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本稿の目的は，社会的企業推進政策に関わる規範的検討を行い，その政策理論的根拠を明

確化することである.社会的企業の捉え方は多様であるが，本稿では，社会的企業 (social

ente中rise)を，rビジネス手法を用いて社会問題を解決する非営利組織Jと定義している.非

営利組織を 2つに分けて示すと，事業運営に必要な資金のすべてを寄付金や助成金に依存し，

自らは事業収入を獲得する活動(収益活動)を行わない組織 (nonprofitorganization)と，事

業運営に必要な資金の一定割合か大半を自らの事業収入を獲得する活動(収益活動)で賄う

組織 (not-for-profitorganization)になるが，本稿で論じる社会的企業は後者の形態である.通

常の事業統計分類法に従えば，後者の型の非営利組織には，医療，教育，社会福祉の運営組

織等が含まれる.本稿では社会問題を長期失業貧困 社会サーピス提供に関わる領域と限

定的に捉え，よって医療や教育よりもそれらを中心に論じる 1) なお，本稿でいう非営利組織

とは法人格をもっ組織である.

従来，社会福祉サーピスは 「社会政策Jの 1っとくくられ，政策理論的には，政府の役割

とみなされてきた.だが，実態を見れば，政府のみならず，慈善団体を含む非営利組織が関

与してきた領域でもあった.政府系機関や伝統的非営利組織が中心となる状況に現在でも変

わりはないが，そこに社会的企業が参画しているか，伝統的非営利組織の一部が社会的企業

と呼ばれる性格を強めているか，または伝統的非営利組織の一部が社会的企業に転身してい

る状況がある.本稿では(社会的企業の活動事例に注目が高まり)，社会的企業を支援・推進

する政策の意味を考察し，その政策理論的な性格と課題を整理することを目的とする.

[キーワード]社会的企業，社会サービス，ソーシャルビジネス，非営利組織，公共政策

1)後述する通り ，社会問題にも，その対象を①生活困窮者，②コミュニテイ ・地域社会，③地球

規模の社会，に関わる問題に関係づけることができるだろう.本稿では，①に限定している.
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本稿で論じる主な研究課題は次の3つである. (1)社会的企業の機能は政府が担う機能の補完

か代替かそれ以外か. (2)社会的企業は社会問題解決という側面における社会政策の担い手か，

あるいは，価値財(準公共財)提供という文脈における「市場内部化jの担い手か. (3)社会的

企業推進政策を政策理論的に合理化できる理由は，一部の社会的企業は問題解決・価値財提供状

況における社会的イノベーション主体であるので，ぞれを推進するためであるといえるのか.

論文の構成は， 1節で，本稿における社会的企業の定義と検討を行う. II節でOECDや英日

の社会的企業推進に関わる政策の意図を検討する.ill節で検討対象に関わる先行研究レビュ

ーと論点を再確認する.N節で社会的企業推進政策に関する政策理論的論点を検討する.V

節で，研究を通じて明らかとなった点を整理し，研究課題への答えを示す.

I.社会的企業の定義と課題

( 1 )社会問題の捉え方とその対応策

まず，社会問題の捉え方および対象とその対応策との関係を概略的に示す.

1 )社会問題の対象

本稿で論じる社会的企業に関係する社会問題の対象は，例示的に示すと，大きく 3つの次

元に区分できる.第 1は，生活困窮者ならびに社会から排除された人びと，第 2は，生活上

の基本サービスが欠落しているなど，問題を抱える特定地域，第3は，地球規模でみた生活

困窮者またはそれに関わる特定地域の様々な問題である.第 1の困窮者に関しては，長期大

量の失業者や低所得者，薬物依存者，家族崩壊，学力不足 (illiteracy)，若者犯罪，エイズ，

精神の病，性別・民族・人種による差別(l.eadbeater[1997])，第 2の地域問題に関しては，

社会的に不利な立場に置かれた人が多く居住する地域や，地域主要産業が衰退・消滅し居住

者に安定した仕事や収入源がない地域，地方政府が居住者の生活に必要な社会サーピスを提

供できない地域や中央政府が見放した地域 (Musgrave~Musgrave [1980])，治安が荒廃し生

活上の安全が保障されていない状況にある地域，その他貧困地域などである.第3の地球規

模の問題としては，途上国の貧困・失業・社会サーピスの欠落や不足などの社会経済的困難

を抱えている地域である.こうして，社会問題は，特定の用件を有する人を対象とするか，

地域を対象とするかに大別しうるが，本稿では，第 1の人に関わる問題を中心に論じる.

図1には，特定の人を中心としないチームや集団による取り組みに関して，課題に取り組

む初期段階から，ある程度の活動がなされていて，対象に関わる内容や状況が少しずつ改善

されている状況を事倒的に示す.対象を人と地域に区分したうえで，課題を個別の謀題と総

合的課題の両面について整理すると，特定の人に対しでも，当面の課題とより長期に及ぶ課

題から構成され，特定の地域についても，即時対処的課題と総合的課題から構成されるとわ

かるだろう.なお，本稿では，これ以降，主に特定の人に着目し，地域および世界の人々や
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世界の地域は対象としない.また，資金提供組織を社会的企業の考慮外とする.

|地域の疲弊・荒廃・不活性|

|生活基盤不整備|付基盤役資欠落|伺地域財源不足|

|地域事業不活性|付地域所得低下|ね仕事の欠如11地域産業衰退|

| 地域不活性 | 

2 )社会問題への対応策

図1 地域社会問題発生の過程:例示

出所)筆者作成.

3 

社会問題への対応策にもさまざまな整理の仕方がある.例示すると，次のようになる.第1に，

上記の困窮者に関わる問題の削減，解決・解消に向けた公共政策 (法制度・担当主体別)は，領

域別に示すと，社会サーピス，教育，医療・介護 (heal血care)などが中心となる.言うまでも

なしこれらは環境保全(発生結果対策，発生源対策)，コミュニティ開発，地域再生とも関わ

るが，それらを含めると議論が拡散するので基本的には扱わない.なお，中央政府から「見放さ

れたj地域や，その地域への社会的インフラ整備や，途上国が抱える人に関わる問題や社会経済

的問題への支援などの検討は，対象が広範囲に拡散するので本稿では扱わない.

繰り返しになるが，以上1)，2)から，本稿に関わりうる社会問題を対象者別に示すと，生活

困窮者，ハンデイ保有者，社会的弱者であり，それらが抱える謀題は，貧困，低所得，長期失業，

ホームレス，アルコール依存者，犯罪経験者，学力不足者，障碍者，高齢者，若者(ニートなの

である.それに対する対応策(行政，それ以外を含めて)は生活基盤支援のための基本的な社会サ

ービスや資金の給付などであり，一部の対象者には就労支援・雇用も含まれるのである.

( 2 )社会的企業の捉え方

アメリカと欧州の聞には，社会的企業に関する捉え方が異なる.また，地域間で，社会的

企業の事業領域と綴織形態，事業利益に対する免税措置商などに基本的な違いがある.

最初に，アメリカと欧州における社会的企業の捉え方の違いを確認しておこう.

OECD/Noya [2ぽゆ]は，アメリカとヨーロッパにおける社会的企業の捉え方を並列的に示し

ている.アメリカでは，社会的企業を， r自らの社会的ミッションの資金面での裏づけに関わる
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「収入獲得 (earnedincome)戦略」を展開する非営利組織jと捉える (OECD/Noya[2009] 

p.l4，訳書14ページ).アメリカでの社会的企業は，問題解決に必要な活動資金の一部を組織ごと

の収入獲得事業活動を通じて獲得することを前提にする点が特徴である.社会的企業の収益活動

は，非営利組織としての社会的ミッションと必ずしも直結しない.社会的起業家 (という概念)

は，社会的イノベーションのプロセスを大切にし，このプロセスに関わる実施組織は社会的起業

家をいかに捉えるかによって広範囲な組織形態によって担われている.つまり，社会に利益をも

たらす活動を重視した営利企業(企業フイランソロビー型)から，利潤目的と社会的目的を組み

合わせ2つの目的をもっ企業や非営利組織(ハイブリッド型)，そして非営利組織の形態にまで

及ぶとアメリカでは捉えられている (OECD/Noya[2α)9] p.14).よって，アメリカの社会的

企業は営利部門とサードセクターの両方に関わる組織として捉えられていることになる.

他方，ヨーロッパでは，社会的企業を，従来の慈善活動事業などとは違う仕方で事業に取

り組むと捉えるが，基本的にそれを(営利企業部門でなく)サードセクター内に位置する組

織と捉える.ヨーロッパの社会的企業は，以下の条件を満たす (OECD/Noya[2009] pp.l4-

15). 1)活動の継続性がある(1回限りのプロジェクトではない)， 2)自治能力を保持す

る(政府機関の一部ではない)， 3)経済的リスクをとる， 4)地域社会に有益なものをもた

らすという目的をもっ， 5)資本所有に基づかない意思決定権限を前提とする， 6)利益の

分配に限定性がある， a)民主的ガパナンス構造を構築する， b)マルチステークホルダー

が参加する.これらの条件は組織の目的，形態，特質，原則に関わるものが多く，営利企業

と対置する民主的協議組織・共同体のイメージと重なる 2) 

ドゥフルニとナイセンス [2014]，およびドゥフルニ [2014]は，社会的企業に関する見解を

2) EU委員会でいう社会的企業は，以下の条件を満たすことを求めている.①コミュニティが設立

する組織でコミュニティに貢献する ②資本所有に基づかない意思決定(一人一票の原則).③ 

利害関係者の参加と民主的管理，④経営の自律性，⑤財・サービスの生産・供給の継続的活動

(アドボカシーや助成財団活動を含まなL、)i⑥最少限の有償労働者を雇う.⑦利潤分配の制限

(利潤を分配しないか，一部利潤しか分配しなLミ)(ボルザガ/ドゥフルニ [2004]27-29ページ

参照).その後の見解では， 3領域に区分して，経済基準として①製品・サービスの生産活動

を継続的に行う，②一定の経済的リスクを負う，③最低水準の有給労働を雇う(ボランテイ

アのみではない)があり，社会基準として①コミュニテイに利益をもたらすことを明確な目

標とする，②市民グループや市民社会組織により立ち上げられた事業である，@資本所有権

に基づかない意思決定を行う.統治基準として①高度の自治権を有する，②活動により影響

を受ける人々や集団を含める点で，参加型の性格をもっ，③利潤分自己を制限することである

(Defourny et a1. [2014] pp.48， 74). これらの見解をまとめたEMESは1996年から活動して

いる.

一方，サラモンらが言う非営利組織の条件もこれに類似している.それは次の通りである.

①正式に組織されたもの(法的法人化).②政府とは別組織である(本質的に民間組織であ

る).①営利を追求しない(利益配分を しない)こと.④自己統治組織である(自己管理力

がある ).⑤ある程度自発的な意志によるもの.⑤非宗教活動.⑦非政治団体.

(Salamon=Anheier [1994] pp.13・15，邦訳20・23ページ). 
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アメリカ型と欧州型に大別した上で，アメリカ型を収入獲得 (ear百edincome)学派と社会的イ

ノベーション学派に区分し，欧州型の社会的企業を，英国型とEMES型に区分する.アメリカ型

の区分に関しては， Young [1981] ，Dees [1998] ，Young=匂lamon[2似)2]，Emerson [2α泌]な

どの見解に着目している.欧州型の社会的企業に関しては， 1980年代後半におけるイタリアでの

考え方とその後の展開を元に説明する.つまり， 1990年にイタリアで発行された雑誌Impresa

Socia1eならびに1的1年にイタリア議会で議決された新しい組織形í~Socia1 Cooperativeに関する法

律を画期と捉えている (Defoumy=Nyssens[2014] p.46).欧州では若者の40%など高い長期失

業者の問題が1970年代から持続していて， 1990年代は，未熟練(low-qualified)の失業者を救済

する目的をもっ労働統合型社会的企業 (WorkIntegrationおcialEnterprise: WISE)に社会の注目

が集まった.ちなみに， τbomasu[2∞4， p.248]によれば，活動内容は， ①ケア活動(社会的医

療・福祉，教育サービス，リスク状態にある人々への住宅提供と住宅関連ケア，幼児保育，子供

見守り，文化活動，環境保護事業)と，①訓練活動(不利な状態にある人々，または「通常の生

産活動に加われない人々Jを事業活動や雇用機会に結びつける訓練)などを典型とした.

一方，英国では，アメリカ事例を意識して，政府が示した政策方針 (DTI(2002])は実際

の運用面では困難が多かったため，既存のサードセクター組織に市場指向とビジネス手法を

奨励する「名称変更J戦略となった (Defoumy[2014] p.24). EMES型では，後にEUとなる

15カ国の研究者が1996年に設立した欧州研究ネットワークであるEMESが，欧州各国の多様性

を考慮しつつ，社会的企業の要件を検討し，社会的企業に関する簡潔で洗練された定義(本

稿注2参照)を行うことから進めた (Defoumy(2014] p.25). また， EMES型では，非営利

組織と協同組合の結節方式を中心に，非営利組織と協同組合に公共部門や営利部門を加えた

結節方式など，さまざまな意見が交換された (Defoumy=Nyssens[2014] pp.47-52). 

アメリカにおける社会的企業の活動では，市民の自発的参加を大前提としながら，事業に関わ

る専門職の参加を得て問題を解決していくことが重視され，問題の特定と解決のプロセスに関わ

る実施業務(，ロジックモデル」と言われる)を開発しつつ明確な効果を導くことが重視されて

いる.さらに，特定地域での成功事例を他地域にも拡げていくため，投入される資金や資源量を

拡大し，事業規模を大きくすることがしばしば指向される.そこでは資金調達(血叩ceもしくは

fundrais泊，g)の役割が重要となり，社会的企業にとり，問題解決 (活動)に必要な資金を調達・

獲得する方法として，コミュニティ開発資金投資事業 (communitydevelopment financia1 in組制・

tion: CDFI)などの政府主導のプロジェクト事業資金を取り込むことも多いが， CDF1資金は政府

への事業予算申請とその後の選抜過程を経て採択された案件だけに提供されるω.

3 )アメリカでは従来は支払い能力がある人だけが医療サーピスを受けていたが， 1965年のメデイ

ケア (Medicare，高齢者向けの医療)，メディケイド (Medicade，低所得者向けの医療)制度の発

足以降，政府助成金の支払が確認できる場合，貧者も公的病院で医療サービスを受けることがで

きるようになった (Hansmann[1987J p.31). 
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他方，ヨーロッパ型の社会的企業では，特定の地域やコミュニテイに関わる人々の参画と

賛同を得つつ，事業を進める方式が典型であろう.また，組織活動に関わる意志決定におけ

る民主的参加と経営方式が強調され，協同組合，相互会社，連帝結社 (association)などの組

織が中心となり，市民が開始した活動組織も含んでいる 4) その意味で組織経営は特定の人の

利益に限定きれない「マルチステークホルダーjが力説される (Defourny[2001]).資金は

個人や地元の出資に加えて地方政府や地域団体が助成金として提供する可能性もある.

ただし，協同組合の目的が会員利益の増進か非会員・地域への利益還元が主かにかかわら

ず，協同組合や互助組織を社会的企業に含めるかどうかについて米欧間で意見が分かれてい

る.アメリカでは，利益の分配がありうる点で協同組合や互助組織などは非営利組織ではな

いという米圏内国歳入庁の非営利組織に関する基準に依存し (Salamon=Anheier[1994])，そ

れが社会的企業に関しても支配的見解となっている.

( 3 )社会的企業と非営利組織の関係

1 )サードセクター・非営利部門

営利組織，政府，非営利組織という組織区分，または，市場，政府，非営利部門という 3

部門類型の視点がある.欧州を中心に，社会的企業は，非営利部門またはサードセクターの

中での中心的な事業活動組織と位置づけられる.だが，アメリカでは，社会的企業は営利部

門のなかにも存在しているという見解がある.さらに，非政府や非市場という視点でみても，

非営利部門またはサードセクターの捉え方は多様である.大陸欧州 (とくにフランス)では，

社会的企業が社会的経済という概念と強く結びつけられている 5) 

図2には，政府部門，市場部門(営利法人)，サードセクターの 3区分が示されている.一

般的に，中央に引かれた垂直線の右側では収益活動(収入獲得活動)は存在せず，垂直線の

左側では収入獲得活動が存在する.サードセクターの右側の領域では，収益活動を実施しな

い「純粋型」の非営利組織がその代表となる.この種の組織が事業を行うための資金は会費，

4 )会員制組織である協同組合や互助組合は，地域社会の意志ある人々が出資し，主に会員利益を

拡充するために経営される.地減居住者に占める会員比率が高いほど 当該組織の利援と地域社

会の利益は相関的関係になる.そうした組織は共同体的性格をもち，連帯感が強化される.大陸

欧州では，各種協同組合や共同目的組織・連帯結社 (association)が多<.会員や地域社会のよ

り広範囲な利益に関わる点で これら組織が大陸欧州での社会的企業の典型形態となっている.

EUでは社会経済の定義に対応してcooperative，mutual， association， ioundationをCMAF定義と略

称しているほどである (DTI[2oo2J p.14).生活基盤の確保や社会問題の解決において，それら

は経済的・社会的・政治的に一定の発言力 ・交渉カを持って活動するが，事業経営面での多面的

情報を筆者は入手できてないので，本稿ではそれらを検討対象としない.

5)社会的経済の概念はジード (C.Gide，Economie socia1e， R. Sirey， 1905.)に基づくという見解が

ある.西川潤 [2011Jrグローパル化を超えて:脱成長期 日本の選択j日本経済新聞出版社，

170，185，210ページ.
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政府助成金，寄付金など，当該組織にとっての外部資金で賄われる.なお，本稿で言う事業

とは，活動目的のいかんを間わず，プログラムや計画を設定し，それに準拠して活動するこ

とを指している(他方，事業化と言うときには，製品・サーピスの市場販売を伴うことを意

味している.) .一方，サードセクターの左側の領域では，いくばくかの収益活動(収入獲得

活動)を実施するが，利益追求を第一義目標としない非営利組織に対応する 6) 本稿で言う社

会的企業はここに含まれる.

収入獲得活動を行う 一一「一一→ 収入獲得活動を行わない

営利金業部門 | 政府部門
(市場部門)

サ←ド
セ~ター

独自収入事業を運営 l 外部資金で運営

~ドJーペど
社会的企業 ~ : 1 文字通りの非営利組織;

図2 社会的企業の位置づけ:部門間比較

出所)Pearce [2∞>3] p.25を参考に筆者作成.

とはいえ，社会的企業に関連して，非営利組織の定義や捉え方もアメリカ，欧州，日本の

聞で同一で、はない.アメリカでは，社会的目的を持つ収入獲得活動組織というのが最も広義

の捉え方である.大学や美術館でも売庖や商品販売で収入獲得活動を行うなど，非営利組織

の自助努力(収入獲得活動)が当然と見なされているなど，事業経営に関する考え方も多様

である.

2)アメリカの非営利部門

アメリカでも1981年調査以前は，非営利部門の規模は民間寄付 (private.phi1anthropic giv-

ing)の総額で推計されていた.また，国連では，収入の過半を政府から受け取る機関はすべ

て政府機関，一方，収入の過半を料金や事業収入 (feesand setvice charges)から受け取る機

関はすべて民間ビジネス機関と分類していた (Salamon=Anheier[1994] p.4-5.訳書7-9ベー

6)日本では，収益活動しない非営利組織 (nonprofitorganization)という理解が長らく支配的で

あった.よって，こうした非営利組織の活動帽の捉え方は日本での理解より広い.
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ジ). 

全米慈善統計センター (NationalCenter for Charitable Statistics: NCCS)によれば， 2013年，

2014年のアメリカでは， 152万の非営利組織のうち， 105万が501(c) (3)の慈善組織， 10万が

501 (c) (3)の民間財団であり，合計115万は全体の75%を占める 7) 501 (c) (3)の慈善組

織のうち，内国歳入庁(lnternalRevenue Servi田:IRS)に報告書を提出するか事業収入2.5万

ドル以上の非営利組織が70.4万， IRSへの報告義務がないか事業収入2.5万ドル未満の非営利組

織 が34万である.報告している非営利組織のうち，事業型が62.6万，支援型が7.8万である.

これ以外に， IRSに未登録か，事業収入5000ドル未満の非営利組織が存在する 8) 慈善組織の

収入割合を概観すると，収入全体の73%は非営利組織の事業活動に基づく収入(事業サービ

ス収入)， 21%が寄付・贈与・政府助成金， 6%が一時的イベント収入・レンタル収入等，で

ある.

アメリカで免税対象となる非営利組織は，組織の事業目的に応じて分類される.表 1に掲

載された全項目の非営利組織は，項目に表示された「公益的事業」での余剰(収入から支出

を差し引いた残額)に対して免税される 9) 501 (c) (3)認定組織の場合はそれに加えて，

501 (c) (3)認定組織に寄付した個人に対して当該個人の所得税に対する税額控除措置が可能

となる(本稿注7も参照).501 (c) (4)社会福祉団体 (socialwelfare organization)は，組織

のアドボカシー活動やロビー活動など政治活動に関与できる公共奉仕組織であるが， 501 (c) 

(4)組織は法人税の免税のみで，所得税控除寄付を受入できない.つまり，寄付者(ドナー)

に対する税控除の利得を提供しない10)

7)収益追求活動を行うが法人税の免税対象となる非営利組織とは，米国内国歳入庁規則501(c) 

(3)認定組織であり，①組織の本来目的を達成する手段として収益活動を行う，②収入獲得活動

するが，組織の目的は営利第ーではない非営利組織 (not-for-profitorgru也柑on)である.501 (c) 

(3)組織は，市民活動団体を除いて考えるとき，内国歳入庁文書557が示す非課税団体の類型は

医療，社会福祉，学校などであり，最終目的が営利のみでない組織や， r社会性Jを有する営利

追求組織のほとんどが含まれる(米国財務省内国歳入庁 (Departmentof the Treasury， Internal 

Revenue Service: IRS)のTaxExempt Status for Your Organization， Publication 557， Rev. February 

2015， 76p，とくにchapter3による.日本語概説はサラモン [1鈎9J訳者解説39ページ). 

なお，財務省内国歳入庁の様式990(法人所得税を控除される組織の収入を申告する様式)の

冒頭にはfIRCの501(c)項目の下で，または， 4947 (a) (1)項目の，非課税扱い慈善信託(塵

肺病<blacklung>障碍者利益信託または民間財団を除く )Jと書かれている.

8) http://、開w.nc氾s.urb姐 .0ほ/statistics/quicldacts.cfm.2015年5月16日アクセス.

9 )米国では，非営利組織が組織の本来的活動目的と無関連の活動の結果として得た利益に対して

速邦所得税「非関連事業所得税 (UnrelatedBusiness In∞me Tax : UBIT) Jを課すことが1950年

収入法で制定された (HinesJr.[1999] p.59， Kerlin [2009] p.l02， Doeringer [2010] p.3∞) . 

10)サラモン [1994]37・38ページに概説がある.なお，米国では， 1917年，慈善的贈与 (charita-

ble giving)が連邦個人所得税法の控除項目に追加され， 1918年，不動産税の控除項目に追加され，

1935年，法人寄付が税控除項目となった.だが，第2次世界大戦以前の税率は低水準だったので，

当時は慈善的贈与が増大するほとeの影響力はなかった (Weisbrod[1988J p.4). 
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表 1 アメリカの免税非営利組織

IRC区分 組織の目的

501 (c) (1) 立法措置により成立した法人

501 (c) (2) 片親法人のための認定法人

501 (c) (3) 宗教，教育，慈善，科学，文学，公共安全検査，全国・国際アマチュアスポーツ競技推進，児童や動物の虐待防止

501(c) (4) 市民団体，社会福祉団体.地域雇用者連盟:ロビー活動など政治的活動を認められた組織

501 (c) (5) 労働組合，農業・園芸の組織

501 (c) (6) 事業者団体，商工会議所，不動産役員会

501 (c) (7) 社交クラブ.リクレーションクラプ

501 (c) (8) 友愛媛助組織

501 (c) (9) ボランティア従業員共済会

501 (c) (10) 園内友愛団体

501 (c) (11) 教員退職基金

501 (c) (12) 地域共済的な生命保険協会，相E扶助濯減，電話会社，及び類似組織

501 (c) (13) 共同墓地会社

501 (c) (14) 州認定の信用組合，相互保留基金

501 (c) (15) 相互保険会社・同組織

501 (c) (16) 栽培農業 (cropoperation)融資機関

501 (c) (17) 補足的失業給付基金

501 (c) (18) 従業員年金基金(1959年6月25日以前設立分)

501 (c) (19) 退役軍人 (veteran)団体

501 (c) (20) 法律サービス扶助団体

501 (c) (21) 黒腕痩 (blackluag)症患者基金

501 (c) (22) 引き出し責任 (withdrawalliability)支払い基金

501 (c) (23) 退役軍人 (veteran)悶体 (1邸O年以前設立分)

501 (c) (24) E阻SA法一4049条の信託

501 (c) (25) 複数親法人のための認定法人または信託

501 (c) (26) 州が資金提供する高リスク健康保険.補償 (coverage)間体

日1(c) (27) 州が資金提供する認定の労働者のための補償 (conpensation)団体

501 (c) (28) 国立鉄道退職者投資信託

501 (c) (29) 協同組合健康保険，保険発行団体，認定の非営利組織保険発行団体

注)サラモン [1994]邦訳17ページ，サラモン [1999]訳者解説p.39の訳語表現を参考にした.
出所)Depar匂nentof the Treasury， Intemal Revenue Service， Tax Exempt Status for Y our Organization， 

Publication 557， Rev. February 2015息から筆者作成.

このような状況を踏まえると，非営利組織を， i)独自の収入獲得事業をもち，そこで所定

の事業収入を獲得し，組織設立目標に資金を投じる形態を想定するか， ii)事業収入獲得活動

をせず，寄付や政府助成金などの外部資金に依存して事業活動を行う組織を想定するかで，

検討内容が抜本的に異なると理解しておく必要がある.また，政府との契約に基づく収入は，

非営利組織にとっては事業収入の一部であり 助成金とは見なされていない.

アメリカでは，収入源(個人や財団からの寄付金，政府補助金，組織独自の事業収入等)

にかかわらず，社会問題を(大胆に)解決する成果を重視する考え方がある. 1つには，それ

は社会問題に取り組む非営利組織に資金を提供する民間財団 (1980年設立のアショカ財団

(Ashoka Foundation)などの投資ファンドを含む)や中間支援組織や，社会問題解決に寄与す

る営利企業形態のベンチャー・フイランスロピーなど，もう 1つには，これら資金提供と事
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業実施(社会サ}ピス提供)という 2つの形態がある.他方，非営利組織が収益活動(収入

獲得活動)を行う場合，独自収入獲得の目的には，社会問題解決のミッションを支える必要

性と，外部資金への依存度を極力引き下げる意図がある.

事業主体としての社会的企業と資金の流れの一般的関係は，図3のようになる.図 3では，

アメリカでは一般的に，資金源は，政府 (連邦，ナIi.地方)，民間財団，教会等が中心であろ

うが，その資金は中間支援組織を経由するかしないかの経路で，社会的企業や非営利組織に

提供される(所定の申請手続きと厳格な審査の結果として).他方，社会的企業は独自に事業

収入獲得活動を行う.とくに，不利な状況に置かれた人の就労支援や雇用を行う社会的企業

は，事業収入の安定的な獲得に力を入れている.経営資源、としての人を雇うことができるだ

けの事業収入獲得が見込めなければならないからである. なお，本稿では，社会サービス提

こうした組織に資金や情報等供や雇用など現場で問題解決に取り組む組織を中心に検討し，

を提供する民間財団や中間支援組織は検討の対象外とする.

図3 社会的活動の事業内容と資金の流れ

出所)明石 [2012]図ら8を一部修正.

社会サービス

!支j
;援;
:対j
j象!

長期失業者や低所得者を一般労働市場に引き戻す点では，職業訓練や雇用機会創出など，

福祉から就労への考え方が組み込まれていった.通常は雇用されにくい人の就労(支援)に

向けて，事業形態での社会サービス提供を行うなど，とくに雇用機会の創出面では非営利組

織による収入獲得活動が重要となる.それはサードセクターでの「起業家的ダイナミズム

(entrepreneurial dynamism) Jと呼ばれることが多く(例えば， Borzaga=Defoumy [2001] p.354)， 

事業の創造・継続活動やそれに関わるビジネスモデルの構築を指していると思われる.

アメリカでは社会福祉サービスの提供を民間組織に委ねる形態をとっており， それは「第
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三者による政府 (third-partygovemment) Jと呼ばれていた (Salamon[1995J 1，2章).だが，

1970年代に非営利組織のオーナーが自己満足的経営に走るとか公私混同の経営を行うことが

問題視された.また，税負担がない非営利組織が収入獲得活動を行う場合に不公平な競争状

態が生じうる点も民間企業から批判されていた.そして， 1980年に就任したレーガン大統領

により，非営利部門は会費やサービス料金収入に依存する方向に変革し，公益奉仕型非営利

組織への助成金も大幅に削減され，それらの非営利組織は独自収入の獲得を迫られた

(Salamon [1995] pp.145-166，訳書167-187ページ). 

3)社会的企業と非営利組織の関係

社会的企業と非営利組織の事業目的や社会的役割は類似する場合もある.他方，社会的企

業がビジネスの手法を用いて収入獲得活動を行うのに対して，非営利組織はそうした活動を

行わないと厳格(狭義)に捉える見解が日本では多い.

アメリカの社会的企業

アメリカでは，社会的企業に関連する営利事業領域の企業は，社会的責任 (Corporate

Social Responsibility: CSR)重視企業，フイランソロピ一重視の企業(アメリカでいう「営利

形態での社会的企業J)，社会的目的型企業などをすべて含む.CSR重視の企業とは法令や事業

活動における社会的倫理を遵守し，地域社会を含めた社会への貢献を重視する企業を指す.

フイランソロピ一重視の企業は，公共目的のために活動する民間非営利組織に企業の資源や

資産の一部を寄贈する11) 社会的目的型企業は， I社会的目的Jへの貢献を重視し，経済活動

で得られた利益の一部または大半を社会的目的実現のために寄付ないし支出する12) アメリカ

での社会的企業は，これら以外に，収入獲得型非営利組織を含む.

アメリカでは，収入規模に応じて，登録や事業活動報告の義務に違いはあるが，基本的に

外部資金にのみ依存する活動を想定していない.一方，支出以上の収入である余剰が発生し

たとき，その余剰(利潤)を組織の所有者(出資者)や役員に配分することをアメリカ内国

歳入庁の非営利組織基準は禁じている.出資者は(出資金の還付以上の)利益の獲得を目的

11)フイランソロピーは一般に富や資産を持つ人の善行または社会に対する慈善的行為と見ること

ができる.本稿では，それ以外に，社会に貢献するか社会問題を解決するために営利活動を行う

(営利型)組織の行為を見ている.フイランソロピ一重視型企業についてはサラモン [1994]21 

ページ，それ以外については明石 [2014]参照.

12)社会的企業と非営利組織の違いを意識して，社会的目的型企業 (socialpu叩oseenterp巾 e)な

どと「社会的目的jという形容詞をつけることもある.また， socia! purpose ventureなど事業の

主目的が社会的課題解決の場合， r社会的目的型事業」と呼ぶこともある.それとは別に，

Quarter， Ryan， Chan [2014]では，親会社や政府の資金助成を得る会社(非営利組織に資金支援

を依存する会社)を f社会的目的型会社Jと呼ぴ，非営利組織のために収入を稼ぐ組織を「社会

的企業jと呼んで、いる.
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とせず，利益は，組織の活動目的を継続的に達成するために使う.それは，投資プロジェク

トを継続させていく組織のようになる.余剰の配分禁止 (または利潤非配分)は欧州の非営

利組織との違いとなる.アメリカ内国歳入庁の501(c) (3)基準を満たす非営利組織が本稿で

想定している社会的企業にもっとも対応しているのである.

欧州の社会的企業

欧州では，出資者(会員)に対して一定の利益配分を認める.社会的企業および非営利組

織は，地域就労機会を創り，地域を活性化するための組織である.収入獲得活動を行うが，

営利企業に比べると，目的は利潤最大化ではなく，会員利益と地域の利益を重視する.また，

民主的な運営を重視する.よって，協同組合や互助組織などを典型とする社会的企業は，各

地域における存在感も大きいかもしれない.

イタリアの社会的企業

イタリアでは，長期失業者や低所得者への仕事の割り当て，個人向けの公的サービスの不

備に対処するため，非営利組織である社会的協同組合 (cooperativesociale)という形態が台

頭した.イタリアの既存法では協同組合やアソシエーションは収入獲得活動を合法的に行え

ず，また，会員以外へのサービス提供も行えなかったが，社会的協同組合を対象とする新し

い法律 (1991年法第381)が成立し，会員比率に下限を設けるなどの条件付きでそれらの点を

改正し，会員利益とともにコミュニティ利益の追求を可能とした13)

イタリアでは， A型社会的協同組合は，教育，社会サービス，医療サービスを提供する. B 

型社会的協同組合は，不利な立場に置かれた人々を就労生活に結びつける目的で， A型事業以

外の起業家的活動を行う.その際，不利な立場に置かれた人々は，協同組合の会員であるこ

とが望まれているが，会員になることを強要はされない.社会的協同組合は通常の協同組合

のような互助組織ではなく，非会員の組織外部の受益者にサービスや便益を提供する考え方

を持つという (OECD/Noya[2∞9] p.32). とくに，不利な立場に置かれた人(心身障害者，

薬物・アルコール中毒者，困窮家族の人，元・囚人，保護観察期間の人)を社会的協同組合

が直接に雇用するか，一時的に雇い職業訓練するなどの労働的統合はイタリアでは革新的試

みであり，雇用政策の手段としての社会的協同組合と見なすことができた (Borzaga[1996] 

pp.216，231) .この考え方が欧州に広まった (Ker1in[2006] p.254). 

本稿が想定する社会的企業

本稿では，協同組合や互助組織を想定した見解に立たず， iビジネス手法」で社会問題を解

13) Borzaga [1伺6]pp.215-216，百lomas[2004J， Defoumy & Nyssens [2014Jを参照.
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決し，事業を行うと捉える点では，アメリカ(やイギリス)の見解を基本として検討を行う.

だが，本稿では， 資金提供の拠出や仲介を行うが， 自らは社会サーピスを提供しない民間財

団や中間支援組織を検討対象としない.また，フイ ランソロピー形態の営利企業を社会的企

業の定義に含めていない.さ らに，非営利組織は，収入獲得型非営利組織と外部資金依存型

非営利組織からなるが，本稿でいう社会的企業は，収入獲得活動を行う非営利組織である.

社会的企業の法的地位

社会的企業と非営利組織の法的地位は固により異なる.社会的企業に関する法的地位を設

けているのは，イタリアなどの国々での社会的協同組合である14)

イギリスでは2004年，会社法が改正され，コミュニティ利益会社 (CommunityInterest 

Company: CIC)制度が創設された.コ ミュニティ利益会社は，社会的利益に奉仕する有限会

社であり，すべての利益を事業に再投資する.会社はエクイ ティ(株式)を発行でき，その

株主に一定限度内で配当もできるが，配当は一株当たりにつき笑国銀行基本貸付比率を 5%

上回る水準を上限とし，またCIC総収入額の35%を上限とすることが課された.会社が事業を

止めて会社組織を解散・清算するとき， CICへの投資資金や保有資産を地域コミ ュニティに還

元することが義務づけられているため， 資産凍結される (assetlock条項).他方，英国のコ ミ

ュニティ 利益会社は，慈善団体とは異なり，税制優遇措置を得られないので，法人所得税，

付加価値税を支払うω.

その他， アメリカの低利益有限責任会社 (Low.profitumited uability Comp鉱山s:L3Cs)が

ある.低収益有限責任会社はlLC(umited uability Companies)の特殊形態であり， L3Cは資

金獲得のためエクイティを発行できる.L3Cは民間財団から事業関連投資(ProgramRelated 

Inves加 ent:P悶)を受けることができる. ミリング・ゲイツ財団，フオ}ド財団など民間財団

が投資する際，内国歳入庁の了解で，民間財団はPRI投資額相当の免税措置枠を獲得できる.

民間財団がL3Cに投資するときの利回りは市場平均収益率以下だが，民間財団は免税枠を得る

点に利点がある.なお，米国において，民間財団への寄付金は2003年で約 3兆円 (慈善寄付

金の12%)，2008年では約4.5兆円である.2008年，パーモント州はL3C資格を承認したが，

2013年末までに合計9州がL3C資格制度を採択している 16) L3Cはアメ リカの「市民的技法

(civix technologies) Jと見なされる.

ユヌス [2010]は，社会的企業には2種類のビジネスがあるという.1つは個人利益を追求

14)フランス，ポルトガル，スペイン，ギリシアでは協同組合型， ベルギー，イタリア，英国では

社会的企業型とみて，イタ リアの組織を後者に含める見解がある (Kerlin[2006) p.254， 

Defoumy=Nyssens [2014) p.46). 

15) Doeringer [2010) pp.3()9.315による.また， 2∞5年8月1日， Community Business Scotlandのア

ラン・ケイ氏との面談にも基づく.

16) Doeringer [2010) pp.315-321による.
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するビジネスであり，もう 1つは他者の利益回復に専念するピジネスである(後者がユヌス

が定義する「ソーシャルビジネスJ).その観点から，ユヌスはCICやL3Cの考え方に関する問

題点を指摘している.例えば， CICは慈善団体と類似しているが， 税制上の措置がない点と配

当支払が可能な点で，営利企業の特殊形態に近い.CICは利益還元を投資元本内に限定すべき

という .他方， L3Cは配当支払が可能な点と配当制限条項がない点，財団からの金銭的支援を

受けやすい点を指摘し，またハイブリ ッド組織では， 利益に走る決定を止める規約があいま

いと論じている.ユヌスは， 個人の利益を追求する組織・ピジネスと，他人の利益を追求す

る組織・ビジネスとに区分し，後者を ソーシヤ jレビジネスと呼んだ.ピジネスである以上，

持続可能であること，つまり経費を上回る収益を生み出すべきという.一方で，社会的目標の実現

のみに専念する 「損失な し， 配当なし，利益はすべて再投資の会社jが最善と述べる17)

(4 )まとめ

欧州とアメリカでの事情を大まかに比較すると，大陸欧州では，活動の中心ともいえる協

同組合や互助組織が社会的企業と呼ばれている.その中で社会的協同組合は，地域の利益と

共に組織(会員)全体の利益を優先するが，コミュニテイの利益を優先する限り，利益の一

部分配は必ずしも禁止されていない.他方，アメリカ ・イギリス(イングラン ド)では，慈

善活動または善行の精神に由来する公益奉仕型の行為を重視する.そこでは，地域社会が抱

える問題の解決に要する資金獲得や仕事創出のため，ビジネス手法を用いて問題解決に挑む

が，組織に生じた剰余または利益の会員への再分配を禁止している.

米英では，コミ ュニティ開発を促す政府助成金制度や，民間財団の資金投資を促す課税イ

ンセンテイプ制度もあるが，日本ではそれらに対応する制度はない.また，アメリカでいう

社会的企業には，営利企業，ハイプリ ッド，非営利組織という幅がある.本稿では， 米欧で

言うサー ドセクターや非営利部門における事業の中心的担い手としての社会的企業を想定し

ている.その際， 社会的企業の活動を，社会サービス提供を中心にみるか，雇用創出をそれ

に含めるかが， 組織の活動や形態を左右する上でのもっとも大きな要因と考えられる.

社会サーピス提供組織としての社会的企業は，受益者に社会サービスを提供する.その際

に必要な資金の裏づけは，外部から受け取った資金と自ら獲得した資金から賄われる.

アメリカにおける非営利組織の定義によれば， 501 (c) (3)認定組織は，剰余に対しでも寄

付金に対しでも税制優遇されているし，申請手続きの必要はあるがコミュニティ開発関連予

算 (CDFIなど)の補助金が獲得できるかもしれない.なお，アメリカでも，スタッフの年収

が2万5∞0ドル以下の組織が大半であり，有給スタッフをかかえていない組織も多い.

社会的企業は少なくとも事業活動に必要な資金の一部を自ら獲得した資金に基づいて活動

17) Yunus [2010] pp.124・130，邦訳180-186ページ.
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している.社会的企業と非営利組織の相違点として，純粋型非営利組織は外部資金に依存し

て活動し，社会的企業は活動資金の一部を自ら行う収益獲得活動の事業収入で賄う点である.

社会的企業は，営利追求を目的としていないが，ピジネス活動を行う部門以外の部門やピジ

ネス活動を行う部門の「親組織jにおける社会的目的を達成する事業活動の資金を捻出する

ため，あるいは，雇用機会を自ら創り出すため，収入獲得行動として営利企業と同じような

生産・販売活動を行う.本稿で扱う社会的企業とは，非営利組織経営のうち，収益追求活動

を行う非営利組織 (enterprisingnonprofit) ，あるいは利益の獲得を第一義の目的としない非営

利組織 (not-for-profitorganization) を指す.純粋型非営利組織は，活動資金をすべて外部から

の寄付金や助成金に依存するが，社会的企業は，事業活動に必要な資金のいくばくかを自己

の収益活動でまかなう.地域コミュニテイへの貢献や雇用機会の創出を活動目的に据える面

では，両者に差はないだろう.

ただし，組織内に生じた剰余を会員に分配する可能性を容認する見解は，剰余または利益

を意図的に追求する誘因を内包する点で，アメリカ流の非営利組織の定義に触れる.大陸欧

州では，社会的協同組合を筆頭に，既存の協同組合やE助組織こそが社会的企業であるとい

う見方がある.大陸欧州では，連帯型組織が特徴であり，受益者の状態改善が地域の状況改

善など地域の利益に結び付く点を強調し，政府が活動援助策として資金を拠出すべきと考え

る傾向が強いように思われる.

アメリカと欧州の収入獲得活動を行う非営利組織の特徴に関して，共通点は，①経済的リ

スクをとる状況下で生産・販売活動を行う.②ボランティア労働のみでなく有給専任スタッ

フを雇用している.③地域・コミュニティなどに利益をもたらすことを組織の目標とする.

④自発的に設立され，自己統治(参加型意思決定)されている非政府組織である.

他方，異なる点は， 1)法人化組織であることを前提とするか市民活動組織を含むか， 2) 

会員・出資者・役員に利益の配分をする18)，3)非課税団体である，などの点である.

ll.先進的事業事例と日英政府の推進政策

( 1 )著名な社会的企業の活動事例

非営利組織と会社の形態であるが，著名な社会的企業の活動概要を紹介する.それらは最

善実践事例であり垂誕内容といえる.

1 )コモン・グラウンド・コミュニティ (CommonGround Community) 

コモン・グラウンド・コミュニティは，ホームレス支援と低所得者向け住宅開発のNPOで

ある.ホームレスや低所得者が一時的に滞在するシェルターでなく，その居住場所を作るた

18)ただし， トーマスは，協同組合的事業 (cooperativeenterprise)の8原則を述べているが，そ

の1つに「利潤分配なし」を挙げている(百lomas[2004] p.247). 



16 季刊経済研究第37巻第1・2号

め， 1990年にロザンヌ・ハガティーカ{29歳で創設した(渡遁 [2005]55-63ページ).ニューヨ

ーク市の30年貸付資金(一定条件を満たすと返還免除)と低所得者向け住宅開発事業への民

間投資誘発制度 (taxcredit)での資金の合計として5100万ドルを集め，ニューヨーク市のタ

イムズ・スクエアに近い老舗ホテルを買い取り，それを改修し (3600万ドル)，ホームレスや

低所得者の住宅であり社会復帰の拠点に変え(青山 [2013])，カウンセリング，健康管理，

職業提供の場を提供した.就業や経済的にも自立した生活を促す意図で，入居者には支払い

能力に応じて家賃の支払いも求めた.また， 1994年からは企業の協力を得て建物の近隣にア

イスクリーム，コーヒー，インド料理の庖を開き，入居居住者が社会復帰するための就労訓

練も兼ねた雇用の仕組みを作った.市内でも荒廃地区であったが，建物改修後は周辺地価も

上昇した.ホームレスや低所得者に住宅を提供し社会復帰拠点、とした都市再開発とホームレ

ス問題の同時解決という事業として興味深い.

2)バングラデシュのグラミン銀行 (GrameenBank) 

グラミン銀行は，ユヌスが，貧者に無担保で少額融資を行い事業開始を促した事例である

(ユヌス [2∞'8]，Yunus [2010]).モハマド・ユヌスは「施しJでは，依存心だけが助長され，

問題解決にならないという.モハマド・ユヌスは1940年東ベンガJレ生まれ (1947年東パキス

タン成立).地元チッタゴン大学卒業後，米国に留学し，ミドルテネシー州立大学助教授にも

なったが， 1971年バングラデシュ誕生に伴い， 1972年に帰国し，母校の教授に就任した.当

初は先進国と同じ経済学を教えていたが， 1974-75年の大飢鐘 (数十万人死亡)の際，自分が

教えている内容と，大学キャンパスの外の大変な状況のギャップに違和感を覚えた.1976年

農村部滋瓶のため，井戸や配水システムを作るとともに，極貧農民状況を調査した結果，貧

者は構造的に経済的地位を回復できず，生活改善・自立への自発性をもつが資金借入制度が

悪いと気づく.政府等に掛け合ったが，らちがあかないので，自己資産をもとに少額貸与

(無担保融資)した.貸付総額は27ドルであった(ユヌス=ジョリ [1998]38ページ).その

貸付金が有効に機能することを見て，極貧農民救済のため大学教育職を辞職し，少額貸し付

け事業組織を創設した.マイクロファイナンスである.それは，資金を借りる人が，自ら所

得を獲得できるよう条件を与える.初期に必要な少額資金 (1ふ150ドル)を貧者に貸与する.

マイクロファイナンスないし「マイクロクレジット」事業とは，数千・数万円の貸付中心の事

業である.資金を借りた人々は竹家具を編むとか，家畜を育てることで収入を上げていく.

それは，極貧者(日 1ドル以下生活)の撲滅につながる.

1983年12月， Iグラミン銀行jを創設した.融資条件は，土地を持たない人が5人のグルー

プを形成する.融資の考え方，規制，手順を学習し，返済計画を作成し銀行に説明する口頭

試験を実施した.2009年現在，借り手総数は220万人(うち94%が女性)で，平均融資額150

ドル，返済率98%であった.また，結果として，生活水準が向上し， 68%が極貧を脱出した.
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この仕組みを他地域に事業拡大し，地域の貧困解消に努力した.興味深いことに，米国の

元クリントン大統領は，アーカンソー州知事時代にユヌスと会い，少額金融方式に理解を示

した.彼の要請を受け， 1986年，アーカンソー州で，偲人銀行口座を持たない個人の創業少

額融資事業を開始した.また，サウスダコダ州にラコタフアンドが設立され，シカゴのサウ

スショアパンクでの少額融資事業も開始するなど，アメリカの貧困地域にも影響を及ぼした

(ユヌス=ジョリ [1998]253-272ページ). 

3 )有限会社ビッグイシュ一日本

民間シンクタンク代表の佐野尊重二が雑誌「ビッグイシュ-Jを日本で刊行するため， 2003 

年に設立した.事業拡大はホームレスが行う仕事をたくさんつくるため，事業性に賭け，会

社形態とした.水越洋子が雑誌の編集者となり， 2003年9月に日本での編集に基づく雑誌創

刊号を出した.ピッグイシュ-8本はホームレスの人を委託販売人と位置づけ，最初に，販

売希望者に10冊を無料提供する.1冊300円で販売するので完売すれば3000円の収入となる.

その後の通常販売業務では，売上げ資金により必要部数の雑誌を 1冊分140円で仕入れる.そ

れを 1冊300円で販売できれば， 1冊当たり 160円の利益を得る(1冊200円の時は，販売員に

110円だった).こうした収入をえて，一部のホームレスは路上生活から脱出し，簡易宿泊所

に宿泊，さらには一般アパート等を借りる.そこでは住所を持つので，就職活動を行うこと

もできる.同社では， rホームレスの人の救済 (チャリティ)ではなく，仕事を提供し自立を

応援する事業jとして位置づける(同社ホームページから). 

販売部数は2004年 2月，第 5号の 8万部をピークとし，同年8月には 4万部となった.販

売員の収入を下支えするため，同年秋から月 1回の発行を月 2固とした.年当たり 1000万円

の赤字が生じた.2007年10月，雑誌売価を200円から300円に値上げしたが，結果的に事業は 5

年目から黒字化した.2010年 3月の登録販売員は1090人であり，社員13人，売上高 1億円で

ある.また，販売員登録者は延べ15∞人で，一般就職者は164人という(佐野 [2010]). 

2007年 9月，販売員の自立支援業務を担う NPO法人ビッグイシュー基金を設立した.有限

会社ビッグイシューは雑誌の編集と販売を担う.両者の「ハイブリッドな社会的企業の組織

をつくりあげてjいく.なお，ビッグイシューは，正社員20人，有給スタッフ (含パート)

25人，インターン 8人，ボランテイア400人である.また，市民パトロン制度(一口5万円)

に100人登録，発行継続寄付(一口 5千円)に400人参加，市民ボランティアの寄付金をあわ

せて1000万円以上の体制で開始した(佐野 [2010]269-270ページ). 

4)パイオニア・ヒューマン・サービス (PHS)

シアトルのパイオニア・ヒューマン・サーピス (PioneerHuman ServICes: PHS)は，アル

コール依存症患者等のために住居を確保し，就労訓練の末，食事のケイタリング，建築関連，
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航空機部品製造の仕事に就労させている.事業の一部は，州や地方自治体からの委託事業の

形態をとっているが，金銭的助成金がない点がPHSの大きな特徴といえる (Peston[1999]， 

Garr [1995]，明石 [2012]).PHSは，政府の助成金に依存する比率を意図的に低下させ，

2012年時点での政府助成金依存度は限りなくゼロに近い状態であった19) また，製造部門では，

近隣に組立工場があるボーイング社からの受注を組織創設後の早期から受けており，昼食配

達サービスも一日1∞0食分を上回る規模で提供している.

弁護士であったダルトンは，アルコール依存症により職務資格を失った.治療の末，社会

復帰した際，アルコール依存症患者の居住場所となる住宅を入手した.ダルトンはその後も

類似の住宅を増やすとともに，元アルコール依存症患者の働き場所を作ることにも努力した.

それは，製造工場，住宅修繕，食事配達サーピスなどの事業を就労先として創出・拡充して

いった.また，受入対象者としても，アルコール依存症だけでなく，薬物依存症，心の病気

を抱えた人，受刑者，マイノリティなどを加えていった.サービス提供地域も，米国ワシン

トン州内を中心に，都市部のみならず，図舎部でも相談・支援活動拠点等を設けていき，州

政府との業務委託契約に基づく仕事も拡大していった.PHSグループと しての年間相談者数も

1万人を上回るなど，地域での存在感は大きい (明石 [2012J180-185ページ). 

以上の 4事例は，それぞれの組織が固有の達成目標を有して設立され，独自の事業展開を

行い，その効果に注目が集まる模範的成果を出した特殊事例かもしれない.だが，地域雇用

機会の創出が実現すれば，当事者の所得も僧加するだろう.地域社会秩序の回復は，そうし

た社会問題に関わる対策費を節減するし，経済活動を活発にすると期待されている.なお，

雇用創出効果は，絶対数の大きさに着目するというよりも，地域経済や個別事業の規模との

対比で評価すべきだろうし，いくつかの分散的取り組みの合計効果や特定地域での効果が地

域においてもつ象徴的な側面にも注目すべきであると思われる.

なお，こうした事例の対象は，日本では，従来，社会政策と見なされてきた領域である.

しかし，社会福祉事業をもっぱら政府が実施するのではなく，民間非営利組織の自発性や独

自の取り組み方式を許容するのみならず，独自収入を獲得する非営利組織の登場や活動展開

を奨励する点で，地域経済政策の観点から新たに捉え見直す試みとも言える.

( 2 )英国の社会的企業推進政策と日本のソーシャルビ‘ジネス推進政策

特定の固に関する若干の事例に過ぎないが，社会的企業に対する推進政策と政府の意図を

確認しておきたい.

元来，英国スコットランドの周辺部過疎地域(島膜部やハイランド地域)で地域経済や地

19)社会的企業の分析では，政府との契約に基づく収入は契約した社会的企業の事業収入とみなし，

政府助成金とは区分される.
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域生活に関する自助対策として，コミュニティビジネスが発生した(地域コミュニティの課

題をピジネス手法で解決する事業活動として発生).その活動がその後，グラスゴーなどの産

業衰退地に波及し，仕事創出，職業訓練，都市の秩序維持，社会復帰などが推進された.ま

た，活動報告会などの交流を経て，この動きはロンドンなど英国全体に広まった(明石

[2005]) .一方，英国政府は非営利組織や社会的企業を，社会問題を解決する上での 「政策パ

ートナー」とみなし，とくに社会福祉サーピスの提供をこれら組織に委託するようになる.

さらには，ブレア首相は， 1997年6月2日の首相所信表明演説で，英国政府が社会的企業を

推進すると述べぬ)，その社会的企業推進に関する具体的施策を， 2002年に貿易産業省 (DTI)

が公表した.

英国貿易産業省 (DTI)r社会的企業:成功への戦略J(2002年)によれば， r社会的企業は

主に社会的目的に取り組む企業Jであり， rその剰余は主として，その企業またはコミュニテ

イの目的のために再投資される.株主や所有者のための利潤を最大化する必要性に駆り立て

られるのではないJ.それは「公共財を実現するためにピジネス的解法を用いることにより，

強靭で持続可能で社会的に包容力のある(包摂型の)経済を創造することに寄与するJ.それ

は「ピジネス (trade)活動の形態をとるが，主に社会的目的を支えるためにビジネス活動を

行うJ.なお， r一部の社会的企業は企業として設立されたが，大半は(助成金とボランティ

アに大きく依存する)ボランティア・セクター組織として創設された状況からの転身であり，

ビジネス収入を増加させるよう活動している.全英ボランタリー組織連合 (NationalCouncil 

of Voluntary Organisation: NCVO)の報告書によると，申告チャリティ収入の35%までがビジ

ネス活動に由来しているJ(以上の引用はすべてDTI[2002] p.14). 

一方，米国について， r事業的に成功した，利益を第一義的に追求しない組織 (not-for-profit)

は，ビジネス主導の取締役会を抱えていて，ビジネス界から経営者を採用し，強いビジネス

文化をもっている.それは英国のボランティア組織(非営利組織)に欠けている実務的状況

であるJ.さらに， r首尾よく展開している社会的企業は，政府の中心的政策目的の多くを達

成するのに重要な役割を果たすことができる.つまり，①生産性や競争力を引き上げること

に貢献する.②社会包摂型の富の創造に貢献する.③個人やコミュニティが地域近隣街区を

再生するように動くことを可能とする.④公共サービスの提供と改革の新しい方法を示す.

⑤包摂型社会と活発な市民性を発展させることに貢献する」と述べている21)

以上，英国では，スコットランド過疎地域から始まったコミュニティビジネスがその内容を拡

20)炭谷ほか [2004]1叫 101ページ.

21) DTI [2002J p.18.なお，社会的企業が，地方・中央政府に代行して，地減コミュニテイや広

範囲の公的部門の利用者に対する公共サービスを提供できれば，組織の収入が安定化するので，

社会的企業は「公共調達J入札に応募するようにと，応札手引き書 (DTI[2003J)が交付され

た.
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充させ，名称も社会的企業と変更し，それを貿易産業省か准進している.英国は，慈善活動組織

の存在感が大きい国であり，収入獲得活動や事業規模の拡大は期待通りには進んでいないようだ

が，社会福祉やコミュニティ開発に対する政府助成金の削減や縮小もあり，元々は純粋な非営利

組織の一定割合が社会的企業に転じて，事象収入の確保に遁進しているとわかる.

( 3 )日本の経済産業省が推進する「ソーシャルビ、ジネスJ

日本でも， 2006年に経済産業省がソーシャルビジネスに関する研究会を設立し，ソ}シャ

ルビジネス推進の気運が高まった.日本でのソーシャルビジネスは，日本圏内で従来から提

唱されていた地域活性化の活動組織であるコミュニテイピジネスを拡充する性格をもっと思

われる.コミュニティビジネスが地域居住地を拠点とする活動であるのに対して，活動範囲

に地理的制限がない組織としてのソーシャルビジネスは，障碍者支援，子育て支援，貧困問

題，環境問題，まちづくり・まちおこし等の社会的課題の緩和・解決を目的とした持続的な

事業活動と表現された.日本の「ソーシャルビジネス」は，社会的課題の解決に対して事業

性を見出し， r新たな産業・新たな働き方」を創出する主体と位置づけられた.組織形態とし

ては， NPu法人，株式会社，個人事業主，組合，その他のいずれでもよく，その活動は，営

利活動でもなく，無報酬の活動でもない.2006年時点での実態を，事業者数8000，市場規模

24∞億円，雇用者数3.2万人と推定して，推進方針は，それを 5年間で10倍にする計画であっ

た.だが，結果を系統的に評価した報告書はみつからない.

政府の能力の程度，委任や外部委託の理由，形態，その程度はさまざまだが，日本では，

業務を指定管理者などに限定した外部委託が多い.一方，規制の緩和や撤廃を通じて，民間

組織の事業展開を促しているようにも思われる.

日本の「ソーシャルピジネス」は，まちづくり・まちおこしを含む点，組織形態を問わな

い点，そして，新しい産業・新しい働き方と位置づける点で，欧州での定義より広い社会課

題を対象とするように定義されている22) これらの各々の課題に対処する既存政策との関係な

ど留意すべき事項は多い.それは障碍者の就労，環境問題への取り組み，地域農業等の振興

など広範囲に及ぶ.課題の中には，事業の実施に関わる技術的課題の解決(環境関連)も含

まれるし，環境問題やまちづくりは対象や事業展開の想定次第で，議論が大き く変わるだろ

う.それらは，閉塞感ある地域経済を打開する点で検討に値するが，過度に広い範囲を対象

とすると，政策的議論が収倣しなぐなるおそれもある.

22)日本の制度下における用語法を用いて示すと，非営利セクター領域には， (医療法人，学校法

人，社会福祉法人， NPO法人など)公益法人が含まれるが，公益法人が「潤辺的状況に置かれた

人々 jに対する社会サービスを行う場合には，社会的企業と同じになるであろう.つまり，社会

的企業の活動領域は，社会福祉法人が活動する事業領域のうち，民間企業が収益活動できる領域

を除いた領域と思われるのである.
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なお，ソーシャルビジネスという用語に関して，社会的改良の意図をもっ事業や社会的改良と

いう結果を出す事業を総称するだけであれば，営利企業でも非営利企業でも政府でもその範鴫に

含まれる可能性がある.よって，社会的企業の定義を，そうした意図や結果のみに基づく形では

なく， r社会的改良jを組織の設立目的または事業目的とするという条件を追加することが望

ましいのではないだろうか.これに関連して言えば，社会的イノベーションという用語につ

いても，結果を出す観点だけから定義することは，あらゆる組織や個人を含んだ定義となり

やすいと懸念される.

( 4 )まとめ

本稿での社会的企業の位置づけを表2に示す.表2の領域Aには，純粋な形での非営利組織

の特徴をもっ組織が位置する.これら組織の目標は各組織が設定した公益奉仕目的の達成で

あり，活動に必要な資金は会費を除くと，寄付金，助成金など組織外部に依存する.他方，

表2の領域C2には，純粋な形での営利組織の特徴をもっ組織が位置する.領域C1は，営利組

織の社会貢献活動を反映している.営利企業の社会貢献活動の捉え方も広く，本稿では，そ

こに法令遵守はもちろん，障碍者雇用，環境保全，地域へのさまざまな関わり方などを想定

する.基本的に組織の活動目的は営利であることがこの領域Clに含められる企業の根源的特

徴であろう.さて，表2の中間的形態 (hybrid)という名称で領域Bに位置するのが，社会的

企業である.本稿でいう社会的企業は，社会的「企業」という呼称ではあるが，営利企業形

態ではないことを原則とする.それは収益獲得活動を行うけれども，それは組織活動・組織

存続のための手段目標という位置づけであり，組織目標は営利ではない.組織構成員に給料

を支払うが，投資成果としての残余(利益)の配分は行わない(か，限定的にしか行わない). 

表 2 社会的企業の位置づけ:組織間比駿

形態 伝統的 中間的形態 (B) 営利企業 (C)

分類 非営利組織 非営利活動 営利活動重視 社会的貢献活 営利活動
(領場) (A) 重襟(B1) (B2) 動を行う(cl) のみ(C2)

財源
外部資金に全 独自事業 独自事業 独自収入

独自収入ーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーー
てを依存する 収入も得る 収入重視 社内資源

成果指標 使命達成 ダブルボトムライン、その他
利潤ー_.・ ーー-- -~・ ・・・・ーーーー ーーーーー勘ーーーーーーー・幽骨ー ーーーーー・ーーーーーーーーーー

(収益面) (なし) 目標達成(収益確保)目標達成(収益確保)利潤獲得/社会性配慮

事業型
協同組合

組織形態 伝統的 非営利組織

の例示 非営利組織 互助組織 一般企業 一般企業
ソーシャJレビジネス
ソーシャ)L-ファーム 一部企業

社会的企業

出所)明石 [2014]6ページの表を再録.
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とくに領域引を，事業型非営利組織と絞湘:し，ソーシャルピジネス等を例示している23)

アメリカにおける社会的企業は 2つに大別できる.第 1は社会的目的遂行の手段として営

利事業を位置付ける非営利組織であり，第 2は社会貢献意識が強く何らかの行動をとってい

る組織(営利企業)である.繰り返すが，本稿でいう社会的企業は前者のみである.

EUにおいては，社会的企業を地域の内発的発展，循環経済社会形成の中核組織と位置づけ

ている.実態の性格を表す名称または形態として，社会的協同組合，労働者協同組合などが

典型事例である.思想的には連帯が強調され，相互扶助型の組織が多いのかもしれない.

その他地域の動きと推進政策の性格に関して，米国では，元来，非営利組織 (not-for-profit)

が収益事業を手掛けていることから，社会的企業という名称は必ずしも広く使われていない

と思われる.とくにレーガン大統領が就任した1980年に，コミュニティ開発活動に関わる助

成金を大幅に削減したこともあり，非営利組織の資金確保は切迫したことも影響している担)

だが，今の日本には， i専従スタッフを抱え，行政による補助金に頼らずに一定の事業収益

を得ながら，公益目的のために充実した活動をする社会企業を律する法制度は現在，存在し

ない.J (青山 [2013]238ページ).iNPO法(特定非営利活動促進法)は収益分配を禁じてい

るだけで，収益事業自体を否定するものではないが，基本的にはいわゆるボランティア活動

を対象とするものであり，この法律で，これからの市民社会の重要な一翼を担うべき社会企

業を育て律するのは無理がある.NPO法を越えた市民公益活動に対応した「社会企業法」 と

もいうべき制度が求められているJという見解がある(青山 [2013]239ページ). 

(付論)社会的企業の事業形態類型

社会的企業にも多様な類型化ができる.英国のMartin:'官lOmpson(2010)によると，組織

の活動目的や事業形態ごとに，社会的企業の最大公約数的な類型化は以下のようになる.

a) コミュニテイ・ピジネスは， 居住地域であるコミュニテイの問題をビジネス手法を活用

して解決する組織である25)

b)非営利組織は，組織設立や事業の目的が営利追求ではないものを総称する.その一部に

は，営利活動と純粋に無縁な組織があり，別の一部には，営利を組織の目的としないが，組

23) Martin=百lompson[2010)の分類で言えば，マイクロファイナンス， CDFIなども含まれるが，

米英でもさまざまな定義がある.

24) CDFIなどコミュニティ開発関連の活動も公的資金を中心に展開されている.なお，アメリカの

非営利組織に対しては， 1940年代から課税減免措置がなされた (501(c) (3)条項). 

共同体意識の次元ではなく，地域住民が銀行に預けた資金の一定割合を当該地域における融資

に回し，地域内で資金循環させることを連邦政府が規制する政策である米国 fコミュニティ再投

資法jについては矢作・明石 [2012)第1章参照.

25)現在の社会的企業は元来，英国で当初， rコミュニティビジネスJと呼ばれていた組織を拡充

した概念といえる(明石 [2∞5)参照). 
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織の目標を達成するために収入を獲得する活動を含むものがある.さらには，組織として雇

用機会を創出し拡大するため，表面的には営利活動と映る活動を伴う組織もいる.後の 2つ

の形態を英米ではnot-for-pro:fitorganizationと呼んでいる.なお，本稿に関わる非営利組織は法

人格を保有する組織と考える.

c)協同組合 (Cooperative: CO-Op) として，生活全般，労働者の雇用機会，農業・林業・

漁業活動に関わる協同組合組織があるお1

d)相互組合(互助組織)として，信用組合などが存在する.協同組合と互助組織は会員出

資からなる資金をもとに会員の利益を増進する活動を行っている.

e) CDFI (コミュニティ開発金融機関)は，政府が荒廃したコミュニテイの再開発等を行う

際に，地域・コミュニテイごとに認定された協力組織を総称する.CDFIの多くは政府機関と

実際の活動執行組織の情報や資金のやりとりを仲介する「中間支援組織(intermediary)Jと

して位置づけられる.とくに，公的資金の配分先に関する調査や情報提供における固有の役

割を果たすことも多い.また，連邦政府や州政府の公募型資金を獲得して，申請した事業計

画に従い独自の支援活動を行うことが多い271

f)マイクロファイナンス(少額融資)は，文字通り，少額資金を融資するが，借り手の担

保を要求しない組織もある.これらの点が既存金融機関との大きな違いである.

g} social businessは，主に英国での呼称かもしれないが，社会的弱者に雇用機会を提供す

る組織を指す創.

h) social :firmも，主に英国での呼称、かもしれないが，障碍者を健常者と同等の条件で雇う

組織を指す.

m.先行文献レビュー:検討対象と論点整理

欧米の先行文献では，社会的企業の理念や社会的機能の検討ならびに社会的企業をめぐる

制度政策の検討が多い.とくに，社会的企業に関する公共政策学派と呼ばれる学派

(Dees=Anderson [2006])の中でも，社会問題を解決する社会的企業という組織をいかに類型

26)イタリアやスペインの協同組合の一部は，会員の生活を守りそれを豊かにするため， (ピジネ

ス手法をとり)自らの事業で労働機会を創出する.つま り，貧困や，仕事と職業能力が欠如して

いる状況を打開する地域自助組織として，職業訓練の場を創出し，また受注・生産活動を継続す

ることで，職場。ob)を維持しようとする.それは，地域居住者を取り込み (組織化し)，地域

社会の問題に取り組むのであり，地域居住者の利益を優先する.連帯，共同体という視点をもち，

その際，協同組合という形態や利潤の分配という観点が出てくる.

27) 日本にはCDFIに相当する制度はない.CDFIについては矢作・明石 [2012]を参照.

28) social business， social firmの内容は，日本でいうソーシャルビジネス，ソーシャルファームの

内容と必ずしも一致しない.
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化するかが，社会的企業の事業目的や行動様式との関連で広く議論されている.

( 1 )社会的企業の定義と類型化

Leadbeater [1997)は，社会的企業を，使命感をもち，事業を通じて社会問題を解決する組

織と捉えた.ディーズ [1998b]は，社会的起業家の 5つの要因を挙げた.①ミ ッションをも

ち，社会的価値を創出し，その価値を維持する.②そのミッションをかなえるために，新し

い機会を認識し，ひたすら追求する.③イノベーション，適応、，学習の不断のプロセスに取

り組む.④現在，手中にある資源に制約があることにとらわれず，大胆に行動する.⑤サー

ピスを提供する対象者に対し十分な責務を果たし，創出した成果を説明する.

Leadbeater [1997] [2∞7]， OECD/Noya [1捌]，開 [2(02)では，国や市場が提供できな

い社会サービスの供給あるいは社会的排除者を労働市場につなぐ社会的包摂が社会的企業の中心

的事業と述べられている.例えば，リードピーターは，市場の失敗，政府の失敗を踏まえた上で，

公的サービスを供給する主体として社会的企業をとらえている(Leadbeater[2007)). 

これらのテーマに関する欧州での論文の多くでは，社会問題を，慢性的失業者や社会的排

除者などの職業訓練や就労機会の形成に関する側面，および荒廃地域の再生などコミュニテ

イ開発やコミュニティの利益拡大に関わる側面に集約した議論が多い.貧困者，長期失業者，

障碍者，元犯罪者，元薬物常用者など社会的に排除された人々や，移民，民族的・宗教的少

数派，女性など社会活動において不利な扱いを受けている人々に基本的サービスを保障し，

社会にヲ|き戻すという見解を社会的包摂/包容 (socialinc1usion) と呼ぶ.それは，コミュニ

ケーションを深め，条件が整えば，労働市場に引き戻すという視点である (Laedbeater[1997) 

ほかにつまり，社会的企業の中心的事業は，国や市場が提供できない社会サーピスの供給あ

るいは社会的排除者を労働市場につなぐ「社会的包摂/包容Jと述べられている.また，過

疎地域などを典型に，特定地域で基本的な社会的サーピスの提供が不足している点や，都市

部での若者や高齢者など，長期的失業者の救済を優先する見解もある却) それは既存の国家福

祉サーピスの範囲を超えている.

他方，アメリカでは，社会的企業という表現自体が欧州におけるほど使用されていないか，

社会問題をかなり広く捉える議論が多く(Alter[2004])，社会的企業に関する概念や厳格な

定義も英国や大陸欧州ほど収飲されていない羽)

29)雇用機会を拡大する目的の協同組合をWlSE(Work Inte.伊伽おcialEnte制使)と捉えるとき，

公共政策と資金調達の面での政府支援はWISEに集中されたという (Kerlin[2α渇]p.2日).

30) Social Enterprise UK [2011]は，第一義には社会的目的を持ち，事業活動を通じて生じた剰余

を，主に社会的企業の活動目的に資するよう事業やコミュニティに再投資する企業と定義した.

つまり，それは株主や所有者のために利潤を最大化する必要に駆り立てられない.Socia! 

Enterprise Alli加ceは，主目的を共通善 (commongood)とする企業と定義した.ぞれはビジネス

の手法や原則ならびに市場の力を用い，社会的・環境的・人間的正義という課題を進展させる.
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カーリンは，米国と欧州の社会的企業を制度要因や組織文化を含めて比較検討している.

社会的企業に関して，欧州とアメリカで共通するのは，政府が実行できない特定の困窮者や

不利な人々が「必要とされる社会サービスJを提供し，可能な限り，雇用創出事業を行う

(社会的排除者の雇用を含む)など，起業家的行動をとることである.カーリンは，欧州、|では，

社会的企業の活動に対して，社会的排除や長期失業などの問題ならびに社会サービス提供ニ

ーズに対する革新的解決策をもたらす能力を持つ組織と捉える見解があり，市民グループが

立ち上げた事業，利潤分配の部分的容認，参加型経営，協同組合等を含める.一方，アメリ

カでは，社会的経済という概念がなく，社会サービス提供の資金調達手段としてビジネス活

動をとらえる.また，米国では.r社会的インパクトを創出するために設立された非営利事業

ベンチャーまたは収入獲得活動J(Alter [2002] p.5).あるいは社会サービス提供とそれに必

要な資金確保のための収入獲得活動を特徴として「あらゆる型の非営利組織jが含まれる

(Kerlin [2∞6] p.250).つまり，社会的企業は主に市場経済のなかで活動する点 (収入獲得活

動)などで両者が違うという.さらに，カーリンは別の論文で，杜会的企業とは「非営利組

織がビジネス的(営利的)活動を行う」組織と定義し，その組織にも，①ビジネス型社会的

企業と②非営利型社会的企業に区分されると述べている(カーリン [2008]7ページ). 

ワイズプロッドは非営利組織を信頼型(加st-type).集合財提供型 (collective-type).クラ

ブ型 (dub-type)と分類し，信頼型非営利組織は，ハンスマン [1980]にならい，市場におけ

るサービス提供者・購入者間での情報非対称性を補う非営利組織の情報提供行動を指し，集

合財提供型非営利組織は集合財の性格を持つ準公共財を提供する行動を指し，クラブ型非営

利組織は会員制にもとづき会員の利益や活動目的を達成することを指すと述べた.その上で，

信頼型と集合財提供型が501(c) (3)に対応すると論じた (Weisbrod [1988] p.l0). 

また，サラモンは，非営利組織を①公共奉仕組織と②会員奉仕組織に区分したが，①公共

奉仕組織は，資金供給仲介機関，教会，サービス提供機関，政治活動機関，②会員奉仕組織

は，公共目的および会員利益の追求を活動目的とし，たとえば，社交クラブ，事業組合，労

働組合，同業者組合，協同組合，政党からなる(サラモン [1994]35-36ページ).組織の利益

に対する免税と，当該組織への寄付者が課税上の寄付控除を受けることができる対象組織と

なるのは，米国歳入庁規則501項 (c)(3)認定組織のみである.よ って，本稿では，検討の対

象を公益奉仕型に絞る.

リヨンズは，非営利組織を 2つに区分する.第 1は慈善 (charity)型，第 2は所得獲得

(earning income)型である.前者は伝統的懇善組織であり ，後者は自立自助指向的組織であ

る (Lyons[2013a]).この分類法はDees[1998a]ほか，多く の人が用いている.

さらに.rEUは社会的企業を，経済成長，雇用，生活の質という問題を取り上げることがで

きるビジネスモデルとみた」という(官lOmas(2004]).エルキントン=ハーデイガンは，事

業資金の調達方法に応じて. 1)外部資金依存(1everage)型.2)収益獲得事業と非営利事
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業で内部資金補助する混合 (hybrid)型， 3)低価格の料金を課すソーシャルピジネスベンチ

ャーの 3つにピジネスモデルを類型化した31) 1)はマザーテレサ型， 2)はルピコンプログ

ラム，アラピント歯科医院， 3)はグラミン銀行，グラミンダノンなどを事例とする (エルキ

ントン=ハーディガン [2008]58-85ページ). 

ドゥフルニとナイセンスによれば，長期失業や低所得者に仕事を提供するなど労働的問題

に関して，あるいは，政府が提供する社会サービスがそれを必要とする人たちの要望を満た

していないか，十分に供給されていないという生活基盤的問題に関して，米欧の聞に見解の

相違はない (Defoumyand Nyssens [2014]). 

米欧問での見解の違いは， 1つには，活動組織のとらえ方の違いである.欧州では，社会的

企業 (となる非営利組織)は，協同組合，アソシエーション，互助組織または相互扶助組織，

財団である.アメリカでは，米国歳入庁の501(c) (3)の基準を満たす非営利組織とフイラン

ソロピー型営利企業であり，非営利組織の場合，利潤を所有者・出資者・関係者に配分しな

いこと(利潤の非分配)が前提である.なお，米国歳入庁の免税申請書類・様式990での組織

区分は，会社 (Corporation)，信託 (Trust)，協会等 (Association)，その他，である.

ヤング=サラモン [1992]は，元々，非営利部門領域から，社会的ベンチャーと して事業展

開された延長線上に社会的企業がいると述べた.この種の社会的企業は，非営利組織の要素

とビジネスとの結合様式を採用している.対象者の就労訓練や雇用を行う一部サー ビスのた

め，自らの組織で収入獲得事業(対価を受け取るための職業訓練や就労の場を自らで創り出

す事業)を行うのである.

501 (c) (3)認定組織のうち民間財団を除く事業型非営利組織をアメリカの非営利部門の中

では 1つの典型的な社会的企業と見なすことができる.他方，アメリカでは，営利企業部門

の中においても，社会的目的の追求を事業目標として重視する企業が存在し，それも社会的

企業と呼ばれているのである.

( 2)社会的企業と公共政策

経済政策・公共政策の見地からの文献として， Leadbeater [1997] [2007]， Defoumy [2001]， 

Borzaga~Defoumy [2001]，官lOmas[2004]， Kerlin [2006]， Nyssens [2∞6]， OECD [1999]， 

DTI [2002] [2003]， OECD [2009，2013]などがある.まず， OECDの社会的企業を推進する

政策を見る.

OECDは1984年に『コミュニテイ・ビジネス・ベンチャー』を刊行した.そこでは， (1)コ

ミュニティ(地域集団や若者の集まり)が雇用問題等に取り組む点で，活動領域を経済活動

部門にまで広げていくべきである. (2)失業しているメンバーを考慮して，連帯組織 (associ-

31) 2)の視点はSkloot[1983]も同様である.
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ation)が仕事を作ろうとする集合的行為が必要である. (3)経済活動の衰退や自分が帰属す

るコミュニティを救うために，地域リ}ダーが結集し地域やコミュニテイの活性化のために

「何かをする」必要があると論じた.コミュニテイ・ビジネス・ペンチャーと呼ぶ組織は，若

年者，女性などを主な対象とする失業問題と，雇用を望む長期失業者など労働市場から長期

間，排除されていた社会的排除者に対して，仕事を生み出し，労働市場にき|き戻し，社会統

合を促すという意味で社会問題(失業と社会統合)に取り組む.

そこで，未利用労働力を活用して利益を生み出し，雇用を促すように社会的・技術的組織

化 (の方法)を革新する方法を追求しなければならない.また，仕事づくりの現実的行動は

主に起業家的(entrepreneurial)でなければならないだろうが，多くはかなり小規模で，それ

らが私的資金調達に迫られている.地域資源から雇用を生み出す手法は，起業家に学ぶべき

である.それは，経済的・社会的目的をもち，地域の連帝を促す新しい手段である.それは

伝統システムと相互扶助経済の中間物とみなされる.アメリカの経験を見ると，補助金の直

接提供でなく，資本へのアクセスを向上すべきである.公共セクターの役割は，こうした事

業の計画 (initiative)の触媒役(カタリスト)となるべきだと論じている.

OECDは， Jobs Strategy提案の一環として， 1998年に 『起業家精神を育成するjを刊行した.

そこでは，起業家的活動を， (常に)新規または改良された製品・サーピスを生み出すと捉え

る.そして，起業家促進は，経i斉的成功と社会統合を両立させる手法の一部と見なす.同書

第 7章「新しい社会経済における起業家精神」では，サードセクターに属する組織が，既存

制度が満足な解をもたらさないので，新しいやり方を導入すべきである.それは，公的セク

ターや市場によってはまったく，または部分的にしか満たされないニーズを満たす.それは，

未使用・過小使用の材料や非物的資源を活用し，新スキルや新しい仕事を生み出す「社会的

企業Jである.その目的は，もっとも困難な状況に置かれた人々を地域労働市場に統合する

ことであり，新しい高品質サービスを，コミュニティの可能な限り広い領域にて受け入れら

れる価格で創出することである.社会行動に関連した公益活動を行うNPOなどが，学校の子

供をコーチ，高齢者のケア，環境保護，文化的発展，等を行い，情報，スキル，資金を蓄積

して，地域開発を促している.長期失業者の仕事創出手段，社会から見放された地域の再生

プログラムとして，ビジネスアプローチを非営利部門に応用するという見解である.そこで

は，スキルが低く，社会から危険と見なされている人々を，一定期間の就労学習の後，労働市場に

統合することを主目的とする経済組織として言及していた (OECD[脱治]卯.113-120). 

OECDは1999年には 『社会的企業』を刊行した.それは，地域経済・雇用開発プログラムの

中の「社会的統一と経済的福利Jプロジェクトに対応する.欧州では，社会的企業を，社会

的排除に対して革新的対応を行う組織，または，起業家的でダイナミックな連結機能を果た

す組織と捉える.つまり，失業と社会的排除に対する革新的でダイナミックな解決策を見つ

け，かつ，持続可能な発展の 1つの局面である社会的統ーを高めるような経済開発に寄与で
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きる能力をもっ組織と位置づける (OECD[1999] ppふ9).また，起業家的戦略と社会的目的

をもつことが，各国の社会的企業の数少ない共通点と述べる.あるいは，社会的企業の主な

特徴は， 1)国家や市場がうまく供給できない財-サーピスを供給する， 2)不利な立場に置

かれたグループを労働市場に引き戻すこととみる.

OECD/Noya [2009Jについては，本稿I節 (2)で紹介した.

こうして，社会的企業のOECDでの定義は，起業家的戦略をもって組織化された，公共利益

で動く民間活動組織である.その主目的は利潤最大化でなく，所定の経済的・社会的目標の

達成である.また社会的排除や失業という問題に対する革新的解決策をもたらす能力をもっ

ている (OECD[1999]).欧州コミッションの定義は，社会的経済での活動主体であり，その

主目的は，組織の所有者や株主のために利潤を上げることではなく，社会的インパクトをも

つことである.それは起業家的革新方法で，市場に財・サービスを提供することにより運営

され，ボランタリー組織とは区別される.社会的企業の75%は，社会的サーピス，雇用・訓

練，環境，教育，経済的・社会的コミュニティ開発の 5分野に集中している.

とくに，社会的包摂の推進策として，対象者の生活上のスキル，社会面でのスキル，仕事

のスキルを高める必要がある.また，若者向けの教育活動，職業教育・訓練大学，雇用を作

る社会的企業の役訴が重要となる.そこで，企業家精神(アントレプレナーシップ)や経営

のスキル(マーケティング，ファイナンス，事業計画，開発，成長や規模拡大のスキル，労

働力開発のスキル)が重要となる.

社会的企業は，訓練や労働統合の活動を通じて，社会的排除のリスクにある人々を労働市

場に組み入れることに尽力している.社会的企業は，政府機関がなしとげることができない

と分かっている一連の社会的ニーズに取りくむ.重要なことは，社会的企業が社会的包摂の

増大や内発的成長の推進により実効的に貢献する能力を増進させるような系統的アプローチ

を，政府が採用することであると論じる.

以上を総合すると，社会的企業の活動について， (公共)政策当局の連携相手と位置づける

か，社会問題解決の対応策として，社会的企業を推進 ・支援する見解が欧州を中心に根強い.

公共政策の観点から見ると，社会的企業という事業組織形態の選択，支援制度のあり方，社

会的イノベーションへの期待などが検討の中心である.

個人の機会の平等を重視するアメリカでは，市場の失敗，政府の失敗などの問題解決能力

の限界に関して非営利組織活動の理論的根拠を求めている.一方，欧州とくに大陸欧州でい

われている「社会的Jとは，非営利的サーピスの提供活動にとどまらず，人々の連帯や集合

的利益を重視し，それを推進する法制度や地方政府の政策のあり方や理念，非営利次元の目

標や価値観にまで及ぶと思われる.市場活動やその結果である金銭的受け取りよりも，政府

関与や利害関係者の参画を含む制度的取り決めや調整による問題解決を重視する見解である.
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政府と非営利組織の関係として， rアメリカやイギリスでは政府の社会福祉支出にとって代わ

るものとしての機能を求められ，フランスでは貧困層が社会から排除される問題の解決を求

められjるという捉え方ができるであろう(サラモン=アンハイアー [1994]p.3). 

( 3 )非営利組織と公共政策

1 )準公共財と政府の役割

マスグレイブ=マスグレイブは公共財の検討の中で「温情主義J(patemalism)の観点から

シピルミニマム等(最低水準保障)として，公的供給が妥当と見なされた財・サービスを

「価値財 (meritgoods) Jと呼んだ.価値財とは，例示すれば，初等・中等の教育，公営住宅，

基礎医療，僻地での社会基盤整備などの基本ニーズ (basicneeds)に対して提供されるサー

ビスである.それは，①国民の基本的必要を充足する.②地域社会に「必要な基本サービス」

を提供する.それに関わるサーピス供給の必要性の判断に関して温情主義的価億観が含まれ

てくるのである (Musgraveand Musgrave [1980， pp.85-86]).つまり，基本サービスを提供す

る事業者が不在の地域では，中央政府が価値判断を下してサーピス提供する場合がある.一

方，人々は，要望するが自らの金銭的負担で経費を賄う価格では購入したいとは言わない財

と言えなくもない紛.この点をめぐり，民間市場でも取り引きされている価値財を政府が提供

すべきかどうかで，意見が分かれる側面もある.

実際，社会問題に取り組む非営利組織の存在とその役割に関して，古くから言及され分析

されてきた.また，経済学では，価値財として貧者へ最低限の必要サーピスあるいは芸術へ

の支援など，金銭的付与ではなく，サービスの直接的提供など，価値財の保証や所得再分配

などを「市場の失敗」の一部であるとみなすが，社会サービスを必要とする人々や地域に対

して，政府が適切なサービスを提供できない「政府の失敗」や，寄付金とボランテイアで取

り組む非営利組織の行動限界(非営利組織の失敗)も指摘されてきた.

ミクロ経済学では，民間企業が公共財の提供に自発的に取り組むことはないと想定していたが，

多くの国で非政府組織や民間企業が医療，教育，託児所，老人ホームなどの事業を行っている.

2)準公共財と非営利組織の役割

ワイズフ'ロッド [1975]は(準)公共財を非営利組織が提供する状況を理論的・実証的に検討

した.彼は，医療や教育の事例を挙げて，私企業や非営利型企業 (nonprofit白羽)も(準)公共

財を提供できると述べた.彼は，政府が提供するサーピスよりも質の高いサービスを要求する人

がいて，高価格でも高水準のサーピスを求める人に対しては民間企業のサーピスを提供できると

述べた.サービスの集合的消費性は残るが，サービスのただ乗り条件は成立しないという点で，

32)マスグレイプは，当初meritwantsと呼んでいた (Musgrave[1959]). 



30 季刊経済研究第37巻第1・2号

準公共財である.また，営利企業によるサービスと非営利組織によるサーピスを，サーピス-ユ

ーザーの視点から，いかに比較すべきかの実践的・理論的検討も行ったお) だが，ワイズブロツ

ドの多くの議論は，サーピスを得る人がその対価を支払う場合 (fee-for-servicemodel)である.

とくに，非営利組織のサービス生産効率は民間企業のそれと比べて劣るかもしれないが，高い利

潤を求めて価格を引き上げる誘因は小さいか存在しない点で，サービス購入者の信頼を獲得しや

すい側面がある.また，医療や教育の領域では，サービス取引の継続性を前提とすることが多い

ので，信頼の獲得が顧客確保の函で重要な要素となる.ゆえに，信頼を損なわないような考慮、が

重視されるという見解もある(James=Rose-Ackerm血 [19路J). 

ワイズブロッド [1977Jは，公共財や集合財として，学校(教育)，病院(医療)，無料道

路，消防，市民開放公園，橋，堤と堤防，水道，波止場と船渠などを例示し，政府以外の組

織がこれら準公共財を生産できる可能性を論じた.ワイズプロッドは，政府の失敗への対応

として，非営利組織は杜会サービスの公的供給を補完していると論じた.なお，ワイズブロ

ツドは非営利部門として，医療，教育・研究，社会サービス，芸術・文化，コミュニティ開

発，宗教をあげているが，検討対象は医療と教育，インフラが多い.

ハンスマン [1980]は，非営利組織を収入面の条件に注目して，収入のすべてか大半を外

部からの寄付や政府助成金の収入で賄って事業運営する非営利組織を「寄付依存型非営利組

織 (donativenonprofits) Jと呼ぶ.一方，収入の一部か大半を自らの財・サービスの販売収入

で賄い事業経営する非営利組織を， r事業収入獲得型非営利組織 (commercialnonprofits) Jと

呼ぶ(後者は細かく見ると，財・サービスの販売収入および外部からの支援的資金との両面

から事業経営する非営利組織に分かれる).そして，後者が提供するサービスは，市場の失敗

に加えて， r契約の失敗jへの合理的対応であると彼は見る.契約の失敗とは，サービス提供

者・購入者間での情報非対称性と非営利組織の情報提供内容に関わる.つまり，子供の預か

り(それを通じた親の就労機会の形成)，高齢者の生活支援，貧困者の生活支援と就労支援，

長期失業者の就労支援，障碍者の生活支援と就労支援などの社会サービスを有料で提供する

際，購入者は営利企業の価格は品質の割に高いのではないかと契約内容に疑義を感じやすい

反面，利潤追求を第一義としない非営利組織が提供するサービスの価格や品質はそれよりも

妥当だろうと「信頼jする側面を指す.

このように，非政府組織(民間企業や非営利組織など)は準公共財を提供できるし，社会

サービスの生産と供給に関しでも，政府は非政府組織に対してサービスを外部委託できると

ワイズフ・ロッドやハンスマンは述べた.

33)理論的に言えば，サービス品質に関する情報はサーピスの提供者とその受容者との簡で非対称

的であるが，民間企業と非営利組織によるサーピス提供行動の違いがあり (Newhouse[1970J)， 

ユーザーにとり，いずれからサービスを得ることが望ましいか (Hansmann[1980J)など，論点

は多岐に及んでいる.
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歴史的に見て，英国では宗教団体や慈善団体が政府よりも古くから社会サービスを提供し

ていた制.アメリカでも市民団体や民間組織が中央政府(連邦政府)よりも古くから社会サー

ピスを提供していたお) つまり，非政府組織が価値財を自発的に提供する歴史があった.それ

を除くと，社会サービスの提供に関して，①当該政府が提供するべき社会サーピスを提供で

きない場合(ユーザーが望む社会サービスの提供が欠落している場合)，および，②当該政府

が提供するサーピスの内容がきわめて限定的で，基本的サーピスが不十分と認識されている

場合が生活困窮者の救済に結びつかない典型的問題である.

政府サービスの内容や質が「満足あるものとはいえない」としても，他のサービス供給者

が登場しない限り，政府は最低限度のサービスを提供することになる.他方，政府サーピス

の質と民間サービスの質が異なる場合，とくに，政府サービスの質がサーピス消費者にとり

「不満足な」場合， しかも，非政府がそれを提供可能な場合，民間 (非政府)サービス事業者

が積極的に独自サービスを提供することが生じる.それはワイズブロッドが指摘した通常の

準公共財の場合であろうお) では，当該社会サービスの提供が政府と民間組織のいずれにも可

能な場合とは，いかなる条件の下で可能であろうか.

( 4)準公共財の提供者:政府・非営利組織・社会的企業

社会サービスへの対価支払能力がない人々に対しては政府による無償サーピス提供の必要

性が出る一方で，政府が提供するサービス内容に対してサービス受容者が満足せず，非政府

(民間)組織が提供するサーピスを選択する(一度限りの提供でなく，プログラム事業として

提供する)こともありうる.つまり，準公共財または価値財として提供されるサービスの内

容や質に不満を持つ場合に，非営利組織や民間企業が準公共財または私的財としての社会サ

ービスを提供する余地が生じるのである (Weisbrod[1975] • Hansmman [1980]). 

34)リードピーターによれば，英国では.12・13世紀に民間 (voluntary)病院が500以上設立されて

いた.また， 16-17世紀には，慈善組織や (宗教団体等設立の)民間組織が伝染病，戦争，闘い込

み運動で，無産(土地非所有)大衆の拡大で疲弊した社会を安定化する活動を促した.また，

1601年エリザペス救貧法の成立後.18-19世紀には貧民法制定に至り 19世紀末は慈善事業や博愛事

業 (philanthropy)の全盛時代であったという (Laedbeater[1997] p.28).最低生活水準支援の

必要性を説いたベパレッジ報告がなされたのは1942年である.Weisbrod [1988] pp.4-5も参照.

35)アメリカ・ボストンでは.1635年に公立学校ができ.1636年にハーバードカレッジが設立され

た (サラモン [1994]).1658年に町会集会所ができた.また，ウィリアム・ペンが1681年フィラ

デルフイアを理想の都市として建設し，そこには最初の病院，図書館，消防署，銀行，保険会社，

動物園，劇場が設立された.アメリカ独立宣言と連邦政府樹立は1776年である.市民活動型はア

メリカの大きな特徴であり，それはアメリカ建国前，つまり中央政府(連邦政府)が設立される

前から存在してきた.だが，事業収入の獲得などビジネス活動に関する定義は明確でなく ，市民

活動は本稿での検討目的と性格を異にする.

36) James=Rose-Ackerman [1986]は，準公共財の生産条件を分析し，準公共財としての社会サー

ピス等を非営利組織と政府が提供できることを論じている.
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実際に，準公共財や社会サーピスを政府のみならず，民間企業や非営利組織が提供する場

合があることは広く観察されている.アメリカでは1965年にメデイケア，メデイケイドと呼

ばれる医療制度改革を行った後，多数の民間企業系の組織が病院事業に参入した37) また，教

育事業では，古くから公的機関のみならず私立学校機関がサーピスを提供している制.医療や

教育の事業領域では，サービス提供の対価として治療費や授業料などの収入によって事業運

営に必要な資金を賄っている組織が大半である.だが，それらの組織も「利潤最大化Jを目

的とする組織(営利法人)ではなく，社会的利益への貢献や社会的目的の達成をうたう非営

利法人となっている.このような状況を踏まえて，ワイズプロッド [1975]は，非営利組織

も準公共財を民間市場で提供していると述べた.だが，それは公共利益の観点から解決が望

まれる課題に対して，政府が提供する社会サービス内容の水準や品質に満足できない人々が，

私的財としてのサービスを求めている状況である.

本稿では，これらの民間ベースの取引活動ではなく，政府が提供する基本サービスさえ届

いていない「周辺的状況に置かれた人々jに関わる問題を解決しようとする組織として，社

会的企業を捉えている.

社会問題への対処として要する基本サービスの多く，またはいくらかを政府部門か濃供し，非

営利組織はそこで不足したサービスや漏れたサーピスを補完・補充する役割をもっと捉えること

ができる.実際には，政府か鴨供する基本サーピスと非営利組織カ湾南完・補充するサービスの割

合は地域ごと，コミュニテイごとに異なるかもしれない.地域の人々が必要とする社会サービス

を提供する際，社会的企業は「市場の失敗Jに対応したサービスを実施する主体であると捉える

ので，その運営資金を公的に拠出することが望ましいと考えるのが，大陸欧州、|に根強い 「公共政

策重視の社会的企業学派」の基本見解である (Dees=加derson[2航路])39). 

一方，アメリカには，社会福祉政策よりも，自立支援政策を重視する考えがある.それは，

炊き出しゃフードスタンプ(小売屈で食糧を購入できる金券)配布だけでは受益者の依存心

を高める効果しか残らず，自分で働いて収入を得ょうとする態度に変わっていかないという

見解に基づく.この点に関連して，ガーは「魚をあげるのではなく，魚、の取り方を教える」

という表現をとり，緊急避難的サービス提供を除くと，彼らを通常の社会的生活に戻すため

には，施しの拡充ではなく，生活に変化を促し自立を促進することが重要とみなすのである

37) Hansmann [1985] p.27， Newhouse [1970] p.64. 

38)公立学校入学時に選抜試験がある国では私立学校がその不合格者を受け入れ，誰でも公立学校

に入れる固では成績優秀者が私立学校に進むといい，サーピスの提供主体は私的組織の場合と公

的機関の場合があり一律に論じられないけれども，サービス提供主体に着目して，私的財と公的

財の代替が示唆されている(James~RoSfトAckerman [1986] p.44). 

39)社会サービスを(準)公共財と見なす限り，その提供主体は政府となるが，それらのサーピス

提供を政府に期待・要求せず，地域居住者同土で提供しあう地域基盤的関係は I社会関係資本

(socia1 capital) Jと呼ばれている.
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(Ga汀 [1995]pp.229，237).この視点は，慈善とボランティアの活動による「施しJだけでは

根本的な問題解決に至らないという点で， i非営利組織の失敗」に対応する必要性を迫るもの

である(ユヌス=ジョリ [1998]279ページ，ユヌス [2∞8]192ページも同様の見解を示す). 

( 5 )社会的企業と事業経営

1 )事業経営とビジネスモデルの構築

まず，非営利事業と営利事業を区分して(社会的目的事業と収入獲得事業を区分して)，事

業経営の基本的要因を考えることが重要であろう.ここで，事業経営の基本的要因とは，事

業の目的と方針，事業上の重要事項に関する意志決定原則，組織の行動原理，資金提供者と

経営執行者の関係など組織統御方式，事業の目的と実施手順の関係，事業成果の評価基準・

評価方法，事業運営上の費用と収入のバランス化(事業上の帳尻を合わせる)，費用以上の収

入である剰余の処理方法(剰余の組織構成員への配分の有無や配分方法に関する見解)など

である.収入と費用のバランスをいかにしてとるかに関連しては，国の政策や政府助成金に

関する支援制度の利用や独自の収入確保方法などがかかわるが，これらを含む社会的企業の

事業経営に関する分析は少ない(より詳しい検討は明石 [2014]参照).

他方，社会的企業自体を，経済成長，雇用，生活の質などの問題を取り上げるためのビジ

ネスモデルと捉える(百lOmas[2004]， Leadbeater [2007])という見解がある.ビジネスモ

デルと捉えることの意味は，社会制度や事業組織(社会的協同組合等)として事業を成立さ

せる条件を適切に整えていること (goodpractice)を指しているのであろう.例えば，インド

の眼科医院「アラピント・アイ・ケア・システムJにおいては，貧困者は無料，高所得者は

有料というビジネスモデルを取っていることが紹介されている(プラハラード [2010]). 

一方，社会的企業に関連して企業家的要素が重視されるが，起業家 (ell1町preneur)という用語

の理解も多様である.たとえ民①事業アイデアを事業遂行やビジネスに結びつける(事業構想の

事業化を実現).②事業アイデアが意図した結果を実現する(事業の効果を実現する).③環境変化

に適合した事業経営を行い，事業としての存続をはかる(Le剖b回出-=0必dey[2001] p.9，ほか). 

組織や事業の目的に関する検討を除くと， i起業家的行動 (entrepreneurialbehavior) Jをと

る (Ker1in[2006] p.254， Borzaga and Defourny [2001])，また， i起業家的ダイナミズム

(en附 reneuria1dynamism) Jという表現もある (Defourny[2009]).起業家的行動は「従来

なかったサーどスを創り出した」あるいは「社会が望むサーピス供給の仕組みを構築した」

という意味と思われる.起業家的ダイナミズムとは，事業組織の内部や事業環境がさまざま

に変化することに適切に対応していく過程と行動の様相を指すのであろう.

2 )事業活動資金の確保

組織の設立目的や活動目的を継続的に達成するためには資金が必要である.社会サーピス
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提供を，政府の政策(公共政策)ではなく，社会問題の解決に取り組む非営利組織が提供す

るためには，組織会員の会費を除く活動資金のすべてを組織外部の資金に求める伝統的非営

利組織の形式に止まらず，組織運営上必要となる最低限の資金を賄うために(あるいは財務

基盤を継続的に強化するために)自ら事業収入を獲得する収益活動を行うことになるかもし

れない.つまり，伝統的非営利組織 (nonprofitorganization)を文字通り営利を追求しない組

織としての非営利組織とみなす一方401組織活動の継続のために一定額の資金を自ら獲得する

点で，営利を第一義目的としない非営利組織 (not-for-profitorganization)と対比できるのであ

る.社会的企業の中には，提供される資金額が変動するため，政府への活動資金依存度を抑

制しようと考え，そのために事業活動に要する資金の多くの割合を当該組織に固有の事業活

動で賄おうとする組織さえも存在する.いずれにしても，本稿では，独自の「事業収入獲得

活動を行う非営利組織jを概念的にも笑態的にも社会的企業に対応すると捉えている41)

英米における事業経歴の長い社会的企業の多くは，過去において，寄付金や政府助成金をもと

に活動していた経験を持つ組織が少なくないが，政府が財政的緊縮や政治的方針のせいで関連予

算を削った結果，社会サービス提供の継続性や組織の存続に強い危機感を抱き，大半の組織は事

業活動の継続性を重視して，組J織運営に関する資金面での裏付けを保ち，使途に制約のない手元

資金を一定額保有するために，独自の収入獲得活動を行うようになった (D百 [2∞'2]).また，

それぞれの社会的企業が活動する地域において，雇用機会を自ら創出する(とくに，社会的企業

が対象となる人々を雇用し，適度な水準の給料を支払う)ためには，元来，一定水準の事業収入

を獲得しなければならなくなる.そうした組織は(または組織の一部には)，外見的には営利企

業と同じで，収益事業活動を行う部門を組織内に保有しているのであるが，組織の設立目的また

は事業目的は出資者に還元する利益を拡大するためではなく，雇用された人々の経済的状況を維

持または向上するためである点に両者の違いを見出すことができる.

( 6 )社会的企業と社会的イノベーション

ディーズとアンダーソン [2006]は，社会的アントレプレナーシップの強調点に着目して，

それを社会的企業学派と社会的イノベーション学派に区分して説明する.社会的企業学派は，

組織として社会的目的を実現し続けるための資金を確保する手段として，収入獲得活動を行

うことを想定する.それは，組織としての自立的な決定と行動を貫くために，政府資金に依

存する度合いを引き下げる意図をもっ.一方，組織活動として，社会的目的と収入獲得活動

40)ミュージアム内の売店での展示品関連商品の販売や非営利組織が開く各種ノfザーでの創作物や

寄贈品の販売などをどうみるべきか.前者は常設庖舗を有することが多いだろうが，後者は少頻

度の催事とみなせるかもしれない.

41)社会的企業を公共政策の観点から論じた文献では，サードセクターやNPO部門の事業主体とそ

の活動的機能，それを可能とする組織構造やガパナンス体制を議論する側面が強いが，事業組織

としてのファイナンスや販売活動，事業運営に関する検討はほとんどない(明石 [2014J参照). 
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(ビジネス)のバランスを維持することの難しさも指摘されてきた.

他方，社会的イノベーション学派は，文字通り，社会的イノベーションを重視するが，そ

の意味は，社会問題の背後にある社会的・経済的仕組みゃ法制度の改革，あるいは，事業の

仕組みゃ支援対象となる人々の行動様式を変革し，社会問題に関わる顕著な形での変化・変

革を実現すること，あるいは，顕著な成果を出すことである.この学派は，社会的改革・変

革のための資金の出所に，こだわりを持つことはない(または，少ない)ので，政府資金で

も民間財団資金でも使える資金を使う立場である.

ドゥフルニとナイセンスは，社会的企業学派を， rミッシヨン追求型ビジネス (mission-

driven business) Jもしくは「営利活動を行う非営利組織 (commercialnon-profit) Jのアプロ

ーチと呼び，対処療法的 (prescriptive)性格を持つと述べている.一方，社会的イノベーシ

ヨン学派を，非営利部門の企業家 (entrepreneur) または変革者 (changemaker) と呼び42}，

社会的企業学派と対比して，収入源の問題ではなく，成果の問題だと述べている (Defourny

and Nyssens [2014)). 

大陸欧州では，長期失業や社会サービスニーズへの対処において公共政策が適切な打開策を打

ち出せない状況において，雇用機会創出と社会的排除者のコミュニティへの参加を重視した社会

的企業の活動に注目し，その中で顕著な成果をあげた事例を「社会的イノベーション」と捉える

ことが多い.社会的企業は，公共利益(または社会的目的)のために動く民間活動組織(非政府

系組織)であるが，社会的排除や長期失業などの問題に対する「革新的解決策」をもたらす能力

を有すると捉えられている (OECDetal. [2013J).従来は誰もが解決できなかった社会問題や課

題を解決・緩和した点で，あるいは，社会問題の解決や緩和となるサービス内容やサービス提供

方法を導いた点で，社会的イノベーションととらえられている.社会的イノベーション事例の多く

では，同時に，サービスを提供する仕組み(つまり，ビジネスモデルの一部)を編み出しているで

あろう.そこでは，行政はもとより，他の組織が従来，実現できなかった「革新的解決策Jの先鞭

を付けるか， r革新的解決策Jや社会改革を引き起こす触媒の役割を果たす主体的組織を社会的企

業ととらえている.さらに，これらの社会問題の解決・緩和を期待する観点から，社会的イノベー

ションの担い手としての個人を社会的起業家と位置づけている(Lead同町 [1997)[加7))制.

42) Young [1981]参照.なお， Dees [1998b]は社会的起業家の5要因を挙げている.①ミッシ

ヨンをもち，社会的価値を創出し，その価値を持続させる.②そのミッションをかなえるために，

新しい機会を認識し，ひたすら追求する.③イノベーション，適応，学習という不断のプロセス

に取り組む.④手中にある資源に制約があることにとらわれず，大胆に行動する.⑤サーピスを

提供する対象者に対して，十分な責務を果たし，いかなる成果をもたらしたかを説明する.

43)生活支援や社会福祉の観点ではないことに留意すべきである.炭谷ほか [2α)4]は社会福祉政策的

観点から社会的包摂を論じた.青山は社会包摂・社会包容を福祉政策の観点ではなく，都市政策や経

済政策の観点で取り組むべきと論じた(青山 [2013]p.221).なお，inclusionの邦訳語を，青山は包摂

ではなく包容(力)か望ましいと述べている(青山[お13]pp.お1・お4).また，社会的企業概念につい

ての根本的な問いかけと公共政策の関連を論じた文献に藤井[加10]，米海 [2013]などがある.
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一方，アメリカでもインドでも，社会的影響度を重視した議論はある叫)

社会的イノベーションにも，既存の仕組みゃ制度を変革することや，誰もができなかった

結果を生み出す事業事例を指すものと，小さな改善を積み上げて一定の実績をあげ，それが

「革新的解決策」と見なされ，他組織の「手本」となるような事業事例を指すものがある.つ

まり，社会的イノベ}ションの捉え方も，①従来と違う事業アイデアを実現した，②誰も対

処できなかった問題に新しいやり方での取り組み方法を示した，③顕著な効果をもたらした，

というように異なる段階に対応しているのである.

社会的イノベーションは，既存の制度や事業慣行(公益サービスや社会サービスの提供体制)を

ともに対象として含む点で，対象を特定しにくい性格をもっ.公益サーピスに限定されない側面も

ある.それを改良型イノベーションと画期的イノベーションに区分して考えるとき，改良的性格の

社会的イノベーションは日常的に多数観察しうるが，社会的イノベーションの定義と議論の対象を

明確にしないと，対象が広範囲に及び，議論は拡散するおそれが強くなる.

( 7 )まとめ

先行研究では，準公共財を私的企業や非営利組織が提供することなど，非営利組織が市場の失

敗や政府の失敗に対応する行動を取っていたと論じてきた (Weisbrod[1977]. Hansmann 

[1980]等).また，ワイズブロッドやハンスマンが強調したように，教育や医療のー部サービス

などを典型に，社会サービスのうち高品質なものを追加的費用を支払っても求める人々の存在や，

そうした選択的消費に対応するサーピスを提供する一部の事業者の存在を確認できた.逆に言え

ば，ワイズブロッドが論じた準公共財のうち社会インフラを除く準公共財を提供する非政府機関

には，医療や教育の領域が多かった.彼らが，医療，教育，一部の社会サービスを民間企業でも

提供できると述べるのは，サーピス対価の支払いや受取を伴う状況に関してである.たしかに，

教育，医療，社会福祉の一部ではサーピス対価の支払や受取を伴う形態か支配的である.だが，

社会福祉の領域では受益者が社会サービスを享受しでも，その対価を支払わない人 (支払う能力

がない人)もいる.生活困窮者などの状況改善を主な対象として論じる社会問題対応の医療や教

育とは，最低限度の医療サーピスや就労時に壁となる基礎学力を修得するような教育である.本

稿は，社会問題の解決にビジネス手法を用いて解決する非営利組織を検討する点で，事業収入獲

得型非営利組織に注目しているが，サーピス対価を支払うことができる人を想定した病院，学校，

託児所，老人ホームなどの事例は検討の対象外とした方が妥当だとわかった削.

44) Bornstein [2007].エルキントン=ハーテイガン [2008].Nicholls [2006].プラハラード

[2010].玉村 [2014].Young [1986] [2006]などがある.

45)支払い能力が相対的に高い人々を対象とする発想には，例え11，BuPビジネスがある.近年，

新興国においては，個人所得の増加に伴い，一部の人々がより高水準のサーピスを求める場合や，

顧客の支払能力に応じて異なるサービス料金を課する場合も観察されている(例えば，アラピン

ト歯科医院の料金設定.プラハラード [2010]参照). 
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改めて，公益サービスと社会サービスの名称のみならず，それらが意味する内容とは何だ

ろうか.公益サービスを，サラモン [1994]が言う公共奉仕活動と捉える場合，その活動組

織には，サ}ピス提供組織，資金供給の仲介機関， 教会などが含まれる.サービス提供組織

はさらに，保険医療(病院，診療所，老人ホーム等)，教育(初等 ・中東教育，高等教育，図

書館，非営利研究機関等)，ソーシャルサービス・法律相談(個人や家庭の福祉，職業ヨI1練や

復職サービス，宿泊施設，デイケア，法律扶助サービス等)，市民・社会(アドボカシー，公

民権運動組織，地域のための組織等)，芸術・文化からなる.

N.推進・奨励政策に関する論点の検酎

社会的企業推進・奨励の政策理論的根拠とは何か.市場の失敗，政府の失敗， NPOの失敗

(提供サービス制限，資金不足)の末での，社会的企業による社会サービス提供は理論的に

「新たな市場内部化jと言えるのか.社会的企業と政府の関係など，それぞれの論点を検討し

てみよう.

( 1 )市場の失敗・政府の失敗・ NPOの失敗

社会問題の解決は，市場の失敗であるため，その対応は政府の仕事であるという見解があ

るだろう.たしかに，社会政策は市場の失敗のうち，所得分配や機会平等に関わる生活保

障・生活支援策を扱ってきた.だが，政府がそのサービスを供給する一方，社会が求めるサ

ーピスへの要求内容は高水準化かっ多様化した.また，財源，サーピス品質，事業遂行能力

の面で，行政がすべての要求内容に対応できるわけではない(政府の失敗).そこで，行政と

の契約の上で，一部サービス提供行為を非行政組織へ業務委託する考え方が出てきて，実施

されてきた(つまり 「補助金から契約へj と形態が変化してきた). 

非営利組織としての社会的企業は公益サービスの提供者・促進者である.ワイズブロッド

は，公共財と私的財の代替可能性を前提に，社会サーピス提供におけるコスト効率への競争

圧力と，提供されるサービスの高品質維持の関係を論じた.つまり，民間非政府組織が公共

財の一部(教育，医療，社会サーピスなど)を供給できるのである.

営利組織と市場で競合するかどうかに関わらず，非政府組織が提供するサービスに対して，

サービス対価を受け取る場合，こうした事業展開は「市場内部化jといえるだろう.社会サ

ービスの提供が単なる慈善行為ではなく，対価の支払を伴う事業形態の場合，経費を上回る

収入が見込める限り，新しい事業者が参入し，市場価格機構を媒介として需給調整する方式

が成り立つ.それが市場原理(市場価格調整機構)であり，そこでは価格の自由な設定と，

参入・退出の自由が作用するよう制度整備が必要となる(市場内部化促進には，関連する規

制の撤廃も必要となるかもしれない).だが，サーピスに科金を課すると，低所得者がサービ
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スを受けられなくなる状況も予想できる.ここでは，社会問題をいかに捉え，社会問題に対

応する医療や教育をいかに捉えるか，である.一方，過疎地域への基本ニーズの充足は温情

主義の観点から事業支援すべきであるという見解があった(マスグレイブ・マスグレイプ

[1980]). 

他方，社会的企業の場合，市場価格機構を使わないが，営利企業を事実上のベンチマーク

と捉えて財やサービスの生産費用を抑制し生産効率を高めることはありうる.政府が「提供

すべきjサーピスを非政府組織が供給することdは，そのサービス提供費用(および事業運営

の総経費)を引き下げる側面に止まらず，住民が要求するサービスの提供や品質向上を実現

できる側面が含まれている.それはビジネスの手法と発想を活用する一側面であろう.だが，

それを「市場内部化jと呼ぶことは妥当だろうか.ピジネス手法を活用し問題解決・緩和す

る例を示せば，①支援対象者を一般労働市場に取り込む.②従来は提供が困難な社会サービ

スの供給を実現する.その際，料金設定，条件(費用等)を明示する場合もある.③支援事

業の中には，サービス供給のみで経済的対価の受け取りを見込めない場合がある.それでも，

ピジネスの手法と発想を取り込むことで，行政が事業を行う場合よりも，費用効率の改善を

見込めるかもしれない(総経費の節約).④従来なかったサービスが提供される事業の仕組み

を構築する.こうした事業展開の形態またはプロセスを経て，問題解決に向かう州.

図4には，社会サーピスとそれを提供する主体の全体イメージを示している.従来，社会

サービスを提供するのは政府であると公共経済学や財政学では想定していた.だが，基本ニ

ーズに対応する社会サーピスであっても. (地方)政府によるサービス提供が不十分な場合に

は，たとえば地域コミュニテイが社会サーピスを供給する仕組み(社会的関係資本と呼ぶ)

を形成したり，あるいは，政府が提供する社会サービスの不足や漏れの部分を非営利組織

(慈善団体等)や社会的企業が補ってきた.非営利組織は，もともと，市場や政府活動の機能

の漏れや不足を埋める役割を果たしてきた.他方，一部の社会サービスを有料で提供する選

択的消費の領域が存在し，そこでは主に営利企業が活動しているのである.

ガーやユヌスの「施しに頼らず，経済的に自立する」という議論の要点を福祉・就労支援

と社会的企業の関係概念図としてイメージ的に示してみよう.図 5には，従来の社会福祉サ

ーピスの領域(政府系機関の就労支援サーピス機関への斡旋まで)と社会的企業が活動する

就労支援(自ら雇用するか，雇用に向けた職業訓練を自組織内または具体的連携組織内で実

施する)領域との関係を示している.緊急避難的支援として，社会福祉の領域では，避難先，

炊き出し，対象者の尊厳 (respect)を考慮した扱い，生活保護，シェjレターを提供する.だ

46)内部補助を伴う低価格での社会サービス方式は，営利企業の場合であれば不当廉売に相当する.

だが，行政が認めた社会サーピスに二重価格を設定し，相対的に裕福な人には高価格を設定し，

貧困者には「格安」価格を設定することはBOPビジネスでは多数の事例がある.一方，そうした

状況と価格を設定するかどうかの適否の議論もある.注45も参照.
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が.対象者(緊急避難してきた人々)にとり，シェルターでのサービスは一時的通過点であ

(青山 [2013J34-38ページ).対象者が一般社会生活に戻る意志がある限り，労働市場へのり

復帰に必要な職業能力等を身につけるための支援を行う. しかし，社会的「通念Jから逸脱

した経歴をもっ人の職業的能力は高いとは言えず，多 くの人は義務的教育過程で基礎学力を

十分に習得していないことも重なり ，必ずしも就労に結びつかない.そこで， 一部の組織
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(社会的企業)では，そのような人々を自ら雇用するとか，連携先と協力して職業訓練を行う

ための機会や場を斡旋している.受益者の具体的な行動変化を促す働きかけを当該組織が担

う点が既存政策との違いであろう (7)

( 2 )社会的企業と行政との関係

次に，外部委託する政策的根拠を政策理論の観点で，再検討してみよう.

1 )外部委託(代行)の政策的根拠

行政が非営利組織に社会サーピス提供業務を外部委託する理由は，次が考えられる.

第1に，既存の制度・政策の漏れを埋め合わせ，不足を補い，行政が対応、できないニーズ

にも対応する「補完型jである.それらが，既存の行政サービス(失業手当，年金，住宅，

教育，保育等)の基幹部分の補強と，提供漏れサービスの補完という性格の整理が必要であ

る.その中には，予算不足や行政職員の不足を補う側面も含まれる.

第2に，安価での請負または「下請型」である.行政が少ない予算で事業を行おうと外部

委託する場合に相当する.

第 3に，行政が専門能力的に遂行できない機能の代替であり， I能力代替型Jと言える.そ

れは，行政の業務遂行よりも，業務内容が高水準であり，高品質の割に安価で効率的にサー

ビスを提供できる.とくに，コミュニティごとの問題の特質を知り，きめ細かく持続的に対

応する点で，地域に拠点を置く非営利組織に固有の「事業上の優位性Jが認められる場合が

ある.

第 4に，全くの新形式で事業化に取り組む場合である.行政はそう した状況での実施ノウ

ハウをもたないことが多いのである.

2)価値財{社会サービス)を自発的に提供する主体

政府以外の民間組織がサーピスを自発的に提供する行為は， (助成金の有無にかかわりなく)

民間組織が価値財(準公共財)を提供するのであり， I政府の失敗Jまたは「政府の欠陥」を

補う民間組織の行為である.その際，対価が支払われているならば，市場取引は成立してい

る.市場取引のケースは，本稿での検討の対象外である.他方，対価の支払がないとき，サ

ービス提供は一方的給付または「贈与Jの状況とみなすことができる.サーピス提供の回数

が年に 1-2度や頻度が極めて限られている場合はイベント的性格を強める.サービス提供

がほぼ日常的になされている場合には業務的・組織活動的性格を持つと捉えることができる.

本稿では，後者を対象と している.だが，機会回復，機能回復，それに関連する事業を行う

47)雇用や就労を支援・拡大する政策として，民間企業は一般に営利・採算基準で採用を決定し管

理するだろうが，売上高や利潤の一定割合を進んで社会貢献に充当すると内規を定めているごく

一部の企業が存在する(それは，社会的目的型営利企業と呼ばれている). 
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非営利組織や社会的企業の取り組みは「新規または追加的な社会政策・福祉政策Jといえる

だろうか.いや，これらはもはや社会福祉政策とは言えない.なぜかといえば，それは公的

資金に依存しなくても事業が成立しているからである.

なお，営利企業が売上高や利益の一定割合を社会的目的のために寄付する行為や，組織が

保有する資源を問題解決に充てる行為は企業の社会的責任 (CSR)の領域である.だが，該当

企業の寄付基準にはばらつきもあるので，概念的に見て，それは社会的企業と一線を蘭する

方が適切である岨)

( 3 )政府が社会的企業の活動や事業展開を奨励する政策を示すことの意味

3ー1社会問題への対処法と担い手

社会的企業を推進・奨励する政策は，一面で，地域の社会問題を解決し地域の荒廃を地域

の復活や地域活力に向けると期待しており 他面では 社会的企業が問題解決型の事業を創

造し雇用機会を創出した結果として，福祉・雇用促進関連予算が節約できると期待している

(Leadbeater [1999，2007]. OECD [2007J).そうであれば，社会的企業奨励政策は，地域に必

要とされる社会サービスを提供する新事業創出の一環と見てよいかもしれない.

社会問題への対策や解決法に関する第 1の論点は，また，基本ニーズを満たす社会サーピ

スが提供されないまま放置されてきた理由は，サービス提供体制を構築する困難と事業予算

確保の困難のいずれもが関わっているだろう.第 2に，当該課題に対処する方法やノウハウ

が政府に不足しているので実行に至らない状況であるか，それとも，政府のみならず，それ

以外の民間組織も，課題への対処法をもちえていない状況なのか.それは問題ごとに違うだ

ろう.第 3に，具体的な活動の実施主体に関連して，当該課題に積極的に取組む人がいるか

どうか.この点も，問題ごとに，また地域ごとに異なるだろう.

これらの 3つの論点は言うまでもなく，相互に関連しあっている.多くの社会的企業は，

取り組む問題や課題を特定し，それに向き合いながら，組織固有の方策を試み，逐次，改良

していくため，組織固有の経験知識・情報やノウハウが徐々に蓄積されていくだろう.

3-2社会的企業の事業必要資金の確保と事業経営

事業化というとき，活動に必要な資金を集める行為に特別な意味はないと見るべきである

(非営利組織を文字通り，営利活動をしないと捉える認識が日本では強い)が，組織の目標や

ミッションとそれを実現する手段(直接のサービス提供行為と，サービス提供を支える資金

獲得という間接行為)の関係を区分した議論が必要ではないだろうか.

48)ポーターとクラメールは， CSRという形態での社会貢献活動は，外圧に依存する自己満足的活

動であり，価値を重視しておらず，継続しにくいと論じている (Porter=Kramer[2011] 

pp.65，75，76) . 
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そうした課題の 1つ 1つに取り組む社会的企業をいかに捉えることができるか.まず，社会

サービス内容(財の性格)として，例えば，生活困窮者や障碍者の生活支援や就労支援を上

げることができる.一般に，そうした活動に必要な資金源として，①寄付，会費，②政府資

金，①組織の独自収入が考えられる.資金を行政が出す委託形式，ないしは，資金の一定部

分を独自で捻出する(同時に，必要資金の一部を助成金で受け取るが)形式がある.後者で

は政府責任の観念がやや希薄化する.また，地域が必要とする社会サービスを実施する資金

的裏付けを地域内で自己調達する(政府に頼らない)という見解も存在しうる.

元来，非営利組織と区分して，社会的企業と呼ぶようになったのは，社会的企業が「ピジ

ネス手法を用いて，社会問題を解決・緩和する組織」であるからである.図 6には，社会的

企業のビジネスシステムを概念的に示している.外部資金や当該組織が獲得した資金の合計

額を元に，社会サービスが受益者に提供される仕組が形成されている.また，不利な状況に

ある人々の就労支援や雇用について，社会的企業が雇用者に給料を安定的に支払うことがで

きるように製品・サーピスの生産・販売体制を自ら構築し，市場で売れ続ける状態を継続さ

せる努力が必要である.さらに，雇用に向けた職業訓練を自組織内または具体的連携組織内

で笑施するに際して，事業を運営するための費用が収入を上回る状態が続かないよう費用削

減的な事業運営が求められる.

-社会サービス提供型

府間財団卜主主，市 ! 社 会 サ ー ビ ス ! 社 協 )

[i訓告吟庄日
.雇用推進・就労支援型

政府、民間財団| 資金

その他 |ーーーー+1 社会的
司 企業

間一同

図6 社会的企業のビジネスシステム

注)社会サービス提供型.財団，中間支援組織を除く.
出所)筆者作成.

( 4 )社会的イノベーションの主体と「革新的解決策」

社会問題が手つかずのままにされている，あるいは，従来から地域の不活性状態が続き，その
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ままではさしたる変化は望めない.政府が働きかけても，従来はうまくいかない(奏功する見込

みは小さい).そうした中で，特定の人または組織の活動の結果， 1つの社会問題が解決したと

き，または地域活性化に向けた試行の結果，受益者である人々の意識や行動の変化が生じると

き，それをある穫のイノベーションと呼ぶこ とはできょう.だが，市場内の通常の行為の積み重

ねが改善に向う状態を「ソーシャルJイノベーションと呼ぶだろうか.ソーシャル ・イノベーシ

ヨンと呼ぶ理由は，非政府組織が社会制度の変革を促す契機となるなど，組織的活動を取り巻く

法制度や「市場外jの社会的通念に影響を及ぼすためであろう.既存・通常のやり方では，状況

の解決 ・改善は無理だと誰もが考えている状況の中で，独自の着眼点やアイデアや画期的方法に

より，予想や想像を超えた変化を引き起こしたことを評価した表現ともいえる.

社会的企業は，既存の社会政策の見池でなく，従来の施策方法を改良し，実施が困難と見

なされていた政策の条件を克服し，実現可能な事業モデルを提示する場合がある.社会的企

業の一部は，従来はニーズを満たさなかったサービスを提供する新たな主体と言え，社会的

課題解決に関する社会的イノベーションを創出する主体である.少なくとも地域市場におい

て，従来は存在しなかった製品 ・サー ビスを供給するか，行政が行う既存のサーピスよりも

安価で品質が高く，使い勝手がよい条件で製品 ・サー ビスを供給する点で， 新しい事業の展

開は社会的イノベーションと言えるだろう制.

社会的イノベーシ ョンの担い手としての社会的起業家・社会的企業は，その解決が望まれ

ていた社会問題や， 多くの人が考慮しなかった制度的課題に挑み， 変化をもたらす.ある意

味で， 誰も実現できなかったことを実施した個人または組織である.だが， 社会サービス提

供方式のポイントが明らかとなれば，新規参入が生じるだろうし，新たな社会サービスの創

造やサーピス提供方法の改良や革新が誘発されるかもしれない.

一方，社会的イノベーションを重視する見解では，課題に挑む初期段階や課題に取り組ん

でいる過程の状況， つまり明確な影響力を示していない試行過程にある事例よりも，すでに

結果をもたらしている行為(者)に着目する(結果重視の視点に立っている)ことが多いだ

ろう .社会的イノベーションを導く限り，その主体は社会的起業家に限定されることなく ，

また，いかなる資金源泉でも よいと割 り切って捉える側面があるように思われる. その意味

では，フ イランソロピー型の営利企業が社会的イノベーションの主体となることもありうる

のである日)社会的起業家を推奨することが多いだろうが，社会的イノベーションを起こす個

49)ところで，事業の進め方に関わるイノベーションを，営利と社会的目的に対応させて，ビジネ

スイノベーションとソーシャル ・イ ノベーションに区分するが，そこでいうソーシャルとは，市

場の失散を解決しようとする「社会政策・社会共同体J的観点にたっているだろう.他方，技術

面でのイノベーションとは別に 広義の社会システムや社会インフラそのもののイノベーション

をソーシャル ・イノベーションと呼ぶこともある.

50)実際，カーネギーら，巨万の富を得た人々が慈善活動，社会貢献，ときには社会革新の代表と

して名前を残している.
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人やその人を含むチームや組織に注目することや社会的イノベーションを引き起こすことが

重視されていて，社会的企業を推進する制度や政策と直接の関係が不明確な事例紹介も多い.

たとえば，リードピーター [2007]は，英国内閣府の文書において，社会的企業の 「革新

的解決策」を期待するあまり，多くの社会的企業の輩出を推進する提案をしている.社会的

起業家が増加すると社会的企業の活動が活発となり，結果として 「草新的解決」が多数生じ

るという期待である. それは，政府には課題解決能力がないので， 問題解決力をもっ社会的

企業を待望しているだけのようにも感じられる.そうだとすると，社会政策や社会福祉政策

から，自立を促す政策に転換したことの意味は何だったのがを問わざるを得なくなるだろう.

社会的企業には，政府の支援で経済的に自立し，通常の営利活動を行い，雇用と納税を増や

すことが期待されているのであろうか.

そもそも，社会問題の解決(社会状態の改善)を，デイーズがいう社会的価値の創造と見るとき，

社会問題の解決や社会状態の改善を一律に，社会的イノベーションと捉えるべきであろうか.社会

状態の改善は一般には漸進的改良型イノベーションであろうが，より改革型の問題解決の場合は，

既存システム破壊的イノベーションの性格を強めるかもしれない.あるいは，個別の問題の解決や

社会状態の改善は，事業の仕組みの構築に支えられているだろうし，それらを総合してみると，社

会的価値の創造とビジネス手法の融合自体が1つの事業システムの革新といえるのである.

さらに，社会的イ ノベーションの定義にかかわらず，非政府組織が事業システムの革新を

行っていくことは自然発生的現象なのか，ぞれとも，政府が期待し奨励し誘導する事柄なの

であろうか.もちろん，社会的イノベーションであっても， 1つのプロジェクト事業である

限りは，事業の意図や目的と事業の成果の関係はまちまちであろう.事業の性格は，事業実

施主体がプロジェクトベースの組織体制か，継続体組織なのかにも依存する.

v.結びに代えて

本稿では，政策理論あるいは既存の公共政策論との関連で，社会的企業推進政策の根拠を

検討してきた.本稿の検討を通じて明らかになったことを列挙してみる.

( 1 )社会的企業の機能は政府が担う後能の補完か代替かそれ以外か.

社会的企業は，政府が提供する基本サーピスの補完・補充機能を果たす.ときには，政府

との契約の下で社会サーピスの供給を代行する.それは，社会政策の公式・非公式の補完 ・

代替である.公式とは，契約に基づく業務代行であり，社会サーピス提供の補完と代替の両

機能を含む.非公式とは，政府との契約に基づかない非営利組織等の自発的行為であり，補

完が中心であろう.また，社会的企業が価値財の提供方法を改良することや革新を引き起こ

すことも，社会的な知識 ・ノウハウを充実させる. いずれにせよ，支援対象者 (受益者)の

便益が向上し，政府費用の軽減が進むならば，社会全体の利益は高まる.
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( 2 )社会的企業は社会政策の担い手か「市場内部化Jの担い手か.

社会的企業の機能は，必要資金をすべて公的資金に依存する社会政策や福祉関連の観点で

なく，雇用を維持・拡大できるだけの事業収入をあげるよう事業経営するという意味で経済

政策ではなく，事業の業務改革の観点から，取り組んで、いる.だが，非営利組織が寄付金・

贈与金，政府助成金，自己収入をもとに，雇用を一人でも増やそうと事業展開する営為をい

かに捉えるべきだろうか.それは大義または使命感に基づくといえるだろう.

事業的アイデアの具体的展開として，社会サービス提供の一部をサービス対価の支払いと

いう次元において市場取引ベースで実施することは「市場内部化」とみなすことができる.

他方，従来は，社会(福祉)政策として政府が提供すべきと見なされていたサービス領域に

営利企業の発想や手法を取り込んで，問題解決をはかろうとしている.それは[市場内部化」

の性格を持つようにも見えるが，社会サービス提供に価格を設定しない場合が大半であるこ

とや，営利追求を目的とせず，解決策となる事業の継続を重視し，コスト意識をもち，費用

効率的な事業運営を行っていることは大義を支える行為とみるべきである.とりわけ，既存

の事業形態や方法と違う形でサーピス提供を図るとか，サービス提供の仕組みゃサービス提

供に関わる法制度(規制)を変革する指向性が強い社会的企業も存在するのである.

( 3 )社会的企業推進攻策の政策理論的正当化

一部の社会的企業は問題解決における社会的イノベーションの主体であるがゆえに，社会

的企業推進政策を政策理論的に正当化できるのか.

社会的企業が社会的イノベーションの主体になりうることは認められるが，社会的イノベ

ーションの結果だけではなく，それに至るプロセスでの活動に着目しないで社会的企業の推

進を表明することは，単なる「待望Jゃ「期待」でしかないだろう.とはいえ，社会的イノ

ベーシヨンの意図や計画を推進することとは，新規の「社会問題解決型j事業の事前の審査

や評価で，高い評価を得た計画に政策的支援を行うことを意味するのだろうか.既存政策の

限界を認識している社会的企業は，そうしたプロセスを必ずしも望まないだろうし，政府も

社会的企業の計画を十分に審査する能力はないかもしれない.社会的イノベーション推進政

策としての具体的内容をさらに検討する必要がある.

一方，民間組織に社会問題解決の糸口をゆだねる点は，よく言えば，広く知恵を結集する

ものである.あるいは，打開策を探る社会実験とも言える.それは政府の対処能力を越えた

ため，民間組織の自発的行動に「お墨付きを与えるJ(正統化する)性格をもつだろう.なお，

業務代行契約はこれに含まれない.

( 4 )米欧における社会的企業観

EUでは，長期的失業や不利な状況に置かれた人々の雇用，その他の社会問題を解決する主
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体である社会的企業に対して，資金援助を含めて支援するのは公共政策として当然と見てい

る.ハンスマン [1980]にならって言えば，市場の失敗，政府の失敗，非営利組織の失敗，

契約の失敗を補う主体としての社会的企業という位置づけである.アメリカでも，市場の失

敗，政府の失敗，非営利組織の失敗を補う主体としての社会的企業という位置づけは同様で

あろう.けれども，営利企業のフイランソロビーをそこに加える点が大きな相違である.ア

メリカと欧州の観点に共通する社会問題として，不利な状況に置かれた人々の雇用や経済的

自立への支援である.また，職業能力の開発，雇用促進，そして地域コミュニティ開発が共

通の課題であると思われる.

一方， EUでもアメリカでも，社会的イノベーションへの期待は大きい.EUでは，社会問題

の解決に有効なビジネスモデルの開発・実行・普及に関心が強い.社会的インパクトのある

対策の奨励は，①1つlつの問題の解決策を提示する.それを改良しつつ，効果を確かめる.

② 1つの成功モデルの事業規模を拡大する， r量産Jする，③1つの成功モデルの適応範囲を

対象，状況，地域のそれぞれに関して，拡大していく.これらはPDCA，スケールアップ，身

近な成功モデル(ロールモデル)の活用である.そして，④これら事業を量産，拡大，継続

するには，ビジネスモデルの明確化と柔軟な修正能力が求められる.また，事業の実施・継

続や拡大には，事業経営能力の酒養，つまりは人材育成が重要となってくる.

本稿に関連した課題は山積している.第 1に，資金の源泉・使途と効果/社会インパクト，

費用対効果や政策実施の前後における状況改善方法の検討が必要である.一般に，社会的企

業が生み出す社会的利益は，①新規就労者数，または新規に作り出された仕事の数と内容を

筆頭に，②得られる金銭的利益(対象者への給料等，支援組織に生じうる余剰金など)，③得

られる非金銭的利益(必要サービスの享受に由来する利便性，生活の質，尊厳など)，④現在

生じている費用が削減・節減される金額(間接的利益)から構成されるだろう.SROI指標で

は，地域社会の課題解決・緩和(秩序回復)の政策効果，あるいは現行経費の削減や公的資

金投入額の削減なども含んでいる.だが，現状では，個別事例を越えた社会的価値の比較可

能な指数化は難しい51) 第2に，社会的価値と経済的価値の分離は可能か不能か，それとも両

者を融合的に捉えるべきかという課題がある.

*本稿は、日本経済政策学会関西部会 (2014年 3月15日、岡山大学)での報告内容 [社会的

企業推進政策の性格と課題jを改題し拡充したものである。報告時に鈴木純、田中康秀、

福重元嗣の各先生から費重なコメントを頂いた。

51) REDFが提唱したSROI(Social Return on Investment)については， Emerson [2006]，明石

12012J，玉村 [2014]などを参照.こうした項目や見解とは別に，仮想的市場評価法(支払い意

思額による推計)などの指標もある.
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