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ジャパン・インフラファンド投資法⼈ 
グリーンエクイティ・フレームワーク   

2022 年 5 ⽉ 12 ⽇ 

 

ESG 評価本部 

担当アナリスト︓廣⽅ 智章 

 

格付投資情報センター（R&I）は、ジャパン・インフラファンド投資法人が 2022 年 5 年 12 日付にて改定
したグリーンエクイティ・フレームワークが「グリーンボンド原則 2021」「グリーンローン原則 2021」「環
境省のグリーンボンドガイドライン 2020 年版及び、グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローン
ガイドライン 2020 年版」1（以下、グリーンボンド原則等）の趣旨に準じるものであることを確認した。 

 

【対象投資口の概要】 

名称 グリーンエクイティ・フレームワーク 

発行体 ジャパン・インフラファンド投資法人 

スポンサー 丸紅、みずほ銀行、みずほ信託銀行 

 

【概要】 

ジャパン・インフラファンド投資法人（以下、JIF）は、2020年2月に上場した太陽光発電設備等の再生可

能エネルギー発電設備に投資するインフラファンド。資産運用会社の主要スポンサーは丸紅で、みずほ銀行

とみずほ信託銀行もスポンサーとして参画している。インフラ事業における豊富な実績・ノウハウと多様な

ネットワークを有するスポンサーの幅広いサポートを基盤として、太陽光発電設備等の取得を中心に継続的

な資産規模の拡大を目指している。 

JIFはグリーンボンド原則等の4基準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、レポーティングの趣旨を鑑みてグリーンエクイティ・フレームワークを改定し、2022年6月に稼

働済みの太陽光発電設備の取得資金として、当該フレームワークに基づき投資口を発行する予定である。 

 

【グリーンボンド原則等の趣旨に準じている旨のセカンドオピニオン】 

グリーンエクイティ・フレームワークがグリーンボンド原則等の趣旨に準じたものである旨のセカンドオ

ピニオンを提供する。 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 サステナビリティ・リンク・ローンガイドラインの確認は対象外 
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【評価理由】 

 フレームワークで定める調達資金の使途は、太陽光発電設備等の取得資金等であり、グリーンボンド原

則等の適格資産「再生可能エネルギー」に属する。今次の投資口発行（2022 年 6 月）により、4 カ所

の太陽光発電所（パネル出力合計 13.2MW）の取得を予定している。R&I は取得予定の太陽光発電設

備及びフレームワークの内容について、JIF と面談するとともに、取得予定の太陽光発電所の一部につ

いて実査した。さらに全ての太陽光発電所について技術レポート、ハザードレポート、環境関連法令に

関する調査書（土壌汚染に関する調査書等の確認）及び、キャッシュフローを取得し、確認した。結

果、当該発電所は一定の事業性を有し、フレームワークに合致した十分な環境改善効果（CO2 削減効

果）が見込めるものと判断した。併せて、太陽光発電設備の取得に際して、環境に与えるネガティブな

影響への配慮がなされていることがフレームワーク等で確認できることから、調達資金の使途は、グリ

ーンボンド原則等の趣旨に準じたものであると判断している。なお、R&I は JIF の既に取得している

全ての太陽光発電所についても、過去のグリーンローン、グリーンエクイティの評価を通じて同様に確

認している。また、今次取得予定の物件及び既存物件に関するフレームワークへの適合状況を踏まえ、

将来取得する物件についても基本的に同様の環境改善効果が見込まれると考えている。 

 JIF を含む上場インフラファンド投資法人は、投資口の発行によりエクイティ資金を、借入金や投資法

人債によりデット資金を調達し、これらを原資に再生可能エネルギー発電設備を取得する。これらを発

電事業を行う賃借人（SPC 等）に賃貸することで賃料収入を受領し、借入金の利息や減価償却費、運

用報酬等の費用を控除した利益のほぼ全額を投資家に分配する。投資効率に重点を置いた仕組みを有し

ている。太陽光発電設備等の取得以外の運用費用等（O&M 費用等）は必要 低限の項目に絞られ、実

質的に売上（売電収入）から差し引かれることで支払われる。また、投資方針、運用資産、発電実績等

の詳細な開示義務が課されるなど透明性が高いという特徴もあり、一般事業会社のエクイティと異なる

性質を有する。評価においては、太陽光発電所取得以外の費用があまり想定されないこと等、比較的デ

ット資金に近しい性質を有する投資口の特長を考慮している。 

 プロジェクトの評価と選定のプロセスについては、JIF の「我が国における再生可能エネルギーの導入

拡大を通じたクリーンな地球環境への寄与を目指す」という基本理念に基づき、再生可能エネルギー発

電事業に積極的に取組んでいる丸紅グループ及びみずほグループの両スポンサーのサポートも得なが

ら、太陽光発電設備を取得する。また、複数の部署が関与し、 終的には代表取締役社長が委員長を務

める投資委員会にて決定される。よって、プロジェクトの評価と選定のプロセスは妥当と判断した。 
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 調達資金の管理については、調達資金の大半が調達後すみやかに充当される予定である。調達資金を充

当するまでの期間及び未充当資金が発生した場合は、投資法人規約に基づき流動性・安全性の高い普通

預金等で資金管理し、JIF の投資方針に基づいて将来の資金充当対象プロジェクトに類する資産の取得

資金等に充当する予定である。よって、当初に資金充当した太陽光発電設備が耐用年数を超え利用でき

なくなった場合においても、フレームワークに則った環境に配慮した太陽光発電設備への再充当が見込

まれる。 

 レポーティングについては、調達資金全額の充当後から、少なくとも年に一度、継続的に JIF のウェ

ブサイトにおいて、調達資金の充当状況、保有する全ての太陽光発電設備の発電量及び CO2 削減量が

開示される。資産の売却、滅失、入れ替え等、ポートフォリオに変更があった際には、適時公表される

など充実した内容となっている。頻度、期間、内容から妥当な内容であると判断した。 

 なお、本フレームワークは新規に発行する投資口を想定したものであるものの、付随的に、既発行分の

投資口について本フレームワークの 4 項目に即したものとなっているか検討した。R&I は、現時点に

おいて JIF が保有する全ての物件について環境改善効果（CO2 削減効果）や周辺環境辺の配慮等を確

認している。今回、取得以降直近までの発電状況の確認や JIF との面談を通じて、全ての物件につい

て引き続き環境改善効果が十分に見込まれ周辺環境への配慮等がなされていること、既発行の投資口の

資金使途や資金充当状況が妥当なものとなっていることを確認した。よって、既発行分の投資口につい

ても本フレームワークに準じたものとなっていると考えている。 
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■ ジャパン・インフラファンド投資法人等の概要 

 JIFは2020年2月20日に東京証券取引所のインフラファンド市場に上場した。 

 JIFの投資対象資産は、二酸化炭素排出量削減やエネルギー自給率向上等の役割を担う、再生可能エ

ネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第2項に定めるも

の）等である。 

 ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の3項目を充たした物件を投資対象としている。 

a. 1年以上の稼働実績を有すること 

b. 発電設備の容量が500kW以上であること 

c. 日本国内に立地していること 

 JIFを運用する資産運用会社の主要スポンサーには丸紅が参画しており、他にみずほ銀行とみずほ信託

銀行が参画している。 

 丸紅とのスポンサーサポート契約により、JIFは同社から物件取得機会の提供を受けるとともに、丸紅

の電力・インフラ事業における知見とノウハウを活用して運用資産の効率的かつ着実なオペレーション

及びこれによる内部成長に努める。また、丸紅の信用力を背景とした強固な財務基盤の構築や、また丸

紅によるセイムボート出資による投資主価値の 大化を図る。 

 丸紅グループと太陽光発電関連事業における取引実績を有するプロスペックAZ株式会社及びスポンサ

ーと出資関係にあるみずほ丸紅リース株式会社ともそれぞれパイプラインサポート契約を締結してお

り、（総称して、以下「パイプラインサポート会社」）物件取得機会の拡大を図っている。 

 みずほ銀行及びみずほ信託銀行とのスポンサーサポート契約により、JIFはスポンサーから物件取得機

会の提供を受けるとともに、ウェアハウジングにおける資金調達の支援やバンクフォーメーション構築

の支援を通じて財務面におけるサポートを受け、みずほ銀行を中心とする強固なバンクフォーメーショ

ンの構築を目指す。 

 JIFは現時点において日本国内に36件、合計317.4億円の太陽光発電設備を有している。なお、パネル

出力の合計は90.0MWとなっており、化石燃料火力発電対比で年間約63,400トンのCO2排出量削減※に

貢献している。 

※JIFが保有している太陽光発電設備における想定年間発電量に対し、1kWh当たり平均で約0.66kg-

CO2（出所：国立研究開発法人産業技術総合研究所）の二酸化炭素排出量を削減できる効果がある前提

で算出している。 
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■JIFが保有する発電所⼀覧 
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1) 外部成⻑戦略及び財務戦略 
【外部成長戦略】 

 パイプラインサポート会社が優先交渉権を有している太陽光発電設備等を中心として、日本全国にパイ

プラインを形成している。さらに、スポンサーサポートを活かしたネットワークにより、パイプライン

サポート会社以外の第三者からも物件取得機会を確保し、ブリッジファンド等を活用して優先交渉権の

付与を受けることで、多様なルートからの物件取得を可能としている。こうしたパイプラインの供給を

通じて、ポートフォリオバランスに配慮しつつ、継続的な資産規模の拡大を目指している。 

【財務戦略】 

 スポンサーである丸紅の信用力や、みずほ銀行のサポートをベースとした 適な借入条件を実現し、安

定的かつ健全な財務運営を目指す。また、デット戦略とエクイティ戦略という2つの観点から、中長期

的な収益性の維持及び向上、並びに運用資産の規模拡大と価値の向上を実現するために、安定的かつ健

全な財務運営を構築することを基本方針としている。エクイティ戦略については、投資口の追加発行に

際して、市場動向、物件取得時期、有利子負債比率等を総合的に考慮して機動的に実施する方針であ

る。デット戦略については、スポンサーであるみずほ銀行を中心とした強固なレンダーフォーメーショ

ンの構築を目指している。 

 

2) 経営理念・サステナビリティに関する指針 
 JIFは、太陽光発電設備を中心とする再生可能エネルギー発電設備等を主たる投資対象として運用する

ことによって、我が国における再生可能エネルギーの導入拡大を通じたクリーンな地球環境への寄与を

目指している。再生可能エネルギーは化石燃料による発電と比較し、発電時にCO2を排出しない方法に

よるものが多い。また、日本のエネルギー自給率の向上に貢献するものとして、日本にとって重要なエ

ネルギー源として位置づけられているため、我が国における再生可能エネルギーの重要性は引き続き高

まっていくことが期待されると同時に、導入量の十分な拡大余地があると考えている。その中でも太陽 

光発電設備は既稼働案件の売買が多くなされており、他のインフラ資産等に比べて運用実績が蓄積され

ていることから、当面は太陽光発電設備に重点投資する予定である。将来的には、風力発電設備や地熱

発電設備といった他の再生可能エネルギー等への投資も検討し、多様なポートフォリオの構築を目指

す。JIFの投資口への投資を通じて、投資主に「社会に求められる良質なESG投資」を通じた有意義な

社会貢献投資の機会を提供できると考えており、外部格付機関からも高い環境評価を得ている。さらに

JIFは、その資産運用会社において、透明性の高い組織運営体制をとることで、上述の投資機会を持続

的に資本市場へ提供することが可能になると考えており、これを通じて「持続的な社会貢献」を目指

す。 
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 主要スポンサーである丸紅は、社会・経済・環境面における「持続可能な開発」を目指す国際社会共通

の目標であり、2015年に国連総会で採択された「持続可能な開発目標（SDGS）」を支援しており、ス

テークホルダーからの期待・関心、同社が社会・経済・環境へ及ぼす影響を踏まえ、重要な課題と各部

署での計画・目標との関連性を示す「サステナビリティ行動計画・目標」を作成し、取組みの進捗状況

を定期的に開示している。 
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 みずほグループは、2019年8月、国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）（注）の責任銀行原

則に正式に署名した。責任銀行原則は、銀行と社会の持続的な発展を目指し、「持続可能な開発目標

（SDGs）」やパリ協定で示されている社会の目標に対する取組みに沿った戦略・目標を設定・実行

し、透明性のある開示を行うためのフレームワークである。 

（注） 国連環境計画（1972年に設立された国連の補助機関）が1992年に設立した、ESGへの配慮を統

合した金融システムへの転換を推進する金融のイニシアティブをいう。 

 みずほグループでは、「持続可能な開発目標（SDGs）」を踏まえ、5カ年計画にて定めたサステナビリ

ティ重点項目について、グループ全体で推進する姿勢を強化して取り組んでいく。責任銀行原則の趣旨

を踏まえ、継続的に取組みの高度化を図っていく。 

 

3) グリーンエクイティ・フレームワークの改定 
 JIFの投資主価値向上への取組みに関してより理解を深めて頂くために、資金の充当先に関し、環境イ

ンパクトを第三者の目から客観的に評価して頂くことを検討した。 

 投資口の募集を含むエクイティ・ファイナンスについては、グリーン性等の評価に関する原則・指針が

ないものの、債券や借入金におけるグリーン性等の評価の指針であるグリーンボンド原則（2021年

版）、グリーンローン原則（2021年版）及び環境省のグリーンボンドガイドライン（2020年版）、グリ

ーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版を参照し、①調達資金の使

途、②プロジェクトの評価及び選定のプロセス、③調達資金の管理、④レポーティングという４つの要

件とその枠組みを定めた。これにより、資金使途のグリーン適格性を確保し、グリーンエクイティ・フ

ァイナンス実施体制及び当該エクイティの環境に及ぼすインパクトの透明性を高めることとした。 

 JIFの保有資産は全て再生可能エネルギー発電設備であり、今後の投資方針においても、再生可能エネ

ルギー発電設備等の特定資産のみへの投資を予定している。 

 

4) グリーンエクイティの発⾏意義 
 2006年4月に機関投資家の意思決定にESGを反映させる国連責任投資原則（PRI）が公表されて以降、

署名機関数は堅調に増加し、足許では資金使途を環境改善効果のある事業に限定したグリーンボンドが

拡大しており、世界的にESGに対する認識が益々上昇している。 

 JIFがグリーンエクイティを発行することで、ESG投資へのニーズを有する投資家層の拡大や、資金調

達の多様化、財務基盤の強化等の効果が図れるとJIFは期待している。 
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■ グリーンエクイティ・フレームワークの概要 

JIFは、グリーンエクイティ（投資口）の発行に際し、グリーンボンド原則（Green Bond Principles）等

の4基準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、レポーティングの

趣旨を鑑み、発行体の対応方針であるグリーンエクイティ・フレームワーク（以下、フレームワーク）を作

成した。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 

【資金使途の概要】 

・ 調達資金は、以下の選定基準を満たす事業に充当される予定である。 

事業区分 事業概要 

再⽣可能エネルギー 太陽光発電設備等の取得資⾦等 

 

・ JIFは、社会的意義のある再生可能エネルギー発電設備を投資対象とし、特に太陽光発電設備等を中心と

したポートフォリオの構築を進めるものとする。 

・ 新規資金及び借入金の借換資金または投資法人債の償還資金等のリファイナンス資金を対象とする。 

 

【適格基準】 

・ 資金充当対象プロジェクトは、JIF の資産運用会社の審査基準に照らしリスク検証を実施した健全な事

業運営が期待できるプロジェクトとし、以下の適格基準を満たすものとする。 

‐対象設備が日本国内に立地していること。 

‐再生可能エネルギー発電事業計画について経済産業大臣による認定を受けていること。 

‐第三者である専門家の調査により、客観性及び透明性を確保した上で、潜在的にネガティブな環境面・  

社会面の影響を配慮していること。 

 

【長期ビジョンにたった投資方針】 

・ JIF は、再生可能エネルギー発電設備の資産規模の長期的な目標として、1,000 億円（取得価格ベース）

としている。 

・ 今般資金対象となるのは、太陽光発電設備（出力合計：13.2MW、取得価格ベース：55.0億円）であ

り、長期的な目標の達成に直接貢献するものである。 

将来的には、長期的な視点から買取期間満了後を見据え、固定価格買取制度対象外の太陽光発電設備等

のほか、風力発電設備等の再生可能エネルギー発電設備等への投資も検討し、固定価格買取制度から自

立したポートフォリオの構築を目指す。 
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2. プロジェクトの評価と選定のプロセス 

【適格プロジェクトの選定プロセス】 

1. プロジェクトの選定関与者 

調達資金の使途となるプロジェクトは、資産運用会社のアクイジション部が中心となり、再生可能エネ

ルギー部やファイナンス部などの関係部署と協議したうえで適格クライテリアへの適合を検討し、評価

及び選定が行われる。 

2. プロジェクト選定プロセス 

・ JIF は、上場インフラファンドとして、「我が国における再生可能エネルギーの導入拡大を通じたクリ

ーンな地球環境への寄与を目指す」ことを基本理念に掲げており、本理念や方針に基づいた事業活動

を行う。 

※JIFの資産運用会社の主要スポンサーである丸紅やみずほグループとの間でそれぞれの多様な特性お

よび強みを活かすためのスポンサーサポート契約を結んでいる。丸紅グループは、「サステナビリテ

ィへの取組方針（石炭火力発電事業及び再生可能エネルギー発電事業について）」を定め、気候変動

対策への貢献として、再生可能エネルギー発電事業の拡大に向け、自社グループの発電ポートフォリ

オにおける再生可能エネルギー電源の比率をネット発電容量ベースで2018年9月時点の約10％から

2023年までに約20％に拡大することを目指している。みずほグループは、「サステナビリティへの取

り組みに関する基本方針」を制定し、国内外の再生可能エネルギー発電事業へのファイナンス、環境・

エネルギー関連の政策支援等に積極的に取り組んでいる。JIFは両グループの知見とノウハウを通じ

て、協調し事業を展開していく。 

・ 調達資金の使途となるプロジェクトは、資産運用会社のアクイジション部の各担当者が太陽光発電設

備等の取得に関して計画案を起案し、チーフ・インベストメント・オフィサーの承認を得た後、コンプ

ライアンス・オフィサー（但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員

会）による承認を経たうえで投資委員会において審議及び決議されることによって決定する。 

・ 投資委員会は代表取締役社長を委員長、不動産鑑定士を外部委員として開催され、当該プロジェクト

が JIF の運用ガイドライン及び適格クライテリアに適合していることを確認し、総合的に評価・分析

したうえで 終決定を行う。 

・ プロジェクトの選定基準および選定プロセスに関しては、投資口発行時の開示資料（有価証券届出書

及びその参照書類）にて開示予定。 
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■JIF の資産運⽤会社の組織図 

 

 

【グリーンプロジェクトが環境に与えるネガティブな影響とその対処方法】 

1． 想定されるリスク 

太陽光発電事業による土地造成に伴う、治水の不備・瑕疵、光害・景観への悪影響など。 

2． リスク緩和対応 

・ 設備が「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づいて策定された「事業計画

策定ガイドライン（太陽光）」及び再生可能エネルギー固定価格買取制度を遵守していること。 

・ 取得予定資産が原則として既に稼働している設備であり、かつ、取得に際して環境へのネガティブな影

響の有無について、デューディリジェンスの一部として第三者である専門家の調査を実施。 
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3. 調達資⾦の管理 

JIF は調達資金を全額、資金使途に定める用途に充当する。 

 

1） 調達資金の入金口座 

 グリーンエクイティで調達した資金の全額について、利用する口座の管理をファイナンス部が行う。 

 グリーンエクイティでの調達に利用した口座の入出金は適切に帳簿管理され、10 年間保管する。 

2） 調達資金の追跡管理の方法 

 JIF は投資主総会の決議で会計監査人を指名しているほか、内部管理規程及び監督役員を設け、JIF

の計算書類等が会計監査法人により監査されることになっている。 

3） 未充当資金の管理・運用の方法 

 調達資金の大半を基本的には調達後すみやかに資産取得に充当することとする。 

 調達資金を充当するまでの期間及び未充当資金が発生した場合は、投資法人規約に基づき流動性・安

全性の高い普通預金等で資金管理し、JIF の投資方針に基づき、将来の資金充当対象プロジェクトに

類する資産の取得資金等に充当する予定。 

4. レポーティング 

＜定期レポーティングの一覧＞ 

1）調達資金の充当状況に関するレポーティング 

 調達した資金を充当した資産の管理は、グリーン適格ポートフォリオとして行い、充当額及び未充

当資金の額を追跡可能な形で管理し、調達資金の充当状況については、有価証券報告書又は適時開

示資料等にて投資家に開示する予定。 

 

2）インパクト・レポーティングにおける KPI 

 環境改善効果として以下のインパクト・レポーティングを ICMA のグリーンボンド原則等に則

り、継続的に、ウェブサイト上にて、開示予定。 

① 適格グリーンプロジェクト（＝保有プロジェクト）の一覧 

② 適格グリーンプロジェクトによって削減された CO2 排出量 

③ 適格グリーンプロジェクトによって発電された発電量 

 

3）業務全般に係るレポーティング 

 資金を充当した資産はポートフォリオ管理とし、適格資産一覧を少なくとも年次でウェブサイト上

にて開示予定。 

 資産の売却、滅失、入れ替え等、ポートフォリオに変更があった際は、適時にウェブサイト上で開

示予定。 

 
以 上 
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■ グリーンエクイティ・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、ジャパン・インフラファンド投資法人（JIF）の作成するグリーンエクイティ・フレームワーク（以

下、フレームワーク）が、グリーンボンド原則等の趣旨に準じていることの確認を行った。 

1. 調達資⾦の使途 

投資口の発行による調達資金が、環境問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、環境問題の解決に資する事業である必要がある。 

 

主な評価の根拠 

 フレームワークの記載内容の確認 

 今次調達により取得予定の太陽光発電所、既に保有している太陽光発電所、及びJIFの今後の太陽光

発電所の取得方針の確認 

 

評価 

 投資口発行による調達資金は、当該フレームワークで定める太陽光発電所等の取得資金等として利

用され、グリーンボンド原則の適格資産「再生可能エネルギー」に属し、環境改善効果が期待でき

る。 

 R&I は、今次の投資口の発行により取得する 4 カ所の太陽光発電設備（パネル出力 13.2MW）に

つき、（1）対象事業から十分な環境改善効果が見込めるか、（2）取得に際して、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について、JIF との面談、大口の太陽光発電所

への実査、全ての太陽光発電所の技術レポート、ハザードレポート、環境関連法令に関する調査書

（土壌汚染に関する調査書等の確認）及び、キャッシュフローの確認を行い、JIF の審査基準及び

フレームワークに定める適格基準に準拠した一定の事業性の有する環境改善効果が高い太陽光発電

所が取得されているのかについて確認を行った。 

 （1）の観点では、今次取得する太陽光発電所は、一定の事業性を有し、十分な環境改善効果（年

間約 10,455 トンの CO2 削減効果（※））が期待できると判断した。 

※今次取得予定の太陽光発電設備における想定年間発電量に対し、1kWh 当たり平均で約 0.66kg-

CO2（出所：国立研究開発法人産業技術総合研究所）の二酸化炭素排出量を削減できる効果がある

前提で算出 

 （2）の観点では、取得時に必要な許認可の取得をはじめ周辺環境に配慮した対応がなされているこ

と等を第三者である専門家の意見を踏まえながら確認しており、環境面における潜在的にネガティ

ブな効果への配慮がフレームワークに記載され、また今次取得の太陽光発電所についてもフレーム

ワーク通りの対応がなされていると判断した。なお、R&I は、JIF の既に取得している全ての太陽

光発電所についても、過去のグリーンローン、グリーンエクイティの評価を通じて同様の確認を行
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っている。 

 

 今次取得予定の物件及び既存物件に関するフレームワークへの適合状況を踏まえ、将来取得する物

件についても基本的に同様の環境改善効果が見込まれると考えている. 

※ JIFは当面太陽光発電設備の取得を想定しているものの、本フレームワークは、将来を見据え

太陽光発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備の取得も可能としている。R&Iは、JIFに
太陽光発電設備以外の発電設備を取得する場合、それに応じたフレームワークに変更する旨、

確認している。 

以上より、フレームワークにおける調達資金の使途は、グリーンボンド原則等の趣旨に準じたものであ

ると判断した。 

 

（ご参考）今次（2022年6⽉）、取得予定の物件⼀覧 

名称 所在地 パネル出⼒（MW） 

熊本⼭江村太陽光発電所 熊本県球磨郡 1.9 

⿅児島⽇置2号太陽光発電所 ⿅児島県⽇置市 0.6 

⼭⼝美祢太陽光発電所 ⼭⼝県美祢市 8.5 

岩⼿⼀関太陽光発電所 岩⼿県⼀関市 2.0 

2. プロジェクトの評価と選定のプロセス 

投資口の発行による調達資金が、環境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 

 フレームワークの内容の確認 

 JIFの基本理念・環境方針等の確認 

 スポンサーのサステナビリティ方針等 

 
  

評価 

 対象事業は、JIF の基本理念や方針に基づくものとなっている。また、スポンサーのサステナビリ

ティ方針等にも則るものである。 

 

 プロジェクトの評価と選定は、アクイジション部が中心となり、コンプライアンス委員会による承

認を経たうえで、投資委員会（代表取締役社長が委員長）において審議及び決議される。組織的な

選定プロセスとなっている。 
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以上より、フレームワークにおけるプロジェクトの評価と選定のプロセスは、グリーンボンド原則等の趣

旨に準じたものであると判断した。 

3. 調達資⾦の管理 

投資口発行による調達資金が、環境問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 

 フレームワークの内容の確認 

  

評価 

 投資口で調達した資金全額の管理はファイナンス部が行う。また、資金が全て充当されるまで、口

座の残高は定期的に追跡管理される。当該追跡管理の状況は、JIF の内部プロセス等によって統制

（内部管理及び外部監査委員による監査等）を受ける。調達資金は、適切に管理されていると判断

している。 

 調達資金の大半が調達後すみやかに充当される予定である。調達資金を充当するまでの期間及び未

充当資金が発生した場合は、投資法人規約に基づき流動性・安全性の高い普通預金等で資金管理

し、JIF の投資方針に基づき、将来の資金充当対象プロジェクトに類する資産の取得資金等に充当

する予定である。よって、当初に資金充当した太陽光発電設備が耐用年数を超え利用できなくなっ

た場合においても、フレームワークに則った環境に配慮した太陽光発電設備への再充当が見込まれ

る。 

 

 以上より、フレームワークにおける調達資金の管理は、グリーンボンド原則等の趣旨に準じたものである

と判断した。 
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4. レポーティング 

投資口発行による調達資金が、調達後、環境問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 

 フレームワークの内容の確認 

 レポ―ティングの開示予定内容の確認 

  

評価 

 本グリーンボンド等のレポーティングは、調達資金全額の充当後から、少なくとも年に一度、継続

的に JIF のウェブサイトにて開示される予定である。 

 レポーティング内容は、資金充当状況及び環境改善効果（年間発電量および CO2 削減量）等とな

る。また、資産の売却等、ポートフォリオに変更があった際は、適時ウェブサイト上で開示され

る。 

 取得した発電設備の概要は、有価証券届出書などで開示される。 

 頻度、期間、内容からレポーティングは適切であると判断している。 

 
以上より、フレームワークにおけるレポーティングは、グリーンボンド原則等の趣旨に準じたものである

と判断した。 
 

 

＜総合評価＞ 

R&Iは、グリーンエクイティ・フレームワークが、グリーンボンド原則等の趣旨に準じたものであると判

断した。 
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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（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。 
 


