
成果

稲の束を運ぶ男性（ケソン州マカレロン、フィリピン）





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

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

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

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

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

1.00x106
MWh//

3.6x109 MJ
	
のエネルギー又は
燃料消費量を削減	
	

マラウイの2019年の総電力消費量
に相当**

内訳は以下の通り:

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

• 555,000人の農業従事者が農	
	 業資産又は農業サービスを利用

• 11,200人に雇用の機会を提供

•    10,000人の教師を対象に採用又	
	 は研修を実施

160万人
の雇用を支援 12  

に改善された衛生サービスへの
アクセスを提供

305,000人

630万人
に改善された水源への
アクセスを提供	

360万人
に新規又は改善された
電力サービスを提供
	

の追加年間発電量を再生可能
エネルギーによって確保

33GWh

 

17億台 

のスマートフォンの充電に
必要な電力に相当*	

1,200万人
の生徒に学習効果の向上を目的
とした直接支援を提供

950万人
が社会的セーフティネット
・プログラムの対象に
	

が基本的な保健・栄養
・人口サービスを利用

128,600人

の農業従事者を対象に改善
された農業技術の導入を支援

41,000人
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新型コロナウイルス感染症

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

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

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

250万人
の運輸サービスへの
アクセスが向上
	

100万人
及び	

18,800社
に金融サービスを提供	14	

120万人
に改善された
都市生活環境を提供
	

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

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

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

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

達成された成果
 
2021年度は、723件のIBRDプロジェクト16

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

2.20 x 107
MWh// 

7.92x1010
MJ

のエネルギー・燃料消費量を削減	

エクアドルの2016年の総電力消費量に
相当**

内訳は以下の通り

• 453,500人が	
						金融サービスを利用	20	

• 200万人の農業従事者が
	 農業資産又は農業サービスを利用

• 493,200人の教師を対象に 
 採用又は研修を実施

•    960,000人が雇用に繋がる 
     支援を利用

• 300万人の生徒が学習効果の		 
	 向上を目的とした直接支援を利用

• 468,400人が雇用市場プログラム 
	 を利用

 

700万人
が社会的セーフティネット
・プログラムの対象に
	

178,700人
の農業従事者
が改善された農業技術を導入
	

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

440万人
が基本的な保健・栄養
・人口サービスを利用

	

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

	

200万人
に改善された衛生サービス
へのアクセスを提供
	

420万人
に改善された水源への
アクセスを提供	

180万人
に新規又は改善された
電力サービスを提供	

の従来型エネルギー及び

208GWh

の再生可能エネルギーの
追加発電が年間で可能に

5,464GWh

109億台
のスマートフォン
の充電に必要な電力に相当

及び

297,738戸
の1年間のエネルギー使用
量に相当*

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

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

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

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

 

の農業従事者 
が新しいテクノロジーを導入

ペルー:

31,634人

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

中国:

102,497

にエネルギー効率の高い調理
・暖房を提供

及び 

195,697 MWh  
の年間エネルギー消費を削減

モルドバ:

95,063人

の災害リスクを評価

ドミニカ共和国：

1,050 の学校

のPM2.5排出量を削減

コロンビア：

年7.64トン

の自転車用インフラ
を整備	

エクアドル：	

9.12km

ブラジルのサンパウロ都市圏：	 

57の水質監視装置を設置

歩行者・自転車専用道路の
利用者が増加

中国：

年間360万人

17.3km 
の歩行者・自転車専用道路　
を設置

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

二酸化炭素換算
350万トン

2021年度のグリーンボンドプロジェクト22の成果

380
万エーカー

450,000人
及び

10,000社
が金融サービスを利用	21

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

の年間純温室効果ガス
排出量削減を達成***

の米国内の森林の1年分に相当*	

570万人
の運輸サービスへの
アクセスが向上
	

340万人
に改善された都市生活
環境を提供
	

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

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

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

  IBRDの承認額 

4	億	4,	000万米ドル

  プロジェクトの対象者 
地方部の人々、不利な立場にあるコミュニティ

  期待される主な成果 

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

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

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

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

  IBRDの承認額
4,	000	万米ドル	

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

  期待される主な成果 

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

プロジェクト事例  

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


 パキスタン 
固形廃棄物処理の
危機と効率化

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

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

  IBRDの承認額 

1億米ドル	

  プロジェクトの対象者 
貧困層・脆弱層

  期待される主な成果  

• 排水路を清掃することで10万人を病原菌や洪水リスクから
保護

• 廃棄物管理の改善により、50万人に改善された都市生活
環境を提供

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

 ジョージア 
地方のインターネ

ットアクセス向上

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

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

  IBRDの承認額
4	,	000	万米ドル

  プロジェクトの対象者
十分なサービスを受けられない地方部のコミュニティ

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

• 地方で利用できるブロードバンドサービスの単価を50％
削減

• 5,	000kmの光ファイバーネットワークケーブルを敷設
 

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

ジェンダー平等の実現
に向けた世界銀行の取
り組み

 アンゴラ 
女子のエンパワーメ

ントとすべての人のた
めの学習の向上

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

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

  IBRDの承認額
2億5,000万米ドル 

  プロジェクトの対象者
青年期の女子と若者 

  期待される主な成果  

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

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

世界銀行グループは、新型コロナウイルス感染症の世
界的流行と、この危機が女性と女子にとりわけ大きな
影響をもたらした事実をふまえ、ジェンダー戦略を強
化し、コロナ危機からの円滑な回復を目指しています。
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 インド 
ケララ州の強靱性向上

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

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

  IBRDの承認額 

1億2,500万米ドル

  プロジェクトの対象
貧困層、脆弱層、女性	

  期待される主な成果  

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

• 地方政府機関による気候変動への適応と緩和のための投
資が20％増加

• 洪水の早期警報サービスと洪水対策を通じて480万人を
保護

 フィリピン 
利用者の視点に立った
社会的保護の提供

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

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

  IBRDの承認額
6億米ドル	

  プロジェクトの対象者 
低所得の女性

  期待される主な成果 

• 440万世帯に給付金を提供（内、396万世帯は女性が受領
者）

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

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

 トルコ 
公共施設のエネ
ルギー効率化

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

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

  IBRDの承認額 

1億5,000万米ドル	

  期待される主な成果  

• 二酸化炭素換算で年22万5,000トンの温室効果ガス排出
量を削減

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

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

 ブラジル 
パライバ州水資源管理
とサービス提供の改善

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

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

  IBRDの承認額 

1	億2,700万ドル

  期待される主な成果  

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

 中国 
長江上流域の森林生
態系改善プログラム

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

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

  IBRDの承認額 

1	億	5,000	万米ドル

  期待される主な成果  

• 30年間に二酸化炭素換算で2,352万トンの温室効果ガスを
吸収

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

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

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

プロジェクト別レポート  
グリーンボンドプログラムは100件を超えるプロジェクトで構
成され、2015年からインパクトレポートを発行しています。レ
ポートの作成に当たっては、グリーンボンド原則と、世界銀行
もメンバーであるインパクトレポーティング・ワーキンググル
ープの後援により作成された、「インパクトレポーティングのた
めの統一フレームワーク」並びに関連するグリーンセクター用
の報告書式を使用しています。
サステナブル・ディベロップメント・ボンドプログラムは平均
600～700件のプロジェクトで構成され、2019年にインパクト
レポートの作成を開始し、毎年内容を充実させてきました。将
来的には、例えばセクター別の書式を採用する可能性もあり
ます。現在は世界銀行のセクター区分に従ってプロジェクトを
分類しており、すべてのプロジェクトがSDGsにマッピングされ
ています。
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