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■公益財団法人あいちコミュニティ財団の案件形成に向けた調査・研究
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○ 同財団の助成プログラム「あいちの課題深堀ファンド」等の課題を探求して、事業が発展、規模拡大した事例を紹介している。

収入総額2,884万円(2014年度) ⇒3,117万円(2016年度) 収入総額1,378万円(2014年度) ⇒3,117万円(2016年度) 

（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）



■英国 ビッグ・ソサエティ・キャピタルの案件形成に向けた調査・研究

○ 特定の社会課題ごとに調査・研究グループ（Issue Based Groups）を設置し、新たな案件形成に努めている。
各グループでは、社会問題や政策、資金調達環境の理解とともに、問題に取り組む慈善団体や社会的企業の理解を深めている。 調査研

究において、各分野の専門家や実務家と協力することで、社会的変化をもたらすために社会的投資を利用する可能性があり、かつ、持続可
能でより大きな影響を与えるビジネスモデルを見出している。

○ 社会課題について、アイデアの種類ごとに分類されている。
 社会課題は、市民と地域コミュニティ(Communities)、所得と金融包摂(income and financial inclusion)、雇用、訓練、教育(Employment and training, Education)、健康

と地域福祉(Health and social care)、住宅及び地域施設(Housing and lcal facilities)、家族、友人、親戚等との関係(Family, friends and relationships)、自然環境の保
全(Conservation of the natural environment)、芸術、遺跡、スポーツ、信仰(Arts, heritage, sport and faith)、刑事司法(criminal justice)
 アイデアの種類は、収入(Revenue)、資産(Assets)、新たなモデル(New models)

例：【所得と金融包摂】×【新たなアイデア】
ビッグ・ソサエティ・キャピタルは、Joseph Rowntree財団の貧困プレミアムに関する調査に協力するとともに、貧困層が強いられている「貧困プレミアム（貧困である

ことで生じる追加費用、ダブルペナルティともいう）」を10年で削減することを目的に、Fair by Design Fundを設立（ビッグ・ソサエティ・キャピタルは、ファンド組成の際
には中核となる資金を提供）した。このファンドは、貧困層が負担している「貧困プレミアム」のうち、光熱費、金融サービス手数料・利子、保険料の３つに焦点をあて、
この削減に取り組むソーシャル・ベンチャーに集中的に投資する。 （参考） http://www.fairbydesignfund.com

【その他のアイデア（一部）】 ※社会課題ごとに研究結果が公表されている

38（出所）Big Society Capital “Future investment ideas ” (https://www.bigsocietycapital.com/what-we-do/investor/investment-ideas)

社会課題 調査研究テーマ 概要

所得と
金融包摂

金融技術(Fintech)
【新たなモデル】

低所得世帯を支援する金融技
術の登場。

教育 幼児期の質の高い
養育と成長の資本
【収入】

将来の教育の習熟度に大きな
影響を与える幼児期の養育。
特に恵まれない環境にいる子
供に対する養育の質を高める。

芸術、
遺跡、
スポーツ、
信仰

社会的インパクトに
着目した芸術団体
への協調資金
【新たなモデル】

芸術団体は、チケット販売や会
員費等や事業の受託等の新
たな収益源を開発し、持続可
能なビジネスモデルを構築す
るにつれて、よりリスクの高い
資本を必要とする際、助成金と
融資を融合させることで、芸術
団体がより大きな社会的イン
パクトをもたらすことができる。

「イングランド地方における社会的投資と教育」

社会的投資の機会
イングランドにおける社会的投資家の見取り図

「所得と金融包摂」
金融からの排除のサイクル



○ The Barrow Cadbury TrustがAccess–the Foundation for Social Investment（※）と連携して管理しているファンド。2017年春に設立された。
慈善団体や社会的企業のニーズをより満たす英国・イングランド地域の社会的投資市場を強化するために、社会的投資市場の共通基盤を

整備することを目的としている。

○ 設立の背景としては、（資金の需要側である）慈善団体や社会的企業にとっては、依然として社会的投資市場から少額の無担保で手頃な資
金にアクセスするのに苦労している。一方、（資金提供側である）社会的投資の中間支援組織は多数存在するが、ファンドマネジャー等にとって
の持続可能なビジネスモデルは依然として挑戦的な状況にある。

○ 1.5百万ポンド（約225百万円）のファンドであり、次の３分野に寄附又は投資をしている。
現在、2017年分は選考中であり平均助成申請額は60千ポンド（約9百万円）。

■英国 The Connect Fund （社会的投資市場の共通基盤の整備を目的としたファンド）

（出典） The Barrow Cadbury Trust ” The Connect Fund” HP（ https://www.barrowcadbury.org.uk/the-connect-fund/）、
ACCESS “Off and running – the Connect Fund steps out” HP(https://access-socialinvestment.org.uk/blog/off-running-connect-fund-steps/) 39

（※注）Access – the Foundation for Social Investment
・ 英国・イングランド地域の社会的投資市場の発展を目指して、2015年に、Big Society Trust、宝くじ基金、Big Society Capital及び英国の内閣府（現在は、文化・メディア・ス

ポーツ省（DCMS）に移管）とが協力して創設した非営利組織。
・ 慈善団体や社会的企業と社会的投資家との需給ギャップを埋めるために、寄附や教訓の共有等による社会的企業の能力開発の支援並びに小規模無担保ローンの提供

を行っている。

（１）実現可能性を探る助成（Feasibility grants）

ソーシャル・セクターの中間支援組織が、
社会的投資プログラムのモデル形成の試行に助成

する

＜助成対象＞

（２）共通の基盤開発の助成（Grants）

慈善団体や社会的企業と社会的投資市場との
構造的な溝を埋めるための基盤整備に助成する

＜助成対象＞

（３）データ収集への投資（Investment）

既存の社会的投資に係る中間支援組織が
社会的投資に求めるエビデンスの収集に投資する

＜投資対象＞

データ共有 業界・部門間連携 能力開発

ファンドマネジャー

地域のボランティア組織 会員団体

コミュニティ財団 同等の組織

アレンジャー等

社会的投資市場
のプラットフォーム



■英国 ビッグ・ソサエティ・キャピタルの社会的投資市場形成の基盤整備に向けた取組

○ 英国のビッグ・ソサエティ・キャピタルは、英国における社会的投資市場の発展という使命の下、事業者に対する直接投資は行わず、既存の
ファンドに対する資金提供を行うという方針を掲げている（前述の変革の理論の通り）。これにより、資金仲介組織や中間支援組織を育成す
ることで、資金仲介組織等を通じて調達される他の民間金融機関や投資家からの資金が社会的投資市場に流れ込んでくること（呼び水効
果）を図っている。この結果、2016年12月末時点で、ビッグ・ソサエティ・キャピタルの直接投資額３億４千万ポンドに加えて、他の投資家から
の投資５億5300万ポンドが調達可能となっている。

○ そのほか、次のような取組の実施・協力を通じて、社会的投資市場の基盤整備と生態系の創出に努めている。
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情報共有サイト 「Good Finance」
社会的投資に関する基本情報、事例研究、社会的インパクト評価手法、社会的投

資家やアドバイザー等に関する情報をオンライン上で提供している。

社会的インパクト投資家向けガイドブック 「The Good Investor」
GIIN (Global Impact Investing Network)では、社会的インパクト投資の計画策

定から案件審査、分析、デュー・ディリジェンス、意思決定、案件組成、モニタリングと
評価、報告という一連のプロセスに関するガイドブックをオンライン上で提供している。

社会的インパクト指標データベース「Outcome Matrix」
社会的投資の基礎となる社会的インパクト評価の普及と標準化を目的に、９つの主

要な社会的課題分野と15のターゲットとなる受益者によるマトリックスを設定し、それ
ぞれの代表的な成果指標をまとめてオンライン・データベースとして提供している。

社会的インパクト投資家グループ
社会的インパクト投資に関心を持つ公益信託や助成財団のインフォーマル・グルー

プ。メンバーは、定期的な会合を通じて、様々な分野の動向についての情報を入手し、
メンバー相互の情報交換を通じてノウハウ共有を行うことができる。

（仮訳）
〉 社会的投資を理解する
〉 自分にとって（社会的投資が）合っているか？
〉 投資家と助言の紹介
〉 事例研究
〉 社会的影響の測定

（https://www.goodfinance.org.uk/impact-matrix）

（https://www.goodfinance.org.uk/） （ https://thegiin.org/knowledge/publication/the-good-investor ）

（ http://groupspaces.com/SocialImpactInvestorsGroup/）



■英国 ビッグ・ソサエティ・キャピタルの啓発活動及び広報活動

○ 英国のビッグ・ソサエティ・キャピタルは、英国における社会的インパクト投資に関する様々な調査を行い、その報告を一般に公開すると共に、
ブログ等を通じて社会的インパクト投資に関する 新情報を提供している。その中には、インパクト評価ガイド等、実務家に有益なガイドブッ
クや、世界の社会的インパクト投資の動向に関する調査報告等、多様な情報が含まれている。
（出所）https://www.bigsocietycapital.com/latest/type/research

○ 英国の非営利セクターの全国組織であるNCVO (The National Council for Voluntary Organisations、ボランタリー団体全国協議会)は、
Funding Centralというウェブサイトを通じて、英国の非営利組織や社会的企業が利用可能なグラントや政府の公共調達契約、及び主要な社
会的インパクト投資家の情報を提供している。 （出所）https://www.fundingcentral.org.uk/default.aspx
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【社会的投資インサイト・シリーズ】
• 「ガバナンスと社会的投資」（2016年7月）
• 「統合への投資」（2016年5月）
• 「英国社会的投資市場の規模と構成」（2016年3月）
• 「世界の一般向け社会的投資商品」（2016年3月）
• 「次の一手は？社会的投資の将来」（2015年5月）
• 「コミュニティと社会的投資」（2015年3月）
• 「家族・友人・対人関係問題分野における社会的投資」（2015年3月）
• 「教育分野における社会的投資」（2015年2月）
• 「金融包摂と社会的投資」（2014年12月）
• 「保健医療・介護分野と社会的投資」（2014年12月）
• 「住居と社会的投資」（2014年8月）
• 「チャリティ債市場の成長」（2014年7月）
• 「社会的インパクト債：事例から学ぶ」（2014年6月） 等

【その他の調査研究】
• 「コミュニティシェアへの投資ガイド」（2017年2月）
• 「実践におけるインパクト測定：5つの慈善団体と社会的投資を行った社会的企業の取組を検
討した事例研究報告書」（2016年12月）

• 「インパクトの追求」（2016年12月）
• 「委託されているよりよい成果の評価（SIB）」（2016年12月）
• 「英国年金のための社会年金投資基金の設計」（2016年10月）
• 「信用組合への社会的投資のための事例構築」（2016年10月）
• 「ソーシャルインパクトボンド：ウスターシャーの孤独感を減らす」（2016年9月）
• 「社会的投資税制：2年間」（2016年7月）
• 「ベンチャーソロフィストとインパクト投資家」（2016年6月）
• 「社会的利益のために財務ポートフォリオの投資ポテンシャルの縛りを解除する」（2016年5月）
• 「実務者向けガイド：企業投資、技術革新、協働へのステップ」（2016年5月）
• 「社会部門における投資能力とニーズの理解」（2016年4月） 等


