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4.2.3 インパクト重視の投資 

英国・欧州の調査を通して、インパクト重視の投資を促進する取組として、主に以下の気づきが得られた。 

項⽬ 概要 
(1) データ・事例の分析と情報

発信 
インパクト重視の投資の市場発展のためには、データベース整備や、先⾏事例の情
報共有が重要である。そのためには、政府と調査研究機関との連携が有益である。
特に、⺠間資⾦を呼び込むためには、投資家向けに信頼性の⾼いデータや事例を
⽰すことが必要である。 

(2) 投資家との対話 英国では⼤⼿⾦融機関のインパクト重視の投資への関与は限定的であり、社会的
インパクトを重視している投資家に限られている。ファンドの⽬的・種類によって、投
資規模や財務リスク・リターン、インパクトリスク・リターンは異なるため、投資家に
対するアプローチも変える必要がある。 

(3) ホールセラーの設⽴ 英国政府が設⽴を⽀援した Big Society Capital（以下、BSC）は、ホール
セラーとしてインパクト重視の投資の市場を発展させることに⼤きく貢献した。な
お、BSC は、設⽴時に⺠間 4 ⼤銀⾏からの出資を受けているが、それは政府からの
要求に応じて実現したものであった。 

(4) 年⾦基⾦の活⽤ 英国では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。年⾦基⾦は⻑期的な投資を⾏うため、インパクト重視の投資との親和性
が⾼いと考えられている。 

 

以下に、具体的内容を述べる。 

(1) データ・事例の分析と情報発信 

インパクト重視の投資の市場は未だ新しい市場であり、インパクト重視の投資の市場に参加している投資家
は、主に社会的インパクトを重視する投資家である。⺠間資⾦を呼び込むためには、投資判断に⼗分な量の
信頼性の⾼いデータの提供が不可⽋である。そのためには政府や研究機関によるデータ収集や、先⾏事例の
共有が重要であり、調査研究機関との連携が有益である。英国においては、BSC が市場発展を促進する役
割を担っており、インパクト重視の投資に関するデータを分析し公開している。 

英国政府による資⾦⽀援を受けて主に成果連動型⺠間委託契約の調査研究を実施している GO Lab
では、ウェブサイトでプロジェクト・データベースを提供しており、成果連動型⺠間委託契約プロジェクトの検索及
び内容照会が可能となっている。 

また、EVPA では、欧州のインパクト重視の投資の市場調査を隔年で実施しており、最新の報告書
（2017-2018 年）では、欧州の 110 の投資機関から質問票を回収し、インパクト重視の投資の市場動
向を分析している。 
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出典︓BSC 「SIZE OF THE SOCIAL INVESTMENT MARKET」49 

 

 

                                          
49 https://www.bigsocietycapital.com/home/about-us/size-social-investment-market 

図 23︓ BSC によるインパクト重視の投資市場のデータ発信 

■市場規模の統計 

 

 

■中間⽀援団体（左）およびチャリティ団体や社会的企業の情報（右） 
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図 24︓ GO Lab のプロジェクト・データベース 

 

出典︓GO Lab ウェブサイト50 

図 25︓ EVPA のインパクト重視の投資の市場調査報告書（抜粋） 

 
出典︓EVPA「Investing for Impact | The EVPA Survey 2017/2018」51  

                                          
50 https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge/project-database/ 
51 https://evpa.eu.com/knowledge-centre/publications/investing-for-impact-the-evpa-survey-2017-2018 
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(2) 投資家との対話 

インパクト重視の投資の市場に⺠間資⾦を呼び込むには、前記(1)で述べたデータ整備・発信とは別に、投
資家との対話も⾮常に重要である。ファンドの⽬的・種類によって、投資規模や財務リスク・リターン、インパクトリ
スク・リターンは異なるため、投資家に対するアプローチもそれぞれ変える必要がある。例えば、Big Society 
Capital によると、共同投資者を探す際、投資対象となる⾦融仲介機関が提供するファンド・プログラムによっ
て、共同投資者の⾒つけやすさが全く異なるため、ターゲットとする投資家に合わせたきめ細やかな対話を実施
している。全体として、国際的な⼤⼿⾦融機関のインパクト重視の投資への関与は未だ限定的であり、インパク
ト重視の投資を⾏っているのは、⼀部の投資家に限られているのが現状である。社会的不動産への投資につい
ては国際的な⾦融機関や機関投資家の関⼼が⾼いが、規模が⼤きく安定しており、⾼い財務リターンが期待
されるという背景によるものである。 

Impact Management Project (IMP)は、投資家のインパクト戦略及びインパクト⽬標に応じて、インパ
クトを分類する試みを実施しており、以下図 26 のように計 18 のインパクト分類を提⽰している。また、これらの
インパクト分類を主な投資商品と紐づけたインパクト分類カタログ（Impact Class Catalogue）52を公開
し、投資家との対話に役⽴つ情報を提供している。 

図 26︓ IMP によるインパクトの分類 

 

出典︓IMP ウェブサイト「Impact Class Catalogue」  

                                          
52 https://impactmanagementproject.com/impact-class-catalogue/ 
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(3) ホールセラーの設⽴ 

英国政府が設⽴を⽀援した Big Society Capital（以下、BSC）は、英国の社会的の投資市場を発展
させることに⼤きく貢献した。BSC の定義では、インパクト重視の投資のホールセラーとは、ファンドや⾦融機関
（インパクト重視の投資の中間⽀援組織）に⼤型投資を⾏う投資家である。ホールセラーから投資されたファ
ンドや⾦融機関は、実際に現場で活動する多くの社会的企業に⼩規模な投資を⾏う。なお、GSG53では、ホ
ールセラーとはファンドや中間⽀援組織に対して投資を実施し（直接社会的企業へ投資することもあり得
る。）、他の投資家（基⾦、個⼈投資家、機関投資家）から資⾦を呼び込み、インパクト及び財務データの
測定を⾏い、インパクト重視の投資の市場発展に貢献する組織と定義され、資本をプールし、市場を発展さ
せ、知⾒を集約する役割を担うとされている。 

英国の BSC は政府とは完全に独⽴した⺠間組織として運営されているが、設⽴時の⺠間 4 ⼤銀⾏からの
出資については、政府の調整により実現したものであり、⾃主的な出資ではないとの意⾒がある。したがって、市
場原理に基づいて⺠間資⾦の調達に成功したわけではなく、あくまで政策的に設⽴された組織であると考えら
れる。出資者である４⼤銀⾏は、投資のリターンも受け取っておらず BSC の経営にもほぼ関与していないとのこ
とである。さらに、BSC が英国のインパクト重視の投資の市場発展において重要な役割を果たしている⼀⽅で、
⺠業圧迫といった意⾒もあることに留意する必要がある。 

図 27︓インパクト重視の投資におけるホールセラーの位置づけ 

 

 

出典︓GSG「Building Impact Investment Wholesalers」を基に PwC あらた有限責任監査法⼈作成54 

(4) 年⾦基⾦の活⽤ 

英国では年⾦基⾦について、⻑期的な運⽤を⾏う⾦融機関としてインパクト重視の投資との親和性が⾼く、
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。⼀⽅で、受託者責任があり、リスク回避

                                          
53 2013 年に当時の G8 サミット議⻑国であった英国のキャメロン⾸相の発意により、英国の休眠⼝座基⾦の創設者であるロナルド・コーエン卿
を議⻑に「G8 社会的インパクト投資タスクフォース」が設⽴された。その後、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、2019 年現在 20 か国が加盟している。 

54GSG, http://gsgii.org/wp-content/uploads/2018/10/GSG-Paper-2018-Wholesalers.pdf  
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的であるため、サステナブル投資（主にネガティブ・スクリーニングのために ESG の基準などをスクリーニングして⾏
うパッシブ投資など）の枠を超えて、社会的課題を直接解決する事業への直接投資を呼び込むのは、容易で
はないのが現状であり、受託者責任の明確化が必要である。 

また、年⾦基⾦の活⽤に関しては、確定拠出年⾦の普及・拡⼤に伴い、社会的な⽬的のために投資したい
加⼊者が増加することが期待されている。例えば、2017 年に英国で実施された確定拠出年⾦加⼊者
1,500 名に対する調査55では、約半数（46%）が、年⾦は⾃分の社会的・環境的な考え⽅（価値観）
に合った組織に投資されるべきと回答しており、ミレニアル世代56ではこれが 55%にのぼる。また、以下図 28 の
とおり、社会的インパクトが創出されるのであれば投資のリターンが低くでも許容できると回答した割合は、全回
答者では 22%であったのに対し、ミレニアル世代では 28%にのぼる。英国では、2030 年に確定拠出年⾦の
資産残⾼が 1.7 兆英ポンドに達すると⾔われ、インパクト重視の投資の原資として注⽬を集めており、社会的
な⽬的のための運⽤商品の開発が期待されている57。 

図 28︓確定拠出年⾦加⼊者への調査結果 

■投資のリターンと社会的インパクトについて 

 
出典︓ComRes「Pentions with purpose: An opportunity to drive deeper engagement with DC savers」 

                                          
55 ComRes「Pentions with purpose: An opportunity to drive deeper engagement with DC savers」,  
https://www.bigsocietycapital.com/sites/default/files/attachments/Pensions%20with%20Purpose_Final.pdf  
56 ミレニアル世代とは 1980 年代半ばから 2003 年の間に⽣まれた世代を指す。 
57 UK National Advisory Board on Impact Investing,「The Rise of Impact」, 
https://www.civilsociety.co.uk/uploads/assets/uploaded/ceb4ca42-31a1-4064-afa0e5ed6c92b895.pdf  
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4.2.4 成果連動型⺠間委託契約 

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（以下、SIB）は、インパクト重視の
投資家から調達する⺠間資⾦を活⽤してサービス提供者が必要とする初期資本を提供する。サービスを委託
する機関（政府、地⽅公共団体、⺠間財団など）によって定められた測定可能な成果（アウトカム）を達成
するためにサービスが設計され、投資家はこの成果が達成された時に資⾦が償還される58。なお、SIB は「債
券」ではなく、あくまで「契約」の形態である。SIB の仕組みは図 29 のとおりとなっている。 

 

出典︓公開情報を基に PwC あらた有限責任監査法⼈作成59 

SIB に関して、主に以下の気づきが得られた。 

項⽬ 概要 
(1) 事例の分析・共有 英国では、SIB の件数が増えている。特に政府が積極的に主導し、発展に向けて

重要な役割を果たしている。さらなる拡⼤のためには、政府や調査研究機関が成
功事例・失敗事例を含め事例を収集し、分析・共有することが重要である。 

(2) SIB の課題と解決策 英国では SIB の取引コストが⾼いこと、地⽅公共団体等の担当者の理解が不⾜
している場合があること、インパクト評価の精緻化が必要であることなど、解決すべき
課題は多い。SIB に⺠間投資を呼び込むためには、規模を拡⼤し、効率化によっ
て取引コストを削減することや地⽅公共団体等の担当者の能⼒開発を⾏うことな
どが求められる。 

                                          
58 GO Lab による定義, https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge/glossary/pdf/ 
59 経済産業省, 
https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/jisedai_healthcare/kenkou_toushi_wg/pdf/010_s01_00.pdf 

図 29︓SIB の仕組み 
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以下に、具体的内容を述べる。 

(1) 事例の分析・共有 

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（以下、SIB）の件数は英国で増え
ているが、未だ試⾏段階である。2.2.(1)で述べたように、SIB がインパクト重視の投資の市場に占める割合は
2%に過ぎないが、2016 年から 2017 年にかけて取引額は 5 倍に増え、今後も成⻑が続くと⾒込まれてい
る。 

英国では SIB を積極的に推進する中で、英国政府や地⽅公共団体等が多くのアウトカム・ファンドを設⽴し
ている。アウトカム・ファンドとは、特定の成果の実現を⽬指し、複数の成果連動型⺠間委託契約に資⾦提供
できるよう政府や地⽅公共団体等によって設⽴された資⾦提供の仕組みである。資⾦提供者（政府や地⽅
公共団体等）は、同様の社会的課題、例えばホームレスや教育、健康などに焦点をあてたアウトカム・ファンド
を設⽴し、複数の成果連動型プログラムを同時に運⽤することで、どの解決策が最も効率的であったかといった
⽐較が可能となる。 

 
出典︓Social Finance 「Impact Bond Global Database」 を基に PwC あらた有限責任監査法⼈作成60 

 

                                          
60 https://sibdatabase.socialfinance.org.uk/ 

図 30︓英国における SIB 件数の推移（累計） 
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出典︓GO Lab から⼊⼿した資料を基に PwC あらた有限責任監査法⼈作成 

 

出典︓EVPA「POLICY BRIEF: Outcomes Funds in Europe」を基に PwC あらた有限責任監査法⼈作成61 

                                          
61 https://evpa.eu.com/uploads/publications/Policy_Brief_2018_Outcomes_Funds.pdf 

図 31︓英国政府のアウトカム・ファンド⼀覧 
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図 32︓アウトカム・ファンドの仕組み 
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なお、前記図 31 内の｢アウトカム・レート・カード｣とは、達成したい成果と、成果の達成により⽀払われる⾦
額のリストである。英国では労働年⾦省の The Innovation Fund で初めて導⼊され、その後ほかのアウトカ
ム・ファンドでも採⽤されている。複数のサービス提供機関（サービスプロバイダー）が共通して適⽤できるツール
として⾰新的であり、プロセスが標準化され、契約締結からサービスの開始までの期間が短縮できる点や、1 つ
のアウトカム・レート・カードで複数のプロジェクトに適⽤可能であるという点が利点である。 

図 33︓アウトカム・レート・カードのイメージ 

 

出典︓Social Finance, 2017, 「Outcomes Rate Card Development Competition Round 2 Webinar.」 62 

SIB は⼀般的に、再犯防⽌や予防医療、失業者対策分野など、予防的な対策が必要となる公共サービス
分野において、活⽤が適しているとされる。⼀⽅で、成果連動型であるという性質に鑑み、単⼀の指標で測定
可能である必要がある。したがって、単⼀の指標で測定できないような複雑な社会的課題に対しては適⽤が向
かないと考えられる。 

SIB は新しいアプローチであり、さらに発展させていくには、成功事例・失敗事例を含め情報を収集し、分析・
共有することが重要である。英国では政府がこの役割を担っており、事例やガイダンスをウェブサイトで公表してい
る。また、調査研究機関（GO Lab）と連携し、関係者の能⼒強化や、客観的な事例分析を⾏っている。 

 

(2) SIB の課題と解決策 

英国では、取引コストの⾼さ、リスクに関する不透明さ、地⽅公共団体等の担当者の理解不⾜、社会的イ
ンパクト評価の精緻化の必要性などの課題が認識されている。特に⺠間資⾦の呼び込みに関しては、SIB は
取引コストが⾼く、リスクや財務リターンに関するエビデンスも少ないため、現段階では⼤⼿⾦融機関の参⼊は
難しく、企業の社会的責任（CSR）の資⾦が⼀部⼊っているのみである。SIB に⺠間投資を呼び込むために

                                          
62 http://socialfinance.org/content/uploads/Outcomes-Rate-Card-OFC2-Webinar-1_vFinal.pdf 
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は、複数の SIB をまとめたファンドを設⽴することなどによる規模の拡⼤63、契約や運⽤の標準モデルを構築し
効率化することによる取引コストの削減、リスク・リターンに関する⼗分なデータの整備、地⽅公共団体等の担
当者の能⼒開発64が求められる。 

SIB の主な課題 解決⽅法 

取引コスト︓ 
SIB は１件あたり取引コストが⾼い 

SIB の契約、運⽤の標準モデルを構築することで、取引コストを削減していく
ことができると考えられる。 

リスク認識︓ 
リスクに⾒合ったリターンが⾒込めるかどうかを 
判断するためのデータが不⾜している 

過去のデータを収集・分析する必要がある。現時点でも、SIB のリターン予
測は⾏われているが、リスクの⼤きさとリターンとの関係を明らかにすることは困
難である。データの収集と分析に取り組む必要がある。 

サービス委託機関（コミッショナー）の理解不⾜︓ 
サービス委託機関の SIB に対する理解が乏しい
場合がある 

地⽅公共団体等、サービスを委託する機関（コミッショナー）の SIB に対す
る理解の向上が必要であり、そのためには研修実施やハンズオンの⽀援が有
効である。 

評価の精緻化︓ 
SIB ではインパクトの評価を精緻に⾏う必要がある 

SIB では、成果の達成が投資家への⽀払いに直接関係するため、精緻な
評価が必要である。学術機関などと連携した評価⼿法の開発、またデータや
経験の共有を促進する必要がある。 

 

  

                                          
63 例えば「The Bridges Social Impact Bond Fund」がある。政府による成果連動型契約を対象とし、約 30 の成果連動型契約を⽀援す
るファンド。 

64 英国では、GO Lab が地⽅公共団体等の担当者の能⼒開発を担っている。 
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4.3 ⽶国調査 

4.3.1 社会的ファイナンスの多様化や規模拡⼤全般 

⽶国調査を通して、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) ⺠間による資⾦提供と社会的ファイナ

ンスに関するネットワーク組織等の設⽴ 
⽶国では休眠⼝座資⾦の社会的ファイナンスへの活⽤制度はなく、⺠間
財団や銀⾏などの⺠間組織が社会的ファイナンスの資⾦提供者となって
いる。また、⽶国では、社会的ファイナンスを取りまとめる政府機関はない
が、⺠間組織が社会的ファイナンスに関するネットワーク組織等を設⽴し
ている。例えば、Rockefeller Foundation は、Global Impact 
Investing Network（以下、GIIN）など社会的ファイナンスの設⽴等
を⽀援している。 
 

(2) 税制優遇制度の導⼊ ⽶国では、⺠間資⾦の呼び込みを促進するため、寄付者助⾔基⾦や新
市場税額控除など投資家が社会的課題の解決に資する事業に投資す
ることで税制優遇を受けられる様々な税制優遇制度が導⼊されている。 

(3) インパクト・ウォッシングの問題 実際には社会的または環境的インパクトを⽣み出さないにもかかわらず、イ
ンパクト重視の投資であるとして資⾦を呼び込むことや、投資家が、実際に
はインパクトを与える投資を⾏っていないという問題（インパクト・ウォッシン
グ）が⼀部で議論となっている。 

以下に、具体的内容を述べる。 

(1) 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等の設⽴と資⾦提供 

⽶国では、休眠⼝座資⾦を社会的ファイナンス活⽤する制度は今回の調査では確認できていない。社会的
ファイナンスの資⾦は⺠間財団や⾦融機関などの⺠間資本が中⼼となっている。また、⽶国連邦政府内では各
省庁が独⾃に社会的ファイナンスに対する⽀援を⾏っているが、それらを取りまとめる省庁は存在していない。そ
のため、社会的ファイナンスの市場発展においても、⺠間組織が重要な役割を担っていると考えられる。例えば、
Rockefeller Foundation は、GIIN など社会的ファイナンスに関するネットワーク組織の設⽴を⽀援してい
る。 

(2) 税制優遇制度の導⼊ 

⽶国では、社会的ファイナンスへの⺠間資⾦の呼び込みを促進するため様々な税制優遇措置が取られてい
る。寄付者助⾔基⾦では、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）権利を持つことができる。新市場税額控除プログラムでは、低所得地域への⺠間投資
を呼び込むため、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、投資家
は税額控除を受けられることとなる。 
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(3) インパクト・ウォッシングの問題 

実際には社会的または環境的インパクトを⽣み出さないにもかかわらず、インパクト重視の投資（impact 
investing）であるとして資⾦を呼び込むことや投資家が、実際にはインパクトを与える投資を⾏っていない場
合を指す（インパクト・ウォッシング）が⼀部で議論となっている。GIIN はインパクト・ウォッシングに対して、イン
パクト重視の投資家の特性(他の投資家とはどのように異なるか)を以下のとおり公表しており、これによりインパ
クト・ウォッシングの影響を減らすことができると考えている。なお、現段階では政府による規制などの動きは確認
されていない。 

 インパクト重視の投資家の特性 

① 社会・環境のポジティブなインパクトに貢献することを意図する。投資プロセスの各段階において、インパクト
と財務⽬標の両⽅をさらに⾼める意思決定を⾏う。 

② インパクトについての情報に基づいた意思決定を⾏う。プラスのインパクトに貢献する能⼒を向上させるため
に、⼊⼿可能な最良のデータと情報を利⽤する。 

③ インパクトを管理する。社会・環境の⽬的達成に向けた投資を管理する。 

④ インパクト重視の投資の有効性に貢献する。社会・環境インパクトに貢献するため、インパクト重視の投資
の有効性を促進する。 
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4.3.2 助成⾦ 

⽶国の調査を通して、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 ⺠間⾦融機関の負担する投資リスクを低減するために、プロジェクトの初

期段階の実現可能性調査やパイロット事業の実施において政府や⺠間
財団による助成⾦が活⽤されている。 

以下に、具体的内容を述べる。 

(1) 助成⾦の活⽤ 

インパクト重視の投資は、短期的利益を追求する⺠間⾦融機関にとってリスクが⾼いと考えられている。⺠間
⾦融機関の負担する投資リスクを低減するために、プロジェクトの初期段階の実現可能性調査やパイロット事
業の実施において政府や⺠間財団による助成⾦が活⽤されている。 

 

4.3.3 インパクト重視の投資 

⽶国調査を通して、インパクト重視の投資に関する取組として、主に以下の気づきが得られた。 

項⽬ 概要 
(1) ⾦融機関等に対するインセンティブ

付与・義務づけ 
⽶国では、インパクト重視の投資に⺠間資⾦を呼び込むための政策とし
て、主に以下 4 つの政策・制度が有効であるとの意⾒があった。 
 地域再投資法︓預⾦取扱機関による低・中所得地域への信⽤ニ

ーズの対応実績を評価し、評価結果は買収・統合・⽀店開設など
の申請の判断に影響を与える。 

 コミュニティ開発⾦融機関︓低・中所得地域への⾦融サービスの提
供に特化した⾦融機関であり、政府から認証を受けることで⽀援を
受けることができる。また、税制優遇制度の対象とある投資先でもあ
る。 

 プログラム関連投資︓⺠間財団による公益⽬的の達成を⽬的とし
た投融資であり⺠間財団が税制優遇を受けるための拠出として認め
られる。 

 ミッション関連投資︓⺠間財団による社会的価値と経済的価値を
⽣み出すことを⽬的としている投資。 

(2) 年⾦基⾦の活⽤ 年⾦基⾦はインパクト重視の投資を含めた運⽤をすべきであるという考え
⽅がある。また、インパクト重視の投資の賛同者にはミレニアル世代や⼥性
が多いという意⾒があった。 

(3) ブレンデッド・ファイナンスの活⽤ 投資家はインパクト重視の投資への関⼼は⾼いものの、リスクが⾼いと考え
ている。また、インパクト重視の投資プロジェクトには複数の投資家による資
⾦があり、投資家によりリスク選好は異なっている。リスク許容度の低い
⺠間投資家を引きつけるために異なる投資リターンを要求する投資家から
資⾦を集めて投資するブレンデッド・ファイナンスは有効な⼿段である。 
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(4) 地域に特化したアプローチの導⼊ ⽶国のインタビュー対象組織の 1 つは地域の課題の本質的な解決のた
め、”Placed-Based Investment”と呼ばれる地域に特化した投資
⼿法を活⽤している。地域を特化することで、地域の課題解決に関⼼の
ある投資家を呼び込むことが可能となる。 

(5) データ・事例の分析と情報発信 ⽶国では、インパクト重視の投資は財務リターンと両⽴しないとみなされ
やすい。GIIN はインパクト重視の投資が従来の投資と同じ財務リターンを
あげていることを⽰す調査に取り組んでいる。 

以下に、具体的内容を述べる。 

(1) ⾦融機関等に対するインセンティブ付与・義務づけ 

⽶国ではインパクト重視の投資に⺠間資⾦を呼び込むための政策として、次の 4 つの政策・制度が有効で
あるとの意⾒があった。 

① 地域再投資法 

地域再投資法は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。
⾦融機関は低中所得の地域または個⼈を含む全地域社会の信⽤ニーズへの対応実績により評価され、その
評価結果が買収・統合・⽀店開設などの申請の判断において影響を受けることになる。これにより、⾦融機関
が評価を上げるためにインパクト重視の投資を積極的に推進する後押しとなっている。 

② 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、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であり、⽶国財務省から認証を受けている。対
象は銀⾏、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である。これらコミュニティ開
発⾦融機関に対して、⽶国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⽶国財務省の
管轄で運営されるコミュニティ開発⾦融機関ファンドが創設され、補助⾦の⽀給や税額控除などの⽀援を⾏っ
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。 

③ プログラム関連投資 

⺠間財団が⽶国内国歳⼊庁から税制優遇を受けるためには、基本財産の 5％相当額について公益⽬的
の達成を⽬的とした資⾦拠出が求められており、寄付だけでなく公益⽬的の達成を⽬的とした投融資の形であ
るプログラム関連投資の⽀出も認められている。制度ができた当初は、税制優遇の対象となるプログラム関連
投資の定義が曖昧であったことから、⺠間財団がプログラム関連投資を活⽤することのリスクが懸念されていた
が、新たにガイドラインが⽶国内国歳⼊庁により発表され、インパクト重視の投資が促進されることとなった。 
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④ ミッション関連投資 

税制優遇の対象とはならないが、社会的価値と経済的価値を⽣み出すことを⽬的としている投資を指す。
財団は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す必要はあるが、投機的投資は
禁⽌されている。⺠間財団がミッション関連投資を活⽤することが財団に求められている投資基準を満たしてい
ることを確認するためのガイダンスが⽶国内国歳⼊庁により発表され、これによりプログラム関連投資と同様にイ
ンパクト重視の投資への利⽤が促進されることとなった。 

(2) 年⾦基⾦の活⽤ 

年⾦基⾦がインパクト重視の投資を含めた運⽤をすべきかどうかについては、多くの議論がなされている。例え
ば、年⾦基⾦のミッションとして、短期的な財務リターンを求めて企業に投資するのではなく、100 年後に負の
結果をもたらすような企業に投資することを避けるべきであるという考え⽅があり、年⾦基⾦はインパクト重視の
投資を含めた運⽤をすべきであるという考え⽅がある。また、インパクト重視の投資の賛同者にはミレニアル世代
や⼥性が多いという意⾒があった。今後ミレニアル世代をはじめとする世論の変化に伴い、運⽤に変化が⽣じる
ことも考えられる。 

(3) ブレンデッド・ファイナンスの活⽤ 

⽶国の投資家はインパクト重視の投資への関⼼は⾼いものの、リスクが⾼いと考えている。また、インパクト重
視の投資プロジェクトには複数の投資家による資⾦があり、投資家によりリスク選好は異なっている。リスク許容
度の低い⺠間投資家を引きつけるためにブレンデッド・ファイナンスは有効な⼿段である。 

ブレンデッド・ファイナンスとは、異なる投資リターンを要求する投資家から資⾦を集めて投資することによって、
リスク許容度の低い投資家も巻き込む⼿法を指す65。図 34 に記載のとおり、ブレンデッド・ファイナンスには様々
な⽅法がある。「助成」は投資を呼び込むためのコストや活動に対する⽀援、例えば実現可能性調査への⽀援
や技術⽀援などに対して助成することで、投資リスクを低減することが可能となる。「劣後株式」は最も⾼いリスク
を負うことで、投資リスクを軽減することが可能となる。「柔軟な債券」は、他の株式や債券の条件に応じて、リス
クとリターンの特性を柔軟に変化させることで、投資を呼び込むことが可能となる。「市場価格の株式・債券」は
他の投資家と同じ条件で投資をすることで、他の投資家に対して、投資の実⾏可能性が⾼いことを⽰し、安⼼
感を⾼めることで投資を呼び込むことが可能となる。「保証」は、投資家をキャピタル・ロスからの保護や信⽤補
完の提供により投資のリスクを低減することが可能となる。 

                                          
65 https://thegiin.org/blended-finance-working-group  
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出典︓OECD/世界経済フォーラムの情報を基に PwC あらた有限責任監査法⼈作成66 

 

(4) 地域に特化したアプローチの導⼊ 

インタビュー対象組織である⽶国ボストンの Boston Impact Initiative では、地域に特化したアプローチ
である”Placed-Based Investment”を採⽤している。地域の課題は 1 つの課題が独⽴して存在しておら
ず、様々な要因が相互に関連しあい様々な課題が存在している。そのため、1 つの課題の解決に特化するだけ
では本質的な課題の解決には結びつかない。”Placed-Based Investment”は、特定の課題の解決に特
化するのではなく、特定の地域に特化して関連する様々な課題に対して同時に⽀援し地域の課題を本質的に
解決することを⽬指している。例えばある地域のホームレスの問題は、住宅の供給だけでは解決できず、教育の
実施や雇⽤の確保、健康の改善など他の課題と共に⽀援が必要となる。特定の地域に特化することで、複数
の課題へ同時にアプローチすることが可能となる。また、地域に特化することで、地域のステークホルダーを巻き込
み、特に地域の課題の解決に関⼼を持つ投資家からの投資を引き付けることができる。 

                                          
66 OECD/WEF,  Blended Finance Vol. 1:A Primer for Development Finance and Philanthropic Funders, 
https://static1.squarespace.com/static/549ae273e4b0d1a214a4482b/t/5b1e64f5575d1f68caec5367/1528718587
784/WEF_Blended_Finance_A_Primer_Development_Finance_Philanthropic_Funders_report_2015.pdf   

図 34 ブレンデッド・ファイナンスの分類 
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出典︓インタビューを基に PwC あらた有限責任監査法⼈作成 

 

 

 

  

図 35 地域に特化したアプローチのイメージ 
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(5) データ・事例の分析と情報発信 

多くの投資家はインパクト重視の投資に対して誤解している点がある可能性がある。GIIN ではインパクト重
視の投資が従来の投資と同じパフォーマンスをあげていることを⽰す調査や財務リターンとインパクトの整合性を
⽰す複数の例を提⽰できるよう調査を進めており、様々な情報を発信している。 

 

出典︓GIIN のウェブサイトを基に PwC あらた有限責任監査法⼈作成67 

 

                                          
67 GIIN, https://thegiin.org/research  

表 7 GIIN が発⾏した報告書（抜粋） 
 

報告書名、発⾏年⽉、概要 
 

「持続可能な開発⽬標（SDGs）に対する資⾦⽀援︓インパクト重視の投資の⾏動」（2018 年 9 ⽉ 6 ⽇発⾏） 
国連の持続可能な開発⽬標（SDGs）を達成する上でのインパクト重視の投資の役割に関する⼀連のケーススタディがまと
められている。これらのケーススタディでは、インパクト重視の投資家が SDGs のテーマに対してどのように既存のポートフォリオを
マッピングしているかを分析している。多くのインパクト重視の投資家は⾃⾝のポートフォリオを世界の⽬標に合わせており、それ
らをインパクト重視の投資活動の有効性を測定するためのフレームワークとして利⽤していることが確認された。 

 
「東南アジアにおけるインパクト重視の投資の概観」（2018 年 8 ⽉ 2 ⽇発⾏） 
東南アジア地域に対して⺠間のインパクト重視の投資家が 9 億 400 万ドル、2007 年から開発⾦融機関（DFI）が約
112 億ドルをこの地域に展開しており、そのうちの 514 件の案件の集計を分析。報告書では、ブルネイ、カンボジア、東チモー
ル、インドネシアなどの 11 カ国における投資活動とその動向に関する詳細な情報を提供している。またインパクト重視の投資
家のための挑戦と機会を説明し、地域におけるジェンダーに関連する投資活動についての詳細を提供し、各国の投資決定に
情報を与える政治的および経済的要因を分析している。 

 
「インパクト重視の投資家年次調査（2018）」（2018 年 6 ⽉ 6 ⽇発⾏） 
ファンドマネージャー、銀⾏、財団、開発⾦融機関、年⾦基⾦、保険会社、およびファミリーオフィス（⼤富裕家族が、その家
族のためだけに雇う資産マネージャーや弁護⼠、税理⼠などで構成するチーム）を含む、229 の世界をリードするインパクト投
資機関からの調査結果をまとめている。 回答者は合計で 2,280 億⽶ドルを超えるインパクト重視の投資資産を管理してい
る。市場活動と動向の詳細な分析がされており、分野別および地域別の資本配分、市場の発展と業界の課題、インパクトの
測定と管理、財務の満⾜度などのトピックが取り上げられている。 

 
「プライベート・デットを通じたインパクト重視の投資の財務パフォーマンス」（2018 年 4 ⽉ 17 ⽇発⾏） 
プライベート・デットによるインパクト投資ファンドの財務実績に関する包括的な分析を提⽰している。報告書では、50 のプライ
ベート・デットインパクトファンド（PDIF）と 100 以上のコミュニティ開発ローンファンド（CDLF）の総パフォーマンスを分析して
いる。インパクトを求めるプライベート・デットファンドは、様々なプライベート・デットのリスク・リターン戦略、セクター、インパクト・テ
ーマ、および地域にわたって安定したリターンを提供している。  

 
「インパクト重視の投資の将来へのロードマップ︓⾦融市場の再構築」（2018 年 3 ⽉ 20 ⽇発⾏） 
インパクト投資の将来に向けたロードマップでは 6 つのカテゴリーで具体的な⾏動、これらの⾏動に取り組むべきステークホルダ
ー、およびタイムフレームがが記載されている。①明確な原則と基準を確⽴することによってインパクト投資のアイデンティティを強
化する、②アセットオーナーのリーダーシップと最新の⾦融理論によって、投資⾏動と社会における⾦融の責任に対する期待を
左右するパラダイムを変⾰する、③投資家の分析、配分、および取引決定活動にインパクトの組み込みをサポートするツール
やサービス開発する、④個⼈投資家から機関投資家まで、投資家のニーズに合った商品を開発する、⑤対象を絞った専⾨教
育を通じて、教育を受けた投資専⾨家の供給と投資準備が整った企業のパイプラインを増やす、⑥障壁を取り除き、インパク
ト投資を奨励する政策と規制を導⼊する 
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4.3.4 成果連動型⺠間委託契約 

⽶国調査を通して、成果連動型⺠間委託契約に関する取組として、主に以下の気づきが得られた。 

項⽬ 概要 
(1) 成果連動型⺠間委託契約について

の検討の⽅向性 
⽶国の⼤⼿⾦融機関にとって、ソーシャル･インパクト･ボンドへの投資は取
引コストが⾼く、リスクが⾼いと認識されている。そのため、⺠間投資を呼び
込むためには、更なる規模の拡⼤、効率化による取引コストの削減、ブ
レンデッド・ファイナンスによるリスク低減が求められる。⼿続き等の効率
化に向けては、アウトカム・レート・カードの活⽤が有効であるが、⽶国では
多く活⽤されていない。⼀⽅で、⺠間資⾦に頼らず政府が主体となった
成果連動型⺠間委託契約も検討されている。 

(2) 成果連動型⺠間委託契約に対する
連邦政府の取組 

成果連動型⺠間委託契約はプログラムを実施する際に費⽤を負担する
組織や部⾨とプログラムの実施による財政上の恩恵を受ける組織や部⾨
が⼀致しない場合があるという問題がある。⽶国では社会的インパクト・パ
ートナーシップ法が制定されたことで、連邦政府による資⾦⽀援が⾏われ
るため、このような問題が緩和されることが期待されている 

(3) 成果連動型⺠間委託契約実施のため
の省庁間の調整 

社会的課題によっては 1 つの政府機関のみで解決できず、複数の政府
機関が関連している場合がある。⽶国の社会的インパクト・パートナーシッ
プ法では、財務省を事務局として 10 の省庁から構成される連邦省庁間
協議会を設⽴し、省庁間で調整を⾏う体制が整えられている。 

以下に、具体的内容を述べる。 

(1) 成果連動型⺠間委託契約についての検討の⽅向性 

⽶国の⼤⼿⾦融機関にとって、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･ボンドへの投
資は取引コストが⾼く、リスクが⾼いと認識されている。そのため、⺠間投資を呼び込むためには、更なる規模の
拡⼤、組成を含む⼿続きの効率化による取引コストの削減、ブレンデッド・ファイナンスによるリスク低減が求めら
れる。 

⼿続き等の効率化に向けては、アウトカム・レート・カード（詳細は 4.2.4 を参照）の活⽤が有効である。
英国では政府主導でアウトカム・レート・カードが活⽤されているが、⽶国では政府を含め特段の推進主体がお
らず⼗分に活⽤されていない状況にある。 

⼀⽅で、⺠間資⾦に頼らず政府が主体となった成果連動型⺠間委託契約も検討されている。 

(2) 成果連動型⺠間委託契約に対する連邦政府の取組 

⽶国の社会的インパクト・パートナーシップ法は特定の社会サービスの効果を向上させることを⽬的として、州
政府及び地⽅公共団体の「社会的インパクト･パートナーシップ」に対して、連邦政府が 1 億⽶ドル（約 112
億円）の予算を割り当てている。上述の成果連動型⺠間委託契約の課題への対応を含め、次の特徴があ
る。 
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1 つ⽬の特徴としては、プログラムを実施する際に費⽤を負担する組織や部⾨とプログラムの実施による財政
上の恩恵（⾏政コスト削減や税収増加など）を受ける組織や部⾨が⼀致しない場合があるという問題への対
応が挙げられる。例えば、ある地⽅公共団体が費⽤を負担するプログラムの実施により中央政府の⾏政コスト
削減や税収増加も実現する場合、地⽅公共団体が⽀払う費⽤はその地⽅公共団体の⾏政コスト削減や税
収増加分を超える場合がある。社会的インパクト・パートナーシップ法が制定されたことで、連邦政府による資
⾦⽀援が⾏われるため、このような問題が緩和されることが期待されている。 

2 つ⽬の特徴としては、社会的インパクト・パートナーシップ法では、実際のプロジェクトにかかる経費だけでは
なく、プロジェクトの評価にかかる経費及び実現可能性調査が⽀援の対象となっていることが挙げられる。特に
実現可能性調査については、社会的インパクト・パートナーシップ法以外の枠組で組成する案件の調査につい
ても申請は可能となっている。 

3 つ⽬の特徴としては、厳格な評価がある。第三者の評価者が評価を実施することが求められており、プロジ
ェクトにおいて予め決められたアウトカムが達成され、第三者の評価者によって検証された場合にのみ資⾦が⽀
払われる。 

4 つ⽬の特徴としては、社会的インパクト・パートナーシップ法が今後 10 年間の予算を確保している点があ
る。課題によってはプロジェクト終了後に短期間でアウトカムが評価できない場合もあるが、社会的インパクト・パ
ートナーシップ法は 10 年間の予算を確保していることから、プロジェクト終了後に社会的インパクトが発⽣する
まで⻑期間かかる場合も⽀援の対象となり得る。 

(3) 成果連動型⺠間委託契約実施のための省庁間の調整  

社会的課題によっては 1 つの政府機関のみでは解決できず、複数の政府機関に関連している場合もある。
⽶国の社会的インパクト・パートナーシップ法では、財務省が全体を管理しているが、連邦政府内の関係機関
で連邦省庁間協議会を設⽴し、プロジェクトの評価、実施監理、将来の⽅向性などを検討する役割を担って
おり、省庁間で調整を⾏う体制が整えられている。 

 

 

 


