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三菱倉庫株式会社 
グリーンローン・フレームワーク 
 

2022 年 6 ⽉ 30 ⽇ 

 

ESG 推進室 

担当アナリスト︓篠原 めい 

 

格付投資情報センター（R&I）は、借入人である三菱倉庫（以下、借入人）が 2022 年 6 月に策定したグリ
ーンローン・フレームワークが「グリーンローン原則1」（2021 年 2 月改訂）及び「環境省グリーンローン及
びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン 2020 年版」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 
グリーンローンの資金使途は 2013 年 4 月に開業した「グランフロント大阪」（大阪府大阪市）の共有持分

取得費用に係るリファイナンスである。グランフロント大阪は交通の要衝である大阪駅に直結し、オフィス
や商業のほか「ナレッジキャピタル」2と呼ばれる知的創造拠点等の多様な都市機能を集積した、約７ha に及
ぶ大型複合開発プロジェクトである。特定都市再生緊急整備地域であるうめきたエリアの先行開発プロジェ
クトであり、魅力ある都市環境の創造と関西経済再生の一翼を担うことを目的としている。各棟につき
CASBEE 大阪（または CASBEE 大阪みらい）S ランクの設計計画が大阪市の建築物環境配慮制度のもとで
受理されているほか、プロジェクト全体では国土交通省の住宅・建築物省 CO2 先導モデル事業として採択さ
れている。設計段階と使用段階において十分な省エネルギーとその他の環境配慮（資源の有効利用、ヒート
アイランド現象の抑制等）を実施しており、グリーンビルディングとして明確な環境改善効果が見込めると
判断した。SDGs への貢献という観点では、特に 9.4「2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術
及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を
向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。」、13.1「全ての国々において、気候関連災害
や自然災害に対する強靭性（レジリエンス）及び適応の能力を強化する。」に貢献していると考えられる。 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
グランフロント大阪の共有持分取得は ESG 経営／SDGs 対応に向けた重要テーマの一つである環境対応

への取り組みの一環として位置付けられる。国内で も普及しているグリーンビルディング認証である
CASBEE を判断規準として環境改善効果の客観性を担保していることに加え、プロジェクトで想定される環
境・社会面のリスクを評価したうえで必要な保全措置が実施されていることを確認している。経理部がサス
テナビリティ委員会の事務局である企画業務部の協力のもとでプロジェクトを選定し、社長が 終決定する。
以上より、プロジェクトの評価・選定のプロセスは妥当と判断した。 

(3)調達資⾦の管理 
調達資金の管理は経理部が実施する。調達資金の全額が速やかに適格プロジェクトに充当する。未充当資

金が発生する予定はないが、仮に発生した場合は現金または現金同等物、短期金融資産で管理する。以上よ
り、調達資金の管理は妥当と判断した。 

(4)レポーティング 
資金充当完了直後及びグリーンローンの償還まで年 1 回、適格プロジェクトへの資金充当状況と環境改善

効果を貸し手に対して書面で報告する。環境改善効果のレポーティングは年間電力使用量（kWh）または CO2

排出量（t-CO2）をその計算前提とともに報告する。以上より、レポーティングは妥当と判断した。 

                                                      
1 ローン・マーケット・アソシエーション（LMA）、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション（APLMA）

並びにローン・シンジケーション＆トレーディング・アソシエーション（LSTA）が策定。 
2 運営組織である「KMO（ナレッジキャピタル・オーガナイゼーション）」を中心に、産学官が共同して環境配慮型ライ

フスタイル・ワークスタイルの提案や実証計画を実施している。 
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借⼊⼈の概要 
三菱の銀行業と倉庫業の前身である旧三菱為換店の倉庫部門を承継し、1887年に東京・深川で有限責任東

京倉庫会社として創業。倉庫保管を核に陸上運送や国際運送取扱なども手掛ける物流事業とオフィス賃貸を

取得とする不動産事業を併営する。倉庫跡地の再開発による不動産事業が安定した収益源となっており、利

益の過半を稼いでいる。 
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1. 調達資⾦の使途 

(1) 対象プロジェクト 

 グリーンローンの調達資金は借入人が 2021 年 4 月付けで実施した以下のプロジェクトのリファイナン
スに全額充当される。調達資金の使途はグリーンローン・フレームワーク及び金銭消費貸借契約に明記
される。 

適格プロジェクト︓ グランフロント⼤阪の共有持分取得 

プロジェクトカテゴリー︓ グリーンビルディング 

 ■グランフロント⼤阪 外観 

   

[出所：「CASBEE 大阪 OF THE YEAR 2013 表彰候補建築物]] 

 グリーンローンの調達資金は「グランフロント大阪」（大阪府大阪市）の共有持分取得費用に係るリファ
イナンスに全額充当される。グランフロント大阪は大阪の新たな玄関口にあたる「うめきた」3エリア内
に位置する約７ha の大型複合開発プロジェクトとして 2013 年 4 月に開業した。デッキと大階段で大阪
駅に直結する交通の要衝に所在し、オフィスや商業施設のほか「ナレッジキャピタル」と呼ばれる知的
創造拠点を中核に多様な都市機能を集積し、魅力ある都市環境を創造と関西経済再生の一翼を担うこと
をミッション4としている。 

 グランフロント大阪は大きく「うめきた広場」、「南館」、「北館」、「オーナーズ・タワー」（集合住宅）の
４街区で構成される。南から順に、1 日の乗降客数が約 250 万人におよぶ大阪駅からの人流を受けとめ
る「うめきた広場」と多目的ホール「うめきた SHIP」、低層の商業施設とオフィスタワー（タワーA）
からなる「南館」、ケヤキ並木の道路を挟み、ナレッジキャピタルを核として商業施設・コンベンション
センター・シアターなどが複合した低層部とオフィスタワー（タワーB）・ホテルタワー（タワーC）か
らなる「北館」、自然豊かな緑地公園を挟んだ 北部に高層住宅「オーナーズ・タワー」となっている。
グリーンローンの資金使途は「うめきた広場」、「南館」、「北館」に係る共有持分取得（取得共有持分：

                                                      
3 「うめきた」は梅田貨物駅を中心に広がる約 24 ha の「大阪駅北地区」の新名称である。 
4 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域は特定都市再生緊急整備地域として指定されており、都市再生特別措置法第 15
条に基づいた地域整備方針が定められている。うめきたの先行開発区域である本プロジェクトについては、「都市機能の

集積や立地特性を生かし、「感性」と「技術」が融合し新たな知的価値の創出をめざす知的創造拠点ナレッジキャピタル

を形成」する旨が地域整備方針に掲げられている。 
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4.9％）である。 

 グランフロント大阪では、建築物としての環境配慮設計と BEMS ネットワークを活用したエネルギー
マネジメントにより、ハード・ソフトの両面から「サステナブル社会の実現をリードする環境ショーケ
ースとなる」（グランフロント大阪専用ウェブサイトより抜粋）ことを目指している。 

  

■グランフロント⼤阪 施設概要 
 

 

   

[出所：CASBEE 大阪 OF THE YEAR 2013 表彰候補建築物] 

＜適格プロジェクトの概要＞  

街区名 グランフロント⼤阪 うめきた広場・南館・北館 

所在地 ⼤阪市北区⼤深町３、４番 

主要⽤途 うめきた広場︓商業施設／南館︓オフィス、商業施設 

北館︓ナレッジキャピタル、オフィス、商業施設、ホテル、コンベンションセンター 

敷地⾯積 うめきた広場︓約 9,920 ㎡／南館︓約 10,571 ㎡／北館︓約 22,680 ㎡ 

延床⾯積 うめきた広場︓約 10,540 ㎡／南館︓約 188,076 ㎡／北館︓約 295,511 ㎡ 



セカンドオピニオン 

 

 5/11 

構造 うめきた広場︓鉄筋コンクリート造、⼀部鉄⾻鉄筋コンクリート造、⼀部鉄⾻造 

南館︓鉄⾻造、⼀部鉄⾻鉄筋コンクリート造、⼀部鉄筋コンクリート造 

北館︓鉄⾻造、⼀部鉄⾻鉄筋コンクリート造、⼀部鉄筋コンクリート造 

階数 うめきた広場︓地下 2 階、地上 2 階建／南館︓地下 3 階、地上 38 階建 

北館︓（タワーB）地下 3 階、地上 38 階建／（タワーC）地下 3 階、地上 33 階建 

設計 設計監理︓株式会社⽇建設計・株式会社三菱地所設計･株式会社 NTT ファシリティーズ 

うめきた広場デザイン監修︓安藤忠雄建築研究所 

施⼯ 株式会社⼤林組、株式会社⽵中⼯務店 

竣⼯ うめきた広場︓2013 年 3 ⽉／南館︓2013 年 3 ⽉／北館︓2013 年 2 ⽉ 

主な環境への配慮 ＜⾃然エネルギーの利⽤＞ 

⾃然換気システム/ ⾼性能 Low-e ガラス/ ⾃然採光 / 昼光利⽤/ 太陽光発電 

＜熱負荷の低減＞ 

コンクリートルーバー/ クールヒート・トレンチ/ ⾼効率熱源/ ハイブリッド空調/外

気冷房/ 光センサー制御/ ブラインド制御/ BEMS ・BEMS ネットワーク 

＜資源の有効利⽤＞ 

再⽣⽔利⽤（⾬⽔・排⽔）/ 節⽔器具/ 電炉鋼・⾼炉セメントの採⽤（杭及び基礎）

/⾮構造材におけるリサイクル材の採⽤ 

＜ヒートアイランド現象の抑制＞ 

広範囲の植栽・屋上緑化・⽔景施設の設置 

＜BCP・その他＞ 

熱源の 2 重化（電気・ガス）/ ⾮常⽤発電機/ 防潮版/ 設備耐震 A クラス以上/ 駐輪

台数 576 台（レンタサイクル含む）/ 卓越⾵向に対する⾒付⾯積 80％未満 

主な環境認証等 うめきた広場︓CASBEE ⼤阪みらい S ランク、BEE = 3.0（2011 年/ ⾃⼰評価） 

南館︓CASBEE ⼤阪 S ランク、BEE = 3.2（2013 年/ ⾃⼰評価） 

北館︓CASBEE ⼤阪 S ランク、BEE = 3.8（2012 年/ ⾃⼰評価） 

国⼟交通省「サステナブル建築物等先導事業（省 CO2 先導型）」（2009 年度採択） 

 

(2) 環境改善効果 

 大阪市の建築物環境配慮制度（現CASBEE大阪みらい）において、「うめきた広場」、「南館」、「北館」、
「オーナーズ・タワー」の各設計段階でSランクとして計画が受理されているほか、プロジェクト全体で
は国土交通省による「住宅・建築物省CO2先導モデル事業」に採択されている。環境配慮設計において
は自然換気システム・自然採光・昼光利用・高性能Low-eガラスなどのパッシブ技術に加え高効率熱源・
ハイブリッド空調・高効率照明・光センサー制御・外気冷房・太陽光発電といったアクティブ技術を採
用している。なお、2022年9月よりグランフロント大阪で使用する全電力をRE100に対応する再エネ電
力に切り替える計画を発表5するなど、現在も環境共生をテーマとしたエリアマネジメントを積極的に展
開している。 

 R&Iは延床面積の過半を占めるオフィス用途部分の省エネルギー性能を重視している。CASBEE大阪の

                                                      
5 「関西エリア 大規模複合用途建物初 グランフロント大阪の使用電力を 100%再生可能エネルギー由来に」（2021 年

11 月 29 日付）https://www.grandfront-osaka.jp/files/20211130/d43de94182e2847872fa35a14502e373b70b0327.pdf 
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建築物総合環境計画概要書の記載によれば、南館と北館のオフィス用途部分について、設計段階のERR6

でそれぞれ24.5％、27.2％の評価となっている。 

 オフィス用途部分のエネルギー使用量について、2017年度から2019年度までの3ヵ年7における電力の使
用実績データをもとにR&Iが推計した一次エネルギー消費量原単位は1,400～1,500MJ/㎡であった。ま
た、「建築物エネルギー消費量調査報告」（2021年6月）8の調査結果で示された延床面積と一次エネルギ
ー消費量の相関関係から、延床面積を変数としてオフィス用途における一次エネルギー消費量原単位の
ベースラインを推計した結果1,940 MJ/㎡となった。一般に、ビルのエネルギー消費量においては空調に
係る搬送エネルギーが も多くを占めるとされ、大規模かつ高層のビルではより多くの動力を要するこ
とから、自然エネルギーの活用等による省エネ技術により空調の効率性を高める環境配慮設計が重要と
なる。タワーオフィス群は延床面積で26万㎡以上、いずれも地上33階建てからの超高層ビルであり類似
するサンプルは限られている。中小規模のオフィスビルを中心とした調査結果を使用する際にはこうし
たサンプルのバイアスを考慮する必要はあるものの、グランフロント大阪の実績はベースラインに対す
るエネルギー低減率で2割を大きく上回ることから、現在も明確な省エネルギー性能が見込まれると判
断した。 

 

(3) 環境⾯・社会⾯におけるネガティブな影響への配慮 

 想定される環境・社会面のリスクに対して、以下の観点から適切な配慮が実施されている。 

 公共交通手段へのアクセスに大変優れた立地であることに加え、十分な台数の駐輪場やレンタサイクル
施設を整備しており、車の代替となる交通手段を十分に確保している。雨水・中水の利用や節水により
水資源の保護に取り組んでいる。大気汚染防止のための低 NOx・低 SOx 設備機器、悪臭除去装置の設
置等から敷地外環境に配慮している。 

 人口・機能が特に集積する特定都市再生緊急整備地域に所在するが、都市防災拠点としての機能を整備
することで、災害に強い安全・安心な街づくりを目指す「大阪駅周辺地域 都市再生安全確保計画9」の
実現に貢献している。具体的には、大規模災害発生時における帰宅困難来訪者受け入れのための一時滞
在場所の提供、退避施設の確保などに対応している。 

  

                                                      
6 ERR は Energy Reduction Rate の略で建築物のエネルギー効率を測る指標の一つ。数値が大きいほど省エネルギー

性能が高いことを意味する。1999 年基準の建築物省エネ法では設備効率の評価指標として ERR が採用されていたが、

現行の 2016 年基準ではこれに代わり BEI(Building Energy Index)が採用されている。 
7 2020 年度の実績については新型コロナウィルス感染症の影響からエネルギー使用量が 1～2 割程度減少しているため

対象から除外した。 
8 一般社団法人日本ビルエネルギー総合管理技術協会が加入会員会社の管理している全国のビルを対象に、1982 年か

ら年 1 回実施する調査。2019 年 4 月～2020 年 3 月を調査期間とする第 43 報のダイジェスト版によれば、全規模・全

用途のエネルギー消費原単位（加重平均値）は 1,456MJ/㎡と調査開始以来 小の値となった。事務所（民間用途）の

総エネルギーについて、延床面積による回帰分析を行っている。回帰式の詳細はリンク先の 10 頁に記載の「3.4(1)事務

所（民間用途）のエネルギー別消費量及び原単位」を参照のこと。「建築物エネルギー消費量調査報告【第 43 報】」（令

和 3 年 6 月）：http://www.bema.or.jp/_src/11317/digest43.pdf?v=1643251069520 
9 「大阪駅周辺地域 都市再生安全確保計画」（平成 25 年 4 月 1 日、大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域都市再生緊

急整備協議会）は、人口・機能が集積した特定都市再生緊急整備地域を中心に、エリアマネジメント活動の一環とし

て、災害に強い安全・安心な街としての付加価値を高め、国際競争力の強化につなげるため、4 つのコンセプト「とど

まる」・「ともに働く」・「無事に帰す」・「地域で保護」の具体化を図るもの。上町断層帯地震（直下型）の災害シナリオ

を前提として、災害時に発生する事象と対策の方向性、滞在者等の安全確保を図るための事業等を定めている。高齢

者、妊婦、子ども等の災害弱者や、出張や旅行による遠隔地からの来訪者を優先して退避スペースに誘導することも必

要とされている。 
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グリーンローンの資金使途は 2013 年 4 月に開業した「グランフロント大阪」（大阪府大阪市）の共有持分
取得費用に係るリファイナンスである。グランフロント大阪は交通の要衝である大阪駅に直結し、オフィス
や商業のほか「ナレッジキャピタル」と呼ばれる知的創造拠点等の多様な都市機能を集積した約７ha に及ぶ
大型複合開発プロジェクトである。特定都市再生緊急整備地域であるうめきたエリアの先行開発プロジェク
トであり、魅力ある都市環境の創造と関西経済再生の一翼を担うことを目的としている。各棟につき
CASBEE 大阪（または CASBEE 大阪みらい）S ランクの設計計画が大阪市の建築物環境配慮制度のもとで
受理されているほか、プロジェクト全体では国土交通省の住宅・建築物省 CO2 先導モデル事業として採択さ
れている。設計段階と使用段階において十分な省エネルギーとその他の環境配慮（資源の有効利用、ヒート
アイランド現象の抑制等）を実施しており、グリーンビルディングとして明確な環境改善効果が見込めると
判断した。 

＜SDGs への貢献＞ 

 

 

 

SDGs への貢献という観点では、特に 9.4「2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境
に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させ
る。すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。」、13.1「全ての国々において、気候関連災害や自然災
害に対する強靭性（レジリエンス）及び適応の能力を強化する。」に貢献していると考えられる。 

 

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 

 三菱倉庫は三菱三綱領の精神を明文化した行動基準を 1997 年に制定している。三菱三綱領の「所期奉
公」（期するところは社会への貢献）、「処事光明」（フェアープレイに徹する）、「立業貿易」（グローバル
な視野で）は現代の ESG の趣旨につながるとの考えから、三菱グループの歴史の中で受け継がれてき
たこの三綱領の精神をグループの役職員が共有して新たな未来に向かって進んでいくとしている。 

 2020 年 9 月に ESG 経営／SDGs 対応の実現に向けてプロジェクトチームを立ち上げ、SDGs コンパス
を参照しながらグループ会社を含めた役員・社員へのアンケート調査を実施し、社外の専門家を交えて
グループが取り組む 6 つの重要テーマを選定した。6 つの重要テーマは、①安全・安心、災害対応、②
環境対応、③先端技術、イノベーション、④パートナーシップ、⑤人材育成・社員満足向上、⑥コンプ
ライアンス、人権・ジェンダーである。 

 2021 年 4 月には ESG 経営／SDGs 対応に向けた取組みを本格化し、価値創造ストーリーと各重要テー
マの施策・評価指標・目標値を公表した。2022 年 3 月に公表した 2022 年度から 2024 年度までの経営
計画ではこれらを盛り込み、６つの重要テーマの目標達成に向けて取り組むとしている。2030 年度まで
の目標達成を確実にするためサステナビリティ委員会を設置し、進捗管理、施策内容や KPI の定期的な
検証と入れ替え、統合報告書やウェブサイト等を通じた社内外でのコミュニケーションの拡充等を図っ
ていく。 

 ESG 経営／SDGs 対応に向けた取組みの中でも、重要テーマの一つである環境対応については、CO2削
減を果たす災害に強い ECO 倉庫や災害に強い環境配慮型オフィスビルの更なる展開を優先課題（目指
す姿）としている。具体的には、耐震性能、停電対策、耐風圧性能といった防災性能の強化や太陽光発
電の活用、倉庫内照明の LED 化、環境配慮設計（CASBEE で A ランク以上）の導入を重点的に進める。 

 調達資金の使途であるグランフロント大阪の共有持分取得は重要テーマの一つである環境対応への取り
組みの一環として位置付けられる。今後はグランフロント大阪で使用する全電力を CO2フリー化するな
どの取り組みをもって、環境対応への更なる貢献を目指すとしている。   
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■「三菱三綱領」と「⾏動基準」 

  
[出所︓三菱倉庫 統合報告書 2021] 

 ■６つの重要テーマと価値創造のストーリー 

  

[出所︓「三菱倉庫グループ ESG 経営／SDGs 対応に向けた取組みについて」（2021 年 4 ⽉ 30 ⽇）] 
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■ESG 経営／SDGs 対応に向けた取組み（経営計画[2022 - 2024]） 

 
[出所︓三菱倉庫グループ 経営計画 [2022-2024]（2022 年 3 ⽉ 25 ⽇）] 

 

(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 国内で も普及しているグリーンビルディング認証である CASBEE を判断規準として環境改善効果の
客観性を担保していることに加え、プロジェクトで想定される環境・社会面のリスクを評価したうえで
必要な保全措置が実施されていること確認し、グリーンローンの適格プロジェクトとして明確な環境改
善効果が期待されるものと評価している。 

 

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を⾏う際のプロセス 

 経理部がサステナビリティ委員会の事務局である企画業務部の協力のもとで適格プロジェクトを選定し、
社長が 終決定する。 

 

グランフロント大阪の共有持分取得は ESG 経営／SDGs 対応に向けた重要テーマの一つである環境対応
への取り組みの一環として位置付けられる。国内で も普及しているグリーンビルディング認証である
CASBEE を判断規準として環境改善効果の客観性を担保していることに加え、プロジェクトで想定される環
境・社会面のリスクを評価したうえで必要な保全措置が実施されていること確認している。経理部がサステ
ナビリティ委員会の事務局である企画業務部の協力のもとで適格プロジェクトを選定し、社長が 終決定す
る。以上より、プロジェクトの評価・選定のプロセスは妥当と判断した。 
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3. 調達資⾦の管理 

 調達資金の管理は経理部が実施する。調達資金の全額が速やかに適格プロジェクトに充当する。未充当
資金が発生する予定はないが、仮に発生した場合は現金または現金同等物、短期金融資産で管理する。 

 資金充当管理の証憑となる記録は社内の文書管理規定にもとづき適切に管理する。 

 

調達資金の管理は経理部が実施する。調達資金の全額が速やかに適格プロジェクトに充当する。未充当資
金が発生する予定はないが、仮に発生した場合は現金または現金同等物、短期金融資産で管理する。以上よ
り、調達資金の管理は妥当と判断した。 

 

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。 

 
 開⽰事項 開⽰タイミング 開⽰⽅法 

資
⾦
充
当
状

況  
・適格プロジェクトの概要 
・適格プロジェクトに充当した資⾦の額 

・資⾦充当完了直後（＝
借⼊直後） 
 
・グリーンローンの償
還まで年 1 回 

 
貸付⼈に書⾯を
提出 
 

環
境
改
善 

効
果 

 
・年間電⼒使⽤量（kWh） 

または年間 CO2 排出量（t-CO2） 
・上記の計算前提 

 調達資金の充当計画に大きな変更が生じた場合や、充当後に充当状況に大きな変化が生じた場合は、速
やかに貸付人へ報告する。 

 

(2) 環境改善効果に係る指標、算定⽅法等 

 環境改善効果のインパクトレポーティングでは、グリーンビルディングに関するレポーティング指標と
して年間電力使用量（kWh）または CO2排出量（t-CO2）を前提とともに報告する。 

 

資金充当完了直後及びグリーンローンの償還まで年 1 回、適格プロジェクトへの資金充当状況と環境改善
効果を貸し手に書面で報告する。環境改善効果のレポーティングは年間電力使用量（kWh）または CO2排出
量（t-CO2）をその計算前提とともに報告する。以上より、レポーティングは妥当と判断した。 

 

以 上 
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