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インパクト投資とは？

• インパクト投資とは、「財務リターンに加え社会的・
環境的インパクトを同時に生み出すことを意図する
投資」を指す。

• “資本市場の考え方に二次元から三次元へのパラ
ダイムシフトが求められている。社会的インパクト投
資は｢リスク｣と｢リターン｣という 20 世紀の資本市場
の原理に｢インパクト｣という新たな次元を加えること
によって、より良い社会を実現するための新たな可
能性を秘めている。” （G８社会的インパクト投資タ
スクフォース）
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BIOSENSE, http://www.biosense.in/index.php

安価で携帯可能、地域のヘルス･ワーカーの使用可能な装置を開発し、農村部でのヘルスケア
サービスの拡充。

採血なしで貧血を検査
するスマホアプリを活用
し、幼児や妊婦の健康
管理

Founded in 2008, Biosense produces diagnostic testing tools for 
basic health care screenings that are portable, affordable, 
accurate, and easy to use. Biosense has used these products, as 
well as key relationships with prominent health institutions, to 
have a large impact on delivering affordable healthcare 
screening to low-income patients. 

4

Copyright @2019 ARUN, LLC

インパクト投資の事例

http://www.biosense.in/index.php


世界のインパクト投資規模

• インパクト投資の市場規模は年々急速に拡大しており、
2018年投資額は5,020億ドルと推定される。
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インドのインパクト投資規模

• 投資額は2010年の5億ドルから2016年の11億ドルに拡大。投資
案件数は年間約70件。1件あたりの投資規模も拡大傾向にある。

McKinsey (2017)
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インドのインパクト投資規模

• 市場規模は2025年までに60-80億ドル（2016年の6-8倍）になる
と予測される。

McKinsey (2017) 7



インドのインパクト投資分野

• 主な投資分野は、金融機関
（主にマイクロファイナンス、
中小零細企業向け）、クリー
ンエネルギー、教育、農業、
ヘルスケア等。

• 近年の傾向として、金融機関
やクリーンエネルギー分野
の割合が相対的に低下し、
ヘルスケアや教育分野が拡
大傾向にある。

McKinsey (2017)
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インドのインパクト投資プレイヤー

• 財団（Dell Foundation, Omidyar Network, etc.）
• 開発金融機関（IFC, CDC Group, ADB, etc.）
• 富裕層・ファミリーオフィス 等

Supply of Impact 
capital

(Asset owner)

• インパクト投資ファンド（Aavishkar, Acumen, 
Khosla Impact, Lok Capital, LGT Venture 
Philanthropy, Elevar (Unitus Equity), etc.）

Intermediation of 
Impact capital 

(Asset manager)

• 社会的企業
• NGO/NPO 等

Social/Impact 
entrepreneurs

GSG (2019)
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■基礎情報
□名 称︓独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構
□理事⻑︓北岡 伸⼀(2015~)

（←⽥中明彦(2012~2015) ←緒⽅貞⼦(2003~2012) ）
□⽬ 的︓

開発途上地域等の経済及び社会の開発若しくは復興⼜は経済の安定
に寄与することを通じて、国際協⼒の促進並びに我が国及び国際経済
社会の健全な発展に資すること。

JICAとは
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インパクト投資に係るJICAの取り組み

• Global Social Impact Investment Steering Group(GSG)（旧：G8
社会的インパクト投資タスクフォース）国内諮問委員会の委員

• 海外投融資によるインパクト投資（マイクロファイナンス機関
向けファンド、タンザニア社会的企業への出資等）

• 日系企業とインド社会的企業をつなぐ「社会的企業プラット
フォーム」の構築（予定）

• 第11回Sankalp ForumにてJAPANセッションを開催（日系企業8
社参加）
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