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6 別添資料（インタビュー対象機関の取組） 
 

6.1 英国・欧州 
  ＜政府機関＞ 
6.1.1 英国デジタル・⽂化・メディア・スポーツ省 （DCMS 省） 

組織 ⽂化・芸術・スポーツ及びイギリス国内の放送やインターネットなどメディアに関する⾏政を担う。また、観
光⾏政やレジャー産業、クリエイティブ産業（⼀部はビジネス・イノベーション・職業技能省の所管）の振興
も所管し、諸外国への英国の PR 活動の補助を担う。 

経緯 1992 年 4 ⽉にジョン・メージャー政権発⾜と同時に創設された国家遺産省（Department of 
National Heritage︓以下、DNH）が前⾝。1997 年 7 ⽉にトニー・ブレア政権の下で⽂化・メディア・
スポーツ省 (Department for Culture, Media and Sport) に改称された。その後、テリーザ・メイ政権
の下、2017 年 7 ⽉にデジタル・⽂化・メディア・スポーツ省 (DCMS 省) に改称された。 

活動・役割 

社会的 
ファイナンス推進 

2016 年 7 ⽉に内閣府から DCMS 省に市⺠社会局が移管され、同年、市⺠社会局内に政府インク
ルーシブ経済部（The Government Inclusive Economy Unit）が設⽴された。政府インクルーシブ
経済部は以下図のとおり、5 つの領域に取り組んでおり、いずれも社会的ファイナンスの促進に関係する。 

 
出典︓公開情報に基づき PwC あらた有限責任監査法⼈追記68 

政府インクルーシブ経済部は、休眠⼝座スキームの活⽤と拡⼤に取り組むとともに、⺠間セクターと連携
して、責任あるビジネスの推進や社会的な⽬的を持つ事業への⺠間資⾦の呼び込みを図る。また公共サー
ビスの提供に関しては、多様性とイノベーションをもたらすために、公共サービス相互扶助組織（Public 
service mutuals）の増加や、ソーシャル・インパクト・ボンドの促進に取り組んでいる。 

なお、政府インクルーシブ経済部は、Elizabeth Corley ⽒が主導した社会的投資に関する諮問委員
会「Advisory Group on Growing a Culture of Social Impact Investing in the UK」が 2017
年に提出した提⾔69をフォローする役割も担っている。 

休眠⼝座 
活⽤ 

2008 年の休眠⼝座法の成⽴時は、休眠⼝座資⾦活⽤スキームは内閣府の所管であったが、市⺠社
会局の移管後、英国 DCMS 省の政府インクルーシブ経済部の管轄となっている。 

                                          
68 https://www.bigsocietycapital.com/sites/default/files/WNSI4-NCRSI-Fund.pdf 
69 Growing a Culture of Social Impact Investing in the UK, https://www.gov.uk/government/publications/growing-
a-culture-of-social-impact-investing-in-the-uk 

図 37︓政府インクルーシブ経済部の概要 

 

責任あるビジネスの推進 

公共サービス相互扶助組織 
による公共サービスの在り⽅改善 

休眠⼝座の活⽤と拡⼤ アウトカムの改善に焦点をあてた 
公共サービスの向上 

社会的投資の推進 

1. 社会的インパクトをもたらす投資を増⼤させる 
2. 新しい公共サービス提供イニシアチブを⽀持する 
3. 責任あるビジネスを推進する 
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休眠⼝座スキームの対象となる資産は、現⾏制度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、政府は休眠⼝座スキームの対象拡⼤を検討している。これは、2017 年に休眠⼝
座委員会（独⽴した委員会）から提出された提⾔に基づくものであり、銀⾏及び住宅貯蓄貸付組合の
休眠⼝座に限らず、保険や年⾦の⼀部を休眠資産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おり、業界団体や⼤⼿⾦融機関との対話を進
めている。 

アウトカム・ファン
ドの⽀援 

DCMS 省が管轄するアウトカム・ファンドとして「Life Chances Fund」があり、National Lottery 
Community Fund にその運営を委託している。総額 8,000 万英ポンド（121 億 3,200 万円）のファ
ンドであり、3 ラウンドに渡って、社会で困難に直⾯している⼈々を⽀援することを⽬的としたソーシャル・イン
パクト・ボンドを⽀援する。運営にあたっては、GO Lab とも協⼒し、技術的な⽀援や評価業務で連携して
いる。 
 英国ではアウトカム・ファンドが増加しているが、DCMS 省は、この傾向が今後も続くと⾒ている。初めての
アウトカム・ファンドには 1 件しか応募がなかったが、最新のアウトカム・ファンドでは 200 件を超える応募があ
り、確実に認知度と関⼼が⾼まっている。⼀⽅で、中央政府がどれだけのコストを⽀払うのかという議論もあ
る。また、地⽅公共団体のサービス委託者や、他の政府機関への⽀援の必要性も指摘されている。  

社会的課題解
決に向けたセクタ
ー間の連携推進 

2018 年に英国政府が発表した「市⺠社会戦略（The Civil Society Strategy）」では、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いる。本戦略では、社会的
価値の基礎として、People（⼈々）, Places（場所）, Social Sector（社会セクター）, Private 
Sector（⺠間セクター）, Public Sector（公共セクター）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開催や、
Responsible Business Leadership Group(責任あるビジネスの推進に向けたリーダーグループ)の設
⽴、Inclusive Economy Partnership（社会の難しい問題を解決するための、ビジネス、市⺠社会組
織、政府機関の連携強化を⽀援）の設⽴など、セクター間の連携強化に向けた具体的な施策を含んでお
り、DCMS 省が主導して取組を開始している。 

社会的ファイナン
スの政策に関す
る英国内での議
論 

 DCMS 省へのインタビューによると、中⼩・中堅規模のチャリティ団体は、近年の助成⾦の削減に対して不
満を持っている。また、休眠⼝座法がイングランドでは社会的投資のみに活⽤されていることから、事業収益
を⽣み出すことが難しい団体は対象とならなかった。上述の「The Civil Society Strategy」において、助
成⾦のリバイバル（復活）として「Grants 2.0」（公共サービス分野において助成⾦提供の価値を⾒直
し、推進していく⽅針）が明記されているなど、助成⾦を再評価し、活⽤していく動きが出てきている。 

また、2016 年に設⽴された ACCESS は、チャリティ団体や社会的企業が社会的投資を受けることが出
来るようになるための能⼒開発を担っている。つまり、社会的投資を活⽤できる団体に対しては、引き続き
投資による資⾦調達を推進しつつ、助成⾦を必要とする団体にも対応していくという⽅針であると⾔える。 

社会的価値法 英国 DCMS 省市⺠社会局の戦略＆パートナーシップチームが、社会的価値法を所管している。社会
的価値法は、イングランド地域とウェールズ地域において、政府・地⽅公共団体・国営医療サービスなどの
公共調達の際、社会的インパクトを考慮することを義務付ける定めた法律であり、2012 年に施⾏された。
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
現し、促進されているほか、公共サービス提供者の多様化にもつながっている。2017 年に、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、社
会価値法の対象の拡⼤（現⾏法で対象とする公共サービスのみでなく、物の購⼊、役務、資産やインフラ
にも拡⼤すること）などが提⾔されている。現在社会的価値法の改定に向けた動きがあり、内閣府の⼤⾂
が 2018 年に発表した内容によると、社会的インパクト評価の明確化や、⾮営利セクターによる公共サービ
ス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。（詳細は 4.2.1（6）参照） 
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＜調査研究機関＞ 

6.1.2 Skoll Centre for Social Entrepreneurship, Saïd Business School 

組織 オックスフォード⼤学の Saïd Business School は 1996 年に設⽴されたビジネススクールである。Skoll 
Centre for Social Entrepreneurship は 2003 年に Skoll Foundation からの助成⾦により設⽴され
た。Skoll Foundation は 1999 年にシリコンバレーの企業家である Jeff Skoll ⽒によって設⽴された財団
で、社会起業家や世界で直⾯している問題を解決することに専念しているイノベーターに投資することによって
⼤規模な社会変⾰を推進することを使命としている。 

世界中の不公平または不⼗分なシステムや慣習を変⾰するため、社会起業家の影響⼒を最⼤化すること
を⽬的としている。これを実現するため、1. 世界基準の⼤学院教育の提供によるチェンジ・リーダーの育成、2. 
研究をとおした実践可能な洞察の提供、3. ビジネス、政府、フィランソロピーの分野における社会起業家と有
識者、キープレーヤーの連携を促進している。 

活動・役割︓ 本調査においては、社会的ファイナンスに関する調査研究機関の 1 つとして Skoll Centre for Social 
Entrepreneurship を訪問したため、以下、社会的ファイナンスに関する研究に関する内容に限定する（⼤学院教育プログ
ラム等については割愛する） 

インパクト・フ
ァイナンス・イ
ニシアチブ 

「インパクト・ファイナンス・イニシアチブ」という研究グループがあり、これを Alex Nicholls 教授が主導してい
る。インパクト・ファイナンスとは、“The creation of value beyond profit”（利益を超えて価値を産み出す
こと）であり、財務リターンだけでなく、社会もしくは環境へのポジティブなインパクトの、計測可能なリターンに着
⽬するもの、と定義されている。 

インパクト・ファイナンス・イニシアチブのもと、アフリカの The Bertha Centre for Social Innovation and 
Entrepreneurship と連携し、アフリカにおけるイノベーティブ・ファイナンスのケーススタディを開発しているほか、
英国の社会的ファイナンスに関する調査研究も実施している。 

また、外部の実務者向けの研修として、以下 3 つのプログラムを提供している。（いずれも 5 ⽇間のプログラ
ムで参加費 6,000 英ポンド（約 91 万円）） 
Oxford Impact Investing Programme  
最⼤限の社会的インパクトをもたらす投資のスキルを習得するための、投資の実務家向けプログラム。こ
の先進的なプログラムを通して、インパクト投資分野に対するより深く幅広い理解が得られ、よりターゲット
を絞った、適切な投資の意思決定ができるようになる。 
Oxford Impact Measurement Programme  
インパクトとは何かについて探求するとともに、実践的なインパクト測定のストラテジーと、アクションプランの
策定を学ぶプログラム。学術分野や、産業界の先駆者、経験者との議論を通して理解を深めることがで
きる。 
Oxford Social Finance Programme 
気候変動やジェンダー不平等など、世界で最も難しく複雑な課題に対し、社会的ファイナンスの様々なリ
ソース（助成⾦、寄付、投資）を活⽤した「ブレンデッド・キャピタル・アプローチ」を通して課題解決を考
えるプログラム。イノベーティブなファンドを構成することにより、規模の⼤きなインパクトや社会変⾰につい
ての⽰唆を得ることができる。 

 

英国の社会
的ファイナンス
に 関 す る 調
査研究 

Alex Nicholls 教授は、社会的起業、ソーシャル・イノベーション（社会的投資やインパクト投資を含む）に
おける研究の世界的な第⼀⼈者であり、多くの論⽂や書籍を発表している。2009 年に発表した社会的投資
に関する論⽂は、英国のマネジメント学会において Best Paper Award (Entrepreneurship) を受賞、ま
た社会的ファイナンスに関する書籍「Social Finance 」(Oxford University Press on Demand, 2016)
の監修も⾏っている。 

英国の社会的ファイナンスに関しては、「Big Society Capital: a case study of the world's first 
social investment wholesale bank | Alex Nicholls and Jess Daggers, 2016」（Saïd Business 
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School Case, 2016）70や「Social Impact Bonds: The Role of Private Capital in Outcome-
Based Commissioning」（Journal of Social Policy, Volume 47, Issue 1 , January 2018）71

を発表するなど、英国における社会的ファイナンスの政策・制度、マーケットにも精通する第⼀⼈者である。 
本調査では、英国の社会的ファイナンス市場について Alex Nicolls 教授にインタビューを⾏い、主にソーシャ

ル・インパクト・ボンド（SIB）、英国における社会的ファイナンスの発展における政府の役割、社会的ファイナン
スの市場発展の⾒通しについて以下の意⾒を伺った。 

英国における
SIB について 

これまで SIB は、社会的インパクトへの⾼い関⼼に起因して、英国で強⼒に推進されてきた。SIB への期待
は、利益を上げながら真の社会的インパクト⽣み出すことができる 1 つの⽅法になり得る。 

しかし、SIB への投資資⾦の呼び込みには課題があり、社会的インパクトへの関⼼が強い投資家に限られて
いる。⼀部⼤⼿投資銀⾏が SIB に参加しているが、CSR やレピュテーション（評判）⽬的の域内にとどまって
いるのが現実である。年⾦基⾦は⻑期的な投資を⾏う投資家として、SIB の潜在的な投資家となりえるという
考え⽅もある。また、SIB への投資による税控除の仕組みも、投資家のインセンティブとなりえる。 

Nicholls 教授によると、SIB に⺠間資⾦を呼び込むには、主に 3 つの課題があるが、解決⽅法として以下
が考えられる。 

課題 解決⽅法 
(1) 取引コスト︓ 

SIB は１件あたり取引コスト
が⾼い 

SIB の契約や運⽤の標準モデルを構築することで解決することがで
きると考えられる。 

(2) 規模︓ 
SIB は規模が⼩さすぎるた
め、⼤規模投資家は関⼼を
持たない 

ファンドを設⽴することである程度解決できる。例えば Bridges 
Fund Management は、世界で初めて SIB のファンドを設⽴
し、投資家から投資資⾦を引き出している。SIB が⼗分な規模に
達すれば、投資⾦額の規模も⼤きくなり、より投資家を惹きつける
ことが容易になる可能性がある。 

(3) 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。誰かがデータの収集と分析に取り組む
必要があるが、誰が実⾏し、誰がそれに対価を⽀払うかを決めるの
は難しい。 

 

SIB の⽬標
設 定 と 社 会
的インパクト
評価 

SIB においては測定可能な単⼀の⽬標設定を⾏う必要がある。SIB は、社会的課題の解決を複数の⽅法
で測定する必要があるような、複雑な問題には適していない。シンプルで重要な問題に関して、測定可能であ
ることが必須である。Payment by Results 契約（成果に応じた⽀払い契約）（以下、PBR）においては
複数の指標設定が可能であるが、SIB は単⼀指標の設定が必要であり、SIB に適さない分野もあることを認
識する必要がある。英国では、様々な分野での SIB の運⽤を通じて、経験を積み、基準を設定しようとしてい
る。しかしながら、多くの SIB は未だ試⾏段階であり、学習と改善を重ねている段階である。 

社会的インパクト評価に関しては、厳格さ、すなわちデータの質が問題である。社会的インパクト評価結果が
投資家からの投資継続の判断に影響する場合に、データを改ざんしようとする動機につながるため、厳格に測
定することが必要である。また、評価結果は検証可能なデータである必要がある。 

SIB の社会的インパクト評価は、投資家への財務リターン、つまりいくら⽀払うかに直接結びついているため、
他の社会的インパクト投資と⽐べて、より明確で検証可能な測定を実施する必要があると⾔える。 

社会的ファイ
ナンスの促進
における英国

Nicholls 教授によると、英国 DCMS 省は重要な役割を担っており、現在の取組を引き続き推進すべきで
ある。例えば政府の取組として GO Lab への⽀援が挙げられる。GO Lab は政府から⼀部資⾦提供を受けて
研究を実施しているが、政府としては、彼らの分析結果から学び、次のステップにつなげていくことが期待される。

                                          
70 http://eureka.sbs.ox.ac.uk/6277/1/BSC%20Case%20Study%20Final%20October%202016.pdf 
71 http://eureka.sbs.ox.ac.uk/6355/3/Social%2520Impact%2520Bonds_JSPManuscript_Revised.pdf 
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政府の役割 蓄積されたデータや、成功事例、失敗事例から学ぶことが可能である。 
また、社会的インパクト評価に関しても、政府が報告書のスタンダードや規則を策定すべきと⾔えるが、現在

のところ難しい。 

英国における
休眠⼝座の
活⽤と BSC
の設⽴ 

BSC 設⽴時に⺠間 4 ⼤銀⾏からの出資が実現したのは、政府による指⽰であった（⾃発的な投資ではな
い）。⼀番重要なのは資⾦の基盤を提供することであったので、その⽬的は政府の主導により達成された。英
国では現在、休眠⼝座スキームの拡⼤に向けて、年⾦等の活⽤の検討が⾏われている。今後、銀⾏の休眠
⼝座よりもはるかに多くの資⾦が利⽤可能になる可能性がある。 

BSC は、投資先からリターンを回収する必要があるが、投資家には還元する必要がないため、通常の投資
機関とは⼤きく異なる性質を持つ。このため、Nicholls 教授によると、⼀部の⼈々は、BSC が市場の歪みをも
たらしているとの意⾒を持っている。BSCは財務リターン⽬標を達成していないが、それはあまり重要ではなく、競
合他社が投資できない分野（例えばリスクの⾼い分野）で資⾦を投⼊することができる。BSC は当初、投資
のパイプラインを確保することに苦労してきたが、様々な試⾏錯誤から学び、市場を構築してきた。その 1 つが
ACCESS の設⽴であり、ACCESS は BSC のパイプラインの構築に貢献している。現在では投資件数も増加
し、BSC は市場構築の重要なプレーヤーとなっている。 

社会的ファイ
ナンス市場の
発展にむけた
研究機関の
役割 

Nicholls 教授によると、研究機関の主な役割はデータ収集である。財務インパクト及び社会インパクトに関
する質の⾼いデータセットが必要とされており、確固とした透明性の⾼いデータは、⾏動と投資を促す。また、世
界的なオープンデータセットの作成も必要とされており、これは国連などグローバルな組織が取り組むべきである。 

英国政府は、税制度の整備、直接的な資⾦提供、PBR の促進、規制など、社会的ファイナンス市場の構
築を⽀援するために、多くの対応を主導しているが、データセットや成功事例の構築についても、政府がより⽀
援を提供できる可能性がある。政府が研究開発を⽀援し、イノベーション等を促進することが可能である。英国
では政権交代を通じて⼀貫して社会的ファイナンスが推進されたことで、市場が安定し、投資家等の関係者に
も安⼼感を与え、これによりリスクを低下させていると⾔える。政権交代等に左右されず、⼀貫して政策を貫くこ
とが重要である。 

社会的ファイ
ナンスの市場
発 展 と 社 会
起 業 家 に つ
いて 

社会的投資の発展によって、社会起業家にとっては資⾦調達の選択肢が増加したと⾔えるが、Nicholls 教
授によると、彼らの多くは⾮営利団体の出⾝であるため、基本的に投資による資⾦調達を好まない。彼らは事
業で利益を得ることや、投資家に還元することに積極的ではない。英国では、根強い問題であり、例えば「貧し
い⼈々から儲ける」といった批判につながりがちである。また、⺠間部⾨ではなく、政府が社会問題に取り組むこ
とを期待している。多くの社会的起業
家は、なぜ投資資⾦を得ることが効率
的なのかを理解していない。英国では
UnLtd という組織が、社会起業家に
対してファイナンスに関する教育やリテラ
シーの強化に貢献している。優れたア
イデアを持った起業家と投資家との間
で連携を強化する必要がある。          画像出典︓UnLtd ウェブサイトより72        

  

                                          
72 https://www.unltd.org.uk/  
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6.1.3 Government Outcomes Lab, Blavatnik School of Government

（GO Lab） 

組織 オックスフォード⼤学の Blavatnik School of Government は、2010 年に設⽴された公共政策⼤
学院である。GO Lab は同⼤学院内に拠点を置く学術研究・実践拠点であり、2016 年にオックスフォード
⼤学と英国政府の共同出資により設⽴された。GO Lab のミッションは、研究、政策提⾔、セクター横断的
な協⼒を通じて、公共サービスの提供を改善することである。アウトカム・ベース・モデルに着⽬し、学術研究
を通じて、成功事例・失敗事例を分析し、客観的なデータやエビデンスを提供することを⽬指している。ま
た、研究成果を基盤として、現場のサービス委託者に対して実践的なアドバイスも提供している。 

活動・役割︓ GO Lab は、調査研究、アドバイザリー、コラボレーションの 3 つの機能を持つ。 

調査研究 アウトカム・ベース契約に関する世界レベルの学術研究を⾏っており、2018 年には英国の SIB に関する
初のエビデンス・レポート73を発表した。SIB を推進しているわけではなく、あくまで客観的な分析とエビデンス
の提供を⽬的としている。これまでの SIB に関する研究の主な気づきとして、以下の 3 点が挙げられてい
る。 
1 SIB によって、公共セクターにおける⻑年にわたる課題を解決できる可能性がある。その⽅法とし

て 、 協 働 （Collaboration︓ 地 ⽅ 公 共 団 体 と サ ー ビ ス プ ロ バ イ ダ ー の 協 働 ） 、 予 防
（Prevension︓ ⻑ 期 的 に コ ス ト 削 減 に つ な が る よ う な 早 期 介 ⼊ ） 、 イ ノ ベ ー シ ョ ン
（Innovation︓リスクを投資家に移⾏することにより新しい介⼊の在り⽅が⽣まれる可能性）が
重要である。 

2 協働・予防・イノベーションに影響する要素として、PBRの性質（アウトカムに直結して⽀払うのか、
インプットも考慮されるのか）、運転資本の問題（⽀払いとパフォーマンスは関係するのか）、サー
ビスプロバイダーの社会性（チャリティなのか営利企業なのか）、パフォーマンス管理（ハンズオン⽀
援などがパフォーマンスに影響するか）が挙げられる。 

3 セクター全体として、さらに透明性が確保される必要があり、過去の成功事例・失敗事例から学ぶ
べきである。 

 
また、GO Lab では政府機関、サービスプロバイダー、コミュニティ間の協働促進をテーマにした Rallying 

Together という研究プロジェクトを実施している。成功事例から得られた気づきとして、競争からパートナー
シップに転換すること（信頼と価値の共有を通したローカル・パートナーシップ）、変⾰の必要性を信じ強い
リーダーシップを発揮すること、成功を測定・定量化してシステム全体のインパクトを把握することなどが挙げ
られている。 

SIB の市場は依然として⼩規模であり、英国においても試⾏が繰り返されている段階である。⼀⽅で、
世界で⽴ち上げられた SIB のうち 3 分の 1 以上が英国であり、世界的に⾒ると SIB の先進国であるとい
える。74 

アドバイザリー業
務 

政府は、SIB について実務者にハンズオン⽀援を⾏う能⼒がほとんど無かったため、GO Lab が独⽴した
⽴場で、アドバイスや技術⽀援を実施している。GO Lab には、研究者、ツールキットなどの開発者、実務
家など、SIB に理解と関⼼があるメンバーで構成されており、実務家のチームが担当している。「Life 
Chances Fund」向けのアドバイザリー業務の詳細については以下のとおりである。 

-Life 
Chances 

 英国 DCMS 省が National Lottery Community Fund に運営を委託している「Life Chances 
Fund」を⽀援している。GO Lab へのインタビューによると、具体的には、プロジェクトに関する技術的な⽀

                                          
73 GO Lab “Building the tools for public services to secure better outcomes: Collaboration, Prevention, Innovation”, 
https://golab.bsg.ox.ac.uk/documents/164/BSG-GOLab-EvidenceReport-20190730.pdf 
74 Impact Bond Global Database (https://sibdatabase.socialfinance.org.uk/)によると、世界で 130 件の SIBs が⽴ち上げられ
ており、うち 47 件が英国である。（2019 年 3 ⽉ 1 ⽇時点） 
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Fund 援（プロジェクトの関係者に対し、SIB の仕組みやメカニズムの理解促進を⽀援）、また、プロジェクトの評
価実施を⽀援している。プロジェクトの評価は 3 段階あり（ファンドレベルの評価-Life Chances Fund 全
体の評価、プロジェクトレベルの評価、プロジェクトによる⾃⼰評価）、GO Lab では主にプロジェクトレベル
の評価を主導している。 
 技術⽀援については、毎週電話やオンラインで助⾔やサポートを提供したり、オンラインで SIB 組成の各
段階におけるプロセスなどの知識を提供したり、技術ガイダンスも提供している。また、SIB を組成しているコ
ミッショナーを⽀援するセミナーも多く開催しており、ピア・ラーニングを促進するとともに専⾨家から学ぶ機会
を提供している。 

SIB の課題や今
後の⾒通しにつ
いて 

 GO Lab へのインタビューによると、SIB の課題として、技術的な専⾨知識と能⼒の強化が挙げられる。
地⽅公共団体等のサービス委託者（コミッショナー）の SIB に関する理解の促進は重要であり、能⼒強
化が必要とされている。経験や知識を広く共有することも重要であり、例えば成功事例はよく聞かれるが、
失敗事例について共有も⾏う必要がある。 

  



6 別添資料    | 81 

 

＜推進機関＞ 

6.1.4 Impact Management Project（IMP） 

組織 2016 年発⾜した団体であり、インパクトの理解、測定、レポーティングのための汎⽤的な原則の策定を
⽬指すネットワーク団体である。2018 年には The IMP network として、国連開発計画（UNDP）、
国際⾦融公社（IFC）、経済協⼒開発機構（OECD）、国連責任投資原則（PRI）、Global 
Reporting Initiative (GRI)、GIIN、Social Value International（SVI） 、World 
Benchmarking Alliance（WBA）、GSG の 9 つの機関が参加するネットワークを設⽴。Bridges 
Fund Management が事務局機能を果たしている。 

国連持続可能な開発⽬標（SDGs）により、企業や⾦融機関、投資家におけるインパクトの測定の
必要性が⾼まっており、主な国際機関、経済協⼒機関、レポーティング機関などが結集してインパクト投資
とインパクト・エンタープライズにおける評価・格付・マネジメント⼿法の標準化を議論する場としてネットワーク
が形成された。2000 ⼈の実践家が参加する。財源は、⼤規模投資家や慈善事業家、公的機関や多国
籍企業など多岐にわたる。 

活動・役割 

ツール開発と情
報共有 

インパクト・マネジメント（インパクトの分類、⽬標設定、測定、レポーティングなど）に関する枠組みを開
発し、オンライン・ツールセットを提供している。「インパクト」という⾔葉が様々な使われ⽅をする中、IMP は
インパクトに関して、世界共通の理解と統⼀された議論の場を作ろうとしている。例えば機関投資家は、
ESG 投資に伴い、リスク管理のために ESG のインパクトを把握しようとしている。社会的投資家は、社会
的課題解決に貢献するインパクトに焦点を当てている。政府は、補助⾦または規制の基準として、インパク
トに対するインセンティブを与え始めている。 

IMP はインパクトを、15 のデータカテゴリに分解し、企業や投資家がインパクトについて正しく理解し、⽬
標設定や測定ができるような実践的なツールを提供している。 

ツールの開発にあたっては、当初数名
のチームで、アウトカムやインパクトの定
義を考えるところからスタートし、Black 
Rock やフォード財団、BSC など様々な
アドバイザーとの協議を重ねた。その後、
ツールセットを開発するためにチームが拡
⼤し、現在では、様々なグローバル組織
との連携が実現し、⼤きなネットワーク組
織に成⻑した。 

また、2,000 ⼈以上の投資家・企業
と連携して 「Impact classes」を開発
した投資家にとってのインパクト⽬標を、
A（ 危 害 の 回 避 ︓Act to avoid 
harm）、B（すべてのステークホルダー
への便益︓Benefit stakeholders、）、C（課題解決への貢献︓Contribute to solutions）に分
類し、それをさらに 18 段階に分け、投資商品を各 Impact Class に紐づけたデータベースを公開してい
る。75ウェブサイトは常に更新され、最新の情報を提供するよう留意している。 

                                          
75 https://impactmanagementproject.com/impact-class-catalogue/ 

出典︓IMP ウェブサイトより 
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6.1.5 Social Finance UK 

組織 Social Finance は 2007 年に発⾜し、英国内外において政府、社会セクター、そして⾦融セクターと
連携し、社会的課題に取り組むためのより良い⽅法を⾒つけ出すことを⽬的とした⾮営利組織である。事
業の仕組みや成果が脆弱なチャリティや社会的企業に対して、多⾓的アプローチにより変⾰をもたらすこと、
そして社会的ファイナンスの市場形成を⽬指している。組織発⾜以降、保健医療サービス、コミュニティ⽀
援や若者⽀援などの地域における社会的課題に対して重点的に取り組む⼀⽅で、国際チームはグローバ
ルファンドや世界銀⾏などとも協⼒し、中・低所得国の開発課題への取組も実施している。 

活動・役割 

社会的投資に関
するコンサルティン
グサービス 

Social Finance は、地域における複雑で包括的な問題に対して様々な解決アプローチを提案し、積
極的に新たなコミュニティの在り⽅を模索する。特に、住宅ケア、医療サービス、若者⽀援に注⼒している。
例えば、⾼齢者、移⺠、低所得世帯向け住宅供給の拡⼤や、公園や緑地の整備を維持するための持続
可能な資⾦調達モデルの策定などを実施している。また、終末期ケアの医療保険サービスの持続的成⻑
のためのサービス改善プラットフォームの開発、若者やホームレスに向けた就業⽀援、⼦供たちの教育や雇
⽤の⾒通しに対する改善プログラムの構築など、多岐にわたるプロジェクトを⽀援している。 

社会的投資の市
場発展への取組 

チャリティ団体、社会的企業、社会的投資に関⼼の⾼い投資家向けの⽀援も実施している。例えば投
資家がインパクト投資市場の本質を理解し、適切なポートフォリオを構築できるよう⽀援を実施する。このサ
ービスには、投資家の要件を満たす投資商品の設計、社会的リターンをモニタリングするための枠組みの開
発、インパクトがもたらす財務リターンの程度や⽬標に対してのベンチマーク調査結果の報告が含まれる。 

SIB の組成⽀援
とアウトカム評価
⽀援 

2010 年以降、英国政府と協働して SIB の組成に取り組んできた。SIB 組成の際の Social Finance
の役割は、実現可能性調査を実施し、投資家を集め、アウトカム及びインパクトを管理することにある。また
投資した事業において社会的結果が改善されたかどうかを定量化及び評価する⼿助けをしている。また、
全世界の SIB の情報を網羅したデータベース「Impact Bond Global Database」を提供しており、ウェ
ブサイトから、各 SIB の情報を検索することが可能となっている。（以下、検索画⾯）76 

 

  

                                          
76 Social Finance, https://sibdatabase.socialfinance.org.uk/ 
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6.1.6 European Venture Philanthropy Association（EVPA） 

組織 EVPA はベンチャー・フィランソロピーを推進する機関として 2004 年に発⾜した、ベンチャー・フィランソロピ
ーと社会的投資に関⼼を持つ組織の会員制コミュニティである。 

現在 30 か国から 275 団体以上が参加しており、ベンチャー・フィランソロピー及び社会的投資に関する
実践的な情報共有や研修などを実施している。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。EVPA の会員は、ベンチャー・フィランソロピー及び社会的投資に関係する様々なプレーヤーが含
まれる。例えば、ベンチャー・フィランソロピー・ファンド、社会投資家、助成団体、インパクト投資ファンド、プラ
イベート・エクイティ・ファンド、アドバイザー、銀⾏やビジネススクールなど広範囲に及ぶ。 

EVPA は欧州委員会の雇⽤・社会問題・インクルージョン総局とのパートナーシップで、2014 年以降、
社会的企業へのファイナンス関するプログラムを実施している。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社会的投資セクターを強化するための
⾮資⾦的⽀援を実施している。 

活動・役割 

基本⽅針 EVPA は、社会的投資に関して、以下 3 つの基本⽅針がある。 
1 インパクトの管理と測定︓データを収集し、意思決定を⾏うためにデータを理解する 
2 ⾮資⾦的⽀援︓社会的インパクトの達成には⾮資⾦的⽀援が重要である 
3 テイラード・ファイナンシング︓社会⽬的組織77 のニーズを満たすため、資⾦提供の前にニーズ評価

を実施し、ニーズに合った財務⽀援を実施する（例えば、将来収益を⽣み出す可能性があるが現
在はそうではない場合、柔軟な資⾦調達スキームが必要であり、助成⾦から始めて、より財務的に
安定した後に株式投資に移⾏するなど） 

1︓社会的投資は社会的インパクトを産み出すことが求められており、インパクトを管理するためには関
連データを収集・分析し、意思決定に活かすことが重要である。 

2︓社会⽬的組織は、変⾰の理論、法的・戦略的⽀援、成⻑拡⼤⽀援（マーケティング）、⼈的資
本（適切な⼈材確保による事業の安定）といった⾮資⾦的⽀援が必要であるとしている。事業の初期段
階では、変⾰の理論の⽀援が重要である。 

3︓EVPA ⾃体は資⾦提供を実施していないが、テイラード・ファイナンシングに関する調査を実施してい
る。最適な資⾦提供⽅法を検討するには、社会的企業のビジネスモデルに着⽬しなければならない。たとえ
現在財務リターンを上げていなくても、助成⾦を活⽤して、例えば社会的企業が事業モデルをどのように改
善できるかを検討することに役⽴てることができる。資⾦提供については、異なるビジネスモデルに対して異な
るニーズがあるが、⾮財務⽀援は常に必要である。 

ナレッジセンター ベンチャー・フィランソロピーと社会的投資に関するナレッジハブとして、2010 年以降、データや知⾒の収
集を実施している。主に、調査研究、外部専⾨家との連携、実践的なガイドライン（例えば社会的インパ
クト評価など）の作成のほか、 企業など特定の団体のリクエストに応じた調査も実施している。 

調査研究活動を通して、これまでにセクター情報、ベンチャー・フィランソロピー及び社会的投資のキープ
レーヤーに関するレポートなどを 30 本以上発表。また、ポリシー・ブリーフなどの調査報告書発⾏や、2 年ご
とに業界のトレンドを把握するためのサーベイ調査も実施している。（以下、EVPA が発⾏する調査報告
書の例） 

                                          
77 EVPA では、社会的課題解決を⽬的とした活動を⾏う組織のことを、社会⽬的組織（Social Purpose Organization︓SPO)と呼称して
いる。 
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ナレッジセンターでは、「The EVPA Training Academy」として実践的な研修も提供する。研修コース
は会員のみならず誰にでも開放されており（会員は割引価格で受講可能）、企業や投資家向けに様々
な実践的なプログラムを提供している。（以下、2019 年のプログラム） 

基礎編 
 

ベンチャー・フィランソロピー及び社会的投資⼊⾨ 
ベンチャー・フィランソロピー及び社会的投資の基礎トレーニング 

実践編 
 

社会的インパクトの測定と管理 
従業員エンゲージメントを通した社会的インパクト 
社会的インパクトのためのファイナンシング 

応⽤編 社会的投資家向けのインパクト・スケーリング 

EVAP においては、知識を共有する取組として研修を活⽤しており、研修を通してメンバー間の連携、交
流促進を推進している。 

欧州域内の社会
的ファイナンス市
場 

EVPA へのインタビューによると、欧州域内において、社会的ファイナンスの市場はそれぞれの国で異な
る。例えば、英国は欧州⼤陸に⽐べて進んでいる。社会的投資の意義について、また、⽶国では、政府が
できないことに対応するためにインパクト投資が活⽤されているが、欧州では、必ずしもそうではなく、政府は
するべきことをすべきという考え⽅が根強い。いくつかの国では、公的部⾨と⺠間部⾨の役割の区別が、細
分化されている。EVPA は、社会的課題の解決には⺠間資本が必要不可⽋であるという考え⽅を推進し
ておらず、⺠間部⾨はあくまで補完的であると考える。このように、社会⽬的組織が政府の役割を担うこと
は難しい場合があるが、英国で増加している SIB は、政府が⺠間部⾨にリスク負担と問題解決策の提案
をアウトソーシングするという興味深いアプローチであり、専⾨知識と⾰新性を持つ⺠間プレーヤーを引きつ
けられる可能性がある。 

社会的ファイナン
ス の 市 場 発 展
や、多様化・規
模拡⼤に向けて
必要な取組 

EVPA によると、社会的ファイナンスの市場は急速に発展しており、いわゆる伝統的な投資家も関⼼を
持ち始め、世界中の政策⽴案者や財団の関⼼も⾼まっている。多様化・規模拡⼤のためには、様々な関
係者を巻き込むことや、セクター間の協働、成功事例の共有が重要である。 

⺠間投資家は、依然として社会的投資に対してやや懐疑的である。EVPA の役割は、社会的投資を
成功させ、利益をもたらす⽅法があることを⺠間投資家に納得してもらうために、成功事例と事業モデルを
普及させることである。成功事例を共有し安⼼させることが必要である。 

 

  



6 別添資料    | 85 

 

＜資⾦提供団体（助成団体）＞ 

6.1.7 National Lottery Community Fund（旧 Big Lottery Fund） 

組織 2004 年に設⽴された公益団体であり、英国 DCMS 省の所管である。2019 年 1 ⽉末に、Big 
Lottery Fund から名称変更した。主な使命として、地域社会をより強く、より活気あふれるものにするプロ
ジェクトや活動に資⾦を提供することが掲げられている。英国で販売されている宝くじ「National Lottery」
の収益の⼀部が運営資⾦に充てられている。 

活動・役割︓ 上記に加え、National Lottery Community Fund は、休眠⼝座法に基づき、休眠⼝座から移管された
資⾦の配分にも責任を持つ。 

休眠⼝座法にお
ける役割 

休眠⼝座法の施⾏以来、休眠⼝座関連の業務を実施している。Reclaim Fund から休眠⼝座関連
の資⾦を調達し、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの 4 地域に資⾦を配分するが、イ
ングランド分については全額 Big Society Trust に拠出している。他の 3 地域については全額助成⾦とし
て拠出している。このように、休眠⼝座資⾦については、経由させているのみである。2.3 で記載したとおり、
イングランド分の配分について、2019 年に新たな資⾦の受け⼿団体（⾦融包摂に取り組む Fair4All 
Finance と若年層の雇⽤に焦点を当てた組織）が設⽴され、その設⽴に、英国 DCMS 省と National 
Lottery Community Fund が取り組んでいる。新組織は、休眠⼝座の資⾦を投資するか、助成⾦とし
て供与するかを独⾃に決定することができるが、若年層の雇⽤⽀援を⾏う組織は、助成⾦の供与が検討
されている。 

National Lottery Community Fund へのインタビューによると、2012 年に BSC が設⽴された際、
⼩規模なプロジェクトも⽀援することが期待されていたが、投資資⾦を回収すること（Repayable であるこ
と）が必要であったため、助成⾦を提供することができず、結果として⼩規模なチャリティ団体やプロジェクト
は、休眠⼝座資⾦活⽤スキームの対象から除外されていた。今回、新しい組織が拡⼤されることにで、より
⼩規模なチャリティ団体やプロジェクトに資⾦が提供される可能性はあるが、現時点では不明である。 

助成プログラムの
運営 

National Lottery Community Fund では、地域に根差した様々な助成プログラムを運営している。
2019 年 2 ⽉時点では、約 20 種類のプログラムでサービス提供者（資⾦の受領者）を募集している。
資⾦提供の規模は、300 英ポンド（約 45,000 円）といった少額の助成から、100 万英ポンド（約 1
億 5 千万円）の助成まで、プログラムによってそれぞれ異なる。 

これまでに National Lottery Community Fund では 1 万件を超えるプログラムが実施されてきた
が、全てのプログラムにおいてインパクト評価を実施している。資⾦提供のインパクトを測定するのに、インプッ
ト、アウトプット、アウトカムモデルに基づきデータを収集している。インパクト評価は必須であり、投⼊された
資⾦を使って、何をどのように⽀援するのか、そして何⼈が裨益するのかなどを、定量化して⽰す必要があ
る。具体的には、財務的な数値/社会的な数値を⽰す必要があり、例えば社会的な数値は、若者の雇⽤
数などである。 

サービス提供者側の課題として挙げられるのがデータ⼊⼿可能性である。例えば、家庭内の問題で⼦供
たちを⼀次的に政府のケア施設で保護するような複雑な社会問題の場合、ベースラインを設定し、プログラ
ムのアウトプット・アウトカムを「普通のケース」と⽐較するような評価は困難である。明確な主要な KPI を確
⽴しなければならないが、難しい場合もある。例えば、上記の例では、ケアの⽇数をカウントするだけでは⼗
分ではなく、家族や個⼈の状況を⾒極め、幸福度が⾼まっているかどうかを判断する必要がある。 

⾮資⾦的⽀援に関しては、各地域の National Lottery Community Fund 事務所と、地域社会
で⽀援されている⼩さな慈善団体との間で緊密な対話を⾏っており、多くの報告とモニタリングが⾏われてい
る。 

アウトカム・ファン
ドの運営 

National Lottery Community Fund は、政府のアウトカム・ファンドの 1 つ「Life Chances Fund」
の運⽤を英国 DCMS 省から委託されており、8,000 万英ポンド（121 億 3,200 万円）を管理してい
る。 

Life Chances Fund は地域の複雑な社会的課題に着⽬したアウトカム・ファンドであり、薬物及びアル
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コール依存症、⻘少年問題、⾼齢者サービスなどの社会的課題に焦点を当てている︓及び。イングランド
地域における SIB を推進するという役割を果たしており、SIB の数と規模を増加させる、SIB の⽴ち上げを
より簡易に迅速にする、といった戦略的な⽬標のもと運⽤されており、GO Lab による⾮資⾦的⽀援（技
術的なアドバイスと⽀援）も併せて提供されている。National Lottery Community Fund は、応募
者からのプロポーザルの評価も実施しており、効果的かどうか、どのようなインパクトが期待できるか、といった
視点で評価を実施している。 

また、成果の測定も National Lottery Community Fund が実施しており、データやエビデンスを収
集し、その質に関しても責任を持つ。SIB では、社会的インパクトが発⽣しなければ資⾦が流れない仕組
みであるため、重要なのは、社会的インパクトを確実に測る指標を設定することである。 

例えば政府が若年失業者を⽀援すると、⻑期的にはコストがかかるため、これらの⼈々を失業から脱却
させることができた場合には、コストを節約することに貢献する。評価の⽅法は、例えば教育を受けた数、研
修を受けた数、雇⽤された数など、ケースごとに異なるが、重要なのは、成果と⽀払いを連動させるために明
確な測定が必要であるということである。National Lottery Community Fund によると、早期から SIB
に取り組んでいる労働年⾦省（Department for works and pension）は、アウトカムの測定結果を
もとに⽀払い率をどう決定するかを検討するために多くの時間を費やしている。 
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6.1.8 ACCESS – The Foundation for Social Investment 

組織 ACCESS は、National Lottery Community Fund、BCS 及び英国内閣府(現在は英国 DCMS
省)の⽀援により、2015 年に設⽴された組織であり、正式名称は「ACCESS – The Foundation for 
Social Investment」である。ACCESS の⽬的は、イングランド地域のチャリティ団体や社会的企業の農
業開発であり、財務的にレジリエントで、⾃⽴的な組織になることを⽬指して、収益の向上と多様化、活動
を活性化させるための社会的投資へのアクセス改善に取り組んでいる。 

なお、約 10 年間の期限付きの組織であるため組織の拡⼤はしない⽅針であり、利⽤可能な外部リソ
ースを最⼤限活⽤し、新しいアプローチの試⾏と学習、そして知識の形成を中⼼に取り組んでいる。 

活動・役割 

キャパシティ・ビル
ディング 

ACCESS の能⼒向上プログラムは、イングランド地域のチャリティ団体や社会的企業が、社会的投資を
活⽤できるようになることを⽀援しているプログラムであり、英国 DCMS 省からの資⾦⽀援により実施してい
る。⽀援を通して、BSC のパイプライン構築の役割も担っている。 

⽀援内容としては、主に事業の成⻑に焦点を当てている。ACCESS によると、当初は社会的投資の重
要性についてチャリティ団体や社会的企業に伝えていたが、これがあまり役に⽴たないことを早くに認識した。
なぜならチャリティ団体や社会的企業の多くは助成⾦に依存しており、融資を返済するために必要な収益
構造を持っていないからである。そこで ACCESS は⽅向転換を⾏い、企業⼼を持つこと（Being 
enterprising であること）の重要性を伝えるようにし、チャリティ団体や社会的企業のレジリエンスを⾼める
ための利⽤可能なツールとして社会的投資を推進するようにした。2018 年からの 5 年間で、チャリティ団
体や社会的企業の収益向上やビジネスモデル開発を⽬指す多様な⽀援を⾏うことを計画しており、
4,000 万英ポンド（約 60 億 6,600 万円）が提供される予定である。 

また、融資を受ける意思はあるもののもう少し⽀援を必要とするチャリティ団体や社会的企業向けに、
Reach Fund（投資準備ファンド）があり、最⼤ 15,000 英ポンド（約 230 万円）までの少額の助成
⾦を⽀給している。 

Growth Fund ACCESS は、「Growth Fund」という約 5,000 万英ポンド（76 億円）のブレンデッド・ファイナンス・
ファンドの運営・促進を担っている。BSC からの融資と、National Lottery Community Fund からの
助成⾦を⽤いてチャリティ団体や社会的企業を⽀援するもので、ACCESS は直接の資⾦提供は⾏わず、
資⾦提供者(BSC と National Lottery Community Fund)と資⾦受領者（チャリティーや社会的企
業）との間の調整を⾏っている。15 万英ポンド（約 2,300 万円）以下の少額無担保ローン及び助成
⾦のパッケージを提供しており、ハンズオン⽀援も実施する新しい試みである。 

チャリティ団体や社会的企業のニーズに応じた柔軟な資⾦提供ができる⽅法であるが、Growth Fund
は仲介者として ACCESS が⼊る構造を持つことで、資⾦提供者との⽇常的なやり取りが煩雑、複雑にな
っている。（National Lottery Community Fund と BSC とは法的な枠組みが異なるため、要求事
項も異なる）。意思決定の際に三者間のコンサルテーションが必要になることも多く、意思決定が遅れてい
る。また、複雑なオペレーションにより管理コストも⾼くなっている。これは、ブレンデッド・ファイナンスの問題で
はなく、Growth Fund の構造によるものである。 

インパクトの管理 ACCESS は、New Philanthropy Capital(NPC)と共同で「Impact Management 
Programme」を実施した（2018 年に終了）。プログラムを通して、40 の組織に対して合計 180 万英
ポンド（約 2 億 7 千万円）の助成⾦が⽀給され、インパクトを管理するための能⼒強化を⾏った。 
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＜資⾦提供団体（⾦融機関）＞ 

6.1.9 Big Society Capital (BSC) 

組織 英国における社会的投資の市場を発展・促進することを⽬的として 2012 年に設⽴された独⽴した⾦融
機関である。 

2008 年の「銀⾏及び住宅貯蓄貸付組合休眠⼝座法」成⽴を経て、2009 年に英国内閣府が
“Social Investment Wholesale Bank: a consultation on the functions and design”という
レポートでホールセラーの設⽴構想を発表したことが背景にある。その後、2010 年の総選挙後のキャメロン
⾸相が、イングランド地域に配分される休眠⼝座資⾦を使って「Big Society Bank」（後に｢Big 
Society Capital｣へ変更。）を設⽴することを表明した。2010 年総選挙での保守党マニフェストで掲げ
られた「Build the Big Society」が、組織名の⼀部となっている。 

BSC は社会的投資のホールセラーとして、社会的投資を実施する中間⽀援組織に資⾦を提供する
（詳細は 4.2.3.(3)参照）。ミッションは、「社会変⾰をもたらすチャリティ団体や社会的企業に投資を結
び付け、英国の⼈々の⽣活を改善すること。これを、投資資本、専⾨性、パートナーのネットワークを⽣かし
て実施すること。」である。 

休眠⼝座を財源とする Big Society Trust からの出資（4 億 2,500 万英ポンド（約 644 億 5 千万
円）ならびに、⺠間の 4 ⼤銀⾏による出資（2 億英ポンド（約 303 億３千万円）が原資となっている。
なお、⽒名を確実にするため政府関係者や専⾨家から構成されるボードが監視している。BSCの最⾼経営
責任者（CEO）も取締役会に招かれる。当初 BSC に投資していた 4 ⼤銀⾏は BSC の取締役会に取
締役を置いているが、⽇々の業務での関与は⾮常に限られている。 

活動・役割︓ 社会的投資を実施するとともに、市場開発においても重要な役割を担っている。 

社会的投資の
実施 

社会的事業や慈善活動に直接投資するわけではなく、社会的投資のホールセラーとして、中間⽀援組
織に投資する。中間⽀援組織が、実際に社会的企業などの団体に投資している。 

社会的投資の
規模 

2018 年末時点で、署名済みの投資⾦額の合計は、共同投資者の出資額も含めて約 17 億英ポンド
（約 2,578 億 500 万円）（2017 年末は 11 億英ポンド（約 1,668 億 1,500 万円）のため、約
50%の増加）であり、うち 5 億 2,400 万英ポンド（約 794 億 6,500 万円）は BSC の資⾦、12 億
英ポンド（約 1,819 億８千万円）は共同投資者の資⾦である。計、88 件（2017 年末には 77 件）
の投資が⾏われている。 

図 38︓BCS の投資⾦額推移 

 
出典︓Big Society Capital ウェブサイト掲載情報に、PwC あらた有限責任監査法⼈追記 

 
BSC によると、共同投資者からの出資が増加しているが、投資の種類によって⼤きく異なる。BSC は幅

広い種類の投資を⾏っており、そのなかには共同投資者からの資⾦調達が他の投資よりもはるかに容易な
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ものがある。例えば、社会的住宅に関連する不動産投資は、より多くの共同投資を受ける傾向がある。これ
は、不動産が⽐較的安全と⾒なされ、潜在的に⼤きなリターンが期待されるためである。また、⼤規模な機
関投資家にとっても魅⼒的であり、⽐較的簡単に⼤量の資⾦を調達することもできる。⼀⽅で、他のタイプ
のファンド、例えばベンチャー型ファンド、あるいは社会的企業に融資するファンドは、共同投資を得ることがよ
り困難である。しかし、これらのファンドの中には⾮常に⼤きなインパクトを与えるものもあるため、BSC にとって
は重要な投資先である。 

投資先のデュー
デリジェンス 

BSC へのインタビューによると、デューデリジェンス・プロセスは最近再策定されたばかりであり、例えば次の 3
つの種類の質問を投資先に聞いている。 

1 財務:例えば、使⽤される財務モデルの妥当性に関する質問 
2 インパクト:例えば、受益者に関する質問 
3 社会システム変化:この特定の投資が、将来どのように変化をもたらすかに関する質問 

また、デューデリジェンス・プロセスには以下の段階がある。 
1 BSC の投資委員会との事前・デューデリジェンス（対話） 
2 BSC の投資委員会に出席する可能性のある投資家の経営陣を含むデューデリジェンス・チェック 
3 経営会議での提⾔ 

BSC は、これらのプロセス概要を含む改訂版の投資マニュアルを、今後公表する予定である。 

投資の⾦額と期
間 

BSC へのインタビューによると、投資⾦額の下限は設けていないが、これまで最⼩の投資額は 15 万英ポ
ンド（約 2,300 万円）、最⼤の投資額は 3,000 万英ポンド（4 億 5,495 万円）であった。投資の過
半数は 300 万英ポンド（４億 5,495 万円）から 1,000 万英ポンド（15 億 1,650 万円）の範囲で
ある。BSC の最⼤の投資制約は、たとえその中間⽀援組織が複数のファンドを保有していたとしても、1 つの
中間⽀援組織に対して資本の 10%を超えて投資することができないというものである。 

投資期間は⼤きく異なり、期限のないオープン・エンド型ファンドもあれば、数年でリターンが⾒込める短期
間のファンドもある。 

優先分野 BSC では、3 つの優先テーマが掲げられているが（必要とする⼈々への住居の提供、コミュニティでもっとも
⽀援の⾏き届かない場所でのサービス提供、問題を未然に防ぐための早期対応）、これらは、政府代表や
専⾨家、中間⽀援組織など様々な⼈との協議のうえ、BSC で決定した。これら 3 つの分野は幅広いため、
BSC は各領域でさらに焦点を絞っていくことを検討しなければならなかった。 

インパクト評価 投資の種類によって、インパクト評価のプロセスは⼤きく異なるが、BSC では、すべてのファンドに何らかの
形のインパクト評価データを収集することを定めている。どのような⽅法を使うかについてはファンドごとに話し
合っているが、合意された単⼀の⽅法はなく、BSC は柔軟に対応しようとしている。各ファンドから収集したす
べての投資のインパクトを集計する⽅法を検討しているが、現時点では⾮常に困難である。 

また、BSC は、すべての投資先に、四半期ごとの財務報告を求めている。通常、投資の⾮常に初期の段
階を除いて、すべての投資先から四半期ごとにインパクトに関する報告も求めている。また、契約レベルのデ
ータ（例えば、どれだけの投資が⾏われているか、そしてどのような社会的企業等に投資されているか）につ
いて公表している。 
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社会的投資の
市場開発 

BSC は市場発展のために様々
な取組を実施しており、 例えばチ
ャリティ団体や社会的企業のため
の社会投資に関する情報へのアク
セ ス 改 善 を ⽀ 援 す る Good 
Finance の⽴ち上げ⽀援（英国
DCMS 省及び ACCESS と連
携）、社会的投資減税の促進、
リサーチや報告書の発⾏、潜在的
な投資家グループやインパクト投
資に興味を持つ可能性のある財
団等との対話、社会的インパクト
を測定するための様々なツールの開発・提供などが挙げられる。 

Good Finance のウェブサイト78には約 6 万 5000 ⼈のユーザーがおり、多くのチャリティ団体や社会起
業家に利⽤されている。 

BSC へのインタビューによると、BSC には、⺠間資⾦の呼び込みや投資家との対話に取り組む担当者が
複数名いる。現在着⽬しているのが、年⾦基⾦などの⼤規模な機関投資家や、富裕層や⼤学基⾦などで
ある。また、少数ではあるが、⺠間企業との対話も⾏っており、彼らがどのような投資に興味を持っているかな
どについて意⾒を聞いている。資⾦調達に関する課題としては、投資の分野においては、BSC が⾏っている
社会的投資は⼩規模であり、また通常の投資とは異なるということである。BSC が⾏う投資で重要なのは社
会的インパクトであり、それに対して本当に関⼼のある投資家を⾒つけなければならない。 

社会的ファイナン
スの促進におけ
る政府の役割や
BCS の役割 

政府が社会的ファイナンス推進することを決定していなければ、そもそも BSC と ACCESS は存在しない。
しかし、BSC によると、⽇常業務において、政府は特に BSC の運営に関与していない。また政府は、税制
度などの政策枠組みを設定する上でも重要な役割を担っており、SIB については、政府が最終的な資⾦の
出し⼿である。 

BSC はホールセラーであり、資本と専⾨知識の両⽅を提供することができる。また、情報を整理し、⼈と⼈
のネットワークを築く役割を果たしている。システム全体を⻑期的な視点で⾒ることができる。ホールセラーであ
ることは、共同投資を⾏ったり、持続性なシステムを構築するのに役⽴っており、また、市場で起きていること
について発⾔⼒があり、政府が⽿を傾ける相⼿でもある。 

  

                                          
78 https://www.goodfinance.org.uk/ 
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6.1.10 Bridges Fund Management 

組織 イギリス政府の社会的インパクト投資のタ
スクフォースの提⾔であった「地域開発ベンチ
ャー基⾦の設⽴」に対応する組織として
2002 年に Bridges Ventures として、政
府の出資とのマッチングにより 2000 万英ポン
ド（約 30 億 3,300 万円）で設⽴された。
これにより、⺠間セクターから、さらなる投資と
して数百万英ポンドの投資を引き寄せた。 

ミッションとして、投資を通して社会・環境インパクトを最⼤化することと、顧客と協⼒して、社会的インパク
ト投資の市場全体の発展に寄与するプロジェクトを⾏うことを掲げている。以下、４つの分野にフォーカスし
て投資を実施している︓健康とウェルビーイング、教育と技能、持続可能な暮らし、満たされない（成⻑か
ら取り残された）マーケット。設⽴以降現在までに 9 億英ポンド（1,365 億万円）を資⾦調達し、多様
なファンドを運⽤している。 

活動・役割 

社会的投資 以下、Bridges Fund Management が運⽤している各ファンドの概要である。 

 

ファンドの種類 概要 規模・リターン⽬標など 対象分野 
サステナブル・ 
グロース・ファンド 

・社会・環境課題の解決に取
り組む成⻑企業への投資 
・主に 200 万（約 3 億円）
から 2,000 万英ポンド（約
30 億円）の株式投資を実
施 

投資総額︓3.6 億英ポ
ンド（約 545 億 9,400
万円） 
⽬標︓グロス利回り
20%、ネット利回り
15% 
 

健康とウェルビ
ーイング、満た
されない市場 

不動産ファンド ・不動産への投資（建物の
環境影響を配慮した資産管
理） 
・4,000 万英ポンド（約 60
億 6,600 万円）を上限とし
て、不動産及び不動産関連
事業への株式投資を実施 

投資総額︓5.3 億英ポ
ンド（約 803 億 7,500
万円） 
⽬標︓グロス利回り 17-
20% 、ネット利回り 12-
15% 
 

持続可能な
暮らし、満た
されない市場 

ソーシャルセクター・
ファンド 

・社会的企業や SIB への⼩
規模な投資であり、SIB のよ
うな新たな市場やアイデアを開
拓し、試⾏ 
・「Evergreen Holdings」で
は、社会的企業に対して
1,000 万英ポンド（約 15
億円）以下の投資を実施
（株式もしくは融資） 
・「Social Outcomes 
Fund」では、SIB への投資を
実施 

投資総額︓1 億英ポン
ド（約 151 億 6,500
万円） 
⽬標︓グロス利回り 10-
14%、ネット利回り 6-
10% 
 

教育と技能、
満たされない
市場 
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設⽴当初は、サステナブル・グロース・ファンドから開始し、⻑期にわたるファンド運⽤を通して⽅針を改善
してきた。当初は、満たされないマーケットに焦点を当て、英国国内の貧困地域のみを対象としてきた。しか
しながら、地理的な場所だけでは社会問題の全体像をとらえることが難しかったため、より⼤きな枠組みで全
体像を把握する必要があった。現在 Bridges Fund Management は、既存のビジネスの中に存在する
インパクトの可能性を引き出すために、⼩規模ではあるが既に確⽴されている事業への投資に移⾏してい
る。また、建物や不動産が社会・環境インパクトと経済的リターンの両⽅をもたらす投資となり得ることを認
識し、2008 年に不動産専⽤のファンドを設⽴した。2010 年には SIB のファンドを設⽴するなど、試⾏的
なファンドにも積極的に挑戦している。 

なお、BSC が出資する休眠⼝座からの資⾦はすべて、ソーシャルセクター・ファンド (Evergreen 
Holdings 及び Social Outcomes Fund)に振り向けられている。 

Bridges Fund Management へのインタビューによると、投資先企業のリスクをモニタリングするために、
まず、投資先の取締役会に Bridges Fund Management の代表を置き、企業内で起こっていることを
適宜分析し、管理している。また、Bridges Fund Management においてリスクのマッピングを実施してお
り（CFO、リスク・コンプライアンス・マネジャー、取締役会、監査部⾨を含む）、セクター別のリスク趨勢や、
例えば政治的な出来事など外部要因について具体的な課題を常に、厳格なプロセスで把握しようとしてい
る。 

 また、Bridges Fund Management へのインタビューによると、社会的投資では、財務的リターンと社
会的リターンのバランスを常に分析し、両⾯をモニタリングする必要があり、独⾃に開発したツールを使⽤して
いる。また、Impact Management Project(IMP)を通じて、様々な⼈々からインパクト・マネジメントに
関するフィードバックを受けることができている。 

社会的ファイナン
スの市場発展 

⺠間資本の流⼊を促進するために、Bridges Fund Management は様々な取組を実施している。ま
ず、各ファンドのターゲット投資家に合わせ、明確できめ細かい対応が必要である。ファンドごとにターゲット投
資家の設定が異なるため、どの投資家がどの投資に関⼼を持つかについての検討を実施している。 

もう 1 つは、Bridges Fund Management が学んだ事例を共有することである。投資によって社会・
財務の双⽅のリターンが得られるということを⽰し、新たな潜在的投資家を安⼼させる⽅法を⽰すことができ
る。投資家を惹きつけるには、エビデンスを⾒せることが重要である。 

なお、Bridges Fund Management へのインタビューによると、市場の発展のために役割を果たしてい
るのが SDGs であり、様々なプレーヤーが共通して⽬指す⽬標となっている。誰もが SDGs の⽬標達成へ
の貢献について合意している。同様に、社会的ファイナンスの戦略策定⽀援に対する需要が増えてきてい
る。しかしながら現時点では、⺠間資本を呼び込むためには、より多くの財務リターンをもたらすプロジェクトが
必要である。したがって、社会的ファイナンス市場がさらに成⻑するためには、休眠⼝座のような、より柔軟な
資本の流⼊が必要であり、政策的な⽀援も有効である。 

英国では SIB が成⻑しており、Bridges Fund Management は 2010 年に世界で初めて SIB のフ
ァンドを設⽴し、市場発展に貢献してきた。Bridges Fund Management は英国国内の SIB プロジェク
トの 70〜75%に関与している。SIB 成功の鍵となるのが、公共セクターのコミッショナーの関与である。アウ
トカムを最⼤化するためにいかにプロジェクトを構築し、運⽤するかを理解するために、地⽅公共団体等のサ
ービス委託者や、実際にサービスを提供するサービスプロバイダーの教育が重要となっている。リスクに関して
は、財務⾯では、より広範なマーケットの影響を受けないという特徴があり（原油価格や株価から影響を受
けない）、魅⼒的な投資商品となりえる。また、SIB によって明確な社会的アウトカムと公共サービスのコス
ト削減を⽣み出すことができるという中央政府からの⼤きな後押しも市場発展に影響している。 

    


