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■１．はじめに

　ハーバードビジネススクール（HBS）のジ

ョージ・セラフェイム教授らはインパクト加

重会計イニシアティブ（IWAI）を立ち上げ、

利益とインパクトを統合し、インパクトを会

計システムに組み込む新しい手法を提示して

いる。

　インパクト加重会計は、投資家や政府など

様々なステークホルダーの意思決定の質を高

めることが期待される。その一方で、インパ

クト加重会計は方法論としてはまだ完成途上

にあり、企業の導入や普及のハードルになる

だろう。しかしながら、インパクト加重会計

の適用領域は幅広く、従来のESG経営を高度

化する手段となることが期待される。このよ

うな取り組みを検討する企業として積水化学

工業が挙げられる。アフタコロナ時代の新し

い企業価値モデルとなるように、企業は独自

のパーパスを掲げ、そのインパクトを可視化

することが求められる中で、インパクト加重

会計は企業のパーパスを定量的に評価する有

効な枠組みとなろう。本稿では、インパクト

加重会計の概要を示し、可能性と限界を示し

つつ、インパクト投資に与える影響を展望し、

未来のインパクト投資像を描いてみたい。
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■２．インパクト加重会計イニ
シアティブ（IWAI）の概要

　2019年に、ハーバードビジネススクール

（HBS）のジョージ・セラフェイム教授らは

インパクト加重会計イニシアティブ（IWAI）

を立ち上げ、利益とインパクトを統合し、イ

ンパクトを会計システムに組み込む新しい手

法を提示している。

　インパクト加重会計の特徴は、インパクト

を貨幣換算することによって、インパクトと

利益を統合し、既存の会計システムへ組み込

む狙いを持っていることである。

　インパクト加重会計イニシアティブ

（IWAI）はグローバルなインパクト投資の

基準を設定している団体であるGSG（Global 

Steering Group for Impact Investment）や、

グローバルなインパクト評価の基準を策定し

ているIMP（Impact Management Project）

とも協同している。SIB（ソーシャルインパ

クトボンド）を開発した、著名なインパクト

投資家である、ロナルド・コーエン氏もこの

インパクト加重会計イニシアティブ（IWAI）

を熱烈に支持している。

　インパクト加重会計が測定するインパクト

は具体的には、①製品サービスのインパクト、

②従業員などの雇用インパクト、③環境イン

パクトの３つを意味している。これまでも、

環境会計などによって③環境インパクトの定

量化はかなり行われてきたが、①製品サービ

スのインパクト、②従業員などの雇用インパ

クトはほとんど行われてこなかったので、こ

の部分を定量化する点にも新規性、革新的が

高い手法である。

　既に、インパクト加重会計イニシアティブ

は、様々なレポートを公表し、インパクト加

重会計の具体的な適用例を示している。例え

ば、2020年７月には、インパクト加重会計イ

ニシアティブは1,800社の環境影響コストを

公表した。この調査では、多くの企業が

EBITDAを上回る環境コストを生み出して

いることが明らかになった。2018年に

EBITDAがプラスになった1,694社のうち、

252社（15％）の企業は、自社が引き起こし

た環境負荷によって利益がマイナスになるの

に対し、543社（32％）の企業ではEBITDA

が25％以上減少する。また、業種によって、

航空会社、紙・林産物、電力会社、建築資材、

容器包装などの業種では、ほぼすべての企業

がEBITDAの４分の１以上を削減すること

になる。今後、インパクト加重会計イニシア

ティブは製品や雇用への影響のコストも公表

する予定であり、企業が生み出す真の利益、

影響の全体像をさらに把握することができる

ようになるだろう。

　また、インパクト加重会計はネガティブな

面だけでなく、製品サービスが与えるポジテ

ィブな面や雇用がもたらすポジティブなイン

パクトを定量化するという特徴がある。

　例えば、インテル社は2018年に、失業率の

高い地域に雇用を提供することで約36億ドル
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のプラスのインパクトを米国において生み出

している。また、インパクト加重会計を用い

ることで、インテル社は、多様性のレベルを

向上させ、人種的マイノリティや女性が社内

で昇進する機会をより平等に提供すること

で、この雇用インパクトをさらに高めること

ができることが示されている。

　インパクト加重会計の方法論のメカニズム

を簡単に見てみよう。まず、会計上の利益が

ある。製品サービスのインパクトを評価する

場合は、製品のインパクトの評価軸を設定す

る。次に、その製品インパクトをベンチマー

クと比較して貨幣換算する。インパクトが負

の場合は利益からマイナスする。インパクト

が正の場合は利益にプラスする。そして、イ

ンパクト調整済みの利益を算出する。それを

貸借対照表、損益計算書に調整を加えていく。

最終的に、従来の会計上利益にインパクトが

加算されて、インパクト調整済みの利益を示

すことができる。

　インパクト加重会計に期待されるものは何

だろうか？

　第一に、政府が企業が生み出した害に対し

て直接企業に課税することができるようにな

ることである。インパクト加重会計によって、

個々の企業のもたらしている外部性が定量化

されることで、企業が製品、事業、雇用慣行

を通じてプラスの影響をもたらすように、減

税、補助金、優遇調達などの形で、直接的な

インセンティブを提供することも可能にな

る。

　第二に、投資家がインパクト、企業の環境

的・社会的影響を考慮したインパクト投資が

可能になる。

　第三に、顧客（個人であれ企業であれ）や

従業員は、購買やキャリア選択において、各

団体や企業がもたらしている外部性を考慮し

た行動変容が可能になる。

　世界では既にインパクト加重会計を実践す

る企業は世界で56団体ある。これには部分的

なプロジェクトも含まれており、日本でも損

保ホールディングスと三菱エレベーターが選

出されている。

■３．積水化学工業のインパク
ト加重会計の試験的な導入

　筆者が知る限り、日本企業でインパクト加

重会計を正式に導入している企業、インパク

ト加重会計の枠組みに沿って情報開示を行な

っている企業は１社もない。しかしながら、

積水化学工業はインパクト加重会計の導入を

模索しており、筆者もこのプロジェクトにア

ドバイザーとして関与している。積水化学工

業は、ダボス会議で「世界で最も持続可能性

のある企業100社」が発表される中で、2020

年日本最高の12位にランキングされており、

グローバルにも高く評価されている会社であ

る。まだインパクト加重会計の本格的な実装、

導入には至ってはいないが、インパクト加重

会計は同社にとってどのような経営的な意味

があるのだろうか？以下、同社のESG経営推
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進部の三浦部長からのヒアリングを筆者がま

とめたものである（図表１）。

積水化学工業にとってインパクト加重会計導

入の狙い

• 　同社は、これまでも長年環境面に積極的

に取り組んできており、積水サステナブ

ルインデックスなど定量的な指標なでは

すでに取り入れている。これらの環境面

の取り組みに加えて、これからは社会的

な側面においてのインパクト評価や指標

づくりへ展開していくことが必要と考え

ている。

•　環境面はマイナスを減少されるという取

り組みが中心となるが、社会面ではより

積極的にプラスのインパクトを評価して

いくことなども取り組むことが可能とな

る。

•　ESG経営の基盤として目に見えない資

産、例えば従業員やレジリエンスなどの

可視化しにくいものはこれまでは定量化

することができなかったが、これらの価

値の見える化もESG基盤強化としては有

効となるだろう。またグループ全体の定

量的な進捗評価や組織全体のエンパワー

メントも具体的かつ可視化され、グルー

プ従業員ともコミュニケーションしやす

くなることも期待される。

•　これまでのサステナビリティ貢献製品の

売上高比率を増やすことに加えて、より

積極的に製品サービスのポテンシャルを

含めてインパクトを評価していく方針で

ある。

•　インパクト加重会計はこのインパクト評

価にブレークスルーをもたらすのではな

いかと期待している。なぜなら、企業の

パーパスの進捗を定量的に評価する枠組

みを与えうるからである。

　以上から、同社はインパクト加重会計を用

いて、これまでのESG経営の取り組みをさら

（図表１）積水化学工業のインパクト加重会計導入の狙い

（出所）インタビューに基づき筆者作成

これまで 今後
（インパクト加重会計導入による狙い）

ESGのEが重点 ESGのE、Sに重点

環境面の可視化・定量化 環境面の可視化・定量化
社会面の可視化・定量化

マイナスを減らす マイナスを減らす
プラスを増やす

自に見えづらい資産は評価しない 自に見えづらい資産も評価し、価値創造につなげる

サステナビリティ製品の売上高比率を増やす ・サステナビリティ製品の売上高比率を増やす
・製品のポテンシャルを高める

事業部ごとの社会課題解決の軸はバラバラ 会社全体の社会課題解決の評価軸を統ーする
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に高度化させようとする戦略的な意図が読み

取ることができる。以上のように、インパク

ト加重会計には従来のESG経営をさらに高度

化させる側面があることがわかる。

■４．インパクト加重会計がも
たらすESG経営の高度化

　インパクト加重会計がもたらすESG経営の

高度化という意味は、これまでに企業ができ

なかったことができるようになったり、新し

い高次元のことが可能になるという意味であ

る。従来のESG経営はどちらかというとリス

ク管理の観点から語られることが多かった

が、インパクト加重会計によってプラスの面

も可視化することができるようになり、ESG

経営をリスク管理から機会を得るためという

転換も促すことができる。

　現時点では、インパクト加重会計は法律で

要求されるものではなく、企業の自主的な取

り組みにすぎない。したがって、インパクト

加重会計が企業に広まっていくにはそれだけ

の効用が認められなくてはならないので、ま

ず、インパクト加重会計の適用領域を考えて

みる（図表２）。

　縦軸は、インパクト加重会計を適用するレ

イヤーを示しており、経営資源、製品サービ

ス、経営モデル、パーパスと続き、横軸は時

間軸を示している。経営資源では、見えざる

資産価値の評価、雇用などの価値評価にイン

パクト加重会計を用いることができる。製品

サービスでは、製品の価値評価や、今後の製

品サービスのポテンシャルなどの含めた価値

評価が可能となる。モデルでは、インパクト

加重会計は社会的価値と経済価値の両立モデ

ルの確立、そしてその実現と関係する。パー

（図表２）インパクト加重会計の適用領域

（出所）株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ
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パスでは、インパクト加重会計がESG経営の

高度化やパーパスの定量評価などと関連す

る。このように、インパクト加重会計はこれ

まで経営にとって重要であったにもかかわら

ず、定量化できずにいたことで、なかなか答

えることが難しかった課題や、テーマに関し

て重要な示唆を与えうるものであることがわ

かる。例えば、従業員が企業にとって重要な

資産であると多くの経営者が認識しつつも、

これまでは会計上は費用として処理するしか

なかった。これに対して、インパクト加重会

計を適用することにより、その価値を評価す

ることができれば、従業員への支出は費用か

ら資産に変えて評価することも可能となる。

　また、多くの企業が社会価値と経済価値の

両立を目標として掲げながらも、実質的な成

果を生み出すことが難しかった。その原因の

１つは社会価値の可視化、定量化が難しかっ

たということが挙げられる。この点において、

インパクト加重会計は社会価値を定量化して

示すことができるので、企業の経済価値と社

会価値の両立を推進する上で大きな推進力と

なろう。

■５．インパクト加重会計と未
来のインパクト投資像

　図表３はこれまでのSRI投資からESG投

資、そしてインパクト投資の変遷を概観した

ものである。現在はESG投資の後半期という

のが筆者の認識である。

　これまでのESG経営においては、E（環境）

とG（ガバナンス）が重視されてきたが、コ

ロナパンデミックによってS（社会）の重要

性が高まってきた。社会が回らないと結局経

済も回らないということが広く世間に認識さ

（図表３）SRI投資、ESG投資、インパクト投資の変遷

（出所）株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ
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れるようになってきたからである。また、コ

ロナパンデミック後、ESG投資ファンドの投

資パフォーマンスが良好になり、ESGと投資

パフォーマンスは両立するかどうかの議論は

影を潜め、ESG投資の主流化が鮮明になりつ

つある。これに加えて、企業がパーパス（企

業の存在意義）を打ち出す動きも活発化して

いる。危機に直面すると、人間でも企業でも、

本来の自分の存在意義に立戻らざるを得な

い。

５．１�　インパクト加重会計はインパ

クト投資の進化をもたらす

　インパクト投資の歴史はこれまでインパク

トは何か？インパクトをどう定義するのか？　

インパクトをどのように測定していくのかと

いう歴史であった。これまでのところ、イン

パクト投資はこの点においてまだ大きな課題

を抱えている。

　第一に、多くのインパクト投資が想定する

インパクトはアウトプットレベル、KPIレベ

ルにとどまっている。これに対して、インパ

クト加重会計が目指すのは、インパクトレベ

ル、価値総額によってインパクトを測定しよ

うとしており、この意味ではインパクト加重

会計はインパクト投資の究極の目指す姿であ

ると言える。

　第二に、インパクト加重会計が評価・測定

するシグナル（利益＋インパクト）は、企業

にとって重要な意味を持つ。株主に対しては

利益を上げていたとしても、他のステークホ

ルダーに負の外部性を考慮するとトータルで

マイナスになるということは、社会的にはそ

の企業が存在する価値がないことを意味して

いる。この意味では、インパクト加重会計が

測定するシグナル（利益＋インパクト）は企

業の存在価値の判定、リトマス試験紙となる

のである。

　第三に、インパクト加重会計は目指すイン

パクトを会計システムに統合しようする点で

ある。このレベルに達することで、インパク

トは社会的な市民権を得ることができると言

えよう。インパクト加重会計イニシアティブ

はESG投資の第一人者ジョージ・セラフェイ

ム教授、インパクト投資の第一人者であるロ

ナルド・コーエン氏という大きな影響力のあ

る人物によって推進されていることも、この

インパクト加重会計の潜在可能性の高さを示

している。

５．２�　インパクト加重会計は企業価

値モデルの進化をもたらす

　現在、コロナ禍の中で、新しい企業価値モ

デルが様々と模索されている。企業はこれま

でも、ミッションやパーパスの重要性を訴え

ても、その進捗を定量的に評価する枠組みは

開発されてこなかった。パーパスを掲げてい

た多くの企業にとって、そのインパクトを示

す、特に定量的にそのインパクトを開示する

ということはほとんどなされてこなかった。

ある意味では理想、ビジョンを掲げるだけ、

言いっ放しで終わっていた。　しかしながら、
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インパクト加重会計は製品サービスのインパ

クト評価を可能とすることによって、パーパ

スの進捗を定量的に評価する枠組みを与える

ことが可能となる。

　筆者は、アフタコロナの新しい企業価値モ

デルは、企業はパーパスを示し、インパクト

を定量的に示すという形になるのではないか

と予想する。パーパスを基盤に、戦略、マテ

リアリティを決定していく。そしてモデルを

示す。このモデルは従来のビジネスモデルが

いかにも儲かるかにフォーカスしていたのに

対して、いかに儲けるかに加えて、いかに社

会課題を解決するかという側面も考慮したモ

デルである。そして、このモデルが社会にア

ウトカムをもたらす。そして、それが長期の

インパクトにつながってくる。最終的にはパ

ーパスがインパクトを生み出し、持続的な企

業価値を生み出すというサイクルとなってい

る。インパクト加重会計はパーパスからイン

パクトを定量的に生み出しているかを定量的

に評価する役割を果たすことになる。その意

味では、インパクト経営においてインパクト

加重会計は不可欠な役割を担っているのであ

る。

　このアフタコロナの新しい企業価値モデル

ケースとしてはソニーが挙げられる。ソニー

はパーパスとして「クリエイティビティとテ

クノロジーの力で、世界を感動に満たす」を

掲げ、このパーパスとバリューを起点に、戦

略、マテリアリティを設定している。コロナ

ショック以降も、パーパスを元に迅速なグル

ープ経営を行い、時価総額を大幅に高めるこ

とに成功している。

　投資評価手法として、リスクとリターンを

ベースにした評価手法から、リスク、リター

ン、そしてインパクトを評価する評価手法を

どのような投資評価モデルを作るかはまだ模

索中であると言えよう。

５．３�　インパクト加重会計は資本主

義の進化をもたらす

　インパクト加重会計は20世紀の経営パラダ

イムから21世紀型の経営パラダイムからの転

換を示唆するものである。20世紀の経営パラ

（図表４）20世紀型経営パラダイムと21世紀型経営パラダイム

（出所）株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

20世紀型　経営パラダイム 21世紀型　経営パラダイム

経営の目的 株主利益の最大化 ステークホルダー全体の価値の最大化

重要なシグナル 利益 利益＋インパクト

重視する 効率、成長 持続可能性

企業の定義 契約の束 信頼の束

投資家との関係 短期的、市場取引、アームスレングス パーパスによってつながる

外部性の対応 外部性が内部化されない 外部性が内部化される
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ダイムは経済学者ミルトン・フリードマンが

喝破したように、経営者の仕事は株主利益の

最大化であり、企業は株主のものである。利

益の最大化が経営の目的とされるパラダイム

であった。これに対して、21世紀の経営パラ

ダイムは、経営の目的は株主だけはなく、ス

テークホルダー全体の利益の最大化であり、

企業は株主のみならず社会のものである。そ

して、利益とインパクトの最大化が経営の目

的とされるパラダイムである（図表４）。

　何故、20世紀型の経営パラダイムから21世

紀型の経営パラダイムの転換が必要となった

のか？　20世紀の経営パラダイムの本質的な

問題点の１つは外部性が内部化されないこと

である。企業が利益の追求で生じた負の外部

性を株主ではなく、他のステークホルダーに

押し付けることが可能となり、それが様々な

社会問題、環境問題を引き起こすことになっ

てきた。これに対して、21世紀のパラダイム

は、この外部性を考慮に入れることになる。

企業の目的をステークホルダー全体の利益の

最大化にすることによって、修正を図ろうと

する考え方である。インパクト加重会計の役

割は、21世紀の経営パラダイムにおいてシグ

ナル（利益＋インパクト）を定量的に評価測

定することである。これが実現すると、20世

紀の経営パラダイムから21世紀型の経営パラ

ダイムの大きなターニングポイント、資本主

義の転換点となるだろう。

　筆者はこれまでの経験から、インパクト加

重会計の普及がインパクト投資業界、そして

企業価値モデル、そして資本主義の進化をも

たらすエポックメーキングになると予想して

いる。
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