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１．社会的インパクト投資とG8タスクフォースについて 
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社会的インパクト投資とは 

従来の投資 

 SRI投資 

 ESG投資 

社会的インパクト投資 

フィランソロピー 出典：Allocating for Impact  
Social Impact Investment Task Force 

「特定の社会的目標の達成と同時に経済的リターンを生み出し、両方の成果を評価する投資」 
２つの文脈として： 
 1) 企業の社会的責任の観点： 社会性を企業価値として捉え直し発信する 
 2) 投資活動の観点： 財務的リターンに加え社会的課題を解決するインパクト創出 
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Ｇ８社会的インパクト投資タスクフォース 
(政府代表・民間代表各1名) 

国内諮問委員会 
 
各国国内の専門家等を集めて組成。タ
スクフォース代表への助言や各国内で
の政策提言や活動促進を行う。 

 

 テーマごとの作業部会 
 

基本的方針とアプローチの策定、事例
の選定、タスクフォースへの成果発信 
 

G8社会的インパクト投資タスクフォース 

2013年6月のG8サミットでキャメロン英首相の呼びかけで発足 

G8諸国の政府・金融・ビジネス及び慈善事業など各業界のリーダーが集まり、社会
的投資市場の発展を促進する施策を議論 
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- インパクト評価 
- 資産配分 Asset Allocation 
- 社会的価値と経済的価値の両立：法制度等 
- 国際協力 

OECD報告 
日本：「社会的インパクト投資の拡大
に向けた提言書」（2015年5月） 



G8社会的インパクト投資タスクフォース 

国内諮問委員会 
 

• 小宮山宏氏 三菱総合研究所理事長 
• 野島 嘉之氏  三菱商事株式会社 環境・CSR推進部長 
• 渋沢健氏  株式会社コモンズ会長 
• 白石智哉氏 ソーシャル・インベストメント・パートナーズ代表理事 
• 山田順一氏 国際協力機構（JICA）上級審議役 
• 鵜尾雅隆氏 日本ファンドレイジング協会代表理事 
• 大野修一  日本財団常務理事 

日本政府代表：外務省、民間代表：日本財団 

インパクト評価 
ワーキンググループ 休眠預金国民会議事務局 

国内諮問委員会推進体制 

ソーシャルインパクトボンド 
推進事務局 

社会性認証 
ワーキンググループ 

連携 運営 

• 2014年7月以降、日本で社会的インパクト投資を発展させる為の施策を議論 
• 2015年5月「社会的事業の実施を容易にする法人制度や認証制度の立ち上げ」を含む『社

会的インパクト投資の拡大に向けた提言書』を発表。 
• 2015年7月「社会性認証ワーキンググループ」を組成、日本における社会的事業のための

法人格・認証制度のあり方について検討を進めている。 

http://impactinvestment.jp 
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国内諮問会議７つの提言 

1. 休眠預金の活用 
 

2. Social Impact Bond, Development Impact Bond の導入 
 

3. 社会的事業の実施を容易にする法人制度や認証制度の在り方 
 

4. 社会的投資減税の導入 
 

5. 社会的インパクト評価の浸透 
 

6. 受託者責任の明確化 
 

7. 個人投資家層の充実 
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２．社会性認証WGにおける議論について 
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社会性 

寄付・慈善 
 

事業としての継続
可能性 

一般的な 
投融資の対象 

一般企業 

慈善型 
非営利組織 

社会的事業 

高い 

低い 

低い 高い 

社会的インパクト投資の投資対象 
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社会的企業のミッショ
ンドリフトを防ぎ、社
会的リターンと経済的
リターンの両立を担保
する制度・ガバナンス
の仕組が必要 

社会的事業とは 

1. 社会性 • 社会的課題の分野（福祉、教育、環境、まちづくり等） 
• 高齢者、児童、女性、障害者等へのサービス提供や雇用創出 

2. 事業性 • 財・サービスの提供とその対価の受け取りを通じて、財源を確保し事業の継続を図る 

3. 革新性 • 一般的な事業を活用することや、新しい仕組みによって社会的課題の解決を図る（医
療や介護保険対象事業など、既に法律で規定されているものは含まれない） 

- 事業型非営利組織 
- 社会志向型企業 

3要件： 



新たな法人制度・認証制度の検討について（目指すべき姿） 

目指すべき姿（我々は誰の声を代弁すべきか） 

 専ら社会的課題解決を実現することを目的として事業を行なう、営利法人の形態を選択した事業者が、自らの社会的ミッ
ションを内外に示し、固定観念にとらわれることなく事業を展開したり、支援者を拡大できる仕組みとすること 

– 営利の器（法人制度）に立脚しているが、社会的なミッションを掲げる事業を行なってきた主体を対象として制度設計 
– 社会性要件とアセットロック等の客観的要件、情報開示の仕組み等を組み合わせ、社会性を担保し、広く社会からの理解と共

感を得られる仕組みとして設計する 
 

上記を支える具体的要件とは何か 

 要件１：認証対象の社会性を担保する仕組みとすること 
– アセットロックに代表される客観的な要件・基準と、社会性要件、

さらには情報開示の仕組みから、認証対象の社会性を担保す
る仕組みとすることが必要。 

 要件２：税制優遇を獲得することを前提とすること 
– 認証取得によって、社会的投資減税、法人税減税、所得税減

税などの各種税制優遇を取得でき、経済的な観点からもメリッ
トを享受できる仕組みとすることが必要。 

 要件３：広く社会一般への情報開示の仕組みが担保され
ていること 

– 事業活動や組織経営の状況が広く社会に開示され、ソーシャ
ルセクター内外からの監視が効く状態とすることが必要（ブラッ
クボックス化しない仕組みとすること）。 

 求められる要件 

  新たな法人制度・認証制度の設計において、“目指すべき姿”として重視すべき事項は以下の通り。 

 要件４：ガバナンスの厳しさ・容易さのバランスが取れた仕
組みであること 

– 過度な負担により参入者が減ることは避けつつ、既存の法人
制度における情報公開やガバナンス等の仕組みとのバランス
が取れていることが必要 
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新たな法人制度・認証制度の検討について（目指すべき姿） 

 制度の設計における重要な論点 

 社会的目的事業の割合をどの程度とするか    
「専ら社会的目的事業を行なうこと＝51％以上」とする or   より少ない割合でも良しとする 

 

 社会的目的、社会的価値の創出をどの観点で見るか 
– 社会的目的をプロセスレベルで見る  and/or    社会課題解決のアウトカムに拘る 

 

 社会性の内容そのものの判断をどのように行なうか 
– 公益法人制度における公益性判断基準を参考として整理をし、プロセスの社会性への配慮を組み込む or   全く新しい基

準を創る 

 

事業費（支出）の一部に 
社会的目的事業を含む 

事業費（支出）の過半が 
社会的目的事業である 

生産プロセスに 
社会性への配慮が 
含まれる 

生産プロセスに 
社会性への配慮が 
含まれない 

社会的目的事業の割合 
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No 制度設計上の要点 分類 

1 認証制度とすべきか（法人格の新設ではない） 法的枠組み 

2 対象は民間営利法人である 法的枠組み 

3 情報開示は原則公益法人に準拠する。機関設計は株式会社に準拠する。全体として営利
法人の柔軟性を失わないよう配慮する 

法的枠組み 

4 社会性の認証 ①社会的事業に類する取組み、②社会性要件 社会性認証における判断基準 

5 アセットロックの存在 社会性認証における判断基準 

6 過去の事業実績（認定は実績主義と計画主義型を併せた中身とする） 事業規模（ステージ）に関する考え方 

7 社会的投資減税が設定されている インセンティブ設計のあり方 

8 認証によって法人税、所得税軽減措置がある（公益法人ベース） 
 

インセンティブ設計のあり方 

9 その他のインセンティブ 
（例）制度融資の仕組み、公共調達における優遇措置 

インセンティブ設計のあり方 

10 認証機関の設定 認証主体に関する考え方 

新たな法人制度・認証制度の検討について（検討すべき要点） 
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3．社会的事業の資金調達に関する海外の動向について 
 

13 



米国におけるCommunity Development Fundの仕組み 

 
CDFI 

 
 
 

CD 
銀行 

CD 
信組 

CD 
Loan 
Fund 

CD 
VC 

CDFI Fund 

CDE認定 財務 
支援 

TA 

財務 
支援 

経営支援 金融機関 

 
 

社会的事業 
 
 
 

投資家 

CRA 
(Community 
Reinvestment 
Act) 

• 1977年制定、1995年改定 
• 金融機関に対して、地域再投融資を通じた地域

の信用需要に応じる社会的義務を課す 
 大銀行（資産10億ドル以上）：融資・投資・金融

サービスの３分野について４段階格付 
 小銀行：融資検査 
• 対象：CDE認定を受けたCDFIへの投融資を含む 
• 罰則はないが、支店開設・合併等の認可に規制 

CDFI Fund 
(Community 
Development 
Financial 
Institution Fund) 

• 1994年 Riegle Community Development and 
Regulatory Improvementにより制定 

• 財務省管轄 
• CDE認定されたCDFIに対して： 
1) FA (Financial Assistance): 民間のマッチングマ

ネーと同額を投資・融資・預金・補助金として供与 
2) TA (Technical Assistance): 従業員給与、コンサル

契約、備品購入費用として補助金供与 
• 1994-2012: 総額10億ドルの実績 

CDFI 
(Community 
Development 
Financial 
Institution) 

• 伝統的な金融機関・投資家と社会的事業との中
間的媒体としての役割 

• 2010年時点：約1,300組織（内認定CDFI 860） 
• 多様な組織構造：銀行、信用組合、貸付ファンド、

ベンチャー・キャピタル 
• 総資産約300億ドル 
• 住宅関連 (40%)、起業・事業拡大支援 (37%)、個

人融資 (8%) 

NMTC 
(New Market 
Tax Credit) 

• 2000年 Community Renewal Tax Relief Actにより
成立した地域開発投資減税 

• CDFI FundによりCDE認定されたCDFIに対する投
資減税措置 

• 投資家は7年間累計で投資額の39%相当額の税
額控除 

• CDFI Fundが認定CDE/CDFIに税額控除額を割当
て、CDFIは税額控除を組込んだ投資を募る 

• 2000-2014：総額約430億ドルの税額控除 

監督 
当局 

CRA検査・格付 投融資 投融資 
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投資減税制度 米英の比較 

仕

組

み 

 NMTCによってCDEに投資された資金は全て低所得地域に

再投資される（融資ではなく投資） 

 段階的な回収はできない（基本的に7年間投資を引き上げ

ることはできない） 

 控除額は年度ごとに割り当て。有効期限は5年間 

 CDFIに対して出資（株式・債権）、融資のいずれかの形式で資

金提供を行なうことが可能 

 融資の場合に限り、段階的な回収が認められている（3年目＝

25％、5年目＝50％、７年目＝70％まで） 

 控除額は年度ごとに割り当て。有効期限は3年間  

実

績 

 NMTCは2000年にスタート。NMTCプログラムを通じて

2003年から2014年までの間に380億ドルが投資された。 

 投資は通常２～４倍にレバレッジされると言われている。 

 NMTCプログラムの結果、75万人の雇用が確保されたと分

析されている。 

 一般的にCDEは市場金利より2.5％～5.0％程度低い金利

で事業者に融資されていると言われている。 

 NMTCによる投資のうち72％が全米平均より1.5倍程度失

業率が高いエリアに投じられている。 

  BISによる配分実績は23件、8,300万ポンド。 

（なお制度導入時には10億ポンドの利用実績を見込んでいた。） 

 2010年の調査では、利用者のうちの大半（約8割）が、比較的

大規模なCDFIであるチャリティ銀行とトリオドス銀行の顧客に

よって占められているとのことだった。（小規模なCDFIはCITR
を活用が出来ていない） 

課

題 

 小規模なCDEにとって事務処理の負担は重い。 

 NMTC プログラムの運用期限延長に向けたロビーイングが

継続されている。 

 市場の失敗が明らかな局面にのみ税制優遇を利用すべきと

の考え方が強く、金融アクセスがはっきり欠如している局面の

み適用される。 

 CDFIはCITRによる獲得資金の75％を対象事業領域に投融

資することが求められており、柔軟性が低い 

 小規模なCDFIにとって事務処理の負担は重い。 

米国（NMTCプログラム） イギリス（CITR） 
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英国 Social Investment Tax Relief（SITR） 

 2014年7月 英国で新たに成立したチャリティや社会的企業に対する投資減税 
 個人投資家に対する所得税減税であり、1年あたり30％まで減税措置が取られる 

 
 投資対象について 

投資対象となるリーガルステイタス チャリティ 
Industrial and Provident Society (IPS：産業・共済組合) のうちのcommunity benefit society 
(Bencom：コミュニティ組合)  
Community Interest Company (CIC：コミュニティ利益会社） 

法人の規模 従業員数500名未満、かつ所有資産が1500万ポンド未満 

対象外の事業 ・土地取引や商品先物取引を行う事業者 
・銀行業、保険業、貸金業を行う事業者（社会的企業を対象とするものを除く） 
・キャピタルゲインを目的に事業を行う土地開発事業者 
・FITを利用し発電する事業者や電力輸出を行う事業者 

対象となる投資家・形式 

投資家の属性 個人投資家（英国に納税をしている者）で、投資先の従業員または報酬のある役員でない 

投資総額 総額で最大100万ポンドで、投資先1団体の上限は各27万ポンド 

投資期間 少なくとも3年間は投資を継続する必要がある 

形式 株式もしくは債券（担保として利用していないこと、投資開始から3年以内には元本として返済し
ないこと、最終目的が他の投資物件への資金提供でないこと） 

 



 
4．日本ベンチャー・フィランソロピー基金について 
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日本ベンチャー・フィランソロピー基金について 

• ベンチャー・フィランソロピーとは、ベンチャー・キャピタルやプライベート・エクイティ投資の
手法を社会的投資に活用し、社会的リターンを最大化することを目的とするもの 

• 2013年に一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ（SIP）と日本財団が共同運
営する日本ベンチャー・フィランソロピー基金（JVPF）を設立。 

○ 教育・若者の就労支援、育児・女性の活躍、地域コ
ミュニティをテーマ支援対象とする基金。 

○ 資金面に加え、法律事務所やコンサルティング会社
などビジネスセクターとも協力して、経営面でもハン
ズオンでの支援を行う。 

○ 民間財団とビジネス・セクターがパートナーシップ
を組んだ日本初の事例。 

基金の概要 

■ 支援先団体の概要 
小学生を対象に、放課後の預りサービスおよび 
地域住民や企業と連携したプログラム提供を行う。 
■ 支援期間 
約3年（～2017年3月） 
■支援規模 
2000万円（助成金） 
■支援のゴール 
1) 収益性を伴った運営モデルの確立 
2) 公立校へのスケールアウト 
3) 人材採用・組織体制を強化 
4) Stakeholder Relationの充実 

＜支援事例：放課後NPOアフタースクール＞ 

クリフォードチャンス法律事務所（法律事務所） 
ベイン・アンド・カンパニー（戦略コンサルティング） 
ボックス・グローバルジャパン（PRコンサルティング） 
PwCあらた監査法人（会計・税務・監査） 

経営サポートパートナー企業 
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対象分野 課題・背景 

1 教育・ 
若者の就労支援 

経済格差の拡大に伴う教育機会の不平等 
ひきこもり・ニートの増加、若年層の失業率上昇 
ホームレスの若年齢化 など 

2 育児・ 
女性の活躍 

少子高齢化、出生率の低下 
女性の就労の継続困難 
核家族化による育児支援の変化 など 

3 地域 
コミュニティ 

地域コミュニティの弱体化 
一次産業の衰退 など 

選定基準 内容 

1 測定可能な社会的インパクト 
社会貢献が可視化・測定可能な事業モデルであること 
社会的事業の時系列の成果（アウトカム）を特定 
定量化されたアウトカムから社会的インパクトを可視化 

2 事業の持続可能性 継続的に事業を運営する意思と、潜在的な運営能力 

3 事業拡大への潜在性 
（Scalability) 

特定の地域や事業領域に留まらず、 
社会的課題の解決というミッションのため 
事業を量的・質的に拡大する潜在力がある 

4 経営陣のリーダーシップ・キャパシティ 
明確なミッション・ビジョン・戦略をもち 
組織を率いるリーダーシップがある 

5 ミッションとビジョンの共有 JVPFの支援先として、社会に対する問題意識や、ミッション・ビ
ジョン、活動のゴールとそこに到達するプロセスを共有できること 20 

主な対象分野と支援先選定基準 



21 

社会的事業の抱える課題 

経営課題が複合的に関連しており、事業成長の健全な好循環を妨げている：   
 - ミッション達成のための事業戦略とそれを執行するための経営システムが不足 

 - 経営資源の不足 

   - 財源の不足 
  

個別対応ではなく、総合的な解決が必要 

社会的事業の成長阻害 

× 

× 

× 
ミッション 
事業戦略 

経営システム 

経営資源 
経営チーム・人材 
情報・ネットワーク 
アドボカシー等 

 

金融資源 
中長期資金 
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JVPF/SIPの役割：VC・PE投資のノウハウを活用 

1. 財務支援 
2. 経営支援 
 - ミッション・事業戦略の策定 
 - 経営資源の提供  
 - 経営システムの近代化 
3. ガバナンスの実行 
4. 社会的成果の見える化 

中長期資金 経営支援 

財務支援・経営支援およびガバナンスの実行により、事業成長の健全な好循環をつくる 

ガバナンス 

社会的事業 
 

ミッション 
事業戦略 

金融資源 
中長期資金 

経営資源 
経営チーム・人材 
情報・ネットワーク 
アドボカシー等 

経営システム 

好循環 

日本財団 

JVPF/SIP 

経営支援 
コンサル・ファーム 

寄付者 

社会的成果を報告 



放課後NPOアフタースクール -支援ロードマップ 

公立シティズンスクール事業開始 

- 戦略的企画提案力アップ 

- Funding Structureの開発 

企業プロジェクトによるプログラム開発力
アップ 

私立自主運営モデル開始 
 

公立モデル準備 

（戦略地域） 

- 戦略的企画提案 
 - Funding Structure 

『収益性を伴った公立モデル
の確立』 

- モデル校運営開始 

- 収益モデルの持続化 

人材採用 

組織体制・役割分担整理 

人材育成プラン 

事業のリーガルチェック 

理事会機能の見直し 

人材の定着 

役割分担の明確化 

リスク管理体制整備 

理事会の機能化（戦略策定・
外部資源活用・経営監視） 

『事業基盤の確立』 

- 組織体制 

- 人材育成プラン 

- リスク管理体制 

- ガバナンス体制 

社会的インパクトの数値化・KPI 

インパクト評価手法の開発 

ブランディング（メッセージ/特徴） 

PR / ロビイング戦略策定 
 

定期的な社会的インパクトの
評価 

各受益者への報告システム 

PR / ロビイング活動 

『Stakeholder Relationの充実』 

- 社会的インパクトの可視化・
数値化 

- ブランディング確立 

- 効果的なPR / ロビイング 

Year 1 (2013-2014年度) Year 2 (2015年度) Year 3 (2016年度) 
Exit 
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放課後NPOアフタースクールの支援成果 

出典：JVPF Annual Report 2014  24 



設立国 設立年 資金合計 主な資金
調達方法 

注力分野 

LGT VP スイス 
（リヒテンシュタイン） 

2007 US$45m 寄付 教育、医療、農業、 
再生可能エネルギー 

Shell Foundation イギリス 2000 US$448m 寄付 エネルギー、モビリティ、雇用創出、
サプライチェーン 

Social Business Trust イギリス 2005 不明 寄付 教育、コミュニティ、雇用創出 

Bridges Ventures イギリス 2002 £530m 投資 教育、再生可能エネルギー、ケア、
SIB等 

Impact Ventures 
U.K.(LGT VP & Berenberg) 

イギリス 
（スイス、ドイツ） 

2012 £36m 投資 中低所得者層向け住宅、心のケア、
若者の雇用 

欧州の主なベンチャー・フィランソロピー/インパクト投資機関 

出典：The Growth of European Venture Philanthropy 
Stanford Social Innovation Review、European Venture Philanthropy and Social Investment 2013/2014 
 

欧州のベンチャー・フィランソロピー/インパクト投資資金額：Euro 5 billion (2013年時点） 
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