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ソニー銀⾏株式会社 
グリーンボンド・フレームワーク 
 

2022 年 4 ⽉ 27 ⽇ 

 

ESG 評価本部 

担当アナリスト︓税所さやか 

 

格付投資情報センター（R&I）は、ソニー銀行が 2022 年 4 月 27 日に策定したグリーンボンド・フレーム
ワークが「グリーンボンド原則 2021」（GBP2021）及び「環境省グリーンボンドガイドライン 2020 年版」
に適合していることを確認した。オピニオンは下記の見解に基づいている。 

 

■オピニオン概要 

(1)調達資⾦の使途 
 グリーンボンドで調達された資金は、適格基準（ZEH、ZEH-M、BELS、長期優良住宅）を満たす省エ
ネルギー性に優れた建物を対象とした新規及び既存の住宅ローンに充当される予定である。これらの適
格基準は全て 2050 年カーボンニュートラルを目指した国の政策目標に合致する内容である。いずれも
国内で広く活用されているグリーンビルディング認証を判断基準としたものであり、妥当な水準の環境
改善効果を担保している。既存の住宅ローンに充当する場合（リファイナンス）は該当するグリーンボ
ンドの発行日から遡って 36 カ月以内に実施された支出とする。事業区分は省エネルギー及びグリーン
ビルディングに該当する。 

 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
 ソニーフィナンシャルグループの掲げるビジョン、行動規範に従い、グループの一員として長期視点の
経営を推進し、銀行事業を通じて社会価値と経済価値を創出することにより企業価値の向上と持続可能
な社会への貢献を目指している。ソニーフィナンシャルグループは環境方針の理念と方針の中で地球環
境の保全に努める事を掲げており、今般のプロジェクトはそれらに沿ったものである。調達資金の使途
となるローンの適格基準は、ソニー銀行の経営会議で議論し、取締役会で承認を受けて決定した。個別
のローンの判定については銀行のローン企画部が選定、経営企画部が適格基準への適合性の確認・分析
を経て最終決定する。プロジェクトの評価・選定は妥当な内部プロセスを経ている。 

 

(3)調達資⾦の管理 
経営企画部が内部管理システムを用いて調達資金の充当状況を管理する。調達資金の全額が充当された
後は、適格基準を満たすプロジェクトの総額が調達資金の総額を上回るよう管理される。調達資金が適
格事業・プロジェクトへ充当されるまでの間や、未充当資金が発生した場合は、現金または現金同等物
または流動性の高い有価証券へ投資する方法にて管理する。調達資金の管理は妥当である。 

 

(4)レポーティング 
 レポーティングは、資金充当状況及び環境改善効果（融資件数、融資額、CO2 排出削減量の実績または
推定値）がソニー銀行のウェブサイトに年次で開示される予定である。レポーティングは、内容、頻度
及び開示方法から妥当であると判断した。 
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発⾏体の概要 

 ソニーグループの金融サービス部門の持株会社であるソニーフィナンシャルグループの 100%子会社。
フィナンシャルグループは生命保険、損害保険、銀行、ペイメントサービスなどの事業子会社を抱える。 

 ソニー銀行は、フィナンシャルグループ各社が金融のプロフェッショナルとして培ってきた「人に寄り
添う力」に、ソニーグループならではの強みである「テクノロジーの力」を掛け合わせ、インターネッ
トを活用した個人のための資産運用銀行として 2001 年に開業した。住宅ローンや外貨預金をはじめと
した金融商品・サービスを提供している。主力の住宅ローンは大手不動産会社との提携や顧客からの直
接の申し込みにより需要を確保し、2021 年 9 月末における総資産額 3 兆 9,133 億円のうち貸出残高は
2 兆 6,522 億円。 

 インターネット銀行の特性を活かし、環境負荷軽減の取り組みを進めている。 

1. 調達資⾦の使途 

(1) 対象プロジェクト 

 グリーンボンドで調達された資金は、以下の適格基準を満たす省エネルギー性に優れた建物を対象とし
た新規および既存の住宅ローンに充当される予定。事業区分は省エネルギー及びグリーンビルディング
に該当する。 

 既存の住宅ローンに充当する場合（リファイナンス）は、該当するグリーンボンドの発行日から遡って
36 カ月以内に実施された支出とする。 

＜適格基準＞ 

・ZEH：ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented および ZEH+、次世代 ZEH+等の ZEH 基準
を満たす認証 

・ZEH-M：ZEH-M、Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Oriented およびその他の ZEH-M 基準
を満たす認証 

・BELS：5 つ星、4 つ星 
・長期優良住宅（2022 年 10 月の認定基準改正以降の認定） 

 

 調達資金の使途は、フレームワークによって投資家に説明される。 

 

(2) 環境改善効果 

 日本の政府は 2021 年 10 月に閣議決定された地球温暖化対策計画において、住宅の省エネルギー化の
目標を掲げている。同計画によれば、「2050 年のカーボンニュートラル実現の姿を見据えつつ、2030 年
に目指すべき住宅の姿としては、現在、技術的かつ経済的に利用可能な技術を最大限活用し、新築され
る住宅については ZEH 基準の水準の省エネルギー性能が確保されていることを目指す。」とされ、全て
の新築住宅で 2030 年に ZEH Oriented 以上を充足することが政策目標となっている。本グリーンボン
ドの適格基準は全て 2050 年カーボンニュートラルを目指す国の政策目標に合致する内容であり、かつ
国内で広く活用されるグリーンビルディング認証を判断基準として参照したものであることから妥当な
水準の環境改善効果が担保されている。 

 2022 年 2 月にはネット銀行として初の環境配慮型住宅購入者に対する特別金利の提供を開始した。こ
うしたサービスを通じて省エネ性の高い住宅を普及させ、環境改善を図る。 
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(3) 環境⾯・社会⾯におけるネガティブな影響への配慮 

 資金使途の対象となる住宅ローンに係る建物の工事を行う際に生じる騒音・振動や廃棄物の発生が想定
される。住宅は騒音規制法や振動規制法、廃棄物処理法等の各種法令に基づき建設されるものであるこ
とから、適正な環境配慮が行われると考える。 

 

  

＜参考情報＞ 

ZEH（Net Zero Energy House）とは「外⽪の断熱性能等を⼤幅に向上させるとともに、⾼効率な設備システムの導
⼊により、室内環境の質を維持しつつ⼤幅な省エネルギーを実現した上で、再⽣可能エネルギー等を導⼊することに
より、年間の⼀次エネルギー消費量の収⽀がゼロとすることを⽬指した住宅」である。基準⼀次エネルギー消費量から
20%以上の省エネを図った上で、⼾建て住宅については再エネの導⼊により同基準から①ZEH（100%以上削減）、
②Nearly ZEH（75%以上 100%未満削減）、③ZEH Ready（50%以上 75%未満削減）、④ZEH Oriented（再⽣可能
エネルギー導⼊なし）と定義される。「地球温暖化対策計画」（2021 年 10 ⽉閣議決定）では「2030 年に⽬指すべき
建築物・住宅の姿として ZEH ⽔準の省エネルギー性能が確保されていることを⽬指す」とされる。ZEH をさらに進
化させた「ZEH+」（省エネルギー性を⾼め、設備の効率的な運⽤等により太陽光発電等の⾃家消費率拡⼤を⽬指す）
及び「次世代 ZEH+」（蓄電システム、燃料電池、V2Ｈ充電設備を活⽤するモデル）もある。ZEH-M は集合住宅向け
の基準。 

BELS（ベルス）とは Building-Housing Energy-efficiency Labeling System（建築物省エネルギー性能表⽰制度）の
略称で、新築・既存の建築物において、第三者評価機関が省エネルギー性能を評価し認証する制度。国⼟交通省の「建
築物のエネルギー消費性能の表⽰に関する指針」に基づき、⼀般社団法⼈住宅性能評価・表⽰協会に登録する BELS 評
価機関が第三者認証を実施する。建築物の BEI*に応じて星の数で 5 段階評価する。住宅・⾮住宅とも BEI が省エネ基
準相当の場合で 2 つ星、誘導基準を満たす場合 3 つ星以上となる。建物全体の評価だけでなくテナント単位や共同住
宅の住⼾単位の評価取得も可能である。 

⻑期優良住宅は、「⻑期にわたり良好な状態で使⽤するための措置講じられた優良な住宅」で、①⻑期に使⽤するため
の構造及び設備を有している事、②居住環境等への配慮を⾏っている事、③⼀定⾯積以上の住⼾⾯積を有している事、
④維持保全の期間、⽅法を定めている事の 4 つの措置が講じられている住宅を指す。⻑期優良住宅の認定に当たって
は①劣化対策、②耐震性、③省エネルギー性、④維持管理・更新の容易性、⑤可変性、⑥バリアフリー性、⑦居住環境、
⑧住⼾⾯積、⑨維持保全計画といった観点から設けられた認定基準を満たす必要がある。今般、③省エネルギー性の認
定基準が 2022 年 10 ⽉より ZEH 相当の⽔準（①断熱性能等級 5、②⼀次エネルギー消費量等級 6）に引き上げられ
ることとなった。 

*BEI＝設計⼀次エネルギー消費量（その他⼀次エネルギー消費量を除く）／基準⼀次エネルギー消費量（その他⼀次
エネルギー消費量を除く） 
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2. プロジェクトの評価と選定のプロセス 

(1) 包括的な⽬標、戦略等への組み込み 

 ソニーフィナンシャルグループは、「心豊かに暮らせる社会を目指し、人に寄り添う力とテクノロジーの
力で、一人ひとりの安心と夢を支える金融グループになる」をビジョン（目指す姿）として掲げている。
また「事業活動を通じて、企業価値の向上を追求し、持続可能な社会の発展に貢献することが、企業と
しての社会的責任の基本をなす」と行動規範に定め、顧客、株主、社員、ビジネスパートナー、地域社
会などのステークホルダーや地球環境に与える影響に十分配慮して行動し、対話を通じてステークホル
ダーとの信頼を築くよう努めている。ソニー銀行はグループの一員として長期視点の経営を推進し、銀
行事業を通じて社会価値と経済価値を創出することにより企業価値の向上と持続可能な社会への貢献を
目指している。 
 

 ソニー銀行はソニーフィナンシャルグループの環境方針が示す理念と方針の中で地球環境の保全に努め
る。適格基準に見合う住宅ローンを通じて省エネ性の高い住宅の普及を促す今般のプロジェクトはそれ
らに沿ったものと言える。 

 ソニー銀行が目指す社会と企業の持続可能な相乗発展および地球環境の保全への取り組みのための資金
調達である。適格基準を満たす住宅ローンの拡大を通じて環境性能の高い住宅の普及を促進する。 

 ソニー銀行はこのことをフレームワークの中で投資家に説明している。 

 

■環境⽅針 
 
理念 
ソニーフィナンシャルグループは、事業活動を通じてステークホルダーへの価値提供を図るとともに、持続可
能な社会の実現に向けた「ソニーグループ環境ビジョン」を踏まえ、ソニーグループの⼀員として事業活動お
よび商品・サービスのライフサイクルのあらゆる⾯で地球環境の保全に配慮して⾏動します。 
 
方針 
1. ソニーフィナンシャルグループは、事業活動を⾏うために必要な資源・エネルギーについて、資源リサイク

ルや省エネルギーなどを推進し、全就業者が⾼い意識をもって環境負荷の低減に努めます。 
2. ソニーフィナンシャルグループは、事業活動を⾏ううえで適⽤を受ける環境保全に関する関連法規、および

その他の要求事項を遵守します。 
3. ソニーフィナンシャルグループは、環境⽬的・⽬標を設定のうえ、環境保全活動を推進するとともに、継続

的な改善を⾏います。 
4. ソニーフィナンシャルグループは、全就業者に対し環境保全活動を周知することにより、業務と⽣活のさま

ざまな側⾯における環境に関する意識の向上を図ります。 
5. ソニーフィナンシャルグループは、環境⽅針および環境保全への取組について、広報活動を通じて社内外へ

公表します。 
 

 

 

(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 適格基準はグリーン適格クライテリアでは国内で広く活用されているグリーンビルディング認証を判断
基準として参照しており、妥当な水準の環境改善効果を担保している。 
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(3) プロジェクトの評価・選定の判断を⾏う際のプロセス 

 調達資金の使途となるローンの適格基準は、ソニー銀行の経営会議で議論し、取締役会で承認を受けて
決定した。個別のローンの判定については銀行のローン企画部が選定、経営企画部が適格基準への適合
性の確認・分析を経て最終決定する。プロジェクトの評価・選定は妥当な内部プロセスを経ている。 

＜SDGs への貢献＞ 

 資金充当するプロジェクトは環境改善効果のある建物の普及を促進するための取り組みであり、省エネ
ルギーや気候変動への対応に寄与する。SDGs への取り組みにおける、「7.すべてのエネルギーをみんな
にそしてクリーンに」、「11.住み続けられるまちづくりを」「13.気候変動に具体的な対策を」に資する取
り組みと位置付けられる。 

 
SDGs ターゲット 

 
 
 

  

7.3 2030 年までに、今までの倍の速さで、エネルギー効率をよくしていく。 

 
 
 

 

11.6  2030 年までに、⼤気の質やごみの処理などに特に注意をはらうなどして、都
市に住む⼈（⼀⼈当たり）が環境に与える影響を減らす。 

 
 
 

 
13.2  気候変動への対応を、それぞれの国が、国の政策や、戦略、計画に⼊れる。 

 

3. 調達資⾦の管理 

 経営企画部が内部管理システムを用いて調達資金の充当状況を管理する。調達資金の全額が充当された
後は、適格基準を満たすプロジェクトの総額が調達資金の総額を上回るよう管理される。調達資金が適
格事業・プロジェクトへ充当されるまでの間や、未充当資金が発生した場合は、現金または現金同等物
または流動性の高い有価証券へ投資する方法にて管理する。 

 これら調達資金の管理方法については当社フレームワークを通じて投資家に事前に説明されている。 
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4. レポーティング 

(1) 開⽰の概要 

 レポーティングの概要は以下の通り。 

 

 

 

(2)環境改善効果に係る指標、算定⽅法等 

 適格基準を満たした建物を対象とした住宅ローンの融資件数、融資額。グリーン適格クライテリアでは
国内で広く活用されているグリーンビルディング認証を判断基準として参照しており、妥当な水準の環
境改善効果を担保している。 

 参考値として ZEH-M 適格物件の CO2 排出削減量（実績または推計値）を開示する。推計値は独自の計
算モデルに一般社団法人環境共創イニシアチブが公開するデータを活用して算出する予定。 

 
 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開⽰事項 開⽰タイミング 開⽰⽅法 
資
⾦
充
当

状
況 

 
・充当済⾦額 
・未充当⾦額 
・グリーンボンド残⾼ 
 

 
グリーンボンドが償還する
までの間、年に 1 回 

 
ウェブサイト 

環
境
改
善
効
果 

 
・融資件数 
・融資額 
・CO2 排出削減量（実績または
推定値） 
 

 
グリーンボンドが償還する
までの間、年に 1 回 

 
ウェブサイト 
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【留意事項】 
 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。 
 セカンドオピニオンは、企業等が環境保全および社会貢献等を目的とする資金調達のために策定するフレームワークについての公的機関または民間

団体等が策定する当該資金調達に関連する原則等との評価時点における適合性に対する R&I の意見です。R&I はセカンドオピニオンによって、適合

性以外の事柄（債券発行がフレームワークに従っていること、資金調達の目的となるプロジェクトの実施状況等を含みます）について、何ら意見を表

明するものではありません。また、セカンドオピニオンは資金調達の目的となるプロジェクトを実施することによる成果等を証明するものではなく、

成果等について責任を負うものではありません。セカンドオピニオンは、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。セカンドオピニオンは、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 はセカンドオピニオンを

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 がセカンドオピニオン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、R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報、セカンドオピニオンの意見の誤り、脱漏、不適切性若しくは不十分性、又はこれら

の情報やセカンドオピニオンの使用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。セカンドオピニオン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。 
 セカンドオピニオンは、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。 
 
【専門性・第三者性】 
R&I は 2016 年に R&I グリーンボンドアセスメント業務を開始して以来、多数の評価実績から得られた知見を蓄積しています。2017 年から ICMA
（国際資本市場協会）に事務局を置くグリーンボンド原則／ソーシャルボンド原則にオブザーバーとして加入しています。2018 年から環境省のグリ

ーンボンド等の発行促進体制整備支援事業の発行支援者（外部レビュー部門）に登録しています。 
R&I の評価方法、評価実績等については R&I のウェブサイト（https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html）に記載しています。 
R&I と資金調達者との間に利益相反が生じると考えられる資本関係及び人的関係はありません。 
 



 
 
 
 

 1 / 6
 

 
 

 

   

グリーンボンド／グリーンボンド・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：ソニー銀行株式会社 

グリーンボンドの ISIN又は  発行体のグリーンボンド発行に関するフレームワーク名（該当する場

合）：ソニー銀行  グリーンボンド・フレームワーク 

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：2022年 4月 27日 

レビュー発表日：2022年 4月 27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）との整合性を確認した： 

☒  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 

 

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） 

 
＜セカンドオピニオン＞ 
フレームワークがグリーンボンド原則 2021 及び環境省のグリーンボンドガイドライン 2020 年

版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。 
 
詳細はリポート本文を参照。 

 

 

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）： 
 
リポート本文の「１．調達資金の使途」を参照。 

 
 

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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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）： 

 
リポート本文の「２．プロジェクトの評価と選定のプロセス」を参照。 

 

 

評価と選定 

☒  十分な発行体の環境面での持続可能性

に係る目標がある 

☒  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 

☒  グリーン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 

☐  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 

☒  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 

☐  その他（ご記入ください）： 

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 

☐  組織内で定められた評価基準である 

☐  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）： 

 
 リポート本文の「３．調達資金の管理」を参照。 
 

 

調達資金の追跡管理： 

☒  グリーン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）：   
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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）： 

 
 リポート本文の「４．レポーティング」を参照。 
 

 

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）： 

  レポーティングされる情報： 

  ☒  充当した資金の額  ☐  投資総額に占めるグリーンボンドによる調

達額の割合 

  ☐  その他（明記ください）：     

  頻度： 

  ☒  年次  ☐  半年に一度 

  ☐  その他（明記ください）：   

 

環境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）： 

  頻度： 

  ☒  年次  ☐  半年に一度 

  ☐  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  ☒  その他 ESG指標（明記ください）：レポー

ト参照 

 

 

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）：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）： 
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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。） 

 
１．評価手法及びサービス 

https://www.r-i.co.jp/rating/products/esg/index.html 
 

２．評価実績 

（１）グリーンファイナンス 
https://www.r‐i.co.jp/rating/esg/greenfinance/index.html 

 

（２）サステナビリティファイナンス 
https://www.r‐i.co.jp/rating/esg/sustainabilityfinance/index.html 

 

（３）ソーシャルファイナンス 
https://www.r‐i.co.jp/rating/esg/socialfinance/index.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グリーンボンド・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への適合性評価を基本とする。特に環境面での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、事業プロセスや環境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。さらにグリーン

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

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、グリーンボンドやそれに関連するグリーンボンド・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グリーン基準やグリーンラベルへの

適合性に係る認証を受けることができる。グリーン基準やグリーン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、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、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、環境面のパフォーマンスデータ、GBP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環境面のリス

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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