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第４章 海外比較  

 

本アンケート調査の結果と諸外国において公表されている同種の調査結果の比較を通じて、我が国の社会的事

業に対する資金的及び非資金的支援の特徴を概観する。 

 

１．本調査と海外のアンケート調査の違い 

 

欧州と米国等で2017年に行われた資金的支援提供者に対する同種のアンケート調査結果を比較対象とした。 

比較対象文献は、欧州がEVPA (2018) “The EVPA Survey 2017/2018 - Investing for Impact” 、米国等がGIIN 

(2018) “Annual Impact Investor Survey 2018” である。 

なお、調査結果の内外比較にあたり、アンケート調査において前提している資金的支援の方法、分析対象団体

の事業と社会的事業との関連性、本社所在地、調査対象の粒度等の違いを十分勘案し、必ずしも厳密な比較が可

能ではないことに留意する必要がある。 

比較対象としたアンケート調査の概要は下表のとおりである。 

 

表5 本調査と海外のアンケート調査の違い 

 本調査 欧州の文献 米国等の文献 

公表団体 内閣府 欧州ベンチャーフィランソロピー協会  
（European Venture Philanthropy  
Association（以下、EVPA）） 

グローバルインパクト投資ネットワーク 
（Global Impact Investment 
Network （以下、GIIN）） 

アンケート 

送付数 

2,534団体 200団体 
（うち 154 団体は EVPA 加入者） 

非公開 
（GIIN加入者を含む。） 

アンケート 

回収数 

968団体 110団体 
（うち 92 団体は EVPA 加入者）  

229団体 
（GIIN加入者を含む。） 

分析対象 

となる団体数 

566団体 110団体 229団体 

回答団体の 

属性 

助成財団、金融機関、投資会

社、事業会社など、助成、貸

付、出資等を行う団体 

ベンチャーフィランソロピー36の手

法を使って資金的支援を提供する社

会的投資家や助成団体 

社会的インパクト投資37によって財

務リターンを期待する団体が対象で

ある。うち資金運用団体

（ファンドマネージャー）が 69%  

想定している

資金的支援の

方法 

・助成 
・貸付 
・出資 

・助成 
・貸付 
・出資 
・複合金融商品 

・貸付 
・出資 
・複合金融商品 

回答団体の 

本社所在地 

 

日本 欧州全域。うち英国20%、ドイツ

12%、フランスとオランダ11%が

上位 

米国とカナダが47%、欧州30% 
その他23%（米国に限定されてい

ない。） 

金額表示通貨 日本円 ・ユーロ 
・平成30年3月30日時点の為替

レート132.02円を用いて日本円貨

に換算した。 

・米国ドル 
・平成30年3月30日時点の為替

レート107.24円を用いて日本円貨

に換算した。 

  

                                                      
36 巻末【用語の整理】を参照。 
37 巻末【用語の整理】を参照。 
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２．海外比較分析 

 

EVPAとGIINが2017年に実施した資金的支援提供者に対する同種のアンケート調査結果のうち、比較対象と

したのは次表の項目である。 

 

表6 比較対象項目と対応する文献の頁 

 

（１）資金的支援の方法 

 

 まず、日本と欧州で資金的支援の方法ごとの年間提供金額の内訳を比較する。 

日本では「貸付」（80.6%）に集中していた。欧州では「貸付」（49%）が約半数を占め、次いで「助成」

（29%）、「出資」（16%）などに分散していた。 

 

図4-2-1-1 平成29年度：資金的支援の方法ごとの年間提供金額の内訳【日欧比較】38 

【 日本 】      【 欧州 】 

 

【 回答団体数 】助成374、貸付98、出資31                    【 回答団体数 】98 

  

                                                      
38 日本、欧州いずれも年間提供金額を集計している。 

図番号
アンケート
調査項目

比較内容
EVPA
文献

の該当頁

GIIN
文献

の該当頁
4-2-1-1 資金的支援の方法 平成29年度：資金的支援の方法ごとの年間提供金額の内訳【日欧比較】 16
4-2-1-2 資金的支援の方法 資金的支援の方法の組み合わせ【日欧比較】 27、28
4-2-2-1 １件あたり提供金額 平成29年度：１件あたり提供金額の分布【日欧比較】 52
4-2-3-1 社会的な成果の優先度 資金的支援における社会的な成果の優先度【日欧比較】 32
4-2-3-2 社会的な成果の優先度 （参考）資金的支援における社会的な成果の優先度【日欧比較】（日本の助成を含む） 32
4-2-4-1 資金的支援の提供条件 社会的な成果の評価の方法【日欧比較】 42
4-2-5-1 成長ステージ 成長ステージごとの資金的支援の方法の内訳【日欧比較】 62
4-2-5-2 成長ステージ 平成29年度：成長ステージごとのプログラム・商品、残高【日米比較】 28
4-2-6-1 期間 資金的支援の方法ごとの期間の分布【日欧比較】 44
4-2-7-1 非資金的支援 非資金的支援の提供項目【日欧比較】 37
4-2-8-1 課題 課題の重要性【日米比較】 11
4-2-8-2 課題 課題の改善度【日米比較】 10
4-2-9-1 期待の実現度 期待の実現度【日米比較】 44

49%

29%

16%

5% 1%

貸付

助成

出資

複合金融商品 その他金融商品

助成

18.7%

貸付

80.6%

出資

0.8%
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次に、資金的支援の方法の組み合わせを見ると、日本の回答団体においては、１種類のみの提供に集中してい

るが（85.1%）、欧州の回答団体においては、１種類のみが も多いものの（43%）、２種類（28%）、３種類

（25%）、４種類（4%）と複数の資金的支援の方法を行う組織が半数以上を占めていた。 

資金的支援の方法が１種類のみの場合、日本においては「助成」（76.4%）が も多く、「貸付」

（16.6%）、「出資」（7.0%）が続いた。欧州においても「助成」（64%）が も多く、「貸付」（13%）、

「出資」（11%）が続くため、１種類のみの資金的支援を行う資金的支援の方法の構成比はあまり変わらないこ

とが確認された。 

資金的支援の方法が２種類の場合、日本においては、「貸付」を含む資金的支援の方法は78.7%（「助成」と

併せて提供が54.5%、「出資」と併せて提供が24.2%）と約8割を占めたのに対し、欧州においては、「貸付」

を含む資金的支援の方法は60%（「助成」30%、「出資」30%）であった。 

なお、２種類の場合、日欧でグラフ上の資金的支援の方法の項目数が異なるが、日本において「複合金融商

品」は「貸付」を構成する一手法として「準株式の購入」という選択肢に含めている。 

 

図4-2-1-2 資金的支援の方法の組み合わせ【日欧比較】39 

【 日本 】 

 

【 回答団体数 】523      【 回答団体数 】助成340、貸付74、出資31        【 回答団体数 】66 

 

【 欧州 】 

 

【 回答団体数 】108              【 回答団体数 】47               【 回答団体数 】30 

  

                                                      
39 日本、欧州いずれも資金的支援提供者の団体数を集計している。 
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（２）１件あたり提供金額 

 

日本では、660万円未満に79.1％が集中していた。 

欧州では、660万円未満の提供金額帯は18.0％で、他の提供金額帯に比べて若干高いものの集中はなく、全体

として幅広い金額帯に偏りなく分布していた。 

これは今回のアンケート調査の回答総数の中で低額の助成プログラム・商品の占める割合が貸付や出資に比べ

て大きいことが一因になっていると考えられる。40 

 

図 4-2-2-1 平成29年度：１件あたり提供金額の分布【日欧比較】41 

【 日本 】 

 

【 回答団体数 】助成366、貸付108、出資35 

【 欧州 】             

 

【 回答団体数 】99  

                                                      
40 図4-2-1-1平成29年度：資金的支援の方法ごとの年間提供金額の内訳、図4-2-1-2資金的支援の方法の組み合わせを参照。 
41 平成30年3月30日時点の為替レート132.02円を用いて欧州のユーロを日本円貨に換算した。日本はプログラム・商品単位で集計した年

間提供金額を年間提供件数で除した１件あたり提供金額の分布を百分率で示している。欧州は資金的支援提供者が一社会的事業者に対して支出

する平均提供金額の分布を百分率で示している。例えば、同一の社会的事業者に１年間に2件の資金的支援を提供した場合、日本では１件あた

りの提供金額を集計しているが、欧州では2件の提供金額の合計を平均提供金額として集計している可能性がある。したがって、日本の方が欧

州に比べてより細かな集計単位を採用しているため、相対的に低い提供金額帯に分布していることに留意が必要である。なお日本も欧州も、百

分率で示した構成比の合計は100％になる。 
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（３）社会的な成果の優先度 

 

日本と欧州で資金的支援における社会的な成果の優先度を比較する。 

日本では、「視点２：社会的な成果を優先するが財務的リターンも求める」（54.2%）が約半数を占めた。 

欧州でも、「視点２：社会的な成果を優先するが財務的リターンも求める」（41%）の構成比が も高いもの

の、他の視点との差は日本に比べて相対的に小さかった。 

日欧での顕著な差は、「視点１：社会的な成果のみを優先し財務的リターンは求めない」に見られ、日本では

13.0%に対し、欧州では34.5%であり、欧州の方がこの視点を重視した支援が行われている割合が高かった。 

ただし、下図においては視点１に日本は助成（ベンチャーフィランソロピーを含む。）が入っていないが、欧

州ではベンチャーフィランソロピーが入っているという集計対象の違いがある点に留意する必要がある。 

 

図4-2-3-1 資金的支援における社会的な成果の優先度【日欧比較】42 

【 日本 】      【 欧州 】 

  

【 回答団体数 】貸付115、出資57        【 回答団体数 】110 

 

  

                                                      
42 日本はプログラム・商品数、欧州は資金的支援提供者の団体数を集計している。 
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＜参考＞ 

日本の通常の助成をすべて「視点１：社会的な成果のみを優先し財務的リターンは求めない」に含めて集計

した比較を参考に示す。 

日本では「視点１：社会的な成果のみを優先し財務的リターンは求めない」（75.6%）が も高い構成比を

占めた。 

ただし、本調査では助成の回答数が も多かったこと、下図において日本はベンチャーフィランソロピーを

区別せずすべての助成が「視点１：社会的な成果のみを優先し財務的リターンは求めない」に入っている点に

留意する必要がある。 

 

図4-2-3-2 （参考）資金的支援における社会的な成果の優先度【日欧比較】（日本の助成を含む）43 

【 日本 】      【 欧州 】 

 

   【 回答団体数 】助成398、貸付115、出資57                 【 回答団体数 】110 

 

  

                                                      
43 日本はプログラム・商品数、欧州は資金的支援提供者の団体数を集計している。 
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（４）資金的支援の提供条件 

 

 日本と欧州で社会的な成果の評価内容を比較するにあたり、欧州のアンケート調査項目の詳細は不明ながら、

本調査では資金的支援の提供条件を確認する設問44において、「支援先の社会的な成果の評価が可能であること

を条件としている」プログラム・商品に対して、さらに社会的な成果の評価内容として、「アウトプット」、

「アウトカム」、アウトカムの「報告」を選択肢とし、各項目を選択した割合を算出することとした。 

日本では、「アウトプット」（71.3%）を評価対象としている割合が も高く、「アウトカム」（42.5%）、

さらにアウトカムの「報告」（25.0%）の順で高かった。欧州では、「アウトカム」（92%）を評価対象として

いる割合が も高く、「アウトプット」（86%）、「インパクト」（71%）の順で高かった。 

日欧で比較可能な、「アウトプット」、「アウトカム」に関しては、欧州の方がアウトカムの評価を取り入れ

ており、かつ評価内容として9割以上を占めた。 

ただし、日本の回答団体は、非営利団体のほか金融機関や投資会社等の営利団体を含み、欧州の回答団体は、

社会的投資家や助成団体など社会的事業に対する資金的支援を主として提供する団体から構成されると想定され

るため、欧州の方が高く算出される点に留意する必要がある。 

  

図4-2-4-1 社会的な成果の評価内容【日欧比較】45 

【 日本 】 

 

【 回答団体数 】助成50、貸付5、出資7 

 

【 欧州 】 

  

【 回答団体数 】103  

                                                      
44 付属資料2アンケート調査票の問12、問18、問26を参照。 
45 日本はプログラム・商品数、欧州は資金的支援提供者の団体数を集計している。 
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（５）成長ステージ 

 

 日本と欧州で成長ステージごとの資金的支援の方法の内訳を比較するにあたり、資金的支援の方法の項目数

（日本は3個、欧州は5個）が異なるため、全体の割合間の比較はできない。そこで日欧で共通する「助成」、

「貸付」、「出資」の3点の相対的な比率を比較する。 

準備期では、日欧ともに「助成」が半数以上を占めた。 

創業期でも、日欧ともに「助成」が も多いが、欧州では「助成」、「貸付」、「出資」が半数以上の割合を

占めるのに対し、日本では「貸付」が相対的に多かった。 

成長期、成熟期については、日本では「助成」が6割を超えていたが、欧州では、「助成」、「貸付」、「出

資」の比率が同程度であった。 

 

図 4-2-5-1 成長ステージごとの資金的支援の方法の内訳【日欧比較】46 

【 日本 】 

 

【 回答団体数 】助成394、貸付115、出資57 

【 欧州 】 

  

【 回答団体数 】108  

                                                      
46 日本は単一回答によるプログラム・商品数、欧州は複数回答による資金的支援提供者の団体数を集計している。 
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日本と米国等で資金的支援の成長ステージを比較すると、日米ともに「成熟期」が「成長期」、「創業期（ベ

ンチャー期）」と比べて低かった。日本において も高いのは「限定していない」を除くと「成長期」であり、

米国等においても「成長期」の資金的支援の割合が も高かった。 

日本と米国等で資金的支援の成長ステージごとの提供残高の構成比を比較すると、日本では「限定していな

い」を除くと「創業期」の残高が「成熟期」と比べて高かったが、米国等においては「成熟期」、「成長期」の

残高が「ベンチャー期（創業期）」と比べて高かった。 

なお、日本の残高総額は7,239億円、米国等の残高総額は17兆9,848億円である。 

 

図4-2-5-2 平成29年度：成長ステージごとのプログラム・商品数（左）47、残高（右）48【日米比較】 

【 日本 】 

プログラム・商品数    残高

 

  【 回答団体数 】左側（プログラム・商品）：助成394、貸付115、出資57 右側（残高）：助成371、貸付97、出資30 

 

【 米国等 】 

団体数     残高 

 

【 回答団体数 】左側（団体）：190 右側（残高）：189 

  

                                                      
47 日本は成長ステージをプログラム・商品ごとに単一回答の設問としているので、プログラム・商品数の構成比の合計は100％になるが、米国

等は複数回答による資金的支援提供者の団体数の割合を集計しているため、各割合の合計は100％を超える。 
48 日本と米国等はいずれも残高の構成比の合計は100%となる。なお米国等の残高の構成比の合計が99%となっているが、調査報告書の原文の

ままを掲載することとした。また平成30年3月30日時点の為替レート107.24円を用いて米国等の米ドル残高を日本円貨に換算した。 
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（６）期間 

 

日本と欧州で資金的支援の提供期間の分布を比較するにあたり、期間の尺度が異なるため、日本で集計した期

間の「限定なし」を除いたうえ、助成、貸付、出資について、日欧の期間の分布の相対的な構成比で比較する。 

日本では、助成は「1年未満」が も多かった。また貸付と出資の提供期間は、「限定なし」を除くと、「5

年以上」が も多く、次いで「10年以上」、「1年以上」、「1年未満」の順になり、期間の分布は類似してい

た。 

欧州では、助成は「2年から4年」が も多かった。貸付も「2年から4年」が も多く、その点では助成と

貸付の分布は類似していた。出資は「8年から10年」が も多かった。 

日欧を比較すると、日本では、助成は極めて短期、貸付と出資はいずれも「10年以上」を含めて中長期である

こと、欧州では、助成の平均提供期間は比較的長いこと、貸付の平均提供期間は中長期、出資の平均提供期間は

長期に分布しているものの10年を超えないことが確認された。 

 

図4-2-6-1 資金的支援の方法ごとの期間の分布【日欧比較】49 

【 日本 】 

 

【 回答団体数 】助成394、貸付115、出資57  

  【 欧州等 】 

 

【 回答団体数 】108 

                                                      
49 日本はあらかじめ定めた選択肢の期間を回答したプログラム・商品数を集計し、欧州は資金的支援の平均期間を回答した資金的支援提供者の

団体数を集計している。日本は期間を単一回答の設問としているので、プログラム・商品数の構成比の合計は100％になる。欧州でも平均期間

を単一回答としているので、資金的支援提供者の団体数の構成比の合計は100％になる。 
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（７）非資金的支援 

 

日本と欧州で非資金的支援の提供項目を比較する。 

日本の回答団体においては、「社会的な成果拡大のための戦略支援」（45.3%）が も多く、次いで、「資金

調達支援」（41.9%）、「戦略面の支援」（38.1%）、「人材支援」（35.6%）の順で多かった。一方、「ガバ

ナンス支援」（17.8%）は も少なく、次いで、「社会的な成果の測定支援」（19.5%）が少なかった。 

欧州においては、「戦略面の支援」（81%）が も多く、次いで、「社会的な成果拡大のための戦略支援」

（72%）、「人材支援」（70%）、「収益戦略支援」（70%）、「ガバナンス支援」（69%）が多かった。 

日欧の比較では、欧州は日本に比べて各項目の提供割合が高かった。特に「ガバナンス支援」の提供割合を見

ると、欧州では順位が高いのに対し、日本では提供割合が も低かった。 

 

図 4-2-7-1 非資金的支援の提供項目【日欧比較】50 

【 日本 】 

 

【 回答団体数 】助成79、貸付28、出資30、非資金64 

 

【 欧州 】 

 

【 回答団体数 】110 

  

                                                      
50 日本は複数回答によるプログラム・商品数、欧州は複数回答による資金的支援提供者の団体数を集計している。 
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（８）課題 

 

日本と米国等で社会的事業（支援先）への資金的及び非資金的支援を充実させるにあたっての課題を比較す

る。 

日本では「極めて重要」と回答したのは、「その他」（42.5%）を除けば、「リスクと収益性に対応する適切

な資金調達が不足している」（29.2%）、「社会的事業への支援に関する専門スキルを備えた人材が不足してい

る」（24.0%）の順に高かった。 

米国等でも、「リスクと収益性に対応する適切な資金調達が不足している」（42%）は も高く、日本と共通

していた。ただし、次いで「社会的事業への各種支援の定義や共通理解を促す基準や方法が不足している」

（40%）が高く、日本では金銭面に加えて人材面、米国等では金銭面に加えて共通理解のための基盤整備を挙げ

ている点が相違していた。 

 

図4-2-8-1 課題の重要性【日米比較】51 

【 日本 】 

 

【 回答団体数 】助成305、貸付120、出資60、非資金的支援63 

【 米国等 】 

 

【 回答団体数 】上段から222、224、207、223、219、221、214、202、221  

                                                      
51 日本と米国等はいずれも複数回答による回答団体数を集計している。 
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  課題の改善度は、日本では、課題の「改善なし」が「その他」を除くすべての項目で7割以上を占めた。特

に、重要性の も高かった「リスクと収益性に対応する適切な資金調達が不足している」に関しては、「悪化」

が10.1%と も高く、改善（「著しく改善」と「やや改善」を合算）も も低いことから、重要な課題が改善さ

れていないことが確認された。 

米国等においては「支援先の出口戦略が見つからない」、「政府による制度的支援（法人認証、減税制度等）

が整備されていない」の2点について、「改善なし」とする回答が比較的高いものの、それぞれ40%、33%であ

り、かつ「やや改善」よりも割合が低いため、日本に比べて相対的に課題の改善が進んでいることが確認され

た。 

また、日本と同様に重要性の も高かった「リスクと収益性に対応する適切な資金調達が不足している」につ

いて「著しく改善」が8%、「やや改善」が63%であり、米国等では改善に向かっていることが確認された。 

 

図4-2-8-2 課題の改善度【日米比較】52 

【 日本 】 

 

【 回答団体数 】助成301、貸付119、出資59、非資金的支援64 

【 米国等 】 

 

【 回答団体数 】上段から209、206、206、216、215、215、202、184、193 

 

                                                      
52 日本と米国等はいずれも複数回答による回答団体数を集計している。 
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（９）期待の実現度 

 

日本と米国等で出資により資金的支援を行う場合の財務リターンの期待の実現度を比較すると、日米ともに

「期待通り」が も割合が高かった（日本75.4%、米国等76.0%）。 

一方、「期待を超える」との回答は、米国等では15.0%に対し、日本では0.0%であった。 

 

図 4-2-9-1 期待の実現度【日米比較】53 

【 日本 】     【 米国等 】 

 

【 回答団体数 】出資51                     【 回答団体数 】218 

  

                                                      
53 日本は単一回答によるプログラム・商品数、米国等は単一回答による資金的支援提供者の団体数を集計している。 


