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ソフトバンク株式会社 
ソーシャルローン・フレームワーク 
 

2022 年 3 ⽉ 31 ⽇ 

 

ESG 推進室 

担当アナリスト︓⽯渡 明 

  
格付投資情報センター（R&I）はソフトバンクが 2022 年 3 月 31 日に策定したソーシャルローン・フレー

ムワークが「ソーシャルローン原則」1（SLP）に適合していることを確認し、セカンドオピニオンを提供
した。オピニオンは下記の見解に基づいている。ソーシャルローンは SMBC Bank International plc. を
ESG コーディネーターとするシンジケートローンで実行される。 
 
■オピニオン概要 

(1)調達資⾦の使途 
ソーシャルローンの調達資金は 5G 基地局の設備投資に充当する。国内では人口減少・高齢化、都市

部への人口集中、脱炭素社会への移行に起因する様々な社会課題に直面している。自然災害の激甚化、
感染症流行に耐えうる強靭な社会・経済システムの形成も求められている。生産性の向上、ICT を活用
した労働参加や、公共サービスの利便性の向上、生産プロセスの革新、新たな付加価値の創出、観測技
術・情報処理の高度化――などにより社会全体のデジタル化を進める。こうした社会のあり方に向けて
日本全国の人々が基本的な通信手段を着実に進化させていくために、ソフトバンクが 5G 基地局を速や
かに設置して「質の高いインフラ整備」を実施することが対象プロジェクトの第 1 の目標となる。SLP
に例示される事業区分の中では、上記のような社会課題を抱える日本の「一般の人々」を対象とした
「手ごろな価格の基本的インフラ整備」にあたる。 
ソフトバンクは通信インフラの提供だけでなく、事業を通じて解決すべき重要課題として「DX によ

る社会・産業の構築」「人・情報をつなぎ新しい感動を創出」「オープンイノベーションによる新規ビ
ジネスの創出」を掲げ、顧客の利便性向上や付加価値の創出に取り組む。日本政府が提唱する Society 
5.0 の実現に向け、様々な地域・分野でデジタル化による社会課題の解決が期待される。ソフトバンク
は自社の 5G ネットワークを活用して、医療サービスへのアクセスが制限されている地方に住む高齢者、
雇用機会が限定的な地方に住む労働者、教育サービスの選択肢が比較的少ない子ども、育児・介護・障
害等の事情により就労が困難な人々――などに対して「必要不可欠なサービスへのアクセス」「雇用創
出」「社会経済的向上とエンパワーメント」の機会を提供することを目指す。 

5G ネットワークが社会のデジタル化に応えることで通信量が大幅に増加し、電力消費に伴う CO2 排
出量の増加が見込まれることに関して、ソフトバンクは使用電力の再生可能エネルギーへの切り替えや
AI や IoT などを活用した自社の施設・設備の電力効率化の実施により CO2 排出量の抑制を図る。 

R&I は対象プロジェクトが社会全体としてポジティブな成果を生み出すものと評価した。 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
対象プロジェクトはソフトバンクの中核事業に該当する。プロジェクトはマテリアリティと対応づけ

られており便益・影響は適切に評価されている。プロジェクトの選定にあたり財務戦略本部長は SDGs
推進室のほか関連する事業部門と協議して適格性を確認する。 終的に代表取締役社長が適格プロジェ
クトを決定する。評価・選定のプロセスは明確かつ合理的である。 

(3)調達資⾦の管理 
ローンの実行の都度、貸出金融機関が資金使途の適格性に関する証憑を確認することにより、調達資

金が適切に充当される手続きとなっている。資金管理は適切である。 
 
 

                                                      
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（APLM
A）、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 
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(4)レポーティング 
レポーティングは資金充当が完了するまで年に 1 度、資金充当状況と 5G 基地局設置数と人口カバー

率を貸出金融機関に報告する。これとは別にアウトカムとしては資金充当完了の前後を問わずローン契
約締結後 7 年目までに 1 度、ソフトバンクの 5G ネットワークを活用して社会課題を解決した事例につ
いて便益を受けた人々を意識して報告する予定。貸出金融機関への報告とは別に同様の内容の公表にも
努める。対象プロジェクトと成果の性質を勘案してレポーティングは適切である。 

 

発⾏体の概要 

● ソフトバンクは国内総合通信事業者の一角で移動通信、ブロードバンド、固定通信など幅広いサービス
を個人、法人向けに提供する。グループ会社を通じてインターネット上の SNS、決済、メディア、電
子商取引など非通信領域の基盤サービスも拡充し、通信事業と合わせてデジタル技術の普及に資する多
様なサービスを提供している。 

● ソフトバンクは「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、 先端の技術で生活を豊かにするサ
ービスの提供を通じて世界に も必要とされる会社となることを目指している。社会が直面している気
候変動や少子高齢化などを背景とした様々な環境・社会問題に対して、通信インフラを中心とした事業
基盤を用いてデジタル技術の普及を進め、社会課題の解決と企業価値の向上に向けて 6 つの重要課題
（マテリアリティ）を定めている。 

［出所：ソフトバンク］ 

● ソフトバンクはデジタル化する社会の通信インフラとして 5G ネットワークを整備する資金調達をソー
シャルローン原則に沿って実施するためにソーシャルローン・フレームワークを策定した。 

 
1. 調達資⾦の使途 
(1) 対象プロジェクト 

対象プロジェクト 

● ソーシャルローンの調達資金は 5G 基地局の設備投資に充当する。 

● 調達資金は次の事項に関連するプロジェクトには充当しない。 

⮚ 所在国の法令を遵守していない不公正な取引、贈収賄、腐敗、恐喝、横領等の不適切な関係 

⮚ 人権、環境等社会問題を引き起こす原因となり得る取引 
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対象事業の目的 

● ソフトバンクは 6 つのマテリアリティのうち「DX による社会・産業の構築」「人・情報をつなぎ新し
い感動を創出」「オープンイノベーションによる新規ビジネスの創出」「質の高い社会ネットワークの
構築」への対応として、5G ネットワークの整備を進める。 

● ソフトバンクは 5G 基地局設置の目的として日本政府が提唱する Society 5.0 の実現を挙げている。
Society 5.0は仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を
両立する人間中心の社会を指す。 

● ソフトバンクは Society 5.0において認識される社会課題から 5G基地局整備を通じて解決を目指すもの
を挙げ、SLP に例示される事業区分を特定している。 

事業区分 5G 基地局設置の⽬的︓Society 5.0 の実現 
・ ⼿ごろな価格の基本的インフラ整備 ・ 質の⾼いインフラの整備 
・ 必要不可⽋なサービス 
・ 雇⽤創出 
・ 社会経済向上とエンパワーメント 

・ ⾼齢化に伴う社会コストの低減 
・ 地域間格差の提⾔ 
・ 働き⽅改⾰とディーセントワークの実現 
・ ⼈々の教育機会の確保 

社会の課題認識 

● 1979 年の第 1 世代（1G）から始まり今日の 5G に至るまでに、移動通信システムの機能的価値は情報
伝達の手段から情報・モノの制御へと進化している。これに伴い社会的位置付けが単なる通信手段から
生活基盤、産業基盤に広がり、プレーヤーも通信事業者からデジタル技術を駆使するプロバイダーまで
多様化している。 

■移動通信システムの進化 

 
［出所：総務省「令和 2年版 情報通信白書」］ 

● インターネットの利用を例にとると 2010 年に移動通信の利用が固定通信を上回り主流化しており、5G
はこれからの社会において基礎的な通信インフラと言える。 
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■インターネットを利⽤する際の利⽤機器の割合 

 
［出所：総務省「令和 2年版 情報通信白書」］ 

● 国内では人口減少・高齢化、都市部への人口集中、脱炭素社会への移行に起因する様々な社会課題に直
面している。自然災害の激甚化、感染症流行に耐えうる強靭な社会・経済システムの形成も求められて
いる。生産性の向上、ICT を活用した労働参加や、公共サービスの利便性の向上、生産プロセスの革
新、新たな付加価値の創出、観測技術・情報処理の高度化――などにより社会全体のデジタル化が進
む。 

● 様々な社会課題の解決を目指す Society 5.0 の実現のために、高速・大容量、超高信頼低遅延、多数同
時接続の特性がある 5G は必要不可欠なインフラとして位置付けられ、全国的な整備・展開が望まれて
いる。 

(2) 対象事業の⽬標がポジティブな社会的成果であること 

対象事業の目標 

● ソフトバンクは Society 5.0において認識される社会課題の中から 5Ｇネットワークの整備によって期待
される社会的便益の具体例を挙げている。 

社会課題 期待される便益 
・ 質の⾼いインフラ整備 
 
【対象となる⼈々】 
・ ⽇本全国の⼀般の⼤衆 

∙ より多くの⼈々が、⾼速・⼤容量・超⾼信頼・低遅延・多数同時
接続という今までにない優れた特⻑を有する 5G ネットワークを
利⽤できるようになる。 

∙ あらゆるものが 5G によってつながることで、データにもとづい
てインフラをリアルタイムで最適化する次世代都市(=スマートシ
ティ)が実現可能となる。 

・ ⾼齢化に伴う社会コストの低減 
・ 地域間格差の低減 
 
【対象となる⼈々】 
・ 医療サービスへのアクセスが制限さ

れている地⽅に住む⾼齢者 
・ 雇⽤機会が限定的な、地⽅に住む労

働者 

∙ 5G ネットワークにより CT や MRI などの⾼精細な画像を医師間
で共有することが容易になり、遠隔画像診断が可能になる。また
低遅延という特⻑を⽣かし、オンラインによる遠隔診療、ロボッ
トによる遠隔⼿術も技術的に可能となる。 

∙ IoT の実⽤化等を通じて労働⽣産性が向上し、地⽅における事
業・産業の創造、育成（＝雇⽤の創出）が容易になる。 

∙ 5G ネットワークを通じて⾃動運転技術の実⽤化が進むことによ
り、⾃動運転⾞両を活⽤した交通⼿段の確保が可能となる。 
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・ 働き⽅改⾰とディーセントワークの
実現 

 
【対象となる⼈々】 
・ 育児・介護・障害等、様々な事情に

より就労が困難な⼈々 

∙ 5G により、場所や環境にとらわれない働き⽅（＝テレワーク）
が容易になる。（コロナ禍のような移動が制限される状況におい
ても、経済活動の維持を⽀援できる） 

・ ⼈々の教育機会の確保 
 

【対象となる⼈々】 
・ 教育サービスの選択肢が⽐較的少な

い地⽅に住む⼦ども 

∙ ICT 機器やデバイスを使って、誰がいつでもどこでも教育や学習
ができる環境の整備が容易になる。（コロナ禍のような移動が制
限される状況においても、教育機会の確保を⽀援できる） 

● 5G 導入を控えた 2019 年 9 月末の時点で通信サービス加入契約数は 1 億 8 千万を超え、人口普及率は
142％となっている。携帯電話を利用できずにいる人々は同年 3 月時点において全国で 1.3 万人となっ
ており 2009 年 3 月末の 15.5 万人から大きく減少して、サービスエリアは居住人口ベース（人口カバー
率）で 99.99％に達している。また 5G の整備は Society 5.0 を支える通信基盤という観点などから全国
均等にエリアをカバー（国土ベース）する形で進められている。日本全国の人々が基本的な通信手段を
進化させるために、5G 基地局の速やかな設置による「質の高いインフラ整備」が対象事業の第 1 の目
標となる。 

■通信サービス加⼊契約数の推移 

 
［出所：総務省「令和 2年版 情報通信白書」］ 
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■携帯電話のサービスエリア外⼈⼝の推移 

 
［出所：総務省「令和 2年版 情報通信白書」］ 

● ソフトバンクは 5G ネットワークの整備に加えて、これを活用した社会課題の解決にも取り組んでい
く。上記に例示した社会課題の解決には様々な関係者の協力が必要になる。ソフトバンクは自社の 5G
ネットワークの提供と通信事業と非通信事業に渡って培ってきた人材、技術、顧客、パートナー企業と
の関係性を生かして課題解決を目指す。事業を通じて解決すべき 3 つのマテリアリティ「DX による社
会・産業の構築」「人・情報をつなぎ新しい感動を創出」「オープンイノベーションによる新規ビジネ
スの創出」は取り組みの方向性を示している。 

ポジティブな社会的成果であること 

● 目標達成に向けて生じうる直接的・間接的な便益と影響について以下の通り整理した結果、対象事業が
社会全体としてポジティブな成果を生み出していると評価した。 

  対象事業による便益及び影響 
直接的2な便益・
影響 

∙ 現状ほぼ全国にいる携帯電話利⽤者の通信インフラを着実に移⾏することによりデジタル
化する社会において利⽤者の⽇常を⽀える便益がある。 

∙ ソフトバンクは「通信ネットワークはライフライン」との考えに基づき「質の⾼い社会ネ
ットワークの構築」をマテリアリティに掲げ、利⽤者の利便性や信⽤を損なうリスク要因
の 1 つとして通信障害の発⽣や災害復旧の遅れを特定しており、通信の安定性を⽀えるべ
くネットワークの維持に注⼒する。 

∙ このほか⼀般にインフラを刷新する過程で利⽤者にとって利便性の低下、過度なコスト負
担が負の影響として想定されるが、5G は通信業者にとって⼤きな事業機会であるため影
響は⼩さい。 

間接的な便益・
影響 

∙ 医療サービスへのアクセスが制限されている地⽅に住む⾼齢者、雇⽤機会が限定的な地⽅
に住む労働者、教育サービスの選択肢が⽐較的少ない⼦ども、育児・介護・障害等の事情
により就労が困難な⼈々――などに対してソフトバンクの 5G ネットワークを活⽤して、
ソフトバンクやパートナー企業などがそれぞれのニーズにあったサービスを構築・提供す
ることにより、より具体的な便益が⽣まれる。 

∙ 通信インフラを構築・維持する過程で直接影響のある物理的な障害のほかに⼤規模な顧客
情報を保有することにともなう間接的な影響がある。ソフトバンクはマテリアリティ「質
の⾼い社会ネットワークの構築」に関連するリスクとして、「個⼈情報の不適切な利⽤、

                                                      
2 「直接的」とは対象事業の利用者、「間接的」とは対象事業を行う社会、「広範囲」とは対象事業を行う社会を超え

る社会を指している。詳細は、「R&I ソーシャルボンドオピニオン 評価方法」を参照のこと 
https://www.r-i.co.jp/rating/products/esg/so_social_jpn.pdf 



セカンドオピニオン 

 

 7/11 

個⼈情報の漏えいによる信⽤低下」を特定しており、これに対応するため情報セキュリテ
ィ体制の強化・維持に努めている。 

∙ このほか 5G ネットワーク運営による様々な間接的な影響に適切に対処していくために、
ソフトバンクはプロジェクトの実⾏および事業期間の全てにおいて環境関連法令および当
該地域との協定を遵守するほか、社会倫理に適合した誠実な⾏動を取るために、国連グロ
ーバル・コンパクトに従う。 

広範囲に及ぶ影
響とその対応 

∙ 5G ネットワークが社会のデジタル化に応えることで通信量が⼤幅に増加し、電⼒消費に
伴う CO2 排出量の増加が⾒込まれる。ソフトバンクは使⽤電⼒の再⽣可能エネルギーへ
の切り替えや AI や IoT などを活⽤した⾃社の施設・設備の電⼒効率化により CO2 排出量
の抑制を図る。CO2 排出だけでなく他の環境負荷軽減対策にも積極的にデジタル技術を
活⽤していく。 

対象事業が関わる持続可能な開発目標(SDGs)との整合 

● ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs への貢献を確
認した。5G ネットワークを活用した様々なプロジェクトが想定し得るが、ソフトバンクが例示する社
会的便益に関して対応関係を確認した。 

SDGs ⽬標 ターゲット 

 

3.8︓すべての⼈々に対する財政リスクからの保護、質の⾼い基礎的な保健サービスへのアク
セス及び安全で効果的かつ質が⾼く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバ
ーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成する。 

 

4.3︓2030 年までに、すべての⼈々が男⼥の区別なく、⼿頃な価格で質の⾼い技術教育、職
業教育及び⼤学を含む⾼等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 
4.4︓2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇⽤、働きがいのある⼈間らしい仕事 及
び起業に必要な技能を備えた若者と成⼈の割合を⼤幅に増加させる。 

 

5.4︓公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世
帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 

 

8.2︓⾼付加価値セクターや労働集約型に重点を置くことなどより、多様化、技術向上及びイ
ノベーションを通じた⾼いレベルの経済⽣産性を達成する。 
8.3︓⽣産活動や適切な雇⽤創出、起業、創造性及びイノベーションを⽀援する開発重視型の
政策を促進するとともに、⾦融サービスへのアクセス改善などを通じて中⼩零細企業の設⽴や
成⻑を奨励する。 

 

9.1︓全ての⼈々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と⼈間の福祉を⽀援するた
めに、地域・越境インフラを含む質の⾼い、信頼でき、持続可能かつ強靱（レジリエント）な
インフラを開発する。 

 

10.3︓差別的な法律、政策及び慣⾏の撤廃、ならびに適切な関連法規、政策、⾏動の促進な
どを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。 

 

11.2︓2030 年までに、脆弱な⽴場にある⼈々、⼥性、⼦供、障害者及び⾼齢者のニーズに
特に配慮し、公共交通機関の拡⼤などを通じた交通の安全性改善により、全ての⼈々に、安全
かつ安価で容易に利⽤できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 
11.a︓各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境⾯における都市部、都
市周辺部及び農村部間の良好なつながりを⽀援する。 
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SDGs アクションプランとの整合 

● 日本政府の SDGs の達成へ向けた「SDGs アクションプラン 2022」に示された①～⑧の優先課題に関
して、本ソーシャルローンでの充当事業が特に以下の課題に貢献すると考えられる。 

優先課題 対応する SDGs ターゲット 

③ 成⻑市場の創出、地域活性化、科学技術イノ
ベーション 

          

SLP に例示される事業区分との整合 

● 対象プロジェクトは直接的な便益の観点から SLP に例示されている事業区分「手ごろな価格の基本的
インフラ設備」に対応し、上記に例示したような社会課題を抱える日本国内の「一般の人々」が対象と
なる。間接的には日本政府が提唱する Society 5.0 の実現に向けた動きの中で「必要不可欠なサービス
へのアクセス」「雇用創出」「社会経済的向上とエンパワーメント」が想定される。対象となる
人々は、医療サービスへのアクセスが制限されている地方に住む高齢者、雇用機会が限定的な地
方に住む労働者、教育サービスの選択肢が比較的少ない子ども、育児・介護・障害等の事情によ
り就労が困難な人々――などが想定され、SLP の例示に即せば「社会から取り残されている人々」
「障害者」「十分な教育を受けていない人々」「失業者」「女性」「高齢者」「脆弱な若者」
「自然災害の罹災者を含むその他弱者グループ」が該当し得る。なお金融庁のソーシャルボンド
ガイドラインにおいて「その他弱者グループ」に追加された例示に照らすと「地理的・社会経済
的に困難な状況に置かれている地域の企業・住民」「仕事と子育て／介護等を両立する人々」が
該当する。 

 
ソーシャルローンの調達資金は 5G 基地局の設備投資に充当する。国内では人口減少・高齢化、都市部へ

の人口集中、脱炭素社会への移行に起因する様々な社会課題に直面している。自然災害の激甚化、感染症流
行に耐えうる強靭な社会・経済システムの形成も求められている。生産性の向上、ICT を活用した労働参加
や、公共サービスの利便性の向上、生産プロセスの革新、新たな付加価値の創出、観測技術・情報処理の高
度化――などにより社会全体のデジタル化を進める。こうした社会のあり方に向けて日本全国の人々が基本
的な通信手段を進化させていくために、ソフトバンクが 5G 基地局を速やかに設置して「質の高いインフラ
整備」を実施することが対象プロジェクトの第 1 の目標となる。SLP に例示される事業区分の中では、上記
のような社会課題を抱える日本の「一般の人々」を対象とした「手ごろな価格の基本的インフラ整備」にあ
たる。 
ソフトバンクは通信インフラの提供だけでなく、事業を通じて解決すべき重要課題として「DX による社

会・産業の構築」「人・情報をつなぎ新しい感動を創出」「オープンイノベーションによる新規ビジネスの
創出」を掲げ、顧客の利便性向上や付加価値の創出に取り組む。日本政府が提唱する Society 5.0 の実現に
向け、様々な地域・分野でデジタル化による社会課題の解決が期待される。ソフトバンクは自社の 5G ネッ
トワークを活用して、医療サービスへのアクセスが制限されている地方に住む高齢者、雇用機会が限定的な
地方に住む労働者、教育サービスの選択肢が比較的少ない子ども、育児・介護・障害等の事情により就労が
困難な人々――などに対して「必要不可欠なサービスへのアクセス」「雇用創出」「社会経済的向上とエン
パワーメント」の機会を提供することを目指す。 

5G ネットワークが社会のデジタル化に応えることで通信量が大幅に増加し、電力消費に伴う CO2 排出量
の増加が見込まれることに関して、ソフトバンクは使用電力の再生可能エネルギーへの切り替えやAIや IoT
などを活用した自社の施設・設備の電力効率化の実施により CO2 排出量の抑制を図る。 

R&I は対象プロジェクトが社会全体としてポジティブな成果を生み出すものと評価した。 

 

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 

● ソフトバンクは「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、 先端の技術で生活を豊かにするサ
ービスの提供を通じて世界に も必要とされる会社となることを目指している。デジタル技術が飛躍的
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な進化を遂げ社会の基盤を形成しつつある中、気候変動や少子高齢化などを背景とした様々な環境・社
会問題に直面している。ソフトバンクは通信インフラを中心とした事業基盤を用いてデジタル技術の普
及を進め社会課題の解決と企業価値の向上に向けて 6 つのマテリアリティを定めている。マテリアリテ
ィは SDGs の 17 の目標と 169 のターゲットを踏まえて抽出した課題をベースに検討されている。 

● 6 つのマテリアリティは「事業を通じた社会課題解決」と「企業活動を通じた社会課題解決」の 2 つに
分けられ、それぞれ 3 つのマテリアリティで構成されている。 

事業を通じた社会課題解決 
１．デジタルトランスフォーメーション（DX）による社会・産業の構築 

5G や AI などの最先端テクノロジーを活⽤し、新しい産業を創出するとともに、世の中のさまざまなビジ
ネスを変⾰していくためのソリューションを提供します。 

２．⼈・情報をつなぎ新しい感動を創出 
スマートデバイスの普及を促進し、これを通じて新しい体験の提供を⾏い、お客さまの豊かなライフスタ
イルを実現します。同時に、⼈・情報をつなぐ魅⼒的なプラットフォームをパートナー企業に提供し、お
客さまと企業の双⽅に価値を⽣み出します。 

３．オープンイノベーションによる新規ビジネスの創出 
グローバルのトップランナー企業とのつながりを⽣かし、最先端のテクノロジーや⾰新的なビジネスモデ
ルを⽇本に展開します。同時に、新たなビジネスの拡⼤や普及を⽀えていく⾼度な⼈材の育成と組織の構
築を推進します。 

 
企業活動を通じた社会課題解決 

４．テクノロジーのチカラで地球環境へ貢献 
持続可能な地球環境を次の世代につなぐため、最先端テクノロジーを活⽤し、気候変動への対応と、循環
型社会の推進および⾃然エネルギー普及に貢献します。 

５．質の⾼い社会ネットワークの構築 
通信ネットワークはライフラインであるとの考えに基づき、どんな時でも安定的につながるネットワーク
の維持に全⼒を尽くすとともに、お客さまの⼤切なデータを保護します。 

６．レジリエント（強靭）な経営基盤の発展 
コーポレート・ガバナンスの⾼度化を図り、ステークホルダーの皆さまとの継続的な対話を通じて、社会
に信⽤される誠実な企業統治を⾏います。また、最先端テクノロジーを活⽤して、多様な⼈材が活躍でき
る先進的な職場環境を整備し、イノベーションの創発と従業員の幸福度向上を図ります。 

● ソーシャルローンの資金使途は直接的には 5G 基地局の整備に係る設備投資に充てられる。これはマテ
リアリティ「質の高い社会ネットワークの構築」への取り組みにより、企業活動を通じた社会課題解決
に貢献するものである。ソフトバンクはインフラの整備だけではなく 5G ネットワークを活用した社会
課題の解決まで視野にいれている。事業を通じた社会課題解決の 3 つのマテリアリティ「DX による社
会・産業の構築」「人・情報をつなぎ新しい感動を創出」「オープンイノベーションによる新規ビジネ
スの創出」に取り組む。 

(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

● 対象プロジェクトはソフトバンクの中核事業である。選定基準は特段設けていないが上記の通りマテリ
アリティとの対応がある。マテリアリティの設定において環境・社会課題の観点と事業の観点の両面か
らリスクと機会を分析しており、5G ネットワークの構築・運営に関する便益・影響は適切に評価され
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 

● プロジェクトの選定にあたり財務戦略本部長は SDGs推進室のほか関連する事業部門と協議して適格性
を確認する。 終的に代表取締役社長が適格プロジェクトを決定する。 

 

対象プロジェクトはソフトバンクの中核事業に該当する。プロジェクトはマテリアリティと対応づけられ
ており便益・影響は適切に評価されている。プロジェクトの選定にあたり財務戦略本部長は SDGs 推進室の
ほか関連する事業部門と協議して適格性を確認する。 終的に代表取締役社長が適格プロジェクトを決定す
る。評価・選定のプロセスは明確かつ合理的である。 



セカンドオピニオン 

 

 10/11 

3. 調達資⾦の管理 
● ソーシャルローンを実行する際は、社内手続に則して財務戦略本部長へ申請が行われ、財務戦略本部長

が精査の上、ファイナンス契約に基づき（個別）借入申込書とともに資金使途の適格性に関する証憑を
貸出金融機関へ提出する。貸出金融機関が本件ローンの前提条件を充足していることの確認を経て都度
ローンを実行することにより、調達資金を 5G 基地局に設置する機器の購入代金に充当する手続きがソ
フトバンクと貸出金融機関との間で適切に管理される。 

● 上記手続きにより未充当金は発生しない。 

 

ローンの実行の都度、貸出金融機関が資金使途の適格性に関する証憑を確認することにより、調達資金が
適切に充当される手続きとなっている。資金管理は適切である。 

 

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 報告⽅法 

資

⾦

充

当

状

況 

 
● 適格プロジェクトのリスト 
● プロジェクト概要 
● 資⾦充当額       など 

 

 
調達資⾦の充当が完了す
るまで年に 1 度 

 
ローン契約に定めた様式により
貸出⾦融機関に報告 

イ

ン

パ

ク

ト 

 
① 5G 基地局設置数 
② ⼈⼝カバー率の状況 

 
③ 5G を通じたソフトバンクのマテリア

リティに沿った取り組みによる社会
的貢献 

 

 
①②は調達資⾦の充当が
完了するまで年に 1 度 
 
③はローン契約締結後 7
年⽬までに 1 度 

 
ローン契約に定めた様式により
貸出⾦融機関に報告 

● 報告の書面には財務戦略本部長が署名する。インパクトの③の報告に際しては独立した外部機関が併せ
て署名する。 

● ソフトバンクは全ての調達資金が充当された後に大きな状況の変化がある場合には、その旨を貸出金融
機関に報告する。 

(2) インパクト・レポーティング 

● インパクト・レポーティングの開示事項はアウトプット、アウトカム、インパクトに整理されている。
ソフトバンクがパートナー企業等と共に課題解決を実施した場合、両者の報告事項を重複しないことに
留意することとしている。課題解決の取り組みマテリアリティ「DX による社会・産業の構築」「人・
情報をつなぎ新しい感動を創出」「オープンイノベーションによる新規ビジネスの創出」「質の高い社
会ネットワークの構築」に沿ったものに限定し、報告に際して SLP に例示される「対象となる人々」
を意識して記載する予定。 
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プロジェクト アウトプット アウトカム インパクト 

 
∙ ⼿ごろな価格の基本的

インフラ整備 
 
 
∙ 必要不可⽋なサービス

へのアクセス 
∙ 雇⽤創出 
∙ 社会経済的向上とエン

パワーメント 
 

 
∙ 5G 基地局設置数 
 
 
 

 
∙ ⼈⼝カバー率 
 
 
 
∙ ソフトバンクまたはパー

トナー企業等による、ソ
フトバンクの 5G ネット
ワークを利⽤する、⽇本
における社会課題解決に
資する取り組みの進捗状
況 

 

 
∙ 質の⾼いインフラの整備

の実現 
 
 
∙ ⾼齢化に伴う社会コスト

の低減 
∙ 地域間格差の低減 
∙ 働き⽅改⾰とディーセン

トワークの実現 
∙ ⼈々の教育機会の確保 
 

● 上記報告とは別にソフトバンクのウェブサイト、統合報告書、サステナビリティレポート、ESG デー
タブック、その他の開示資料等を通じて、インパクトの公表に努める。開示事項が定量的指標の場合に
は指標の測定方法を開示する。 

 

レポーティングは資金充当が完了するまで年に 1 度、資金充当状況と 5G 基地局設置数と人口カバー率を
貸出金融機関に報告する。これとは別にアウトカムとしては資金充当完了の前後を問わずローン契約締結後
7 年目までに 1 度、ソフトバンクの 5G ネットワークを活用して社会課題を解決した事例について便益を受
けた人々を意識して報告する予定。貸出金融機関への報告とは別に同様の内容の公表にも努める。対象プロ
ジェクトと成果の性質を勘案してレポーティングは適切である。 

以 上 

 

【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。 
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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。 


