク （劣る） 

B- ランク（やや劣る） 

B+ ランク（良い） 

A ランク（大変良い） 

S ランク （素晴らしい） 

評価領域：環境

プロジェクト・マ

ネジメント 

 環境評価カテゴリーの「マネジ

メント」は、プロジェクト・マネジ

メント、導入、環境外乱が最小

限の作業現場、利害関係者の

関与など様々な側面に対応し

ています。 

CASBEE 不動産評価認証

は、不動産の内側と外側と

いう 2 つの主要ファクターを

評価し、各ファクターは、Q 

（建築物の環境品質 

Quality）、L （建築物の環境

負荷 Load）の両側面から評

価されます。 

評価領域：建築

物の環境性能 

•  エネルギー及び大気 

• 持続可能な敷地 

• 立地と交通 

• 材料と資源 

• 水の効率性 

• 室内環境の質 

• デザインの革新性 

• 地域別重み付け 

• エネルギー 

• 土地利用とエコロジー 

• 汚染 

• 交通 

• 材料 

• 水 

• 廃棄物 

• 健康と福利の革新性 

• エネルギー消費 （Energy 

Efficiency） 

• 資源循環 （Resource 

efficiency） 

• 地域環境 （Local 

environment） 

• 室内環境 （Indoor 

environment） 
 

 

要件 必須条件（認証レベルとは

無関係）を満たすとともに、

評価項目に関連したポイン

トを取得 

 

認証レベルに応じた必須条件

を満たすとともに、評価項目に

関連したポイントを取得 

 

スコアリングによるパフォー

マンス評価  

  

CASBEE は、評価指標とし

て BEE （ Built Environment 

                                                 
25 LEED 認証スキームの詳細については、以下をご覧ください。 https://new.usgbc.org/leed  
26 BREEAM 認証スキームの詳細については、以下をご覧ください。 https://www.breeam.com/  
27 建築環境総合性能評価システム(CASBEE)、BASBEE：http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/  

 

https://new.usgbc.org/leed
https://www.breeam.com/
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/
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上記のポイントの合計に応

じて LEED認証レベルを取

得することになります 

 

LEEDには異なるいくつか

のレーティング・システムが

あります。各格付レーティ

ング・システムは、特定の

分野（新築、大規模リフォ

ーム、コア及びシェル開

発、学校/小売/医療施設の

新築及び大規模改築、既

存不動産の運営及び保

守）に適用できるように設

計されています。 

取得したポイントは項目ごとに

重み付けされ28、獲得した総合

スコア（パーセンテージで表さ

れます）に基づいて BREEAM

認証レベルの証明書が与えら

れます。BREEAMの項目の大

部分には柔軟性があり、クライ

アントは BREEAMのパフォー

マンススコアの作成に当たり、

順守すべき項目を選択するこ

とができます。 

 

BREAAMには 2つの段階と

監査レポートがあります。評価

基準が異なる「BREEAM設計

段階（BREEAM Design 

Stage）」と「建設後段階（Post 

Construction Stage）」です。 

Efficiency） を用いています

。BEE とは、Q （Quality）を

分子、L を分母として算出さ

れる指標です。Q と L は 4 

つの主要分野を分類し再構

成して算定されます。 

 

建築物は、BEE の値が増

加に応じて C ランク（劣って

いる）から S （素晴らしい） 

のランク判定を受けます。  

 

建築物は、地方自治体から

認可を受けるために

CASBEE の認証制度の評

価書を取得する必要があ

り、当該評価書は地方自治

体によって評価を受けま

す。 

パフォーマンス

表示 

 

 

 

 

 

 

29 

定性的考察 世界的に認知され適用さ

れている 

世界的に認知され適用されて

いる 

日本では、多くの地方自治

体が、建築許可審査の際に

CASBEE 不動産評価認証

の評価書の提出を義務付

けています（他の同様のツ

ールと比較して）。 

 

 

 

  

                                                 
28 BREEAM の重み付け：マネジメント 12％、健康と福利 15％、エネルギー19％、交通 8％、水 6％、材料 12.5％、廃棄物 7.5％、土地利用とエコロジー10％、汚染 10％、

イノベーション 10％。したがって、「エネルギー」の項目で獲得した 1 点は、集計後に「汚染」の項目で獲得した 1 点の 2 倍の価値を持つことになります。 
29 建築環境総合性能、CASBEE; http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/beeE.htm  

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/beeE.htm
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参考資料 2: グリーンボンド／グリーンボンドプログラム 外部機関レビューフォ

ーム 

セクション 1. 基本情報 

発行体の名称 三井住友信託銀行株式会社 

グリーンボンド ISIN コード／グリーンボンド発行体フ

レームワークの名称（該当する場合） 

三井住友トラストグリーンボンド 

レビュー機関の名称 サステイナリティクス 

本フォームの記入完了日 2018年 8月 31日 

レビューの発行日: [本レポートが過去のレビューの更

新版である場合、その旨を記載し、参照すべき元文書

をご記入下さい] 

2018年 9月 3日 

 

セクション 2. レビューの概要 

レビューの範囲 

レビューの範囲では、以下の項目を適宜使用/採用しています。  

本レビューでは次の要素を評価し、グリーンボンド原則（GBP）との整合性を確認しました。 

☒ 調達資金の使途 ☒ プロジェクトの評価及び選定のプロセス 

☒ 調達資金の管理 ☒ レポーティング 

 

レビュー機関の役割 

☒ コンサルティング（セカンドパーティ・オピニオンを

含む） 
☐ 認証 

☐ 検証 ☐ レーティング 

☐ その他（具体的に記入して下さい）   

注：レビューが複数ある場合やレビュー機関が異なる場合は、レビューごとに別々のフォームを使用して下

さい。 

 

レビューの要約及び/又はレビュー全文へのリンク（該当する場合） 

上記のグリーンボンドフレームワークの概要とびセカンドパーティ・オピニオン文書を参照願います。 
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セクション 3. レビューの詳細 

レビュー機関は、以下の情報をできるだけ詳細に提供し、コメントセクションを使用してレビューの範囲を説明するこ

とが推奨されています。 

1. 調達資金の使途 

セクションについての総合的コメント (該当する場合) 

三井住友信託のグリーンボンドフレームワークによれば、「適格グリーンプロジェクト」とは、以下のすべてのクラ

イテリアを満たすプロジェクトを意味します。 

i) プロジェクトは、下記の適格プロジェクトカテゴリー（a）〜（e）の少なくとも 1つ以上に該当すること。 

ii) 下記（a）〜（d）に分類されたプロジェクトが、赤道原則協会が公表した赤道原則のカテゴリーBまたはカテ

ゴリーCに分類されること。30 

iii) （a）グリーンボンドの発行日から遡って 24カ月以内、又は（b）グリーンボンドの発行日から満期日までの間

に開始された既存又は新規プロジェクトで、プロジェクトファイナンスは三井住友信託が実施したものである

こと。 

 

適格プロジェクトカテゴリー 

適格グリーンプロジェクトとは、下記のカテゴリーの少なくとも 1つに該当するプロジェクトです。 

 

a) 再生可能エネルギー 

b) エネルギー効率 

c) クリーンな輸送 

d) 汚染防止および管理 

e) グリーンビルディング 

 

サステイナリティクスは、三井住友信託が公表した調達資金の使途は、すべてグリーンボンド原則 2018によって

適格であると認められ、特に日本の状況においては、明確な環境改善効果を有するとの意見を表明します。 

 

資金の使途のカテゴリー（分類は GBP に基づく） 

☒ 再生可能エネルギー ☒ 省エネルギー 

☒ 汚染の防止と管理 ☐ 自然資源の持続可能な管理と土地の使用 

☐ 生物多様性保全（陸上及び海洋） ☒ クリーンな輸送 

☐ 持続可能な水資源管理 ☐ 気候変動への適応 

☐ 環境に配慮した製品、製造技術・工程 ☒ グリーンビルディング 

☐ 発行の時点では確認されていないが、将来的に

GBP のカテゴリーに適合するか、又はまだ GBP

のカテゴリーになっていないその他の適格分野

に適合すると現時点で予想される 

☐ その他（具体的に記入して下さい） 

 

                                                 
30 赤道原則によると、カテゴリーA のプロジェクトは、環境及び社会に対し、深刻な負のリスクや、回復不可能又は前例のないさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。カ

テゴリーB のプロジェクトは、環境及び社会に与える可能性のある負のリスクや悪影響が限定的でごくわずかしかなく、概して当該立地に固有のものであり、その大部分が回復

可能で、緩和策によって容易に対処することができます。カテゴリーC のプロジェクトは、環境及び社会への負のリスクや悪影響が最小限、又は皆無です。グリーンボンドの調達

資金は、上記の（a）〜（d）のカテゴリーの少なくとも 1 つ以上に分類される、既存及び新規のカテゴリーB またはカテゴリーC プロジェクトに充当することができます。 
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GBP のカテゴリーにない場合は、環境分類を記入して下さい（可能な場合） 

 

 

2. プロジェクトの評価及び選定のプロセス 

セクションについての総合的コメント（該当する場合）    

三井住友信託の法人企画部及びストラクチャードファイナンス部が、すべての適格グリーン・プロジェクト・クライテリ

アに合致したプロジェクトプールを選定し、サステナビリティ推進室による検証後、適格プロジェクト候補の中から線

的先につき法人企画部が最終判断を下します。サステイナリティクスは、上記のプロセスを考慮し、三井住友信託の

プロジェクト評価及び選定プロセスは市場の規範に沿ったものであるとの意見を表明します。 

 

評価・選定 

☒ 発行体のサステナビリティ目標は、環境的改善

効果をもたらす 

☐ ドキュメント化されたプロセスにより、プロ

ジェクトが適格カテゴリーの範囲に適合し

ていることが判断される 

☒ グリーンボンドによる調達資金に適格なプロジ

ェクトのクライテリアが定義されており、その透

明性が担保されている 

☒ ドキュメント化されたプロセスにより、プロ

ジェクトに関連した潜在的 ESG リスクを特

定及び管理していることが判断される 

☐ プロジェクトの評価・選定に関するクライテリア

のサマリーが公表されている 

☐ その他（具体的に記入して下さい） 

 

責任に関する情報及び説明責任に関する情報 

☐ 評価／選定のクライテリアについては外部機

関による助言又は検証が必要 

☐ 組織内での評価 

☐ その他（具体的に記入して下さい）   

 
3.資金管理 

セクションについての総合的コメント（該当する場合） 

三井住友信託は、グリーンボンドの調達資金を監視し、上に定義した適格グリーンプロジェクトに充当されていること

を確認する管理・運営を確立し、実施しています。グリーンボンドの調達資金に相当する金額が既存および将来の

適格グリーンプロジェクトのファイナンスに充当されると、それが記録に反映されます。三井住友信託は、グリーンボ

ンドの売却【発行？】によって調達された資金が確実に適格グリーンプロジェクトに充当されるよう確実を期するた

め、当該調達資金額に等しい金額の動きを監視し、把握します。グリーンボンドの調達資金をどの適格グリーンプロ

ジェクトに充当するかが決定していない場合、当該資金はオーバーナイト取引または短期の金融商品に投資されま

す。サステイナリティクスは、三井住友信託の調達資金管理は市場の規範に沿っているとの意見を表明します。 

 

調達資金の追跡管理 

☒ 発行体はグリーンボンドの調達資金を体系的に区別又は追跡管理している 

☐ 未充当の資金の運用に使用する予定の一時的な投資手段の種類が開示されている 
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☐ その他（具体的に記入して下さい） 

 

その他の情報開示 

☐ 将来の投資にのみ充当 ☐ 現在と将来の投資に充当 

☐ 個別の支出に充当 ☐ 支出ポートフォリオに充当 

☐ 未充当資金のポートフォリオを開示 ☐ その他（具体的に記入して下さい） 

 

 
4. レポーティング 

セクションについての総合的コメント（該当する場合） 

資金充当状況のレポーティング  

三井住友信託は、グリーンボンドが償還を迎えるまで、その調達資金の充当に関する情報を専用ウェブサイト上で

提供および入手可能にし、全額が充当されるまで、かつ新たな展開があった場合はそれ以降も、少なくとも年に一

回当該情報を更新します。 

 

インパクト・レポーティング  

また、三井住友信託は、資金を充当した適格グリーンプロジェクトが環境に与えたインパクトに関する情報及び評価

を、専用ウェブサイト上で年に一度公表します。「再生可能エネルギー」プロジェクトの場合は、排出が回避された

CO2のトン数を報告します。 

 

他のプロジェクトカテゴリーについても、以下のような適切なインパクト測定基準をレポートで使用する予定です。 

 

- 「エネルギー効率」カテゴリーについては節約したエネルギー量（MW） 

- 「クリーンな輸送」カテゴリーについては乗客の移動距離（キロメートル）当たりの CO2排出量 

- 「汚染防止および管理」カテゴリーについては廃棄又はリサイクルされた廃棄物のトン数  

- 「グリーンビルディング」カテゴリーについては建物の数と認証レベル（「LEED プラチナ」や「CASBEE S」など） 
 

サステイナリティクスは、三井住友信託のレポーティングはマーケット・プラクティスに沿っているとの意見を表明しま

す。 

 

資金使途のレポーティング 

☐ プロジェクト単位 ☒ プロジェクト・ポートフォリオ単位 

☐ 個々の債券の情報源へのリンク ☐ その他（具体的に記入して下さい） 

 報告される情報 

☒ 充当額 ☐ 投資額全体におけるグリーンボンドによ

る調達額の割合 

☐ その他（具体的に記入して下さい）   

 頻度 

☒ 毎年 ☐ 半年毎 
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☐ その他（具体的に記入して下さい）：

実質的な発展があった場合はタイム

リーに実施 

 

 

インパクト・レポーティング 

☐ プロジェクト単位  ☒ プロジェクト・ポートフォリオ単位 

☐ 個々の債券の情報源へのリンク ☐ その他（具体的に記入して下さい） 

 

頻度 

☒ 毎年 ☐ 半年毎 

☐ その他（具体的に記入して下さい）：実

質的な発展があった場合はタイムリ

ーに実施 

  

  

報告される情報（予想又は事後の報告） 

☒ 温室効果ガスの排出量／削減量 ☒  消費エネルギーの削減量 

☒ 水消費量の削減  

☒  

その他の ESG指標（具体的に

記入して下さい）： 

-「クリーンな輸送」カテゴリーは

乗客の移動距離（キロメート

ル）当たりの CO2排出量 

-「汚染防止および管理」カテゴ

リーは廃棄又はリサイクルされ

た廃棄物のトン数  

- 建物の数と認証レベル 

 

 

開示の方法 

☐ 財務報告書に掲載 ☐ サステナビリティレポートに掲載 

☐ 臨時報告書に掲載 ☒ その他（具体的に記入して下さい）：三井

住友信託のウェブサイト 

☐ レポーティングは審査済み（「審査済み」の場合、どの部分が外部審査の対象かを明示して下さ

い） 

 
参考情報へのリンク先の欄で報告書の名称と発行日を明記して下さい（該当する場合） 

 
参考情報へのリンク先（例えば、レビュー機関の審査手法、実績、発行体の参考文献などへのリンク） 

 

 

 
参照可能なその他の外部審査（該当する場合） 

提供レビューの種類 
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☐ コンサルティング （セカンドパーティ・オピニオ

ンを含む） 
☐ 認証 

☐ 検証／監査 ☐ レーティング（格付け） 

☐ その他（具体的に記入して下さい）： 

 

レビュー機関 発行日 

  

 

 

グリーンボンド原則（GBP）が定義するレビュー機関の役割について 

i. コンサルタント・レビュー：発行体は、環境的な持続可能性、その他グリーンボンド発行におけるさまざまな面（発行

体のグリーンボンドフレームワークの策定／レビューなど）について、定評ある専門知識を備えたコンサルタントや専

門機関に助言を求めることができます。「セカンドパーティ・オピニオン」はこのカテゴリーに含まれます。 

ii. 検証：発行体は、発行するグリーンボンド、それに関連するグリーンボンドフレームワーク、又は裏付けとなる資産に

ついて、資格要件を満たした当事者（監査人など）に独立した立場からの検証を受けることができます。以下の認証

と異なり、検証では発行体が作成した内部基準や要件との整合性に焦点を当てることができます。裏付けとなる資

産の環境的に持続可能な特性の評価も検証と呼び、外部のクライテリアを適用する場合があります。   

iii. 認証：発行体は、発行するグリーンボンド、それに関連するグリーンボンドフレームワーク、又は調達資金の使途に

ついて、外部のグリーン評価基準に照らして認証を受けることができます。クライテリアは評価基準によって定義さ

れ、こうしたクライテリアとの整合性を、資格要件を満たした第三者機関／認証機関が確認します。 

iv. レーティング（格付け）：発行体は、発行するグリーンボンド、又はそれに関連するグリーンボンドフレームワークのレ

ーティングを、資格要件を満たした第三者機関（専門的調査機関、格付機関など）から取得することができます。グリ

ーンボンドのレーティングは通常、個別の債券やグリーンボンドフレームワーク／プログラムに適用されるもので、発

行体の ESG レーティングとは区別されています。 
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免責事項 

© Sustainalytics 2018.無断複写・複製・転載を禁ず。 

このセカンドパーティ・オピニオン（「オピニオン」）に対する知的財産権はサステイナリティクスのみに帰属します。本

オピニオンのいかなる部分も、サステイナリティクスが書面で明示的に同意しない限り、複写・流布したり、他の情報

と混合したり、派生物の作成に使用したり、何らかの形で提供したり、第三者に開示したり、出版したりすることはで

きません。また、本オピニオンの一部、又は本オピニオンに電子的又は機械的に、あるいは複写機や録音を通じて

何らかの形又は方法で記載された情報は、本オピニオンと並行して策定されている「グリーンボンドフレームワーク」

と無関係に公表することもできません。 

本オピニオンは、分析対象の債券が持続可能であり、責任を果たし、さらに特定の投資家ではなく投資家全般が使

用できるようにしているとみなされる理由を説明するために作成されました。したがって、本オピニオンは情報提供の

みを目的としており、サステイナリティクスは本オピニオンの内容に関するいかなる形の責任も、本オピニオン又は

本オピニオンで提供される情報の利用に起因する損害に関する責任も、認めることはありません。 

本オピニオンはクライアントから提供された情報に基づいて作成され、その情報は「そのまま」提供されているため、

サステイナリティクスは本オピニオンに提示された情報の完全性、正確性及び最新性を保証しておらず、誤差脱漏

に対する責任を負うこともありません。第三者の名称への言及は、所有権を適切に承認するためであり、係る所有

者によるスポンサーシップ又は支援を裏付けるものはありません。 

本オピニオンに記載されたいかなる内容も、明示黙示を問わず、投資可能な資産やポートフォリオへの投資又は企

業の参加の助言を表示・保証・表明・示唆するものとみなすことはできません。また、本オピニオンに記載されたいか

なる内容も、（適用可能な法域において定義されている）投資アドバイスとみなしたり、経済的パフォーマンスや債券

の信用力の評価と解釈したり、調達資金の効果的な充当に焦点を当てたものと解釈したりすることはできません。 

クライアントは自らの行動の適法性・実行・監視について、認証の取得や確実な実施の全責任を負います。 

英語版と翻訳版との間に不一致がある場合、英語版が優先されます。  
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サステイナリティクスについて 

サステイナリティクスは、環境・社会・ガバナンス（ESG）とコーポレート・ガバナンスに関する調査、格付け及び分析を

行う独立系機関であり、責任投資（RI）戦略の策定と実施について世界中の投資家をサポートしています。サステイ

ナリティクスは世界各地に 13 のオフィスを展開し、機関投資家のパートナーとして、ESG に関する情報や調査結果

を投資プロセスに組み込むサポートを提供しています。今日、30 か国において多国籍企業、金融機関及び政府機

関に至る様々な発行体が弊社にグリーンボンドやサステナビリティボンドに関するセカンドパーティ・オピニオンを依

頼しています。サステイナリティクスは Climate Bonds Standard Board により検証機関としての認証を受け、フレーム

ワークの策定や検証において様々なステークホルダーを支援しています。また、サステイナリティクスは Global 

Capital 社により「2017 年もっとも印象的なセカンドパーティ・オピニオン機関」として表彰を受けました。2018年には、

Climate Bonds Initiative 団体及び Environmental. Finance 誌によって「最大の外部レビュー機関」に指定されました。

サステイナリティクスは、2018 年に、日本のグリーンボンド市場の成長に対する弊社の貢献に対し、一般社団法人

環境金融研究機構から「サステナブルファイナンスアワード特別賞」を受賞しております。 

詳しくは、 www.sustainalytics.comをご参照、又は  

info@sustainalytics.comにご連絡下さい 

 

 

 
 


