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現在、IMMに関する国際的なPrinciples/Frameworks/Standardsの開発が進んでいる

・Impact Weighted 
Accounting Initiative

・World Benchmarking 
Alliance



上記6つの取り組みに対しての参加方法(1/3)

Principle/
Framework/
Standard

概要 参加方法
日本の
参加組織

連絡先

IFC 

Operating 

Principle

本運用原則は、ファンドや投資機関のイン
パクト・マネジメント・システムを評価す
る際の基準となるものです。
The Operating Principles for Impact 

Management provide a reference point 

against which the impact management 

systems of funds and institutions may be 

assessed. 

インパクト投資に取り組む投資家が原則
に署名の上、
本運用原則との整合状況を毎年開示する
とともに、
独立した検証を定期的に実施

JICA IFC東京事務所
武木田様
（オペレーション
ズ・アナリスト）
ifctokyonews@ifc.org

Impact 

Management 

Project

IMPは、社会・環境課題に向けたインパク
トの測定、評価、報告方法について合意形
成をするフォーラムです。
The Impact Management Project (IMP) 

provides a forum for organisations to build 

consensus on how to measure, assess and 

report impacts on environmental and social 

issues.

1) (Structured Network)

2) (Advisors)

3) (Strategic Partner)

4) Practitioner Community

IMP-Harvard Business School online 

discussion forum

“Managing Impact” 
IMP活用ケース等の提供
5) Impact Frontiers
インパクトマネジメント、インパクトと
財務分析を統合する方法を開発する投資
家間の協働事業
2021年1月頃開始の第二期に参加する投
資家を募集中

2) みずほ
3) K3, SIIF
4、5) GSG NAB 

IMM WGによる
Impact Frontiers
資料和訳

5) Impact Frontiers

Mike McCreless

(Head of Investors

Collaboration)

mike@impactmanage

mentproject.com

https://www.impactprinciples.org/
mailto:ifctokyonews@ifc.org
https://impactmanagementproject.com/
https://idealab.hbr.org/groups/managing-impact/
https://idealab.hbr.org/groups/managing-impact/
https://impactmanagementproject.com/resources/
https://impactmanagementproject.com/impact-frontiers/
https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Impact-financial-Integration-Japanese.pdf
https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Impact-financial-Integration-Japanese.pdf
mailto:mike@impactmanagementproject.com


Principle/
Framework/
Standard

概要 参加方法
日本の
参加組織

連絡先

IRIS+ 投資家がインパクト戦略を策定し、目標を
測る指標を選択できるためのインパクト目
標・指標集です。（GIINが開発運営）
To help investors select impact strategies 

and adopt metrics that indicate 

performance toward their goals. 

（GIIN会員に限らない）
1) IRIS+ Working Group
（ウェビナーやパブコメの通知）
2) Navigating Impact Project
（テーマ別目標・指標開発）
Quality JobsとWASHについて、1月8日
までパブリックコメント中。12月に気
候変動の緩和のパブコメ開始予定。
3) Methodology for Standardizing and 

Comparing Impact Performance
1月31日までパブコメ中。
4) Impact Performance Analytics
（各セクターのインパクトパフォーマ
ンス分析のサンプル）

2) Quality 
Jobs：SIIF・
新生企業投資、
他

IRIS+ Collaborate
・ウェビナーの通知
・各種パブコメ
・インパクトパフォー
マンスデータ提供

UNDP SDG 

Impact 

Standards

SDGs達成に向けた民間資金の流れを拡大
するため、SDGsに資する投資や事業のガ
イドラインや国際基準を策定し、それらの
基準に適合した案件を認証する取組みです。
SDG Impact Standards is a framework for 

integrating impacts on SDGs into business 

decision making.

・「事業向けSDGインパクト基準」に
ついて、パブコメ中（10/15-12/15）。
UNDP東京事務所が12/4にコンサル
テーション・セッション
12/9にSIMIで解説・相談会を開催
・「PEファンド向け基準」はパブコメ
終了、v1.0が公開
・「SDGs債向け基準」はパブコメ終了、
策定中

コモンズ投信
株式会社会長
澁澤健氏が運
営委員として
参加

UNDP東京 申し込み
SIMI 申し込み

上記6つの取り組みに対しての参加方法(2/3)

https://iris.thegiin.org/
https://navigatingimpact.thegiin.org/
https://thegiin.org/research/publication/methodology-for-standardizing-and-comparing-impact-performance
https://iris.thegiin.org/performance-analytics/
https://iris.thegiin.org/collaborate/
https://iris.thegiin.org/webinars/
https://iris.thegiin.org/public-comment/
https://iris.thegiin.org/contributing-data/
https://sdgimpact.undp.org/practice-standards.html
https://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/presscenter/events/2020/event_sdg_impact_1204.html
https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_pGbaMb3WR6GcFfYf3sXM-A
https://www.impactmeasurement.jp/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSCxv8dlUBpOodiIJG1QCtzeDbsMEvRE32NK2NW5e8Dt5J0w/viewform


Principle/
Framework/
Standard

概要 参加方法
日本の
参加組織

連絡先

Impact-Weighted 

Accounts 
Initiative (IWAI)

Impact-Weighted Accounts Projectは、企業
の財務、社会、環境パフォーマンスを反映し
た財務会計の推進を目指しています。
（Harvard Business School、GSG、IMPの
協働プロジェクト）
The mission of the Impact-Weighted 

Accounts Project is to drive the creation of 

financial accounts that reflect a company’s 

financial, social, and environmental 

performance. 

今後、企業によるIWAIの試験的導
入を実施する予定。

GSGとHBS

が共催する
招待制ラウ
ンドテーブ
ルにSIIFが
参加

David Freiberg 

dfreiberg@hbs.edu

HARVARD BUSINESS 

SCHOOL 

Project Manager, Impact-

Weighted Account

World 

Benchmarking 

Alliance (WBA)

企業によるSDGsへの貢献度を比較できるベ
ンチマークの開発を目指しています。社会、
デジタル、食農、脱炭素とエネルギー、循環
型、都市、金融の７つのシステムについてベ
ンチマークを開発し、世界で最も影響力があ
る2000社のレーティングを目指しています。
WBA aims to develop transformative 

benchmarks that will compare companies’ 

performance on the SDGs.

現在、金融システムについてのベ
ンチマークを開発中。
2021年1月にScoping Reportを発
表後、金融機関から方法論につい
て意見を得るプロセスを開始予定。
（金融システムのレーティング発
表は2022年末を予定。）

レーティン
グ対象2000

社のうち、
日本の金融
機関は23社

Emilie Goodall

Lead Financial System 

Transformation

e.goodall@worldbenchm

arkingalliance.org

上記6つの取り組みに対しての参加方法(3/3)

https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Pages/default.aspx
mailto:dfreiberg@hbs.edu
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/financial-system-benchmark/
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/sdg2000/
mailto:e.goodall@worldbenchmarkingalliance.org

