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British Business Bank(BBB)の概要(1/2)

BBBは金融危機後に設立された複数の政府系ファンド等を統合してできた機関であり、個々の事業で
はなく、全体としてのリターンの達成やSME向けの包括的な資金支援を目指している

British Business Bankの概要 組織概要

1. BEIS:Department for Business, Energy, and Industrial Strategy (ビジネス・エネルギー・産業戦略省)
出所: 国内省庁のレポート、各国各官庁・ファンドHP、エキスパートインタビューよりA.T. Kearney作成

• 2012年9月に創設、2014年秋より本格稼働

• リーマンショックを契機に設立された中小企業向けの
公的ファンドを、より包括的なパッケージを供与する
公的機関として統合

• SME向けの資金供給量の増加
– 2019年までにBBBによる£10bnの資金供給

• SMEの資金調達源の多様化
– 4大銀行以外からの資金調達を50%以上とする

• SMEへの多様な資金調達手段の周知
– SMEが資金調達環境が改善したと認識する

•税収の効率的な活用
– 中長期国債の利率である2-2.5%以上のリターン

• 営利目的組織であり、
収益性を確保
– VC Capital Funds

– Debt Funds など

• 政府の要望により、
公益性を重視した補
助金等
– Enterprise 

Capital Fund など

• BEIS 1の投資活動
を代行

British
Business

Finance Ltd

BBB
Investments

Ltd

British
Business
Financial

Services Ltd

British
Business

Bank （BBB）

BEIS

ミドルオフィス

設立時期

設立背景

組織目標
とKPI

リターン
の考え方

•組織全体としてはリターンを担保するが、一部の案
件では赤字が発生することを許容
– BBB Investmentは収益性を重視

– BBB Business financeは公益性重視

ガバ
ナンス

•政府との関係
– 経営判断は独立したボードメンバーが実施

– 政府は投資委員会への参加、新規スキームの審査、
予算承認を通して、影響力を行使可能

•民間ができない分野の特定
– エコノミストが民間金融機関ができないエリアを特定

UKGI 財務省

予算申請を評価
政府の投資を管理
する立場

バックオフィス

• 戦略・企画やエコノミ
ストによる評価等

• 総務やHR等

45名程度

約50名(エコノミスト7名) 約50名

100%株式を保有

取締役会

∼10名
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BBB の投融資の特徴

1. NPIF=Northern Powerhouse Investment Fund、MEIF=Midlands Engine Investment Fund。共にイギリスの地域特化型ファンド
2. DD=Due Diligence
出所: BBB HP、エキスパートインタビューよりA.T. Kearney作成

BBBは、Fund of Funds形式を基本としており、目的に応じたファンドを必要に応じて組成している

Enterprise
Capital Fund 

NPIF、MEIF1 Angel
Co-Fund

VC Capital 
Fund

•マイノリティを基本とした共同出資（Angel Co-Fundを除きFund of Funds形式を採用）
– BBBは民間金融機関を通して、エクイティ、メザニン、デット等を提供

– 出資・融資先のモニターはするが、個別の資金提供案件の意思決定には介入しない

– Angel Co-Fundは直接投資であるものの、マジョリティーおよびリードは取らない

•マイノリティを基本とした共同出資とする理由
– 個別案件に介入しないことによる中立性の確保

– ポートフォリオマネジメントや案件開拓をアウトソーシングすることで、BBBの組織規模を小規模化

British Business Bank(BBB)の概要(2/2)

•SME向けのファンド
– 民間ファンドが検討する
に値しないような小規模
投資をLP投資を通して実
施

– このファンドでは、BBBの
要求リターンは3%とし、
差分は投資対象企業と共
同投資者に配分

•地方の都市部のリスク
マネー供給の格差を埋
めるために設立された
ファンド
– 従来は、細分化された地
域・ローカルでニッチな市
場毎にファンドが存在

– それらを集約することで、
スケールメリットを実現

•直接投資する収益目的
のファンド
– 各ラウンドで投資される金
額の49%を上限として投
資

– リード投資家のDD2結果
に基づき投資判断するこ
とで、個別案件の投資判
断には主体的に関わらな
い

•テック系VCファンド
– バイオ、エネルギー等の
テクノロジー企業のアー
リー、グロースステージに
投資するVCに出資

– 民間ファンドだけでは資
金量が足りないVBの資
金調達ニーズを満たす

BBB全体



5A.T. Kearney 06/01.2017

British Business Bankにおける人事制度

BBBでは、官としての給与上限を超える特別枠や、年金等のベネフィットを利用することで民間同等
の給与水準を目指す。また、数値的KPI達成への貢献度および組織ミッションの体現度の2軸評価基
準に応じたボーナスシステムを導入

採用

マネジ
メント

報酬 評価・ボーナス 配置・代謝

スタッフ

•民間金融セクターや
ファンド業界を中心に
採用

– 給料だけではない
モチベーションを
持った人材を発掘

•当初は官からの出向
者60%、40%が民間

•出向者は帰還・転籍済

•直近は民間から中途
人材のみ採用

– ファンド、金融機関、
コンサル、など

– 中途採用のみ

•官のトップである首相
の給与を超えるポジ
ションを約20個設定
– ～£300k＋ボーナス

•特別枠以外は民間ベ
ンチマーク

– 民間業界をベンチ
マークし、下位4分
の1の会社と同程度
を設定

•年金等のベネフィット
は充実

– 給与以外の年金等
のベネフィットを合わ
せると民間同等の
水準

•組織としての数値KPI

達成に対する貢献度
（定量）、および組織
ミッションの体現度
（定性）の2軸で評価
– ミッション体現度は

360度評価で判断
– KPIとミッション体現
度は半々の比重

•パフォーマンスに応じ
たボーナスを支給
– キャリー制度は適
用していない

– 2軸評価のパフォー
マンスでボーナス額
を決定

•契約制

– 最低任期は4～5年

– 契約期間満了に近
付く程年次のボー
ナス額が増加

• スタッフは正社員

• プロモーションは限定
的

– ポジションが空かず、
組織的拡大も僅少

1. KPIは４つ：P88の「組織目標とKPI」を参照のこと
出所： エキスパートインタビューよりA.T. Kearney作成



6A.T. Kearney 06/01.2017

British Business Bankにおけるエコノミストチームの概要

組織規模 • 7名

出身元 •財務省やBank of Englandより転籍

•経済学・定量分析の専門家

主要機能 •企画機能

– 市場リサーチ

– 投資戦略提案（領域の特定など）

– 投資案件ビジネスケース構築、提案
書作成

•対外的な情報発信機能

– 年次SME資金調達レポートなどの
出版物作成と展開

– SMEへの情報周知の向上

•評価機能

– 組織全体の対KPI達成度評価

– 各プログラムの業績レビュー

エコノミストチームの概要 活動フロー（例示的）

インプット プロセス アウトプット

•年次SME資金調達レポート並びに投資戦略提案の例

エコノミストチームは財務省出身の経済学・統計の専門家等7名で構成され、BBBが注力すべき民業
補完となる投資対象領域の特定や、政府向けの投資戦略・案件提案の作成を担っている

市場データ

民間協業者1

からのイン
プット

サーベイ等、
その他情報源

経済分析
（定量・定性）
• 民間資金供給
の傾向、アン
メットニーズの
定量分析
– ステージ
– 業界
– 投融資額
– 地域
– 出資元など

• アンケート、定
期的な民間と
の協議の実施

投資対象領域
の特定

（民業補完に貢献）

投資案件ビジネ
スケース作成
（政府の最終合意獲

得）

投資戦略策定、
提案

（政府と活動方針の
合意）

1. 投資先の民間ファンドや金融機関を含む
出所: BBB HP、エキスパートインタビューよりA.T. Kearney作成

…
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Bpifranceの概要 組織概要

Bpifranceの概要(1/2)

Bpifranceは、金融危機後に設立されたFSIと既存の政府系金融機関を統合する目的で2013年に設
立され、中小企業を中心に投融資活動を行っている

CDC
（預金供託公庫）

APE
（国家出資庁）民間

セクター
など

Bpifrance
Financement
（融資部門）

Bpifrance
Investment
（投資部門）

50% 50%

10%

90% 100%

企業

融資、保証など
出資

ファンド

出資

設立時期

設立背景

組織目標
とKPI

リターン
の考え方

ガバ
ナンス

• 2013年にオランド大統領の指揮のもと設立

• リーマンショック後に設立されたFSI等の政
府系金融機関を統合するために設立

•成長の下支え：売上の伸び、支援3年後の存続
企業の割合

•雇用の下支え：支援3年後の雇用者数の伸び

•経済競争力：支援3年後の売上高増加率等

•未来分野の発展：支援分野に占める健康・デジ
タル・エネルギー等の割合

•銀行部門の動員：レバレッジ効果

• ファイナンシングへの貢献：支援対象企業数等

•経営支援の開発・展開：支援企業数、満足率

•零細・中小・中堅企業への業務展開：企業規模
別の活動シェア

•目標はIRR4.5%~5.5%

– 金融的パフォーマンスの他、社会的・環
境的責任を考慮

•政府からの独立性

– 各子会社に取締役会を設置することで、
政府からの独立性を担保

•政府の関与

– 年1回実施する戦略策定プロセスの協
議・承認等

2,540名程度

※）全国に47カ所のオフィスを設置することで、フランス全土をカバー

出所: Bpifrance HP、エキスパートインタビューよりA.T. Kearney作成

Bpifrance
Assurance

Export（輸出
信用部門）

Bpifrance

保証、保険

0名
※従業員は子会社

に所属
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Bpifranceの概要(2/2)

Bpifrance Investmentの特徴 直接投資する対象

投資手法

HR

出資

投資期間

• Bpifrance全体の財源は予算/自己資金である
が、エクイティ投資は自己資金を活用

• LP投資

– Fund of Fundsの形式で投資

•直接投資

– 単独投資はせず、マジョリティーを取らない

– 出資比率も民間投資パートナー比率を超えな
い

– 投資条件等では、民間ファンドの決定に準拠

•給与体系

– 給与やインセンティブは、公務員であることが
理由でキャップがあるわけではないが、民間
よりは低い

– 投資期間が8-10年程度と長期であることから、
キャリー制度も導入していない

– ただし、別の方法でパフォーマンスに応じたイ
ンセンティブは検討中

•投資期間8-10年程度
（※フランス全体の平均は4年程度）

Bpifrance Investmentは、民業圧迫とならないよう投資手法によって民間と協調するなどの配慮をし、
足の長い投資を中心に投資活動を行っている

1.2016年1月段階
出所: Bpifrance HP、エキスパートインタビューよりA.T. Kearney作成

Mid-
Large 
Cap

Small 
Cap

Venture
Capital

企業
価値

投資
サイズ

>€50M >€4M

<€50M

-

<€4M

-

投資目的 / 実績

• Large Capの投資目的
– 資本の安定や、対象企業へ
の国家としてのコントロール
を維持するために投資

• Mid Capの投資目的
– グロースやバイアウト目的の
投資

• Mid-Large Capの投資実績
– €15.7bnを141社に投資1

•投資目的
– グロースやバイアウト目的の
投資

•投資実績
– €1.3bnを450社に投資1

•投資目的
– VBの育成

•投資実績
– €1.4bnを100社に投資1
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ドイツの官民ファンド：ハイテク起業基金の概要

連邦エネルギー経済省とKfWは、投資期間6年・回収期間7年という、民間ファンドより長期の投資を
行う官民ファンドでの出資や劣後ローンを通して、ハイテク技術を持つシード段階の企業を支援

ハイテク起業基金の概要

スキーム

設立時期

設立の
目的・概要

投資手法

• 民間では投資しにくいハイテク技術を基盤に持つシード段階の
企業への資本供給を目的に政府主導で設立

• 民間投資家への橋渡し

• 2005年に設立

• 株式、株式転換が可能な劣後ローンの形で投資

• 初回は€0.5Mが上限。追加投資は€1.5Mまで可（合計€2M）

投資対象

• 革新的な技術を保有するシード段階の企業が対象で、主な要
件は以下の通り

– 特許に匹敵する知的財産を保有していること

– 設立後1年以内であること

– 従業員50名未満、年間売上€10M未満であること

ファンド
概要

• 各ファンド共通

– 一つのファンドは、投資期間6年・回収期間7年の計13年間存
続（※民間ファンドは通常10年程度）

– 投資期間終了時でファンドの約50%を投資済み、残りはポート
フォリオ企業（現在400社強）の継続的育成向け投資に使用

• 1号ファンド(2005年設立、€270M)

– 出資比率：連邦経済エネルギー省88%、KfW6%、民間6%

– BOSCH、ダイムラー、シーメンス等6社が出資

• 2号ファンド(2011年設立、 €300M)

– 出資比率：連邦経済エネルギー省72%、KfW13%、民間14%

– BOSCH、ダイムラー、RWE、BASE等18社が出資

• 3号ファンド（2017年～、 €300M、民間～30%・25社強を予定）

出所: 財務省「ドイツにおける財政投融資類似制度」、ハイテク起業基金HP、エキスパートインタビューよりA.T. Kearney作成

民間より長期の投
資回収期間を設定

シード期のハイテク企業

ハイテク起業基金
1号、2号、3号（2017年～）

連邦経済
エネルギー省

KfW民間企業

出資

投資

民間企業の期待値
•技術動向の把握
•ディールソース
• VBとの接点
•人材育成の場

民間企業の提供価値
•出資
•人的サポート（技術の目
利き、VBの運営・育成
など）

運営組織の概要（社員数50名、2016年1月時点）

マネジメント

ミドル・バック
オフィス

ハードウェア、オー
トメーション、光学
技術、エネルギー、
工業ソフト投資

ライフサイエンス
素材、ヘルスケ
ア、化学投資

通信、ソフト、メ
ディア、EC投資

• KfW出身1名
•民間出身1名

•管理
• PR・IR
•総務 など

2名

18名

8名 11名 11名
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官民ファンドの民営化事例：3i Group

設立当初（1945年）：官民ファンド 現在：民間ファンド

イギリスの3i Groupは中小企業向けの資本供給を目的に官民ファンドとして発足。その後、1994年
に上場し、現在は国際的な民間PEファンドとなっている

3i Groupの歴史と上場後の株価

1. 3iGroupの全身はICFC（Industrial and Commercial Finance Corporation）
2. CPPIB（Canada Pension Plan Investment Board）は規模$300bnのファンドを運用する官民ファンド
出所：3i Group HP、The Industrial and Commercial Finance Corporation「Lessons from the past for the Future」、Financial Times よりA.T. Kearney作成

目的・
領域

• イギリスにおける中小企業向けの長期・恒久的
な資本の提供（£5K～200K/案件）を実施
– SME向けに“McMillan Gapを埋める”

組織

株主

• ロンドン1拠点
•労働党派のLord William Piercyが初代会長

• イギリス銀行および4大民間銀行が100%所有

目的・
領域

•収益性を追求し、消費財・産業・テクノロジーセ
クターの€100-500M企業が対象

•欧州・北米・アジアが対象地域

組織

株主

•世界9カ国に9拠点を展開
•社員数は300人弱：元職員にはマッコリ―キャピ
タルやCPPIB2のシニアMDなどが存在

•投資マネジメント会社が上位10社中9社（筆頭
株主はArtemis：6.71%）

• 3i Group従業員持株信託が6位で2.55%

（調整済み株価、BGP）

1945 1983

設立
（ICFC1）

3iへ改
名

上場

海外展開
パリ（’83）、フランクフルト（’84）

マドリッド（’90）
シンガポール（’97）、アムステルダム（‘98）

ストックホルム（‘01） ムンバイ（‘05）
ニューヨーク（‘07）

現社長
就任

現会長
就任

会長
交代

社長
交代

社長
交代

会長
交代

• エクイティへのニーズの増加と共に民間PEファン
ドの市場が立上った

• サッチャー政権から続く民営化の流れも後押し

社長
交代
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過去の海外官民ファンドによる活動の成功例・失敗例

成功事例

官民ファンドを運営していく上で、政策目的の明確化と機能していないファンドの軌道修正・整理は機
動的にかつ厳格に実施されるべき

失敗事例

1. 女性起業家支援ファンド：Women Entrepreneurship Fund （別名Aspire Fund）。2008～2014年が活動期間。ニーズを持つ起業家はEnterprise Capital FundかAngel Co-Fundへ誘導される
2. DD=Due Diligence
出所：各種公表資料、各ファンドHP、エキスパートインタビューよりA.T. Kearney作成

ファンド名 問題 官民ファンド
のアクション

地方活性
化ファン
ド全般（イ
ギリス）

①非効率性：各地方・都市に
ファンドが点在し、ニッチ分野
へ資金の供給過多が頻発

②資金のバラマキ：「予算消
費」的な行動が一部発生

地域横断のファ
ンドを設立し、複
数の地方/都市
ファンドを統合

•資金の最適分
配を達成

• スケールメリッ
トの享受

女性起業
家支援
ファンド1

（イギリ
ス）

①案件不足：条件を満たす事
ができる起業家が応募せず、
投資額が伸び悩んでいた

– £12.5Mコミット枠の内、
2008～13年の5年間に投
資した額は£3.8M（6案件）

②Co-Fundでありながら、DD2

は毎回個別にBBB向けにも追
加で実施されたため、VBへの
負担が大きかった

コミット枠投資前
に活動を停止

•問い合わせす
る起業家は
BBBが手がけ
る他のVCファ
ンド1へ誘導さ
れる

ファンド名 活動の概要 成果

ハイテク
起業基金
（ドイツ）

①民間大企業と共同で1
号・2号ファンドを設立、400
社以上のテクノロジーVBに
対する出資・支援を実施

②民間企業・VC・VBが集ま
る「Family Day」を開催し、
関係者間の接点を提供

活動は好評価を得
て、3号ファンドを17
年に開始予定

•民間出資率は1号
ファンドの6%から
30%まで向上

•参画民間企業数
も増加傾向

フレンチ
テック（フ
ランス）

①フランスの13都市をVB支
援対象の集積地と指定し、
地方におけるVBの発掘・支
援を実施

②民間アクセラレーターを
出資により支援し、VB育成
シーンを促進

③VBの海外展開を、20以
上の国際都市にオフィスを
設置し、支援

民間投資の呼び水
効果とVBの海外
進出に貢献

• Cisco（€100M）、
マイクロソフト
（€80M）から投資
約束を獲得

• 2017年の米CES
Eureka Park参加
企業数は米国に
続いて2位

政策目的を明確に定義し活動することが重要 機動的な成果の評価と修正要否判断が重要：機能し
ていないファンドは軌道修正が必要な場合もある
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1. ファンドサイズには民間からの出資額を含む
出所：国内省庁のレポート、各国各官庁・ファンドHPよりA.T. Kearney作成

その他海外主要国の官民ファンドの概要

APE（フランス）
（2004年）

設立背景

設立/運営母体

設立目的

ファンドサイズ1

オペレーション
モデル

投資対象

投資実績

• 経済財政省・生産再建省の共管

• 株主として、政府保有企業への戦略
的な意思決定の必要性

• 政府保有企業を、投資家の観点から
マネジメント

• 以下のような目的を達成するため、企業
への投資等を実施

–原子力や国防といった構造的に戦略
的な正確を有する企業に対して、十分
なコントロールの確保

–公的インフラ等、国の基礎的なニーズ
の確保

–国の経済成長に戦略的に重要となる
企業の成長や合併を支援

–倒産が「システミックリスク」を誘発しそ
うな企業の救済

• 交通、エネルギー、金融、自動車等、
フランスにとって重要な企業

• €90bn

• Air France-KLM、EDF、Orange、
Renault、SMCFなど

Invention Capital Fund（韓国）
（2009年）

国家新興産業創業投資引導基金（中国）
（2015年）

• 韓国特許庁

• 国内知的財産の発見・購入・特許取
得によるパテントトロールからの保護

• 既存企業を軸とした国内経済成長が
鈍化し、新産業育成の重要性増加

• 財政部

• 国内技術イノベーションと産業アップ
グレード

• 韓国特許庁・民間企業で組成し、
産銀キャピタル（民間）が運用

• IP Cube Partners（特許管理会社）
に全額投資

• 投資先であるIP Cube Partnersは
技術保有者から知的財産を買取り、
事業化

•運用・投資決定は公開入札を経て選
定する専門性の高い基金管理会社
に委任

•以下技術を有するベンチャー企業か
ら投資先を選定
– 省エネ、環境保護、情報、バイオお
よび新医薬、新エネルギー、新材
料、航空、海洋、先進設備製造

• 500bnウォン（約$400M） • 40bn元

• 特許管理会社 • 企業
（スタートアップ段階かつハイテク）

• 知的財産に対する評価・投資が適切
でなく、頭脳流出が深刻化
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海外主要国のソブリン・ウェルス・ファンドの概要

アブダビ投資庁（UAE）
（1976年）

テマセクホールディングス（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）
（1974年）

ノルウェー政府年金基金（ノルウェー）
（1990年）

• 石油枯渇に備え、将来世代への
金融資産保全の必要性

• UAE（アブダビ首長国）

• 資源輸出収入が減少した際の安定
的な政府資産運用先の確保

• シンガポール政府

• 外貨準備高等の財政余剰の運用

• 石油収入の長期的運用を支える
財政手段の必要性

• ノルウェー政府

• 石油・天然ガスが枯渇した将来の
ノルウェー国民の年金資金の確保

• 中東・北アフリカ投資を担うアブダビ
投資理事会を別組織として設立し、
理事会に資金の一部を運用を委任

• 外部の運用会社のファンドマネー
ジャーに委託したポートフォリオ投資
が過半を占める

• 投資先であるGLCの個々の経営
問題には基本的に関与しない

• ただし、情報公開・透明性を担保
するコーポレートガバナンスを要求

• ポートフォリオ編成では政府の方針
を考慮

• GLCの株式売買やIPOも実施

• 国会が定める法律に従い、財務省
（資産管理局）が決定（主な変更は
変更前に国会に報告）

• 運用実務はノルウェー中央銀行
投資管理部門（NBIM）が実施

• 財務省の諮問委員会である倫理委
員会が、投資先企業を調査

設立背景

設立/運営母体

設立目的

ファンドサイズ

オペレーション
モデル

投資対象
• 株式（50-60%）、債権（20-25%）、
その他不動産、PE、オルタナティブ

• 企業
（国内のGLC36社＋海外企業）

• 国外の株式（60％）、債券（35％）、
不動産投資（5％）

• 政府系企業（GLC）群の集中管理
機関として設立

• $875bnと見積もられる（2008年） • 242bnシンガポールドル（2016/3） • 548bnクローネ
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A.T. カーニーは先進性とクライアントとの協働作業を特徴とするグローバル・チームです。短期間で有意義な結果をもたらし長期的には

大きな変革を実現します

A.T. カーニーは1926年の創立以来、CEOアジェンダについて、世界のあらゆる産業や業界における主要企業ならびに政府・公共機関

に対しコンサルティングを行ってきました。現在では世界40カ国以上の主要都市に拠点を置いています

Americas Atlanta

Bogotá

Boston

Calgary

Chicago

Dallas

Detroit

Houston

Mexico City

New York

Palo Alto

San Francisco

São Paulo

Toronto

Washington, D.C.

Asia Pacific Bangkok

Beijing

Brisbane

Hong Kong

Jakarta

Kuala Lumpur

Melbourne

Mumbai

New Delhi

Perth

Seoul

Shanghai

Singapore

Sydney

Taipei

Tokyo

Europe Amsterdam 

Berlin 

Brussels

Bucharest

Budapest

Copenhagen

Düsseldorf

Frankfurt

Helsinki

Istanbul

Kiev

Lisbon

Ljubljana

London

Madrid

Milan

Moscow

Munich

Oslo

Paris

Prague

Rome

Stockholm

Stuttgart

Vienna

Warsaw

Zurich

Middle East 

and Africa

Abu Dhabi

Doha

Dubai

Johannesburg
Riyadh


