
レポーティング（Reporting）について

資料④



• グリーンボンド原則では、「発行体は、グリーンボンドによる調達資金に関する、すぐに利用が可能
な最新の情報（資金が充当されるプロジェクトのリスト、各プロジェクトの概要、充当額、想定される
環境改善効果を含む）について、”full allocation”までは一年に一回（その後も必要に応じて）更新し
つづけるべき（should）である」とされている。

• また、「秘密保持契約、競争への配慮、対象プロジェクトが多すぎることにより、提供できる詳細な情
報が限定される場合は、情報をまとめて（例えば、あるプロジェクトの事業区分に充当された調達資
金の割合、等）提供することを推奨する（recommend）」とされている。

• レポーティングの項目や頻度等について具体的事例を調査した結果、以下のようなものがあった。
プロジェクトの事業区分ごとの充当資金の割合や効果などを開示した上で、個別プロジェクトについ
てはいくつかの代表事例を紹介するかたちで開示している事例が多い。

発行体 レポーティングの項目 頻度
参考
スライド

EIB 1）資金充当状況（プロジェクト別）
2）PJリスト及び予想（発行前）及び実際（発行後）の環境インパクト（PJ別の効果指標に基づいた評価）

年1回 13

WB 1）PJリスト、個別PJ名およびPJ概要へのウェブリンク 2） PJの種類別の効果指標（効果指標欄参照）
3） 契約金額（USD mil) 4） IBRDの出資比率（％） 5）充当金額（USD mil) 年1回 7

KfW 1）資金充当状況（PJ事業区分ごと） 2）PJ事例 3）主なインパクト （効果指標に基づいた評価）
4）KfWにおけるGBプロセス概要 5）KfWのサステナビリティ格付に関する情報 年4回 12

HSBC 1）GBフレームワークの概要、PJ評価・選定プロセスの概要 2）資金充当状況（プロジェクト別）
3）PJリスト（PJ名は未公表） 4）GHG排出量削減効果 年1回 8、9

SMBC 1）PJリスト（PJ名は未公表）と充当した資金額 2）設備容量 3）推定CO2削減効果/年 年1回 11

Gothen
burg市

1）資金充当状況（PJ事業区分ごと、一部案件ごと） 2）PJリスト 3）一部のPJの概要 4）PJ別の効果
指標に基づいた評価の進捗

年1回 10

DBJ 1）充当した資金額、件数（PJ事業区分ごと） 2）対象アセットとなった物件の一部の案件概要と評価ポ
イント

年1回 ―

2出典： 各発行体のHPより事務局作成

【レポーティング項目や頻度の具体的事例】



• グリーンボンド原則では、資金の充当対象となるグリーンプロジェクトにより想定される環境改善効
果について、
①定性的なパフォーマンス・インディケーターの活用、並びに、
②可能な限り、定量的なパフォーマンス指標（例えば、発電容量、温室効果ガス排出削減量/回避
量、クリーンな電力へのアクセスが供給された受益者数等）・その定量化において用いられる
主な方法論や前提条件、

の活用が推奨（recommend）されている。
• 資金使途の具体例ごとに、発行体により設定されているパフォーマンス指標を調査した結果、以下
のとおりであった。
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出典： 発行体のHPより事務局作成

GBPの事業区分 資金使途の具体例 パフォーマンス指標の例

再生可能エネルギー
【Renewable energy】（発
電、送電、機器、製品を含
む）

新規再生可能エネルギー（風力・太陽光）発電設備の建
設への投資、既存水力発電設備の改修更新への投資
（EDF）

・発電容量の増加（MW）
・発電電力量（GWh）
・予想CO2排出削減量（t-CO2）

風力発電事業、太陽光発電事業、水力発電事業、バイ
オガス／バイオマスシステム事業への融資原資
（KfW）

・GHG排出量（t-CO2）の削減
・エネルギー輸入および化石燃料コスト回避額
・創出された雇用
・環境、健康被害に係る外部コスト

再生可能エネルギープロジェクト（太陽熱発電、太陽光
発電、風力発電）への融資原資 （MUFG）

・予想CO2排出削減量（t-CO2）

その他、効果指標として使われているもの ・節電量（GWh）
・受益世帯数

【パフォーマンス指標の具体的事例①】
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出典： 発行体のHPより事務局作成

GBPの事業区分 資金使途の具体例 パフォーマンス指標の例

省エネルギー
【Energy efficiency】（新築
／改修ビルの省エネ、エ
ネルギー貯蔵、地域暖房、
スマートグリッド、機器、製
品を含む）

エネルギー効率の高い設備・事業（石炭火力を含まない
コジェネレーション設備、地域熱供給システム、公共照
明や製造設備における省エネ、省エネ部品を製造する
中小企業の省エネ活動等）への融資原資（EIB）

・節電量（GWh）
・GHG排出量（t-CO2）の削減

グリーンビルディングの一部を信託財産とする信託受益
権の取得資金及び当該ビルに係る設備投資資金（NRI）

・節電量（GJ）
・GHG排出量（t-CO2、従業員一人当たりのt-
CO2）の削減

LEED認証取得予定の新規製品製造工場の設計または
建設、既存工場がLEED認証を取得するための増改築の
ための資金（Unilever）

・製品１トンあたりのCO2排出量（t-CO2）
・製品１トンあたりの水使用量（㎥）
・LEED Gold/Platinum, BREEAM Very Good/ 
Excellent等のグリーンビルディング認証の取得

既存及び新規の建物の環境性能の向上（自然換気シス
テム、高効率照明等の導入）のための資金（Apple）

・節電量（kWh又はkW）

その他、効果指標として使われているもの ・導入した省エネ設備の数（例、代替フロン
（HFC）からノンフロンに変更した冷蔵設備の数）
・節電によるコストの削減

汚染の予防及び管理
【Pollution prevention and 
control】（廃水処理、温室
効果ガスの管理、土壌浄
化、リサイクルおよび廃棄
物エネルギー、廃棄物の
利用や再生品化による付
加価値製品、関連する環
境測定・分析を含む）

汚染防止/抑制設備（下水処理、リサイクル、廃棄物発
電（廃棄物エネルギー回収）の設備）の建設への融資原
資 （Bank of China）

・下水の処理容量（㎥/day）
・COD（化学的酸素要求量）、BOD（生物化学的
酸素要求量）、SS（浮遊物質量）、TP（リン含有
量）の削減量

その他、効果指標として使われているもの ・GHG排出量（t-CO2）の削減

・最終処分場に行く廃棄物（有害でないもの）の
量
・埋立て処分からの転換率
・リサイクル/コンポスト量（tons）

【パフォーマンス指標の具体的事例②】
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GBPの事業区分 資金使途の具体例 効果指標の例

自然資源の持続可能な利
用【Sustainable 
management of living 
natural resources】（持続
可能な農業、漁業、水産
養殖業、林業、生物農薬、
点滴灌漑を含む）

植林や森林伐採回避による炭素吸収事業の資金（WB） ・持続可能な手法により管理される面積（ha）

その他、効果指標として使われているもの ・GHG排出量（t-CO2）の削減

生物多様性保全（陸上及
び海洋）【Terrestrial and 
aquatic biodiversity 
conservation】（沿岸、海洋、
流域環境の保護を含む）

サンゴ礁修復・管理プログラムの資金（WB） ・持続可能な手法により管理される面積（ha）

その他、効果指標として使われているもの ・GHG排出量（t-CO2）の削減

クリーンな運輸
【Clean transportation】（電
気、ハイブリッド、公共交
通、鉄道、自転車、複合輸
送、クリーンエネルギー輸
送・有害物質排出削減の
ためのインフラ）

クリーン交通（電気・ハイブリッド・公共・鉄道・マルチ
モーダル交通インフラ）の建設への融資原資 （Bank of
China）

・予想CO2排出削減量（t-CO2）

燃料転換や公共交通などを含む輸送の効率化事業の
資金（WB）

・輸送時間の短縮率（％）
・一日／一年あたりの追加的旅客数
・年間温室効果ガス排出回避量
・交通事故削減率（％）

その他、効果指標として使われているもの ・GHG排出量（t-CO2）の削減

【パフォーマンス指標の具体的事例③】

出典： 発行体のHPより事務局作成
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GBPの事業区分 資金使途の具体例 効果指標の例

持続可能な水資源管理
【Sustainable water 
management】（清浄な水・飲
み水のための持続可能なイ
ンフラ、持続可能な都市排
水システムや河川改修、洪
水緩和対策を含む）

持続可能な水管理設備（上水道設備、都市排水システ
ム）の建設への融資原資（Bank of China）

・下水の処理容量（㎥/day）
・COD（化学的酸素要求量）、BOD（生物化学
的酸素要求量）、SS（浮遊物質量）、TP（リン含
有量）の削減量

浄水装置の設置の資金（City of Gothenburg） ・浄化した水の割合

その他、効果指標として使われているもの ・GHG排出量（t-CO2）の削減 ・節水量（ton）
・貯水容量 ・受益者数（人）

温暖化への適応
【Climate change adaptation】
（気候観測や早期警報シス
テム等の情報サポートシス
テムを含む）

治水（植林や流域管理を含む）、食糧保障の向上、農
業システムの強靭化、持続可能な森林管理、伐採回
避に関する事業の資金（WB）

・受益者数（人）
・持続可能な手法により管理される面積（ha）

地域熱供給システム、持続可能な住宅に関する事業
の資金（City of Gothenburg。発行体による分類。）

・節電率

その他、効果指標として使われているもの ・GHG排出量（t-CO2）の削減

環境に配慮した製品、製造
技術、製造工程
【Eco-efficient products, 
production technologies and 
processes】（環境配慮型製品、
エコラベルや認証を得た製
品の開発と導入、資源効率
性の高い包装や配送を含む

既存の販売店の冷蔵設備を代替フロン（HFC）からノン
フロンへ変更するための設備投資（Unilever）

・代替フロンからノンフロンに変更した冷蔵設
備の数

製品におけるグリーン（生物由来、再生利用可能、有
害でない）マテリアル利用促進事業への投資（Apple）

・バイオマテリアル使用率
・リサイクル素材利用率

その他、効果指標として使われているもの ・GHG排出量（t-CO2）の削減
・製品1トン当たりのCO2排出量（t-CO2）削減
・製品1トン当たりの水使用量（m3）
・製品1トン当たりの廃棄物排出量（ton）
・製造工程における再生可能エネルギーによ
る発電率

・バイオマテリアル使用率、リサイクル素材利
用率

【パフォーマンス指標の具体的事例④】

出典： 発行体のHPより事務局作成



• WBは、資金使途について、充当プロジェクトの事業区分ごとに充当額や割合を開
示している。

• 出典： WBのHP（http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf）より事務局作成
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【（参考）レポーティングの具体的事例 ①WB】



• HSBCは、資金使途について、充当プロジェクトの事業区分ごとに充当額や割合を
開示している。

出典： HSBCのHP（http://www.hsbc.com/~/media/hsbc-com/investorrelationsassets/fixedincomesecurities/green-bond-
reports/pdfs/161006-green-bonds-report.pdf）より事務局作成
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【（参考）レポーティングの具体的事例 ②HSBC】



出典： HSBCのHP（http://www.hsbc.com/~/media/hsbc-com/investorrelationsassets/fixedincomesecurities/green-bond-
reports/pdfs/161006-green-bonds-report.pdf）より事務局作成
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【（参考）レポーティングの具体的事例 ②HSBC】

• HSBCは、リファイナンスに係るプロジェクトへの充当額や割合を開示している。



• City of Gothenburgは、調達資金の充当対象とした事業の一部について、概要と効
果を開示している。

出典： City of GothenburgのHP（http://finans.goteborg.se/wpui/wp-content/uploads/2016/06/Impact-Report-20161.pdf）より事務局作成
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【（参考）レポーティングの具体的事例 ③ City of Gothenburg 】



• SMBCは、環境改善効果について、事業区分ごとに設備容量や推定CO2削減効果/
年を開示している。

出典： SMBCのHP（http://www.smbc.co.jp/aboutus/responsibility/environment/green_bond/green_impact.html）より事務局作成
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【（参考）レポーティングの具体的事例 ④SMBC 】



• KfWは、投資100万ユーロあたりの①GHG排出削減量、②エネルギー輸入・化石
燃料コストの回避額、③創出された雇用、④外部コストの回避額（環境・健康に係る
被害の回避等に伴う）を開示している。

出典： KfWのHP（https://www.kfw.de/KfW-Group/Investor-Relations/US-Reporting/index.html）より事務局作成
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【（参考）レポーティングの具体的事例 ⑤ KfW】



• EIBは、個別のプロジェクトごとに、
・プロジェクトの名称、所在地、事業区分
・全体事業規模とEIBによる投資割合・投資額
・発電容量、発電量、節電量、GHG排出削減量
等を開示している。

出典： EIBのHP（ http://www.eib.org/attachments/fi/cab-statement-2015.pdf）より事務局作成
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【（参考）レポーティングの具体的事例 ⑥EIB】


