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弊社では通常どおり業務を行っておりますが、現在の感染状況を踏まえ、弊社職員の一部は在宅勤務をさせて

いただいております。業務に関するお問い合わせは、巻末の連絡先一覧をご参照ください。

1) 初のアフリカ出身の IFC 長官が就任

マクタール・ディオップ（Makhtar Diop)が、昨年 10 月に退

任したフィリップ・ル・ウェルー長官の後任として、3 月 1

日付けで IFC 長官(専務理事兼上級副総裁)に就任致しまし

た。初のアフリカ出身の IFC 長官として、アフリカを始めと

する最貧国や最脆弱国を中心に、コロナ後を見据えた強靭か

つ包括的で持続性のある経済回復に向けた環境整備と投融資

の拡大に向け、川上戦略や市場創造を目指す IFC3.0 戦略を

一層強化していく意向を示しています。直前まで同氏は、世

界銀行のインフラ担当副総裁を務め、国際機関や民間セクターでの豊富な実務経験のみならず、1980 年代後

半にはセネガルの経済財務大臣として同国の構造改革において主要な役割を果たしています。詳細に関して

は、IFC のプレスリリース（和文/英文）をご参照ください。

https://mailchi.mp/0499c99fff8e/m1jyloq69f-4884333?e=198926473c
https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=26211
https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=26206


2) 三菱 UFJ 銀行が邦銀で初めて『インパクト投資の運用原則』に署名

社会・環境へのプラスの影響（インパクト）実現を追求するインパクト投資への注目が世界的に高まる中、世

界基準に沿ったインパクトの可視化や開示の強化を目指し、三菱 UFJ 銀行が同市場のグローバルな市場基準

である「インパクト投資の運用原則」に日本の民間金融機関として初めて署名しました。同原則は、2019 年

4 月に導入され、2021 年 3 月末現在で世界 31 カ国 123 の機関が同原則の署名機関となっており、対象資産総

額は約 3,635 億ドルとなっています。三菱 UFJ 銀行の同原則署名に関する詳細は、同行のリリース、インパ

クト原則に関する詳細は IFC ホームページ（和文）またはインパクト投資の運用原則ホームページ（英文）

をご参照ください。

3) インパクト投資における評価の共通化に向けてインパクト投資家が指標を公表

IFC は、グローバル・インパクト・インベスティング・ネットワーク（GIIN）及び主要なインパクト投資家と

ともに、インパクト投資の評価や報告において使用できる『共通インパクト指標』（Joint Impact 

Indicators 、以下 JII）を 3 月に公表しました。JII は、多くのインパクト投資家が利用する、民間セクター業

務の統一指標 (HIPSO)及び IRIS の指標カタログの二つのインパクト評価指標に沿って、ジェンダー、雇用及

び気候分野における指標を先行して設定しています。JII は、投資先企業に関する報告の負担軽減に加え、投

資家の意思決定に有益な比較可能なデータを提供するもので、明確な共通指標を設定することにより、インパ

クト投資の効果、透明性及び説明責任の向上が期待されています。JII に関する詳細は、IFC プレスリリース

（和文/英文）をご参照下さい。

4) WEB セミナー『インドネシア投資の現状と展望』を 4 月 23 日に開催

国際金融公社 (IFC)は、国際協力銀行（JBIC）のご協力を得て、インドネシアへの事業投資に関する WEB セ

ミナー『インドネシア投資の現状と展望』を 4 月 23 日（金）午後 3：00 (日本時間) より開催いたします。

JBIC による日本企業のインドネシア投資の現状や見通しに関するプレゼンテーションに加え、インドネシア

の医療及びエネルギー分野をリードする現地企業をお招きし、自社の事業戦略や国内の事業環境、今後の展開

における課題についてご講演いただきます。同セミナーの詳細につきましては、IFC ホームページをご参照く

ださい。

https://www.bk.mufg.jp/news/news2021/pdf/news0315_1.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc_home_japan/ja_services/investments/impact_investment
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc_home_japan/ja_services/investments/impact_investment
https://www.impactprinciples.org/
https://www.impactprinciples.org/
https://indicators.ifipartnership.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-25-JII.pdf
https://indicators.ifipartnership.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-25-JII.pdf
https://indicators.ifipartnership.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-25-JII.pdf
https://indicators.ifipartnership.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-25-JII.pdf
https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=26272
https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=26260
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc_home_japan/news/guidance+from+the+tokyo+office/dialogue+to+drive+japanese+investments+in+indonesia+webinar+%28april+23%2C+2021%29
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc_home_japan/news/guidance+from+the+tokyo+office/dialogue+to+drive+japanese+investments+in+indonesia+webinar+%28april+23%2C+2021%29


5）日本人職員によるバーチャル・パネル・ディスカッションを 4 月 27 日に開催

IFC は、途上国開発に意欲のある日本人職員を採用するべ

く、毎年、日本国籍を持つ方を対象とした採用活動を行って

います。この度、国際的な機関での勤務や途上国開発に関心

のある方を対象に、途上国開発の最前線で働く IFC の日本人

職員 3 名をパネリストとしたバーチャル・パネルディスカッ

ション『国際機関で働く―途上国の開発課題に挑む日本人』

を開催いたします。国際機関で途上国開発に携わるようにな

ったきっかけや、開発の最前線で働く醍醐味やチャレンジなど、個々人の経験を踏まえながらお話いただきま

す。イベント最後に、6 月から 7 月にかけて実施予定の 2021 年の採用活動について、イベントのスケジュー

ルや募集・選考過程についてもご紹介いたします。詳細は、 IFC ホームページをご参照ください。

6）世界銀行グループ・IMF 春季会合、昨年に続きバーチャルで開催

世界銀行グループ・IMF の春季会合が、４月 5 日（月）から 11 日（日）まで、昨年の年次会合に続きバーチ

ャル形式で開催されます。今回の春季会合は「環境に配慮した強靭な回復のための各国支援」を主要テーマ

に、経済回復や債務問題、環境や新型コロナ対応などに関する様々な公開イベントが開催される予定です。イ

ベントの詳細及び参加登録は、春季会合 2021 ホームページをご参照ください。 

7) モンゴル投資 Web セミナー『Invest in Mongolia-Japan 2021』を 5 月 20 日に開催

IFC は、モンゴル国家開発庁（NDA）、日本モンゴル経済委員会、在日モンゴル大使館、日本貿易振興機構

（JETRO）と共催（後援：モンゴル外務省、経済産業省）で、「Invest in Mongolia-Japan 2021」と題した投

資 Web セミナーを 5 月 20 日（木）に開催いたします。NDA 副長官による講演の他、外部のスピーカーもお

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc_home_japan/news/guidance+from+the+tokyo+office/virtual+panel+discussion+with+ifc+staff
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc_home_japan/news/guidance+from+the+tokyo+office/virtual+panel+discussion+with+ifc+staff
https://www.worldbank.org/en/meetings/splash/spring


招きして、モンゴルへの投資の現状や今後の見通しなどについてご講演いただきます。セミナーの詳細、ご登

録はこちらのページ（英文）をご参照ください。

8）国際女性デーを記念して、東証の「女性活躍のための打鐘セレモニー」にエール

IFC は、UN Women や UN Global Compact など他の５団体

とともに、国際女性デーを記念して世界各地の取引所でジェ

ンダー平等と女性のエンパワーメントの認知向上のために行

われる「女性活躍のための打鐘セレモニー（Ring the Bell for 

Gender Equality）」を支援しています。バーチャルでの開

催となった今年は、東京証券取引所に IFC 東京事務所長が応

援の動画メッセージを寄せています。詳細は、日本取引所グ

ループのホームページをご覧ください。

9) IFC2020 年度年次報告書日本語版、IFC 最新パンフレット『IFC と日本』をリリース

IFC の 2020 年度年次報告書の日本語版、IFC の

日本語版パンフレット「IFC と日本」最新版をリ

リースいたしました。年次報告書日本語版、IFC

日本語パンフレット最新版の PDF 版をそれぞれ

ダウンロードいただけます。

10）最新の特集記事

途上国における革新的なプロジェクトや新型コロナ下で取組み、回復支援に関する特集記事を IFC ストーリ

ーにてご紹介しています。

直近の特集記事

https://investmongolia.gov.mn/mongolia-japan-business-forum/
https://youtu.be/dsnB_3vjsmU
https://youtu.be/dsnB_3vjsmU
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jpx.co.jp%2Fcorporate%2Fsustainability%2Fnews-events%2F20210308-01.html&data=04%7C01%7Csfujii1%40ifc.org%7C1f73405a45fe41f38b0e08d8e1c7abb4%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637507595003370156%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xhnWLq9e0q19SkVNgxWMrXgjJ2FalRklNggiyayA5ZU%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jpx.co.jp%2Fcorporate%2Fsustainability%2Fnews-events%2F20210308-01.html&data=04%7C01%7Csfujii1%40ifc.org%7C1f73405a45fe41f38b0e08d8e1c7abb4%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637507595003370156%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xhnWLq9e0q19SkVNgxWMrXgjJ2FalRklNggiyayA5ZU%3D&reserved=0
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3d19cb2a-6c15-4216-829c-78074c97419f/IFC-AR20-Full-Report-JA.pdf?MOD=AJPERES&CVID=npzo-ZY
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/24f2a71e-aeb3-492a-aad0-ff88bf366bd8/IFC+Brochure+2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nyG1OWf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/24f2a71e-aeb3-492a-aad0-ff88bf366bd8/IFC+Brochure+2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nyG1OWf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC_Home_Japan/News/IFC_Stories_SA/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC_Home_Japan/News/IFC_Stories_SA/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC_Home_Japan/News/IFC_Stories_SA/


コロナ下で安心届けるテック・スタートアップ企業の取組み

新型コロナ危機下で、南アジアのスタートアップ

企業が、ワクチンや医薬品などの必需品輸送のた

め、デジタル化とコールドチェーンを含む物流イ

ンフラの整備を加速しています。公衆衛生上不可

欠となる温度管理が可能な物流の確保に向け、官

民及び業界内の迅速な連携が大きな成果をもたら

しています。

明るい展望：ウズベキスタンの未来を支える太陽光発電

ウズベキスタン では、経済成長に伴い 電力 需要

の増加が見込まれており、世界銀行グループのス

ケーリング・ソーラー・プログラムを活用して

太陽光発電所 の建設に取り組んでいます。

夢を追い続けるアフガニスタンの女性起業家たち

アフガニスタンに住む 22 歳のセルセラ・ニーハ

ンは、12 年に及ぶ難民生活を経て、厳格な慣習

や悪い治安、新型コロナの影響を乗り越え、IFC

が出資するマイクロファイナンス機関の支援を得

て、長年の夢であった起業を実現しました。

アフリカの食料問題の根本的な解決に取り組む

食料安全保障の解決には現地生産の拡大が不可欠

です。アフリカの食料安全保障の課題解決に向

け、IFC は民間パートナーと協力して、生産から

販売までの輸送を含むサプライチェーンの構築・

改善のための支援を行っています。

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/cm-stories/covid-19-relief-ja
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/impact-stories/adding-solar-power-to-uzbekistans-future-ja
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/impact-stories/afghanistan-women-entrepreneur-ja
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/impact-stories/africa-food-security-ja


業務に関してのお問い合わせは、下記の担当者までご覧ください。各自の担当につきましては、こちらをご参

照ください。

黒澤 利武（東京事務所長）: tkurosawa@ifc.org 

投融資プロジェクト担当：

陳野 浩司: hjinno@ifc.org 

中山 幸穂: snakayama@ifc.org 

伊藤 由美子: yito@ifc.org 

長 文音: acho2@ifc.org 

資金調達・資産運用担当：

安井 真紀: myasui@ifc.org 

寺見 興生: kterami@ifc.org 

パートナーシップ担当：

武木田 亜沙美: atakekida@ifc.org 

大澤 佳純: kosawa@ifc.org 

広報・本ニューズレターに関するお問い合わせ・ご意見は下記の担当者までご連絡ください。

Robert Davis: rdavis5@ifc.org 

岩立 澄子：sfujii1@ifc.org

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc_home_japan/japan_partnership/ifctokyostaff
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