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ソーシャル･インパクト･ボンド（SIB） 事業とは、主に社会貢献に対する資金の提供に寛容な資金提

供者から調達する資金（篤志家による投資、財団による助成金、CSR による企業の協賛金など）をもと

に、サービス提供者が行政サービスを提供し、事業の成果に応じて行政が資金提供者に元本と利息を償

還する、成果報酬型の官民連携による投資モデルである。近年は金融機関が資金提供者となる例が出始

めており、少しずつ浸透し始めている資金調達と事業執行法である。 

本レポートでは、SIB の仕組みと、すでに導入している自治体事業の事例について調査した結果を報

告するものである。 

 

＜SIB のスキームと特徴＞ 

前述した SIB の一般的なスキームを図表 1 に示した。サービス提供者に対する報酬は成果達成時に支

払われるため、それまでの事業資金を資金提供者が提供する。外部資金を導入すること、評価というプ

ロセスが入ることで、一般的な自治体事業と比較するとステークホルダーの数が多いのが特徴であろう。 

 

図表 1 SIB の一般的なスキーム 

 

出所:経済産業省資料をもとに HIF 作成 
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なお、英語の辞書的な意味では「ボンド」＝「債券」だが、SIB の場合は債券を発行するとは限らず、

また、目標とする成果が得られない場合には、資金提供者が元本の一部ないし全額が償還されないリス

クを負うという「成功報酬型」である点で、資金提供者に利息を支払い満期に償還する一般的な債券と

は性格が異なり、投資ファンドに近い性格を持つ。 

 

行政が SIB 導入により期待できることは、外部資金活用による行政コストの削減（図表 2 参照）だけ

ではない。 

サービス提供者は資金提供者から事業資金を得ることができることとサービス提供者が目標を達成

しなければ行政支出が発生しないまたは一部負担のみになることから、行政にとっては少ない財務リス

クで事業を実施することができるため、従来では行政が予算化しにくかった実績の少ない分野や財政規

模が大きい分野において、社会実験的に事業を実施することが可能であること、単年度予算という制約

を受けずに事業を遂行できることも SIB 導入の意義とメリットである。  

加えて、成果を達成するためのインセンティブ（成果連動・資金提供者のモニタリング）と権限(業務

の柔軟性・複数年)が事業者に強く働く仕組みであり、従来と比較して成果をより高めることが期待され

るスキームである。 

 

図表２ SIB による行政コスト削減イメージ 

 

出所:経済産業省資料をもとに HIF 作成 
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 SIB は行政と民間との連携事業である PPP（Public-Private Partnership）の一種と位置づけられる

が、PFI（Private Finance Initiative）とは図表 3 に挙げるように似て非なるものである。 

 

図表 3 PFI と SIB の違い 

 

出所:『証券経済学会年報』第 49 号別冊 第 82 回秋季全国大会学会報告論文「ソーシャル･インパクト･ボンドの可能性

と課題 －社会改善プログラムの新資金調達手法－」をもとに HIF 作成 

 

 

＜SIB に適した案件＞ 

SIBについては欧米に先進事例が多い。英ヤング財団(*1)が 2010年 11月に発表し、2011年 3月に改

訂したレポート(*2)によれば、SIBを適用するにふさわしい案件の条件は以下の 7点である。 

１）社会的問題の発生を防ぐ案件だが、十分な資金がないこと 

２）特に社会（行政）の介入が求められている分野で、実施することで社会福祉が改善され、好ましく

ない結果を予防、改善できること 

３）効果と影響がエビデンスにより保証され、投資家に成功確率が高いと思わせること 

４）実施した結果、十分な数の人々がメリットを受けることができ、その影響を容易に把握できること 

５）特定の行政府が、行政府以外の主体によって実施されたことによりコストを節約または削減できる

こと。必ずしも現金の節約に限らない 

６）行政府が節約できた金額が、実施コストとすべての関連業務コストの合計より著しく大きいこと 

７）行政府の方針として SIBを用いることを強く望んでいる、少なくとも受け入れられること 

 

以下、事例を紹介していくが、事業のポイントが１）～７）のどれに該当しているかを私見で加える

ことにする。 

(*1)特に教育、医療、犯罪・失業対策の各分野に重点を置き調査研究や支援活動を行う非営利団体。 

(*2)https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/Social-Impact-Investment-The-opport

unity-and-challenge-of-Social-Impact-Bonds-March-2011.pdf 

 

＜八王子市大腸がん検診・精密検査受診率向上事業＞ 

 大腸がん検診を対象に成果報酬型官民連携モデル事業を実施した八王子市と事業に携わった一般財

団法人社会的投資推進財団（以下：社会的投資推進財団）、ケイスリー株式会社を訪ねた。 

 事業スタートの経緯は平成 27年度にさかのぼる。 

 市職員が SIBに関する勉強会に参加したのと期を同じくして、経済産業省ヘルスケア産業課からがん

検診をフィールドに SIBモデル事業実施の要請があったことが直接的なきっかけであった。この経緯は

ヤング財団が示す要件の７）に該当するだろう。八王子市は、がん検診分野において、八王子市医師会

協力のもと、全国的に高い評価を受けており、国立がん研究センターや厚労省とも協力関係が構築され
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ている。 

 図表４に示すとおり、八王子市は精密検査受診率がすでに非常に高い。大腸がん検診を除き 90％以上

を達成しており、人口規模を鑑み、全国でも稀有な自治体である。一方で、大腸がん検診の精密検査受

診率には改善の余地があると判断していた。 

 

図表 4 八王子市がん検診の実施状況（平成 26年度 健康増進事業報告より） 

 
出所:八王子市資料をもとに HIF が抜粋 

 行政が大腸がん検査キットを送付するなどして受診を勧奨しても、受診に至らない市民は依然として

存在するが、そのような市民の医療費も増加していく。SIB を使ったモデル事業では、このような状況

を改善するために実施し、未受診者に対して従来とは異なる働きかけを試みている（ヤング財団要件１）、

２）。 

 

図表 5 事業概要とステークホルダー関係図 

 

胃がん 肺がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん

①受診率 目標値

がん検診を受けた者 受診率 4.1% 11.9% 26.0% 22.3% 19.9%

②要精検率 許容値 < = 11.0% < = 3.0% < = 7.0% < = 1.4% < = 11.0%

がん検診を受けた者のうち、要精検となった者 実績 1.0% 1.1% 7.3% 3.2% 6.2%

③精検受診率 許容値 > = 70.0% > = 80.0%

要精検のうち、精密検査を受診した者 実績 91.5% 95.8% 77.6% 94.3% 96.8%

40.00% 50.00%

> = 70.0%

目的 市民の健康寿命の延伸　～　大腸がんによる死亡率の減少

対象分野 大腸がん検診

成果 大腸がんの早期がん患者発見数の増加

事業概要 八王子市の国保対象者に対して、既存の大腸がん検診受診勧奨プログラムに加え

新たに民間のマーケティング手法を応用した『オーダーメイド』の受診勧奨を行う

事業期間 プログラム実施期間1年（H 29年度）と評価期間2年（H 30,31年度)

期待される便益 ・市民の寿命

・Q O Lの維持向上

・治療にかかる医療費の削減

・早期がん発見による1人当たり医療費削減効果

ステークホルダー 受益者 ：八王子市大腸がん検診対象者

行政 ：八王子市

事業者 ：株式会社キャンサースキャン

中間支援組織 ：ケイスリー株式会社

資金提供者

独立評価機関 ：なし
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注:楕円内部が八王子市が事業実施上関係する範囲 

出所:八王子市資料をもとに HIF 作成 

 

 

図表 5に示した八王子市の事例には、2点大きな特徴がある。 

 1 点目は、資金の出し手とのコミュニケーションは中間支援組織が担っており、八王子市と資金提供

者は関わりがないことである。図表 5に示すとおり SIBを用いた場合ステークホルダーが非常に多いが、

行政が関わる範囲を限定することで、事務負担が削減される利点があるように感じた（ヤング財団要件

５）。 

 2 点目は、第三者評価機関を設けていないことである。効果測定を大腸がんの早期発見にもとづく医

療費削減効果とし、自治体が国に毎年報告する健康増進事業報告にて報告するデータを根拠とした。健

康増進事業報告は、国のガイドラインに基づいて自治体が作成して国に報告するものであり、恣意性や

意図的なデータ加工が発生するリスク等がほとんどないことを関係者で合意できたからである。もっと

も、「第三者評価機関は通常設置する」（ケイスリー株式会社）そうで、八王子市の事例は第三者評価機

関なしで客観的な評価が可能な珍しい例のようだ。 

 評価は「大腸がん検診受診率」、「精密検査受診率」、「早期がん発見者数」の 3つを用いて、それぞれ

に閾値を設定し、上回った場合にのみ八王子市が支払う成果報酬が発生し、報酬には上限を設定してい

る（ヤング財団要件３）、４）。 

 ここまででヤング財団が示す要件の１）から５）と７）には該当した。残った６）については、がん

検診受診勧奨に投じる適正なコストを設定することが容易ではないと思われ、６）は現時点では結果論

で議論される要件であるように思う。 

④成果に応じて ①成果報酬型
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＜資金の出し手＞ 

 社会的投資推進財団によれば、SIB に適した資金提供者は「社会的成果に連動した中長期投資を前提

としている」主体だそうである。具体的には財団、篤志家、企業の CSRといったところである。 

 これらの投資家に加えて、最近は銀行等の金融機関が資金提供者として登場し始めた。金融機関はリ

ターンを求めるので、資金の出し手の性格が財団、篤志家、企業の CSRとは異なる。 

 八王子市の事例は成果がなければ報酬支払いが発生しないが、糖尿病の重症化予防を目的とした神戸

市の事例では一部について元本保証を行うスキームになっているそうである。このようにすることで銀

行等を投資家にすることが可能になり、資金の出し手の裾野を広げることが可能になるのだろう。 

 

＜「SIB ありき」ではいけない＞ 

 八王子市、社会的投資推進財団、ケイスリー株式会社の 3者に共通していた見解があったので、最後

に書きとめておきたい。 

 SIBはあくまでも資金調達手段の一つであって、「SIBで何かをしたい」ではなく「やりたいことが SIB

に適している」というアプローチであるべきだという点だ。 

 八王子市は SIBを使わずとも、市の事業として大腸がん検診受診勧奨に取り組むつもりであった。そ

れが SIB に適していたから採用している。よって、SIB を用いた事業をもくろむ際には成果指標をきち

んと立てられるか等をしっかり検討すべきである。当然そのためには時間が必要で、八王子市の場合も

事業をスタートするまでに約 1年半の時間をかけていることを知っておくべきであろう。 


