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加臼 日
はじめに
グリーンボンド市場の急速な発展にます
ます多くの投資家が強い関，らを寄せてい
まt

関心が強まるにつれ、グリーンボンド市 されたものでt 以下の各章ではグリーン
場に関するわかりやすい情報が必要と ボンドとこれまでの債券との違いが明
なっていまt 本書はそのような要望に 確になるよう意図しています。また、グ
応えたもので、比較的新しいこの金融 リーンボンドが温暖化対策の新規資金
手法の基本を説明し＼グリーンボンドに 源 となる可能性についても考察してい
関心を持つ人の理解が深まるよう作成 まt

免責事項
本書は証券の勧誘を目的に作成されたものではありません。
本書の文章中、実存する具体的な証券についての記載がありますが、一般的な情報提供を目的としたも
ので、証券の勧誘を目的としておりません。また、本書に記載された証券は、一部の資本市場では販売が
許可されていない場合がありまt

はじめに 5
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園
ィ量田士乞ィ汁 t＋ン 117 ウ ．� 様々なリスクを調査しまt たとえば発
詰 ム ー，-：気 → M ,JL う 行体の迄湘度（cre蔚twor訪iness）、格付け
収益との関係は？ 機諭こjgる羅浴毛董薪勤断行新

になります く例 ：フイッチ、ムーディーズ、
債券の発行は企業だけでな スタンダード＆プァーズ）o

く、政府や国際機関等様々な

主体が行うことができま嵐 投資家が債券を選ぶ理由は？
ここからは債券を発行して借
金をする組織を 「債券発行 投資家が債券への投資を選ぶ
体」と呼ぶこととしましよう。 理由はいくつかあり得まt

債券の購入に際して、投資家は1）スク たとえば固定金利債券は一定の金利を
に見合った収益 （金利収入）を求め 一定期間、定期的な支払いで受けること
まt 多くの投資家はリスク許容度を ができるものでt これなら見通しがつ
設定しており、リスク調整後の収益を きやすく＼他の投資よりもリスクが少なく
べンチマークや参考指数と比べまま� なりまま キャッシュインフローの見通し
多様な投資機会のリスクを判断する がつきやすいことは、変動が激しくリス
うえで、投資家はデューディ1）ジェン クの高い他の投資と比べて、債券が有利
スと呼ばれる自らの精査をはじめ、 な理由のーつで玄

8 グリーンボンドとは 7



黒誌ッ犠耀翁 磐灘菊燃環
ていまt この債券発行により調達され

債券の発行体は民間企業、国際 た資金はサンフランシスコ湾岸地区の
挑 闇 ／,＼ 且 日 仕 f市 』1.1.1 岡 1 か 橋梁や有料道路の建設や保守整備に使
．→．ノり、一 ／、一 ・・ ＼・・－、… … －’ われます1。

ど多岐にわたりまt
社債

債券を発行して販売するためには、発行さ
れる市場や国ごとに異なる必要条件を満 民間企業が発行する債券は社債と言わ
たすよう、複雑かつ多くの手J頃を踏むこと れます。社債は商品設計に柔軟性があ
が必要でt 図1と2はブラジルと中国で り、保険会社＼銀行、へッジフアンドなど
社債を発行する際の必要条件の例でt 機関投資家向けや個人投資家向けの

発行も行われまt たとえば、心臓ペー
債券発行体は財務情報を金融当局、信 スメーカーを製造するメデトロニック社
用格付け会社、投資家に開示することが は、手術器具メーカー買収費用調達のた
必要でt 債券発行休はこうした債券発 め、2014年終わりに170億米ドルの社債
行手続きを主導する引受会社を指名し、 を発行しました2。
様々な用件を満たしながら発行手続き
を進めまt 国際開発金融機関の債券

公共債 その他の発行休としては国際開発金融
機関 （multilateral develoPment banks:

地方自治休を含めた政府が発行する債 MDBS）や国際機関があります。たとえ
券は公共債と呼ばれ、中央政府が発行 ば、第1回の世銀債を1947年に発行した
した場合は国債となりまt たとえば、 世界銀行は、最近では画期的な40億米
北部カリフオルニア州のべイエリア有 ドルの償還期間10年の世銀債を発行
料道路公社 （Bay Area Ton Authority: し、世界中の多様な投資家から資金を得
BATA）は2014年12月に8. 1億米ドルの ていまず。

イタリック体の金融用語は50-51ページの用語解説に示されていまt

1．債券を理解しよう 9



ーー』い ― 、 や ＿’ 図 1

1 一ーア → 」ダ ’ ■1 ブラジルでの債券の発行

出典：Leal,mcardo P C.,and Alldrc Caxvalhal

での債券発行 da silva,&&The DeveloPment ofthe Br既ilian Bond
Market,,,mDB(Inter-AlllericanDevelopmentBank)

p叩er, IADB，やんShington,DC,October 2006.

0戸 0. り
発行体が引受 ブラジルの デユーディリジェンス

主幹事会社を指名 金融当局への発行申請 （精査手続き）
ブラジル証券委員会（CVM)

●即 し ox
発行体財務内容を開示 扼認された場合 当局から承認

発行登録に されなかった場合
関する公式発表 不服申し立てを

含めた対応を検討

0.11. り 0団
格付けの取得 債券の発行 上場の維持の手続き
（必要に応じて） サンパウ口証券 情報の継続開示

投資家が非公開の年金 取引所に債券を上場
基金の場合はルール
上格付けが必須

10 グリーンボンドとは 7



図21 司ら 「F 】
中国での債券発行 ■1円に日
出典：ADB(AsianDeveloPmentBank),AS五月N+3 __ ，士 → けh ノ＿
Bondル飯沃けGuide.(Manila: ADB,2012)9 %v ノ■只 刀ール ■」

&&Introduction on CorPorate Bonds,,&Shanghai Stock
Exchang,accessed NoM 1 1,2014,httP://english.sse.
com・cn/listing/bonds/corPorate/overview/.

り 0－ し
発行体が引受 中国金融当局 決定
主幹事会社を指名 への発行申請 承認あるいは否認

中国証券監督
管理委員会にSRC)

●じ o..h ●日
債券の規模決定 格付けの取得 発行体の情報開示
発行額上限は発行体 中国には信用格付け 目論見書、発行証明書、
純資産の40％まで 機関はB社存在。中国の 監査済財務諸表等の作成

中央銀行がそれらを監督

●→ ● 。 0.__.一国 ンノ ー幽
上場申請 債券の発行 発行目的

上海または深1)11証券 中国証券決済機構（CCDc） 債券発行により調達された資
取引所。上場先取引所 が中国の証券 金は国の産業政策や中国証券
の選定には規制無し 決済保管振替機関 監督管理委員会への届出内容

に沿って佼われることが必要

1．債券を理解しよう 11



国際金融市場における債券の位置づけは？
世界全休で株式と債券を合計 最大の市場はアメリカ合衆国 （32%）で、以下
した金融市場規模は2010年 �欧 （30%) ＼日本 （12%）と続き、図男こ示す
に212兆米 ドルで、債券はそ 通りでt 新興国の金融市場は約17％で最も
の44％である93兆米 ドルに 急速に伸びており、なかでも中国とインドが急
達しました。 成長していまt

図3
地域別金融市場規模 （2010年）

_ � ヨー口ッパ
つJ. ．よム血m, ，伽， 」d国国国国国b 嘉云， &1 212兆米 ドルアメリカ合衆 国 31.9％ 」d 日日日日日日図 30.1%-

」日日日日日日日日冒 ― ■ 5りK米ドル：
」日日日日日日日日日冒 ― ■ 株式時価総額

月日日日日日「 ― ■ 6りK米ドル：
図日日日日日『 ― ■ 融資残高

その他ァ級理 n,d園日LI ■，跳米限
占ま ら二．&，ズ■て論，1 日日日日日日日自h 国d ― 債券発行残高中東・アフリカ 2.0%1日日日日日日日日日昌 1 沢万冗‘Jノ刃刊

甲日 Lo-I0 1 喝国国日国p 日本 11 .7%-

その他先進国 8.7%1

1 2010

出典：Roxburgh,Charles,Susan Lund,and John Piotrowski,&&M叩Ping Global C叩ital Markets 20 1 1,,&

Mchns即Global Institute UPdated Reseaxch(Mchns即＆CompallメAugust 201 1),based on data from
theBankforInternationalSettlements,Dealogic,Securitieslndust ワ andFinancialMarketsAssociation

(SIFMA),Standaxd&Poor&s,andMchnsヴGlobalBankingPOols.
&CEE,Cis：中央 ・東ヨーロッパ、独立国家共同体

12 グリーンボンドとは 7
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新興国市場の状況は？ 地図1

アジア太平洋と中南米が最も大きい新 代表的な地域の金融証券市場
興国の金融市場でt その他の市場であ 《2014年）
るアフリカ・中東・ロシア・東欧・中央ア
ジアの総合計に比べても、両市場の時
価評価の合計は、株式市場で20一30倍、
債券市場でも4一5倍という大きな規模に
なっていまt

国際 －」 雪

■ 非金融 、 亀 ■
― 鰍 日日日日

日日日 ゴヒ開災 畷義 γ ， 日日日日

単 4立十億 米 ドル （2旧4年基 準） 日日日

出典 ： 協、 日日
背景地 図 ：IBRD WLD41787 ， 日日日

2015 年 8月。 日日日 で

データ出典 ：国際決済銀行、Bls四半 ー 日日 込
期 ンどユー、2014 年9月 （Basd:BIS ， 」日日日日日日日日し 日日日

2014）、国際取引所連合（WFE）デー 』日日日日日日日日日昌 日日 日図

ダ ノ又ー 人 《httD:ljYVWW ふyV0rid-exChallgeS. 国日日日日師 ヨ 盛 h ロ日日日日日 日日日 日日日

org/statisticss ）、フイナンシヤル タイ 1 日日日日日日日日日『 日日日 日日日

ムズ紙データべース（httP://markets. 1国国口「 日日」日
ft.com/researchり。＿し．___AL,_____----/U 拭 称

注：地図上の株式の数字は当該地 奪 廻
域の主な途上国の市場の時価評価
の総計。債券の数字は発行残高を
示玄

14
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アジア太平洋の債券市場

アジア太平洋の債券市場は新興国市場
のなかでも最大規模で、これは主に中国 0\
で伸びている4.3兆米ドルの債券市場に
よるものです。この地域はまた、拡大巾
の国内・国際債券市場を持つ途上国が
最も集まっている地域でもありまt

地図 2 門
ァジァ太平洋債券市場の代表的な国々 三 ミ
2013一2014年 コ 雪

国U 一
2013 2014

出典 ：背景地図：IBRD SOA41789,

2015年8月。著作権世界銀行。地図
佼用には事前許諾が必要。データ
出典 ：国際決済銀行、BIS四半期
ンビ‘ュー、2014 年夕万 （Basel:BIS,

2014）。スタン外 ド＆プァーズ社の ア
信用格付けは2014年9月28日時点0 /
注：金額の単位は十億米ドル。地図 誘 5 /
上の債券の数字は発行残高を示 t 当 曾 ＿ ／ ノ

国際 日日日 日日日 1 －『 r ‘ し一一一」ン／

日日 非金融 日日日 日日日 ＼ 守宇的り ／

日日 金融日日 工聞玉 2013 2014

■ 政府債券

16
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U巨プ
ラテンアメリカの債券市場

ラテンアメリカのいくつかの国では国内
債券市場が急速に発展しており、海外投
資家もそれらの国々の国内市場で発行
される債券 （国内債）への投資を拡大し
ていま玄

地図3 ; ＿声み
ラテンアメリカ債券市場の代表的な国々 雪 盆 （bbb+k兄週し・1
2013一14年 ＼女疋判）/

偏偏偏編 需編需偏偏 ＼×ーーノ／

2013 2014
出典：
背景地図：IBRD LAC41788,20巧年8月。著作権
世界銀行。地図佼用には事前許諾が必要。
データ出典 ：国際決済銀行、Bls四半期ンどュー、
2014 年夕万 （Basel:BIS,2014)0 スタンダード＆

プアーズ社の信用格付けは2014年9月28 日時点。
注：金額の単位は十億米ドル。地図上の債券の数
字は発行残高を示嵐 ひ の

国際 1 .. ,＿、＿. 1

日日 非金融 日日日 日日日 ＼安定的） /

■ 金融 2013 2014

■ 政府債券
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1."San Francisco Bay Area Toll Bridge Revenue Bonds," Bay Area Toll Authority, Dec. 9, 2014,

http://emma.msrb.org/ER818648-ER637347-ER1 038975.pdf.

2. Medtronic, "Medtronic Prices $17 Billion in Private Placement of Senior Notes,"

press release, Dec. 1, 2014, http://newsroom.medtronic.com/phoenix.zhtml?c=2513 2 4 &p=

irol-newsArticle&ID= 1993937.

3. World Bank Treasury, "World Bank Raises USD 4 Billion in a Landmark 10-Year
Global Bond," press release, Nov. 18, 2014, http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/

USD_4BillionLandmarkGlobalBond.html.
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なぜ国際開発金融機関が
先んじてグリーンボンドを
『し2一，山 一 L．ら 世界銀 行 （International Bank for
7-& － 一 －一 －－一 － Keconstruct10n and Uev 七10pment ：国

国際開発金融機関。《：グ1）ーンな」プロ墜李讐発響し照生！響W害ま型異陣里平��1竺男災 ‘ご＿了 1 &.aブ、七二 めて 「グリーンボンド」という名称の債券
ジェクトの資金を得るため、先んじてグ’ J 森戸，玉一，,_Aハ品 二ニ 話 ニ 4二上－---
」与示りF荻が巌簾。／「‘「－&‘讐繁た些響8先三独零誉rノり’ノ’しjレ’Jv いv‘→ デンクローネ く約4.4億米ドル相当）とい

う規模でした6。初のグリーンボンドを発
日日日日日日日日日日日日日日 行した理由は三つありまt
ア71， カ開発銀行 低伝→ DevefoPment ’第一に、スカンジナビアの年金基金が
BおIk:A伯 B）は加盟国の開発ニh ズに応 温暖化対策支援目的で資金調達する
える国際開発機関で、初のグリーンボンド 債券発行を求めたこと。これは社会的
を20 13年1 0月に5億米ドル発行しました。 責任投資 （sustainable and resPonsible
これはクリーンエネルギーボンドを日本で inVesting: Sm）に関心を持つ投資家の
個人投資家向けに販売した経験に基づく 要望に応えてきたIBRDの努力とも一
ものでず。グリーンボンド発行で得られた 致するものでした。
資金はアフリカの包括的で持続可能な開 ＿竹一，- ：日睡ル糾雄爪次ム羽嶋，－甘立c
晃載還云／様籰＼＼沢論騰花罫”菱禁輿堅杖善案熊鶴［夢新些勢明vゴ竺ゲ作―そ見ィ＼j リ’L＼して平吸‘し戸” を起こすという世界銀行の戦略とも一
策プロジェクトに利用されていま玄 云1二 ，、ぞ，に ’-&---.-~&---米ノHノ山ノ‘－作牛リ用し’LLv’ふ’0 致していました。

・第三に、温暖化の緩和と適応プロジェ
クトに焦点をあてることにより、世界
銀行グリーンボンドは途上国がどのよ

欧州投資銀行 （EuroPean Investment うに温暖化対策をとれるかにつき投
Bank:EIB ）は6億ユーロの「気候問 資家の間や金融業界で意識を高める
題への認知度を高めるための債券」 ことに貢献しました。

(Climate AwareneSS Bond）を2007年に
発行し、再生可能エネルギーと省エネル
ギーに焦点を当てました5。� この債券 20巧年6月末時点で、世界銀行 （IBRD)
は一般的な固定金利債券ではなく、 は合計85億米 ドルのグリーンボンドを
金利が株式指数に連動するものでした 100回、18種類の通貨で発行し、調達し
（このような債券はストラクチャー債ま た資金は約70のプロジェクトで途上国
たは仕組債と呼ばれます）。 の適応・緩和目的に使われていますL

24 グリーンボンドとは 7



� 蘇
日日日日日日日日日日日日日日 で38億米ドルを資金調達しています8。

温暖化対策は IFC の戦略的優先課題
国際金融公社 （International Finance で、2005年から1 30億米ドル以上を温暖
CorP0ration:IFC ）が初めてグリーン 化対策プロジェクト支援に供与してお
ボン下を発行したのは2010年で、温暖 り、そのうちの一部はグリーンボンドで

化対策のための固定金利債券を求める 資金を調達していまま
投資家の要望に応えたものでした。IFC …
の第一回発行時はまだ投資家の需要も ■■■■■■■■■■■■■■■■

」、さく、発行額は比較的小規模でした。
投資家が温暖化への関心を強めるにつ 他の国際機関や政府関係機関でグリーン
れ、IFC は需要に応えて発行規模を拡 ボンドを発行した組織としてはアジア開発
大していき、2013年には償還期間3年の 銀行（Asian DeveloPment Bank:ADB)9、
グリーンボンド10億米ドルを2回発行し 欧州復興開発銀行（Eur0Pean Bank for

ました。これは当時の市場では最大規 ReのnstructionandDevel叩ment:EBRD)10、
模の発行額でした。これまでにIFCはグ 北欧投資銀行（Nordic Investment Bank:
リーンボンドを37回発行し、9種類の通貨 NIB)11 がありまt
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長きジ干4素nl 催野づと雪因電幸裕も飛乞くン4素 任投資を希望する投資家のため、グリーン死 打 体 の 貝 玉 詞 逢 戦 防 王 体 ・＼以貝t 州王 ・り以只の一 告り、／&j ノ
’ニ云 ；1 － が ．. －ご 玉 に ．いに ボンドを発行しました。国際開発金融機
レしの り 97 ソ ー ノ り％ノ 「W 関として、IBRDはすべての加盟国に同一の
位籮づけは？ 融資条件を適用ばおり、融資条件は資金

調達にかかるコストに手数料のスプレッド
片 ，、 、，ポ 、，1。爪 � 手日，ーレh を数パーセント上乗せしたものでt IBRDグリーンボンドの登場により、 汽撃／「比型片誉－丘てでど登ど登些ど

－一 →’一→’ノ’ グ1）ーンボンドは世界銀行の債券発行プ
発行体は自らの環境問題への ログラムの一部毛グリーンボンドにより調
取り組ぼ姿勢をより鮮明に打ち 達された資金による世銀の融資条件は、
5. , ＿、＼に事，,＿、 ，＿、 ，＿、 ， 世銀債により調達された資金によるその出すことが可能になりました。 価万藤鹸貧府 ··二み癖豪気－&---

たとえば＼世界銀行 （IBRD）は自らの債 IFCの場合、グリーンボンド資金は再生
券発行プログラムの一部として、借り入 可能エネルギーと省エネルギープロジェ
れ加盟国の温暖化対策支援と社会的責 クトに使われていまt

一
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編 ．
グ IJーンボンドのプ口セスとは？

世界銀行 （IBRD ）のプロセスを例にとると、大半のグリーンボンド発行体が踏む
手J―原は4つに区分されまt

●
プロジェクト選定基準の決定。発行体は プロジェクト選定プロセスの確立。グリーン
グリーンボンドで調達した資金でどのよ ボンド資金を利用するプロジェクトを含
うな 「グリーンプロジェクト」を実施する め、すべての世界銀行プロジェクトは厳
のか決定しまt 世界銀行では、低炭素 格な審査 ・承認プロセスを経ており、
への転換を助けるプロジェクトや気候変 たとえば初期段階のセーフガードスクリー
動の悪影響への耐性を強めるプロジェ ニング、将来の環境 ・社会インパクト
クトに佼われまt 選定基準が一般的に の特定と対応、世銀の理事会から承認
許容される内容であることを投資家に対 を得ることなどです。その後、承認され
して証明するため、グリーンボンドプロ たプロジェクトを環境専門家が選別し、
ジェクトの選定基準はしばしば第三者が 世界銀行の選定基準に合致するグリーン
査定しまt 世界銀行のグリーンボンド ボンドプロジェクトを探しまt
選定基準は投資家との協議の結果決定
されたもので、オスロ大学の国際気候 ・
環境研究センター に ICERO）の第三者
レビューを受けていまt CICEROは、
世界銀行のガバナンス構造に加え、世界
銀行の選定基準は温暖化対策プロジェ
クトを選ぶうえで十分な基準となってい
ると結論しました。
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b 繰
●

資金の分別管理。グ1）ーンボンドの発行 モニタリングと報告。債券発行休は 「グ
体は、グリーンボンドで調達した資金を リーンプロジェクト」がどのように実施さ
どのように他の資金と分別して管理し、 れているかをモニターし＼グリーンボン
融資実行時に払い出すかを開示しまt ドで得られた資金がどのように使われて
世界銀行はグリーンボンド発行で調達し いるか、どのような持続的環境インパク
た資金を特別の口座に入金し＼適格なグ トが期待できるかを投資家に報告しま
1）ーンボンドプロジェクト融資に佼われ t グ1）ーンボンド資金が使われている
るまでは流動性資金運用基準に沿った プロジェクトの要約と主要な効果指標は
安全な運用をして管理しまt 世界銀行のグリーンボンドウェブサイト

に掲示されており、関連文書や更に詳細
なプロジェクト情報へのリンクも貼られ
ています12。
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騰 鱗

グリーンボンド原則とは？

市場が急拡大するにつれ、市場関係者はグリーンボンドの定義や
プロセスにつき透明化を図りたいと考えるようになりました。こう
した要望に応えるため、初期の主な発行体であった国際開発金融
機関の経験に基づき、国際開発金融機関と民間金融機関が共同
で2014年初めにグリーンボンド原則 くGreen Bond PrinciPles:GBP)
を作成しました。これはグリーンボンドの発行に関する初の業界
自主ガイドラインです13。

2015 年3月に発行されたGBP第二版で GBPはグ1）ーンボンド資金を使うのに適
は、透明性、情報開示、誠実な報告�務等 切なプロジェクトとして大きく8つのカテ
に関する項目が改訂されました。GBPでは ゴリーに分け、以下を挙げていますがこ
債券発行により得た資金の管理方法、情 れに限定されないとしていまt
報開示、投資家への報告方法等につき指 ・再生可能エネルギー
針が示されていまt これはグリーンボン ，『＿＿、，,,,J 『＿＿、一＿ ,L，→人一滋石ら労範漏蘇 あ読詠こ ・省エネルギー（省エネ建築物を含む）
ガイダンスを与えることを意図したもの毛 ’持続可能な廃棄物管理
グリーンボンドへの投資がどれほど環境 ・持続可能な土地利用 （持続可能な林
改善効果を生むのかを投資家が判断でき 業と農業を含む）
る情報を提供するガイダンスも含みまt . 生物多様性保全
国際資本市場協会 （International CaPital _A, ， 、，れ、欠払ニ’りr&, ’■－//J.’ープ ×－；二にースーて二こてジニ ・クリーンな運輸Market Association:ICMA）がGBPの事 ノノ ー・ふ→相・

務局機能を果たしており、債券発行休、 ”持続可能な水資源管理 （水質浄化ま
投資家、引受金融機関、その他市場参加 たは飲用水を含む）
者のとりまとめ役となっていまま ・温暖化への適応
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ず機 図
どうすれば確実に 「グリーン」？

債券発行体はどのような環境プロジェクトにグリーンボンドの資
金を佼うかを決め、ビジネスモデルに応じて投資家に資金使用状
況を報告しまt

過去の発行体の実務やGBPに基づき、グ グリーンボンド市場は発行休の自主的
リーンボンド発行休は自分たちの業務慣 な情報開示、セカンドオピニオン、研究
行に即してグリーンボンドに関する独自の 者によるコメントも参考にしてきまし
定�や発行プロセスを考え出していまt た。他にも投資アドバイザー、公認会計

士、技術の専門家、マスコミ CICERO
投資家はグリーンボンド購入を検討する のようなNGO 、英国のChmate Bonds
うえで発行体から十分な情報提供を受 Initiative 、ノルウェーのDet Norske
けることを期待し、たとえばどのようにグ VeritaS(DNV) ，ドイツのOckom，カナ
リーンボンド資金の佼途をモニタリング ダのSustainalytics、欧州のVigeoなども
するか、グ1）ーンプロジェクトの効果をど グリーンボンドに関する情報公開のあ
のように幸浸告するかということを含ぼま りかたについて見解を公表していまt
ま 気候リスクに関する投資家ネットワー また、いくつかのグ1）ーンボンドインデッ
ク（Investor Network on Climate Risk： クス （例 ：Barclays/Morgan Stanley
1 N C R。C e re 5により組織された北米の Capital International[MSCI],Standard&
NPOで持続可能性に関するアドボカシー Poor&5,and Solactive）はグ1）ーンボンド
団体）は、発行体や他の市場参加者への に関する有用なべンチマークであり、
ガイダンスとし毛 投資家が何を期待する グ1）ーンボンドの定義やプロセスに関す
かを文書でまとめて公表していまず4。 る透明性確保に役立ちまま
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発行体の種類別のグIjeeンボンドの例は？ は水質浄化、省エネルギー、土壌回復な
どの環境プロジェクトに使われます18。

／糒器［髪者最誌／雇／数 …
体が自分たちのビジネスモ分 レや慣行に 二国間開発援助機関等
即したグ1）ーンボンドのプロセスを考案し 一→＿～、ル＿ ，、、→→一け＿一→。口，＿上。
亡r ニ互‘力な二乳＼二て，二二二こ，&1こ 複数の先進国が運営する国際機関に対ていまt 多くの発行休は投資家と共同 賢ご ーごごこてしこコこご二て誉買嬬器二二コニて、ノ ’てL亡ニ竺二J入二4％に二こニニ して、先進国が単独で運営する援助機関でカテゴリー、対象プロジェクト、情報開 ズご乙二ニ景ニ真＜なニ丁二二，二：2て望～Nこ‘ソ易二基J ゴ芸ジ，＿二してJジ、ジ月二：jIJ は二国間開発援助機関と呼ばれまt示、報告�務のありかたなどを決めてい vい一口‘刊一j「→げJ■～N-Jv → “一’0

きました。以下のような例がありまt カナダ輸出開発公社は3億米ドル、償還
業撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲挙還挙業弾還挙業弾還挙業弾還挙準 期間3年のグ1）ーンボンドを2014 年1月

市、州、国有企業’ ＼殺／霧論レ潔繋真ず
カナダのブリティッシュコロンビア州 トへの融資として資金を使用します1%

堕妙些讐然で邑型序。、，，興』発金融’(KfW）は「Leader、hiP in Encrgy&Environmental J,-’、’里誉児巴晋ク竺 誉きだ どグr ニ乃＿_:__&T崩 乃，Aハ友k ち士槙ナァれ俵 リーンボンドを2014年7月以来発行してDesign(LEED）への合格を支援するため、 こ」ーノご“ごこ’二fどご丁‘旦でt 奮ソどと
うn，為力口，－うら」磐山ぼHP，仁爪滑興什。。日 おり、たとえば15億ユーロの期間5年の2014年7月に2.31億カナダドルの償還期間 りY、1サ んは1り昼ー 巳り胡‘目’十り
。っ体ハH、1＿、1 ミこPち欧仁，士，一石A- － 債券で得られた資金はKfWの再生可能32年のグリーンボンドを発行しました15。 ―貝ォ 「1寸リ’・j［只工vd.AIWり付工円。。

エネルギー、特に風力と太陽光発電へ
スウェーデンのヨーテボリ市は、スウェー の投資に使われていまず％
デンのスカンジナビスカ・エンスキルダ・ …
ノくンケン（SEB銀行）と共に、5億スウェー ＿.，嚇 』－，せ，％林合襲デ芽石コる清裁糫Ygジう立、水道、ガス等公共事業
ボンドを発行し、公共交通、水管理、エネ� 米国首都のDc ウオーターは3.5 億米
ルギー、廃棄物管理に資金を佼用する予 ドル、期間100年の債券を2014年7月にグ
定でず 6。 1）ーンボンドとして発行し、これは河 11浄化
南ア71， カのヨノ×ネスブルグ市は2014年 のプロジェクト費用の一部となりまず 1。

6月に1 4.6億ランド、償還期間10年のグ フランスのGDFスエズは過去最大規模の
リーンボンドを発行し、ノくイオガスプロ グリーンボンド、25億ユーロ（約34億米ド
ジェクト、太陽熱温水プロジェクト等に ノの を2014年5月に発行し、得られた資金
資金を利用予定で、低炭素社会と自然 は再生備 旨エネルギーに使用されまず2。
資源の保全を目指しますIL

民間企業
マサチューセッ州はグリーンボンドを二
回発行したことがあり、1億米ドル、償還 米国フロリダ州の不動産会社リージェン
期間20年のグリーンボンドを2013年6月 シーセンターコーポレーションは2.5億米
に、償還期間が5年から17年のグリーン ドルのグリーンボンドを2014年5月に発行
ボンドを2014年9月に発行しました。資金 し、得られた資金は全米グリーンビル評
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議会の省エネ基準に合格するショッピン ボンドを発行し、得られた資金は風力、
グモールの建設費用に充てられまず 30 太 陽光、地熱 などの再生可能エネル

ギーや省エネルギーのために使ってい
トヨタフアイナンス株式会社 （米国）は まず も
17.5億米ドルのグリーンボンドを2014年
3月に発行し、得られた資金はトヨタの電 オランダのABN アムロ銀行は5億ユー
気自動車、ハイブリッド車、低公害車の購 ロ、期間5年のグリーンボンドを2015年
入を希望する消費者へのローン原資に充 6月に発行し、得られた資金は省エネ住
てていまt このグリーンボンドの投資家 宅の住宅ロース 家庭用ソーラーパネル
に払われる金利は上述の消費者ローンの 用ロース 持続可能な商業建築のために
パフオーマンスと連動する仕組みでず4。 使われていまず 6。

YES銀行はインド4位の民間銀行で、
銀行 100億ルピー、償還期間10年のグリーン

インフラストラクチャー債券を2015 年
バンクオブアメリカは2013年n 月に5億米 2月に発行し、得られた資金は再生可能
ドル、2015年5月に6億米ドルのグリーン エネルギーに使っていまず 7。

譲 阪
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グリーンボンド市場は
どのように拡大した？
どのような発行体？

グリーンボンドの市場は

2010年の約40億米ドル
から2014年の370億米ドル
へと拡大していまt

前述した通り、EIBは初の気候関連債券 3倍近くになり、民間企業、電力等公益企
を2007年にスぼラクチャー商易（仕組債） 業、その他政府関係機関がグリーンボン
という形で発行しました0 2008年には、 ド市場に参入し、いくつかの発行休は発行
世界銀行が史上初めて 「グリーンボンn 規模を劇的に増やしました（図4参照）。こ
という名称で固定金利債券を発行しまし の趨勢は2014年も続き、グリーンボンド
た0 2010年には、IFCなど他のMDBや公 市場の規模が370億米ドルを越したとき、
共団体 （政府、政府系機関、地方公共団 うち半分はトヨタなど民間企業やマサチュー
体）もグリーンボンドを発行しはじめ＼合 セッツ州など公共団休でした020巧年7月
計約40億米ドル相当の温暖化対策債券が 半ばの時点毛 20巧年のグリーンボンド発
発行されました。この総額は2013年には 行額は約230億米ドルに達していまま

照 物
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図 440
発行体種別のグリーンボンド発行

国日日日日日日日日日日日日

国日日日日 云云云云云云 ―

;2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

― 多くの投資家は、投資活動の一環としてグ 数年 後、チュー リッヒ保 険会 社 （スイ

1 リーンボンドに投資しており、温暖化対策 ス）29とミロヴア社30という環境投資部1 に関心を持つ人々の要望に応えていまt 門を設置したナティクシス投資顧問会社1 グリーンボンドのぼで運用する投資信託 （フランス）は、それぞれ10億米 ドルと

（ や、一定割合をグ1）ーンボンドで運用する 10億ユーロのグ1）ーンボンド投資枠を設

― 投資信託も存在しまt 日興アセットマネ 定しました。2014年末と20 巧年初めに

― ジメント社 （日粽 は、2010年に日本の個 は、ノくークレイズ銀行31とドイッ銀行32がそ
― 人投資家向け投資信託である「世界銀行 れぞれ10億ポンドと10億ユーロのグリーン

1 グ「－「7「「髄組「し「い‘ず50「「ド投資枠を設「し‘した。
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グリーンボンドを グリーンボンド
買うのは誰？ 発行体の変化は？

グ1)－「ボ「「の最大の投資凱馬落認 ち登窓／＼こ
家層は欧州で、次に日本と南北 発行体が多様化したため、投資家に対し

ァ刈カ大陸の投資家層でt/ ／霧留／／勝讐翼混鼠＼ざ
;／稽9藍洗繰「言鷺＼嵩急晶識鑑；器脱竺製を
/／環戴鳶黙？\\／澱鰻鰻鱗珍

/1熱（難獲1

1 織
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一～％一一 投資不適格投資適格 一ででこ二に，.J人→一‘H または無格付け
f →mmmmmm出累累累累累累累累A累累累累累累累累州mmmmm締 グ難縦→→照照池照照→→艦難父

格付け＊ AAA AA A 66B &B6B 格付けなし 合計

MDBS 12B 1.314 ■0

要恕」1 曾
ガス、電気、
�範異事業 n2.32.8w100

- ― 司国ト
蝶 2.00.71.35.79.7

商業銀行 1.22.9

その他＊* 脳 脳

合計 （十億米ドル） 18.47.76.23.43.911.150.8

図5

発行体の種別．格付け別のグリーンボンド発行分布図 （2014年1月～2015年4月）

出典 ：ブルームバーグデータに基づく世界銀行財務局分析
注 ：数字は十万単位で四捨五入
＊信用格付けは情報が得られる限りフイッチ、ムーディーズ、スタンダード＆プアーズの加重平均。
「その他」の投資家は学校法人、NPO等を含む。
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グリーンボンドを発行する
メリットは？グリーンボンド市場
の将来性は？

発行体にとってのグリーンボンド
、式」 のメリットは、投資家層の多様
.Wy 化、投資家層との関係強化が挙
叩 1 げられまt また、発行体が行っ

。L ！別 ている環境活動に関する認知度

り×鵬VW 向上、民間資本市場からの資金

日国日目日 で温暖化や環境問題への対策を
日日日日日 行う環境作りに役立つことなどが

挙げられまt



賭
グリーンボンドとこれまでの 全てを同一とするグリーンボンドと：れ
→ → ＿ A → 止．A止＿ &-,_&. ＿ら までの債券を発行するということになり債券の金融特性の違いは？ 豪テ矛ろ満長f荷そ稀ミ手写こ

言えるでしよう。このような厳密な測定
一般的に言って、グリーンボン は為されていませんが、グリーンボンド

。、－：れ、での債券、。；：ん：鼻農／器思器 屡男状豊
同じ内容で条件決定がなされ 投資家はグリーンボンドだからといって
ていまt 全1？奪利ナ聖受鰹／か／夫了なくこ戸巻空%v い ’0 「グリーン」な側面やグリーンボンド特

有の詳細な報告を受けるために追加の
グリーンボンドも他の債券と全 く同様 お金を払うわけでもありません。しかし
に、市場の水準に沿って最終的な金利条 ながら、大手投資家のグリーンボンドへ
件が決定されまt ドル建ての債券の場 の需要は日々高まっています。よく言わ
合、同年限の米国債がグリーンボンドの れるのは、グリーンボンドを購入した投
金利条件決定の最大の要因となりまま 資家はこれまでの債券よりも高く売るこ

とができており、それはグリーンボンド
グリーンボンドとこれまでの債券の差を の数が少なく、手放す投資家も少ない
厳密に測定するためには、全く同条件の からだということでt 特定の市場での
グリーンボンドとこれまでの債券を同時 需要と供給の動向によっては、グリーン
に発行する必要があります。� 即ち、同ー ボンドがこれまでの債券と異なる価格で
発行休が通貨・仕組ぼ・償還期間・金額 取引されることも将来あり得まま
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グリーンボンドで調達され 上のツールとなりえる：とも示されてい
た資金がこれまでの債券で まt
も調達できるなら‘発行体 たとえば、州ゃ地方政府は有権者に
にとってのメリットは？ 塗讐／「ゃ臭想、挙せ重三包妙誓’しし ‘ ％曹‘‘ ノノ ‘’い ” なグリーンプロジェクトにつき知って

貰い、活発な議論を行うッールとしてグ
初期のグリーンボンドで調達さ リーンボンドを利用していまt 自分達
。：。、は《。ャ。》、：、賃編罰胤懸ぶ曇
調達できるものだったかもしれ 的責任感を強める結果をもたらしてい
ません。しかしグリーンボンドは まt

これまで縁の無かった新たな投
資家層との接点を作り、発行体
が特定市場に依存する事態を解 日日日日日日日日日日日日日日日日
消するという利点がありました。 日日日日日日日日日日日日日日日日

グ1）ーンボンドはまた、債券発行体の 図日日日日田男日日日日日日臓照無
環境プログラムに関する知名度向上に 日日日日日『 d 日田日園日図饗 黛鰍鰍馴日日日
も役立ちました。グリーンボンドの発行 日日日日漆‘報に遡Bl 日戸 て撃 撫鰍鰍国日
条件や信用力がこれまでの債券と変ら 日日日瞬” 御a 武藩』国ゆ 瞥躍鋼
ない現状では、発行体にとって必要手 図日国『 し」『 答国「 圏日眼
続が大きく増加するグリーンボンドを敢 躍覇湖L 』日図甲でミ 山『翻園
えて発行するメリットは無いとの議論も 園国園園国日『 加麟 鯛び圏r ワ『
ありまt しかし、投資家層が多様化す 国彫園翻園湖翻編園躍 1難 油ずレ山国略
ることは資金源を安定的に拡大するう 園園園囲団出留翻日い 』日日日日日日日
えで重要です。特に、グ1）ーンボンドは 園園国図園用留るが監え ＿J 自日日日日日日日日
社会的責任投資（Socially ResPonsible 日国経麗『 無議縄 フ図日日日日日日日日
Investment:SRI）に注目する投資家や、 日国田覇r 9 国脱a 金h げ轟日日日日日日日日
環境 ・社会 ・ガバナンス （Environmcnt ， 日日園『 J 慶麟懲鰍 喝図国国日日日日日日日日日日
Social,Governance:ESG ）を投資の指 破『 』日国園姻晒ri 、犠纏 獅d 日日日日日日日日日日
針に取り入れる流れカ功口速する中、グリーン 鮮」日日国鹿日価田ヴ鰍 1 日日日日日日日日日
ボンドが果たす役割は極めて重要になっ 日日国国園園園園W購 1毅日日日日日日日日日
ていまt 日日国国園騒園国園鱗略シ 1 日日日日日日日日日

多様な投資家と接点を持つことに加え、 酬田躍昭臓月目戸が ；買買茎 瞬櫨卿国
グリーンボンドは投資家と温暖化や環 幽騎旧園園r 遭 機湖園日日国獅 嚢 鹸h
境問題につき対話の糸口となり、意識向 園園園国『 1鰐日日日日日日国肥軸曲滋謝
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ヴ H 一 ’j ボ ’j に付 司巨【7 容 ど庁1 これまでに発行されたグリーンボンドの多y& ，ー ノ り％ノ 「 IJ ’りピ しし でフ ×vJ 一 。。一 → ー一 ．J 一 。りしノ ノ f f」，f ．ーノノ

→ A ~= －→ 一 ーー ム云A止’,_， くは既存の債券発行プログラムの枠組み
催野ろとメジ量因電垂 lr コく石T台共収七【十 フ ’ツブ“&J 二 ロ ゲ／レ1 J ノ 7 で ノ＿で ーマ ’二u7
只 工 t 可円ほ ソ’o， り ，u エ俸 ； のなかで発行されていまt たとえば、各

種MDBは約420億米ドルの融資を低炭素
経済発展モデルが低炭素で温 と温暖ィいの耐性強化プロジェクトのため

暖化に耐性が『「「「転換’「響羅濡鰍嘉弾蔦製
ことは急務で嵐 効果的な政策 t 各種MDBはグリーンボンドで資本市

ゃ資金がこれらの目標達成に慢な／富た鰍塗黒／認ン易y扉→ → N 一 ・、レノ ーノ 目 1小 ～ ノ杓 ’一 小 ノ r 開 絹 HIJ刀’り 合 裡 MUb ほ 既 レし温 吸

は必要です。グリーンボンドは 化対策資金提供者であったと言えま嵐

そのために重要な役割を果た グリーンボンド市場はまだ初期段階にあ
すことができまt るものの、投資家層が多様化するにつれ、

債券の種類も多様化していまt たとえ
世界的に、低炭素で温暖化に耐性のあ ば、リスクは高いものの高利回りが期待で
る経済発展モデルに転換することは温 きるグリーンボンド、多くの国の異なる通
暖化や自然資源の減少による悪影響を 貨でのグリーンボンド発伝 金利が特定プ
回遼するために必要でt この危機につ ロジェクトのキャッシュインフローとリンク
いての人々の意識を高め、長期的な対応 された例なども見られるようになりました。
を促すことは、各国政府の重要な役割で 多様化が進むほど、グリーンボンドが資本
t たとえば化石燃料への補助金削減、 市場から更に多くの民間資金を調達し、環
自然資源管理による温室効果ガス削 境と温暖化対策に使える資金を得る機会
減、希少資源の管理、気候リスクの緩和� が多くなりまt もちろん、グリーンボンド
などが政府の役割として挙げられま玄 は温暖化対策の資金調達手法として数多

く存在するものの一部でしかありません。
多くの専門家がそのような経済発展モ 資本市場が未成熟な国ではグリーンボン
デル転換を促すために必要な資金量を ドよりもふさわしい方法があるはずでt
試算していまt 各種試算額にはバラつ 世界銀行めレープは、グリーンボンドだけ
きがありますが、公的資金のぼでは資金 に固執することなく、温暖化対策のための
需要をまかなえないことについては意見 魅力的な資金調達手法開発に取り組んで
が一致しています340民間資金は既に温 行きまt そのためにはより多くの世界各
暖化対策費用の約60％をまかなってい 国の資本市場を最大限に活用できるよう
るという試算もありまず 5。 様々な可能性を追求していきまt
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34. GCEC (Global Commission on the Economy and Climate), Better Growth, Better

Climate: 7he New Climate Economy Report, 7he Synthesis Report (Washington, DC: GCEC,

2014), http://newclimateeconomy.report. The New Climate Economy Report estimates that

that an average of US$6 trillion per year will be spent in infrastructure over the next

15 years, and that an additional US$270 billion per year would be needed to make a

transition to low-carbon economy.

World Economic Forum, 7he Green Investment Report.- 7he Ways andMeans to Unlock Private

Financefor Green Growth (Geneva: World Economic Forum, 2013), http://www3.weforum.org/

docs/WEF - Greenlnvestment-Report-2013.pdfI Another estimate by the World Economic Forum

indicates that the average infrastructure spending of US$5 trillion per year could be "greened"
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35. CPI (Climate Policy Initiative), "'Ihe Global Landscape of Climate Finance 2014,
CPI Report, November 2014, http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2014/1 I/

The-Global-Landscape-of-Climate-Finance-2014.pdf.

e

0



-ø.

t~

.........

wrT

-A -
fif, lU

Nu"

FQ..

AN44

-1ý 4V



i 江

夕 、



用語解説
Benchma 「k べンチマーク 別に分析した上で全体的な信用力を格付けと

して決定する。国や企業の格付けの表記につ

様々な金融商品の 「相対価値」の 「基準」となる いては、最高位AAA （トリプノ以 ）といったアル
指標。債券の場合 は国債が 「べ ンチマーク」、 フアべットで表記することが多い。例えば最も

株式の場合には日経平均225等の取引高が多い 低い格付けはD （スタンダード＆プアーズ社の

指標が採用される場合 が多い。運用実績を評 場合）0 一般に、高格付けの債券発行体は資本
価する場合、同一期間内の 区 ンチマーク」のリ 市場から低金利での資金調達が可能。
ターンと比べて超 過利益があったか？といっ

た佼われ方もする0 Creditworthiness
信用度1資金借入余力

Bond ボンド（債券）
資金融資者 （債券の場合は投資家）や格付機

企 業等が負債を証明する証書で、一般的には 関が、資金を借 り入れる主体 （債券の場合は発

有価証券の一種。債券発行体 は、投 資家から 行体）が安全かどうかを分析するために使う指
資金を借 り入れる際、まず債券を発行 し、投資 標 。分析 に使 うデー タや手法は多種多様 で、

家 に対 して資金 と当該債券を同時に交換する 分析者が独 自のモデルを持つことも多いが、

ことで資金貸借契約が成立する。債券 の基本 一般 に発行 体の過去 の返済実績 ・総資 産 ・

的条件は金額 ・金利 ・期間で、投資家は投資期 総負債等は必ず分析の対象となる。

間中に定期的に発行体から一定の金利を受け
取り、償還時には発行体から元本を返済しても Deate 「 ディーラー
らうのが最も基本的な形態。こうした特徴から
海外では債券全般が 「固定金利債券」と呼ば ブローカーを含め、様々なルー トを経由して自

れることもあるが、「変動金利債券」も存在す 己勘定で債券 の売買を行 う個人または法人。

る。民間企業、国際機 関、公的機関等、様々な ブローカーとの違いは、自己勘定を使うか使わ

債券発行体が存在する。 ないかで定義される。

Credit Rating 格付け Equity 1 Stock エクイテイー （株式）

債券などの元本償還や利払いの確実性の度合 会社を含めた様々な資産の所有権利を表象す
について序列をつけること。スタンダード＆プ る金融商品の総称。一般にエクィティーの時価

アーズ社、ムーディーズ社、フイッチ社が大手三 価値は、資産と資本の合計から負債の総額を

社。格付けの決定に際しては、様々な要素を個 除したネットの値をさt

50 グリーンボンドとは 7



StructuredProduct Underwriter 引受会社 （人）
ストラクチャー商品

発行体が証券発行による新たな資金調達を行
単一の証券から複数の証券をバスケット化し う際に、そのサービス全般を主導する中心的存
たもの、金融オプショス 各種金融インデッ 在。具体的には、発行された証券を予め約束し
クス、為替等様々な金融商品を対象 とした た価格で一括 して買し止 げること。発行体の資
投資戦略をーつの金融商品に仕立てあげ 金調達を確約しつつ、買し止 げた証券を最終
たもの。金融デリバティブを活用して組成 投資家に販売することで利益を追求する。
するのが一般的。趨 血
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ADB アジア開発銀行

CICERO オスロ大学国際気候環境研究所

EIB 欧州投資銀行

GBP グリーンボンド原則

IBRD 国際復興開発銀行

IFC 国際金融公社

MDBs 国際開発金融機関
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