
2021年 5月 21日 

公益財団法人国際保険振興会 

 

独立行政法人日本学生支援機構が発行する 

「ソーシャルボンド」への投資について 

 

公益財団法人国際保険振興会は、このたび、独立行政法人日本学生支援機構（以下、「同機構」という）

が発行するソーシャルボンド（第 63回日本学生支援債券、以下「本債券」という）への投資を決定しま

したので、お知らせします。 

 

「ソーシャルボンド」とは、社会的課題の解決に資するプロジェクト（ソーシャルプロジェクト）の資金

調達のために発行される債券のことであり、グリーンボンドとともに、ESG(1)投資の対象となります。

本債券は、ICMA（International Capital Market Association／国際資本市場協会）が定義するソーシャ

ルボンド原則に適合する旨、世界的な ESG 評価機関であるヴィジオアイリス（Vigeo Eiris・フランス）

からセカンドオピニオンを取得しており、「ソーシャルボンド」として発行されます。 

 

本債券の発行による調達資金は、同機構が担う奨学金事業の内、貸与奨学金の財源として活用されます。

奨学金事業は、日本国憲法第 26条や教育基本法第 4条に定められる「教育の機会均等」や、国連の持続

可能な開発目標（SDGs）(2)の内、目標 4「すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯

学習の機会を促進する。」の達成に資する等、我が国の教育面の課題解決に貢献します。 

 

当財団では、世界の保険後進国で保険リテラシーが向上していくための教育、指導、助成を行い保険事業

の健全な発展を目指しています。その一環として、日本の大学に通う海外留学生向けに保険に関する懸賞

論文を実施し、保険リテラシーの向上をはかっております。本債券への投資を通じ、同機構の一助となる

ことで留学生支援事業にも側面支援を行い SDGsの達成に貢献していきたいと考えております。 

 

  （本債券の概要） 

銘柄名 第 63回日本学生支援債券 

発行金額 300億円 

発行日 令和 3年 6月 9日 

期間 2年 

 

（1） ESGとは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の英語の頭文字

を合わせた言葉。「ESG投資」とはこれらの要素を重視・選別して行う投資のこと 

（2） 持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015 年 9 月の国連持続可能な開発サミットにて採択され

た「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が掲げる、加盟各国が 2030 年までに達成すべき 17 の

目標と 169のターゲットのこと 

 

以 上 



May 21st, 2021 

 

Announcement to invest in the “Social bonds” to be issued by  

Japan Student Services Organization (“JASSO”) 

 

 FALIA announced its decision to invest in No. 63 JASSO Bond issued by Japan Student Services 

Organization (“JASSO”) 

 

"Social bonds" are bonds issued to raise funds to exclusively finance projects that address specific social 

issues (Social Projects). Social bonds are one of the financial instruments recognized as ESG(1) 

Investments, together with green bonds. The Bonds have obtained a second party opinion from Vigeo 

Eiris (France), a global ESG assessment organization, on the alignment with the Social Bond Principles 

issued by the International Capital Market Association (ICMA) and will be issued as "Social Bonds". 

   

 The proceeds from the Bonds will be used as financial resources for scholarship loans provided through 

the Scholarship Programs operated by JASSO. The Scholarship Programs  contribute to achieving the 

“Equal Opportunity in Education” as stipulated in Article 26 of the Constitution of Japan and Article 4 of the 

Basic Act on Education and the Goal 4 of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)(2), 

which aims to “Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 

opportunities for all,” as well as addressing educational issues in Japan. 

  

 FALIA aims to improve life and insurance literacy among people in the developing countries worldwide. 

In order to attain the aim, FALIA will educate, guide and support people for the sound development of the 

insurance business. As one of our insurance literacy enhancement activities, FALIA conducts the essay 

contest on insurance topic for the oversea students who attend the Japanese universities. FALIA decided 

to invest No. 63 JASSO Bond in order to contribute to support the oversea students financially by 

assisting the scholarship program operated by JASSO and attain Goal 4 of SDGs. 

 

FALIA will continue to invest ESG bond for the future to contribute to attain SDGs. 

 

<Overview of the Bonds> 

Issue No. 63 JASSO Bond 

Issue amount 30 billion yen 

Maturity period 2 years 

Issue Date June 9th, 2021 

 

*1 ：ESG investment refers to an investment approach that focuses specifically on Environmental, Social 

and Governance factors. 

*2：The Sustainable Development Goals (SDGs) are 17 goals and 169 targets that member countries 

should achieve by 2030, as stated in the "The 2030 Agenda for Sustainable Development" adopted at the 

United Nations Sustainable Development Summit in September 2015. 


	（英文）【JASSO債】 投資表明
	（和文）【JASSO債】 投資表明.pdf

