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2 英国・欧州における社会的ファイナンスの概要 
 

2.1 社会的ファイナンスの政策・制度 

(1) 英国 

図 3︓英国における社会的ファイナンスの主なプレーヤーと政策・制度 

 

出典︓PwC あらた有限責任監査法⼈作成 

英国は、社会的ファイナンスの分野において、政府による政策・制度の構築、⺠間セクターや社会セクターに
よる⾰新的な取組、学術機関による調査研究など、様々な⾯で先進的な取組が実施されており、本分野にお
ける国際的なリーダーであると認識されている。社会的ファイナンスのうち、チャリティ団体など⾮営利団体への助
成は、英国において⻑い歴史の中で成⻑してきた分野であり、現在 16 万団体を超えるチャリティ団体が登録
され英国における⾮営利公益活動の中⼼的な担い⼿となっている。⼀⽅、インパクト重視の投資は、2000 年
代以降に⼤きな発展を遂げた分野である。2000 年の社会的投資タスクフォース設⽴以降、様々な政策・制
度の整備や、政府出資によるファンドの設⽴等が実施され、2008 年には「銀⾏及び住宅貯蓄貸付組合休眠
⼝座法 (the Dormant Bank and Building Society Accounts Act 2008)」（以下、休眠⼝座
法）を成⽴させ、2012 年には、休眠⼝座資⾦を活⽤してインパクト重視の投資を⾏う Big Society 
Capital（以下、BSC）を設⽴するなど、政府主導でインパクト重視の投資の市場発展のために、様々な取
組を実施している。 

また、英国が議⻑国を務めた 2013 年の G8 サミットにおいて社会的インパクト投資フォーラムを開催し、当
時の英国⾸相であるデーヴィッド・キャメロン⽒の発意で G8 社会的インパクト投資タスクフォース（G8 諸国の
政府・⾦融・ビジネス及び慈善事業など各界のリーダーが集まり、インパクト重視の投資の市場発展を⽬指すタ
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スクフォース）が設⽴され、2014 年には同タスクフォースの報告書を取りまとめて G8 各国におけるインパクト重
視の投資促進に向けた提⾔を⾏うなど、国際的にもインパクト重視の投資促進を主導する役割を担っている。
2019 年現在、G8 社会的インパクト投資タスクフォースは、G8 以外にもメンバーを拡⼤し 20 か国が加盟す
る Global Steering Group for Impact Investment（以下、GSG）に移⾏した。GSG の本部は英国
のチャリティ団体として登録されている。 

i. 社会的ファイナンスの取りまとめ機関 

2019 年現在、英国政府で社会的ファイナンスを管轄しているのは、デジタル・⽂化・メディア・スポーツ省
(Department for Digital, Culture, Media and Sport︓以下、DCMS 省)である。以前は、社会的フ
ァイナンスは英国内閣府の管轄であった。2006 年にチャリティ団体や社会的企業、インパクト重視の投資等を
担当する部署として、英国内閣府内にサードセクター局（The Office of the Third Sector）が設⽴さ
れ、その後 2010 年に市⺠社会局（The Office for Civil Society） に名称変更されたが、市⺠社会局
は第⼀次メイ内閣発⾜後の 2016 年 7 ⽉以降、DCMS 省に移管されている。2016 年 10 ⽉には、インパ
クト重視の投資やソーシャル・イノベーションを推進する部署として、市⺠社会局内に政府インクルーシブ経済部
（The Government Inclusive Economy Unit）が誕⽣し、官⺠の連携促進、公共サービス提供者の
多様化やイノベーションの促進、休眠⼝座資⾦の活⽤などの施策を通して、社会的ファイナンスを促進する役
割を担っている。 

ii. 社会的ファイナンスに関する事業の法的形態 

英国政府は、社会的ファイナンスを促進するため、税制度・法制度を積極的に整備してきた。2000 年代以
降の主な政策・制度として、まず法⼈形態に関しては、2004 年に制定された新しい法⼈形態であるコミュニテ
ィ利益会社（Community Interest Company)が挙げられる。コミュニティ利益会社は株式・社債の発⾏
による資⾦調達が認められている⼀⽅、税引後利益が出ても、コミュニティの社会的課題解決に向けて再投資
することが求められており、そのために資産の利⽤⽬的制限（アセットロック）がかけられることが特徴である。⺠
間資⾦を活⽤してコミュニティの課題解決を担う役割が期待されており、2018 年時点で 14,250 のコミュニテ
ィ利益会社が登録されている6。 

 

 

 

  

                                          
6 Regulator of Community Interest Companies ,「Annual Report 2017-2018」, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/727053/cic-
18-6-community-interest-companies-annual-report-2017-2018.pdf 
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iii. 税制優遇制度 

英国政府は、2002 年にコミュニティ投資減税（Community Investment Tax Relief）、2014 年に
社会的投資減税（Social Investment Tax Relief）を導⼊している。 

コミュニティ投資減税は、認定されたコミュニティ開発⾦融機関（Community Development Financial 
Institution）に投資・融資を⾏う個⼈・法⼈に対して、5 年間で最⼤ 25%の税額控除を⾏う制度である。
2018 年 11 ⽉時点では、32 のコミュニティ開発⾦融機関が登録されている。2018 年に実施された調査に
よると、2003 年から 2017 年までの間に、計 1 億 4,500 万英ポンド（約 219 億 8,900 万円）の投資が
コミュニティ投資減税の仕組みを通して⾏われたと推計されている7。当初は年間 1 億英ポンド（約 151 億
6,500 万円）が⾒込まれていたため、想定よりも⾮常に規模が⼩さくなっているのが現状であり、コミュニティ開
発⾦融機関の数も、2002 年に 45 社、2005 年に 80 社に増えた後、2010 年には 60 社、2018 年 11
⽉時点では 32 社と減少している。 

社会的投資減税は、チャリティ団体やコミュニティ利益会社、 Community Benefit Society8に投資した
個⼈投資家が、投資⾦額に対して 30％の税額控除が受けられる制度である。導⼊後、期待された規模に達
しておらず、政府は 2017 年に制度を改正し、投資⾦額の上限を創業 7 年未満の組織に限り 29 万英ポン
ド（約 4,400 万円）から 150 万英ポンド（約 2 億 2,700 万円）に引き上げるなど、投資対象の条件を
緩和した。しかし、未だ活⽤は限定的であり、BSC の調査によると、社会的投資減税制度により税額控除を
受けられる組織（チャリティ団体、コミュニティ利益会社、Community Benefit Society）は推計 30,000
団体に上る⼀⽅で社会的投資減税を活⽤した団体は約 60 団体にすぎない9。啓発活動を通して認知度を
向上させる必要性が指摘されている。 

 コミュニティ投資減税 社会的投資減税 
投資家 個⼈及び法⼈ 個⼈ 

投資対象 認定されたコミュニティ開発⾦融機関 
チ ャ リ テ ィ 団 体 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 利 益 会 社 、
Community Benefit Society 
※常勤従業員 250 名以下 

投資期間 5 年間 3 年間 

税控除 
投資⾦額の 25%（所得税及び法⼈税）、 
1 年あたり 5%（５年間で最⼤ 25％） 

投資⾦額の 30%（所得税） 

投資規模の上限 特になし 
150 万英ポンド（2 億 2,747 万５千円） 
※創業 7 年以上の組織は、29 万英ポンド
（4,397 万 8,500 円） 

 

                                          
7 Community Investment Services, 「Community Investment Tax Relief (CITR) and the Responsible Finance 
Sector」, http://responsiblefinance.org.uk/wp-content/uploads/2018/12/CISL-CITR-Research.pdf 
8 「Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014」に基づいて誕⽣した登録組合の種類であり、コミュニティの利益のため
に活動する⾮チャリティの組合。通称 BenComs。 
9 Big Society Capital, https://www.bigsocietycapital.com/latest/type/blog/sitr-many-not-few 
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(2) 欧州 

本調査のインタビュー対象は、European Venture Philanthropy Association(以下、EVPA)を除い
て全て英国の組織であり、欧州全域を対象とした社会的ファイナンスの実態調査は実施していない。そのため、
先⾏調査「平成 28 年度社会的インパクト評価等に関する海外（欧州）調査」10に基づき、以下簡潔に説
明する。 

インパクト重視の投資を推進する欧州全体の代表的機関として、European Investment Fund があ
る。European Investment Fund は、ヨーロッパの中⼩企業の⾦融へのアクセスを改善するために、⾦融仲
介機関を通じてリスク・ファイナンスを提供している基⾦である。ヨーロッパの経済回復を⽬的として、欧州理事会
による提唱のもと 1994 年に設⽴され、European Investment Bank と共に European Investment 
Bank Group を構成している。European Investment Fund は、官⺠連携基⾦であり、European 
Investment Bank 、欧州委員会、その他 EU 加盟国及びトルコの⾦融機関が出資している。 

European Investment Fund の事業の中でも、特に社会的インパクトを志向したプログラムとして、
Social Impact Accelerator があり、社会的インパクトファンドに対して出資を⾏っている（2015 年 7 ⽉に
2 億 4,300 万ユーロ（310 億 3,839 万円）に達し終了。）。また、欧州委員会のプログラムである
European Commissionʼs Programme for Employment and Social Innovation では、社会的
企業への貸付及びマイクロクレジットに対する信⽤保証、マイクロクレジット・社会的ファイナンス機関の能⼒強
化を⽬的とした投資を⾏っている（2014 年~2020 年の予算総額は約 9 億ユーロ（1,149 億 5,700 万
円））。 

なお、本調査のインタビュー対象の EVPA は、ベンチャー・フィランソロピー11とインパクト重視の投資に関⼼を
持つ組織のメンバーシップ・コミュニティであり、ベルギーのブリュッセルに拠点を置いている。2018 年現在 30 か
国から 275 団体以上が参加しており、参加団体は欧州が多いが、⽶国や中東、アジアの団体も含まれる。投
資家や助成団体、銀⾏など様々な業種から集まっており、EVPA では、ベンチャー・フィランソロピー及びインパク
ト重視の投資に関する実践的な情報共有や研修などを実施している。EVPA は欧州委員会の雇⽤・社会問
題・インクルージョン総局（Directorate-General for Employment, Social Affairs & Inclusion）と
のパートナーシップで、2014 年以降、社会的企業への資⾦提供に関するプログラムを実施している。EVPA は
資⾦的な⽀援は実施しておらず、例えば EU の法規制に関する加盟各国への情報連携やデータの提供など、
欧州のベンチャー・フィランソロピーとインパクト重視の投資セクターを強化するための取組を実施している。（詳
細は 6.1.6 参照） 

  

                                          
10 PwC あらた有限責任監査法⼈, 内閣府委託調査「平成 28 年度社会的インパクト評価等に関する海外（欧州）調査」最終報告書 
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/h28-social-impact-european-chousa-1.pdf  

11 EVPA の定義では、ベンチャー・フィランソロピーとは社会的インパクトを創出するための⻑期的なアプローチを指し、ニーズに合わせた財務⽀援と
組織強化の⽀援、社会的インパクト評価と管理などを⾏う。 
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2.2 社会的ファイナンスの規模 

(1) 英国 

英国における社会的ファイナンスの市場規模に関して、チャリティ団体などの⾮営利セクターに対する助成とイ
ンパクト重視の投資の市場規模を統合したデータは存在しないため、以下のとおり、それぞれ異なる情報源を⽤
いて概観する。 

i. ⾮営利セクター（チャリティ市場）の規模12 

英国では、2018 年 9 ⽉末時点で約 16 万 8 千のチャリティ団体が登録されており、年間総収⼊の合計
は約 770 億英ポンド（11 兆 6,770 億円）にのぼるが、その 7 割強が年間収⼊ 50 万英ポンド（7,600
万円）以下の団体である。チャリティ登録数及び年間総収⼊は継続的に成⻑しており、英国の⾮営利セクタ
ーは市⺠社会において重要な役割を担っている。13 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
12 ⾮営利セクターのうち、英国政府が統計を発表しているチャリティ市場を対象とする 
13 英国政府, 「Charity register statistics」, https://www.gov.uk/government/statistics/charity-register-statistics  

図 4︓英国におけるチャリティ市場の規模 

  

 

出典︓英国政府「Charity register statistics」を基に PｗC あらた有限責任監査法⼈作成 
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ii. インパクト重視の投資市場の規模 

BSC は英国におけるインパクト重視の投資の市場規模の統計を毎年発表している。英国における 2017
年末のインパクト重視の投資（残⾼）は、図５で⽰すとおり 23 億英ポンド（約 3,488 億円）以上にのぼ
り、前年⽐で 17％増加し、2015 年末⽐では 50％増加している。この増加の⼤部分は、社会的銀⾏14によ
る貸付、チャリティ債15、及び社会的⽬的を持つ営利事業（Profit-with-purpose）への投資によるもので
ある。 

2017 年のインパクト重視の投資取引額（フロー）は、約 7 億 3,000 万英ポンド（約 1,107 億円）で
あり、約 1,100 のチャリティ団体や社会的企業に対する投資が⾏われ、前年の 6 億 3,000 万英ポンド（約
955 億円）と⽐して約 16％増加した。図 5 において 2016 年と 2017 年のインパクト重視の投資⾦額（フ
ロー）の⽐較に⽰すとおり、主に社会的⽬的を持つ営利事業への投資やチャリティ債の増加による影響が⼤き
い。また、2017 年には、成果連動型⺠間委託契約の１つであるソーシャル・インパクト・ボンド（Social 
Impact Bond︓以下、SIB）が⼤幅に増加し、前年の 200 万英ポンド（3 億 330 万円）から 1,000
万英ポンド（約 15 億円）に達した。その結果、SIB の投資残⾼は 4,600 万英ポンド（約 70 億円）に上
り、対前年⽐で 30％ほど増加した（2016 年は 3,600 万英ポンド（54 億 5,940 万円））。しかしインパ
クト重視の投資残⾼全体の中では 2%に過ぎず、未だ市場規模は⼩さい。  

                                          
14 社会的銀⾏（Social Bank）とは、主に個⼈から資⾦を預かり、社会的な企業やプロジェクトなどに投融資する銀⾏。 

15  チャリティ債とは、チャリティ団体や社会的企業と、インパクト重視の投資家グループとの間で取引可能な債権。⼀般的には、投資家は固定の
⾦利が提⽰され、チャリティや社会的企業は定められた期間で資⾦の借⼊を⾏う。チャリティ債を発⾏した団体は、インパクト重視の投資家に対し
て、投資を通して実現した社会的インパクトの報告を⾏う。 
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出典︓BSC のウェブサイトに基づき PwC あらた有限責任監査法⼈作成16 

 

 

 

 

 

 

                                          
16 Big Society Capital 「SIZE OF THE SOCIAL INVESTMENT MARKET」, 
https://www.bigsocietycapital.com/home/about-us/size-social-investment-market 

図 5︓英国におけるインパクト重視の投資の市場規模と内訳 
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(2) 欧州 

Global Sustainable Investment Alliance の調査報告書によると、欧州全体のサステナブル投資及び
インパクト重視の投資等17の市場規模推計は、約 12 兆⽶ドル（約 1,348 兆円）であり、世界全体の
50%以上を占めている。 

 

出典︓2016 Global Sustainable Investment Review に基づき PwC あらた有限責任監査法⼈作成18 

 

  

                                          
17 責任投資や ESG 投資を含む 
18 Global Sustainable Investment Alliance, 「2016 Global Sustainable Investment Review」,  

http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf  

図 6︓サステナブル投資及びインパクト重視の投資等の資産額（地域・国別）2014 年及び 2016 年 
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2.3 社会的ファイナンスの構造 

 英国では、政府主導で社会的ファイナンスを促進するための政策・制度整備、市場の発展に向けた様々な
施策が実施されている。その⼤きな起点となったのが、2008 年に成⽴した休眠⼝座法であり、主要⾦融機関
の休眠⼝座資⾦を社会的⽬的のために活⽤する仕組みが構築されてきた。イングランド地域の休眠⼝座資⾦
を活⽤してインパクト重視の投資を⾏う⾦融機関として設⽴された Big Society Capital（以下、BSC）の
原資は、休眠⼝座資⾦及び主要銀⾏ 4 ⾏19からの出資である。休眠⼝座資⾦は、まず Reclaim Fund
（請求基⾦）に移管され（2018 年までに 12 億英ポンド（約 1,820 億円）が移管。）、その後
National Lottery Community Fund を通して各地域に配分される（これまで National Lottery 
Community Fund に移管された資⾦は 6 億英ポンド（約 910 億円））。ウェールズ地域、スコットランド
地域、北アイルランド地域向けの資⾦は各地のチャリティ団体等向けの助成⾦として拠出されるが、イングランド
地域向けの資⾦は全額 Big Society Trust に拠出され、Big Society Trust が BSC に出資する仕組みと
なっている。BSC は、ホールセラー（卸売銀⾏）として、インパクト重視の投資の⾦融仲介機関に対し投資を
実施している。 

休眠⼝座資⾦の活⽤に関しては、これまでイングランド地域分の全額が BSC に拠出されていたが、2018
年 1 ⽉に英国政府は追加の休眠⼝座資⾦ 3.3 億英ポンド（約 500 億円）を拠出することを発表した。う
ち 2.8 億英ポンド（約 425 億円）の対象はイングランド地域であり、BSC とは別に新たな 2 つの組織を設
⽴することを発表した。うち 1 つは、⾦融包摂20に取り組む組織 Fair4All Finance であり、5,500 万英ポン
ド（約 83 億円）が低所得者向け等の⾦融サービスの規模拡⼤に活⽤される⾒込みである。もう⼀⽅は、若
年層の雇⽤に取り組む組織（名称未公表）であり、9,000 万英ポンド（約 136 億円）が拠出される予定
である。また、BSC に対しても、新たに 1.35 億英ポンド（約 205 億円）が拠出される予定である。新組織
は、DCMS 省と National Lottery Community Fund の連携により設⽴準備が⾏われている（2019 年
に設⽴予定）。着⽬すべきは、2 つの新組織のうち若年層の雇⽤に取り組む組織では、助成⾦の提供も検
討されているという点である。休眠⼝座資⾦が社会的な⽬的のために活⽤されるべきとの前提のもと、資⾦回
収が前提となるインパクト重視の投資だけでは対応できない分野にも資⾦が使われるべきとの議論に基づいて
おり、⼤きな転換であると⾔える。 

                                          
19 Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC 
20 ファイナンシャル・インクルージョンとも呼ばれ、あらゆる⼈々が⾦融サービスにアクセスでき、⾦融サービスの恩恵を受けられるようにすること。 
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出典︓DCMS 省及び National Lottery Community Fund、ACCESS へのインタビュー結果に基づき 
PwC あらた有限責任監査法⼈作成 

休眠⼝座資⾦の活⽤は、英国における社会的ファイナンスの市場発展に貢献しているが、その規模は市場
全体の⼀部に過ぎない。上記 2.2 で述べたとおり、社会的ファイナンスの市場は発展し続けており、様々な資
⾦の出し⼿（社会的⽬的を持った⾦融機関や⺠間⾦融機関、個⼈投資家など）が市場に参加している。し
かしながら、社会的ファイナンスへの⺠間資⾦の流⼊は、さらに潜在的可能性があるとされ、英国政府はセクタ
ー間の連携強化を打ち出し、さらなる⺠間資⾦の流⼊を促進するための取組を実施している。また、英国政府
は休眠⼝座活⽤のスキーム対象拡⼤の検討を開始している（詳細は 4.2.1）。 

インパクト重視の投資においては、投資家によって求める財務リターンや社会的リターンが異なるため、各⾦
融仲介機関は、ファンドごとにターゲットとなる投資家を特定し、投資家との対話に取り組んでいる。また、英国
政府は 2018 年に発表した「市⺠社会戦略（The Civil Society Strategy）」で、社会的ファイナンスを
含めた⺠間セクター・社会セクター・政府機関の連携強化を掲げており、⾦融機関との定期的な話し合いの場
を設けるなど積極的に連携強化の取組を実施しており、時間をかけてセクター間の理解促進に取り組もうとして
いる。

図 7︓英国における休眠⼝座資⾦の流れ 
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3 ⽶国における社会的ファイナンスの概要 
 

3.1 社会的ファイナンスの政策・制度 
 

図 8︓⽶国における社会的ファイナンスの主なプレーヤーと政策・制度 

 
  出典︓公開情報に基づき PwC あらた有限責任監査法⼈作成21 

(1) 社会的ファイナンスの取りまとめ機関 

⽶国では 2009 年、⼤統領府に社会イノベーション・市⺠参加局（The Office of Social Innovation 
and Civic Participation）が設⽴された。しかしながら、現政権下での具体的な取組は公開情報では確認
できない。また、社会イノベーション・市⺠参加局以外では⽶国政府で社会的ファイナンスの取りまとめをしている
政府機関は確認できず、それぞれの政府機関が独⾃の政策を実施していると考えられる。 

⺠間セクターで社会的ファイナンスの取りまとめをしている機関としては、⽶国の諮問委員会（The United 
States National Advisory Board）がある。同委員会は、G8 社会的インパクト投資タスクフォースの運営
団体の⼀部として、2013 年に設⽴された。同委員会は 27 ⼈から構成され、⽶国内の政策課題に焦点を当
てている。同委員会が 2014 年 6 ⽉に発表した報告書では、政策⽴案者に向けたインパクト重視の投資の
優先事項として、①⺠間による更なるインパクト重視の投資のための規制の緩和、②政府プログラムの効果の
向上、③新たな⺠間によるインパクト重視の投資のためのインセンティブの付与が提案されている。同委員会は

                                          
21 US National Advisory Board on Impact Investing, 2015, Private Capital Public Good,  
https://www.bridgespan.org/bridgespan/Images/services/impact-investing/Private_Capital_Public_Good.pdf 
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現在 U.S. Impact Investing Alliance となり、⽶国でのインパクト重視の投資に対する意識を⾼め、イン
パクト重視の投資の普及と需要の拡⼤を促進し、インパクト重視の投資の市場発展を⽀援するためにステーク
ホルダーと協⼒している。 

 

(2) 社会的課題の解決に向けた資⾦の呼び込みのための政策 

⽶国では、社会セクターへ資⾦を流⼊するための、以下のような法律や制度がある。 

i. 地域再投資法（Community Reinvestment Act） 

地域再投資法は 1977 年に制定された法律で、低所得者層などが多く住む地域への⾦融機関の融資差
別をなくすことを⽬的としている。その⽬的を達成するため、同法では、⽶国の⾦融監督機関が、預⾦取扱機
関による低中所得の地域22または個⼈を含む地域社会の信⽤ニーズへの対応を評価し、この評価結果を預
⾦取扱機関の買収・統合・⽀店開設などの申請の判断において考慮することを定めている。 

 
  出典︓公開情報に基づき PwC あらた有限責任監査法⼈作成23 

  

                                          
22 低・中所得︓地域再投資法の下では、低所得層と中所得層は、国勢調査局によって決定され、特定の地域で所得レベルが⼀定の範囲内
の層を指す。 低所得者地域とは、地域の平均収⼊の 50％未満の家族の平均収⼊があり、中所得者地域とは、家族の平均収⼊の 50％以
上、地域の平均収⼊の 80％未満であることを意味している。 

23 ⼩関 隆志, 2010 年, 英⽶のコミュニティ開発⾦融政策と、⽇本に与える⽰唆, http://www.mlit.go.jp/common/000127526.pdf  

図 9︓地域再投資法の仕組み 

⾦融監督機関

預⾦取扱機関 低中所得地域
の個⼈

⾮営利団体、コミュ
ニティ⾦融機関等投資、融資、助成

⾦、技術⽀援など
投資、融資、助成
⾦、技術⽀援など

投資、融資、助成⾦、技術⽀援など
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具体的な評価⽅法は総資産額により異なっており、総資産 2 億 9,000 万⽶ドル（325 億 8,000 万
円）未満は⼩規模、2 億 9,000 万⽶ドルから 11.6 億⽶ドル（1,303 億円）までは中規模、11.6 億⽶
ドル（1,303 億円）以上は⼤規模に分類され、表 2 の評価を受けている。 

表 2︓地域再投資法による評価内容 

分類 評価内容 
⼩規模 
総資産 2 億 9,000 万⽶ドル未満 
(約 325 億 8,000 万円未満) 

1. 信⽤ニーズに応じた貸付⾦⽐率 
2. 貸付/貸付関連活動の割合 
3. 低中所得地域を含むローンの地理的分布 
4. 貸付/貸付関連活動の記録（さまざまな収⼊レベルの借り⼿及び/または
規模の異なる企業） 
5. 地域再投資法関連の苦情への対応 

中規模 
総資産 2 億 9,000 万⽶ドル〜11.6 億
⽶ドル 
(約 325 億 8,000 万円〜1,303 億円) 

上記⼩規模の評価に加え、コミュニティ開発テストとして、コミュニティ開発の数
と量を考慮する。 

 貸付（lending） 
 投資（investment） 
 サービス 

⼤規模 
11.6 億⽶ドル以上 
(約 1,303 億円以上) 

1. 貸付（lending）テスト 
 対象機関の評価領域内の融資の数と⾦額 
 低中所得地域を含む、融資の地理的分布 
 貸付/貸付関連活動の記録（様々な収⼊レベルの借り⼿及び/

または規模の異なる企業） 
 コミュニティ開発融資（数と⾦額、複雑さと⾰新性） 

2. 投資（investment）テスト 
 コミュニティ開発投資の⾦額 
 適格投資の⾰新性と複雑さ 
 信⽤及びコミュニティ開発のニーズに対する適格投資の対応 

3. サービステスト 
 ⽀店の地理的分布 
 特にリテール銀⾏の⽀店の開設と閉店の記録 
 低中所得の地域や個⼈に役⽴つもの 
 提供のための代替システムの可⽤性と有効性 
 低中所得地域及び低中所得個⼈向けの⼩売銀⾏サービス 
 各地理的分類における⼩売銀⾏サービスの範囲 
 提供されているコミュニティ開発サービスの範囲 

  出典︓連邦預⾦保険公社の公開情報に基づき PwC あらた有限責任監査法⼈作成24 

 

 

                                          
24 連邦預⾦保険公社(Federal Deposit Insurance Corporation), 
https://www.fdic.gov/regulations/resources/director/presentations/cra.pdf 
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⽶国財務省では、前記表２に記載されている評価において認められる活動の具体的な例を表 3 のとおり⽰
している。 

表 3︓地域再投資法として認められる⽀援内容の例 

分類 例 
コミュニティ開発融資 ⼿頃な価格の住宅の復旧のための融資はコミュニティ開発として認められる。例えば、低中所得者

を⽀援している⾮営利団体への融資、または低中所得者を対象とした⼿頃な価格の住宅のため
の融資、または同様なサービスを提供する他のコミュニティ⾦融仲介機関への融資もコミュニティ開
発と⾒なされる。 

適格投資 ⼿頃な価格の住宅の復旧を⽀援するための投資もコミュニティ開発として⾒なされる。投資には、
コミュニティ開発活動に焦点を当てた特定の種類の組織への投資、助成⾦、預⾦、または株式の
譲渡が含まれる。⼿頃な価格の住宅の復旧に従事している事業体または⾦融仲介機関に対す
る助成⾦及び投資も含まれる。仲介機関としては、コミュニティ開発⾦融機関、コミュニティ開発事
業体、コミュニティ開発法⼈、少数⺠族の⼥性が所有する⾦融機関、コミュニティローン基⾦、低
中所得の地域または低中所得の地域個⼈への貸付を主とする低所得の信⽤組合が含まれる。
さらに、低中所得の個⼈に住宅所有または住宅のメンテナンスのカウンセリングを提供する⾮営利
カウンセリング機関の業務を⽀援するための助成⾦も認められる。 

コミュニティ開発サービス ⾮営利のコミュニティ開発組織が⼿頃な価格の住宅を購⼊または復旧を⽀援するための技術⽀
援活動が含まれる。技術⽀援活動の例としては、低中所得個⼈向けの⼿頃な価格の住宅など、
物件が法律の⽬的のために使⽤される場合に、住宅の取得及び復旧プログラムのガイドラインの
策定及び引受基準の策定を⽀援するための貸付審査委員会への⽀援が含まれる。その他、借
⾦返済に関する相談、住宅購⼊者と住宅のメンテナンスのための相談、財務計画、またはその他
の⾦融サービス教育を低中所得の借り⼿に提供することや、コミュニティ開発と⼿頃な価格の住宅
を促進することも含まれる。 

コミュニティの活性化 新規事業または既存事業を維持することによって低中所得地域を活性化または安定化する活動
が認められる。指定された被災地での再活性化関連活動もコミュニティ開発も認められる。 

  出典︓⽶国財務省の公開情報に基づき PwC あらた有限責任監査法⼈作成25 

ii. コミュニティ開発⾦融機関（Community Development Financial Institution, CDFI） 

コミュニティ開発⾦融機関とは、低所得地域で、通常の銀⾏からの⾦融サービスを受けられないような地域住
⺠や企業に対して⾦融サービスを⾏うことを使命とする⾦融機関を指す。コミュニティ開発⾦融機関は財務省か
ら認証を受けており、銀⾏、信⽤組合、ベンチャー・キャピタル・ファンド、コミュニティ開発ローンファンドが対象とな
る。2019 年 2 ⽉現在の認定を受けたコミュニティ開発⾦融機関の数は 1,074 機関26となっている。なお、⾦
融機関にとっては、コミュニティ開発⾦融機関への貸付や投資は前記表 2 のとおり地域再投資法の評価項⽬
に含まれていることから、コミュニティ開発⾦融機関への投融資の誘因の 1 つとなっている。27 

1994 年にクリントン政権下でリーグル・コミュニティ開発・規制改⾰法（Riegle Community 
Development and Regulatory Improvement Act of 1994）が制定され、低所得コミュニティ開発
のために政府の財政⽀出によってコミュニティ開発⾦融機関を⽀援するためのコミュニティ開発⾦融機関基⾦
                                          
25 ⽶国財務省、https://www.occ.gov/publications/publications-by-type/other-publications-reports/cdi-
newsletter/single-family-february-2018/article-3-rehabilitation-qualify-cra.html  
26 ⽶国財務省、https://www.cdfifund.gov/Documents/CDFI%20List%202-25-2019_Final.xlsx  
27 ⽇本国際経済学会、2013 年、アメリカにおける低所得コミュニティの開発と⾦融 
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（CDFI Fund）が⽶国財務省の下に創設された。コミュニティ開発⾦融機関基⾦は、次のような活動を⾏っ
ている。 

① コミュニティ開発⾦融機関基⾦プログラム（Community Development Financial Institution 
Fund Program） 

コミュニティ開発⾦融機関基⾦プログラムとは、⼿頃な価格の⾦融商品やサービスにアクセスできない低所得
者や低所得コミュニティに対応するコミュニティ開発⾦融機関に対して、連邦政府財源によって財政的⽀援や
能⼒向上を図るプログラムである。1994 年から 2012 年までの総額で 10 億⽶ドル（1,123 億３千万
円）の補助⾦を⽀出した。 

② 銀⾏補助⾦プログラム（Bank Enterprise Awards Program） 

銀⾏補助⾦とは、⾦融機関が貧しい地域において、①認定コミュニティ開発⾦融機関に対する出資、貸
付、助成⾦、預⾦、経営⽀援、②⼿頃な価格の住宅抵当貸付、⼩企業貸付、住宅修理貸付、商業⽤不
動産貸付、教育貸付、③預⾦、⾦融サービスの提供に対する補助⾦である。 

③ 先住⺠コミュニティ開発⾦融機関⽀援プログラム（Native American CDFI Assistance 
Programs) 

先住⺠コミュニティ開発⾦融機関⽀援プログラムとは、先住⺠のコミュニティ開発⾦融機関もしくはコミュニティ
開発⾦融機関を指向する⾦融機関に対して財政⽀援、経営⽀援、訓練を⾏うものである。 
 

 
  出典︓公開情報に基づき PwC あらた有限責任監査法⼈作成28 

iii. プログラム関連投資（Program-Related Investment） 

プログラム関連投資とは、⺠間財団が基本財産の⼀部を使って、出資や貸付の⼿法で社会的事業を⽀援
する仕組みのことを指し、主に低利の学資ローン、貧困層の雇⽤創出につながるビジネス、低所得者向け住宅

                                          
28 ⼩関 隆志, 2010 年, 英⽶のコミュニティ開発⾦融政策と、⽇本に与える⽰唆, http://www.mlit.go.jp/common/000127526.pdf  

図 10︓コミュニティ開発⾦融機関の資⾦調達と⾦融仲介 
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建設プロジェクトなどに資⾦提供されている。1968 年にフォード財団主導でプログラム関連投資が導⼊された。
1969 年に⽶国内国歳⼊庁（Internal Revenue Service）がプログラム関連投資と認定した場合には、
⺠間財団が税制優遇を受けられるようになった。財団は、基本財産の運⽤の５％以上を慈善⽬的に⽀出し
なけれなならないとされているが、⽶国内国歳⼊庁の認定を受けた場合には、基本財産の ５％相当額につい
て助成⾦額だけでなく公益⽬的の達成を⽬的とした投資額も認められることとなった。 

プログラム関連投資として認められるためには、①第⼀義的に慈善活動を⽬的とすること、②利益の回収を
主⽬的とするものではないこと、③⽴法や政治活動への影響を⽬的とするものではないこと、の 3 つの要件を
充⾜する必要がある。しかしながら、税制優遇対象となるプログラム関連投資の明確な基準がなかったため、多
くの財団はリスクを避けるため、プログラム関連投資を活⽤しなかった。これを受けて、2016 年には、⽶国財務
省と⽶国内国歳⼊庁が新たなガイダンスを発表し、税制優遇対象となるプログラム関連投資の具体的な事例
が⽰されたことにより、 プログラム関連投資を営利企業や個⼈、⽶国外の受益者への⽀援にも利⽤可能であ
ることが明確化された。29 

iv. ミッション関連投資（Mission-related Investment） 

ミッション関連投資にはプログラム関連投資とは異なり法的な定義はない。財団の資産運⽤⽅法の 1 つで、
商業投資と同じ州法及び連邦法の下で適⽤可能な投資基準を満たさなければならないため、プログラム関連
投資のように慈善（寄付・助成等）とは⾒なされない。ミッション関連投資はインパクト重視の投資とよく似てお
り、ミッション達成と財務リターンを⽣み出すことを⽬的とした投資⼿法である。しかし、法的な定義がないため、
多くの財団は⽶国内国歳⼊法第 4944 条に基づき、「免除⽬的の実⾏を危うくする投資を追求した場合、財
団は重⼤な課税上のペナルティに直⾯する」ことから、積極的にミッション関連投資を⾏っていなかった。これを受
けて、2015 年に⽶国内国歳⼊庁がガイダンスを発表し、財団の管理者が財団の⻑期的及び短期的な経済
的ニーズを満たすために財団は課税のペナルティに直⾯することなくミッション関連投資を⾃由に追求できることを
明らかにした。 

図 11 にプログラム関連投資とミッション関連投資の違いを整理している。ミッション関連投資は財務リターンを
主⽬的としており、投資戦略の⼀環としてミッションとの整合性を含まれているのに対し、プログラム関連投資は
財団のミッションを達成することが重視されており、財務リターンは⼆次的な⽬的となっている。 

                                          
29 ⽇本総研, 2016 年, 社会イノベーションを⽀えるベンチャー・フィランソロピーの動向 
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  出典︓公開情報に基づき PwC あらた有限責任監査法⼈作成30 

v. 社会的インパクト・パートナーシップ法（Social Impact Partnership to Pay for Results Act) 

2018 年 2 ⽉ 9 ⽇に制定された社会的インパクト・パートナーシップ法は、⽶国で⽀援が必要とされる家族
や個⼈の⽣活を改善することを⽬的として、州政府及び地⽅公共団体が投資家、サービス提供者、中間⽀援
組織と連携して実施する「社会的インパクト･パートナーシップ･プロジェクト」に、予め決められたアウトカムがプロ
ジェクトの実施により達成されたことが独⽴した評価者によって検証された場合にのみ、連邦政府が資⾦を⽀援
するものである。同法の⽬的、対象となる組織、求められるアウトカム、資⾦⽀援の対象、実施体制の概要は
以下のとおりとなっている。その他、スケジュール、実施体制の詳細については「6.2.1 ⽶国財務省」の項⽬で
説明している。 

 ⽬的 

社会的インパクト・パートナーシップ法の⽬的は以下のとおりである。 

1) アウトカムを達成する社会プログラムに資⾦を提供することにより、⽶国で⽀援が必要とされる家族や
個⼈の⽣活を改善すること。 

2) 客観的なデータに基づいた効果がないプログラムから実証可能で測定可能な成果を達成するプログ
ラムに資⾦を振り向ける。 

                                          
30 Brown Advisory, https://www.brownadvisory.com/us/other-95   

図 11︓プログラム関連投資とミッション関連投資 
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3) 予算が社会サービスに効果的に利⽤され、サービスの受け⼿と納税者の双⽅にプラスの結果をもた
らすことを確保する。 

4) 国家の最も差し迫った問題に対処するために、社会的インパクト・パートナーシップを活⽤することを
確⽴する。 

5) ⺠間組織、⾮営利団体、慈善団体、及び国や地⽅公共団体等が既に実施している効果的な社
会的介⼊を拡⼤するために、フィランソロピーまたはその他の⺠間資源と既存の公共⽀出を結びつけ
る官⺠パートナーシップの創設を促進する。 

6) 社会セクターに成果報酬（pay-for-performance）をもたらすため、⾮効率的または重複的な
⽀出の⽅向転換を図りつつ、重要な社会サービスプログラムの影響と有効性を改善する。 

7) アウトカム測定及びランダム化⽐較試験、またはプログラムのインパクトを評価するためのその他の厳
格な⽅法を組み込む。 
 

 対象となる組織 

社会的インパクト・パートナーシップ法に基づき連邦政府に資⾦⽀援を申請できるのは、州及び地⽅公共団
体のみである。 

 社会的インパクト・パートナーシップ・プロジェクトに求められるアウトカム 
社会的インパクト・パートナーシップ・プロジェクトと認定されるためには、プロジェクトは、社会的便益と⾏政コス

ト削減をもたらす、測定可能で明確に定義された 1 つまたは複数のアウトカムを⽣み出さなければならない。プ
ロジェクトは以下のとおり教育、健康･福祉、住宅、累犯、家庭、雇⽤の６分野に分類され、法は 20 のアウト
カムを掲げている。 

分野 アウトカム 

教育 1) ⾼校卒業率を向上させる。 
2) 特別⽀援児童や低所得児童の教育⾯での成果を改善する。 

健康・ 
福祉 

3) 低所得世帯及び個⼈の出産結果と幼児期の健康と発達を改善する。 
4) 低所得世帯及び個⼈の喘息、糖尿病またはその他の予防可能な疾病の発⽣率を低下させ、救急

医療及びその他の⾼コストケアの利⽤を減らす。 
5) 精神的、情緒的、⾏動的な健康を必要とする⼈々の健康と福祉を改善する。 

住宅 6) 最も弱い⽴場にある⼈々のホームレス率を減らす。 

累犯 7) ⾮⾏少年、刑務所出所者等のリスクの⾼い集団における再犯を減らす。 

家庭 
 

8) 10 代及び計画外の妊娠を減らす。 
9) 両親のいる家族に住む⼦どもの割合を増やす。 
10) 児童虐待や放置の発⽣率と悪影響を減らす。 
11) 養⼦縁組、永続的な後⾒制度、再会、またはふさわしい親族の配置を増やすこと、あるいは、⼦ども

が⾃宅で安全に世話を受けられるようにすることによって⾥親制度を利⽤することを避けることにより、
⾥親制度を利⽤する⻘少年の数を減らす。 

12) グループホーム、児童養護施設、政府機関運営⾥親家庭、その他の家族以外の⾥親の家に居住す
る児童及び⻘少年の数を減少させる。ただし、児童の⻑期的な健康、安全⼜は精神的に健康な状
態のために児童が⾥親施設に⼊所しないことが望ましいと判断される場合は、この限りでない。 

13) ⾥親に戻る⼦どもの数を減らす。 
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雇⽤ 
 

14) 6 ヶ⽉以上連続して失業者となった⽶国の個⼈の仕事と収⼊を増やす。 
15) 16 歳以上 25 歳未満の雇⽤及び所得を増加する。 
16) 連邦障害給付⾦を受けている個⼈の雇⽤を増やす。 
17) 低所得世帯の依存を減らす。 
18) ⾝体障害者及び精神障害者である個⼈の⾃⽴性及び雇⽤可能性を向上させる。 
19) 帰国する⽶国軍⼈の雇⽤と福利を向上させる。 
20) 低所得世帯の経済的安定性を⾼める。 

その他 21) その他の測定可能な結果であって、社会的結果と連邦のコスト削減する州政府または地⽅政府等
によって定義されるもの。 

 

 資⾦⽀援の対象 

社会的インパクト・パートナーシップ法では①社会的インパクト・パートナーシップ・プロジェクト、②プロジェクトの
評価にかかる経費、③実現可能性調査が⽀援の対象となっている。 
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 実施体制 

 事務局を務める財務省に加え、10 の省庁から構成される連邦省庁間協議会及び 9 名の有識者から構成
される社会的インパクト・パートナーシップに関する委員会により実施体制が構築されている。 

図 12︓社会的インパクト・パートナーシップ法の実施体制 

 
出典︓⽶国財務省ウェブサイトに基づき PwC あらた有限責任監査法⼈作成31 

  

                                          
31 社会的インパクト・パートナーシップ法, 財務省, https://home.treasury.gov/services/social-impact-partnerships/sippra-
pay-for-results/sippra-legislation  
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(3) 税制優遇制度 

社会的ファイナンスに関連する税制優遇として以下のような制度がある。なお、本調査では網羅的な調査を
実施していないため、本調査のインタビュー調査において⾔及された寄付者助⾔基⾦（Donor Advised 
Fund）及びその他⼀部の税制優遇制度のみを取り上げている。 

i. 寄付者助⾔基⾦（Donor Advised Fund） 

寄付者助⾔基⾦とは、助成先の分野を指定して、公益法⼈等に財産を基⾦として寄付する制度で、寄付
者は税制優遇を受けることができる。また、寄付者は基⾦の運⽤及び配分に関して助⾔をする（例えば環境
保護、移⺠⽀援など）権利を持つ。 

 
  出典︓公開情報に基づき PwC あらた有限責任監査法⼈作成32 

 

ii. 新市場税額控除プログラム（New Market Tax Credit Program） 

新市場税額控除プログラムとは、低所得地域への⺠間投資を呼び込むための税額控除制度である。コミュ
ニティ開発会社33（Community Development Entities）は、コミュニティ開発⾦融機関基⾦
（Community Development Financial Institutions Fund）に申請し認定を受けることで投資税額
控除枠が与えられる。コミュニティ開発会社は、個⼈や企業、銀⾏などに税額控除を組み込んだ投資を募り、こ
れに対して投資家がコミュニティ開発会社に投資する。これにより投資家は税額控除を受けられることとなる。 

iii. 歴史税控除（Historic Tax Credit） 

歴史税控除とは、学校やオフィスなどにおける歴史的建造物の修復に対する税控除である。 

                                          
32 ニッセイ基礎研究所、2015 年、アメリカにおける寄付や寄付年⾦の現状、 
https://www.nli-research.co.jp/files/topics/42298_ext_18_0.pdf  

33 コミュニティ開発会社（CDE）は、低所得地域での融資、投資、または財務相談の提供を仲介する企業を指す。コミュニティ開発⾦融機関
基⾦が認証制度を管理している。 

図 13︓寄付者助⾔基⾦における資⾦の流れ 

寄付者助⾔基⾦
（DAF）
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５．基⾦からの助成

元⾦＋運⽤利益
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iv. 低所得者⽤住宅税額控除（Low Income Housing Tax Credit） 

低所得者⽤住宅税額控除とは、低中所得層にとって⼿頃な価格の住宅を作るための⼟地開発業者向け
の税控除である。 

v. 減税及び雇⽤法（オポチュニティ・ゾーン）（Tax Cuts and Jobs Act of 2017）  

減税及び雇⽤法は、2008 年のリーマンショック以来、未だに⽴ち直れていない地域の復興を促すため、全
国で該当地域をオポチュニティ・ゾーンとして認定し、認定された地域への投資に税制優遇を与える内容となっ
ている。 

  



3 ⽶国における社会的ファイナンスの概要    | 30 

 

 

3.2 社会的ファイナンスの規模 

(1) サステナブル投資 

⽶国サステナブル投資フォーラム財団（US Sustainable Investment Forum Foundation）の報告
書によると⽶国における持続可能な責任ある（Sustainable and Responsible）投資の資産規模は
1995 年の 6,390 億⽶ドル（約 71 兆円）から 2018 年までに 18 倍以上増加しており、年平均成⻑率
は 13.6%となり、2018 年初頭には 11.6 兆⽶ドル（約 1,303 兆円）となった。なお、インパクト重視の投
資は図 14 の凡例にある”ESG Incorporation”に含まれていると想定されるが、内訳は公開されていない。 

 出典︓⽶国サステナブル投資フォーラム財団34 

(2) 地域再投資法 

連邦⾦融機関検査協議会 (Federal Financial Institutions Examination Council、FFIEC)
が発表している地域再投資法の評価対象機関の⼩規模ビジネス、⼩規模企業、コミュニティ開発融資の
⾦額は図 15 のとおりとなっている。 

 

                                          
34 UK SIF Foundation, 2018, Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2018 

図 14︓⽶国における持続可能な責任ある投資の資産規模 

11.6 兆⽶ドル 
（約 1,303 兆円） 
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 出典︓連邦⾦融機関検査協議会の情報に基づき PwC あらた有限責任監査法⼈作成35 

 

(3) コミュニティ開発⾦融機関 

コミュニティ開発⾦融機関は⽶国財務省から認証を受けており、銀⾏、信⽤組合、ベンチャー・キャピタル・フ
ァンド、コミュニティ開発ローンファンドが対象となっている。財務省が発表した 2016 年の認証されたコミュニティ
開発⾦融機関の資産規模は、表 4 のとおりである。なお、2018 年 9 ⽉現在の認定を受けたコミュニティ開発
⾦融機関の数は 1,074 機関となっている。 

 
出典︓⽶国財務省の情報に基づき PwC あらた有限責任監査法⼈作成36 

 

                                          
35 連邦⾦融機関検査協議会、https://www.ffiec.gov/cra/craproducts.htm 
36 ⽶国財務省、https://www.cdfifund.gov/Documents/Snap%20Stat%20June%201,%202016.pdf 

表 4︓⽶国におけるコミュニティ開発⾦融機関の資産規模 

コミュニティ開発⾦融機関
タイプ 

総資産額 割合 平均資産額 

銀⾏ 380 億ドル（約４兆 2,685 億円） 35% 3.19 億ドル （約 358 億円） 

信⽤組合 550 億ドル（約６兆 1,782 億円） 52% 2.09 億ドル （約 235 億円） 

ローンファンド 140 億ドル（約１兆 5,726 億円） 13% 0.27 億ドル （約 30 億円） 

ベンチャー・キャピタル 2 億ドル（約 225 億円） 0% 0.15 億ドル  (約 17 億円） 

図 15︓⽶国における⼩規模ビジネス、⼩規模企業、コミュニティ開発融資の総額 
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(4) プログラム関連投資 

プログラム関連投資の投資規模について、最新のデータは確認できないが、1990 年から 2009 年まででプ
ログラム関連投資の規模は増加傾向にあった。2016 年に⽶国財務省と⽶国内国歳⼊庁が新たなガイドライ
ン を発表しており、プログラム関連投資は増加傾向にあると考えられる。 

 

 

出典︓Lilly Family School of Philanthropy 37 

 

 

  

                                          
37 Lilly Family School of Philanthropy, LEVERAGING THE POWER OF FOUNDATIONS, An Analysis of Program-
Related Investing 

図 16︓⽶国におけるプログラム関連投資による投資規模の推移 
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3.3 社会的ファイナンスの構造 

⽶国においては、英国と異なり休眠⼝座資⾦を活⽤した社会的ファイナンスの仕組みはない。社会的ファイ
ナンスの主要なプレーヤーとしては、①地域再投資法の評価を⽬的とした⾦融機関、②プログラム関連投資を
活⽤する財団、③政府から⽀援を受けているコミュニティ開発⾦融機関、④税制優遇を活⽤した個⼈が挙げ
られる。本調査を通じて得られた⽶国の社会的ファイナンスの概観は図 17 のとおりである。 

 

出典︓PwC あらた有限責任監査法⼈作成 

 

  

図 17︓本調査における⽶国の社会的ファイナンスの概観 
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