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4 調査結果のまとめ 
 

4.1 英国と⽶国の⽐較 
調査結果を踏まえ得られた内容について、英国と⽶国における社会的ファイナンスの⽐較を表 5 のとおり整

理した。なお、整理にあたっては、経済協⼒開発機構（OECD）のインパクト重視の投資に関する政策枠組
（表 6）を参考にしている。 

出典︓PwC あらた有限責任監査法⼈作成 

表 5︓英国と⽶国の⽐較 
項⽬ 英国 ⽶国 

1. 取りまとめ機
関と 
セクター間の
連携 

1.1 社 会 的 フ ァ イ ナ ン ス を 
取りまとめる機関の設置 

デジタル・⽂化・メディア・スポーツ省
（DCMS 省） 

本調査では確認できていない 
（社会的インパクト・パートナーシップ法にお

いては連邦省庁間協議会を設置） 
1.2 セクター間の連携強化のため

のプラットフォームの構築 
政府が積極的に推進 

（市⺠社会戦略の策定） 本調査では確認できていない 

2. 基盤となる
仕組み 2.1 ⾦ 融 機 関 等 に 対 す る 

インセンティブ付与・義務付け 本調査では確認できていない 
地域再投資法、 

コミュニティ開発⾦融機関、 
プログラム関連投資など 

2.2 税制優遇制度の導⼊ コミュニティ投資減税、 
社会的投資減税など 

寄付者助⾔基⾦、 
新市場税額控除プログラムなど 

2.3 公共調達における社会的 
インパクトの考慮 社会的価値法 本調査では確認できていない 

3. 官⺠を通じた
財源の確保
と提供  

 

3.1 助成⾦の活⽤ ビジネス形態やビジネス発展段階に
応じた助成⾦の活⽤ 

実現可能性調査や 
パイロット事業への助成⾦の活⽤ 

3.2 ブレンデッド・ファイナンスの活⽤ ACCESS による助成⾦と 
インパクト重視の投資の活⽤ 

⺠間財団による 
助成⾦とプログラム関連投資の活⽤ 

3.3 社会的ファイナンスに関する
ネットワーク組織等の設⽴
⽀援 

⺠間により設⽴ 
（Impact Management Project など） 

⺠間により設⽴ 
（Global Impact Investing Network など） 

3.4 休眠資産の活⽤ 保険や年⾦など更なる休眠資産の
活⽤を検討 本調査では確認できていない 

3.5 年⾦基⾦の活⽤ 将来的に年⾦基⾦の運⽤先としてインパクト重視の投資の活⽤を模索
する考え⽅がある。そのためには受託者責任の明確化が必要。 

4. 情報の 
提供と共有 

4.1 デ ー タ ・ 事 例 の 分 析 と 
情報発信 BSC が中⼼となって情報を発信 ⺠間が情報発信（GIIN など） 

4.2 投資家との対話の実施 投資家のインパクト重視の投資に対する理解を深めることが重要 

4.3 表彰制度の導⼊による認知
度の向上 社会的投資アワードの実施 本調査では確認できていない 

5. 成果連動型
⺠間委託契約 

5.1 成果連動型⺠間委託契約
についての検討の⽅向性・
政府の関与 

政府等が設⽴したアウトカム・ファン
ドを通じた⽀援 

連邦政府による地⽅公共団体等
への資⾦⽀援（社会的インパクト・

パートナーシップ法） 

5.2 成果連動型⺠間委託契約
の事例分析・共有 

政府の⽀援により設⽴ 
（Government Outcomes Lab） 

⺠間財団の⽀援により設⽴
（Government Performance Lab） 
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OECD のインパクト重視の投資に関する政策枠組みでは、政府の役割を 3 つ⽰しており、4 つの政策タ
イプとそれぞれの施策が紹介されている。 

 

 

出典︓OECD 報告書に基づき PwC あらた有限責任監査法⼈作成38 

 

  

                                          
38OECD, Social Impact Investment 2019 The Impact Imperative for Sustainable Development 

表 6︓インパクト重視の投資に関する政策枠組み（参考） 

政策側⾯ 
1. 対象 需要、供給、中間⽀援組織、環境推進 
2. 政府の役割 市場規制者、市場参加者、市場促進者 
3. 政策タイプ 4. 施策 
(1) 政府の構造改⾰と能⼒強化 
 

 インパクト重視の投資のための国家戦略の策定 
 役割の特定 
 政府機関内の調整 
 ステークホルダーとの連携 

(2) ルールの整備 
 

 認証制度 
 財政的インセンティブ︓税制優遇  
 ⽴法︓受託者責任、社会的企業、休眠資産 
 規制︓年⾦、公共調達、報告基準 
 社会的証券取引所 

(3) 財源の確保と提供 
 

 賞⾦・報奨制度 
 ファンド︓投資準備ファンド、アウトカム・ファンド、ベンチャー・キャピタル・ファンド 
 成果連動型、社会・開発・⼈道インパクト・ボンド、社会的インパクト・インセ

ンティブ、アウトカム・ベース契約 
 技術⽀援、能⼒強化（キャパシティ・ビルディング） 
 ホールセラー、インキュベーター、アクセラレーター、ファンド・オブ・ファンズ 
 その他（助成、融資、投資、メザニン、保証） 

(4) 情報の提供と共有 
  

 啓発活動 
 外部ステークホルダーとの協議 
 調査研究、データ公開 
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4.2 英国・欧州調査 

4.2.1 社会的ファイナンスの多様化や規模拡⼤全般 

英国・欧州調査を通して、社会的ファイナンスの多様化や規模拡⼤に向けた取組として、主に以下の気づき
が得られた。 

項⽬ 概要 
(1) 政府による法制度整備、資

⾦提供団体や調査研究機
関の設⽴⽀援 

英国では、社会的ファイナンスの市場を発展させるために、政府主導で継続的に新しい
政策的アプローチが実施されてきた。法制度整備のみならず、英国政府による資⾦
投⼊も重要な役割を果たしている。 
例えば Big Society Capital や Bridges Fund Management、ACCESS も初期
に英国政府の資⾦が投⼊された。GO Lab も英国政府による資⾦⽀援を受けて調査
研究を実施している。いずれの組織も社会的ファイナンスの市場発展において重要な役
割を果たしている。 

(2) ⺠間による社会的ファイナン
スに関するネットワーク組織
の設⽴ 

英国・欧州では、Impact Management Project や EVPA といった、投資家やチャ
リティ団体、社会的企業のための情報共有及び能⼒開発（キャパシティ・ビルディン
グ）のためのネットワーク組織が数多く誕⽣している。これらが市場発展において重要
な役割を果たしている。 

(3) セクター間の連携強化 社会的ファイナンスの発展には、⺠間セクター・社会セクター・政府機関の協働が不可
⽋である。英国政府はセクター間の連携強化を積極的に推進している。例えば、英国
政府は社会的企業と政府の対話の場や⺠間⾦融機関との対話の場の創出などに取り
組んでいる。 

(4) 税制優遇制度の導⼊ 英国で 2014 年に導⼊された社会的投資減税は想定された規模を達成していない
が、対象となる事業の規模や種類に関する規制緩和など、制度が改善されれば社会
的ファイナンスの市場発展につながる可能性が期待されている。 

(5) 表彰制度の導⼊ 英国内閣府では、インパクト重視の投資の市場発展に貢献した⼈や組織に対し、社
会的投資アワード（Social Investment Awards）という表彰制度を実施して
いた。市場の発展初期において、表彰制度の導⼊は社会的ファイナンスの認知度向上
に貢献したと⾒られている。 

(6) 公共調達における社会的イ
ンパクトの考慮 

英国では社会的価値法（Social Value Act） により、公共事業でサービスを調達
する際に、その計画段階において社会的インパクトを考慮することが必須となっており、こ
れが社会的ファイナンス市場の発展に貢献している。 

(7) 休眠資産の活⽤ 
（休眠⼝座資⾦活⽤スキ
ームの対象拡⼤） 

英国では 2008 年休眠預⾦⼝座法により銀⾏等の休眠⼝座を活⽤するスキームを
採⽤している。政府は現在、休眠⼝座資⾦活⽤スキームの対象拡⼤を検討してお
り、新たに保険や年⾦などの休眠資産の⼀部を含める⽅向で検討が始まっている。 
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以下に、具体的内容を述べる。 

(1) 政府による法制度整備、資⾦提供団体や調査研究機関の設⽴⽀援 

英国では、社会的ファイナンスの市場を形成するために、政府主導で継続的に新しい政策的アプローチが実
施されてきた。法制度整備のみならず、新しい組織の設⽴や政府資⾦の投⼊も実施しており、例えば Big 
Society Capital（以下、BSC）や Bridges Fund Management、ACCESS、Governmnent 
Ouctomes Lab も⽴ち上げ時に政府の資⾦が投⼊された。BSC 設⽴にあたって 4 ⼤銀⾏からの投資を取り
付けたのも政府主導である。いずれの組織も、英国の社会的ファイナンスの市場発展において重要な役割を果
たしている。なお、⽴ち上げ時には政府が資⾦提供を実施しているが、その後の運営においては公的資⾦を投
⼊しておらず、運営においても独⽴性が確保されている。 

なお、2000 年代以降、社会的企業の成⻑促進に向けて英国政府の資⾦で多くの基⾦が設⽴された
（145 億英ポンド（約２兆円）規模の Futurebuilders など）。但し、これらの基⾦への評価は賛否両論
ある。例えば Futurebuilders に関しては、800 万英ポンド（12 億円）の貸し倒れや低い内部収益率、社
会的インパクト評価が組み込まれなかったことなどが教訓として挙がっている。⼀⽅で、市場の先駆者として、チャ
リティ団体や社会的企業の成⻑や資⾦提供⼿法の発展に⼤きな役割を果たしたことは確かであり、
Futurebuilders がなければ現在の BSC は存在しないといっても過⾔ではないとも⾔われている39。 

このように、英国の社会的ファイナンスの市場は政府主導のもと多くの試⾏と修正を繰り返しながら発展して
きた。 

(2) ⺠間による社会的ファイナンスに関するネットワーク組織の設⽴ 

英国・欧州では、Impact Management Project や EVPA といった、投資家やチャリティ団体、社会的
企業の能⼒強化のためのネットワーク組織が多く誕⽣している。各組織の活動や⽬的は以下のとおりそれぞれ
異なるが、資⾦の受け⼿（需要側）、資⾦提供者（供給側）の両⽅の理解を促進し、共通の⾔語を確⽴
（⼀般的に、チャリティ団体や社会的企業にとって⾦融⽤語は理解が難しく、投資家にとっては社会的インパク
トを正しく理解することが難しい。）していくことが社会的ファイナンスの市場発展につながると考えられる。 

組織名 サービス対象 主な活動概要 
Impact 
Management 
Project 
詳細は 6.１.4 参照 

投資家、財団、ファンドマネージ
ャー、⺠間企業、社会的企業
（全世界） 

インパクト・マネジメントに関する国際的なイニシアチブであ
る。様々な国際機関、報告ガイドライン策定機関等と連
携してインパクト・マネジメントのツールを提供している。 

EVPA 
詳細は 6.１.6 参照 

投資家、財団、ファンドマネージ
ャー、⺠間企業、社会的企業
（欧州を中⼼とする全世界） 

ベンチャー・フィランソロピーとインパクト重視の投資を促進
するためのネットワーク組織である。投資家向けや企業向
けの各種研修プログラムを提供するほか、調査研究と広報
も実施。 

                                          
39 Social Investment Business, 2017, https://www.sibgroup.org.uk/blog/futurebuilders-what-does-it-mean-today 
なお、Futurebuilders ファンドの分析については、ボストン・コンサルティング・グループが 2015 年にレポートを発表している。
https://www.sibgroup.org.uk/sites/default/files/files/Management%20and%20Performance%20of%20the%20Fut
urebuilders-England%20Fund.pdf 
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(3) セクター間の連携強化 

社会的課題の解決には、⺠間セクター・社会セクター・政府機関の連携が不可⽋である。英国政府は、セク
ター間で連携し、社会における難しい課題解決に取り組むためのイノベーションを⽣み出すことを⽬指す「インク
ルーシブ経済パートナーシップ（The Inclusive Economy Partnership）」を創設した。2018 年に策定
された市⺠社会戦略（Civil Society Strategy）にも、英国政府がセクター間の連携強化を主導していくこ
とが述べられている。社会的ファイナンスの発展においても、セクター間の連携強化は重要であり、英国政府は、
社会的企業と政府の対話の場や、⺠間⾦融機関との対話の場の創出など、連携強化に向けた取組を継続
的に実施している。 

出典︓英国政府「Civil Society Strategy: building a future that works for everyone」40 

 

市⺠社会戦略の概要 
市⺠社会戦略は、政府が市⺠社会とどのように連携しどのように⽀援するかを策定したものであり、あらゆる⼈

にとってよい社会を、協働して築いていくための戦略である。本戦略では、社会的価値の基礎として、⼈々
（People）、場所（Places）、 社会セクター（Social Sector）、 ⺠間セクター（Private Sector）、 公
共セクター（Public Sector）の 5 つの柱を掲げ、それぞれに関して具体的な施策を提⾔している。 

例えば社会企業と政府の連携を強化するための定期的なフォーラムの創設、責任あるビジネスの推進に向けた
リーダーグループ（Responsible Business Leadership Group)の創設、インクルーシブ経済パートナーシップ
（Inclusive Economy Partnership）など、セクター間の連携強化に向けた具体的施策が掲げられている。 

                                          
40 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/732765/Civil_Society_Strategy_-
_building_a_future_that_works_for_everyone.pdf 

図 18︓市⺠社会戦略で⽰されている社会的価値創造の概念図  

 

⼗分な社会的、財務的、⾃然環境および物的な資本の提供により
地域社会が繁栄する

⼈々︓

⽣涯にわたる貢献

場所︓

地域社会の強化と
地域社会への投資

社会セクター︓

チャリティや社会的企
業を⽀援

⺠間セクター︓

社会のためになるビ
ジネス、ファイナンス、
そして技術を推進

公共セクター︓

協⼒的な公共サービ
スの提供を実施

社会的価値の5つの基礎
（政府はこれらの基礎の強化に取り組む ）

社会価値の増加
（豊かな⽣活、社会的公正など）
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(4) 税制優遇制度の導⼊ 

英国では 2014 年に社会的投資減税が導⼊され、2017 年には投資⾦額上限の引き上げなどの修正が
⾏われた。英国 DCMS 省によると、未だ想定された規模を達成しておらず、現時点においてはその成果を確認
するのは難しいが、その理由として、制度の認知度の低さ、⼿続きの煩雑さ、対象の狭さなどが挙げられている。
（詳細は 2.1.(1). iii 参照） 

2019 年に再び社会的投資減税の制度改正が⾏われる予定であり、対象となる事業の規模や種類に関す
る規制が緩和される⾒込みである。制度が改善されれば、⺠間資⾦の呼び込みをもたらし、社会的ファイナンス
の市場発展につながると期待される。BSC が「GET SITR」という社会的投資減税の啓発活動を実施してお
り、ウェブサイトやセミナー、イベントなどを通して積極的に情報を発信している。 

 
 

出典︓Big Society Capital 「Essential guide to Social Investment Tax Relief」41 

 

 

 

                                          
41 https://www.bigsocietycapital.com/what-we-do/current-projects/social-investment-tax-relief/get-sitr#guides 
 

図 19︓社会的投資減税のガイドライン（GET SITR） 
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(5) 表彰制度の導⼊による認知度の向上 

英国では、インパクト重視の投資の市場発展に貢
献した⼈や組織に対し、社会的投資アワード
（Social Investment Awards）という表彰制度
を英国内閣府が実施していた（2015 年〜2016
年）。この制度は、市場の発展初期において、認知
度や関⼼の向上に貢献したと⾒られている。なお、
2017 年以降は同様のアワードは実施されていない。 

 

社会的投資アワードには、以下の部⾨賞があり、授賞式では⼤⾂による表彰が⾏われた。以下、2016 年
の受賞者リストである。 

賞の種類 賞の対象 2016 年受賞者と概要 
公共サービスの変⾰賞 
Public service 
transformation 
award 

公共サービスの改善に貢献した
インパクト重視の投資取引 

Career Connect and Bridges Ventures︓
Career Connect はリバプール周辺地域で就労のアド
バイスや⽀援を⾏うチャリティ団体であり、Bridges 
Ventures はソーシャル・インパクト・ボンドを通して彼らの
プロジェクトを⽀援した。 

社会的起業家への投資賞 
Social entrepreneurs 
investment award 

顕著な社会的インパクトを⽣ん
だアーリー期の社会的組織に対
する投資取引 

Social and Sustainable Capital and 
Spacious Place︓Social and Sustainable 
Capital は、社会的弱者の雇⽤⽀援に取り組むスタート
アップ企業 Spacious Place Contact に対して 150
万英ポンドの融資を実施、刑務所から出所した⼈ 25%
を含む雇⽤が実現した。 

社会的機関投資家賞
Institutional social 
investment award 

顕著な社会的インパクトの規模
化に貢献した機関投資家の取
引や商品 

Bridges Social Entrepreneurs Fund︓2008
年に設⽴されたファンドで、初期の 1,400 万英ポンドか
ら 3,600 万英ポンドが追加され、幅広いインパクトを実
現している。例えば 3,400 ⼈の若者が資格を得る、
220 万時間の在宅ケア提供、4,700 ⼈の失業者の就
業⽀援等である。 

新社会的投資家賞 
New social investors 
award 

インパクト重視の投資市場への
新規投資家の参⼊に貢献した
投資取引や商品 

Social Investment Scotland Community 
Capital Fund︓ 社会的投資減税の対象となるファン
ドを個⼈投資家向けに新たに設⽴。3 か⽉で 27 ⼈の
投資家から 39 万 9,000 英ポンドを調達することに成
功した。また、彼らの調査を通してさらなる個⼈投資家を
呼び込むための⽰唆を得た。 

マーケット構築賞 
Market building 
award 

英国のインパクト重視の投資の
市場の発展に貢献する⾰新的
で多様な⽅法に取り組んだ組
織 

Ethex︓個⼈向けの投資・貯蓄プラットフォームであり、
社会もしくは環境へのインパクトが明確な事業を集めてい
る。53 の社会的事業に対して 2,800 万英ポンドの資
⾦調達を達成した。 

画像出典︓英国 DCMS 省ウェブサイト 
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(6) 公共調達における社会的インパクトの考慮 

英国では 2012 年に社会的価値法（Public Service (Social Value) Act 2012）が成⽴し、イング
ランド地域とウェールズ地域において公共サービス調達の際に社会的インパクトを考慮することが必須となった。
具体的には、公共サービスを提供する団体は、その調達プロセスの開始前に、経済⾯だけでなく、環境・社会
⾯の便益を考慮する必要がある。調達プロセスの開始前にこれらを考慮することで、調達を⾏う団体側は、調
達によってもたらされる成果を改めて考え、どのようなサービスを調達すべきか、事前に検討し、伝えることができ
る。公共セクターの予算が削減される中、地域社会のニーズに応じたサービスを⾰新的な⽅法で提供し、また
公的資⾦を使っていかに便益を最⼤化するかが重要であり、社会的価値法はその実現に貢献するものである。 

2015 年にヤング卿（Load David Young）による社会的価値法のレビューが実施され42、調達の実施
者（地⽅公共団体など）によって社会的価値法の認知度と採⽤にばらつきがあること、同法の適⽤にあたって
様々な解釈がされていること（社会的価値の定義や調達プロセスへの包含が明確ではない。）、社会的価値
の測定・評価を⾒直す必要性があることなどが指摘されているが、引き続き現⾏法に沿って改善と実践に取り
組むことが提⾔された。 

本制度の成果として、公共調達において社会的インパクトの考慮が必須となったことで、公共事業を通した
社会的インパクトが実現するとともに、更に促進されていることが確認された。また、英国 DCMS 省によると、チ
ャリティ団体や社会的企業が公共サービス提供に参加する機会が増えることが期待され、公共サービス提供者
の多様化にもつながっている。 

 

出典︓PwC あらた有限責任監査法⼈作成 

                                          
42 Social Value Act review – report, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/403748/Socia
l_Value_Act_review_report_150212.pdf 

図 20︓公共サービス調達のサイクルと社会的価値法の位置づけ 
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2017 年には、社会的価値法の⽴法の中⼼⼈物であった元保守党議員の Chris White ⽒が、社会的
価値法のレビューを実施した43。レビューでは、2015 年に⽐べて社会的価値法の認知度は⼤きく改善してお
り、同法を通してイノベーションや社会的便益が⽣まれていることが確認された。 

社会的価値法の理解と認知度向上のために、英国 DCMS 省では様々な取組を実施しており、英国
DCMS 省のウェブサイトには、以下図 21 のように多くのガイダンスや事例集などが掲載されている。 

出典︓英国 DCMS 省ウェブサイト44 

上記 Chris White ⽒のレビューでは、社会価値法の対象を拡⼤し、すべての公共⽀出を対象とすること
で、現在のインパクトの 10 倍以上のインパクトが⽣まれると推測している（すべての公共⽀出の総計は
2,680 億英ポンド（約 40 兆 6,400 億円）であり、そのうち社会的価値法に該当する⽀出は 250 億英ポ
ンド（約３兆 7,900 億円）と、約 10 分の 1 である）。現⾏法では、公共交通サービス、消防・救援サービ
ス、ヘルスケアサービスなど公共サービスのみが対象であるが、物の購⼊、役務、資産やインフラにも拡⼤すること
も考えられる。また、現⾏法では社会的価値の「考慮（consider）」にとどまっているが、より内容を強化し、
「説明 (account for)」を求めるべきであると提⾔しており、また、契約管理も含むすべてのプロセスで適⽤すべ
きとしている。 

社会的価値法の改訂に向けた動きがあり、2018 年に発表された内容によると、評価の明確化や、⾮営利
セクターによる公共サービス調達への参加推進などの⾯で法律が改正される⾒込みである。2019 年 3 ⽉より

                                          
43 Social Enterprise UK,  「One money, our furure」, 
https://www.socialenterprise.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=64e3d07b-ef79-42b1-bc5e-064d5e51fb91 
44 Cabinet Office, Department for Digital, Culture, Media & Sport, and Office for Civil Society, 
https://www.gov.uk/government/publications/social-value-implementation-and-measurement-project-case-
studies 

図 21︓社会的価値法のガイダンス・事例集  
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英国政府は、政府調達における社会的価値に関するオープン・コンサルテーションを実施しており、2019 年 6
⽉まで意⾒を募集している。本コンサルテーションにあたっての英国政府による提案の概要は以下のとおりであ
る。 

オープン・コンサルテーションにおける政府成案の概要（抜粋） 
 公共調達の全サイクルにおいて、社会的価値の説明を必要とする。社会的価値とは広い意味での財務的

及び⾮財務インパクトであり、サービスの設計段階から、戦略策定、仕様検討、調達、契約管理やレビュー
のすべての段階で社会的価値を説明する。 

 社会的価値の提供に対する新しい評価モデルを策定する。戦略的な政策優先課題と社会的価値とを紐
づけ、契約締結先を決定する際に明確かつ系統⽴った評価⽅法を導⼊することを検討する。この評価モデ
ルは、ハイレベルなテーマと、それに紐づいてグループ化された優先政策⽬標を整理したものであり、それぞれ
の政策⽬標ごとに、基準を設け、評価設問を作成することを想定する。以下に例を⽰す。 

 
出典︓英国政府「Social value in government procurement」45 

(7) 休眠資産の活⽤（休眠⼝座資⾦活⽤スキームの対象拡⼤） 

英国において休眠⼝座資⾦活⽤スキームの対象となっている資産は、現⾏制度（2008 年休眠⼝座法）
で定められているとおり銀⾏及び住宅貯蓄貸付組合の休眠⼝座であるが、英国政府は休眠⼝座資⾦活⽤ス
キームの拡⼤を検討している。これは、2017 年に休眠資産委員会から提出された提⾔46に基づいており、銀
⾏及び住宅貯蓄貸付組合に限らず、保険や年⾦の⼀部（以下参照）を休眠⼝座資⾦活⽤スキームに含
めることで⼤幅な規模拡⼤が⾒込めるとしている。英国 DCMS 省は 2018 年より具体的な検討を始めてい
る。⼤⼿数社との合意が得られれば、その後ほかの企業も続く可能性があると⾒込んでおり、業界団体や⼤⼿
⾦融機関との対話を進めている。 

休眠⼝座資⾦活⽤スキームに追加することが提⾔されている保険・年⾦関連の資産 
・貯蓄保険（貯蓄⼿段としての⽣命保険） 
・⽣命保険（有期及び終⾝） 
・⽼齢年⾦ 
・年⾦（保険）（特定の期間または受給者の⽣涯にわたって、定期的な給付がなされる⽣命保険会社の契約） 
・インカム・ドローダウン (年⾦原資を年⾦化する⼿段の 1 つ） 
・保険ボンド（投資を主な⽬的とした⽣命保険） 

  

                                          
45 https://www.gov.uk/government/consultations/social-value-in-government-procurement 
46https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596228/Tac
kling_dormant_assets_-_recommendations_to_benefit_investors_and_society__1_.pdf 
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4.2.2 助成⾦ 

英国・欧州の調査を通して、助成⾦について、主に以下の気づきが得られた。 

項⽬ 概要 
(1) 助成⾦の活⽤ 助成⾦とインパクト重視の投資のいずれが適切であるかは、企業の成⻑段階やビジ

ネスモデルによって異なる。2000 年代以降、英国ではインパクト重視の投資が推
進されてきたが、助成⾦の重要性が⾒直され始めている。 

以下に、具体的内容を述べる。 

(1) 助成⾦の活⽤ 

英国の休眠⼝座資⾦活⽤スキームでは、これまでイングランド地域分の全額が、インパクト重視の投資のホ
ールセラーである Big Society Capital への資⾦提供に使われていたが、インパクト重視の投資に限定したこ
とで資⾦活⽤に限界があった。具体的には、回収可能な資⾦提供(repayable)であることが前提となり、重
要な社会的課題であるものの収益を上げることが難しいような事業への資⾦提供に限界があるという指摘があ
った。このような指摘も踏まえ、2019 年以降、英国 DCMS 省と National Lottery Community Fund
主導で新たな組織が 2 つ設⽴される予定で、うち 1 つの組織（若年層の雇⽤に取り組む組織）では助成⾦
の提供も可能になる予定である。 

資⾦提供⽅法として、助成が向いているか、もしくはインパクト重視の投資が向いているかは、企業の成⻑段
階やビジネスモデルによって異なる。EVPA の調査（調査対象︓約 100 団体）47によると、図 22 のとおり、
例えば団体の成⻑段階について⾒ると、インキュベーション期やスタートアップ期の団体は、多くが助成⾦による
資⾦提供を受けているが、事業の成⻑に伴い、借⼊や株式による資⾦調達の割合が増えていることが分かる。
また、ビジネスモデル別にみると、収益性のない⾮営利団体は、ほぼ助成⾦に頼っているが、事業収益があるビ
ジネスモデルでは、借⼊を選択する割合が増える。 

このように、事業の成⻑段階やビジネスモデルによって、必要とされる資⾦調達⽅法は異なるため、例えば休
眠⼝座資⾦のように広く「社会的課題に解決するための活動への資⾦提供」を可能とする仕組みを作るには、
資⾦提供の⽅法を限定すべきではなく、助成⾦の活⽤も含め、ニーズに応じて必要とされる資⾦を提供できる
仕組みとすることが望ましいと考えられる。 

                                          
47 EVPA, 「Investing for Impact | The EVPA Survey 2017/2018」, https://evpa.eu.com/knowledge-
centre/publications/investing-for-impact-the-evpa-survey-2017-2018 
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出典︓EVPA 「Investing for Impact | The EVPA Survey 2017/2018」に基づき 
PwC あらた有限責任監査法⼈作成 

 

2018 年に英国政府が発表した市⺠社会戦略（Civil Society Strategy）においても、「助成⾦ 2.0
（Grants 2.0）」として、公共サービスにおいて助成⾦提供の価値を⾒直し、推進していくという⽅向性が明
記されている。ソーシャル・インパクト・ボンド（以下、SIB）やインパクト重視の投資に加え、地域社会のために
資⾦提供の多様化を図ることを⽬指すとしており、その施策の 1 つとして助成⾦の活⽤を掲げている。助成⾦
の活⽤にあたっては、地⽅公共団体を含むすべての公共団体が、助成⾦に関する最低限の基準（例えばすべ
ての助成⾦提供者が助成⾦管理の必須研修を受けるなど。）を定めた Grants Functional Standards48

を適⽤することを推奨するなど、着実に助成⾦を管理することとしている。 

  

                                          
48 英国政府, 2018, 「Guidance: Government Functional Standard for General Grants」 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722193/Gran
ts-Standards-Guidance-INTRO.pdf 

図 22︓ 社会的⽬的を持った団体への資⾦提供に関する EVPA の調査結果 
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