
多摩⼤学社会的投資研究所
実績報告

2021年９⽉



活動の軌跡

■2018年■
6⽉ 多摩⼤学研究開発機構の⼀部⾨として社会的投資研究所設⽴
9⽉ インパクト・サロン開始

■2019年■

1⽉ 設⽴記念イベント＋記者発表
寺島実郎 多摩⼤学学⻑ 基調講演「新しい社会の展望と社会的投資研究所の役割」

1⽉ 特別ラウンドテーブル「ベンチャー・フィランソロピー：実践⼿法とエコシステムの構築」

5⽉ グローバル・エンゲージメント・イニシアチブ（GEI）有志会との共催セミナー「ESG投資の
最前線」

10⽉ GEI有志会との共催セミナー「SDGs達成に向けたCSVの推進とソーシャル・ファイナンス」

■2020年■
6⽉ 第⼀勧業信⽤組合との共催セミナー「コロナ危機に⽴ち向かうソーシャル・ファイナンス」

7⽉ 社会変⾰推進財団委託「新たなフィランソロピー発展のためのエコシステム形成基盤に向け
た調査」報告発表

11⽉ GEI有志会との共催セミナー「SDGファイナンスの新潮流」

■2021年■

1⽉
設⽴2周年記念シンポジウム
遠藤俊英 前⾦融庁⻑官 基調講演「地域⾦融イノベーション：新たなビジネスモデル創出
を通じた地域経済活性化」



拡⼤するパートナー機関



ソーシャル・ファイナンスの普及・啓発を⽬指して

多摩大学社会的投資研究所 第18回インパクト・サロン

インパクト・ファイナンスの基本的考え方
ーすべてのアセットクラスにおけるインパクトの実戦に向けてー

2020年10⽉16⽇（⾦）午後6時30分〜8時 ズーム会合

⼩林⽴明
多摩⼤学社会的投資
研究所 研究員

堀内勉
多摩⼤学社会的投資
研究所 教授・副所⻑

末吉光太郎
みずほ銀⾏

SDGsビジネスデスク⻑

佐々⽊清隆
⼀橋⼤学院
客員教授

安間匡明
社会変⾰推進財団

エグゼキュティブ・ディレクター

基 調 講 演
討 論 者 モデレーター

銭⾕美幸
第⼀⽣命ホールディングス
経営企画ユニット
フェロー

多摩大学社会的投資研究所 インパクト・サロン特別セミナー

新しいフィランソロピーの発展に向けたエコシステム
ー富裕層の資産を社会に生かしていくためにー

2020年10⽉26⽇（⽉）午後8時〜10時 ズーム会合

⼩林⽴明
多摩⼤学社会的投資研究所

研究員

堀内勉
多摩⼤学社会的投資研究所

教授・副所⻑

久能祐⼦
S&R財団

理事⻑兼CEO

藤⽥淑⼦
社会変⾰推進財団
事業本部⻑代理

野宮博
ソーシャル・インベストメ
ント・パートナーズ

常務理事

⼭岸朝典
池森ベンチャーサポート

事業統括責任者

多摩大学社会的投資研究所 第15回インパクトサロン

NPO＆ソーシャル・ファイナンスのエッセンス
ー戦略策定・評価から資金調達の実践までー

2020年8⽉20⽇（⽊）午後6時30分〜8時 ズーム会合＆Facebookライブ配信

堀内勉
多摩⼤学社会的投資研究所

教授・副所⻑

篠崎研⼀
第⼀勧業信⽤組合
連携企画推進部⻑

⻘柳光昌
社会変⾰推進財団

専務理事

⼩林⽴明
多摩⼤学社会的投資研究所

研究員

⽯川孔明
ライフ・イズ・テック

CFO

⼯藤七⼦
社会変⾰推進財団

常務理事

幸地正樹
ケイスリー株式会社

代表取締役

⾼⽊⿇美
Stem for Leaves

代表

⻩春梅
新⽣企業投資株式会社
シニア・ディレクター

基調発表

社会的投資研究所は、ソーシャル・ファイナンスに関する
様々なトピックをテーマにセミナ−・シンポジウムを開催
し、ソーシャル・ファイナンスの⽇本における普及・啓発
に努めています。



特別セミナー・シンポジウム開催実績

2019/01/28 特別ラウンド・テーブル「ベンチャー・フィランソロピー：実践⼿法とエコシステムの構築」
講師：ロブ・ジョン博⼠（セント・アンドリュース⼤学フィランソロピー＆公益研究センター・アソシエイツ）

2020/5/24 特別講演会「コロナショック・サバイバル ⽇本経済復興計画：コロナ後の社会をどう展望するか？」
基調講演：冨⼭和彦（経営共創基盤代表取締役）、
パネリスト：安⽥洋祐（⼤阪⼤学准教授）、本⽥桂⼦（コロンビア⼤学客員教授）他

2020/6/5 第⼀勧業信⽤組合共催 特別セミナー「コロナ危機に⽴ち向かうソーシャル・ファイナンス：価値を⼤切にする⾦融の役割」
パネリスト：新⽥信⾏（第⼀勧業信⽤組合理事⻑）、佐藤真希⼦（iSGSインベストメントワークス取締役）、古⾥圭史（⾶騨信⽤組合常勤理事）他

2020/6/23 特別講演会「コロナショック・サバイバル ⽇本経済復興計画2：ポストコロナ時代の組織と働き⽅とは？」
基調講演：冨⼭和彦（経営共創基盤代表取締役）
パネリスト：翁百合（⽇本総合研究所理事⻑）、孫泰蔵（Mistletoe創業者）、藤井輝夫（東京⼤学副学⻑）、程近智（アクセンチュア相談役）他

2020/10/26 特別セミナー「新しいフィランソロピーの発展に向けたエコシステム：富裕層の資産を社会に⽣かしていくために」
パネリスト：⼩林⽴明（社会的投資研究所研究員）、久能祐⼦（S&R財団理事⻑）、⼭岸朝典（池森ベンチャーサポート合同会社統括責任者）他

2020/11/12 GEI有志会共催 特別セミナー「SDGファイナンスの新潮流：SDGインパクトが⽬指すファイナンス⼿法の標準化」
基調講演：渋澤健（シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役）
パネリスト：河⼝真理⼦（⽴教⼤学特任教授）、⿊⽥由貴⼦（ピープル・フォーカス・コンサルティング創業者）、佐々⽊清隆（⼀橋⼤学教授）他

2021/1/26 開設2周年記念シンポジウム「地域⾦融イノベーション：新たなビジネスモデル創出を通じた地域経済活性化を⽬指して」
基調講演：遠藤俊英（前⾦融庁⻑官）
パネリスト：冨⼭和彦（経営共創基盤グループ会⻑）、菅野⼤志（ちいきん会主宰者）、篠崎研⼀（第⼀勧業信⽤組合部⻑）、江上広⾏（URUU）他



インパクト・サロン開催実績
第１回
（2018/9/18）

「社会的インパクト投資：10年の軌跡と今後の展望」
講師：⼩林⽴明（社会的投資研究所研究員）

第２回
（2018/12/12）

「アジアにおける戦略的フィランソロピーと社会的投資のエコ・システム」
講師：伊藤健（社会的投資研究所研究員）

第3回
（2019/1/29）

「フィランソロピーの⾰新：アジアにおけるベンチャー・フィランソロピーの台頭」
講師：ロブ・ジョン博⼠（セント・アンドリュース⼤学アソシエイト）

第4回
（2019/2/13）

「ソーシャル・インパクト・ボンドの現在：グローバルに拡⼤する市場とエコシステム」
講師：幸地正樹（ケースリー株式会社代表）、⼩林⽴明（社会的投資研究所研究員）

第5回
（2019/4/8）

「地域課題解決のためのローカル・ファイナンス：地域の資⾦循環を確保するエコシステム」
講師：深尾昌峰（⿓⾕⼤学政策学部教授）

第6回
（2019/5/30）

「ESG投資の最前線」
講師：井⼝譲⼆（ニッセイアセットマネジメント株式会社上席運⽤部⻑）、渋澤健（シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役）他

第7回
（2019/7/10）

「地域活性化に資する事業創造ファイナンス：⾃治体トークン、地域通貨、ICOによる地域活性化」
講師：保⽥隆明（神⼾⼤学⼤学院経営学研究科准教授）

第8回
（2019/8/9）

「ブロックチェーンを活⽤した社会的インパクト：スマート・インパクト・ボンドを事例に」
講師：鈴井豪（ケイスリー株式会社アソシエイト）、⼩林⽴明（社会的投資研究所研究員）

第9回
（2019/9/30）

「⾦融を通じた社会的インパクト：国連責任銀⾏原則の発⾜と価値を⼤切にする⾦融の展開」
講師：江上広⾏（株式会社URUU代表取締役）

第10回
（2018/10/24）

「SDGs達成に向けたCSVの推進とソーシャル・ファイナンス：WASH（⽔と衛⽣）における市場活⽤アプローチを事例に」
講師：リシ・アガワル（FSGアジア太平洋地域代表）、⾼橋都（ウォーターエイドジャパン事務局⻑）、⼩林⽴明（社会的投資研究所研究員）



インパクト・サロン開催実績
第11回
（2019/11/5）

「iPS細胞研究への尊い寄付に応えるために：寄付の募集・活⽤に制約理論（TOC)を使おう」
講師：渡邉⽂隆（京都⼤学iPS細胞研究所基⾦室⻑）

第12回
（2019/12/10）

「クラウドファンディングを通じた社会的インパクト：グローバルな動向とREADYFORの挑戦」
講師：草原敦夫（READYFOR株式会社執⾏役員・CLO）、⼩林⽴明（社会的投資研究所研究員）

第13回
（2020/1/23）

「社会的インパクト投資を⺠主化する：リテール型インパクト投資の可能性」
講師：織⽥聡（社会変⾰推進財団ナレッジ・ディベロップメント・オフィサー）

第14回
（2020/6/29）

「社会起業とファイナンス---理念・事業構造・法⼈から考える、ベンチャーCFOの思考と技術---」
講師：新村和⼤（多摩⼤学⼤学院客員教授）

第15回
（2020/8/20）

「NPO＆ソーシャル・ファイナンスのエッセンス---戦略策定・評価から資⾦調達の実践まで---」
講師：堀内勉（多摩⼤学⼤学院特任教授、社会的投資研究所副所⻑）、⼩林⽴明（多摩⼤学⼤学院客員教授、同研究所研究員）他

第16回
（2020/9/8）

「⾦融⾏政とSDGs---持続可能な開発における⾦融の役割---」
講師：佐々⽊清隆（⼀橋⼤学⼤学院 ⾦融戦略・経営財務プログラム 客員教授）他

第17回
（2020/9/17）

「コロナショックを通じた⾦融の課題-３S（Social, Sustainability, Solidarity）の重要性-」
講師：佐々⽊清隆（⼀橋⼤学⼤学院 ⾦融戦略・経営財務プログラム 客員教授）他

第18回
（2020/10/16）

「インパクト・ファイナンスの基本的考え⽅---すべてのアセットクラスにおけるインパクトの実践に向けて---」
講師：安間匡明（社会変⾰推進財団エグゼキュティヴアドバイザー）、末吉光太郎（みずほ銀⾏SDGビジネスデスク⻑）他

第19回
（2020/12/17）

「インパクト評価の現状と発展の⽅向性---多様化・深化する⼿法の概観、統合報告との連携への展望---」
講師：⼩林⽴明（多摩⼤学社会的投資研究所主任研究員）、⾼⽊⿇美（Stem for Leaves代表）、蛭間芳樹（⽇本政策投資銀⾏調査役）

第20回
（2021/3/24）

「成果連動型⺠間委託契約（PFS）の可能性：⽇本政府の⽅針とPFS共通的ガイドラインの概要」
講師：⽯⽥直美（内閣府成果連動型事業推進室参事官）



インパクト・サロン開催実績
第21回
（2021/4/23）

「インパクト投資の新潮流：新たなインパクト投資ファンドに挑戦する次世代リーダーたち」
講師：内⼭⼤志（フィノーカル代表取締役）、中村多伽（taliki代表取締役）、中村将⼈（GLIN Impact Capital代表パートナー）

第22回
（2021/5/23）

「インパクト評価の新たなスタンダード：環境省インパクト評価ガイドラインの意義と展望」
講師：安間匡明（社会変⾰推進財団エグゼキュティヴアドバイザー）、⾼⽊⿇美（Stem for Leaves代表）、佐々⽊清隆（⼀橋⼤学⼤学院客員教授）

第23回
（2021/6/25）

「⽶国で進展する？ステークホルダー資本主義：ビジネス・ラウンド・テーブル、B Corp、ESG&SDGsと⾮財務情報開⽰」
講師：保⽥隆明（神⼾⼤学⼤学院経営学研究科教授）、占部まり（宇沢国際学館代表取締役）、河⼝真理⼦（⽴教⼤学特任教授）他

第24回
（2021/8/19）

「サステナブル・ファイナンス有識者会議後の実践に向けて：サステナブル市場作りを率いる⼈材を中⼼に」
講師：林礼⼦（BofA証券取締役副社⻑）、岸上有紗（⽇本サステナビリティ投資フォーラム理事）、佐々⽊清隆（⼀橋⼤学⼤学院客員教授）他

第25回
（2021/9/29）

「⽇本におけるSIB発展の可能性：⽇本政策投資銀⾏（DBJ）の取り組みを中⼼に」
講師：北栄階⼀（DBJストラクチャードファインナンス部課⻑）、東條恭章（DBJストラクチャードファイナンス部調査役）他



ソーシャル・ファイナンスに関する調査研究

社会的投資研究所は、⾃主研究、財団助成⾦を得た研究、そして委託調査など、様々な資⾦
を活⽤して調査・研究プロジェクトに取り組んでいます。

サントリー⽂化財団
「⼈⽂科学、社会科学に関する学際的グループ研究助成」採択

（2018年〜2019年度）

ソーシャル・ファイナンスを促進する制度的基盤に関する⽐較研究
ーー東アジアにおけるエコ・システムの構築に向けてーー

社会変⾰推進財団委託調査
（2020年度）

新しいフィランソロピーを発展させるエコ・システムに関する調査
ーー富裕層の意思ある資⾦を社会に⽣かすーー



ソーシャル・ファイナンスに関するコンサルティング等

社会的投資研究所は、ソーシャル・ファイナンス⼿法、インパクト評価、各種データ分析な
ど、様々な分野でコンサルティングを⾏っています。

⽇本⺠間公益活動連携機構様委託業務（JANPIA）
（2019年度）

休眠預⾦等活⽤事業におけるデータ分析

⽇本⺠間公益活動連携機構様委託業務（JANPIA）
（2020年度）

休眠預⾦等活⽤事業・⽀援戦略ハンドブック作成

価値を重視する⾦融実践者の会（JPBV)
（2020年度）

地⽅⾦融機関向けソーシャルインパクト計測モデル事業



ソーシャル・ファイナンス
の担い⼿育成

社会的投資研究所は、多摩⼤学⼤学院
MBAコースの「ソーシャル・インパク
ト・ビジネス・フィールド」に協⼒し、
ソーシャル・ビジネスの起業、ファイナ
ンス、⼈事、組織、経営などを体系的に
学べるコースを提供することで、⼈材育
成に努めています。

⾮営利法⼈の
ファイナンス
（堀内勉特任教授）

トライセクター
リーダー論

（⾦野索⼀客員教授）

ベンチャー
CFO講座

（新村和⼤客員教授）

ソーシャル
ビジネス演習

（⽥中勇⼀客員教授）

実践ソーシャル
ビジネス

（宮城治男客員教授）

ソーシャル・
ファイナンス

（⼩林⽴明客員教授）

まちづくり
最新事情

（⻑島剛 客員教授） And more…



研究体制

社会的投資研究所は、ソーシャル・ファイナンスに取り組む専⾨家・実務家を客員研究員に
委嘱し、専⾨家ネットワークの構築と研究体制の強化を図っています。2021年9⽉現在、所⻑、
副所⻑、上級研究員、主任研究員、研究員、および客員研究員29名の体制です。

所⻑ 徳岡晃⼀郎
（多摩⼤学⼤学院

教授）

副所⻑ 堀内勉
（多摩⼤学社会的
投資研究所教授）

上級研究員 佐々⽊清隆
（⼀橋⼤学客員教授）

主任研究員 ⼩林⽴明
（多摩⼤学⼤学院
客員教授）

研究員 伊藤健
（慶應義塾⼤学
特任講師）

客員研究員 ⻘柳光昌
（社会変⾰推進財団

専務理事）

客員研究員 ⻩春梅
（新⽣企業投資

シニアディレクター）

客員研究員 ⾼⽊⿇美
（Stem for Leaves

代表）

客員研究員 幸地正樹
（ケイスリー株式会社
代表取締役）

客員研究員 野宮博
（クロスポイントアドバ
イザース 代表取締役）

客員研究員 井上英之
（慶応義塾⼤学
特別招聘教授）

客員研究員 ⽥中勇⼀
（多摩⼤学⼤学院
客員教授）

客員研究員 蛭間芳樹
（⽇本政策投資銀⾏

調査役）

客員研究員 ⿊⽥由貴⼦
（ピープルフォーカス・コ
ンサルティング創業者）



個⼈・法⼈サポーターの皆様

社会的投資研究所の活動は、個⼈・法⼈サポーターのご寄付によって⽀えられています。研究
所開設以来、法⼈３社５００万円、個⼈１６名２９６万円よりご寄付を賜りました。改めて厚
くお礼申し上げます。頂いたご寄付は、⽇本におけるソーシャル・ファイナンスの普及・促進
に向けて活⽤させて頂きます。



多摩⼤学社会的投資研究所概要

n 名称：多摩⼤学社会的投資研究所

n 住所：〒108-0075 東京都港区港南2−14−14 品川インターシティフロント5階

n 設⽴：2018年6⽉

n 所⻑：徳岡晃⼀郎（多摩⼤学⼤学院MBAコース教授）

n ⽬的：社会的投資を中⼼とした⽇本におけるソーシャル･ファイナンスの普及・促進

n 事業：①調査・研究、②教育・研修、③普及･ネットワーク、④コンサルティング

n 組織：所⻑1名、副所⻑1名、上級研究員1名、主任研究員1名、研究員1名、客員研究員29名

HP：https://tama-csi.org
FB：https://www.facebook.com/TamaCSI

E-Mail：info@tama-csi.org

https://tama-csi.org/
https://www.facebook.com/TamaCSI
mailto:info@tama-csi.org

