
アジア開発銀行
グリーン&ブルー・ボンド・フレームワーク

ADB のグリーン＆ブルー・ボンド・プログラムは、環境的に持続可能な成長の実現によって貧困を削減し、国民の生
活の質を改善することを目指す開発途上加盟国に対するADBの支援を可能にするものです

1  原則

ADBのすべてのグリーン・ボンドおよびブル

ー・ボンドはグリーン・ボンド原則を遵守してい

ます1。グリーン・ボンド原則は国際資本市場協

会が策定した任意のガイドラインで、透明性と開示を推奨

し、汚職や腐敗のないグリーン・ボンド市場の発展を促すも

のです。ADBのブルー・ボンドは、グリーン・ボンド原則に加

え、ADBが加盟している国連環境計画・金融イニシアティブ

が策定した任意の持続可能なブルー・エコノミー・ファイナン

ス原則にも従っています2 。 

1  ICMA 2018年.グリーン・ボンド原則.  https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/.
2  欧州委員会, WWF, 世界資源研究所および欧州投資銀行 2018年.  https://www.unepfi.org/blue-finance/.
3 小型水力は20メガワット以下と定義されています。発電能力がこれを超える水力プロジェクトはグリーン・ボンド融資の対象になりません。

2.1 グリーン・ボンド融資の適格プロジェクト 

グリーン・ボンド融資の適格プロジェクトには、気候変動緩

和プロジェクト（2.1.1項で説明）や気候変動適応プロジェクト

（2.1.2項で説明）への投資が含まれます。

2.1.1 気候変動緩和プロジェクト

気候変動緩和プロジェクトとは、温室効果ガス（GHG）の大気

中への排出の削減または温室効果ガスの大気中からの隔離

（除去）を目標とするプロジェクトです。温室効果ガスの削減

量は、プロジェクトがない場合（従来通りだった場合）に発生し

たであろう排出量と比較して測定されます。緩和プロジェクト

には、通常以下のセクターに該当するものが含まれます。 

再生可能エネルギー:  自然に補充されうるエネルギー資

源として定義されます。適格である再生可能エネルギー・プ

ロジェクトには、太陽光、風力、地熱、または小規模水力発

電を支援するプロジェクトが含まれます3。3.2項に記載される

評価・選別プロセスにより気候変動緩和目標に大きく貢献す

るプロジェクトが厳しく選別されるため、この適格要件につい

て特定のしきい値は設定されていません。ブルー・ボンド融

資の適格プロジェクトには、海洋資源（潮汐、海上風、波、海

洋熱エネルギーなど）に依拠した再生可能エネルギー・プロ

ジェクトや、ブルー・エコノミー・セクター（養殖や漁業など）を

支える再生可能エネルギー・プロジェクトが含まれます（2.2.3

項を参照）。    

2  プロジェクトの適格性

グリーン・ボンド（2.1項で説明）には、気候変動

の緩和（再生可能エネルギー、エネルギー効

率、持続可能な交通運輸など）と気候変動へ

の適応（エネルギー・インフラの気候強靭性、水供給とインフ

ラ、農業、交通運輸など）を支援する投資が含まれます。  

ブルー・ボンド（2.2項で説明）には、以下に貢献する投資が

含まれます：（i）海洋・沿岸生態系の管理と回復（管理、回

復、持続可能な漁業、持続可能な養殖など）、（ii）海に注ぐ

河川を含む海洋・沿岸環境の汚染管理（固形廃棄物管理、

非点源汚染、廃水管理など）、（iii）持続可能な沿岸・海洋開

発（持続可能な港湾および海運、海洋再生可能エネルギー

など）。プロジェクト・サイトから海および海や海洋環境に注ぐ

河川までの距離が適格性の基準に含まれている場合には、

以下で適宜説明します。 

グリーン・ボンドとブルー・ボンドには、新規資産の建設、既

存資産の維持管理、強化、改善、修復などの投資が含まれ

ます。金融仲介機関への融資は、グリーン・ボンドおよびブ

ルー・ボンドの対象プロジェクトになりません。 

グリーンならびにブルーに関連する環境およびその両方へ

の介入は、相互に関係しているため、プロジェクトによっては

両方の適格性を満たし、ブルー・ボンドとグリーン・ボンド双

方の資金配分に適格となる場合があります。その場合、ADB

は、プロジェクトの主な目標、目標とされる結果や市場の需

要に基づいて、プロジェクトをグリーン・ボンドとブルー・ボン

ドのいずれのポートフォリオに割り当てるかを決定します。グ

リーン・ボンド・ポートフォリオとブルー・ボンド・ポートフォリオ

の両方にプロジェクトを割り当てることはできません。各プロ

ジェクトはその全体がグリーン・ボンド・ポートフォリオかブル

ー・ボンド・ポートフォリオのいずれかに割り当てられます。  

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
https://www.unepfi.org/blue-finance/


エネルギー効率: エネルギー効率に優れたシステムは、同

じエネルギー入力で、より多くのエネルギー・サービスを提供

するシステムです。適格プロジェクトには、街灯の改善などの

需要サイドのエネルギー効率対策や、スマートメーター設置

などの供給サイドのエネルギー効率対策が含まれますが、

化石燃料関連のプロジェクトは除外されます。  

持続可能な交通運輸： 持続可能な交通運輸システムは、

環境に優しく、アクセスしやすく、安全かつ安価なシステムで

す。持続可能な交通運輸システムは、有害物の排出、土地

利用、廃棄物や騒音を最小限に抑えることができます。適格

プロジェクトには、(a)都市部の公共交通プロジェクト、(b)都市

間鉄道プロジェクト、(c)原動機を用いない交通手段（自転車

専用レーン、歩行者のモビリティ支援を含む）、および(d)低

炭素交通（電動交通手段など）を促進するプロジェクトが含ま

れます。化石燃料の輸送はグリーン・ボンド融資の対象にな

りません。

2.1.2 気候変動適応プロジェクト

気候変動適応プロジェクトとは、気候変動の結果に対する人

間または自然システムの脆弱性を低減し、強靭性と適応能

力を高めることを目標とするプロジェクトです。適応プロジェ

クトには、以下のセクターに該当するものが含まれます。 

エネルギー・インフラの気候強靭性　洪水や台風によって

発電所や送配電網に損害が出たり、降水パターンの変化に

よって水力発電所の発電能力に影響が出るなど、気候変動

はエネルギー・インフラの強靭性に影響を与えます。対象と

なる気候変動適応プロジェクトには、 開発途上加盟国による

エネルギー・インフラの気候強靭性の向上を支援するプロジ

ェクト（台風に耐えられる風力タービンの設計など）が含まれ

ます。ただし、エネルギー・インフラの気候強靭性プロジェクト

であっても、化石燃料関連のものは除外されます。 

農業 気温上昇などの気候条件の変化は作物収量の減少

を通じて農業生産に影響を与える可能性があります。海面

の上昇や高潮が塩水の侵入につながり、農地の面積や質に

影響を与えるかもしれません。より深刻な干ばつがより頻繁

に起これば農業生産に悪影響が出ます。また、気温上昇と

降水量の減少が組み合わされば、利用可能な牧草地が減っ

たりその生産性が低下し、ひいては畜産業の生産量が減少

する可能性があります。適格な気候変動適応プロジェクトに

は、(i)水・土壌管理方法の改善の促進、(ii)灌漑システムなど

の農業インフラの強化、(iii)気候耐性を有する作物や植栽技

術の研究、開発や利用の促進、(iv)気候変動の影響を強く受

ける生計活動の多様化、および（v）農業に関連する計画を

知らせる早期警報システムの利用の改善などを行うプロジェ

クトが含まれます。

気候変動緩和プロジェクトと気候変動適応プロジェクトは、自

然資源の保全、都市環境の改善、環境効率、災害リスク管

理など、このフレームワークに含まれない環境目標にも貢献

する可能性があります。例えば、再生可能エネルギーを生産

するプロジェクトは、気候変動緩和目標に貢献しつつ大気汚

染を軽減するものであり、環境に調和した持続可能な成長を

支えるために、よりクリーンなエネルギー生産を実現できま

す。また、そうしたプロジェクトが強風や変化の激しい風、温

度や降水量の極端な変化、洪水などに耐えられるように設

計される場合は、気候変動適応プロジェクトとしても認められ

ます。同様に、気候変動適応プロジェクトは気候変動リスク

の影響を低減するものですが、それが自然に根ざすソリュー

ションを活用するものであれば、環境保全の目的にも貢献す

ることができます。

給水およびその他の都市インフラ・サービス 気候変動

は、干ばつ、洪水、台風、害虫や病気のリスクの増加を通じ

て水の安全保障や都市住民に影響を与えます。適格である

気候変動適応プロジェクトには、水の安全保障や脆弱な都

市住民の生活を改善するプロジェクトが含まれます。例とし

ては、給水インフラの気候耐性の確保や都市洪水対策が挙

げられます。 

持続可能な交通運輸　気候変動は、洪水や台風による

主要な交通ルートが被害を受けることで、連結性とアクセス

に影響を与え、特に農村部ではその影響が深刻なものにな

ります。適格な気候変動適応プロジェクトには、気候変動の

影響に対する交通運輸インフラの脆弱性を低減するプロジ

ェクトが含まれます（堤防や橋を高くし、雨水の排水を改善

するなど）。港湾および海運の環境性能を改善するプロジェ

クトは、ブルー・ボンド融資の適格プロジェクトに含まれます

（2.2.3項参照）。 

サンゴ礁。写真はFrancesco Ricciardiによる。



2.2.2 汚染管理プロジェクト

固形廃棄物の管理　海洋ごみを削減し、またはそれに伴

う海洋生物への影響を低減する。適格プロジェクトには、統

合された固形廃棄物管理システムおよびインフラ、海岸また

は川辺の埋立地や投棄場の修復、雨水管理システムの改

善が含まれます。プロジェクトは海岸または海に注ぐ川から

50km以内になければなりません。 

2.2.3 持続可能な沿岸・海洋開発プロジェクト

港湾および海運 海洋インフラと海運の環境性能と持続可

能性を向上させる。適格プロジェクトには、船舶衝突、侵入

種、汚染、その他の海洋への影響の軽減と緩和が含まれま

す。

海洋再生可能エネルギー 4  T温室効果ガスの排出量を

削減し、海洋および海上の再生可能エネルギー（洋上の風・

潮汐・波、海洋熱エネルギーなど）の貢献度を高めるプロジ

ェクトや、ブルー・エコノミー・セクター（水産養殖や漁業など）

における再生可能エネルギープロジェクト。海洋ベースのソ

リューションと技術を利用して、温室効果ガスの回収・貯留を

増やすプロジェクト

4 海洋再生可能エネルギーは、2.1.1項「気候変動の緩和–再生可能エネルギー」の一部です。グリーン・ボンド融資の適格プロジェクトには全ての再生可能エネル
ギー・プロジェクトが含まれ、ブルー・ボンド融資の適格プロジェクトには海洋・洋上再生可能エネルギーに焦点を当てた再生可能エネルギー・プロジェクトのみ
が含まれる場合があります。 

資源効率と循環経済　海洋ごみを削減し、またはそれに伴

う海洋生物への影響を低減する。適格プロジェクトには、廃

棄物交換プログラムの実施、設計段階からプラスチック廃棄

物を出さないようにする新しいビジネスモデル、プラスチック

廃棄物を削減するためのグリーン・サプライチェーン管理プ

ログラム、および使い捨てプラスチックの製造と消費を削減

する革新的な技術やアプローチが含まれます。 

非点源汚染 沿岸・海洋環境の汚染（栄養素、堆積物、化学

物質など）を低減する。適格プロジェクトには、肥料や農薬の

投入を減らす持続可能な農業プログラム、海に注ぐ川の土

壌侵食を防ぐ河岸域の保護と森林再生、海岸や海洋に流入

する農業汚染を減らすための新技術が含まれます。プロジェ

クトは海岸から200km以内または海に注ぐ川（およびその支

流）から50km以内になければなりません。

廃水管理 沿岸・海洋環境の廃水汚染を低減する。適格プ

ロジェクトには、廃水収集・処理システムの新設または改修、

廃水汚染物質が海岸や海水に流入するのを防ぐ新しい技術

やシステムが含まれます。プロジェクトは海岸または海洋環

境から100km以内になければなりません。

2.2 ブルー・ボンド融資の適格プロジェクト

ブルー・ボンド融資の適格プロジェクトには、生態系や自然資

源管理（2.2.1 項で説明）、汚染管理（2.2.2 項で説明）、持続可

能な沿岸・海洋開発（2.2.3項で説明）などを通じて海洋保全に

貢献するプロジェクトが含まれます。プロジェクトから海までの

距離は、以下に説明する二次的な選別基準として必要に応じ

て考慮されます。 

2.2.1 生態系・自然資源管理プロジェクト

生態系管理と自然資源の回復  沿岸、海洋、河川の生態系

の健全性と気候・災害耐性を持続的に管理、保護し、または復

元する。適格プロジェクトには、海洋保護地域の設置と管理、

サンゴ礁、マングローブ、沿岸湿地、塩湿地、河川堤防および

海草の管理と修復、および侵入種の根絶または管理が含まれ

ます。プロジェクトは、海洋環境や海に注ぐ川において、あるい

は海岸から100km以内になければなりません。

持続可能な漁業管理　漁業や海産食品バリュー・チェーン

の環境面での持続可能性を向上させる。適格プロジェクトに

は、生態系に配慮した漁業管理、低温保存・加工、認証スキ

ームとトレーサビリティの改善、混獲防止装置やその他の漁

具改良プログラムの組み込み、および政策と技術を用いた海

産食品サプライチェーンのトレーサビリティの強化が含まれま

す。 

持続可能な水産養殖 水産養殖、海洋牧場、藻類養殖など

の環境の持続可能性を向上させる。適格プロジェクトには、持

続可能な水産養殖、藻類養殖、または海洋牧場のための新

たなインフラの開発または既存のインフラの改修、養殖用餌

の代替品（漁獲によらないもの）の開発、養殖システムやサプ

ライチェーンによる汚染を軽減するための新しい技術やシステ

ムの開発が含まれます。 



3.2 グリーン・ボンド融資の適格プロジェクト

2012 年、ADBを含む国際開発金融機関（MDBs）は、気候変

動の緩和と適応に関する融資を追跡・報告するための共同ア

プローチを開発しました。この共同アプローチは、気候変動関

連融資の報告の方法を統一するものです。ADBは2011年以

降、MDBの共同アプローチに含まれる緩和および適応活動の

一般的な類型原則に基づいて、年間の気候変動緩和・適応関

連融資を評価・追跡・報告しています。

グリーン・ボンド融資の適格プロジェクトは、ADBのエネルギ

ー、気候変動、交通運輸、環境分野の専門家によって継続的

に特定されます。まず、気候変動緩和・適応関連融資の追跡・

報告に関するMDBの共同アプローチを適用した後、追加的な

選択基準を考慮します。これには、前述した、環境的に持続可

能な成長を実現する「グリーンな」プロジェクトを特定する手段

としてのプロジェクト分類や、環境・社会セーフガードを遵守し

ているかどうかが含まれます。 

3.3 ブルー・ボンド融資の適格プロジェクト

ブルー・ボンド融資の適格プロジェクトは、ADBの環境専門家

によって継続的に特定されます。その際には、前述の「ブルー

な」プロジェクトを特定する手段としてのプロジェクト分類や、「

持続可能なブルー・エコノミー・ファイナンス原則」などの追加

的な選択基準が考慮されます。

3  グリーン・ボンドまたはブルー・ボ
ンド融資の適格プロジェクトの評価・
選定プロセス

3.1 全プロジェクト

ADB の環境・社会セーフガードは、ADBがアジア・太平洋地

域におけるインクルーシブな経済成長と環境の持続可能性

を支援する上で極めて重要な役割を果たしています。ADBの

「セーフガード政策」（2009年）�は、環境、非自発的移住、先

住民を対象とする総合的な政策フレームワークを提供するも

ので、ADBの融資またはADBが管理する全てのプロジェクト

およびそのコンポーネントに適用されます。 

セーフガード政策は、（i）プロジェクトによって環境および関

係者に悪影響が及ぶのを防ぐこと、（ii）それが不可能な場合

は悪影響を最小限に抑え、軽減し、または補償すること、に

よって、環境および関係者を潜在的な悪影響から保護し、プ

ロジェクトの成果を持続可能なものにすることを目的として

います。政策は、プロジェクトのライフサイクル全体にわたる

悪影響に対処するため、影響評価、計画、および緩和対策

を含む確立されたプロセスを通じて実施されます。このプロ

セスはADBのセーフガードの専門家によって管理されていま

す。セーフガード文書は一般の人々が利用できる形態、方

法、言語で公開されており、情報はプロジェクト・サイクル中

に必要に応じて更新されます。ADBはセーフガード政策に基

づき、借入人やクライアントが自身のセーフガード制度を強

化し、環境・社会リスクの管理能力を高められるよう支援す

ることを目指しています。ADBの投資プロジェクトは全て、プ

ロジェクトの発掘段階で、潜在的な影響やリスクの重要性に

基づいて評価され、AからCまでのカテゴリーで、あるいは金

融仲介機関として分類されます。

気候変動リスクやその他の社会的側面およびガバナンスの

問題（貧困削減、ジェンダー、労働、汚職防止など）について

は、ADBの業務方針や戦略に従ってプロジェクトの準備段階

で対応します。

ADB のグリーン＆ブルー・ボンド作業部会は四半期に一度

会合します。セクターの専門家がプロジェクトを選別し、適格

性を確認します。気候・環境チームは、対象プロジェクトがセ

ーフガード政策やその他の基準（当該プロジェクトに未解決

のコンプライアンス事案があるかどうかなど）を満たしている

かどうかを確認します。候補に挙げられたプロジェクトについ

てセクターの専門家が協議し、作業部会がコンセンサスに基

づいて適格性を判断します。  通常は予防原則に従い、少し

でも疑問のあるプロジェクトは除外されます。  適格プロジェ

クトのリストは年次のインパクト報告書にまとめられ、ADBの

上層部（例えば、持続的開発・気候変動局長など）がこれを

承認することになっています。

森の健康維持を任務とする住民のパトロール隊。写真はADBによる。

5 ADB 2009. 年.セーフガード政策. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf.

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf
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アジア開発銀行 

ADBは、極度の貧困の撲滅に努めるとともに、豊かでインクルーシブ、気候変動や災害等のショックに強靱

で持続可能なアジア・太平洋地域の実現に向け取り組んでいます。ADBは1966年に創設され、49の域内加

盟国・地域を含め68の加盟国・地域によって構成されています。開発途上加盟国の支援にあたり、政策対

話、融資、出資、保証、無償援助、技術協力などがADBの主な支援手段となっています。

6  コンプライアンスの確保  

プロジェクト・レベルでの監理とモニタリングに

より、プロジェクトの準備および実施中における

セーフガードやその他の要件の遵守が保証されます。セー

フガードの遵守に関して問題が見つかった場合、借入人は、

法的合意に基づき是正措置を講じて状況を是正しなければ

なりません。プロジェクトにより影響を受ける人々は、アカウ

ンタビリティ・メカニズムを通じて直接苦情を申し立てることも

できます。このメカニズムは、影響を受けた人々が問題を訴

え、その解決を要求したり、ADBの業務方針や手順の不遵

守を報告できる場を提供するものです。  

7  外部レビュー –セカンドパーティ・
オピニオン

ADB の「グリーン&ブルー・ボンド・フレームワーク」は、Cicero 

Shades of Greenによってレビューされ、「グリーン・ボンド原

則」との整合性を確認するセカンドパーティ・オピニオンが発

行されています。

このセカンドパーティ・オピニオンは、ADBのウェブサイトから

入手できます。

4  調達資金の配分 

グリーン・ボンドとブルー・ボンドの調達資金（純

額）は、ADBの財務上、特別なサブポートフォリオ

に配分され、前述の適格プロジェクトに対するADB の融資業

務にリンクされます。未償還のグリーン・ボンドとブルー・ボンド

がある限り、該当する各サブポートフォリオの残高は、四半期

中の適格プロジェクトへの融資実行額に応じて各四半期末に

減額されます。融資が実行されるまでの間、該当する各サブポ

ートフォリオはADBの流動性政策に従って流動性のある金融

商品に投資されます。 

5  モニタリングと報告  

ADB のプロジェクト、グリーン・ボンドおよびブル

ー・ボンドの発行に関する詳細は、ADBのウェブ

サイトをご覧ください。 

グリーン・ボンドとブルー・ボンドのニュースレターには、資金の

配分とインパクトの報告、適格プロジェクトの具体例の詳細や、

関連するインパクト指標が掲載されます。  

開発効果と環境、社会、ガバナンス面での（法的合意に基づ

く）コンプライアンスについては、ADBがその業務方針や戦略に

従って、プロジェクトの実施中に継続的なモニタリングを行いま

す。また、グリーン・ボンドおよびブルー・ボンドの適格プロジェ

クトへの融資については、各融資に適用される環境・社会セー

フガード文書が作成され、ADBのウェブサイトに掲載されます。
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海で楽しいひとときを過ごすツバルの住民。写真はADBによる。

（注）本日本語版は、参照用のための仮訳であり、最終的な内容の確認については原文（英語版）にて行われますようお願いいたします。仮に日
本語版と原文との間で内容に齟齬があった場合には、原文が正しいものとします。
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