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2021 年度 TU-RIPS セミナーシリーズ第 1 回『SDGｓと投資、ビジネス、国際機関』報告 

                                2021 年 6 月 24 日 

                    津田塾大学総合政策研究所 所長 新海尚子 

 

 去る 2021 年 6 月 18 日金曜日に、2021 年度津田塾大学総合政策研究所 TU-RIPS セミナ

ーシリーズ第 1 回『SDGｓと投資、ビジネス、国際機関』が、講師３名（世界銀行グループ

の民間投融資の担当機関である IFC（International Finance Corporation、国際金融公社)か

ら安井真紀氏(IFC シニア・ファイナンシャル・オフィサー）及び伊藤由美子氏（IFC イン

ベストメント・オフィサー）、また株式会社 RICCI EVERYDAY から仲本千津氏（COO、ウ

ガンダから参加）)を招聘し、加えて IFC 人事担当者 1 名の参加のもと、オンライン（Zoom

ウェビナー）で開催された。 

 初めに、津田塾大学総合政策研究所長の新海より、総合政策研究所が総合政策学部創立の

2017 年に、社会課題解決に取り組める人材育成、および総合政策に関する研究の推進、ま

た成果を発表する場として設立されたこと、また今年度より、TU-RIPS セミナーシリーズ

と称して、社会課題解決に関わる活動、また政策実施、研究などをされている方々を講師に

招き開催されることになったこと、また今回のセミナーの趣旨説明として、第 1 回のテー

マである SDGｓは、政府、民間、市民、非政府組織、アカデミア、皆で取り組む目標であ

る中、SDGs とも大きな関わりを持つ ESG（環境、社会、ガバナンス）投資、また、実施主

体の中のビジネス、国際機関からの視点についての理解を共有し論点を深めたい旨、説明が

あった。 

 その後、招聘講師の安井氏、伊藤氏が所属している IFC の副総裁カリン・フィンケルス

トン氏より、開催にあたってのビデオメッセージが紹介され、IFC における日本からの人材

の活躍、および日本が IFC の出資において第 2 位であり日本企業、JBIC、JICA との強い協

力関係があること、世界に新しい市場を作り出していることが、津田塾大学の学生への期待

とともに述べられた。また、フィンケルストン氏は、2018 年 6 月に津田塾大学総合政策学

部へ講演のため来校されたこともあり、合わせて感謝の意が新海より示された。 

 次に、3 名の講演者による講演が行われた。 

 まず 1 人目の講師の伊藤由美子氏より「IFC のミッション、プロジェクトと SDGs」と題

して、貧困削減および持続可能な成長をめざし主に途上国への投資、技術協力、政策の提言

をしている IFC のミッション、IFC が世界銀行グループの中で担当している民間向け投融

資の説明と、昨年度の融資額と、国別エクスポージャーでの投融資額上位国、戦略的重点分

野、および 2030 年に向けての目標として、投融資額の 40％は IDA 諸国および脆弱国対象、

35％は気候変動関連としており、ジェンダー分野の拡大も目指していることが挙げられた。

また、パフォーマンス評価の 8 つの基準、リスクマネジメント、公正な労働環境、環境面に

配慮した資源効率、生物多様性、先住民族、文化遺産への配慮、などがあること、IFC のミ

ッションと SDGｓとの深い関わりがあること、IFC 独自のプロジェクトの成果、開発効果
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を分析、評価するシステムでは、経済および社会へのインパクトをインディケーターを設け

て測定しており、ミッションとの結びつきがある２つの SDGs、ゴール 1(貧困をなくそう)、

ゴール 10（人や国の不平等をなくそう）、およびその他の SDGs における 2016 年暦年にお

けるインパクトの測定結果が示され、最後に日本企業との IFC との連携プロジェクト例、

およびご自身が関わった投融資プロジェクトについて、ベトナムの家具会社における製作

過程の安全性、パキスタンの製紙・印刷会社におけるジェンダー配慮、ベトナム食材会社に

おける財政・環境社会面アドバイス、ロシアの養鶏会社における経営面全般のアドバイスの

経験について述べられた。 

 次に、２人目の講師の安井真紀氏より「ESG 投資にかかる市場育成と国際機関の役割」

と題して、（１）IFC の資金調達方法、Standard & Poor’s、Moody’s における高い信用格付

け、日本市場・投資家からの資金調達が全体の 10％以上であること、自己資本と流動資産

の比率が高い保守的なバランスシートを保持していること、（２）IFC 内部でグリーンボン

ド適格プロジェクトと認定した気候変動対策関連案件、例えば再生エネルギー、環境負荷を

低減する技術、エネルギー効率化、持続可能な林業などに融資される案件の紹介と、適用条

件から評価・報告までのプロセスの説明、グリーンボンド原則の策定などグリーンボンド市

場育成にかかる IFC の貢献、（３）昨年からの新型コロナ感染症の影響に対して、途上国企

業の事業継続、雇用のための緊急支援策がなされたこと、日本企業からも IFC のソーシャ

ルボンドへの投資が増えていること、日本政府によるグローバル・ヘルス・プラットフォー

ムへの拠出金や IFC への増資について言及があり、最後に、（４）インパクト投資市場の新

グローバルスタンダードとして 2019 年 4 月に公表された『インパクト投資の運用原則』に

ついて、日本企業を含めて署名機関が増加していることが述べられた。 

 最後に、3 人目の講師である仲本千津氏より、ご自身が創立されたアフリカンプリントに

よるトラベルグッズやバッグの企画・製造・販売をし、アフリカ、ウガンダのシングルマザ

ーの雇用支援をしている株式会社 RICCI EVERYDAY 創業の歴史およびご自身の日本の邦

銀、国際 NGO での経験を経て、ウガンダでのシングルマザーとの出会い等の背景が紹介さ

れ、またウガンダにおける経済、社会をとりまく環境について述べられ、その中で機会の不

平等、貧困の連鎖といった社会課題を解決するため、教育水準、固定的な概念にとらわれな

い本人の能力が発揮できる機会をウガンダの伝統的な産業でもある縫製業を通して主に女

性に提供、それによって彼らの家族の生活レベルや教育レベルが向上していることが述べ

られた。その後、自身の会社から離れ、石油業界に次いでその度合いが大きいとされるファ

ッション業界全体における社会課題として、製品のサプライチェーンにおいて様々な環境

負荷をかけていること、ゴール 5（ジェンダー平等を実現しよう）、ゴール 10（人や国の不

平等をなくそう）、ゴール 12（つくる責任つかう責任）といった SDGs との関連で、ご自身

の会社における製品を改めて見直し、素材において環境負荷をかけずに生産されている工

場より積極的に調達していること、またレザーに代わる持続可能な素材としてウガンダの

伝統的な布である樹皮から作られ、ユネスコの無形文化遺産にも登録されているバークク
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ロス、を用いた製品の開発もしていること、日本の NGO テラ・ルネッサンスと協働で元子

供兵の人材育成事業などをしていること、また、社会的インパクト向上のために掲げられた、

世界の女性に向ける“固定観念を乗り越え本来のありたい姿を見出し、実現できる世界を目

指す”という”RICCI EVERYDAY のミッションで締めくくられた。 

 これら 3 名の講師による講演後、SDGｓが MDGs の後 2030 年を達成年とし世界全体で

目指すべく共通の目標として 2015 年に国連で採択されてから、早 5 年が経っており、新た

なグローバルな課題も生じ様々なアクターの協力が望まれる中、国際機関、および、社会的

起業、ビジネスの立場から今までの 5 年の振り返り、また今後についての意見交換の場と

して、パネルディスカッションが所長の新海のファシリテーションのもと実施された。 

 まず、今まで 5 年間を振り返り、SDGs に向けての成果について、3 名の講師に伺ったと

ころ、伊藤氏からは、投融資残高が増加しており 2030 年の目標に届く見通しがあること、

と同時に新型コロナ禍での悪影響はあること、安井氏からは、グリーンボンド、ソーシャル

ボンドなどのサスティナブルファイナンスが育ったこと、経済性や ESG 志向など債券発行

体・投資家共に多様化が進んでいること、仲本氏よりファッション業界の流れについて、こ

こ２、3 年でハイブランドがサステイナブルな素材を使用し始め広く宣伝していること、ま

たクラフトマンシップを大事にして SNS で発信していること、また大手企業も含め素材の

トレーサビリティへの意識が高まってきていること、が述べられた。 

 次に、今後の SDGｓ達成にむけて、あと 9 年、どのようなことが重要になるか、という

問いがなされた。まず仲本氏より、ファッション業界においては、事業のある部分のみでな

く、全体においてサステイナビリティに合致しているか、を見ていかなければならず、様々

な認証制度もあるが、それらも含め人権も守られているか、を見ていくことの大切さが強調

された。次に、安井氏より、サステナブルファイナンス市場の適切な成長のためには透明性

を高めていくことが大事であり、グリーンウォッシュ、インパクトウォッシュへの懸念は当

該市場創成期よりも市場参入者の増えた今後の方が実際により深く検証していかなければ

ならないのではないか、また、グリーンボンドを発行しにくい業種、例えば石油、石炭、フ

ァッション業界などが 100％悪いかというとそうとも言えず、むしろ環境負荷の高いこうい

った業界を如何に低炭素化させるかが肝要であり、債券市場では、昨年ガイドラインができ

たトランジションボンドなどの手法が生まれていること、今後 9 年間はさらに価値観が多

様になり市場の変遷がおこると思われることが述べられた。伊藤氏からは、Flexibility（柔

軟性）、Agility（機敏性）、Creativity（創造性）が今後特に重要だと思われること、仲本氏の

ファッション業界における話との関連で、林業でも環境負荷が大きい可能性もあり、それで

はその負荷をどのように解決しようか、という方向性に工夫をして成長を遂げている会社

もあり、それらを IFC としてもサポートしていきたい、また、社会課題があるからこそ、

例えば近頃ブルーファイナンスということで注目を浴びている海のプラスチック廃棄処理

をする企業や、新型コロナ感染症を成長する機会として伸びているアグリビジネスもある

が、民間銀行はリスク高でこれらのビジネスへの資金支援ができないため IFC がそのよう
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な分野における資金支援を今後も目指していることが述べられた。 

 続いて、フロアからの質問としては、「IFC の投資割合目標を置くことによって、気候変

動関連プロジェクトがあまりない際に他のよいプロジェクトに投資できなくなる可能性は

ないだろうか」について、もともとこれらの投資割合目標は、持続可能な社会のためにより

望ましい結果を生み出すための目標であり、気候変動対応、ジェンダー平等に関するプロジ

ェクトという所に目標を設置しないと、むしろ他のそれらと関係のない実行が安易なプロ

ジェクトへの投資に動く可能性もあるのが現実のため、それらの目標を設定することによ

って、他の良いプロジェクトへの機会を奪うということは考えにくい、という回答があった。

また、「グリーンウォッシュ、SDGs ウォッシュ、などが問題になるのも関心の裏返しとい

う気がするが、小規模の農業、林業、畜産業の所得の安定と環境に負荷を与えない技術をも

っている大企業への支援などが両立しない場合はどうするのか」という質問については、イ

ンパクト投資、気候変動対応を持続可能な事業として成功させるためには、経済、環境、社

会面のバランスが大事であり、IFC では、全てのプロジェクトが環境、社会配慮について審

査され支援が決定されること、また事業の妥当性についても、短期的な雇用という側面から

評価するだけではなく、中長期的にみてどのような開発効果があるのか、内外の競争力や現

時点で活用できる技術等を勘案して検討されることが述べられた。 

 最後、所感であるが、今回 3 名の講演者による SDGｓに関する講義、国際機関 IFC から

の講演者による資本市場におけるルールメーカーからの最近の動向についての講演、また

社会的企業の講演者からのチェンジメーカーとして、草の根からの働きかけに対する講演、

更に今までの SDGs への取り組みの振り返りと今後達成に向けての意見交換等とても貴重

な機会になったと思われる。日本においても、現時点で、達成が順調なゴールもあれば、ま

だ難しいものもあり、SDGｓの達成状況において課題が残る。昨年度から拡大した新型コ

ロナ感染症の影響もそうであるが、今後引き続きより変化が起こっていく可能性もあり、ま

た産業内、および産業間の結びつきにおいて、それぞれのアクターが話し合って協力し合い

対応策を生み出していけば、解決に近づくことができるのではないか、そのためにも、この

機会に一度立ち止まって、お互いの意見を聞き、自身を見つめ直すことも、様々な場で SDGs

の達成に近づくためには必要ではないか、と実感した。 

 当日は、学内外合わせて 50 名余の視聴者が参加した。 

（以下スクリーンショット） 
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出典：2021 年 6 月 18 日筆者撮影スクリーンショット 

 


