NEWS RELEASE
2019年6月14日

【R&Iグリーンボンドアセスメント】
株式会社大林組

第24回無担保社債

（大林組サステナビリティボンド）：発行時確認
格付投資情報センター(R&I)は、R&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカン
ドオピニオン）に対する発行時確認を行いました。
【対象債券の概要】
名称

株式会社大林組 第24回無担保社債
（大林組サステナビリティボンド）

発行体
発行額
発行日
償還日

株式会社大林組
100億円
2019年6月20日
2024年6月20日

R&I は、本債券の確定した発行額や期間等を踏まえ、本債券が大林組の定めたサステナビリティボン
ドフレームワークに則ったものとなっていることを確認した。
評価の詳細は、添付の 2019 年 6 月 3 日付 R&I グリーンボンドアセスメント（サステナビリティボン
ドセカンドオピニオン）を参照。
本サステナビリティボンドに対して R&I は本アセスメントに加えて信用格付を付与している。詳細
は、https://www.r-i.co.jp/rating/issuers/002050/1802/index.html 参照。

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。
また、R&Iグリーンボンドボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）は、
対象事業の環境効果や社会効果等を証明するものではなく、当該効果について責任を負うものではあり
ません。
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■お問合せ先
■報道関係のお問合せ先
株式
会社

： マーケティング本部 カスタマーサービス部
： 経営企画室（広報担当）

TEL. 03-6273-7471
TEL. 03-6273-7273

E-mail. infodept@r-i.co.jp

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。
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NEWS RELEASE
2019年6月3日

【R&Iグリーンボンドアセスメント】
株式会社大林組

第24回無担保社債

（大林組サステナビリティボンド）：セカンドオピニオン
（セカンドオピニオンとは、サステナビリティボンドガイドライン等への適合性に関する意見です。）

格付投資情報センター(R&I)は上記のR&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セ
カンドオピニオン）を公表しました。
【対象債券の概要】
名称

株式会社大林組 第24回無担保社債
（大林組サステナビリティボンド）

発行体
発行額
発行日
償還日

株式会社大林組
100億円（予定）
2019年6月（予定）
2024年6月（予定）

【概要】
大林組は、関西発祥の大手総合建設会社。建築事業、土木事業、開発事業、および新領域事業を展開
する。大林組は、「大林組基本理念」として、大林組がめざす姿、社会において果たすべき使命を「企
業理念」に、それを実現するための指針を「企業行動規範」に定めている。大林組にとって、サステナ
ビリティへの取り組みは大林組基本理念の実践であり、企業の活動そのものであるとしている。サステ
ナビリティへの取り組みの一環として、中期経営計画2017のスタートを機に、「目指す将来像」を見据
え、大林組グループが取り組む社会的な課題をより明確にするとともに、2018年度には、環境及び社会
への配慮等の内容を含む、6つのESGマテリアリティを定め、その課題を解決すべく邁進している。
今般、2018年10月に発行した大林組グリーンボンドに引き続き、サステナビリティ活動の一環として、
社会面又は環境面での改善効果（又はその両方）が期待できる複数の事業を資金使途とするサステナビ
リティボンドの発行を検討している。
当該サステナビリティボンドを発行するに際して、ICMA（International Capital Market Association
国際資本市場協会）のサステナビリティボンドガイドライン（Sustainability Bond Guidelines）におい
て言及されているグリーンボンド原則（GBP）及びソーシャルボンド原則（SBP）の両方に共通する4
つの核となる要素である、調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定のプロセス、調達資金の管理、
レポーティングに関する発行体の対応方針であるサステナビリティボンドフレームワークを策定した。
【R&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）】
R&Iは、サステナビリティボンドフレームワークがICMAのグリーンボンド原則2018、ソーシャルボ
ンド原則2018、サステナビリティボンドガイドライン2018及び環境省のグリーンボンドガイドライン
2017年度版（以下、サステナビリティガイドライン等）に則ったものである旨のセカンドオピニオンを
提供する。
なお、今回発行を検討している本サステナビリティボンドについて、債券の発行額や期間、具体的な
対象事業・資産の内容や充当スケジュール等の内容を踏まえ、本フレームワークに則ったものとなって
いることを確認している。
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株式
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： マーケティング本部 カスタマーサービス部
： 経営企画室（広報担当）

TEL. 03-6273-7471
TEL. 03-6273-7273

E-mail. infodept@r-i.co.jp

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。
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【評価理由】
調達資金の使途は、Ⅰ．環境に配慮し「すべての人に優しいスマートビル」をコンセプトとした「ウ

ェルネス建築」、Ⅱ．建設業の担い手確保と調達先との信頼関係の強化、Ⅲ．
「Obayashi Green Vision
2050」のアクションプランに基づく再生可能エネルギー事業の3つに区分される。

R&Iは、（1）各対象事業から十分な環境改善効果、社会改善効果が見込めるか、
（2）環境面や社会
面における潜在的にネガティブな効果への配慮がなされているかについて、発行体との面談、書面
による確認を行い、本サステナビリティボンドフレームワークにおける調達資金の使途が、サステ
ナビリティボンドの対象事業として環境問題、社会課題の解決に資する事業であると判断した。

プロジェクトの評価と選定のプロセスについて、本フレームワークの内容から、1）対象事業の選定
体制が整っており、かつ2）選定過程においてグリーン性については、本社グループ経営戦略室
ESG・SDGs推進部、本社安全品質管理本部環境管理部、本社財務部及び各プロジェクトを管掌す
る事業部門が関与することで環境分野に関する専門性が担保され、また、ソーシャル性については、
6つのESGマテリアリティへの取り組みとして有意であるかを含め、本社グループ経営戦略室
ESG・SDGs推進部、本社財務部及び各プロジェクトを管掌する事業部門で協議し的確な判断が期
待できる。また3）財務部をはじめとする複数部署の関与や社長（CSR委員長）の承認プロセスに
より、対象事業の選定に係る牽制・確認機能が確保されている。以上より、本サステナビリティボ
ンドフレームワークにおける対象事業の評価と選定のプロセスは、明確かつ妥当であると判断した。

調達資金は、調達後、順次各対象プロジェクトに充当される予定である。調達資金の充当に際して
は所定の決裁プロセスを経ることとされているほか、発行体は調達資金の適格プロジェクトへの充
当の状況について四半期末ごとに集計し、未充当金の残高を管理する。未充当金は現金及び現金同
等物にて管理する予定である。2024年3月末にまでに順次資金充当がなされ、2024年4月以降は原則
として未充当金は発生しない予定であるものの、仮に未充当金が発生することとなる場合は他の環
境改善効果又は社会改善効果（又はその両方）の高いプロジェクトを選定し、手取金を充当するこ
ととされており、調達資金を管理する上で妥当な内容が定められている。以上より、本サステナビ
リティボンドフレームワークにおいて、調達資金の管理方針が定められており、サステナビリティ
ボンドの調達資金を対象事業に充当するための体制が備えられていると判断した。

レポーティングについては、発行体の年次のコーポレートレポートまたは発行体のウェブサイトに
掲載される予定であり、サステナビリティボンドの調達資金の資金使途への充当状況および環境改
善効果又は社会改善効果が開示される。以上より、本サステナビリティボンドフレームワークにお
けるレポーティングは、内容、頻度の面から妥当であると判断した。

発行体である大林組は、企業理念、環境方針・ビジョン、中期経営計画2017に則した6つのESGマ
テリアリティを定める等として、活動を推進している。
R&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）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。
また、R&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）は、対象事
業の環境効果や社会効果等を証明するものではなく、当該効果について責任を負うものではありません。
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■ 発行体（大林組）の概要
大林組は、関西発祥の大手総合建設会社。建築事業、土木事業、開発事業、および新領域事業を
展開する。「大林組基本理念」として、大林組がめざす姿、社会において果たすべき使命を「企業
理念」に、それを実現するための指針を「企業行動規範」に定めている。大林組にとって、サステ
ナビリティへの取り組みは大林組基本理念の実践であり、企業の活動そのものであるとしている。
創業150周年（2042年）の「目指す将来像（最高水準の技術力と生産性を備えたリーディングカ
ンパニー＋多様な収益源を創りながら進化する企業グループ）」の実現を念頭におき、ロードマップ
の最初の５年間に達成すべき業績と取り組む施策を「中期経営計画2017」として策定している。
大林組グループ中期経営計画2017のスタートを機に、「目指す将来像」を見据え、大林組グループ
が取り組む社会的な課題をより明確にし、課題解決に向けた活動を推進している。また、2018年度
は、環境面、社会面に配慮する6つのESG課題（マテリアリティ）を定めた。
今般のサステナビリティボンド発行は、大林組基本理念の実践として進めているサステナビリテ
ィへの取り組みに関して、資本市場を活用して資金調達を行い、持続可能な社会の実現に向けた企
業活動を促進することを意図したものである。また、2018 年 10 月に発行した大林組グリーンボン
ドに引き続き、中長期環境ビジョン「Obayashi Green Vision 2050」の実現に資する取り組みであ
る。
大林組は、大林組が発行するサステナビリティボンドが、国際資本市場協会（ICMA）の定める
グリーンボンド原則 2018、ソーシャルボンド原則 2018、サステナビリティボンドガイドライン 2018、
及び環境省の定めるグリーンボンドガイドライン 2017 年版の要件を満たすように、フレームワー
クを策定した。

企業行動規範
企業理念の実現を図り、すべてのステークホルダーに信頼される企業であり続けるための指針
１．社会的使命の達成
（１）良質な建設物・サービスの提供
（２）環境に配慮した社会づくり
（３）人を大切にする企業の実現
（４）調達先との信頼関係の強化
（５）社会との良好な関係の構築
２. 企業倫理の徹底
（１）法令の遵守及び良識ある行動の実践
（２）公正で自由な競争の推進
（３）ステークホルダーとの健全な関係の維持
（４）反社会的勢力の排除
（５）適正な情報発信と経営の透明性の確保
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中長期環境ビジョン「Obayashi Green Vision 2050」
大林組が今後の事業活動でめざす方向性について、持続可能な社会づくりへの貢献という観点で「バ
ックキャスティング」の手法により、2011 年 2 月に策定したものである。
「2050 年のあるべき社会像」
を「安全・安心」を基盤に「低炭素」「循環」
「自然共生」の「3+1 社会」として統合的に捉え、その実
現に向けて具体的なアクションプランや CO2 排出量削減の数値目標を定め、さまざまな取り組みを進
めている。
大林組が描く「2050 年のあるべき社会像」
1 気候変動に影響を及ぼさない水準で、温室効果ガス濃度を安定させる「低炭素社会」
2 新たに採取する資源を最小限とし、究極の循環システムを構築する「循環社会」
3 生物多様性が適切に保たれ、自然の恵みを将来にわたって享受できる「自然共生社会」
加えて、安全の確保を前提として低炭素社会・循環社会・自然共生社会を統合的に構築する
「安全・安心な社会」
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■サステナビリティボンドフレームワーク （大林組サステナビリティボンド）の概要
大林組は、サステナビリティボンド発行に当たり、ICMAのサステナビリティボンドガイドライン
（Sustainability Bond Guidelines）で言及されているグリーンボンド原則（GBP）及びソーシャルボ
ンド原則（SBP）の4つの核となる要素である、調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定のプロセス、
調達資金の管理、レポーティングに関する発行体の対応方針であるサステナビリティボンドフレームワ
ークを作成した。本フレームワークの概要は、以下の通りである。

1. 調達資金の使途 ： Use of Proceeds


サステナビリティボンドの調達資金は、以下の選定基準を満たすプロジェクトの新規資金または既
存の拠出資金のリファイナンスに充当される予定である。
資金使途となる各対象事業は、3つに分類される。各資金使途の概要は以下のとおり。



No

Ⅰ

資金使途
ESG課題

プロジェクト名
＜新規/リファイナンス＞

環境に配慮し「すべての人に優 ・技術研究所本館テクノ
しいスマートビル」をコンセプ
ステーション
トとした「ウェルネス建築」
<リファイナンス>
・サステナビリティ適格
性を有するウェルネ
「環境に配慮した社会の形成」
ス建築プロジェクト
「労働安全衛生の確保」
<新規>

Social
/Green

GBPに定める区分
SBPに定める区分

Green

グリーン
ビルティング

Social

・快適な居住空間の
提供
・健康の維持向上
・生産性向上

Social

・職業訓練の機会の
提供
・災害対応や社会的
インフラを維
持・更新するため
の担い手の確保

10 億円

Green

再生可能
エネルギー

約 36 億
円

54 億円

建設業の担い手確保と調達先
との信頼関係の強化
Ⅱ

「品質の確保と技術力の強化」 ・職業訓練及び若手技能
育成等の助成
「労働安全衛生の確保」
<新規及びリファイナンス>
「人材の確保と育成」
「責任あるサプライチェーン
マネジメントの推進」
・CO2 フリー水素製造・
「Obayashi Green Vision
流通システムの研究
2050」のアクションプランに基
開発費
づく再生可能エネルギー事業
<新規及びリファイナンス>

Ⅲ

・大月バイオマス発電

「環境に配慮した社会の形成」 <新規>
「責任あるサプライチェーン
・上北小川原陸上風力発
マネジメントの推進」
電（計画中）

充当
予定額

<新規>
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Ⅰ．「すべての人に優しいスマートビル」をコンセプトとした「ウェルネス建築」
１

取り組みの背景
ESG（環境：Environment、社会：Social、企業統治：Governance）に配慮した経営が企業の長期
的な成長に重要だという考え方が世界的に広まる中、心身の健康や豊かな生活などを積極的に実現・
発展させる活動であるウェルネスは、健康経営の観点から持続可能な社会の実現に向けた企業の取り
組みの一つとして注目を集めている。不動産の分野においても、不動産そのものの環境負荷の低減だ
けではなく、執務環境の改善、知的生産性の向上、優秀な人材の確保などの観点から、働く人の健康、
快適性などに優れた不動産への注目が高まっている。
さらには、近年、生産年齢人口の減少に伴って優秀な人材を確保するため、また、喫緊の課題であ
る「働き方改革」の実現に向け働く人の知的生産性を向上させるために、オフィスには快適性や健康
などウェルネスへの配慮が求められるようになっている。

２

大林組における取り組み
大林組では、建物利用者の健康増進活動や環境配慮行動に働きかけ、快適、健康、安全・安心を実
現する建築計画、運用・管理手法を「ウェルネス建築」と呼び、その実現に向け必要な技術開発に取
り組んでいる。
（１）WELL 認証と WELL AP の育成
建物利用者の健康と建物空間のデザイン、構築、運用の関係性などウェルネスに配慮した建物・
室内環境評価基準である WELL 認証は、IWBI（International WELL Building Institute）によっ
て 2014 年 10 月に最初の基準となる v1.0 が正式公開され、認証制度がスタートしている。大林組
では、「ウェルネス建築」の実現に向け必要な技術開発に取り組み技術の向上に努めてきた結果、自
社施設である技術研究所本館テクノステーションにおいて、書類審査および現地審査を経て 2017
年 11 月 21 日付けで「ゴールド」ランクの WELL 認証を取得している。
大林組はこの取り組みを通じ、日本国内で WELL 認証取得の鍵となる、効率的な設備投資や維持
管理手法、異なる法制度や文化的背景に基づく評価基準の導入ノウハウなどを蓄積するとともに、
WELL 認証に関する有資格者である WELL AP を既に 6 人（グループ会社も含め 8 人）誕生させ
ている。大林組は、高いホスピタリティが求められるお客様の施設の集客力向上、あるいは、健康
経営を重視するお客様には優秀な人材の確保や、働く人々の活性化につながる「ウェルネス建築」
を積極的に提案している。
（２）IoT・AI 技術の活用
また、大林組は、IoT・AI 技術を用いて働く人の「快適性」「健康」「利便性」「安全性」など、ウ
ェルネスの向上を図りつつ、最適な建物管理を実現するスマートビルマネジメントシステム
「Wellness BOX」を開発した。大林新星和不動産株式会社が所有するテナントオフィスビル「oak
神田鍛冶町」に本システムを実装し、2017 年 12 月からの実証運用でその効果が確認された。建物
利用者のウェルネスに配慮した各種サービスを提供するビルマネジメントシステムが適用されたの
は、国内初となる。大林組では、今後も「Wellness BOX」などウェルネスの向上と最適な建物管理
を実現する IoT・AI 技術を活用して、良質な建物、サービスの提供に貢献していく。
３

今後の取り組み
大林組は、WELL 認証の取得や WELL AP の育成、「Wellness BOX」はじめ IoT・AI 技術の活用
など、「ウェルネス建築」への取り組みを強化してきた。
大林組は、新たに建設・取得する自社施設や大林組グループで手掛ける賃貸オフィスビルなどの事
業において「すべての人に優しいスマートビル」をコンセプトとした「ウェルネス建築」の実現を図
り、また、顧客に対し「ウェルネス建築」を積極的に提案し、持続可能な社会の実現をめざしている。
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1－1．技術研究所本館テクノステーション


大林組は技術研究所本館に関して2013年度にZEB対応を行っており（BELS認証を2019年3月取得）、
大林組はその追加導入費用を金融機関からの長期借入金によって調達しているため、当該長期借入
金の返済資金の一部に調達資金を充当する予定である。



また、同テクノステーションは2017年11月21日付で「ゴールド」ランクのWELL認証を建物全体の
認証としては世界で初めて取得しており、安全・安心・健康・快適を実現した労働環境の構築に貢
献している。

プロジェクト名

地域

⼯期

充当予定額

資⾦

認証

技術研究所本館

東京都

2013 年度

4 億円

建設資⾦

WELL 認証（v1）取得

テクノステーション

清瀬市

BELS 認証取得（ZEB 化）
LEED 認証取得

大林組技術研究所本館テクノステーション
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1－2．サステナビリティ適格性を有する新規ウェルネス建築プロジェクト
大林組は、省エネルギー等の環境性能に優れ、サステナビリティ適格性を有する新規ウェルネス建築
プロジェクトへ資金を充当する予定である。
大林組は、本建物の建設、運営を通じてオフィス、学校、ホテル、住居など様々な用途の建築に適用
可能なウェルビーイング向上技術を開発、蓄積し、すべての人々が快適に且つ健康に活動できる環境に
資する建設サービスを提供していく。
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Ⅱ．建設業の担い手確保と調達先との信頼関係の強化
１

政府の取り組み
公共工事設計労務単価の引き上げに際して 2013 年 3 月 29 日付で発出された国土入企第 36 号「技
能労働者への適切な賃金水準の確保について」においては、
「技能労働者の育成には一定の期間を要す
るものであり、ここで適切な対策を講じなければ、近い将来、災害対応やインフラの維持・更新にも
支障を及ぼすおそれがある」ことから「技能労働者に係る適切な賃金水準の確保は、建設産業全体の
喫緊の課題」であるとされ、一般社団法人日本建設業連合会（大林組が所属）をはじめとする建設業
団体に対し、技能労働者等への適切な水準の賃金の支払いについての協力要請が行われた。翌 2014
年においても、労務単価改定に合わせて 1 月 30 日付で同様の協力要請が行われている。
その後、2014 年 6 月 4 日付で「公共工事品質確保法」、「入札契約適正化法」及び「建設業法」（い
わゆる担い手 3 法）の改正法が公布され、このうち「公共工事品質確保法」においては、「将来にわた
る公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の確保」が同法の基本理念として追加された。この担
い手３法改正法の施行を受け、2015 年 1 月 30 日付国土入企第 26 号「技能労働者への適切な賃金水
準の確保について」においては、改正法の趣旨を踏まえた取り組みの継続・強化が建設業団体に対し
て改めて要請されている。
以後の期間においても、毎年度の労務単価改定に合わせて、2016 年 1 月 20 日、2017 年 2 月 10 日、
2018 年 2 月 16 日と、直近の 2019 年 2 月 22 日付国土入企第 54 号「技能労働者への適切な賃金水準
の確保について」まで 7 年度にわたり建設業団体に対して継続した要請が行われており、「処遇改善を
一層進めることによって、若年入職者の確保を更に積極的に推進する」ことが求められている状況に
ある。

２

日本建設業連合会の取り組み
日本建設業連合会の前身団体の一つである社団法人日本建設業団体連合会においては、2009 年 4
月、「建設業の将来を担うであろう若年建設技能者の確保・育成を念頭に置いたものであり、そのため
に必要である取り組み」を「建設技能者の人材確保・育成に関する提言」として取りまとめ、公表し
ている。この提言においては、「①基幹技能者の資格を有する者から、元請各社がそれぞれの基準によ
り特に優秀な職長を選定し、優良技能者として認定を行う。②優良技能者に対し、報酬面での処遇改
善に結びつけるべく、標準目標年収を 600 万円以上に設定する。」取り組みを進めることで会員各社
が申し合わせた。
その後、上記のとおり 2013 年 3 月 29 日付国土入企第 36 号「技能労働者への適切な賃金水準の確
保について」において政府から技能労働者等への適切な水準の賃金の支払いについての協力要請が行
われたことを機に、日本建設業連合会では 2013 年 7 月 18 日の理事会で「労務賃金改善等推進要綱」
を決定し、2009 年 4 月の提言の充実を図り総合的な取り組みを推進することを決めた。
2014 年 4 月 18 日に発表された新しい「建設技能労働者の人材確保・育成に関する提言」では、建
設技能労働者の人材確保・育成を図っていくため、「年間労務賃金水準が全産業労働者平均レベル（約
530 万円）となるよう努めることとし、具体的には、20 代で約 450 万円、40 代で約 600 万円を目指
す」こととされた。

３

大林組の取り組み
日本建設業団体連合会が 2009 年 4 月に「建設技能者の人材確保・育成に関する提言」を公表した
ことを機に、大林組と林友会連合会は「大林組認定基幹職長（通称・スーパー職長）」制度を 2011 年
度に発足させた。
当初の制度概要は以下のとおりとなっている。
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・150 人程度の優秀な職長を認定し、
同社現場の勤務日数や熟練度によって日額 3000 円または 2000
円を支給（日建連の標準目標年収 600 万円以上を達成可能な水準として支給額を決定）
・収入を上積みし、建設産業の魅力を高めるとともに、若年労働者の入職・定着率の向上につなげ
る。
2016 年度からはスーパー職長「ジュニア」、スーパーオペレーター制度を新設・拡充したこともあ
り、初年度の認定者数 75 人から 2018 年度はスーパー職長とスーパーオペレーターで計 427 人まで増
加し、初回時と比べ約 6 倍の認定者数となっている。
一方、2014 年には、技能労働者の育成と次世代への技能伝承を目的として、埼玉県八潮市に大林組
林友会教育訓練校（厚生労働省の制度を活用した職業訓練実施広域団体）を開校した。若手育成コー
スとしてとび工・鉄筋工・型枠工の 3 コースを設けており、当社や調達先の社員が講師を務めている。
訓練生は約 1.5 カ月にわたり、施工や安全管理、CAD など、建設現場で必要な知識・技能を習得する。
CAD に特化した短期コースも設けられており、両コース合わせ 105 人（2018 年 3 月末現在）が修了
し、建設現場で活躍している。
大林組は、建設業への新規入職者の増加、技術の伝承などを支援するため、本制度をはじめとして、
今後もあらゆる観点から建設技能者の意欲向上を図るとともに、人材育成にも努めていく。

2－1．職業訓練及び若手技能者育成等の助成費用
日本全体の生産年齢人口が減少する中、建設業の担い手については概ね10年後に団塊世代の大量離職
が見込まれており、その持続可能性が危ぶまれる状況である。また、給与についても建設業者全体で上
昇傾向にあるが、生産労働者については、製造業と比べて低い水準にある。
将来の担い手を確保し、災害対応やインフラ整備・メンテナンス等の役割を今後も果たし続けていく
ためにも、建設業の魅力を高め、若年建設技能者の入職・定着率の向上、育成および次世代への技能伝
承は必要不可欠なため、2011年から若年建設技能者の将来の目標となる理想的な職長を認定するととも
に技能に見合った手当を上積みしている。
また、大林組と協力会社団体である林友会が連携し、2014年に埼玉県八潮市に教育訓練校を開校し、
入社2～5年目程度の若年建設技能者に対し本人の費用負担なしで建設技術やCADの講義を行っている。
プロジェクト名
地域
職業訓練及び若手技能者 全国
育成等の助成費用

期間
2019 年
～2023 年

充当予定額
10 億円

資金
資格手当、教育訓練校の
運営・維持管理
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教育訓練校のとびコース実習風景

教育訓練校の講義施設
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Ⅲ．
「Obayashi Green Vision 2050」のアクションプランに基づく再生可能エネルギー事業
3－1．CO2フリー水素製造・流通システムの研究開発
ニュージーランドにおける地熱発電による再生可能エネルギーを使用したCO2フリー水素製造・流通
システム構築の研究開発費用（水素製造プラントの建設を含む）。水素は燃料電池車や水素発電に使用さ
れる次世代のエネルギーの選択肢として期待されている。大林組はニュージーランドの先住民マオリの
地権者をオーナーとするトゥアロパキ・トラストと共同研究契約を2018年12月に締結し、同トラストが
保有する地熱発電所の電力を利用する水素製造プラント建設を開始した（完成予定2020年）。当社は将
来の事業化を目指し、CO2フリー製造から流通までのサプライチェーン構築のためのノウハウ蓄積を行
う予定である。
プロジェクト名

地域

期間

充当予定額

資⾦

CO2 フリー⽔素

ニュージー
ランド

2018 年

4 億円

プラント建設費⽤、

製造・流通システムの

〜2019 年

研究開発費

研究開発
3－2．再生可能エネルギーの劣後ローン原資
中長期環境ビジョン「Obayashi Green Vision 2050」を着実に実行するための「3+1社会」のうち「低
炭素社会」実現への取組みの1つが「再生可能エネルギー事業の推進」である。大林組はメガソーラー、
風力（地上・洋上）、バイオマス発電事業に取り組んでおり、国内各地で発電施設の設置を行っている。
サステナビリティボンドの資金は、大林組の金融子会社(当社100％出資)に対する貸付金に充当し、再
生可能エネルギープロジェクトのSPCへの劣後ローン原資の一部に充当する。
大月バイオマス発電事業及び上北小川原陸上風力発電事業（計画中）について、環境面や社会面への
潜在的にネガティブな効果への配慮として以下の対応をしている。
・地元説明会を実施し、環境アセスメントの結果概要や、その結果を踏まえ周辺環境に配慮すること
を説明し、事業を推進している。
プロジェクト名

地域

出⼒

稼働時期

⼤⽉ﾊﾞｲｵﾏｽ発電

⼭梨県

14.5MW

2018 年 11 ⽉

最⼤
21.6MW

2022 年 1 ⽉

⼤⽉市
上北⼩川原陸上
⾵⼒発電（計画中）

上北⼩川原

充当予定額

資⾦
劣後ローン

約 32 億円

劣後ローン

計画
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2. プロジェクトの評価と選定のプロセス：Process for Project Evaluation and Selection
・プロジェクトにおけるグリーン性に関しては、本社グループ経営戦略室ESG・SDGs推進部、本社安
全品質管理本部環境管理部、本社財務部及び各プロジェクトを管掌する事業部門の協議により、これ
らのプロジェクトについてサステナビリティボンドによる調達資金の使途となる適格性を持つもので
あるかを評価し、グリーンプロジェクトを選定する。なお、本社安全品質管理本部環境管理部は、当
社の環境マネジメントシステム（1999年までにすべての組織を対象としてISO14001の認証を取得）
における事務総局を担っており、環境管理部長が環境管理総責任者を務める。プロジェクトにおける
ソーシャル性に関しては、本社グループ経営戦略室ESG・SDGs推進部、本社財務部及び各プロジェ
クトを管掌する事業部門の協議により、これらのプロジェクトについてサステナビリティボンドによ
る調達資金の使途となる適格性を持つものであるか、大林組グループが取り組む社会的な課題をより
明確にした6つのESGマテリアリティへの取り組みとして有意であるかを含め評価し、ソーシャルプ
ロジェクトを選定する。グリーンプロジェクト、ソーシャルプロジェクトの選定の結果については、
CSR委員会の委員長である社長が承認する。
調達資金の使途の適格性を協議する事業部門
部⾨名

グリーン性

ソーシャル性

グループ経営戦略室 ESG・SDGs 推進部

〇

〇

安全品質管理本部環境管理部

〇

―

財務部

〇

〇

各プロジェクトを管掌する事業部⾨

〇

〇
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サステナビリティへの取り組み
当社は、「大林組基本理念」として、大林組がめざす姿、社会において果たすべき使命を「企業理念」
に定めている。当社にとって、サステナビリティへの取り組みは大林組基本理念の実践であり、企業の
活動そのものである。

企業理念
大林組がめざす姿、社会において果たすべき使命
「地球に優しい」リーディングカンパニー
1 優れた技術による誠実なものづくりを通じて、空間に新たな価値を創造します。
2 地球環境に配慮し、良き企業市民として社会の課題解決に取り組みます。
3 事業に関わるすべての人々を大切にします。
これらによって、大林組は、持続可能な社会の実現に貢献します。

企業理念に掲げる「持続可能な社会の実現」を見据えて描いた、創業 150 周年（2042 年）の「目指す
将来像（最高水準の技術力と生産性を備えたリーディングカンパニー＋多様な収益源を創りながら進化
する企業グループ）」の実現を念頭におき、ロードマップの最初の５年間に達成すべき業績と取り組む
施策を「中期経営計画 2017」として策定している。当該中期経営計画の中で環境・社会への取り組みが
記載されている。

環境
・中長期環境ビジョン「Obayashi Green Vision 2050」に基づき、建設およびその周辺の事業活動にお
いて地球環境の課題解決への取り組みを推進

社会
・良質な建設物を提供するため、品質マネジメントシステムの継続的な改善や現場での ICT 活用、技術
開発、人材育成を推進
・働く人の安全と健康を確保し、多様な人材が活躍できる快適な職場づくりの促進
・災害に対する備えと災害時の復旧・復興支援、地域社会との共生など、良き企業市民として社会の課
題解決に向けた積極的な活動を推進
大林組グループ中期経営計画 2017 のスタートを機に、「目指す将来像」を見据え、大林組グループが取
り組む社会的な課題をより明確にし、課題解決に向けた活動を推進している。2016 年度は、6 つの ESG
マテリアリティを定めた。

15
■お問合せ先
■報道関係のお問合せ先
株式
会社

： マーケティング本部 カスタマーサービス部
： 経営企画室（広報担当）

TEL. 03-6273-7471
TEL. 03-6273-7273

E-mail. infodept@r-i.co.jp

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.

NEWS RELEASE
ESG 課題（マテリアリティ）
１

環境に配慮した社会の形成
・気候変動への対応（脱炭素の推進）
・循環型社会確立への貢献など（3R などによる資源の有効活用の推進）
２ 品質の確保と技術力の強化
・高い品質を維持するための施工管理能力の向上など
・さまざまなニーズ、課題解決に応える革新的な技術などの開発
３ 労働安全衛生の確保
・労働安全衛生マネジメントシステムの徹底
・安全教育の推進など
４ 人材の確保と育成
・多様な人材の採用、グローバル化にも対応した柔軟な人事・教育制度の充実など
・ダイバーシティの推進、誰もが活躍できる働きやすい職場環境などの整備
５ コンプライアンスの徹底
・法令遵守を最優先する経営の推進
・内部統制システムの充実など
６ 責任あるサプライチェーンマネジメントの推進
・調達ガイドラインの浸透、徹底など
・調達過程、状況の調査などの実施
今般のサステナビリティボンドの調達資金の使途となる各プロジェクトは、上記 6 つの ESG 課題（マ
テリアリティ）のいずれかに該当し、大林組基本理念の実践としてのサステナビリティへの取り組みと
明確に位置付けられる。
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3. 調達資金の管理：Management of Proceeds
サステナビリティボンド発行による手取金の充当及び管理は、大林組本社財務部が行う。
プロジェクトに係る支出予定額については、その支出がサステナビリティボンドによる調達資金
の使途として適切であることを確認するため本社財務部が稟議手続きを行い、本社グループ経営戦
略室 ESG・SDGs 推進部、本社安全品質管理本部環境管理部の審議を経た上で、財務担当役員の決
裁を得ることとする。これにより、サステナビリティボンドによる調達資金の使途として適切であ
ると認めた支出について、実際に支出された時点で手取金を充当したものとして取り扱う。
プロジェクトに係る支出を行う際には、大林組グループの内部統制システムに基づき、所属長に
よる必要な決裁及び経理部門における審査を受けた上で支出する。支出に係る書類の保存について
は、当社が定める「文書の保存・廃棄に関する規程」及び同規程に基づき作成した保存文書一覧表
の定めにより管理する。
サステナビリティボンド発行による手取金のプロジェクトへの充当の状況については、四半期末
ごとに集計し、未充当金の残高を管理する。
大林組では、サステナビリティボンド発行による手取金は、発行から 2024 年 3 月末までに資金
使途に充当する予定である。調達した資金の充当が決定されるまでの間は、大林組が資金と等しい
額を現金及び現金同等物にて管理する。2024 年 4 月以降、原則として未充当金は発生しない予定で
あるものの、調達資金の使途に記載のプロジェクトへの充当時期の遅れ以外の理由により未充当金
が発生することが明らかになった場合は、プロジェクトの評価と選定のプロセスに従い、他の環境
改善効果又は社会改善効果の高いプロジェクトを選定し、手取金を充当することとする。
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4. レポーティング：Reporting
サステナビリティボンド発行１年後から償還までの期間、サステナビリティボンド発行による手
取金の資金使途への充当状況及び環境改善効果、社会的インパクトについて年次でレポーティング
し、DNVGL 及び R&I によるレビューを受ける。
レポーティング内容及び外部機関によるレビュー結果については、大林組が年次で発行する
OBAYASHIコーポレートレポートまたは当社ウェブサイトに掲載している環境・社会活動実績で開
示することとする。
＜各プロジェクトと環境・社会改善効果＞
資金使途

Ⅰ

Ⅱ

環境に配慮し「すべての人に優
しいスマートビル」をコンセプ
トとした「ウェルネス建築」

プロジェクト名

技術研究所本館テクノステー
ション

サステナビリティ適格性を有
する新規ウェルネス建築プロ
ジェクト

ウェルネスに係る認証・グリーンビ
ルに係る認証、またはそれらに準じ
る性能

教育訓練校の運営、維持管理

教育訓練校の受講人数

若手技能者育成等の助成

手当支給人数

建設業の担い手確保と調達先
との信頼関係の強化

CO2 フリー水素製造・流通シ
ステムの研究開発

Ⅲ

環境改善効果・社会改善効果（予定）

「Obayashi Green Vision 20
50」のアクションプランに基づ
く再生可能エネルギー事業

大月バイオマス発電

以下の指数により測定したCO2削
減実績
[CO2削減効果]=[年間発電量実績
（kWh）]×[電気事業者別CO2排出
係数(kg-CO2 / kWh)※ ]
※電気事業者別CO2排出係数
（出所：環境省）

上北小川原陸上風力発電
（計画中）
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■ サステナビリティボンドフレームワークに対する評価 （セカンドオピニオン）
R&Iは、R&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）の評価方
法に則り、大林組の作成するサステナビリティボンドフレームワークが、ICMAのサステナビリティボ
ンドガイドライン2018及び環境省のグリーンボンドガイドライン2017年度版に適合しているか否かの
確認を行った。

1. 調達資金の使途：Use of Proceeds
サステナビリティボンドの調達資金が、環境問題、社会課題の解決に資する事業に投資されるために
は、まず調達資金の充当先である対象事業が、環境問題、社会問題の解決に資する事業である必要があ
る。
主な評価の根拠



本フレームワークの内容の確認
本サステナビリティボンドの各対象事業の内容の確認
評価



R&Iは、（1）各対象事業から十分な環境改善効果、社会改善効果が見込めるか、
（2）環境面、社会
面における潜在的にネガティブな効果への配慮がなされているかについて、発行体との面談、書面
による確認等を基に確認を行った。



3つの資金使途別に評価を行った。各資金使途に関する評価は以下の通り。

Ⅰ．「すべての人に優しいスマートビル」をコンセプトとした「ウェルネス建築」
R&Iは、（1）各対象事業から十分な環境改善効果、社会改善効果が見込めるか、
（2）環境面、社会面
における潜在的にネガティブな効果への配慮がなされているかという視点で評価した結果、以下の理由
により、当該調達資金の使途は、環境改善効果及び社会改善効果が見込める適格なものであると評価し
た。
1－1．技術研究所本館テクノステーション
環境面
・ 技術研究所本館テクノステーションについては、BELS認証制度において最高ランク（☆☆☆☆☆）
（2019年3月）及びLEED認証で最高ランクのプラチナ認証を取得している。さらには、2014年に
は、熱負荷を低減する計画上の工夫や自然エネルギーの活用、高効率の省エネ設備の導入に加えて、
同建物の屋根に設置した太陽光パネルと両隣の実験棟の屋根に設置した太陽光パネルで発電した電
力をテクノステーションに供給することで、国内初のソースZEB1を達成している。ZEBの達成は、

1

建物運用時の一次エネルギー消費量を、再生可能エネルギーなどの利活用により、年間を通じて総合的にゼロにする建物
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「非住宅建築物については、2020年までに国を含めた新築公共建築物等で、2030年までに新築建築
物の平均でZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を実現することを目指す。」
（エネルギー基本
計画、平成30年7月）を目指す国の方針に則するものである。また、調達資金はこのZEB化のための
調達資金のリファイナンスに充当される予定であり、環境面に効果の高い事業へ充当されるもので
あると判断している。
ソースZEBのイメージ
へらす

省エネ
つくる

創エネ

従来の建物で
必要なエネルギー

ZEBで使う
エネルギー

ZEBで創る
エネルギー

エネルギー消費量が
正味ゼロ！
出所：環境省のホームページを参考にR&Iが作成

ソースZEB化工事で導入した省エネルギーの改善手法
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BELS認証制度における基準値
☆数
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆
☆☆☆（誘導基準）
☆☆（省エネ基準）
☆（既存の省エネ基準）

非住宅 用途 2
非住宅 用途 1
（ホテル等、病院等、百貨店
（事務所等、学校等、工場等）
等、飲食店等、集会所等）
BEI≦0.6
BEI≦0.7
0.6<BEI≦0.7
0.7<BEI≦0.75
0.7<BEI≦0.8
0.75<BEI≦0.8
0.8<BEI≦1.0
0.8<BEI≦1.0
1.0<BEI≦1.1
1.0<BEI≦1.1
出所：一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページを参考にR&Iが作成

社会面
・ 大林組は、技術研究所本館テクノステーションについて、2017年11月21日付けで「ゴールド」ラン
クのWELL認証（v1）を取得している。WELL認証(v1)の取得は、国内初である。さらには、WELL
認証のプロジェクトタイプのうち、建物全体を評価する区分では世界初となる。
・ 近年、不動産における入居者の健康と快適性の重要度が世界的に増し、両者に特化した認証への注
目が高まっており、2014年にWELL認証、2019年にCASBEE-ウェルネスオフィスの認証制度が開
始されている。
・ WELL認証（v1）の「ゴールド」取得には、空気、水、食物、光、フィットネス、快適性、心に分
類される全100項目の中から、必須項目41項目に加えて、加点項目の40%以上の取得していることを
表しており、
「ゴールド」を取得している技術研究所本館テクノステーションは、人に配慮した先進
的な建築物であると考えている。また、大手建設会社である大林組が自ら先駆けてWELL認証の取
得し、さらには取得を推進していくとの方針を掲げており、WELL認証の認知が日本においても広
がり、当該認証のコンセプトに沿った、より良い労働環境が広く一般の人々（General Public）に
広まっていくものと考えている。
WELL基準認証のレベル
レベル

（v1 with 2018 Q1 New and Existing Buildingの場合）
必要項目

Silver

必須項目41以上

Gold

必須項目＋加点項目40以上

Platinum

必須項目＋加点項目80以上
出所：一般社団法人グリーンビルティングジャパンのホームページを参考にR&Iが作成
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WELL認証について
・WELL認証とは、人を中心として建物を評価するものである。医学、科学、建築学等の専門家に
より開発され2014年秋より認証を開始している。公益企業IWBIが運営し、第三者機関が認証を
行うものである。審査は、認知度の高いLEED認証と同一の機関で行われる。LEED認証が省エ
ネルギーと健康を考え合わせるものであるのに対して、WELL認証は健康に特化したものになっ
ている。
・WELL認証は、GRESB（グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク）の
GREENBONDGUIDELINEにおいて、Health and Well-beingの面において、WELL認証の利用
が推奨されている等、建物を利用する人の健康を考える上で、一定の認知を受けた認証であると
R&Iは認識している。
・日本では、2019年6月3日現在、本件技術研究所本館テクノステーションが唯一の認証を受けた建
物となるが、WELL認証は、そのコンセプトの重要性などから認知が広がっており、これから日
本国内も含めて、認証件数が増加するであろう。
・評価項目(v1)は、7つのコンセプトで構成されている。
・空気（AIR）

29項目

・水（WATER）8項目
・食物（NOURISHMENT）15項目
・光（LIGHT）11項目
・フィットネス（FITNESS）8項目
・快適性（COMFORT）12項目
・心（MIND）17項目
・当該評価項目は100項目と多く、分野も多岐に渡り、細かい内容を含むため、設計段階からWELL
認証(v1)の取得を前提として、綿密に計画を練ることが必要であるとR&Iは考えている。
・日本で初めて、多岐に渡る評価基準を満たし、WELL認証（v1）を取得した技術研究所本館テク
ノステーションは、人を中心とした建物の在り方を考えるメルクマールとなり得る等、本建物自
体の社会環境改善効果に留まらず、その波及効果も期待できると考えている。
参考文献：JFMA JOURNAL2019
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1－2．サステナビリティ適格性を有する新規ウェルネス建築プロジェクト
充当予定の建物について、環境面、社会面の観点から以下の確認を行った。充当時点で再度確認を行
う予定である。
環境面
・ 大林組の「ウェルネス建築」に則った建物はZEBに相当する省エネ性能を実現するため、各種技術
が導入される予定である。また、BELS認証など第三者機関による認証の取得も予定されており、一
定の環境性能が期待できる。
・ 本建物の着工前には条例に基づいた近隣説明を実施予定であり、環境面・社会面からの潜在的にネ
ガティブな効果へ配慮がなされている。
社会面
・ 日本は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多
様化」などの状況に直面している。こうした社会的課題の解決に向けては、就業機会の拡大や意欲・
能力を存分に発揮できる環境を作ること等が重要な課題とされている。そのような背景等から、国
は「働き方改革」を掲げ、実際、「働き方改革を推進するための関連法律の整備に関する法律」
（2018
年7月6日公布）などの法律を制定するなど、当該施策を進めている。
「働き方改革」の中でも、生産
性の向上や女性・高齢者等の労働参加率の向上等は、不動産の在り方と密接な関係がある（2030年
を目途とする今後の不動産の在り方について（働き方改革を支える今後の不動産のあり方検討会））
とされている。本件の「ウェルネス建築」は、建物利用者の健康増進活動や環境配慮型行動に働き
かけ、快適、健康、安全・安心を実現する建築計画、運用・管理手法を指すもので、まさに、日本
の抱える上記のような社会的課題の解決に貢献するものであると考えている。
・ 本建物は、WELL認証を取得することが予定されている。WELL認証とは、人にフォーカスした建
物の認証制度で、空間のデザイン・構築・運用に「人間の健康」という視点を加え、より良い住環
境の創造を目指した評価システムである。日本国内において、WELL認証自体の件数が少ない中、
当該取得を目指すことなどから、人に配慮した先進的な建築物であると考えている。
・ 大林組は、労働災害・事故等を防止すべく、労働安全衛生マネジメントシステムの維持・推進に取
り組んでおり、社会面からの潜在的にネガティブな効果への配慮がなされている。

その他
・ 尚、本建物において、環境面及び社会面において想定していた効果の発揮が見込めなくなった場合
には、当該資産への資金充当は行わない旨確認している。
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Ⅱ．建設業の担い手確保と調達先との信頼関係の強化
R&Iは、（1）各対象事業から十分な社会改善効果が見込めるか、（2）社会面における潜在的にネガテ
ィブな効果への配慮がなされているかという視点で評価した結果、以下の理由により、当該調達資金の
使途は、社会改善効果が見込める適格なものであると評価した。
2－1．職業訓練及び若手技能者育成等の助成費用
・ 建設業就業者は、55歳以上が約34％、29歳以下が約11%（平成29年度）と高齢化が進行し、次世代
への技術承継が大きな課題となっている。この状況は中小零細企業の多い地方の方がより深刻であ
る。また、生産労働者において製造業と比較すると給与水準が低い。一方、大林組は、このような
建築技能者の人材不足に危機感を抱き、建築技能者の意欲向上や人材育成という観点からの施策と
して、2014年に埼玉県八潮市に教育訓練校を開校し、入社2～5年目程度の若年建設技能者に対し本
人の費用負担なしで建設技術やCADの講義を行っている。またスーパー職長制度等を導入し、特に
優秀な職長を対象として、若年建設技能者にとって将来の目標となる理想的な職長を認定し、若年
建設技能者の入職・定着率を図るもので、建設業界の喫緊の課題の解決に向けた社会的意義のある
制度であると判断しており、今次の調達資金の一部は、当該教育訓練校の維持・管理や資格制度に
関する手当などに充当される予定である。
・ 調達資金の使途となる、職業訓練に関する費用及び若手技能者育成等の助成費用に、大林組の社員
向けの支出は含まれない。主な対象は、中小零細企業に所属する建設技能者となり、比較的技術の
習得の機会が少ない人々が対象となっており、対象となる人々の観点からも、社会的意義は大きい。
・ 当該事業による社会面における潜在的にネガティブな面は特段考え難い。
Ⅲ．
「Obayashi Green Vision 2050」のアクションプランに基づく再生可能エネルギー事業
R&Iは、（1）各対象事業から十分な環境改善効果が見込めるか、（2）環境面における潜在的にネガテ
ィブな効果への配慮がなされているかという視点で評価した結果、以下の理由により、当該調達資金の
使途は、環境改善効果が見込める適格なものであると評価した。
3－1．CO2フリー水素製造・流通システムの研究開発費
・ 2018年10月23日、「水素閣僚会議」が日本で開催された。各国の閣僚レベルが「水素社会の実現」
をメインテーマとして議論を交わす、世界で初めての会議であった。当該議論の中で、再生可能エ
ネルギー由来の電気で、
“CO2フリー”な水素を作ることなども含めて議論された。また、本会議で、
ニュージーランドと水素に関する協力を推進することを目的とした覚書（MOC）を締結している。
そのような中、大林組は、ニュージーランドの先住民マオリの地権者がオーナーであるトゥアロパ
キ・トラストと共同研究契約を2018年12月に締結し、同トラストが保有する地熱発電所の電力を利
用する水素製造プラント建設を開始している。
「水素社会の実現」を目指す国際的な枠組みに沿った
プロジェクトであると言える。
・ また、現状、水素の多くは、化石燃料を化学反応させて取り出すため、CO2の排出を伴ってしまう
という課題がある。例えば、水素の利用で最も期待が高い燃料電池自動車は、“Tank to Wheel2”の
概念においては完全にゼロエミッションを達成出来るものの、水素の生成にCO2の排出を伴うため、

2

すでに燃料タンクに燃料が入っている状態から、走行時にどれだけCO2 を排出するかという考え方
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“Well to Wheel3”の概念では、前述の通りCO2排出は避けられないというのが現状である。
本件のCO2フリー水素製造・流通システムの研究開発を起点に、CO2フリー水素の製造が広まれば、
環境改善の観点から非常に意義深いものとなると考えている。さらには、本研究開発は、ニュージ
ーランドを対象としているものの、その技術は、日本国内の系統連系の難しいエリアやスマートシ
ティなどへの応用も期待でき、その適用範囲も広範囲に及ぶ。
3－2．再生可能エネルギーの劣後ローン原資
・ 対象事業は再生可能エネルギーであり、十分な環境改善効果（CO2削減効果）が想定される。「第5
次エネルギー基本計画」
（2018年7月3日閣議決定）の中で、再生可能エネルギーを「主力電源化」し
ていく方向性が示されている。具体的には、2030年に温室効果ガス26％削減を目標とし、その実現
に向けての主な施策として、再生可能エネルギーの主力電源化への布石を打つものとされている。
またさらには、2050年には、温室効果ガス80％削減を目指し、再生可能エネルギーを経済的に自立
し脱炭素化した主力電源化にするとの方向性を示している。今回の調達資金の使途となる風力発電
事業、バイオマス発電事業等の再生可能エネルギー発電事業は、環境に適合したエネルギー需給構
造の実現を目指す国の方向性に則ったものである。
大月バイオマス発電所事業について
・ 大月バイオマス発電所では間伐材などの未利用材、剪定枝、バークが用いられ、原則として近隣都
県から調達する国内材のみを燃料とする。バイオマス発電はカーボンニュートラルな再生可能エネ
ルギーによる発電事業であること、また、事業用地の確保、発電設備の内容、その他テクニカルレ
ポートの内容、O&M体制等を踏まえ十分な事業性が見込めることより、グリーンボンドの対象事業
として十分な環境改善効果（CO2削減効果）があると判断した。大月バイオマス発電所は環境アセ
スメントを終え、2018年12月に商業運転を開始している。また、大林組は、労働災害・事故等を防
止すべく、労働安全衛生マネジメントシステムの維持・推進に取り組んでいる。環境面・社会面か
らの潜在的にネガティブな効果への配慮がなされている。
上北小川原陸上風力発電事業（計画中）について
・ 本件陸上風力発電所は、環境影響評価法に基づく環境アセスメントが相応に進んでいる事業であり、
大林組および関連会社が好風況の期待できると考え2012年より風況観測を実施している立地を候補
とし、相応に具体的な事業計画を有するプロジェクトである。再生可能エネルギーによる発電事業
であることや環境評価法に基づく調査内容等から、温室効果ガスの削減効果として一定量の二酸化
炭素の排出削減（環境改善）が期待できると判断している。
・ 環境アセスメントについては、環境影響評価準備書の段階であり、当該評価結果において、各種項
目（騒音や水の濁りなど）について、適切な手続きの経過が見られ、この点からも十分に環境に配
慮した事業が進捗していると判断している。また、大林組は、労働災害・事故等を防止すべく、労
働安全衛生マネジメントシステムの維持・推進に取り組んでいる。
・ 環境面・社会面からの潜在的にネガティブな効果への配慮がなされている。

以上より、本フレームワークにおける調達資金の使途は、サステナビリティガイドライン等に則った
ものであると判断した。

3

走行時のCO2 を考えるTank to Wheel に加えて、燃料をタンクに入れるまでのCO2 の排出についても考慮する考え方
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2. プロジェクトの評価と選定のプロセス：Process for Project Evaluation and Selection
サステナビリティボンドの調達資金が、環境問題、社会問題の解決に資する事業に投資されるために
は、発行体がなぜ対象事業を環境問題や社会課題に資する事業であると考え、どのようにして選定した
のかというプロセスが、明確かつ合理的である必要がある。
主な評価の根拠




本フレームワークの内容の確認
大林組の企業理念、環境方針・ビジョン、中長期経営計画およびESGマテリアリティ等
各対象事業全体の内容に関する確認
評価

・ 各対象事業は大林組の作成した 6 つの ESG マテリアリティに紐づけられる。当該 ESG マテリアリ
ティは、大林組の企業理念、環境方針・ビジョン、および中長期経営計画 2017 に則したものであ
る。
・ 各対象事業は十分な環境改善効果又は社会改善効果（又はその両方）が見込め、環境面や社会面に
おける潜在的にネガティブな効果に対する配慮がなされている。
・ プロジェクトの評価と選定のプロセスについて、本フレームワークの内容から、対象事業の選定
体制が整っており、かつグリーン性に関しては、財務部および各プロジェクトを管掌する事業部門
のほか本社グループ経営戦略室 ESG・SDGs 推進部、本社安全品質管理本部環境管理部が関与する
ことで環境分野に関する専門性が担保され、ソーシャル性に関しては、6 つの ESG マテリアリティ
への取り組みとして有意であるかを含め、本社グループ経営戦略室 ESG・SDGs 推進部、財務部及
び各プロジェクトを管掌する事業部門で評価し、専門的な観点からの確認が期待できる。また複数
部署の関与や社長（CSR 委員長）の承認プロセスにより対象事業の選定に係る牽制・確認機能が確
保されていると評価できる。
以上より、本フレームワークにおける対象事業の選定のプロセスは、サステナビリティガイドライン
等に則ったものとなっていると判断した。
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3. 調達資金の管理：Management of Proceeds
サステナビリティボンドの調達資金が、環境問題や社会課題の解決に資する事業に投資されるために
は、調達資金が他の事業に使われず、確実に対象事業に充当される必要がある。
主な評価の根拠


本フレームワークの内容の確認
評価



サステナビリティボンド発行による手取金の充当及び管理は、大林組の本社財務部が行う。プロジ
ェクトに係る支出については、複数部署及び財務担当役員が関与をしており、牽制・確認機能が確
保されている。また大林組はサステナビリティボンド発行による手取金のプロジェクトへの充当の
状況について四半期末ごとに集計し、未充当金の残高を管理する。未充当金は資金充当が決定され
るまでの間、対当額を現金及び現金同等物にて管理する予定である。以上より、調達資金を適格な
プロジェクトに充当するための措置は整っていると考えられる。



また、調達資金は2024年3月末までに順次充当がなされ、2024年4月以降は原則として未充当金は発
生しない予定であるものの、プロジェクトへの充当時期の遅れ以外の理由により未充当金が発生す
ることが明らかになった場合は、他の環境改善効果又は社会改善効果の高いプロジェクトを選定し、
手取金を充当することとされており、調達資金を管理するうえで妥当な内容が定められている。

以上より、本フレームワークにおける調達資金管理の方針は、サステナビリティガイドライン等に則
ったものとなっていると判断した。
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4. レポーティング：Reporting
サステナビリティボンドの調達資金が、調達後、環境問題や社会課題の解決に資する事業に投資され
たことが明らかとなるためには、どのような事業にいつ充当され、その結果どのような環境改善効果、
社会改善効果があったかを、発行体がレポーティングすることが期待される。
主な評価の根拠


本フレームワークの内容の確認
評価



本サステナビリティボンドのレポーティングは、大林組のウェブサイトまたはOBAYASHIコーポレ
ートレポートで年に一回、開示される予定である。



レポーティングの内容は、サステナビリティボンド発行による手取金の資金使途への充当状況およ
び環境改善効果、社会改善効果についてであり、対象事業の性質を踏まえ妥当なものとなっている
ことを確認した。

以上より、本フレームワークにおけるレポーティングは、サステナビリティガイドライン等に則った
ものとなっていると判断した。

＜総合評価＞
R&Iは、R&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）の評価方
法に則り、本フレームワークが、サステナビリティガイドライン等に則ったものとなっていると判断し
た。
本セカンドオピニオンは、今回発行するサステナビリティボンドにのみ適用されるものであって、2
回目以降に発行される際には、再度確認の上ニュースリリースを行う。
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■ 本サステナビリティボンドに対する評価
R&Iは、R&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）の評価方
法に則り、本サステナビリティボンドにおいて予定されている発行額や期間、具体的な対象プロジェク
トの内容や充当スケジュール等が、本フレームワークの内容に則ったものとなっているか確認を行った。

1. 調達資金の使途：Use of Proceeds
本サステナビリティボンドの資金使途は、本フレームワークに定められた適格資産であり、サステナ
ビリティボンドの発行額や期間も踏まえて妥当なものとなっていることを確認した。

2. プロジェクトの評価と選定のプロセス：Process for Project Evaluation and Selection
本サステナビリティボンドは、発行体が定めた本フレームワークに基づき、プロジェクトが選定され
ていることを確認した。

3. 調達資金の管理：Management of Proceeds
本サステナビリティボンドは、発行体が定めた本フレームワークに基づき、調達資金が管理される予
定であることを確認した。

4. レポーティング：Reporting
本サステナビリティボンドは、発行体が定めた本フレームワークに基づき、レポーティングが行われ
る予定であることを確認した。

R&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）の評価方法は以下
のホームページに公開されています。
https://www.r-i.co.jp/rating/products/green_bond/assessment.html

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。
また、R&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）は、対象事
業の環境効果や社会効果等を証明するものではなく、当該効果について責任を負うものではありません。
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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、およ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、およ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およ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、翻訳お
よ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。
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サステナビリティボンド／サステナビリティボンド・プログラム
独立した外部レビューフォーム
セクション 1.

基本情報

発行体名：株式会社大林組
サステナビリティボンドの ISIN 又は 発行体のサステナビリティボンド発行に関するフレームワー
ク名（該当する場合）：
独立した外部レビュー実施者名：格付投資情報センター
本フォーム記入完了日：2019 年 6 月 14 日
レビュー発表日：2019 年 6 月 14 日

セクション 2.

レビュー概要

レビュー範囲
必要に応じて、レビューの範囲を要約するために以下の項目を利用又は採用する。

本レビューでは、以下の要素を評価し、グリーンボンド原則（以下、GBP）・ソーシャルボンド原
則（以下、SBP）との整合性を確認した：
☒
☒

☒

調達資金の使途
調達資金の管理

☒

プロジェクトの評価と選定のプロセス
レポーティング

独立した外部レビュー実施者の役割
☒

セカンドオピニオン

☐

認証

☐

検証

☐

スコアリング/レーティング（格付け）

☐

その他（ご記入ください）：

注記：複数のレビューを実施又は異なる複数のレビュー実施者が存在する場合、それぞれ別々の用紙にご記
入ください。
Latest update: June 2018
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レビューのエグゼクティブサマリおよび／またはレビュー全文へのリンク

（該当する場合）
【R&I グリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）】
R&I は、サステナビリティボンドフレームワークが ICMA のグリーンボンド原則 2018、ソーシャ
ルボンド原則 2018、サステナビリティボンドガイドライン 2018 及び環境省のグリーンボンドガイ
ドライン 2017 年度版（以下、サステナビリティガイドライン等）に則ったものである旨のセカン
ドオピニオンを提供する。
なお、今回発行を検討している本サステナビリティボンドについて、債券の発行額や期間、具体的
な対象事業・資産の内容や充当スケジュール等の内容を踏まえ、本フレームワークに則ったものと
なっていることを確認している。

レビュー全文は、本リリースの本文を参照。

セクション 3.

レビュー詳細

レビュー実施者には可能な限り以下の情報を提供し、レビュー範囲を説明するためにコメントセクションを
利用するよう推奨する。

1. 調達資金の使途
セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
＜本フレームワークについて＞
・R&I は、（1）各対象事業から十分な環境改善効果、社会改善効果が見込めるか、（2）環境面、
社会面における潜在的にネガティブな効果への配慮がなされているかについて、発行体との面談、
書面による確認等を基に確認を行った。
・3 つの資金使途別に評価を行った。各資金使途に関する評価は以下の通り。

Ⅰ．「すべての人に優しいスマートビル」をコンセプトとした「ウェルネス建築」
R&I は、（1）各対象事業から十分な環境改善効果、社会改善効果が見込めるか、（2）環境面、社
会面における潜在的にネガティブな効果への配慮がなされているかという視点で評価した結果、以
下の理由により、当該調達資金の使途は、環境改善効果及び社会改善効果が見込める適格なもので
あると評価した。
1－1．技術研究所本館テクノステーション
環境面
・技術研究所本館テクノステーションについては、BELS 認証制度において最高ランク（☆☆☆☆
☆）（2019 年 3 月）及び LEED 認証で最高ランクのプラチナ認証を取得している。さらには、2014
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年には、熱負荷を低減する計画上の工夫や自然エネルギーの活用、高効率の省エネ設備の導入に加
えて、同建物の屋根に設置した太陽光パネルと両隣の実験棟の屋根に設置した太陽光パネルで発電
した電力をテクノステーションに供給することで、国内初のソース ZEB を達成している。ZEB の
達成は、「非住宅建築物については、2020 年までに国を含めた新築公共建築物等で、2030 年まで
に新築建築物の平均で ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を実現することを目指す。」（エ
ネルギー基本計画、平成 30 年 7 月）を目指す国の方針に則するものである。また、調達資金はこ
の ZEB 化のための調達資金のリファイナンスに充当される予定であり、環境面に効果の高い事業
へ充当されるものであると判断している。
社会面
・大林組は、技術研究所本館テクノステーションについて、2017 年 11 月 21 日付けで「ゴールド」
ランクの WELL 認証（v1）を取得している。WELL 認証(v1)の取得は、国内初である。さらには、
WELL 認証のプロジェクトタイプのうち、建物全体を評価する区分では世界初となる。
・近年、不動産における入居者の健康と快適性の重要度が世界的に増し、両者に特化した認証への
注目が高まっており、2014 年に WELL 認証、2019 年に CASBEE-ウェルネスオフィスの認証制度
が開始されている。
・WELL 認証（v1）の「ゴールド」取得には、空気、水、食物、光、フィットネス、快適性、心に
分類される全 100 項目の中から、必須項目 41 項目に加えて、加点項目の 40%以上の取得している
ことを表しており、「ゴールド」を取得している技術研究所本館テクノステーションは、人に配慮
した先進的な建築物であると考えている。また、大手建設会社である大林組が自ら先駆けて WELL
認証の取得し、さらには取得を推進していくとの方針を掲げており、WELL 認証の認知が日本にお
いても広がり、当該認証のコンセプトに沿った、より良い労働環境が広く一般の人々（General
Public）に広まっていくものと考えている。
1－2．サステナビリティ適格性を有する新規ウェルネス建築プロジェクト
充当予定の建物について、環境面、社会面の観点から以下の確認を行った。充当時点で再度確認を
行う予定である。
環境面
・大林組の「ウェルネス建築」に則った建物は ZEB に相当する省エネ性能を実現するため、各種
技術が導入される予定である。また、BELS 認証など第三者機関による認証の取得も予定されてお
り、一定の環境性能が期待できる。
・本建物の着工前には条例に基づいた近隣説明を実施予定であり、環境面・社会面からの潜在的に
ネガティブな効果へ配慮がなされている。
社会面
・日本は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズ
の多様化」などの状況に直面している。こうした社会的課題の解決に向けては、就業機会の拡大や
意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ること等が重要な課題とされている。そのような背景等か
ら、国は「働き方改革」を掲げ、実際、「働き方改革を推進するための関連法律の整備に関する法
律」（2018 年 7 月 6 日公布）などの法律を制定するなど、当該施策を進めている。「働き方改革」
の中でも、生産性の向上や女性・高齢者等の労働参加率の向上等は、不動産の在り方と密接な関係
がある（2030 年を目途とする今後の不動産の在り方について（働き方改革を支える今後の不動産の
あり方検討会））とされている。本件の「ウェルネス建築」は、建物利用者の健康増進活動や環境
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配慮型行動に働きかけ、快適、健康、安全・安心を実現する建築計画、運用・管理手法を指すもの
で、まさに、日本の抱える上記のような社会的課題の解決に貢献するものであると考えている。
・本建物は、WELL 認証を取得することが予定されている。WELL 認証とは、人にフォーカスし
た建物の認証制度で、空間のデザイン・構築・運用に「人間の健康」という視点を加え、より良い
住環境の創造を目指した評価システムである。日本国内において、WELL 認証自体の件数が少ない
中、当該取得を目指すことなどから、人に配慮した先進的な建築物であると考えている。
・大林組は、労働災害・事故等を防止すべく、労働安全衛生マネジメントシステムの維持・推進に
取り組んでおり、社会面からの潜在的にネガティブな効果への配慮がなされている。
その他
・尚、本建物において、環境面及び社会面において想定していた効果の発揮が見込めなくなった場
合には、当該資産への資金充当は行わない旨確認している。
Ⅱ．建設業の担い手確保と調達先との信頼関係の強化
R&I は、（1）各対象事業から十分な社会改善効果が見込めるか、（2）社会面における潜在的にネ
ガティブな効果への配慮がなされているかという視点で評価した結果、以下の理由により、当該調
達資金の使途は、社会改善効果が見込める適格なものであると評価した。
2－1．職業訓練及び若手技能者育成等の助成費用
・建設業就業者は、55 歳以上が約 34％、29 歳以下が約 11%（平成 29 年度）と高齢化が進行し、
次世代への技術承継が大きな課題となっている。この状況は中小零細企業の多い地方の方がより深
刻である。また、生産労働者において製造業と比較すると給与水準が低い。一方、大林組は、この
ような建築技能者の人材不足に危機感を抱き、建築技能者の意欲向上や人材育成という観点からの
施策として、2014 年に埼玉県八潮市に教育訓練校を開校し、入社 2～5 年目程度の若年建設技能者
に対し本人の費用負担なしで建設技術や CAD の講義を行っている。またスーパー職長制度等を導
入し、特に優秀な職長を対象として、若年建設技能者にとって将来の目標となる理想的な職長を認
定し、若年建設技能者の入職・定着率を図るもので、建設業界の喫緊の課題の解決に向けた社会的
意義のある制度であると判断しており、今次の調達資金の一部は、当該教育訓練校の維持・管理や
資格制度に関する手当などに充当される予定である。
・調達資金の使途となる、職業訓練に関する費用及び若手技能者育成等の助成費用に、大林組の社
員向けの支出は含まれない。主な対象は、中小零細企業に所属する建設技能者となり、比較的技術
の習得の機会が少ない人々が対象となっており、対象となる人々の観点からも、社会的意義は大き
い。
・当該事業による社会面における潜在的にネガティブな面は特段考え難い。
Ⅲ．「Obayashi Green Vision 2050」のアクションプランに基づく再生可能エネルギー事業
R&I は、（1）各対象事業から十分な環境改善効果が見込めるか、（2）環境面における潜在的にネ
ガティブな効果への配慮がなされているかという視点で評価した結果、以下の理由により、当該調
達資金の使途は、環境改善効果が見込める適格なものであると評価した。
3－1．CO2 フリー水素製造・流通システムの研究開発費
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・2018 年 10 月 23 日、「水素閣僚会議」が日本で開催された。各国の閣僚レベルが「水素社会の
実現」をメインテーマとして議論を交わす、世界で初めての会議であった。当該議論の中で、再生
可能エネルギー由来の電気で、“CO2 フリー”な水素を作ることなども含めて議論された。また、
本会議で、ニュージーランドと水素に関する協力を推進することを目的とした覚書（MOC）を締結
している。そのような中、大林組は、ニュージーランドの先住民マオリの地権者がオーナーである
トゥアロパキ・トラストと共同研究契約を 2018 年 12 月に締結し、同トラストが保有する地熱発電
所の電力を利用する水素製造プラント建設を開始している。「水素社会の実現」を目指す国際的な
枠組みに沿ったプロジェクトであると言える。
・また、現状、水素の多くは、化石燃料を化学反応させて取り出すため、CO2 の排出を伴ってしま
うという課題がある。例えば、水素の利用で最も期待が高い燃料電池自動車は、“Tank to Wheel ”
の概念においては完全にゼロエミッションを達成出来るものの、水素の生成に CO2 の排出を伴う
ため、“Well to Wheel ”の概念では、前述の通り CO2 排出は避けられないというのが現状であ
る。
本件の CO2 フリー水素製造・流通システムの研究開発を起点に、CO2 フリー水素の製造が広まれ
ば、環境改善の観点から非常に意義深いものとなると考えている。さらには、本研究開発は、ニュ
ージーランドを対象としているものの、その技術は、日本国内の系統連系の難しいエリアやスマー
トシティなどへの応用も期待でき、その適用範囲も広範囲に及ぶ。

3－2．再生可能エネルギーの劣後ローン原資
・対象事業は再生可能エネルギーであり、十分な環境改善効果（CO2 削減効果）が想定される。「第
5 次エネルギー基本計画」（2018 年 7 月 3 日閣議決定）の中で、再生可能エネルギーを「主力電源
化」していく方向性が示されている。具体的には、2030 年に温室効果ガス 26％削減を目標とし、
その実現に向けての主な施策として、再生可能エネルギーの主力電源化への布石を打つものとされ
ている。またさらには、2050 年には、温室効果ガス 80％削減を目指し、再生可能エネルギーを経
済的に自立し脱炭素化した主力電源化にするとの方向性を示している。今回の調達資金の使途とな
る風力発電事業、バイオマス発電事業等の再生可能エネルギー発電事業は、環境に適合したエネル
ギー需給構造の実現を目指す国の方向性に則ったものである。
大月バイオマス発電所事業について
・大月バイオマス発電所では間伐材などの未利用材、剪定枝、バークが用いられ、原則として近隣
都県から調達する国内材のみを燃料とする。バイオマス発電はカーボンニュートラルな再生可能エ
ネルギーによる発電事業であること、また、事業用地の確保、発電設備の内容、その他テクニカル
レポートの内容、O&M 体制等を踏まえ十分な事業性が見込めることより、グリーンボンドの対象
事業として十分な環境改善効果（CO2 削減効果）があると判断した。大月バイオマス発電所は環境
アセスメントを終え、2018 年 12 月に商業運転を開始している。また、大林組は、労働災害・事故
等を防止すべく、労働安全衛生マネジメントシステムの維持・推進に取り組んでいる。
・環境面・社会面からの潜在的にネガティブな効果への配慮がなされている。
上北小川原陸上風力発電事業（計画中）について
・本件陸上風力発電所は、環境影響評価法に基づく環境アセスメントが相応に進んでいる事業であ
り、大林組および関連会社が好風況の期待できると考え 2012 年より風況観測を実施している立地
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を候補とし、相応に具体的な事業計画を有するプロジェクトである。再生可能エネルギーによる発
電事業であることや環境評価法に基づく調査内容等から、温室効果ガスの削減効果として一定量の
二酸化炭素の排出削減（環境改善）が期待できると判断している。
・環境アセスメントについては、環境影響評価準備書の段階であり、当該評価結果において、各種
項目（騒音や水の濁りなど）について、適切な手続きの経過が見られ、この点からも十分に環境に
配慮した事業が進捗していると判断している。また、大林組は、労働災害・事故等を防止すべく、
労働安全衛生マネジメントシステムの維持・推進に取り組んでいる。
・環境面・社会面からの潜在的にネガティブな効果への配慮がなされている。

以上より、本フレームワークにおける調達資金の使途は、サステナビリティガイドライン等に則っ
たものであると判断した。
＜本サステナビリティボンドについて＞
本サステナビリティボンドの資金使途は、本フレームワークに定められた適格資産であり、サステ
ナビリティボンドの発行額や期間も踏まえて妥当なものとなっていることを確認した。

GBP による調達資金の使途カテゴリ：
☒

再生可能エネルギー

☐

エネルギー効率

☐

汚染防止および管理

☐

生物自然資源および土地利用に係る環
境持続型管理

☐

陸上および水生生物の多様性の保全

☐

クリーン輸送

☐

持続可能な水資源および廃水管理

☐

気候変動への適応

☐

高環境効率商品、環境適応商品、環境に配
慮した生産技術およびプロセス

☒

グリーンビルディング（環境配慮型ビ
ル）

☐

発行時には知られていなかったが現在 GBP ☐
カテゴリへの適合が予想されている、又は、
GBP でまだ規定されていないその他の適格
分野

その他（ご記入ください）：

GBP の事業区分に当てはまらない場合で、環境に関する分類がある場合は、ご記入ください：
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SBP による調達資金の使途カテゴリ：
☐

手ごろな価格の基本的インフラ設備

☒

必要不可欠なサービスへのアクセス

☐

手ごろな価格の住宅

☐

中小企業向け資金供給及びマイクロフ
ァイナンスによる潜在的効果を通じた
雇用創出

☐

食糧の安全保障

☐

社会経済的向上とエンパワーメント

☐

☒
発行時には知られていなかったが現在 SBP
カテゴリへの適合が予想されている、又は、
SBP でまだ規定されていないその他の適格
分野

その他（ご記入ください）:
R&I は、本ボンドにおける以下は必要
不可欠なサービスへのアクセスに準じ
るものであると考えている。
・快適な居住空間の提供
・健康の維持向上
・生産性向上
・職業訓練の機会の提供
・災害対応や社会的インフラを維持・更
新するための担い手の確保

SBP の事業区分に当てはまらない場合で、社会に関する分類がある場合は、ご記入ください:

2. プロジェクトの評価と選定のプロセス
セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
＜本フレームワークについて＞
・各対象事業は大林組の作成した 6 つの ESG マテリアリティに紐づけられる。当該 ESG マテリアリ
ティは、大林組の企業理念、環境方針・ビジョン、および中長期経営計画 2017 に則したものであ
る。
・各対象事業は十分な環境改善効果又は社会改善効果（又はその両方）が見込め、環境面や社会面
における潜在的にネガティブな効果に対する配慮がなされている。
・プロジェクトの評価と選定のプロセスについて、本フレームワークの内容から、対象事業の選定
体制が整っており、かつグリーン性に関しては、財務部および各プロジェクトを管掌する事業部門
のほか本社グループ経営戦略室 ESG・SDGs 推進部、本社安全品質管理本部環境管理部が関与するこ
とで環境分野に関する専門性が担保され、ソーシャル性に関しては、6 つの ESG マテリアリティへ
の取り組みとして有意であるかを含め、本社グループ経営戦略室 ESG・SDGs 推進部、財務部及び各
プロジェクトを管掌する事業部門で評価し、専門的な観点からの確認が期待できる。また複数部署
の関与や社長（CSR 委員長）の承認プロセスにより対象事業の選定に係る牽制・確認機能が確保さ
れていると評価できる。
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以上より、本フレームワークにおける対象事業の選定のプロセスは、サステナビリティガイドライ
ン等に則ったものとなっていると判断した。
＜本サステナビリティボンドについて＞
本サステナビリティボンドは、発行体が定めた本フレームワークに基づき、プロジェクトが選定さ
れていることを確認した。

評価と選定
☒

十分な発行体の環境・社会面での目標が
ある

☒

☒

サステナビリティボンドの適格プロジ
ェクトを定義した透明性の高いクライ
テリアがある
プロジェクトの評価と選定のためのク
ライテリアの概要が、公表される

☒

☒

☐

文書化されたプロセスにより、定義された事
業区分にプロジェクトが適合すると判断さ
れる
文書化されたプロセスにより、プロジェクト
に関連する潜在的な ESG リスクは特定・管
理される
その他（ご記入ください）：

☒

組織内で定められた評価基準である

責任およびアカウンタビリティに関する情報
☐
☐

外部機関の助言または検証を受けた評
価／選定基準である
その他（ご記入ください）：

3. 調達資金の管理
セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
＜本フレームワークについて＞
・サステナビリティボンド発行による手取金の充当及び管理は、大林組の本社財務部が行う。プロ
ジェクトに係る支出については、複数部署及び財務担当役員が関与をしており、牽制・確認機能が
確保されている。また大林組はサステナビリティボンド発行による手取金のプロジェクトへの充当
の状況について四半期末ごとに集計し、未充当金の残高を管理する。未充当金は資金充当が決定さ
れるまでの間、対当額を現金及び現金同等物にて管理する予定である。以上より、調達資金を適格
なプロジェクトに充当するための措置は整っていると考えられる。
・また、調達資金は 2024 年 3 月末までに順次充当がなされ、2024 年 4 月以降は原則として未充当
金は発生しない予定であるものの、プロジェクトへの充当時期の遅れ以外の理由により未充当金が
発生することが明らかになった場合は、他の環境改善効果又は社会改善効果の高いプロジェクトを
選定し、手取金を充当することとされており、調達資金を管理するうえで妥当な内容が定められて
いる。
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以上より、本フレームワークにおける調達資金管理の方針は、サステナビリティガイドライン等に
則ったものとなっていると判断した。
＜本サステナビリティボンドについて＞
本サステナビリティボンドは、発行体が定めた本フレームワークに基づき、調達資金が管理される
予定であることを確認した。
調達資金の追跡管理：
☒
☒

サステナビリティボンドの調達資金は、発行体により適切な方法で分別又は追跡管理され
る
未充当資金について、想定される一時的な運用方法の種類が開示される

☐

その他（明記ください）：

追加的な開示：
☐

将来の投資にのみ充当

☒

既存および将来の投資に充当

☒

個別単位の支出に充当

☐

ポートフォリオ単位の支出に充当

☐

未充当資金のポートフォリオを開示す
る

☐

その他（ご記入ください）：

4. レポーティング
セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
＜本フレームワークについて＞
・本サステナビリティボンドのレポーティングは、大林組のウェブサイトまたは OBAYASHI コーポ
レートレポートで年に一回、開示される予定である。
・レポーティングの内容は、サステナビリティボンド発行による手取金の資金使途への充当状況お
よび環境改善効果、社会改善効果についてであり、対象事業の性質を踏まえ妥当なものとなってい
ることを確認した。
以上より、本フレームワークにおけるレポーティングは、サステナビリティガイドライン等に則っ
たものとなっていると判断した。
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＜本サステナビリティボンドについて＞
本サステナビリティボンドは、発行体が定めた本フレームワークに基づき、レポーティングが行わ
れる予定であることを確認した。

調達資金の使途に関するレポーティング：
☒

プロジェクト単位

☐

プロジェクトポートフォリオ単位

☐

個別債券単位

☐

その他（明記ください）：

☐

投資総額に占めるサステナビリティボンド
による調達額の割合

☐

半年に一度

レポーティングされる情報：
☒ 充当した資金の額
☐ その他（明記ください）：

頻度：
☒ 年次
☐ その他（明記ください）：

環境・社会改善効果に関するレポーティング：
☒

プロジェクト単位

☐

プロジェクトポートフォリオ単位

☐

個別債券単位

☐

その他（明記ください）：

☐

半年に一度

頻度：
☒ 年次
☐ その他（明記ください）：

レポーティングされる情報（計画又は実績）：
☒ 温室効果ガス排出量／削減量

☐

エネルギー削減量

☐ 水使用量の減少

☒

受益者の数：

☐ 対象とする人々

☐

その他 ESG 指標（明記ください）：
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開示方法
☐

財務報告書に掲載

☐

サステナビリティ報告書に掲載

☐

臨時に発行される文書に掲載

☒

その他（明記ください）： コーポレートレ
ポート又はウェブサイト

☐

レポーティングは外部レビュー済（該当する場合は、レポートのどの部分が外部レビューの
対象であるか明記してください）：

該当する場合は、「有益なリンク」のセクションに、報告書の名称、発行日を明記してください。

有益なリンク （例えば、 レビュー実施者の評価方法や実績、発行体の文書等。）
R&I グリーンボンドアセスメント評価方法
https://www.r-i.co.jp/rating/products/green_bond/assessment.html

該当する場合は、利用可能なその他外部レビューをご記入ください
実施されるレビューの種類：
☐

セカンドオピニオン

☐

認証

☐

検証

☐

スコアリング/レーティング（格付け）

☐

その他（ご記入ください）：

レビュー実施者：

発表日：
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GBP で定義された独立した外部レビュー機関の役割について
(i)

セカンドオピニオン：発行体の支配下にない環境・社会面の専門性を有する機関がセカンド
オピニオンを提供する。オピニオンの提供者は発行体のサステナビリティボンドフレームワ
ーク構築のためのアドバイザーから独立しているべきである。そうでなければ情報隔壁を設
けるなど、セカンドオピニオンの独立性を確保するための措置をとることになる。オピニオ
ンは通常はGBP・SBPへの適合性評価を基本とする。特に持続可能性に関する包括的な目標、
戦略、方針、プロセスの評価と、調達資金を充当するプロジェクトの種類に応じた環境・社
会面の特徴に対する評価を含むことができる。

(ii)

検証：発行体は、事業プロセスやサステナビリティ基準などに関連づけて設定する基準に対
して独立した検証を受けることができる。検証は、内部基準や外部基準あるいは発行体が作
成した要求との適合性に焦点を当てるものになる。また原資産の環境・社会面での持続可能
性に係る特徴についての評価を検証と称し、外部クライテリアを参照することがある。さら
にサステナビリティボンドで調達される資金の内部追跡管理方法とその資金の充当状況、環
境面での影響、GBP・SBPのレポーティングとの適合性に関する保証や証明も検証と呼ぶこと
がある。

(iii)

認証：発行体は、サステナビリティボンドやそれに関連するサステナビリティボンド・フレ
ームワーク、または調達資金の使途について、一般に認知されているサステナビリティ基準
やサステナビリティラベルへの適合性に係る認証を受けることができる。サステナビリティ
基準やサステナビリティラベルは具体的なクライテリアを定義したもので、通常は認証クラ
イテリアとの適合性を、検証などの手法を用いて、資格認定された第三者機関が確認する。

(iv)

スコアリング/レーティング（格付け）：発行体は、サステナビリティボンド、それに関連
するサステナビリティボンド・フレームワーク、調達資金の使途などの特徴について、専門
的な調査機関や格付機関の資格を有する第三者機関から、それぞれの機関が確立した評価手
法に基づく査定や評価を受けることができる。評価結果には、環境・社会面のパフォーマン
スデータ、GBP・SBPに関連するプロセス、2℃目標のようなベンチマークなどに焦点を当て
たものが含まれることがある。このようなスコアリングや格付は、信用格付（たとえその中
に重要なサステナビリティ面のリスクが反映されているとしても）とはまったく異なったも
のである。
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