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注：

プロジェクトの成果目標については、「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。
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再生可能エネルギー及びエネルギー効率 Target Results/b

#
詳細情報の
リンク（英語）

プロジェクト名（プロジェクト番号｜融資承認度）
と概要

国 適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェクト期間
(年）

年間エネルギー
消費削減量
（MWh） /c 

Annual
Energy
Produced
MWh

Renewable
Capacity
Added MW

Annual GHG
Emissions
Avoided Tons
of CO₂ Eq./d

Other Results/e Committed
US$ mil/f

IBRD
share/g

Allocated
US$ mil/h

1 北京市太陽光パネル拡大（サンシャイン・スクー
ル）プロジェクト（P125022｜2013年度）：北京
市の様々なセクターにおいて、分散型太陽光発電シ
ステムによる発電量を拡大するとともに、当該シス
テムの普及をはかるため、再生可能エネルギーサー
ビス会社モデルの有効性を実証する。*

中国 M 20 N/A 111,510 102 87,992 • 5 sectors in which renewable energy service
contracts have been signed. The installation
capacity by sector is as follows: industry (40 MW),
schools (30 MW), commerce and infrastructure (18.4
MW), logistics (10 MW), and agriculture (3.6 MW).

• 560,000 people provided with access to electricity
generated in education establishment.
Updated for actual results at project completion.

83.5 50% 83.5

2 エコ農業プロジェクト（P096556｜2009年
度）：持続可能な農業システムの普及に取り組むと
ともに、メタンや石炭・薪の燃焼による温室効果ガ
スの排出削減、バイオガスシステムの活用等を通じ
て農村コミュニティを支援する。

中国 M 20 N/A ~ ~ 785,000 • 470,000 rural households benefit from cleaner
biogas-based cooking and heating systems.

• 344,346 clients who adopted an improved
agricultural technology promoted by the project,
280,092 of which are female.

• 155,560 new water connections providing
households clean water for improved hygiene and
sanitary conditions
Updated for actual results at project completion.

119.8 27% 119.8

3 エネルギー効率融資（P084874｜2008年度、2012
年度）： 中国の産業セクターの省エネ化を促進し、
中・大規模製造企業のエネルギー効率プロジェクト
に対する融資を支援する。

中国 M 20 21,713,380 N/A N/A 6,510,000 • 2,667,000 tce annual energy savings (assuming 150
subprojects).
Updated for actual results at project completion.

300.0 45% 300.0

4 第2次エネルギー効率融資プロジェクト（P113766
｜2010年度）：エメルギー効率プロジェクトに対
する融資を通じて、中国の産業セクターの省エネ化
を促進する。

中国 M 20 1,908 N/A N/A 607,000 • Updated for actual results at project completion. 45.5 66% 45.5

5 上海市低炭素都市のためのグリーンエネルギー計画
（P127035｜2013年度）： 省エネ化を促進し、商
業施設や政府施設に再生可能エネルギーを導入する
ことにより、環境に配慮した都市開発を促進する。

中国 M 20 635,712 ~ ~ 189,946 • 78,083 tons of coal equivalent of annual energy
savings per annum.

• Innovative policies piloted under the Project in
relation to green-energy retrofitting of buildings.
Updated for actual results at project completion.

100.0 41% 100.0

6 江西省石虎塘水運・水力発電（P101988｜2009年
度）：陸上輸送に代わる二酸化炭素排出量の少ない
輸送手段として、内陸水路の輸送力を最大化すると
ともに、水力発電を行う。

中国 両方 20 N/A 284,000 120 220,000 • 4,389 ha of crop land protected from flooding.
• RMB 26.6 million reduction in annual flood losses.
• Shortened travel distance benefitting 150,000

people.
Updated for actual results at project completion.

100.0 31% 100.0

7 遼寧省第3次中規模都市インフラ（P099224｜2008
年度）：暖房・ガスサービスのエネルギー効率と環
境パフォーマンスを向上。

中国 M 20 2,757,200 N/A N/A ~ • 8,935 tons of sulphur dioxide avoided per annum.
• 11,659 tons of total suspended particles (local

pollutant) avoided per annum.
• Decrease by 31% of fuel consumption annually (from

199.5 kWh/m2 to 137.9 kWh/m2).
• Decrease by 39% of electricity used for District

Heating annually (from 4.4 kWh/m2 to 2.7 kWh/m2).
• Decrease by 31.25% of make-up water annually (from

115.5 L/m2 to 79.34 L/m2).
Updated for actual results at project completion.

165.0 51% 165.0

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P125022?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P096556/eco-farming-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P084874/china-energy-efficiency-financing?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P113766/china-energy-efficiency-financing-ii?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P127035/green-energy-schemes-low-carbon-city-shanghai-china?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P101988/jiangxi-shihutang-navigation-hydropower-complex-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P099224/liaoning-third-medium-cities-infrastructure?lang=en&tab=overview
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融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

Renewable Energy & Energy Efficiency 成果目標/b

# Link to More
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved)
and Description Country A/M/a Project Life Annual Energy

Savings /c MWh

年間発電量
（MWh）

追加再生可能
エネルギー
発電容量
（MW）

年間温室効果ガス
排出削減貢献量
（tCO2eq  ）

その他の成果/e IBRD融資承認額
（100万米ドル）/f

IBRD融資
シェア /g

融資済額（100
万米ドル） /h

1 Beijing Rooftop Solar Photovoltaic Scale-Up
(Sunshine Schools) Project (P125022 | FY13):
increase electricity generated from distributed
solar photovoltaic systems, and demonstrate the
viability of the renewable energy service company
model for scaling up the deployment of such
systems, in various sectors in Beijing Municipality.*

China M 20 N/A 111,510 102 87,992 • 5つのセクターで再生可能エネルギーサービス契約を締
結。セクター別の発電容量は、産業が４０メガワット
、学校が30メガワット、コマースとインフラが18.4

メガワット、物流が10メガワット、農業が3.6メガワッ
ト.

• 教育施設で発電された電力を56 万人が利用

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

83.5 50% 83.5

2 Eco-Farming Project (P096556 | FY09):
promote sustainable farming systems and reduce
greenhouse gas emissions (from methane and
burning coal and firewood) benefiting rural
communities with biogas systems.

China M 20 N/A ~ ~ 785,000 • 農村部の４７万世帯が、汚染物質の排出量が少ないバ
オガスを利用した調理・暖房システムを利用

• 34万4,346人（内、28万92人は女性）がプロジェクト
の奨励する改善された農業技術を導入

• 新たに15万5,560世帯が水道に接続し、清潔な水を利用

できるようになったことで衛生状態が改善

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

119.8 27% 119.8

3 Energy Efficiency Financing (P084874 | FY08,
FY12): promote energy conservation in China’s
industrial sector supporting intermediary loans for
energy efficiency projects in medium and large-
sized manufacturing companies.

China M 20 21,713,380 N/A N/A 6,510,000 • 年２６６万7,000石炭換算トン（tce）のエネルギー消費
量を削減（150件のサブプロジェクトに基づく推定値）

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

300.0 45% 300.0

4 Energy Efficiency Financing II Project (P113766
| FY10): promote energy conservation in China’s
industrial sector through intermediary loans to
energy efficiency projects.

China M 20 1,908 N/A N/A 607,000 データは資金拠出完了時点で確定済の成果 45.5 66% 45.5

5 Green Energy Schemes for Low-carbon City in
Shanghai (P127035 | FY13): promote greener city
development with energy efficiency and renewable
energy installations in commercial and government
buildings.

China M 20 635,712 ~ ~ 189,946 • 年7万8,083石炭換算トン（tce）のエネルギー消費量
を削減

• 環境への影響が少ないグリーンエネルギーを各施設
に導入するに当たり、プロジェクトの一環として革新
的な政策を試験的に実施
データは資金拠出完了時点で確定済の成果

100.0 41% 100.0

6 Jiangxi Shihutang Navigation & Hydropower
(P101988 | FY09): maximize inland waterway
transport capacity as a low-carbon alternative to
land transport and generate hydropower.

China Both 20 N/A 284,000 120 220,000 • 4,389ヘクタールの耕作地を洪水から保護
• 洪水による年間損失額が2,660万人民元減少
• 移動距離の短縮により15万人の生活が向上

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

100.0 31% 100.0

7 Liaoning Third Medium Cities Infrastructure
(P099224 | FY08): improve the energy efficiency
and environmental performance of heating and gas
services.

China M 20 2,757,200 N/A N/A ~ • 年8,935トンの二酸化硫黄排出量削減に貢献
• 年1万1,659トンの総浮遊粒子状物質（地域の大気汚染物

質）の排出量削減に貢献
• 燃料消費量が年31％減少（1平方メートル当たり199.5
キロワット時→137.9キロワット時）

• 地域暖房に使用される電力が年39％減少（1平方メート
ル当たり4.4キロワット時→2.7キロワット時）

• 補給水が年31.25％減少（1平方メートル当たり115.5
リットル→79.34リットル）
データは資金拠出完了時点で確定済の成果

165.0 51% 165.0

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P125022?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P096556/eco-farming-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P084874/china-energy-efficiency-financing?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P113766/china-energy-efficiency-financing-ii?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P127035/green-energy-schemes-low-carbon-city-shanghai-china?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P101988/jiangxi-shihutang-navigation-hydropower-complex-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P099224/liaoning-third-medium-cities-infrastructure?lang=en&tab=overview
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再生可能エネルギー及びエネルギー効率 Target Results/b

#
プロジェクト名（プロジェクト番号｜融資承認年
度）と概要 国 プロジェクト期間

(年）

Annual
Energy
Produced
MWh

Renewable
Capacity
Added MW

Annual GHG
Emissions
Avoided Tons
of CO₂ Eq./d

Other Results/e Committed
US$ mil/f

IBRD
share/g

Allocated
US$ mil/h

8 山東省エネルギー効率（P114069｜2011年度）：産
業セクターのエネルギー効率と環境パフォーマンス
を改善するとともに、バイオマス（トウモロコシ、
小麦の茎）を利用した再生可能エネルギー生産に資
金支援を実施。

中国 M 15 2,707,580 ~ ~ ~ • 331,000 tce of energy savings annually.
Updated for actual results at project completion.

110.1 47% 110.1

9 ウルムチ市地域暖房プロジェクト（P120664｜2011
年度）：都市部に分散して設置されているボイラー
を集中型の地域暖房ネットワークで置き換えること
による地域暖房のエネルギー効率を改善。

中国 M 20 1,229,400 N/A N/A 415,500 • 1,626 MW of inefficient coal-fired boilers replaced by
combined heat and power district heating network.
Updated for actual results at project completion.

99.1 29% 99.1

10 第4次電力システム開発プロジェクト（P101653｜
2009年度）：送電インフラの拡大を通じてエネル
ギー効率を高め、余剰水力エネルギーを電力不足の地
域に融通することにより、二酸化炭素排出量を削減。

インド M 20 8,699,000 N/A N/A ~ • Reduced transmission losses equivalent to between
526-993 MW.

• 1,400 MW of increased interregional power
transmission capacity to National Grid.

• Transformation capacity increased by 146,523 MVA.
• 106,804 circuit km of transmission lines’ increased

capacity.
• 78,384 GWh power exchange growth between

regions.
Updated for actual results at project completion.

400.0 16% 400.0

11 ランプール水力発電プロジェクト（P095114｜2008
年度）：流れ込み式水力発電 の仕組みを構築し、再
生可能エネルギーへのアクセスを拡大。

インド M 30 N/A 1,957,000 412 1,407,700 • Updated for actual results at project completion. 400.0 60% 400.0

12 インドネシア地熱エネルギー（P113078｜2012年
度）： 再生可能な地熱資源による発電を普及。

インドネシア M 30 N/A 1,208,880
(generation
projection
July 2019)

150 1,010,125 • 30,303,750 tons of CO₂ eq. cumulative emission
reduction over 30 years.

• 10,000 tons of avoided local air pollution (2,753
tons of NOx,4,923 tons of SO₂, 2,324 tons of TSP)
annually.
Updated for actual results at project completion.

129.0 30% 129.0

13 エネルギー安全保障及び効率化プロジェクト
（P112780｜2011年度）：エネルギーミックスに占め
る再生可能エネルギーとガス発電の割合を拡大するこ
とにより、エネルギー効率とエネルギー安全保障を向
上。

ジャマイカ M N/A N/A ~ 623 ~ • New renewable electricity generated by three wind
farms, two solar farms, and one hydro plant.

• 600 GWh from renewable resources annually.
Updated for actual results at project completion.

14.5 100% 14.5

14 効率的な照明及び電化製品プロジェクト（P106424
｜2011年度）： 住宅セクターに省エネ効果の高いテ
クノロジーを普及させることで、エネルギーの効率
的な利用を促進。

メキシコ M 5 1,848,000 N/A N/A 1,014,800 • Cumulative over 5 years:
-Exchange 45.8 million light bulbs and 1.884 million
appliances replaced over a five-year period.
-5.07 million tons of CO₂ eq. emissions reduced.
-50-60% electricity saved in residential households.
-9,242 GWh in cumulative energy savings.
Updated for actual results at project completion.

250.6 35% 250.6

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

年間エネルギー
消費削減量
（MWh） /c 

http://projects.worldbank.org/P114069/shandong-energy-efficiency-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P120664/urumqi-district-heating-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P101653/power-system-development-project-iv?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P095114/rampur-hydropower-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P113078/geothermal-clean-energy-investment-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P112780/jamaica-energy-security-efficiency-enhancement-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P106424/efficient-lighting-appliances?lang=en&tab=overview
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Renewable Energy & Energy Efficiency

# Link to More
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved)
and Description Country A/M/a Project Life Annual Energy

Savings /c MWh

8 Shandong Energy Efficiency (P114069 | FY11):
improve the energy efficiency and environmental
performance of the industrial sector and finance
renewable energy production from biomass (corn
and wheat stalk).

China M 15 2,707,580 ~ ~ ~ • 年３３万1,000石炭換算トン（tce）のエネルギー消費

量を削減
データは資金拠出完了時点で確定済の成果

110.1 47% 110.1

9 Urumqi District Heating Project (P120664 |
FY11): promote energy efficiency in district heating
by replacing dispersed boilers in urban areas with
an integrated district heating network.

China M 20 1,229,400 N/A N/A 415,500 • 1,626 メガワットの非効率な石炭火力ボイラーに代わ
り、暖房と電力の両方を供給できる地域暖房ネット
ワークを採用

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

99.1 29% 99.1

10 Power System Development Project IV (P101653
| FY09): expand transmission infrastructure
resulting  in decreased CO₂ emissions through
efficiency gains and transferring surplus hydro
energy to power deficit regions.

India M 20 8,699,000 N/A N/A ~ • 送電損失が減少（526～993メガワット相当）
• 全国送電網への地域間送電容量が1,400メガワット増加
• 変電容量が14万6,523メガボルトアンペア増加
• 10万6,804サーキットキロメートルの送電線の容量を

拡大

• 地域間の電力融通量が7万8,384ギガワット時増加

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

400.0 16% 400.0

11 Rampur Hydropower Project (P095114 | FY08):
scale- up access to renewable energy through
construction of a run-of-the-river hydroelectric
scheme.

India M 30 N/A 1,957,000 412 1,407,700
  データは資金拠出完了時点で確定済の成果

400.0 60% 400.0

12 Indonesia Geothermal Energy (P113078 |
FY12): increase power generation from renewable
geothermal resources.

Indonesia M 30 N/A 1,208,880 
(generation 
projection 
July 2019)

150 1,010,125 • 30年間で、二酸化炭素換算累計3,030万3,750トンの排
出量を削減

• 年1万トンの地域大気汚染削減に貢献（二酸化窒素
2,753トン、二酸化硫黄4,923トン、総浮遊粒子2,324
トン）

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

129.0 30% 129.0

13 Energy Security and Efficiency Enhancement
Project (P112780 | FY11): increase energy
efficiency and security by promoting greater
participation of renewable energy and gas-based
generation in the energy mix.

Jamaica M N/A N/A ~ 623 ~ • ３つの風力発電所、2つの太陽光発電所、1つの水力発
電所から新たな再生可能エネルギーを生産

• 再生可能資源を利用して年600ギガワット時の電力を
生産
データは資金拠出完了時点で確定済の成果

14.5 100% 14.5

14 Efficient Lighting and Appliances Project
(P106424 | FY11): promote the efficient use
of energy and to mitigate climate change by
increasing the use of energy efficient technologies
in the residential sector.

Mexico M 5 1,848,000 N/A N/A 1,014,800 • 5年間の累計成果
4,580万個の電球と188万4,000台の電化製品を交換.
二酸化炭素換算で507万トンの排出量を削減
家庭の電力消費量が50～60％減少
累計9,242ギガワット時のエネルギー消費量を削減
データは資金拠出完了時点で確定済の成果

250.6 35% 250.6

成果目標/b

その他の成果/e

年間発電量
（MWh） 

追加再生可能
エネルギー
発電容量
（MW）

年間温室効果ガス
排出削減貢献量
（tCO2eq  ）

IBRD融資承認額
（100万米ドル）/f

IBRD融資
シェア /g

融資済額（100
万米ドル） /h

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

http://projects.worldbank.org/P114069/shandong-energy-efficiency-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P120664/urumqi-district-heating-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P101653/power-system-development-project-iv?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P095114/rampur-hydropower-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P113078/geothermal-clean-energy-investment-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P112780/jamaica-energy-security-efficiency-enhancement-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P106424/efficient-lighting-appliances?lang=en&tab=overview
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再生可能エネルギー及びエネルギー効率 Target Results/b

#
プロジェクト名（プロジェクト番号｜融資承認年
度）と概要 国 プロジェクト期間

(年）

Annual
Energy
Produced
MWh

Renewable
Capacity
Added MW

Annual GHG
Emissions
Avoided Tons
of CO₂ Eq./d

Other Results/e Committed
US$ mil/f

IBRD
share/g

Allocated
US$ mil/h

15 総合エネルギーサービス（P088996｜2008年度）：
再生可能エネルギー（主に太陽光、部分的に風力）を
利用して貧困コミュニティのエネルギーアクセスを向
上させるとともに、僻地の農村にエネルギーサービス
を提供するための持続可能な市場を構築。

メキシコ M 20 N/A 152 2 139,000 • 2,235 rural households receive electricity from
renewable sources annually.

• 150 new social/productive activities and
microbusiness developed.

• Larger long-term national impact with replication
throughout rural areas.
Updated for actual results at project completion.

12.0 18% 12.0

16 持続可能な農村開発（及び追加融資）（P106261
｜2009年度、2013年度）：農業ビジネスにおける
省エネ、廃棄物管理、再生可能エネルギー関連テ
クノロジーの活用を促進。

メキシコ M 10 45 26,073 ~ 708,235 • Cumulative over 8.5 years:
-143,450 MWh saved from energy efficiency
investments.
-221,624 MWh produced by renewable (biomass)
energy.
-6.02 million tons of CO₂ eq. emission avoided over
the course of the project.
-1,842 agribusinesses adopted 2,286
environmentally sustainable technologies.
Updated for actual results at project completion.

79.1 48% 79.1

17 地域暖房効率化（P132443｜2015年度）：新しい地
域暖房企業の業務効率と持続可能性を改善すること
により、暖房サービスの質と信頼性を向上。

モルドバ M 30 96,700 N/A N/A 22,800 • 34% reduction in heating system breakdowns by year 5.
• 109,000 people with access to more energy efficient

cooking and heating.
• 320,109,612 MJ annual fuel savings.

Project Completed.

40.5 66% 39.9

18 エネルギー効率（及び追加融資）（P107992｜2009
年度、2014年度）：保健・教育サービスに利用されて
いる27の建物のエネルギー効率と環境の質を改善。

モンテネグロ M 15 7,925 N/A N/A 2,766 • Cumulative over project life and targeting 27
buildings:
-118,880 MWh in lifetime energy savings.
-41,504 metric tons of CO₂ eq. lifetime emissions
reduced.
Updated for actual results at project completion.

12.4 100% 12.4

19 第2次農村電化（P117864｜2011年度）：従来型電
力網を拡大する一方で、太陽光発電システムにも資
金を提供し、遠隔地のコミュニティに電力を供給。

ペルー M 20 N/A ~ ~ ~ • 42,500 rural households electrified, of which 20,000
served by solar photovoltaic systems from regulated
electricity distribution companies.

• 169,000 people benefited.
Updated for actual results at project completion.

43.8 60% 43.8

20 エネルギー効率（P104266｜2009年度）：企業の省
エネ化と熱電併給投資のための融資を支援。

チュニジア M 20 580,000 N/A N/A 205,840 • Updated for actual results at project completion. 31.4 91% 31.4

21 民間セクター再生可能エネルギー及びエネルギー効率
プロジェクト（P112578｜2009年度、2012年度）：
鉄鋼、セメント、セラミック、化学、繊維産業におい
て、再生可能エネルギー（小規模水力発電及び地熱発
電）へのアクセスを拡大し、エネルギー効率を向上さ
せる。

トルコ M 20 3,023,800 3,728,000 933 3,214,000 • Increase country’s renewable energy capacity to 31%.
Updated for actual results at project completion.

901.8 87% 901.8

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

年間エネルギー
消費削減量
（MWh） /c 

http://projects.worldbank.org/P088996/mexico-crl-integrated-energy-services?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P106261/sustainable-rural-development?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P132443/district-heating-efficiency-improvement-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P107992/energy-efficiency-public-buildings?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P117864/second-rural-electrification?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P104266/energy-efficiency-renewable-investment?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P112578/private-sector-renewable-energy-energy-efficiency-project?lang=en&tab=overview


PROJECT-BY-PROJECT REPORTING  |  GREEN BONds  |  RENEwaBlE ENERGY & ENERGY EffICIENCY
9

Renewable Energy & Energy Efficiency

# Link to More
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved)
and Description Country A/M/a Project Life Annual Energy

Savings /c MWh

15 Integrated Energy Services (P088996 | FY08):
increase energy access for poor communities using
renewable energy (mainly solar and some wind
turbines) and to develop a sustainable market for
providing energy services in remote rural areas.

Mexico M 20 N/A 152 2 139,000 • 再生可能資源を利用して発電された電力を毎年、農村部
の2,235世帯に供給

• 新たに150の社会活動、生産活動、零細企業を創設

• 国レベルで生じた大規模かつ長期的なインパクトが農村

部にも波及

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

12.0 18% 12.0

16 Sustainable Rural Development (and Additional
Financing) (P106261 | FY09, FY13): increase the
use of energy efficient, waste management and
renewable energy technologies in agribusiness.

Mexico M 10 45 26,073 ~ 708,235 • 8.5年間の累計成果
省エネ分野に投資することにより、14万3,450メガ
ワット時の消費電力を削減
再生可能（バイオマス）エネルギーを利用して22万
1,624メガワット時の電力を生産
プロジェクト期間全体で二酸化炭素換算で602万トン
の排出量削減に貢献
1,842のアグリビジネスが2,286の環境的に持続可能
なテクノロジーを採用
データは資金拠出完了時点で確定済の成果

79.1 48% 79.1

17 District Heating Efficiency Improvement
(P132443 | FY15): improve quality and reliability
of heating services by improving the operational
efficiency and viability of a new district heating
company.

Moldova M 30 96,700 N/A N/A 22,800 • 5年目までに暖房システム障害を34％削減
• 10万9,000人がエネルギー効率の高い調理・暖房を利

用
• 年3億2,010万9,612メガジュールの燃料消費量を削減

実施完了報告書（ICR）未公開

40.5 66% 39.9

18 Energy Efficiency (and Additional Financing)
(P107992 | FY09, FY14): improve energy efficiency
and environmental quality in 27 buildings used for
health and education services.

Montenegro M 15 7,925 N/A N/A 2,766 • 主に27の建物におけるプロジェクト期間の累計成果 
11万8,880メガワット時の生涯エネルギー消費量を削
減

• 二酸化炭素換算で4万1,504トンの生涯エネルギー排
出量を削減
データは資金拠出完了時点で確定済の成果

12.4 100% 12.4

19 Second Rural Electrification (P117864 | FY11):
provide electricity to remote communities by
extending the conventional electricity grid and
financing solar photovoltaic systems.

Peru M 20 N/A ~ ~ ~ • 農村部の4万2,500世帯に電力を供給、その内の2万世
帯には規制対象の配電企業が運営する太陽光発電シス
テムを通じてサービスを提供

• 支援対象者16万9,000人
データは資金拠出完了時点で確定済の成果

43.8 60% 43.8

20 Energy Efficiency (P104266 | FY09): support
industrial energy efficiency and co- generation
investments by providing financing through
intermediaries.

Tunisia M 20 580,000 N/A N/A 205,840   データは資金拠出完了時点で確定済の成果 31.4 91% 31.4

21 Private Sector Renewable Energy and Energy
Efficiency Project (P112578 | FY09, FY12):
enhance renewable energy access (small
hydroelectric and geothermal) and energy
efficiency in industries (iron and steel, cement,
ceramics, chemicals and textiles).

Turkey M 20 3,023,800 3,728,000 933 3,214,000 • トルコの再生可能エネルギー発電容量が31％増加.デー

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

901.8 87% 901.8

成果目標/b

その他の成果/e

年間発電量
（MWh）

追加再生可能
エネルギー
発電容量
（MW）

年間温室効果ガス
排出削減貢献量
（tCO2eq  ）

IBRD融資承認額
（100万米ドル）/f

IBRD融資
シェア /g

融資済額（100
万米ドル） /h

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

http://projects.worldbank.org/P088996/mexico-crl-integrated-energy-services?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P106261/sustainable-rural-development?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P132443/district-heating-efficiency-improvement-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P107992/energy-efficiency-public-buildings?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P117864/second-rural-electrification?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P104266/energy-efficiency-renewable-investment?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P112578/private-sector-renewable-energy-energy-efficiency-project?lang=en&tab=overview
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再生可能エネルギー及びエネルギー効率 Target Results/b

#
プロジェクト名（プロジェクト番号｜融資承認年
度）と概要 国 プロジェクト期間

(年）

Annual
Energy
Produced
MWh

Renewable
Capacity
Added MW

Annual GHG
Emissions
Avoided Tons
of CO₂ Eq./d

Other Results/e Committed
US$ mil/f

IBRD
share/g

Allocated
US$ mil/h

22 中小企業エネルギー効率（P122178｜2013年度）：
企業の省エネ投資に対する商業銀行の融資を拡大す
ることにより、エネルギー集約型産業の中小企業の
エネルギー効率を向上。

トルコ M 20 536,537 N/A N/A 397,796 • Updated for actual results at project completion. 201.0 67% 201.0

23 エネルギー効率（P096586｜2011年度）：エネル
ギー効率を高めることにより、エネルギー強度の削
減目標を達成し、輸入ガスへの依存度を下げ、エ
ネルギー供給のコストを削減。
＊エネルギー強度：GDP1単位当たりのエネルギー
消費量

ウクライナ M 15 7,721,157 N/A N/A 856,097 • Create jobs directly and indirectly through increased
cost competitiveness as a result of lower energy
intensity.
Updated for actual results at project completion.

200.0 100% 200.0

24 バイオマス地域暖房（P146194｜2014年度）：地域
暖房システムのエネルギー効率を高めるとともに、天
然ガスに代わるものとして、再生可能エネルギー資
源である木材バイオマスを活用。

ベラルーシ M 20 236,000 1,660,000 106 420,000 • Cumulative over 5 years:
-1,180,000 MWh energy savings from efficiency
investments.
-2,100,000 tons of CO₂ eq. emissions reduced.
-78,760 direct beneficiaries.

90.0 100% 72.4

25 大気汚染管理融資（P154669｜2016年度）：北京
市・天津市・河北省を結ぶ経済圏とその周辺地域に
重点を置き、エネルギー効率とクリーンエネルギー
への融資を通じて、大気汚染物質と二酸化炭素の
排出量を削減。

中国 M 20 1,628,200 N/A N/A 492,200 • 3,600 tons of particulate emissions (local air
pollutants) reduced by EE and RE subprojects
financed.

515.6 100% 302.6

26 グリッド連系屋上太陽光発電プログラム（P155007
｜2015年度）： 屋上太陽光発電の容量を拡大すると
ともに、低コストの資金調達手段として屋上太陽光

発電を導入するインセンティブを市場に提供。

インド M 25 ~ 647,200 400 520,000 • The 250 MW of capacity of rooftop solar
photovoltaics expected to be grid-connected by 5
years with at least another 150 MW to be connected
in subsequent years.

• 13 million tons CO₂ eq. in cumulative savings over the
project’s 25-year life.

• Market development for rooftop photovoltaic
systems in different business models.

500.0 55% 375.9

27 太陽光発電のための共有インフラプロジェクト
（P154283｜2017年度）：国内に複数の大規模太
陽光発電所を建設することにより、太陽光発電容
量を拡大。

インド M 25 ~ ~ 1,750 951,852 • Increase in access roads, water supply and drainage,
telecommunications, pooling station inside the solar
parks.

75.0 75% 11.0

28 自治体エネルギー効率プロジェクト（P149872｜
2016年度）： 23の自治体において、街灯・水関
連・建物のエネルギー効率を向上。

メキシコ M 8 127,590 5,800 6 7,241 • 1,020,714 MWh projected lifetime savings.
• 28 sub-projects designed.

100.0 64% 11.0

29 モンテネグロ第2次エネルギー効率プロジェクト
（P165509｜2018年度）：保健セクターの建物
の省エネ化を進めるとともに、持続可能な資金調
達モデルの開発と実証。

モンテネグロ M 15 3,981 ~ N/A 37,333 • 18 buildings retrofitted annually.
• 1,200,000 US$ captured energy cost savings

annually.
• 220,000 potential patients and 2,000 staff

benefiting.

6.7 82% 2.4

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

年間エネルギー
消費削減量
（MWh） /c 

http://projects.worldbank.org/P122178/turkey-sme-energy-efficiency?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P096586/ua-energy-efficiency?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P146194?lang=en
http://projects.worldbank.org/P154669?lang=en
http://projects.worldbank.org/P155007?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P154283?lang=en
http://projects.worldbank.org/P149872?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P165509?lang=en
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Renewable Energy & Energy Efficiency

# Link to More
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved)
and Description Country A/M/a Project Life Annual Energy

Savings /c MWh

22 SME Energy Efficiency (P122178 | FY13): improve
energy efficiency in small and medium enterprises
in energy-intensive industries by scaling- up
commercial bank lending for energy efficiency
investments.

Turkey M 20 536,537 N/A N/A 397,796    データは資金拠出完了時点で確定済の成果 201.0 67% 201.0

23 Energy Efficiency (P096586 | FY11): improve
energy efficiency in order to meet energy intensity
reduction targets, decrease dependence on
imported gas, and decrease the cost of energy
supply.

Ukraine M 15 7,721,157 N/A N/A 856,097 • エネルギー強度の低下によるコスト競争力の上昇を
通じて、雇用を直接・間接的に創出

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

200.0 100% 200.0

24 Biomass District Heating (P146194 | FY14):
increase energy efficiency in district heating
systems and replace natural gas with wood biomass
as a renewable energy source.

Belarus M 20 236,000 1,660,000 106 420,000 • 5年間の累計成果目標
省エネ投資により、118万メガワット時のエネル
ギー消費量を削減
二酸化炭素換算で210万トンの排出量を削減
直接支援対象者数：7万8,760人

90.0 100% 72.4

25 Financing for Air Pollution Control (P154669 |
FY16): reduce air pollutants and carbon emissions
through lending for energy efficiency and clean
energy, with a focus on the Jing-Jin-Ji and
neighboring regions.

China M 20 1,628,200 N/A N/A 492,200 • エネルギー効率及び再生可能エネルギーに関するサ
ブプロジェクトへの融資を通じて、粒子状物質（地域
の大気汚染物質）の排出量を年間３,6 00トン削減

515.6 100% 302.6

26 Grid-Connected Rooftop Solar Program
(P155007 | FY15): increase solar rooftop capacity
to the power grid and incentivize the market for
rooftop solar power by way of low cost financing.

India M 25 ~ 647,200 400 520,000 • 5年以内に250メガワットの屋上太陽光発電容量を電力
網と連系し、その後の数年間にさらに150メガワット以
上を連系

• プロジェクト期間（25年間）に二酸化炭素換算で累計
1,300万トンを削減

• 様々なビジネスモデルを通じて屋上太陽光発電シス
テムの市場を開拓

500.0 55% 375.9

27 Shared Infrastructure for Solar Parks Project
(P154283 | FY17): increase solar generation
capacity through the establishment of large-scale
solar parks in the country.

India M 25 ~ ~ 1,750 951,852 • 太陽光発電所内の連絡道路、水供給・排水、通信、貯
蔵施設を拡大

75.0 75% 11.0

28 Municipal Energy Efficiency Project (P149872 |
FY16): promote energy efficiency in street lighting,
water use and buildings in 23 municipalities.

Mexico M 8 127,590 5,800 6 7,241 • 推定102万714メガワット時の生涯エネルギー消費量を
削減

• 28のサブプロジェクトを設計

100.0 64% 11.0

29 Montenegro Second Energy Efficiency Project
(P165509 | FY18): improve energy efficiency
in health sector buildings, and develop and
demonstrate a sustainable financing model.

Montenegro M 15 3,981 ~ N/A 37,333 • 年18棟の建物を改修
• 年120万米ドルのエネルギーコストを削減
• 推定22万人の潜在患者と2,000人の職員を支援

6.7 82% 2.4

成果目標/b

その他の成果/e

年間発電量
（MWh） 

追加再生可能
エネルギー
発電容量
（MW）

年間温室効果ガス
排出削減貢献量
（tCO2eq ）

IBRD融資承認額
（100万米ドル）/f

IBRD融資
シェア /g

融資済額（100
万米ドル） /h

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

http://projects.worldbank.org/P122178/turkey-sme-energy-efficiency?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P096586/ua-energy-efficiency?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P146194?lang=en
http://projects.worldbank.org/P154669?lang=en
http://projects.worldbank.org/P155007?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P154283?lang=en
http://projects.worldbank.org/P149872?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P165509?lang=en
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再生可能エネルギー及びエネルギー効率 Target Results/b

#
プロジェクト名（プロジェクト番号｜融資承認年
度）と概要 国 プロジェクト期間

(年）

Annual
Energy
Produced
MWh

Renewable
Capacity
Added MW

Annual GHG
Emissions
Avoided Tons
of CO₂ Eq./d

Other Results/e Committed
US$ mil/f

IBRD
share/g

Allocated
US$ mil/h

30 クリーンで効率的なエネルギープロジェクト
（P143689｜2015年度）：:初の公益事業規模の太陽
光発電所を建設し、太陽光による電力を遠隔地に安
定的に供給。

モロッコ M 25 N/A ~ 75 73,512 • 412,000 people benefit from electricity and
associated economic opportunities of which 50% are
expected to be female.

125.0 79% 74.9

31 ワルザザート集光型太陽光発電（P131256｜2012年
度、2015年度）：集光型太陽光発電技術を活用し、
化石燃料に代わって再生可能エネルギーを利用した
発電に。

モロッコ M 30 N/A 1,638,000 410 522,000 • 1,100,000 direct project beneficiaries, 50% of which
are expected to be female.

342.8 15% 186.9

32 再生可能エネルギー統合（P144534｜2014年度）：
送電システムを強化し、再生可能エネルギーを利用し
た大規模発電を促進することにより、トルコの増加
する電力需要に対応できるよう支援。

トルコ M 20 N/A 1,734,000 ~ 690,000 • 52 km of transmissions lines constructed or
rehabilitated.

243.9 63% 225.9

33 地域暖房エネルギー効率（P132741｜2014年度）：
地域暖房企業のエネルギー効率とサービスの質を向上
させる。

ウクライナ M 20 524,000 N/A N/A 261,800 • 721,400 consumers served by the participating
companies.

160.0 87% 81.2

34 第3次大規模企業のためのエネルギー効率ファシリティ
（P165054｜2018年度）：省エネ投資のための資金調
達メカニズムの設計と構築により、大規模企業のエネ
ルギー効率を向上。

ウズベキスタン M 25 122,600 ~ N/A 158,638 • 70 beneficiary industrial enterprises.
• 50 industrial enterprises which adopted energy

management system.

200.0 62% 55.6

「ウズベキスタン：電力計測高度化プロジェクト（P122773  ）」は、実施にあたって問題が発生し、
融資の大部分がキャンセルされたため、本レポートの対象外となりました。 Total Allocated for Renewable Energy & Energy Efficiency  6,198.15 5,238.5

Cumulative Loan Repayments (673.5)

Total Allocated and Outstanding for Renewable Energy and Energy Efficiency 4,565.0

注：

N/A – 該当なし

~ – 測定されていない、又は報告されていない

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 プロジェクトの目的が気候変動の緩和の場合は「M」、気候変動への適応支援の場合は「A」、その両方の場合は「両方」と記載。

/b プロジェクトの承認時に作成された見積りに基づき、プロジェクトの実施期間（通常は5年間）の終了時点で実現していると期待されるインパクトのこと。本セクション
に記載された指標のほとんどは、世界銀行プロジェクトサイト（http://www.worldbank.org/projects）で公開されているプロジェクト文書に掲載されている開発成果から
抜粋したものです。記載された情報はプロジェクト全体の成果に基づいており、融資額の横に記載された数字は、プロジェクト総額に占める世界銀行融資の割合を示してい
ます。記載された成果は見積りであり、実際のインパクトとは異なる場合があります。また、特定の年度の実際の成果を表すものではありません。定量的な情報はプロジェ
クトがもたらすインパクトの規模を、定性的な情報は各グリーンボンドプログラムに含まれるプロジェクトが完全な形で遂行された場合に達成される変化の性質を伝えるこ
とを意図したものです。

/c 年間エネルギー消費削減量には、電力及び暖房を目的としたエネルギー使用の削減分（該当する場合）が含まれ、可能な場合はプロジェクト期間（又はプロジェクトの実
施期間）に基づいて算定します。

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

年間エネルギー
消費削減量
（MWh） /c 

http://projects.worldbank.org/P143689?lang=en
http://projects.worldbank.org/P131256?lang=en
http://projects.worldbank.org/P144534/renewable-energy-integration?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P132741/district-heating-energy-efficiency?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P165054?lang=en&tab=overview
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Renewable Energy & Energy Efficiency

# Link to More
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved)
and Description Country A/M/a Project Life Annual Energy

Savings /c MWh

30 Clean and Efficient Energy Project (P143689 |
FY15): develop the first utility sized photovoltaic
plant to more reliably supply solar power to remote
regions.

Morocco M 25 N/A ~ 75 73,512 • 41万2,000人（内、50％は女性と推定）が電力及び関連
する経済機会を提供

125.0 79% 74.9

31 Noor Ouarzazate Concentrated Solar Power
(P131256 | FY12, FY15): replace fossil fuel-
based electricity with renewable energy using
concentrated solar power technology.

Morocco M 30 N/A 1,638,000 410 522,000 • プロジェクトの直接受益者110万人（内、50％は女性
と推定）

342.8 15% 186.9

32 Renewable Energy Integration (P144534 |
FY14): assist in meeting increased power demand
by strengthening the transmission system
and facilitating large- scale renewable energy
generation.

Turkey M 20 N/A 1,734,000 ~ 690,000 • 52キロメートルの送電線を敷設又は修復 243.9 63% 225.9

33 District Heating Energy Efficiency (P132741 |
FY14): improve energy efficiency and quality of
service of District Heating companies.

Ukraine M 20 524,000 N/A N/A 261,800 • 72万1,400人の消費者が支援対象企業が提供する
サービスを利用

160.0 87% 81.2

34 Energy Efficiency Facility for Industrial
Enterprises, Phase 3 (P165054 | FY18): improve
energy efficiency in Industrial Enterprises (IEs) by
designing and establishing a financing mechanism
for energy saving investments.

Uzbekistan M 25 122,600 ~ N/A 158,638 • 70の大規模企業を支援
• 50の大規模企業がエネルギー管理システムを採用

200.0 62% 55.6

Uzbekistan - Advanced Electricity Metering Project (P122773) has been removed from this report.
The majority of its loan has been cancelled due to implementation issues. 総額  6,198.15 5,238.5

うち返済額 (673.5)

「再生可能エネルギー及びエネルギー効率」への現融資残高 4,565.0

Notes:

N/A – Indicator is not applicable for this project.

~ – Indicator is not measured/reported for this project.

Amounts may not add up due to rounding.

/a Column indicates whether the project aims to mitigate climate change (“M”), help client countries adapt to the effects of climate change (“A”), or both.

/b Target results are expected impacts based on estimates developed at the time of project approval and materializing at the end of the project implementation
period (5 years in most cases). The indicators shown are normally a subset of the development impacts contained in project documentation available in the World
Bank project website (http://www. worldbank.org/projects). Results reported are based on the entire project, with the percent shown next to the loan amount
corresponding to the proportion of the total financing that is financed by World Bank loans. Actual impacts may be different from these estimates and do not represent
the actual results in a specific year. Quantitative estimates are intended to be indicative of the scale of impacts and qualitative results aim to inform about the nature
of changes that will be achieved as a result of projects included in the Green Bond program once they are completed and at full capacity.

/c Annual energy savings include reduced energy use for both power and heat, where applicable and calculated by the project’s lifetime when possible (otherwise
calculated based on the project’s implementation period).

/d 年間温室効果ガス排出削減貢献量は、可能な場合はプロジェクト期間（又はプロジェクトの実施期間）に基づいて算定します。

/e 終了したプロジェクトの場合、「実施完了報告書（ICR）未公開」は、プロジェクトへの資金拠出は終了しているが、実施完了報告書（ICR）はまだ公開されていないこ
とを意味します。「データは資金拠出完了時点で確定済の成果」は、プロジェクトへの資金拠出は終了し、実施完了報告書（ICR）が公開され、その内容に基づいて成果目
標の欄に記載された情報が更新されていることを意味します。

/f 融資承認額は世界銀行融資の内、グリーンボンド適格部分の金額からキャンセル額を除した値（報告単位：100万米ドル相当）。米ドル以外の通貨建ての融資は報告日
（2020年6月30日）時点の為替レートで米ドル相当額に換算。

/g プロジェクトの総額に占める、世界銀行融資の割合。協調融資プロジェクトの場合は、この数字をプロジェクト全体の成果のうち、世界銀行の支援に按分される成果を算
出するために使用します。

/h 融資済額はグリーンボンドの調達資金のうち、プロジェクトに対する融資実行額（報告単位：100万米ドル相当）に配分された金額。米ドル以外の通貨建ての融資は報告
日（2020年6月30日）時点の為替レートで米ドル相当額に換算。

* は、「2020年度グリーンボンド・インパクトレポート」に更新された情報が掲載されていることを意味します。

成果目標/b

その他の成果/e
年間発電量
（MWh） 

追加再生可能
エネルギー
発電容量
（MW）

年間温室効果ガス
排出削減貢献量
（tCO2eq ）

IBRD融資承認額
（100万米ドル）/f

IBRD融資
シェア /g

融資済額（100
万米ドル） /h

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

http://projects.worldbank.org/P143689?lang=en
http://projects.worldbank.org/P131256?lang=en
http://projects.worldbank.org/P144534/renewable-energy-integration?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P132741/district-heating-energy-efficiency?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P165054?lang=en&tab=overview
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環境配慮型輸送 Target Results/b

#
プロジェクト名（プロジェクト番
号｜融資承認年度）と概要 国 プロジェク

ト期間(年） 
輸送人キロ又は
旅客数

トンキロ又はトン GHG emissions
reduced/
avoided/c

Other Results/d Committed
US$ mil/e

IBRD
share/f

Allocated
US$ mil/g

35 長治市の都市交通（P124978｜
2012年度）：交通のモビリティと
アクセスを改善するとともに、全
ての利用者の安全性・省エネ・効
率に配慮しつつ排出量を削減。

中国 M 25 ~ N/A ~ • 10% reduction in fuel consumption per passenger-km on project corridors.
• 48% reduction in traffic fatalities.
• Reduced travel times during peak hours.
• 50 new electric buses in use.
• 25 km of roads (non-rural) rehabilitated.
• 25.5 km of bus priority lanes built.

Updated for actual results at project completion.

91.5 50% 91.5

36 湖北省襄陽市都市交通（P119071
｜2012年度）：都市交通のモビ
リティ、安全性、効率を向上。

中国 M 25 • 5万2,000人の移動時間が短
縮され、市中心部へのアク
セスが向上

N/A ~ • 40 new and higher quality buses in operation.
• 7 average fatalities and severe injured associated with traffic accidents recorded.
• 100 new bus stops constructed or upgraded.

Updated for actual results at project completion.

99.8 47% 99.8

37 南昌市都市鉄道（P132154｜
2013年度）： 急拡大する都市に
効果的な都市大量高速輸送システ
ムを導入することにより、大気汚
染の削減、交通渋滞の緩和、通勤
時間の短縮をはかる。

中国 M 30 • 1日当たりの旅客トリップ
数は20万 6 ,800

N/A ~ • 23 minutes of reduced travel time on public transport.
• 100% of stations with barrier-free accessibility to the wheel-chair bound and

sight impaired.
• 100% integration of facilities for bus/rail/bike transfer designed and constructed

in line with integration plan.
• 506,000 project beneficiaries.

Updated for actual results at project completion.

189.5 10% 189.5

38 武漢市第2次都市交通
（P112838｜2010年度）： 環境
に配慮した、持続可能で総合的か
つ安全性の高い方法で、公共交通
機関の効率、範囲、安全性を改
善。

中国 M 20 ~ N/A 459,000 • Establish facilities for pedestrians and cyclists.
• 33% modal share of public transportation on target corridors.
• An average of a 13 minute decrease in travel time at peak hours.

Updated for actual results at project completion.

100.0 16% 100.0

39 西安市持続可能な都市交通
（P092631｜2008年度）：交通
のアクセスとモビリティを改善
するとともに、都市交通システム
による大気汚染のモニタリングを
強化。

中国 M 25 • 5万2,000台の公共自転車を
年7,000万人が利用

N/A ~ • Doubled area of bus terminals.
• 275% increase in average speed of public transportation from 12 to 45 km/hr.
• Air quality monitoring system/facility implemented.
• 31,000 vehicles with emissions tested.
• 320,214 m2 of areas of bus terminals achieved.

Updated for actual results at project completion.

150.0 36% 150.0

40 新疆ウイグル自治区伊寧市都市
交通改善プロジェクト
（P126454｜2012年度）：環境
的に持続可能な方法で、公共交通
機関のアクセス、安全性、効率を
向上。

中国 M 30 • 1年当たりの旅客トリップ
数は1億550万（40％増）

• 新たに 6 万1,000人が質の
高い都市交通サービスを
利用

N/A ~ • Reduced peak-hour travel times in two integrated
corridors.

• Reduced traffic accident fatalities.
• 33.54 km of roads constructed in a new developing area.
• 30.4 km of urban roads improved.

Updated for actual results at project completion.

90.9 48% 90.9

41 コロンビア総合大量輸送システ
ム（P082466｜2010年度）：交
通需要の増加に対応し、関連イン
フラを改善するために、幹線区間
と支線区間を拡大することによ
り、国家都市交通プロジェクトの
物理的な範囲を拡大。

コロンビア M 24 ~ N/A ~ • 81.5 km of segregated trunk-lines constructed.
• 95.5 km of pre-trunk and feeder lines constructed.
• 4 terminals/garages constructed.
• 125 stations constructed.

Updated for actual results at project completion.

295.9 40% 295.9

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

http://projects.worldbank.org/P124978/changzhi-sustainable-urban-transport-project?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P119071
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P132154
http://projects.worldbank.org/P112838/china-wuhan-second-urban-transport?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P092631
http://projects.worldbank.org/P126454/xinjiang-yining-urban-transport-improvement-project?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P082466?lang=en&tab=overview


PROJECT-BY-PROJECT REPORTING  |  GREEN BONds  |  ClEaN TRaNsPORTaTION  
15

Clean Transportation

# Link to More
Information

Project Name (Number |
Year/s Loans Approved) and
Description

Country A/M/a Project
Life

Pass/km and/or
passengers

Ton/km and/or
tons

温室効果ガス排出
削減量又は削減貢
献量 /c

IBRD融資承認
額（100万米
ドル）/e

IBRD融資
シェア /f

融資済額
（100万米
ドル） /g

35 Changzhi Urban Transport
(P124978 | FY12): improve
transport mobility and
accessibility while reducing
emissions in a safe, energy-
saving, and efficient manner for
all users.

China M 25 ~ N/A ~ • プロジェクト対象区間における1旅客キロ当たりの燃料消費量を10％削減
• 交通事故死亡者数が48％減少
• ピーク時における移動時間が短縮
• 50台の新しい電気バスが運行
• 25キロメートルの道路（農村道路を除く）を修復
• 25.5キロメートルのバス優先レーンを設置

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

91.5 50% 91.5

36 Hubei Xiangyang Urban
Transport (P119071 | FY12):
improve mobility, safety,
and efficiency in urban
transportation.

China M 25 • 52,000 beneficiaries of
reduced travel times and
greater access to the city
center.

N/A ~ • 40台の新しい高性能バスが運行
• 交通事故関連の重傷者・死亡者数が平均7人に
• 100カ所のバス停を新設又はアップグレード

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

99.8 47% 99.8

37 Nanchang Urban Rail (P132154 |
FY13): provide an effective urban
mass rapid transit system for a
rapidly expanding city to reduce
pollution, traffic congestion, and
commuting times.

China M 30 • 206,800 passenger- trips
per day.

N/A ~
• 公共交通機関を利用した移動時間が23分短縮

• 駅の100％にバリアフリー設備が導入され、車いす利用者や視覚障害のある乗客に
対応

• 統合計画に従って設計・建設されたバス、鉄道、バイク関連施設を完全に統合
• プロジェクトの支援対象者数：50万6,000人

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

189.5 10% 189.5

38 Wuhan Second Urban
Transport (P112838 | FY10):
improve efficiency, coverage
and safety of public transport
systems in an environmental,
sustainable, integrated and safe
way.

China M 20 ~ N/A 459,000 • 歩行者及び自転車利用者用の設備を整備
• 対象区間の利用移動手段に占める公共交通機関の割合が33％に
• ピーク時における移動時間が平均13分短縮

 データは資金拠出完了時点で確定済の成果

100.0 16% 100.0

39 Xi’an Sustainable Urban
Transport (P092631 | FY08):
improve transport accessibility
and mobility and enhance air
quality monitoring of the urban
transport system.

China M 25 • 52,000 public bicycles with
70 million users annually.

N/A ~ • バスターミナルの面積を2倍に拡大
• 公共交通機関の平均速度が275％上昇（時速12キロ→時速45キロ）
• 大気汚染をモニタリングするためのシステム及び設備を導入
• 3万1,000台の車両の排出量を検査
• バスターミナルの面積が32万214平方メートルに拡大

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

150.0 36% 150.0

40 Xinjiang Yining Urban
Transport Improvement
Project (P126454 | FY12):
provide improved access,
safety, and efficiency in
public transportation in an
environmentally sustainable
manner.

China M 30 • 105.5 million passenger-
trip per year (40%
increase).

• 61,000 additional people
with access to quality
urban transport services.

N/A ~ • 総合的に改善された2つの道路でピーク時の移動時間が短縮
• 交通事故死亡者数が減少
• 新たに開発中の地域に33.54キロメートルの道路を建設
• 30.4キロメートルの都市道路を改良

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

90.9 48% 90.9

41 Colombia Integrated Mass
Transit Systems (P082466 |
FY10) : scale-up the National
Urban Transport Project’s
physical scope through
expanding trunk corridors and
feeder routes to meet increased
demand and improve associated
infrastructure.

Colombia M 24 ~ N/A ~ • 81.5キロメートルの分離型の幹線を建設

• 95.5キロメートルの予備幹線と支線を建設
• 4つのターミナル及び車庫を建設
• 125の駅を建設

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

295.9 40% 295.9

成果目標/b

その他の成果/d

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

http://projects.worldbank.org/P124978/changzhi-sustainable-urban-transport-project?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P119071
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P132154
http://projects.worldbank.org/P112838/china-wuhan-second-urban-transport?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P092631
http://projects.worldbank.org/P126454/xinjiang-yining-urban-transport-improvement-project?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P082466?lang=en&tab=overview
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環境配慮型輸送 Target Results/b

#
プロジェクト名（プロジェクト
番号｜融資承認年度）と概要 国

GHG emissions
reduced/
avoided/c

Other Results/d Committed
US$ mil/e

IBRD
share/f

Allocated
US$ mil/g

42 持続可能な都市交通（P110371｜
2010年度）：公共交通機関・自
転車専用道路・歩道など車を使わ
ない都市交通の整備に重点を置
き、政府による環境を配慮した都
市交通の促進を支援。

インド M 30 • 1日当たりの旅客数
が5,750人増加

N/A 312,000 tons of
CO₂ eq. emissions
reduced annually
over the first 10
years.

• 68 new safe sidewalks and cycle tracks.
• 50% public transport trip mode share.

Updated for actual results at project completion.

88.8 32% 88.8

43 都市交通改革（P107159｜2010
年度）：二酸化炭素排出量を削減
し、公共交通機関の効率を飛躍的
に向上。

メキシコ M 13 ~ N/A 46,842  tons of
CO₂ eq. emissions
reduced annually.

• 2.1 integrated mass transit corridors of 15 km each.
Updated for actual results at project completion.

52.0 6% 52.0

44 リマ・メトロ第2号線プロジェク
ト（P145610｜2015年度）： 3  5
キロメートルの地下鉄と関連イ
ンフラを建設し、リマとカヤオ
の中心部を結ぶ東西ラインの移
動を改善。

Peru M 17 ・1日当たりの旅客数36万人
・公共交通機関を利用する
ことにより、新たに10万人
分の仕事が60分以内にアク
セス可能に

N/A 46,120 tons of
CO₂ eq. emissions
reduced annually.

• 34% reduction in travel time per trip.
• Benefits 1.6 million people for improved access to jobs.

Project Completed.

70.0 5% 70.0

45 リオデジャネイロ 環境に配慮し
た都市鉄道輸送・追加融資
（P125630*｜2012年度）：郊
外の鉄道を整備し、効率と衛生
を改善。

Brazil M 30 • 1日当たりの旅客数70万
人（2009年比40％増）

N/A 34,000 tons of
CO₂ eq. reduced
annually

• 100 new trains delivered and in operation.
• Upgraded infrastructure.
• Shorter travel and waiting times.
• Bicycle parking facilities in select stations.

519.3 73% 425.8

46 サンパウロ州持続可能な輸送
（P127723｜2013年度）：輸送
の効率と安全性を改善し、水上輸
送の割合を拡大し、気候変動と自
然災害に対する強靱性を高める。

Brazil Both 20 • 100の危険箇所における交
通事故死亡者数を50％減
少

水路を利用して輸出
されるバイオ燃料を
30％増加

チエテ－パラナ水路
の貨物輸送量を年
600万トンに拡大
（400％増）

9,600 tons of
net CO₂ reduced
annually

• 750 km of roads rehabilitated.
• 40 new automatic stations to monitor climate risk.
• 39 additional municipalities with disaster risk mapping.

300.0 70% 248.4

47 哈佳鉄道（P117341｜2014年
度）： 鉄道の輸送力を強化し、旅
客と貨物の輸送時間を短縮。

中国 M 30 • 旅客輸送量を年３００万人
増加

貨物輸送量を年
700万トン増加

~ • Reduced passenger and freight travel time by respectively 254 and 210 minutes.
• 15 million people benefit including rural poor.
• Reduced pollution from shift to electric railways from road and air transport.

300.0 5% 291.3

48 黒竜江省寒冷地対応型公共交通シ
ステム（P133114｜2014年
度）：公共交通サービスの質、安
全性、効率を向上。

中国 M 20 • バスサービスの効率化によ
りバスの年間利用回数を
3,880万回増加

N/A 27,382 tons of CO₂
reduced annually.

• 20-30% reduction in fuel use.
• 22-25 km of improved transport corridors developed.
• 320 new cleaner-fuel vehicles procured.

154.0 46% 126.6

49 焦作市環境配慮型輸送及び安全性
向上（P132277｜2014年度）： 
一部の輸送道路において輸送の安 
全性と効率を改善するとともに、
試験用の「緑の道路」において歩
行者・自転車専用道路等の交通手
段による移動を促進。

中国 M 30 • 自転車専用道路、歩道など
の自動車を使わない交通を
利用したトリップ数が年2
万1,500

• バス利用者を年３万2400人
増加

N/A ~ • 490,000 beneficiaries of which 241,000 are women.
• Reduced traffic fatalities by 36%.
• 17 km in green corridors exclusively dedicated to pedestrians and cyclists.
• 35.3 km of corridor constructed or improved.

100.0 50% 70.6

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェク
ト期間(年）

輸送人キロ又は
旅客数

トンキロ又はトン

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P110371
http://projects.worldbank.org/P107159/mx-urban-transport-transformation-progr?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P145610?lang=en
http://projects.worldbank.org/P111996/rio-de-janeiro-mass-transit-project-ii?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P111996/rio-de-janeiro-mass-transit-project-ii?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P117341
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P133114
http://projects.worldbank.org/P132277/?lang=en&tab=overview
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Clean Transportation

# Link to More
Information

Project Name (Number |
Year/s Loans Approved) and
Description

Country A/M/a Project
Life

Pass/km and/or
passengers

Ton/km and/or
tons

GHG emissions 
reduced/
avoided/c

IBRD融資承認
額（１００万
米ドル）/e

IBRD融資
シェア/f

融資済額
（１００万
米ドル）/g

42 Sustainable Urban Transport
(P110371 | FY10): improve
government capacity to manage
climate friendly urban transport
solutions focusing on public and
non-motorized transport.

India M 30 • 5,750 additional
passengers per day.

N/A 最初の10年間は二
酸化炭素換算で年1
万2,000トンの排
出量を削減

• 新たに68の安全な歩道及び自転車専用道路を建設

• 利用移動手段に占める公共交通機関の割合が50％に

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

88.8 32% 88.8

43 Urban Transport
Transformation (P107159 |
FY10): reduce carbon
emissions and transform public
transportation efficiency.

Mexico M 13 ~ N/A 二酸化炭素換算で
年 4 4万6,842トンの
排出量を削減

• 総合大量輸送道路（各15キロメートル）を整備

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

52.0 6% 52.0

44 Lima Metro Line 2 Project
(P145610 | FY15): construction
of a 35 km subway line and
related infrastructure improving
transportation in the east-
west axis of the Lima-Callao
Metropolitan area.

Peru M 17 • 360,000 passengers per
day.

• 100,000 additional jobs
reachable by public
transportation within 60
minutes.

N/A 二酸化炭素換算で
年4万 6 ,120トンの
排出量を削減

• トリップ当たりの移動時間が34％減少

• 仕事へのアクセスが向上したことにより、160万人の生活が向上

実施完了報告書（ICR）未公開

70.0 5% 70.0

45 Greening Rio de Janeiro
Urban Rail Transit – Additional
Financing (P125630* | FY12):
provide a more efficient and
cleaner suburban rail system.

Brazil M 30 • 700,000 passengers
per day (40% increase
since 2009).

N/A 二酸化炭素換算で
年3万4,000トンの排
出量を削減

•  新たに100台の鉄道車両が配備され、運行を開始
• インフラをアップグレード
• 移動時間及び待ち時間を短縮
• 一部の駅に駐輪場を整備

519.3 73% 425.8

46 Sao Paulo State Sustainable
Transport (P127723 | FY13):
improve transport efficiency
and safety, increase share of
waterway transport, and improve
resilience to climate change and
natural disasters.

Brazil Both 20 • 50% reduction of road
fatalities in the 100 most
critical spots.

30% increase in
exported biofuel
transported by
waterway
 6 million tons/year
freight in the Tiete-
Parana waterway
(400% increase).

年9,6 00トンの二
酸化炭素純排出量
を削減

• 750キロメートルの道路を修復
• 気候変動リスクをモニタリングするために、新たに40の自動観測基地を設置
• 新たに39の自治体が災害リスクマップを導入

300.0 70% 248.4

47 HaJia Railway (P117341 | FY14):
provide additional railway
capacity and reduce transport
time for passengers and freight.

China M 30 • 3 million additional
passengers per year.

7 million additional
freight volume per
year.

~ • 旅客輸送時間を254分、貨物輸送時間を210分減少
• 支援対象者1,500万人（農村部の貧困層を含む）
• 移動手段を自動車・飛行機から電気鉄道に移行することで汚染を減少

300.0 5% 291.3

48 Heilongjiang Cold Weather
Smart Public Transportation
System (P133114 | FY14):
upgrade the quality, safety and
efficiency of public transport
service.

China M 20 • 38.8 million more bus rides
annually due to increased
efficiency of bus service.

N/A 年2万7,3 82トンの
二酸化炭素排出量
を削減

• 燃料の使用量を20～30％減少
• 22～25キロメートルの改良された輸送道路を建設
• クリーンな燃料（環境への影響が少ない燃料）を使用する新型自動車を320台調達

154.0 46% 126.6

49 Jiaozuo Green Transport and
Safety Improvement (P132277
| FY14): improve transport safety
and efficiency along the selected
transport corridors and promote
non-motorized trips within the
pilot green corridor.

China M 30 • 241,500 non-motorized
trips per year in the green
corridor.

• 32,400 additional bus
passengers per year.

N/A ~ • 支援対象者: 49万人（内、24万1,000人は女性）
• 交通事故死亡者数を36％減少
• 「緑の道路」の内、17キロメートルを歩行者・自転車専用道路に
• 35.3キロメートルの回廊を建設又は改善

100.0 50% 70.6

成果目標/b

その他の成果/d

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P110371
http://projects.worldbank.org/P107159/mx-urban-transport-transformation-progr?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P145610?lang=en
http://projects.worldbank.org/P111996/rio-de-janeiro-mass-transit-project-ii?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P111996/rio-de-janeiro-mass-transit-project-ii?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P117341
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P133114
http://projects.worldbank.org/P132277/?lang=en&tab=overview
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環境配慮型輸送 Target Results/b

#
プロジェクト名（プロジェクト番
号｜融資承認年度）と概要 国

GHG emissions
reduced/
avoided/c

Other Results/d Committed
US$ mil/e

IBRD
share/f

Allocated
US$ mil/g

50 青海省西寧市都市交通プロジェク
ト（P127867｜2014年度）：環
境への負荷が少なく、効率的で安
全な交通手段を提供。

中国 M 30 • 1日当たりの利用者数を26  
万４,000人増加

N/A ~ • 20% decrease in travel time.
• Improved accessibility to 189,400 jobs.
• Reduced vehicle pollution.
• 400,000 project beneficiaries.

30.3 48% 21.5

51 中国 M 20 • 地下鉄利用者を1日当たり
8万5,000人増加

• 歩行者・自転車専用道路等
の交通手段を利用したト
リップを1日当たり13万
5,000増加

N/A 260 tons of CO₂
reduced annually.

• 2.8 million trips benefit from improvements each day.
• 50 km of roads rehabilitated, 111 metro stations improved and 5 new bus terminals

completed.

100.0 45% 24.7

52

天津市都市交通改善プロジェクト
（P148129｜2016年度）：既存の
地下鉄網を活用し、市中心部を

徒歩や自転車で移動しやすくする
ことで、環境に配慮した安全な交
通システムを実現。
. 中国 M 30 • BRT等の環境に配慮した効

率的な輸送を通じて64万
5,000人を支援

N/A 110,000 tons of
CO₂ reduced.

• 51.7 km of BRT routes operated.
• 45% of commuters using smart cards.
• 450% increase in average passenger boardings per bus/km during peak hours.

140.0 26% 59.8

53 雲南省紅河州滇南中心 都市交通
（P101525｜2014年度）： 新し
いインフラの建設や職員研修・教
育キャンペーンを通じて、都市中
心部の輸送の安全性、アクセス、
効率を向上。

ウルムチ市第2次都市交通プロジェ
クト（P148527｜2016年度）：一
部の輸送道路におけるモビリティを
改善するとともに、バス高速輸送
（BRT）システムを導入し、自動車
による各種汚染を緩和。

中国 M 25 • 74万2,000人が都市交通
サービスを利用可能に

• 旅客トリップ数を年3,800
万件増加

N/A ~ • Reduced average travel time for public transport users
of 10.5-15 minutes.

• Reduced the number of transport related fatalities.
• 15.4 km of roads constructed and/or re-functioned.

150.0 43% 69.4

54 国家都市輸送プロジェクト
（P117947｜2012年度）： 二酸化
炭素排出量を削減し、公共交通機関
の効率と安全性を向上。

コロンビア M 15 ~ N/A 10% reduction
of PM10
concentration
level.

• Reduced average travel time for low income riders from 11.4 to 22.2 minutes.
• Reduced accidents and pollution (including greenhouse gases) associated with

bus transport services.
• 25 km of rehabilitated pedestrian public space.

198.0 25% 153.8

55 マンタ公共サービス改善プロジェ
クト（P143996｜2014年度）：
交通・輸送サービス及び水・衛生
の質と持続可能性を改善。

エクアドル M 30 • 1日当たりの平均自転車交通
量505台（20％増）に

• 1日当たりの平均歩行者交通
量3,150人（25%増）に

N/A ~ • 71,000 residents benefit from water connection investments.
• Improved mobility and accessibility of street network including pedestrian

facilities and cycling paths.
• 24 hours of continuity of water supply service.
• 2,318 and 17,500 piped household water connections respectively constructed

and rehabilitated.

100.0 87% 94.3

56 キト市メトロ第1号線プロジェク
ト（P144489｜2015年度）：都
市モビリティを改善し、公共交
通に対する需要の増加に対応。

エクアドル M 30 • * 1日当たりの利用者が29万
６,000人に

N/A * 82,285 tons of
CO₂ eq. emissions
reduced annually.

• US$14 million in annual fuel savings.
• 40% reduction in average travel time.
• 1,800 jobs created.

205.0 12% 201.8

57 キト市メトロ第1号線プロジェク
ト（追加融資）（P158756｜
2018年度）：キト市の都市モビ
リティを改善し、公共交通に対す
る需要の増加に対応するととも
に、汚染物質と温室効果ガスの排
出量を削減。

エクアドル M 30 ~ N/A ~ • 51% of jobs accessible in 60 minutes of travel time.
• Reporting mechanism for cases of violence against women and girls implemented.
• 20% of technical and professional staff, directly employed by the operator, that is

female.
*This project represents the Additional Financing to Quito Metro Line One’s
parent project (P144489) and its target results should be read together with
those of the parent project.

230.0 36% 184.3

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェク
ト期間(年）

輸送人キロ又は
旅客数

トンキロ又はトン

http://projects.worldbank.org/P127867/china-qinghai-xining-urban-transport-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P148129/?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P148527?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P101525
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P117947
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P143996
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P144489
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158756?lang=en
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Clean Transportation

# Link to More
Information

Project Name (Number |
Year/s Loans Approved) and
Description

Country A/M/a Project
Life

Pass/km and/or
passengers

Ton/km and/or
tons

GHG emissions 
reduced/
avoided/c

50 Qinghai Xining Urban Transport
Project (P127867 | FY14):
provide more efficient, safer and
cleaner transportation.

China M 30 • 264,000 additional
passengers per day.

N/A ~ • 移動時間を20％減少
• 18万9,400の仕事へのアクセスを改善
• 自動車による各種汚染を減少
• プロジェクトの支援対象者：40万人

30.3 48% 21.5

51 Tianjin Urban Transport
Improvement Project (P148129
| FY16): leverage the existing
metro system and promote
walking and biking in the urban
core to make transport greener
and safer.

China M 20 • 85,000 new metro
users per day.

• 135,000 new
non-motorized trips per
day.

N/A 年26 0トンの二酸化
炭素排出量を削減

• 様々な改善を通じて1日当たり280万トリップを支援
• 50キロメートルの道路が修復され、111の地下鉄駅が改善され、新たに5つのバス
ターミナルを建設

100.0 45% 24.7

52 Urumqi Urban Transport
Project II (P148527 | FY16):
improve mobility in selected
transport corridors and reduce
pollution from cars with a bus
rapid transit (BRT) system.

China M 30 • 645,000 people benefit
from direct access to BRT
corridors and greener/
more efficient transport.

N/A 11万トンの二酸化炭
素排出量を削減

• 51.7キロメートルのBRT路線を運行
• 通勤客の45％がスマートカードを利用可能に
• ピーク時の1バスキロ当たりの平均旅客数を450％増加

140.0 26% 59.8

53 Yunnan Honghe Prefecture
Diannan Center Urban
Transport (P101525 | FY14):
improve the safety, accessibility,
and efficiency of transportation
in core urban areas by building
new infrastructure, staff training
and education campaigns.

China M 25 • 742,000 people gaining
access to urban transport
service.

• 38 million additional
passenger trips annually.

N/A ~ • 公共交通機関利用者の平均移動時間を10.5～15分短縮
• 交通関連の死亡者数減少
• 15.4キロメートルの道路の建設と再稼働

150.0 43% 69.4

54 National Urban Transit Program
(P117947 | FY12): reduce carbon
emissions and improve public
transportation efficiency and
safety.

Colombia M 15 ~ N/A PM10の濃度を
10％低下

• 低所得層の平均移動時間を11.4～22.2分短縮
• バス交通に関連する事故と（温室効果ガス等による）汚染を減少
• 25キロメートルの歩行者用公共スペースを修復

.

198.0 25% 153.8

55 Manta Public Services
Improvement Project (P143996
| FY14): improve transport
services and the quality and
sustainability of water and
sanitation.

Ecuador M 30 • 505 average daily cyclist
traffic (20% increase).

• 3,150 average daily
pedestrian traffic (25%
increase).

N/A ~ • 水道給水への投資を通じて7万1,000人の住民を支援
• 歩行者用設備や自動車専用道路を含む、道路網のモビリティとアクセスを改善
• 24時間給水を実現
• 新たに2,318世帯が水道と接続し、1万7,500世帯の水道設備を修復

100.0 87% 94.3

56 Quito Metro Line One (P144489
| FY15): improve urban mobility
and serve the growing demand
for public transport.

Ecuador M 30 • * 296,000 passengers per
day.

N/A * 二酸化炭素換算
で年8万2,285トン
の排出量を削減

• 年1,400万米ドルの燃料費を削減
• 平均移動時間を40％短縮
• 1,800人分の雇用を創出

205.0 12% 201.8

57 Quito Metro Line One
(Additional Financing)
(P158756 | FY18): improve urban
mobility in the city of Quito
serving the growing demand
for public transport and reduce
emissions of pollutants and GHG.

Ecuador M 30 ~ N/A ~ • 労働者の５１％が徒歩又は公共交通機関を利用し６０分以内で通勤が可能に
• 女性と女児への暴力を通報する仕組みを導入
• 事業者が直接雇用する技術職員及び専門職員の女性比率を20％に

本プロジェクトは「キト市メトロ第1号線プロジェクト」（P144489）の追加融資で
す。元のプロジェクトの成果目標も併せてご覧ください。

230.0 36% 184.3

成果目標/b

IBRD融資承認
額（１００万
米ドル）/e

その他の成果/d
IBRD融資
シェア/f

融資済額
（１００万
米ドル）/g

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

http://projects.worldbank.org/P127867/china-qinghai-xining-urban-transport-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P148129/?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P148527?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P101525
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P117947
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P143996
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P144489
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158756?lang=en
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注：
N/A ‒ 該当なし
‒ 測定されていない、又は報告されていない
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 プロジェクトの目的が気候変動の緩和の場合は「M」、気候変動への適応支援の場合は「A」、その両方の場合は「両方」と記載。

/b プロジェクトの承認時に作成された見積りに基づき、プロジェクトの実施期間（通常は5年間）の終了時点で実現していると期待されるインパクトのこと。本セ
クションに記載された指標のほとんどは、世界銀行プロジェクトサイト（http://www.worldbank.org/projects）で公開されているプロジェクト文書に掲載されて
いる開発成果から抜粋したものです。記載された情報はプロジェクト全体の成果に基づいており、融資額の横に記載された数字は、プロジェクト総額に占める世界
銀行融資の割合を示しています。記載された成果は見積りであり、実際のインパクトとは異なる場合があります。また、特定の年度の実際の成果を表すものでは
ありません。定量的な情報はプロジェクトがもたらすインパクトの規模を、定性的な情報は各グリーンボンドプログラムに含まれるプロジェクトが完全な形で遂
行された場合に達成される変化の性質を伝えることを意図したものです。

/c 年間温室効果ガス排出削減貢献量は、可能な場合はプロジェクト期間（又はプロジェクトの実施期間）に基づいて算定。

/d 終了したプロジェクトの場合、「実施完了報告書（ICR）未公開」は、プロジェクトへの資金拠出は終了しているが、実施完了報告書（ICR）はまだ公開されて
いないことを意味します。「データは資金拠出完了時点で確定済の成果」は、プロジェクトへの資金拠出は終了し、実施完了報告書（ICR）が公開されていること
を意味します。

/e 融資承認額は世界銀行融資の内、グリーンボンド適格部分の金額からキャンセル額（報告単位：100万米ドル相当）を除した値。米ドル以外の通貨建ての融資
は報告日（2020年6月30日）時点の為替レートで米ドル相当額に換算。

/f プロジェクトの総額に占める、世界銀行融資の割合。協調融資プロジェクトの場合は、この数字をプロジェクト全体の成果のうち、世界銀行の支援に按分され
る成果を算出するために使用します。

/g 融資済額はグリーンボンドの調達資金のうち、プロジェクトに対する融資実行額（報告単位：100万米ドル相当）に配分された金額。米ドル以外の通貨建ての
融資は報告日（2020年6月30日）時点の為替レートで米ドル相当額に換算。

*は、「2020年度グリーンボンド・インパクトレポート」に更新された情報が掲載されていることを意味します。

環境配慮型輸送 Target Results/b

#
プロジェクト名（プロジェクト
番号｜融資承認年度）と概要 国

GHG emissions
reduced/
avoided/c

Other Results/d Committed
US$ mil/e

IBRD
share/f

Allocated
US$ mil/g

58 第2次東部貨物専用線
（P131765｜2014年度）：貨物輸
送サービスの輸送力と質を向上。

インド M 22 • N/A 年間貨物輸送量
22トンに

400,000 tons of
CO₂ eq. emissions
reduced annually.

• 1,133 km of new freight-only rail.
• Axle-load limit raised from 23 to 25 tons increasing speeds.

660.0 67% 493.1

59 セブ市バス高速輸送システム
（BRT）プロジェクト（P119343
｜2015年度）：都市公共交通の
質、安全性、環境パフォーマンス
を向上。

フィリピン M 20 • 公共交通機関の利用者を年
27万5,000人増加させる

N/A 193,350 tons of
CO₂ eq. emissions
avoided annually.

• 22% reduction of annual accidents in city. 116.0 51% 17.7

60 マニラ首都圏バス高速輸送システ
ム第1号線（P132401｜2017年
度）：マニラ首都圏のプロジェク
ト対象区間において、環境的に持
続可能な方法で公共交通機関の効
率、有効性、安全性を改善。

フィリピン M 28 • 利用者数を３０万人/日に N/A * 206,892 tons of
CO₂ eq. emissions
avoided annually.

• Average travel time for public transports users reduced by 52%.
• Constructed 11.5 km of bus lane.
• Improved or upgraded 3,200 meters of pedestrian access facilities.
• Transport user accidents reduced by 94%.

40.7 37% 0.1

Total Allocated for Clean Transportation 4571.8 3,711.5

Cumulative Loan Repayments (216.1)

Total Allocated and Outstanding for Clean Transportation 3,495.4

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェク
ト期間(年）

輸送人キロ又は
旅客数

トンキロ又はトン

http://projects.worldbank.org/P131765/eastern-dedicated-freight-corridor-ii?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P119343
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P132401?lang=en
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Clean Transportation

# Link to More
Information

Project Name (Number |
Year/s Loans Approved) and
Description

Country A/M/a Project
Life

Pass/km and/or
passengers

Ton/km and/or
tons

GHG emissions 
reduced/
avoided/c

58 Eastern Dedicated Freight
Corridor - II (P131765 | FY14):
increase the capacity and quality
of freight rail service.

India M 22 • N/A 22 tons of freight
traffic annually.

二酸化炭素換算で
年４０万トンの排
出量を削減.

•  1,133キロメートルの貨物専用鉄道を新設
• 車軸負荷の上限を23トンから25トンに引き上げることで高速化を実現

660.0 67% 493.1

59 Cebu Bus Rapid Transit (BRT)
Project (P119343 | FY15):
improve the quality, safety, and
environmental performance of
urban public transportation.

Philippines M 20 • 275,000 additional
passengers using public
transportation annually.

N/A 二酸化炭素換算で
年19万3,350トンの
排出量を削減

•  都市部の年間事故件数を22％減少 116.0 51% 17.7

60 Metro Manila Bus Rapid
Transit Line 1 (P132401 | FY17):
improve, in an environmentally
sustainable manner, the
efficiency, effectiveness and
safety of the public transport
system along the project corridor
in Metro Manila.

Philippines M 28 • 300,000 direct
beneficiaries daily.

N/A * 二酸化炭素換算
で年20万 6 ,892
トンの排出量を
削減

• 公共交通機関利用者の平均移動時間を52％減少
• 11.5キロメートルのバス専用レーンを建設
• 3,200メートルの歩行者用施設を改善又はアップグレード
• 交通機関利用者の事故を94％減少

40.7 37% 0.1

総額 4571.8 3,711.5

うち返済額 (216.1)

「環境配慮型輸送」への現融資残高 3,495.4

成果目標/b

IBRD融資承認
額（１００万
米ドル）/e

その他の成果/d

IBRD融資
シェア/f

融資済額
（１００万
米ドル）/g

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

http://projects.worldbank.org/P131765/eastern-dedicated-freight-corridor-ii?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P119343
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P132401?lang=en


THE WORLD BANK SUSTAINABLE DEVELOPMENT BONDS & GREEN BONDS  |  IMPACT REPORT 2020
22

水及び汚水管理 Target Results/b

#
プロジェクト名（プロジェクト番
号｜融資承認年度）と概要 国 年間水消費削減量

年間汚水処理・再利用・
削減貢献量

Annual amount
of raw/untreated
sewage sludge
treated &
disposed of

Annual amount
of sludge that is
reused

Other Results/c Committed
US$ mil/d

IBRD
share/e

Allocated
US$ mil/f

61 連邦総合水セクター（P112073｜
2012年度）：気候変動が水資源
量需給に与える影響を検証しつ
つ、水資源管理を改善するととも
に、水セクターの主要連邦機関の
連携と能力を強化。

ブラジル A 30 ~ ~ ~ ~ • 14 water resources management institutions supported
by the project.

• Increased water use efficiency and proper management
of solid waste.

• Improved quality of water service in both urban and rural
areas.
Updated for actual results at project completion.

16.4 75% 16.4

62 蚌埠市総合環境改善
（P096925｜2008年度）：イン
フラと流域管理を強化することに
より、都市の水供給、処理サービ
ス、洪水の予防・管理システムの
有効性と強靱性を高める。

中国 A 25 ~ 産業排水処理場
（WWTP）の処理能力：
2万立方メートル/日、浄
水場（WTP）の処理能
力：3万立方メートル/日.

~ ~ • 85.5% flood protection of Bengbu’s city land area (131.84
km of storm drainage networks built or upgraded).

• Pollution reduction reached 13%.
• 3 months of water supply reserves.
• 764,300 residents benefiting from secured water supply

during dry season.
• 6 storm water drainage pumping stations (with total

capacity of 240 m³/s) built.
• 9.2 km of sewer interceptors and secondary sewer

collection network built.
• 60 km of wastewater networks completed.
• 2,690 tons per year of COD pollution reduction.
• 90% of wastewater collected and treated increased.

Updated for actual results at project completion.

99.9 45% 99.9

63 第2次水の保全（P114138｜2012
年度）：(P114138 | FY12):農業
用水の管理を改善するとともに、
農業用水の生産性も向上。

中国 A 30 • 取水量が2,267万立方
メートル減少

• 河北省で地下水の過剰
な汲上げが1,652万立
方メートル減少

• 山西省で地下水の取水
量が580万立方メート
ル減少

N/A N/A N/A • 15% increase in main crop yields (507,850 metric tons of
total yield of main food crops).

• RMB 200 increase in per capita annual agricultural income.
• Reverse the trend of declining water table in groundwater

irrigated areas.
• Increase by 0.40kg/m³ in agricultural water productivity.
• 59,420 water users and 59,849 ha provided with new/

improved irrigation and drainage services.
Updated for actual results at project completion.

76.7 50% 76.7

64 西寧市洪水・流域管理
（P101829｜2009年度）： 洪水
対策管理、汚水の収集・処理、
流域管理を改善することにより、
土地・水資源の持続可能な利用を
促進。

中国 A 30 ~ 未処理汚水の河川流入量
が年４８２万5,000トン

減少

N/A N/A • 1,127,000 tons of soil loss avoided annually.
• 434,440 people benefit from reduced vulnerability to flood

events.
• 36.22 km2 protected from flooding.
• 87 km of wastewater collection networks built or

upgraded.
Updated for actual results at project completion.

100.0 53% 100.0

65 緊急復興・災害リスク管理
（P109932｜2008年度、2012
年度）：熱帯性低気圧の被害を受
けた地域のインフラ復旧を支援す
るとともに、地域のリスク管理能
力を強化。

ドミニカ
共和国

A 30 ~ ~ N/A N/A • 37,218 ha of damaged irrigation rebuilt.
• 152 km transmission lines restored to “disaster-resistant”

standards.
• Santiago waste water operation restored.
• 252 MW of damaged hydropower facilities restored and

dam safety standards improved.
Updated for actual results at project completion.

99.9 100% 99.9

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェク
ト期間(年） 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P112073
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P096925
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P114138
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P101829
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P109932
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Water and Wastewater Management

# Link to More
Information

Project Name (Number | Year/s
Loans Approved)
and Description

Country A/M/a Project
Life Annual water savings

Annual amount of
wastewater treated/
reused/ avoided

年間下水汚泥
処理量

年間再利用汚泥量
IBRD融資承認額 

（100万米ドル）/d
IBRD融資
シェア /e

融資済額
（100万米
ドル） /f

61 Federal Integrated Water
Sector (P112073 | FY12):
improve water resource
management including assessing
how climate change impacts
water availability, and improve
coordination and capacity of key
federal institutions in the water
sector.

Brazil A 30 ~ ~ ~ ~ • 14の水資源管理機関を支援
• 水の利用効率を改善し、固形廃棄物の管理を適正化
• 都市部と農村部の両方で水サービスの質が向上

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

16.4 75% 16.4

62 Bengbu Integrated
Environment Improvement
(P096925 | FY08): improve
effectiveness and resilience of
urban water supply, treatment
services and flood prevention
and control systems through
improved infrastructure and
watershed management.

China A 25 ~ Industrial Wastewater
Treatment Plant (WWTP)
of 20,000 m³/day and
Water Treatment Plant
(WTP) of 30,000 m³/day.

~ ~ • 蚌埠市の土地面積の85.5％を対象とした洪水対策を導入
（131.84キロメートルの雨水排水路網を建設又はアップグ
レード）

• 汚染が13％減少
• 3カ月分の供給量に相当する水を備蓄
• 乾季も76万4,300人の住民に水を安定供給
• 6つの雨水排水機場を建設（合計処理能力240立方メート
ル/秒）

• 9.2キロメートルのインターセプター下水道及び予備下水収
集網を建設

• 60キロメートルの下水網を整備
• 年2,690トンの科学的酸素要求量（COD）汚染を削減
• 汚水の収集・処理量が90％増加

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

99.9 45% 99.9

63 Water Conservation II (P114138
| FY12): improve agriculture
water management and increase
agriculture water productivity.

China A 30 • 22.67 million m³
reduction in water
withdrawal.

• 16.52 million
m³ reduction
in groundwater
overdraft.

• 5.80 million m³
reduction
in groundwater
withdrawal.

N/A N/A N/A • 主要作物の生産高が15％増加（主要食用作物の総生産高50
万7,850トン）

• 国民1人当たりの年間農業所得が200人民元増加
• 低下傾向の灌漑地域の地下水位が上昇に転じる
• 農業用水の生産性が1立方メートル当たり0.40キログラム増

加
• 5万9,420人の水利用者と5万9,849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
データは資金拠出完了時点で確定済の成果

76.7 50% 76.7

64 Xining Flood and Watershed
Management (P101829 | FY09):
improve sustainable utilization
of land and water resources
by improved flood control
management, wastewater
collection and treatment, and
watershed management.

China A 30 ~ 4,825,000 tons  of
untreated wastewater
flowing into rivers
avoided annually.

N/A N/A • 年112万7,000トンの土砂流出を回避
• 洪水対策により43万4,440人の脆弱性が減少低下
• 平方キロメートルの土地を洪水から保護

• 87キロメートルの汚水収集網を建設又はアップグレード

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

100.0 53% 100.0

65 Emergency Recovery and
Disaster Risk Management
(P109932 | FY08, FY12): provide
infrastructure recovery and
strengthen risk management
capacity in tropical storm
affected areas.

Dominican
Republic

A 30 ~ ~ N/A N/A • 被害を受けた3万7,218ヘクタールの灌漑地域を再建
• 152キロメートルの送電線を「耐災害性」基準に沿って再建
• サンティアゴの汚水処理システムを再建
• 被害を受けた252メガワットの水力発電施設を再建し、ダ

ムの安全基準を強化

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

99.9 100% 99.9

成果目標/b

その他の成果/ｃ

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P112073
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P096925
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P114138
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P101829
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P109932
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水及び汚水管理 Target Results/b

#
プロジェクト名（プロジェクト番
号｜融資承認年度）と概要 国

Annual amount
of raw/untreated
sewage sludge
treated &
disposed of

Annual amount
of sludge that is
reused

Other Results/c Committed
US$ mil/d

IBRD
share/e

Allocated
US$ mil/f

66 アンドラ・プラデシュ州水セク
ター強化（P100954｜2010年
度）：灌漑サービスを持続可能
な形で改善するとともに、州の組
織・制度能力を強化することでセ
クター横断的な開発を促進し、水
資源の管理を改善。

インド A 30 ~ ~ ~ ~ • Improved irrigation service delivery on a sustainable basis.
• Increased cropping intensity, crop diversity, and

productivity of crops, livestock, and fish.
• 788,459 ha provided with new irrigation or drainage

services.
• 425,992 water users provided with new/improved

irrigation and drainage services.
Updated for actual results at project completion.

399.2 46% 399.2

67 第2次水資源・灌漑管理プログラ
ム（P114348｜2011年度）：河
川流域の水資源と灌漑を管理する
ために、インフラと政府の能力を
強化。

インドネシア A 25 N/A N/A N/A N/A • Increased crop productivity by providing more efficient
and reliable irrigation water.

• 500,000 farmer households from provinces involving 12
river basins benefited.

• 5.1 million people benefiting from the project.
• 395,450 ha provided with new irrigation or drainage

services.
• 19,395,000 Rp of losses avoided per year from RIM (river

improvement management) activities.
Updated for actual results at project completion.

119.3 74% 119.3

68 第2次水セクター投資（P095847
｜2009年度）：灌漑の効率化と
流域管理能力の強化を通じて、水
管理の改善を促進。

チュニジア A 30 ~ ~ N/A N/A • 24,436 ha rehabilitated with irrigation and drainage
systems at closing.

• 21,128 households supplied with new drinking water.
• 21,602 ha provided with drainage systems.

Updated for actual results at project completion.

16.3 19% 16.3

69 緊急水の安全保障及び効率
（P160911｜2017年度）：脆弱
な干ばつ地域への水供給を改善す
るため、水道事業公社の効率を高
め、一部のシステムにおける汚水
管理を強化。

ボツワナ A 20 ~ 1日当たりの汚水処理量
を2,6  20立方メートル
増加（1年では95万
6  ,000立方メートル）

85% of average
annual COD
removal efficiency
from wastewater
at WWTP.

~ • 580,000 direct project beneficiaries.
• 14,500 m³ of additional water made available per day.
• 39,500 m³ of water delivered to consumers per day.
• 75,000 piped household water connections that are

benefiting from rehabilitation.

145.5 91% 13.8

70 エスピリトサント州総合持続可能
な水管理プロジェクト
（P130682｜2014年度）：持続
可能な水資源管理を改善し、衛生
へのアクセスを向上。

ブラジル 両方 25 ~ ~ 1,590 tons of BOD
removed a year.

~ • 2.6 million people benefit.
• 70% of State with disaster warning system.
• 32,897 new household sewer connections.
• 164,000 people with improved sanitation.
• 2,000 ha reforested.

81.1 70% 13.4

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェク
ト期間(年）

年間水消費削減量 年間汚水処理・再利用・
削減貢献量

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P100954
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P114348
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P095847
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160911
http://projects.worldbank.org/P130682?lang=en
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Water and Wastewater Management

# Link to More
Information

Project Name (Number | Year/s
Loans Approved)
and Description

Country A/M/a Project
Life Annual water savings

Annual amount of
wastewater treated/
reused/ avoided

66 Andhra Pradesh Water Sector
Improvement (P100954 | FY10):
improve irrigation services on a
sustainable basis and strengthen
the State’s institutional capacity
for multisectoral development
and of its water resources.

India A 30 ~ ~ ~ ~ • 灌漑サービスの提供を持続可能な形で改善
• 作物強度を改善し、作物を多様化し、穀物、家畜、魚類

の生産性が向上
• 78万8,459ヘクタールの土地に新規の灌漑・排水サービス

を提供
• 42万5,992人の水利用者に新規又は改良された灌漑・排水
サービスを提供
データは資金拠出完了時点で確定済の成果

399.2 46% 399.2

67 Water Resources and Irrigation
Management Program 2
(P114348 | FY11): improve
infrastructure and government
capacity for river basin water
resource and irrigation
management.

Indonesia A 25 N/A N/A N/A N/A • 灌漑用水の提供効率及び安定性を高めることで穀物の生
産性が向上

• 12の河川流域を含む、州の50万世帯の農家の生活が向上
• プロジェクト支援対象者：510万人
• 39万5,450ヘクタールの土地に新規の灌漑・排水サービス

を提供
• 河川改善管理（RIM）活動を通じて年1,939万5,000ルピ
アの損失を回避

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

119.3 74% 119.3

68 Second Water Sector
Investment (P095847 |
FY09): promote better water
management through efficiency
improvements in irrigation and
increased capacity for watershed
management.

Tunisia A 30 ~ ~ N/A N/A • プロジェクト終了時点で2万4,436ヘクタールの土地が修
復され、灌漑・排水システムを整備

• 2万1,128世帯に新しい飲料水を供給

• 2万1,602ヘクタールの土地に排水システムを提供
データは資金拠出完了時点で確定済の成果

16.3 19% 16.3

69 Emergency Water Security and
Efficiency (P160911 | FY17):
to improve availability of water
supply in drought vulnerable
areas, increase the efficiency
of Water Utilities Corporation,
and strengthen wastewater
management in selected
systems.

Botswana A 20 ~ 2,620 m³  of additional
wastewater treated per
day (956,000
annual).

産業排水処理場
（WWTP）におけ
る汚水からの化学
的酸素要求量
（COD）除去率は
年平均85％

~ • プロジェクトの直接支援対象者58万人
• 利用可能となる水を1日当たり1万4,500立方メートル増加
• 1日当たり3万9,500立方メートルの水を消費者に提供
• 修復により7万5,000世帯に水道を供給

145.5 91% 13.8

70 Espirito Santo Integrated
Sustainable Water
Management Project (P130682
| FY14): improve sustainable
water resources management
and increase access to
sanitation.

Brazil Both 25 ~ ~ 1,590トンの生物
学的酸素要求量
（BOD）を除去

~ • 支援対象者260万人
• 災害警報システムによって州の70％を保護
• 新たに3万2,897世帯が下水道を利用可能に
• 16万4,000人の衛生状態を改善
• 2,000ヘクタールの森林を再生

81.1 70% 13.4

成果目標/b

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

年間下水汚泥
処理量

年間再利用汚泥量 その他の成果/ｃ
IBRD融資承認額 

（100万米ドル）/d
IBRD融資
シェア /e

融資済額
（100万米
ドル） /f

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P100954
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P114348
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P095847
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160911
http://projects.worldbank.org/P130682?lang=en
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水及び汚水管理 Target Results/b

#
プロジェクト名（プロジェクト番
号｜融資承認年度）と概要 国

Annual amount
of raw/untreated
sewage sludge
treated &
disposed of

Annual amount
of sludge that is
reused

Other Results/c Committed
US$ mil/d

IBRD
share/e

Allocated
US$ mil/f

71 アタル・ブジャル・ヨジャナ国
家地下水管理改善（P158119｜
2018年度）：一部の州におい
て地下水資源の管理を改善。

インド 両方 24 ~ ~ N/A N/A • 7 States with improved groundwater monitoring and
disclosure of groundwater data.

• 80 blocks with arrest in the rate of decline of groundwater
levels.

• 15,000,000 program beneficiaries relying on sustainable
groundwater resources for prosperity and health.

• 200,000 ha with reduction in water consumption (of which
160,000 ha provided with new/improved irrigation and
drainage services.

• 5.6 million tons of CO₂ eq. emissions avoided annually due
to reduced groundwater pumping.

450.0 45% 1.1

72 カラウン湖汚染防止（P147854｜
2016年度）：自治体の未処理の
下水がリタニ川に流入する量を減
らすとともに、カラウン湖周辺の
汚染問題に対応。

レバノン A 14 ~  1日当た30,000立方メー
トルの汚水の自治体から
収集と処理

1,250 m³  of trash
removed from river
banks.

~ • 50% reduction in pollutant load (nitrogen) to waterways.
• 344,000 of direct beneficiaries.
• 7,300 new household sewer connections.
• 200 km of sewer network constructed in the project area.

55.0 92% 7.8

73 カントー市都市開発・強靱性
（P152851｜2016年度）：都心
部の洪水リスクを軽減するととも
に、市内の新たな成長地域へのア
クセスを改善し、カントー市の災
害リスク管理能力を強化。

ベトナム A 29 N/A N/A N/A N/A • 2,675 ha in urban core land area protected from floods.
• 25-30% reduction in travel time between urban core and

Cai Rang center.
• 420,000 people as direct beneficiaries in which 24,000 are

from ethnic minorities and 216,000 are female.
• 12 km of new and upgraded sewers/pipe installed.

125.0 39% 10.2

Total Allocated for Water, Wastewater, and Waste Management 1,784.4 974.1

Cumulative Loan Repayments (149.0)

Total Allocated and Outstanding for Water and Wastewater Management 825.1

注：
N/A ‒ 該当なし
‒ 測定されていない、又は報告されていない
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 プロジェクトの目的が気候変動の緩和の場合は「M」、気候変動への適応支援の場合は「A」、その両方の場合は「両方」と記載。

/b プロジェクトの承認時に作成された見積りに基づき、プロジェクトの実施期間（通常は5年間）の終了時点で実現していると期待されるインパクトのこと。本
セクションに記載された指標のほとんどは、世界銀行プロジェクトサイト（http://www.worldbank.org/projects）で公開されているプロジェクト文書に掲載され
ている開発成果から抜粋したものです。記載された情報はプロジェクト全体の成果に基づいており、融資額の横に記載された数字は、プロジェクトの資金調達額
全体に占める世界銀行融資の割合を示しています。記載された成果は見積りであり、実際のインパクトとは異なる場合があります。また、特定の年度の実際の成
果を表すものではありません。定量的な情報はプロジェクトがもたらすインパクトの規模を、定性的な情報は各グリーンボンドプログラムに含まれるプロジェク
トが完全な形で遂行された場合に達成される変化の性質を伝えることを意図したものです。

/c 終了したプロジェクトの場合、「実施完了報告書（ICR）未公開」は、プロジェクトへの資金拠出は終了しているが、実施完了報告書（ICR）はまだ公開されて
いないことを意味します。「データは資金拠出完了時点で確定済の成果」は、プロジェクトへの資金拠出は終了し、実施完了報告書（ICR）が公開されていること
を意味します。

/d 融資承認額は世界銀行融資の内、グリーンボンド適格部分の金額からキャンセル額（報告単位：100万米ドル相当）を除した値。米ドル以外の通貨建ての融資
は報告日（2020年6月30日）時点の為替レートで米ドル相当額に換算。

/e プロジェクトの総額に占める、世界銀行融資の割合。協調融資プロジェクトの場合は、この数字をプロジェクト全体の成果のうち、世界銀行の支援に按分され
る成果を算出するために使用します。

/f 融資済額はグリーンボンドの調達資金のうち、プロジェクトに対する実行額（報告単位：100万米ドル相当）に配分された金額。米ドル以外の通貨建ての融資
は報告日（2020年6月30日）時点の為替レートで米ドル相当額に換算。

*は、「2020年度グリーンボンド・インパクトレポート」に更新された情報が掲載されていることを意味します。

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェク
ト期間(年）

年間水消費削減量 年間汚水処理・再利用・
削減貢献量

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158119
http://projects.worldbank.org/P147854?lang=en
http://projects.worldbank.org/P152851?lang=en
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Water and Wastewater Management

# Link to More
Information

Project Name (Number | Year/s
Loans Approved)
and Description

Country A/M/a Project
Life Annual water savings

Annual amount of
wastewater treated/
reused/ avoided

71 Atal Bhujal Yojana - National
Groundwater Management
Improvement (P158119 | FY18):
improve the management of
groundwater resources in the
selected states.

India Both 24 ~ ~ N/A N/A • 7つの州が地下水のモニタリングと地下水データの公開を
改善

• 80地区が地下水位の低下を阻止
• 1,500万人が持続可能な地下水資源によって収入と健康を

確保
• 20万ヘクタールの土地で水消費量が減少（内、16万ヘク
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）

• 地下水の汲上げを減らすことで二酸化炭素換算年560万
トヱの排出量削減に貢献

450.0 45% 1.1

72 Lake Qaraoun Pollution
Prevention (P147854 | FY16):
reduce the quantity of untreated
municipal sewage discharged
into the Litani River and address
pollution around Qaraoun Lake.

Lebanon A 14 ~ 30,000 m³ of municipal
wastewater collected
and treated daily.

1,250 立方メートル
のゴミを川岸から
除去

~ • 50% 水路に流出する汚染物質（窒素）を50％減少
• 直接支援対象者：34万4,000人
• 新たに7,300世帯が下水道の利用を可能に
• プロジェクト対象地域に200キロメートルの下水道網を建設

55.0 92% 7.8

73 Can Tho Urban Development
and Resilience (P152851 |
FY16): reduce flood risk in
the urban core area, improve
its connectivity to new urban
growth areas, and improve
the city’s capacity to manage
disaster risk.

Vietnam A 29 N/A N/A N/A N/A • 都心部の2,675ヘクタールの土地を洪水から保護
• 都心部からカイラン区中心部への移動時間が25～30％短縮
• 直接支援対象者：42万人（内、2万4,000人は少数民族出身

者、21万6,000人は女性）
• 12キロメートルの下水道・下水管を新設又はアップグレード

125.0 39% 10.2

総額 1,784.4 974.1

うち返済額 (149.0)

「水・汚水管理」への現融資残高 825.1

成果目標/b

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

年間下水汚泥
処理量

年間再利用汚泥量 その他の成果/ｃ
IBRD融資承認額 

（100万米ドル）/d
IBRD融資
シェア /e

融資済額
（100万米
ドル） /f

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158119
http://projects.worldbank.org/P147854?lang=en
http://projects.worldbank.org/P152851?lang=en
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固形廃棄物管理 Target Results/b

#
プロジェクト名（プロジェクト
番号｜融資承認年度）と概要 国 廃棄物の削減、最小化、再利用、リサイクル

Annual GHG
Emissions
Reduced/c

Other Results/d Committed
US$ mil/e

IBRD
share/f

Allocated
US$ mil/g

74 総合固形廃棄物処理と温室効果
ガスの排出削減融資:
（P106702｜2011年度）：自治
体から排出される固形廃棄物の
処理及び最終廃棄を改善し、メ
タンの排出量を削減。

ブラジル M 19 1日当たり9,000トンの廃棄物を環境的に持続
可能な埋立て処分場に廃棄

~ • 3 dumps closed.
• 7 municipalities made investments to improve recycling and composting activities.

Updated for actual results at project completion.

16.7 31% 16.7

75 固形廃棄物セクター開発政策融
資（P104937｜2009年度）：
(P104937 | FY09): 固形廃棄物
セクターのガバナンスを強化。

モロッコ M 26 N/A N/A • 24,436 ha rehabilitated with irrigation and drainage systems.
• 21,128 households supplied with new drinking water.

Updated for actual results at project completion.

112.1 100% 112.1

Total Allocated for Solid Waste Management 128.8 128.8

Cumulative Loan Repayments (23.4)

Total Allocated and Outstanding for Solid Waste Management 105.4
N注：

N/A – 該当なし

~ – 測定されていない、又は報告されていない

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 プロジェクトの目的が気候変動の緩和の場合は「M」、気候変動への適応支援の場合は「A」、その両方の場合は「両方」と記載。

/b プロジェクトの承認時に作成された見積りに基づき、プロジェクトの実施期間（通常は5年間）の終了時点で実現していると期待されるインパクトのこと。本セ
クションに記載された指標のほとんどは、世界銀行プロジェクトサイト（http://www.worldbank.org/projects）で公開されているプロジェクト文書に掲載されて
いる開発成果から抜粋したものです。記載された情報はプロジェクト全体の成果に基づいており、融資額の横に記載された数字は、プロジェクトの資金調達額全体
に占める世界銀行融資の割合を示しています。記載された成果は見積りであり、実際のインパクトとは異なる場合があります。また、特定の年度の実際の成果を表
すものではありません。定量的な情報はプロジェクトがもたらすインパクトの規模を、定性的な情報は各グリーンボンドプログラムに含まれるプロジェクトが完全
な形で遂行された場合に達成される変化の性質を伝えることを意図したものです。

/c 年間温室効果ガス排出削減貢献量は、可能な場合はプロジェクト期間（又はプロジェクトの実施期間）に基づいて算定。

 /d 終了したプロジェクトの場合、「実施完了報告書（ICR）未公開」は、プロジェクトへの資金拠出は終了しているが、実施完了報告書（ICR）はまだ公開されて
いないことを意味します。「データは資金拠出完了時点で確定済の成果」は、プロジェクトへの資金拠出は終了し、実施完了報告書（ICR）が公開されていること
を意味します。

/e 融資承認額は世界銀行融資の内、グリーンボンド適格部分の金額からキャンセル額（報告単位：100万米ドル相当）を除した値。米ドル以外の通貨建ての融資
は報告日（2020年6月30日）時点の為替レートで米ドル相当額に換算。

/f プロジェクトの総額に占める、世界銀行融資の割合。協調融資プロジェクトの場合は、この数字をプロジェクト全体の成果のうち、世界銀行の支援に按分される
成果を算出するために使用します。

/g 融資済額はグリーンボンドの調達資金のうち、プロジェクトに対する融資実行額（報告単位：100万米ドル相当）に配分された金額。米ドル以外の通貨建ての
融資は報告日（2020年6月30日）時点の為替レートで米ドル相当額に換算。

*は、「2020年度グリーンボンド・インパクトレポート」に更新された情報が掲載されていることを意味します。

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェク
ト期間(年）

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P106702
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P104937
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Solid Waste Management

# Link to More
Information

Project Name (Number |
Year/s Loans Approved) and
Description

Country A/M/a Project
Life Waste Prevented, Minimized, Reused Or Recycled

年間温室効果ガス
排出削減量 /c

IBRD融資承
認額（100万
米ドル） /e

IBRD融資
シェア /f

融資済額
（100万米
ドル）/g

74 Integrated Solid Waste &
Carbon Finance (P106702 |
FY11): improve treatment and
final disposal of municipal solid
waste and reduce methane
emissions.

Brazil M 19 9,000 tons per day of waste disposed in
environmentally sustainable sanitary landfills.

~ • ３つの廃棄物集積場を閉鎖
• 7つの自治体がリサイクル・堆肥作りの改善に投資.

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

16.7 31% 16.7

75 Solid Waste Sector DPL
(P104937 | FY09): enhance the
governance of the solid waste
sector.

Morocco M 26 N/A N/A • 2万4,436ヘクタールの土地を修復し、灌漑・排水システムを整備

• 2万1,128世帯に新しい飲料水を供給

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

112.1 100% 112.1

総額 128.8 128.8

うち融資返済額 (23.4)
「固形廃棄物管理」への現融資残高 105.4

成果目標/b

その他の成果/ｄ

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P106702
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P104937
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生物多様性 Target Results/b

#
プロジェクト名（プロジェクト番号
｜融資承認年度）と概要 国 GHG emissions

reduced/ avoided/c Other Results/d
Biodiversity
component
share /e

Committed
US$ mil/f

IBRD
share /g

Allocated
US$ mil /h

76 森林火災対策（P123923｜2013年
度）： 森林火災の予防と管理を改善
し、持続可能な森林管理を強化。

ロシア連邦 両方 18 ~ 4,976,559 tons of CO₂
eq. emissions avoided
every year over 20
years.

• 84% of fires contained within 24 hours following detection in
project PAs (Protected Areas).

• 5 ha of fires at detection in project PAs.
• 13 Protected Area fire brigades equipped and trained.

Updated for actual results at project completion.

12% 14.3 33% 14.3

77 第2次コミュニティ農業資源管理・
生産力強化プロジェクト（ P133705
｜2014年度）：プロジェクトの対象
となる高山草原地域の牧草地におけ
る家畜管理を改善。

アルメニア A 25 11万ヘクタールの土地を持続可能な手法で
管理

N/A • At least 10,000 pasture users benefit through their
membership in Pasture Users’ Cooperatives.

26% 23.0 54% 11.3

78 ベラルーシ林業開発プロジェクト
- 追加融資（P165121｜2018年
度）： 植林管理、再植林、新規植林
を強化し、伐採残留物の利用を促進
するとともに、対象となる森林地域
において、森林による公共財への貢
献を改善。

ベラルーシ A 30 新たに327万3300ヘクタールの土地を生物
多様性に配慮した方法で管理

 Increase by 262,281
metric tons of CO₂
eq. avoided annually,
based on project’s
lifetime.

• 6 nursery lines for container grown seedings of native tree
species established with a production of 23.7 million
seedlings per year.

• 757 people trained.
• 35,500 direct project beneficiaries.

100% 13.4 25% 5.0

79 河北省農村再生可能エネルギー開
発プロジェクト（P132873｜2015
年度）：環境汚染を緩和し、クリー
ンエネルギーを供給するために、持
続可能なバイオガスの製造と活用を
実証。

中国 M 25 N/A 58,780 tons of CO₂
emissions reduced
annually (by 2020).

By 2020:
• 42,000,000 m³ of biogas used annually.

96,100 rural resident households with access to biogas
supply.

• Additional biogas used as fuel for public transportation.
• 221,700 tons and 241,600 tons of, respectively, crop residues

and livestock manure treated by the project each year.

11% 71.5 47% 47.8

80 サンゴ礁修復・管理プログラム：
コーラル・トライアングル・イニシ
アティブ（P127813｜2014年
度）：:一部の地区及び州において、
サンゴ特有の生態系を保護し、持続
可能な方法で管理する。

インドネシア A 20 １４０万ヘクタールの海域を生物多様性保護
の対象に追加

N/A • Reduce destructive fishing in selected areas.
• 1,140 direct beneficiaries in fishing communities.

37% 3.8 89% 2.7

81 農村開発（P132317｜2015年
度）：所得創出活動の再建・強化を
支援し、沿岸・海洋資源の保全を
強化することにより、小規模農業・
漁業従事者の気候変動に対する強靱
性を高める。

フィリピン A 30 ~ N/A • Increase incomes of about 1.9 million farmers and fishermen
and the value of their products.

• Average travel time from farm to markets reduced by 30%
through 1,265 km of new roads.

6% 412.3 75% 331.7

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェク
ト期間(年）

持続可能な管理手法の採用

http://projects.worldbank.org/P123923/russia-forest-fire-response-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P133705/second-second-community-agriculture-resource-management-competitiveness-project?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P165121?lang=en
http://projects.worldbank.org/P132873?lang=en
http://projects.worldbank.org/P127813/coral-reef-rehabilitation-management-program-phase-iii?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P132317?lang=en&tab=overview
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Biodiversity

# Link to More
Information

Project Name (Number | Year/s
Loans Approved) and Description Country A/M/a Project

Life
Area under Sustainable Management
Practices

温室効果ガス排出削減・
削減貢献量/c

生物多様性
への取組み
の割合 /e

IBRD融資承
認額/f

IBRD融資
シェア  /g

融資済額
（100万米
ドル） /h

76 Forest Fire Response (P123923
| FY13): improve forest fire
prevention and management and
to enhance sustainable forest
management.

Russian
Federation

Both 18 ~ 20年間に二酸化炭素換算
で年４９７万 6 ,559トン
の排出量削減に貢献

• 保護区（PA）で発生した火災の84％が検知から24時間以内に
鎮火

• プロジェクト保護区で合計5ヘクタールの土地の火災を検知
• 13の保護区への消防隊配備と研修を実施

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

12% 14.3 33% 14.3

77 Second Community Agriculture
Resource Management and
Competitiveness Project
(P133705 | FY14): improve pasture-
based livestock management in
targeted alpine grasslands areas.

Armenia A 25 110,000 ha of land managed with
sustainable practices.

N/A • 1万人以上の牧民の牧草地利用者協同組合への加盟 26% 23.0 54% 11.3

78 Belarus Forestry Development
Project - Additional Financing
(P165121 | FY18): enhance
silvicultural management and
reforestation and afforestation,
increase the use of felling
residues and improve the public
good contribution from forests in
targeted forest areas.

Belarus A 30 3,273,300 ha of new areas managed as
biodiversity-friendly.

プロジェクト期間
に、温室効果ガス削
減貢献量が二酸化炭
素換算で年26 万2,281
トン増加

• 原生樹種のコンテナ苗用に6つの苗床を用意し、毎年2,370万
個の苗を生産

• 757人に研修を実施
• プロジェクトの直接支援対象者：3万5,500人

100% 13.4 25% 5.0

79 Hebei Rural Renewable Energy
Development Project (P132873
| FY15): demonstrate sustainable
biogas production and utilization to
reduce environmental pollution and
supply clean energy.

China M 25 N/A （2020年までに）
年5万8,780トンの
二酸化炭素排出量
を削減

2020年までに以下を達成：
• 年4,200万立方メートルのバイオガスを利用

• 農村部の9万6,100世帯にバイオガスを供給
• 公共交通機関の燃料として使用されるバイオガスを拡大
• プロジェクトを通じて毎年22万1,700トンの作物残留及び24万

1,600トンの家畜排泄物を処理

11% 71.5 47% 47.8

80 Coral Reef Rehabilitation and
Management Program-Coral
Triangle Initiative (P127813 |
FY14): protect and sustainably
manage unique coral ecosystems
in selected districts and provinces.

Indonesia A 20 1.4 million ha of marine areas brought under
biodiversity protection.

N/A • 一部の地域で実践されていた破壊的な漁業慣行を廃止
• 漁業コミュニティの直接支援対象者：1,140人

37% 3.8 89% 2.7

81 Rural Development (P132317
| FY15): improve the resilience
of small-scale farmers and
fishermen to climate change by
helping them recover and increase
income-generating activities and
strengthening the conservation of
coastal and marine resources.

Philippines A 30 ~ N/A • 約190万人の農業・漁業従事者の所得及び商品価値を向上
• 1,265キロメートルの道路を建設し、農場から市場への平均移

動時間を30％短縮

6% 412.3 75% 331.7

成果目標/b

その他の成果/ｄ

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

http://projects.worldbank.org/P123923/russia-forest-fire-response-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P133705/second-second-community-agriculture-resource-management-competitiveness-project?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P165121?lang=en
http://projects.worldbank.org/P132873?lang=en
http://projects.worldbank.org/P127813/coral-reef-rehabilitation-management-program-phase-iii?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P132317?lang=en&tab=overview
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生物多様性 Target Results/b

#
プロジェクト名（プロジェクト番号
｜融資承認年度）と概要 国 GHG emissions

reduced/ avoided/c Other Results/d
Biodiversity
component
share /e

Committed
US$ mil/f

IBRD
share /g

Allocated
US$ mil /h

82 第3次南西インド洋持続可能な漁業・
海洋資源保護プロジェクト漁業ガバナ
ンス及び成長共有プロジェクト
（SWIOFish3）（P155642｜2018年
度）：対象地区の海域と海洋漁業の管
理を改善し、セーシェル共和国の漁業
バリューチェーンを強化。

セーシェル共和国 A 20 500ヘクタールの海域を持続可能な資源
利用を目的とした海洋保護区に指定

N/A • 44% increase in key demersal indicator species stable or
rebuilding in the Mahé Plateau fisheries.

• 40% increase in by-catch landed and sold in the Seychelles
resulting in expansion of value chains, job creation and
increased revenues in the country.

25% 4.3 43% 1.4

83 持続可能な天然資源管理及び気候変
動（P124181｜2012年度）：
農業・家畜管理の改善を促進するこ
とにより、農場の環境管理を改善
し、温室効果ガスの排出量を削減。

ウルグアイ 両方 21 ~ ~ • Improve water use in irrigation and livestock production
systems.

• Improve pasture management and other productivity
measures.

• 4,000 family and medium-sized farmers benefitting from the
project and 7,500 additional farmers provided with
training.

11% 49.0 89% 49.0

Total Allocated for Biodiversity 591.6 463.3

Cumulative Loan Repayments (9.8)

Total Allocated and Outstanding for Biodiversity 453.5
注：

N/A‒ 該当なし

~ ‒ 測定されていない、又は報告されていない

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 プロジェクトの目的が気候変動の緩和の場合は「M」、気候変動への適応支援の場合は「A」、その両方の場合は「両方」と記載。

/b プロジェクトの承認時に作成された見積りに基づき、プロジェクトの実施期間（通常は5年間）の終了時点で実現していると期待されるインパクトのこと。本セ
クションに記載された指標のほとんどは、世界銀行プロジェクトサイト（http://www.worldbank.org/projects）で公開されているプロジェクト文書に掲載されて
いる開発成果から抜粋したものです。記載された情報はプロジェクト全体の成果に基づいており、融資額の横に記載された数字は、プロジェクトの資金調達額全
体に占める世界銀行融資の割合を示しています。記載された成果は見積りであり、実際のインパクトとは異なる場合があります。また、特定の年度の実際の成果
を表すものではありません。定量的な情報はプロジェクトがもたらすインパクトの規模を、定性的な情報は各グリーンボンドプログラムに含まれるプロジェクト
が完全な形で遂行された場合に達成される変化の性質を伝えることを意図したものです。

/c 年間温室効果ガス排出削減貢献量は、可能な場合はプロジェクト期間（又はプロジェクトの実施期間）に基づいて算定。

/d 終了したプロジェクトの場合、「実施完了報告書（ICR）未公開」は、プロジェクトへの資金拠出は終了しているが、実施完了報告書（ICR）はまだ公開されて
いないことを意味します。「データは資金拠出完了時点で確定済の成果」は、プロジェクトへの資金拠出は終了し、実施完了報告書（ICR）が公開されていること
を意味します。

/e 「多様性コンポーネントの割合」は、プロジェクトの総投資に占める、多様性関連の活動を直接支援する投資の割合を意味します。

/f 融資承認額は世界銀行融資の内、グリーンボンド適格部分の金額からキャンセル額を除した値（報告単位：100万米ドル相当）。米ドル以外の通貨建ての融資は
報告日（2020年6月30日）時点の為替レートで米ドル相当額に換算。

/g プロジェクトの総額に占める、世界銀行融資の割合。協調融資プロジェクトの場合は、この数字をプロジェクト全体の成果のうち、世界銀行の支援に按分され
る成果を算出するために使用します。

/h 融資済額はグリーンボンドの調達資金のうち、プロジェクトに対する融資実行額（報告単位：100万米ドル相当）に配分された金額。米ドル以外の通貨建ての
融資は報告日（2020年6月30日）時点の為替レートで米ドル相当額に換算。

*は、「2020年度グリーンボンド・インパクトレポート」に更新された情報が掲載されていることを意味します。

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェク
ト期間(年） 持続可能な管理手法の採用

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P155642?lang=en
http://projects.worldbank.org/P124181/sustainable-management-natural-resources-climate-change?lang=en&tab=overview
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Biodiversity

# Link to More
Information

Project Name (Number | Year/s
Loans Approved) and Description Country A/M/a Project

Life
Area under Sustainable Management
Practices

82 Third South West Indian Ocean
Fisheries Governance and Shared
Growth Project (SWIOFish3)
(P155642 | FY18): improve
management  of  marine  areas  and
fisheries in targeted zones and
strengthen fisheries value chains
in the Seychelles.

Seychelles A 20 5,000,000 ha of sustainable-use marine
protected areas.

N/A • マヘプラトー漁場において生息数が安定又は増加傾向にある
主要底生指標種を44％増加

• セーシェル共和国で陸揚げされ販売される混獲魚を40％増
加し、国内のバリューチェーン、雇用、所得を拡大

25% 4.3 43% 1.4

83 Sustainable Management of
Natural Resources and Climate
Change (P124181 | FY12): improve
farm environmental management
and reduce greenhouse gas
emissions by promoting improved
agriculture and livestock
management.

Uruguay Both 21 ~ ~ • 灌漑・家畜生産システムにおける水利用を改善
• 牧草地管理等の生産性向上策を改善
• 4,000の家族経営農家及び中規模農家を支援し、新たに7,500

人の農業従事者に研修を実施

11% 49.0 89% 49.0

総額 591.6 463.3

うち融資返済額 (9.8)
「生物多様性」への現融資残高 453.5

成果目標/b

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

生物多様性
への取組み
の割合 /e

IBRD融資承
認額/f

IBRD融資
シェア  /g

融資済額
（100万米
ドル） /h

その他の成果/ｄ温室効果ガス排出削減・
削減貢献量/c

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P155642?lang=en
http://projects.worldbank.org/P124181/sustainable-management-natural-resources-climate-change?lang=en&tab=overview
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農業、土地利用、森林、生態学的資源 Target Results/b

# プロジェクト名（プロジェクト番号｜融資承認年度）と概要 国 Results/c Committed
US$ mil/d

IBRD
share /e

Allocated
US$ mil /f

84 総合森林開発（P105872｜2011年度）：森林面積を広げ、防風林、農地の防護
林帯、保全計画を整備するとともに、農業従事者を対象に森林・環境管理に関
する研修を実施。

中国 両方 25 • 132,600 ha of forests restored or re/afforested: 93,840 ha of new multifaction plantations and 38,450 ha of improved
existed plantations.

• 40% increase in vegetative cover plus improved species diversity in degraded forests rehabilitated.
• 324,000 farmers trained in forest management.

Updated for actual results at project completion.

99.1 50% 99.1

85 湖南省森林の再植林及び開発（P125021｜2013年度）：森林の強靱性を高める。 中国 両方 26 • 61,987 ha of ecological forest plantation areas reforested and rehabilitated.
• 146,103 participants from 2,238 villages, including 8,858 forest farmers below the poverty line.
• 85% of participating farmer households considered the project’s direct beneficiaries.
• 62,294 beneficiaries trained.

Updated for actual results at project completion.

80.0 69% 80.0

86 寧夏回族自治区砂漠化防止及び環境保護（P121289｜2012年度）： 砂の移動を抑
え、劣化した草原地帯を再緑化し、防護林帯を造成することにより、砂漠化と土
地の劣化を防止。

中国 両方 30 • 32,351 ha restored or re/ afforested.
• 3,396 metric tons of soil loss caused by wind erosion, avoided every year.

Update for actual results at project completion.

80.0 /g 70% 68.8

87 森林保護及び気候変動対策（P123760｜2012年度）：農村コミュニティによる持
続可能な森林管理を支援するとともに、林産品・サービスから追加所得を創出し、
森林の減少・劣化に起因する二酸化炭素排出量を削減。

メキシコ 両方 13 • 92% increase in areas under improved forest management (equivalent to 3,935,984 additional ha).
• Support 2 pilot areas to reduce carbon emissions from deforestation and forest degradation.
• 2,622 communities applied for sustainable management and conservation schemes (not cumulative but reflecting

yearly results and this figure reflects what has been achieved at project’s completion).
• 265,632 project beneficiaries.
• *562,000 tons of CO₂ eq. per year of average reduction from deforestation and forest degradation.

Updated for actual results at project completion.

291.6 45% 291.6

88 第４次北西部山岳・森林地帯開発（P119140｜2011年度）：改良された農法・放
牧慣行を取り入れ、土壌と水の保全を促進することにより、天然資源の保護・管
理を改善するとともに、農村コミュニティが飲用に適した水に容易にアクセスで
きるよう支援。

チュニジア A 21 • Reduce erosion and forest degradation: 10,517 ha of erosion-sensitive land protected with soil and water
conservation works and infrastructure.

• Build climate change awareness and disseminate climate-appropriate practices to reinforce livelihood and agro-
system resilience: 39,500 ha of additional land under sustainable land and water management (at farm level).

• 12,927 ha of pasture upgraded and sustainably managed and 15,994 ha of trees planted.
• 371 water points constructed and rehabilitated benefitting more than 2,000 households.
• 181 km of newly constructed feeder roads and 815 km of rehabilitated roads.
• 318,000 people benefit.

Updated for actual results at project completion.

29.6 73% 29.6

89 広東省農業汚染管理（P127775｜2014年度）：家畜や穀物を生産する際に出る廃
棄物の管理（メタンの回収・利用を含む）を促進するとともに、土壌養分、肥料、
殺虫剤の使用を改善。

中国 M 25 • 45,000 tons of annual pollution load to waterways reduced.
• 5,000 tons of annual nutrient load to waterways reduced.
• 28,000 ha with improved soil nutrient, fertilizer and pesticide use.
• 100 tons of total pesticide consumption reduced annually.
• 15,000 clients adopting an improved agricultural technology.

100.0 48% 67.1

90 総合近代農業開発（P125496｜2014年度）：気候変動リスクに対応した、改良
された灌漑・排水システム及び慣行に投資することにより、気候変動対応型の持
続可能な農業生産システムを構築。

中国 A 25 • Reduced water use per ton of rice, wheat and maize produced in target regions.
• 94,000 ha of farmland served with improved irrigation and drainage services.
• 38,500 ha of leveled land and improved soil conditions.
• 380,000 farm households beneficiaries in 33 counties/districts.

200.0 64% 184.7

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェクト
期間(年） 

http://projects.worldbank.org/P105872/integrated-forestry-development-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P125021/hunan-forest-restoration-development-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P121289/ningxia-desertification-control-ecological-protection-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P123760/mexico-forests-climate-change-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P119140/4th-northwest-mountainous-forested-areas-development-project-pno4?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P127775/china-guangdong-agricultural-pollution-control?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P124181/sustainable-management-natural-resources-climate-change?lang=en&tab=overview
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Agriculture, Land Use, Forests, and Ecological Resources
# Link to More

Information Project Name (Number | Year/s Loans Approved) and Description Country A/M/a Project
Life

成果/c
IBRD融資承認
額（100万米
ドル） /d

IBRD融資
シェア  /e

融資済額
（100万米
ドル） /f

84 Integrated Forestry Development (P105872 | FY11): increase forest cover to
create wind breaks, farmland shelter belts, and conservation schemes, and to
train farmers in forest and environmental management.

China Both 25 • 13万2,600ヘクタールの森林を再植林又は新規植林（複数の機能を持つ植林地を新たに9万3,840ヘクタール造成し、既
存の3万8,450ヘクタールの植林地を改善）

• 植生被覆を40％拡大するとともに、劣化した森林を修復し、種の多様性を改善

• 32万4,000人の農業従事者が森林管理に関する研修に参加

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

99.1 50% 99.1

85 Hunan Forest Restoration and Development (P125021 | FY13): increase
resilience of forests.

China Both 26 • 環境に配慮した6万1,987ヘクタールの植林地を再生又は修復
• 2,238の村落から14万6,103人が参加（内、8,858人は貧困ラインを下回る生活を送る森林地帯の農民）
• 参加農家の85％がプロジェクトの直接支援対象者
• 6万2,294人が研修に参加

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

80.0 69% 80.0

86 Ningxia Desertification Control and Ecological Protection (P121289 | FY12):
control desertification and land degradation by stabilizing moving sands, re-
vegetating degraded steppe lands and planting shelter belts.

China Both 30 • 3万2,351ヘクタールの土地を再植林又は新規植林

• 風食による年3,396トンの土砂流出を防止

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

80.0 /g 70% 68.8

87 Forests and Climate Change (P123760 | FY12): support rural communities'
sustainable management of forests, and generate additional income from forest
products and services and to reduce emissions from deforestation and forest
degradation.

Mexico Both 13 • 森林管理を強化した土地が92％増加（実績値393万5,984ヘクタールの増加に相当）

• 森林の減少・劣化に起因する二酸化炭素排出量の削減に取り組む2つのパイロット地域を支援
• 2,622のコミュニティが持続可能な管理・保全計画を適用（累積ではなく、プロジェクト完了時の年間実績）
• プロジェクトの支援対象者：26万5,632人
• *森林の減少・劣化に起因する排出量を二酸化炭素換算で年平均56万2,000トンtCO2eq削減

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

291.6 45% 291.6

88 Fourth Northwest Mountainous and Forested Areas Development (P119140
| FY11): better protect and manage natural resources through conservation of
soil and water resulting from improved agriculture and pasture practices and to
improve access to potable water for rural communities.

Tunisia A 21
• 浸食と森林の劣化を低減。土壌と水の保全を目的とした工事やインフラ整備を通じて、浸食のリスクにさらされている1

万517ヘクタールの土地を保護
• 気候変動に対する意識を高め、気候に適した慣行を普及させることにより、生活と農業システムの強靱性を高めるとと

もに、新たに3万9,500ヘクタールの土地に持続可能な土地・水管理を（農場レベルで）導入
• 1万2,927ヘクタールの牧草地を整備し、持続可能な方法で管理するとともに、1万5,994ヘクタールの土地に植林
• 371の給水所を建設・修復し、2,000を超える世帯を支援
• 181キロメートルの新しい支線道路を建設し、815キロメートルの道路を修復
• 支援対象者：31万8,000人

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

29.6 73% 29.6

89 Guangdong Agricultural Pollution Control (P127775 | FY14): promote waste
management in livestock and crop production (including methane capture and
use) and improve soil nutrient, fertilizer, and pesticide use.

China M 25 • 水路の汚染負荷量を年4万5,000トン減少

• 水路の栄養塩による負荷量を年5,000トン減少
• 2万8,000ヘクタールの土地で土壌養分、肥料、殺虫剤の使用を改善
• 殺虫剤の総消費量を年100トン削減
• 1万5,000人に改良された農業技術を提供

100.0 48% 67.1

90 Integrated Modern Agriculture Development (P125496 | FY14): develop
sustainable and climate resilient agricultural production systems by investing
in improved irrigation and drainage systems and practices that address climate
risk.

China A 25 • 対象地域で1トンのコメ、小麦、トウモロコシを生産するために必要となる水を減少させる

• 9万4,000ヘクタールの農地に改良された灌漑・排水サービスを提供
• 3万8,500ヘクタールの土地を整地し、土壌を改善
• 33の県・地区の38万世帯の農家の生活を向上させる

200.0 64% 184.7

成果目標/b

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

http://projects.worldbank.org/P105872/integrated-forestry-development-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P125021/hunan-forest-restoration-development-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P121289/ningxia-desertification-control-ecological-protection-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P123760/mexico-forests-climate-change-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P119140/4th-northwest-mountainous-forested-areas-development-project-pno4?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P127775/china-guangdong-agricultural-pollution-control?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P124181/sustainable-management-natural-resources-climate-change?lang=en&tab=overview
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農業、土地利用、森林、生態学的資源 Target Results/b

# プロジェクト名（プロジェクト番号｜融資承認年度）と概要 国 Results/c Committed
US$ mil/d

IBRD
share /e

Allocated
US$ mil /f

91 マハーラーシュトラ州気候変動対応型農業プロジェクト（P160408｜2018年
度）： マハーラーシュトラ州の一部の県において、小規模農業システムの気候
変動に対する強靭性と収益性を強化。

インド A 20 • 20% increase in water productivity at farm level: from 0.23 to 0.276 kg per m³.
• Annual reduction of 5,661,644 tCO₂eq.
• 1,320,000 farmers reached with agricultural assets or services.
• 624,000 ha provided with new/improved irrigation or drainage services.
• Improved availability for 83,900,000 m³ of surface water storage capacity for agriculture.

420.0 70% 32.9

92 メガラヤ州コミュニティ主導型景観管理プロジェクト（P157836｜2018年
度）：メガラヤ州の一部の地域において、コミュニティ主導の景観管理を強化。

インド A 10 • 31,510 ha of land area under sustainable management practices.
• 12,585 ha of forest area brought under management plans.
• 400 villages provided with capacity-building package to support community-led natural resource management.
• At least 100,000 ultimate project beneficiaries.
• 175,419 net sequestration of CO₂ annually, based on the project economic life.

48.0 80% 3.0

93 タミル・ナドゥ州灌漑農業現代化プロジェクト（P158522｜2018年度）：タミ
ル・ナドゥ州の一部の支流域において、灌漑農業の生産性と気候変動に対する強
靭性を高め、水管理を改善し、農民と農業起業家の市場への参加機会を拡大。

インド A 20 • 160,000 ha provided with improved irrigation or drainage services.
• Climate-resilient technologies promoted on 75,000 ha.
• 500,000 project beneficiaries.
• 100,000 ha under improved agronomic practices and 25,100 ha under improved fish production.
• Modernized 4,741 tank irrigation systems.
• 284,000 tCO₂eq. avoided annually.

318.0 70% 79.3

94 戦略的灌漑近代化・緊急復旧プロジェクト（P157585｜2018年度）：一部の地域
において、灌漑サービスを改善し、灌漑施設の管理に対する説明責任を強化。

インドネシア A 30 • 276,000 ha provided with new/improved irrigation or drainage services.
• Reduced net annual average emissions by 439,743 tons of CO₂ eq.
• Increase by 20% crop intensity.
• 300,000 farmer households provided with improved irrigation services.

250.0 43% 6.0

95 大規模灌漑近代化（P150930｜2016年度）：水資源の効率的な利用を可能にする
灌漑手法を採用することで農業を拡大するとともに、農業従事者と市場のつなが
りを強化。

モロッコ A 25 • 9,274 farmers benefit.
• 100% of area with access to water on demand in peak period.
• 20,700 ha with improved irrigation technologies.

150.0 80% 92.9

96 パンジャブ州灌漑農業生産性プログラム追加融資（P157736｜2018年度）：主
要な活動を拡大し、灌漑農業における水利用の生産性を高める一方で、収穫後
処理や付加価値の向上に関する新たな活動にも融資。

パキスタン A 20 • 45% reduction in water losses for 11,550 watercourses improved and 120,000 acres covered by High Efficiency
Irrigation System.

• Increased by 100% of improved agricultural practices.
• Avoided 381,377 tons of CO₂ eq. emissions annually.
• Increased by 30% in women benefitting.

130.0 63% 33.8

97 ペルー国家農業革新プログラム（P131013｜2014年度）：国家農業革新システ
ムを強化するとともに、適応研究、種子の改良、技能開発等のプロジェクトに気
候変動に関する基準を取り入れる。

ペルー A 10 • 20,000 small and medium farmers adopting new technologies.
• 61 new technologies demonstrated on farms.
• 450,000 potential farmers beneficiaries.

13.0 31% 12.7

98 トルコ灌漑近代化（P158418｜2019年度）： 一部の灌漑施設の排水インフラを
修復し、近代化し、水利組合の能力を強化することにより、灌漑を改善。

トルコ 両方 30 • 50,764 ha provided with new/improved irrigation or drainage services.
• 17,312 users provided with improved irrigation service.
• 15,911 tons of CO₂ eq. emissions avoided annually.
• 15% increase in irrigation efficiency.
• 1,521 km of modernized irrigation network.
• 80% of grievances addressed within stipulated timeframe.

249.2 99% 11.3

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェクト
期間(年）

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160408?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P157836
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158522?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P157585?lang=en
http://projects.worldbank.org/P150930?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P157736?lang=en
http://projects.worldbank.org/P131013/national-agricultural-innovation?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158418
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Agriculture, Land Use, Forests, and Ecological Resources
# Link to More

Information Project Name (Number | Year/s Loans Approved) and Description Country A/M/a Project
Life

91 Maharashtra Project on Climate Resilient Agriculture (P160408 | FY18):
enhance climate resilience and profitability of smallholder farming systems in
selected districts of Maharashtra.

India A 20 • 農場毎の作物の水生産性を20％向上（1 立方メートル当たり0 .23キログラム→0 .276キログラム）
• 二酸化炭素換算で年566万1,644トンの排出量を削減
• 132万人の農業従事者が農業資産又は農業サービスを利用
• 62万4,000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
• 農業用途として8,390万立方メートルの地表水貯水量を確保

420.0 70% 32.9

92 Meghalaya Community-led Landscapes Management Project (P157836
| FY18): strengthen community-led landscapes management in selected
landscapes in the state of Meghalaya.

India A 10 • 3万1,510ヘクタールの土地を持続可能な管理手法により管理
• 1万2,585ヘクタールの森林地域の管理計画を策定
• 400の村にコミュニティ主導の天然資源管理を支援するキャパシティ・ビルディング・パッケージを提供
• プロジェクトの最終支援対象者：10万人以上
• プロジェクトの経済的耐用年数に基づき、1年間に17万5,419の正味二酸化炭素を隔離

48.0 80% 3.0

93 Tamil Nadu Irrigated Agriculture Modernization Project (P158522 | FY18):
enhance productivity and climate resilience of irrigated agriculture, improve
water management, and increase market opportunities for farmers and agro-
entrepreneurs in selected sub-basin areas of Tamil Nadu.

India A 20
• 16万ヘクタールの土地に改良された灌漑・排水サービスを提供
• 7万5,000ヘクタールの土地で気候変動対応型新技術の活用を促進
• プロジェクトの支援対象者：50万人
• 10万ヘクタールの土地に改良された 農法を導入と、2 万5,100ヘクタールの河川、湖沼などの内水面で行われる漁業及び

養殖業の生産量を増加
• 4,741のタンク灌漑システムを刷新
• 二酸化炭素換算で年28万4,000トンの排出量を削減

318.0 70% 79.3

94 Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project
(P157585 | FY18):  improve irrigation services and strengthen accountability of
irrigation schemes management in selected areas.

Indonesia A 30 • 27万6,000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
• 二酸化炭素換算で年平均43万9,743トンの温室効果ガス純排出量を削減
• 作物強度を20％向上
• 30万世帯の農家に改良された灌漑サービスを提供

250.0 43% 6.0

95 Large Scale Irrigation Modernization (P150930 | FY16): expand agriculture
through the adoption of irrigation techniques that make more efficient use of
water resources, while building better ties between farmers and markets.

Morocco A 25 • 9,274人の農業従事者を支援
• 繁忙期にも地域の100％が必要な水へのアクセスを確保
• 2万700ヘクタールの土地が改善された技術を導入

150.0 80% 92.9

96 Additional Financing for Punjab Irrigated Agriculture Productivity Program
Project (P157736 | FY18): improve the productivity of water use in irrigated
agriculture through scaling up of key activities, and finance a new activity on
postharvest processing and value addition.

Pakistan A 20 • 1万1,550本の水路を改善し、水の損失を45％削減するとともに、12万エーカーの土地に高効率灌漑システムを導入
• 改良された農法の普及率を2倍に拡大
• 二酸化炭素換算で年38万1,377トンの排出量削減に貢献
• 女性支援対象者を30％増加

130.0 63% 33.8

97 Peru National Agriculture Innovation Program (P131013 | FY14): strengthen
the national agricultural innovation system and integrate climate change
criteria into project such as adaptive research, seed improvements and skills
development, among others.

Peru A 10 • 2万人の中小規模の農業従事者が新しいテクノロジーを採用
• 61の新しいテクノロジーの有効性を農場で実証
• 農村部の支援対象者：45万人

13.0 31% 12.7

98 Turkey Irrigation Modernization (P158418 | FY19): improve irrigation delivery,
through rehabilitation and modernization of distribution infrastructure in
selected schemes, and through strengthening of capacity of Water Users
Associations.

Turkey Both 30 • 5万764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
• 1万7,312人に改良された灌漑サービスを提供
• 二酸化炭素換算で年1万5,911トンの排出量削減に貢献
• 灌漑効率を15％上昇
• 1,521キロメートルの灌漑水路を近代化
• 期間内に申立ての80％に対応

249.2 99% 11.3

成果目標/b

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

成果/c
IBRD融資承認
額（100万米
ドル） /d

IBRD融資
シェア  /e

融資済額
（100万米
ドル） /f

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160408?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P157836
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158522?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P157585?lang=en
http://projects.worldbank.org/P150930?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P157736?lang=en
http://projects.worldbank.org/P131013/national-agricultural-innovation?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158418
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農業、土地利用、森林、生態学的資源 Target Results/b

# プロジェクト名（プロジェクト番号｜融資承認年度）と概要 国 Results/c Committed
US$ mil/d

IBRD
share /e

Allocated
US$ mil /f

99 持続可能な天然資源管理及び気候変動（追加融資）（P163444｜2018年度）：
プロジェクト対象地域の農村部において、気候変動対応型の農業・畜産慣行及
び改善された天然資源管理慣行の普及に取り組む政府を支援する。

ウルグアイ 両方 21 • 8,000 people trained under the project, 2,000 of which are women.
• 7,000 farmers adopting innovative agricultural technology.
• 3,600,000 ha under sustainable landscape management practices.
• 3,500 ha provided with new/improved irrigation or drainage services.

42.0 89% 8.7

Total Allocated for Agriculture, Land Use, Forests, & Ecological Resources 2,500.4 1,101.6

Cumulative Loan Repayments (30.8)

Total Allocated and Outstanding for Agriculture, Land Use, Forests and Ecological Resources 1,070.8

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 プロジェクトの目的が気候変動の緩和の場合は「M」、気候変動への適応支援の場合は「A」、その両方の場合は「両方」と記載。

/b プロジェクトの承認時に作成された見積りに基づき、プロジェクトの実施期間（通常は5年間）の終了時点で実現していると期待されるインパクトのこと。本
セクションに記載された指標のほとんどは、世界銀行プロジェクトサイト（http://www.worldbank.org/projects）で公開されているプロジェクト文書に掲載され
ている開発成果から抜粋したものです。記載された情報はプロジェクト全体の成果に基づいており、融資額の横に記載された数字は、プロジェクトの資金調達額
全体に占める世界銀行融資の割合を示しています。記載された成果は見積りであり、実際のインパクトとは異なる場合があります。また、特定の年度の実際の成
果を表すものではありません。定量的な情報はプロジェクトがもたらすインパクトの規模を、定性的な情報は各グリーンボンドプログラムに含まれるプロジェク
トが完全な形で遂行された場合に達成される変化の性質を伝えることを意図したものです。

/c 終了したプロジェクトの場合、「実施完了報告書（ICR）未公開」は、プロジェクトへの資金拠出は終了しているが、実施完了報告書（ICR）はまだ公開されて
いないことを意味します。「データは資金拠出完了時点で確定済の成果」は、プロジェクトへの資金拠出は終了し、実施完了報告書（ICR）が公開されていること
を意味します。

/d 承認額は世界銀行融資の内、グリーンボンド適格部分の金額からキャンセル額（報告単位：100万米ドル相当）を除した値。米ドル以外の通貨建ての融資は報
告日（2020年6月30日）時点の為替レートで米ドル相当額に換算。

/e 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。協調融資プロジェクトの場合は、この数字をプロジェクト全体の成果のうち、世界銀行の支援に
按分される成果を算出するために使用します。

/f 融資済額はグリーンボンドの調達資金のうち、プロジェクトに対する融資実行額（報告単位：100万米ドル相当）をに配分された金額。米ドル以外の通貨建て
の融資は報告日（2020年6月30日）時点の為替レートで米ドル相当額に換算。

g/ プロジェクトの終了後に融資の一部がキャンセルされたことにより、承認額が減少。

*は、「2020年度グリーンボンド・インパクトレポート」に更新された情報が掲載されていることを意味します。

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェクト
期間(年）

http://projects.worldbank.org/P163444?lang=en


PROJECT-BY-PROJECT REPORTING  |  GREEN BONds  |  aGRICulTuRE, laNd usE, fOREsTs, aNd ECOlOGICal REsOuRCEs  
39

Agriculture, Land Use, Forests, and Ecological Resources
# Link to More

Information Project Name (Number | Year/s Loans Approved) and Description Country A/M/a Project
Life

99 Sustainable Management of  Natural Resources and Climate Change
(Additional Financing) (P163444 | FY18): support Uruguay’s efforts to
promote farmer adoption of climate smart agricultural and livestock practices
and improved natural resource management practices in the project area.

Uruguay Both 21 • プロジェクトの下で8,000人（内、2,000人は女性）に研修を実施
• 7,000人の農業従事者が革新的な農業技術を導入
• 360万ヘクタールの森林を持続可能な方法で管理
• 3,500ヘクタールの土地に新規又は改良された型の灌漑・排水サービスを提供

42.0 89% 8.7

総額 2,500.4 1,101.6

うち融資返済額 (30.8)

「農業、土地利用、森林、生態学的資源」への現融資残高 1,070.8

成果目標/b

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

成果/c
IBRD融資承認
額（100万米
ドル） /d

IBRD融資
シェア  /e

融資済額
（100万米
ドル） /f

http://projects.worldbank.org/P163444?lang=en
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強靱なインフラ、安全な建築環境 、その他 Target Results/b

# プロジェクト名（プロジェクト番号｜融資承認年度）と概要 国 Results/c Committed
US$ mil/d

"IBRD
share /e

Allocated
US$ mil /f

100 淮河流域洪水管理及び排水改善（P098078｜2011年度）：気候変動、特に洪
水の影響に対するコミュニティの強靱性を高める。

中国 A 25 • 9,682 km2 of flood protection (in rural and urban areas).
• 7,430,000 people benefited.
• RMB 798 million of reduced economic losses (in rural and urban areas).
• 444 km of dike strengthened.
• 1,023 km of river improvements.

Updated for actual results at project completion.

200.0 33% 200.0

101 第2次持続可能な開発及び環境に配慮した成長開発政策融資（P161642｜2018年
度）： 環境品質を高めるために、運輸、エネルギー、環境の衛生、天然資源の分野
において、環境に配慮した成長を支援する。そのための施策として、大気中の
PM2.5を削減し、衛生に関する規制を強化し、固形廃棄物の再利用・廃棄能力を高
める。

コロンビア M 24 • 31% of passenger journeys done in public and non-motorized transport in 8 cities (Barranquilla, Bucaramanga,
Medellín, Bogotá-Soacha, Cali, Cartagena, Pasto, and Montería).

• 24.4% reduction in the mean annual concentration of PM 2.5 in 7 monitoring stations in the cities of Medellín, Itagüí,
and Bogotá (488% achieved).

• 19,837 people benefitting from non-conventional energy projects commissioned in areas not covered by the national
interconnected system (235% achieved).

• 8,526,403 people provided with access to improved water sources (only in rural areas).
Updated for actual results at project completion.

500.0 100% 500.0

102 気候変動開発政策融資（P110849｜2008年度）： 幅広い公共政策に気候変動へ
の配慮を盛り込む。

メキシコ Both 10 • 642,000 ha reforested.
• 6,000,000 tons of CO₂ eq. emissions reduced annually due to reforestation.
• Domestic carbon pricing strategy developed.
• 10 cities and 5 states climate action plans developed.

Updated for actual results at project completion.

** ** **

103 東南ヨーロッパ及びコーカサス大災害リスク保険ファシリティ（P110910｜2011
年度）：保険市場の成長を促進することにより、大災害リスク保険へのアクセスを
拡大。

北マケドニア及び
セルビア

A 22 • Increased catastrophe insurance coverage from 2% to 10% for homeowners, farmers, enterprises, and government
entities holding catastrophe insurance policies.

• 6-7 different types of highly affordable catastrophic insurance products provided by local insurance companies to
homeowners, farmers and local governments.
Updated for actual results at project completion.

10.0 100% 10.0

104 気候変動対応型インフラ(P127338｜2015年度）：洪水リスクや気候変動の影
響に対する道路インフラの強靱性を高める。

ベリーズ A 25 • 30 km of roads rehabilitated and 12 bridges and culverts improved.
• 50% reduction in road interruption due to flooding.
• 170,000 people living near the road networks directly benefit.

30.0 100% 8.4

105 災害リスク繰延引出オプション（CAT DDO）による災害リスク管理開発政策融資
（P160628｜2019年度）：セクターや地域の計画がリスクを踏まえたものとなる
ように制度的・法的枠組みを強化するとともに、財務基盤を強化し、災害及び気候
変動関連のショックに伴うインパクトを管理。

カーボベルデ A 28 • 56% of Integrated Touristic Areas have Tourist Development Plans that incorporate disaster and climate-related risk
management considerations.
Allocation to the National Emergency Fund included annually in national budget (for 2019, 2020, 2021 and 2022
budget).
All 22 new municipal plans incorporate climate-related risk management considerations.

5.0 50% 5.0

106 福建省漁港プロジェクト（P129791｜2014年度）：異常気象に対する漁業コミュ
ニティの脆弱性を低減。

中国 A 27 • 11,000 fishermen and their families (total 64,000 people) benefit.
• 3,000 fishing vessels protected in ports.
• Improved effectiveness of early warning and emergency systems.

60.0 58% 7.2

107 災害リスク繰延引出オプション（CAT DDO）による防災開発政策融資
（P159351｜2018年度）：ドミニカ共和国の政府が優先セクターの組織・制度を
強化し、気候変動・災害に対する強靱性の強化を支援するとともに、気候変動・
災害リスクを削減するために公共投資及び建設工事において遵守すべき規則を策
定。

ドミニカ共和国 A 31 • 15% of public schools assessed for disaster risk (of 6,500 of total schools).
• 30% of public schools assessed for disaster risk and requiring an intervention are rehabilitated and/or retrofitted.
• 50 out of the 140 identified risk-prone areas (35% of total) in main watershed basins have been prioritized, by

hydrological and hydrometeorological studies, to undergo improvements in water management.
• 25 out of 164 health facilities have been given an operating permit following the approval of technical regulations

assessed using the Hospital Safety Index.
• 80% construction works with a building permit have been supervised and inspected following updated regulations.

150.0 100% 150.0

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェクト
期間(年）

http://projects.worldbank.org/P098078/huai-river-basin-flood-management-drainage-improvement?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P161642?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P161642?lang=en
http://projects.worldbank.org/P110910/south-east-europe-caucasus-catastrophe-risk-insurance-facility?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P127338/climate-resillient-infrastructure?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160628
http://projects.worldbank.org/P129791?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P159351
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Resilient Infrastructure, Built Environment, and Other
# Link to More

Information Project Name (Number | Year/s Loans Approved) and Description Country A/M/a Project
Life

100 Huai River Basin Flood Management and Drainage Improvement (P098078
| FY11): increase resilience of communities to the impacts of climate change,
particularly flooding.

China A 25 • 9,6 82平方キロメートルの土地に洪水対策を導入（農村部・都市部の合計）
• 受益者743万人
• 経済損失が7億9,800万人民元減少（農村部・都市部の合算）
• 444キロメートルの堤防を強化
• 1,023キロメートルの河川を改修

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

200.0 33% 200.0

101 Second Sustainable Development and Green Growth DPL (P161642 | FY18):
support green growth in transport, energy, environmental health and natural
resources to improve environmental quality through reducing PM 2.5 in the
air, strengthening regulations for sanitation, increasing capacity to reuse and
disposing solid waste.

Colombia M 24 • 8つの都市で公共交通機関及び歩行者・自転車専用道路等の交通手段による移動が31％に（バランキージャ、ブカラ
マンガ、メデジン、ボゴタ-ソアチャ、カリ、カルタヘナ、パスト、モンテリア）

• メデジン、イタグイ、ボゴタの7つの監視局において、PM2.5の年間平均濃度が24.4％減少（達成率488％）
• 国家相互接続システムのサービス対象外地域で委託された非在来型エネルギープロジェクトの受益者1万9,837人（達成

率235％）
• 852万6,403人に改善された水資源へのアクセスを提供（農村部のみ）

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

500.0 100% 500.0

102 Climate Change Development Policy Loan (P110849 | FY08): mainstream
climate change considerations into public policy.

Mexico Both 10 • 64万2,000ヘクタールの森林を再生

• 森林再生により、二酸化炭素換算で年600万トンの排出量を削減
• 国内の炭素価格設定戦略を策定
• 10都市及び5州が気候変動行動計画を策定

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

** ** **

103 South East Europe and Caucasus Catastrophe Risk Insurance Facility
(P110910 | FY11): increase access to catastrophe risk insurance through
facilitating the growth of insurance markets.

North
Macedonia &
Serbia

A 22 • 住宅所有者、農業従事者、企業、政府機関の災害保険加入率が2％から10％に拡大
• 住宅所有者、農業従事者、地域政府向けに国内保険会社が6～7種類の災害保険商品を手頃な価格で提供

データは資金拠出完了時点で確定済の成果

10.0 100% 10.0

104 Climate Resilient Infrastructure (P127338 | FY15): enhance the resilience of
road infrastructure against flood risks and the impacts of climate change.

Belize A 25 • 30キロメートルの道路を修復し、12の橋及びカルバート（暗渠）を改善
• 洪水によって道路が寸断される事例を50％減少
• 道路網の近くに居住する17万人の生活を向上

30.0 100% 8.4

105 Disaster Risk Management Development Policy Financing with Cat DDO
(P160628 | FY19): strengthen the institutional and legal framework to ensure
risk-informed sectoral and territorial planning; and increase the financial
capacity to manage impacts associated with disaster and climate-related
shocks.

Cabo Verde A 28 • 統合観光エリアの56 %について、災害・気候変動関連のリスク管理を踏まえた観光客誘致計画を作成
• 毎年、国家予算の一部を国家緊急基金に配分（2019年、2020年、2021年、2022年予算）
• 新たに策定された22の自治体計画の全てが気候変動関連のリスク管理を考慮

5.0 50% 5.0

106 Fujian Fishing Ports Project (P129791 | FY14): reduce the vulnerability of
fishing communities to extreme weather events.

China A 27 • 1万1,000人の漁業者とその家族（合計6万4,000人）の生活を向上
• 3,000の漁船を漁港で保護
• 早期警報・緊急対応システムの有効性を向上

60.0 58% 7.2

107 DRM Development Policy Loan with a Cat DDO (P159351 | FY18): support
the Government of the Dominican Republic in strengthening institutions for
improved climate and disaster resilience in priority sectors; and establishing
mandatory regulations for climate and disaster risk reduction in public
investment and construction works.

Dominican
Republic

A 31 • 公立学校（6,500校）の15％について、災害リスク評価を実施
• 災害リスク評価の結果、支援が必要と判断された公立学校の30％を修復・改修
• 主な流域において、水文学研究及び水文気象学研究によって高リスクと判断された140地域の内、35％に当たる50地

域を中心に水の管理を強化
• 「病院の安全に関する指標（HSI）」を用いた評価の結果、164の保健施設の内、25施設が関連規則を遵守していると

認められ、営業許可を取得
• 建設許可を取得している建設工事の80％を改訂版の規則に従って監督・検査

150.0 100% 150.0

成果目標/b

成果/c

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

IBRD融資承認
額（100万米
ドル） /d

IBRD融資
シェア  /e

融資済額
（100万米
ドル） /f

http://projects.worldbank.org/P098078/huai-river-basin-flood-management-drainage-improvement?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P161642?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P161642?lang=en
http://projects.worldbank.org/P110910/south-east-europe-caucasus-catastrophe-risk-insurance-facility?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P127338/climate-resillient-infrastructure?lang=en&tab=overview
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160628
http://projects.worldbank.org/P129791?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P159351
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強靱なインフラ、安全な建築環境 、その他 Target Results/b

# プロジェクト名（プロジェクト番号｜融資承認年度）と概要 国 Results/c Committed
US$ mil/d

"IBRD
share /e

Allocated
US$ mil /f

108 災害に対する脆弱性の低減（P146965｜2016年度）：:災害リスク及び気候変
動リスクに対するジャマイカの強靱性を高める。

ジャマイカ A 29 • Protection of infrastructure (e.g., bridges, storm drains, roads) from floods directly benefitting about 247,000 people.
• Increase the government’s capacity to better prepare for and respond to natural disasters.
• Reduced to 0 the number of days of interrupted traffic due to flooding.
• 8,350 storm drains retrofitted/constructed and 140 bridges retrofitted.
• 313,000 direct project beneficiaries.

30.0 100% 12.1

109 災害リスク繰延引出オプション（CAT DDO）による災害リスク管理開発政策融
資（P168580｜2020年度）：:災害・気候変動関連のショックが財務面に与え
る悪影響や関連リスクの管理に対応するため、モロッコの組織・制度能力と制
度的枠組みを強化。

モロッコ A 28 • 90% of local officials of the Ministry of interior responsible for the administration of the register trained on the
registration procedures.

• The Government has deployed an online platform for the registration of people affected by a catastrophic event.
• The Government has developed a specific outreach and communication mechanism to inform the population of the

registration procedures for people affected by a catastrophic event, with a specific focus on women.
• 4 provinces covered by an integrated flood risk management information system.

282.2 100% 282.2

110 水文気象サービス近代化（P127676｜2014年度）: 精度の高い気象情報及び
気候情報を適時に発信するための能力を強化。

ロシア連邦 A 18 • >70% accuracy of forecasts for the main administrative centers of Russia.
• > 85-90% accuracy of seasonal river flow forecasts in Volga river basin reservoirs.
• Increased number of sectoral data users data.

60.0 43% 42.9

111 気候変動に対する道路強靱性プロジェクト（P130975｜2014年度）：道路回廊
を修復し、気候変動に対する強靱性を高める。

東ティモール A 28 • Improved drainage conditions along 110 km road corridor.
• 30% reduction in major road damage events.

15.0 16% 13.1

Total Allocated for Resilient Infrastructure, Built Environment, and Other 1,342.2 1231.0

Cumulative Loan Repayments (35.5)

Total Allocated and Outstanding for Resilient Infrastructure, Built Environment and Other 1195.5

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 プロジェクトの目的が気候変動の緩和の場合は「M」、気候変動への適応支援の場合は「A」、その両方の場合は「両方」と記載。

/b プロジェクトの承認時に作成された見積りに基づき、プロジェクトの実施期間（通常は5年間）の終了時点で実現していると期待されるインパクトのこと。本セクションに
記載された指標のほとんどは、世界銀行プロジェクトサイト（http://www.worldbank.org/projects）で公開されているプロジェクト文書に掲載されている開発成果から抜粋し
たものです。記載された情報はプロジェクト全体の成果に基づいており、融資額の横に記載された数字は、プロジェクトの資金調達額全体に占める世界銀行融資の割合を示し
ています。記載された成果は見積りであり、実際のインパクトとは異なる場合があります。また、特定の年度の実際の成果を表すものではありません。定量的な情報はプロ
ジェクトがもたらすインパクトの規模を、定性的な情報は各グリーンボンドプログラムに含まれるプロジェクトが完全な形で遂行された場合に達成される変化の性質を伝える
ことを意図したものです。

/c 終了したプロジェクトの場合、「資金拠出完了」は、プロジェクトへの資金拠出は終了しているが、実施完了報告書（ICR）はまだ公開されていないことを意味します。「資
金拠出完了時点で達成した成果に更新」は、プロジェクトへの資金拠出は終了し、実施完了報告書（ICR）が公開されていることを意味します。

/d 融資承認額は世界銀行融資の内、グリーンボンド適格部分の金額からキャンセル額（報告単位：100万米ドル相当）を除した値。米ドル以外の通貨建ての融資は報告日
（2020年6月30日）時点の為替レートで米ドル相当額に換算。

/e プロジェクトの総額に占める、世界銀行融資の割合。協調融資プロジェクトの場合は、この数字をプロジェクト全体の成果のうち、世界銀行の支援に按分される成果を算出
するために使用します。

/f 融資済額はグリーンボンドの調達資金のうち、プロジェクトに対する融資実行額（報告単位：100万米ドル相当）に配分された金額。
米ドル以外の通貨建ての融資は報告日（2020年6月30日）時点の為替レートで米ドル相当額に換算。

*は、「2020年度グリーンボンド・インパクトレポート」に更新された情報が掲載されていることを意味します。

**「気候変動開発政策融資（P110849）」プロジェクトは融資を完済したため、最新のグリーンボンド・ポートフォリオの承認額及び配分額には含まれていません。

詳細情報の
リンク（英語）

適応策(A)/
緩和策(M)/a

プロジェクト
期間(年）

http://projects.worldbank.org/P146965?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P168580
http://projects.worldbank.org/P127676/russia-hydrometeorological-services-modernization?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P125032/timor-leste-road-climate-resilience-project?lang=en&tab=overview
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Resilient Infrastructure, Built Environment, and Other
# Link to More

Information Project Name (Number | Year/s Loans Approved) and Description Country A/M/a Project
Life

108 Disaster Vulnerability Reduction (P146965 | FY16): enhance the country’s
resilience to disaster and climate risk.

Jamaica A 29 • 洪水からインフラ（例：橋梁、雨水管、道路）を保護することにより、約24万7,000人を直接支援
• 政府の自然災害対策・対応能力を向上
• 洪水による交通寸断が発生した日数をゼロに
• 8,350の雨水管を改修又は建設し、140の橋梁を改修
• プロジェクトの直接支援対象者：1万3,000人

30.0 100% 12.1

109 Disaster Risk Management Development Policy Loan with a Catastrophe
Deferred Drawdown Option (P168580 | FY20): strengthen the country’s
institutional capacity and institutional framework to deal with the adverse
financial impacts and risk managements of disasters and climate-related
shocks.

Morocco A 28 • 90登録簿を管理する内務省の現地担当者の90％に、登録手続きに関する研修を実施
• 大災害の際に被災者を登録するためのオンラインプラットフォームを政府が導入
• 登録方法を被災者、特に女性に周知するための具体的な広報・コミュニケーション体制を政府が構築
• 統合洪水リスク管理情報システムを4つの州に提供

.

282.2 100% 282.2

110 Hydrometeorological Services Modernization (P127676 | FY14): enhance
capacity to deliver reliable and timely weather, hydrological and climate
information.

Russian
Federation

A 18 • ロシアの主要行政センターの予測精度70％以上を実現
• ボルガ川流域貯水池の季節的流量の予測精度85～90％以上を実現
• セクター別データの利用者データを増加させる

60.0 43% 42.9

111 Road Climate Resilience Project (P130975 | FY14): rehabilitate and improve
the climate resilience of a road corridor.

Timor-Leste A 28 • 110キロメートルの道路の排水条件を改善
• 大規模な道路災害を30％減少

15.0 16% 13.1

総額 1,342.2 1231.0

うち融資返済額 (35.5)

「強靱なインフラ、安全な建築環境、その他」への現融資残高 1195.5

成果目標/b

その他の成果/c

融資資金拠出が完了
したプロジェクト
（融資継続中）

2020年度に融資資金拠出が
完了したプロジェクト
（融資継続中）

実施中のプロジェクト
（今後も資金拠出あり）

新型コロナウイルス感染
症対応プロジェクト

IBRD融資承認
額（100万米
ドル） /d

IBRD融資
シェア  /e

融資済額
（100万米
ドル） /f

http://projects.worldbank.org/P146965?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P168580
http://projects.worldbank.org/P127676/russia-hydrometeorological-services-modernization?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P125032/timor-leste-road-climate-resilience-project?lang=en&tab=overview
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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。
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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。

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（(C) 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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