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圭介

格付投資情報センター（R&I）は、2022 年 2 月 10 日に公表された鹿島建設の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「グリーンボンド原則 2021」
（GBP2021）、
「ソーシャルボンド原則 2021」
（SBP2021）及び「サステナビリティボンド・ガイドライン 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」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
サステナビリティボンドの調達資金は、グリーン適格プロジェクトとして SEP（自己昇降式作業台）
型多目的起重機船（SEP 船）の建造及び The GEAR の建設、ソーシャル適格プロジェクトとして The
GEAR において推進する R&D に要する施設・機器の設置購入に充当される。
SEP 船は台船を海面上から上昇させてクレーン、杭打ち等を行うための海上作業船である。本 SEP 船
は五洋建設、鹿島建設、寄神建設の 3 社で共同開発が進められており、稼働開始後（2023 年 4 月予定）
は上記 3 社の共同出資会社にて保有し、日本国内で洋上風力発電の建設に用いられる予定である。曳航
式で洋上風車及びその基礎構造の大型化に対応して 1,600t 吊全旋回式クレーンを搭載し、10～14MW
クラスの洋上風力発電施設を効率的に建設することが可能である。日本のカーボンニュートラルに向け
て洋上風力発電は再生可能エネルギーの主力電源化の切り札に位置付けられ、その建設にあたっては海
上作業を行う SEP 船が必要であり、本 SEP 船によって建設された洋上風力発電が運転開始することに
よって環境改善効果（CO2 削減）が見込まれる。なお、SEP 船が仮に洋上風力発電の建設以外の用途で
使用された場合には想定した環境改善効果が発現しないが、日本において洋上風力発電の建設が今後本
格的に進められていく点、本 SEP 船は曳航式（非自航）であり日本国内を拠点に活動することから海洋
での石油・ガス開発に使用される蓋然性は低い点等を踏まえると、本 SEP 船が洋上風力発電の建設以外
にも転用される可能性は十分に低いと考えられる。
The GEAR はシンガポールのチャンギビジネスパークに建設中の鹿島自社オフィス／研究施設である。
2023 年竣工予定で、現地の政府機関や大学、外部企業等とのオープンイノベーションを推進しつつ、グ
ローバルな社会課題の解決を目指した R&D 活動を実施する計画である。具体的には先進的なデジタル・
ロボット化施工技術の開発のほか、IT を利用して省エネルギーと快適性の両立を図ることをコンセプト
としたサステナビリティ技術とスマートウェルネス技術の開発に取り組むとしている。主な環境認証と
して、Green Mark 認証（Platinum）／Super Low Energy Building（SLE）、WELL 認証（Platinum）、
Green Mark for Healthier Workplaces を取得予定である。SLE はシンガポールにおける標準的なビル
から 40%以上の省エネルギーを実現するものであり、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。また、当該プロジェクトは SBP2021 に例示される事業区分「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」に該当する。The GEAR での R&D 推進活動を通じ
て、新型コロナウイルスへの対応を踏まえた建設物のあり方を検討することに加えて、働きやすいオフ
ィスの整備や建設業従事者等を対象とした労働安全衛生の向上に寄与することが期待できる。
以上に加えて、建設・運営等において環境・社会への影響に対する配慮がなされており、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
本プロジェクトは鹿島建設が掲げるマテリアリティのうち、
「新たなニーズに応える機能的な都市・地
域・産業基盤の構築」、「安全・安心を支える防災技術・サービスの提供」、「脱炭素社会移行への積極的
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な貢献」、「たゆまぬ技術革新と鹿島品質へのこだわり」及び「人とパートナーシップを重視したものづ
くり」に合致しており、鹿島建設が目指す社会的課題解決に寄与すると考えられる。プロジェクトの評
価・選定については、財務本部及び経営企画部、技術研究所、土木管理本部、建築管理本部、建築設計
本部、環境本部、海外事業本部が、鹿島建設グループの方針との整合性や、環境ビジョン「トリプル
Zero2050」、ターゲット 2030 への貢献度、鹿島スタイルのスマート・ウェルネス・サステナビリティを
コンセプトとした取り組みへの貢献度を協議した上で、適格クライテリアに適合する充当対象プロジェ
クトを選定し、代表取締役社長が最終的に承認する組織的な選定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妥当であると判断した。
(3)調達資金の管理
調達された資金の充当と管理は財務本部資金部が行う。資金部にて、適格プロジェクトの予算と実際
の支出を四半期単位で管理する社内ファイルシステムを使用し、調達資金の充当額及び未充当額が確実
に追跡される。調達資金は発行から 3 年以内に全額充当予定である。適格プロジェクトに充当されるま
での間、現金または現金同等物で管理される。調達資金の管理は妥当な内容であると判断した。
(4)レポーティング
調達資金が全額適格プロジェクトに充当されるまで、調達資金の充当状況を示すレポートがウェブサ
イトに年 1 回公表される予定である。加えてサステナビリティボンドの償還までの間、当該レポートに
おいて適格プロジェクトに関連する指標をインパクトレポーティングとして公表する予定である。レポ
ーティングは妥当な内容であると判断した。
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発行体の概要
1840 年に江戸中橋正木町で町方大工として創業した鹿島建設は、19 世紀後半から鉄道建設や水力発電所
の土木工事といった公共分野にも展開し日本の近代化を支えた。戦後から高度経済成長期にかけては経済復
興の象徴となる数多くの実績を残した後、20 世紀後半からは大規模な複合開発や海外プロジェクトにも領域
を広げ、リーディングカンパニーとしての現在の事業基盤を確立した。鹿島グループは連結従業員数 18,905
名（2021 年 3 月末現在）を抱え、国内 95 社と海外 166 社のグループ会社で構成されており、建設事業、開
発事業、設計・エンジニアリング事業等を営んでいる。優れた技術力と豊富な実績を背景に、建築・土木と
も受注基盤は強く、とりわけ土木の国内完成工事高ではトップもしくはそれに次ぐ地位を占める。
鹿島建設は「全社一体となって、科学的合理主義と人道主義に基づく創造的な進歩と発展を図り、社業の
発展を通じて社会に貢献する。
」ことを経営理念に掲げている。社会が持続的に発展することを考慮に入れて
特定した事業上の重要課題（マテリアリティ）の 1 つに、
「脱炭素社会移行への積極的な貢献」を挙げる。環
境面に関しては「鹿島は“100 年をつくる会社”として、長期的な環境ビジョンを全社で共有し、環境保全
と経済活動が両立する持続可能な社会を目指す。
」との環境方針にもとづき、2050 年までに達成すべき将来
像である鹿島環境ビジョン：トリプル Zero2050（「Zero Carbon」／「Zero Waste」／「Zero Impact」）を
共有している。また中期経営計画（2021～2023 年）策定に併せて、トリプル Zero2050 における CO2 削減
目標を見直し、新たな CO2 排出量削減目標として、2013 年度比で 2030 年度に▲50％、2050 年度にカーボ
ンニュートラル（▲100％）を設定した。加えて中期経営計画期間中の SBT 取得を目指している。
鹿島建設は、環境方針との整合性や環境目標への貢献度を勘案したうえで本件プロジェクトを選定し、サ
ステナビリティボンドを発行する予定である。これに先立ち、鹿島建設はグリーンボンド原則（Green Bond
Principles）およびソーシャルボンド原則（Social Bond Principles）が定める要件に適合するサステナビリ
ティボンドフレームワークを策定した。

[出所：鹿島建設 HP]
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[出所：鹿島統合報告書 2021]

[出所：鹿島建設 HP]
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1. 調達資金の使途


対象プロジェクト



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全額充当される予定である。

事業カテゴリー1

対象事業

グリーン

ソーシャル

1

SEP（自己昇降式作業台）型多目的起重
機船（SEP 船）の建造

再生可能エネルギー

－

２

The GEAR の建設

グリーンビルディング

－

－

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

The GEAR において推進する R&D に要
3
する施設・機器の設置購入

SEP 型多目的起重機船（SEP 船）について
本 SEP 船は、五洋建設株式会社、鹿島建設株式会社、寄神建設株式会社の 3 社が 10～14MW クラスの
着床式洋上風力発電施設の基礎及び風車の建設用に共同で建造することを決定したものである。2020 年 10
月から建造を進めており、完成・引き渡しは 2022 年 9 月、稼働開始は 2023 年 4 月を予定している。稼働
開始後は、上記 3 社共同出資の会社にて保有し、専ら洋上風力発電設備の建設に用いられる予定。主な特徴
は以下の通り。

名

称

SEP（自己昇降式作業台）型多目的起重機船

投 資 額

約 185 億円（鹿島建設持分 約 55 億円）

完成時期

2022 年 9 月（稼働開始：2023 年 4 月）（予定）

設計・建造

基 本 設 計：GustoMSC 社（オランダ）
建

造：PaxOcean Engineering 社（シンガポール）

主 ク レ ー ン：Huisman 社（オランダ）
稼働予定期間

12 年間

稼働予定場所

日本国内

特

徴

①船体をジャッキアップすることにより、気象・海象条件の厳しい海域で
も、安全性、稼働率、精度の高いクレーン作業が可能。特に大水深（水
深 50m）での作業が可能。

1 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。
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②1,600t 吊の全旋回式クレーンを搭載しており、10～14MW クラスの風車
の設置、モノパイルやジャケット等の基礎の施工が可能。
③広いデッキスペースと十分なジャッキ能力を備えており、10～14MW クラ
スの風車を複数基搭載して運搬することが可能で、効率的な施工が可能。
④ダイナミックポジショニングシステム（DPS）により船体の位置保持が可
能で、ジャッキアップ時の位置決め時間を短縮。

新 SEP 船のイメージ図

The GEAR について
鹿島建設は、アジア最大のハブ空港であるチャンギ国際空港から車で 5 分という利便性の高いチャンギビ
ジネスパーク内に、オフィスと研究施設を兼備した延床面積約 13,000 ㎡の建物（The GEAR）を建設し、運
営する。鹿島建設のアジア開発事業統括会社であるカジマ・デベロップメント社はこれをシンガポール経済
開発庁（EDB）に提案、同国経済への貢献、雇用創出、直接投資、技術開発による産業への貢献といった観
点での EDB の審査を経た後、同パークを開発・運営する JTC Corporation2の推薦を受け、土地取得に至っ
た開発事業である。
開発にあたっては、設計・施工・維持管理のすべてのフェーズに日本で培った技術を盛り込むことで、成
長を続けるアジア・太平洋地域の人材・企業・投資家・政府に対して、グループの持つ先進的な施工技術・
施設運営のノウハウを、具現化して提供する場としている。
The GEAR では、現地の政府機関や大学、外部企業等とのオープンイノベーションを推進しつつ、グロー
バルな社会課題解決を目指した R&D 活動を実施する計画である。具体的には先進的なデジタル・ロボット
化施工技術の開発のほか、IT を利用して省エネルギーと快適性の両立を図ることをコンセプトとしたサステ
ナビリティ技術とスマートウェルネス技術の開発に取り組む計画である。

2

シンガポールにおけるインフラ・産業整備の開発計画、管理を行う機関。
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The GEAR 外観パース

The GEAR 東面パース
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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 グリーン適格プロジェクト:SEP（自己昇降式作業台）型多目的起重機船（SEP 船）の建造
事業区分:再生可能エネルギー


事業概要：サステナビリティボンドの調達資金から SEP 船の建造費に充当される。稼働開始後は専ら
洋上風力発電設備の建設に用いられる予定。
洋上風力発電は、温室効果ガスを排出しないため、地球温暖化対策として有効であるとともに国内のエ
ネルギー源を活用できることから、エネルギー安全保障（エネルギー自給率の向上）や地域経済の活性
化のためにも重要と考えられる。四方を海で囲まれた日本では、洋上風力発電に適した場所が多くあり、
陸上よりも安定した風が吹くため、効率的に発電を行うことができる。再生可能エネルギーの主力電源
化に向けた取組みが鋭意各方面において進められており、その中でも洋上風力発電は特に注目され、導
入拡大が期待されている。
日本における洋上風力発電プロジェクトは、港湾区域に引き続き一般海域においても洋上風力発電の開
発を促進する法律3（再エネ海域利用法）が整備され、全国各地で取り組みが本格化している。洋上風力
発電設備の設置に当たっては海上での施工となるため、海底に着床した脚によりプラットフォームを安
定させ、波浪下においても安定したクレーン作業が可能となる SEP 型多目的起重機船（SEP 船）の活
用が有効である。



環境改善効果：本 SEP 船は、「安全かつ高効率な施工」ならびに「リーズナブルな建設コスト」の実現
を通じて、日本の洋上風力発電の普及・推進に大きく貢献すると考えられる。また、本 SEP 船により洋
上風力発電設備の建造が行われ、商業運転が開始されることによって、CO2 排出削減などの環境改善効
果が発現することから、将来的な本 SEP 船による環境改善効果が大きく期待できる。



ネガティブな影響への配慮：化石燃料の消費による CO2、SOx、NOx の排出、化石燃料や油等が漏洩
した場合の海洋汚染、船内の活動による廃棄物の発生が一般的に挙げられる。
鹿島建設によると、船内の設備は、搭載されているディーゼル発電機の電力により稼働し、ディーゼ
ル発電機に使用される化石燃料は A 重油である。10MW 風車を 25 基、年間稼働日数を 230 日程度と想
定した場合、A 重油の年間消費量は約 3,000kl（主に作業時，自動船位保持時，ジャッキアップ時，スタ
ンバイ時に消費される）と推定される。また、本 SEP 船は曳航式であり、移動には曳航船が必要とな
り、曳航船に使用される化石燃料も同じく A 重油である。SEP 船と同条件での年間稼働を想定した場
合、その年間消費量は約 700kl （主に作業時，スタンバイ時に消費される）と推定され、SEP 船と併せ
ると年間の A 重油消費量は、合計約 3,700kl となる。この数値に温室効果ガス排出量算定・報告・公表
制度に基づく A 重油の排出係数 2.71t-CO2/kl を乗じると、年間 CO2 排出量は約 10,000t-CO2 が見込
まれる。
一方、SEP 船により洋上風車が建設され、その発電電力が既存電力を代替することにより CO2 排出
量の削減効果が期待できる。本 SEP 船は 10MW～14MW 級の洋上風車の建設を想定していることか
ら、10MW（10,000kW）の洋上風車 1 基の年間 CO2 削減効果を概算で算出した場合、設備利用率を

30% と す る と 10,000kW の 洋 上 風 車 1 基 の 年 間 発 電 量 は 10,000kW × 8,760h × 0.3 ＝
26,280,000kWh となる。 これに令和 元年 度の電気事業 者別排出係数の全国平均係数 0.000445tCO2/kWh を乗じると、年間 CO2 削減量は約 11,694.6t-CO2 となる。一般的に１つの洋上風力発電所
につき数十本の風車が建設されること、また SEP 船が一年間で複数の発電所の建設のために使用され
る可能性があることを考えると、建設した洋上風力発電所による CO2 削減量に比べ、SEP 船および曳
航船による CO2 排出量ははるかに少ないと考えられる。
化石燃料である A 重油の消費により、CO2 以外に SOx、NOx の排出も考えられる。SOx について
3

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（再エネ海域利用法）
。海外でコスト低
下が進み、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担抑制を両立する観点から重要な洋上風力発電が、①海域の
占用に関する統一的なルールがない、②先行利用者との調整の枠組みが存在しない、という課題により導入が進んで
いなかったことを受け、これらの課題の解決に向け成立した法律。
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は、MARPOL 条約（1973 年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する 1978 年の議定書によ
って修正された同条約を改正する 1997 年の議定書）附属書Ⅵ第 14 規則で定められている硫黄酸化物
及び粒子状物質料規制に準拠して対応するとしている。NOx については、MARPOL 条約付属書Ⅵ第 13
規則に定める窒素酸化物規則の Tier II（2 次規制）に対応したディーゼル発電機を採用することとして
いる。このように、SOx、NOx の排出についても、国際的な規制に則った対策を講じていく。
加えて、ディーゼル発電機の燃料には A 重油が、油圧装置には油圧作動油が使用されていることから、
油の漏洩により海洋汚染を引き起こす可能性が考えられる。その対策としては、燃料油タンクの周囲を
二重船体とし、上甲板の全周囲には高さ約 75mm の、燃料補給管接続部の付近には高さ約 300mm の垂
直鋼板壁（コーミング）を設けることとしている。また船内にデッキドレインタンクを設けており、燃
料や機器の油が甲板上に広がった場合には、そのタンクに導くことができるように配管を装備すること
によって、油等の海洋への漏洩対策を適切に講じている。
船上作業においては、クレーン、ダイナミックポジショニングシステム（自動船位保持システム）等、
付随する設備稼働の動力として化石燃料を使用するものの、最新の設備を用いるため化石燃料の使用は
最小限に抑えられる見込みである。また、廃油や作業員に由来する生活ごみ等の廃棄物が発生すること
が考えられるが、これらは陸揚げされたあと産業廃棄物として処理される計画とするため、SEP 船の運
用に伴って発生する廃棄物についても適切に処理される見込みである。
＜適格プロジェクトの評価＞
風力発電事業は再生可能エネルギー発電事業であり、地球温暖化の緩和に資する事業と考えられる。
日本では陸上風力発電の導入可能地域が限定的である一方、海に囲まれた島国であるため洋上風力発電
の導入ポテンシャルが大きいと見込まれている。足許では再エネ海域利用法に基づき、「秋田県能代市、
三種町及び男鹿市沖」
、
「秋田県由利本荘市沖（北側・南側）」、
「千葉県銚子市沖」が「海洋再生可能エネ
ルギー発電設備整備促進区域」として指定され、運営事業者の選定がなされている。政府が閣議決定し
た第 6 次エネルギー基本計画において国民負担の抑制と地域との共生を図りながら、中長期的に再エネ
の主力電源化に向けて最優先に取り組む方針が示されている。その中で洋上風力発電は、
「大量導入やコ
スト低減が可能であるとともに、経済波及効果が期待されることから、再生可能エネルギーの主力電源
化に向けた切り札」に挙げられている。実際、日本政府は 2030 年までに約 1,000 万 kw（約 10GW）、
2040 年までに約 3,000～約 4,500 万 kw（約 30～40GW）の洋上風力発電を導入する目標を立てており、
一般社団法人日本風力発電協会（JWPA）の資料4によると、約 18.2GW（41 件）の洋上風力発電が 2031
年度までに運転開始する予定で開発等が進められている状況である。

[出所：経済産業省

4

第2回

洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会]

第 28 回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2021 年 3 月 15 日） p.6
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洋上風力発電の建設にあたっては、台船を海面上から上昇させてクレーン、杭打ち等の海上作業を行
う SEP 船が必要である。本 SEP 船は日本国内で洋上風力発電の建設に用いられる予定であり、日本の
カーボンニュートラルを見据えた洋上風力発電の拡大に不可欠なものである。本 SEP 船によって建設さ
れた洋上風力発電が運転開始することによって、将来的に環境改善効果（CO2 削減）が見込まれる。な
お、SEP 船が仮に洋上風力発電の建設以外の用途で使用された場合には環境改善効果が発現しないが、
日本において洋上風力発電の建設が今後本格的に進められていく点、本 SEP 船は曳航式（非自航）であ
り日本国内を拠点に活動することから海洋での石油・ガス開発に使用される蓋然性は低い点等を踏まえ
ると、本 SEP 船が洋上風力発電の建設以外にも転用される可能性は十分に低いと考えられる。
環境への影響については、SEP 船の稼働に伴う CO2 排出量は、建設する洋上風力発電の発電による
CO2 削減効果を大きく下回ると見込まれ、全体としては CO2 削減に寄与しうると判断した。
また、SOx、
NOx への対応や海洋汚染防止策が適切に講じられていることを確認した。
＜SDGs への貢献＞

SDGs の観点では、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。」、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。」、12.2「2030 年までに天然資源の持続可能な管理
及び効率的な利⽤を達成する」、13.1「すべての国々において、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。」に貢献すると考えられる。

② グリーン適格プロジェクト:The GEAR の建設
事業区分:グリーンビルディング

建物名

The GEAR
（Kajima Lab for Global Engineering, Architecture & Real Estate）

計画地

シンガポール共和国

チャンギビジネスパーク

主要用途

オフィス、研究施設

敷地面積

5,235 ㎡

延床面積

13,087 ㎡

構造

RC 造

階数

地下 1 階、地上 6 階

設計

鹿島建設株式会社

施工

Kajima Overseas Asia (Singapore) Pte. Ltd.

着工

2020 年 12 月

竣工

2023 年（予定）
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主な環境への配慮

①地域冷房システムによる環境負荷の低減
②放射パネルとダクトレス空調のハイブリッドによる省エネで快適性の
高い空調システムの導入及び高効率ファンの採用
③AI を用いた人流解析による効率的な空調と照明制御の実現
④日射遮蔽を考慮したファサード設計による建物熱負荷軽減
⑤太陽光発電システムと屋上緑化の融合による省エネとヒートアイランド
抑制への貢献
⑥雨水利用と自動灌水システムを採用した屋上緑化による水資源の
使用量削減
⑦雨水一時貯留設備による都市洪水緩和への寄与
⑧保水性舗装による路面温度低減とヒートアイランド緩和への貢献
⑨半屋外空間を利用した多様なワークスペースの提供と省エネ化への貢献
⑩室内及び半屋外空間の緑化を中心としたバイオフィリックデザインに
よる快適な空間の提供
⑪建物管理情報を蓄積・分析するスマート BM やデジタルツインセンターに
よる建築環境、エネルギー消費、メンテナンスの可視化と建物管理の効率化
の実現

主な環境認証等

・Green Mark

Platinum（プラチナ）

・Green Mark

Super Low Energy Building (SLE) 認証取得目標

認証取得目標 （※1）

・Green Mark for Healthier Workplaces 認証取得目標 （※2）
・WELL Platinum（プラチナ）

認証取得目標（※3）

＊Green Mark：シンガポール共和国における建物総合環境性能評価システム
日本の CASBEE、米国の LEED に相当

※1：Green Mark について
2005 年にシンガポールの建築建設庁 BCA (Building and Construction Authority)が開発したグリー
ンビルディング認証。LEED をベースに熱帯性気候にあったクライテリアにカスタマイズしたもので、シ
ンガポール本国では延床面積 2,000 ㎡以上の建築物の環境性能に一定基準の適合義務を課すなど建築行
政での活用が進んでいる。評価方式は、気候に適した設計（最大ポイント 30）、エネルギー効率（同 30）、
資源管理（同 30）、スマートビル・健康（同 30）
、先進的な取り組み（ボーナスポイントとして最大 20）
の 5 カテゴリーからなる総合評価となっている。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 Gold（同 50 超～59）／ Gold +（同 60～69）／ Platinum（同 70
以上）のいずれかが決まる。
また、省エネ性能において、Platinum の要件をさらに上回るビル開発を推進するため、省エネ性能認
証制度、Super Low Energy Programme が設定されており、標準ビルから 40%以上の省エネを実現する
Super Low Energy (SLE)／100%を実現する Zero Energy (ZE)／100%以上を実現する Positive Energy
(PE)のランクがある。
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[出所：Green Mark SLE(Super Low Energy Buildings)]
※2：Green Mark for Healthier Workplaces について
グリーンビルディングであることに加えて、より健康な建物が求められる世界的な趨勢を受け、2018 年
にシンガポールの建築建設庁 BCA (Building and Construction Authority) が健康促進局 HPB (Health
Promotion Board)と共同で開発したグリーンビルディング認証。
正式名称は BCA-HPB Green Mark for Healthier Workplaces Scheme（略称 GM HW）。通常の Green
Mark 認証と比較して、室内環境の質、建物の居住者にとっての健康性、快適性、ウェルビーングという
観点がより重視されている。Green Mark for Healthier Workplaces を取得するためには Green Mark 取
得とともに、グリーンに関連する要求項目 25 ポイント、健康他に関する要求項目で 25 ポイント以上取得
する必要がある。Green Mark for Healthier Workplaces 自体にはクラス分けはない。具体的な内容につ
いては、以下の BCA のホームページで紹介されている。
https://www.bca.gov.sg/GreenMark/GM_Healthier_Workplaces.html
https://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/GM_HW_2018.pdf
※3：WELL 認証（WELL Building StandardTM）について
国際 WELL ビルディング協会（IWBI）が定める WELL 認証（WELL Building StandardTM）とは、
建物の環境・エネルギー性能に加え、利用者の健康・快適性をも対象とした性能評価システム。特に居住
者の身体にかかわる評価ポイントについては、環境工学の観点のみならず、医学の見地からも検証が加え
られており、健康志向や生産性向上、更には離職率の低下に寄与するなどの取得メリットがあるといわれ
ており、クラス分けとして Silver、Gold、Platinum の 3 段階が設定されている。



事業概要：サステナビリティボンドの調達資金から The GEAR の建設費に充当される。主な環境認証と
して、Green Mark 認証（Platinum）／Super Low Energy Building（SLE）、WELL 認証（Platinum）、
Green Mark for Healthier Workplaces を取得予定である。
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The GEAR の建設プロジェクトは、アジア最大のハブ空港であるチャンギ国際空港から車で 5 分とい
う利便性の高いチャンギビジネスパーク内に、オフィスと研究施設を兼備した延床面積約 13,000 ㎡の建
物を建設し、運営する自社開発事業である。鹿島建設のアジア開発事業統括会社であるカジマ・デベロ
ップメント社はこれをシンガポール経済開発庁（EDB）に提案、同国経済への貢献、雇用創出、直接投
資、技術開発による産業への貢献といった観点での EDB の審査を経た後、同パークを開発・運営する
JTC Corporation の推薦を受け、土地取得に至った開発事業である。
開発にあたっては、設計・施工・維持管理のすべてのフェーズに日本で培った技術を盛り込むことで、
成長を続けるアジア・太平洋地域の人材・企業・投資家・政府に対して、鹿島建設グループの持つ先進
的な施工技術・施設運営のノウハウを、具現化して提供する場としている。
鹿島建設は 2013 年から技術開発に積極的なシンガポールに技術研究所のブランチオフィス KaTRIS
（Kajima Technical Research Institute Singapore）を開設し、世界最先端の大学や政府機関、外部企
業等とのオープンイノベーションを推進しているが、今般の The GEAR 建設を機に当建物内に KaTRIS
を移設し、この流れをさらに加速させていく方針である。
加えて、これまでシンガポール内の数か所に点在していたグループ会社を The GEAR に集約し、建
設・開発の事業部門と技術開発部門とのシナジー効果をより一層発現させると共に、新たなビジネスを
インキュベートする場にすることも企図している。
鹿島建設は、The GEAR において技術革新を加速させることで、確固たる事業基盤を築くと共に、目
まぐるしく変化する社会において、時宜にかなった最適なサービスと問題解決手段を提供していくこと
を目指す。



環境改善効果：シンガポール政府が定める建物の環境負荷低減施策であるグリーンマーク（Green Mark）
制度において最上位ランクの Platinum（プラチナ）クラス、また、省エネ性能が特に優れたビルの認証
制度である Super Low Energy の取得を目指す。Super Low Energy はシンガポールにおける標準的ビ
ルから 40%以上の省エネルギーを実現するものであり、十分な省エネ効果が見込まれる。
具体的には、省エネで気流感が少なく快適性の高い放射パネルとダクトレス空調のハイブリッド空調
システムを導入する計画である。その他、太陽光発電と屋上緑化の融合、半屋外空間の有効利用や、雨
水貯留型屋上緑化工法、保水性舗装の適用など、省エネや雨水利用による水資源の使用量削減、都市洪
水緩和、ヒートアイランド緩和に寄与する取り組みと技術開発を計画している。運用段階において実証
データを取得しながら、効果の検証と改善を進めて、持続可能な環境配慮型オフィスの実現を目指す。



ネガティブな影響への配慮：The GEAR を建設する際の工事に伴う騒音・振動、工事による廃棄物、大
規模な土地造成に伴う生態系への悪影響、特定の場所・時間帯にトラック輸送が集中することによる騒
音、振動、大気汚染が想定される。また建設に従事する労働者が長時間労働、児童労働・強制労働、労
働安全衛生や人権が脅かされるリスクが想定される。
鹿島建設によると、建設現場では、騒音や振動など周辺への影響を最小限にするよう努めるほか、希
少種保全などの生物多様性保全活動などに、計画段階から多角的に取り組んでいる。開発計画の早い段
階で生物多様性への影響を含む環境アセスメントが行われている。環境アセスメントは、現況調査、予
測、評価、環境保全策の検討、評価書案の作成、自治体の審査、評価書の作成、事後調査の順ですすめ
られる。環境への配慮を計画に組み込むことにより、計画の変更や代替案の検討が可能となり、環境へ
の影響を最小限に防ぐことが可能。 鹿島建設では、開発によって地域に与える影響を、シミュレーショ
ンや模型実験などによる事前予測評価を行い、その結果を生物多様性保全等の策に活かしている。また、
すべての現場では計画段階でリスク抽出し、これを竣工に至るまでフォローする仕組みを導入しており、
その際に地域の生物多様性に悪影響を与えるような可能性が確認された際には、技術研究所などと協同
する形で生物多様性を保全する計画（BAP）を策定し、実行している。現場周辺での動植物や自然環境
の保全において、工事の進捗とともに地形や状況が大きく変わるダムや造成などの現場では継続的なモ
ニタリングとそれを踏まえた対策が重要である。鹿島建設では iPad を利用した動植物・環境モニタリン
グシステム「いきもの Note」を開発し、専門知識のない社員でも容易に環境モニタリングを実施し、技
術研究所などとの情報の共有・蓄積による的確かつスピーディーな対応を行っている。
また鹿島建設では「サプライチェーン行動ガイドライン」を制定し、人権の尊重、児童労働・強制労
働の禁止、健康と安全に配慮した働きやすい労働環境の提供、あるいは労働時間の適正管理等の内容に
ついてサプライチェーンを構成する全世界の取引先に共有し、遵守を依頼している。本ガイドラインに
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違背する事態が生じた場合は、対象となる取引先に是正措置を求め、必要に応じて原因究明、再発防止
に向けた指導・支援を行っている。なお、本ガイドラインへの違背により信頼関係が著しく損なわれ取
引を継続し難い場合、是正の求めにもかかわらず十分な措置が実施されない場合、あるいは継続的な指
導・支援を行っても是正が困難と判断された場合には、当該取引先との取引を見直すこととしている。
＜適格プロジェクトの評価＞
The GEAR は環境認証として、Green Mark 認証（Platinum）／Super-Low Energy Building（SLE）、
WELL 認証（Platinum）を取得予定である。Super Low Energy はシンガポールにおける標準的ビル
から 40%以上の省エネルギーを実現するものであり、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。また、潜在的なネガティブな影響について適切に配慮されていることを確認した。
＜SDGs への貢献＞

SDGs の観点では、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。」、13.1「すべての国々において、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。」に貢献すると考えられる。

③ ソーシャル適格プロジェクト: The GEAR において推進する R&D に要する施設・機器の設置購入
事業区分: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
対象となる人々:一般の大衆／労働者（主にオフィスワーカー及び建設業従事者）


事業概要：サステナビリティボンドの調達資金から The GEAR において推進する R&D に要する施設・
機器の設置購入に充当される。The GEAR は、国際 WELL ビルディング協会（IWBI）が定める WELL
認証プラチナクラスの取得を目標とすると共に、Green Mark for Healthier Workplaces の認証取得を
目標としている。
The GEAR では建物情報を蓄積・分析するスマート BM や、建物の企画・設計から施工に加え、竣工
後の維持管理・運営までの各情報を全てデジタル化し、それらを仮想空間上にリアルタイムに再現する
デジタルツインにより、建築環境、エネルギー消費、利用、メンテナンス状況の可視化と建物管理の効
率化を実現するスマートビルを目指す。オフィススペースは ABW（Activity Based Working）の考え方
に基づいた多様なワークスペースを提供し、働き方、場所を選べるワークスタイルを可能とした設計と
なっている。オフィススペース内の人の動きを AI によって解析し、そのデータに基づいた空調・照明制
御を行う。さらにスマートデバイスを利用して、人間中心のより快適な室内環境の実現を目指す。また、
半屋外空間や室内緑化により自然を感じられるバイオフィリックデザインを取り入れ、実空間における
利用状況や快適性、生産性との関係を分析・評価に活用していく計画。



社会的課題と成果：新型コロナウイルスの脅威が続くなか、鹿島は、室内に漂う飛沫の動きをコン
ピュータ上で予測・見える化し、空調・換気、衝立などによる気流制御を駆使して、ウイルス感染
のリスクを低減するための研究・開発を進めている。2002 年の SARS（重症急性呼吸器症候群）
、
2009 年の新型インフルエンザの流行を契機に、いち早く飛沫に着目した研究をスタートした。2020
年 4 月からは、理化学研究所を中心とした、世界最高性能のスーパーコンピュータ「富岳」を利用
した新型コロナウイルス対策に貢献するプロジェクトに、建設会社として唯一参画し、更なる社会
課題の解決に取り組んでいる。
The GEAR では、新型コロナウイルスなど室内環境におけるウイルス飛沫感染について、施設内で蓄
積した計測データからのシミュレーションも踏まえ、社会の様々な施設を利用する不特定多数の方々へ
の貢献策の検討を進める方針である。これからのニューノーマル時代に向けては「マスクやパーティシ
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ョンなしで安心して暮らせる室内環境」の構築が求められており、これからも病院・学校・工場・オフ
ィス・ホールなどさまざまな用途にて「今後の建物のあるべき姿」を提供できるよう研鑽し、社会貢献
につなげていく考えを持っている。
デジタル・ロボット化施工については、シンガポールの重点施策である IDD※と呼ばれるデジタル化
建設業務革新に向けた取り組みを進めていく。顧客・設計者・施工者共通のプラットフォーム上で、最
先端の建設デジタルツールを駆使し、BIM（Building Information Modeling）を中核とした建築生産の
新たな業務プロセスを実践し、シンガポール版スマート建築生産システムの構築を目指している。
特にデジタル・ロボット化の推進においては、建設業従事者もしくは今後従事する可能性のある多く
の対象者に、重労働の軽減や危険個所への立ち入り削減、またこれに伴う作業中の安全性や就労環境の
向上が期待される。これにより、建設業全体で喫緊の課題である担い手確保の促進、加えて業務のデジ
タル化・ロボット化での施工効率向上による余剰時間の確保から、ワークライフバランスの向上や働き
方改革などが実現され、いま求められている社会課題に対する直接的な解決への道筋となると考えてい
る。
※IDD：インテグレーテッド・デジタル・デリバリー（Integrated Digital Delivery）の略で、その中に
は「デジタルによる設計」、「デジタルによる資産、工程管理」、「デジタルによるプレハブ化」、「デジタ
ルによる建設」の 4 要素が含まれる。


ネガティブな影響への配慮：研究開発においては研究者の長時間労働や人権問題がリスクとして想定さ
れる。また研究時において廃棄物が産出されるリスクも想定される。研究開発時のデータ漏洩等のセキ
ュリティリスクも高いと想定している。
鹿島建設では給与や労働時間等の労働基準において、各国の法令順守を徹底している。その上で、優
秀な人材を獲得するために、法令以上の条件を設定することに努めている。特定されたリスクは直ちに
調査され、コンプライアンス違反の未然防止に努めている。併せて、鹿島建設は建設業における長時間
労働を改善していくため、建設会社の業界団体である日本建設業連合会に設置された「週休二日推進本
部」に参加している。
また「国際人権章典」
「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」
「子どもの権利とビジネ
ス原則」
「OECD 多国籍企業ガイドライン」
「国連グローバル・コンパクトの 10 原則」等の人権に関す
る国際規範を支持、尊重している。2021 年 3 月には「鹿島グループ人権方針」を策定し、人権尊重の責
任を果たすための活動に取り組んでいる。社員の認識、理解促進のために全国の支店で定期的に人権研
修会を開催し、内閣府男女共同参画局などが毎年提唱している「女性に対する暴力をなくす運動」につ
いても全社に周知している。バリューチェーンを通じて人権尊重を推進するため、国連「ビジネスと人
権に関する指導原則」も参考にして事業を進めている。
物品の調達においては鹿島建設では全社員が発注担当になる可能性があるため、全社員を対象にして、
サプライチェーン行動ガイドラインを含めた調達に関わる安全、人権・労働問題、環境、コンプライア
ンスに係る教育・研修を行うともに、協力会社に対する説明会を定期的に実施している。
情報セキュリティについては鹿島グループ全体を対象とした e-ラーニングを毎年行い、クラウドサー
ビス利用時のリスクや近年増加している標的型サイバー攻撃などの新しい脅威について、教育・訓練し
ている。協力会社に対しては、日本建設業連合会が提供しているチェックシートや啓発ポスター、教育
資料を展開し、各社における情報セキュリティレベルの向上を図っている。日々深刻化・多様化するサ
イバーセキュリティに関する脅威に対しては、経済産業省が策定した「サイバーセキュリティ経営ガイ
ドライン」に準拠して対策を講じている。体制面では、情報セキュリティ推進部署を設置し、日本シー
サート協議会に加盟の上、外部機関や他社のシーサートと日常的に連携し、コンピュータ・セキュリテ
ィに関するノウハウやサイバー攻撃に関する最新情報を収集している。システム面では、サイバー攻撃
に迅速に対処し被害を低減させるため、不正アクセスやコンピュータウイルスなどに対する監視体制を
随時強化している。

＜適格プロジェクトの評価＞
当該プロジェクトは SBP2021 に例示される「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」事業区分に該当する。The GEAR での R&D 推進活動を通じて、新型コロナウイル
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スへの対応を踏まえた建設物のあり方を検討することに加えて、働きやすいオフィスの整備や建設業従事
者等を対象とした労働安全衛生の向上に寄与することが期待できる。また、潜在的なネガティブな影響に
ついて適切に配慮されていることを確認した。

＜SDGs への貢献＞

SDGs の観点では、3.3「2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝
染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。
」
、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。」
、11.6「2030 年までに、大気の質および一般並びにその他の廃棄物の管理
に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。」
、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、官民、市民社会のパートナーシ
ップを奨励・推進する。
」に貢献すると考えられる。
総括：サステナビリティボンドの調達資金は、グリーン適格プロジェクトとして SEP（自己昇降式作業台）
型多目的起重機船（SEP 船）の建造及び The GEAR の建設、ソーシャル適格プロジェクトとして The
GEAR において推進する R&D に要する施設・機器の設置購入に充当される。
SEP 船は台船を海面上から上昇させてクレーン、杭打ち等を行うための海上作業船である。本 SEP 船
は五洋建設、鹿島建設、寄神建設の 3 社で共同開発が進められており、稼働開始後（2023 年 4 月予定）は
上記 3 社の共同出資会社にて保有し、日本国内で洋上風力発電の建設に用いられる予定である。曳航式で
洋上風車及びその基礎構造の大型化に対応して 1,600t 吊全旋回式クレーンを搭載し、10～14MW クラス
の洋上風力発電施設を効率的に建設することが可能である。日本のカーボンニュートラルに向けて洋上風
力発電は再生可能エネルギーの主力電源化の切り札に位置付けられ、その建設にあたっては海上作業を行
う SEP 船が必要であり、本 SEP 船によって建設された洋上風力発電が運転開始することによって環境改
善効果（CO2 削減）が見込まれる。なお、SEP 船が仮に洋上風力発電の建設以外の用途で使用された場合
には想定した環境改善効果が発現しないが、日本において洋上風力発電の建設が今後本格的に進められて
いく点、本 SEP 船は曳航式（非自航）であり日本国内を拠点に活動することから海洋での石油・ガス開発
に使用される蓋然性は低い点等を踏まえると、本 SEP 船が洋上風力発電の建設以外にも転用される可能性
は十分に低いと考えられる。
The GEAR はシンガポールのチャンギビジネスパークに建設中の鹿島自社オフィス／研究施設である。
2023 年竣工予定で、現地の政府機関や大学、外部企業等とのオープンイノベーションを推進しつつ、グロ
ーバルな社会課題の解決を目指した R&D 活動を実施する計画である。具体的には先進的なデジタル・ロ
ボット化施工技術の開発のほか、IT を利用して省エネルギーと快適性の両立を図ることをコンセプトとし
たサステナビリティ技術とスマートウェルネス技術の開発に取り組むとしている。主な環境認証として、
Green Mark 認証（Platinum）／Super Low Energy Building（SLE）、WELL 認証（Platinum）、Green
Mark for Healthier Workplaces を取得予定である。SLE はシンガポールにおける標準的なビルから 40%
以上の省エネルギーを実現するものであり、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。
また、当該プロジェクトは SBP2021 に例示される事業区分「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」に該当する。The GEAR での R&D 推進活動を通じて、新型コロナウ
イルスへの対応を踏まえた建設物のあり方を検討することに加えて、働きやすいオフィスの整備や建設業
従事者等を対象とした労働安全衛生の向上に寄与することが期待できる。
以上に加えて、建設・運営等において環境・社会への影響に対する配慮がなされており、資金使途は妥
当であると判断した。
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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


鹿島建設は「全社一体となって、科学的合理主義と人道主義に基づく創造的な進歩と発展を図り、社業
の発展を通じて社会に貢献する」ことを経営理念に掲げている。長期的に目指す姿として、
「人の思いと
技術を受け継ぎ創造と感動をかたちにするために新しい発想で挑戦しつづける」をビジョンに挙げてお
り、社会からの要請に応えるとともに、まちづくりや建造物の構築、社会インフラの整備の分野で、品
質に優れたサービスを生み出し、提供し、そして検証する仕組みと体制を整備することにおいて、世界
で最も評価され、信頼される企業グループを目指す。

[出所：鹿島グループ中期経営計画（2021～2023）説明資料]


社会課題の解決と鹿島グループの持続的な成長を両立させるための重要課題（マテリアリティ）を特定
し、特に深く関連する SDGs のゴールと結びつけて表現している（p.19 を参照）。またビジョンとマテ
リアリティを踏まえ、注力していく重要施策と経営目標を「鹿島グループ中期経営計画（2021～2023）」
（以下、中期経営計画）として策定した。



環境面ではマテリアリティの 1 つに「脱炭素社会移行への積極的な貢献」を挙げており、
「脱炭素」
「資
源循環」
「自然共生」の 3 つの視点でとらえた環境ビジョン「トリプル Zero2050（Zero Carbon／Zero
Waste／Zero Impact）」を示して先進的な取り組みを行っている。低（脱）炭素材料の開発・使用、省
エネ建物の設計・施工など、サプライチェーン CO2（Scope3）の削減にも積極的に取り組んでおり、自
社の事業活動と顧客の事業活動支援の両面から推進している。



中期経営計画の策定にあわせて 2013 年度比で 2030 年度に▲50％、2050 年度にカーボンニュートラル
（▲100％）を新たな CO2 排出量削減目標として設定した。2019 年 12 月に TCFD（気候関連財務情報
開示タスクフォース）への賛同を表明しており、中期経営計画期間中の SBT 取得を目指すとしている。
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[出所：鹿島グループ中期経営計画（2021～2023）説明資料]



また、マテリアリティを踏まえこれまで R&D によって進めてきた分野と、AI、ICT やロボットなどの
最先端技術を高度に融合させることで、環境・エネルギー、防災・減災、インフラ維持管理・更新など
の社会課題の解決を図り、さらに、スマートビルやスマートシティなどで新しい価値の実現に取り組む。
「新たなニーズに応える機能的な都市・地域・産業基盤の構築」や「安全・安心を支える防災技術・サ
ービスの提供」に対して、ウェルネス空間などの新しい価値を持つスマートビルの構築に向けた研究に
加え、マルチハザードに対する評価と評価に基づいた対応、対策技術の構築が重要と考え、そのための
膨大なデータや高度シミュレーション技術を駆使して、安全・安心を支える防災技術・サービスの提供
につながる開発を推進している。



加えて「たゆまぬ技術革新と鹿島品質へのこだわり」や「人とパートナーシップを重視したものづくり」
に対しては、自動化施工技術による工程最適化や、自律機能強化のためのシミュレーション・AI 開発、
スマート生産に向けたロボット化をはじめ、遠隔化やデジタル化を核とした多くの要素技術の開発を推
進している。
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[出所：鹿島統合報告書 2021]
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(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準


グリーン適格クライテリアでは、The GEAR が建設されるシンガポールで活用されているグリーンビル
ディング認証（Green Mark および SLE）を判断基準として参照しており、十分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踏まえ、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適切な対応が図られることを、発行体へのヒアリング等を通じて
確認した。プロジェクト毎のリスク低減措置の詳細は、
「1.調達資金の使途 (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」を参照。

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を行う際のプロセス


財務本部及び経営企画部、技術研究所、土木管理本部、建築管理本部、建築設計本部、環境本部、海外
事業本部が、鹿島建設グループの方針との整合性や、環境ビジョン「トリプル Zero2050」、ターゲット
2030 への貢献度、鹿島スタイルのスマート・ウェルネス・サステナビリティをコンセプトとした取り組
みへの貢献度を協議した上で、適格クライテリアに適合する充当対象プロジェクトを選定し、代表取締
役社長が最終的に承認する。

総括：本プロジェクトは鹿島建設が掲げるマテリアリティのうち、
「新たなニーズに応える機能的な都市・地
域・産業基盤の構築」、
「安全・安心を支える防災技術・サービスの提供」、「脱炭素社会移行への積極的な貢
献」、「たゆまぬ技術革新と鹿島品質へのこだわり」及び「人とパートナーシップを重視したものづくり」に
合致しており、鹿島建設が目指す社会的課題解決に寄与すると考えられる。プロジェクトの評価・選定につ
いては、財務本部及び経営企画部、技術研究所、土木管理本部、建築管理本部、建築設計本部、環境本部、
海外事業本部が、鹿島建設グループの方針との整合性や、環境ビジョン「トリプル Zero2050」、ターゲット
2030 への貢献度、鹿島スタイルのスマート・ウェルネス・サステナビリティをコンセプトとした取り組みへ
の貢献度を協議した上で、適格クライテリアに適合する充当対象プロジェクトを選定し、代表取締役社長が
最終的に承認する組織的な選定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妥当である
と判断した。

3. 調達資金の管理


調達された資金の充当と管理は財務本部資金部が行う。資金部にて、適格プロジェクトの予算と実際の
支出を四半期単位で管理する社内ファイルシステムを使用し、これにより調達資金の充当額及び未充当
額を確実に追跡する。



調達資金は発行から 3 年以内に全額充当予定である。適格プロジェクトに充当されるまでの間、現金ま
たは現金同等物で管理される。



証憑となる文書は文書管理規定等のもと適切に保管される。

総括：調達された資金の充当と管理は財務本部資金部が行う。資金部にて、適格プロジェクトの予算と実際
の支出を四半期単位で管理する社内ファイルシステムを使用し、調達資金の充当額及び未充当額が確実に追
跡される。調達資金は発行から 3 年以内に全額充当予定である。適格プロジェクトに充当されるまでの間、
現金または現金同等物で管理される。調達資金の管理は妥当な内容であると判断した。
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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

資
金
充
当
状
況

開示タイミング

開示方法

・適格クライテリアを満たす物件ごとの
充当済金額
・充当済金額の合計
・未充当額

調達資金が全額適格プロジ
ェクトに充当されるまでの
間、年に 1 度

発行体のウェブ
サイト

【環境改善効果】

サステナビリティボンドの
償還までの間、年に 1 度

発行体のウェブ
サイト



SEP（自己昇降式作業台）型多目的起重
機船（SEP 船）の建造
・SEP 船の竣工
・SEP 船により施工された洋上風力
発電設備設置基数の実績

環
境
改
善
効
果
・
社
会
的
成
果



The GEAR の建設

・物件名
・物件の概要
・物件の竣工
・取得認証の種類及び認証水準
（Green Mark）

【社会的成果】



The GEAR において推進する R&D に
要する施設・機器の設置購入
・設置した施設
・購入した機器
・取得認証の種類及び認証水準
（WELL、Green Mark）
・研究成果の社外発表
（論文、学会・セミナー発表、
プレスリリース等）



調達資金が全額適格プロジェクトに充当されるまで、調達資金の充当状況を示すレポートをウェブ
サイトに年 1 回公表する予定である。さらに、調達資金の全額が適格プロジェクトに充当された旨
の証明を当社の財務担当役員である取締役専務執行役員から取得する予定である。



発行体は全ての調達資金が充当された後も大きな状況の変化があった場合には、必要に応じてその
旨を発行体のウェブサイトに開示する。

(2) 環境改善効果・社会的成果に係る指標、算定方法等


サステナビリティボンドの償還までの間、適格プロジェクトに関連する上記指標（環境改善効果・
社会的成果）を、インパクトレポーティングとして年 1 回公表する予定である。

21/23

セカンドオピニオン

総括：調達資金が全額適格プロジェクトに充当されるまで、調達資金の充当状況を示すレポートがウェブサ
イトに年 1 回公表される予定である。加えてサステナビリティボンドの償還までの間、当該レポートにおい
て適格プロジェクトに関連する指標をインパクトレポーティングとして公表する予定である。レポーティン
グは妥当な内容であると判断した。

以
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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。
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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：鹿島建設株式会社
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）：鹿島建設株式会社 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：2022 年 2 月 10 日
レビュー発表日：2022 年 2 月 10 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、環境省グリーンボンドガイドライン 2020 年版及び金融庁ソーシャル
ボンドガイドライン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）: 一般の大衆／
労働者（主にオフィスワーカー及び建設
業従事者）

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）：

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）：
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レポーティングされる情報：
☒ 充当した資金の額

☐

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

☒ その他（明記ください）： 未充当
額

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：

☐ 対象とする人々

☒

その他 ESG 指標（明記ください）：
【環境改善効果】
SEP（自己昇降式作業台）型多目的起重機船
（SEP 船）の建造
・SEP 船の竣工
・SEP 船により施工された洋上風力発電設
備設置基数の実績
The GEAR の建設
・物件名
・物件の概要
・物件の竣工
・取得認証の種類及び認証水準
（Green Mark）
【社会的成果】
The GEAR において推進する R&D に要する施
設・機器の設置購入
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・設置した施設
・購入した機器
・取得認証の種類及び認証水準
（WELL、Green Mark）
・研究成果の社外発表
（論文、学会・セミナー発表、
プレスリリース等）

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）： 発行体のウェブ
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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