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環境保全・改善プロジェクトへの支援
　地球環境保全と経済発展の両立を図ることが、共通の課題として認識され、環境の保全・改
善につながるようなプロジェクトの実施が世界的にも期待されつつあります。
　この分野においては、エネルギー効率の改善を図る省エネ事業、太陽光発電や風力発電を
はじめとする再生可能エネルギー事業、CO2排出量を低減できる高効率・高性能の石炭火力
発電事業や天然ガス焚きのコンバインドサイクル発電事業、渋滞や大気汚染の緩和に資する
鉄道などの都市交通事業、IT技術を活用して電力の効率的な供給を図るスマートグリッド事
業や環境都市の実現を図るエコシティ事業など、さまざまな取り組みが世界中で進みつつあ
ります。
　株式会社国際協力銀行（JBIC）の環境分野における近年の取り組みをご紹介します。

　JBICは、2012年6月、水関連事業を世界的に展開するシンガポール
共和国法人Hyflux Ltd.の100％出資子会社であるHydrochem（S）
Pte Ltd.との間で、バイヤーズ・クレジット（輸出金融）の貸付契約を締結
しました。
　本融資は、ハイフラックス・グループがシンガポールで建設する同国最
大規模の海水淡水化プラントに必要な主要機器（逆浸透（RO）膜エレメ
ント及び高圧ポンプ）を日本企業から購入するために必要な資金に充て
られるもので、日本企業の水関連ビジネスにおける国際競争力の維持・向
上に寄与するものです。 

日本企業による海水淡水化プラント機器輸出を支援

　JBICは、2012年10月、王子ホールディングス（株）が出資するインドネシア
共和国法人PT. Korintiga Hutani（KTH）との間で、同社がインドネシアの中
央カリマンタン州で実施するユーカリ及びアカシアの植林木の木材チップ製造・
販売事業に必要な資金に係る貸付契約を締結しました。日本は世界有数の紙生
産国であり、製紙原料として従来より古紙の利用も進んでいますが、古紙の再利
用には限界があります。古紙も元々は木材由来のパルプが原料となっており、紙の製造には常に一定量のフレッシュ
パルプが必要です。日本では、その原料たる木材チップの多くは海外からの輸入に依存していますが、一方で限りあ
る天然資源としての天然林の利用は環境面での悪影響も懸念されるところ、本件のように植林木（KTHが植林も実
施）による木材チップを製造することは、環境に配慮した持続可能な資源調達の一例といえます。

日本企業による植林木の木材チップ製造・販売事業を支援

　JBICは、2010年3月に、日本企業が出資するインドネシア法人PT Paiton Energy社（PE）との間で、パイトン
火力発電所増設プロジェクトを対象としたプロジェクトファイナンス・ベースの貸付契約を締結しました。
　本プロジェクトは、PEが同国東ジャワ州パイトン地区において、既に稼動して
いる石炭火力発電所に、新たに815MWの火力発電プラントを増設し、PEが30
年間にわたりインドネシア国営電力公社（P.T.PLN（Persero））に対し売電する
事業です。
　このプロジェクトでは、発電効率が高くCO２排出量の削減効果が見込まれる超
臨界圧設備が日本から導入され、建設、保守・運営についても日本企業が一貫し
て関与しています。

日本企業が出資参画する高効率・高性能な火力発電事業を支援

　JBICは、2012年10月、地球環境保全業務（GREEN）の一環として、ブラジル
石油公社（ペトロブラス）との間で、ペトロブラスがリオデジャネイロ州で実施する、
（1）コンペルジェ製油所向けコジェネレーション（熱電併給）事業、及び、
（2）カンポス沖で生産中の複数油田におけるフレアガス削減事業＊1を対象として、
温室効果ガス排出削減に必要な長期資金を融資する貸付契約を締結しました。
＊1 本事業は、従来焼却処分していた石油随伴ガス（フレアガス）を、ガスコンプレッサーの安定化、能力増強等を通じてブラジル国内供給に振り向
けることにより減少させ、温室効果ガス排出削減を図るものです。

ブラジルにおける温室効果ガス排出削減事業を支援
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　JBICは、2011年12月、地球環境保全業務（GREEN）の一環として、
中米経済統合銀行（BCIE）との間で、中米諸国等における再生可能エネ
ルギー事業を支援対象とした融資枠（クレジットライン）を設定しました。
　中米諸国等における再生可能エネルギーの導入促進や温室効果ガス
の排出削減等に加え、国際的に高く評価される日本の先進環境技術が中
米諸国等に普及する一助となることも期待されます。

地域開発金融機関との連携による地球環境保全に向けた取り組み

　JBICは、2011年12月、南アジア（インド、バングラデシュ、ネパール、スリラン
カ）のクリーンエネルギー事業を投資対象とする「South Asia Clean Energy 
Fund, L.P.」への出資契約書に調印しました。
　当ファンドは、南アジアの再生可能エネルギー事業、省エネ事業等（これらの分
野における機器製造・サービス提供を含む）を投資対象とするプライベート・エクイ
ティ・ファンドであり、地球環境保全業務（GREEN）の下での初の出資案件です。
当ファンドへの出資を通じて、温室効果ガスの削減に寄与し、地球環境の保全に
貢献することが期待されます。

南アジアのクリーンエネルギー事業を投資対象とするファンドに出資

　JBICは、2010年11月、ブラジル・サンパウロ州政府との間で同州政
府が実施する地下鉄4号線プロジェクト（フェーズ2）に必要な資金とし
て利用される事業開発等金融の貸付契約に調印しました。
　ブラジル経済の中心であるサンパウロ大都市圏は、慢性的な交通渋
滞や大気汚染等の都市問題を抱えており、本プロジェクトは、ブラジル
最大都市圏の交通インフラ整備事業として、ブラジル政府によって重要
案件の一つに位置づけられています。また、本プロジェクトの地下鉄運
営事業には日本企業が参画しており、日本企業の鉄道事業分野におけ
る国際競争力の維持・向上を金融面から支援するものとなっています。

サンパウロ交通インフラ整備事業を支援
　JBICは、2010年4月、地球環境保全業務（Global action for Reconciling Economic growth 
and ENvironmental preservation: GREEN）を開始しました。従来のJBICの出融資業務等は、日本
企業による投資や機器輸出が確定しているケース等、日本の産業の国際競争力の維持・向上を直接的な
目的とするものが中心となっており、地球温暖化防止等の地球環境の保全を
目的とするだけでは支援対象となりませんでした。GREENの開始により、日
本の先進的な環境関連技術の世界への普及にも留意しつつ、温室効果ガスの
大幅な削減が見込まれる案件等に対して地球環境保全効果に着目した支援を
行うことを企図しています。
　また、JBICは、GREENの実施にあたり、温室効果ガス排出削減量の測定
（Measurement）・報告（Reporting）・検証（Verification）についての基本
的な考え方、手続き等について定めた「国際協力銀行の地球環境保全業務に
おける温室効果ガス排出削減量の測定・報告・検証に係るガイドライン」
（J-MRVガイドライン）を制定しています。

地球環境保全業務（GREEN）

　JBICは、パッケージ型インフラ海外展開をはじめとする戦略的プロジェクトを、民間資金を最大限動員
しつつ、より積極的に推進することを目的として「JBICインフラ・投資促進ファシリティ」（Enhanced 
Facility for Global Cooperation in Low Carbon Infrastructure and Equity Investment： 
E-FACE）を2011年4月に創設しました。
　本ファシリティにより、（1）クリーンエネルギー（再生可能エネルギー等）、鉄道（都市間、都市内）、水、
スマートグリッド等のプロジェクトに対する出融資及び民間金融機関からの融資に対する保証（パッケー
ジ型インフラ海外展開支援）、（2）
M&A案件及び巨額資源権益取得案
件等への投資促進、（3）省エネ・新エ
ネ事業及びアジア向け案件へのリス
クマネー供給等を積極的に行うこと
で、これら案件の支援及び民間資金
の積極的な動員を図ります。

JBICインフラ・投資促進ファシリティ（E-FACE）

パッケージ型インフラ海外展開支援
クリーンエネルギー事業
（再生可能エネルギー等）

環境分野およびアジア向け案件へのリスクマネー供給等
省エネ・新エネ事業 アジア向け事業

M&A案件等への投資促進 巨額資源権益取得案件M&A案件

鉄道事業
（都市間、都市内）水事業

スマートグリッド
関連事業JBIC

民間

出融資 保証 融資 出資

イメージ

イメージ
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環境分野でのコミュニケーション 環境社会配慮確認のための
国際協力銀行ガイドライン

　JBICは、海外のインフラ整備や資源開発プロジェクト向け投融資等を長年経験するなかで、国際金
融の知見・ノウハウ、現地の情報を数多く蓄積してきました。これらの知見や調査内容を、海外ビジネス
展開を計画している日本企業や、関連する調査・研究機関に対して提供し、知的支援を推進しています。 　環境への関心が高まり、世界的に環境規制強化の動きが出ているなか、特に海外事業にお

いては環境社会影響に関するリスクマネジメントが不十分なために事業の実施に重大な影響
が出たり、社会的なレピュテーション・リスクを負う事例も少なくありません。

　JBICでは、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」（ 環境ガイドライン）
を定め、JBICの投融資等の対象となるすべてのプロジェクトにおいて、適切に環境社会配慮
が実施されているかを確認しています。

　この環境ガイドラインは、JBICが実施する環境社会配慮確認の手続き、判断基準、投融資
の対象となるプロジェクトに求められる環境社会配慮の要件を定めたもので、JBICはプロ
ジェクトの実施主体による環境社会配慮が適切でないと判断した場合は、その是正を働きか
け、それでも適切に実施されない場合は、投融資の実行を差し控えたり、借入人に期限前償還
を求めることがあります。

JBICは、2012年10月、トルコ共和国法人Turkiye Is Bankasi A.S.との
間で、トルコ向けの再生可能エネルギー及び気候変動緩和セクター機器の
輸出、並びにトルコ及び周辺国（中東、中央アジア、北アフリカ等）向け本
邦機器の輸出支援・ビジネス拡大に係る候補案件の情報交換等を目的とした覚書を締結しました。

環境関連事業等のための相互協力を推進

2011年7月、第4回シンガポール国際水週間「Singapore International 
Water Week: SIWW 2011」がシンガポールで開催されました。世界的に
都市化が進む中でいかに持続可能な水インフラ整備ができるかという視点
から、各種フォーラムやネットワーキング・イベントなどが行われ、JBICから
も役職員が日本ビジネスフォーラムやインドビジネスフォーラムなどの各種イベントで講演やパネル討議
を行い、日本企業の水インフラ事業への取り組みなどを紹介しました。

シンガポールでの国際水週間に参加

JBICは、2011年10月、欧州復興開発銀行（EBRD）との共催、社団法人
ロシアNIS貿易会、独立行政法人日本貿易振興機構、海外投融資情報財団
の後援を得て、「再生可能エネルギー及びエネルギー効率化プロジェクト
投資シンポジウム」を東京で開催しました。再生可能エネルギーやエネル
ギー効率化の促進は、日本政府の新成長戦略を支える重要分野です。地球
温暖化対策を進めるうえでも国際的に注目を集めているトピックであり、EBRDの当該分野での取り組み
の紹介、日本企業からの参加者を交えた活発なパネルディスカッションなどが行われました。

環境プロジェクトに関するシンポジウムを開催

76



GUIDEL INEGUIDEL INE

　環境社会配慮確認は、投融資等決定前に対象プロジェクトを環境への影響の程度に応じてカテゴ
リ分類する『スクリーニング』、環境社会配慮の適切性について確認を行う『環境レビュー』を経て、投
融資等の決定後実際の影響を確認する『モニタリング結果の確認』という流れで行われます。

　スクリーニングにおいては、プロジェクト実施主体者等から提供される情報に基づき、プロジェクトの環
境に及ぼす影響の大きさ等に応じ、次の4つのカテゴリに分類します。またその結果はウェブサイトで公開
しています。

■カテゴリA 環境への重大で望ましくない影響のある可能性を持つようなプロジェクト
■カテゴリB 環境への望ましくない影響が、カテゴリAプロジェクトに比して小さいと考えられるプロジェクト
■カテゴリC 環境への望ましくない影響が最小限かあるいは全くないと考えられるプロジェクト
■カテゴリFI JBICの投融資等が金融仲介者等に対して行われ、JBICの投融資等承諾後に、金融仲介者等が具体的な

サブプロジェクトの選定や審査を行い、JBICの投融資等承諾前にサブプロジェクトが特定できない場合で、
かつ、そのようなサブプロジェクトが環境への影響を持つことが想定される場合

環境社会配慮確認手続き

●環境社会配慮確認手続きフロー図

※カテゴリFIの場合、金融仲介者等を通じ、プロジェクトにおいて環境ガイドラインに示す適切な環境社会配慮が確保されるよう確認する。

投融資等検討要請時
スクリーニングフォーム
の提出

原則ウェブサイトで、プロ
ジェクト概要、カテゴリ分
類結果、EIAレポート（カテ
ゴリA案件は必須）を公開

ウェブサイトで、環境レ
ビュー結果とスクリーニ
ングフォームを公開（カテ
ゴリCプロジェクトを除く）

プロジェクト実施主体者が
モニタリング報告書を公表
している場合、同報告書を
原則ウェブサイトで公開

カテゴリ
分類の実施

モニタリング結果確認
（必要に応じて現地視察）投融資等決定

環境レビューに必要な
情報の提供

環境レビュー（カテゴリ
Aの場合、原則として
現地視察を伴う）

環境社会配慮の実施
状況を報告
（モニタリング報告）

カテゴリAの場合、環境
アセスメント報告書（EIA
レポート）提出が必須

カテゴリA

カテゴリB

カテゴリFI 環境レビュー※

カテゴリC

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

実
施
主
体
者

国
際
協
力
銀
行

情
報
公
開

スクリーニング

　投融資等決定の前に環境レビューを行います。環境レビューでは、カテゴリ分類に応じて（注）、プロジェ
クトサイトの現況、プロジェクト実施による環境影響、その軽減策等の確認を行います。
　カテゴリAのプロジェクトの環境レビューは、プロジェクト実施主体者から提供されるEIAレポートの書面
審査を行った後に、通常はプロジェクトサイトを訪問、視察します。視察に加え、現地環境当局、EIAレポー
トを作成した環境コンサルタント、プロジェクト実施主体者や現地住民等と面談を持ちます。
　これらの面談を通して、プロジェクト実施主体者による環境社会配慮が適切に講じられているかどうか
を確認します。
　適切な環境社会配慮がなされていないと判断した場合、プロジェクト実施主体者に対して適切な対応
をとるよう働きかけを行います。適切な環境社会配慮が行なわれない場合は、投融資等を実施しないこと
もあり得ます。
（注）カテゴリBのプロジェクトの環境レビューの範囲はカテゴリAより狭く、EIAレポートの参照は必須ではない。カテゴリCのプロジェクトにつ

いての環境レビューは実施しない。カテゴリFIのプロジェクトは、金融仲介者等を通じて環境ガイドラインに基づく適切な環境社会配慮
が確保されるよう確認する。

環境レビュー

　投融資等の決定後、以下のポイントにそってプロジェクト実施主体者が行ったモニタリングのうち重要
な項目につき、借入人を通じて確認を行います。
●事前に計画されていた環境社会配慮のための対策が計画通りに実施されているか。
●プロジェクトの開始前には想定されなかった事態が発生しなかったか。
　また、必要に応じ、JBICが現地調査を実施することもあります。環境社会配慮が十分でないなどの指
摘が外部よりあった場合には、借入人にその指摘内容を伝え、必要に応じ、プロジェクト実施主体者に適
切な環境社会配慮の実施を求めます。適切な対応が取られない場合には、融資契約に基づき貸付実行の
停止等もあり得ます。

モニタリング結果確認（カテゴリCを除く）

　JBICは、環境ガイドラインの遵守に向けて、内部に投融資担当部署から独立した環境ガイドライン担当審査役
を設置し、開発途上国住民等からの申し立てを受け付ける異議申し立て手続きを2003年10月より導入してい
ます。
　異議申し立てがあった場合、環境ガイドライン担当審査役が、独立・中立的な立場から調査を行い、その結果を
JBIC経営会議に報告するとともに、当事者間のコミュニケーションを促しながら問題解決を図っていきます。

異議申立手続き
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JBICについて
株式会社国際協力銀行（JBIC）は、2012年4月、日本政府
100％出資の政策金融機関として新たなスタートを切りました。

JBICは、日本及び国際経済社会の健全な発展に寄与するため、以下の分野の業務を行います。

●日本にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進
●日本の産業の国際競争力の維持及び向上
●地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業の促進
●国際金融秩序の混乱の防止またはその被害への対処

目的

沿革

企業理念

コーポレートスローガン

国際ビジネスの最前線で、日本そして世界の未来を展きます。
ひら

現場主義
海外プロジェクトの現場に密着し、早い段階から能動的な関与を行うことで、先駆的な付加価値を創造します。

顧客本位
お客様の立場になって考え、その声を政策形成につなげることで、独自のソリューションを提供します。

未来志向
安心で豊かな未来を見据え、高い専門性を発揮して、日本と世界の持続的な発展に貢献します。

〈組織概要〉
 名称 株式会社国際協力銀行（Japan Bank for International Cooperation：JBIC）
 所在地 東京都千代田区大手町1丁目4番1号
 拠点 本店（東京）、西日本オフィス(大阪)、海外駐在員事務所17ヶ所
 資本金 1兆2,910億円（日本政府100％出資）
 出融資残高 8兆1,927億円※

 保証残高 2兆3,783億円※

※いずれも2012年3月31日現在、
　株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行業務勘定。

金融目的別出融資保証承諾状況
2011年度（平成23年度）

日本輸出入銀行（輸銀）

1999年10月 2008年10月 2012年4月
国際協力銀行

独立行政法人 国際協力機構（JICA）

株式会社
国際協力銀行
（JBIC）

海外経済協力業務海外経済協力基金（OECF）
危機対応等
円滑化業務

（国内部門）

株式会社日本政策金融公庫

国民生活事業
農林水産事業
中小企業事業

地域別出融資保証承諾状況
2011年度（平成23年度）

株式会社国際協力銀行法（2011年5月2日公布・施行）に基づき、2012年4月1日に、
株式会社国際協力銀行として発足しました。

国際金融等業務
国際協力銀行

（国際金融部門）

金額
1兆5,959億円

輸出 2,079億円
（13％）

輸入 1,726億円
（11％）

投資 9,620億円
（60％）

保証
2,285億円
（14％）

事業開発等金融
232億円（1％）

出資 15億円 （0.1％）

金額
1兆5,959億円

アジア
2,699億円（17％）

大洋州
1,704億円（11％）

ヨーロッパ
2,166億円（14％）

中東
2,324億円
（15％）

アフリカ 33億円（0％）

米州
5,291億円
（33％）

その他
1,739億円
（11％）
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