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インパクト投資とは何か？

意図

社会・環境へ与える
インパクトの改善を
求めること

投資資金

（市場金利もしくは
譲許的な条件）

資金提供以外の支援
(知識移転、監督、

助言等)

貢献

及び/又は

被投資者のアウト
プットやプロセスの
向上又は改善

社会・環境への
アウトカムの向
上又は改善

業界及び企業へ与えるインパクト

測定可能なインパクトの実現

投資によるインパクト

市場の創出又は発展

インパクト投資の定義: 経済的なリターンを追求すると同時に、測定可能な社会・
環境へのプラスのインパクト実現に貢献する意図に基づき行う投資



全体像: インパクト投資市場

意図に基づき、効果測定
のできる投資を行うファ
ンド（2,050億ドル）

意図に基づき投資を行う
その他のファンド（2,100
億ドル）

未公開ファンド計（4,150
億ドル）

民間セクター業務の統一
指標(HIPSO)へ署名して
いる開発金融機関
（DFIs）

他の
DFIs (1
兆3,570
億ドル)

DFIs計
(1兆
6,570億
ドル

意図に基づき、効果測定
のできる投資を行うファ
ンド計

意図に基づき投資を行う
その他のファンド計

1兆
5,670億
ドル

総計

2兆720億
ドル



• 投資家がインパクト投資のために投資できる

商品

• 意図と貢献は明確; ただし、インパクト効果測

定の程度には差がある

• 意図に基づき効果測定のできる投資を行う
ファンド （”インパクトファンド’: 2,050億ドル
のコミット済み資金

• 意図に基づき投資を行う、その他のファンド
: 2,100億ドルのコミット済み資金

• 総計: 4,150億ドル

• これは、通常のファンドに対するコミット済み資

金全体のごく一部

• ただし、インパクト投資をより積極的に行うファ

ンドが増える兆しあり

未公開市場: ファンド

意図を持って、効果
測定も行うファンド
（2,050億ドル）

意図を持って運用され
ているその他ファンド
（2,100億ドル）

未公開ファンド
計（4,150億ド
ル）



• 本来、DFIsの使命はポジティブなインパクトを

追求することであり、インパクトの実現に貢献

しているはず

• 民間セクター業務の統一指標（The 

Harmonized Indicators for Private Sector 

Operations （HIPSO））の署名機関は、インパ

クトの測定に関する共通フレームワークの向

上に取り組んでいる - 3,000億ドル

• その他のDFIs: 1兆3,570億ドル

• 総計: 1兆6,570億ドル

未公開市場: 開発金融機関（DFIs）

(HIPSO)へ署名して
いる開発金融機関
（DFIs）

他DFIs 
(1兆

3,570億
ドル)

DFIs計
(1兆

6,570億
ドル



• 資金使途が定められた債券の全体

• 債券ポートフォリオに、環境、社会及びガバナンスに関わる成果を目指すことを直

接的に組み込んでいる金融商品

• 他の通常の債券投資と同等以上のイールド、格付け及び利回りが得られることが

多い

• グリーンボンドは、持続可能性に重点を置いた、ソーシャル、サステイナブル、トラン

ジション、ブルー及び気候変動などの新たなの債券市場を切り拓くとともに、グリー

ン・ファイナンスの成長をもたらした

• これらの債券の多くは、市場の規律を高めるため、透明性や情報公開、報告書の

作成に関する、正式の（任意の）ガイドラインに依拠しているが、他方、報告書の作

成やインパクトの計測が不十分との調査結果もある

公開市場：グリーン、ソーシャル及びサステイナブル債



公開市場：グリーン、ソーシャル及びサステイナブル債

• 債券発行の急増: 7,470億ドルの発行残高（2019年末時点）

•
発
行



Footer

• 投資家は、企業の株式投資を通じ、直接もしくは間接的に、企業に物をいうことに

よって企業活動に影響や変化を及ぼすことが可能: 

• 企業の経営陣や取締役会との対話

• 株主提案権の行使

• 包括的なESGガイドラインに基づいた、委任状投票を含む議決権の行使

• 巨大な市場規模: 2018年前半までに、約10兆ドルが、このような戦略に基づいて

運用されている

• これらの資産のうち、どの程度が、インパクトの意図に基づき、効果測定できる投

資であるかは不詳

公開市場: 株主アクティビズム及びコーポレートエンゲージメント



Footer

• 匿名で実施、50機関が回答

• 新興国市場に重点: 70%以上が新興国市場

のみに投資し、特にサハラ・アフリカ、中南米

及びカリブ海諸国、及び／もしくは南アジア

• 多数がインパクト投資において10年以上の実

績

• 未公開企業への投資が中心

• 半数が5つ以上のテーマに投資; 最も多いの

は金融包摂や、グリーン又は持続可能な技術

署名機関への調査結果報告
署名機関が回答したインパクト投資の
テーマの割合



• 原則 1: OBJECTIVE. 

• 原則 2: PORTFOLIO APPROACH. 

• 原則 3: CONTRIBUTION. 

• 原則 4: EXPECTED IMPACT.

ケース・スタディ：運用原則の署名機関の経験

多様な署名機関による、運用原則の実施に関する経験を紹介した32のケース・

スタディ



Footer

• 原則 5: RISKS OF NEGATIVE IMPACT.

• 原則 6: MONITORING.

• 原則 7: EXIT.

• 原則 8: REVIEW. 

• 原則 9: VERIFICATION.

ケース・スタディ：運用原則の署名機関の経験



Footer

原則 4: 各投資から予想されるインパクトを、一貫したアプローチに基づき評価すること

原則4に関するケーススタディ : Phatisa

• Phatisaは、サブ・サハラにおける食糧及び住宅問題に取り組むプライベート・エクイティ会社

• Phatisaは、効果測定及び管理システム（Impact Measurement and Management (IMM) 

system）を策定: 

• ファンドの戦略目標の達成を測る段階とプロセスを定義

• SDGs目標（1,2,5,6,11及び13）におけるアウトカムに対する投資の達成可能性を評価する
内部のスコア認定プロセスを活用

• 投資案件がデュー・ディリジェンスに進むために必要なインパクト効果の最小スコアを設定

• ポートフォリオを構成する投資先企業がインパクトをもたらす取り組みを特定し、提案されたイン

パクトを達成するプランを策定

• 投資期間において、データを収集、パフォーマンスを追跡、改善すべき分野を特定し、意図しな

いネガティブな結果を注視



Footer

原則 8: 投資の意思決定とプロセスをレビュー、文書化し、実現したインパクトと得られた
知見に基づいて改善すること

• IFCは、リアル・タイムで学習し、知識のギャップを埋め、IFCの戦略を評価する根拠に基づいた

フィードバックメカニズムを開発

• 投融資案件の代表的なサンプルに自己評価を義務付け

• 世界銀行グループの独立評価グループ（IEG）が評価システムを確証し、IFCの年次報告書で公

表。監査法人が報告プロセスを精査

• IEG及び自己による評価は、IFCの業務スコアカードの一部であり、主要パフォーマンス指標

（KPIs）に反映

• KPIsは自己評価及びIDGの評価の差異を追跡

• KPIsは、経営陣や各部署のパフォーマンスに影響を与えるインセンティブ・メカニズムに用い

られる

原則 8に関するケース・スタディ: IFC



www.ifc.org/growingimpact

www.impactprinciples.org

報告書等の詳細についてはこちらをご覧ください:

www.ifc.org/creatingimpact



ご参考



インパクト投資の運用原則

Footer

戦略上の意図

1. 戦略的なインパ
クト目標を、投資
戦略に沿って定
義すること。

2. 戦略的インパク
トは、ポートフォ
リオ単位で管理
すること。

ポートフォリオ
マネジメント

6. 各投資のインパク
ト実現への進捗度
を、予想に照らして
モニタリングし、そ
れに応じ適切な対
策を取ること。

エグジット時の
インパクト

7. インパクトの持続性への
影響を考慮しながら、エ
グジットを実行すること。

8. 投資の意思決定とプロセ
スをレビューし、文書化し、
さらに、実現したインパク
トと得られた知見に基づ
いて、改善すること。

3. インパクトの実現に
対するマネジャー
の貢献を明確にす
ること

4. 各投資から予想さ
れるインパクトを、
一貫したアプローチ
に基づき評価する
こと。

組成とストラ
クチャリング

5. 各投資がもたらしうる、潜在的なネガティブ・インパクトを評
価、対処、モニタリングおよび管理すること。.

9. 本運用原則との整合状況を開示するとともに、整合状況について、独立した検証を定期的に実施すること。

独立した検証


