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The Global Steering Group for Impact Investment （GSG）がインパクト投
資の推進に向けて G20 との関与を強化
日本が G20 の議長国として就任とともにハイレベル対話が東京で開催

The Global Steering Group for Impact Investment steps up G20
engagement on impact investment
High-level dialogue convened in Tokyo as Japan’s G20 presidency begins
2019 年 1 月 21 日、東京 – 2019 年の G20 議長国に日本が就任するとともに、GSG は、日本
の国内諮問委員会および外務省(MOFA)とともに G20 開発作業部会（DWG）およびその他の
G20 代表と話し合うハイレベル対話を開催した。
TOKYO, 21st January 2019 -- As Japan takes over the G20 presidency in 2019, the Global Steering
Group for Impact Investment (GSG) with Japan’s National Advisory Board and the Ministry of
Foreign Affairs (MOFA) is convening a high-level dialogue to engage with the G20 Development
Working Group (DWG) and other G20 representatives.

2018 年に G20 は歴史上初めてインパクト投資を含む声明に合意。世界の主要 20 カ国がイン
パクト投資を持続可能かつ包括的な成長の強力な推進力として明確に認識した。
In 2018, the G20 agreed on a communique that included impact investment for the first time in
its history. The world’s 20 leading nations explicitly recognized impact investment as a powerful
driver of sustainable and inclusive growth:

声明では次のように述べている。「私たちは、G20 によるインクルーシブビジネスのための資
金調達の要請に沿って、包括的かつ持続可能な成長のためインパクト投資などの革新的な
資金メカニズムやパートナーシップを含む公的、私的および多国間の資源動員の環境をさら
に整備するよう努める。」
“We will endeavor to further create enabling conditions for resource mobilization from public,
private and multilateral resources, including innovative financial mechanisms and partnerships,
such as impact investment for inclusive and sustainable growth, in line with the G20 Call on
Financing for Inclusive Business,” according to the communique.

GSG は 2019 年 1 月 23 日に東京において会合を開き、インパクト投資に関する対話を行う。
As a result, GSG is stepping up to engage in Japan with a meeting in Tokyo on Wednesday 23
January 2019.

国連の持続可能な開発目標(SDGs)の導入を担当する日本外務省の地球規模課題総括課長
である甲木浩太郎氏が、会議への参加者を迎え入れる。この会議では、インパクトエコノミー
の発展に焦点を当て、SDGs の実施に向けインパクトファンドの進化について議論する。
Mr Kotaro Katsuki, Director of Global Issues Cooperation at Japan’s Ministry of Foreign Affairs,
who is responsible for implementing the UN Sustainable Development Goals (SDGs), will
welcome delegates to the meeting. The meeting will focus on the development of impact
economies and discuss the evolution of successful impact funds as a path to implementing the
SDGs.

アルゼンチンが議長を務めた 2018 年の G20 ブエノスアイレス会議で、インパクト革命は加速
した。グローバルパートナーとともに GSG は、インパクト投資が世界で最も影響力のある 20 カ
国によって、より公正で繁栄した未来への鍵として認識されることを提唱した。
At the 2018 G20 Buenos Aires meeting, presided over by Argentina, the impact revolution shifted
up a gear. Together with our global partners, GSG advocated for impact investing to be
recognized as key to a more just and prosperous future by the twenty most powerful nations in
the world.

WEAll アライアンスの支援の下、GSG がシステマ B、B チーム、B ラボと共同署名した書簡で
では、G20 ワーキンググループに対し、G20 全加盟国において、B コーポレーションの設立に
あたり真にプラスの影響を与える経済政策、メカニズム、および法的枠組みを提案するよう求
めた。さらに、この合意ではグローバルビジネス、ファンド、NGO の指導者たちを招集し、G20
各国政府と協力してインパクトエコノミーへの長期的な移行に取り組むよう求めた。
The letter GSG co-signed with Sistema B, The B Team, and B Lab, with support from the WEAll
Alliance, called specifically for a G20 working group that could propose net positive impact
economic policies, mechanisms and a legal framework in all G20 countries for establishing
benefit corporations (B Corps). In addition, this coalition called on convening leaders of global
businesses, funds and NGOs to work with G20 governments on the longer-term transition to an
impact economy.

GSG の CEO である Amit Bhatia は、リスクとリターンと同様にインパクトの影響を同時に考慮
することが不可欠であると言う。彼は次のように述べた。「21 の加盟国を有する GSG は、G20
に対し、すべての事業、投資、政策および消費の決定ならびに義務的な年次報告における重
要な決定基準として、リスクとリターンと並行して「インパクト」を認識するよう要請します。 こ
れにより、世界が公正かつ公平な「インパクトエコノミー」を迎え入れることができるようになり
ます。インパクトエコノミーの発展によって、公共の利益および持続可能な開発目標(SDGs)の
ために民間資本が解放され、人類や地球の問題に対する取組が拡大します。」
Amit Bhatia, GSG CEO, says it is essential that impact is considered alongside risk and return.
“GSG, with its 21 member countries, urges G20 to recognize “Impact” alongside risk and return,
as an essential decision criterion in all business, investment, policy and consumption decisions,
and its mandatory annual reporting, so that the world can truly usher in just and equitable
“Impact Economies”, which address people and planet issues at scale unlocking private capital
for public good and the Sustainable Development Goals (SDGs).” he says.
この対話の一環として、GSG とマッキンゼー・アンド・カンパニー、経済協力開発機構(0ECD)、
国連アジア太平洋経済社会委員会(UNESCAP)、および国連開発計画(UNDP)からの専門家を
含むその他のインパクト投資の専門家および実施者は、インパクト投資が、インクルーシブビ
ジネスや SDG 投資など、DWG のトピックと密接に連携したトピックをどのようにサポートできる
かを示す予定です。また UNESCAP と OECD は、主に政策立案者がインパクト投資をサポート
するにあたり役立つ研究内容を発表します。
As part of this dialogue, the GSG and other impact investment experts and practitioners,
including experts from McKinsey & Company, Inc., OECD, UNESCAP and UNDP, will demonstrate
how impact investment can support topics closely aligned with those of the DWG like inclusive
business and SDG investment. UNESCAP and OECD will present research targeted particularly to
help policy-makers support impact investment.

本件に関する問い合せ先：
Oliver Wagg, Global PR Director, GSG: oliver.wagg@gsgii.org; +44 (0) 7885 377264
社会的投資推進財団 広報 関岡 智美: pr@siif.or.jp; 03-6229-2622
本件に関するインタビューをご希望の方はご連絡をお願いいたします。

About the Global Steering Group for Impact Investment (GSG)

The Global Steering Group for Impact Investment (www.gsgii.org) is an independent
international network catalyzing impact investment to benefit people and the planet.
Established by Sir Ronald Cohen as the successor to the G8 Social Impact Investment Taskforce,
the GSG currently has 21 countries plus the EU as members. The GSG brings together global
leaders from the worlds of finance, business, and philanthropy to promote measurable impact
as a deliberate driver in every investment and business decision.

Global Social Impact Invetment Steering Group(GSG)とは
2013 年に当時の G8 サミット議長国であった英国のキャメロン首相の発意により、英国の休眠預金基
金の創設者であるロナルド・コーエン卿を議長に「G8 社会的インパクト投資タスクフォース」が設立され
ました。
2015 年より G8 以外の各国にメンバーを拡大し Global Steering Group（通称 GSG）に移行し、現在
21 カ国と EU がメンバーとして加盟しています。GSG は、金融、ビジネス、社会貢献の分野の世界的
リーダーを集め、あらゆる投資やビジネス上の意思決定における慎重な推進力として、測定可能な影
響を促進します。

