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5 社会的ファイナンスの推進に向けて 
調査結果を踏まえ得られた社会的ファイナンスを推進する要素について表 6 の政策枠組みを参考に図 36

のとおり整理した。詳細は以下表のとおりとなっている。 

 

図 36︓調査結果を踏まえ得られた社会的ファイナンスを推進する要素（概要） 

 
出典︓  PwC あらた有限責任監査法⼈作成 

 

1.取りまとめ機関とセクター間の連携

2. 基盤となる仕組み

3. 官⺠を通じた財源の確保と提供

4. 情報の提供と共有

社会的ファイナンス
多様化・規模増⼤

1.1 社会的ファイナンスを取りまとめる機関の設置

1.2 セクター間の連携強化のためのプラットフォーム構築

2.1 ⾦融機関等に対するインセンティブ付与・義務づけ

2.2 税制優遇制度の導⼊

3.5 休眠資産の活⽤

2.3 公共調達における社会的インパクトの考慮

2.4 インパクト・ウォッシングへの対応

3.2 ブレンデッド・ファイナンスの活⽤

3.3 社会的ファイナンスに関するネットワーク機関等
の設⽴⽀援

4.1 データ・事例の分析と情報発信

3.6 年⾦基⾦の活⽤

4.2 投資家との対話ネットワーク構築

4.3 表彰制度の導⼊

3.1 助成⾦の活⽤

3.4 地域に特化したアプローチの導⼊

項⽬ 取組 内容 
参照ページ 

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 

英国では社会的ファイナンスの取りまとめを DCMS 省が担っ
ている⼀⽅、⽶国では社会的ファイナンスを取りまとめる政
府組織は存在しないものの、いくつかの巨⼤⺠間財団が中
⼼となり、ネットワーク組織の設⽴や社会的インパクト評価
の指標策定など社会的ファイナンスを推進している。 
社会的課題は 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があり、複数の政府機関の
連携を促進する必要がある。 

7- 8, 15- 16, 
18-19,27 
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1.2 セクター間の 

連携強化のため
のプラットフォー
ム構築 

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り、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、社会におけるイノベーションを⽣み出すことを⽬指
すパートナーシップの創設などに取り組んでいる。 

16,37, 39 

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 

⽶国では、⺠間財団、銀⾏、コミュニティ⾦融機関が重要
な役割を担っており、政府はこれらのプレーヤーに対して、地
域再投資法、コミュニティ開発⾦融機関ファンド、プログラム
関連投資などを通じた補助⾦や税制優遇により、社会的フ
ァイナンスへの資⾦の呼び込みを促進している。 

18-24,33, 
60-62 

2.2 税制優遇 
制度の導⼊ 

英国では、社会的投資減税 (SITR)があり、⽶国では寄
付者助⾔基⾦（DAF）や新市場税額控除（NMTC）
など、社会的ファイナンスに特化した様々な税制優遇制度
が構築されている。 

9, 28-29, 37, 
40, 58, 60-
62 

 
2.3 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により、公共事業でサービスを調達
する際に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の市場発展に貢献している。 

37, 42-44 

2.4 インパクト・ 
ウォッシングへ
の対応 

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。将来的にはルールの整備が必要になる可能
性もあり得る。 

58-59 

3.官⺠を通じた
財源の確保
と提供  

3.1 助成⾦の活⽤ 社会的ファイナンスの発展において、インパクト重視の投資
のみならず、助成⾦を活⽤することが重要である。企業の成
⻑段階やビジネスモデルによって、投資と助成⾦を併せて活
⽤することを検討することも考えられる。また、⺠間投資家が
負担する投資リスクを低減するため、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助成
⾦を活⽤することも有効である。 

15, 45-46, 
60 

3.2 ブレンデッド・ 
ファイナンスの
活⽤ 

投資家によって許容できるリスクは異なる。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
イナンスを活⽤することで、⺠間投資家の負担するリスクを
低減し、⺠間資⾦の呼び込みを促進することができる。 

60, 62-63  
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3.3 社会的ファイ
ナンスに関す
るネットワー
ク機関等の
設⽴⽀援 

社会的ファイナンスの市場発展のためには、それを推進する
プレーヤー（ホールセラー、ネットワーク機関、能⼒強化のた
めのプラットフォーム、調査研究機関、中間⽀援組織）の
設⽴が重要である。英国では政府が、⽶国では⺠間財団
が中⼼となって、社会的ファイナンス推進機関等の設⽴を⽀
援している。 

15-16, 37, 
38, 51, 58 

3.4 地域に特化
したアプロー
チの導⼊ 

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。地
域に特化したアプローチを取ることで、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
を解決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。 

61, 63-64 

3.5 休眠資産の活⽤ 英国では 2008 年休眠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
座スキームの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。 

37, 44 

3.6 年⾦基⾦の活⽤ 年⾦基⾦はインパクト重視の投資へ関⼼を⽰しており親和
性が⾼く、将来的には⻑期的な投資を⾏う重要なプレーヤ
ーとなる可能性がある。ただし、受託者責任があり、サステナ
ブル投資の枠を超えて、社会的課題解決への直接投資に
呼び込むには容易ではなく、受託者責任の明確化が必要
である。 

37, 47,51-
52, 62 

4. 情報の提供
と共有 

4.1 データ・事例の
分析と情報発信 

英国及び⽶国では、社会的ファイナンスに対する関⼼を⾼
め、理解を深めるため、政府や研究機関が社会的ファイナン
スに関するデータや事例などの情報を収集・分析し、これらを
投資家などに発信している。 

47-49,61,65 

4.2 投資家との対
話ネットワーク
の構築 

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。そのため、投資家の関
⼼に合わせたきめ細やかな対応、対話が必要である。英国
では、様々な投資家の関⼼を理解するため、投資家との対
話のためのネットワークを構築している。 

16, 47, 50 

4.3 表彰制度の 
導⼊ 

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、表彰制度を実施していた。こうした制度は、
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。 

37, 41 
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5. その他 5.1 ソーシャル・イ
ンパクト・ボン
ド（SIB）の
課題と解決策 

英国及び⽶国では、⺠間⾦融機関にとって SIB は取引コ
ストが⾼く、リスクが⾼いと認識されており、SIB に⺠間資⾦
を呼び込むためには規模の拡⼤や効率化による取引コスト
の削減などが必要となると考えられている。 

53, 56-57, 
66-67 

5.2 成果連動型
⺠間委託契約
の事例分析・
共有 

英国及び⽶国では、SIB を含む成果連動型⺠間委託契
約の課題を解決し、拡⼤するために、政府や調査研究機
関が成功事例・失敗事例を含め情報を収集・分析してい
る。 

53-56 

5.3 成果連動型
⺠間委託契約
に対する 
中央政府から
の⽀援 

地⽅公共団体成果連動型⺠間委託契約を実施する際に
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。⽶国では地⽅
公共団体による成果連動型⺠間委託契約の実施に対し
て中央政府が地⽅公共団体の成果連動型⺠間委託契
約実施のための実現可能性調査や成果連動型⺠間委託
契約の実施にかかる資⾦を⽀援している。 

24-27, 66-67 


