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EVENT REPORT 

G20  Development Working Group 会合にあわせ 

GSG インパクト投資協議を開催 

〜 インパクト投資がどのように DWG のアジェンダの推進に貢献するか 〜 

 
 

 
 

サマリー： 

 

2019 年の G20 議長国に日本が就任したことを契機に、Global Steering Group for Impact 

Investment（GSG） は、GSG 日本国内諮問委員会、UNDP、外務省とともに G20 開発作業 

部会（DWG）および G20 代表と話し合うハイレベル協議を開催した。  

 

G20は 2018年に史上初めてインパクト投資を含む声明に合意し、世界の主要 20ヶ国 

がインパクト投資を持続可能かつ包括的な成長の強力な推進力として明確に認識した。  

 

GSGは、インパクト投資がどのように DWGのアジェンダに貢献するかを議題として、

G20開発作業部のメンバーを招待し、外務省と協力してインパクト投資専門家を招いたサ

イドイベント GSGインパクト投資協議（主催：GSG、後援：一般財団法人 社会的投資推

進財団、場所：グランドプリンスホテル新高輪）を 2019 年 1 月 23 日に開催した。 本協

議は主にインパクト経済の構築における方針の紹介と事例紹介の 2部で構成された。イン
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パクト経済の構築における方針・方略では、インパクト投資の潜在的な可能性を解放する

ための提案や政府機関に与えられた今後の課題が提起されると同時に、指標、評価デー

タ、運用原則を体系化することの意義や方略に焦点を当てて各組織の取り組みや指針を発

表した。事例紹介では、大和証券が発行するインパクトボンドの現状と今後の課題、イン

ド並びに韓国におけるインパクト投資の現状について発表した。 

 

11名の登壇発表により、G20当局者にとっての学びの機会に留まらず、2018年アルゼン

チンにて開催された G20ブエノスアイレス・サミットでの議題に続く活発な議論が実現 

した。 

 
 

      

  写真左: 外務省 甲木氏         右：アルゼンチン DWG代表 Suero氏 

 
 

開会の辞として、GSG国内諮問委員会副委員長の鵜尾雅隆氏は、国連の持続可能な開発目

標 (以下、SDGs) の導入を担当する日本外務省の地球規模課題総括課長並びに DWG代表

の甲木浩太郎氏への謝辞に続き、GSG並びにインパクト投資の概要を説明した。同時に

2030年 SDGsの達成に向けて、インパクト投資は大きく貢献する可能性を示した。甲木

氏は SDGsの重要性が近年唱えられている中、SDGsを達成するために年間 2.5兆ドルの

不足が生じている現状を共有し、インパクト投資はこの問題を解決する資金調達（融資方

法）の手法の一つとして提示した。 
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1 インパクト経済の構築に向けて：方針・方略 

 

 インパクト投資の潜在的な可能性を解放 

 

 

McKinsey堀井氏 

 

McKinsey＆Company パートナーの堀井摩耶氏は、3つの主題を基にインパクト投資に  

おける現状と課題点について発表した。 

 

インパクト投資は過去 6-7年程で飛躍的な成長を遂げ、その規模は過去 3年では年間 35％

の成長率、2018年での資産運用額は 2000億ドルを超えるものとしている。しかしなが

ら、課題としている 2.5兆ドルの不足にはおよばないものであるため、現在の成長率に基

づいて更に大きなスケールで成長すること、そのために出資者は何をすべきかを問題提起

した。 

 

また現状では、「資産運用額の多くは先進国に計上されているが、SDGs達成や世界開発問

題の解決には後進国、新興国への計上に焦点を当てるべきである」と指摘した。更にイン

パクト投資の資産運用先を業界・部門別に見ると先進国とは異なり、後進国では小規模金

融を含む金融部門に偏っていることから、改善の余地があると提起した。 

 

先に挙げたデータを基に、成熟した状態のインパクト投資とは、消費者と株主が公益に貢

献するために利益を生み出していることを起業家や組織幹部に証明し、その正当性を求め

ることであると定義付けた。これによりインパクト投資は財務利益のみならず、経済的リ

スク・リターンの他、社会的影響力に目を向けることができるという点では、従来の資本

主義とは異なる概念であるとしている。この概念を主流に組み込む方法として、「インパ

クト投資には主に 8つの出資者（1.  資産配置者、2.  ファンドマネージャー、3.  社会的
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企業家、4. 政府、5. 社会組織、6. 仲介組織、7. 消費者、8. メディアとアナリスト）が存

在し、役割の強化と整備によってインパクト投資での発展と成長が加速する」ことを提案

した。 

 

最後に、インパクト投資を成熟させるための課題点と潜在的な可能性を引き出すために、

1.  インセンティブと阻害要因を含む公共政策の策定、2.  運用、測定、レポーティングの

規範を相互に補強し合うことで各役割が責任感を得ること、3.  指針や優秀さを測る評価基

準を奨励する産業体の創設、の 3つの方策を提示した。 

 
 

 政府機関における今後のインパクト投資に与えられた課題 

 

 

UNESCAP Wong氏 

 

国連アジア太平洋経済社会委員会 (UNESCAP) Chief of Technology and Innovationの

Jonathan Wong氏は、各国の政府が導入した政策を紹介し、民間部門とは異なる視点で政

府機関におけるインパクト投資の促進について語った。政府機関が主体となって参画した

インパクト投資政策はまだ試験的な段階であるが、近年でその実績は急増し、その領域は

戦略的なリーダーシップの構想や法律制定から教育や能力開発、公共財政までおよぶと述

べた。 

 

Wong氏はこれまでの実績を踏まえて、「インパクト投資に与えられた課題点として、

（G20や国連を通じて）投資の主流を利益追求から広範囲で多角的なリーダーシップと責

任の義務化へ推移させることである」と指摘し、インパクト投資の概念を標準化、社会化

させる必要があると強調した。その他の課題として、「政策を継続的に行い、実験や評価
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を行うこと、政策立案者を対象とした戦略を更に普及させること、GSG国内諮問委員会

を更に増やすこと」を掲げ、インパクト投資の促進を強調した。 

 
 

続いて、OECD・Head of Financing for Sustainable Development (FSD)の Haje Schütte氏

から、2019年 1月に発行された年次報告書 “Social Impact Investment: The Impact 

Imperative for sustainable development”の概要が説明された。 

 

 
OECD Schütte氏 

 

Schütte氏は、45か国で実施された 590の政策を対象とした調査を基に、「OECD加盟国

以外の諸国でもインパクト投資の実績があった」と報告し、「とりわけ後進国を対象とし

た投資への移行が大きい」と述べた。 

また、インパクト投資市場の推進を目標として、比較可能なデータを増やすことによって

得る透明性に向けての計画も発表し、「今後の指標や評価データを体系化する責任を担う

必要がある」と示した。 

 

最後に、同報告書に掲載された“The Impact Imperative”の紹介が行われた。インパクト投

資において不可欠要素であり分野横断的な主流として 4項目（融資、革新、政策、デー

タ）を列挙し、各項目に対して提言を行った。 

 

• 融資：最も必要とされる場所に配分されるよう保証する。  

• 革新：エコシステムを確立させると同時に、（民間部門だけでなく）公共部門も革

新を発展させる役割を担う。 

• 政策：社会問題、環境問題にかかる政策に事後評価を義務付け、政策移転のベクト

ルとして開発協力を活用する。 
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• データ：データ共有において透明性の強化と財源の確保を図り、公共政策を通じて

効果測定が可能なインパクト投資を普及する。 

 
 

 Driving Real Impact & GSG Introduction 

インパクト投資は数百万もの人々に恩恵を与え、生活の向上に貢献しているとされる。英

国の休眠預金基金の創設者であるロナルド・コーエン卿はビデオメッセージの中で、「イ

ンパクト投資の改革は、インパクトが収益性を高めることができることを理解している新

世代の起業家によって導かれる」と述べた。 

 

第一部では、政策における評価基準として政府機関が主体となることも重要であると同時

に、民間部門や専門家等の他の出資者との連携の重要であることが改めて強調された。 

 

SDGs達成に向けての資金供給は不安定であり、融資に向けてどのように財源を確保する

かということを問題提起し、課題解決に取り組む必要がある。また必要とされる 2.5兆ド

ルを工面する手段として、インパクト投資は画期的なアプローチであるとした。 

 
 

 事例紹介：日本 ASEAN 女性エンパワーメント基金への出資 

 

 

JICA 小西氏 

 

次に、独立行政法人 国際協力機構（JICA） 民間連携事業部 次長の小西伸幸氏が登壇し

た。JICAは後進国への開発協力において融資財源の確保を課題としており、その解決策の

一つとして 2011年より Private Sector Investment Finance (PSIF) 構想を導入した。小西

氏は、PSIFの特徴として「政府による国際協定の締結がなくとも、民間部門へ直接負債
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や株主資本を融資することができる」を挙げ、能力開発に必要な技術支援も随時受けるこ

とができると述べた。 

 
 

今回の発表では、資金投資を活用した出資先として、日本 ASEAN女性エンパワーメント

基金（以下 JAWEF）が紹介された。JAWEFは女性のエンパワーメントを支援するマイク

ロファイナンス機関へ資金提供を行うことによって、貧困層の女性をはじめとした顧客の

金融サービスへのアクセスを向上させ、女性のエンパワーメントに貢献することを目的に

設立された。当基金の対象国は ASEAN諸国を中心とするアジア地域であるこの出資事業

において国際協力銀行（JBIC）と民間投資家との共同出資で 1億 2000万ドル、JICA単独

で 3000万ドルの出資を行い、出資の他、諮問委員会（年に 2回開催）やプロジェクト実

施国での研修会への参加が JICAの役割として活動していると補足した。 

 

JAWEFへの出資によって、「2018年 9月までの実績として 27万 5536名（うち女性は

92%）の起業家を支援し、融資の平均額は 223ドル」と示した。その具体例として女性へ

の融資支援の実績として、下記 3つの代表的な事例を挙げた。 

 
 

1. 従事している稲作に加えて、マイクロファイナンス機関からの融資を活用して追加

事業（竹かごの生産と養豚業）を開始し、収入を増やした。 

2. 絹製の織機を購入するために、マイクロファイナンス機関から融資を受けた。購入

した機械を使って、絹製品を製造、販売し、現在、月額 400ドルの追加収入を得る

ことができた。 

3. マイクロファイナンス機関からの融資で小規模な印刷業を始めた。月に 1300ドルを

稼ぎ、すでに借金を返済し、更に売り上げを伸ばすために、高精度な印刷機に投資

するための融資を新たに受けた。 
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 ジェンダーレンズ投資への可能性   

 
 

 

笹川平和財団 小木曽氏 

 

次に、公益財団法人 笹川平和財団ジェンダーイノベーショングループ長の小木曽麻里氏が

登壇した。2017年に設置された「アジア女性インパクトファンド」。東南アジア地域の女

性の経済的エンパワーメントおよびジェンダー平等の促進を目指すものとし、財団の資産

運用金の 1億ドルを活用している。本ファンドは、女性の地位向上を支援するビジネスへ

の投資に振り分け、市場利益率より得られた収益は資本金として再利用するため財政投資

であると同時に、投資による収益は譲許的な投資または助成金を供与するためインパクト

投資であると述べた。助成金の供与は東南アジア地域の女性起業家支援のためのエコシス

テム構築（制度やインフラの確立）等の支援に活用されるものと補足した。 

 

また、ジェンダーレンズ投資はまだ新しい分野であると示した上で、「女性として活躍で

きるための資本へのアクセス、職場や価値連鎖の公平性、製品やサービスの 3つの領域へ

の投資であり、その需要性も年々高まっている」と示した。「ジェンダーレンズ投資にお

いては、融資体制が融合している領域があるため、民間部門と公共部門との連携は必要で

ある」と強調した。 

 
 

 インパクトをマネジメントするための運用原則 

国際金融公社（IFC）Chief Thought Leadership Officerの Neil Gregory氏は、近年インパ

クト投資が注目される中、インパクトをターゲットにした投資レベルを高め、管理する方

法が不明瞭であり、これをサポートするために必要なシステムに共通の基準が存在しない

と述べた。このことより資産運用会社、機関投資家、開発金融機関、民間金融機関の主要



 

 9 

メンバーが集い、インパクトをマネジメントするための運用原則の策定を 2018年より開

始した。運用原則は投資サイクルを網羅する 9つの工程で構成され、投資戦略の設定か

ら、投資ポートフォリオの構築と管理、出口戦略の影響、運用原則との整合性の公開、第

三者機関による定期的な検証までを実施することを推奨した運用基準であると説明した。

この運用原則を活用することによって、「インパクトと並行して財務を管理する統合的な

方法を確立するために必要な基準である」と述べた。 

 

2019年 4月の国際通貨基金（MF）・世界銀行グループ春季会合において、運用原則の最終

版と署名機関を公表することを目指し、インパクト投資に関心ある組織、投資家の目に留

まることを期待していると締めくくった。 

 
 

 SDGs の財源確保のために何が求められるか 

 
 

 

UNDP 西口氏 

 

国連開発計画（UNDP）シニア・イノベーション・アドバイザー兼 Japan Innovation 

Network (JIN)専務理事の西口尚宏氏 は、「民間部門の視点で、SDGs達成のための財源確

保において不可欠な手法は、SDGsをイノベーションプロジェクトとして定義し、構想ス

テージと実行ステージの二段階の金融支援を行うこと」と結論付けた。具体的な根拠とし

て、「最終目標である SDGsを達成するためには、各 SDGに対して目標地点と指針を設定

し、体系的な視点とアプローチで取り組む必要がある」と強調した。体系的な視点とアプ

ローチとして、1. 最終目標に基づく目標地点から派生する「理想とする解決法」の提示と

現状の把握、2. 解決法が達成されない原因を分析する、3. 2. で抽出された要因や現状に基
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づいて更に広範なソリューションの設計の 3段階であると説明した。ソリューション設計

においては、政策、行動様式、インフラ、プロセス、製品の 5つの分野でのソリューショ

ンを組み合わせたものとし、単独ではなく、体系的に実行しなければ目標達成までの効率

性が得られないと主張した。同時に、公共部門と民間部門の連携を促進するための共通言

語の確立、インキュベーション向け投融資、事業立ち上げ向け投融資の重要性を強調し

た。 

 

 

 インパクト評価の意義と手法 

 

 
DFID Briscoe氏 

 

英国の国際開発省（Department for International Development、DFID）グローバル パート

ナシップ統括責任者の Neil Briscoe氏は、インパクトはさまざまな方法でさまざまな関係

者によって発生する可能性があるため、インパクト投資における効果測定は必要不可欠で

あると説明した。その重要性を鑑みた際に、下記を踏まえた厳密で比較可能で検証可能な

データが重視されると強調した。 

 

1. 透明性ある共通の枠組み 

2. インパクト投資に関する最低基準 

3. パフォーマンスを検証および監査するためのメカニズム 

 

これにより、インパクト管理プロジェクト（Impact Management Project, IMP）は、2000

以上の企業、投資家、実務家とのインパクトを評価するための枠組みを開発している。 イ

ンパクトを分類する際に、害をおよぼす可能性があるもの、害が発生しないための取り組

み、出資者への恩恵となるもの、課題解決に貢献するもの、の 4つを列挙し、この枠組み
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の開発によって、公共・民間部門問わず SDGsと言った共通した課題を容易に取り組むこ

とができると提言した。また同時に、IMPによってインパクトは 5つの範囲での特定・分

類が実現すると補足した。 

 

1. 結果の特定 

2. 出資者の特定 

3. 数量の特定（出資者がどれ程の結果を、どれほどの変化の度合いで、どれくらい

の期間で体感するか） 

4. 貢献度の特定（変化の程度はどれほど想定されているか、結果がもたらす期間が

どれほど想定されているか） 

5. 顕著なリスク要因の特定（期待とどれほど解離性があるか） 

 

Briscoe氏は、IMPの成長要因として、データ統計や原則開発から開示標準まで、特定ま

たは補完的分野に関する専門知識を持つ標準設定団体とのグローバルネットワークの存在

は欠かせず、G20は地球規模の目標を達成するためのより大きな資源動員の必要性を認識

している、と述べた。 

 

インパクト投資における G20としての主な役割について以下の 4つを挙げ、同時に、英国

政府としては、G20開発作業部会が市民、市民社会組織、資産運用会社および機関投資家

を含む主要な利害関係者の見解も組み入れるべきである、という見解を示した。 

 

1. インパクト投資の基本理念を定義する。 

2. 世界的または地域的な規制上の制約に対処する。 

3. インパクト投資の効果測定を採用するための世界的なアプローチを開発する。 

4. G20諸国の人口からのインパクト投資を行使することを支援し、G20加盟国と新

興市場を支援するシステムを開発することで、市民の投資が将来社会の利益のた

めに管理されることを確実にすること。 

 
 



 

 12 

2 インパクト経済における実例紹介 

 インパクトボンドの概要 

 
 

 

大和証券 徳田氏 

 

インパクトボンドはソーシャル・インパクト・ボンドと（グリーンボンド、ソーシャルボ

ンド、サステナビリティボンドを含む）サステナブルボンドの 2種類に大別することがで

きる、と大和証券 コーポレート・ファイナンス第二部 次長 の徳田健氏は述べた。当発表

では、分かり易いスキーム、明瞭なリスクプロファイル（発行体の信用力に基づいた元利

払い）、通常の債券と同程度の経済的リターンを背景に発展しているサステナブルボンド

の歴史と課せられた課題について紹介した。大和証券が発行を支援するサステナブルボン

ドの多くは、国際資本市場協会（ICMA）が策定したグリーンボンド原則（Green Bond 

Principles）（およびソーシャルボンド原則（Social Bond Principles）、サステナビリティボ

ンド・ガイドライン（Sustainability Bond Guidelines））に基づき発行されており、このグ

リーンボンド原則が世界基準となり、詳細な基準の策定やローカル基準の策定に活かされ

ていると示した。 

 

サステナブルボンド市場の歴史としては 2006年に予防接種のための国際金融ファシリテ

ィ（IFFIm）のワクチン債の発行から始まり、このワクチン債をサステナブルボンドにお

いて最も透明性がある実績例として挙げている。2007年の欧州投資銀行による Climate 

Awareness Bond（気候変動への認知を高めるための債券）の発行、2008年の世界銀行に

よるグリーンボンドの発行と続くも、2009年以降は追加的な事務的・経済的コスト対比

のメリット不足を背景に、伸び悩む状態が続いた。その後、機関投資家がグリーンボンド

へのコミットメント額を明示するケースが増加し、2013年には事業法人による初のグリ

ーンボンド発行、2014年のグリーンボンド原則策定等を経て急成長を遂げ、2018年時点
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で 1500億ドルを超える市場規模までに拡大した。対して、国内市場では、個人投資家向

けに IFFImのワクチン債が発行されて以降、個人投資家中心に市場が発展し、2014年に

は個人投資家向けに発行されたサステナブルボンドの累計販売額が 1兆円を超えたと示し

ている。機関投資家向けでは、2014年の本邦発行体初となる日本政策投資銀行（DBJ）に

よるグリーンボンドを皮切りに、三井住友銀行、野村総合研究所、国際協力機構（ソーシ

ャルボンド）が続く形でゆっくりと実績を積み上げ、2017年の環境省によるグリーンボ

ンドガイドライン策定、2018年の環境省によるグリーンボンドへの助成金スキーム等の

開始によって、国内市場が急速に拡大したと説明した。 

 

成長を遂げるサステナブルボンド市場の見通しとして、成長率の鈍化可能性を挙げてお

り、更なる市場の拡大に向けては、投資家・債券発行体の更なる参加や政府による支援等

が必要との考えを示した。中でも、投資家-債券発行者間で互いに有益となる関係性の確立

は最も重要との考えを示しており、更なる市場の発展に向け、「サステナブルボンドのリ

スクウェイト低減」、「税制上の優遇措置」、現在 環境省が実施している「助成金供与」、更

には「IFFImのワクチン債に類似した体系確立」を提案した。最後に、サステナブルボン

ド市場の発展のために、公共部門と民間部門両者による協力体制の重要性を強調した。 

 
 

 インドにおけるインパクト投資 

 

 

インド GSG Subramaniam 氏 

 

次に、Ankur Capital並びに GSGインド国内諮問委員会パートナーの Rema Subramaniam

氏が、インドにおけるインパクト投資の現状について紹介した。 

 

インドは、世界第 5位の経済大国、GDP成長率は 7％以上とほぼ首位の位置付け、投資先

として首位に位置する（2016年におけるグリーンフィールド FDI投資）と同時に、貧困
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ライン以下で生活している人々は 2億 4400万人にもおよび、格差拡大が深刻化してい

る。これは深刻な社会経済問題であると同時に、どのようにして解決すべきかを検討する

余地が十分にある。Subramaniam氏は、「事業者の経済介入によって大半の社会経済問題

が解決され、インパクト投資も解決手法として期待できる」という見解を示した。介入事

業の具体例として、デジタル化、消費活動の向上、新しい製品技術の 3つを示した。さら

に、数字として実績を残すのみならず、いかに後世の起業家が維持できる事業体系の開発

に携わるかということの重要性を強調した。 

 
 

 韓国におけるインパクト投資 

最後に、GSG韓国国内諮問委員会代表の Chul Woo Moon氏が登壇した。韓国では、イン

パクト投資への参入の議論が始まってから 2年経っているが、まだインパクト投資が実現

していないと述べた。その理由として、インパクト投資の定義と意義が見出せない状態に

陥っているためであり、この問題を打開するためには、国際的な基準やインパクト投資の

重要性を強調する国際政治による圧力が必要であると見解を示し、G20による支援を仰い

だ。 

 

Moon氏は、これまでの取り組みについて紹介し、ソーシャル・インパクト・ボンド

（SIB）の領域としては小規模であるが、成果報酬型のプロジェクトが実施されたと報告

した。加えて、SIBプロジェクトには政府機関による積極的な関与が不可欠であると強調

した。 

 

また、政府関係者の公共プロジェクトにおける「民間資本の役割」に対する関心が高まっ

ていることから、政府機関の間で強い関係性を築くことは不可欠であり、「インパクト投

資は政府機関の政策に対する挑戦状ではなく、補完し、相乗効果をもたらすもの」である

とした。そして、「インパクト投資家、民間部門、政府関係者の 3者間で協力関係を構築

することが、我々GSG国内諮問委員会が望むことであり、政府機関および G20の協力な

しでは実現不可能である」と改めて主張した。 

 

閉会の辞として、鵜尾氏は「本日の議題はキックオフに過ぎず、（社会的に）脆弱な状況

下にいる人々への支援がより多く行き渡り、SDGs目標を達成するためのインパクト投資
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を含む革新的な資金調達で著しい進歩を遂げるよう、議論を続けていきましょう」と締め

くくった。 

 

関連資料 

• The Global Steering Group for Impact Investment （GSG）が インパクト投資の推進

に向けて G20 との関与を強化（プレスリリース） 

http://www.siif.or.jp/wp-content/uploads/2019/01/Final_GSG-press-releae_Japanese.pdf
http://www.siif.or.jp/wp-content/uploads/2019/01/Final_GSG-press-releae_Japanese.pdf
http://www.siif.or.jp/wp-content/uploads/2019/01/Final_GSG-press-releae_Japanese.pdf
http://www.siif.or.jp/wp-content/uploads/2019/01/Final_GSG-press-releae_Japanese.pdf

