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合同会社高梁グリーンエナジー 
グリーンローン・フレームワーク 
 

2022 年 7 月 20 日 

 

ESG 評価本部 

担当アナリスト:森安 圭介 

 

格付投資情報センター（R&I）は、高梁グリーンエナジーが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 2021」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」（以下「グリーンローン原則等」）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。 

 
■概要 
 

名称 高梁グリーンエナジー グリーンローン・フレームワーク 

調達資金の使途 バイオマス発電所（所在地：岡山県高梁市） 

借入人 高梁グリーンエナジー 

アレンジャー 
エージェント 

百十四銀行 

貸付人 百十四銀行、山陰合同銀行、高知銀行 

実行額 1,760,000,000 円 

契約日 2022 年 7 月 20 日 

貸付日 2022 年 7 月 29 日 

 最終返済期日 2039 年 6 月 30 日 

 

■オピニオン概要 

(1)調達資金の使途 
 グリーンローンによる調達資金は、岡山県高梁市の木質バイオマス発電所の開発資金として全額充当さ

れる。資金使途は一定の事業性を有した環境改善効果（CO2 削減効果）が見込まれるバイオマス発電事
業である。また、原材料を地域の未利用材に限定する等の環境面・社会面における潜在的にネガティブ
な影響への配慮もなされていることから、資金使途は妥当であると判断した。 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
 高梁グリーンエナジー及びスポンサーであるエヌディエスは、経営方針として「共生」を掲げ、地域の

二酸化炭素削減への貢献、自然環境及び景観への配慮などの「環境共生」、地域住民の生活への配慮、施
工・保守への地元企業の参加などの「地域共生」に徹底的に配慮して事業活動を行う。再生可能エネル
ギーであるバイオマス発電事業を対象プロジェクトとする本件グリーンローンは、その達成を目的とし
た資金調達として位置づけられる。対象プロジェクトの選定は、再生可能エネルギー事業部を中心に、
事業性に加え近隣住民を始めとした地域社会や環境に配慮されているかなどを社内会議で審議し、候補
地を決定する。その後、技術面に関しては既存運営している木質バイオマス発電所の所長を始めとした
技術者の意見も交え、案件を具体化していく。その後、様々な検討・議論を行い、当社社員及び担当役
員が確認の上で、代表社員が最終決定を行う組織的なプロセスとなっている。プロジェクトの評価と選
定のプロセスは、グリーンローン原則等に則ったものと判断した。 
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(3)調達資金の管理 
 資金は対象プロジェクトに係る各種支払のタイミングに合わせて分割して調達する予定である。資金調

達に関しては社内手続きに則して企画業務部内で精査の上、金融機関と協議の上、借入申込を行う。そ
の後、貸付人において本件グリーンローンの前提条件を充足していることの確認を経てローンが都度実
行される。調達資金は対象プロジェクトの新規資金として資金支払計画に則して調達から概ね 2 年以内
に充当する予定である。貸付人に対して定期的にプロジェクトの進捗状況を報告し、その都度、必要な
手続きを得るとともに充当状況の報告を行う。未充当資金が発生した場合は現金及び現金同等物で管理
される。調達資金の管理方法は妥当であり、グリーンローン原則等に則ったものと判断した。 

(4)レポーティング 
 調達された資金の充当状況及び環境改善効果は、支払いの都度貸付人に対して報告予定である。レポー

ティングは年に 1 度、高梁グリーンエナジーのウェブサイトにて開示することを予定している。調達資
金の充当計画に大きな変更が生じた場合や、調達資金の充当後、対象設備などに大きな変化が生じた場
合は適時報告する。レポーティングの内容及び頻度は適切であり、グリーンローン原則等に則ったもの
と判断した。 

 
フレームワークの概要は、P8 参考資料（■グリーンローン・フレームワークの概要）を参照。 

 

借入人の概要 
 
 高梁グリーンエナジーは、本件バイオマス発電の事業運営を担うために設立された SPC である。スポン

サーであるエヌディエスは 1997 年設立のインターネット接続サービス事業、ケーブルテレビ事業、太
陽光発電事業などを手掛ける。地域に密着したケーブルテレビ事業で培った様々なネットワークを活か
し、子会社等を通じて全国に 80 カ所以上（合計約 107MW）の太陽光発電所を保有する。本社は岡山県
岡山市。 

 グループの経営方針として「共生」を掲げ、地域の二酸化炭素削減への貢献、自然環境及び景観への配
慮などの「環境共生」、地域住民の生活への配慮、施工・保守への地元企業の参加などの「地域共生」
に徹底的に配慮して事業活動を行う。太陽光発電所以外に岡山県新見市でバイオマス発電所（約 2MW）
の運営を開始したほか、風力発電事業も検討中である。本件グリーンローン調達資金により、目標達成
に向けた取組を加速させていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[岡山県新見市で運営中のバイオマス発電所] 
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1. 調達資金の使途 

(1) 対象プロジェクト 

 調達資金は、高梁グリーンエナジーが事業運営する木質バイオマス発電所の開発資金として全額充当さ
れる。本件バイオマス発電事業は、2012 年に閉鎖された高梁市の健康増進施設「朝霧温泉ゆ・ら・ら」
の跡地利用として行政が公募型プロポーザル方式で事業者を募集し、審査を経てエヌディエスが優先交
渉権を得て進められている事業のひとつである。バイオマス発電事業以外にバイオマス発電の廃熱利用
事業やレストラン運営事業などが行われる計画である。なお、本件グリーンローンの充当対象プロジェ
クトにバイオマス発電以外の事業は含まれない。 

 対象プロジェクトは、岡山県高梁市に新設する出力約 2MW の木質バイオマス発電所。再生可能エネル
ギーの固定価格買取制度（FIT）を活用し、間伐材等由来の木質バイオマスとして当該発電所で発電し
た全電力を 20 年間、中国電力へ売電する予定である。期中売却は実施しない方針であり、適格資産の
入替は行わない。 

(2) 環境改善効果 

 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の 1.5℃特別報告書の影響から、2019 年以降はパリ協定が目
指す世界共通の長期目標としてカーボンニュートラルを打ち出す国や自治体、企業の動きが加速し世界
的な潮流となっている。日本においても「2050 年カーボンニュートラル（2020 年 10 月表明）」、「2030
年度の温室効果ガス 46%削減、更に 50％の高みを目指して挑戦を続ける新たな削減目標（2021 年 4 月
表明）」の実現に向け、2021 年 10 月に閣議決定された第 6 次エネルギー基本計画では再生可能エネル
ギーの主力電源化の徹底が示されている。2030 年度の電源構成における再生可能エネルギーの比率は
36～38％と従来目標の 22～24％から大幅に引き上げられた。その中で、バイオマス発電は災害時のレ
ジリエンスの向上、地域産業の活性化を通じた経済・雇用への波及効果が大きいなど、地域分散型、地
産地消型のエネルギー源として多様な価値を有するエネルギー源とされている。今回の調達資金の使途
であるバイオマス発電所の整備は、再生可能エネルギーの主力電源化を通じてカーボンニュートラル達
成を目指す国の戦略に沿ったものである。 

 R&I は、対象プロジェクトとなるバイオマス発電所の運営方針や発電設備の概要、これまでの開発実績
等を踏まえ、グリーンローンの対象事業として環境改善効果（CO2 削減効果）が期待できると判断した。 

(3) 環境面・社会面におけるネガティブな影響への配慮 

 バイオマス発電事業に伴う潜在的なネガティブ効果として、土地造成に伴う生態系への影響、発電所建
設工事や稼働中の騒音や臭気、燃料の原材料となる木材の過伐採等が想定される。R&I は、スポンサー
であるエヌディエスとの面談等を通じ、こうしたリスクに配慮した対応が十分になされていることを以
下の通り確認した。 

 本件バイオマス発電所の建設においては、既存建屋を再利用するなど必要最小限の増改修に留めて工事
を進める方針。またエヌディエスは地域住民との合意形成を図るべく、行政も交えて近隣住民への説明
会を実施した。未利用材1を原料とした木質チップを使用するため悪臭が発生しにくい点、騒音が発生す
る機器を建屋で覆う設計にするなどの対応策を丁寧に説明し、地域住民の同意を得られている。周辺環
境や住民の生活への適切な配慮がなされていることを確認した。 

 バイオマス発電の燃料となる木質チップは、全て発電所周辺地域の森林の未利用材を原材料として利用
する計画であり、木質チップへの加工も近隣地域の加工業者が担う予定。木質チップ供給の一部はグル
ープ子会社のチップ製造会社が担うことになっており、木材を自然乾燥させた上で加工するなど、原材
料調達の段階から環境に配慮して事業が進められていることを確認した。間伐材等由来の木質バイオマ
スでは、伐採、加工・流通段階において取扱業者等が証明書を交付し、適正な原料調達や分別管理がさ
れていることを担保する仕組みが設けられている。本件において、木質バイオマス発電の燃料調達で一

                                                      

1 林野庁『発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン』の「間伐材等由来の木質バイオマス」に該当する木材。 
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般的に懸念される森林破壊や輸送時の CO2 排出が相応に発生するといったリスクは抑制されていると
判断した。 

グリーンローンによる調達資金は、岡山県高梁市の木質バイオマス発電所の開発資金として全額充当される。
資金使途は一定の事業性を有した環境改善効果（CO2 削減効果）が見込まれるバイオマス発電事業である。
また、原材料を地域の未利用材に限定する等の環境面・社会面における潜在的にネガティブな影響への配慮
もなされていることから、資金使途は妥当であると判断した。 

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 
 グループの経営方針として「共生」を掲げ、地域の二酸化炭素削減への貢献、自然環境及び景観への配

慮などの「環境共生」、地域住民の生活への配慮、施工・保守への地元企業の参加などの「地域共生」に
徹底的に配慮して事業活動を行う。 

 エヌディエスは「環境方針・環境マネジメント」を策定しており、責任者を代表取締役、管理者を再生
可能エネルギー部長が担当するという体制を構築した上で、適切な環境マネジメントを実施している。
また SDGs 宣言を作成し、「太陽光発電を中心としたクリーンエネルギーの創出と CO2 排出量削減を目
指しクリーンで豊かな環境の実現に貢献してまいります。」など SDGs 達成に向けての取組を掲げ、「環
境」「地域」「雇用」に配慮した事業を継続的に推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[エヌディエス環境方針・環境マネジメント] 
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[エヌディエス SDGs 宣言] 

 
(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 対象プロジェクトであるバイオマス発電事業は CO2 排出量削減に寄与する取組であり、グループの経営
方針である「共生」の実現に資するものである。本件で対象としているバイオマス発電所の年間 CO2
削減量は 7,938.4t-CO2 を見込む。 

 グループの経営方針の実現に加え、地域の二酸化炭素削減への貢献、自然環境及び景観への配慮などの
「環境共生」、地域住民の生活への配慮、施工・保守への地元企業の参加などの「地域共生」に資するプ
ロジェクトを選定する。 

 

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を行う際のプロセス 
 対象プロジェクトの選定は、再生可能エネルギー事業部を中心に、事業性に加え近隣住民を始めとした

地域社会や環境に配慮されているかなどを社内会議で審議し、候補地を決定する。その後、技術面に関
しては既存運営している木質バイオマス発電所の所長を始めとした技術者の意見も交え、案件を具体化
していく。その後、様々な検討・議論を行い、当社社員及び担当役員が確認の上で、代表社員が最終決
定を行う組織的なプロセスとなっている。 

高梁グリーンエナジー及びスポンサーであるエヌディエスは、経営方針として「共生」を掲げ、地域の二酸
化炭素削減への貢献、自然環境及び景観への配慮などの「環境共生」、地域住民の生活への配慮、施工・保守
への地元企業の参加などの「地域共生」に徹底的に配慮して事業活動を行う。再生可能エネルギーであるバ
イオマス発電事業を対象プロジェクトとする本件グリーンローンは、その達成を目的とした資金調達として
位置づけられる。対象プロジェクトの選定は、再生可能エネルギー事業部を中心に、事業性に加え近隣住民
を始めとした地域社会や環境に配慮されているかなどを社内会議で審議し、候補地を決定する。その後、技
術面に関しては既存運営している木質バイオマス発電所の所長を始めとした技術者の意見も交え、案件を具
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体化していく。その後、様々な検討・議論を行い、当社社員及び担当役員が確認の上で、代表社員が最終決
定を行う組織的なプロセスとなっている。プロジェクトの評価と選定のプロセスは、グリーンローン原則等
に則ったものと判断した。 

3. 調達資金の管理 

 資金は対象プロジェクトに係る各種支払のタイミングに合わせて分割して調達する予定である。資金調
達に関しては社内手続きに則して企画業務部内で精査の上、金融機関と協議の上、借入申込を行う。そ
の後、貸付人において本件グリーンローンの前提条件を充足していることの確認を経てローンが都度実
行される。 

 調達資金は対象プロジェクトの新規資金として調達から概ね 2 年以内に充当する予定である。 

 貸付人に対して定期的にプロジェクトの進行状況を報告し、その都度、必要な承諾を得るとともに充当
状況の報告を行う。 

 未充当資金が発生した場合は現金及び現金同等物で管理を行う。 

 
資金は対象プロジェクトに係る各種支払のタイミングに合わせて分割して調達する予定である。資金調達に
関しては社内手続きに則して企画業務部内で精査の上、金融機関と協議の上、借入申込を行う。その後、貸
付人において本件グリーンローンの前提条件を充足していることの確認を経てローンが都度実行される。調
達資金は対象プロジェクトの新規資金として資金支払計画に則して調達から概ね 2 年以内に充当する予定で
ある。貸付人に対して定期的にプロジェクトの進捗状況を報告し、その都度、必要な手続きを得るとともに
充当状況の報告を行う。未充当資金が発生した場合は現金及び現金同等物で管理される。調達資金の管理方
法は妥当であり、グリーンローン原則等に則ったものと判断した。 

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。 

＜レポーティング（案）＞ 

報告項目 

プロジェクトの概要（進捗状況含め） 

資金充当状況 

発電量（kWh／年） 

環境改善効果 

（CO2 削減効果）（t-CO2／年） 

 CO2削減効果＝「年間発電量（kWh）」×「電力の排出係数（t-CO2/kWh）」 

 調達された資金の充当状況は、支払の都度貸付人に対して報告予定である。また、ローン完済までの間、
レポーティングを年に1度、高梁グリーンエナジーのウェブサイトにて開示する予定。 

 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
やかに開示する。 
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(2) 環境改善効果に係る指標、算定方法等 

 環境改善効果に係る指標は、グリーンローン原則及びグリーンローンガイドライン上で推奨されている
再生可能エネルギー事業の主要レポーティング項目を用いる。 

調達された資金の充当状況及び環境改善効果は、支払いの都度貸付人に対して報告予定である。レポーティ
ングは年に 1 度、高梁グリーンエナジーのウェブサイトにて開示することを予定している。調達資金の充当
計画に大きな変更が生じた場合や、調達資金の充当後、対象設備などに大きな変化が生じた場合は適時報告
する。レポーティングの内容及び頻度は適切であり、グリーンローン原則等に則ったものと判断した。 
 
 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



セカンドオピニオン 

 

 8/10 

参考資料 ■グリーンローン・フレームワークの概要 

1. 調達資金の使途:Use of Proceeds 

 グリーンローンの調達資金は、以下の選定基準を満たす事業に充当される予定である。 

 

適格プロジェクト 事業区分 

バイオマス発電所 再生可能エネルギー 

 

 対象事業は木質バイオマス発電所（岡山県高梁市）の新規建設である。具体的な資金使途としては、バ
イオマス発電設備及び建屋の改修費用等に充当する。 

 発電所は2022年4月着工、2024年3月頃に完工予定。なお、現時点では本件発電所含め自社保有発電所
は期中売却しない方針であり、適格資産の入替は行わない。 

 木質バイオマス発電事業に伴う環境面の潜在的なネガティブ効果として、建設工事に伴う騒音・災害リ
スク、資材搬入による大気汚染が想定される。環境関連法制の順守を徹底するとともに、プロジェクト
対象地の自治体が定める条例に従って発電所の建設を行う。また、近隣住民等への説明会もプロジェク
ト対象地の自治体と共に実施しており、環境面や社会面へのネガティブ効果に配慮した事業を行う方針。 

 

2. プロジェクトの評価と選定のプロセス:Process for Project Evaluation 

and Selection 
 
 エヌディエスグループの経営方針として「共生」を掲げ、地域の二酸化炭素削減への貢献、自然環境及

び景観への配慮などの「環境共生」、地域住民の生活への配慮、施工・保守への地元企業の参加などの
「地域共生」に徹底的に配慮して事業活動を行う。 

 グリーンローンの対象として選定されたバイオマス発電事業は再生可能エネルギーであり、グループの
理念や方針、実際の事業活動に則したものとなっている。                          

 プロジェクトの選定は、再生可能エネルギー事業部を中心に、事業性に加え近隣住民を始めとした地域
社会や環境に配慮されているかなどを社内会議で審議し、候補地を決定する。その後、技術面に関して
は既存運営している木質バイオマス発電所の所長を始めとした技術者の意見も交え、案件を具体化して
いく。その後、様々な検討・議論を行い、当社社員及び担当役員が確認の上で、代表社員が最終決定を
行う組織的なプロセスとなっている。 

 

3. 調達資金の管理:Management of Proceeds 

 資金は対象プロジェクトに係る各種支払のタイミングに合わせて分割して調達する予定である。資金調
達に関しては社内手続きに則して企画業務部内で精査の上、金融機関と協議の上、借入申込を行う。そ
の後、貸付人において本件グリーンローンの前提条件を充足していることの確認を経てローンが都度実
行される。 

 調達資金は対象プロジェクトの新規資金として調達から概ね2年以内に充当する予定である。 
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 貸付人に対して定期的にプロジェクトの進行状況を報告し、その都度、必要な承諾を得るとともに充当
状況の報告を行う。 

 未充当資金が発生した場合は現金及び現金同等物で管理を行う。 

 

4. レポーティング:Reporting 

 調達された資金の充当状況は、支払の都度貸付人に対して報告予定である。また、ローン完済までの間、
レポーティングを年に１度、高梁グリーンエナジーのウェブサイトにて開示する予定。 

 

＜レポーティング（案）＞ 

報告項目 

プロジェクトの概要（進捗状況含め） 

資金充当状況 

発電量（kWh／年） 

環境改善効果 

（CO2 削減効果）（t-CO2／年） 

 CO2削減効果＝「年間発電量（kWh）」×「電力の排出係数（t-CO2/kWh）」 

 
 調達資金の充当計画に大きな変更が生じた場合や、調達資金の充当後、対象設備などに大きな変化が生

じた場合は適時に開示する。 
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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。 
 


