
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 792号】「カーボン・プライシングの状況と傾向」最新
版、ブログシリーズ第15回「西尾副総裁の十戒」、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第792号　2022年5月27日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

「カーボン・プライシングの状況と傾向（State and Trends of Carbon Pricing）」最新版

カーボン・プライシングの収入、世界全体で過去最高の840億
ドルに

世界銀行は5月24日に発表した年に1度の「カーボン・プライシングの状況と傾向」最新版
で、2021年、カーボン・プライシング収入は世界全体で2020年水準から60％近く増えて約
840億ドルになり、持続可能な経済回復、広範な財政改革、将来の低炭素移行の一環として
の地域社会への投資にとって重要な資金源となっている、と指摘しています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a454a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a454c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a454d


プレスリリース︓http://wrld.bg/BnEv30skFnT

ブログシリーズ「人事が語る〜グローバルキャリア構築のため
の処方箋～」第15回

人事コラム第15回は、「西尾副総裁の十戒〜キャリア構築における10のアドバイス」と題
し、国際機関における数少ない日本人幹部として活躍する西尾昭彦 世界銀行開発金融総局
（DFi）担当副総裁によるキャリアアドバイスをまとめました。西尾副総裁は世界銀行グル
ープ幹部としての業務の他、後進の育成にも熱心で、キャリアセミナー等を通して国際開発
援助分野での活躍を目指す日本人に向けたメッセージを発信しています。特に、自身の経験
に基づくキャリア構築における10のアドバイスは、国際機関やグローバル組織での日本人の
活躍に必須のエッセンスが詰まっています。今回は、西尾副総裁と共に日本人採用ミッショ
ンに関わってきた世界銀行人事総局の戸崎智支人事専門官HRビジネスパートナーが、「西
尾副総裁のキャリア十戒」をご紹介し、人事管理学の観点から解説します。

詳細： http://wrld.bg/1FQh30skyhi

フィリピンにおける災害後の財政面を強靭化：国と地方レベル
で

2021年11月17日、世界銀行はフィリピン政府に対し、「第四次災害リスク繰延引出オプシ 
ョン付き開発政策融資（Cat DDO 4）」を承認し、5億ドルを貸付実施しました。世界銀行
は、Cat DDOを通じて、深刻な災害直後に即時の流動性を提供するほか、国と地方レベルで
の全体的な防災政策改革の強化や、それら改革を実施する制度面の能力向上を図るための技
術支援も提供しています。日本－世界銀行防災共同プログラムも、気候、災害、健康関連リ
スクの管理における、より複雑な課題に対処するフィリピン政府を引き続き支援します。

特集： http://wrld.bg/vhO130skF0i

中古コンピュータ機材 寄贈先募集＜6月3日（金）締切＞

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a454e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a454f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a4550


世界銀行グループ東京事務所（世界銀行東京事務所、東京開発ラーニングセンター、東京防
災ハブ、国際金融公社東京事務所、多数国間投資保証機関東京事務所）では、中古コンピュ
ータ機材をご活用いただける団体を公募しています。詳細は以下のリンク先をご覧くださ
い。
 
応募締切： 2022年6月3日（金）午後5時（日本時間）
詳細： http://wrld.bg/CmNa30sk0R4

セミナーのお知らせ

 ※全てオンラインによる開催です。

高齢化に備えた包摂的なまちづくり︓Age-Ready Citiesとは︖
刊行記念イベント

日時：2022年5月30日（月）午後3時～午後5時（日本時間）
内容：都市が高齢化に備えるための建設的なロードマップを提供することを目的とした報告
書「高齢化に備えた包摂的なまちづくり︓Age-Ready Citiesとは︖」の刊行を記念し、国内
外の先駆的な都市の事例を学びながら、経済的・社会的に普遍的な利益をもたらし、どの年
齢層にとってもより良い暮らしにつながるまちづくりについて議論します。
詳細： http://wrld.bg/UZyS30sjSi8

東アジア・大洋州地域の社会影響評価に関する国際シンポジウム  

日時：2022年6月7日（火）午前10時～午後2時（日本時間）
内容：世界銀行と、フィリピンラーニングセンター（PHILCESS）は、東アジア・大洋州地
域（EAP）の社会影響評価（SIA=Social Impact Assessment）に関する初の国際シンポジウ
ムを開催します。本イベントでは、国別の事例に関するプレゼンテーションや、オーストラ
リア、日本、インドネシアのパネリストによる、公共・民間セクターとの豊富な協力経験や
リスク分析を活用した同地域の社会影響評価を促進するための議論が行われます。
詳細： http://wrld.bg/WVWi30sjf46 （英語）

　

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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a4551
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a4552
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a4553
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a4554


　

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=h190dfe91,8399fde,83a4555
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a4556
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a4557
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a4558
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a4559
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a455a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h190dfe91,8399fde,83a455b


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 791号】複数の危機が重なる中で大きく変化する一次産
品市場、報告書「移住と開発」、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第791号　2022年5月20日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

報告書「一次産品市場：変化、課題、政策（仮題）」（Commodity Markets: Evolution, Challenges, and
Policies）

複数の危機が重なる中で、大きく変化する一次産品市場

新型コロナ、ウクライナでの戦争、そして気候変動の影響を背景に、世界の一次産品市場は
転換期にあります。世界銀行は最新の研究の中で、こうした変化は、今後数十年にわたり途
上国に重大な影響をもたらす可能性が高いとの見通しを示しました。主要な一次産品全てを
網羅した初の包括的な分析である5 月12日発表の報告書「一次産品市場：変化、課題、政策
（仮題）」は、市場の過去100年間の変化を検証するとともに、今後30年間の傾向を予測し
ています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,8305ade
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,8306422
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,8306423


プレスリリース︓http://wrld.bg/fCsc30sk1uM

2022年の本国送金は過去最高額の対ウクライナを含め6,300億
ドルに

世界銀行は5月11日に発表した報告書「移住と開発」の最新版で、正式な記録による低・中
所得国向けの送金フローは、2021年にほぼ過去最大の8.6％増だったが、今年は4.2％増え
6,300億ドルに達するとみられる、と分析しています。2021年に多くの送金を受けた上位5
カ国はインド、メキシコ、中国、フィリピン、エジプトでした。
 
プレスリリース︓ http://wrld.bg/LElf30sk1uK 

IFC：途上国においてジェネリック医薬品の現地生産を促進す
るために日本ケミファを支援

途上国では輸入医薬品への依存度が非常に高く、医療システムが脆弱な要因の一つとなって
います。日本政府の支援を得て、国際金融公社（IFC）は日本ケミファ株式会社がアジア、
中東及びアフリカにおいて同社製品の生産及び流通拡大に向けた事業調査を支援します。医
薬品の現地生産を促進する取組みは、手頃な価格で高品質な医薬品へのアクセスを改善し、
途上国の医療システム全体の強化につながります。
 
プレスリリース︓ http://wrld.bg/Gli330sk0Rq 

中古コンピュータ機材 寄贈先募集

世界銀行グループ東京事務所（世界銀行東京事務所、東京開発ラーニングセンター、東京防
災ハブ、国際金融公社東京事務所、多数国間投資保証機関東京事務所）では、中古コンピュ
ータ機材をご活用いただける団体を公募しています。詳細は以下のリンク先をご覧くださ
い。
 
応募締切： 2022年6月3日（金）午後5時（日本時間）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,8306424
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,8306425
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,8306426


詳細： http://wrld.bg/CmNa30sk0R4

セミナーのお知らせ

 ※全てオンラインによる開催です。

都市開発実務者向け対話型研修（TDD）：包摂的な都市と雇用

日時：2022年5月23日（月）〜27日（金）
内容：世界銀行 東京開発ラーニングセンター（TDLC）は、本TDDの2日目の5月24日（火）
午前8時～午前9時30分と、3日目の25日（水）午前8時～午前9時10分を一般公開します。一
般公開日のテーマは「競争力のあるまちづくりの推進」と「貧困層のインフォーマル労働者
の雇用確保と生計の支援」です。
詳細： http://wrld.bg/oiRo30sk10M

中東・北アフリカ地域経済報告―追跡調査：不確実性の時代にある中東・北
アフリカ地域
世界銀行モーニングセミナー第142回 

日時：2022年5月25日（水）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：4月14日発表の「中東・北アフリカ地域経済報告2022年4月版―追跡調査：不確実性
の時代にある中東・北アフリカ地域」の執筆チームのレイチェル・ユティン・ファン世界銀
行中東・北アフリカ地域担当チーフエコノミスト室エコノミストとハー・グエン同エコノミ
ストが、同報告書の主なポイントをご説明します。
詳細： http://wrld.bg/LsiX30sjSU5

南アジア経済報告（SAEF）2022年4月版―基準を見直す︓今後に向けた新し
い道筋
世界銀行モーニングセミナー（第143回）

日時：2022年5月27日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：4月13日発表の「南アジア経済報告（SAEF）2022年4月版―基準を見直す︓今後に向
けた新しい道筋」をとりまとめたゾー・レイユ・シェ 世界銀行 南アジア地域担当チーフ
エコノミスト室 上級エコノミスト、ヴァレリエ・マーサー＝ブラックマン同上級エコノミ
スト、マウリツィオ・ブッソロ同リードエコノミストが、同報告書の主なポイントをご紹介

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,8306427
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,8306428
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,8306429


します。
詳細： http://wrld.bg/b20S30sk1bS

高齢化に備えた包摂的なまちづくり︓Age-Ready Citiesとは︖
刊行記念イベント

日時：2022年5月30日（月）午後3時～午後5時（日本時間）
内容：都市が高齢化に備えるための建設的なロードマップを提供することを目的とした報告
書「高齢化に備えた包摂的なまちづくり︓Age-Ready Citiesとは︖」の刊行を記念して、国
内外の先駆的な都市の事例を学びながら、経済的・社会的に普遍的な利益をもたらし、どの
年齢層にとってもより良い暮らしにつながるまちづくりについて議論します。
詳細： http://wrld.bg/UZyS30sjSi8

東アジア・大洋州地域の社会影響評価に関する国際シンポジウム 

日時：2022年6月7日（火）午前10時～午後2時（日本時間）
内容：世界銀行と、フィリピンラーニングセンター（PHILCESS）は、東アジア・大洋州地
域（EAP）の社会影響評価（SIA=Social Impact Assessment）に関する初の国際シンポジウ
ムを開催します。本イベントでは、国別の事例に関するプレゼンテーションや、オーストラ
リア、日本、インドネシアのパネリストによる、公共・民間セクターとの豊富な協力経験や
リスク分析を活用した同地域の社会影響評価を促進するための議論が行われます。
詳細： http://wrld.bg/WVWi30sjf46 （英語）

　

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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,830642a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,830642b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,830642c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,830642d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,830642e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,830642f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,8306430
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,8306431


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=h18eea340,8302e46,8306432
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,8306433
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18eea340,8302e46,8306434


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 790号】インパクト投資を促すMIGA - 民間の資金と技術
でサステナブルな社会を、IFC︓マダガスカルの古代牛を守る現代的なタグシステム、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第790号　2022年5月13日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

IFC︓マダガスカルの古代牛を守る現代的なタグシステム

インパクト投資を促すMIGA - 民間の資金と技術でサステナブ
ルな社会を

国際開発ジャーナル2022年5月号に俣野 弘 世界銀行グループ 多数国間投資保証機関
（MIGA）長官のインタビュー記事が掲載されました。開発途上国の政治リスクなどを保証
し、対外直接投資（FDI）を促す国際機関であるMIGAの、脱炭素化や持続可能な開発目標
（SDGs）、ESG投資の動き、インパクト投資などを促す取組みをご紹介しています。

特集：http://wrld.bg/PjxN30sjBI1

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18c9c9a6,8262116,82681a1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18c9c9a6,8262116,82681a3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18c9c9a6,8262116,82681a4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18c9c9a6,8262116,82681a5


IFC︓マダガスカルの古代牛を守る現代的なタグシステム

日本政府の支援を受け、国際金融公社（IFC）はマダガスカル経済を支えるゼブ牛を守るタ
グシステムの導入プログラムを試験的に進めています。データベースとつながる牛の耳に取
り付けれたタグは、牛の盗難対策と健康・品質の管理を可能にし、マダガスカルの畜産業の
近代化と牧畜民の収入増加という大きな恩恵をもたらしています。
 
IFC特集： http://wrld.bg/KqxO30sjBGk 

セミナーのお知らせ

 ※全てオンラインによる開催です。

アフリカの鼓動：アフリカ経済動向分析2022年4月版―社会的保護による強
靭性の促進
世界銀行グループTICADセミナーシリーズ第32回

日時：2022年5月20日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：半期経済報告「アフリカの鼓動：アフリカ経済動向分析2022年4月版」(Africa’s
Pulse, April 2022 Edition)をとりまとめたセザール・カルデロン世界銀行アフリカ地域担当チ
ーフエコノミスト室リードエコノミストが同報告書の主なポイントをご説明します。
詳細： http://wrld.bg/um7z30sjCPn

東アジア・大洋州地域の社会影響評価に関する国際シンポジウム  

日時：2022年6月7日（火）午前10時～午後2時（日本時間）
内容：世界銀行と、フィリピンラーニングセンター（PHILCESS）は、東アジア・大洋州地
域（EAP）の社会影響評価（SIA=Social Impact Assessment）に関する初の国際シンポジウ
ムを開催します。本イベントでは、国別の事例に関するプレゼンテーションや、オーストラ
リア、日本、インドネシアのパネリストによる、公共・民間セクターとの豊富な協力経験や
リスク分析を活用した同地域の社会影響評価を促進するための議論が行われます。
詳細： http://wrld.bg/WVWi30sjf46 （英語） 

　

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18c9c9a6,8262116,82681a6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18c9c9a6,8262116,82681a7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18c9c9a6,8262116,82681a8


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=h18c9c9a6,8262116,82681a9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18c9c9a6,8262116,82681aa
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18c9c9a6,8262116,82681ab
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18c9c9a6,8262116,82681ac
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18c9c9a6,8262116,82681ad
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18c9c9a6,8262116,82681ae
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18c9c9a6,8262116,82681af
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18c9c9a6,8262116,82681b0


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 789号】セミナー「世界開発報告（WDR）2022：公平な
回復のための金融 」（5月11日）、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第789号　2022年5月9日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

5月11日開催：セミナー「世界開発報告（WDR）2022：公平な回復のための金融」 

東アジア・大洋州地域の社会影響評価に関する国際シンポジウ
ム （6月7日開催）

世界銀行と、フィリピンラーニングセンター（PHILCESS）は、東アジア・大洋州地域
（EAP）の社会影響評価（SIA=Social Impact Assessment）に関する初の国際シンポジウム
をオンラインで開催します。
本イベントでは、国別の事例に関するプレゼンテーションや、オーストラリア、日本、イン
ドネシアのパネリストによる、公共・民間セクターとの豊富な協力経験やリスク分析を活用
した同地域の社会影響評価を促進するための議論が行われます。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18af34f0,81fe5f0,8208c67
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18af34f0,81fe5f0,8208c69
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18af34f0,81fe5f0,8208c6a


日時：2022年6月7日（火）午前10時～午後2時（日本時間）
詳細： http://wrld.bg/WVWi30sjf46 （英語）

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

世界開発報告（WDR）2022：公平な回復のための金融
セミナー

日時：2022年5月11日（水）午前9時～午前10時30分（日本時間）
内容：レオラ・クラッパー 世界開発報告（WDR）2022年版執筆担当局長が、同報告書の主
なポイントを日本の皆様に向けてご説明します。また、吉野直行・慶應義塾大学名誉教授／
金融庁金融研究センター長にコメンテイターとしてご登壇いただく他、原田徹也・JICA緒方
貞子平和開発研究所上席研究員もコメンテイターとして登壇します。
詳細： http://wrld.bg/4ZTb30siaZa

　

女性・ビジネス・法律2022
世界銀行モーニングセミナー（第140回）

日時：2022年5月13日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：3月1日発表の報告書「女性・ビジネス・法律2022」をとりまとめたチームのナター
リア・マゾーニ世界銀行 女性・ビジネス・法律プロジェクト 民間セクター専門官とヴィク
トリア・カイティナ同法律コンサルタントが、同報告書の主なポイントをご説明します。
詳細： http://wrld.bg/JL7R30sh5FU

　

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。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18af34f0,81fe5f0,8208c6b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18af34f0,81fe5f0,8208c6c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18af34f0,81fe5f0,8208c6d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18af34f0,81fe5f0,8208c6e
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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=h18af34f0,81fe5f0,8208c6f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18af34f0,81fe5f0,8208c70
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18af34f0,81fe5f0,8208c71
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18af34f0,81fe5f0,8208c72
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18af34f0,81fe5f0,8208c73
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18af34f0,81fe5f0,8208c74
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18af34f0,81fe5f0,8208c75
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