
「海外投融資」2020 年 5 月号 

巻頭言 ESG 経営に大きく舵を切る 花王株式会社 
代表取締役 社長執行役員 澤田 道隆 

特集 ESG、その解釈とアプローチ 

〇2050 年のエネルギーの姿 
～気候変動とエネルギーの調和を目指して～ 

国際協力銀行 インフラ・環境ファイナンス部門 
電力・新エネルギー第２部次長 佐藤 勉 

〇ESG についての展望と日本企業がとるべき今後の対応 Vanessa Havard-Williams, Partner 
James Marlow, Associate 

Linklaters, London 

〇気候変動を捉えた資金の流れ新潮流 ニューバーガー・バーマン株式会社
インベストメント・スチュワードシップ・ディレクター 岡村 慧

〇ERM の気候変動リスク管理 イー・アール・エム日本株式会社
シニアコンサルタント 岸田 匡

コンサルタント Ahsan Syed

〇TEPCO グループの ESG の取り組み 東京電力ホールディングス株式会社 
経営企画ユニット ESG 推進室長 野村 威 

〇CHANGING ENERGY FOR A BETTER WORLD ENECHANGE 株式会社 
代表取締役会長 兼 CEO 城口 洋平 

〇Brazilian Climate Change Public 
Policy and Private Initiatives 

Natalia Azevedo de Carvalho 
Environmental Law, Pinheiro Neto Advogados, Brazil/Japan 

【新】JOI Ventures 

〇イスラエル発 
産業サイバーセキュリティソリューションを提供する SCADAfence 

SCADAfence (Japan) 
国内事業責任者 垣貫 己代治 

Message from Ambassadors 

〇Business Opportunities in Zimbabwe Titus Mehliswa Jonathan ABU-BASUTU 
Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Japan 

特別会員寄稿 

〇アジア開発銀行（ADB）の新型コロナウイルス問題への取り組み アジア開発銀行（ADB）
駐日代表 児玉 治美

連載コラム 

〇変動する欧州 最前線リポート： 
コロナ危機で中国の草刈場と化す欧州 在英国際ジャーナリスト 木村 正人 

〇米国断章：先住民の苦闘 帝京大学 教授（元 時事通信社 解説委員長） 
軽部 謙介 

〇岐路に立つ中国：経済 V 字回復より民生安定を重視へ 
～第 1 四半期経済指標発表に思うこと～ 

日本国際問題研究所 客員研究員 
現代中国研究家 津上 俊哉 

アイデアを価値化する

〇特別連載： 
ビジネスにおける「哲学」導入の最前線（１） 

クロス・フィロソフィーズ株式会社
代表取締役社長 吉田 幸司 

哲学コンサルタント 畑 一成 

スポット研究

〇ポーランドで投資を行う優位性～優遇支援について～ フォルタク＆カラシンスキ法律事務所
ジャパン・デスク主任 岩本 恵理

特別会員ニュース 中・東欧の交通ハブを目指すポーランド～新中央空港（CPK）建設計画～ 



「海外投融資」2020 年 7 月号 

巻頭言 「COVID-19」パンデミック： 
ビジネス・イノベーションの触媒となるか？ 

Berkeley Research Group, Limited 
マネージング・ディレクター APAC 代表

スチュアート・ウィッチェル

特集 ポストコロナのリスクコントロール 

〇コロナ後に向けた海外子会社の変革とリスク管理 
～攻めに転じるための具体的ポイント～ 

クロール・シンガポール支社
マネジング・ディレクター

ジャパンデスク・ヘッド 坂出 國雄 

〇「しなやか」な海外危機管理の実践に向けた重要指針 コントロール・リスクス・グループ株式会社
ディレクター 清水 丈司 
ディレクター 竹田 博彦 

アソシエイト・ディレクター 大越 吉晃
コンサルタント 菊池 朋之

〇COVID-19 発生前後のグローバルリスクの変容 マーシュブローカージャパン株式会社
取締役会長 平賀 暁 

〇アフターコロナのクライシスマネジメント FTI コンサルティング Risk Advisory & Investigation 
コンサルタント 船津 佑太

〇Impact of Covid-19 on power projects Martin Chesson 
Global practice leader, Thermal generation, Mott MacDonald 

〇CHANGING ENERGY FOR A BETTER WORLD ENECHANGE 株式会社 
代表取締役会長 兼 CEO 城口 洋平 

JOI Ventures 

〇浮遊軸型風車（浮体式に特化した垂直軸型風車） 合同会社アルバトロス・テクノロジー 
CEO 秋元 博路 

〇フィンランド編 Part 1： 
EV 充電プラットフォームを提供する Virta 社 

Jussi Palola 
CEO, Virta Ltd. 

特別会員寄稿 

〇近づいた日本とイスラエル 
～６年間の成果を振り返って～ 

イスラエル大使館 経済公使
経済貿易ミッション代表 ノア・アッシャー 

World Cuisine 駐日イスラエル大使館 

アイデアを価値化する

〇特別連載： 
ビジネスにおける「哲学」導入の最前線（２） 

クロス・フィロソフィーズ株式会社
代表取締役社長 吉田 幸司 

連載コラム 

〇変動する欧州 最前線リポート：奴隷貿易と植民地支配の清算 
という帝国主義の亡霊に苛まれる英国 在英国際ジャーナリスト 木村 正人 

〇米国断章：副大統領の存在 帝京大学 教授（元 時事通信社 解説委員長） 
軽部 謙介 

〇岐路に立つ中国：Ｇゼロ時代をどう生き延びるか 
～視界完全不透明な米中関係と国際情勢～ 

日本国際問題研究所 客員研究員 
現代中国研究家 津上 俊哉 

〇新興国マクロ経済 WATCH：パプアニューギニア： 
経済成長のポテンシャル～資源プロジェクト実現に期待～ 

国際協力銀行 
外国審査部 第 3 ユニット 上田 哲也 

スポット研究

〇COVID-19 後の事業再開： 
 企業側から考える法的事項 

Greenberg Traurig Tokyo Registered Foreign Attorneys Offices 外国法事務弁護士 小林 英二 
Greenberg Traurig, LLP Shareholder Barbara A. Jones 

〇政治リスクマネージメントのための国際機関活用 
－MIGA－ 

世界銀行グループ 多数国間投資保証機関（MIGA） 
駐日代表 林田 修一



「海外投融資」2020 年 9 月号 

巻頭言 EU と史上最も緊密な関係にある現在の日本 駐日欧州連合特命全権大使 パトリシア・フロア 

特集 新時代の日-EU 関係 

〇新しい国際経済秩序と EU オックスフォード・エコノミクス 在日代表
長井 滋人 

〇EU-JAPAN 
Business Collaboration 
in Third Markets 

Dr. Philippe de Taxis du Poët 
General Manager (EU-side, DG GROW), EU-Japan Centre for Industrial Cooperation 

Minister Counsellor, Delegation of the European Union to Japan 
〇転機を迎える EU 政策研究大学院大学 教授 

岩間 陽子 

〇欧州グリーンディール～サステナブルファイナンスの基礎
となるタクソノミー法を中心に～ 

公益財団法人 国際金融情報センター 
ブラッセル駐在員事務所 

山腰 甚哉 

〇GDPR: Schrems II 判決が与えた 
衝撃と今後の展望 

森・濱田松本法律事務所 弁護士 
岡田 淳 

JOI Ventures 

〇株式会社 MUJIN 
高度理工系人材でトップを目指す 

株式会社 MUJIN CTO 
デアンコウ・ロセン（出杏光 魯仙） 

〇コロンビア編 Part 1： 
低価格ロボットデリバリーサービス Kiwibot 

David Rodríguez 
Head of Business, Kiwibot 

〇フィンランド編 Part 2： 
人の目レベルの超高解像度 VR デバイスを実現した Varjo 社 

JUSSI MÄKINEN 
Chief Marketing Officer 

Varjo Technologies Oy 

World Cuisine 駐日フィンランド大使館、ProChile 

特別会員寄稿 

〇チリ：グリーン水素の隠れたチャンピオン InvestChile アジア投資局長 兼 東京事務所長 
ビセンテ・ピント 

〇Chile: The hidden champion 
for green Hydrogen 

Vicente PINTO 
Investment Commissioner for ASIA, Director of Tokyo Office 

InvestChile 

アイデアを価値化する

〇京都流の産学官
「デザイン」×「イノベーション」 

京都大学デザインイノベーションコンソーシアム 推進委員会 
京都大学大学院工学研究科 特定准教授 平位 隆史 

京都高度技術研究所地域産業活性化本部 次長 十河 卓司 

グローバルトピックセミナー 

〇エネルギー2020～世界エネルギー見通しと 
再エネ普及取組の最新動向～ 

タナカグローバル株式会社
エネルギー戦略研究所株式会社

連載 

〇変動する欧州 最前線リポート：初の債務共通化に踏み切った
EU のコロナ復興基金は歴史的な一歩になるか 

在英国際ジャーナリスト 
木村 正人 

〇米国断章：政治と音楽 帝京大学 教授（元 時事通信社 解説委員長） 
軽部 謙介 

〇岐路に立つ中国：「米中関係」再論 
米国は中国に金融制裁を発動するか 

日本国際問題研究所 客員研究員 現代中国研究家 
津上 俊哉 

〇JBIC 外国審査部による新興国マクロ経済 WATCH：
メキシコ：USMCA をビジネスチャンスに

国際協力銀行 外国審査部 第ユニット 
都築 光 

スポット研究

〇COVID-19：事業再開後の
訴訟事例から考えるポイント 

GT 東京法律事務所 
Greenberg Traurig 外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業） 

外国法事務弁護士 小林 英二



「海外投融資」2020 年 11 月号 

巻頭言 “Product as a service” by Digital Transformation for 
the New Normal in business 

Krishna Srinivasan 
Global President and Managing Partner, Frost & Sullivan 

特集 ニューノーマル・シフト 

○コロナ後の新常態において、
サイバー攻撃から
自社をいかに守るか

クロール・インターナショナル・インク
日本支社代表・マネージング・ディレクター 片山 浩樹 

シニアヴァイスプレジデント・サイバーリスク ジャパンヘッド アレックス・シム 

○コロナ禍を受けたクロスボーダー
M&A のニューノーマル

アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所 弁護士
中島 太郎 

○ニューノーマル時代における製造業の DX と
サブスクリプションの収益化

タレス DIS CPL ジャパン株式会社
ソフトウェアマネタイゼーション事業本部 ビジネス開発部 部長 

前田 利幸 

○ニューノーマルで求められるリーダーの要件
～創造的破壊を自ら生み出すリーダー～

コーン・フェリー・ジャパン
リワードソリューションリーダー シニア プリンシパル

加藤 守和 

○アフリカにおけるニューノーマルと日本企業の事業機会 株式会社 AAIC Japan 
代表取締役 パートナー 難波 昇平 

コンサルタント 一宮 暢彦
コンサルタント 星野 千秋

JOI Ventures 

○フィンランド編 Part 3： 
高品質な再生繊維 Infinited Fiber 

Petri Alava 
CEO, Infinited Fiber Company 

○コロンビア編 Part 2：
Colombian Industry 4.0 services take over the world

ProColombia 
（コロンビア投資貿易観光振興機構）

World Cuisine コロンビア共和国使館、ポーランド共和国大使館 

特別会員寄稿 

○中・東欧諸国で構成される三海洋イニシアチブ
～日本の投資に期待～

ポーランド共和国大使館 政務・経済部 アタッシェ 
ヴォイチェフ・ヴォントウイ 

○ハンガリー：ヨーロッパのｅ-モビリティと
バッテリー製造拠点

ハンガリー投資促進庁（HIPA） 総裁
エーシク・ローベルト

JOI セミナー 

○日本のサプライチェーンの脱中国依存 Berkeley Research Group 
西村あさひ法律事務所 

○ロシア／中央アジア 2020 合同会社Ｎ＆Ｒアソシエイツ／株式会社国際経済研究所 

連載 

○米国断章：最高裁判事の任命に思う 帝京大学 教授（元 時事通信社 解説委員長） 
軽部 謙介 

○変動する欧州 最前線リポート：EU に「合意なき離脱」の
最後通牒を突き付けた英国 日本は英国との連携を強めよ

在英国際ジャーナリスト 
木村 正人 

○岐路に立つ中国：中国経済観測
～第３四半期統計からみた現状と今後の展望～

日本国際問題研究所 客員研究員 現代中国研究家 
津上 俊哉 

アイデアを価値化する

○日本のイノベーション力向上への現在地点 海外投融資情報財団 専務理事 日塔 貴昭 



「海外投融資」2021 年 1 月号 

巻頭言 The world trade and growth outlook for 2021 Adrian Cooper 
Chief Executive Officer, Oxford Economics Ltd. 

特集 米中対立下の経済安全保障 

○米国安全保障法制と中国ビジネス モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所 弁護士
米山 一弥 

○中国の新たな制裁・輸出管理制度と日本企業の対応 Xin Liu, Lead, China Disputes 
Alexander Dmitrenko, Head of Asia Sanctions 

Kaori Yamada, Partner 
Freshfields Bruckhaus Deringer 

○貿易摩擦による知的財産制度の変化と日本企業
が考慮すべきこと

柳野国際特許事務所 所長 弁理士 
柳野 嘉秀 

○経済制裁・輸出管理規制リスクに対応した
グループコンプライアンス体制の構築

KPMG コンサルティング株式会社 
マネジャー／弁護士 新堀 光城

シニアコンサルタント 島津 佳奈

World Cuisine ポルトガル投資貿易振興庁（aicep） 

JOI Ventures 

○ポルトガル編 Part 1：
モノと車両のシームレスなネットワーク接続を可能にした Veniam

João Barros 
CEO, Veniam 

○次世代太陽電池でエネルギーの未来を創る
（株）エネコートテクノロジーズ

エネコートテクノロジーズ株式会社 代表取締役
加藤 尚哉 

アイデアを価値化する

○イノベーション創出・実現に挑む
i.school と i.lab の取り組み

i.lab（イノベーション・ラボラトリ株式会社）
マネージングディレクター 横田 幸信

ディレクター 寺田 知彦 

グローバルトピックセミナー 

○コロナ後を見据えたメキシコ投資 2021 国際協力銀行 

○インド 2020 国際協力銀行 

連載 

米国断章： 
連邦議会は米国分断解消のカギとなるか 

帝京大学 教授（元 時事通信社 解説委員長） 
軽部 謙介 

変動する欧州 最前線リポート：G7 に韓国・インド・オーストラリアを
加える英国の「D10」構想 どう出る日本 

在英国際ジャーナリスト 
木村 正人 

岐路に立つ中国： 
中国国家資本主義の功と罪 

日本国際問題研究所 客員研究員 現代中国研究家 
津上 俊哉 

JBIC 外国審査部による新興国マクロ経済 WATCH： 
ウズベキスタンの稼ぎ頭は何か― 国際収支からみた外貨獲得源 ―

国際協力銀行 外国審査部 調査役 
遊佐 弘美 



「海外投融資」2021 年 3 月号 

巻頭言 再生可能エネルギーをコアに電力新時代の先駆者になる 
－新たな発想と行動力で未来を切り拓く－ 

イーレックス株式会社 代表取締役社長
本名 均

特集 商機を広げる再生可能エネルギー 

○○海外特化型の脱炭素エネルギーファンドの設立と資産の取得 ベーカー&マッケンジー法律事務所
弁護士 江口 直明
弁護士 富本 聖仁
弁護士 辻 安希子

○○再生可能エネルギー分野における
Looop の海外事業展開

株式会社 Looop 再エネ事業本部 電源開発事業部 部長付
桔梗 聡

○○海外再生可能エネルギーのリスク Willis Towers Watson, Willis Limited (UK).,
Japan Global Practice Group, Account Executive, Strategic Planning 星野 勝慶

Willis Towers Watson, Willis Japan Services K.K.,
Japan Business Division, General Manager 中村 博史

○○再生可能エネルギーの奔流～最大限導入への課題～ 京都大学大学院経済学研究科 特任教授
山家 公雄

○○Renewable Energy in Brazil José Roberto Oliva Jr., Partner
Julia Batistella-Machado, Senior Associate

Energy Practice of Pinheiro Neto Advogados

○○Decarbonizing Brazilian and Japanese economies:
Four ideas for the energy sector

Eduardo Paes Saboia
Ambassador of Brazil to Japan

文化部通信 Carnaval do Rio de Janeiro vs COVID-19 

JOI Ventures 

○ポルトガル編 Part 2： DefinedCrowd Japan 株式会社 代表執行役社長
AI 開発のため効率的なデータ基盤を提供する DefinedCrowd 古田 哲也

特別会員寄稿 

○Kosovo, the Next Investment Destination in Europe Enis XHEMAILI
Chargé d'Affaires ad interim, Embassy of the Republic of Kosovo in Japan

グローバルトピックセミナー 

○中国 2020～米政権交代＆コロナ後の米中関係と中国経済～ 公益財団法人東京財団政策研究所
日本国際問題研究所

○今、中東で、、、2020（地政学とビジネス機会） 国際協力銀行
日本エネルギー経済研究所

○トルコ投資 2021～まずは「トルコへ」、そして「トルコから」～ 国際協力銀行

連載 

【新】アメリカの風： 
バイデン大統領は中国政策を変えるか 

共同通信社 特別編集委員
杉田 弘毅

変動する欧州 最前線リポート： 
TV ドラマ『どてらい男』と通商国家・英国の共通項 

在英国際ジャーナリスト
木村 正人

岐路に立つ中国： 
米中ハイテク冷戦の行方～バイデン政権の対中政策～ 

日本国際問題研究所 客員研究員 現代中国研究家
津上 俊哉

スポット研究

○「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」
——2020 年度 海外直接投資 アンケート調査結果（第 32 回）——

国際協力銀行 企画部門 調査部
ユニット長 春日 剛

藤井 里彩

○新型コロナウイルスによる外国子会社への移転価格課税リスクについて EY 税理士法人 会長
角田 伸広

○長期化する貿易摩擦と企業の関税管理 EY 税理士法人 インダイレクトタックス部リーダー
大平 洋一

特別会員ニュース コソボ、トルコ、ラトビア、エジプト 




