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格付投資情報センター（R&I）は、川崎重工業が 2021 年 6 月 11 日付にて策定したサステナビリティボン
ド・フレームワークが「ソーシャルボンド原則 2021」
（SBP2021）、
「サステナビリティボンドガイドライン
2021」、「グリーンボンド原則 2021」及び対象事業のグリーン性に関して「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
資金使途は自動 PCR 検査ロボットシステムの普及とクリーン水素サプライチェーンの構築である。
新型コロナウイルス対策は世界共通の社会的課題であり、
「短時間・連続・高感度・高精度」を実現する
自動 PCR 検査システムは医療従事者の負担を増加させることなく検査の機会を増やすことが可能で、
モニタリングからスクリーニングへ展開することができる。新型コロナウイルスの感染拡大防止や感染
対策に貢献し、ポジティブな社会的成果が見込める。SBP2021 に例示される事業区分では、医療従事者
および感染リスクのある一般の人々を対象とした必要不可欠なサービスに該当し、感染リスクのある一
般の人々を対象とした社会経済的向上とエンパワーメントにも該当する。
クリーン水素サプライチェーンは海外から日本に向けての水素サプライチェーンの構築である。水素
のエネルギー利用は日本政府の方針と合致するものであり、川崎重工は輸送・貯蔵を担う。実証実験に
おいて輸送する水素は褐炭由来の水素であるが、CCS（二酸化炭素回収・貯留装置）が付けられる予定
であることや事前の評価から温室効果ガス排出量が削減されることを確認している。水素サプライチェ
ーンの構築は水素エネルギーの普及には必要不可欠である。日本での利用は主に LNG 発電代替の水素
発電であり、再生可能エネルギーおよびクリーン輸送のカテゴリーに該当する。
(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス
資金使途は川崎重工グループビジョン 2030 において今後注力する 3 領域に含まれ、重要課題（マテ
リアリティ）における長期で達成すべき最重要課題「事業を通じて創出する社会価値」の実現に貢献す
るプロジェクトに位置づけられる。適格クライテリアを定め、財務部門及び専門性を有するサステナビ
リティ推進部門が選定し、それぞれの担当役員が承認する適切なプロセスを経ている。
(3)調達資⾦の管理
調達資金は財務部が内部管理システムを用いて追跡・管理する。追跡結果は財務担当役員により四半
期ごとに確認される予定。資金充当は調達後 2 カ月程度を目途に完了し、充当されるまでの間は、現金
または現金同等物にて管理される。半期に一度の内部監査及び四半期単位の会計監査を通じて適切に残
高管理される。
(4)レポーティング
資金充当が完了するまでの間、充当状況および環境改善効果・社会的成果についてレポーティングさ
れる。資金充当完了後は可能な範囲で環境改善効果等についてレポーティングされる予定。充当状況等
について重大な変更等があった場合は適時開示される。開示頻度・内容ともに適切である。
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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。なお、詳細につき本稿末尾をご覧下さい。
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発⾏体の概要


川崎重工は「そのわざを通じて国家社会に奉仕する」という理念のもと 1878 年に創設された川崎築地
造船所を始まりとし、2021 年現在、国内外 137 社の関連企業とともに、航空宇宙システム事業、エネル
ギーソリューション＆マリン事業、精密機械・ロボット事業、車両事業、モーターサイクル＆エンジン
事業という領域を持つ川崎重工グループを形成している。



川崎重工グループは 21 世紀において果たすべき社会的使命を組み込んだミッションステートメント
「世
界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する"Global Kawasaki」を制定し、広範な領域における
高度な総合技術力により、世界を取り巻く社会課題に対して貢献し、新たな価値創造を行うとしている。
ミッションステートメントは以下の通り構成されており、トップに社会に対する役割を据えたものとな
っている。

[出所：川崎重工業 Web ページ]



グループミッションを最適な形で果たすべく 2030 年の目指すべき姿としてグループビジョン 2030「つ
ぎの社会へ、信頼のこたえを～Trustworthy Solutions for the Future～」を制定している。ビジョンは
3 つのキーワードとともに社会課題へのソリューションを提供するため今後注力するフィールドを「安
全安心リモート社会」「近未来モビリティ」「エネルギー・環境ソリューション」としている。
■グループビジョン 2030

キーワード

[出所：川崎重工業
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「安全安心リモート社会」はロボットと遠隔操作技術の活用により、従来の働き方・暮らし方を抜本的
に変革していこうとするもの。医療・ヘルスケア分野において手術支援ロボットによる患者・医療スタ
ッフ双方の負担を軽減する取組みや PCR 検査におけるロボットの活用により検査の無人化・短期化・
量産化などにより、新型コロナウイルスの感染拡大の影響の軽減を目指す。また様々な分野において遠
隔操作によって参加者を問わない働き方・暮らし方の実現を目指している。さらには輸送機器や発電設
備などを組み合わせ災害への対応策を進める。



「近未来モビリティー」は人・モノの双方の移動を変革しようとするもの。誰もが安全に気軽に移動で
きる個人モビリティの提案やロボティクス・モビリティ・航空を掛け合わせ物流等に対して新たなソリ
ューションを提供していこうとするもの。



「エネルギー・環境ソリューション」は利用時に CO2 を排出しないクリーンエネルギーである水素を
活用した社会の実現を目指すもの。水素の活用における水素サプライチェーンの構築に向けて、LNG
運搬船で培った技術を活かし、液化水素の陸上基地および船舶間の荷役、大量海上輸送（はこぶ）、液
化水素の貯蔵（ためる）、水素の特性に最適化したガスタービン発電（つかう）といった枢要技術の開
発を進めている。



川崎重工グループは企業活動が社会へ与える影響を整理・確認し、重要課題（マテリアリティ）を特定
している。なかでも長期で達成すべき最重要課題を「事業を通じて創出する社会価値」とし、グループ
ビジョン 2030 で掲げた 3 つのフィールドが該当する。特に「エネルギー・環境ソリューション」は、
製品貢献及び事業プロセスの双方で取り組むべき最重要課題に据えている。「CO2 FREE」「Waste
FREE」「Harm FREE」の 3 つのビジョンを基本とした「Kawasaki 地球環境ビジョン 2050」を策定
し、2050 年へ向けて気候変動の抑制、循環型社会の推進、生物多様性の保全へ取り組んでいる。

■抽出したマテリアリティ項⽬のマッピング

[出所：川崎重工業
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川崎重工グループがこれらのビジョン及び企業活動を通じて創出する社会価値と持続可能な開発目標
（SDGs）との対応関係は次表の通り。

■川崎重⼯グループビジョン 2030 と SDGs への貢献
創出する社会価値

社会課題
●多様な働き⽅への対応

安全安⼼
リモート社会

●医師・医療従事者の不⾜・負担増加
●⼈の往来の減少
●パンデミックや災害への対策
●⼈とモノの移動の変化への対応

近未来モビリティ

(EC の発展、都市部の渋滞、シェアリング
化の普及、個⼈モビリティーの需要増加)

エネルギー・
環境ソリューション

●地球温暖化
●脱炭素化
●エネルギー枯渇問題
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1. 調達資⾦の使途
(1) 対象プロジェクト


対象事業と事業カテゴリーは以下の通り整理される。

事業カテゴリー1

対象事業
（適格クライテリア）

グリーン

ソーシャル
①必要不可⽋なサービスへ
のアクセス、社会経済的向上
とエンパワーメント︓医療従
事者、感染リスクのある⼈々
を含む⼀般の⼈々

⾃動 PCR 検査ロボットシステム普及

―

クリーン⽔素サプライチェーン構築

②再⽣可能エネルギー、クリー
―
ン輸送

⾃動 PCR 検査ロボットシステム普及




川崎重工グループが取り組む自動 PCR 検査ロボットシステム普及を目的とした事業に対する新規支出
及びリファイナンスに充当する予定。


コンテナ式 PCR 検査システム関連の開発・実証投資



コンテナ式 PCR 検査システム関連の製造投資



自動 PCR 検査プラットフォーム（WEB 予約システム等）の開発投資

開発される PCR 検査システムは以下の特徴を持つ。


検査時間の短縮（検体採取後約 80 分で検査）



ロボットによる無人化/自動化



遠隔操作



省スペース（40 フィートコンテナ（12×2.5m）に搭載可能）

クリーン⽔素サプライチェーン構築


川崎重工グループが取り組む水素サプライチェーン構築のうち、水素のクリーンな輸送・貯蔵の実
現を目的とした事業に対する新規支出及びリファイナンスに充当する予定。


水素のクリーンな輸送・貯蔵の実現に向けた開発・実証投資



水素のクリーンな輸送・貯蔵の実現に向けた製造投資

ICMA の GBP 及び SBP に示されている。グリーンは 10 カテゴリー、ソーシャルは 6 カテゴリーと 10 の対象となる
人々

1
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水素サプライチェーン全体イメージと資金使途は下表の通り。
製造

貯蔵・輸送

利⽤

本件資⾦使途
対象アセ

・天然ガス改質装置
・⽔電解装置

ト
フ
ズ



―

等

・⽔素液化機
・液化⽔素貯蔵タンク
・液化⽔素運搬船
・液化⽔素⽤ローディン
グアームシステム

・燃料電池⾃動⾞
・⽔素ガスタービン発電
等

・研究開発
・実証実験
・実⽤化に向けた設備
投資
等

―

調達資金の使途は訂正発行登録追補書類及びフレームワークの概要に開示される。

(2) 対象事業の事業カテゴリーと環境改善効果・社会的成果、ネガティブな影響
①

必要不可⽋なサービス、社会経済的向上とエンパワーメント︓ソーシャル
対象事業︓⾃動 PCR 検査ロボットシステム普及



対象事業は自動 PCR 検査ロボットシステムの普及に係る事業である。開発されるシステムによって提
供される自動 PCR 検査サービスは「短時間・連続・高感度・高精度」を実現するものである。全自動で
あることから医療従事者の感染リスクの軽減および人員不足に対応することができ、高感度かつ高精度
を実現する。また、省スペースを実現することでどこにでも導入することが可能なシステムである。こ
れらの特徴から航空機の搭乗前やイベント入場前など感染リスクが高まるシチュエーションにおいてス
クリーニングを実施することが可能となる。



自動 PCR 検査ロボットシステムの普及により、新型コロナウイルス感染症の再拡大へ備えるとともに、
医療従事者のリスク・作業負担の軽減を実現したうえで市中モニタリングからスクリーニングに広げる
ことができ、新型コロナウイルス予防の観点から寸断された人流の早期回復に貢献する。



新型コロナウイルスへの対応は人類共通の社会的課題である。対象事業は医療検査の体制に資する事業
であり医療従事者および感染リスクのある一般の人々を対象とした必要不可欠なサービスに該当し、感
染予防の観点から寸断されてきた人流の回復に資することから感染リスクのある一般の人々を対象とし
た社会経済的向上とエンパワーメントにも該当する。



対象事業によって直接的には新型コロナウイルス対策の進展がもたらされ、医療従事者の感染リスク・
負担軽減や PCR 検査のスクリーニングへの活用が可能となる社会的成果がある。間接的には PCR 検査
体制が充実することにより新型コロナウイルス感染者数の減少や撲滅できないまでも感染拡大を防ぎつ
つ通常の経済活動を行うことが可能となる成果がある。また、対象事業によるネガティブな影響は研究
開発及びシステム製造時の環境への影響が考えられるが、環境経営を進めることで十分な配慮を行って
おり問題はない。
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②

再⽣可能エネルギー、クリーン輸送︓グリーン
対象事業︓クリーン⽔素サプライチェーン構築



対象事業は川崎重工の水素への取り組み「Kawasaki Hydrogen Road」に位置づけられる。化石燃料に
依存した暮らしは地球温暖化という環境問題の原因となっていること、および資源枯渇リスクにさらさ
れていることを鑑み、地球環境に配慮し安定的にエネルギーを確保する課題を解決するのが、
「水素エネ
ルギー」である。



川崎重工が担う役割は水素サプライチェーンにおける「貯蔵・輸送」のインフラ整備である。対象とな
るアセット毎の目的及び役割は次表の通りである。「水素」をエネルギーとして利用するためには、「製
造」
「貯蔵・輸送」のフェーズにおいて化石燃料と同等のコストを実現する必要がある。したがって、川
崎重工は「貯蔵・輸送」におけるコスト削減も同時に役割として担う。

⽔素液化機

⽬的

期待される効果

資⾦使途

・ ⽔素ガスを-253℃で液化し、
体積を 1/800 にする

・ ⼤量の⽔素を効率良く貯蔵およ
び輸送することを可能にする

・ 実⽤化に関しては商⽤品の⽣
産

・ 新規開発・実⽤化、及び⼤型
化・効率化

・ ガスに戻して利⽤する際に、新
たなエネルギーを消費しない

・ ⼤型化・効率化に関しては技
術開発

・ 液化⽔素を⻑期間にわたり、蒸
発損失を抑えて貯蔵する

・ 海外からの液化⽔素の受⼊・貯
蔵、液化⽔素運搬船やローリー
への払出が可能となる

・ 2500 ㎥真空断熱/球形蓄圧
構造に関しては技術実証

・ ⽔素を⻑距離、⼤量に海上輸
送することが可能となる

・ 1250 ㎥真空断熱・蓄圧構造
に関しては技術実証

・ 海外から⽇本に⽔素を輸⼊す
ることが可能となる

・ 4 万㎥×4 球形常圧構造（⼤
型化）に関しては断熱構造等
の開発

・ 液化⽔素荷役基地の主要構
成品として、海外から船などで輸
送した液化⽔素を荷揚げするこ
とを可能にする

・ フレキシブルホース⽅式に関して
は技術実証

液化⽔素貯蔵タンク

・ 液化⽔素を海上輸送する
液化⽔素運搬船

液化⽔素⽤ローディ
ングアームシステム

・ 海上に係留される液化⽔素運
搬船と接続して荷役を⾏う

・ パネル断熱・常圧・平 底構造
（⼤型化）に関しては断熱パ
ネル等の技術開発

・ スイペルジョイント⽅式（⼤型
化）に関しては技術実証



水素をエネルギーとして活用することは日本政府の方針に合致している。菅首相の所信表明演説では
2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言した。



経済産業省は革新的環境イノベーション戦略のなかで、カーボンニュートラルを可能とする革新的技術
について整理を行い 5 つの領域を特定。その領域の 1 つに「水素」を掲げ、再生可能エネルギーや CCS
の活用により得られる CO2 フリー水素を運輸部門及び産業部門の化石資源代替として利用するとして
いる。また、イノベーション・アクションプランの重点領域に、
「エネルギー転換 低コストな水素サプ
ライチェーンの構築」を掲げ、2050 年へ向けた水素コストの低減を目指している。さらに「水素・燃料
電池戦略ロードマップ」においても水素サプライチェーンについて言及されており、2030 年頃の海外未
利用エネルギーに由来する水素の製造、輸送・貯蔵を行うサプライチェーンの本格導入を目指している。



環境省は地域ごとに地域の資源を用いた水素に対して脱炭素化にむけた水素サプライチェーン構築の実
証を進めている。また、水素エネルギー事業を評価する際の「水素エネルギーの温室効果ガス削減効果
に関する LCA ガイドライン」などの整備を進めている。



川崎重工は水素の大量利用・輸送に向けたビジョンとして技術実証を経てスケールアップし、2025 年頃
から供給量 2.8 万 t/年の商用実証を目指している。2030 年の商用化においては供給量 22.5 万 t/年を目
指している。
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本件の資金使途は「輸送・貯蔵」で「製造」は含まないが、
「水素」が温室効果ガスを排出しないのは利
用時であり、
「製造」の方法によっては温室効果ガスを多量に排出する可能性がある。特に化石燃料から
製造する場合である。川崎重工は技術研究組合 CO2 フリー水素サプライチェーン推進機構（HySTRA）
と水素サプライチェーンの実証試験を行う豪州のコンソーシアムに参画し、日豪間で実施される世界初
の液化水素国際サプライチェーン構築実証試験に取り組んでいる。この実証実験では褐炭から水素を製
造するが、豪州連邦政府とビクトリア州政府が進める CO2 回収・貯留（CCS）プロジェクトと連携し
CCS を実施すること、さらに液化時の電力を再生可能エネルギーとすることで、クリーン水素を輸送の
対象とする予定である。川崎重工が褐炭由来の水素を用いた輸送・貯蔵に係る実証実験の評価として、
現在想定する CCS 付の水素製造及び発電での利用をパスウェイとした LCA（環境性能評価）と LNG 発
電の LCA を比較し、ネガティブインパクトを考慮した上で温室効果ガスの排出削減が実現することを
確認している。川崎重工は褐炭由来水素だけでなく、再生可能エネルギー由来の水素を含む水素サプラ
イチェーンの拡大を対象事業の目的としている。



水素サプライチェーンの脱炭素における重要性は、国際エネルギー機関（IEA）の「Net Zero by 2050 A
Roadmap for the Global Energy Sector」における分析からも読み取ることができる。下図は 2050 年の
Net Zero Emission シナリオ（NZE）における国際的な水素供給における低炭素水素2の割合及び利用の
方法の時系列の推計である。

[出所：IEA Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector]



2

低炭素水素の消費量が 2050 年に向けて増加するなか、低炭素水素の供給比率も合わせて上昇していく。
水素のエネルギー利用は、コストが問題であることから、大量消費が実現されればされるほどコストが
低減し、供給される水素も低炭素化が可能となると考えられる。また、水素の世界貿易が発展し、中東、
中南米、オーストラリアといったガスと再生可能エネルギーが豊富な地域から、アジア及びヨーロッパ
の需要家へ輸出されることが見込まれている。水素はエネルギー密度的に長距離輸送にはコストの面か
ら向かないが、国内で生産するよりも各国の事情により輸入の方がコスト低減されるケースが見込まれ
ている。したがって、国土面積が限られている日本において、水素の輸入のためのサプライチェーン構
築は、水素のエネルギー利用のためには重要であると言える。また、グリーンな水素の利用促進のため
に水素サプライチェーンの構築は必要である。
ここでいう低炭素水素には CCS 付の化石燃料由来水素を含む。
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対象事業はクリーンな水素のサプライチェーン構築を目的とするものであり、その環境改善効果は実際
に水素をエネルギーとして消費した際に現れる。サプライチェーン構築は日本における水素のエネルギ
ー利用によって生じる温室効果ガスの排出削減へ寄与するものである。日本での利用は、主にガス火力
代替としての水素発電である。その他には FCV 等の水素自動車での利用がある。したがって、対象事業
は再生可能エネルギー及びクリーン輸送に該当する。



対象事業と SDGs への貢献は表の通りである。
SDGs ⽬標

対象事業

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

1 ⾃動 PCR 検査ロボ
ットシステム普及

7.1

2030 年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的
アクセスを確保する

2 クリーン⽔素サプライ
チェーン構築

7.2

2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再⽣可能エネルギーの割
合を⼤幅に拡⼤させる

7.3

2030 年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる

7.a

2030 年までに、再⽣可能エネルギー、エネルギー効率、および先進的かつ
環境負荷の低い化⽯燃料技術などのクリーンエネルギーの研究および技術へ
のアクセスを促進するための国際協⼒を強化し、エネルギー関連インフラとクリ
ーンエネルギー技術への投資を促進する

8.2

⾼付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様
化、技術向上およ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

1 ⾃動 PCR 検査ロボ
ットシステム普及

9.4

2030 年までに、資源利⽤効率の向上とクリーン技術および環境に配慮した
技術・産業プロセスの導⼊拡⼤を

1 ⾃動 PCR 検査ロボ
ットシステム普及

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り組みを⾏う

2 クリーン⽔素サプライ
チェーン構築

9.5 2030 年までにイノベーションを促進させることや 100 万⼈当たりの研究開発
従事者数を⼤幅に増加させ、また官⺠研究開発の⽀出を拡⼤させるなど、
開発途上国をはじめとするすべての国々の産業セクターにおける科学研究を
促進し、技術能⼒を向上させる
12.2 2030 年までに天然資源の持続可能な管理および効率的な利⽤を達成す
る

1 ⾃動 PCR 検査ロボ
ットシステム普及

12.4 2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通
じて化学物質やすべての廃棄物の環境に配慮した管理を達成し、⼤気、
⽔、⼟壌への排出を⼤幅に削減することにより、ヒトの健康や環境への悪影
響を最⼩限に留める

2 クリーン⽔素サプライ
チェーン構築

12.5 2030 年までに、予防、削減、リサイクル、および再利⽤（リユース）により廃
棄物の排出量を⼤幅に削減する
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靱性（レジリ
エンス）及び適応の能⼒を強化する

2 クリーン⽔素サプライ
チェーン構築

17.7

1 ⾃動 PCR 検査ロボ
ットシステム普及

開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条
件の下で、環境に配慮した技術の開発、移転、普及、および拡散を促進す
る

17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、
官⺠、市⺠社会のパートナーシップを奨励・推進する
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資金使途は自動 PCR 検査ロボットシステムの普及とクリーン水素サプライチェーンの構築である。新型
コロナウイルス対策は世界共通の社会的課題であり、
「短時間・連続・高感度・高精度」を実現するシステム
は医療従事者の負担を増加させることなく PCR 検査の機会を増やすことが可能であり、モニタリングから
スクリーニングへ展開することができる。新型コロナウイルスの感染拡大防止や感染対策を十分にすること
へ貢献し、ポジティブな社会的成果が見込まれる。SBP2021 に例示される事業区分では、医療従事者および
感染リスクのある一般の人々を対象とした必要不可欠なサービスに該当し、感染リスクのある一般の人々を
対象とした社会経済的向上とエンパワーメントにも該当する。
クリーン水素サプライチェーンは海外から日本に向けての水素サプライチェーンの構築である。水素のエ
ネルギー利用は日本政府の方針と合致するものであり、川崎重工は輸送・貯蔵を担う。実証実験において輸
送する水素は褐炭由来の水素であるが、CCS がつけられる予定であることや事前の評価から温室効果ガス排
出量が削減されることを確認している。水素サプライチェーンの構築は水素エネルギーの普及には必要不可
欠である。日本での利用は主に LNG 発電代替の水素発電であり、再生可能エネルギーおよびクリーン輸送
のカテゴリーに該当する。

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


川崎重工はグループミッション「世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する”Global
Kawasaki”」の下、グループビジョン 2030 を策定している。グループビジョンにおいて今後注力すべ
き 3 つの領域を定めている。これら 3 つの領域は特定した重要課題のなかでも長期で達成すべき最重要
課題「事業を通じて創出する社会価値」が包含しており、明確に適格クライテリアは CSR 戦略に組み込
まれている。



対象事業による環境面・社会面での目標については統合報告書等で説明がなされている。その他 3 か年
の計画として第 10 次環境経営活動基本計画を定めており事業における環境目標を明確に示している。

(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準


対象事業はグループビジョン 2030 ならびに重要課題を踏まえて、適格クライテリアを基準として評価・
選定される。



環境的・社会的リスクに関しては、各プロジェクトにおいて「開発・製造時における廃棄物の発生」が
挙げられるが、環境法令等や条例等に則り環境アセスメントを実施することから、排除規準は特段設け
ていない。

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を⾏う際のプロセス


対象事業はグループビジョン 2030 ならびに重要課題の特定に係るプロセスを踏まえて、財務部門及び
サステナビリティ推進部門が選定する。最終決定は財務及びサステナビリティ推進担当役員が承認した
うえで最終決定される。専門部門であるサステナビリティ推進部門が関与しており、専門性が担保され
たプロセスである。

資金使途は川崎重工グループビジョン 2030 の今後注力する 3 領域および重要課題における長期で達成す
べき最重要課題「事業を通じて創出する社会価値」の双方のなかに位置づけられる。適格クライテリアを定
め、財務部門及び専門性を有するサステナビリティ推進部門が選定し、それぞれの担当役員が承認する適切
なプロセスを経ている。
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3. 調達資⾦の管理


調達資金と資産の紐づけ、充当状況の管理は、内部管理システムを用いて財務部門が追跡・管理する。
追跡結果は四半期毎に財務担当役員による確認が予定されている。



調達資金は調達後 2 カ月程度を目途に充当完了する予定。充当されるまでの間は、現金または現金同等
物にて管理される。



充当状況及び未充当資金は、半期単位の内部監査及び四半期単位の会計士による会計監査を通じて適切
な残高管理がなされているかを確認する。

調達資金は財務部が内部管理システムを用いて追跡・管理する。追跡結果は財務担当役員により四半期ご
とに確認される予定。資金充当は調達後 2 カ月程度を目途に完了し、充当されるまでの間は、現金または現
金同等物にて管理される。半期に一度の内部監査及び四半期単位の会計監査を通じて適切な残高管理が確認
される。

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。

資⾦充当
状況
環境改善効果
社会的成果

開⽰事項

開⽰タイミング

開⽰⽅法

資⾦の充当状況
未充当資⾦の状況

全額充当されるまで
年1回

ウェブサイト

インパクトレポーティング

ウェブサイト

業務全般に係るレポーティング

全額充当されるまで
年1回
年1回

財務状況に係るレポーティング

年1回

事業状況に係るレポーティング
年1回
（可能な範囲でアウトプット、アウ
トカム、インパクトを継続して開⽰）



統合報告書、環境報告
書、ESG データブック
有価証券報告書、決算
情報
ウェブサイト

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


調達金額が全額充当されるまでの間、守秘義務の範囲内で以下の指標を年 1 回公表する。アウトプット
指標、アウトカム指標は適切に選定されている。資金充当が完了した後はレポーティングが終了するが、
事業状況に係るレポーティングとして開示可能な範囲においてアウトプット、アウトカム、インパクト
に相当するレポーティングが継続的になされる。

プロジェクト

1-1

コンテナ式 PCR 検
査システム関連の開
発投資

1-2

コンテナ式 PCR 検
査システム関連の製
造投資

1-3

⾃動 PCR 検査プラ
ットフォーム(WEB
予約システム等)の
開発投資

アウトプット指標

アウトカム指標

・ PCR 検査件数
・ 同システム導⼊台数

・ 陰性証明の発⾏
件数

・ 研究開発、実証の進捗状況
（⽔素液化機︓液化効率の向上

2-1

クリーン⽔素サプライ
チェーン構築に向け
た開発・実証投資

や⼤型化への取組状況、液化⽔素
貯蔵タンク︓⼤型化への取組状
況、液化⽔素運搬船︓⼤型化へ
の取組状況、液化⽔素⽤ローディン
グアームシステム︓⼤型化、国際標
準化への取組状況）

2-2

クリーン⽔素サプライ
チェーン構築に向け
た製造投資

・⽔ 素 利 ⽤ に よ る
CO2 排出削減量
（理論値）

・ 商⽤化実証開始後に輸送し
たクリーン⽔素運搬量

資金充当が完了するまでの間、資金充当状況および環境改善効果・社会的成果についてレポーティングがな
される。資金充当完了後については、可能な範囲で環境改善効果等についてレポーティングされる予定。充
当状況等について重大な変更等があった場合は適時開示される。開示頻度・内容ともに適切である。

以
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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。
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サステナビリティボンド／サステナビリティボンド・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：川崎重工業株式会社
サステナビリティボンドの ISIN 又は 発行体のサステナビリティボンド発行に関するフレームワー
ク名（該当する場合）： サステナビリティボンド・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：2021 年 6 月 15 日
レビュー発表日：2021 年 6 月 15 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）・ソーシャルボンド原則
（以下、SBP）との整合性を確認した：
☒
☒

☒

調達資金の使途
調達資金の管理

☒

プロジェクトの評価と選定のプロセス
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。
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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＞
フレームワークがソーシャルボンド原則 2021、サステナビリティボンド・ガイドライン 2021、
グリーンボンド原則 2021 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。
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）：
セカンドオピニオン「１．調達資金の使途」の本文を参照。

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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SBP による調達資金の使途カテゴリ：
☐

手ごろな価格の基本的インフラ設備

☒

必要不可欠なサービスへのアクセス

☐

手ごろな価格の住宅

☐

中小企業向け資金供給及びマイクロフ
ァイナンスによる潜在的効果を通じた
雇用創出

☐

食糧の安全保障

☐

社会経済的向上とエンパワーメント

☐

発行時には知られていなかったが現在 SBP
カテゴリへの適合が予想されている、又
は、SBP 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）:

SBP の事業区分に当てはまらない場合で、社会に関する分類がある場合は、ご記入ください:

対象とする人々：
☐

貧困ライン以下で暮らしている人々

☐

☐

障がいのある人々

☐

☐

十分な教育を受けていない人々

☐

☐

失業者

☐

十分な行政サービスを受けられない
人々
女性および／または性的少数派の人々

☐

高齢者および脆弱な立場にある若者

☐

自然災害の罹災者を含む弱者グループ

☒

その他（ご記入ください）: 医療従事者お
よび感染リスクのある一般の人々

排除され、あるいは社会から取り残さ
れている人々、あるいはコミュニティ
移民や難民

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）：
セカンドオピニオン「２．プロジェクトの評価と選定のプロセス」の本文を参照。

評価と選定
☒

十分な発行体の環境・社会面での目標
がある

☒

☒

サステナビリティ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
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

☒

☒

☐
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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
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
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
その他（ご記入ください）：

☐

組織内で定められた評価基準である

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）：
セカンドオピニオン「３．調達資金の管理」の本文を参照。

調達資金の追跡管理：
☒
☒

サステナビリティ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）：
セカンドオピニオン「４．レポーティング」の本文を参照。

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）：

☐

投資総額に占めるサステナビリティボンド
による調達額の割合

☐

半年に一度

レポーティングされる情報：
☒ 充当した資金の額
☒ その他（明記ください）： 未充当
資金の状況

頻度：
☒ 年次
☐ その他（明記ください）：

環境・社会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）：

☐

半年に一度

頻度：
☒ 年次
☐ 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

☒

受益者の数：PCR 検査件数、陰性証明の発
行件数

☐ 対象とする人々

☒

その他 ESG 指標（明記ください）：レポート
参照

開示方法
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☐

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）： 発行体 web サ
イトに掲載

☐

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）：

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。）
セカンドオピニオン 評価の考え方
https://www.r-i.co.jp/rating/products/esg/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・社会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サステナビリティボンド・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・SBPへの適合性評価を基本とする。特に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・社会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、事業プロセスやサステナビリティ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・社会面での持
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。さらにサステナビリティ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・SBP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、サステナビリティボンドやそれに関連するサステナビリティボンド・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サステナビリティ
基準やサステナビリティラベルへの適合性に係る認証を受けることができる。サステナビ
リティ基準やサステナビリティ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、サステナビリティボンド、それに関連
するサステナビリティボンド・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・社会面のパフォ
ーマンスデータ、GBP・SBP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
えその中に重要なサステナビリティ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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