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担当アナリスト︓篠原 めい

格付投資情報センター（R&I）は、2021 年 11 月に策定された清水建設サステナビリティボンド・フレームワークが国
際資本市場協会（ICMA）の「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」
（GBP2021）、環境省の「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」及び金融庁の「ソーシ
ャルボンドガイドライン 2021 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
調達資金の使途は、清水建設が手掛けるスマートシティ1「ミチノテラス豊洲」
（2022 年春全体開業予定）の施設整
備費及びデータプラットフォーム等の構築費である。ミチノテラス豊洲は、2 棟の建物とそれを繋ぐデッキにより構
成され、建物には、建物運用の DX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する、建物オペレーションシステム
「DX-Core」を実装することで、
「誰もが快適で活力に満ちた QOL(Quality of Life)の高いまちづくり」の実現に貢献
する。交通広場デッキは、日本初の都市型道の駅2「豊洲 MiCHi の駅」として、地域の賑わい創出と防災拠点の機能
も併せ持ち、交通拠点機能の強化、防災性の確保、共生社会の実現、社会的障壁の除去といった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は「自然災害時の罹災者を含むその他の弱者グループ」を対象とし
た「手ごろな価格の基本的インフラ設備」、「障がい者を含む一般の人々」を対象とした「社会経済的向上とエンパワ
ーメント」に該当する。2 棟の建物のうちオフィス棟（MEBKS 豊洲）は、防災拠点としての機能を有し、備蓄品の
常設や一時避難・待機スペースの確保、非常用電源の設置などは、非常時においてあらゆる人々が安全な施設内での
待機を可能としている。これらは地域の帰宅困難者対策に資するものであり、ポジティブな社会的成果が見込める。
事業区分は「自然災害時の罹災者を含むその他の弱者グループ」を対象とした「手ごろな価格の基本的インフラ設備」
に該当する。また、MEBKS 豊洲は、優れた環境性能から ZEB Ready と CASBEE S ランクの評価を取得しているほ
か、地域におけるエネルギー利用の効率化や災害レジリエンスの向上にも寄与する。ネガティブな影響にも配慮がな
されており、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。
(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス
ミチノテラス豊洲は、清水建設が SHIMZ VISION 2030 に掲げる「スマートイノベーションカンパニー3」の実現に
向けた資金調達として位置付けられる。環境への配慮と都市・建物デジタルツインを活用した社会課題の解決により、
同社の SDGs への貢献及び ESG 経営を推進する。評価・選定に際しては、国内外で普及しているグリーンビルディ
ング認証制度やソーシャルボンドガイドラインを参照しており、環境・社会面のリスク低減措置として定める事項に
対応していることを確認する。適格プロジェクトは清水建設の財務部が社内関係部署と協議のうえ、財務担当執行役
員が決定する。プロジェクトの評価・選定は妥当な内部プロセスを経ている。
(3)調達資⾦の管理
サステナビリティボンド発行による手取金の充当及び管理は、清水建設の財務部が行う。調達資金は借入金の返済
資金に全額充当するため、原則として未充当金は発生しない予定であるものの、充当時期の遅れから未充当期間が発
生する場合は現金及び現金同等物にて未充当金を管理する。その他の事由により未充当金が発生することが明らかに
なった場合は、プロジェクトの評価と選定のプロセスに従い、適格クライテリアを満たす他のプロジェクトを選定し
充当する。調達資金の管理は妥当である。
(4)レポーティング
資金充当状況のレポーティングは債券単位で実施する。インパクト・レポーティングはサステナビリティボンドの
償還まで年次で実施する。グリーンビルディングについては、オフィス棟（MEBKS 豊洲）の電力消費削減量や CO2
排出削減量といった定量的な指標を採用し、認証の取得レベルを開示する。ソーシャル適格プロジェクトは期待され
る社会的便益をアウトプット、アウトカム、インパクトの別に開示する。レポーティングの内容は妥当である。
本文 4・5 頁を参照。豊洲スマートシティは 2019 年 5 月に国土交通省スマートシティモデル事業の先行モデルプロジェクトとして選
定され、さらに 2020 年 7 月には「スマート東京（東京版 Society5.0）」の先行モデルにも選定されている。
2 都市型道の駅とは、道の駅が有する「休憩」
「情報発信」
「地域連携」の機能に「次世代型交通拠点」
「賑わい」
「安心・安全」の機能を
付加した道路施設として、国土交通省が新たに提唱するコンセプト。
3 建設事業の枠を超えた普段の自己変革と挑戦、多様なパートナーとの共創を通じて、時代を先取りする価値を創造（スマートイノベ
ーショ）し、人々が豊かさと幸福を実感できる、持続可能な未来社会の実現に貢献するというシミズグループが 2030 年に目指す姿。
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発⾏体の概要
1804 年に江戸・神田鍛治町にて創業の大手ゼネコン。幕末から明治にかけて洋風建築にも積極的に取り組
み、また相談役渋沢栄一翁の指導のもと、いち早く個人経営から組織経営に改革を行い、組織の近代化を図
った。戦後復興とともに、総合建設業としての地位を確立した。豊富な実績を背景に優れた施工力を有し、
特に民間建築の分野では業界随一の規模を誇る。現在、グループ長期ビジョン「SHIMZ VISION 2030」を
推進し、2030 年に目指す姿として「スマートイノベーションカンパニー」を掲げている。建設業以外の非建
設事業の成長にも注力を行い、不動産開発分野においては、デジタル化をキーワードに建設事業とシナジー
を創出できる物件の開発を進めている。またエンジニアリング分野においては、洋上風力の工事受注に向け
て世界最大級規模の自航式 SEP 船を建造中など、再生可能エネルギーや新規事業投資にも意欲的だ。
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1. 調達資⾦の使途
(1) 適格プロジェクト


サステナビリティボンドの調達資金は以下の適格プロジェクトに関するリファイナンスに全額充当する。



適格プロジェクトの名称と事業カテゴリーは下表の通り。
事業カテゴリー4

適格プロジェクト

グリーン

ソーシャル

DX 基盤（建物 OS5）の
社会実装化

⼿ごろな価格の基本的イン
フラ設備／社会経済的向上
とエンパワーメント

帰宅困難者受け⼊れス
ペース、防災⽤備蓄品の
提供

⼿ごろな価格の基本的イン
フラ設備

交通広場デッキ
（豊洲 MiCHi の駅）

⼿ごろな価格の基本的イン
フラ設備／社会経済的向上
とエンパワーメント

ミチノテラス豊洲

オフィス棟
（MEBKS 豊洲）

グリーンビルディング

⼿ごろな価格の基本的イン
フラ設備

4 国際資本市場協会のグリーンボンド原則及びソーシャルボンド原則に示される事業区分。
グリーン適格カテゴリーとし
て 10 カテゴリー、ソーシャル適格カテゴリーとして 6 カテゴリーが示されている。
5 建物 OS「DX-Core」は清水建設が独自に開発したオープンなデータプラットフォーム。DX-Core を介してあらゆる建
築設備機器の制御やスマートフォン・サイネージなどのサービスアプリケーションが連携することで、メーカーやベンダ
ーを問わず建物機能のアップデートが可能となる。さらに建物外部の公共情報である都市 OS に接続することで、エネル
ギー管理、広域案内、災害時避難誘導、運送管理、自治体連携などにも貢献する。
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豊洲スマートシティとは
豊洲（東京都江東区）は東京駅から約 4km 圏内にあり、都心と湾岸エリアを結ぶ交通網（地下鉄有楽
町線、晴海通り、有明通り、環状二号線）の結節点にある。土地利用の転換にともない、2000 年代半ば
より居住・就業人口がともに急増、市街地の形成とビジネス機能の集積が急速に進んでいるエリアであ
る。まちづくりにおいては、急激な人口増加にともなう交通機関の混雑問題、豊洲市場開場後のインバ
ウンド対応などが課題として顕在化していることに加え、ユニバーサルサービス・デザイン、コミュニ
ティ活性化、賑わい創出、エネルギー効率利用、防災・防犯・帰宅困難者支援、先進的なサービス利用
といった潜在的・普遍的なニーズを抱えている。
国土交通省は「都市の抱える諸課題に対して、ICT 等の新技術を活用しつつ、マネジメント(計画、整
備、管理・運営等)が行われ、全体最適化が図られる持続可能な都市または地区」6をスマートシティと定
義し、これを推進している。豊洲エリアは 2019 年 5 月に国土交通省「スマートシティモデル事業」の
先行モデルプロジェクトに選定された。同年 11 月に「豊洲スマートシティ連絡会」「豊洲スマートシテ
ィ推進協議会」が設立され、その中で清水建設は幹事企業の 1 社として東京都・江東区をはじめ、技術
提供企業といった関係者と連携しながらまちの課題解決に取り組んでいる。豊洲スマートシティはこれ
らのコンソーシアムが中心となって推進する持続可能なまちづくりであり、①インバウンド対応の強化
や防災対策、新たな施設の魅力を最大限に活用した地域活性化、②データプラットフォームを活用した
5 分野（交通、生活・健康、防災・安全、環境、観光）の横断的な実証・実用化、交通渋滞のストレス解
消など豊洲地区の居住・就業の快適性向上、地域のブランディングなどを通じた国際競争力強化を目指
している。

[出所︓豊洲スマートシティ連絡会]

6

「スマートシティの実現に向けて 中間とりまとめ」（2018 年 3 月、国土交通省都市局）
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ミチノテラス豊洲とは
新交通ゆりかもめ「市場前」駅に隣接する「ミチノテラス豊洲」（豊洲六丁目 4-2・3 街区プロジェク
ト）は、清水建設が単独で開発を進める豊洲スマートシティを先導するプロジェクトである。オフィス
棟（MEBKS 豊洲）
、ホテル棟（LAVISTA 東京ベイ）及びそれらをつなぐ日本初の都市型道の駅となる
交通広場（豊洲 MiCHi の駅）のデッキから構成される総延床面積約 12 万 m2 の大規模複合開発計画で
あり、2022 年春に街区全体の開業を予定している。
環状二号線で虎ノ門(東京都港区)とつながる BRT（バス高速輸送システム）
、羽田空港や成田空港と直
結する高速バスが乗り入れ、バスターミナル機能を核とした次世代型交通結節点が整備される。敷地内
に開設した「Michi Lab」
（ミチラボ）はスマートシティ推進のための企業間連携、産学連携、官民連携、
地域連携の拠点として活用する。清水建設はここを豊洲スマートシティの推進拠点と位置づけ、快適で
活力に満ちた QOL（Quality of Life）の高いまちづくりに向けた取り組みを進めるとともに、その成果を
全国の都市再生・地方創生プロジェクトなどに展開していく考えだ。

[出所︓清⽔建設]
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(2) 適格プロジェクトの事業区分、期待される環境改善効果・社会的成果
ソーシャル適格プロジェクト︓ミチノテラス豊洲 － DX 基盤（建物 OS）の社会実装化 －
事業区分︓⼿ごろな価格の基本的インフラ設備／社会経済的向上とエンパワーメント
対象となる⼈々︓⾃然災害時の罹災者を含むその他の弱者グループ／障がい者を含む⼀般の⼈々


事業概要︓サステナビリティボンドの調達資金は「DX-Core」の社会実装にかかる費用（データプラッ
トフォームやサービスアプリケーション整備費用）に充当される。DX-Core は清水建設が独自に開発し
たオープンなデータプラットフォーム技術（建物 OS）であり、DX-Core を介してあらゆる設備機器の
制御とサービスアプリケーションがサイバー空間上で連携し、建物機能をアップデートしていくことが
可能となる。例えば、DX-Core を導入するオフィス棟（MEBKS 豊洲）では、ビル共用部のエレベータ
ー・自動扉の制御と自動搬送ロボットの制御をデータ連携することにより、郵便物などの館内配送の無
人化を実証する計画だ。

豊洲では DX-Core が収集したデータがさらに都市 OS7と連携し、都市デジタルツインに活用される
ことで、エネルギー管理、広域案内、災害時避難誘導、自動搬送、エリアマネジメントといった幅広い
分野で豊洲スマートシティの実現に寄与することを目的としている。ミチノテラス豊洲の敷地内に設置
するデジタルサイネージや大型スクリーンはデータ収集機器として人流センサを搭載しており、DXCore や都市 OS のデータプラットフォームと連携する。平時には施設関連の情報や豊洲エリア内の飲食
店・店舗に関する情報を案内する。災害時には、広域の交通・防災情報を正確かつリアルタイムに配信
することで人々をより安全な避難場所へと誘導する役割を担う。なお、オフィス棟（MEBKS 豊洲）で
はテナント向けにサービスアプリケーションを提供することで、スマートフォンに防災情報などが表示
される。

■都市デジタルツイン

[出所︓清⽔建設ウェブサイト]

7 都市 OS（都市オペレーティングシステム）は交通、エネルギー、物流、医療、金融、教育など都市が抱える膨大なデ
ータを一ヵ所に集積・分析するデータプラットフォーム。先端技術を活用して持続可能な都市づくりを目指すスマートシ
ティの実現において不可欠とされる。
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ミチノテラス豊洲の敷地内と豊洲新市場内では、清水建設が開発したバリアフリーナビゲーションシス
テム「インクルーシブ・ナビ」が車いす・ベビーカー利用者や視覚障がい者を円滑に目的地まで誘導す
る。エレベーター・トイレ・ATM・ロッカーなどを含むあらゆる施設に最短ルート8で案内することが可
能な音声ナビゲーションシステムを採用し、視覚障がい者向けに音声入力にも対応している。インクル
ーシブ・ナビは豊洲エリアにおけるユニバーサルトイレの満空情報を常時配信しており、車いす利用者
やおむつ替えを必要とする利用者の利便性を高めている。インバウンド観光客に配慮し、多言語での表
示にも対応している。

■デジタルサイネージと⼤型スクリーン

[出所︓清⽔建設]

■バリアフリーナビゲーションシステム「インクルーシブ・ナビ」の機能

[出所︓清⽔建設]



社会的課題と成果︓豊洲スマートシティ連絡会によれば、豊洲エリアには、顕在化している主要課題と
まちづくりにおける潜在的・普遍的なニーズがあるとされる（具体的には以下に記載のとおり）。豊洲ス
マートシティはこれらの地域課題・ニーズに対応するためデータプラットフォームを活用し、A. 交通・
モビリティ、B. 生活・健康・医療、C. 安心・安全・防災、D. 環境・エネルギー、E. 観光・地域活性
化の 5 分野での横断的な実証、実用化を図り、交通渋滞のストレス解消など豊洲エリアの居住・就業の
快適性向上や地域のブランディングなどを通じて国際競争力を強化していく計画だ。

8 一般歩行者、車いす・ベビーカー利用者、視覚障がい者の別に属性にあわせた最短ルートを案内する。車いす・ベビー
カー利用者には段差を避けエレベーターを優先した経路、視覚障がい者向けには段差を避け点字ブロックを優先した経
路が案内される。
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■豊洲エリアの課題
顕在化している主要課題︓開発に伴う急激な⼈⼝増加／豊洲都市核・市場前地域核への交通集中／豊洲
駅混雑／都⼼・江東区南北アクセス不⾜／インバウンド対応／市場連携ブランディング／飲⾷店混雑（ラ
ンチ・休⽇）／⾃転⾞・ベビーカーの安全確保
潜在的・普遍的なニーズ︓ユニバーサルサービス・デザイン／コミュニティ活性化・交流拡⼤／⽔辺と
緑の健康活⽤、賑わい創出／環境配慮⽣活、エネルギー効率利⽤／防災・防犯対策、帰宅困難者⽀援／
先進的なサービス利⽤、利便性提供
[出所︓豊洲スマートシティ連絡会]

■豊洲モデルの⽬標

[出所︓豊洲スマートシティ連絡会]

ミチノテラス豊洲は Society5.0 の実現に資するデータプラットフォーム機能を実装することで、豊洲ス
マートシティが目指す誰もが快適で活力に満ちた QOL（Quality of Life）の高いまちづくりに貢献してい
る。交通拠点機能の強化、防災性の確保、共生社会の実現、社会的障壁の除去といったポジティブな社
会的成果が見込める。


ネガティブな影響への配慮︓オープンデータなどの非個人データについては可能な限り収集し利活用す
るが、個人データに関しては個人の同意に基づいて収集し、個人の意見に沿って利活用することを原則
としている。データプラットフォームの管理・運営においては情報銀行の仕組みを導入し、幅広いデー
タの収集、安全なデータ管理、データ倫理委員会によるガバナンス、個人へのコントロール機能の提供
などを実施する。

＜適格プロジェクトの評価＞
ミチノテラス豊洲は Society5.0 の実現に資するデータプラットフォーム機能を実装することで、豊洲スマ
ートシティが目指す「誰もが快適で活力に満ちた QOL（Quality of Life）の高いまちづくり」に貢献する。交
通拠点機能の強化、防災性の確保、共生社会の実現、社会的障壁の除去といった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は「自然災害時の罹災者を含むその他の弱者グループ」を対象と
した「手ごろな価格の基本的インフラ設備」、
「障がい者を含む一般の人々」を対象とした「社会経済的向上
とエンパワーメント」に該当する。
＜SDGs への貢献＞
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SDGs への貢献という観点では、特に 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
靭（レジリエント）なインフラを開発する。」
、11.2「2030 年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子
供、障がい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。」、11.3「2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加型、包摂的か
つ持続可能な人間居住計画・監理の能力を強化する。」、11.7「2030 年までに、女性、子ども、高齢者及
び障がい者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提
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
市周辺部および農村部間の良好なつながりを支援する。」
、11.b「2020 年までに、包含、資源効率、気候
変動の緩和と適応、災害に対する強靭さ（レジリエンス）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施し
た都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組み 2015‐2030 に沿って、あらゆるレベ
ルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。」に貢献していると考えられる。
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ソーシャル適格プロジェクト︓ミチノテラス豊洲 － 帰宅困難者待機スペース、防災⽤備蓄品の提供 －
事業区分︓⼿ごろな価格の基本的インフラ設備
対象となる⼈々︓⾃然災害時の罹災者を含むその他の弱者グループ／障がい者を含む⼀般の⼈々


事業概要︓サステナビリティボンドの調達資金はオフィス棟（MEBKS 豊洲）が防災拠点として装備す
る災害備蓄品や一時避難・待機スペース、非常用電源などに係る支出に充当される。1・2 階共用部の一
部を帰宅困難者の受け入れスペースとして開放するほか、防災備蓄庫には約 200 名が 3 日間施設内で待
機することを想定し、飲料水、食料、非常用トイレ、毛布などを備蓄する。停電時はガスコージェネレ
ーションシステム（CGS）により水道・照明・エレベーター・トイレの流水などに必要な電源供給を行
うとともに、CGS の排熱を利用して帰宅困難者の受け入れスペースなどに冷暖房を供給する。水道・下
水道の断水時も受水槽及び緊急排水槽から約 3 日分の水源を確保する。



社会的課題と成果︓東京都の「首都直下地震による東京の被害想定報告書」によれば、東京湾北部地震
（M7.3 の規模）が起きた場合に東京都内で約 448 万人の帰宅困難者が発生すると見込まれている（東
日本大震災時には都内で約 352 万人、全国で約 515 万人の帰宅困難者が発生したと推計される9）。大勢
の帰宅困難者が一斉に帰宅すると道路や歩道で大渋滞が発生し救助・救命活動に支障をきたす。行政が
対策を実施していく「公助」だけでなく、個人や企業による自主的な取組である「自助」
「共助」も含め、
社会全体で帰宅困難者対策を進めていくことが課題となっている。東京都が示す帰宅困難者対策の基本
的考え方によれば、そうした大規模災害時にとるべき対策として一斉帰宅の抑制、一時滞在施設の確保、
迅速な安否確認と正確な情報提供体制、代替輸送の体制整備といった帰宅支援が必要とされる。
防災拠点としての備蓄品や一時避難・待機スペース、非常用電源などはあらゆる人々に安全な施設を提
供し、その中での待機を可能としている。地域の帰宅困難者対策に資するものであり、ポジティブな社
会的成果が見込める。



ネガティブな影響への配慮︓事業の実施に際しては関係機関と十分に協議するとともに、周辺地域への
悪影響が生じないよう必要な措置を講じる。近隣関係者に対しては事業計画及び工事内容について理解
が得られるよう事前に説明を行うとともに、万一近隣関係者との間で問題が生じた場合は責任をもって
速やかに対処する。

＜適格プロジェクトの評価＞
防災拠点としての備蓄品や一時避難・待機スペース、非常用電源などはあらゆる人々に安全な施設を提供
し、その中での待機を可能としている。地域の帰宅困難者対策に資するものであり、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は「自然災害時の罹災者を含むその他の弱者グループ」を対
象とした「手ごろな価格の基本的インフラ設備」に該当する。
＜SDGs への貢献＞

SDGs への貢献という観点では、特に 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、持続可能かつ強靭（レジリ
エント）なインフラを開発する。
」、11.b「2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に
対する強靭さ（レジリエンス）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した年及び人間居住地の件数を大
幅に増加させ、仙台防災枠組 2015‐2030 に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と
実施を行う。
」に貢献していると考えられる。
9

内閣府「帰宅困難者対策の実態調査結果について ～3 月 11 日の対応とその後の取組～」より。
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ソーシャル適格プロジェクト︓ミチノテラス豊洲 － 交通広場デッキ（豊洲 MiCHi の駅） －
事業区分︓⼿ごろな価格の基本的インフラ設備／社会経済的向上とエンパワーメント
対象となる⼈々︓⾃然災害時の罹災者を含むその他の弱者グループ／障がい者を含む⼀般の⼈々


事業概要︓サステナビリティボンドの調達資金はミチノテラス豊洲のオフィス棟（MEBKS 豊洲）とホ
テル棟（LAVISTA 東京ベイ）をつなぐ交通広場デッキの建設費用の一部に充当される。新交通ゆりか
もめ「市場前」駅に隣接する交通広場デッキ「豊洲 MiCHi の駅」は、清水建設が手掛けるスマートシテ
ィの先行モデルであり、日本初の都市型道の駅である。
交通広場デッキ（豊洲 MiCHi の駅）は、立体的に多種多様な交通手段を結節させることで乗り換えに要
する時間を削減し、利便性の向上を図っている。地上 1 階にあたる部分には、環状二号線で虎ノ門から
豊洲まで結ぶ BRT の連接バス、羽田と成田を結ぶ空港バスの乗り入れを予定している。タクシー、シェ
アサイクルのアクセスポイントを併せ持ち、2022 年春には水上バスの船着き場も整備される予定であ
ることから、陸・海・空のクロスポイントが完成する。公共交通・端末交通10・次世代モビリティが集積
し、シームレスな移動を可能にする次世代型交通結節点（スマートターミナル）として、ここを起点と
したオンデマンド型ラストワンマイルモビリティの実証実験も計画されている。
2 階は水平方向に延びるフラットなデッキを整備しており、新交通ゆりかもめ「市場前」駅から晴海運
河まで、バリアフリーで通り抜けることができる。交通広場の上部を覆う約 1,700m2 の大規模なデッキ
部分は来街者の憩い・交流の場となるオープンスペースとなる。平時には豊洲市場協会と連携した食の
イベントや移動型店舗11で地域の賑わい創出に貢献する一方、災害時には防災拠点として機能する。
海抜 15ｍ以上にある交通広場デッキは高潮の発生や荒川が氾濫した場合の避難地区でもあり、ここでは
浸水エリアからの避難経路となることを想定した交通防災拠点としての社会実験が予定されている。清
水建設は今後、災害時の炊き出しや支援物資の受け渡しスペースとして、交通広場デッキを活用してい
くことも検討している。

■平時と災害時のデッキ活⽤イメージ

[出所︓清⽔建設]

10

端末交通とは基幹交通システム（鉄道やバス等）と自宅や目的地との間、地域内といった短中距離を補完する移動手
段のことで、ラストワンマイルモビリティとも呼ばれる。
11 清水建設は交通広場デッキのオープンスペースを次世代モビリティによる移動・物流サービスなど、最先端テクノロ
ジーを活用した新規サービス事業の検証・実装の場として利用し、他企業とも連携しながら豊洲エリアの新たな賑わいや
価値づくり、新規ビジネスの創出につなげていく考えだ。まちの賑わい創出に寄与する飲食・物販機能として、モビリテ
ィビジネス・プラットフォーム事業を展開する株式会社 Mellow の移動型店舗サービス（自動運転 EV）の導入も計画す
る。災害時におけるオープンスペースの活用方法として、Mellow の災害時フード支援ネットワーク「フードトラック駆
けつけ隊」を導入することも検討している。
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■交通広場の機能

[出所︓清⽔建設]

■次世代型交通結節点の将来イメージ

[出所︓清⽔建設]
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社会的課題と成果︓江東区洪水ハザードマップ（2020 年 3 月）によれば、荒川の堤防が決壊した場合、
汐浜運河以北までの地域に浸水が想定されている。江東区高潮ハザードマップ（2020 年 3 月）において
も、東京湾に高潮が発生した場合、臨海地域の一部を除いた広い地域で浸水が想定されている。こうし
た大規模水害に備え、江東区都市計画マスタープラン12では都市防災対策の推進をまちづくり方針の一
つに挙げている。
「異常気象が多発する状況の中、東京湾、墨田川、旧中川、荒川に囲まれ内部河川も多
い江東区において、広域連携の成果を生かし、災害時に安全に避難できるよう、水害に備えた整備や対
策を推進する必要がある」としている。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（改正バリアフリー法）」
（令和 3 年 4 月）は
その基本理念において、「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」に資することを目的とした公共交通施
設や建築物のバリアフリー化を推進している。
交通広場デッキは日本初の都市型道の駅であり、地域の賑わい創出と防災拠点の機能も併せ持つ。交通
拠点機能の強化、防災性の確保、共生社会の実現、社会的障壁の除去といったポジティブな社会的成果
が見込める。



ネガティブな影響への配慮︓事業の実施に際しては関係機関と十分に協議するとともに、周辺地域への
悪影響が生じないよう必要な措置を講じる。近隣関係者に対しては事業計画及び工事内容について理解
が得られるよう事前に説明を行うとともに、万一近隣関係者との間で問題が生じた場合は責任をもって
速やかに対処する。

＜適格プロジェクトの評価＞
交通広場デッキは日本初の都市型道の駅であり、地域の賑わい創出と防災拠点の機能も併せ持つ。交通拠
点機能の強化、防災性の確保、共生社会の実現、社会的障壁の除去といった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は「自然災害時の罹災者を含むその他の弱者グループ」を対象とした
「手ごろな価格の基本的インフラ設備」、
「障がい者を含む一般の人々」を対象とした「社会経済的向上とエ
ンパワーメント」に該当する。
＜SDGs への貢献＞

SDGs への貢献という観点では、特に 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、持続可能かつ強靭（レジリ
エント）なインフラを開発する。
」、11.2「2030 年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障がい者及
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。
」
、11.3「2030 年まで
に、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・監
理の能力を強化する。」、11.7「2030 年までに、女性、子ども、高齢者及び障がい者を含め、人々に安全で包
摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的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、都市周辺部および農村部間の良好なつながりを
支援する。
」、11.b「2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靭さ（レジリ
エンス）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台
防災枠組み 2015‐2030 に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。」に貢
献していると考えられる。

12

江東区都市計画マスタープラン（2021 年 8 月、見直し案）。
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グリーン適格プロジェクト︓ミチノテラス豊洲 － オフィス棟（MEBKS 豊洲） －
事業区分︓グリーンビルディング


事業概要︓サステナビリティボンドの調達資金はオフィス棟（MEBKS 豊洲）の建設費用の一部に充当
される。オフィス棟（MEBKS 豊洲）は 2021 年 8 月に竣工した延床面積約 8.8 万平米の大規模賃貸オ
フィスビルである。
優れた省エネルギー性能により ZEB Ready を達成、
各種環境配慮設計から CASBEE
建築（新築）で S ランクの第三者評価を取得している。
オフィス棟（MEBKS 豊洲）は 1 フロア約 2,000 坪のフレキシブルな大規模オフィス空間が特徴であ
り、リズミカルなデザインでエントランスまで間接光を導くセンターアトリウムは交流と協働のシンボ
ルとなる。通常のオフィス利用に加えて研究開発施設やスタジオなど、特殊な用途に対応したフロアを
設置する。多様な人々が交流し、斬新なアイデアやイノベーションの創出につながるような空間の演出
が随所に施されている。テナント向けのラウンジや食堂、カフェスペースは多様な使い方が可能であり、
オフィスワーカーの生産性を高める居心地の良い空間となっている。屋上庭園はベンチやパントリーを
設置、水辺と都心を望むリフレッシュスペースを提供している。

■MEBKS 豊洲

センターアトリウム

[出所：清水建設]
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＜物件概要＞
建物名

メブクス豊洲

所在地

東京都江東区豊洲六丁⽬ 4 番の⼀部

主要⽤途

オフィス、店舗、その他（歩⾏デッキ）

敷地⾯積

約 16,100 ㎡

延床⾯積

約 88,000 ㎡

構造

S 造、CFT 造、SRC 造

階数

地上 12 階建

設計

清⽔建設株式会社 ⼀級建築⼠事務所

施⼯

清⽔建設株式会社 東京⽀店

着⼯

2019 年 4 ⽉

竣⼯

2021 年 8 ⽉竣⼯（2022 年春 全体開業予定）

主な環境への配慮

＜⾃然エネルギーの利⽤＞

等

⾃然換気/ ⾃然採光/ 屋上太陽光発電設備（14.4KW）
＜熱負荷の低減＞
外⽪断熱/ バルコニーの庇効果による⽇射遮蔽/ Low-e 複層ガラス/放射空調/ デシ
カント型外調機/ 外気 CO2 制御/ 外気冷房制御/ 地域冷暖房/ CGS（中圧ガス）＋ジェ
ネリンク /BEMS 機能付き中央監視システム
＜資源の有効利⽤＞
⾬⽔利⽤（雑⽤⽔）/ 構造材・⾮構造材におけるリサイクル材
＜ヒートアイランド現象の抑制＞
壁⾯緑化、屋上緑化、GL+10m 以上の位置に排熱機器を設置
＜機能性・品質＞
全館 LED・照度センサによる⾃動照明制御/ JIS・JAS 規格の F フォースター内装材/
⼀⼈あたりの執務スペース 9.85 ㎡/ 執務スペースの 1%以上のリフレッシュスペース/
想定天井⾼ 2.9ｍ以上（スケルトン天井⾼ 4.1ｍ以上）/ 全⾯ヘビーデューティーゾー
ン（床荷重対応・1000kg/㎡）
＜BCP＞
免震システム＋制振構造/ 場所打ち鋼管コンクリート杭/ 受⽔槽・排⽔槽/ CGS・⾮
常⽤発電機/ 防災備蓄倉庫/ デジタルサイネージ
主な環境認証等

• ZEB Ready（2021 年 3 ⽉）
• BELS︓5 つ星（2021 年 3 ⽉/ 第三者評価）
• CASBEE 建築（新築）︓S ランク（2021 年 8 ⽉/ 第三者評価）

省エネルギー性能

外⽪性能︓BPI=0.72
⼀次エネルギー消費性能︓BEI=0.49（標準法）
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環境改善効果︓サステナビリティボンドの調達資金は以下の適格クライテリアを満たす建物の建設費用
に充当される。適格クライテリアは広く認知された環境認証を参照しており、いずれにおいても建築物
省エネ法が定める誘導基準（BEI で 0.8 以下）を十分に上回る省エネ効果が見込める。
適格クライテリア︓以下のいずれかの建物認証を資⾦調達⽇から遡って過去 24 か⽉以内に取得または
更新した建物（将来取得予定⼜は更新予定の建物を含む）
CASBEE A ランク以上 / LEED Silver 以上/ DBJ Green Building 認証 4 つ星以上 /BELS 4 つ星以上
オフィス棟（MEBKS 豊洲）はバルコニーによる日射遮蔽効果に加え、アトリウムによる自然採光・自
然換気、廃熱利用などによる熱負荷の低減効果から設計段階の一次エネルギー消費量を基準値に比べ
51%削減（BEI で 0.49）し、BELS の 5 つ星及び ZEB Ready を達成している。エネルギー関係技術開
発のロードマップ13によれば、2030 年までに新築建築物の平均で ZEB の実現を目指すことが目標とし
て掲げられており、とりわけ延床面積 10,000 ㎡以上の大規模な非住宅建築物における ZEB 化の実現・
普及が重要な課題14とされる。オフィス棟（MEBKS 豊洲）は延床面積約 88,000 ㎡の大規模かつ複合用
途の新築建築物として ZEB Ready を実現した事例として先進的かつ有意義である。
資源循環への配慮においては、雨水の再利用、リサイクル材の採用に取り組んでいる。緑化や景観形成
にも配慮しており、CASBEE 建築（新築）の総合評価で S ランクの第三者認証を取得している。
停電時は CGS（中圧ガス）により水道・照明・エレベーター・トイレの流水などに必要な電源供給を行
うとともに、CGS の排熱を利用して帰宅困難者の受け入れスペースなどに冷暖房を供給する。地域冷暖
房と CSG・ジェネリンクから隣接するホテル棟（LAVISTA 東京ベイ）への熱融通が可能であるなど、
地域におけるエネルギー利用の効率化や災害レジリエンスの向上にも寄与する。



ネガティブな影響への配慮︓交通アクセスに優れ、車の代替となる交通手段を十分に確保している。交
通広場に乗り入れる BRT はハイブリッドバスまたは燃料電池バスを想定する。次世代型交通結節点と
してクリーンな交通手段の普及に貢献することも期待される。
事業の実施に際しては関係機関と十分に協議するとともに、周辺地域への悪影響が生じないよう必要な
措置を講じる。近隣関係者に対しては事業計画及び工事内容について理解が得られるよう事前に説明を
行うとともに、万一近隣関係者との間で問題が生じた場合は責任をもって速やかに対処する。

＜適格プロジェクトの評価＞
オフィス棟（MEBKS 豊洲）は優れた環境性能から ZEB Ready と CASBEE S ランクの評価を取得してい
るほか、地域におけるエネルギー利用の効率化や災害レジリエンスの向上にも寄与する。ネガティブな影響
にも配慮がなされており、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。
＜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。
13
14

第 4 次エネルギー基本計画（2014 年 4 月閣議決定）において、ZEB の実現・普及目標が設定されている。
「ZEB ロードマップフォローアップ委員会とりまとめ」（経済産業省資源エネルギー庁 平成 31 年 3 月）を参照。
延床面積 10,000 ㎡以上の新築非住宅建築物全体のエネルギー消費量に占める割合は 36%とインパクトが大きい。
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参考資料︓グリーンビルディング認証の概要と特徴
CASBEE
概要：CASBEE（建築環境総合性能評価システム：Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency）
は、建築物に対する総合的な環境性能評価のニーズから 2001 年に国土交通省が支援する産学連携プロジェクトとして開
発された。日本で最も普及しているグリーンビルディング認証であり、日本の建築物省エネ法や建築基準法、その他環境
規制をベースにした評価ソフトや手順書が一般社団法人日本サステナブル建築協会（JSBC）のウェブサイトから入手で
きる。政令指定都市を中心とする一部の地方自治体では一定規模以上の建築物を建設する際に CASBEE による自己評価
の提出を義務付けるなど、建築行政における活用も進んでいる。
特徴：省エネ・省資源といった建築物の環境負荷低減性（Load Reduction）と室内の快適性や景観への配慮といった環
境品質（Quality）を独立に評価する点が特徴。スコアリングによる総合評価であるが、Q の値を分子、L の値を分母に
算出される指標「建築物の環境効率（BEE：Built Environment Efficiency）」によって C（劣っている）、B－（やや劣
る）、B+（良い）、A（大変良い）、S（素晴らしい）のいずれかに決まる。
LEED
概要：LEED は省エネと環境に配慮した建物・敷地利用を先導するとのコンセプトで米国グリーンビルディング協会
（USGBC:US Green Building Council）が 1998 年に開発したグリーンビルディング認証。正式名称”Leadership in
Energy and Environmental Design”の頭文字をとった LEED（リード）の名で知られる。北米をはじめ中国・インド
など世界約 180 ヶ国で実績があり、国際的に最も普及しているグリーンビルディング認証。新築系を対象とする「（非
住宅の）設計・建設」
「内装の設計・施工」
「住宅」
「エリア開発」、既存の建築物を対象とする「運用・管理」
「再認証」
の中から用途に応じた評価システムを選択して申請。USGBC が現在も開発・運営を行っており、設計・施工各段階で
の申請手続等はオンラインで完結。
特徴：「立地と交通」「サステナブル・サイト」「水の効率的利用」「エネルギーと大気」「材料と資材」といった複数のカ
テゴリーのスコアリングによる総合評価（最高 110 点）。各カテゴリーの必須条件を満たしたうえで加点を積み上げて
いき、累計ポイントによって標準認証（同 40～49）／Silver（同 50～59）／ Gold （同 60～79）／ Platinum（同
80 以上）のいずれかが決まる。米国の建築物省エネ基準にあたる ASHRAE Standard 90.1–2010（v4.1 で 2016 に更新
予定）または USGBC が承認する同様の基準をベースラインとする。評価基準の更新にあわせてエネルギー性能の必須
条件を厳格化する方向にある。
DBJ Green Building 認証
概要：DBJ Green Building 認証は 2011 年に日本政策投資銀行（DBJ）が創設した日本のグリーンビルディング認証。
建築物の環境性能と社会的機能の双方からの総合評価。DBJ が制度全体を統括し、不動産鑑定の専門家である日本不動
産研究所（JREI）が認証を実施する。専門家による実査やインタビューによる審査がプロセスに組み込まれている。
特徴：省エネ・省資源といった環境性能（配点割合で約 40%）に加え、利用者の快適性（約 20%）、危機に対する対応
力（約 15%）、多様性・周辺環境への配慮（約 15%）、ステークホルダーとの協働（約 10%）の 5 つのカテゴリーから
建築物における「環境・社会への配慮」を 5 段階評価。5 つ星で国内トップクラス、4 つ星で極めて優れている、3 つ星
で非常に優れているとされる。社会面の配点も高いのが特徴。
BELS
概要：BELS（建築物省エネルギー性能表示制度：Building-Housing Energy-efficiency Labeling System）は一次エネ
ルギー消費量もしくは BEI の値により住宅・建築物の省エネ性能（設計性能）を的確に評価・表示を行うための制度。
国土交通省の「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」に基づき、一般社団法人住宅性能評価・表示協会に登
録する BELS 評価機関が第三者認証を実施する。米国の ENERGY STAR や欧州の EPC と同種の省エネ性能特化型のグ
リーンビルディング認証で 2014 年に開始。
特徴：建築物の BEI に応じて星の数で 5 段階評価する。住宅・非住宅とも BEI が省エネ基準相当の場合で 2 つ星、誘導
基準を満たす場合 3 つ星以上となる。建物全体の評価だけでなくテナント単位や共同住宅の住戸単位の評価取得も可能
である。
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総括︓調達資金の使途は、清水建設が手掛けるスマートシティ「ミチノテラス豊洲」（2022 年春全体開業予
定）の施設整備費及びデータプラットフォーム等の構築費である。ミチノテラス豊洲は、2 棟の建物とそれ
を繋ぐデッキにより構成され、建物には、建物運用の DX（デジタルトランスフォーメーション）を支援す
る、建物オペレーションシステム「DX-Core」を実装することで、
「誰もが快適で活力に満ちた QOL（Quality
of Life）の高いまちづくり」の実現に貢献する。交通広場デッキは、日本初の都市型道の駅「豊洲 MiCHi の
駅」として、地域の賑わい創出と防災拠点の機能も併せ持ち、交通拠点機能の強化、防災性の確保、共生社
会の実現、社会的障壁の除去といった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
は「自然災害時の罹災者を含むその他の弱者グループ」を対象とした「手ごろな価格の基本的インフラ設備」、
「障がい者を含む一般の人々」を対象とした「社会経済的向上とエンパワーメント」に該当する。2 棟の建物
のうちオフィス棟（MEBKS 豊洲）は、防災拠点としての機能を有し、備蓄品の常設や一時避難・待機スペ
ースの確保、非常用電源の設置などは、非常時においてあらゆる人々が安全な施設内での待機を可能として
いる。これらは地域の帰宅困難者対策に資するものであり、ポジティブな社会的成果が見込める。事業区分
は「自然災害時の罹災者を含むその他の弱者グループ」を対象とした「手ごろな価格の基本的インフラ設備」
に該当する。また、MEBKS 豊洲は、優れた環境性能から ZEB Ready と CASBEE S ランクの評価を取得し
ているほか、地域におけるエネルギー利用の効率化や災害レジリエンスの向上にも寄与する。ネガティブな
影響にも配慮がなされており、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。

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


清水建設は社是である「論語と算盤」を基本とした経営を実践している。経営理念には「真摯な姿勢と
絶えざる革新志向により社会の期待を超える価値を創造し持続可能な未来づくりに貢献する」を掲げる。
清水建設によれば、
「創業者初代清水喜助が目指した誠心誠意心を込めて仕事に取り組む“誠実なものづ
くりに対する高い志”と、時代を先取りしチャレンジしていく“進取の精神”を守り受け継ぎながら、
210 年以上にわたりお客様の期待を超える価値を提供してきた。」
（シミズコーポレートレポート 2021
より）とされる。



2019 年 5 月、清水建設はシミズグループ長期ビジョン「SHIMZ VISION 2030」を公表、2030 年に目
指す姿を「スマートイノベーションカンパニー」として描いた。
「シミズグループは、建設事業の枠を超
えた不断の自己変革と挑戦、多様なパートナーとの共創を通じて、時代を先取りする価値を創造（スマ
ート イノベーション）し、人々が豊かさと幸福を実感できる、持続可能な未来社会の実現に貢献します。
」
としている。



2021 年 7 月、清水建設は「中期デジタル戦略 2020」に基づくデジタル化コンセプトを公表15。清水建
設が目指すゼネコン像を「デジタルゼネコン」と定義している。3 つの柱（
「ものづくりをデジタルで」、
「ものづくりを支えるデジタル」
、
「デジタルな空間・サービスを提供」
）の推進・実現に向けたデジタル
化戦略を打ち出している。中でも「デジタルな空間・サービスを提供」では、建物 OS「DX-Core」を介
してさまざまなデジタルサービスを提供、さらに都市 OS との連携で都市・建物デジタルツインに活用
し、スマートシティの実現に寄与することを目指している。



適格プロジェクト（ミチノテラス豊洲）は、清水建設が手掛けるスマートシティであり、SHIMZ VISION
2030 に掲げる「スマートイノベーションカンパニー」の実現に向けた取り組みの中で、都市・建物デジ
タルツインの活用により実施するプロジェクトであり、清水建設は適格プロジェクトが想定する環境・
社会面の便益をフレームワークに記載し投資家に開示している。

15
2021 年 6 月、清水建設は経済産業省と東京証券取引所より「デジタルトランスフォーメーション銘柄 2021（DX
銘柄 2021）」に選定された。
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■SHIMZ VISION 2030（⻑期ビジョン）

[出所：清水建設ウェブサイト]
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■中期デジタル戦略 2020

[出所：清水建設ウェブサイト]

■デジタル化コンセプト「デジタルな空間・サービスを提供」の概要

[出所：シミズ コーポレートレポート 2021]
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(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準


今般のサステナビリティボンドの調達資金の使途は、2019 年 5 月に国土交通省スマートシティモデ
ル事業において、先行モデルプロジェクトとして選定された、清水建設が手掛けるスマートシティ
「ミチノテラス豊洲」
（2022 年春全体開業予定）の施設整備費及びデータプラットフォームやサー
ビスアプリケーションの構築費である。



グリーン適格クライテリアでは国内で広く活用されているグリーンビルディング認証を判断基準とし
て参照しており、妥当な水準の環境改善効果を担保している。ソーシャル適格クライテリアではソーシ
ャルボンドガイドラインを参照して日本で期待される社会的成果や対象となる人々を特定している。



環境・社会面のリスク低減措置として以下の事項への対応を確認している。
環境・社会⾯のリスク低減措置︓
・対象街区所在の国・地⽅⾃治体にて求められる環境関連法令等の遵守と、
必要に応じた環境への影響調査の実施
・事業実施にあたり地域住⺠への⼗分な説明の実施
・調達ガイドラインに沿った資材調達、環境負荷物質への対応、廃棄物管理の実施

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を⾏う際のプロセス


適格プロジェクトは清水建設の財務部が社内関係部署と協議のうえ、財務担当執行役員が決定する。評
価・選定に際しては国内外で普及しているグリーンビルディング認証制度やソーシャルボンドガイドラ
インを参照する。

総括︓ミチノテラス豊洲は、清水建設が手掛けるスマートシティであり、SHIMZ VISION 2030 に掲げる「ス
マートイノベーションカンパニー」の実現に向けた取り組みの一つである。今般のサステナビリティボンド
は、環境に配慮した建物と都市・建物デジタルツインを活用した社会課題の解決により、SDGs への貢献及
び ESG 経営の推進を目的とした資金調達として位置付けられる。評価・選定に際しては国内外で普及してい
るグリーンビルディング認証制度やソーシャルボンドガイドラインを参照する。環境・社会面のリスク低減
措置として定める事項に対応していることを確認する。適格プロジェクトは清水建設の財務部が社内関係部
署と協議のうえ、財務担当執行役員が決定する。プロジェクトの評価・選定は妥当な内部プロセスを経てい
る。
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3. 調達資⾦の管理


サステナビリティボンド発行による手取金の充当及び管理は、清水建設の財務部が行う。



調達資金は借入金の返済資金に全額充当するため、原則として未充当金は発生しない予定であるものの、
充当時期の遅れから未充当期間が発生する場合は現金及び現金同等物にて未充当金を管理する。その他
の事由により未充当金が発生することが明らかになった場合は、プロジェクトの評価と選定のプロセス
に従い、適格クライテリアを満たす他のプロジェクトを選定し充当する。



資金充当が完了した後も当初の想定と異なる事象や売却の事態が生じた場合、当該事象および未充当資
金の発生状況に関し、清水建設のウェブサイトで速やかに開示する。

総括︓サステナビリティボンド発行による手取金の充当及び管理は、清水建設の財務部が行う。調達資金は
借入金の返済資金に全額充当するため、原則として未充当金は発生しない予定であるものの、充当時期の遅
れから未充当期間が発生する場合は現金及び現金同等物にて未充当金を管理する。その他の事由により未充
当金が発生することが明らかになった場合は、プロジェクトの評価と選定のプロセスに従い、適格クライテ
リアを満たす他のプロジェクトを選定し充当する。調達資金の管理は妥当である。

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

開⽰⽅法

資⾦充当状況
環境改善効果・社会的成果

・調達資⾦を充当したプロジェクトのリスト
・各プロジェクトの概要（進捗状況を含む）
・サステナビリティボンドによる資⾦調達額、充当額及び未充当
額、リファイナンスの割合

年次（初回のみ） ウェブサイト

【ミチノテラス豊洲 DX 基盤（建物 OS）の社会実装化】
アウトプット︓DX 基盤（建物 OS）の社会実装化の概要
アウトカム︓DX 基盤（建物 OS）関連アプリケーションの実装
実績
インパクト︓DX 基盤（建物 OS）社会実装化を通じた、豊洲スマ
ートシティの実現

年次（サステナビ
リティボンドの
償還まで）

【ミチノテラス豊洲 帰宅困難者待機スペース、防災⽤備蓄品
（⾷糧等）】
アウトプット︓帰宅困難者の受け⼊れスペース概要／防災⽤備蓄
倉庫の概要
アウトカム︓帰宅困難者の受け⼊れ可能⼈数／防災⽤備蓄倉庫の
備蓄状況／停電時の緊急⽤電源の設置状況
インパクト︓災害発⽣時における防災拠点としての機能確保

22/24

同上

セカンドオピニオン

【ミチノテラス豊洲 交通広場デッキ（豊洲 MiCHi の駅）】
アウトプット︓バリアフリーな歩⾏者ネットワークの概要／交通
広場デッキ（豊洲 MiCHi の駅）の概要
アウトカム︓エスカレーター、エレベーター等のバリアフリー
施設の数
インパクト︓障がい者に配慮した各種バリアフリー施設の実装

【ミチノテラス豊洲 オフィス棟（MEBKS 豊洲）】
アウトプット︓オフィス棟の竣⼯／取得済みの認証
アウトカム︓オフィス棟における省エネ設備による電⼒消費
削減量／オフィス棟における CO2 排出削減量
インパクト︓環境性能の⾼いグリーンビルディングの建築を通じ
た「脱炭素社会の実現」に貢献



資金充当状況のレポーティングは債券単位で実施する。



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。

(2) 環境改善効果・社会的成果に係る指標、算定⽅法等


インパクト・レポーティングはサステナビリティボンドの償還まで年次で実施する。



グリーン適格プロジェクトのインパクト・レポーティングはオフィス棟（MEBKS 豊洲）の電力消費削
減量や CO2 排出削減量といった定量的な指標を採用し、比較可能な情報としてグリーンビルディング認
証の取得レベルを開示する。



ソーシャル適格プロジェクトのインパクト・レポーティングは期待される社会的便益をアウトプット、
アウトカム、インパクトの別に開示する。

総括︓資金充当状況のレポーティングは債券単位で実施する。インパクト・レポーティングはサステナビリ
ティボンドの償還まで年次で実施する。グリーンビルディングについてはオフィス棟（MEBKS 豊洲）の電
力消費削減量や CO2 排出削減量といった定量的な指標を採用し、認証の取得レベルを開示する。ソーシャル
適格プロジェクトは期待される社会的便益をアウトプット、アウトカム、インパクトの別に開示する。レポ
ーティングの内容は妥当である。

以

23/24

上

セカンドオピニオン

【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。
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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：清水建設株式会社
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）：清水建設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 11 月 15 日
レビュー発表日：2021 年 11 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＞
2021 年 11 月に策定された清水建設サステナビリティボンド・フレームワークが国際資本市場協
会の「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」、環境省の「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」及び金融庁の「ソー
シャルボンドガイドライン 2021 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

☐

資源循環型の商品、生産技術及びプロセ
ス、認証付きの高環境効率商品

☒

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）:
障がい者を含む一般の人々

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

☒

☒

☐

3/7

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）：既存の投資に
充当

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

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）：
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・調達資⾦を充当したプロジェクトのリスト
・各プロジェクトの概要（進捗状況を含む）
・サステナビリティボンドによる資⾦調達額、
未充当額、リファイナンスの割合

頻度：
☒ 年次

☐

半年に一度

☐ 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：

☒ 対象とする人々

☒

その他 ESG 指標（明記ください）：
【ミチノテラス豊洲 DX 基盤（建物 OS）の社会実装
化】
アウトプット︓DX 基盤（建物 OS）の社会実装化の
概要
アウトカム︓DX 基盤（建物 OS）関連
アプリケーションの実装実績
インパクト︓DX 基盤（建物 OS）社会実装化を通じた、
豊洲スマートシティの実現
【ミチノテラス豊洲 帰宅困難者待機スペース、防災
⽤備蓄品（⾷糧等）】
アウトプット︓帰宅困難者の受け⼊れスペース概要／
防災⽤備蓄倉庫の概要
アウトカム︓帰宅困難者の受け⼊れ可能⼈数／防災⽤
備蓄倉庫の備蓄状況／停電時の緊急⽤電
源の設置状況
インパクト︓災害発⽣時における防災拠点としての
機能確保
【ミチノテラス豊洲 交通広場デッキ（豊洲 MiCHi の
駅）】
アウトプット︓バリアフリーな歩⾏者ネットワークの
概要／交通広場デッキ（豊洲 MiCHi の
駅）の概要
アウトカム︓エスカレーター、エレベーター等の
バリアフリー施設の数
インパクト︓障がい者に配慮した各種バリアフリー
施設の実装
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【ミチノテラス豊洲 オフィス棟（MEBKS 豊洲）
】
アウトプット︓オフィス棟の竣⼯／取得済みの認証
アウトカム︓オフィス棟における省エネ設備による
電⼒消費削減量／オフィス棟における
CO2 排出削減量
インパクト︓環境性能の⾼いグリーンビルディングの
建築を通じた「脱炭素社会の実現」
に貢献

開示方法
☐

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）： ウェブサイト

☐

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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