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Introduction to the
Climate Vulnerable Forum (CVF) and 

the Vulnerable Group of Twenty 
(V20) Ministers of Finance

気候脆弱性フォーラム（CVF）とV20財務長官グループの紹介



Founding of the CVF: Male’, 
Maldives, November 2009

2009年11月設立



CVF established V20 to translate the political 
agenda into financing and real economy 
progress in October 2015 in Lima, Peru
2015年10月、CVFは政治アジェンダを資金調達や実体経済へと移すため、V20を設立



CVF & V20 members from 58 developing countries
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Key Findings (details: click here) 
主な発見事項

In terms of external debt stock, the V20 as a group has a total of $686.3 billion in 
external public debt. This amounts to 27% of GDP.

対外債務の状況については、V20は全体として6863億ドルの公的対外債務を抱えている。こ
の額はGDPの27％に相当する。

Private creditors comprise the largest share of external debt stocks in V20 countries at 
36%, followed by the World Bank at 20% and multilateral development banks not 

including the World Bank at 20%. 

V20全体の国々の対外債務のうち、最も多い36%を民間の債権者が占め、世界銀行が20%、
世界銀行以外の国際開発金融機関が20%と続く。

In terms of bilateral credit, Paris Club nations hold close to 13% of V20 debt stocks and 
China holds 7% of the total.

二国間の与信については、パリクラブ各国がV20債務の13％近くを占め、中国が全体の7％
を保有している。

In terms of external debt service payments, between 2022-2028, V20 countries will be 
responsible for almost $435.8 billion in payments to various creditors, with 2024 a 

particularly acute year at $68.9 billion. Again, private creditors top the payments list 
(34.6%), followed by multilateral institutions (16%)  and the World Bank (12%). China is 

fifth with a share of 10%.

対外債務の支払いについては、2022～2028年の間においてV20の国々が4358億ドル近くを
様々な債権者へ返済しなければならない。特に、2024年には689億ドルと突出している。さら
に、民間の債権者が支払い先リストのトップに位置し（36.4%）、国際開発金融機関（16%）、世

界銀行（12%）と続く。中国は10％で5位

V20債務
レビュー

V20の債務状況

https://www.v-20.org/resources/publications/v20-debt-review


Key Findings (details: click here)
V20 would be 20% wealthier today.

V20は現在より20％裕福であったかもしれない
Climate change eliminated 1/5th of wealth over the last 2 decades.

気候変動によりこの20年間で1/5の富が失われている

V20 economies have lost US$ 525 Billion
V20の経済損失は5250億米ドル

In aggregate dollar terms because of climate change's effects (2000-

2019)
気候変動による影響（2000年-2019年）の合計額ドル換算

The most at risk countries would be twice as wealthy today were it not 
for climate change.

最大のリスクに直面する国々は気候変動がなければ2倍豊かであったであろう
Economic losses exceeded half (51%) of growth since 2000 for most at-risk countries

2000年以来、ほとんどのリスクに直面する国々で、経済損失は経済成長の半分（51%）を
越えている

Economic losses cut GDP by 1% per year.
経済損失は毎年GDPの1％になっている

On average 平均で

Year to year reduction in GDP per capita growth attribute to climate 
change is 25%

気候変動による一人当たりGDP成長率の減少は前年比25％
Of the economic growth of the V20 economies.

G20の経済成長に関して

気候に脆弱な経済の
損失に関するレポート

最近20年間（2000-2019）の

V20における気候変動による経済損失

https://www.v-20.org/resources/publications/climate-vulnerable-economies-loss-report




グローバル・シールドに関するV20とG7の共同の野心

気候リスクに対して実質的に

財務的保障を増加させる国際連携

包摂的で系統立った国内対話による脆弱性

評価および、プロテクションギャップ（補償

ギャップ）の優先順位付け

国際的で柔軟な資金調達による

ニーズに基づく技術的、財務的支援の取組み

系統立った首尾一貫する持続的なアプローチ

より多くより優れた、事前取り決め、事象ベースのファイナンス
災害に襲われた国やコミュニティ、企業に即時資金が得られること













CVFとV20共同のマルチドナー基金（JMDF）による優先事項への支援

JMDFによるV20基金は、気候リスクに対処するため以下のプログラムを支援する

1. 損失と損害への資金提供プログラム

2. 補助金提供や資本的支援（SMART原則

やその進化形に沿った運用）

3. オフバランスシートにより資本コスト低減

を保証（融資の仕組みを加速）

4. 資金提供チャネルの改善と中小や極小

規模企業への気候スマート保険の提供

5. 徐々に影響を及ぼすリスク対応財務保障

資金プール（海面上昇、解雇など）



V20の損失と損害資金提供プログラムの中心となるのは

コミュニティインフラ

適応コンポーネント

コミュニティの建造物の修復と再構築、水道供給、病院等の
医療施設、学校、水道衛生施設、公共住宅など

すべての資金提供により更なるリスクにさらさ
れることなく、むしろ適応や回復を支援するも
のである

個人的資産

家屋修繕、仮設住宅費用、生計資産（例：家
畜）、資源（手段や実施）などGEF気候適応基金は、気候変動による影響を回避・最小化

するためにV20グループが活動するのを支援する




