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第一章  論文作成の背景  

我が国の経済・社会構造の変化，及び，経営者の高齢化の進展に伴い，中小

企業・小規模事業者の数は年々減少を続けている 1。これまで地域経済を支え

てきた中小企業・小規模事業者が市場から退出することで，地域の活力が失わ

れることが懸念されている。こうした状況において，新たな地域経済の担い手5 

を創出するべく，起業を促進することの意義は大きい。しかし，近年では日本

国内における起業率が低水準となっている事がしばしば問題として取り上げら

れる。また，起業を希望する起業希望者の数も急激に減少しているという 2。  

こうした起業率低下の背景には，日本は日本型の経済成長モデルなどから影

響を受けて起業文化が根付いていない現状に加えて，起業の際のリスクも非常10 

に高いということがある。これらの原因の一つとして資金調達の問題が挙げら

れる。起業の際の資金調達を見れば，自己資金や銀行や親族からの融資が大部

分を占めており，失敗が許されない状況に追い込まれてしまうケースが多い

3。起業時の主だった資金調達方法は，都道府県，市町村の制度融資，日本政

策公庫の創業融資，その他時期によっては，創業補助金が利用できる場合もあ15 

る。ちなみに平成 28 年の創業補助金の採択率は，応募件数 2,866 件中，採択

総数 136 件と 4.7％と非常に低くなっており，今後縮小傾向にあるとも一部で

は言われている 4。  

                                                   
1三菱 UFG 信託銀行「クラウドファンディングとその特性」より

http://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/pdf/u201509_1.pdf 参照 2017. 

9.29 

2野村総合研究所（2013）「個人投資家によるベンチャー企業等への投資活動の

実態に関する調査」より経済産業省 Massolution（2013）“The Crowdfunding 

Industry Report”（http://www.massolution.com）  

 

3 大 阪 府 （ 2014 ）： ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ の 促 進 活 用 よ り

(http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/crowdfunding/inde x.html）  

 

4奥谷貴彦 (2012) ｢ベンチャー企業の資金調達｣  より『Economic Report』 2012 

年３  月２  日大和総研  
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そんな中，上記の融資や補助金以外の創業時の資金調達手段として活用され

始めているのが，「クラウドファンディング」である。クラウドファンディン

グは，今までの資金調達とは異なるものである。営利目的の機関投資家と比

べ，インターネットを通して手軽に案件へアクセスする個人投資家の効用は多

岐に渡っており，個人が共感をもつ事業への資金支出を容易にするものであ5 

る。また少額を多人数から集める手法は，マーケットにおけるパイロットテス

トとしての効果を持っており，不確実な新規事業の将来性を判断する材料とし

ても機能し得る。  

しかし，実際にクラウドファンディングを手段として利用している起業家は

まだまだ多いとは言えない。一方でクラウドファンディングへの注目は増して10 

おり，適切な支援及び考えられるデメリットに対する対策が不可欠なものであ

る。  

本稿では，クラウドファンディングの現状や経済効果を分析し，他の資金調

達手段との明確な違いや有用性について検討していくものである。    

 15 

第二章 クラウドファンディングの定義  

クラウドファンディングとは，不特定多数の人が通常インターネット経由で

他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うことを指す。新規・成長企業等

と資金提供者をインターネット経由で結び付け，多数の資金提供者から少額ず

つ資金を集める仕組みである。  20 

具体的には，新規で立ち上げるサービスへの投資をインターネット上で投げ

かけ，不特定多数の人から資金調達する仕組みを指す。 2000 年頃からクラウ

ドファンディングサービスが広がった。ほとんどのクラウドファンディングで

は寄付金に応じて出資者に対してのリターンが用意されているため，出資金が

多ければ多いほど手厚い待遇がされる。起案者と出資者双方にメリットのある25 

システムである。現在，クラウドファンディングは，クリエイターや起業家が

資金調達をする手法としても，日本企業だけでなく世界中で注目されている。

クラウドファンディングを上手く活用することで，製品やサービスの開発に必
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要な資金を集めることができるだけでなく，より多くの人へ向けて自身の背品

やサービスを認知してもらうことができるものである。クラウドファンディン

グは年々規模を拡大しており，世界銀行の推定によれば，世界のクラウドファ

ンディング市場は，2015 年度で約 344 億ドルとされ，2020 年までに 900 億

ドル規模にまで成長するといわれている 5。かつては，一般的な資金調達は，5 

企業が銀行から融資を受け，他の企業や VC（ベンチャーキャピタル）や個人

投資家から資金を集めその代わりに，株式を発行するという形態が主流であっ

た。しかし，クラウドファンディングは，インターネットを介してクラウドフ

ァンディングプラットフォーム上でプロジェクトやサービスを説明し，プロモ

ーションを掛けて資金提供を受けることができる。資金提供側も投資家ではな10 

い一般の人のケースがほとんどのため，気軽に応援したいサービスをサポート

できる仕組みと言える。インターネットを通じて多数の方々が資金提供するこ

とが予定されている。そして，これらの方々の中には必ずしも「自己防衛力」

が高くない一般投資家も多数含まれるため，投資家保護を図る必要性は高いと

言える。  15 

しかし，クラウドファンディングを必要とする企業の多くは，新規企業や成

長企業である。クラウドファンディングは防災や市民ジャーナリズム，ファン

によるアーティストの支援，政治運動，ベンチャー企業への出資  ，映画  ，フ

リーソフトウェアの開発，発明品の開発，科学研究  ，個人・事業会社・プロ

ジェクトへの貸付など，幅広い分野への出資に活用されている 6。  20 

クラウドファンディングは多くの投資家から株式を募集することによる企業

の資金調達の手法としても注目されている。この形のクラウドファンディング

は，JOBS 法（英語版） (より少ない制限のもと小規模な投資家から広く出資

を募ることを可能にする法案 )に直接的な言及があるように，最近アメリカ合

                                                   
5三菱 UFG 信託銀行「クラウドファンディングとその特性」

http://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/pdf/u201509_1.pdf 参照 2017. 

9.29 

6野村総合研究所（2013）「個人投資家によるベンチャー企業等への投資活動の

実態に関する調査」経済産業省 Massolution（ 2013）“The Crowdfunding 

Industry Report”（http://www.massolution.com）  
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衆国の政策立案者から注目される。JOBS Act は実施を待っているが，

en:Mosaic Inc.などの混合モデルは，認可状態にある一般市民に群衆の一部と

してクリーンエネルギーのプロジェクトに直接投資する資格を与える既存の証

券法を利用している。クラウドファンディングは，クラウドソーシングのコン

セプト (個人が多くの人々からわずかな寄与を集め，利用することで目標に到5 

達するという大雑把なコンセプト )にその原点がある。クラウドファンディン

グは，特定のプロジェクトまたはベンチャーの資金調達をするために，多くの

人々から少額の寄付を通して出資を集めるというこのコンセプトの応用であ

る。  

クラウドファンディングのモデルは必然的に多様な関係者を伴う。その中に10 

は出資されるアイディアやプロジェクトを提案する人々や組織，その提案を支

持する「群衆」も含まれる。なお，クラウドファンディングはプロジェクトの

首唱者と「群衆」を引き合わせる組織（「プラットフォーム」）によって成り立

っている。一般に製品開発やイベントの開催には多額の資金が必要となるが，

クラウドファンディングでは，インターネットを通じて不特定多数の人々に比15 

較的少額の資金提供を呼びかけ，一定額が集まった時点でプロジェクトを実行

することで，資金調達のリスクを低減することが可能になる。ソーシャルメデ

ィアの発展によって個人でのプロジェクトの立ち上げや告知が容易になり，そ

れに呼応する形でクラウドファンディングによる資金調達が活発になりつつあ

る。米国では，Kickstarter7が有名である。  20 

スポーツ分野に特化したスポーツファンディングは，不特定多数からの資金

調達以外に，企業マッチングやメディアマッチングやセカンドキャリア対策ま

で幅広い形のサポートを指す形に進化している。  

これらの新規企業・成長企業は倒産する可能性も十分にあるから，これらの

企業が発行する有価証券は，一般論としては「ハイリスク」であり，一般投資25 

                                                   

7野村総合研究所（2013）「個人投資家によるベンチャー企業等への投資活動の

実態に関する調査」経済産業省 Massolution（ 2013）“The Crowdfunding 

Industry Report”（http://www.massolution.com）  
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家が損失を被ることもしばしばある。例えば，あるクリエイターが自主制作ア

ニメを制作する。  

・なぜそのアニメが作りたいのか  

・どういうアニメを作りたいのか  

・どういうふうに作っていくのか  5 

・資金はいくら必要なのか  

といった情報を，プロジェクトとしてクラウドファンディングサービス上に

掲載する。また，出資をしてくれた人（支援者）に対して，何かしらの見返り

（リターン）がある場合は，その旨も記載する。そして，一定期間の間に，プ

ロジェクトに共感した複数人の支援者が少額ずつ資金を出資・支援し，目的の10 

資金が集まった時点でプロジェクトが成立し，プロジェクトの起案者は，集ま

った資金を元手にプロジェクトを実行する。その際，プロジェクト起案者は，

サービス運営者に，集まった金額の 10〜20％を手数料 8として支払う。ある目

的のために不特定多数から資金を集める行為，またはそれを行えるネットサー

ビスの総称である。新聞紙面や街頭にて資金を募る昔ながらの方法もあるが，15 

現代のクラウドファンディングといえば，主にインターネットを通じた資金集

めのことを指す。ネット上で自身の達成したいことや想いを上手く PR すれ

ば，数日で数百万円の資金を集めることも可能である 9。クラウドファンディ

ングを説明する際に，「少額寄付」「オンライン寄付」という言葉が使われるこ

ともあるが，特に「少額」である必要もなく，またインターネットを利用して20 

集めることも，クラウドファンディングの必要条件ではない。しかし，現在で

はインターネットを利用することが多いことと，一般の人々から集める場合，

                                                   

8 三 菱 UFG 信 託 銀 行 「 ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ と そ の 特 性 」

http://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/pdf/u201509_1.pdf 参照 2017. 

9.29 

 

9 大 阪 府 （ 2014 ）： ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ の 促 進 活 用

(http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/crowdfunding/inde x.html）  
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どうしても投資家のような大きな金額を支払うことは少ないため，結果として

「多くの人から少額を集める」ことが多くなっている。クラウドファンディン

グは投資型，寄付型，購入型の３タイプに分類されるが，ここではでは投資型

のみに焦点を当てるため，本稿では，投資型のクラウドファンデを主に検討す

る。この投資型クラウドファンディングとは、目的の資金が集まった時点でプ5 

ロジェクトが成立し，プロジェクトの起案者は，集まった資金を元手にプロジ

ェクトを実行する。その際，プロジェクト起案者は，サービス運営者に，集ま

った金額の 10〜20％を手数料として支払う。ある目的のために不特定多数か

ら資金を集める行為，またはそれを行えるネットサービスの総称である。新聞

紙面や街頭にて資金を募る昔ながらの方法もあるが，現代のクラウドファンデ10 

ィングといえば，主にインターネットを通じた資金集めのことを指す。ネット

上で自身の達成したいことや想いを上手く PR すれば，数日で数百万円の資金

を集めることも可能である 10。クラウドファンディングを説明する際に「少額

寄付」「オンライン寄付」という言葉が使われることもあるが，特に「少額」

である必要もなく，またインターネットを利用して集めることも，クラウドフ15 

ァンディングの必要条件ではない。しかし，現在ではインターネットを利用す

ることが多いことと，一般の人々から集める場合，どうしても投資家のような

大きな金額を支払うことは少ないため，結果として「多くの人から少額を集め

る」ことが多くなっている。クラウドファンディングは投資型，寄付型，購入

型の３タイプに分類されるが，投資型のみに焦点を当てているので，以下の説20 

明も，投資型のクラウドファンディングに関するものだ。従来の金融業は，銀

行やクレジット会社，いわゆるサラ金業者などが貸し付けるための資金を調達

し，それを借り手に提供していた。銀行の預金者や企業への出資者は，一体誰

に化しつけられるのか，どのような条件で貸し付けられるのかはわからず，ま

ったくノータッチだ。これに対しクラウドファンディングの場合，貸し付け条25 

                                                   

10野村総合研究所（2013）「個人投資家によるベンチャー企業等への投資活動の

実態に関する調査」経済産業省 Massolution（ 2013）“The Crowdfunding 

Industry Report”（http://www.massolution.com）  
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件が明確にされた上で，レンダーは出資するかどうかを決めることができる。

予定されるリターンもあらかじめ明示され，リスクとリターンをレンダーが天

秤にかけた上で，自分にとって最適なリスク・リターンのバランスを考えて出

資を決めることができる。クラウドファンディングでは，場合によっては，借

り手が誰であるか，借りる目的は何であるかが明確にされるケースもある。起5 

業家やクリエイターが新しい挑戦をするための資金調達方法として，今世界中

で注目されている方法だ。クラウドファンディングを活用すれば製品開発など

のチャレンジに必要な資金を集めることでなく，多くの人に自分の製品や作品

を告知することもできる。起業家やクリエイターにとって非常に有効的な手段

であるクラウドファンディング。しかしクラウドファンディングには計画の頓10 

挫のリスクが常につきまとう。頓挫リスクが発案者，支援者共通のデメリット

といえる。クラウドファンディングで行われた計画はすべて成功するわけでは

ない。発案者が計画を最後まで実行できず，頓挫してしまうことも少なくな

い。そうなると支援者は出したお金が無くなるし，発案者も「期待に応えられ

なかった人」という烙印をおされ，今後クラウドファンディングでお金が集め15 

にくくなる。初期の，クラウドファンディングのひな形の前身は 17 世紀にお

いて，書籍の印刷代を募るために使われた寄付ビジネスモデルだった。寄付者

へのおまけが標題紙で触れるようなことだった点で，クラウドファンディング

に類似している。1884 年，自由の女神像製作委員会アメリカが像の台座用の

資金を切らしてしまった。新聞出版者のジョーゼフ・ピューリツァーは自身の20 

新聞ニューヨーク・ワールドで，アメリカの大衆に台座にお金を寄付するよう

促した。ピューリツァーは 6 ヶ月で 10 万ドルを集めた。おおよそ 125,000 人

の人々がこのために 1 ドル以下の寄付を多く行った。  

1997 年，イギリスのロックグループマリリオンのファンが全米ツアーを引

き受け，ファン主催のインターネット上キャンペーンという手段による寄付で25 

6 万ドルを集めた。このアイディアはこのバンドが一切かかわらずにファンが

立案し，ファンが実行したのだが，マリリオンは以来，2001 年から現在に至

るまでのアルバムのレコーディングやマーケティングへの出資の方法としてこ

の手法を用い，大成功している。 en:Anoraknophobia や Marbles，

en:Happiness Is the Road。アメリカ合衆国に本社を置く企業の30 
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en:ArtistShare(2000/2001)は音楽のための最初のクラウドファンディングサ

イトとされており，後に en:Pledgie(2006)，en:Sellaband(2006)，

en:IndieGoGo(2008)，Kickstarter(2009)，en:Appsplit(2010)，

en:Microventures(2010)などのサイトが続いた。ロックバンド・Electric Eel 

Shock はクラウドファンディングを十分に取り入れ，前もって重要なレコーデ5 

ィングの取引をかわさない最初のバンドの一つとなった。 2004 年に未契約バ

ンドとして，100 人のファン (サムライ 100)から 1 万ポンドを集め，代わりに

彼らに終身ゲストリストを提供した。二年後，彼らは SellaBannd で 5 万バジ

ェットを集めた最速のバンドになった。彼らは生まれ故郷の日本で Universal

に国際的にこのアルバムの使用許可を出した。映画産業において，フリーライ10 

ター /ディレクターの en:Mark Tapio Kines は 1997 年に当時未完成だった初

作「Foreign Correspondents」のウェブサイトを立ち上げた。1997 年初め前

後に，彼は最低 25 人のファンからインターネット経由で 125,000 ドル以上を

受け取り，彼に映画を完成させるための資金を提供した。後に en:Franny 

Armstrong が彼女の長編映画 en:Age of Stupid のための寄付システムを作っ15 

た。2004 年から 2009 年 (封切日 )までの 5 年間で彼女は 150 万ポンドを集め

た。2004 年 12 月に，フランスの事業家や製作者の Benjamin Pommeraud と

Guillaume Colboc が自分たちの短編 SF 映画「Demain la Veille (明日を待

つ )」の資金繰りのため大衆向けインターネット寄付キャンペーンを開始し

た。3 週間以内に彼らは 5 万ドルを集め，映画を撮ることができた。20 

en:Morton Valence は Sellaband のようなサードパーティーのウェブサイトを

使用せずに独立してクラウドファンディングを始めた比較的無名なバンドの早

期の一例である。クラウドファンディングへの最も早い言及例として知られて

いるのは 2006 年 8 月 12 日に， fundavlog で Michael Sullivan が著したもの

である。2012 年に米 TIME 紙は全世界でも最高のクラウドファンディング・25 

プラットフォームを説明し，評価する記事を掲載した。2012 年，クラウドフ

ァンディングの市場規模は前年比 2 倍の 28 億ドルと見積もられており，特に

ビデオゲーム関連での出資が著しい伸びを見せている。Kickstarter において

ビデオゲーム分野の出資額は 2011 年比で 10 倍以上にまで達した。ゲームソ

フトでは Star Citizen が約 620 万ドル，ゲーム機では OUYA が約 860 万ドル30 
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を集め話題となった。クラウドファンディングの会社一覧を紹介する。  

図表 2－1 クラウドカンファレンスより作成  

https://foundplanner.com/2016-all-crowdfunding/ 

著名クラウドファンディングサイト 5 選  

サービス名  概要  

CAMPFIRE  

日本最大規模の  クラウドファンディングサ

イト  

COUNTDOWN  

世界にチャレンジする人を応援する  クラウ

ドファンディングサイト  

Kibidango きびだ

んご  

成功率 80%を誇る  クラウドファンディング

サイト  

Makuake  サイバーエージェントが運営  

READYFOR?  日本初の  クラウドファンディングサイト  

地域活性化  5 

サービス名  概要  

ACT NOW  地域活性化に特化  

FAAVO  地域特化  

http://camp-fire.jp/
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://www.countdown-x.com/
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
http://kibi-dango.jp/
http://kibi-dango.jp/
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://www.makuake.com/
http://readyfor.jp/
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
http://actnow.jp/
https://faavo.jp/
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サービス名  概要  

Geeky Factory  

製造メーカーであるマルソー産業（株）

が運営する九州初のモノづくりに特化し

た  クラウドファンディングサイト  

iIkuni  

鎌倉のための  クラウドファンディングサ

イト  

KickOFF  

福島に特化した  クラウドファンディング

サイト  

LINKSTART  九州発のクラウドファンディング  

LOCAL GOOD 

FUKUOKA  

福岡市発のクラウドファンディング  

LOCAL GOOD 

KITAQ  

北九州市発のクラウドファンディング  

LOCAL GOOD 

YOKOHAMA  

横浜の地域にある課題を解決するための

プロジェクトを応援  

MAD City FUNDING  千葉県松戸市に特化  

ハレブタイ  

地域を盛り上げるための  クラウドファン

ディングサイト  

福井を良くするクラ

ウドファンディング  

「福井県」を「良くする」ための様々な

「取り組み＝プロジェクト」を支援す

る  クラウドファンディングサイト  

琉球 Aid-Stand up!!  沖縄に特化  

http://geeky-factory.com/
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
http://iikuni-kamakura.jp/
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
http://www.gurutto-iwaki.com/detail/index_1402.html
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://greenfunding.jp/linkstart
http://fukuoka.localgood.jp/
http://fukuoka.localgood.jp/
http://kitaq.localgood.jp/
http://kitaq.localgood.jp/
http://yokohama.localgood.jp/
http://yokohama.localgood.jp/
https://madcity-cf.jp/ja/
https://greenfunding.jp/harebutai
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
http://fukuicrowdfunding.com/
http://fukuicrowdfunding.com/
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://pc.ryukyu-aid.jp/
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社会貢献タイプ  

サービス名  概要  

Share your heart 

2014  

社会貢献型  

Social Venture 

Crowd  

社会・環境的課題の解決を支援  

SUSTENA  

持続可能な社会をつくるというコンセプトの

クラウドファンディング  

カワサポ  流域の環境団体の活動に特化  

サブカル，エンタメ関係  

サービス名  概要  

Cheers!  

日本初のエンタメ系チャンネル型  クラウ

ドファンディングサイト  

Compass  エンタメ特化  

CROSS クラウドフ

ァンディング  

アニメ /クリエイターに特化  

CROWD by TOKYO 

Girls’ Update  

ガールズポップカルチャーの  クラウドフ

ァンディングサイト  

Crowdrive  ゲームに特化  

https://greenfunding.jp/fca
https://greenfunding.jp/fca
http://www.socialventurecrowd.com/
http://www.socialventurecrowd.com/
https://greenfunding.jp/sustena
http://www.kawa-supporters.net/
http://cheersfunding.jp/
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://greenfunding.jp/compass/howto
http://cf.xonline.jp/
http://cf.xonline.jp/
http://tokyogirlsupdate.com/crowd/ja/
http://tokyogirlsupdate.com/crowd/ja/
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://www.crowdrive.com/
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サービス名  概要  

FUNDIY  コミック・漫画が中心  

GameLife PROJECT  ゲーム特化  

MANGA ARTS  エンタテイメント特化  

NYLON PROJECT  

ファッション，カルチャー，ライフスタイ

ルを女性にむけて発信する雑誌「NYLON 

JAPAN」の「NYLON.JP」が運営  

TOKYO DESIGN 

COMMIT  

ファッション特化型  

UNEEDZONE.jp  サブカル系が多い  

Wannabee  アキバ系オタクに特化  

ドリパス  

リクエストの多い映画を映画館で上映させ

る  クラウドファンディングサイト  

パトロンガーTV  

番組を作るためのク  クラウドファンディ

ングサイト  

ミライメイカーズ  出版エンターテイメント特化  

音楽，クリエイティブ関係  

サービス名  概要  

Alive  海外のミュージシャンのライブ特化  

https://fundiy.jp/
https://greenfunding.jp/gamelife
http://mangaarts.jp/
https://greenfunding.jp/nylonjapan
http://www.nylon.jp/
https://greenfunding.jp/tdc
https://greenfunding.jp/tdc
http://uneedzone.jp/
https://wannabee.jp/
https://www.dreampass.jp/
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
http://www.patronager.tv/
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://greenfunding.jp/miraimakers
https://www.alive.mu/
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サービス名  概要  

BrushUpArtist  ミュージシャンの活動支援に特化  

ENjiNE  

世界初となるチケット購入型の  クラウドファン

ディングサイト  

IMA FAND！  写真家向け  クラウドファンディングサイト  

MotionGallery  芸術関係  

muevo  音楽に特化  

PICNIC  ミュージシャンに特化  

PigooFactory  アイドルに特化  

WESYM  アーティスト系が多い  

カンパミー！  ネットでライブ配信をして資金を集める  

芸人ラボ  芸人に特化  

レンディング，投資型，寄付型クラウドファン

ディングサイト  

サービス名  概要  

AQUSH  ソーシャルレンディングサイト  

Crowd Bank  日本初のクラウドレンディング  

http://www.brushupartist.com/
https://www.en-jine.com/
https://foundplanner.com/2017-all-crowdfunding/
https://foundplanner.com/2017-all-crowdfunding/
https://greenfunding.jp/imafand!
https://foundplanner.com/crowdfunding-site
https://motion-gallery.net/
https://www.muevo.jp/
http://picnic.sc/
https://factory.pigoo.jp/
https://wesym.com/
http://cam-pa.me/
https://gein.in/
https://www.aqush.jp/
https://crowdbank.jp/
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サービス名  概要  

Crowd 

Equity  

グリーンシート銘柄に特化したクラウドレンディ

ング  

Crowdcredit  新興国向けクラウドレンディング  

 

第三章 クラウドファンディングの現状  

クラウドファンディングの現状を矢野経済研究所の新規プロジェクト支援額

推移 2012～2017 年度をふまえて株式型，貸付型（ソーシャルレンディン

グ），投資型（ファンド型），寄付型，購入型に分けて分析していく。  5 

2012 年度は 69 億 2300 万円であったが，2016 年度には 672 億 8300 万円

となっており，2017 年度の見込みとしては 1090 億 400 万円にまで成長して

いくと予想されている 11。  

「2016 年度の国内のクラウドファンディング市場規模は，新規プロジェク

ト支援額ベースで，前年度比 96.6%増の 745 億 5,100 万円であった。  10 

類型別では，購入型が約 62 億円，寄付型が約 5 億円，投資型（ファンド

型）が約 3 億円，貸付型が約 672 億円，株式型が約 0.4 億円と推計した。最

も規模が大きい類型は貸付型で，全体の 90.3%を占め，市場拡大に大きく貢献

している。次いで，購入型は参入企業数が最も多いが支援額ベースで全体の

8.4％であるが，年間で延べ約 50 万人が支援，当業界の中で最も支援者が多15 

かった。寄付型は年度によって増減があるが数億円規模で推移しており，年を

追うごとに当該規模は増加傾向にある。投資型（ファンド型）では，大型案件

が達成されると大幅に増加するが，ここ数年は減少傾向にある。」中小企業庁

が作成した「中小企業・小規模事業者が担う我が国の未来」の中にはクラウド

                                                   

11 三 菱 UFG 信 託 銀 行 「 ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ と そ の 特 性 」

http://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/pdf/u201509_1.pdf 参照 2017. 

9.29 

 

http://equity.crowdbank.jp/
http://equity.crowdbank.jp/
https://crowdcredit.jp/
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ファンディングの課題として 3 つの問題が考えられる。  

●資金調達目的の明確化  

「企業が， IT を活用した資金調達を検討する際に考えなければならないの

が，資金調達目的の明確化である。具体的には，資金をどのように使うのか，

どのぐらいの資金を募集して何を作るのか，何を個人（出資者）に訴えかける5 

のかなどを明確にしなければならない。逆にいえば，この部分が明確でない

と，資金調達サイト運営事業者の審査を通過することさえ困難となる場合もあ

る。また， IT を活用した資金調達は，個人に対して資金の募集を行うという

特性上，いかに個人が出資したいという事業やプロジェクトを計画することが

できるかということも，資金調達を達成する上では重要である。」  10 

中小企業白書によると起業・創業においての資金調達ニーズを創業期，成長

初期，安定・拡大期の３つの期間に分け，実際に利用した資金調達方法とその

期間に利用したかった資金調達方法とを比較し 1 位から 5 位までに分類し

た。結果としてクラウドファンディングをどの時期においても実際に利用した

企業は 5 位までには入っておらず現状ではまだ大きく活用されていないと考15 

えられる。しかし，利用したい資金調達方法としては成長初期では 5 位，安

定・拡大期においては 2 位に上昇するなど企業において資金調達方法として

意識されていない訳では無く，興味はあるということが考えられる。  

どの期間においても言えることは実際に利用した資金調達方法は自己資金，

借入，公的補助金・助成金の 3 つのみである。だが，成長初期，安定拡大期20 

に利用したい資金調達方法としてはクラウドファンディング，出資，公的補助

金・助成金の 3 つに変化する。  

特に安定・拡大期に実際に利用した資金調達方法の１，2 位が従来の民間・

政府系金融機関からの借入であるのに対して，利用したい資金調達方法の 1

位はベンチャーキャピタル，投資組合・ファンド等からの出資であり 2 位は25 

クラウドファンディングと企業の理想としては資金調達方法のニーズは返済義

務のあるものから出資などに変化していっていると考えられる。  

だが，返済義務が無いというだけの理由で安易にクラウドファンディングを

用いて資金調達を行うのは得策ではないと考える。上に書いたように目的を明

確にしておかなければ必要額を調達するのは難しく，有効的な資金調達方法に30 
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はなりえない。  

また，クラウドファンディングで必要額まで出資が届かなかったなどの失敗

はその運営元のサイトに掲載される。それを見た出資者が企業の技術やブラン

ドを低く見積もり，その企業に対する新たな投資を控える可能性も考えられな

くはない。安易な行動は結果として自社の企業価値を低下させる要因になる可5 

能性もある。  

●投資リスクへの正しい認識  

「 IT を活用した資金調達の拡大により，個人による投資への意識が変わる可

能性がある。 IT を活用した資金調達サイトの登場により，これまでは困難で

あった中小企業・小規模事業者への直接的な投資が可能となったのである。  10 

一方で，投資に対するリスクについての認識も改めなければならない。小口

投資で気軽に投資できる点は魅力でもあるのだが，万が一出資に対する見返り

が予定通り受け取れなかったとしても，特段の救済措置があるわけではない。

このため，出資者たる個人はそれぞれの資金調達手段が有するリスクをしっか

りと認識した上で，自己責任の下に出資するという原則を忘れてはならな15 

い。」  

「Zano」というドローンの製作のために購入型のクラウドファンディングを

行った Torquing Group は最終的に約 4 億円もの資金調達に成功した。  

しかし，出資者に送られた商品の品質は宣伝されていた品質とは程遠かったう

えに，全出資者に商品を発送することも出来なかった。  20 

最終的に Torquing Group は倒産したことによりプロジェクトは失敗した。  

 クラウドファンディングの利点として出資者は企業に出資することによっ

て見返りとしてこの世に無い新たな製品を手に入れられることが挙げられ，企

業は資金調達を効率よく行えることがメリットとして考えられる。だが，上の

例のように無計画な資金調達後のプロジェクトの失敗は企業，出資者双方にと25 

って損失である。双方に言える事だが，新製品に目が眩み過ぎて実際に製品化

出来るかどうかの判断をもたなければならない。企業が資金を集めた後の失敗

は実際詐欺を目的にしたのかは別として，最終的に詐欺まがいのプロジェクト

と言われても文句を言えない結果となりうる。出資者の方もそのようなプロジ

ェクトを判断しどの企業に出資するかの見極めが求められる。  30 
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●詐欺を目的とした資金調達者の存在  

「資金調達を検討している企業は，調達した資金を利用して今までにない全

く新しい商品やサービスを開発しようとして資金調達サイトにプロジェクトを

掲載する。一方で，当初より金銭を詐取する目的で資金調達をしようとする者

が現れないとも限らない。このため，資金調達サイト運営事業者はこのような5 

詐欺を目的とした資金調達者を完全に排除するためにも，自らの審査能力の向

上や業界としての監視体制の整備に，より一層努めることが求められる。」  

 

海外のクラウドファンディングの現状と日本を比較して問題を考えていく。  

「世界のクラウドファンディング 308 社を調査した Massolution（マスソリ10 

ューション）社によると，2012 年の市場規模は 2011 年に比べて 81％増加の

27 億ドル（約 2,342 億円）に拡大し 40，100 万人以上が資金提供を行ってい

る。また，2013 年には 51 億ドル（約 5,370 億円）の市場規模になると予測

されており 41，一段の市場規模の拡大が予想されている 42。日本国内の市場

規模と単純比較することはできないが，海外，とりわけ米国では，日本国内よ15 

りも IT を活用した資金調達が積極的に行われていることが分かる」  

            (表 3－1) 
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この図 3－1 より 2015 年の日本の市場規模は全体の 1％程度ということが分

かる。北米が市場の半分になっており，どの地域よりもアメリカのクラウドフ

ァンディングが発展していることが考えられる。また，アジアの成長率よりも

日本の成長率が低いのでまだまだアジアの中でも日本は取り残されていると考5 

えられる。  

第四章  クラウドファンディングの有用性について  

クラウドファンディングのメリット  ※ここでいうメリットというのはクラ

ウドファンディングの利用することについてのメリットである。  

１誰でも利用しやすい  10 

クラウドファンディングは，これからビジネスを立ち上げる方や創業間もな

いベンチャー企業，スモールビジネスを営む方にとって非常に利用しやすい資

金調達方法である。例えば，代表的な資金調達方法である銀行融資と比較する

と以下のような優位点がある。  

創業年数が若く信用力の低い企業は銀行から融資を断られる可能性が高くな15 

る。それに対して，クラウドファンディングは規模や実績に関わらず誰でも平
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等に資金調達の可能性がある。銀行融資は事業計画書や返済計画書の作成，担

保・保証人の評価など煩雑な手続きが必要だ。それに対して，クラウドファン

ディングの手続きは非常に簡単で専門知識など必要ない。新規性の高いビジネ

ス，ニッチなビジネスなど将来性・成長性の予測が難しいビジネスは銀行から

融資を断られる可能性が高くなる。それに対して，クラウドファンディングは5 

アイデアに共感が得られれば資金調達は十分に可能だ。  

アイデアを実現できたとしてもビジネスが上手く行くとは限らない。クラウド

ファンディングは銀行融資のように資金の返済義務がないため，キャッシュフ

ローのリスクを最小限に抑えることが出来る。  

２．アイデアの検証ができる（テストマーケティング）  10 

どんなに時間とコストを掛けて製品やサービスを開発したとしても，市場に出

して計画通りに売れるとは限らない。クラウドファンディングでアイデアやプ

ロトタイプを見てもらうことで，例えば以下のような目的でクラウドファンデ

ィングを利用することが出来る。製品の本当のターゲット層はどのような人達

なのかを知る。  15 

製品のどこが気に入ったのか，どれくらいの価格なら購入してもよいかな

ど，消費者の心理を知る。消費者の声を集めて製品の改良につなげる。  

３．PR につながる  

クラウドファンディングは EC サイトで物販するのとは異なり，製品やサー

ビスをアピールすることはもちろんのこと，動機や背景・経緯，体験なども織20 

り交ぜて，より魅力的なストーリーをユーザーに伝えることが出来る。ストー

リーはユーザーの心を動かし，あなたの製品やサービスを特別で記憶に残るも

のへと変える力を持っている。そして，募集者のストーリーに共感したユーザ

ーがソーシャルメディアなどで情報をシェアし，存在をより多くの人に広めて

くれるで。また，人に伝えたくなるストーリはメディアの関心も高く，Web25 

サイトや新聞などへの掲載といったパブリシティ獲得につながるケースも少な

くない。  

４．ファン層を拡げることができる  

クラウドファンディングはモノを売るだけのオンラインショップではない。支

援者と想いを共有し，目標に向かって突き進んで行くエキサイティングなイベ30 
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ントだ。クラウドファンディング期間中はソーシャルメディアなどを通じて支

援者と交流を深める絶好の機会となる。支援者との継続的な交流が信頼関係を

育み，支援者は積極的に支援してくれるファンとなってくれる。そして，クラ

ウドファンディング終了後も，ロイヤルカスタマー（優良顧客）として長期的

にビジネスの成長を支える。  5 

５．ビジネスチャンスが拡がる  

クラウドファンディングは一般消費者だけでなく，バイヤーやビジネスパート

ナー，銀行，投資家など様々なステークホルダーに対してアピールする場にも

なる。クラウドファンディングでの成功実績は大きな信頼を生み出し，販路拡

大や業務提携，新たな資金調達など多くの利益をもたらしてくれる。  10 

クラウドファンディングのデメリット  

１．プレゼンテーションに結果が大きく左右される  

例え，あなたの製品やサービスが優れた特徴を持っていたとしても，それを

魅力的にプレゼンテーション出来なければ支援を集めることは難しいでしい。

動画や写真，文章を使ってストーリーを伝える「ストーリーテ15 

（ storytelling）」のスキルが要求される。また，B2B ビジネス向け製品など

一般消費者から共感を得にくいものは，クラウドファンディングで支援を集め

ることが難しいという点にも注意が必要だ。  

２．労力をかけてプロモーションする必要がある  

クラウドファンディングでは，プロジェクト実行者が主体的に動いてプロモー20 

ションしなければ支援は集まらない。プロジェクト期間中は常に状況をチェッ

クし，臨機応変かつ迅速に計画を立ててプロモーションを行っていく必要があ

る（ソーシャルメディア上で支援を呼び掛ける，イベントを開く，ビラを配

る，メディアにプレスリリースを送る等）。  

また，プロジェクト実施期間中のおよそ 1 ヶ月~2 ヵ月間は，プロモーション25 

以外にも日々の情報発信や支援者とのコミュニケーションなど様々なタスクが

発生するので，クラウドファンディングは決して楽な作業とは言えない。  

３．事業計画の妥当性を検証できない  

銀行や投資家から資金調達する場合，資金調達の過程で事業計画の妥当性や

合理性を厳しくチェックされ，ビジネス面・法律面・財務面で有益なフィード30 
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バックをもらうことができない。一方，クラウドファンディングでは事業計画

のチェックといったプロセスはないので，資金調達に成功してアイデアはカタ

チに出来たけど，事業計画の欠如によりビジネスに失敗するという事態に陥り

易くなる。  

４．アイデアを盗用されるリスクがある  5 

クラウドファンディングでは，アイデアをインターネット上に一般公開するの

で，第三者にアイデアを盗用されるリスクがある。知的財産権の保護が必要な

ものは，プロジェクト開始前に自ら対策を講じる必要がある。  

さらにクラウドファンディングでは代表的なベンチャー企業や中小企業の資金

調達手段である借り入れよりも多く機会 (資金調達がやりやすい )がある。なぜ10 

クラウドファンディングよりも機会がないというのかというと  

理由１，財務状況が悪いと借りられないから  

財務状況が悪い会社には当然融資は行われない。  

これに関しては，銀行でも融資型クラウドファンディング運用会社でも同  

です。  15 

理由２，借入期間が短期である場合は借りられない  

借入期間が数ヶ月の場合，銀行は融資を渋る。  

銀行側からしてみたら，貸し付けた利息で利益を出す。  

短期借り入れの場合は長期的な利息の収入が確保できないので，貸付を渋るの

です。  20 

理由３，会社設立から年数が浅いから  

会社設立からの経過年数も，企業の信用状況を判断するポイントになっている

のでしょうか。年数が浅いと実績がないため信用されない。  

理由４，必要資金が比較的少額だから  

小額であれば銀行の利益となる利息収入も少なくなりますので，積極的には融25 

資を行わない原因の一つとなる。  

理由５，元本返済のタイミングとキャッシュフローのタイミングが合わない  

銀行の融資は，元本を毎月返済する。融資型クラウドファンディングは，運

用期間中は利息のみを返済し，運用期間終了時に元本をまとめて返済する方法

である。（会社や運用方法により異なります。）よって，不動産など建物が完成30 
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して売却した時にまとまった金額が入る場合など，銀行融資では返済が難し

い。この場合，企業のキャッシュフローに最適な資金調達法が融資型クラウド

ファンディングだ。  

理由６，建物が竣工するまで担保対象とならないので，銀行融資を受けられな

い  5 

銀行は念には念を入れた担保設定の為，建物の竣工までは担保対象とならな

い。  

建物が竣工されれば担保認定されて銀行からの融資を受ける事ができるように

なる。  

従って，建物竣工までの短期間のつなぎ資金を融資型クラウドファンディング10 

から調達する。  

これらによりクラウドファンディングは有用性があるといえる。   

第四章 クラウドファンディングの問題点   

クラウドファンディングの問題点として，資金調達が難しいという点が挙げ

られる。プロジェクト内容への共感により資金を調達するため，必要な資金を15 

全てクラウドファンディングで調達するのは難しい。自己資金や融資と共に，

資金調達手段の内の一つとして利用するのが良いとされている。また，入金ま

でに時間がかかることも挙げられる。申し込みから入金まで４～５ヶ月ほどか

かるため，開業のタイミングから逆算して計画的に利用する必要がある。  

クラウドファンディングの問題点を出資される側とする側で見てみると，次の20 

ようなことが考えられる。  

出資される側としては，目標金額に達するまでの時間が読めないことが挙げら

れる。創業融資が約１か月で融資実行されるのに比べて，何か月もかかる場合

もあるため，資金調達にかかる時間を見込んで計画性を持ったプロジェクトに

することが大切である。  25 

次に「出資しても実行されない可能性がある」という問題点も挙げられる。

なぜならクラウドファンディングではそのプロジェクトにいくら資金が集まっ

たら実行されるという「目標金額や募集額」の設定がされるからである。よっ

て，いくら出資したからと言って募集の締め切り段階に目標金額を達成してい

なければプロジェクトは実行されないのである。資金調達に成功し，いざ企画30 



23 

 

を実行したとしても，プロジェクトそのものが失敗することがある。アイデア

が評価されても技術的に可能でなければ失敗する事例もあるため，出資を募る

起案者は，資金調達までの計画だけでなく，資金調達後のプロジェクト計画も

綿密に立てておかなければならない。  

そして，人気のあるプロジェクトはアイデアを模倣されるリスクがある。ク5 

ラウドファンディングでは，実現前のアイデアをネット上で公開する。情報を

公開する前に，特許を出願しておくのも有効な手段だが，特許を取得するには

時間と費用がかかる。そもそも特許では保護できないアイデアもある。しか

し，クラウドファンディングサービスの中には，特許に関する手続きをサポー

トしてくれるものもあるため，プロの力を借りるのも手段の一つである。  10 

さらに，「詐欺の可能性」という問題点もある。具体的な詐欺の例としては

「震災復興の為の寄付と偽り資金を騙し取る」などが挙げられるが，このよう

に偽りのプロジェクトで資金を募集し，プロジェクトを実行せずにそのまま資

金を騙しとるという手口の詐欺に合う可能性もある。  

一方，出資する側の問題点として，お金が有効に使われないという点が挙げ15 

られる。出資したプロジェクトが資金を集めたものの，思ったように企画が動

いていないということもある。例えば，プロジェクト実施期間内に製品が完成

しない，思っていたよりも製品が売れないなどである。中には，事業を始める

気が最初からなく，クラウドファンディングを利用して，集まったお金を持ち

逃げする人もいる。したがって，実績もなく無名であっても，事業を始められ20 

るのがクラウドファンディングの魅力ではあるが，出資先が信頼できる相手か

どうかきちんと見極める必要がある。  

また，「プロジェクトの失敗によりお金が戻らない可能性がある」という問題

点がある。  

クラウドファンディングでは基本的に資金を提供した後の解約が出来ないとい25 

う決まりがあり，出資したプロジェクトが実行中に失敗した場合でも「解約す

るのでお金を返して下さい」ということはできない。これを融資型では「貸し

倒れ」とも言う。  

しかし，このような事態に発展しない為にも「担保や保証が付いているサー

ビスを選ぶ」「出資する前にしっかりと利用規約を確認する」などしっかりと30 
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した対策を行い，事前に防ぐ事も可能である。  

 投資型クラウドファンディングと購入型クラウドファンディング，寄付型

クラウドファンディングの三種類の観点から問題点を挙げるとすると次のよう

なことが考えられる。  

「投資型」クラウドファンディングは，地域事業の活性化や若者・女性とい5 

った未来ある事業者に対してビジネスチャンスを創出するものである。未だな

いアイデアや将来性の高い事業，地域を応援する事業に対して投資を行い，そ

の売上金から分配金や投資家特典などを受け取ることができるシステムであ

る。この「投資型」の問題点として，商品の流動性が低いということが挙げら

れる。投資期間は固定であり，その期間中の売却や解約はできない。また，投10 

資型の中の株式型では，スタートアップ企業の株はなかなか売れないことも多

く，流動性が低いことが特徴である。投資型は大きな利回りや配当が見込める

場合もあるが，クラウドファンディングで扱う商品はもともとマイナーなもの

ばかりである。普通の株であれば失敗した場合も損失の少ないうちに売ること

が出来るが，クラウドファンディングの場合売ることが出来ないため，多額の15 

配当を期待していたら投資金が全部なくなったということもありうる。したが

って，通常の株式投資とは異なるリスクが伴うことも把握した上で，投資先を

選んでいく必要がある。  

次に，「購入型」のクラウドファンディングとは，ファン（支援者）がプロジ

ェクトへ出資することで，そのリターンとして支援金額に応じた金銭以外の商20 

品やサービスが手に入る，というシステムである。勿論，クラウドファンディ

ングは，プロジェクトが成功してから商品の制作やサービスの提供を行うた

め，いわゆる先行販売（事前購入）という形に近い。日本で一番採用されてい

るタイプである。この「購入型」の問題点として，投資額が集まっても，思う

ように事業が進むとは限らず，もし事業が不発に終われば，出資者は何も得る25 

ものがないまま，出資金を捨てるだけということが挙げられる。最悪の場合，

初めから出資金を持ち逃げするつもりで，プロジェクトを立ち上げたというこ

ともあるかもしれない。さらに，出資金が集まり，計画を実行したが失敗しま

したと報告しておいて，実際には出資金を別の口座などにプールしているとい

う場合もありえるかもしれないということである。  30 
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そして，「寄付型」のクラウドファンディングは，出資者への見返りが用意さ

れていない方法である。災害支援や難病支援などの活動に必要な費用を募る方

法としてよく使われており，様々な個人や団体が支援を募っています。この

「寄付型」の問題点として，持ち逃げや詐欺事件などに利用されてしまう可能

性があるということが挙げられる。寄付をする相手が信頼できるかどうかが重5 

要となっている。  

また，寄付を受けた人が政治的あるいはなんらかの環境要因によって目的が

達成できない可能性があることである。例えば，寄付した先が発展途上国で活

動する団体であれば，不安定な政治や内戦が原因で活動ができなくなったり，

プロジェクトが中断になったりしてしまう可能性がある。例え先進国でも，法10 

律が変わることで活動ができなくなる可能性もあるといえる。  

 そして，税金も問題点である。寄付をすると節税になるといわれている

が，寄付型クラウドファンディングの場合はそうならないことがある。地方公

共団体や公益法人を経由した寄付ではないことが多いため，いわゆる税法上の

「寄付金控除」が受けられないことがある。逆に寄付を集めた側も，集めたお15 

金によっては贈与税を払わなければならないこともあるといえる。寄付型クラ

ウドファンディングは現状，法的な寄付ではなく投げ銭に近い。したがって，

節税に使えないということがある。  

このクラウドファンディングが，人の善意が大前提である以上，一部の人が

悪意をもって行動すれば，この仕組みそのものが崩れてしまうのである。  20 

クラウドファンディングでリスクを回避するためには，利用する業者を正し

く選ぶことが最も重要である。業者選びさえ間違わなければクラウドファンデ

ィング投資におけるリスクの 8 割は回避成功と言ってもよいくらいである。

「募集実績・金額の大きさ」と，「関連会社・グループ会社の存在」に注意す

ること，募集実績が豊富にあるという事は，それだけ案件審査のノウハウが蓄25 

積されているということに注意することが重要である。  

また，グループ会社に大企業が含まれていれば財務基盤や情報ネットワーク

が強固であると言える。自信のあるクラウドファンディング業者は公式サイト

のトップにこれまでの募集実績をしっかりと掲載しており，会社概要欄にはグ

ループ会社や株主の企業名が記載されているため，口座解説前に必ず目を通し30 
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ておかなければならない。  

クラウドファンディングは，資金がないために計画を断念している人にとっ

て魅力のある仕組みだが，人の善意が一番の柱である以上，トラブルの発生は

不可避だと考えられる。会社や個人が何か新しいプロジェクトを起こすとき，

多かれ少なかれ資金が必要になる。しかし，全ての人が自己資金に恵まれてい5 

るわけではなく，足りない部分については外部から資金を調達しなければなら

ない。その手段として，親族や知人から借り入れる，銀行から融資をしていた

だく，寄付を募る，といった方法を思い浮かべるが，近年それらに加え，クラ

ウドファンディングという新しい資金調達の方法が出来上がった。  

 クラウドファンディングとは，資金を必要とする人（実行者）がそのプロ10 

ジェクトの目的をインターネット上に掲示して，不特定多数の人々（支援者）

に資金提供をよびかける，資金調達支援の仕組みである。  

 その実行者には，一般の中小企業や個人だけでなく，地方公共団体，

NPO，金融機関なども参加することができる。また支援者は，主に一般個人

及び投資家から構成されている。それら事項者と支援者が資金集めのための情15 

報を交流したり実現したりするインターネット上の仕組みをプラットフォーム

といい，そのプラットフォームを提供するサービスサイトがすでにネット上に

多く解説されている。  

 

第五章  クラウドファンディングの将来の展望  20 

クラウドファンディングの将来の展望を述べる。クラウドファンディング

は，早期にインターネットが本格的に普及したアメリカではいち早くそのスタ

ートが切られたが，日本では 2000 年代に入ってから本格的に普及したため，

アメリカ等の国に比べ，後進的となっている 12。日本で本格的にクラウドファ

ンディングが資金調達の方法として始まったのは 2011 年 3 月 11 日に発生し25 

                                                   

12 三 菱 UFG 信 託 銀 行 「 ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ と そ の 特 性 」

http://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/pdf/u201509_1.pdf 参照 2017. 

9.29 
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た東日本大震災の被災者支援の募金集めが最初とされている。 2011 年 4 月に

は日本で最初のクラウドファンディング・サービスサイト Readyfor（レディ

ーフォー）がリリースされ，続けて 2011 年 6 月には CAMPFIRE（キャンプ

ファイヤー）がリリースされた。現在ではそのキャンプファイヤーが国内最大

手のサービスサイトになっている。クラウドファンディングは，購入型，寄付5 

型，投資型に大きく分類される。投資型はさらに，貸付型，株式型，ファンド

型の３つに分けることができる。株式会社矢野経済研究所がリリースしている

クラウドファンディングに関する資料 13（2015 年）を見てみると，全体の支

援額ベースで 363 億円，前年対比 68％の大きな伸びとなっている。またタイ

プ別調達額では，購入型 32 億円，寄付型 1 億円，貸付型 322 億円，ファンド10 

型 6 億円，株式型ほか 2 億円となっている。これらを見てみると金銭的リタ

ーンを伴う貸付型の利用が圧倒的となっている。また当社による 2016 年度の

予想を支援額ベースで 478 億円，前年対比 32％増とさらなる伸びが期待され

ている。  

            (表 5－1) 15 

矢野経済研究所クラウドファンディングレポートより作成  

www.yano.co.jp/market_reports/C59106300 

                                                   

13野村総合研究所（2013）「個人投資家によるベンチャー企業等への投資活動の

実態に関する調査」経済産業省 Massolution（ 2013）“The Crowdfunding 

Industry Report”（http://www.massolution.com）  
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 クラウドファンディングの将来性について，矢野経済研究所による調査を

踏まえながら考えると，今後さらに大きく成長し，銀行にとって代わるのでは

ないかと私は考える。たとえばベンチャー企業や中小企業が資金調達を行うと5 

き，まず初めに検討するのは銀行からの融資である。その場合，まずは事業者

の信用，事業の将来性，または保証人である代表者の自己資金を含めて，返済

が見込めるかどうかの審査を受けなければならない。この審査を通過すること

は容易ではないことは言うまでもない。どのような理由であれ銀行から融資を

うけることができなかった場合，どこから資金を調達すればよいのかという大10 

きな問題に直面することになる。現在日本国内の企業のうち中小企業や個人事

業主は 99％以上という割合を占めている。それら中小企業の多くが資金調達

の段階で足踏みしていては事業が成り立たなくなる上に，日本の経済発展も見

込めなくなってしまう。銀行は過去と現在を精査して事業者に融資をするかど

うか審査をするのである。  15 

一方，クラウドファンディングはどうか。クラウドファンディングは銀行と

は違い，プロジェクトの将来性つまり未来の情報をもとに融資するかどうか決

めるのである。銀行は資金の回収を目的としているが，クラウドファンディン

グはあくまで投資の一つである。そうなることで資金調達のハードルが下が

り，中小企業やベンチャー企業をはじめとする企業をはじめ，地方自治体まで20 

もが自由に資金調達を行い，新たなプロジェクトを展開することができるので
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ある。  

 ここまで述べたのが，いわゆるファンド型のクラウドファンディングであ

る。しかしクラウドファンディングの投資規模で考えてみると貸付型が占める

割合が圧倒的に多いのである（上記グラフ参照）。貸付型はファンド型とは違

い，あくまで貸付という立場にあるため，投資先の事業やプロジェクトの好不5 

調に関わらず，返済されるものである。貸付期間は比較的短く，その間に高金

利を受け取るという仕組みである。  

銀行より資金調達のハードルが低くかつたくさんの資金が集まりやすいクラ

ウドファンディングであるが，その中身は銀行とほぼ変わらないものである。

事業規模も年々拡大し，利用者の増加も将来的には見込めると考えられる。ア10 

メリカでは今や年間 100 万ドルまでクラウドファンディングによる資金調達

ができるようになっている。日本のクラウドファンディングもアメリカの規模

ほどに発展することができれば銀行にとってかわることのできる存在になりう

るのではないか。  

 15 
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