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ムーディーズ ESG ソリューションズによる意見表明

 ムーディーズESGソリューションズは、発行体が事前のコミットメントに従って本債券の調達資金を適格プロ
ジェクトのファイナンス又はリファイナンスに用いる能力について、合理的2な保証を表明します。 

 ムーディーズESGソリューションズは、発行体が事前のコミットメントに従ってプロジェクトの評価と選定のプロ
セスを実施する能力について、合理的な保証を表明します。 

 ムーディーズESGソリューションズは、発行体が事前のコミットメントに従って資金を充当し、また資金を管理
する能力について、合理的な保証を表明します。 

 ムーディーズESGソリューションズは、発行体が事前のコミットメントに従ってレポーティングのプロセスを   

実施する能力について、合理的な保証を表明します。 

o 資金充当に関するレポーティングは、事前のコミットメントに従って行われているため、合理的な保証を

表明します。資金充当のレポーティングに用いられた指標は、適格カテゴリーと債券レベル共に適切

で網羅性があります。 

o 環境及び社会便益のレポーティングは、事前のコミットメントに従って概ね行われているため、合理的

な保証を表明します。環境及び社会便益のレポーティング指標は適切で網羅性があります。「安全技

術」は、販売台数ではなく生産台数を用いてレポーティングされているため社会便益が明確にレポーテ

ィングされておりませんが、ムーディーズESGソリューションズは、生産台数と販売台数の規模が過

去10年にわたり常に同水準で推移していることを確認しています。 

 
評価の要約：  

２０１８年版のグリーンボンド原則（“GBP”）、２０２０年のソーシャルボンド原則（“SBP”）及び２０１８年版のサステナ

ビリティボンド・ガイドラインに引き続き適合している  

資金使途  
プロジェクトの評価と

選定のプロセス  
調達資金の管理  

モニタリングと  

レポーティング  

環境社会便益のレポ
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MESGの評価尺度については文末の評価手法のセクションをご参照下さい。 

トヨタ自動車株式会社のWoven Planet債（ウーブン・プラネット債） 

（サステナビリティボンド）に関する発行後レビュー 
２０２２年３月発行 

 

 
ムーディーズ ESG ソリューションズは、トヨタ自動車株式会社が２０２１年に発行したサステナビリティボンドが、２０１８年版のグリーンボンド

原則（“GBP”）、２０２０年のソーシャルボンド原則（“SBP”）及び２０１８年版のサステナビリティボンド・ガイドライン（“SBG”）に 

引き続き適合したものであるとの意見を表明します。 
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本発行後レビューの背景 

ムーディーズESGソリューションズ（以下「MESG」）は、２０２０年、トヨタ自動車株式会社（以下「発行体」）が当時発行を予
定していたサステナビリティボンド（以下「本債券」）の持続可能性について独立した意見（以下「セカンドピニオン」または
「SPO」）を表明するように依頼を受けました。MESGは２０２１年２月にセカンドオピニオンを発行しています。 
 
今日現在、MESGは、発行体が２０２１年に発行したサステナビリティボンドの管理についての独立した意見（以下「レビュ
ー」）の作成を依頼されています。 
 
本レビューは、MESG独自の環境・社会・ガバナンス（以下「ESG」）評価手法及び最新版の国際資本市場協会のグリーン
ボンド原則（以下「GBP」）自主ガイドライン（２０１８年６月版）、ソーシャルボンド原則（以下「SBG」）自主ガイドライン（２０２
０年版）、そしてサステナビリティボンド・ガイドライン（以下「SBG」、２０１８年６月版）に基づいて作成されています。 
 

本レビューは、セカンドオピニオンの規定内容と、レポーティングの一貫性を以下の通り検証した結果になります。 

o 適格プロジェクト：環境または社会便益が発生するプロジェクトへの資金充当、そしてこれらのプロジェクトに関

するアウトプットとインパクトについてレポーティング    

o 債券：債券のプロセス（評価と選定、資金管理）と本債券の資金充当のレポート 

MESGは、(1)公的な情報源、メディア及びステークホルダーから収集した公開情報、(2) MESG独自の ESG 格付データベ
ースの情報、(3)発行体から書面で提供された情報をもとに意見表明しています。 
 

MESGは、一連の精査の手続きを２０２１年１２月１４日から２０２２年３月２４日まで実施しました。MESGは精査にあたって

全ての必要な文書及び関係者に確認することができました。そこから得られた情報により MESG は以下の意見の網羅性、

精密性、信頼性について合理的な保証の水準を得られたと考えています。

連絡先 

サステナブルファイナンスチーム  

mailto:clientservices@moodys.com
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詳細結果 

MESGは、セカンドオピニオンの規定内容と、レポーティングの一貫性について、合理的な保証を表明します。 

 

発行体から提供された情報によると、発行による調達資金の全額である４,２９４億円が適格プロジェクトに充当されて
います。 MESGは、トヨタ自動車株式会社のウーブン・プラネット債レポートの最終版を確認しました。 発行体によると、
このレポートは２０２２年３月に公開される予定です。 

 

発行体によると調達資金は、４つの適格プロジェクトのカテゴリーに充当されました。 

安全技術 

• 先進安全技術 

o 先進安全技術にかかる研究開発費 

o 先進安全技術の機能をパッケージ化したトヨタセーフティセンスの製造原価 

• 高度運転支援技術 

o 高度運転支援技術にかかる研究開発費 

２０２１年度における「安全技術」への合計充当額は２,２０２億円です。 

 
福祉車両 

• 福祉車両にかかる研究開発費及び製造原価（車いす移動車、サイド昇降シート車、助手席昇降シート車、回転

シート車ほか） 

２０２１年度における「福祉車両」への合計充当金額は２４１億円です。 

 

クリーン輸送 

• ゼロエミッション車 

o 電気自動車（BEV）及び BEV用電池にかかる研究開発費及び設備投資 

o 電気自動車（BEV）の製造原価 

o 燃料電池車（FCEV）及び FCEV用ユニットにかかる研究開発費及び設備投資 

o 燃料電池車（FCEV）の製造原価 
 

２０２１年度における「クリーン輸送」への合計充当金額は１,７４４億円です。 

 

再生可能エネルギー 

• 太陽光・風力・地熱発電等の再生可能エネルギー発電にかかる設備投資 

• 再生可能エネルギー由来の電力・証書の購入費用（PPA/VPPA による再生可能エネルギー調達のための費用

を含む）。なお、電力証書に関しては、再生可能エネルギーの電力等を PPA/VPPA を通して外部から購入する

際にその環境価値を証明するために付随して購入されたものです。 

• 再生可能エネルギー事業への投資を行う未来再エネファンドへの投資 

２０２１年度における同適格プロジェクトカテゴリーへの合計充当金額は１０７億円です。 

 

 

 

レポートにて報告された適格プロジェクトは、セカンドオピニオン規定内容と一貫性が確認できました。           
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各カテゴリーの資金の配分は、安全技術が５１％、福祉車両が６％、クリーン輸送が４１％、そして再生可能エネルギーが

２％です。調達資金の全額が充当済みです。 

 

調達資金が充当された適格プロジェクトは、セカンドオピニオンに規定されている、交通安全の改善、移動の改善、気候

変動の緩和を含む環境・社会目標に貢献しています。 

 

発行体は、本債券の環境及び社会便益を評価することをセカンドオピニオンにて確約しています。MESGは発行体が環境

及び社会便益を明確に評価していることを確認できました。 

発行体は充当額の全額がリファイナンスであったと報告しています。 
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適格カテゴリーは、５つの国連持続可能な開発目標（SDGs）に貢献するものと考えます。 具体的には、SDGs３、７、９、

１１、１３が含まれます。 

適格カテゴリー SDGS SGDS ターゲット

安全技術 ３．６ ２０２０年までに、世界の道路交通事故に

よる死傷者を半減させる。

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。全て

の国々は各国の能力に応じた取組を行う。

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。

高齢者と身体の不自由な方々の

ための福祉車両

３．６ ２０２０年までに、世界の道路交通事故に

よる死傷者を半減させる。

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。全て

の国々は各国の能力に応じた取組を行う。

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。

再生可能エネルギー 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。 
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適格カテゴリー SDGS SGDS ターゲット

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。

クリーン輸送 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。全て

の国々は各国の能力に応じた取組を行う。

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。

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。
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プロジェクトの評価と選定のプロセス 

MESGは、発行体が事前のコミットメントに従ってプロジェクトの評価と選定のプロセスを実施する能力について、合理的
な保証を表明します。 
 

適格プロジェクトの評価・選定プロセスは、事前のコミットメントに従って適切に実施されています。MESGは必要な文書を

入手することができました。（以下参照） 

 

適格プロジェクトの評価・選定プロセスは、事前のコミットメントに従って適切に実施されています。 

- 発行体と以下の関係部署の関与を確認しました。 

o 資本戦略室 

o 財務部 

o サステナビリティ推進室 

o 環境エンジニアリング部（旧環境部） 

o 先進技術統括部 

o 生産支援部（旧生技管理部） 

- 上記部署は、下記の責任を果たしました。 

o 債券の残存期間を通じ対象事業の適格基準への準拠の検証（交通事故の削減、交通弱者への移動手段

の提供やGHG排出量の削減など、環境・社会に対して長期的にプラスの影響を与えるものに限って適格事

業とする方針に基づく） 

o 適格事業が適格カテゴリー及び適格クライテリアと一致していることの確認 

- サステナブル債の発行検討段階より、CEO/CFO/CSO等の関係役員へ充当先となる適格プロジェクトの選定に

ついて相談が行われました 

- 充当された適格プロジェクトはすべて適格基準を満たしており、よって事業の入れ替えは行われていません 

- プロジェクトのESG論争に関しては、ESGサステナビリティデータブックに記載の通り、「Chief Risk Officer (CRO)

およびDeputy CRO (DCRO)」がグローバルリスクマネジメントの責任者としてその責任を果たし、また各地域を

統括する地域CROが配され、モニタリングが行われました。また、機能別リスクの責任者・担当者が任命されリ

スクレポートや対策が年間を通じて実施されました 

- 調達資金はセカンドオピニオン内にて定義されている除外規定に該当する先に充当されていません： 

o 重大な環境および社会に対する懸念により論争を抱える、再生可能エネルギー事業へ投資している企業

／ファンドへの投資 

o 再生可能エネルギー事業に関して、再生可能エネルギー以外（化石燃料）を扱っている企業／ファンドへの

投資 
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調達資金の管理  

MESGは、発行体が事前のコミットメントに従って資金を充当し、また資金を管理する能力について、合理的な保証を表明
します。 

調達資金の管理は、事前のコミットメントに従って行われています。MESGは財務監査へアクセスしていませんが、発行体

より、資金充当は事前のコミットメントに従って行われた旨報告を受けています。 

- 発行体は、２０２１年３月１８日に本債券（円建）を、同３月２５日に本債券（米ドル建）を発行し、調達した資金の全額

は、それぞれの発行日と同日に適格プロジェクトへ充当しています。これは２４ヶ月以内に調達資金を充当するという

発行体の事前のコミットメントに沿ったものです。 

- よって、未充当金の一時的な充当と充当額と調達資金の定期的な金額調整はありません。 

また、すべてのプロジェクトがセカンドオピニオン内で定義されている適格クライテリアに沿っており、非適格と判断された

プロジェクトはありません。 

発行体は、適格プロジェクトの中止や投資額が返金された場合には、再充当先の対象となる適格プロジェクトから除外す

るとしています。 
 

モニタリングとレポーティング 

MESGは、発行体セカンドオピニオンの規定内容とレポーティングの一貫性について、合理的な保証を表明します。 

発行体は、セカンドオピニオンの規定に従って年次報告しています。 

発行体は適格プロジェクトの社会、環境便益に関する計算方法と過程を公開しています。 

発行体は、「Sustainability Data Book」3にてBEV/FCEVによるCO2排出量の削減、電力使用に占める再生エネルギー利用

率、スコープ１と２（GHGプロトコル）の算出方法を記載し、第三機関の認証を取得後、事前のコミットメント通りデータブック

を公開しています。 

適格プロジェクトへの調達資金の充当に関する追跡は事前のコミットメント通り社内にて行われています。MESGは発行体

の内部承認文書を確認しています。 

また、環境及び社会便益に関する指標の追跡も発行体の事前のコミットメント通り社内のデータシステムを通じて行われ

ています。レポーティングされている車の販売台数は社内の担当部署にて確認が取れた台数あるいは発行体が公開して

いる正式かつ最新の台数が使用されています。4 

 

資金充当はセカンドオピニオンの規定に沿っているため、合理的な保証を表明します。また、資金充当のレポーティング

に用いられた指標は、網羅的で関連性があります。       

- 適格グリーン/ソーシャル事業の事業区分単位での充当された事業の一覧および各事業の総充当額 

- 適格事業へ充当された調達資金の事業年度別の充当状況（毎月３月に終了する事業年度） 

環境及び社会便益のレポーティングについては概ね合理的な保証を表明します。環境及び社会便益の報告に使用され

た指標（アウトプットとインパクト ）は適切であり、市場基準に沿っています。  

- 安全技術のアウトカムについて、発行体はセカンドオピニオンで規定されている先進安全技術を搭載した自動車の

販売台数ではなく、その生産台数を使用してレポーティングを行っています。しかし発行体は、販売が見込まれる車

両を生産するオペレーションを行っているため、生産と販売の間にタイムラグは発生するものの、生産台数と販売台

数の規模が毎年概ね同水準である旨をMESGに説明しています。MESGはこれら２つの指標が過去１０年間にわたり

常に同水準で推移していることを確認しています。 

- また、発行体は先進安全技術搭載車の地域別生産台数の推移に関する資料をMESGに提出しています。先進安全

技術搭載車の生産台数は北米と日本が最も高く、続いてヨーロッパと中国となっています。交通事故による死亡者率

が最も高いとされる主な地域のひとつはアフリカです。発行体のアフリカにおける先進安全技術搭載車の生産台数

 
3 https://global.toyota/jp/sustainability/report/sdb/  
4 https://global.toyota/pages/global_toyota/ir/financial-results/2021_4q_presentation_jp.pdf , 

https://global.toyota/jp/company/profile/welcab/2020/?_ga=2.179118244.14269302 

https://global.toyota/jp/sustainability/report/sdb/
https://global.toyota/pages/global_toyota/ir/financial-results/2021_4q_presentation_jp.pdf
https://global.toyota/jp/company/profile/welcab/2020/?_ga=2.179118244.14269302
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は上昇しているものの、生産及び販売の増加が引き続き課題として挙げられます。5 交通事故は複数の要因により

発生するため、直接的な社会便益である「回避された交通事故の数」は測定困難となっています。 

発行体は、このレポートを事前のコミットメント通り公開する予定です。 

今後の検討課題は以下になります。 

- 先進安全技術搭載車について、生産台数ではなく販売台数でのレポーティングの実施 

  

カテゴリーテーマ  適格カテゴリー  環境、社会便益指標  MESGの意見  

アウトプット及び  

アウトカム  

インパクト指標  

安全なモビリティの

実現、交通弱者へ

の移動機会の提供

（ソーシャル適格事

業区分） 

安全技術 

 
- 先進安全技術を

搭載した自動車

の生産台数 

- 高度運転支援技

術を搭載した自

動車の販売台数 

N/A 指標は関連性があり

ますが、発行体の事

前のコミットメントに

完全には沿っていま

せんが、生産台数と

販売台数の規模は

同水準で推移してい

ることを確認していま

す 

福祉車両 

 
- 高齢者や身体障

がい者向け福祉

車両（ウェルキャ

ブ）の販売台数  

N/A 指標は関連性があ

り、発行体の事前の

コミットメントに沿って

います 

自動車走行時にお

けるCO2排出量の

削減（グリーン適格

事業区分） 

クリーン輸送 - ゼロエミッション

車（BEV/FCV）の

販売台数 

- BEVによるCO２排出量

の削減量(t-CO2) 

- FCVによるCO２排出量

の削減量 

- ゼロエミッション車

（BEV/FCV）によるCO２

排出量の合計削減量 

 

指標は関連性があ

り、発行体の事前の

コミットメントに沿って

います 

 
5 https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684
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工場・事業所等に

おけるCO2排出量

の削減（グリーン適

格事業区分） 

再生可能エネルギー - 年間の再生可能

エネルギー消費

量（PJ） 

- 電力使用に占め

る再生可能エネ

ルギー利用率 

- Scope1・Scope２排出

量総量の削減量（t-

CO2) 

- Scope1・Scope２排出

量の削減率（％、２０１

３年比) 

- 生産台数あたりのCO2

排出量の削減量（t-

CO2/台） 

- 生産台数あたりのCO2

排出量の削減率（％、

２０１３年比） 

指標は関連性があ

り、発行体の事前の

コミットメントに沿って

います 
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評価手法 

MESGは、いかなる組織又は活動のサステナビリティを評価するにあたっても、環境、社会、ガバナンス（ESG）の各要因は

互いに絡み合い補完しあっていることから、その要因を個別に分解し単独で評価することは適切ではないと考えています。

したがって債券を評価するにあたっても、発行体の組織としてのESGパフォーマンス評価し、その上で当該債券のプロセ

スやコミットメントについて評価する必要があると考えています。 

当社が提供するセカンドオピニオンは3段階の内部品質管理（アナリスト、プロダクションマネージャー、クオリティレビュー

アー）が行われています。このプロセスは必要に応じて専門委員会とスーパーバイザーによる最終レビューと検証によっ

て補完されます。また、苦情等の申し立ての権利は当社が評価の対象となった全ての会社に保証されています。 

適格プロジェクトのレビュー  

適格プロジェクトのレビューは、SPOの中で示された発行体の事前のコミットメントの実施状況と発行後1年後の年次レポ

ーティングを対象としています。 

- 債券レベルで合理的なレベルの保証を達成するために必須と考えられる構成要素である、資金充当状況と資金使

途のレポーティング 

- 債券レベルで合理的なレベルの保証を達成するために必須と考えられる構成要素である、環境便益、アウトプット、

アウトカム及びインパクト指標のレポーティング 

債券プロセスのレビュー 

債券プロセスの実施とコミットメントの分析は、以下の内容をカバーしています。 

- 評価および選択のプロセス。すなわち、実施されたプロセスの整合性と効率性の確認と、カバーされているESGに関

する網羅性。 

- 調達資金の充当プロセスが債券の発行前に定められた資金管理ルールに基づいているか 

発行体の事前のコミットメントによると、債券ポートフォリオレベルでのレポーティングの存在と完全性に関する分析は、以

下の2つの内容をカバーしています。 

- 資金充当：債券レベルで合理的な保証を達成するために必須と考えられる構成要素である充当された資金の総額に

関するレポーティング 

- 環境社会便益：債券レベルで合理的な保証を達成するために必須と考えられる構成要素であるインパクト指標に関

するレポーティング 

レポーティングのレビュー  

資金充当と環境便益のために用いられている報告指標は、それらの指標の質（網羅性と関連性）に応じて評価され、レポ

ーティングの性質と管理（フォーマット、可視性、データ収集等）も考慮されます。 

プロジェクトの結果の評価は、社会的利益と環境的便益の両方に基づいて、良好なパフォーマンスを達成するために必須

と考えられるレポーティングを含み、債券ポートフォリオレベルで実施されます。 

MESG 評価尺度 

発行体の ESGパフォーマンス及び発行予定金融商品のサ

ステナビリティへの貢献度の評定尺度 

 保証レベル 

先進的 先進的な取り組みであり、持続可能性に係る

目標の達成のための課題解決に貢献すると

いう強い証拠がある。 

予想されるインパクトは先進的であり、ESG リ

スクマネジメントも先進的もしくは良好で、新

 合理的 既定の方針や目標等に沿った行動をとることに

ついて高い期待が持てる。 
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種のリスクを予見するために革新的な手法を

用いている。 

良好 説得力のある取り組みであり、課題解決に貢

献するという十分で一貫した証拠がある 。 

予想されるインパクトが良好で、ESG リスクマ

ネジメントも良好もしくは先進的である。また

は、予想されるインパクトは先進的だが、ESG

リスクマネジメントは限定的なレベルにとどま

る。 

 中程度 既定の方針や目標等に沿った行動をとることに

ついて一定程度の期待が持てる。 

限定的 持続可能性に係る目標達成のための取り組

みを始めている、もしくは一部達成されてい

る。課題解決に貢献するという証拠は断片

的。 

予想されるインパクトは限定的であり、ESG リ

スクマネジメントは限定的から先進的である。

あるいは、予想されるインパクトは良好と評価

されるが、ESG リスクマネジメントは限定的も

しくは劣る。あるいは、予想されるインパクト

は先進的であるものの、ESG リスクマネジメ

ントは劣る。 

 弱い 既定の方針や目標等に沿った行動をとることに

ついてあまり期待が持てない。 

劣る 社会/環境への責任へのコミットメントは不明

瞭であり、課題解決に貢献するという証拠が

ない。 

予想されるインパクトは劣ると評価され、ESG

リスクマネジメントは限定的から先進的であ

る。もしくは、予想されるインパクトは限定的で

あり、ESG リスクマネジメントは劣ると評価さ

れる。 
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