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世界銀行インパクトレポート サステナブル・ディベロップメント・ボンド＆グリーンボンド2021

世界銀行は毎年、投資家の皆様からの
フィードバックをもとにプロセスやコミュ
ニケーション、データ活用等を見直し、イ
ンパクトレポートの改善に取り組んでい
ます。

世界銀行インパクトレポートは、世界銀行（国際復興開発銀
行：IBRD）が発行する債券、いわゆる世銀債の投資家向けに作
成されたものです。本レポートは、世銀債を通じて調達された
資金がIBRD加盟国における持続可能な開発のための融資を
どのように支え、持続可能な開発目標（SDGs）にどのように貢
献しているかを説明しています。
	
今回の2021年度版インパクトレポート（2020年7月1日－2021
年6月30日）については、過年度のレポートに対する投資家の
フィードバックを反映したほか、データの収集・分析、世界銀行
の財務、オペレーション、会計、成果・業務政策部門の職員間の
協力やコミュニケーションも改善しました。本レポートにはサ
ステナブル・ディベロップメント・ボンド（SDB）の概要、例えば
IBRDが融資するグリーンプロジェクト及びソーシャルプロジェ
クトの融資承認額、融資実行済額、成果などを記載しています。
世界銀行のグリーンボンドは、SDB発行プログラムの一部であ
ることから、今年度はSDBとグリーンボンドそれぞれの成果指
標と発行状況を初めて一つの報告書にまとめました。そのた
め、SDBの発行状況、融資承認額、融資実行済額の数値にはグ
リーンボンドの数値も含まれています。ただし融資承認額と融
資実行済額／融資残高の表については、SDBとグリーンボンド
を分けて記載しました。SDBとグリーンボンドはどちらも、市場
の慣行と整合した独自のフレームワークに基づいて発行され
ています。

プロジェクト数：これまでは、「初回融資資金拠出開始後」に各
プロジェクトをSDBのポートフォリオに計上していましたが、今
回からは財務諸表との整合性に配慮し、「プロジェクト承認後」
に変更しました。このため、報告年度内に融資が始まっていな
い場合も、当該年度に承認されたプロジェクトについては本レ
ポートの報告対象に含めています。ただし2008年に登場した
グリーンボンドプログラムについては、投資家に一貫性のある
情報を提供するため、これまでと同様に新規プロジェクトは融
資開始後にポートフォリオに追加しています。1

本レポートについて

1	 IBRDが融資するプロジェクトのうち、グリーンボンドの資金が支えているプロジェクトを「グリーンボンドプロジェクト」（又は「グリーンボンドプロジェクトポートフォリオ」）、SDBの資金が支えて
いるプロジェクトを「SDBプロジェクト」（又は「SDBプロジェクトポートフォリオ」）と呼びます。プロジェクトがグリーンボンドプログラム又はSDBプログラムに「含まれている」と言う場合も、同様
に解釈します。

 

成果：本レポートには2種類の成果が記載されています。1つ
は、2021年度にSDBプロジェクトポートフォリオに追加された
101件の新規プロジェクトの期待される成果を可能な範囲で集
計して記載したものです。もう1つは、当該年度にポートフォリ
オ内のプロジェクトが生み出した実際の成果を集計したもの
です。こちらは、IBRDが支援するプロジェクトの実施国から報告
された結果をもとに作成される「世界銀行コーポレート・スコ
アカード」の第2階層(Tier2)の指標を使っています。記載されて
いる成果のうち、温室効果ガス（GHG）の純排出量削減、エネル
ギー／燃料消費量削減等の成果については、実績値ではなく
予測値を記載している場合があります。本レポートに記載した
成果は、プロジェクトが生み出す成果を集計可能な範囲で示し
たものです。各プロジェクトの成果に関する詳しい情報は、プロ
ジェクト別レポートをご覧ください。

プロジェクト別レポート：今年度版では、プロジェクト別レポー
トは、インパクトレポートのPDF版には含めず、世界銀行ウェ
ブサイトで個別に公開しています。世界銀行ウェブサイトのイ
ンパクトレポートのページでプロジェクト別レポートのPDF版
をダウンロード可能です。Excel版は同ページを通じてリクエ
ストが可能です。今年度は初めて、2011～2021年度に承認さ
れたプロジェクトを対象に、気候変動対策資金（又は「コベネ
フィット型気候変動対策資金」）の割合を報告しています。ま
た、新規プロジェクトだけでなく、ポートフォリオに含まれるす
べてのプロジェクト（700件以上）を対象にSDGsとのマッピン
グを実施しました。結果はプロジェクト表に記載しています。

持続可能な開発目標：昨年度に引き続き、独立系の調査・政策
研究NPOであるストックホルム環境研究所（SEI）と協力し、独自
のマッピング手法を用いて世界銀行のプロジェクトとSDGsの
関連性を明らかにしました。（以下「SDGマッピング又はマッピ
ング」）。今年度のレポートには、IBRDが支援するプロジェクト
とSDGsとの関係を示す新たな図も記載しました。この図SDGs
の目標間のつながりを浮き彫りにすると同時に、特にジェンダ
ー平等のような分野横断的なテーマを正しく理解するために
は、こうしたつながりを包括的に検討する必要があることを示
しています。

本レポートは、世界銀行が持続可能性に関する報告の要な一
部として発行しているものです。今後のフィードバックデータ
の管理・収集・集約方法の改善、報告基準の進化にわせて、レ
ポートの内は進化し続ける予定です。世界銀行のプロジェクト
の成果と持続可能性に関する報告については、本レポートの「
リソース」セクションもご覧ください。
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インパクトレポート 
作成のプロセス

世界銀行は、融資プロジェクトの紹介やニュースレター、時に
世界銀行のプロジェクトデータベースを使って、プロジェクト
が生み出したインパクトを投資家に報告してきましが、2015
年からは、グリーンボンドの本格的なインパクトレポートの
作成を開始しました。作成に当たっては、世界銀行が他の発
行体と協力して2015年3月に策定したグリーンボンドのため
の統一された報告基準に従いました。その後、2020年には、
インパクトレポートでの報告対象を世銀債全体に拡大しまし
た。2021年には、サステナブル・ディベロップメント・ボンドと
グリーンボンドの統合版レポートを作成しました。
 

世界銀行の年次インパクトレポートは、さまざまなチームの協
力を得つつ、十分な時間をかけて作成されています。現在は
財務局のIR・サステナブルファイナンス・チームがレポートの
作成を担当しています。同チームは、世界銀行の年次報告書
が発行された後に5～6カ月をかけてデータの収集／検証・分
析／調査／協議／執筆に取り組みます。データセットの検証
では会計チーム、成果指標の収集と検証では成果チーム、プ
ロジェクトレベルの気候データや温室効果ガス排出量といっ
た指標の検証では気候変動の専門家、プロジェクトの成果／
換算計算／指標の検証と理解ではプロジェクトチームと密接
に連携しています。

3～4カ月 2～3カ月  2週間

データの収集
 
 
1. 世界銀行のシステムから
プロジェクトの融資・運営
に関するデータセットを収集
2. 集計された成果
データを受領

データの検
証と分析
 
1. データセットを検証
2. 集計された成果
指標を検証
3. データセットを
投資家向けのフォー
マットに変換
 

協議 
 
 
1. 記載するテーマや
プロジェクトを選択
2. 専門家と協力して
内容を検証
3. 最終データと
成果を検証

執筆とデザイン レビューと修正 公表

・プロジェクト成果チーム 会計・プロジェクト
成果チーム・成果指標
のフォーカルポイント
・プロジェクトリーダー

プロジェクトリーダー
・気候変動など各分野
の専門家・コミュニ
ケーション部門

気候変動・コーポレート
サステナビリティ・各分野
の専門家、コミュニケー
ション部門

財務・会計・プロジェ
クト成果／政策チーム
・気候変動・コミュニ
ケーション部門、法務局

財務、
コミュニケーション部門

プロセス

世界銀行財務局は、組織内のさまざまなチームと協力しながら、投資家への投資のインパクトに関する報告を担当しています。財務
局内だけでなく、データの収集と検証ではIT・会計・業務政策・気候変動のチームと、レポートの構成や本文の執筆ではタスクチーム
のリーダー・法務・財務・コーポレートサステナビリティ・コミュニケーション部門のメンバーと協力しています。
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包括的なアプローチに向けて包括的なアプローチに向けて
 
ブルームバーグが世銀債に「サステナビリティ」
タグを付与
 

2021年4月、ブルームバーグは世界銀行との広範な対話
を経て、IBRDのサステナブル・ディベロップメント・ボンド
にサステナビリティ関連の金融商品であることを示すタグ
（黄色い太陽のアイコン）を付すようになりました。全て
の世銀債を網羅した初のインパクトレポートを発表した
2018年7月1日以降に発行されたIBRDの全サステナブル・
ディベロップメント・ボンドにこのタグが付与されています。

初のグリーンボンド
・ニュースレターを

発行

初のグリーンボンド
・インパクトレポ

ート
を発行

 
初のサステナブル

・ディベロップメント・
ボンド・インパクト
レポートを発行

	

世界銀行初の
グリーンボンド

を発行

2008 2022

すべてのIBRD
プロジェクト

を網羅

主なインパクト
を集計 

世界銀行コーポレート
・スコアカードに

沿って成果を記載

新規プロジェクト
のSDGマッピング

を実施

発行状況と
融資実行済額
の概要を統合

SDGマッピングを
融資プロジェクト

ポートフォリオ全体
に拡大

4ページ

3件のプロジェクト事例

インパクトレポーティ
ングのための統一フレー
ムワークを作成

詳細なプロジ
ェクト一覧

20152009 2020 2021

初の統合型
インパクトレポート

を発行
	

THE WORLD BANK IMPACT REPORT

Sustainable
Development
Bonds &
Green Bonds
2021

2018
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略語
AM		説明責任のメカニズム

AUD		豪ドル

CAD		カナダドル

CCAP		気候変動行動計画

CCDR		国別気候・開発報告書

CICERO		オスロ大学国際気候・環境研究センター

CNH		人民元

COP		コロンビアペソ

DRS		紛争解決サービス

ESG		環境・社会・ガバナンス

EUR		ユーロ

GBP		英国ポンド

GHG		温室効果ガス

GIA		グループ内部監査局

GRS		苦情処理サービス

GWh		ギガワット時

Ha		ヘクタール

IBRD		世界銀行（国際復興開発銀行）

ICMA		国際資本市場協会

IDA		国際開発協会

IEG		独立評価グループ

IFC		国際金融公社

INT		組織公正総局

IPN		査閲パネル

Km		キロメートル

m3		立方メートル

MIGA		多数国間投資保証機関

MJ		メガジュール

MW		メガワット

MWh		メガワット時

NOK		ノルウェークローネ

NZD		ニュージーランドドル

PM		粒子状物質

SDB		サステナブル・ディベロップメント・ボンド

SDGs		持続可能な開発目標

SEI		ストックホルム環境研究所

SEK		スウェーデンクローナ

SSA		ソブリン、国際機関、政府系機関

tCO2eq.		二酸化炭素換算トン

US$		米ドル

US$eq.	米ドル換算
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新型コロナウイルス感染症の流行が落ち着きを見せはじめ、世
界各地の人々が職場や学校に戻りつつある中、世界銀行はこ
の2年強の経験を活かし、これまでとは違う新たな道を歩み始
めています。開発開発途上国や投資家の皆様と直接お会いす
る機会も増えました。混迷を深める世界情勢が暗い影を落とし
てはいますが、加盟国の皆様と手を取り合いながら、特に世界
の貧困層・脆弱層のために、さらなる情熱をもって環境に配慮
した包摂的で強靱な未来の実現に取り組んでいきたいと考え
ています
	

新型コロナウイルス感染症の世界的流行から世界が回復する
一方で、私たちは多くの課題に直面しています。低所得国では
ワクチンの接種率が低く、新たな変異株の感染拡大のリスクが
上昇しています。インフレと金利の上昇によって不確実性はさ
らに高まり、低所得国の半数以上が債務超過の状態に陥って
います。人的コストや経済コストの上昇に加え、ウクライナ戦争

"世界銀行はサステナブルファイナンスやレポーティ
ングの国際基準を通じ情報の透明性を高める取り組
みに貢献しています。また、資本市場から持続可能な
開発支援への資金を最大化できるよう、サステナブ
ルファイナンスのリーダーとして、パートナーと共に取
り組んでいます。"

で、世界の成長は鈍化し、貿易の寸断とインフレ圧力の高まりに
よりエネルギーと一次産品の価格が高騰し、数百万人の食料安
全保障が脅かされています。
	
私たちは今後も世界銀行のバランスシートを最大限に活用しな
がら、こうした課題に取り組む開発途上国を支援してまいります。
これは世銀債の発行を通じて民間資本と開発課題をつなぎ、持
続可能な開発へ投資の力を導き、そしてまた、革新を続け、新た
な金融構造の構築に取り組んでいくことを意味します。今後も適
切な資源管理を通じて健全な財務体制を維持し、開発途上国に
新たな価値を提供し続けてまいります
	
同時に、債券発行プログラムの透明性と情報開示をさらに充実
させるとともに、テクノロジーとパートナーシップを駆使して自
動化を進め、報告を改善し開発支援に資金を提供するために必
要な持続可能な資本市場の発展にも引き続き取り組んでいき
ます。世界銀行はサステナブルファイナンスやレポーティングの
国際基準を通じ情報の透明性を高める取り組みに貢献していま
す。また、資本市場から持続可能な開発支援への資金を最大化
できるよう、サステナブルファイナンスのリーダーとして、パート
ナーと共に取り組んでいます。

アンシュラ・カント
専務理事兼世界銀行グループ最高財務責任者（CFO）

アンシュラ・カント 専務理事兼世
界銀行グループ最高財務責任者

（CFO）からのメッセージ
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ホルヘ・ファミリア 世界銀行副総裁
兼トレジャラーからのメッセージ
世界銀行（IBRD）のすべての債券（世銀債）を網羅した3度目の
年次インパクトレポートをお届けできることをうれしく思いま
す。本レポートは、投資家の皆様に世界銀行のサステナブル・
ディベロップメント・ボンドとグリーンボンドの最新情報をお
伝えする重要な手段となっており、世界銀行の開発戦略や開
発目標、世界銀行が紛争・脆弱性・気候変動・食料不安・パンデ
ミック・債務残高の増加やインフレといった前例のない課題に
直面している開発開発途上国をどのように支援しているかを
伝えています。特に今日のような複雑な時代には、世銀債の発
行とその調達資金の使途の透明性は、貧困層と脆弱層を支援
する持続可能な開発活動に資金を提供する上で重要な役割
を担っています。
  

2015年、世界銀行は世銀債の調達資金が開発開発途上国の
持続可能な開発にどのように貢献しているかを体系的に説明
する取り組みに着手しました。2018年からは、すべての世銀債
を対象に世界銀行グリーンボンドと同等の情報開示を開始し
ました。過去の成果を消し去るような危機が起きていることを
考えると、持続可能な開発目標を達成し、パリ協定の目標に沿
った支援を開発開発途上国に提供するためは、包括的な視点
を持ち、あらゆる活動に気候変動対策を確実に組み込むこと
が不可欠です。環境への配慮を社会課題から切り離すことは
できません。もちろんその逆もしかりです。地球規模の目標の
達成と、資金を最も必要としている場所に提供するためには、
世銀の貸借対照表上にあるすべての融資を金額だけでなくリ
スクとインパクトの面から理解する必要があります。	
	

“私たちは地球を共有する人間・コミュニティ・組織と
して、一丸となって動し、あらゆる行動に気候変動対
策を組み込まなければなりません。持続可能な開発
と金融市場より直結させるべく、世界銀行は引き続
き、その役を果たしてまいります。”

こうした包括的なアプローチを適用できるのは組織や経済だ
けではありません。このアプローチを資本市場に取り入れ、す
べての資本フローが持続可能な目標に沿ったものとなるよう
にすることは可能であり、そうすべきです。世界銀行はサステ
ナブル・デベロップメント・ボンドを通じて資本市場の力を活
用し、持続可能性に対する市場全体でのアプローチを前進さ
せてきました。2021年度に発行されたサステナブル・ディベロ
ップメント・ボンドは総額680億米ドルに上ります。持続可能性
は世界銀行の活動の中核をなすものです。サステナビリティ
ボンドというラベルは、世界銀行が世界中で展開している開発
支援活動だけでなく、すべての世銀債が支える加盟国におい
て厳格な持続可能性の基準を満たし、正しいインパクトを生
み出すものである事を表しています。

現在の深刻な状況が示しているとおり、私たちは地球を共有
する人間・コミュニティ・組織として、一丸となって行動しなけ
ればなりません。従来の気候分野や資本市場の一部分に投資
するだけで気候変動問題に対処できると考えているなら、私
たちは問題の全体像を見ていないことになります。あらゆる
行動に気候変動対策を組み込まなければなりません。持続可
能な開発と金融市場をより直結させるべく、世界銀行は引き
続き、その役割を果たしてまいります。世界が直面している課
題は緊急の対応を要するもの、すべての人に関わるものなの
です。 

サステナブルファイナンスは今、大きな転換点を迎えていま
す。鍵を握っているのは、情報開示と透明性です。本レポートを
通じ、より強靭で持続可能な未来に向け、世界銀行がどのよう
に貢献しているかをお伝えできることをうれしく思います。

ホルヘ・ファミリア
世界銀行副総裁兼トレジャラー
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2				「世界銀行グループ」は、国際復興開発銀行（IBRD）、国際開発協会（IDA）、国際金融公社（IFC）、多数国間投資保証機関（MIGA）、投資紛争解決国際センター（ICSID）の5つの機関で構成され				
ています。 

世界銀行について
使命と戦略

国際復興開発銀行（IBRD）は、世界銀行グループのでも最も長
い歴史を有する組織であり、1944年に設立さました。現在189
の加盟国が国際開発機関であるIBRDに出資し、運営も行って
います。世界最大の開発金融機関として、IBRDは中所得国及
び信用力のある低所得国に融資・保証・リスク管理・助言サー
ビスを提供することにより、世界銀行グループ²の使命に貢献
しています。本レポートでは、IBRDが発行する債券、IBRDのプ
ロジェクトとその成果に焦点を合わせています。	
	
世界銀行グループの最も重要な使命は、貧困のない世界を実
現することです。1日1.90ドル未満で生活する人々の割合を削
減することで極度の貧困を撲滅し、開発開発途上における所
得の下位40％の人々の収入を増大させることで繁栄の共有を
促進すること、そしてこの2つの目標を持続可能な方法で実現
することを目指しています。

こうした目標を達成し、持続可能な開発目標（SDGs）を支援す
るために、世界銀行グループのマネジメントと出資国（加盟
国）は、開発開発	上国を支援する際には、「持続可能な経済成
長の実現」、「人的資本への投資」、「過去数十年間に達成され

た成果を消し去りかねないショックや脅威に対する強靱性の
向上」の3つの分野を優先することで合意しました。

貧困を削減し、繁栄の共有を促進するためには
気候変動対策は不可欠です。気候変動がもたらした
危機により、これまでに達成された開発成果が脅か
されていますが、気候変動に対処することで、全て
の国に大きな経済的機会をもたらすことができるの
です。世界銀行グループの「 気候変動行動計画	」は、
同グループが開発途上国やクライアントである民間
セクターを支援し気候変動や開発の課題に共に取り
組む際の指針となるものです。これは世界銀行グル
ープにとって、環境に配慮し、災害に強く、包摂的
な方法で開発支援を進めるというパラダイムシフト
となりました。

SDGsの達成に向け、この喫緊の課題に取り組むべく世界銀行
グループは国際社会に団結を呼びかけています。SDGsを達成
するためには、各国政府、組織、市民社会、民間セクターなど、
すべてのパートナーが手を取り合うことが不可欠だからです。
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決意から行動へ
気候変動対策に対する世界銀行
のコミットメント

ベルニス・ファン・ブロンクホースト	
世界銀行気候変動担当グローバル・ダイレクター

世界銀行は、開発途上国が開発と気候変動対策を統合し、この
両方の目標を達成できるよう支援しています。開発途上国の気
候変動対策に対する世界最大の資金提供機関として、世界銀行
はこのアプローチをすべてのセクターのすべてのプロジェクト
に適用しています。2021年度は、IBRD全プロジェクトの95%（件
数）に気候変動対策資金を動員し、気候変動への適応と強靱性
の向上も重点目標に掲げていました。こうした気候変動対策の
ための資金の総額は100億ドル、IBRDの融資承認額の3分の1
を占めています。

世界銀行は、すべてのプロジェクトにおいて気候変動リスクの
スクリーニングを実施し、環境・社会・ガバナンスに関する確固
たる方針を適用しています。できる限り多くのプロジェクトに気
候変動対策を組み込むことで、世界銀行は開発途上国が自然
災害、森林の消失、気候変動に起因する生活環境の悪化や移住
といった、人々、地域社会、国に影響を与える最も困難な気候変
動課題に取り組み、低炭素社会への公正な移行を確実に達成
できるよう支援します。世界銀行は金融や開発に関する専門知
識に加えて、温室効果ガス排出量を削減するための実践的な気
候変動対策も提供しています。世銀債への投資は、こうしたプロ
ジェクトを資金面で支え、開発途上国が気候変動対策と開発を
一体化し、環境に配慮した持続可能な経済を構築する助けとな
っています。

世界銀行グループの最新の気候変動行動計画（2021～2025
年）は、パリ協定に沿って資金を提供することを重要な条件とし

て掲げています。2023年7月1日以降は、すべての新規プロジェ
クトがこの条件を満たす見込みです。これは実質的にすべての
プロジェクトがパリ協定の目標の達成を積極的に後押しすか、
少なくとも妨げないことを意味します。各プロジェクトでは、可
能な限り最も二酸化炭素排出量の少ない方法で開発目標を達
成するようになっているか、開発による良いインパクトが気候
変動の悪影響を受けないか、各国の専門性、技術やコストなど
の側面が正しく考慮されているかどうかが審査されます。実際、
教育・保健・社会的保護など、従来は気候変動と関連付けられて
こなかった分野を含む、すべてのセクターに気候変動対策の観
点が適用されています。

その一方で、必要な資金は機関や国が単独で用意できる規模
をはるかに超えています。低炭素社会への移行を本格的に進め
るためには、公的資金の活用を一層効率化するだけでなく、民
間セクターの関与を大幅に拡大しなければなりません。世界銀
行は、開発途上国の開発の取り組みが常に気候変動対策を考
慮したものとなるように、新たな診断ツール	「国別気候・開発報
告書（CCDR）」	を開発しました。CCDRは、インパクトの大きい気
候変動対策に対する政策・制度改革や、公共・民間投資の推進
に必要な情報を提供しています。CCDRは、その国の開発目標に
基づいて作成され、各国が気候変動の緩和策と適応策を図り
ながら、こうした目標をどのように達成できるかを分析していま
す。また、人々を政策の中心に据えることで、気候変動リスクが
コミュニティにどのような影響を与えるか、貧困問題に取り組む
ことが強靱性の向上にどのように貢献するか、気候変動や気候
政策が分配や雇用にどのような影響を与えるかがまとめられて
います。CCDRは公開資料であり、他の多国間・二国間資金提供
機関や民間企業も投資の指針として活用できます。
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世界銀行グループの
気候変動行動計画 (2021～2025年）の概要
対象期間の気候変動対策資金の割合を世界銀グループによる支援全体の平均35％

まで引き上げる。IBRD、IDAによる気候変動対策資金の内、少なくとも50％を気候変動
への適応に充てる。 

パリ協定に沿った資金提供を図る。2023年7月1日以降に始まるすべてのIBRD・IDAの
新プロジェクトがこの要件を満たす見込み。

新たな分析手段として	国別気候・開発報告書（CCDR）	を導入し、開発途上国が気候変
動対策と開発の取り組みを一本化し、投資の促進につながる優先事項を特定できるよ
う支援する。 

「自国が決定する貢献（NDC）」と「長期戦略」の実行・更新に対する支援を加速する。
温室効果ガスを排出している事業への補助金削減と炭素税の引き上げにより、インセ
ンティブを調整する。 

気候変動対策のための民間資本の促進と動員。炭素クレジット市場、各国のグリーンボ
ンド及びグリーン融資市場開拓の取り組みを拡大する。IDA資金やその他の資金源を
通じて、最貧国における地球公共財保護を支援する。

気候変動問題への対処、強靭な低炭素型社会の達成、自然資本と生物多様性の保護
のための、エネルギー・農業・食料・水・土地・都市・運輸・製造等の主要な分野におけ
る優先的な取り組みの実施。同行動計画は、特に石炭からの「公正な移行」の支援を
重視している。 
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3	 723件の内訳は、実施中のプロジェクトが635件、2021年度に完了したプロジェクトが88件です。
4 上記の成果は、32～33ページに記載されている、世界銀行（IBRD）が支援する活動のうち、開発途上国が当該年度内に達成した成果や成果物の一部を紹介したものです。但し、温室効果ガス
（GHG）の純排出量とエネルギー／燃料消費削減量は実績値ではなく予測値を記載。

*	 この指標は、ポートフォリオレベルでの年間温室効果ガス純排出量を参照し、21年度中に承認されたプロジェクトの年間純排出量の合計として算出されています。個別データは、温室効果ガ
ス排出量算定手法が合意された各プロジェクトの準備段階で得られた予測値に基づいて算出されています。

2021年度の主な成果2021年度の主な成果
 
2021年度、世界銀行サステナブル・ディベロップメント・ボンドの資金は、723件の 723件の IBRD融
資プロジェクト３

 に活用され、開発途上国が優先課題やSDGsを達成できるよう支援しました。

主な成果	4：

700万人
が社会的セーフティネット
・プログラムの対象に

2.20 x 107
MWh// 

7.92x1010
MJ 

のエネルギー・燃料消費量を削減

440万人
が基本的な保健・栄養
・人口サービスを利用可能に

340万人
が改善された
都市環境で生活

350万トン
二酸化炭素換算二酸化炭素換算
の年間純温室効果ガス
排出量削減を達成*

の教員の教員を対象に
採用又は研修を実施

49万3,200

5,464 GWh
の追加年間発電量を
再生可能エネルギー
によって確保

及び 

45万人
1万社  
が金融サービスを利用
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ハイケ・ライハルト
 世界銀行財務局IR・	
	 サステナブルファイナンス責任者	
 

サステナブルボンド（環境・社会の持続可能性に貢献する債券）
に対する世界銀行のアプローチを教えてください。このアプロー
チは時とともに変化してきたのでしょうか。

最初にお伝えしたいのは、世界銀行（IBRD）は189の加盟国が
出資し運営する協同組合のような組織だということです。その
目的は社会的なものであり、良いインパクトをもたらすことを重
視した活動を展開しています。世界銀行は加盟国と協力しなが
ら、環境に配慮したより強靱で包摂的な社会の実現を目指し、
開発金融機関としての責務と、極度の貧困撲滅と繁栄の共有促
進という2大目標に従って、中所得国やその他の加盟国に融資、
保証、助言サービスを提供しています。

融資に必要な資金を調達するために、世界銀行はグリーンボン
ドとサステナビリティボンドという2種類の世銀債を発行してい
ます。世界銀行では後者を「サステナブル・ディベロップメント・
ボンド」と呼んでいます。世界銀行は、2008年に初のラベル付き
債券であるグリーンボンドを発行し、その後のグリーンボンド・
ソーシャルボンド・サステナビリティボンド市場の発展の礎とな
りました。

世界銀行は包括的なアプローチを採用し、すべての世銀債にお
いて情報開示を重視しています。世銀債の調達資金を活用した
取り組みつまり開発途上国への融資はすべて、社会と環境に良
いインパクトを与える設計されたソーシャルプロジェクトとグリ
ーンプロジェクトを支援しています。2015年、IBRDの貸借対照
表上の全ての融資プロジェクトが支援しているものを投資家に

周知する過程で、世銀債に「サステナブル・ディベロップメント・
ボンド」という名称を付けました。そして私たちは、世界銀行が
目指す持続可能な開発や、プロジェクトが持続可能性に関する
方針や環境・社会面の要件を満たしているかを確認するための
徹底した内部審査プロセスを投資家に説明しています。

投資家との会話や投資家のアプローチはどう変化しましたか。

投資家の行動は変わりつつあると思います。2021年秋、世界銀
行はすべての融資がどのように気候変動対策を盛り込んでいる
のかを投資家に伝える取り組みに着手しました。投資家は、す
べてのプロジェクトで気候変動に配慮するという新しいアプロ
ーチに多いに関心を寄せました。投資家自身も以前より包括的
な視点を持つようになり、投資が環境・社会・ガバナンス（ESG）
に与える影響を意識するようになっています。また、多くの投資
家が発行体に注目するようになりました。総じて言えば、投資家
があらゆる投資でESGを考慮する中、ESG的に問題のありそう
な投資を避けるといった後ろ向きかつ短期的な投資意思決定
ではなく、時には債券のラベルにもこだわらず、良いインパクト
がどれだけあるのかに注目し、そうした投資機会を追及するよ
うになっています。投資目的は投資家によって様々です。グリー
ンボンドへの投資を機に、多くの投資家が持続可能性を包括的
な視点から捉えるようになっています。ESG要素の開示が要求
される投資プロセスの構築時に、投資家が最初に投資対象とし
て検討する債券がグリーンボンドであることは少なくありませ
ん。ここから多くの投資家は、より社会的な範囲へと投資の領域
を広げ、グリーンとソーシャルの両方に投資するようになってい
ます。また、ラベルの付いた特定の債券だけでなく、発行体毎に
融資ポートフォリオ全体が気候変動や持続可能性に与えている
影響を分析している投資家もいます。
	
世界銀行は初のラベル付き債券であるグリーンボンドを発行し、

インタビュー：ハイケ・ライハルト

投資家があらゆる投資でESGを考慮する中、ESG的に
問題のありそうな投資を避けるといった後ろ向きかつ
短期的な投資意思決定ではなく、時には債券のラベ
ルにもこだわらず、良いインパクトがどれだけあるの
かに注目し、そうした投資機会を追及するようになっ
ています。

パッションフルーツ生産者組合の組合員（コロンビア、ブガ近郊）		                                  Photo: © Charlotte Kesl / World Bank
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資本市場におけるサステナブルファイナンスの先駆者となりまし
た。このアプローチは、サステナブル・ディベロップメント・ボンド
をじて世銀債全体に広がり、最近では野生動物保護債のような
革新的な銘柄も登場しています。今後はどのような取り組みを考
えていますか。	

現在はサステナブル・ディベロップメント・ボンドの発行を通
じ、SDGsや実際のプロジェクト事例を使いながら特定の開発テ
ーマに関して、重要な開発課題に取り組む加盟国を世界銀行の
活動がどのように支援しているかを投資家に伝えています。ま
た、投資の参考となるように、ストックホルム環境研究所（SEI）と
連携して、こうしたプロジェクトとSDGsの関連性を示すSDGマッ
ピングも作成しました。開発テーマには、ジェンダー平等・食品
ロスと廃棄・持続可能な都市・気候変動対策などがあります。生
物多様性や生態系サービスに対する投資家の関心も高まって
います。世界銀行は、気候変動対策をプロジェクトに盛り込み、
自然破壊のような課題にも包括的なアプローチで取り組んでお
り、気候変動と生物多様性の危機を同時に解決する政策対応と
投資を通じて開発途上国を支援しています。このアプローチは、
気候変動対策に自然資本が果たす重要な役割を浮き彫りにし
ています。自然を活かしたソリューションは気候変動の緩和や
気候変動への適応、自然保護に貢献するからです。

今後は野生動物保護債のような成功報酬型の債券を増やし、
絶滅危惧種の保護だけでなく、幅広い開発課題に支援を拡大
することもありえます。野生動物保護債は、南アフリカのクロサ
イの保護や個体数の増加を実現するための資金を調達すると

同時に、保護活動や地域社会を支援するものです。本件は、サ
ステナブル・ディベロップメント・ボンドに、保護活動のための
資金を提供する成功報酬型の仕組みを組み合わせることで「二
重」のインパクトを生み出す特別な債券と言えるでしょう。今後
はエネルギーや自然景観、さらには栄養等の伝統的な開発分
野で同様の可能性を検討していきたいと思います。

新型コロナウイルス感染症の世界的流行、戦争、地政学的な不
安、気候変動など、世界は前例のない課題に直面しています。世
銀債の投資家は、こうした課題に対する世界銀行の対応をどのよ
うに支援していますか
		
サステナブル・ディベロップメント・ボンドの調達資金は世界
銀行のプロジェクトに活用されています。分野横断的な危機が
増えていることから、特に社会的保護・農業・貿易・教育・保健・
栄養・クリーンエネルギーといったセクターへの投資がこれま
で以上に重要になっています。世界銀行は、感染症の世界的流
行や戦争によって、さらなる打撃を受けている開発途上国の社
会・経済を支援するために多額の自己資金（貸借対照表上の資
金）を投じる一方で、より多くの資金を提供できるよう、信託基
金受託等の形式で外部からも資金（貸借対照表外の資金）の調
達をしています。今後も迅速な対応によって開発途上国を支援
し、貧困層・脆弱層の保護に重点を置くと同時に、各国がSDGs
の達成に向けた勢いを取り戻せるよう支援してまいります。

自然保護区のクロサイ
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サステナブル・ディベロップメント・ボンドは、開
発金融機関としての世界銀行の使命や、世銀債
の調達資金が持続可能な開発プロジェクトにど
のように活用され、いかにSDGsに寄与している
かを投資家に伝える上で、大きな役割を果たして
います。また、世界銀行はストラクチャー債など、
世銀債の発行プログラムを活用した革新的
な取り組みを通じて、開発途上国が強靱性を高
め、地球規模の開発課題に対応できるよう支援
しています。

グリーンボンド以外のすべてのサステナブル・ディベロップメン
ト・ボンドは、世界銀行の「サステナブディベロップメント・ボン
ド・フレームワーク」に沿って特定の開発テーマやSDGsに対する
人々の意識の向上を目指して発行されます。以下は、2020年
7月1日から2022年4月30日までの間に採り上げられた開発テー
マ及び発行事例です。5

栄養
	持続可能な成長を達成し、貧困削減の原動力であ
る人的資本を構築するためには、人々の栄養状態
を改善することが不可欠です。新型コロナウイルス
感染症の流行により開発途上国の人々の栄養状態

が悪化したことで、知識・資源・サービスを世界中の貧困層に届
け、人々が最適な栄養状態を確保し、将来の危機への強靱性を
高められるようにすることがこれまで以上に急務となっていま
す。IBRDとIDAの栄養プログラムのプロジェクト総額は70億米ド
ル近くに達しており、その内20億米ドルはIBRDの支援対象国で
の栄養不足と肥満の問題への対応を支援するものです。

	豪ドル建て10年・15年債

革新的な世銀債 

UNICEF債
1億米ドルの5年債。IBRDの持続可能
な開発プロジェクトと新型コロナウイ
ルス感染症に対処するプロジェクト、
並びにUNICEFの同様の取り組みを支

援する債券。

ジャマイカ・向けキャットボンド
1億8,500万米ドルのキャットボンド（大
災害債券）。2023年12月までの3回のハ
リケーンシーズンに一定規模以上のハリ
ケーンが発生した場合、ジャマイカ政府

に保険金が支払われます。

野生動物保護債
1億5,000万米ドルの成功報酬型債券。
野生動物の保護活動が目標（この場合
は南アフリカのクロサイの個体数の増加
率）を達成するための資金を提供しつ

つ、地域社会に重要な社会的利益も提供する世界初
の債券。

SDGsの視点に立った投資家との
エンゲージメント 	

5 世銀債の発行によって調達した資金の使途は、特定のプロジェクトやプログラム、活動への融資に限定されるものではありません。世銀債の元利金の支払いは、世界銀行の信用力に基づき行
われるため、投資家が個々の融資プロジェクトやプログラム、活動のリスクを負うことはありません。	
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自転車に乗る男性（ネグリル、ジャマイカ）                            Photo: Rock-Staar-gkse / Unsplash
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ジェンダー平等
	環境に配慮した生産性の高い包摂的な社会を構築
するためには、女子と女性を保護し、投資すること
が欠かせません。新型コロナウイルス感染症の世
界的流行により、幅広い分野でジェンダーの格差

が悪化し、人的資本・経済的エンパワーメント・発言権・決定権
といった分野でこれまで達成されてきた成果を脅かしていま
す。世界銀行は、感染症の世界的流行による保健・社会・経済
の悪化、特に女子と女性への悪影響に対処しながら、経済復興
を進め、包摂的で強靱な経済を実現できるよう開発途上国を支
援しています。2022年1月、世界銀行グループはジェンダー格差
の解消、女子と女性のエンパワーメントの促進、画期的な変化
の実現に向けて、この10年間に達成された進捗と得られた教訓
を振り返る「#AccelerateEquality」という1年間に渡るイニシアテ
ィブを開始しました。   

	カナダドル建て5年ベンチマーク債、ノルウェークローネ建
て5年変動利付ベンチマーク債、カナダドル建て5年債、ノルウ
ェークローネ&スウェーデンクローナ建て債、人民元建て債

教育 
教育は人権であり、開発の強力な推進力です。ま
た、開発途上国が貧困を削減し、健康、ジェンダー
平等、平和、安定性を改善するための極めて強力な
手段でもあります。教育は長期的な経済成長やイノ

ベーションの促進、組織・制度の改善や社会的結束を育みます。
世界銀行は学習サイクル全体を対象とした支援を開発途上国に
提供しており、コロナ危機下でも危機の収束後も、すべての生
徒が学習を継続できるような、対応力が高く公平かつ包括的な
教育システムの形成を支援しています。世界銀行は開発途上国
の教育に資金を提供する世界最大の援助機関でもありま
す。2021～22年度、IBRDとIDAは教育プログラム・技術協力・そ
の他のプロジェクトに対し、約70億米ドル（内、30億米ドルは
IBRD加盟国に対する支援）の融資を承認しました。

 米ドル建て20年債

清潔な水と海洋資源
新型コロナウイルス感染症の世界的流
行は、水と海洋にさらなる脅威をもた
らしました。多くの国が環境よりも保
健を優先するという難しい選択を強い

られた結果、使い捨てプラスチックの使用量や医療廃棄物が増
加し、その一部が海に流れ込んだためです。世界銀行は、開発途
上国の海洋・水関連プロジェクトに資金を提供する世界最大の
国際機関として、安全で清潔な水へのアクセスと海洋・水産資源
の持続可能な利用の確保を支援しています。2021年度に実施中
の海洋経済関連プロジェクトの融資ポートフォリオの総額は70

億米ドル以上です。その内の30億米ドルはIBRD支援対象国で実
施されており、ブルーエコノミー（健全な海洋のための海洋セク
ターの統合的かつ持続可能な開発）の実現に重点を置いていま
す。

	コロンビアペソ建て5年債、ユーロ建て30年コーラブル債

食品ロスと食品廃棄
	世界の年間温室効果ガス排出量の8％の原因とさ
れる食品ロスと食品廃棄。その削減は、飢餓の撲
滅・持続可能な食料生産・食事・消費の支援、そし
て最終的には気候変動への対処など、幅広い分野

に良い影響を与えることが期待できます。新型コロナウイルス感
染症のような世界的危機によって、食品ロス・廃棄の問題に対す
る世界的な意識を高めるだけでなく、食料不安を解消するため
に、地域毎でこうした問題にに取り組む緊急性が高まりまし
た。IBRDは70億米ドル以上の融資を通じて、中所得国が食料の
生産から流通までのプロセスで発生する食品ロス・廃棄問題に
対応できるよう、インフラの整備、市場アクセスや物流の改善、
廃棄物管理等を支援しています。	

 ノルウェークローネ＆スウェーデンクローナ建てベン
チマーク債、人民元建て2年債、豪ドル建て10年債

気候変動
スコットランドのグラスゴーで開催された第26回気
候変動枠組条約締約国会議（COP26）に先立ち、世
界銀行は気候変動対策をすべてのプロジェクトに
盛り込む方針を投資家に周知する取り組みを開始

しました。その一環として、すべてのプロジェクトとセクターで気
候変動への対応と持続可能性の向上を同時に追求することを
説明しました。2021年度には、IBRDプロジェクトの95％（件数）
に、気候変動対策資金が含まれており、その総額はドル額に換
算するとIBRDの融資承認額の33％に達しました。この取り組み
において世界銀行は複数の世銀債発行を行い、合計300件以上
の購入申し込みを得て、総額120億米ドル以上の資金を調達しま
した。この資金の一部は2022年度のSDB発行プログラムにも含
まれています。

	8億豪ドルのデュアルトランシェ債、豪ドル＆ニュージーラン
ドドル建てグリーンクラブデイール、ユーロ建て25年ベンチマー
ク債、米ドル建て10年固定利付ベンチマーク債、米ドル建て7
年SOFRリンクベンチマーク債、豪ドル建て8年クラブディール

本レポートに記載されているプロジェクトはすべて例示を目的としたものであり、世界銀行が将来において同種の又は類似した特徴を持つプロジェクトを実行する
ことを保証するものではありません。世銀債の発行によって調達した資金の使途は、特定のプロジェクトやプログラム、活動への融資に限定されるものではありませ
ん。世銀債の元利金の支払いは、世界銀行の信用力に基づき行われるため、投資家が個々の融資プロジェクトやプログラム、活動のリスクを負うことはありません。
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/09/world-bank-launches-sustainable-development-bonds-in-scandinavian-currencies-while-raising-awareness-for-gender-equality-and-health
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/26/japanese-life-insurance-companies-purchased-world-bank-sustainable-development-bond-to-support-holistic-approach-to-clim
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特集：食品ロス・廃棄   
 

食品ロスと食品廃棄は、世界銀行が2019年3月に紹介したサステナブル・ディベロップメント・
ボンドの最初のテーマの1つでした。このテーマは、食品ロス・廃棄問題と気候変動の関連性に
注目し、世界中の投資家の賛同を得ました。今日では生産された食品の約3分の1が食卓に届
くことなく失われ、食品ロス・廃棄によって排出される温室効果ガスの総量は、国別の排出量
順位に置き換えると世界第3位に相当します。この課題に取り組まない限り、パリ協定に基づ
くコミットメントは達成できないことをG20とアフリカ連合は認識しています。世銀債（IBRD）
の投資家は、このテーマへの注目を高めることに貢献しました。世界銀行はサステナブル・デ
ィベロップメント・ボンドの発行を通じて食品ロス・廃棄の問題に対する人々の意識を高め、40
銘柄を通じて総額約30億米ドルを調達しました。この問題の重要性は世界銀行内部でも注
目されるようになり、食品ロス・廃棄のコンポーネントを含む農業プロジェクトのポートフォリ
オは2019年には約50億米ドルでしたが、2022年には50％増の70億米ドル超となりました。

人間の消費用に栽培・生産された数百万トンの食料が世界中で廃棄されています。
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昨年度に続き、世界銀行はストックホルム環境研究所（SEI）と協力して、世界銀行が融資するプロジェク
トとSDGsの関連性をマッピング手法を用いて明らかにしました。

SDGsの観点から分析した2021年度
のプロジェクトポートフォリオ
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図1：SDGsとの関連性を表すプロジェクトポートフォリオのSDGマッピング

この図は、世界銀行のプロジェクトポートフォリオがSDGsのどの目標と密接に関わっているかを正確に示すために、SDGsの各目標と
の関連性を、大きな差が出やすい絶対度数ではなく、相対度数を目標ごとに合計するという形で示したものです。円の大きさは、各目
標と関連しているプロジェクトの割合の合計を表し、円が大きければ割合の合計値が大きいこと、円が小さければ合計値が小さいこ
とを意味します。グラフ内での各目標の位置は、各目標がすべてのプロジェクトとどの程度関連しているかを表しています。図の中央
に近いほど、多くのプロジェクトと高い割合で関連していることを意味します。
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6	 この手法は、自動テキストマイニングソフトウェアを使ってプロジェクトとSDGsのターゲットを照合します。その下準備として、SEIはSDGsの169のターゲットのすべてから関連するキーワード
を抽出し、KH	Coderソフトウェアを使って各プロジェクトの説明文に含まれるSDGキーワード抽出しました。説明文に1つ又は複数のSDGキーワードが含まれる場合、そのプロジェクトを当該
SDGと紐付けます。	
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図2：ジェンダーに配慮したターゲットにマッピングされたプロジェクト 

この図は、ジェンダーに配慮したターゲットと関連しているプロジェクトと、関連していないプロジェクトの数を比較し、目標別に示した
ものです。黄色の棒は、各目標のジェンダーに配慮したターゲットと、少なくとも1つは関連しているプロジェクトの数を示しています。

SEIとの協力関係は、2020年度にIBRDのプロジェクトポートフォ
リオに追加された100件のプロジェクトをSDGsと関連付けるマ
ッピング手法6の開発から始まりました。今年度は、この手法を
IBRDが融資するすべてのプロジェクト（約700件）に適用しまし
た。この目的は、IBRDが融資するプロジェクトがSDGsにどのよ
うに貢献しているかを知る手段を投資家に提供すること、そし
てマッピングの結果を公開し、他の発行体のプロジェクトや投
資家の投資とSDGsとの関連付けを行いやすくすることです。	

本ページの2つの図は、2021年度のIBRD融資プロジェクトと
SDGsとのマッピング結果を目標別に表したものです。SDGs
の各目標は相互に関連していることだけでなく、特にジェン
ダー平等のような複数の分野にまたがる問題を考える際に
は、包括的な視点を持つ必要があることを示しています。

図1は、SDGsの各目標の相互関連性を、各目標のキーワード
がプロジェクトと合致した回数、つまり「度数」をもとに示した
ものです。度数が高い目標は、キーワードがテキスト内に出現
する回数が多く、分析対象のプロジェクトにおいて、当該目標
との関連性が顕著に認められることを意味します。図1のネッ
トワーク図は、この手法を用いて2021年度のポートフォリオ
を分析した結果、関連性が最も顕著に認められた目標を示し
ています。図2は、SDG5だけでなく、多くのSDGsと関わってい
るテーマの例として、ジェンダー平等を取り上げています。ジ
ェンダーへの配慮を少なくとも１つは含めているプロジェク
トの割合をSDGｓの各目標ごとに示しています。この分析は、
度数にかかわらず、関連しているか否かという視点からポー
トフォリオに含まれるプロジェクトを分析することで、最も多
くのプロジェクトと関わっている目標を明らかにしています。

注：SDG5のターゲットの他に、「ジェンダーに配慮したターゲット」として選択されたのは、女性のエンパワーメントやジェンダー平等関連の問題、女子と女性
の福祉に明確に言及しているターゲットです。具体的には、次のターゲットが用いられました。1.2、1.4、1.b、2.2、2.3、3.1、3.2、3.7、4.1、4.2、4.3、4.5、4.7、5.1、5.2
、5.3、5.4、5.5、5.6、5.a、5.b、5.c、6.2、8.5、8.8、10.2、11.2、11.7、13.b、16.1
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7   世界銀行グリーンボンドの発行残高は2021年6月30日時点で約80億米ドル相当でした。2008年以降、世界銀行は23通貨で185銘柄、総額160億米ドル超のグリーンボンドを発行しました。グ
リーンボンドによる調達資金は、IBRDの適格プロジェクトへの融資に使用される特別口座で管理されます。発行残高があり、特別口座の残高がプラスになっている間は、この特別口座から定
期的に、少なくとも毎四半期末に、当該四半期中にIBRDの融資資金管理プールから適格プロジェクトに支払われた資金の全額に相当する金額が特別口座より引き出され、当該融資プールに
移されます。	  
 

 

Issuance Highlights 
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単
位
：
10
億
米
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ル

■ ストラクチャー債/リスク移転債      ■ その他/普通債（プレーンバニラ債
■ ベンチマーク債/グローバル債

680
2021年度の債券発行実績。
内16億ドル相当はグリーンボンド7
（13通貨で発行) 

189
銘柄

発行総額推移

25
通貨 

5%  英国ポンド 

12%   ユーロ  

15%   その他

68% 米ドル  

発行通貨内訳

債券発行を通じて
開発途上国の持続可能な
開発プロジェクトに資金
を提供し、各国の優先課題
とSDGsの達成を支援
 

2021年度（2020年7月1日～2021年6月30日）、IBRDの融資は過去最大規模を記録: 

310億ドル 新規融資承認額 及び    240億ドル 
融資実行額

億ドル

発行状況
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世界銀行は、持続可能な開発プロジェクトへの融資や
持続可能な資本市場の発展における民間セクターの
重要性を広く発信していくため、投資家や資本市場
参加者とのエンゲージメントに注力しています。
世界銀行は、国際資本市場協会（ICMA）のグリーン、
ソーシャル、サステナビリティボンド原則の執行委員会
の創設メンバーであり、そのワーキンググループの活動
にも積極的に参加しています。こうした活動を通じて、
サステナブルファイナンスに関する規制や関連する基準
・タクソノミー（分類）の世界的動向を注視しています。
	 

世界銀行は、気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク
（NGFS）のオブザーバーでもあり、ストックホルム環境研究所
（SEI）のような組織とのパートナーシップを通じて、持続可能
な資本市場を実現するための透明性と情報開示のモデルの構
築に取り組んでいます。

2021年は、持続可能な資本市場の要件・気候変動ファイナンス
の主流化・サステナブルファイナンスの最新動向に関する議論
に参加し、世界銀行のノウハウを共有しました。また、持続可能
な資本市場の発展を促す革新的な商品やサステナブルファイナ
ンスに対する包括的なアプローチも高い評価を受けました。

資本市場とのエンゲージメント及び
受賞実績

受賞実績
CMD Portal

• 2021年ベストESG債発行体

• 	2021年ベストGBP債発行体

• 2021年のトップディール：総額50億ノルウェークローネの
ESG債

• 2022年第1四半期のトップディール：野生動物保護債

Environmental Finance（2022年）

• グリーンボンド・オブザイヤー（国際機関)：「日本の生命保
険会社による初の共同投資で開発途上国の気候変動対策
を支援」

• サステナビリティボンド・オブザイヤー（国際機関）：	デュア
ル・トランシェ、総額30億米ドルの2年債（2023年4月償還）、
総額50億米ドルの7年債（2028年4月償還）

 Global Capital

• 最も革新的なSSA発行体

• 最も印象的なSSA	MTN発行体

• 最も印象的な国際機関の債券発行担当者：	
	 アンドレア・ドール 
 
International Financial Law Review

• ディール・オブザイヤー：IBRD-ユニセフ債

Kanga News

• カウリ債オブザイヤー：総額15億ニュージー
ランドドル、2.875％、2026年11月償還

 Trading Risk

• 災害保険のギャップ解消イニシアティブ・オブザイヤー：	
総額1億8,500万米ドルのキャットボンド（ジャマイカ）
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/07/world-bank-prices-nok-5-billion-sustainable-development-bond-while-raising-awareness-for-health-and-gender-equality
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/07/world-bank-prices-nok-5-billion-sustainable-development-bond-while-raising-awareness-for-health-and-gender-equality
https://www.worldbank.org/ja/news/press-release/2022/03/23/wildlife-conservation-bond-boosts-south-africa-s-efforts-to-protect-black-rhinos-and-support-local-communities
https://www.worldbank.org/ja/news/press-release/2021/09/30/japanese-life-insurance-companies-collaborate-to-support-climate-action-through-world-bank-aud-and-nzd-bonds
https://www.worldbank.org/ja/news/press-release/2021/09/30/japanese-life-insurance-companies-collaborate-to-support-climate-action-through-world-bank-aud-and-nzd-bonds
https://www.worldbank.org/ja/news/press-release/2021/09/30/japanese-life-insurance-companies-collaborate-to-support-climate-action-through-world-bank-aud-and-nzd-bonds
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/04/13/world-bank-prices-dual-tranche-2-year-and-7-year-benchmarks-catering-to-a-wide-range-of-investors
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/04/13/world-bank-prices-dual-tranche-2-year-and-7-year-benchmarks-catering-to-a-wide-range-of-investors
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/04/13/world-bank-prices-dual-tranche-2-year-and-7-year-benchmarks-catering-to-a-wide-range-of-investors
https://www.worldbank.org/en/about/people/a/andrea-dore
https://www.worldbank.org/ja/news/press-release/2021/03/04/world-bank-bond-expands-support-to-covid-19-resilience-through-the-united-nations-childrens-fund-unicef
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/11/18/world-bank-prices-record-nzd-1-5-billion-5-year-sustainable-development-bond
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/11/18/world-bank-prices-record-nzd-1-5-billion-5-year-sustainable-development-bond
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/19/world-bank-catastrophe-bond-provides-jamaica-185-million-in-storm-protection
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イベント＆ポッドキャスト
• ブルームバーグ・ライブ「カナディアン債券コンファレンス」（2021年9月）、SEB「次世代ファイナンス」ポッドキャスト（2021
年12月）：サステナブルファイナンスに対する世界銀行の包括的なアプローチをHeike	Reicheltが解説しました。 

• Kanga	News「SSAリーダー紹介」：資本市場の発展と新型コロナウイルス感染症
の世界的流行への対応についてAndrea Doreが解説しました。 

•  「Environmental	FinanceGSSS債グローバル開発会議」、スウェドバンク「年次ESG会議」：	ESG関連規制の整備が
進む中、世銀債が持続可能な回復にどのように貢献しているかについてColleen	Keenanが説明しました。

出版物 

• ESGInvesting.“What	You	Need	to	Know	About	Sustainable	Development	Bonds”2021年

• The	International	Debt	Capital	Markets	Handbook	2022（第25版).“The	appeal	of	
fixed	income	markets	in	China	for	foreign	investors”、Euromoney	

• Sustainabonds.“World	Bank	connects	investors	with	impact	amid	Covid-19”.2021年7月

Heike Reichelt, World Bank

Bloomberg Canadian Fixed Income 2021      I       

Heike Reichelt世界銀行財務局IR・サステナブルファイナンス責任者とKait 
Bolongaroブルームバーグ・カナダ政府担当記者が、サステナブルファイナンス
の取り組みについて意見を交わしました。

Colleen Keenan世界銀行IR・サステナブルファイナンスチーム上席オフィサーが、
スウェドバンクの年次ESG会議2021に参加し、ESGに関する規制の整備が進む中、
世銀債が持続可能な回復にどのように貢献しているかについて説明しました。
 

Colleen Keenan, World Bank
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https://www.youtube.com/watch?v=B-M1_m9cndk
https://open.spotify.com/show/02NySXx0Apvyn6NQFTOE9L
https://www.worldbank.org/en/about/people/h/heike-reichelt
https://www.kanganews.com/news/14542-ssas-lead-by-example
https://www.worldbank.org/en/about/people/a/andrea-dore
https://vimeo.com/638590520/2cb340d0e8
https://www.worldbank.org/en/about/people/c/colleen-e-keenan
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/22e06e884886711badc898a77e23085b-0340022021/original/The-International-Debt-Capital-Markets-Handbook-2022.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/22e06e884886711badc898a77e23085b-0340022021/original/The-International-Debt-Capital-Markets-Handbook-2022.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/ef74bb9293c8a331f4425e445d9ec031-0340022021/original/Sustainabonds-World-Bank-Heike-Rechelt-interview-July-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B-M1_m9cndk
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セクター別融資承認額

サステナブル・ディベロップメント・ボンド	
融資承認額＆融資実行済額

a 承認額は、世界銀行（IBRD）の融資総額からキャンセル額を除した値（報告単位：10億米ドル相当）。米ドル以外の通貨建ての融資は、当時の前月末日時点の為替レートで米ドル相当額に換算。同
様に、米ドル以外の通貨建ての融資のキャンセル額は、キャンセル実行日の為替レートで米ドル相当額に換算。

10億米ドル相当
セクター 承認額a 融資実行済額b

農業・漁業・林業 9.0 3.4
教育 9.4 3.0
エネルギー・採取産業 19.9 11.2
金融セクター 11.5 7.0
保健 12.2 5.1
産業・貿易・サービス 10.8 4.2
情報通信技術 1.1 0.7
行政 22.4 11.6
社会的保護 15.5 9.6
運輸 24.7 15.9
水・衛生・廃棄物処理 16.8 7.5
合計 153.2 79.2

セクター別融資承認額＆融資実行済額

注：端数処理しているため、各値の合算値が合計の値と異なる場合があります。	

16%

6%

6%

7%

7%

8% 10%

11%

13%

15%
1%  	運輸

  行政
  エネルギー・採取産業
  水・衛生・廃棄物処理
  社会的保護
  保健
  金融セクター
  産業・貿易・サービス
  教育
  農業・漁業・林業
  情報通信技術
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10億米ドル相当
地域  承認額a 融資実行済額b

アフリカ地域(AFR) 10.0 5.5
東アジア・大洋州地域(EAP) 29.2 14.0
ヨーロッパ・中央アジア地域(ECA) 29.4 15.4
ラテンアメリカ・カリブ海地域(LCR) 36.8 21.4
中東・北アフリカ地域(MNA) 20.9 11.1
南アジア地域(SAR) 26.8 11.7
合計 153.2 79.2

地域別融資承認額＆融資実行済額

地域別融資承認額

注：端数処理しているため、各値の合算値が合計の値と異なる場合があります。 

b 融資実行済額は、世銀（IBRD）債の調達資金のうち、適格プロジェクトへの融資実行のために配分された金額（報告単位：10億米ドル相当）。米ドル以外の通貨建ての融資の実行額は、当該融
資の取引実行日の為替レートで米ドル相当額に換算。

24%
LCR

14%
MNA

17%
SAR

7%
AFR

19%
ECA

19%
EAP
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2008年以降、これまでに115件のプロジェクト9に対して、総額180億米ドルの融資が承認され
ました。返済額を除いた2021年度の融資残高は、32カ国の合計で125億米ドルです。

グリーンボンド 
融資承認額＆融資残高8

8 記載された金額は現在のグリーンボンドのポートフォリオの承認額及び融資残高です。P110849はプロジェクトが完了し、融資元利も完済されているため、現在の承認額及び融資残高の数字や
現在のグリーンボンドのポートフォリオには含まれていません。

9 2008年以降の世界銀行グリーンボンドプログラムのプロジェクトは累計で116件です。その融資承認額の累計額は185億米ドル相当で、これにはP110849の数字も含まれています。

セクター別融資承認額

承認額10億米ドル相当a 融資残高
10億米ド
ル相当bセクター 緩和 適応 合計

1.	再生可能エネルギー及びエネルギー効率 6.7 0.1 6.8 4.7
2.	環境配慮型輸送 4.3 0.2 4.5 3.7
3.	水及び汚水管理 0.3 1.5 1.8 0.8
4.	固形廃棄物管理 0.1 0.0 0.1 0.1
5.	生物多様性 0.3 0.6 0.9 0.6
6.	農業、土地利用、森林、生態学的資源 0.6 1.9 2.6 1.3
7.	強靱なインフラ、安全な建築環境、その他 0.5 0.9 1.4 1.2
合計 12.9 5.1 18.0 12.5
割合 72% 28% 100%

セクター別融資承認額＆融資残高

1%

10%

5%
14%

8%

37%

25%

  再生可能エネルギー及びエネルギー効率
  環境配慮型輸送
  水及び汚水管理
  固形廃棄物管理
  生物多様性
  農業、土地利用、森林、生態学的資源
  強靱なインフラ、安全な建築環境、その他
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地域別融資承認額

20%
LCR

7%
MNA

22%
SAR

1%
AFR

17%
ECA

33%
EAP

10億米ドル相当

 
地域

承認額
10億米ドル相当a

融資残高
10億米ドル相当b

アフリカ地域(AFR) 0.2 0.0
東アジア・大洋州地域(EAP) 5.9 4.3
ヨーロッパ・中央アジア地域(ECA) 3.0 1.8
ラテンアメリカ・カリブ海地域(LCR) 3.7 3.2
中東・北アフリカ地域(MNA) 1.3 0.9
南アジア地域(SAR) 4.0 2.3
合計 18.0 12.5

地域別融資承認額＆融資残高

注：端数処理しているため、各値の合算値が合計の値と異なる場合があります。

a 融資が実行される適格プロジェクトの承認額の総計からキャンセル分を除した値。
b グリーンボンドの調達資金の合計額のうち、適格プロジェクトへの融資を実行するために配分された金額（返済額を除いた残高）。グリーンボンド償還後、新たなグリーンボンドに再投資されな
い場合の調整は加味されていません。.
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成果

稲の束を運ぶ男性（ケソン州マカレロン、フィリピン）





期待される成果
 101件の新プロジェクト  
2021年度は101件のプロジェクトがサステナブル・ディベロップメント・ボンドの
プロジェクトポートフォリオに追加 10 されました。期待される成果は以下の通りです。11:

10  「サステナブル・ディベロップメント・ボンドのプロジェクトポートフォリオに追加」とは、2021年度（2020年7月1日～2021年6月30日）に承認された新規プロジェクトを意味します。上記の101件
の新プロジェクト数は、IBRDの「Management	Discussion	and	Analysis（経営者討議用資料2021年6月30日版）」に記載されている125件の新プロジェクトとは異なります。本レポートでは、保
証業務（1件）はプロジェクト数にに含めておらず、追加融資案件（23件）については、既存の親プロジェクトに含めているためです。

11 本セクションに記載した「期待される成果」は、主要な指標に関する情報を入手可能な範囲で集計したもので、2021年度（2020年7月1日～2021年6月30日）に承認され、SDBプロジェクトポート
フォリオに追加された101件の新プロジェクトの期待される成果の一部です。各プロジェクトの詳細を記したプロジェクト別レポートは、世界銀行ウェブサイトのインパクトレポートのページで
PDF版をダウンロードするか、Excel版をご請求ください。使用した指標の詳細については、世界銀行グループのコーポレート・スコアカードのウェブサイトをご覧ください。

12  この指標は複合的な指標であり、単独の指標として使用されるだけでなく、企業報告に使用される、次のコーポレート成果指標（CRI）の値を集約しています。（I）農業資産又は農業サービスを
利用している農業従事者、（ii）労働市場プログラムの利用者（個人）、（iii）採用された、又は研修を受けた教員、（iv）学習効果の向上を目的とした直接支援を受けている生徒（TVET、高等教育の
み）、（v）金融サービスの利用者（個人及び企業）

13  雇用の創出・雇用の質・若者の雇用に重点を置いた金融サービス。利用者は個人の場合と企業の場合があります。 

1.00x106
MWh//

3.6x109 MJ
	
のエネルギー又は
燃料消費量を削減	
	

マラウイの2019年の総電力消費量
に相当**

内訳は以下の通り:

• 100万人が起業・雇用促進も目標	
	 に含めた金融サービスを利用13 

• 555,000人の農業従事者が農	
	 業資産又は農業サービスを利用

• 11,200人に雇用の機会を提供

•    10,000人の教師を対象に採用又	
	 は研修を実施

160万人
の雇用を支援 12  

に改善された衛生サービスへの
アクセスを提供

305,000人

630万人
に改善された水源への
アクセスを提供	

360万人
に新規又は改善された
電力サービスを提供
	

の追加年間発電量を再生可能
エネルギーによって確保

33GWh

 

17億台 

のスマートフォンの充電に
必要な電力に相当*	

1,200万人
の生徒に学習効果の向上を目的
とした直接支援を提供

950万人
が社会的セーフティネット
・プログラムの対象に
	

が基本的な保健・栄養
・人口サービスを利用

128,600人

の農業従事者を対象に改善
された農業技術の導入を支援

41,000人
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新型コロナウイルス感染症

14 	この成果は、複合的な指標である「雇用重視の支援の利用者」にも含まれています。”	
15		この数字は、社会的セーフティネットの対象者950万人にも含まれています。

					*	出典:	US	Environmental	Protection	Agency	Greenhouse	Gas	Equivalencies	Calculator,	CIA	The	World	Factbook.	
			**	出典:	US	Energy	Information	Administration
 

300,000人
にブロードバンドインター
ネットへの新規又は改善
されたアクセスを提供

250万人
の運輸サービスへの
アクセスが向上
	

100万人
及び	

18,800社
に金融サービスを提供	14	

120万人
に改善された
都市生活環境を提供
	

900万人
が新型コロナウイルス感染症
プロジェクトを通じて社会的
セーフティネット・プログラム
の対象に	15

25 の検査施設
に新型コロナウイルス感染症
の診断に必要な機器、検査キット、
試薬を提供

6,300人 の医療従事者
が感染の予防・制御に関する研修に参加
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16		723件の内訳は、実施中のプロジェクトが635件、2021年度に完了したプロジェクトが88件です。
17  上記の成果には、世界銀行（IBRD）が支援した活動の成果及び成果物が含まれています。これらの成果は、実施中のプロジェクト及び本レポートの対象期間に完了したプロジェクトを通じて、当該
年度内に開発途上国が世界銀行の支援を得ながら達成したものです。（但し、温室効果ガス（GHG）の純排出量とエネルギー／燃料消費削減量は実績値ではなく予測値を記載。）記載された成果
はプロジェクト全体の成果の一部であり、年によって異なります。その年度に報告対象となったプロジェクトの規模や数に応じて年間のデータは大きく変動する可能性があります。これらは、主にコ
ーポレート成果指標（CRI）から抽出した「第2階層」の成果を使っています。CRIはセクター別の成果又は成果物の指標であり、プロジェクト別に測定・モニタリングを実施し、事業や国別に集計する
ことが可能です。CRIは各プロジェクトの成果枠組みに統合されています。CRIと併せて、プロジェクト用にカスタマイズした成果指標を補完的に使用することも可能です。第2階層の指標の詳細な
定義についてはhttps://scorecard.worldbank.org/をご覧ください。

18		この成果は、複合的な指標である「雇用重視の支援の利用者」の生徒に関する成果にも含まれています。
19		この指標は複合的な指標であり、単独の指標として使用されるだけでなく、企業報告に使用される、次のコーポレート成果指標（CRI）の値を集約しています。（I）農業資産又は農業サービスを利用している農業従事者、（ii）労働市場	
				プログラムの利用者（個人）、（iii）採用された、又は研修を受けた教員、（iv）学習効果の向上を目的とした直接支援を受けている生徒（技術教育・職業訓練、高等教育のみ）、（v）金融サービスの利用者（個人及び企業）	
20		雇用の創出、雇用の質、若者の雇用に焦点を合わせた金融サービス。

達成された成果
 
2021年度は、723件のIBRDプロジェクト16

に世界銀行サステナブル・ディベロップ
メント・ボンドの資金が活用され、開発途上国の優先課題やSDGsの達成を支援しました。達成され
た主な成果17は次の通りです。

2.20 x 107
MWh// 

7.92x1010
MJ

のエネルギー・燃料消費量を削減	

エクアドルの2016年の総電力消費量に
相当**

内訳は以下の通り

• 453,500人が	
						金融サービスを利用	20	

• 200万人の農業従事者が
	 農業資産又は農業サービスを利用

• 493,200人の教師を対象に 
 採用又は研修を実施

•    960,000人が雇用に繋がる 
     支援を利用

• 300万人の生徒が学習効果の		 
	 向上を目的とした直接支援を利用

• 468,400人が雇用市場プログラム 
	 を利用

 

700万人
が社会的セーフティネット
・プログラムの対象に
	

178,700人
の農業従事者
が改善された農業技術を導入
	

130,500
ヘクタール
の土地に新規又は改良
された灌漑・排水サービス
を提供

440万人
が基本的な保健・栄養
・人口サービスを利用

	

16,970万人
の生徒
に学習効果の向上を目的
とした直接支援を提供	18

	

200万人
に改善された衛生サービス
へのアクセスを提供
	

420万人
に改善された水源への
アクセスを提供	

180万人
に新規又は改善された
電力サービスを提供	

の従来型エネルギー及び

208GWh

の再生可能エネルギーの
追加発電が年間で可能に

5,464GWh

109億台
のスマートフォン
の充電に必要な電力に相当

及び

297,738戸
の1年間のエネルギー使用
量に相当*

740万人
の雇用を支援19
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21   この成果は、複合的な指標である「雇用重視の支援の利用者」にも含まれています。
22   現在の世界銀行グリーンボンドのプロジェクトポートフォリオは、資金拠出が完了したものを含めて、115件のプロジェクトで構成されています。現在の内訳は、実施中のプロジェクトが52件（

内、5件は2021年度に新規追加）、資金拠出が完了したプロジェクトが63件（内、11件は2021年度に完了）です。前述したグリーンボンドプロジェクトの成果は、プロジェクトへの資金拠出が終
了し、本レポートの対象期間中に実施完了報告書（ICR）が公開されているプロジェクトの累積成果の一部です。（2022年4月現在）。記載された成果は、世界銀行が支援するすべての国又は地
域のプロジェクトを網羅したものではないため、包括的な成果報告ではないことにご留意ください。各プロジェクトの成果については、世界銀行ウェブサイトのインパクトレポートのページ
からプロジェクト別レポートのPDF版をダウンロードするか、Excel版をご請求ください。すべてのプロジェクトの詳細な成果についてはhttp://projects.worldbank.orgをご覧ください。

  * 出典: US Environmental Protection Agency Greenhouse Gas Equivalencies Calculator, CIA The World Factbook. 
** 出典: US Energy Information Administration

*** この指標は、ポートフォリオレベルでの年間温室効果ガス純排出量を参照し、21年度中に承認されたプロジェクトの年間純排出量の合計として算出されています。個別データは、温室効果ガ
ス排出量算定手法が合意された各プロジェクトの準備段階で得られた予測値に基づいて算出されています。

 

の農業従事者 
が新しいテクノロジーを導入

ペルー:

31,634人

ヘクタール
の土地の灌漑・排水処理施設を改善、
又は新規の灌漑・排水処理施設を提供

中国:

102,497

にエネルギー効率の高い調理
・暖房を提供

及び 

195,697 MWh  
の年間エネルギー消費を削減

モルドバ:

95,063人

の災害リスクを評価

ドミニカ共和国：

1,050 の学校

のPM2.5排出量を削減

コロンビア：

年7.64トン

の自転車用インフラ
を整備	

エクアドル：	

9.12km

ブラジルのサンパウロ都市圏：	 

57の水質監視装置を設置

歩行者・自転車専用道路の
利用者が増加

中国：

年間360万人

17.3km 
の歩行者・自転車専用道路　
を設置

1,151,400回 
歩行者・自転車専用道路の
徒歩又は自転車による年間
トリップ数

二酸化炭素換算
350万トン

2021年度のグリーンボンドプロジェクト22の成果

380
万エーカー

450,000人
及び

10,000社
が金融サービスを利用	21

130万人
にブロードバンドインター
ネットへの新規又は改善された
アクセスを提供
	

の年間純温室効果ガス
排出量削減を達成***

の米国内の森林の1年分に相当*	

570万人
の運輸サービスへの
アクセスが向上
	

340万人
に改善された都市生活
環境を提供
	

が災害ハザードマップを作成
45 の自治体
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 エジプト 
鉄道の改善と安全性の向上

エジプトでは、新型コロナウイルス感染症の流行に
よる鉄道利用者の減少・補助金の運用の問題・運
行やメンテナンス・顧客サービスにおける課題が、
旅客鉄道の改善を阻む大きな障害となっています。

公共交通機関が安定して運行されるようになれば、不利な立場
にある人々が効率よく雇用の機会や経済的機会を得ることがで
きるようになります。本プロジェクトは、アレクサンドリア、カイロ、
ナグ・ハマディを結ぶ旅客鉄道の安全性とサービスの質を向上
し、快適で手ごろな価格の公共交通機関の利用を拡大すること
で、地方部における気候変動対策（緩和と適応）にも貢献します。
資金拠出完了予定：2027年

  IBRDの承認額 

4	億	4,	000万米ドル

  プロジェクトの対象者 
地方部の人々、不利な立場にあるコミュニティ

  期待される主な成果 

• 列車の定時運行率が15％向上
• 交通関連の温室効果ガス排出量が6.9％減少
• 鉄道事故のリスクが低下

 エクアドル 
先住民族、アフリカ
系エクアドル人、
モントゥビオの領域
における経済的
エンパワーメント

歴史的に、エクアドルでは社会的進
歩が公平に共有されず、先住民族や
アフリカ系エクアドリア人、モントゥ
ビオの人々は長年、進歩の恩恵を受

けられずにいました。こうした人々は医療不足、水や衛生環境
の悪さ、既存疾患等により、新型コロナウイルス感染症に対
して脆弱な傾向にあります。本プロジェクトは、金融・高等教
育・雇用機会へのアクセスなど、対象者の開発に対するビジョ
ンや優先課題に沿って、生活の改善と、新型コロナウイルス感
染症からの回復を支援します。資金拠出完了予定：2026年

  IBRDの承認額
4,	000	万米ドル	

  プロジェクトの対象者
先住民族、アフリカ系エクアドル人、
モントゥビオの人々

  期待される主な成果 

• プロジェクトを通じて100万人を直接支援
• 1,000人が許可された金融サービスを利用可能に
• 新たに200人分のインターンシップ・雇用機会を提供

プロジェクト事例  

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P175137?lang=en
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/05/egypt-new-project-will-support-railway-safety-and-efforts-to-enhance-service-quality
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173283
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173283
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173283
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173283
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173283
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173283


 パキスタン 
固形廃棄物処理の
危機と効率化

パキスタン最大の都市カラチでは、1
日当たり推定1万2,000トン～1万6,000
トンもの固形廃棄物が発生し、同市の
排水システムを詰まらせ、洪水の頻発

や水源汚染の要因となっています。本プロジェクトは、雇用支援
と感染性廃棄物の不適切な処理によるコロナウィルス感染拡大
を防ぐことによって、洪水やコロナ危機の影響を緩和し、カラチ
の固形廃棄物管理サービスの改善を目指します。
資金拠出完了予定：2025年

  IBRDの承認額 

1億米ドル	

  プロジェクトの対象者 
貧困層・脆弱層

  期待される主な成果  

• 排水路を清掃することで10万人を病原菌や洪水リスクから
保護

• 廃棄物管理の改善により、50万人に改善された都市生活
環境を提供

• カラチにおいて1日当たり5,000トンの固形廃棄物を回収し、
安全に処理

 ジョージア 
地方のインターネ

ットアクセス向上

ジョージアの地方部では、高品質のブロードバ
ンドネットワークにアクセスすることが困難で
す。それが経済的な二極化をさらに悪化させ、地
方に住む人々や企業はオンラインで可能な国

内外の多彩な情報やサービス、市場を十分に利用できない
状況に置かれています。本プロジェクトの目的は、安価で質
の高いブロードバンド接続サービスをジョージアの地方部
の人々、企業、機関に提供し、デジタルサービスの利用を促
進することにより、経済機会へのアクセスを増やすことです。
資金拠出完了予定：2025年

  IBRDの承認額
4	,	000	万米ドル

  プロジェクトの対象者
十分なサービスを受けられない地方部のコミュニティ

 期待される主な成果  
• 50万人にブロードバンドインターネットへのアクセスを提
供

• 地方で利用できるブロードバンドサービスの単価を50％
削減

• 5,	000kmの光ファイバーネットワークケーブルを敷設
 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173021
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/08/world-bank-announces-300-million-for-pakistan-to-build-resilience-to-natural-disasters-and-health-emergencies
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/08/world-bank-announces-300-million-for-pakistan-to-build-resilience-to-natural-disasters-and-health-emergencies
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P169698
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P169698
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P169698
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P169698
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プロジェクト事例 
ジェンダー平等

ジェンダー平等の実現
に向けた世界銀行の取
り組み

 アンゴラ 
女子のエンパワーメ

ントとすべての人のた
めの学習の向上

アンゴラの思春期妊娠率は世界第3
位の高さにあり、女子の学校中退率
は上昇傾向にあります。本プロジェクト
は、気候変動対策も考慮しつつ、同国

の若者、特に女子のエンパワーメントを図り、女子生徒への保
健サービスの普及と利用の促進・中退率の低下・遠隔教育プロ
グラムなどの改善を通じ、すべての子供たちの学習の質の向上
を目的としています。コロナ対策としては、性別を問わず、生徒
が就学を継続するための奨学金制度を用意しています。資金
拠出完了予定：2025年

  IBRDの承認額
2億5,000万米ドル 

  プロジェクトの対象者
青年期の女子と若者 

  期待される主な成果  

• 30万人の若者（内、18万人は女子）が若
者向けの保健サービスを利用
• 90万人の生徒に4年間の学費を提供 
• 18の学校を自然災害時の避難所に指定
• 学校のカリキュラムに気候変動に関する学習を追加
• 校舎の省エネ化と再生可能エネルギーの
活用（太陽光パネルなど）を促進

世界銀行グループが極度の貧困撲滅と繁栄の共有促
進という2大目標を持続可能な形で達成するために
は、ジェンダー平等が重要な役割を果たします。2016
年、世界銀行グループは「ジェンダータグ」を含む新た
なシステムを立ち上げ、プロジェクトに含まれるジェン
ダー格差の解消を目的とした活動を強化し、進捗を追
跡調査するための指標をプロジェクト準備の早い段
階で盛り込めるようにしました。

世界銀行グループは、新型コロナウイルス感染症の世
界的流行と、この危機が女性と女子にとりわけ大きな
影響をもたらした事実をふまえ、ジェンダー戦略を強
化し、コロナ危機からの円滑な回復を目指しています。
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https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P168699?lang=en
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/04/29/the-world-bank-provides-250-million-to-empower-angolan-girls-and-tackle-learning-poverty
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/04/29/the-world-bank-provides-250-million-to-empower-angolan-girls-and-tackle-learning-poverty
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/04/29/the-world-bank-provides-250-million-to-empower-angolan-girls-and-tackle-learning-poverty
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23425
https://www.worldbank.org/en/topic/gender/coronavirus
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 インド 
ケララ州の強靱性向上

ケララ州の防災計画には、適切
な備えと災害リスク削減計画
がなければ、深刻な被害をもた
らす可能性のある39種類の自然

災害が記載されています。本プロジェクトは、気候変動や
自然災害（病気の発生や感染症の流行などを含む）に対
するケララ州の強靱性を高めることを目的としています。ま
た、地方部の女性の労働力参加を促すとともに、自然災
害に脆弱な女性の経済的エンパワーメントも図ります。
資金拠出完了予定：2026年

  IBRDの承認額 

1億2,500万米ドル

  プロジェクトの対象
貧困層、脆弱層、女性	

  期待される主な成果  

• 10万人の女性が緊急支援金を受領
• 女性の意思決定能力と金融リテラシーを高めることで、社
会的保護給付の支払いを促進

• 地方政府機関による気候変動への適応と緩和のための投
資が20％増加

• 洪水の早期警報サービスと洪水対策を通じて480万人を
保護

 フィリピン 
利用者の視点に立った
社会的保護の提供

フィリピンではコロナ危機によって約
20年ぶりに経済が縮小し、これまでに
達成された貧困	同上の成果が失われ
かねない状況にあります。本プロジェ

クトの目的は、新型コロナウイルス感染症が低所得世帯の福祉
に与える影響を緩和し、特に身分証明書（ID）・金融サービス・社
会的扶助プログラムを利用しにくい立場にある女性に注目して、
社会的保護を柔軟かつ効率的に届ける仕組みを作ることです。
資金拠出完了予定：2025年

  IBRDの承認額
6億米ドル	

  プロジェクトの対象者 
低所得の女性

  期待される主な成果 

• 440万世帯に給付金を提供（内、396万世帯は女性が受領
者）

• 女性が給付金を受け取るために必要な移動時間＋待ち時
間を121分から40分に短縮

• 女性を対象とした金融リテラシー教育を推進 
• 基本的な身分証明書（ID）や社会的扶助プログラムにアク
セスできる女性の増加
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プロジェクト事例 
グリーンボンド 

 トルコ 
公共施設のエネ
ルギー効率化

世界的に見ると、全エネルギーの約40％は建物が
消費しています。トルコも例外ではなく、全国の約
17万5,000棟の公共施設を改修することで、エネ
ルギー効率を大幅に改善できる可能性があります。

本プロジェクトの目的は、トルコ政府の施設、学校、病院のエネ
ルギー使用量を削減するとともに、公共施設の省エネ化に関す
る国家計画の策定を支援することです。また、施設レベルでの
再生可能エネルギーの利用（例：屋上太陽光発電の導入）・本
格的な改修工事・建物のゼロエネルギー化計画を支援するほか、
法律の見直し、組織や市場の能力強化も支援します。
資金拠出完了予定：2025年

  IBRDの承認額 

1億5,000万米ドル	

  期待される主な成果  

• 二酸化炭素換算で年22万5,000トンの温室効果ガス排出
量を削減

• 315GWhの年間エネルギー消費量を削減
• 620棟の施設を改修することで5万9,700人を支援

パライバ川の河口に広がるジョアンペソア市（ブラジル）
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https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162762
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162762
https://www.worldbank.org/en/country/turkey/brief/turkey-boosting-energy-service-companies-to-increase-energy-efficiency-in-the-public-sector
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注：本レポートに記載されているプロジェクトはすべて例示を目的としたものであり、世界銀行が将来において同種の又は類似した特徴を持つプロジェクトを実行することを保証するものではあ
りません。世銀債の発行によって調達した資金の使途は、特定のプロジェクトやプログラム、活動への融資に限定されません。世銀債の元利金の支払いは、世界銀行の信用力に基づき行われる
ため、投資家が個々の融資プロジェクトやプログラム、活動のリスクを負うことはありません。

 ブラジル 
パライバ州水資源管理
とサービス提供の改善

ブラジルは世界の淡水資源の5分の1を有してい
ますが、地域によって気候・人口密度・開発の状
況が異なるため、水の需給バランスが大きく崩
れています。パライバ州では慢性的に厳しい干

ばつが続いているため、内陸部では深刻な水不足が生じて
います。本プロジェクトは、同国内のサンフランシスコ水移送
システムから飲用水を確保することで、水関連の異常気象に
対するパライバ州の強靱性を高めます。また、無収水（漏水・
盗水等で失われる、料金を徴収できない水）に対する包括的
なプログラムを通じて、ジョアンペソア都市圏の水需要管理
を支援します。その一環として、配水管網の分割と適切な水
圧管理を実施し、エネルギー効率化を含む汚水処理システム
の拡張と近代化を通じて、水質汚染の削減に貢献します。
資金拠出完了予定：2026年

  IBRDの承認額 

1	億2,700万ドル

  期待される主な成果  

• 23万5,000人に安定した水サービスを提供
• 無収水量が年1,700万立方メートル減少
• 河川に流出する汚染負荷量（BOD）を年9,600トン削減
• プロジェクト期間中に二酸化炭素換算で83万5,380トンの温
室効果ガス排出量を削減

 中国 
長江上流域の森林生
態系改善プログラム

中国は世界最大の森林資源を有し、森
林が吸収する二酸化炭素は中国の年
間温室効果ガス排出量の11％に相当し
ます。二酸化炭素排出量の削減・相殺

に森林が果たす役割の大きさに注目し、政府は植林や森林の質
向上を奨励する政策を打ち出しています。本プロジェクトは、政
府の組織・制度能力を高め、革新的な植林技術や森林管理手
法の導入を支援することにより、政府の大規模緑化四川プロ
グラムを支援し、森林生態系の持続可能な管理を改善します。
資金拠出完了予定：2023年

  IBRDの承認額 

1	億	5,000	万米ドル

  期待される主な成果  

• 30年間に二酸化炭素換算で2,352万トンの温室効果ガスを
吸収

• 新規植林と再植林により、3万ヘクタールの混合林を育成
• 10万ヘクタールの荒廃した単一の樹木の林を森林構造の多
様化により再生
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https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P165683
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P165683
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/02/28/brazil-paraiba-increase-security-integrated-water-system
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/02/28/brazil-paraiba-increase-security-integrated-water-system
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P164047
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/12/19/china-improving-forest-ecosystem-management-and-resilience
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/12/19/china-improving-forest-ecosystem-management-and-resilience
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/12/19/china-improving-forest-ecosystem-management-and-resilience
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ムンバイ駅の歩行者用通路
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注：プロジェクトの成果については、本レポートの「リソース」セクションに記載された報告アプローチも併せてご覧ください。
世銀債の発行によって調達した資金の使途は、特定のプロジェクトやプログラム、活動への融資に限定されません。
世銀債の元利金の支払いは、世界銀行の信用力に基づき行われるため、投資家が個々の融資プロジェクトやプログラム、活動のリスクを負うことはありません。

今年度のプロジェクト別レポートは、世界銀行ウェブサイトの
インパクトレポートのページに記載しました。同ページではプ
ロジェクト別レポートのPDF版をダウンロードできるほか、同
ページを通じてExcel版をご請求いただけます。レポートには
サステナブル・ディベロップメント・ボンドとグリーンボンドの
プロジェクトポートフォリオについて、各プロジェクトの目標・
成果・融資承認額・融資済額などの詳細が記載されています。

なお、サステナブル・ディベロップメント・ボンドとグリーンボ
ンドについては、プロジェクトポートフォリオの規模やインパク
トレポートを発行してきた年数が異なるため、プロジェクトの
報告方法やインパクトレポートの書式に若干の違いがあるこ
とにご留意ください。	

プロジェクト別レポート  
グリーンボンドプログラムは100件を超えるプロジェクトで構
成され、2015年からインパクトレポートを発行しています。レ
ポートの作成に当たっては、グリーンボンド原則と、世界銀行
もメンバーであるインパクトレポーティング・ワーキンググル
ープの後援により作成された、「インパクトレポーティングのた
めの統一フレームワーク」並びに関連するグリーンセクター用
の報告書式を使用しています。
サステナブル・ディベロップメント・ボンドプログラムは平均
600～700件のプロジェクトで構成され、2019年にインパクト
レポートの作成を開始し、毎年内容を充実させてきました。将
来的には、例えばセクター別の書式を採用する可能性もあり
ます。現在は世界銀行のセクター区分に従ってプロジェクトを
分類しており、すべてのプロジェクトがSDGsにマッピングされ
ています。
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https://treasury.worldbank.org/ja/about/unit/treasury/impact/impact-report
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インパクトレポートは、世界銀行サステナブル・ディベロップ
メント・ボンドとグリーンボンドの資金を活用した世界銀行の
融資プロジェクトの成果を、投資家の皆様に詳しく理解してい
ただくことを目的としています。インパクトレポートには、プロ
ジェクトの重要な成果指標に加えて、可能な場合には数値も
盛り込んでいますが、こうしたデータには固有の限界がありま
す。以下は、両プログラムの成果を適切にご理解いただく上で
ポイントとなる事項です。

サステナブル・ディベロップメント・ボンド
成果の指標		本レポートのプロジェクト表に記載した指標は、
様々なセクターや国において、どのような成果又は成果の規
模が期待できるかを例示することを目的として、期待される開
発成果の一部を記載したものです。主なインパクトを集計し
た成果指標は、世界銀行コーポレート・スコアカードの第2階層
（Tier2）の成果とコーポレート成果指標（CRI）から抽出してい
ます。CRIはセクター別の成果又は成果物の指標であり、プロ
ジェクト別に測定やモニタリングを実施し、事業や国別に集計
することができます。第2階層の指標の詳細な定義については
https://scorecard.worldbank.org/をご覧ください。

成果の範囲 特に明記のない限り、本レポートの内容はプロジ
ェクト審査の段階で事前に見積もられたインパクトに基づいて
おり、通常はプロジェクトがもたらす直接的な影響を表していま
す。本レポートに記載した成果は、データを収集できるものに限
られ、世界銀行が支援するすべての国又は地域のプロジェクト
を網羅したものではないため、包括的な成果報告ではないこと
にご留意ください。プロジェクトの成果については、本レポート
の「プロジェクト別レポート」のセクションにも追加の情報を記
載しています。すべてのプロジェクトの詳細な成果については
http://projects.worldbank.orgをご覧ください。

不確実性 プロジェクトのインパクトを推定し、成果を予測す
る際は、それが仮定に基づいたものであることを考慮する必
要があります。こうした仮定は、専門家がその時点で入手可能
な情報に基づき、妥当かつ保守的なものとなるように合理的
に導き出したものであり、実際のインパクトは通常、当初の見
通しとは異なることがあります。一般に、人々の行動や前提条
件が変化すると、予測からの乖離が起こりやすくなります。

比較可能性 プロジェクト、セクター、又はプロジェクトポート
フォリオ全体を比較する際は、基準値（及び基準年）や計算方
法が大きく異なる可能性に留意する必要があります。加えて、
コスト構造は国によって違うため、コスト効率（投資した1ドル
当たりの成果など）を算定する際には、経済規模の小さい国が
不利になりやすく、国ごとの事情も考慮されません。

未記載の成果と定性的な成果
レポートに記載された指標のみに注目していると、他の重要

な開発インパクトを見落とす恐れがあります。プロジェクトの
中には、支援対象国の社会や開発だけでなく、気候や環境に
も利益をもたらすように設計されているものがあり、これまで
に記載してきた指標よりも、はるかに広範囲の指標にインパク
トを与えるからです。定量的なデータを入手できない場合は、
その他の有益なインパクトを示すために定性的な指標も記載
しました。インパクトレポートは、世界銀行の融資プロジェクト
の成果を投資家の皆様に詳細に理解していただくことを目的
としています。インパクトレポートには、プロジェクトの重要な
成果指標に加えて、可能な場合には数値も盛り込んでいます
が、こうしたデータには固有の限界があります。

レポートへの記載年度 プロジェクトは承認された年度から
インパクトレポ―トに記載されます。データサイズが大きいた
め、プロジェクトの詳細は世界銀行財務局のウェブサイトに記
載しています。

協調融資プロジェクトについて　世界銀行は支援対象国政府
やその他の開発金融機関等と協力して、プロジェクトに協調融
資を行うことがあります。協調融資プロジェクトについては、す
べての資金提供機関を含むプロジェクト全体の成果を記載し
ました。プロジェクトの資金調達総額に占める世界銀行融資の
割合は、各プロジェクト情報に記載しています。

温室効果ガス排出量に関する見積り 「プロジェクト審査資料」
・「プロジェクト進捗状況・成果報告書」・「事業実施完成・成果
報告書」では、プロジェクトの温室効果ガス排出削減量を二
酸化炭素換算したトンの単位で報告しています。世界銀行は
他の国際金融機関と共同で、温室効果ガス排出量を算定する
ための統一されたアプローチを開発しました。また世界銀行
は、投資プロジェクトが関連するセクター及び実行期間の温室
効果ガス排出量を事前に算出しており、総排出量と正味排出
量を追跡調査するために世界銀行内部共通の温室効果ガス
算定手法も開発しました。2019年度からは「2019年コーポレ
ート・スコアカード」を利用して、温室効果ガスの年間純排出
削減量の総計を報告しています。このように、温室効果ガス排
出量の算定については近年、様々な見直しが行われているた
め、2019年度よりも前に承認されたプロジェクトでは、温室効
果ガスの排出削減量を二酸化炭素に換算する際の見積りの
基礎が現在とは異なる場合があります。

公開情報に基づく成果報告 インパクトレポートでは、「プロ
ジェクト審査資料」・「プロジェクト進捗状況／成果報告書」・「
事業実施完成・成果報告書」に記載された公開情報をもとに、
プロジェクトの成果を報告しています。可能な限り成果を比較
しやすくするため、標準的な換算係数を使用できる場合には
報告単位を変換しています。プロジェクトが国家全体の開発に
もたらすインパクトについては、世界銀行のプロジェクトサイ
トhttp://projects.worldbank.orgで公開されているプロジェク
ト文書をご覧ください。

インパクトレポートのアプローチ

https://scorecard.worldbank.org
http://projects.worldbank.org
http://projects.worldbank.org
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グリーンボンド 
世界銀行が2015年に初めてグリーンボンドのインパクトレポー
トを発行して以来、同レポートは年々進化を続けてきました。
初期のレポートで使用された書式と指標は投資家とのエンゲ
ージメントから生まれたもので、「国際開発金融機関による温
室効果ガス算定基準	」及び気候変動ファイナンス報告基準の
統一に向けた取り組みの成果も取り入れられています。世界
銀行は他の発行体と連携しながら、2015年23月に発表された
「再生可能エネルギー及びエネルギー効率」の分野における
初の統一書式と主要な指標の作成を主導しました。この書式
はその後も進化を続け、現在では多くの発行体に採用されて
います。インパクトレポートの統一に向けた取り組みは、グリー
ンボンド原則とそのワーキンググループの支援の下、他の指標
や関連セクターも巻き込みながら現在も続けられています。

本レポートに記載した指標は、様々なセクターや国において、ど
のような成果又は成果の規模が期待できるかを例示することを
目的としており、期待される開発成果の全てを網羅したもので
はありません。各国の課題、ニーズ、リソースをレポートに明確
に反映するため、累積的なインパクトよりも、国、プロジェクト、
セクターに関する幅広い情報を記載することを重視しました。

世界銀行グリーンボンドの適格プロジェクト

本インパクトレポートでは、世界銀行グリーンボンドの適格プ
ロジェクトポートフォリオのセクター毎にプロジェクトを分類し
ています。プロジェクトが複数のセクターにまたがっている場
合は主たるセクターのみに記載しましたが、成果目標につい
てはプロジェクト全体の期待される成果を記載しています。

•	 再生可能エネルギー及びエネルギー効率

•	 環境配慮型輸送

•	 水及び汚水管理

•	 固形廃棄物管理

•	 生物多様性

•	 農業、土地利用、森林、生態学的資源

•	 	強靱なインフラ、安全な建築環境、その他

	
本レポートが採用している報告フレームワークは、（1）再生可
能エネルギー及びエネルギー効率、（2）環境配慮型輸送、（3
）水及び汚水、（4）固形廃棄物管理、（5）生物多様性の5つの
セクターについて、主要な指標を定めています。レポートには、
これらの指標に関する公開情報を記載していますが、プロジェ
クトによっては推定値を入手できない、又は適切なデータがな
い場合があります。また、主要な指標に加えて、グリーンボンド
投資家との関連性が高いと思われる指標も記載しました。

世界銀行のインパクトレポートは、国際資本市場協会（ICMA）
が発表している「Handbook：Harmonized	Framework	for	
Impact	Reporting（仮題：ハンドブック：インパクトレポーティ
ングのための統一フレームワーク）」24	及び関連する書式を使
用しています。これらの書式はセクター別に構成され、インパク
トレポートの形式を統一することを目的としているため、使用
されている指標は世界銀行融資プロジェクトの上記のセクター
の目的とは必ずしも一致しません。そのため「その他」の指標
もご参照ください。今後、インパクトレポートの共通書式の開発
が進めば、主要な指標の内容も変化する可能性があります。

主要な仮定とアプローチ

本レポートの作成にあたっては、主に次に掲げる仮定とアプロ
ーチを使用しました。

事前の予測　「成果目標」に記載した数値は、プロジェクトの
設計時に定められた予測値であり、その多くはプロジェクトが
本格稼働した際に生み出される直接的なインパクトです。成果
目標には、理事会で承認されたものの、まだ実行準備段階にあ
るプロジェクトの目標も含まれます。従って、本インパクトレポー
トは、グリーンボンド適格プロジェクトの「期待される成果」を
示すものであり、特定の年又は報告期間に達成された実際の成
果を伝えるもの、又は伝えることを意図したものではありませ
ん。成果目標は、プロジェクトが完了した時点で更新され、実際
の成果に置き換えられます。数値が実際の成果に基づくもので
ある場合は、表にその旨を記載しています。

記載されるプロジェクトの要件 インパクトレポートに記載さ
れるプロジェクトは、世界銀行グリーンボンドのプロジェクトポ
ートフォリオに含まれるプロジェクトのみです。当該プロジェク
トは、グリーンボンドの調達資金の割当てと同時に融資が実行
され、その時点でインパクトレポートに追加されます。借入国が
当該融資を返済した時点でインパクトレポートから削除されま
す。また、世界銀行がグリーンボンドのプロジェクトポートフォリ
オ25から当該プロジェクトを削除することを決定した場合も、将
来のレポートから当該プロジェクトが削除される可能性があり
ます。この場合、プロジェクトへの融資を実行するために割当て
られたグリーンボンドの調達資金は、グリーンボンド調達資金
の特別口座に戻され、通常のプロセスを通じて別のグリーンボ
ンド適格プロジェクトへの融資に割当てられます。

協調融資プロジェクトについて 世界銀行は支援対象国政府
やその他の開発金融機関等と協力して、プロジェクトに協調融
資を行うことがあります。協調融資プロジェクトについては、す
べての資金提供機関を含むプロジェクト全体の成果を記載しま
した。プロジェクトの資金調達総額に占める世界銀行融資の割
合は、各プロジェクト情報に記載しています。 

プロジェクトの限定的な適格性 プロジェクトが「部分的
に」グリーンボンドの適格性基準を満たしている場合、イ
ンパクトレポートには適格部分のみの承認額を記載しまし

23 「Joint	Report	on	Multilateral	Development	Banks'	Climate	Finance（仮題：国際開発金融機関の気候変動ファイナンスに関する共同報告）」を参照。
24	 https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Handbook-Harmonised-Framework-for-Impact-Reporting-June-2021-100621.pdf	
25  世界銀行は、グリーンボンドのプロジェクトポートフォリオに含まれるプロジェクトのモニタリング時に実施するデューデリジェンスの一環として、プロジェクトの削除を選択することがあります。

グリーンボンドのプロジェクトポートフォリオからプロジェクトを削除する理由としては、プロジェクトの中止や大幅な遅延などが考えられますが、これらに限定されません。
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26 統一フレームワークについては、以下をご覧ください。 https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/IFI_Framework_for_Harmonized_Approach%20to_Greenhouse_
Gas_Accounting.pdf

27  https://scorecard.worldbank.org/

た。こうしたプロジェクトへのグリーンボンドの調達資金
の割当ては、適格部分の比率に応じた金額となります。 

温室効果ガス排出量に関する見積り　「プロジェクト審査資
料」、「プロジェクト進捗状況・成果報告書」、「事業実施完
成・成果報告書」では、プロジェクトの温室効果ガス排出削減
量に関しては、二酸化炭素換算したトンの単位で報告してい
ます。世界銀行は他の国際金融機関と共同で、温室効果ガス
排出量を算定するための統一されたアプローチを開発しまし
た。26		また世界銀行は、投資プロジェクトが関連するセクター
及び実行期間の温室効果ガス排出量を事前に算出しており、
総排出量と正味排出量を追跡調査するために世界銀行内部共
通の温室効果ガス算定手法も開発しました。2019年度からは
「2019年コーポレート・スコアカード27」を利用して、温室効果

ガスの年間純排出削減量の総計も報告しています。このよう
に、温室効果ガス排出量の算定については近年、様々な見直
しが行われているため、2019年度よりも前に承認されたプロ
ジェクトでは、温室効果ガスの排出削減量を二酸化炭素に換
算する際の見積りの基礎が現在とは異なる場合があります。

公開情報に基づく成果報告 インパクトレポートでは、「プロジ
ェクト審査資料」、「プロジェクト進捗状況・成果報告書」、「事
業実施完成・成果報告書」に記載された公開情報をもとに、プ
ロジェクトの成果を報告しています。可能な限り成果を比較し
やすくするため、標準的な換算係数を使用できる場合には報告
単位を変換しています。
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サステナブル・ディベロップ
メント・ボンドのプロセス	
世界銀行のサステナブル・ディベロップメント・ボンドは、国際
資本市場協会（ICMA）が策定したサステナビリティボンド・ガイ
ドライン28に整合しています。

調達資金の使途 

すべての世銀債は、IBRD	の支援対象となる加盟国で展開する
環境と社会の両方に配慮した持続可能な開発プロジェクトやプ
ログラムへの融資を支えています。各プロジェクトは、極度の貧
困撲滅と繁栄の共有促進という世界銀行の	2	大目標に従い、
環境と社会に良いインパクトと成果をもたらすように設計され
ています。

世界銀行はあらゆる主要な開発分野において、地域及び地球
規模の課題に対する持続可能な解決策を見つけるべく、加盟国
政府と共に取り組んでいます。以下のリストは、世界銀行のサス
テナブル・ディベロップメント・ボンドの支援対象となる適格基
準を満たすプロジェクトの事例を示していますが、ICMA	のサス
テナビリティボンド・ガイドラインとの整合性を取るため、ソー
シャルプロジェクトとグリーンプロジェクトに分類しています。

「ソーシャルプロジェクト」に分類されるプロジェクト、プログ
ラム、活動等は以下の通りです。但し、これらに限定するもので
はありません。

•	 保健医療、栄養、児童の発達	支援の改善

•	 教育への公平なアクセスの改善・学生の在籍と修了率の向
上・学校の学習環境の改善・教員向け研修の実施・教員の
基礎スキルの向上

•	 食料安全保障の推進

•	 社会保障・年金制度・司法制度の強化

•	 安価な金融商品・サービス	（取引・支払サービス、貯蓄、	
信用取引、保険など）への個人及び企業のアクセスの改善

•	 規制・政策改革を通じた安価	な住宅へのアクセ	の支援と
改善、及び金融へのアクセスの改善	

•	 雇用の量と質の改善、障壁の撤廃とスキルの構築による不
利な立場にある人々への雇用機会の提供

•	 正規の技術・職業訓練、短期間のスキル開発、訓練生制度
の有効性の向上

•	 石炭からクリーン・エネルギーへの移行を決めた国々へ	の
財政・技術支援及び助言

「グリーンプロジェクト」に分類	されるプロジェクト、プログラ
ム、	活動等は以下の通りです。但し、これらに限定するものでは
ありません。 

•	 気候変動対応型農業の促進・農業インフラ及び支援サー
ビスの改善・フードバリューチェー	ンの強化・小規模農家
の市場アクセスの改善	

•	 水資源の持続的利用・サービス	提供の改善及び強靱性強
化のための包括的な水管理

•	 生物多様性の保全及び環境汚染や天然資源の劣化問題
への対応

•	 豊富な資源を持つ途上国が、採掘活動が環境と気候にも
たらす影響を最小限に抑えつつ、鉱物・金属需要の拡大か
ら恩恵を享受できるよう支援	

•	 環境の保護と災害リスクの管理を目的とした国家計画の
策定及び法整備

•	 気候変動の緩和（太陽光・風力発電設備の導入、温室効果	
ガス排出量削減のための新技術、排出量削減を目的とし
た発電所や送電設備の復旧、クリーンな運輸、持続可能な
廃	棄物管理、森林再生や森林減少の防止による二酸化炭
素排	出量の削減）と気候変動への適応（洪水対策、食料
安全保障の強化、気候変動対応型農業、持続可能な森林
管理、森林破壊の防止）への貢献

上述のプロジェクト事例は、	ソーシャル又はグリーンに便宜	上
分類したものです。上記のプ	ロジェクト、プログラム、活動の多
くは、社会と環境への取り組みも意図的に組み込まれており、
社会と環境の両方の課題に	対処しています。適格プロジェクト、
プログラム、活動の例はhttps://www.worldbank.org/en/topic	
にも掲載されています。

28 	https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/sustainability-bond-guidelines-sbg/ 

市場の基準との整合性
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プロジェクトの対象:

世界銀行	が支援するプロジェクトは、女性	と少女、貧困層、障害
者、若者を	含む脆弱層を保護し、エンパワー	メントするととも
に、貧困を削減	し、人々の生活水準を引き上げ、所得と生産性
を向上させることを	目指しています。

適格プロジェクトの評価・選定プロセス
世界銀行のすべてのプロジェクトは、世界銀行の2大目標に従
い、環境と社会に良いイン	パクトと成果をもたらすように設計
されています。どのプロジェクトも持続可能性に関する方針や
環境・社会面の要件を満たしており、徹底した内部審査を経て
承認されます。これに加えて、包括的なプロジェクト開示、ポート
フォリオ管理、レビューのプロセスも実施されます。このプロセ
スは適時のフィードバックによってプロジェクトの強化・改善・
必要な場合には調整を促進し、期待される成果に沿った、イン
パクトを生み出すことを狙ったものです。

調達資金の管理
すべての世銀債の調達資金は、一旦IBRDの流動性資金運用基
準に基づいて運用されます。適格プロジェクトへの融資の要請
は、IBRDの所定の政策と手続に従って行われます。融資はプロ
ジェクト又はプログラムの進捗状況により、数年間にわたること
があります。IBRDは世銀債の調達資金がどのように使用されて
いるかを継続的に追跡し、毎年報告しています。		

報告
世界銀行は、前会計年度に発行	した世銀債で調達された資金
が	割当てられた融資プロジェクト	に関し、会計年度終了後（６
月３０日）から１年以内にインパクトレポートを作成します。本	
レポートは資金の配分状況に加えて、測定可能な指標を用いた	
様々な分野でのプロジェクトの成果、個別プロジェクトの開発	
指標などの情報を提供しています。インパクトレポートについて
詳しくは	、世界銀行財務局ウェブサイトをご参照ください。	

グリーンボンドのプロセス
世界銀行グリーンボンドは、国際資本市場協会（ICMA）が策定
したグリーンボンド原則29に整合しています。世界銀行グリーン

29 	https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp 

ボンドの適格性基準は、オスロ大学の国際気候・環境研究セン
ター（CICERO）の第三者レビューを受けています。世界銀行グリ
ーンボンドは、	世界銀行サステナブル・ディベロップメント・ボ
ンド・プログ	ラムの一部で、すべての世銀債と同様に厳格なプ
ロセスに従っています。適格プロジェクトを選定する際には、支
援対象国の低炭素社会への転換促進や気候変動の悪影響への
耐性を強めた成長を支援するものかを確認する追加のプロセ
スがあります。

調達資金の使途 
世界銀行グリーンボンドの支援対象となるのは、IBRDの支援対
象国の低炭素社会への転換促進や気候変動の悪影響への耐性
を強めた成長を支援するプロジェクトです。	適格プロジェクトに
は、低炭素・	クリーンテクノロジープログラムの支援を含むエネ
ルギー効率化及び再生可能エネルギープログラムやプロジェク
トなど気候変動の緩和を目的としたものと、気候変動による悪
影響に対応した成長の支援等の気候変動への適応を目的とし
たものがあります。

気候変動緩和プロジェクトの例：

•	 温室効果ガス排出量の削減を目的とした発電所や送電設
備	の復旧	

•	 太陽光・風力発電設備の導入

•	 温室効果ガス排出量を大幅に削減する新技術への資金
供与

•	 燃料の切替や大量輸送による輸送効率の向上

•	 廃棄物管理（メタンガスの削減）とエネルギー効率の高い
建物の建設	

•	 森林再生や森林破壊の防止による温室効果ガス排出の削
減

気候変動適応プロジェクトの例:

•	 洪水対策（森林再生、流域管理など)

•	 食料安全保障の改善、森林破壊の進行を遅らせるストレス
耐性のある農業システムの導入

•	 持続可能な森林管理と森林破壊の防止
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適格プロジェクトの評価・選定プロセス
世界銀行はグリーンボンドの適格プロジェクトを選定するにあ
たり、厳格な審査と承認プロセ	スを通じて、プロジェクトが世界
銀行の使命に沿っており、各国が重視する開発課題の解決に	
貢献するものであることを確認しています。このプロセスには、
（i）プロジェクトが環境・社会に及ぼすインパクトを特定するた
めのスクリーニングと、インパクトを緩和するための政策及び
具体的な施策の設計、（ii）加盟国を代表する25名の理事で構成
された世界銀行理事会による承認、（iii）定期的なモニタリング・
評価が含まれ	ます。さらに世界銀行の環境専門家がすべての
プロジェクトを対象に、プロジェクトに含まれるコベネフィット
型気候変動対策を評価します。この評価は、世界銀行グリーン
ボンドプロジェクトの適格性基準を満たすプロジェクトを特定
する上で欠かせないものです

調達資金の管理
グリーンボンドの調達資金は特別勘定に集約され、グリーンボ
ンド適格プロジェクトへの融資に割当てられるまでの間、IBRD
の流動性管理のための投資方針に従い管理されます。対象プ

ロジェクトへの融資は、世界銀行が定めた方針と手続きに従っ
て実行されます。融資は、各プロジェクトの進捗状況により、数
年にわたることがあります。実際に融資が実行されると、グリー
ンボンド対象プロジェクトに支出された総額が、四半期毎に特
別勘定から減額されます。

報告
世界銀行は、2014年までは投資家向けニュースレターで、2015
年以降はインパクトレポートを通じてグリーンボンドの成果を
報告しています。世界銀行は、年度末	（6月30日）から1年以内
にインパクトレポートを作成し、前年度に発行されたグリーン
ボンドの調達資金を活用したプロジェクトの	成果を報告して
います。インパクトレポートには債券の調達資金の配分状況に
加えて、各プロジェクトの測定可能な成果が様々な開発指標を
用いて記載されます。インパクトレポートは世界銀行財務局の											
ウェブサイトで公開されています。
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世界銀行の年次報告及び 持
続可能性に関する報告書

年次報告書 （Annual	Report）	は、会計年度毎の世界銀行の活動と開発の進捗に対	する貢献を財
務データとともに報告するものです。情報と成果はテーマ・地域	別に掲載され、各年度のデータは
IBRDとIDAに分けて表示されます。

コーポレート・スコアカード（Corporate	Scorecards）	及び	21年度成果表（Results	Yearbook）は、世
界銀行グループを構成す	る3つの機関、すなわち世界銀行（IBRDとIDA）、国際金融公社（IFC）、多数	
国間投資保証機関（MIGA）の成果と実績を俯瞰するものです。
コーポレート・	スコアカードは、データと定義に関する補足と合わせて読む必要があり、世界銀行グ
ループが世界や組織にとって重要な優先分野でど	のような成果を上げているかをモニタリングする
上で必須のツールとなっています。

GRI指数2021（World	Bank	GRI	Index	2021）	は、世界銀行が融資・分析サービスや組織活動におい
て持続可能性にどのように配慮したかをまとめた報告書です。この報告書は持続可能性報告におけ
る国際的に認知された基準であるGRI	スタンダードの中核（Core）オプションに準拠して作成されて
います。報告の対象は2021年度（2020年7月1日～2021年6月30日）に実施された活動です。新型コ
ロナウイルス感染症の世界的流行は、職員の出張の減少、各事務所の長期閉鎖、職員の健康管理の
対応等、世界銀行の業務と職員の活動に悪影響を及ぼしました。必要に応じて、これらの影響に関す
る報告も記載されています。

持続可能性レビュー2021（Sustainability	Review	2021）	は、2019年7月1日か	ら2021年6月30日まで
の間に実施された世界銀行の活動を総括し、世界銀行の内部業務が環境、社会、経済へ与える影響
を管理しています。報告書の内容とデータは世界銀行を構成するIBRDとIDAの両方を対象としてお
り、「世界銀行GRI指数2021」を補完しています。	

世界銀行が内部業務において、職員の健康、エコシステム、コミュニティ、経済をどのように保護し管
理しているかについては、世界銀行の組織としての責任（corporateresponsibility）に関するウェブ
サイトをご覧ください。
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世界銀行は、次に掲げる仕組みを通じて、世界銀行が支援対象
国を含めた出資国に対する説明責任を適切に果たしているかを
確認するとともに、開発の有効性を最大化、融資対象プロジェ
クトの公正性や誠実性を確保、内部業務のさらなる効率化に取
り組んでいます。

説明責任メカニズム（AM）は、2020年に世界銀行理事会によ
って設立されました。アカウンタビリティ・メカニズムは世界銀
行マネジメントから独立した理事会直属の組織であり、査閲パ
ネル（IPN）と、同じく2020年にスタートした紛争解決サービス
（DRS）で構成されています。アカウンタビリティ・メカニズムの
事務局長は、世界銀行に対する申立てが適切に処理されている
かを監督し、査閲パネルのコンプライアンス調査や紛争解決サ
ービスの紛争解決プロセス等を通じて、こうした申立てに対応し
ています。アカウンタビリティ・メカニズムは、IBRD又はIDAが支
援するプロジェクトから被害を受けた、又は受ける可能性があ
ると考える人々やコミュニティが懸念を表明し、問題の検討や
対応を要請する手段となっています。査閲パネルの年次報告書
はinspectionpanel.orgで公開されています

独立評価グループ（IEG）は、融資の成果と実績を評価し改善
点を提案することにより、世界銀行グループの開発効果の向上
を目指す組織です。IEGが実施する評価は、説明責任と教訓の
特定に貢献するだけでなく、世界銀行の方向性、政策と手続、
国別パートナーシップ枠組みの参考としても役立てられていま
す。IEGの報告書はieg.worldbankgroup.orgで公開されていま
す

組織公正総局（INT）は、世界銀行グループのプロジェクトにお
ける不正や汚職、談合、強制、妨害等の違反行為に関する調査
を行う組織です。世界銀行グループの職員や取引先が関係する
ものも調査の対象となります。

説明責任のメカニズム
INTの年次報告はhttps://www.worldbank.org/en/about/
unit/integrity-vice-presidencyで公開されています。

苦情処理サービス（GRS）は、世界銀行が支援するプロジェク
トが住民やコミュニティ、又は環境に悪影響を与えた、又は
与える可能性が高いと考える人々やコミュニティが、世界銀行
に直接申立てを行う手段です。GRSは、個人やコミュニティが
世界銀行や借入国に働きかけ、プロジェクトレベルでの苦情
処理メカニズムでは解決できなかった問題への対応を要請で
きるようにすることで、世界銀行の対応力と説明責任を強化
しています。GRSの年次報告はworldbank.org/en/projects-
operations/products-and-services/grievance-redress-service
で公開されています。

グループ内部監査局（GIA）は、世界銀行グループの価値を保
護・拡大するために、様々なリスクに対して組織が適切な備え
ができているかどうかを独立した客観的かつ深い見地から分
析します。そして、リスク管理のプロセス及びその全体的なガ
バナンスが適切に設計され、効果的に機能しているか否かに
ついて、独立した見解及び合理的保証を世界銀行幹部や理事
会に提供します。GIAの年次・四半期報告書はworldbank.org/
internalauditで公開されています。	

世界銀行は、「世界銀行コーポレート・スコアカード」を通じて
IBRD	の業務実績をモニタリングし、プロジェクトの進捗状況を
世界銀行理事会と話し合う機会を定期的に設けています。「世
界銀行コーポレート・スコアカードはscorecard.worldbank.org
で公開されています	

理事会の活動計画、予定、議事録は、worldbank.org/en/
about/leadership/directors	で公開されています。
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免責事項
本レポートは世界銀行（国際復興開発銀行：IBRD）が情報提供
のみを目的として作成したものであり、本文書に含まれる情報
の正確性又は完全	性に関して、明示的又は黙示的を問わず、世
界銀行はいかなる表明、保証、確約も行いません。本レポート
は、世界銀行職員が基礎となるプロ	ジェクト文書をレビューし、
その内容に基づいて作成したものです。本レポートと、その基礎
となる情報源（プロジェクト文書、債券文書な	ど）の間に相違
がある場合には、後者が優先されるものとします。	

本レポートは世界銀行（国際復興開発銀行：IBRD）債券の購入
の勧誘もしくは販売を目的とするものではありません。世界銀
行債券の販売は、	販売を担当する金融機関より交付される販
売説明書等に基づき行われます。世界銀行債券の購入の勧誘
は、単独又は複数の国の法律に準拠して	行われており、関係す
るすべての法律が遵守されない場合は、購入の勧誘又は販売
を行うことはできません。	

本レポートに掲載されている事例はすべて、例示を目的とした
ものであり、世界銀行がこれらの特定のプロジェクトを特定の
世銀債の償還期間	に実行することを保証するものではありま
せん。

世銀債の発行によって調達した資金の使途は、特定のプロジェ
クトやプログラム、活動への融資に限定されるものではありま
せん。世銀債の元	利金の支払いは、世界銀行の信用力に基づ
き行われるため、投資家が個々の融資プロジェクト、プログラ
ム、又は活動のリスクを負うことはありません。

本レポートの受領者は、本レポートが世界銀行の著作物である
ことを認めるものとみなされ、本レポートを受領することによ
り、情報源を明示	せずに、又は世界銀行による事前の書面によ
る同意なしに、本レポートを第三者に開示しないこと、又は第三
者への開示を許可しないことに同意します。

この文書には、第三者が運営するウェブサイト（以下「第三者ウ
ェブサイト」）へのリンクが含まれています。こうしたリンクは情
報提供のみを目的としたものです。第三者ウェブサイトは世界
銀行の管理下にあるものではなく、世界銀行は第三者ウェブサ
イトの内容、又は当該ウェブサイト上のリンクに対する責任を負
いません。第三者ウェブサイトへのリンクは、世界銀行が当該ウ
ェブサイトの内容を承認もしくは推奨していること、当該内容に
対する責任を認めていることを意味するものではありません。

すべてのコンテンツ（画像、アイコン、情報の表示やその内容の
全体的な外観を含むが、これに限定されない）は、特段の言及
がない限り、世	界銀行の所有物です。世界銀行は、当該コンテ
ンツの著作権、商標、その他の知的財産権等の所有権を放棄す
るものではありません。すべての	写真、画像、コンテンツの著
作権は、特段の言及がない限り、世界銀行（©	World	Bank）に
帰属します。

本レポートの原文は英語です。英語版と日本語翻訳版との間に
内容の相違がある場合は、英語版を優先します。
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