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1．はじめに

　2015年12月のフランスのパリにおける気候変動枠
組条約第21回締約国会議（COP21）で採択されたパリ
協定は，2016年9月3日多排出国である米国，中国が
批准し2016年11月4日に発効となった1）。本会議とは
別に，多くのサイドイベントが開催され，その中でも
目立ったのは，パリ市を中心とした各国の自治体の動
きである。パリ市等の主催により700以上の自治体の
代表が，自治体リーダーのための気候変動サミットを
開き，「COP21への積極的寄与のためのパリ市庁舎宣
言」2）を採択するなど取り組みの強化を世界にアピー
ルした。一方，欧米の年金基金の基金運用担当者が参
加したイベントでは，グリーンボンドなどのESG投資
を加速すると明言した（パリ・グリーンボンド宣言）。
ESG投資とは，国連が提唱する責任投資原則（UN 
Principles for Responsible Investment：PRI ）が，
投資プロセスにおいて財務情報に加えE（環境），S
（社会），G（ガバナンス）を考慮することを求めてい
るもので，多くの年金基金が署名をしている。グリー
ンボンドとは使途をグリーンな事業に特定して資金調
達をする債券のことで，欧米ではグリーンシティ構築
の資金源として活用されるケースが急速に増えてき
た。本稿では，グリーンボンド市場の経緯とグリーン
ボンドを活用した国内外の自治体の動きを概観しなが
らエコな街づくりの活用の可能性について考察する。

2．グリーンボンドとは？

　グリーンボンドとは，グリーンな事業に使途を限定
して発行される債券であるが，グリーンの定義につい
ては国際的な統一基準があるわけではなく，発行する
事業体がグリーンと定義する事業を自主選定してい
た。2012年頃より急速に発行額が増加する中で，環境

配慮をしているように見せかけるグリーンウォッシュ
されているグリーンボンドが発行されているのではな
いかという指摘がなされた。欧米を中心とする金融機
関が加盟するICMA（International Capital Markets 
Association，国際資本市場協会），国際NPOのCBI
（Climate Bonds Initiative，気候債券イニシアチブ）
中国人民銀行，インド証券取引委員会等により様々な
基準が示されているが，欧米市場などのグリーンボン
ドの多くはICMAのグリーンボンド原則3）（Green 
Bond Principles：GBP）をベースにしているケース
が多い。GBPは，発行体に対し透明性を確保するため
に以下の4項目の情報開示を求めている：
①Use of Proceeds（資金使途）
　資金使途がグリーンプロジェクトに限定されること
が法的な書類に明確に記載されていること。
②Process for Project Evaluation and Selection
（評価及び選定プロセス）
　発行体は，プロジェクトがグリーンプロジェクトの
カテゴリーに合致しているか判断する意思決定プロセ
スと，関連する適格基準，（環境的な）サステイナビ
リティの目的を明確にする。
③Management of Proceeds（調達資金の管理）
　発行代わり金がサブアカウントやサブポートフォリ
オに記帳され，適格プロジェクトに投融資が行われる
ことを証明する。
④Reporting（レポーティング）
　発行代わり金が完全に配分されるまで，年次でファ
ンドの情報をアップデートし，資金使途対象となった
プロジェクトリスト，プロジェクトの簡単な説明，配
分額などを開示する。
　なお，ICMAはグリーンボンド発行に際し，上記の4
原則を満たしているかを投資家が確認できるよう，セ
カンドパーティオピニオンもしくは第三者機関による
認証等の取得を推奨している。GBPがグリーンボンド
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の対象事業として例に挙げているのは，以下のとおり。
・再生可能エネルギー事業
・省エネルギー事業（グリーンビルディングを含む）
・持続可能な廃棄物マネジメント
・持続可能な土地利用（持続可能な森林管理と土地利
用を含む）
・生物多様性保全
・クリーン輸送（自動車，公共交通機関）
・持続可能な水マネジメント（水資源の浄化，飲料水
確保事業を含む）
・気候変動への適応

3．グリーンボンドの導入の経緯と近年の急成長

　グリーンボンドは，欧州投資銀行（EIB）が2007年に
「Climate Awareness Bond（気候問題への認知度を
高めるための債券）」を6億ユーロ発行したのが第一号
とされ，翌2008年に世界銀行（国際復興開発銀行
（IBRD））が，発展途上国の再生可能エネルギー事業や
温室効果ガスの排出削減などの環境保全事業に投資先
を限定した資金調達のために発行した債券よりグリー
ンボンドという名称が使われるようになった4）。ESG
投資の受け皿としての投資家の注目度が高まる中，
2013年のGBP等の発行ガイドラインの設定も一つの契
機となって，民間企業や地方公共団体などへ発行体が
多様化，発行額が急増している。市場全体で見ると，発
行額は2013年以降最高を更新し続けており，2013年の
67億ドルから2014年には260億ドルに急増した。2016
年には約767億ドルと前年から80％増加した。グリー
ンボンド市場が急成長する2013年以前の黎明期におい
ては，発行体は世銀などの国際開発金融機関が中心で
あったが，ここ数年は，民間企業や地方自治体が急速に
発行を伸ばしており，2016年の発行額でみると，事業
会社が全体の30%，地方自治体は13％を占めた（図1）。

4．グリーン地方債の具体例

4-1．拡大するグリーン地方債市場の背景

　欧米では温暖化対策の主体となる自治体が再生可能
エネルギーの導入や低炭素公共交通の整備等の緩和策
に加え，グリーンインフラ建設などにより多額の資金
を要する適応策への取り組みを本格化し，都市の気候
変動対策が拡大している。欧米の自治体では，こうし
たグリーンプロジェクトの資金を調達する重要な手段
としてグリーン地方債を活用する動きが急速に広がっ
ている。海外のグリーン地方債の多くは発行する自治
体の信用力に依拠して発行されており，発行条件や信
用格付けが従来の地方債とかわらない現状では，発行
に伴う負担が増加するグリーンボンドを発行する利点
は小さいとの議論があったが，最近では，ESG投資
への投資家人気を反映して伝統的な地方債よりも高い
プライシングがなされるケースも出ている。
4-2．米国のグリーン地方債市場の概況

　老朽化したインフラの改修に莫大な資金を必要とす
る米国では，政治的に困難な増税よりもグリーン地方
債発行による長期資金を調達する動きが一般化してい
る。地方債の非課税特典に加えグリーン投資に資金使
途を限定したことで社会的責任投資家（Socia l ly 
Responsible Investment：SRI）や個人投資家を呼び
込み，米国のグリーン地方債の発行は2013年の1億
米ドルから2014年には25億米ドル，2015年には前年
比48%増の43億米ドルに達した。2015年末までに，
21州とワシントン特別区が総額303億米ドルのグリー
ン地方債を発行した5）。
　資金使途は，図2で示すとおり，過半数が交通・運
輸で，交通局が発行主体となっている。
　当初よりGBPに基づいた枠組みを設定して発行が
行われたものの，従来セカンドオピニオンといった外
部評価は取得されていなかった。2016年2月にニュー

図1　2012-2016　グリーンボンド市場の推移
（出所：Thomson Reuters Eikonのデータを基に作成） 図2　米国グリーン地方債の資金使途 5）



都市計画│32766

ヨーク市交通局が発行した債券が米国のグリーン地方
債として初めてセカンドオピニオンを取得して以降，
外部評価を受ける動きが続いている。
4-3．グリーンプロジェクトの選定基準

　欧米の地方自治体のグリーン地方債の枠組みの多く
は，GBPや気候債券基準（Climate Bonds Standard: 
CBS）をベースにしながら，自らの環境政策方針を加味
して決定している。自治体によって多様性があるが，
米国のグリーン地方債振興団体であるThe Green City 
Bonds Coalitionは，グリーンボンドに適格な低炭素化
事業・資産の例を挙げている（表1参照）6）。

4-4．グリーン地方債の発行事例

①米国マサチューセッツ州の事例7）

　多数のグリーン事業を予定していたマサチューセッ
ツ州は，長期に安定的資金を効率的に調達する必要が
あり，SRI投資家やグリーン投資家と接触してニーズ
を確認した上で2013年6月に米国初の一般歳入債と
して，グリーン地方債1億米ドル発行した。
　融資対象は，財務局が行財政局とエネルギー・環境
担当局と協議の上，高い環境効果が見込める4分野
（浄水・飲料水，州所有ビルのエネルギー効率化・省
エネ化，オープンスペースの確保・環境汚染除去，河
川再生・生息環境保護事業）を選定した。第1号債は
2015年1月までに融資を完了した。
②パリ市（イル・ド・フランス）の事例8）

　パリ市は，同市で開催されたCOP21を直前に控え
た2015年11月に初めて期間16年の長期グリーンボン

ドを3億ユーロ発行した。パリ市は歴史的環境の保全
や景観に配慮した都市計画に基づき各種公共サービス
を提供しており，再生可能エネルギー，省エネ公営住
宅建設，エネルギー効率の高い路面電車や電気自動
車，レンタサイクルの導入，緑化事業など，環境に配
慮したグリーンプロジェクトを推進している。グリー
ンボンドの起債に際し，GBPに沿って資金の管理・
運用および報告がなされる体制を整え，外部機関から
セカンドオピニオンを取得した。また，同グリーンボ
ンドは日本生命保険相互会社が97億円投資をした9）。
なお，同社はロンドン交通局が発行する環境配慮型債
券にも125億円投資している10）。
③ニューヨーク市の事例11）

　地方自治体における環境政策と都市財政の先駆者を
自負するニューヨーク市は，2014年9月に，5年間の
資本改善計画におけるグリーン事業7.6億ドルの一部
をグリーンボンドで調達することを決定し，米国の主
要都市としては初となるグリーンボンド・プログラム
を開始した。グリーンボンドは，同市の資本計画に組
み入れられており，一般歳入債に加えて暫定金融公社
（Transitional Finance Authority：TFA）および水
道資金供給公社 （NYC Municipal Water Finance 
Authority：NWF）が発行するレベニュー債の一部を
グリーンボンドとして発行している。
④日本におけるグリーン地方債の発行事例
　日本の地方公共団体は「グリーンボンド」と銘打っ
た地方債の発行事例はまだないものの，住民参加型市
場公募地方債12）では，神奈川県川崎市の川崎緑化推
進債，鳥取県の「ゲゲゲのふるさと」とっとり県民債
など，資金使途を自然環境保全や再生可能エネルギー
開発，災害対策に指定した起債実績がある。地域に貢
献したいとの地域住民からの購入希望者は多いが，地
方債の投資家構成は現在国内金融機関が約4分の3を
占める13）。今後の投資家層の拡大にも，グリーンボ
ンドは有効な資金調達手段となる可能性がある。
⑤東京都のグリーンボンド
　東京都は，2016年12月に個人向け債券「東京環境
サポーター債」を発行した。本格的なグリーンボンド
を発行するためのトライアルとして，第三者認証を受
けずGBPにも準拠していないが，選定事業など都が実
施する環境への寄与が確かな事業に充当している14）。
2017年2月，GBPに準拠し第三者機関認証等の取得す
る，本格的なグリーンボンドの発行を発表し，グリー
ン地方債の発行の意義としては，国内自治体として初

（1） 再生可能エネルギー・エネルギー貯蔵
（2） グリーンビルディング・グリーンインフラ
－LEED認証取得ビル（グリーン認証以上）
－LEED導入など、ビルのエネルギー効率化・省エネ事業
－高いエネルギー効率基準に基づく公営住宅の建設
（3） 農業、バイオエネルギー、森林
－持続可能な農業、林業および土地利用
－農業廃棄物や非食用作物を利用したバイオ燃料
－農産品サプライチェーンにおける廃棄物削減化
（4） 工業エネルギー効率
（5） 水質管理・公益事業の災害適応
－浄水・飲料
－レジリエンス、適応、グリーンインフラ
－河川の再生と保全
－生息環境の復元と洪水や干ばつの被害軽減

（6） 廃棄物管理・メタン削減
－メタンガス回収機能をもつ下水処理施設
－低炭素ゴミ収集車と関連インフラ
－再生利用工場
－廃棄物エネルギー発電

（7） クリーン交通
－大量輸送機関
－電気自動車インフラ
－バス高速輸送システム
－ゼロエミッション車（ZEV）、低排出ガス車（LEV）

表1　グリーン地方債に適格な事業と資産 6）
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のグリーンボンド発行を通じて市場活性化につなげ，
個人投資家においては，環境事業への都民のオーナシ
ップ意識の喚起を図り，機関投資家に対しては環境配
慮意識を醸成し，都として新たな環境投資家を取り込
み投資家層を多様化することを挙げている。発行規模
は総額200億円の予定で，対象投資家を都民等の個人
に加えて機関投資家に拡大する。充当事業は，表2に
示すが，都の環境施策を先進的・加速的に推進してい
く事業を新規に選定するとしている15）。

5．終わりに

　GPIFは我が国のESG投資について各投資家にアン
ケートを実施し，2017年1月にその結果を報告した。
それによるとGについてはこれまで企業分析の一部と
して実施してきたものの，Sはもちろんのこと，Eも進
んでいないことが浮き彫りとなった。グリーンボンド
は，第三者にグリーンであることが認証されているた
め，投資家は購買することによりESG投資をしている
ことを表明しやすい。国内のグリーンボンド市場は欧
米諸国に比べ遅れているため，2017年3月に環境省が
活性化のためにグリーンボンドガイドラインを発表し
た。今後，国内投資家のグリーンボンドへの投資が進
み，自治体がグリーン地方債を発行することにより，
都市をグリーン化するための資金調達ツールとして活
用してエコシティの開発を進める可能性が広がること
を期待したい。
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区  分 事業名

東京2020大会を契機と
した環境対策

競技施設の環境対策※

都道の遮熱性・保水性舗装※

スマートエネルギー都市
づくり

都有施設の改築・改修
都有施設・道路の照明のLED化※

都有施設のZEB化推進※

上下水道施設の省エネ化※

環境にやさしい都営バスの導入※

クール・クリーンで快適
な都市づくり

公園の整備
合流式下水道の改善※

水再生センターでの高度処理※

気候変動の影響への適
応

中小河川の整備
高潮防御施設の整備

表 2　東京グリーンボンドの充当予定事業

※新たに充当事業の対象予定となるもの
（出所：東京都発表資料）


