
Ⅲ 英国のソーシャルインパクト債
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世界初のソーシャルインパクト債
• 世界初のソーシャルインパクト債の発行事例：英国法務省が2010年3月に契約書に調

印し、同年9月に起債

• ソーシャル・ファイナンスという機関が17の社会投資家から総額約500万ポンドの投
資資金を調達

• ピーターバラ刑務所服役中の短期成年受刑者（12か月以下）向けの取組に利用され
る。なお、現状では、60％の短期受刑者は釈放後1年以下に再犯を犯しており、これ
ら受刑者の多くは、釈放後、保護監察局による法定監査が受けられない状態

• セント・ジャイルズ・トラストおよびオーミストン・チルドレン・アンド・ファミ
リー・トラストは、服役中から釈放後にわたって、受刑者とその家族に対し、手厚
い支援を提供し、彼らの社会復帰を援助

• 法務省とビッグ・ロータリー・ファンドは、全英の短期受刑者グループの実績値と
比較して、再犯事例が7.5％削減されれば、投資家に支払いを実施

• 投資家は、釈放後の再犯率が7.5％低下すればリターンを受けとることができ、さら
に7.5％を上回って低下した場合、より大きなリターンを得ることになる。なお、上
限の利回りは8年満期で年率13％である。例えば、再犯率が10％低下した場合、年率
7.5％のリターンを得ることができる。 25



ピーターバラ刑務所のソーシャルインパクト債のスキーム
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ソーシャルインパクト債の成果測定
• 法務省はQinetiQおよびレスター大学に独立の外部評価を依頼

• データ分析によって、ピーターバラ刑務所服役後に措置を受けた犯罪者がソーシャルインパ
クト債資金による措置を受けなかった同種の犯罪者に比して、再犯率が低いかどうかを測定

• 手法：

• サンプル群（cohort）はピーターバラ刑務所釈放後24か月以上を経過した受刑者（または
1000名までの受刑者）で構成

• 受刑者は男性で、受刑時点で18歳以上、刑期12か月以下で釈放されたもの

• 比較対象グループを確定するために、傾向スコアマッチング法（Propensity Score 
Matching, PSM)を採用

• データとしては、全英警察データ（Police National Computer：PNC）および当該刑務所の
データベース(Local Inmate Database System: LIDS)から抽出されたデータを独立評価委員
が利用し、上記のPSM分析を行う。

• サンプル群の各受刑者は比較対象群の受刑者10名とマッチさせる
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RANDによる調査
•投資家の大半は、慈善団体または財団

•投資家のほぼすべては、投資を継続。

•リターンを期待しない贈与ないし寄付もあるが、逆に投資
リターンを期待する、純粋に商業ベースの投資もある。

•寄付よりもミッションに関連した投資を行う意欲
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RANDによる調査

投資決定要因として：

• 成果支払型の金融商品としてのソーシャルインパクト債の発展をサ
ポートしようという要求

• より倫理的かつ自身の使命に適合した方法で資金を投資したいという、
慈善団体の要求

• 受刑者の成果の向上のために刑事事案の更正プログラムに資金提供す
るという投資家の関心

• プロバイダーに事前に資金供与するというアイデアの魅力

• 投資リターンを受け取るよい機会という投資家の評価
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ソーシャルインパクト債の課題

• 新規のアセットクラスに関する情報蓄積：特にトラックレコード

• 社会的リターンの測定とリスク評価

• セカンダリーマーケットの欠如

• 金融的なリターンを最大化するためのトラスティの義務（例．ある投
資家は社会的投資を遂行することは、慈善団体のトラスティとして、
投資リターンを最大化するという受託者責任に反すると報告してい
る）

• ミッションに適合した投資やソーシャルインパクト投資に対する税制
のインセンティブ：

• 市場発展に関する政府の役割：税制上の規則によるインセンティブ提
供など。
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ソーシャルインパクト債の注目点

①社会貢献を計量化し、その金銭的価値をリターンとして投
資家に還元するという発想

②従来の発想では、投資のリターンは新しく生み出された付
加価値の分配と考えられてきたが、ソーシャルインパクト債
では、社会的マイナス要因の削減効果がリターンの源泉

③様々なスキームへの応用可能性（例．高齢者の医療費削減
など）
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日本での導入可能性は？

• 社会的リターンを測定するための手法の確立とスタンダー
ド化

•資金調達のチャンネル：クラウド・ファンディングなど、
ネットを利用して小規模な資金を多数の投資家から集める
手法

• NPO・NGOの役割・・二種協会の役割？

•税制面の支援
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Ⅳ 社会貢献型投資の評価手法
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社会的投資収益率（SROI）とは

1990年代後半、米国の投資ファンドRoberts Enterprise Development 
Foundation（以下、REDF）によって開発

REDFは、1997年に設立された、サンフランシスコに拠点を置くベン
チャー型の社会貢献団体であり、社会的企業の拡大のため、カリフォル
ニアの非営利組織に対して、株式型の資金援助や事業支援

さらにイギリスのシンクタンクthe new economics foundation(nef)によっ
て応用・発展された

社会的価値を貨幣換算することで、定量的かつ客観的に表示

SROI=投資効果の純現在価値÷投資の純現在価値
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SROIの測定方法（1）
第1段階：パラメータ設定とインパクトマップの作成

• 分析のフレームワークを設定

• 評価対象となる組織やプロジェクトを確定

• バックグラウンドの情報を準備

• 投資に関係する利害関係者を確定、利害関係者間の優先順位を
決定

• インパクトマップを作成・・インパクトマップとは、組織のイ
ンプットや活動がそのアウトプットにどのような影響を与えた
のか、同様に利害関係者にどのような成果をもたらしたのかを
図示
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SROIの測定方法（2）

第2段階：データ収集

•成果（outcome）を把握するための指標確定

•その貨幣価値を確定

•各指標の貨幣価値が明確ではない場合には、財務的なプロ
キシー（proxy）を採用

•インパクトマップ上のインパクトを評価するのに必要な
データを収集するため、信頼に足るデータソースを利用
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SROIの測定方法（3）
第3段階：モデリングと計算

•収集したデータや推計を使って、コスト・ベネフィット・
モデルを作成

•ベネフィットと投資の現在価値、総付加価値、SROI比率お
よび回収期間を計算

•データの有意性を確定するために感応度分析

•評価対象の組織や投資に関して、置換（displacement）、寄
与率（attribution）、自重（deadweight）を計算
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SROIの測定方法（4）

第4段階：報告と勧告

•当該組織または投資によって生み出されたSROIを検証・提
示

•利害関係者間にどの程度のベネフィットがもたらされるか
を確定

• SROI比率に影響を与えた主要な要素を確定
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インパクトマップの事例（1）
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インパクトマップの事例（2）

40
(出所 )http://www.socialevaluator.eu/ip/uploads/tblDownload/SROI%20Guide.pdf



Cabinet Officeの考え方

•基本的にはnefと同じ、その比率の計算式も変わりはない。

•ただし、2種類のSROIを提示している点は、特徴的

①実績ベースのSROI：遡及的に導出され、実際の成果に基づ
いて計算された数値(実績SROI)

②予想ベースのSROI：当該活動が所期の成果を達成した場合
に生み出されうる社会的価値の予想値(予想SROI)
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SROIの基本原則

①利害関係者の参加

②変化の認識

③重要な役割を果たす事象の評価

④有形のものに限定した評価：有形性（materiality）の原則

⑤過大評価の排除

⑥透明性の維持

⑦結果の確認
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SROI分析の有用性

•一連の目的を達成するのに有用

•戦略的な計画立案と改善

•インパクトの伝達と投資の導入

•投資決定の手段として有用

•マネージャーの投資決定（資金・時間など）において選択
肢を提供
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SROI分析の利用者

•規模の大小や組織の新旧は問わず、第三セクター、公共機
関および民間企業など

•社会的価値を創出する第三セクターや民間企業は、業績改
善、費用報告、付加価値の明示化の手法としてSROI分析が
利用可能
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SROI利用可能性

①プログラム設計または調達段階：計画立案段階では、プロ
グラムの設計を決定するために予想SROIが利用可能

②事業申請または資金調達段階：それぞれについて評価する
ために予想SROIが利用可能

③モニタリングおよび評価段階：パフォーマンスをモニタリ
ングするためには、実績SROIが利用可能
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SROIの評価・測定のマニュアル（1）

Cabinet Office,A guide to Social Return on Investmentの手法

http://www.socialevaluator.eu/ip/uploads/tblDownload/SROI%20Guide.
pdf
基本的にはnefの手法と同じであるが、事例を挙げて詳しく説明さ
れている。

イギリスなどでは、第三者的な立場でSROI分析を行う中間組織も
存在し、その分析結果が投資促進に活用されていると言われてい
る。
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SROIの評価・測定のマニュアル（2）

• 自重：その取組が行われなかった場合でも、生み出されたと推計される成果
の総量の値であり、その測定は、取組が行われたグループとそうでないグ
ループを比較することで完璧なものとなるが、その比較は必ずしも可能でな
いので、推計を行うことになる。

• 置換：インパクトのもう一つの構成要素であり、どのくらいの成果がそれ以
外の成果にとってかわられたかを測定するものである。具体的な置換の事例
は、以下である。ある地域における州政府出資の街路灯拡充計画によって当
該地域の犯罪数が減少したものの、近隣地域における同一期間の犯罪数が増
加した場合、犯罪数の減少は、ここでいう置換である。

• 寄与率：他の組織や人員の貢献によって生じた成果の大きさの測定であり、
自らの組織の寄与率で表わされる。具体的な事例としては、ある地域で自転
車普及活動が実施され、CO2削減効果が認められたが、その一方で当該地域
で同時に環境意識向上プログラムも実施されていたような場合がこれに該当
する。
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風力発電ファンドへのSROIの応用例（1）

現在、福島県沖浮体式洋上風力発電の計画が進められており、すでに丸
紅をプロジェクトインテグレーターとして、東京大学、三菱商事、三菱
重工、アイ・エイチ・アイ・マリンユナイテッド、三井造船、新日鉄、
日立製作所、古河電気工業、清水建設、みずほ情報総研からなる「福島
洋上風力コンソーシアム」が設立され、2012年から福島沖実証研究が開
始されている。
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風力発電ファンドへのSROIの応用例（2）

①CO2削減効果：CO2削減量は、排出権取引によって市場取引されてい
るため、貨幣換算しやすい指標

②雇用創出効果：100万KWの洋上風力発電設備につき、2万2000人の雇
用創出が期待され、このうち2200人（約10％程度）が福島県で雇用

③関連産業への波及効果：風力発電施設は、1～2万点の部品からなる自

動車関連型産業。洋上風力発電設備を建設するためには、広範なサプラ
イチェーン必要。これらの産業への波及効果

④他産業への波及効果：集魚効果をもたらし、漁業に好影響を与える可
能性、浮体周辺を海洋牧場化する構想など
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Ⅴ 意義、課題及び日本での拡大に関する示唆
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社会貢献型投資の意義

•社会や環境面の課題に対して民間資金導入

→新規の発想やスキーム

→成果の透明化

•個人金融資産の累積

→投資機会の提供

⇒投資成果の評価の重要性
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評価における課題

①評価・開示のコスト負担：金融商品としての設計可能？

②評価担当機関のあり方：公正性、客観性、能力・専門性

③評価の質・信頼性：評価手法のデファクト・スタンダード
化
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日本での拡大に関する示唆（1）
（1）市場参加者

①投資家

・年金・基金：欧米に比べると関心は低い？

・民間企業：CSRの観点から関心？

・民間金融機関：CSRの観点から関心？利回り、リスクなど慎重姿勢？

・個人投資家：個人金融資産累増、超低金利、社会貢献や環境への関心の高まり
⇒「志ある資金」⇒クラウドファンディングによる資金調達

②金融商品取引業者

・リサーチ能力：投資案件

・イノベーション：スキーム構築

・ネットワーク：投資家、投資対象関連の利害関係者、関係機関など

・金融マーケティング：「ファンづくり」の発想など
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日本での拡大に関する示唆（2）

（2）金融商品

・商品設計：トラッキングレコード→標準化？

・社会・環境貢献の客観的・数量的評価

・評価の開示・認証

→透明性・信頼性確保

（3）制度的インフラ

・第三者による評価・認証→評価・認証機関の必要性

→二種協会の役割？
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