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１．グリーン／ソーシャル／サステナビリティボンドについて
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 グリーン／ソーシャル／サステナビリティボンドとは
 ICMAグリーン／ソーシャルボンド原則 ４つの核 主要な提言



１．グリーン／ソーシャル／サステナビリティボンドについて
グリーン／ソーシャル／サステナビリティボンドとは

3

グリーンボンド
調達資金の全てが、新
規又は既存の適格なグ
リーンプロジェクトの一部
又は全部の初期投資又
はリファイナンスのみに充
当され、かつ、国際資本
市場協会（ICMA）グ
リーンボンド原則におい
ては、4つの核となる要
素に適合している様々な
種類の債券である。

グリーン／ソーシャル／サステナビリティボンドとは

ソーシャルボンド
調達資金の全てが、新
規又は既存の適格な
ソーシャルプロジェクトの
一部又は全部の初期投
資又はリファイナンスのみ
に充当され、かつ、国際
資 本 市 場 協 会
（ICMA）ソーシャルボ
ンド原則においては、4つ
の核となる要素に適合し
ている様々な種類の債
券である。

サステナビリティ
ボンド

調達資金の全てが、新
規又は既存の適格なグ
リーンプロジェクト及び
ソーシャルプロジェクト双
方への初期投資又はリ
ファイナンスのみに充当さ
れる債券である。

※国際資本市場協会（ICMA）は欧州を中心に世界約60カ国500の金融機関が加盟する国際団体。本拠地はチューリヒ及びロンドン。
スイス及び英国当局から自主規制機関と認められている。本協会との間で2008年1月、相互協力に関する覚書（MoU）を締結し、2008
年、2013年、2015年及び2017年に日本証券サミットを共催。2017年よりグリーン／ソーシャルボンド・コンファレンスを毎年共催（後述）
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１．グリーン／ソーシャル／サステナビリティボンドについて
ICMAグリーン／ソーシャルボンド原則 ４つの核 主要な提言

 ICMAのグリーンボンド原則（ＧＢＰ）、ソーシャルボンド原則（ＳＢＰ）では、グリーン／ソーシャルボンドの定義を定め
たうえで、それら債券が満たすべき４つの核となる要素、主要な提言を示している。

 サステナビリティボンドガイドラインにおいては、サステナビリティボンドの定義を、その資金がグリーンプロジェクトとソーシャルプロ
ジェクトの双方に充当されるものとした上で、グリーン／ソーシャルボンドと同様４つの核、主要な提言を満たすべきとしている。

4つの核となる要素 （ＧＢＰ、ＳＢＰ共通）
• 調達した資金は、環境面／社会面の便益を有するプロジェクトに充当さ
れる。発行体は法定書類等で明示する。１．調達資金の使途

• 発行体は、目指す環境／社会的目標、適格プロジェクトの選定プロセス、
適格性のクライテリアについて投資家に伝える。

２．プロジェクトの評価と
選定のプロセス

• 発行体は調達資金を適切に管理、追跡する。プロジェクトの進捗と資金
充当状況を調整する。３．調達資金の管理

• プロジェクトのリスト、概要、資金充当状況、期待される効果を含む最新
の情報に係るレポーティングを作成・保存する。４．レポーティング

ICMA グリーン／ソーシャルボンド原則（４つの核 主要な提言）

上記4つの核の充足に加え
 「グリーン／ソーシャルボンドフレームワーク」の策定

【４つの核への適合性説明、発行体の包括的な持続可能性戦略における関連情報記載】
 「外部評価」 （セカンド・パーティ・オピニオン、検証、認証、レーティング）

【発行前：４つの核への適合性／発行後：調達資金管理】
を行うことが望ましいとされている。

主要な提言 （ＧＢＰ、ＳＢＰ共通）
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２．ICMAとの連携協力について
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 ICMAソーシャルボンド原則2020日本語版の作成
 ICMA共催「グリーン／ソーシャルボンド・コンファレンス」の開催
 ICMA共催「発行体対象ソーシャルボンド等研修コース」の開催
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２．ICMAとの連携協力について
ICMAソーシャルボンド原則2020日本語版の作成

2020年11月、幣協会にてICMAソーシャルボンド原則2020年改訂の日本語版を作成
日本語訳はICMA HPに掲載（本協会HPにおいてもリンクを掲載）されておりダウンロード可能

「ソーシャルボンド原則 2020」
日本語訳

https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-
Bonds/Translations/2020/JapaneseSBP-2020-06-021120.pdf

～ ICMAウェブページ画面より抜粋 ～
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２．ICMAとの連携協力について
ICMA共催コンファレンスこれまでの開催(2017~2019）

国際資本市場協会（ICMA）※との共催により
毎年グリーンボンドやソーシャルボンドに関するコンファレンスを開催

“グリーンボンド及び社会貢献債市場の発展-アジアの展望”
日 時：2017年11月2日（木）
場 所：虎ノ門ヒルズ森タワー5Fホール
参加者：アジアの発行会社、銀行、証券会社、（機関）投資家、その他の関係機関、

報道機関等 約400名

【2018年】 “グリーンボンド及びソーシャルボンド市場の発展-アジアの展望”
日 時：2018年12月11日（火）
場 所：ホテル ニューオータニ 鶴の間
参加者：日本を中心とするアジアの発行体、銀行、証券会社、（機関）投資家、

在日大使館職員、その他の関係機関、報道機関等 約550名（昨年比約40%増）

【2019年】

【2017年】

“日本とアジアのグリーン、ソーシャル及びサステナビリティボンド市場の発展”
日 時：2019年10月９日（水）
場 所：ホテル ニューオータニ 鶴の間
参加者：日本を中心とするアジアの発行体、銀行、証券会社、（機関）投資家、

在日大使館職員、その他の関係機関、報道機関等 約700名（前年比約30%増）
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2017～2019年（計３回）は、グリーンボンドコンファレンスとして共催コンファレンスを開催

環境省より大臣等のゲスト登壇

2017

2018

2019

奥山 祐矢 環境経済課長

城内 実 副大臣 小泉 進次郎 環境大臣

２．ICMAとの連携協力について
ICMA共催コンファレンスこれまでの開催(2017~2019）
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2020年は、ソーシャルボンドに焦点を当てたコンファレンスを開催

日程 2020年11月13日（金）16時00分～18時00分（日本時間）

タイトル コロナ禍において重要性を増す持続可能性に貢献する債券市場の発展－世界及び日本の展望
「Developments in Bond Markets Contributing to Sustainability under 
COVID-19 – Globally and in Japan」

会場 太陽生命日本橋ビル 26階 及び ZOOMによるウェビナー

共催 国際資本市場協会（ICMA）（※）

参加者 発行体、銀行、証券会社、（機関）投資家、その他の関係機関等 約５００名
実会場参加者：約７０名
オンライン参加者：約４３０名（アクセス数ベース）

本協会では、グリーンボンド市場等の動向について日本市場関係者の理解を深め、日本市場の課題等を探る
機会として、国際資本市場協会（ICMA）との共催で、グリーン／ソーシャルボンド・コンファレンスを開催した。

４回目のとなる本年度は、コロナウイルス感染症の世界的な拡大を踏まえ、ソーシャルボンドに焦点を当てたコンファレ
ンスを実会場での開催に加え、オンラインでも参加可能とするハイブリッド方式により開催した。

会 場
宮園理事長、

鈴木会長、森本副会長

２．ICMAとの連携協力について
ICMA共催コンファレンス 昨年の開催(2020）
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（参考）2020年グリーン／ソーシャルボンド・コンファレンス プログラム

16:00 歓迎・開会の挨拶
日本証券業協会 会長 鈴木 茂晴

16:05
ゲストスピーチ１

年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ） 理事長 宮園 雅敬 氏
ゲストスピーチ２

ドイツ連邦銀行 理事会メンバー サビーネ マウデラー 氏

16:25

パネル 1: COVID-19への対応、持続可能な回復、SDGsに貢献する債券市場の状況及び見通し
Market Overview of  Bonds Contributing to Responses to COVID-19, Sustainable Recovery, and the SDGs

モデレーター：BofA証券取締役副社長 日本証券業協会 SDGs懇談会委員 林 礼子 氏
パネリスト ：欧州安定メカニズム CFO カリーン アーネブ ヤンセ 氏

国際金融公社 VP 財務担当 ジョン ガンドルフォ 氏
日本政策投資銀行 財務部長 品田 直樹 氏
アムンディ・アセットマネジメント フィクストインカム SRI プロセス ヘッド アルバン デ ファイ 氏

17:10    

パネル 2:持続可能性に貢献する債券を促進するためのラベリング、保証、インパクト評価
In Practice: Labelling, Assurance, and Impact Assessment to Promote Bonds Contributing to 
Sustainability

モデレーター：世界銀行 財務局 駐日代表 有馬 良行 氏
パネリスト ：ICMA マネージング・ディレクター EU TEG GBP/SBP/SLBP事務局 ニコラス ファフ 氏

金融庁 総合政策局CSO 池田 賢志 氏
Moody’s SVP 戦 マルティーナ マクファーソン 氏
ブラックロック・ジャパン マネージング・ディレクター リー ヒースマン 氏

17:55  閉会挨拶国際資本市場協会（ICMA） チーフ・エグゼクティブ マーティン・シェック

18:00 閉会

２．ICMAとの連携協力について
ICMA共催コンファレンスこれまでの開催(2017~2019）
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2017年 2018年 2019年 2020年
セルサイド 124 207 192 174
バイサイド 55 66 92 88
発行体（事業会社、地方公共団体、金融
機関等） 58 83 155 181

業界団体 45 23 29 13
中央行政 12 15 16 52
シンクタンク 10 18 20 13
格付機関・外部レビュアー 14 20 20 18
情報ベンダー 7 4 14 7
メディア 11 16 33 22
駐日外国公館 0 16 9 18
その他 74 83 110 140

合計
410※1 551※1

(日本人483)
(外国人68)

690※1
(日本人617)
(外国人73)

726※2
(日本人420)
(外国人316)

（※1 実会場参加者ベース）
（※2  実会場・オンライン登録者ベース（実会場参加者・オンラインアクセス数合計は約500名））

ICMA共催コンファレンス カテゴリー別 参加者内訳

２．ICMAとの連携協力について
ICMA共催コンファレンス 参加者内訳
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年次コンファレンスの前日、発行体を対象とした研修コースを毎年ICMAと共催

日程 2020年11月12日（木）16時30分～19時00分（日本時間）

タイトル
ソーシャル／サステナビリティ・リンク・ボンドエグゼクティブ研修コース
「Social and Sustainability-Linked Bonds Executive Training Course」

会場 ZOOMによるウェビナー

主催 国際資本市場協会（ICMA）

リード
トレーナー

国際資本市場協会（ICMA）
市場慣行・規制政策 ディレクター バレリー・ギヨマン 氏
サステナブルファイナンス ディレクター シモーネ・ユータマーク 氏

参加者 発行体、証券会社、外部レビュアー、投資家 等 計５３名

2020年グリーン／ソーシャルボンド・コンファレンスの前日には、発行体を対象としたセミナー
「ソーシャル／サステナビリティ・リンク・ボンド エグゼクティブ研修コース」を開催した。

２．ICMAとの連携協力について
ICMA共催「発行体対象研修コース」の開催
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2020年 ソーシャル／サステナビリティ・リンク・ボンド エグゼクティブ研修コース プログラム

16:30
歓迎の挨拶

ICMA 市場慣行・規制政策 ディレクター バレリー・ギヨマン 氏
日本証券業協会 SDGs推進室長 森川 怜子

16:35
パート１：サステナビリティ・リンク・ボンド
トレーナー：

ICMA 市場慣行・規制政策 ディレクター バレリー・ギヨマン 氏

17:00 休憩

17:10    

パート２：ソーシャルボンド
トレーナー：
ICMA サステナブルファイナンス ディレクター シモーネ・ユータマーク 氏

• 市場概況
• ソーシャルボンド原則における４つの核
• 外部評価：一般的な紹介と概要

ING グローバルキャピタルマーケッツ アジア太平洋責任者 マネージングディレクター ヘルグ・マンケル 氏
• ソーシャルボンドケーススタディ（COVID-19含む）及び市場展望

ISSコーポレートソリューション VP サステナブルファイナンスビジネスマネージャー フェドリーコー・ペッツォラット 氏
ISSコーポレートソリューション ESGコンサルタント ダマーソ・ザガーグリア 氏

• ソーシャルボンドのための外部評価
• ソーシャルボンドのセカンドパーティオピニオン（SPO）に関する外部評価者によるプレゼンテーション

２．ICMAとの連携協力について
ICMA共催「発行体対象研修コース」の開催
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３．各種ガイドライン（環境省グリーンボンドGL／金融庁ソーシャルボンドGL）への協力について
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 各国・地域におけるガイドラインの整備状況
 環境省による「グリーンボンドガイドライン」策定
 金融庁による「ソーシャルボンドガイドライン」策定
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グリーンボンド ソーシャルボンド サステナビリティボンド

ＩＣＭＡ • グリーンボンド原則（2014⇒2018⇒2021） • ソーシャルボンド原則
（2017⇒2020）

• サステナビリティボンドガイドライン
（2017⇒2018）

日本 • グリーンボンドガイドライン（環境省2017⇒2020） • ソーシャルボンドガイドライン
策定中（金融庁2021）

中国 • グリーンボンドガイドライン（中国人民銀行、2015）※
グリーン金融債向けガイドライン

• グリーンボンドガイドライン（国家発展改革委員会、
2016）※グリーン企業債向けガイドライン

• グリーンボンドの評価・認証に関するガイドライン（中国
人民銀行・中国証監会、2017）

ＡＳＥＡ
Ｎ

• ASEAN グリーンボンドスタンダード（ASEAN資本市場
フォーラム、2017）

• ASEANソーシャルボンドスタンダー
ド（同左、2018）

• ASEANサステナビリティボンドスタン
ダード（同左、2018）

フィリピン • ASEAN グリーンボンドスタンダードに基づくグリーンボンド
発行に関するガイドライン（フィリピン証券取引委員会、
2018）

• ASEAN ソーシャルボンドスタンダー
ドに基づくソーシャルボンド発行に関
するガイドライン（同左、2018）

• ASEAN サステナビリティボンドスタン
ダードに基づくサステナビリティボンド発
行に関するガイドライン（同左、
2018）

インドネシア • Regulation of Financial Service Authority on 
the Issuance and Terms of Green Bonds
（金融サービス庁、2017）

インド • グリーンボンドの発行・上場の情報開示についてのガイド
ライン（インド証券取引委員会、2017）

ＥＵ • ＥＵグリーンボンドスタンダード（欧州委員会、2019） • ＥＵ ソーシャルボンド基準 • ＥＵサステナビリティボンド基準

ＩＳＯ • ISO/TC207においてSC4/WG7（グリーンボンド）、
SC7/WG10（気候変動ファイナンス）、WG11（グ
リーンファイナンス）規格開発作業中

• ISO/TC322（サステナブルファイナンス）が新設。企画開発に向けた検討を開始（2019）。

各国・地域 グリーン／ソーシャル／サステナビリティボンド関連ガイドライン

３．各種ガイドラインへの協力について
各国・地域におけるガイドラインの整備状況
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３．各種ガイドラインへの協力について
環境省による「グリーンボンドガイドライン」策定

環境省「グリーンボンドガイドライン」策定の背景

策定後約３年が経過し、その間にICMAグリーンボンド原則の改訂や、グリーンボンド発行事例の増加に伴う
実務の進展等の状況変化が生じている中、我が国のグリーンボンド市場の健全な拡大を推進していく上で、
国際的な目線と協調のとれたガイドラインとして維持することが必要であることを踏まえ、2020年、グリーンボン
ドガイドラインの改訂版を策定

環境省資料抜粋
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環境省「グリーンボンドガイドライン」ポイント

３．各種ガイドラインへの協力について
環境省による「グリーンボンドガイドライン」策定

環境省資料抜粋

（GBP）
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グリーンボンドに関する検討会
グリーンボンドに関する学識者、実務経験者等
本ガイドラインの内容等が議論
【メンバー】
学識者（高崎経済大学、玉川大学）投資家（日本生命、ケネディクス不動産投資顧問）、発行体（東京都、DBJ）、有
識者（レスポンスアビリティ、PwC）、証券（GS、大和）、オブザーバー（会計士協会、日証協）

グリーンボンドに関する意見交換会
検討会の委員と、「グリーンボンド原則」に
関する知見を有する欧米の市場関係者と
の間で、本ガイドラインの内容等について意
見交換
【メンバー】
検討会メンバー
外資証券（シティ, JPM, メリル等）

パブリックコ
メント

2016年10月～2017年3月

「グリーンボンドガイドライン（仮称）」に
係る第三者委員会
本ガイドラインの内容と直接的な利害
関係のない立場の知見者から、第三者
的な目線で、本ガイドラインの内容等の
検証
【メンバー】
JSIF, UNEP, 学識経験者

2016年12月 2017年2月2017年1月～2月

環
境
省
グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
時
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グリーンボンド・グリーンローン等に関する検討会（2019年7月～：計3回）
【メンバー】
学識者（高崎経済大学、立教大学、玉川大学）、投資家（日本生命、アムンディ）
発行体（世界銀行、日本政策投資銀行、東京都）、有識者・評価機関（レスポンスアビリティ、Sustainalytics）
証券（野村、大和、三菱、BNPパリバ）、銀行（みずほ、三井住友、三菱UFJ）
オブザーバー（全銀協、会計士協会、日証協）

グリーンボンド・グリーンローン等に関する意見交換会（2019.8）
【証券部門】野村、みずほ、JPモルガン、シティ、日興、大和、東海東京、三菱、パリバ、SBI、メリル、玉川大学、高崎経済大学
【コンサル・外部レビュー部門】R&I、イー・アンド・イーソリューションズ、JCR、DNV GL、日本総研、Sustainalytics、玉川大学、高崎
経済大学

改
訂
時

グリーンボンドガイドライン策定及び改訂時にオブザーバーとして適宜連携協力

３．各種ガイドラインへの協力について
環境省による「グリーンボンドガイドライン」策定
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３．各種ガイドラインへの協力について
環境省による「グリーンボンドガイドライン」策定

参考：環境省「グリーンボンド等促進体制整備支援事業」

環境省資料抜粋
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本協会より2020年12月14日付で
要望書を金融庁に提出

（同内容を経団連からも提出）

３．各種ガイドラインへの協力について
金融庁による「ソーシャルボンドガイドライン」策定

日本版「ソーシャルボンドガイドライン」策定検討のため、
2021年３月、金融庁により「ソーシャルボンド検討会議」が設置

「ソーシャルボンド検討会議」設置趣旨

新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、ソーシャ
ルボンドが国内外で注目されており、
国内では民間事業者による発行が少しずつ始まっ
てきた段階である。
こうした中、
経済界等から国内における実務的な指針の早期
策定の要望が寄せられている。
こうした状況を踏まえ、第１回サステナブルファイナン
ス有識者会議において決定されたとおり、
企業等がソーシャルボンドの発行に当たって参照で
きる実務的な指針の策定を検討する為、サステナブ
ルファイナンス有識者会議の下に「ソーシャルボンド検
討会議」を設置する。 金融庁HP
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３．各種ガイドラインへの協力について
金融庁による「ソーシャルボンドガイドライン」策定

「ソーシャルボンド検討会議」オブザーバーとして、海外ソーシャルボンド発行事例の提供、
国内外SDGs債統計情報の提供等を通じてガイドライン策定に協力

ソーシャルボンドガイドライン本文策定にあたり
国内外SDGｓ債統計情報を金融庁に提供

ソーシャルボンドガイドライン草案（6/3時点）

第２回検討会議の参考資料として
海外におけるソーシャルボンド等の発行事例を収集・提供

金融庁：「海外におけるソーシャルボンド等の発行事例」
https://www.fsa.go.jp/singi/social_bond/siryou/20210413/03.pdf

金融庁公表資料

https://www.fsa.go.jp/singi/social_bond/siryou/20210413/03.pdf
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３．各種ガイドラインへの協力について
金融庁による「ソーシャルボンドガイドライン」策定

参考：ソーシャルボンドガイドライン(草案)の概要

金融庁「サステナブルファイナンス
有識者会議」（第８回）資料
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４．【参考】日証協におけるSDGsへの取組みとSDGs債について

23

日本証券業協会におけるSDGsへの取組み
 日本証券業協会「SDGs宣言」
 「証券業界におけるSDGsの推進に関する懇談会」の設置
 「証券業界におけるSDGsの推進に関する懇談会」メンバー
 「貧困、飢餓をなくし地球環境を守る分科会」メンバー
 同分科会下部機関「SDGsに貢献する金融商品に関するWG」メンバー
 参考： 「証券業界におけるSDGsの推進に関する懇談会」資料

その他関係省庁におけるサステナブルファイナンスに関する各種会議体

SDGs債について
 統一呼称「SDGs債」の提言
 グリーン／ソーシャルプロジェクト事業区分・SDGsへのマッピング
 グローバルなSDGs債の発行額の推移
 国内公募SDGs債の発行状況に関する統計の作成・公表
 主な国内民間SDGs債発行事例
 国内における発行体別グリーン／ソーシャルボンド発行額
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日本証券業協会「SDGs宣言」

４．【参考】日証協におけるSDGsへの取組みとSDGs債について
日本証券業協会におけるSDGsへの取組み
日本証券業協会「SDGs宣言」

１．貧困、飢餓をなくし地球環境を守る取組み
- 証券市場が有する資金調達・供給機能等を通じて、社会課題の解決を目指します。

２．働き方改革そして女性活躍支援を図る取組み
- ワーク・ライフ・バランスの推進等を通じて、働きがいのある職場づくりを目指します。

３．社会的弱者への教育支援に関する取組み
- 様々な環境に置かれている子ども達への支援等を通じて、あらゆる機会を平等に与えられる社

会の実現を目指します。

４．SDGsの認知度及び理解度の向上に関する取組み
- 本協会及び会員証券会社の役職員のSDGsに関する当事者意識を高めるとともに、国内外に

おけるSDGsに対する認知度及び理解度の向上を目指します。
2018年３月22日

日本証券業協会は、国際連合が提唱する国際社会全体の目標であるSDGs（持続可能な開発目
標）の達成に貢献するとともに、証券業自らも持続的な成長を目指し、次の通り宣言いたします。
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証券業界におけるSDGsの推進に関する懇談会
構成：有識者および会員証券会社の代表者等／座長：日本証券業協会会長

証券業を通じ社会的課題解決に貢
献するため、インパクト・インベストメ
ント関連の金融商品の組成・販売
の促進に向けた具体的方策等につ
いて検討・対応する。

貧困、飢餓をなくし地球環境を守る
分科会
（下部機関：SDGsに貢献する金
融商品に関するWG）

証券業界における働き方改革や女
性活躍の推進を図るため、業界横
断的な方策について検討・対応する。

働き方改革そして女性活躍支援分
科会

統一呼称「SDGs債」の提言・普及
推進

「SDGs債」の統計情報の定期的な
作成・公表

SDGsに貢献する金融商品の
ガイドブック作成

ICMAと連携した国際イベント等の
開催（国際部と協力）

代表者や管理職等、属性別に焦
点をあてたセミナーの開催

業界横断的なテレワークに関する情
報共有等

証券業界とNPO法人等を結ぶ仕組
み「こどもサポート証券ネット」の構築・
運営（物品支援からスタート）

内閣府等が主導する「こどもの未来
古本募金」に業界全体で参画

本協会に「株主優待SDGs基金」を
設置し、国連機関等への拠出

＜具体的な施策例＞

大学との連携

社会的弱者への教育支援に関する
分科会

経済的に厳しい状況でも子供たちが
将来に希望を持って成長できるよう、
証券業界として支援できる方策につ
いて検討・対応する。

会員向けアンケートの実施(2年に
１回)

４．【参考】日証協におけるSDGsへの取組みとSDGs債について
日本証券業協会におけるSDGsへの取組み
「証券業界におけるSDGsの推進に関する懇談会」の設置

SDGsで掲げられている社会的な課題に証券業界全体で積極的に取り組んでいくため、本協会会長の諮問機関として
『証券業界におけるSDGsの推進に関する懇談会』を設置（2017年9月19日）
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４．【参考】日証協におけるSDGsへの取組みとSDGs債について
日本証券業協会におけるSDGsへの取組み
「証券業界におけるSDGsの推進に関する懇談会」メンバー

座長
鈴木 茂晴（日本証券業協会 会長）

会員委員
安藤 敏行（安藤証券 代表取締役社長）
石田 建昭（東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙHD 代表取締役社長

最高経営責任者）
内田 和人（ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰMUFG証券 取締役会長）
菊地 稔（丸三証券 代表取締役社長）
北尾 吉孝（ＳＢＩ証券 代表取締役会長）
楠 雄治（楽天証券 代表取締役社長）
小々高 利昭（しん証券さかもと 代表取締役社長）
小林 正浩（明和證券 代表取締役社長）
近藤 雄一郎（ＳＭＢＣ日興証券 代表取締役社長）
斎藤 聖美（ジェイ・ボンド東短証券 代表取締役社長）
新芝 宏之（岡三証券グループ 代表取締役社長）
杉崎 重光（ゴールドマン・サックス証券 副会長）

清明 祐子（マネックス証券 代表取締役社長）
田代 桂子（大和証券 代表取締役副社長）
巽 大介（光世証券 代表取締役社長）
鳥海 智絵（野村證券 専務 サステナビリティ推進担当）
長岡 孝（三菱UFJ証券ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 代表取締役会長)
中村 善二（ＵＢＳ証券 代表取締役社長）
橋本 幸子（ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰMUFG証券 取締役）
林 礼子（ＢｏｆＡ証券 取締役副社長）
日比野 隆司（大和証券 取締役会長）
三宅 潔（みずほ証券 取締役会長）
森田 英子（ＢＮＰパリバ証券 取締役）
森田 敏夫（野村證券 代表取締役社長）
山口 隆弘（山和証券 代表取締役社長）

公益委員

白河 桃子（昭和女子大学 客員教授、相模女子大学 特任教授）

【参考】証券業界におけるＳＤＧｓの推進に関する懇談会メンバー ＜2021.05時点＞
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４．【参考】日証協におけるSDGsへの取組みとSDGs債について
日本証券業協会におけるSDGsへの取組み
「貧困、飢餓をなくし地球環境を守る分科会」メンバー

【参考】貧困、飢餓をなくし地球環境を守る分科会メンバー＜2021.05時点＞

主査
荻野 明彦（大和証券 専務取締役）
委員
安藤 健実（バークレイズ証券 投資銀行部門

会長 マネージング・ディレクター）
石川 尚志（いちよし証券 取締役）
稲井田 洋右（野村證券 常務）
植木 博士（ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ証券 政府関連担当部長）
上杉 達郎（BNPﾊﾟﾘﾊﾞ証券 資本市場本部長 兼

シンジケート部長)
魚津 亨（水戸証券 代表取締役副社長）
牛島 真丞（ＳＭＢＣ日興証券 常務執行役員）
小川 裕之（ＳＢＩ証券 常務取締役）
沖津 嘉昭（岩井コスモ証券 代表取締役会長）

春日井 博（東海東京証券 常務執行役員
経営企画本部長）

河口 真理子（立教大学 特任教授）
朔 慶典（ＵＢＳ証券 投資銀行本部 副会長）
諏訪 一（三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 執行役員

投資銀行本部副本部長）
泊 健一（徳島合同証券 代表取締役社長）
林 和彦（みずほ証券 プロダクツ副本部長）
林 礼子（ＢｏｆＡ日本証券 取締役副社長）
藤野 敦（岡三証券 常務執行役員）
萬代 克樹（マネックス証券 取締役副社長)
和里田 聰（松井証券 代表取締役社長）
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４．【参考】日証協におけるSDGsへの取組みとSDGs債について
日本証券業協会におけるSDGsへの取組み
「SDGsに貢献する金融商品に関するWG」メンバー

主査
清水 一滴（大和証券 デット・キャピタルマーケット 第三部 SDGsファイナンス課長 副部長）

委員
相原 和之（野村證券 デット・キャピタル・マーケット部 ESG債担当部長）
伊井 幸恵（みずほ証券サステナビリティ推進部 サステナビリティ戦略開発室 室長）
五味 貴弘（岡三証券 金融商品部長）
鈴木 正則（東海東京証券 DCM部 付部長）
櫻本 剛弘（投資銀行部門 資本市場本部 資本市場部長マネージング・ディレクター)
三瓶 匡尚（ＳＭＢＣ日興証券 グローバル・キャピタル・マーケット 本部 本部長補佐ＳＤＧｓファイナンス担当）
酢谷 祐輔（ＢｏｆＡ証券 資本市場部門債券資本市場部 ディレクター）
田村 良介（三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 投資銀行本部 デット・キャピタル・マーケット部 エグゼクティブ・ディレクター）

【参考】SDGsに貢献する金融商品に関するWGメンバー＜2021.05時点＞



会議体名 開催日 所管 趣旨・目的 地球環境分科会のかかわり
① サステナブルファイナンス

有識者会議

現時点までに計８回開催
（令和３年１月21日、２
月10日、３月18日、３月
2日、３月25日、４月22
日、5月28日、6月11
日）

金融庁 2050年までのカーボンニュートラルの実現に
向けて、「経済と環境の好循環」を作り出して
いくことが政府の課題となっている。日本企業
は、そのための高い技術や潜在力を有してお
り、国内外の成長資金が、こうした企業の取
組みに活用されるよう、金融機関や金融資
本市場が適切に機能を発揮することが重要。
こうした観点から、考えられる課題や対応案に
ついて検討する。

同会議第３回会合において大和証券田代
桂子メンバー（本懇談会委員）よりサステ
ナブルファイナンスに関する証券業界の課
題認識や今後の取組みについてのプレゼン
テーションが行われた。
プレゼンテーションでは、本分科会でアンケー
トを行い意見を取りまとめた「サステナブル
ファイナンスにおける証券市場関係者におけ
る課題認識」について説明が行われた。

② トランジション・ファイナンス
環境整備検討会

現時点までに計３回開催
（令和３年１月27日、３
月31日、５月7日）

経 済 産 業
省・環境省・
金融庁

着実な低炭素化・脱炭素化に向け、移行段
階に必要な低炭素技術に対して、トランジ
ション・ボンドまたはローンによる資金調達を行
う際に、事業会社、証券会社、銀行、評価
機関等が必要となるガイドラインを示す。

同検討会における証券部門の意見交換会
（経産省主催）について、本分科会下部
「SDGsに貢献する金融商品に関する
WG」の委員を同省に紹介した。

③ ソーシャルボンド検討会議

現時点までに計３回開催
（令和３年３月10日、
４月13日、６月３日）

金融庁 企業等がソーシャルボンドの発行に当たって参
照できる実務的な指針の策定を検討する。

ガイドライン策定にあたって、本分科会・下部
WGで意見を取りまとめ、取りまとめた意見
について、同会議委員大和総研熊谷様に
「証券業界の声」として発言を依頼している。

参考： 「証券業界におけるSDGsの推進に関する懇談会」資料

その他関係省庁におけるサステナブルファイナンスに関する各種会議体
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関係省庁において昨年末からサステナブルファイナンスに関する会議体が次のとおり設置（ソーシャルボンド検討会議含む）
日証協は「貧困、飢餓をなくし地球環境を守る分科会」メンバーに意見照会等を適宜実施し、証券業界としての意見を発信

４．【参考】日証協におけるSDGsへの取組みとSDGs債について
日本証券業協会におけるSDGsへの取組み
参考： 「証券業界におけるSDGsの推進に関する懇談会」資料



具体的には、次のような債券を含む
 SDGsに貢献する環境・社会へのポジティブなインパクトを有し、
一般的にスタンダードとして認められている原則に沿った債券
（例えば、国際資本市場協会（ICMA）※によるグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンド・ガイドラインなどの原則を指す）
（サステナビリティボンドとは、調達資金が環境（グリーン）及び社会（ソーシャル）双方に資するプロジェクトに充当される債券）

事業全体がSDGsに貢献すると考えられる機関が発行し、
インパクト（改善効果）に関する情報開示が適切になされている債券
（例えば、アジア開発銀行、国際復興開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、国際金融公社などの機関を指す）

SDGs債とは、「調達資金がSDGsに貢献する事業に充当される債券」

グリーンボンド ソーシャルボンド サステナビリティボンド など

30

証券業界は、ＳＤＧｓに貢献する金融商品の統一呼称「SDGs債」を提言

４．【参考】日証協におけるSDGsへの取組みとSDGs債について
SDGs債について
統一呼称「SDGs債」の提言
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グリーンプロジェクト事業区分例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

１．再生可能エネルギー ● ● ● ● ● ●
２．エネルギー効率 ● ● ●
３．汚染防止及び抑制 ● ● ●
４．生物自然資源及び土地利用に係る環境

持続型管理 ● ● ● ● ●
５．陸上及び水生生物の多様性の保全 ● ● ●
６．クリーン輸送 ●
７．持続可能な水資源及び廃水管理 ● ● ●
８．気候変動への適応 ● ● ●
９．高環境効率商品、環境適応商品、環境

に配慮した生産技術及びプロセス ● ● ●
10．地域、国または国際的に認知された標

準や認証を受けたグリーンビルディング ●
ソーシャルプロジェクト事業区分例

１．手ごろな価格の基本的インフラ設備 ● ●
２．必要不可欠なサービスへのアクセス ● ● ● ● ● ● ●
３．手ごろな価格の住宅 ● ● ● ● ● ●
４． 中小企業向け資金供給及び雇用創出 ● ●
５．食糧の安全保障と持続可能な食糧システム ● ●
６．社会経済的向上とエンパワーメント ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ICMA原則におけるグリーン／ソーシャルプロジェクト事業区分例及びＳＤＧｓへのマッピング

出所：ICMA「持続可能な開
発目標（SDGs）に照らした
ハイレベルマッピング」

４．【参考】日証協におけるSDGsへの取組みとSDGs債について
SDGs債について
グリーン／ソーシャルプロジェクト事業区分・SDGsへのマッピング
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（発行額：億ドル）
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～3/31

グローバルなSDGs債の発行は近年増加傾向（グリーンボンドの発行が大宗）
いわゆる新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、2020年にソーシャルボンドの発行が急拡大

４．【参考】日証協におけるSDGsへの取組みとSDGs債について
SDGs債について
グローバルなSDGs債の発行額の推移
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2019年11月より、国内で公募されたSDGs債（グリーン、ソーシャル、サステナビリティボンド）の
発行状況について四半期ごとに統計を作成・公表を開始
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【背景】
 グリーン、ソーシャルボンドに代表されるＳＤＧｓ債の発行数増加
 我が国におけるＳＤＧｓ債の市場規模の推移を注視する必要性
 中立的機関（日証協等）による統計情報公表のニーズの高まり
 日証協「貧困、飢餓をなくし地球環境を守る分科会」においても、
グリーン、ソーシャルボンド等の統計情報の重要性が指摘

国内公募SDGs債の発行額と発行件数

～3/31

４．【参考】日証協におけるSDGsへの取組みとSDGs債について
SDGs債について
国内公募SDGs債の発行状況に関する統計の作成・公表



トヨタファイナンス株式会社 600 0.080 2019/04/19 5年

グリーン

三井不動産株式会社 500 0.090 2019/09/12 5年

東京建物 500 * 2019/03/15 40年

日本電産株式会社 500 0.020 2019/11/28 3年

森ビル株式会社 450 * 2020/10/19 36年

ＮＴＴファイナンス株式会社 400 0.001 2020/06/25 2年

セイコーエプソン株式会社 400 0.230 2020/07/16 5年

※各債券別（グリーン／ソーシャル／サステナビリティ）に、発行額が大きい起債を行った発行体の事例を記載

ＡＮＡホールディングス 50 0.270 2019/05/22 7年

ソーシャル

ニプロ株式会社 500 * 2020/09/28 35年

みらかホールディングス株式会社 100 0.150 2019/10/25 5年

株式会社オリエントコーポレーション 50 0.320 2020/07/28 5年

株式会社学研ホールディングス 60 0.540 2020/03/12 5年

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 99 2.847 2019/12/12 10年

株式会社中国銀行 100 * 2020/10/15 10年

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 960 * 2020/09/30 10年

サステナビリティ

トヨタ自動車株式会社 700 0.050 2021/03/18 5年

東京建物株式会社 400 * 2021/02/10 40年

東急不動産ホールディングス株式会社 300 * 2020/12/17 40年

東日本旅客鉄道株式会社 300 0.220 2020/01/27 9年

アシックス 200 0.200 2019/03/13 5年

イオンモール株式会社 200 0.220 2020/09/24 5年

発行体名 発行額
(億円相当)

利率
(％) 発行日 償還期間 グリーン、ソーシャル、サステナ

ビリティの別
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４．【参考】日証協におけるSDGsへの取組みとSDGs債について
SDGs債について
主な国内民間SDGs債発行事例



グリーンボンド
（現時点合計発行額：1兆7,405億円）

ソーシャルボンド
（現時点合計発行額：2兆36億円）

主な発行体：
（社債）不動産投資法人、電力会社、リース、商船、倉庫
（財投機関債等）鉄道建設・運輸施設整備支援機構、住宅金融支援機構
（地方債）東京都 （非居住者債）フランス電力

主な発行体：
（高速道路会社を除く社債）金融機関、航空、投資法人
（財投機関債等）高速道路、日本学生支援、国際協力機構
（非居住者債）フランス金融機関

（出所）日本証券業協会作成
（注１）2016年１月～2021年３月の国内での公募による起債の累計
（注２）財投機関債等：財投機関債として財務省が公表している債券及び特別法人等が発行した債券

高速道路会社が発行した債券であって、「財投機関債」に該当しない場合（年）には、「社債」に分類
35

財投機関債等, 
3,395億円, (20%)

社債, 
1兆2,950億円, 

(74%)

地方債, 600億
円, (3%)

非居住者債, 
460億円, 

(3%)

うち高速道路会社, 
4,130億円

うち高速道路会社,
4,550億円

財投機関債等, 
１兆1,615億円, (58%)

社債, 
5,699億円, (28%)

非居住者債, 
2,722億円, …

グリーンボンドと比較して、ソーシャルボンドの発行における社債の割合（約３割）は低く、
財投機関債等の割合（約６割）が高い状況

４．【参考】日証協におけるSDGsへの取組みとSDGs債について
SDGs債について
国内における発行体別グリーン／ソーシャルボンド発行額
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