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【世界銀行東京事務所　Eニュース 805号】「東アジア・太平洋地域 半期経済報告書2022年
10月版」発表、野村證券がサステナブル・ディベロップメント・ボンドを販売、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第805号　2022年9月30日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

「東アジア・太平洋地域 半期経済報告書2022年10月版」発表

東アジア・太平洋地域、成長を持続し、インフレを抑制する
も、先行きにはリスク

世界銀行は9月26日に発表した「東アジア・太平洋地域 半期経済報告書2022年10月版」の
中で、中国を除く東アジア・太平洋地域の途上国の成長率は、2021年の2.6％から2022年は
5.3％に上昇すると予測しています。地域全体の成長率は、2021年の7.2％から今年は3.2％
に減速した後、2023年は4.6％に加速するとみられます。
 
プレスリリース︓http://wrld.bg/RVKT50KTNFI
 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e36860
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e36862
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e36863
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e36864


※同報告書の主なポイントをご説明するセミナーを10月7日に開催します。詳しくは「セミ
ナーのお知らせ」をご覧ください。

野村證券がサステナブル・ディベロップメント・ボンドを販売
―世界銀行の気候変動対策のための包括的な取組みを支援―

世界銀行（正式名称：国際復興開発銀行（IBRD）、ムーディーズ︓ Aaa、スタンダード&プ
アーズ︓AAA）は、期間3年の米ドル建（発行額：1,695.7万米ドル）および期間3年の豪ド
ル建（発行額：2,042.3万豪ドル）のサステナブル・ディベロップメント・ボンド（開発途
上国の持続可能な発展を支える世銀債）を発行し、野村證券株式会社が全額を引受け、日本
の個人投資家に販売しました。
 
プレスリリース︓ http://wrld.bg/5yZp50KWy1e 

ブログ︓日本と世界銀行の協働：強靭なインフラ構築に向けて

日本は100年以上にわたる災害対策の経験から、災害リスク軽減や気候変動への適応の最前
線に立っています。日本政府と世界銀行が途上国とともに取り組んでいる質の高いインフラ
のための強靭性の強化や、インフラを通じて強靭な成長を追求することで得られる成果につ
いて、ブログでご覧ください。
 
ブログ︓ http://wrld.bg/WKHM50KWy2f 

採用情報

世界銀行：金融包摂・インフラ プラクティスマネージャー、金融安定性・公
正プラクティスマネージャー 

世界銀行 公正成長・金融・制度（EFI）プラクティスグループでは、チームを率いて 金融・
競争力・イノベーション（FCI）グローバルプラクティスの主要な戦略的優先事項に取り組
み、戦略、国別パートナーシップ枠組みを調整する、金融包摂・インフラ プラクティスマ
ネージャーと金融安定性・公正プラクティスマネージャーを募集しています。
 
勤務地：ワシントンDC

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e36865
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e36866


雇用契約期間：3年
応募条件：金融学、経済学、または金融経済学の修士号（博士号が望ましい）と、当該分野
での12年以上の経験
応募締切：2022年10月7日午後11時59分（UTC協定世界時）
詳細： http://wrld.bg/Bvot30sojbB

東京開発ラーニングセンター（TDLC）︓オフィス管理チームアシスタント
（STT） 

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、オフィス管理とチームのプログラム
サポートを行うアシスタントを募集 しています。
 
勤務形態：Short-Term Temporary (STT) / パートタイム
雇用期間： 週数日程度の勤務で、最大年間1200 時間（2023年6月30日まで。更新可）
勤務開始日：2022年11月1日（火）
応募締切：2022年10月12日（水）
詳細： http://wrld.bg/w58u50KWvye

　

セミナーのお知らせ

東アジア・太平洋地域　半期経済報告書2022年10月版：復興のための改革 
世界銀行モーニングセミナー（第146回）

日時：2022年10月7日（金）午前8時－午前9時（日本時間）
内容：9月26日発表の「東アジア・太平洋地域 半期経済報告書 2022年10月版：復興のため
の改革」（East Asia and Pacific Economic Update - October 2022: Reforms for Recovery）
の執筆を主導したエルギス・イスラマジ世界銀行東アジア・太平洋地域担当チーフエコノミ
スト室上級エコノミストが、オンラインで同報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/KxZg50KXH7K

2022年IFCリクルートミッション セミナー・ワークショップ 

日時：2022年11月7日（月）～12日（土）（日本時間）
内容：日本人を対象とした採用イベント（リクルートミッション）です。世界各地で活躍す
る日本人職員による国際金融公社（IFC）の業務やキャリアパスに関するセミナー、人事担
当者による応募・採用に関するワークショップを実施します。
詳細： http://wrld.bg/gBBq50KWy3i

　

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e36867
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e36868
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e36869
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e3767a


世界銀行東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」にご関
心をいただけましたら、チャンネル登録をお願い致します。
http://ow.ly/NNRf30rLQpe

　

リンクが表示できない場合、お手数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀行東京事務所
東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル14階
電話 03-3597-6650　FAX 03-3597-6695
世界銀行東京事務所フェイスブック
世界銀行東京事務所ツイッター

世界銀行東京事務所インスタグラム

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e3767b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e3767c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e3767d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e3767e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e3767f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e37680
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e37681
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b121781,8e34f02,8e37682


世界銀行東京事務所Eニュース

【世界銀行東京事務所　Eニュース 804号】初の生物多様性の重要性を啓発するサステナブ
ル・ディベロップメント・ボンドに日本の投資家が共同投資、採用情報、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第804号　2022年9月22日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

初の生物多様性の重要性を啓発するサステナブル・ディベロップメント・ボンドに日本の投資家が共同投資

初の生物多様性の重要性を啓発するサステナブル・ディベロッ
プメント・ボンドに日本の投資家が共同投資

世界銀行（正式名称: 国際復興開発銀行（IBRD）、ムーディーズ: Aaa、スタンダード&プア
ーズ: AAA）はこの度、期間10年（償還：2032年9月）、総額3億1,500万豪ドルのサステナ
ブル・ディベロップメント・ボンドを発行し、開発途上国の貧困撲滅と持続可能な繁栄のた
めの包括的な生物多様性の保全及び生態系管理に取り組む世界銀行の活動を支持する日本の
機関投資家が本債券を購入しました。本件には、明治安田生命保険相互会社と富国生命保険
相互会社を含む、複数の日本の機関投資家にご参加いただきました。
 
プレスリリース︓ http://wrld.bg/k9mb50KPPiv

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ae52796,8d6846a,8d7e330
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ae52796,8d6846a,8d7e332
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ae52796,8d6846a,8d7e333
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ae52796,8d6846a,8d7e334


採用情報：金融包摂・インフラ プラクティスマネージャーと金
融安定性・公正プラクティスマネージャーを募集中

世界銀行 公正成長・金融・制度（EFI）プラクティスグループでは、チームを率いて 金融・
競争力・イノベーション（FCI）グローバルプラクティスの主要な戦略的優先事項に取り組
み、戦略、国別パートナーシップ枠組みを調整する、金融包摂・インフラ プラクティスマ
ネージャーと金融安定性・公正プラクティスマネージャーを募集しています。
 
勤務地：ワシントンDC
雇用契約期間：3年
応募条件：金融学、経済学、または金融経済学の修士号（博士号が望ましい）と、当該分野
での12年以上の経験
応募締切：2022年10月7日午後11時59分（UTC協定世界時） 
詳細： http://wrld.bg/Bvot30sojbB

IFC︓タイのブルーエコノミー構築に向けた３つの手法

世界中の海を汚染する海洋プラスチックごみの問題は年々深刻化しています。革新的なブル
ーファイナンスの手法を使い、環境保全を経済的機会と結びつけることで、汚染対策とブル
ーエコノミーの構築を目指すタイの政府と民間セクターの取組みを国際金融公社（IFC）も
支援しています。
 
特集： http://wrld.bg/azUf50KPSol

＜締切間近：9月30日＞ヤング・プロフェッショナル・プログ
ラム（WBG YPP）

世界銀行グループ・ヤング・プロフェッショナル・プログラム（WBG YPP）では、IFCの
み、第2回の応募を9月30日まで受け付けています。多様な職業・学問・文化背景を持ち、資
格要件を満たすすべての方の応募を歓迎します。
 
詳細： http://wrld.bg/6ki350KkwMj

リンクが表示できない場合、お手数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ae52796,8d6846a,8d7e335
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ae52796,8d6846a,8d7e336
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ae52796,8d6846a,8d7e337


ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀行東京事務所
東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル14階
電話 03-3597-6650　FAX 03-3597-6695
世界銀行東京事務所フェイスブック
世界銀行東京事務所ツイッター

世界銀行東京事務所インスタグラム

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ae52796,8d6846a,8d7e338
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ae52796,8d6846a,8d7e339
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ae52796,8d6846a,8d7e33a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ae52796,8d6846a,8d7e33b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ae52796,8d6846a,8d7e33c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ae52796,8d6846a,8d7e33d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ae52796,8d6846a,8d7e33e


世界銀⾏東京事務所Eニュース

【世界銀⾏東京事務所 Eニュース 803号】IDA第20次増資開始に当たる記念⾏事を東京で
開催、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第803号 2022年9⽉16⽇ 発⾏ http://wrld.bg/aClX30r5uAe

IDA第20次増資開始に当たる記念⾏事開催

国際開発協会（アイダ︓IDA）第20次増資開始に当たる記念⾏
事を東京で開催

⽇本政府と世界銀⾏は今週、世界銀⾏グループの国際開発協会（アイダ︓IDA）による第20
次増資（IDA20）の開始に当たり、ドナー国と被援助国が⼀堂に会する記念⾏事を主催しま
した。世界は重複する複数の危機に⾒舞われており、最貧困層がとりわけ甚⼤な影響を受け
ている中、930億ドルのIDA20パッケージは、低所得国の経済再建に向けた⽀援に充てられ
ます。
 
プレスリリース︓http://wrld.bg/1Bby50KIFoq 
マルパス世界銀⾏グループ総裁によるスピーチ︓ http://wrld.bg/WbEG50KIFoM

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1acd8291,8ce4240,8ce79d4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1acd8291,8ce4240,8ce79d6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1acd8291,8ce4240,8ce79d7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1acd8291,8ce4240,8ce79d8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1acd8291,8ce4240,8ce79d9


ブログ「世界銀⾏による最貧国⽀援︓IDA20について知っておくべき5つのこと」︓
http://wrld.bg/oIQG50KIFpy

特集「⾃然の⼒を活⽤したグリーンインフラで競争⼒を⾼め
る」

東京防災ハブは6⽉17⽇、グリーンインフラにおける先進的な取り組みを実践する⽇本の建
設企業や組織の代表者計12⼈との意⾒交換を⾏いました。⽇本企業からは最新の事例等の紹
介があり、世界銀⾏からは、途上国での課題解決に必要な技術やグリーンインフラを実施す
る上での課題などが共有されました。 
  
特集︓ http://wrld.bg/BmxB50KF375 

IFCがJICAとの業務協⼒にかかる覚書を更新

国際⾦融公社（IFC）と国際協⼒機構（JICA）は、業務協⼒にかかる覚書の更新において合
意し、ルース・ホロウィッツ IFCアジア太平洋地域担当副総裁と中澤慶⼀郎 JICA理事によ
る調印式が9⽉7⽇に⾏われました。今後重要性がさらに⾼まる気候変動対応の⽀援、低所
得・脆弱国を中⼼とする開発途上地域での⺠間⽀援での連携を強化していきます。
 
詳細︓ http://wrld.bg/T8Vi50KF36V

ヤング・プロフェッショナル・プログラム（WBG YPP）＜IFC
の応募締切︓9⽉30⽇＞

世界銀⾏グループ・ヤング・プロフェッショナル・プログラム（WBG YPP）では、IFCの
み、第2回の応募を9⽉30⽇まで受け付けています。多様な職業・学問・⽂化背景を持ち、資
格要件を満たすすべての⽅の応募を歓迎します。
 
詳細︓ http://wrld.bg/6ki350KkwMj

リンクが表⽰できない場合、お⼿数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1acd8291,8ce4240,8ce79da
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1acd8291,8ce4240,8ce79db
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1acd8291,8ce4240,8ce79dc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1acd8291,8ce4240,8ce79dd


ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀⾏東京事務所 
東京都千代⽥区内幸町2-2-2 富国⽣命ビル14階 
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695 
世界銀⾏東京事務所フェイスブック 
世界銀⾏東京事務所ツイッター 

世界銀⾏東京事務所インスタグラム 

このメールは送信専⽤のアドレスから配信されています。 WorldBank@newsletterext.worldbank.org にメー
ルをいただいても内容の確認およびご返答ができません。お問合せは ptokyo@worldbank.org までお願
いいたします。 

Unsubscribe from this list

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1acd8291,8ce4240,8ce79de
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1acd8291,8ce4240,8ce79df
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1acd8291,8ce4240,8ce79e0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1acd8291,8ce4240,8ce79e1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1acd8291,8ce4240,8ce79e2
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世界銀行東京事務所Eニュース

【世界銀行東京事務所　Eニュース 802号】TICAD8開会式における世界銀行総裁ステートメ
ント、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第802号　2022年9月2日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

TICAD8開会式における世界銀行総裁ステートメント

第8回アフリカ開発会議（TICAD8）オープニング・セッション
における世界銀行総裁ステートメント

マルパス世界銀行総裁は8月27～28日にチュニジアで開催されたTICAD8の開会式におい
て、日本のIDA第20次増資（IDA20）に対する大きな貢献や、9月に東京で行われるIDA20第
20次増資開始に当たっての記念行事の主催について感謝するとともに、世界銀行グループ
は、長年にわたるパートナーとしてアフリカを支援し、様々な分野で緊密に協力を進めてい
くと述べました。
 
スピーチ全文：http://wrld.bg/sYLa50KytES

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a937d55,8ba0ae6,8ba19c0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a937d55,8ba0ae6,8ba19c2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a937d55,8ba0ae6,8ba19c3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a937d55,8ba0ae6,8ba691a


新たな日本の投資家がサステナブル・ディベロップメント・ボ
ンドに追加投資 ー 世界銀行の気候変動対策のための包括的な

取組みを支援 ー

世界銀行（正式名称: 国際復興開発銀行（IBRD）、ムーディーズ: Aaa、スタンダード&プア
ーズ: AAA）は2030年4月26日満期のサステナブル・ディベロップメント・ボンド（以下
SDB）に7,500万豪州ドルの追加発行を行い、その全額を日本の投資家が購入致しました。
同SDBは、期間8年・総額5億1,600万豪州ドルとして本年4月に発行されたもので、本件によ
り発行総額は5億9,100万豪州ドルとなりました。
 
プレスリリース︓ http://wrld.bg/nCY150KrScV 

世界銀行（IBRD）インパクトレポート2021 日本語版を発表

インパクトレポート2021は、世界銀行（IBRD）のサステナブル・ディベロップメント・ボ
ンドとグリーンボンド、並びにこれらで調達された資金が原資となるIBRDの融資プロジェ
クトに焦点を当てた報告書で、新たに発行された債券の概要・プロジェクトの成果のハイラ
イト・融資承認額・融資実行済額・年度内に承認された新規プロジェクト・環境に配慮し、
強靭性の高い包括的な開発を各国が達成するためにプロジェクトがどのように貢献している
かをご紹介しています。
 
詳細： http://wrld.bg/8UEt50KytFo 

IFC：官民連携の水道事業から拡がる利益

アフリカ各地で革新的な上下水道事業の官民パートナーシップが、安価できれいな飲料水の
供給拡大に一役買っています。官民パートナーシップは、大規模な設備投資を擁する水関連
サービス事業に、民間セクターの資金や知見へのアクセスはもちろん、調達プロセスの透明
性や事業リスクの配分改善など様々な利点をもたらしています。
 
特集： http://wrld.bg/mgeB50KytFZ 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a937d55,8ba0ae6,8ba691b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a937d55,8ba0ae6,8ba691c
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ヤング・プロフェッショナル・プログラム（WBG YPP）：IFC
の応募受付中

世界銀行グループ・ヤング・プロフェッショナル・プログラム（WBG YPP）では、IFCの
み、8月15日から9月30日まで第2回の応募を受け付けています。多様な職業・学問・文化背
景を持ち、資格要件を満たすすべての方の応募を歓迎します。
 
詳細： http://wrld.bg/6ki350KkwMj 

リンクが表示できない場合、お手数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀行東京事務所
東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル14階
電話 03-3597-6650　FAX 03-3597-6695
世界銀行東京事務所フェイスブック
世界銀行東京事務所ツイッター

世界銀行東京事務所インスタグラム
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