
IFCの強み

世界銀行グループの一員であるIFCは、途上国の民間セクター支援に特化した世界最大規模の国際開発金融機関です。 IFCは、開発途
上国の民間セクターへの投融資、国際金融市場での資金動員、企業と政府に対するアドバイザリー・サービスの提供を通じて、途上国
が持続可能な成長を実現できるよう支援しています。IFCは新興市場における投資の収益性を証明することで、触媒的（catalytic）な役
割を果たしています。

• 株主は184ヵ国の加盟国政府であり、資本金の50%
をAAA/AA格の国々が出資

• 潤沢な資本と高い流動性による強固な財務基盤

気候変動への取り組み：投資への大きな機会
気候変動との闘いは現代における最大級の課題であり、数兆ドル規模の投資が必要と
されています。すなわち、このグローバルな優先課題に取り組むために必要な気候
変動対策投資と創造力を拡大する大きな機会でもあるのです。
IFCは新興市場における民間セクターを支援する最大の開発金融機関として、環境に
配慮したビジネスの成長を担い、金融セクターにおける環境志向を高めるため、民間
企業と協働するにふさわしい立場にあります。
2021年6月, 世界銀行グループはClimate Change Action Plan(2021–2025)という形
で、パリ協定の目標に沿った資金提供を図っていくための組織的対応を取りまとめ
ました。

IFCのグリーンボンド・プログラム

IFCのグリーンボンド・プログラムは魅力的な投資提案と気候変動関連プロジェ
クトに支援する機会を結び付けてきました。IFCは、2013年に史上初となるベンチ
マーク規模のドル建てグローバル・グリーンボンドを発行しました。これにより大規
模なグリーンボンドの前例を作り、グリーンボンド市場の基盤を確固たるものにしま
した。また、IFCは、南ア・ランド、フィリピン・ペソ、インド・ルピーといった新
興国通貨建てのグリーンボンドも発行しており、期限としては最長で30年まで取り
扱っています。
IFCはグリーンボンド原則の創設メンバーであり、また、執行委員会のメンバー 
として、グリーンボンド市場のためのガイドラインと手続きを確立する支援をし
ています。2015年以降、IFCは国際金融機関間で調整したインパクト・レポート
の枠組に基づき、毎年、グリーンボンドインパクトレポートを公表しています。

すべてのグリーンボンド・インパクト・レポートはこちらでご覧になれます。

2021年7月、IFCは、ノルウェー最大の気候研究機関である国際気候・環境研究
センター（CICIERO）より、セカンドオピニオンレポート（改定第2版）を取得
しています。

• 世界119ヵ国、１,800社超の企業に対する投融資を
行い、グローバルに分散したポートフォリオ

• バーゼル規制の下でIFCのリスク・ウェイトは0％

• IFCは一貫してスタンダード＆プアーズおよびムー
ディーズからAAA/Aaa (見通し「安定的」) の格付
けを取得

グリーン ボンド ファクトシート
よりグリーンで持続可能な投資を目指して
: IFCのグリーンボンド・プログラム

2021年度のグリーン・ボンド発行実績

$105 億　ドル

 178 本
20 ヵ国の通貨建て

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new/investor+relations/ir-info/impact+reports
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グリーンボンド関連プロジェクトの実例
スマート・テクノロジー

持続可能な都市

• エネルギー効率化: 製品やサービスの生産単位当たりのエネルギー消費削
減に役立つ設備、システム、サービスへの投資。

• 再生可能エネルギー: 太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱、潮力、そ
の他の再生可能資源からのエネルギーの生産利用を可能にする設備やシ
ステムへの投資。

• その他: 資源の効率化、環境負荷を低減する生産技術、金融仲介機能、持
続可能な森林

IFC’のグリーンボンドの詳細プロセスは こちらでご覧になれます。

IFCの気候変動ビジネス

2005年以降、IFCは320億ドルの長期資金を提供し、投資家と協調することで気
候変動に関連したプロジェクトへ260億ドルの追加資金を動員しました。

規模が大きく、かつ、拡大を続けている分野はグリーン・ビルディング、スマー
トシティ、グリーンファイナンスです。

調達資金の管理

グリーンボンドによる調達資金はすべて指定されたグリーン現金勘定に移さ
れ、適格プロジェクトへの融資実行までの間、流動性に関するIFCの保守的
な方針に則って運用されます。このサブポートフォリオは途上国の気候変動
関連プロジェクトの融資業務に紐づけられます。

グリーンボンド調達資金は、プロジェクトの融資部分のみに充当されます。
適格プロジェクトは、IFCの気候関連融資ポートフォリオの中から選定され
ます。少数ですが、個別案件に紐づく資金調達を行う場合、グリーンボンド
からの調達資金がIFCにより直接特定の適格プロジェクトへ転貸される場合
があります。

適格プロジェクトの要件
IFCのグリーンボンドにより様々な気候関連プロジェクトの資金調達が行われて
います。グリーンボンドによって調達された資金から融資を受けるプロジェクト
の選定基準は国際気候・環境研究センター（CICERO）によって認定されたもの
です。適格プロジェクトには以下のような分野が含まれます。

ウクライナ南部に位置するザポリージャは、人口の多い
同国最大の工業都市の一つです。長年にわたる投資不足
により老朽化したインフラを発展させ、エネルギー効率
を高めるために、同市は効率的な輸送ソリューション、
グリーンテクノロジーの導入、都市プラットフォームの
導入を中心としたスマートシティの開発マスタープラン
に取り組んでいます。IFCによる総額3,500万ユーロ（気
候変動ファンドが拠出する200万ユーロを含む）の融資
は、ウクライナのインフラ整備、気候変動対策、コロナ
後の経済回復を支援するという、IFCの幅広い戦略の一
環として実施されます。このザポリージャへの融資は、
ウクライナのインフラ整備、気候変動対策、コロナ後の
経済回復を支援するという、IFCの広範な同国支援戦略
の一環として実施されました。

市民の生活の質を向上させる支援として、IFCの融資は、最
大2キロの道路補修、除氷装置や道路維持管理のための機器
装備、近代的なバッテリー式トローリーバスや電気バスの
購入、関連する電動輸送インフラの改善などに充てられま
す。また、公共交通機関の発着時間を掲示する案内表示板
なども設置し、コミュニケーション・システムの改善も図
ります。また、交通管理を効率化し、熱や水道管の圧力を
リアルタイムで監視することで、コミュニティ・サービス
の質と持続可能性を確保するために、スマートシティのイ
ンフラの設置を支援します。
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