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■社会的インパクト評価イニシアチブ （ SIMI ： Social Impact Measurement Initiative）
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社会的インパクト評価の事例を蓄積し、評価品質の向上、事業改善や効果的な取
組の展開、また、その先にある社会的インパクト全体の拡大等に活用されるために
必要なアクションプランを描きました。

• 「事例の現状把握」： 既に存在する社会的インパクト評価に関する事例や団体を調査し、現
状を分析します。

• 「事例収集・公開の要件整理」： どのような事例を社会的インパクト評価事例として蓄積・公
開するか、蓄積する事例の構成や分類方法等を検討します。

• 「事例の公開」： 事例公開への障壁を低くするため、公開する情報レベルや公開方法等の
検討。また、公開された情報に関するメタ評価（評価結果の第三者による評価）や双方向の
コミュニケーションを含む仕組み等を検討します。

• 「評価実施の促進」： 事例をより蓄積するための方策や蓄積された事例をより有効に活用す
る方策等を検討します。

• 「リソースセンター更新およびデータベースの構築・運用」： 上記を実現するためのウェブサ
イトを構築・運用し、各利用者が事例を登録・活用できるような環境を実現します。

社会的インパクト評価の推進に向けたロードマップ Ver.1.0 2017-2020年 社会的インパクト評価の推進を通じたより良い日本社会の実現

▶ ロードマップ実現に向けたのアクションプラン骨子

WG名 対象テーマ（大分類） 対象テーマ（小分類）
インパクト志向原則作成 文化醸成 事業者、資金提供者
資金提供者ネットワーク 文化醸成、インフラ整備 資金提供者、評価支援体制の整備
事業者ネットワーク 文化醸成、インフラ整備 事業者、評価支援体制の整備
社会的認知 文化醸成 社会的認知
人材育成 インフラ整備 評価人材育成
ガイドライン作成 インフラ整備 評価手法の確立
アウトカム・指標作成 インフラ整備 評価手法の確立
事業の蓄積・活用 事例の蓄積・活用

テーマ１

「社会的インパクト評価」が日本社会において普及する姿を構想し、「事業者」と「資金
提供者」というアクターごとのアクションプランと、「社会的認知」にまつわるアクション
プランを描きました。

• 「事業者」： 社会的インパクト評価に注目する非営利、営利を含む各種事業者がゆるやか
なネットワークを形成し、お互いの取組から相互の学びが継続的に得られるような流れを
作って行くことを構想します。

• 「資金提供者」： 財団、企業、金融機関、個人、行政を含む資金提供者自らが、資金提供
者自身のインパクト志向のステップを定義することからはじめ、ゆるやかなネットワークを形成
し、お互いの取組からの学びが継続的に得られるような流れを作って行くことを構想します。

• 「社会的認知」： 社会的インパクト評価に関する情報発信を強化し、理解の普及に努めます。

社会的インパクト評価文化醸成

社会的インパクト評価インフラ整備

インパクト評価を実践していくために活用可能な資源や支援体制を構築するために必
要なアクションプランを描きました。

• 「評価人材の育成」： 事業者（経営者・管理者・現場）、資金提供者、中間支援組織（伴走者）、
評価専門家を対象とした基礎研修および実践研修を通じて、社会的インパクト評価を実践、
または伴走者として支援できる人材を育成します。

• 「評価手法の確立」： 評価を実践しようとする方が活用できる、社会的インパクト評価のガイド
ライン、具体的手引き、アウトカムとその指標に関するツールの整備を行います。

• 「評価支援体制の整備」： 資金提供者や基金を通じた資金面での評価実践の支援体制の整
備。および、評価事例やツール等のリソース情報を一元化したWebサイト（リソースセンター）、
評価実践者のピア・ネットワークを通じた技術面での支援体制の整備を行います。

社会的インパクト評価事例の蓄積・活用

2017年度は、ロードマップ実現に向けて８つのワーキング・グループを新た
に設置し、それぞれのアクションプランを作成、実行していく。

テーマ２

テーマ３

２０２０年VIISION 
2020年までに、社会的インパクト評価を広く社会に定着させ社会的課題の解決を促進させます。～１２の目標と３８のアクション～

○ 平成28年6月に設立された「社会的インパクト評価イニシアチブ」は、我が国における社会的インパクト評価を推進するために、民間事業者、
シンクタンク、中間支援組織、資金提供者、研究者、行政等が連携したマルチセクター・イニシアチブである（現在１４５団体）。

（出所）SIMI HP（http://www.impactmeasurement.jp/）

○ 平成29年には、2020年までに日本における社会的インパクト評価を推進するビジョン、及び必要な取組をまとめた「社会的
インパクト評価の推進に向けたロードマップ」を作成し、現在、ロードマップ実現に向けたアクションプランを作成、実行している。

（注）ＧＳＧ社会的インパクト投資タスクフォース日本国内投資委員会では、「社会的インパクト評
価ツールセット実践マニュアル」や各分野におけるロジックモデルや成果指標、測定方法を
例示した「ツールセット」を順次作成する取組を進めている（現在、５分野作成済）。



「社会的インパクト評価普及のための評価支援人材の育成」事業（日本財団助成事業）

○事業の目的： 全国のNPO等の事業体が、適切な事業評価ができるように伴走支援ができる人材を、特に米国の「発展型評価
（Developmental Evaluation）」（注）の学習・習得を通じて育成すること。

○事業の位置付け： 「社会的インパクト評価イニシアチブ」が作成したロードマップにおける、人材育成の具体的なアクションに
位置付ける。

○事業の目標： 2017年度～2018年度の２年間で、日本で事業評価の伴走支援が認知され実践される環境を整備するため、
人材の育成（20名）、事例の蓄積（10事例）、教材の作成を行う。

○事業内容：
1. 研修参加者の募集・選抜

(１) 時期:2017年４～６月 (２)場所:全国 (３)対象者:「伴走評価エキスパート」研修参加者を全国から16名選抜。

2. コアスタッフの渡米研修
(１)時期:2017年６月（1週間） (２)場所:米国２カ所程度（候補地：ワシントン州シアトル、ミネソタ州セントポール）
(３)対象者:本事業コアスタッフ(5名)(4)内容:「伴走評価エキスパート」に必要なスキルや資質、研修メニュー等を企画

3. 定期研修会の開催
(1)時期: 2017年8月、10月、2018年２月の３回（第1回、第２回は１泊２日。第３回は２泊３日。）
(2)対象者: 研修参加者及びコアスタッフ (3)内容: 第１回：オリエンテーション。第２回：発展型評価の学習（ケーススタディー等含む）。

第３回：日本語教材作成の進捗チェック、１年間の振り返り等。

4. 集中研修会の開催
(１)時期:2017年12月（１週間） (２)場所:東京（研修・宿泊会場として国際文化会館と協議予定）
(３)対象者:研修参加者及びコアスタッフ（米国から評価専門家を２名招聘） (４)内容: 前半の基礎編、後半の応用編を、米国から招く評価専門家が担当

■一般財団法人CSOネットワーク（社会的インパクト評価普及のための評価支援人材の育成事業）
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（※注）発展型評価（Developmental Evaluation）
マイケル・クイン・パットン氏が1990 年代半ばから提唱している評価の考え方から発展させたもので、2011 年に一冊の書物にまとめられ、評価者コミュニティの

なかで注目を浴びている。 パットン氏 は、発展型評価を「社会的イノベーション等、目的が固定されているというよりも目的自体が変化し、時間軸も予め設定さ
れているというよりも流動的で前進的な対象を評価するための方法である。そして、そこから得ようとするのは、外部への説明責任というよりも、イノベーションや
変化から学習することにある。」と説明している。このように、発展型評価とは、単なる一手法ではなく、文献によってはアカウンタビリティの確保を主眼とする総
括評価、事業改善を主眼とする形成評価と対比されることからもわかるように、より高レベルの評価の枠組み、類型である。
（出所）今田 克司・田中 弥生 「評価の国際的潮流と市民社会組織の役割」（The Nonprofit Review, Vol.16, No.1, 27–37 (2016)、JANPORA©2016）

（出所）一般財団法人CSOネットワーク HP（https://www.csonj.org/activity2/human-resource）
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○ ビッグ・ソサエティ・キャピタルは、英国における人々の生活を改善するために社会的投資市場を発展・促進させることを
使命として、次の２つの役割を担っている。

①社会的投資への認識と信頼性を高めるために、「社会的投資市場のチャンピオン」（champion、支持者）として行動すること

②社会的投資の中間支援組織に資本を提供する「社会的投資卸売業者」（investor、投資家）であること

○ そのうえで、ビッグ・ソサエティ・キャピタルが、社会的投資市場を構築し、さらに大きな社会的利益と社会の変化をもたら
すために、組織としてどのように貢献するかを明らかにしている。
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■英国 ビッグ・ソサエティ・キャピタルの変革の理論（セオリー・オブ・チェンジ)

（出所）https://www.bigsocietycapital.com/sites/default/files/annual_report/BSC_AR_2016_WEB.pdf

インプット
（投入）

アクティビティ
（活動）
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で届く適切な資
本が増える

② 収益とインパク
トを増加させる
ために、慈善団
体及び社会的
企業の能力が
増す

③ より大きなイン
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を付加される

① 市民と地域コミュ
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② 所得と金融包摂
③ 雇用・訓練・教育
④ 身体的な健康
⑤ 精神的な健康と

幸福
⑥ 住宅及び地域施

設
⑦ 家族・友人・親戚
⑧ 環境保護
⑨ 芸術・遺跡・

スポーツ・信仰

２．情報伝達
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③ コミュニケーションツールの開発と利用可能性
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益）と投資準備の増加

② 中間支援組織の成長と持続可能性の増加
③ 持続可能なモデルを通じて、資本がどのようにイ

ンパクトを創出させるかについての理解の増進
３．ポートフォリオの業績管理
－事業開発、訓練プログラム、
非常勤取締役の役割、インパク
ト報告

① 適切な取引とポートフォリオ水準の指標
② 中間支援組織のインパクト戦略、意思決定と業績

の改善
③ 適切な出口と実現化された投資リターン
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■英国 ビッグ・ソサエティ・キャピタルの変革の理論（セオリー・オブ・チェンジ) 関連図

（出所）https://www.bigsocietycapital.com/sites/default/files/annual_report/BSC_AR_2016_WEB.pdf

我々の変化の理論は、
投資家、中間支援組織、

慈善団体及び社会的企業と
の協力して働くことで、
人々の生活を改善する
ことを表している。
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学習する

新たなモデル
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協調投資

支援を
提供する

社会的成果
と財務実績
を管理する

家族を
支援する

技術と仕事を
提供する

精神的な健康と
幸福

地域を魅力
的にする

手頃な価格
の住宅を
開発する

身体的な健康

慈善団体と
社会的企業

芸術・遺跡・
スポーツ・信仰

自然環境の保護

資金

ビッグ
ソサエティ
キャピタル



■公益財団法人あいちコミュニティ財団 セオリー・オブ・チェンジ

○同財団では、「セオリー・オブ・チェンジ2020」として、同財団が目標とする社会的インパクトを達成するための中長期事

業計画を示し、年次報告書にて成果報告を行っている（下表は2016年度年次報告内容）。

26
（出所）あいちコミュニティ財団 2016年度年次報告書 『あいちの課題深堀りBOOK』 2016 （2017年８月４日）
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○ EC（European Commission）では、ソーシャルイノベーションを促す資金として、事業の各成長段階において、
どのような資金が必要であるかを調査研究し、下記の内容を「欧州的アプローチ」として推奨している。
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■欧州における変化を促すファンド（European social innovation funds）

（出所）European Commission “Financing Social Impact — Funding social innovation in Europe – mapping the way forward”(2012) 仮訳

1. アイデア基金
（Ideas fund）

2. 試作（パイロット） 基金
（Prototype (or pilot) fund）

3. 実行基金
（Implementation fund）

4. 規模拡大基金
（Scaling fund）

目的
市民社会の現場の職員等がソー

シャルイノベーションのアイデアを追
求できるようにする

優れたアイデアをプロトタイプ化し
て現地で試行できるようにする

パイロット事業を拡大してどのよう
に維持できるかを探る

大規模な拡張を可能にする

サポートの性質

5～25千ユーロの少額の助成や
ローン（「事務手続き（red tape）」が
少なくて済むもの）。資金は個人又
は組織に提供される。 公共及び民
間部門の職員や社会起業家は、奨
学金を受けることで自らのテーマに
挑戦することができる。

２年間で 大30万ユーロの助成金
大３千万ユーロ（国家援助規則

に従う）の助成とDAF （Donor 
Advised Funds）

債券（準株式） － 高１億ユーロ

次のステージへの
つなぎ

成功したアイデアは、専門家等に
よって構成された外部者によって判
断される。

パイロット事業は、健全な評価手法
（例えば、対照群を用いた社会実験）
に基づくことで、既存のモデルよりも
良い結果をもたらす。

主流のパイロット事業は、顕著に
規模を拡大し、優れた成果と価値を
実証している

規模拡大は、新しい理論的枠組み
（new paradigm）の体系的な転換可
能性を示す

条件の説明

公的機関や市民社会団体の職員
を３〜６ヶ月間自由にするための助
成金、又は市民がソーシャルイノ
ベーションを追求できるような奨学金
として、４千〜８千ユーロ

既知のアイデアを理解し、予備調
査/事業計画を作成し、12ヶ月間テ
ストする。

構造基金（the Structural Funds）内
で活動するEQUAL /都市プログラム
のようなもの

結果に応じた支払（Pay for 
results）/ SIBモデル（税制、マルチレ
ベル・ガバナンス、有益な回路）、公
的/社会的、公共/連携関係（私的/
社会的）

EUレベルでの管理
と加盟国での管理

ＥＵの全体又は中間支援組織によ
る全国レベルの挑戦としての管理さ
れる。

EUで直接管理基金を進めるととも
に、これらの基金が設定されている
国の基金を支援する。

EUの構造基金は、国や地方の管
理当局を通じ、公的機関、NGO、ま
たは民間組織に分かれている

国のイノベーション機関や金融機
関との取引を行うEIB卸売業者との
EUの協働

既存の実例
Unltd, Ashoka Fellows, Kennisland
digital pioneers fund

社会的経験が提案を要求する。
ERDFから資金を受けたURBACT行
動計画アプローチがある。

Equal, URBAN SIBS, Pay for Results (USA)

1-1．基本的な研究とコンセプト
を開発するための資金

1-2．有望なアイデアのための
シード資金

2．パイロットや試作品の
評価、評価のための資金

3．成功したモデルを
埋め込むための資金

4．成長のための資金

※ERDF（European Regional Development Fund、欧州地域開発基金）、URBACT（ヨーロッパ都市再生ネットワーク）、EQUAL（欧州社会基金（The European Social Fund = ESF））が行った労働市場にア
クセスするすべての人の機会均等を促進するイニシアチブ）、 URBAN（欧州議会における都市横断的な問題を議論する委員会）、 EIB（European Investment Bank, 欧州投資銀行）



【The Growth GrantとThe Discovery Grantの比較】
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■豪州 事業ステージに応じた助成プログラム（The Growth GrantとThe Discovery Grantの比較）

（出所）内閣府平成28年度社会的インパクト評価等に関する海外（豪州）調査, Philanthropy Australia ( http://www.philanthropy.org.au/impact-investment-ready/)

The Discovery Grant

対象ステージ：創業期

The Growth Grant

対象ステージ：成長、発展期

目的

非営利組織に対して、財務持続性（financial sustainability）に

向けた道筋をつけ、キャパシティビルディングを通じて、将来

の社会的インパクト投資の計画を作成するための助成

社会的企業に対して、投資資金を確保し社会的・環境的イン

パクトをスケールアップするための資金調達に必要なキャパ

シティビルディングにかかる経費の助成

対象組織
一定の要件を満たす慈善団体

（charitable organisation）

社会的企業、社会目的営利組織、登録慈善団体、コミュニ

ティ・ボランティア組織、協同組合、相互会社

支援金額 大5万豪ドル（約434万円）を上限

大10万豪ドル（約868万円）を上限（助成事業が採択されて

から、助成金のうち70%を支払い、残り30%は資金の確保が証

明された段階で実績に基づいて支払う。）

The Discovery Grant
（PAが運営）

創業期支援

The Growth Grant
（IIAが運営）

成長期支援

ビジネス拡大

○ National Australia Bank（NAB）が、インパクト投資市場の拡大に必要な支援として立ち上げた助成プログラムである。
○ The Discovery Grantは、The Growth Grantよりも前段階のスタートアップ段階（創業期）にある組織のキャパシティビル

ディング支援する。一方、The Growth Grantは成長期にある組織のビジネス拡大に向けた資金調達を支援する。

（参考）
 The Growth Grantにおいて資金調達に成功した8機関でNABからの融資につながった機関はいないが、将来的に社会的インパクト投資の規模が拡大し、NABから融

資を提供することが期待される。なお、NABの融資の目安額として、小規模ビジネスで2万豪ドル（約173万円）から200万豪ドル（約1700万円）、中規模ビジネスで500
万豪ドル（約4300万円）か2000万豪ドル（約1.7億円）となっている。

 助成事業で申請が不採択となる主な理由は、申請機関が明確な社会的インパクトを提示できていないケース、ビジネスモデルの熟度の低さがある。申請者は実績と
必要な財務情報の提供が必要となる。まだ実績はないが、助成金の受益者で資金調達が迅速に行われた場合、拠出した助成金を払い戻す制度もある。



【The Discovery Grantの概要】
2016年度に初めて実施。65件から申請を受け、６団体に対し、総額28万豪ドルの助成金を授与した。
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■豪州 Philanthropy Australia(PA)の助成プログラム（The Discovery Grant）

（出所）内閣府平成28年度社会的インパクト評価等に関する海外（豪州）調査, https://impactinvestmentready.com.au/discoverygrant-about

○ PAが2016年度から運営を開始した助成プログラム The Impact Investment Ready Discovery Grant（The Discovery 
Grant）は、The Growth Grantの対象組織よりも前段階の初期段階のステージの組織に対し、組織の事業拡大に対
するキャパシティビルディング支援を行う。

項目 内容

目的
非営利組織に対して、財務持続性に向けた道筋をつけ、キャパシティビルディング
を通じて、将来の社会的インパクト投資の計画を作成するための助成

支援額 大5万豪ドル（約434万円）を上限

支援内容

• 社会的企業分野に関する起業家支援機関及び/またはイノベーションラボで社
会的インパクト投資に適したプロジェクトの形成

• ビジネスケース開発への支援や社会的インパクト投資のツール（例：融資契約、
資金調達メカニズム等）に関するスタッフの育成

• 非営利組織セクターを支援するためのケーススタディ、ツール、ガイド、リソース、
パートナーやネットワーク構築

• 社会的インパクト投資のメンター、評論家、トレーナー等の外部アドバイザーに
よる非営利組織への支援

• 他の非営利組織に対して社会的インパクト投資プロジェクトの支援実績のある
組織

申請要件 特に記載なし

主な選考
基準

• 既存または新規に社会的インパクト投資の開始を予定している組織で、今後の
成功ためやリスクを回避するためのキャパシティビルディングが必要な組織が対
象となる。

• 社会的インパクト投資を通じて社会及び/または環境のインパクトを達成するた
めのより持続的なビジネスの開発にコミットメントを示している。

• 社会的インパクト投資、取引企業、代替財務モデルの要求項目を認識している。
• キャパシティ・ビルディング・プログラムにより高い付加価値を生み出すための他

の財源（金銭またはそれ以外）を確保している。
• 外部の社会的インパクト投資の専門家が特定されており、社会的インパクト投資

に向けた助言を受けている。
• 社会的インパクト投資のための助成を過去に受けていない。

（参考）The Discovery Grantのウェブサイト



【The Growth Grantの概要】
助成金額の5倍以上の資金調達が条件であり、これまで助成した16組織のうち、8組織で合計3775万豪ドル（約33億円）の資金調達に成功している。
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■豪州 Impact Investing Australia (IIA) の助成プログラム（The Growth Grant）

（出所）内閣府平成28年度社会的インパクト評価等に関する海外（豪州）調査

項目 内容

目的
社会的企業に対して、投資資金を確保し社会的・環境的イン
パクトをスケールアップするために必要なキャパシティビル
ディングにかかる経費の助成

支援額

大10万豪ドル（約868万円）を上限として、助成事業が採択さ
れてから、助成金のうち70%を支払い、残り30%は申請時に計
画した資金調達の確保が証明された段階で、実績に基づいて
支払う方法を採用（performance-based payment）

申請要件

・申請者は、社会及び/または環境の課題を解決することに貢
献するビジネスモデルを核とする組織ミッションを

有している。
・申請者はキャパシティビルディングを提供するプロバイダーと
の協力関係に基づき作成している。

主な選考
基準

・申請者は持続可能なビジネスモデルの実績を有している。
・申請者は、短・中期的にインパクトのスケールアップのため
の資本投資を必要としている。
・申請者は、現在資本調達において何が阻害要因となってお
り、助成金がどのようにそのギャップを埋めることが

できるのかを明確に説明しており、レバレッジ（例：助成金額
と資金調達予定額の割合）が5倍以上である。
・製品/サービスから生み出される計測可能な社会及び/また
は環境へのインパクトがある。
・申請者がキャパシティビルディングを提供するプロバイダー
に支払う費用を自己資金で賄える。
・申請組織は、責任があり能力のあるマネージメントに監理さ
れている。

○ IIAは、主に社会的インパクト投資を促進するための中間支援組織として助成事業を運営している。IIAは投資収益を生
み出すと同時に社会及び環境へのインパクトを提供する投資の機会を成長させることを目指している。

○ 財源はNational Australia Bank（NAB）等のスポンサーシップから成り立っている。
○ IIAが実施している助成事業に、Impact Investment Ready Growth Grant（The Growth Grant）がある。

（参考）The Growth Grantの関係図


