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ト・ポートフォリオの対象分野
欧州復興開発銀行（EBRD）は、すべての投資活動において、環境に配慮し、 EBRDのグリーン・プロジェクト・ポートフォリオの対象
かつ持続可能な開発を促進するよう努めております。EBRDが融資するプロ
・エネルギー効率化
ジェクトでは以下のような点を順守するよう努めています。
社会的にも環境的にも持続可能であること
影響を受ける労働者と地域社会の権利を尊重すること
適用法規の順守と、国際的な慣行に基づいてプロジェクトを計画し運
用すること

•
•
•

年 12 月以来、EBRD はオーストラリア・ドル、ブラジル・レアル、イ
ンドネシア・ルピアで総額 1 億 2,500 万ユーロ相当の「環境保全型
環境保全型債券
保全型債券」を
発行しています。発行された債券は、日本の個人投資家および機関投資家に
販売されました。投資家は、AAA の債券への投資を通じて、間接的に活動
対象諸国の政府および民間セクターにおける環境ビジネスを支援することに
なります。つまりこれらの債券への投資により、環境問題および持続的な手
法への投資機会を得ることができます。また、これらの債券により調達され
た資金は「グリーン」プロジェクトへの支援のために通常の調達資金とは異
なるポートフォリオで管理されます。

2010

・クリーンエネルギー
・水管理、廃棄物管理
・持続可能な居住環境
・環境サービス
・公共交通機関
2012 年 12 月末現在 EBRD のグリーン・プロジェクト・ポートフ
ォリオ（GPP）は 28 ヶ国 258 案件合計 47 億ユーロに及び、25 億
ユーロが融資されました。プロジェクトの期間は平均 12 年、残存
期間は平均 9.9 年でした。

ポートフォリオとなる融資プロジェクト例
•

グリーン・プロジェクト・ポートフォリオの基準
グリーン・プロジェクト・ポートフォリオの基準
の環境保全部門、銀行部門、財務部門や法務部門が、広く認知さ
れている「グリーン」投資理念に基づいて、EBRDの「グリーン」債券に
よる調達資金の融資基準を定めました。
EBRDの環境専門チームがEBRDの掲げたプロジェクトを検証し、この基
準に従って詳細を定めています（グリーンプロジェクト・ポートフォリ
オ）。このポートフォリオに含まれるプロジェクトは、融資金額の総額
またはその大部分が環境保全に向けられるものに限られます。

• EBRD

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

グリーン・プロジェクト・
グリーン・プロジェクト・ポートフォリオ対象外の
ポートフォリオ対象外のプロジェクト
対象外のプロジェクト

環境社会方針付属文書1で除外リストに記載されている活動
によって定義されている新規大型水力発電施設の建設
原子力発電
バイオ燃料生産（国際的に認められた持続可能な基準の導入待ち）
化石燃料の生産および化石燃料を大量に消費するプロジェクト
アルコール製造、防衛関連活動、タバコ産業、ギャンブルのみの施設 (*)
の定める環境・社会的活動基準を満たさないプロジェクト
(*) EBRDはこの分野のすべてのプロジェクトに対し融資を行わない。
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再生エネルギープロジェクト
o 太陽光発電／モジュールの設置および製造
o 風力発電機の設置
o 小規模水力発電所建設
o 地熱およびバイオマス設備
温室効果ガス（GHG）排出量削減のための発電所、地域熱供給システム、 詳しくは
送配電(熱)設備の再生
ウェブサイト：
温室効果ガス排出量削減のための産業設備の近代化
資本市場：
スマート配電ネットワークなど温室効果ガス総量の大幅削減となる新技術 持続可能性：
炭素排出量の多い燃料（石炭、灯油、オイルシェール）から天然ガスなど
の炭素排出量の少ない燃料への転換
公共交通機関網のエネルギー効率化や、より効率の良いインフラ整備
廃棄物埋立地や排水処理施設におけるメタンガス排出の抑制
都市の上下水道インフラ再生による、水の消費量と排出量の抑制
固形廃棄物管理技術の向上（最小化、収集、リサイクル、保管・処分）
既存ビルのエネルギー効率化（断熱、照明、冷暖房システム）
産業用水利用の効率向上
灌漑用水効率化を含む、持続的でストレス耐性のある農業技術
持続的森林管理、森林再生、流域管理、および森林破壊と土壌流出の防止

www.ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/capital.shtml
www.ebrd.com/pages/about/principles.shtml
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2012 年に EBRD はグリーン・プロジェクト・ポートフォリオを通じて、
はグリーン・プロジェクト・ポートフォリオを通じて、38
を通じて、 件総額 9 億 300 万ユーロの新規
万ユーロの新規プロジェ
の新規プロジェ
クトに調印し
クトに調印し、新規および既存
に調印し、新規および既存の
、新規および既存のプロジェクトへ
プロジェクトへ 4 億 400 万ユーロを融資しました。

グリーン・プロジェクト・ポートフォリオ
グリーン・プロジェクト・ポートフォリオの地域別内訳
ェクト・ポートフォリオの地域別内訳
（運用資産ベース 25 億ユーロ 2012 年 12 月 31 日現在）
日現在）

グリーン・プロジェクト・ポートフォリオからの融資は、現在 EBRD が業
務を行っている 31 ヶ国のうちの 28 ヶ国で実施されています。当行としては
これらすべての国で実施することを目標としています。中央ヨーロッパのう
ち 13%がポーランドで、南東ヨーロッパのうちルーマニアが 8%、ブルガリ
アが 6%を占めています。
トルコ

中欧・バルト諸国
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南東ヨーロッパ

30%

その他の地域
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借入者
借入者： メルシン下水道プロジェクト、メルシン市、トルコ
融資枠： 貸出 2,000 万ユーロおよび技術支援
調印日：
調印日： 2012 年 6 月 18 日
期間： 15 年
トルコ南部の都市メルシンは人口 100 万人の主要商業港であり、リゾート地
であるアンタリヤと隣接し地中海に面しているものの、観光地というよりは
産業地帯として知られています。同市では市民のために魅力的なビーチを切
望しており、間もなく完成する予定です。
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中央アジア
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年 12 月末現在、当行のグリーンプロジェクトのポートフォリオからの
融資案件は 258 件に及び、平均融資額 1,000 万ユーロ、総額 47 億ユーロ、
そのうち 25 億ユーロは既に実行済みです。融資の平均期間は 12 年、平均残
存期間は 10 年です。製造サービス部門には食品および製紙業のエネルギー
効率化プロジェクトが含まれます。交通部門では鉄道、航空、港湾業務での
省エネプロジェクトが含まれます。自治体・環境インフラ部門のプロジェク
トには水資源と廃棄物管理プロジェクトが含まれます。電力およびエネルギ
ーセクターでは再生可能発電および電力再配分プロジェクトが含まれます。
2012
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交通
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の向上が図られ、環境対策（BAT による CO2／SO2 排出物、水と木材使用量
の削減）も実現します。

エレバン地下鉄再生プロジェクト

借入者
借入者： エレバン地下鉄会社（アルメニア政府 100%所有）、アルメニア
融資枠： 貸出 500 万ユーロ
調印日：
調印日： 2012 年 8 月 3 日
期間： 15 年
EBRD ではアルメニアの首都エレバンの地下鉄近代化を支援し、安全性の向
上、エネルギー消費改善など、鉄道網へ投資するプロジェクトコストに対し
500 万ユーロを融資しました。エレバンによる投資は同市の公共交通サービ
ス改善計画の一部です。この融資によって、公共交通サービスを提供する組
織の水準と透明性の向上、支払方法の透明性の向上、公共交通機関の運営基
盤の明確化や透明度および説明責任の向上、そしてコーポレートガバナンス
を改善するのに役立てられます。

モンゴル初の風力発電所
モンゴル初の風力発電所建設プロジェクト
建設プロジェクト

東欧・コーカサス諸国

グリーン・プロジェクト・ポートフォリオの産業別内訳
グリーン・プロジェクト・ポートフォリオの産業別内訳
（運用資産ベース 25 億ユーロ 2012 年 12 月 31 日現在）
日現在）

42%

トルコ南部の都市における
トルコ南部の都市における海水浄化
における海水浄化プロジェクト
海水浄化プロジェクト

数年前までメルシンでは下水を海に投棄するしかありませんでした。現在で
は同市の下水のうち 80%が新たに建設した設備で処理され、残る 20%の排水
は EBRD 融資により最近建設を開始したプラントによって処理される予定で
す。この施設が運転を開始すれば、今年同市で開催され地域全体から多くの
人が集まる地中海競技大会(**)に向けて、ビーチ整備を開始することができま
す。
(**)地中海周辺国間で４年に 1 度開催される競技大会

製紙業のエネルギー効率改善プロジェクト
製紙業のエネルギー効率改善プロジェクト

借入者
借入者： Metsä Tissue Oyj、ポーランドおよびロシア
融資枠
融資枠： 貸出 2,500 万ユーロ（ポーランド）
および貸出 1,000 万ユーロ（ロシア）
調印日：
調印日： 2012 年 8 月 28 日
期間： 8 年
Ｍetsu Tissue のプロジェクトは、既存の製紙設備を改善するもので、ポーラ
ンドおよびロシアの製紙業界だけではなくヨーロッパの製紙業界全体の新た
な基準となる、エネルギー効率の非常に高い新設備を導入するものです。同
社では古く非効率な製紙設備を改善する計画で、現在の石炭ボイラーを廃止
して新たに天然ガスボイラー2 基を導入することにより CO2 の排出量を年間
35,000 トン削減する予定です。ガスタービンから排出される硫黄酸化物と粉
塵はごく少量で、 EU の排出基準を満たしています。新しいティッシュ用製
紙機のエネルギー消費量は EU BAT 以下で、大幅な省エネとなるばかりでは
なく更なる CO2 の削減をもたらします。このプロジェクトにより再生紙の
利用を促進し、廃棄物管理を向上します。その結果、大幅なエネルギー効率

借入者
借入者： クリーン・エネルギーLLC、サルキット・ウィンド・パーク、
モンゴル
融資枠： 貸出 4,500 万米ドル
調印日：
調印日： 2012 年 3 月 21 日
期間： 15 年
モンゴルは様々な意味で記録破りです。鉱山開発部分ブームのため、モンゴ
ルは世界的に見て最も経済成長の著しい国の 1 つです。ウランバートルは、
世界でも最も寒い首都でもあります。企業に必要なエネルギーと市民の暖房
用エネルギーを供給するために、同市が世界で最も汚染の深刻な首都の 1 つ
であるのも不思議ではありません。モンゴルはこれまでのところ、エネルギ
ー供給のほとんどを古い石炭火力発電所に頼っていますが、このサルキット
風力発電所がモンゴルの電力需要のうち最大で 5%を発電すると期待されてい
ます。

これはモンゴル最初の風力発電所となり、今年の夏稼働すると期待されてい
ます。国の電力需要の最大 5% を賄いながら炭素の排出を年間で約 16 万
4,000 トン（乗用車 3 万台の排出に相当する量）削減します。
モンゴルのサルキット風力発電所は EBRD の代表的な取引で、プロジェクト
・ファイナンス・マガジン 2013 年 3 月号において、この年のアジア太平洋
再生可能取引賞にノミネートされました。
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