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国内グリーンボンド市場の動向 
～R&I の国内事業会社評価カバレッジは約 45%とトップ～ 

 

 
R&I は 2016 年～2018 年までに本邦発行体が国内市場で発行した円建てグリーンボンド 30 件 2731

億円のうち、8 件 830 億円について評価を行った。このうち、国内事業会社が発行したグリーンボンド

には 18 件 1700 億円のうち、7 件 750 億円に対して、評価を行っており、R&I の国内事業会社向け評価

カバレッジは、金額ベースで約 45%と外部評価機関トップとなった。R&I は 2016 年 9 月、野村総合研

究所が日本企業として初めて国内円建てで発行したグリーンボンドに、日本の評価会社としては初めて、

グリーンボンドへの外部評価である「R&I グリーンボンドアセスメント」を提供した。 
 
（発行額の推移） 

日本市場におけるグリーンボンド発行額は、2016 年は 100 億円、2017 年は 400 億円であったが、2018
年には 2231 億円に急拡大した（図 1-1 参照）。1 件当たりの発行額は 200 億円程度の大型のものが一部

にあるものの、全体では 50～100 億円の発行が中心となっている。また、年限別では 5～10 年が多い。 
2018 年に発行が拡大した背景としては、(1)2016~2017 年に発行された事例を通じて、国内市場にお

けるグリーンボンドの認知度が高まったこと、(2)グリーンボンド原則の日本語訳の発行や、2017 年 3
月の環境省の「グリーンボンドガイドライン 2017 年版」の発行、環境省の「モデル発行事例」の公募

を通じて、グリーンボンド発行に必要な要件について周知が進んだこと、(3)2018 年度からの環境省の

グリーンボンド発行支援業務（グリーンボンド発行費用の補助事業）の開始、などがあげられる。 
 

（これまで発行された国内円建てグリーンボンドの特徴） 

 発行体種別でみると、事業会社が件数、金額ともに多いことが見て取れる（図 2 参照）。このうちリー

ス企業等の金融関連会社の発行が多いことがわかる。その他、REIT の発行件数も多い。一方、地方自

治体の発行は東京都の 1 発行体のみであるほか、政府関連機関の発行も 2018 年 12 月まででは鉄道建

設・運輸施設整備支援機構の 1 発行体のみであり、今後の拡大の余地は大きいと考えられる。 
 資金使途種別で見ると、グリーンビルディングが最も多く、次に再生可能エネルギー、クリーン輸送

の順となっている（図 3 参照）。グリーンビルディングや再生可能エネルギーは、グローバルで見ても発

行事例が多く、グリーンボンドとしての要件も比較的わかりやすいことから、発行の検討が進みやすか

ったものと考えられる。 
 また、グリーンボンドの場合、発行体のホームページ等で投資表明を行った投資家の一覧を確認する

ことができる。これまで発行されたグリーンボンドで、これら投資家の動向を確認すると、生命保険会

社や資産運用会社をはじめ、地域金融機関（地方銀行、信用金庫、信用組合等）、学校法人、一般事業会

社などが挙げられる。複数グリーンボンドに投資表明を行う投資家も見られ、グリーンボンド投資を通

じて環境に関する取り組みを積極的にアピールしていこうという姿勢が見て取れる。 
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（今後の展望） 

 2019 年以降に発行が予定されているグリーンボンドを見ると、トヨタファイナンスや住宅金融支援機

構等の大型の発行体や、リニューアブルジャパン、北陸グリーンボンド等のプロジェクトボンドの発行

が予定されている（図 1-2 参照）。 
 これまでにはない発行体や債券種類にも発行のすそ野が拡大しており、引き続き国内グリーンボンド

市場は一定の拡大を続けることが予想される。 
 R&I は 2019 年以降も、グリーンボンドの評価を通じて、国内グリーンボンド市場の発展に貢献して

いきたいと考えている。 
 
（参考） 

R&I グリーンボンドアセスメント評価案件一覧 
https://www.r-i.co.jp/rating/products/green_bond/assessment_list.html 
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図 1-1 日本の発行体が日本市場で発行した円建グリーンボンドの一覧 
（事業会社）

NO. 発行体名
金額
（億円）

発行日 年限 発行体種別 資金使途区分 R&I 評価先

1 野村総合研究所 100 2016/09/16 10 事業会社 グリーンビルディング ○

2 戸田建設　　　　　　　　　　　　　　　　 100 2017/12/14 5 事業会社 再生可能エネルギー ○

3 三菱ＵＦＪリース 100 2018/04/17 5 事業会社（金融） 再生可能エネルギー

4 日本郵船　　　　　　　　　　　　　　　　 100 2018/05/24 5 事業会社 クリーン輸送

5 三菱地所　　　　　　　　　　　　　　　　 200 2018/06/26 5 事業会社 グリーンビルディング ○

6 商船三井        　　　　　　　　　　　　 50 2018/08/30 5 事業会社 クリーン輸送

7 リコーリース 100 2018/09/07 5 事業会社（金融） 再生可能エネルギー

8 商船三井（個人向け）　　　　　　　 50 2018/09/10 5 事業会社 クリーン輸送

9 日立造船　　　　　　　　　　　　　　　　 50 2018/09/21 3 事業会社 汚染の防止

10 東京センチュリー 100 2018/10/15 5 事業会社（金融） 再生可能エネルギー ○

11 ＡＮＡホールディングス 100 2018/10/24 10 事業会社 グリーンビルディング ○

12 大王製紙　　　　　　　　　　　　　　　　 150 2018/10/25 7 事業会社 汚染の防止、再生可能エネルギー

13 大王製紙　　　　　　　　　　　　　　　　 50 2018/10/25 10 事業会社 汚染の防止、再生可能エネルギー

14 丸井グループ　　　　　　　　　　　　　　 100 2018/10/25 5 事業会社 再生可能エネルギー

15 大林組　　　　　　　　　　　　　　　　　 100 2018/10/25 5 事業会社
再生可能エネルギー、
グリーンビルディング

○

16 芙蓉総合リース 100 2018/11/02 5 事業会社（金融） 再生可能エネルギー

17 大和証券グループ本社 100 2018/11/29 5 事業会社（金融）
再生可能エネルギー、
グリーンビルディング

18 戸田建設（個人向け）　　　　　　　　　 50 2018/12/21 5 事業会社 再生可能エネルギー ○

（地方自治体）

NO. 発行体名
金額
（億円）

発行日 年限 発行体種別 資金使途区分 R&I 評価先

1 東京都 50 2017/10/31 5 地方自治体 省エネルギー等

2 東京都 50 2017/10/31 30 地方自治体 省エネルギー等

3 東京都 50 2018/10/30 5 地方自治体 省エネルギー等

4 東京都 50 2018/10/30 30 地方自治体 省エネルギー等

（政府関連機関）

NO. 発行体名
金額
（億円）

発行日 年限 発行体種別 資金使途区分 R&I 評価先

1 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200 2017/11/28 10 政府関連機関 クリーン輸送

2 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 245 2018/02/27 20 政府関連機関 クリーン輸送

（REIT）

NO. 発行体名
金額
（億円）

発行日 年限 発行体種別 資金使途区分 R&I 評価先

1 日本リテールファンド投資法人 80 2018/05/25 5 REIT グリーンビルディング ○

2 ジャパンエクセレント投資法人 40 2018/08/10 10 REIT グリーンビルディング

3 日本プロロジスリート投資法人 60 2018/08/17 10 REIT グリーンビルディング

4 ジャパンリアルエステイト投資法人 100 2018/11/01 5 REIT グリーンビルディング

5
インベスコ・オフィス・ジェイリート
投資法人

55 2018/12/13 5 REIT グリーンビルディング

6 GLP投資法人 51 2018/12/20 10 REIT グリーンビルディング

（出所）グリーンボンド発行促進プラットフォーム、Bloomberg、ICMA、各社HP等を基にR&I作成

合計（件数） 30

合計（金額） 2,731  



 NEWS RELEASE 

■お問合せ先             ： マーケティング本部 カスタマーサービス部    TEL. 03-6273-7471   E-mail. infodept@r-i.co.jp 

■報道関係のお問合せ先   ： 経営企画室（広報担当）  TEL. 03-6273-7273 
株式
会社格付投資情報センター 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地 テラススクエア   https://www.r-i.co.jp  

R&I グリーンボンドアセスメントは、グリーンボンドで調達された資金が、環境問題の解決に資する事業に投資される程度に対する R&I の意見であり、事実の表明ではありません。対象
事業の環境効果等を証明するものではなく、環境効果等について責任を負うものではありません。R&I グリーンボンドアセスメントは、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。R&I グリーンボンドアセスメントは、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、R&I グリーンボンドアセスメント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、
R&I グリーンボンドアセスメント（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。R&I グリーンボンドアセスメントは、原則として申込者から対価
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。

 
©Rating and Investment Information, Inc. 

 
図 1-2 日本国内で今後発行予定の円建グリーンボンドの一覧 

NO. 発行体名※
金額
（億円）

発行日 年限 発行体種別 資金使途区分 R&I 評価先

1
リニューアブルジャパン
（北海道登別）

89
(予定）

2019年1月
予定

22
SPC
（プロジェクトボンド）

再生可能エネルギー ○

2 トヨタファイナンス 未定
2019年1月

予定
5 事業会社（金融） クリーン輸送 ○

3 住宅金融支援機構 未定
2019年1月

予定
20 政府関連機関 省エネルギー

4 オリエントコーポレーション
50

（予定）
2019年1月

予定
5 事業会社（金融）

再生可能エネルギー、
省エネルギー

5 積水ハウス・リート投資法人 未定
2019年2月

予定
未定 REIT グリーンビルディング

6 北陸グリーンボンド
100

(予定）

2019年度
第二四半期

予定
12

SPC
（プロジェクトボンド）

省エネルギー ○

※プロジェクトボンドのスポンサー等を含みます。 （出所）グリーンボンド発行促進プラットフォーム、Bloomberg、ICMA、各社HP等を基にR&I作成  
 

 

図 2 発行体種別の金額、件数の割合（2016 年～2018 年） 

発行体区分 金額割合 件数割合
事業会社 43.9% 43.3%
事業会社（金融） 18.3% 16.7%
政府関連機関 16.3% 6.7%
REIT 14.1% 20.0%
地方自治体 7.3% 13.3%
合計 100.0% 100.0%  

 
 

図 3 資金使途区分別の金額、件数の割合（2016 年～2018 年） 

資金使途区分 金額割合 件数割合
グリーンビルディング 28.78% 30.00%
再生可能エネルギー 23.80% 23.33%
クリーン輸送 23.62% 16.67%
省エネルギー等 7.32% 13.33%
再生可能エネルギー、グリーンビルディング 7.32% 6.67%
汚染の防止、再生可能エネルギー 7.32% 6.67%
汚染の防止 1.83% 3.33%
合計 100.0% 100.0%  
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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。R&I グリーンボンドアセスメントは、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、R&I グリーンボンドアセスメント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、
R&I グリーンボンドアセスメント（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。R&I グリーンボンドアセスメントは、原則として申込者から対価
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。
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R&IのR&Iグリーンボンドアセスメントは、グリーンボンドで調達された資金が、環境問題の解決に資する事業に投資される

程度に対するR&Iの意見です。R&Iグリーンボンドアセスメントでは、グリーンボンドフレームワークに関してのセカンドオピ

ニオンを付随的に提供する場合があります。対象事業の環境効果等を証明するものではなく、環境効果等について責任を負うも

のではありません。R&Iグリーンボンドアセスメントは、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。 
R&Iグリーンボンドアセスメントは、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なく、またそのように解

されてはならないものであるとともに、投資判断や財務に関する助言を構成するものでも、特定の証券の取得、売却又は保有等

を推奨するものでもありません。R&Iグリーンボンドアセスメントは、特定の投資家のために投資の適切性について述べるもの

でもありません。R&IはR&Iグリーンボンドアセスメントを行うに際し、各投資家において、取得、売却又は保有等の対象とな

る各証券について自ら調査し、これを評価していただくことを前提としております。投資判断は、各投資家の自己責任の下に行

われなければなりません。 
R&IがR&Iグリーンボンドアセスメントを行うに際して用いた情報は、R&Iがその裁量により信頼できると判断したものでは

あるものの、R&Iは、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、これらの情報の正確

性、適時性、網羅性、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、明示・黙示を問わず、何ら表明又

は保証をするものではありません。 
R&Iは、資料・情報の不足や、その他の状況により、R&Iの判断でR&Iグリーンボンドアセスメントを保留したり、取り下げ

たりすることがあります。 
R&Iは、R&IがR&Iグリーンボンドアセスメントを行うに際して用いた情報、R&IのR&Iグリーンボンドアセスメントその他

の意見の誤り、脱漏、不適切性若しくは不十分性、又はこれらの情報やR&Iグリーンボンドアセスメントの使用、あるいはR&I
グリーンボンドアセスメントの変更・保留・取り下げ等に起因又は関連して発生する全ての損害、損失又は費用（損害の性質如

何を問わず、直接損害、間接損害、通常損害、特別損害、結果損害、補填損害、付随損害、逸失利益、非金銭的損害その他一切

の損害を含むとともに、弁護士その他の専門家の費用を含むものとします）について、債務不履行、不法行為又は不当利得その

他請求原因の如何やR&Iの帰責性を問わず、いかなる者に対しても何ら義務又は責任を負わないものとします。R&Iグリーンボ

ンドアセスメントは、原則として申込者から対価を受領して実施したものです。 
 
R&Iが評価対象の評価に用いる評価方法は、R&Iが独自の分析、研究等に基づいて作成したR&Iの意見の表明にすぎず、R&I

は、評価方法の正確性、適時性、網羅性、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、明示・黙示を

問わず、何ら表明又は保証をするものではありません。また、R&Iは、評価方法の開示によって、いずれかの者の投資判断や財

務等に関する助言を行い、又は投資の是非等の推奨をするものではありません。R&Iは、評価方法の内容、使用等に関して使用

者その他の第三者に発生する損害等につき、請求原因の如何やR&Iの帰責性を問わず、何ら責任を負いません。評価方法に関す

る一切の権利・利益（特許権、著作権その他の知的財産権及びノウハウを含みます）は、R&Iに帰属します。R&Iの事前の書面

による許諾無く、評価方法の全部又は一部を自己使用の目的を超えて使用（複製、改変、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳及び翻

案等を含みます）し、又は使用する目的で保管することは禁止されています。 


