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序章 

 

近年、我が国では、「失われた 20 年」と言われるデフレから脱却の兆しを見

せている。2016 年以降、「マイナス金利政策」が導入され、企業の資金調達の5 

コストが低下した。そのため、企業の資金調達環境は改善を見せている。  

現在の日本では、様々な方法で資金調達を行っている。一つはエンジェル税

制であり。一つは、クラウドファンディングである。主に、この二つからの資

金調達が中心となっていてこれらは最近新たな資金調達を開始している。この

ことから、中小企業及びベンチャー企業に大きな影響を与えた。  10 

そこでまず、第一章において中小企業・ベンチャー企業の「資金調達」がど

のようにして行われているかである。企業を経営していくのに大事なのは“資

金”がどのようにしているのだろうかを述べていく。  

二章では未上場ベンチャー企業による新しい資金調達による種類を述べてい

く。 15 

三章では、海外の一例としてドイツの中小企業・ベンチャー企業による特徴

と問題点を取り上げて述べて行く。  

最四章では、提案として ICO による資金調達の方法及び仮想通貨とクラウド

ファンディングによる資金調達の方法について述べていく。  

終章では、これらの総括を述べていく。  20 
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第１章   日本における伝統的な資金調達の方法 

第１節  中小企業の資金調達  

 

一概に資金調達を行うと言ってもどのように行うかは企業の規模や性質に5 

よって異なることは確実である。では、現在の中小企業はどのような資金調

達を望んでいるのだろうか。みずほ総合研究所によると、『「公的金融機関か

らの借り入れ」（ 39.9％）、「事業性を評価した担保・保証に頼らない借入

（38.1％）、「信用保証協会の保証付借入」（ 37.4％）、を挙げる企業の比率が高

くなっている。また、「代表者等の保証による借入」（ 34.7％）、「不動産を担保10 

とする借入」（ 31.5％）を希望する企業も 3 割超えている。［図 1-1 参照］」（み

ずほ総合研究所・ 2016） 

 

 15 

 

 

 

 

次に、中小企業が借入を受けている方法を見る。『「代表者等の保証による20 

借入」（60.1％）、「信用保証協会の保証付借入」（53.6％）、「不動産を担保とす

る借入」（48.7％）、という、担保・保証付の借入の比率が高くなっている。一

方、「事業性を評価した担保・保証によらない借入」を挙げる企業の比率は、

図表 1-1 中小企業が希望する借入方法  

出所：みずほ総合研究所「中小企業における資金調達の実態～金融

機関の取り組み状況と中小企業における評価～ Working Papers」（ 2016

年 7 月 15 日） 1p. 
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20.3％となっている。「事業性を評価した担保・保証によらない借入」の借入

実績を見ると、規模の小さい企業ほど借入実績が低くなっている。［図 1-2 参

照］』（みずほ総合研究所・ 2016） 

5 

 

ここまでは、借りる側の資金調達の方法を見てきた。では、貸す側の金融機

関はどのようなところに趣を置いて、貸出を行っているのだろうか。  

1-3 の図表から見てみると、『一番重点を置いているのが「信用保証協会の保証

付貸出」を挙げる金融機関が 86.1％と最も高い値であった。次いで 60.5％の金10 

融機関が「事業性を評価した担保・保証によらないプロパー貸出」を挙げてい

る。また、今後、重点を置いて取り組んでみたい貸出方法については「事業性

を評価した担保・保証によらないプロパー貸出」を挙げる金融機関が 61.4％と

最も高くなっており、「売掛債権の流動化による貸出」（ 49.6％）「動産担保によ

る貸出」（49.2％）、「知的財産担保による貸出」（ 41.4％）が続いている。  15 

図表 1-2 中小企業による資金調達の方法  

出所：みずほ総合研究所「中小企業における資金調達の実態～金融機関

の取り組み状況と中小企業における評価～ Working Papers」（ 2016 年 7

月 15 日） 2p. 
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4 割程度の中小企業が希望する「事業性を評価した担保・保証によらない借

入」は、現時点では 2 割の企業が受けているにとどまるが、今後、金融機関に

おいても重点を置かれて取組が更に推進されることが見込まれる。また、借入

手法として希望とする企業は限定されるが、「売掛債権の流動化による貸出」等5 

も金融機関において取組が進められる可能性がある。  

ここまでは中小企業資金調達の方法を見てきた。中小企業が資金調達にあた

り金融機関に考慮してもらいたい項目は何か。企業の従業員規模によって程度

に差があるものの、「財務内容」、事業の安定性、成長性」、「返済実績・取引振

り」を挙げる企業の比率が高くなっている。「財務内容」、「事業の安定性、成長10 

性」については、規模が大きい企業ほど比率が高くなっている。「技術力、開発

力」、「営業力、既存顧客との関係」といった知的資産を考慮してほしいとする

企業の比率は比較的低くなっている。  

出所：みずほ総合研究所「中小企業における資金調達の実態～金融機関の

取り組み状況と中小企業における評価～ Working Papers」（ 2016 年 7 月 15

日） p2. 

図表  1-3 金融機関が重点を置いて取り組んでいる貸出方法
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一方で、金融機関での担保・保証以外の与信判断項目は何であろうか。図表

1-4 を見てみると、「財務内容」（ 99.0％）、「事業の安定性、成長性」（ 94.1％）、

「代表者の経営能力や人間性」（ 76.9％）、「会社や経営者の資産余力」（ 63.8％）、

「返済実績・取引振り」（ 59.4％）を与信の判断項目とする比率が高くなってい5 

るが、「会社や経営者の資産余力」ついては、考慮を望む中小企業の比率は 10％

程度であり、金融機関での担保・保証重視の姿勢が出ていると考えられている。

なお、知的財産である「技術力・開発力」を挙げる金融機関は 48.5％と比較的

高いが、「営業力、既存顧客との関係」は 21.6％にとどまった。』¹ 

 10 

第２節  ベンチャー企業による伝統な資金調達  

第１項  ベンチャー企業とは  

 

ベンチャー企業の資金調達について述べる前に、現在のベンチャー企業につ

いて述べて行く。ベンチャー企業は以下の図表を用いて今回説明していく。  15 

ベンチャー企業のステージを資料によって異なるが、本稿では 4 つのステージ

で述べる。  

みずほ総合研究所「中小企業における資金調達の実態～金融機関の

取り組み状況と中小企業における評価～Working Papers」（2016 年 7

月 15 日）p3 

図表 1-4 借入で金融機関に考慮してもらいたい項目  
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「一つ目は、シード期である。上記に以外に莫大な資金を必要ではなく、経

営者自身もしくは親しい人に出してもらうスイートマネーでしのぐことが多い

時期である。しかし近年はシード向けへの出資を行うベンチャー・キャピタル

も多数存在し、スカイランドベンチャーズはその一例である。  5 

二つ目は、アーリーステージである。運転資金や設備投資、研究開発に販売

促進と様々な資金が必要になる。事業に非常に不安定なため本格的な出資や融

資は期待できない。割合的にはかなり少ないながらも、株式上場の意思を見せ

ることで初期から出資に応じてくれるベンチャー・キャピタルも存在する。  

三つ目はエクスパンション期である。収益も黒字に転換されていくときであ10 

る。人材・設備・開発など様々な面で規模を拡大していく必要がある。十分な

信頼を得られるほどの収益状態ではない場合、金融機関からの融資を受けるこ

とは難しい。事業の成長に伴ってベンチャー・キャピタルから出資を得られる

機会が増えていくのがエクスパンション期である。  

四つ目がレイター期である。エクスパンション期でベンチャー・キャピタル15 

から出資を受けている場合、新規株式公開などのエグジットへ向かう時期にな

る。また、内部管理体制を整備する段階でもある。」² 

 

第２項  ベンチャー企業による資金調達について  

 20 

中小企業による資金調達の方法を見てきた。次にベンチャー企業について見

出所 :各種資料参照のうえ著者作成  

図表 1-5 ベンチャー企業のステージ  
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ていく。  

日本で急成長を成し遂げて来たベンチャー企業。ベンチャー企業による資金

調達の基準などはどのようなものなのであろうか。  

ベンチャー企業は規模や実績、信頼性などの要因から、現状の自分の会社の

成長度合いやトラクション（売上や実績）などに応じて手段の向き不向きや資5 

金調達額の相場の違いがある。また、事業のタイミングやスピードが極めて重

要である。売上よりも開発先行で事業をすすめる必要があるため、どうしても

成長の過程で赤字は避けられない。安定経営の企業と比べると、銀行のプロパ

ー融資を受けにくい状況になる。そのため、ベンチャー企業の資金調達方法と

しては、融資を受けることよりも出資を受けることの方が相性は良いと言える。10 

その代表例とも言えるのが、エンジェル投資家や個人投資家、ベンチャー・キ

ャピタルからの投資である。しかし、経営権を奪われるリスクがあり、すべて

のベンチャー企業が出資してもらえるわけではない。」² 

 

第３項  ベンチャー企業による資金調達の方法について  15 

 

ベンチャー企業はどのようにして資金調達を行っているのであろうか。  

「一つ目は、ベンチャーキャピタル（以下 VC）による方法である。ベンチャ

ー企業に馴染みやすい資金調達手段の代表格とも言える VC からの出資。上場

しそうなベンチャー企業に投資し、上場後に株式を売ることや、株式譲渡など20 

で利益を得ることができる。そのため、VC からの出資を受けるには、上場や事

業の大きな成長が明確に視野に入っていなくてはいけない。ベンチャー企業に

とって馴染みやすい資金調達とはいえ、事業計画がしっかりしていないと出資

をしてもらえる可能性は低い。  

二つ目は、エンジェル投資家、個人投資家からの出資である。出資の中でも、25 

有効な資金調達方法と言える。エンジェル投資家と個人投資家はいずれも、創

業間もない企業に資金を提供する個人のことである。VC と似ているが、VC は他

人のお金を預かって運用するファンドであることに対し、エンジェル投資家や

個人投資家は自分のお金を投資する点で異なっている。  

まず、挙げられているのが日本政策金融金庫である。日本政策金融金庫は、30 
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政府系の金融機関である。経済政策の一環として、民間銀行では敬遠しがちな

起業をサポートする融資を行っている。上限額は 3,000 万円だけれども、実際

の融資実行額は、 1 件あたり平均 300 万円程度である。しかし、きちんとした

説明ができた場合は 1,000 万円の融資も実行されることもある。また、最短二

週間で融資が実行されるため、この点も創業期にスピードを求めるベンチャー5 

企業には魅力的である。  

日本政策金融金庫と同じくベンチャー企業でも手を出しやすい制度として、

自治体が取り扱う制度融資がある。信用保証協会が保証を担当して、金融機関

が窓口となる制度であるが、お金の出所は各種自治体となっている。  

その他として、国や地方自治体による「補助金・助成金」も、代表的な資金10 

調達方法も一つである。相手が国や知事体であれば安心な上に、原則として返

済の必要がないため、大きなメリットと言える。ただし、公募期間が決まって

いるため常に新しい情報を入手するべくアンテナを張っておく必要がある。ま

た、申請にも手間と時間がかかる。助成金は厚生労働省が管理しているため、

雇用周りの状況の整理が条件となることがほとんどである。ベンチャー企業の15 

場合、労働環境の整備が遅れている企業も多く見受けられる。社会保険に加入

していないなどの状況の場合は、労働環境を整備しなければ受給できない。さ

らに、補助金の場合、申請すれば必ずもらえるというわけではなく、審査があ

ることも知っておく必要がある。いずれの場合も受けられたとしても後払いの

ため、別途つなぎの資金も用意する必要がある。 1 年後に振り込まれるという20 

こともある。」³ 

資金調達として近年注目されている方法として「クラウドファンディング」

がある。これは、インターネット上で事業の情報や製品のアイデアが公開し、

多くの人から資金を調達する方法である。ベンチャー企業の場合、エッジの利

いたサービスを提供している場合も多く、上手く PR すれば、出資者の目に留ま25 

りやすい。種類などの詳細については次章で述べていく。  

その他の資金調達として友人や家族からの借入も、資金調達の手段になる。

親しい間柄であれば、返済期間などを柔軟に決定することができる場合もある。 

だが、借りられてとしても、たいていの場合は大きな金額にはならない。場

合によっては、身内の信頼を失って今後の人生に大きな余波を与える可能性が30 
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ある。  

 

注1、 みずほ総合研究所「中小企業における資金調達の実態～金融機関の取

り組み状況と中小企業における評価～Working Papers」2016 年 p.1

～3 5 

注2、 株式会社ユーザーベース「ベンチャー企業の資金調達と VC|SPEEDA」 

https://jp.ub-speeda.com/analysis/archive/68/ 

注3、 創業手帳株式会社「ベンチャー企業必見！資金調達手段 5 選」  

https://sogyotecho.jp/venture-funding/ 

  10 
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第２章   未上場ベンチャー企業による新しい資金調達による種類 

第１節  クラウドファンディングによる資金調達の方法  

 

前章でクラウドファンディングについて述べてきたが、ここで、クラウドフ5 

ァンディングについて詳しく述べて行く。  

「クラウドファンディングとは、日本円など法定通貨での投資になることを

いう。しかし、買った人が第三者に売るという選択肢がなく、任意の寄付の意

味合いも強いものから投資だけでなく、融資になりえるものである。特徴は投

資をすることでサービスや特典、利回りなどを得ることができる。投資は原則10 

として日本円（法定通貨）でおこなわれ、投資で得た権利を売買することは行

われていない。それは資金の投じられるプロジェクトや事業への共感が、資金

提供の主要なカギとなるからである。」² 

以上のように、「スキームによって、「寄付型」（寄付として資金を提供するの

み）、「購入型」（製品やサービスを受け取る）、「投資型」（株式やファンドを取15 

得する）、「融資型 /貸付型」（資金を貸し付ける）に大別される。²購入型クラウ

ドファンディングでは、リターンとしてモノ・サービスをし、また融資型クラ

ウドファンディング（ソーシャルレンディング）では、金利を得ることができ

るが、株式投資型クラウドファンディングはリターンとして非上場企業の株式

を取得できる仕組みである。」³ 20 

図 2-1 クラウドファンディングの主な種類とメリット・デメリット  
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（出所）:各種資料を参考のうえ著者作成  

 

第２節  株式投資型クラウドファンディング  

 5 

海外ではすでに株式投資型クラウドファンディングが始まっていたのである。

日本では法律や協会の規制があり、株式投資型クラウドファンディングのサー

ビスを運営することができなかった。2015 年５月に金融商品取引法の一部が改

正されたことによって、株式投資型のクラウドファンディングが国内で解禁さ

れ、2017 年に国内初の株式投資型クラウドファンディングサービスが始まった。10 

³非上場株式の募集又は私募の取り扱いにより、インターネットを通じて、多く

の人から少額ずつ資金を集める仕組みが認められた。発行者が資金調達できる

額は一年間に一億円未満、投資家が投資できる額は同一の会社につき一年間に

五十万円以下の少額要件が設けられている。また、投資勧誘の方法にも、イン

ターネットのウェブサイトを閲覧させる方法または電子メールを送信する方法15 

に限定されている。²中小企業及びベンチャー企業の資金調達法としてクラウ

ドファンディングの中で株式投資型に注目が集まると考える。金融取引法の改

正の概要は以下の通りである。  

 

図表 2-2 金融商品取引法等の一部を改正する法律の概要  20 
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（出所）：金融庁（https://www.fsa.go.jp/common/diet/186/01/setsumei.pdf） 

 

第３節  クラウドファンディングによる課題点  

 5 

ところでクラウドファンディングでは、「運営会社が投資家を募って資金ニ

ーズのある先に資金を提供する。この流れは寄付型・購入型・融資型・株式型

のいずれにおいても変わらないが、寄付型のクラウドファンディングを除くと、

投資家の資金提供の見返りには違いがある。購入型の場合には、資金を利用し

て完成された成果物のものやサービスを付与することが必要である。融資型の10 

場合には、融資元本、返済及び金利を付与することが必要である。投資型の場

合には、株式を発行する。」³融資型クラウドファンディングと株式投資型クラ

ウドファンディングには市場規模の差はあり前者が上回っている。しかしいず

れにせよ、中小、ベンチャー企業にとって資金の返済の必要のない株式型の市

場にこれから先発展していくだろう。  15 

図表 2-3 株式投資型クラウドファンディング統計情報  

https://www.fsa.go.jp/common/diet/186/01/setsumei.pdf
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（出所） 日本証券業協会  

 

図表 2-4 国内融資型クラウドファンディング市場規模の推移  

 5 

（出所） 一般社団法人日本クラウドファンディング協会  

http://safe-crowdfunding.jp/wp-

content/uploads/2018/04/2017crowdfunding.001.png 

 

第４節  IPO と ICO について  10 

 

未上場ベンチャー企業では、新たな資金調達の方法として IPOと ICOがある。

二つの違いについては図表 2-5 になる。それぞれ、発行するものから世界中へ

の投資について異なっているのがわかる。  

では、それぞれの具体的な役割はどのようになっているのだろうか。次項で15 

述べていく。  

 

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

募集総額 発行総額

円

http://safe-crowdfunding.jp/wp-content/uploads/2018/04/2017crowdfunding.001.png
http://safe-crowdfunding.jp/wp-content/uploads/2018/04/2017crowdfunding.001.png
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図表 2-5 ICO と IPO の違い  

 

（出所）ICO 研究家（ https://ico-researcher.jp/ico-ipo/）  

 

第１項  IPO について  5 

 

IPO とは、initial Public Offering の略称である。「一般的には、（新規）

株式公開とも言われる。少数株主に限定されている未上場会社の株式を証券取

引所（株式市場）に上場し、株主数を拡大させて、株式市場での売買を可能に

することである。」⁴IPO は、企業が資金調達を行うための手法の一つである。10 

「取引所とは、株式や債券などの売買を行う機能を持った施設のことであり、

日本では主に証券会社に依頼して株式の売買を行う、証券会社を通して個人で

株式の売買を行う。」⁵ 

第２項  ICO について  

 15 

ベンチャー企業の資金調達方法として近年 ICO が注目されている。ICO とは、

「Initial Coin Offering の略で日本語では「新規仮想通貨公開」と呼ばれる。」

⁶新規仮想通貨公開と呼ばれるように仮想通貨を使い資金調達を行う。「仮想通

貨は、2008 年に Satoshi Nakamoto が発表した論文の応用から生まれたコンピ

ュータ内の電子データに基づくキャッシュである。資金調達方法として IPO も20 

あるが ICO は IPO と違い新規参入しやすいシステムになっている。企業もしく

は事業プロジェクトが資金調達を行う場合、銀行などの金融機関からの借り入

れを行う（デット・ファイナンス）、もしくは新株を発行して出資してもらう（エ

https://ico-researcher.jp/ico-ipo/
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クイティ・ファイナンス）という方法がある。しかし、信用力がなかったり、

与信能力が低かったりする新興企業が、デット・ファイナンス、エクイティ・

ファイナンスで資金調達をすると、借入利率が高くなり、十分な資金が調達で

きないという課題があった。 ICO は、こうした問題を抱えることなく、資金調

達を行える。ICO は仮想通貨取引所に上場し、他の仮想通貨と交換できるよう5 

になることで、株式の証券取引所へ上場することに類似している。 ICO は「ク

ラウドセール」や「トークンセール」とも呼ばれることがある。「トークンセー

ル」が開始される前に、ディスカウント価格で購入でき、特典を付けてトーク

ンを購入できる方法をプレセールという。」⁷クラウドセールは、「不確定要素の

多い状況で投資することになるが、クラウドセールの段階になるとネット上に10 

も情報が充実し、多くの投資家にとってクラウドセールのほうが参加しやすい

環境が生じる。」⁸ 

以下では、ICO の特徴について図表 2-5 に基づいて説明する。  

①  「資金調達の低コスト化 ICO の実施は、技術革新により、既存の資金調達プ

ロセスよりもはるかに簡単である（法的ルールが未整備のため）。プロジェ15 

クトの構想やコンセプト、技術的詳細をまとめた「ホワイトペーパー」を公

開することで、技術的には誰でも仮想通貨を利用して世界中の投資家から資

金を調達可能となる。  

②  誰でも世界中どこからでも好きなプロジェクトに投資できる。また、誰もが

プロジェクトの初期段階から少額で直接投資できる。仮想通貨に流動性がつ20 

いた（現金化が容易になった）ことで国を超えた資金移動コストが激減した

ことにより実現した市場である。」⁹ 

投資家はホワイトペーパーを見て賛同するプロジェクトに投資をする。仲介

業者がおらずまた配当がない。このため新規のプロジェクト、新しいビジネス

を立ち上げた信用の低い資金が少ないベンチャー企業にとってメリットが大き25 

い市場。投資家もクラウドセールの段階で投機の目的として行いメリットがあ

る。 

ICO は全世界で取引されている。図表 2-6 は資金調達額のグラフである。図

表 2-7 は取引件数である。図表 2-8 は各地域の資金調達額のグラフである。資

金調達額、件数ともに伸びている。北米、ヨーロッパ、アジアが ICO の主要三30 
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地域である。「コンサルティング企業とスイスのクリプトバレー協会が共同で

発表したレポートで 2018 年の 1 月から 5 月における ICO の調達額は、すでに

2017 年全体の 2 倍に達した。年初来で申請された ICO の件数は 537 で資金調達

額は 137 億ドル以上。一方、 2017 年の ICO 件数は 552 件で資金調達額は 70 億

ドル以上にとどまった。平均的な調達額も 1280 万ドルから 2550 万ドル強と去5 

年と比べてほぼ２倍になった。」⒑  

 

図表 2-6 The rice and rice of ICOs 

 

（出所）https://elementus.io/blog/token-sales-visualization/ 10 

 

図表 2-7 The rice and rice of ICOs 

 

（出所）同上  

 15 

図表 2-8 Token sales 

https://elementus.io/blog/token-sales-visualization/
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（出所）同上  

 

第５節  課題点  

 5 

ICO は IPO のように事業内容や将来の業績見通しに関する審査を受けていな

い。「投資家が資金調達に応じるかどうかの判断材料は、発行主体が調達した資

金の使い道（事業計画）やトークンの販売方法などをまとめて、ネット上に掲

げたホワイトペーパーだけとなる。そのため、事業計画が計画倒れに終わって

しまって投資家が損害を受けるケースも少なくない。2017 年４月に仮想通貨に10 

関して規制、ICO に関係する事業者においては、自らのサービスが資金決済法

や金融商品取引法等の規制対象となる場合には、登録など、関係法令において

求められる義務を適切に履行する必要があり登録なしにこうした事業を行った

場合は刑事罰の対象となる。」⒒ 「世界各国では、2017 年７月アメリカで、認

可を受けない ICO による資金調達は、証券取引法に基づく処罰の対象とした。15 

同年８月シンガポール金融管理局証券先物法の対象となる ICO を規制すると発

表した。同年９月中国金融当局によって、 ICO で仮想通貨を利用した資金調達

を禁止した。同年 10 月韓国の金融規制当局は ICO 禁止を発表した。仮想通貨の

信用取引も禁止した。」⒓ 図表 2-9 の左は仮想通貨取引所上場前、右は仮想通

貨取引所上場後のグラフである。 81％の案件は詐欺だといわれている。その他20 

19％の内のわずか 8％しか上場できず、3.8％しかプロジェクトを成功させるこ

とができていない。システムに手軽に参入でき、仮想通貨の法整備が各国でな

されていないために起こりうる。法整備がされておらず、仮想通貨が大きな市

場へと発展してしまった。このため、法を潜り抜け詐欺が多くなってしまって
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いる。「日本では、 2017 年 4 月に改正資金決済法され、仮想通貨との交換サー

ビスを行うには、仮想通貨交換業の登録が必要とした。」⒔ その他に、仮想通

貨、仮想通貨交換業の定義を設けた。「2017 年 10 月には利用者及び事業者に対

して注意喚起を呼び掛けた。」⒕しかし、規制の対象となったのは、国内の仮想

通貨取引業者の上場審査が厳しくなったことである。今後は、上場前の ICO の5 

規制強化をしていく必要がある。そうすれば ICO の信用も高まり、大きな市場

へと発展していくだろう。  

 

 

図表 2-9 Listed Coins/Token,＄50M+in M Cap 10 

 

（ 出 所 ） (https://medium.com/satis-group/ico-quality-development-

trading-e4fef28df04f) 

 

注 1: 日本経済新聞  15 

（https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29154390Z00C18A4SHH000/） 

注 2: 日本証券業協会  

（http://www.jsda.or.jp/sonaeru/words/0301.html）  

注 3: CROWDPORT NEWS（https://www.crowdport.jp/news/4498/） 

（https://www.crowdport.jp/news/4127/） 20 

注 4: 野村證券（ https://www.nomura.co.jp/terms/english/i/A02102.html） 

注 5: ミッションクルー株式会社「社長が見るブログ」  

https://medium.com/satis-group/ico-quality-development-trading-e4fef28df04f
https://medium.com/satis-group/ico-quality-development-trading-e4fef28df04f
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29154390Z00C18A4SHH000/
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/words/0301.html
https://www.crowdport.jp/news/4498/
https://www.crowdport.jp/news/4127/
https://www.nomura.co.jp/terms/english/i/A02102.html
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https://www.syachou-

blog.com/others/6%E5%88%86%E3%81%A7%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A7%E

3%81%8D%E3%82%8B%E4%B8%8A%E5%A0%B4%EF%BC%88ipo%EF%BC%89%E3%81%A8

%E3%81%AF%EF%BC%9F/ 

注 6: 仮想通貨「 ICO 投資」入門 坂本康宏幻冬舎  5 

注 7: ICO のプレセールとは何か？（ https://coin-otaku.com/topic/1287）  

注 8: ABEYUTO 公式メディア（ http://abeyuto.com/invest/presale-cloudsale/） 

注 9: ホウドウキョク（ https://www.houdoukyoku.jp/posts/14647） 

注 10: ベンチャータイムス   

https://venturetimes.jp/cryptocurrency/37713.html 10 

注 11: 金融庁  

http://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=4

29M60000002007 

注 12: 広まる ICO、リスクとその課題  15 

https://medium.com/blockhive-japan/広まる ico-リスクとその課題 -

39d2c20845c3 

注 13: 金融庁  

http://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=420 

29M60000002007 

注 14: 金融庁 https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/06.pdf 

  

https://www.syachou-blog.com/others/6%E5%88%86%E3%81%A7%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%B8%8A%E5%A0%B4%EF%BC%88ipo%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/
https://www.syachou-blog.com/others/6%E5%88%86%E3%81%A7%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%B8%8A%E5%A0%B4%EF%BC%88ipo%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/
https://www.syachou-blog.com/others/6%E5%88%86%E3%81%A7%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%B8%8A%E5%A0%B4%EF%BC%88ipo%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/
https://www.syachou-blog.com/others/6%E5%88%86%E3%81%A7%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%B8%8A%E5%A0%B4%EF%BC%88ipo%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/
https://coin-otaku.com/topic/1287
http://abeyuto.com/invest/presale-cloudsale/
https://www.houdoukyoku.jp/posts/14647
https://venturetimes.jp/cryptocurrency/37713.html
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=429M60000002007
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=429M60000002007
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=429M60000002007
https://medium.com/blockhive-japan/広まるico-リスクとその課題-39d2c20845c3
https://medium.com/blockhive-japan/広まるico-リスクとその課題-39d2c20845c3
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=429M60000002007
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=429M60000002007
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=429M60000002007
https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/06.pdf
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第３章  ドイツの資金調達  

第１節  ドイツについて  

 

先程まで、日本の資金調達について述べて来た。ここからは、視点を変えて5 

海外の資金調達について述べて行く。本稿では、ドイツの中小企業及び資金調

達について報告していく。多数ある国の中からドイツを選択した理由を述べて

いく。  

一つ目は、主製造が似ているということである。和田美憲によると、「両国で

は、自動車産業を中心とした製造業が経済を牽引している。メルセデスベンツ、10 

BMW、フォルクスワーゲン、アウディなどの日本でも人気のあるドイツ車は、ド

イツ経済にとってはまさに「エンジン」ともいえる存在である。日本では、ト

ヨタ、日産、ホンダの製造する自動車が世界の市場で販売されている。また、

勤勉な国民性や福祉の行き届いた比較的平等な社会も、日本とドイツに共通す

る特徴として挙げられている。」¹と述べられている。  15 

二つ目は、経済状況が似ているということである。日本政策投資銀行（通称

DBJ）によると、「ドイツは、日本同様、 TFP（全要素生産性）の寄与が大きい。

製造業の GDP が他国と比べて高い成長率を保つ中、 TFP 寄与が大きい。研究開

発による技術進歩が経済成長に寄与している。」²と述べられている。  

また、以下のグラフを見てみる。このグラフから分かるのが、EU28 カ国によ20 

る総人口に占めるシェアと総 GDP に占めるシェアがドイツによって占めている

というところである。更に、人口が日本より少ないのに対して GDP が日本と変

わらないという点である。このことから、生産コストが良いというのがわかる。  

ドイツでは、どのような資金調達が行われているのか。次節で述べていく。  
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図表 3-1 EU における総 GDP と人口シェア  2014 年  

 

（出所）GERMANY TRADE＆INVEST 「ドイツ経済概観：市場、生産力、イノベー

ション」  

第２節  ドイツの中小企業による資金調達  5 

第１項  資金調達の概要  

 

はじめに、ドイツ中小企業について調査してみる。図表 3-1 を見てみると、

2013 年度現在での自己資本による利用率は 52％、銀行ローンは 30％、公的補

助金が 12％、VC などのその他が 6％となっていた。このことから、その他にお10 

ける資金調達は 2006 年の 11.1％に比べると、大幅に低くなったことが分かっ

た。また、自己資本の結果が 2005 年で 51.1％になっており翌年、リーマンシ

ョックなどの原因により、低下したが、増加した。では、どのようにして資金

調達を行っているのだろうか。次項では、直接金融と間接金融に分けて着目し

ていく。  15 

第２項  間接金融分野における資金調達手段  
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間接金融分野で行われている資金調達手段としてフランクフルト・スタート

アップ・ファンドがある。フランクフルト・スタートアップ・ファンドとはフ

ランクフルト支庁傘下の経済開発公社（ Frankfurt Economic Development GmbH）

とフランクフルト金融大学（ Frankfurt School Financial Services GmbH）な

どが連携した、フランクフルト・スタートアップ・ファンド（ frankfurter 5 

Gruenderfonds）が存在する。主に創業 5 年以内の中小企業が長期間にわたって

事業を継続ができるように、資金面の支援を行っている。仕組みとしては、連

携銀行から最大 5 万ユーロまで信用供与されるが、ローンの 80％については、

ヘッセン保証銀行（ Buergschaftsbank Hessen）による保証が付き、残りの 20％

は協力銀行がリスクを負う仕組みである。（図表 3-2 参照）  10 

 

図表 3-3 フランクフルト・スタートアップ・ファンドの仕組み  

（出所）林  宏美「インダストリー 4.0 への貢献が期待されるドイツ中小企業の資金調達

―多様化しつつある直接金融型―  

図表 3-2 ドイツの中小企業による資金調達の実情  

 



24 

 

 

（出所）同上  

 

フランクフルト・スタートアップ・ファンドでは、特徴が二つある。  

「一つ目は、承認プロセスにかかる期間がはやいということである。書類が5 

揃っている状態で 4 週間という短い期間で資金調達を行うことができる。日本

などでは、2～3 か月かかるので早い段階で調達を行えるのは非常に大きい役割

を担っている。また、資金調達を行うほかに、信用保証を受けるためのプラス

評価を受けるにはどのようにしたらよいか企業にアドバイスをし、企業側は適

宜書類の修正を行うことができる。  10 

二つ目は、創業者は無料でコンサルティングを受けられるということである。

企業は、ローンを受けている全期間において、事務局が四半期ごとに業績で数

字をチェックするものである。  

このようにして、銀行とローン契約交渉を行う前からコンサルテーションな

どが受けられるプログラムは、期待されている。」⁴ 15 
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第３項  直接金融分野での多様化  

 

直接金融での資金調達はメインとなっているのが図表 4-3 である。この図表

から見てわかるのが、中小企業でも、ベンチャー企業でも最初のスタートアッ5 

プでの支援に優れているというのが分かる。ハイテク・スタートアップ・ファ

ンド（HTGF）では、追加的なファイナンスを必要とする場合、コーチングや経

営問題に対する助言など支援する体制が敷いてあるため、安心して出資を受け

られ 

 10 

る 。 そ の 中 で も 著 者 が 注 目 し た い の は IBB Bet で あ る 。 IBB Bet（ IBB 

Beteiligungsgesellschaft）は図表 4-3 では、ビジネスアイデアを有するスタ

ートアップ企業と述べられているが、具体的には、①クリエーティブ企業、②

ライフサイエンス、③産業テクノロジー、④ ICT（情報通信技術）の 4 分野が該

当される。³ 15 

次に述べるのは、サーチ・ファンド（ビジネス・パートナーシップ）である。

「サーチ・ファンドというのは主に MBA の卒業生（通常 1 名から 2 名）が、卒

（出所）各種資料参照のうえ著者作成  

図表 3-4：直接金融分野での資金調達  
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業時もしくは卒業前に投資家 10 数名から一口 2 百万円から 3 百万円で集めた

資金（約 2000-3000 万円）を使用し投資ファンドを立ち上げ、約 1 年から 2 年

の期間で中小企業（企業価値が 10 億円から 20 億円が目安）の中から理想のタ

ーゲット企業を「サーチ」し、企業家としての様々な経験をすることが出来る

というものである。また、オーナーと買収交渉を実際に行い、買収合意後に買5 

収資金を投資家から追加で募るのである。そして、銀行から借り入れを行った

うえで買収し、その会社に 5 年から 10 年の期間、会社を経営し企業価値を向上

させる。最後に次ステージの投資家に売却しキャピタルゲインを得るというモ

デルが特徴の資金調達の方法である。この時、サーチャーは買収資金を投下す

る必要はないのである。しかも、①企業買収時、②買収企業売却時、③一定の10 

収益目標の達成でそれぞれ 10％分による持分の株式が付与されるのである。こ

の方法は家族計画企業が多いドイツの中小企業にとっては問題を解決する一つ

の手段として取り入れられている。」⁴ 

 

注 1:和田 美憲「ドイツと日本、どちらが豊かな社会化  国境を越えて  7」 15 

注 2:DBJ 2015 年 8 月 21 日「ドイツ経済の強みと課題から日本への示唆を探る」  

注 3: GERMANY TRADE＆INVEST「ドイツ経済概観：市場、生産力、イノベーショ

ン」 

注 4: 林 宏美 2016 年 「インダストリー 4.0 への貢献が期待されるドイツ中小

企業の資金調達―多様化しつつある直接金融」  20 
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第４章   提案 

第１節  スタートアップ・ファンドとクラウドファンディングによる資

金調達  

 5 

前章でドイツによる資金調達の方法を述べてきた中で、我が国で活かせるも

のがある。それは、サーチ・ファンドである。サーチ・ファンドは前章で述べ

てきたが、主に中小企業をメインに資金を調達する方法である。我が国でも MBA

の卒業生がいるのは事実である。そのため、卒業時にドイツと同様なことがで

きるのではないかと考える。しかし、この方法は直接金融であって我が国では、10 

銀行は間接金融に当たる。そこで、証券会社がサーチ・ファンドに似たような

ことは可能なのだろうか。ここで、証券会社の業務は以下の図表である。この

図表を見てみると、主な業務は有価証券の取り扱いである。つまり、証券会社

のイメージである、ハイリスクハイリターンなイメージを少なくして、中小企

業をはじめ、ベンチャー企業による新たな光が出てくるのではないかと考える。15 

そして、この方法が日本に根付いた時、間接金融が中心である我が国でも直接

金融である資金調達が増えるのではないかと考える。  

 

（出所）金融大学「金融取引入門講座  第 10 回 証券会社」  

 20 

第２節  株式投資型クラウドファンディングによる資金調達  

 

図表 4-1 証券会社の業務  



28 

 

日本の市場を改善することは資金調達を良くすることにも繋がる。 IPO に上

場する際の手続きが反社会勢力によって株式の保有による有無がある。そこで、

現実的な資金調達の手段ではないと、当初から指摘があった。一年間で 50 万円

以下の投資と定められているため、多くの株主が発生する。また、株式投資型

クラウドファンディングはディスクロージャーに詳細な規制が及ばず、投資家5 

にとって大きなリスクが生じるが、過剰な規制は自由な経済活動を萎縮しかね

ない。そこで、2015 年に金融商品取引法が改正され、5 月に「株主コミュニテ

ィ制度」が創設された。内容が以下である。  

①  「証券会社が非上場株式の「株主コミュニティ制度」を組成する。  

②  当該株式に投資しようとする投資家がそのコミュニティに参加する。 10 

③  株主コミュティを組成・運営する証券会社は、日本証券業協会による

指定を受ける。  

④  証券会社は株主コミュニティ制度に参加している投資家のみ勧誘可

能。 

⑤  株主コミュニティへの参加は勧誘不可。」² 15 

以上のプロジェクトとコミュニティが連携することで長期的な密接な関係が望

まれる。また、このコミュニティは両者の信用が増すと考える。  

第３節  ICO とクラウドファンディングによる資金調達  

 

第 2 章で述べた仮想通貨において ICO における資金調達は欠陥が多い。20 

「IPO に上場する際の手続きが反社会勢力によって株式の保有による有無の審

査がある。現実的な資金調達の手段ではないと当初から指摘があった。」²1 年

間で 50 万円以下の投資と定められているため、多くの株主が発生する。また、

株式投資型クラウドファンディングはディスクロージャーに詳細な規則が及ば

ず、投資家にとって大きなリスクが生じるが過剰な規則は自由な経済活動を萎25 

縮しかねない。また、市場規模が小さいのも問題点である。  

そこで、二点提案する。  

一点目は、先ほど述べたように規制強化である。上場前の企業が発行する

トークンに対しての規制強化をしていく必要がある。審査を通った企業やプロ

ジェクトのみがトークンを発行できる規制をかけるという案である。  30 
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二点目は、エアドロップである。エアドロップとは、ある特定のトークン

をその会社が指定した時点において保有していると、トークンが追加で付与さ

れ、他のトークン無料で配布されることである。³ 

トークンの保有者を増やし流動性や知名度を上げることで、企業やプロジェ

クトに興味を持つ人が現れ、支持する人が増える可能性があるからである。そ5 

うすれば ICO の信用も高まり、大きな市場へと発展していくだろう。  

 

注 1： 金融大学「金融入門講座  第 10 回 証券会社」  

https://www.findai.com/kouza/110fin.html 

注 2:松尾 順介 2017 年 12 月「投資型クラウドファンディングとベンチャー10 

育成」p71,72. 

注 3:金融市場 Financial markets 2017 年 11 月「投資型クラウドファンデ

ィングの現状と課題」  

注 4: 仮想通貨「 ICO 投資」入門 坂本康宏  幻冬舎 2p 

  15 

https://www.findai.com/kouza/110fin.html


30 

 

 

終章 総括 

 

本稿では、我が国を初めとする中小企業及びベンチャー企業の資金調達につ

いて述べてきた。ここで、再度確認を行っていく。  5 

第一章では、日本による伝統的な資金調達について述べてきた。現在におけ

る中小企業およびベンチャー企業による資金調達はどのようにして行われてい

るのかを焦点に当て各種資料を用いて述べてきた。  

第二章では、近年行われている資金調達について述べてきた。クラウドファ

ンディングをはじめ仮想通貨で取り扱われている ICO について論じ、 IPO との10 

比較について述べてきた。  

第三章では、視点を変換させて欧州ドイツにおける中小企業およびベンチャ

ー企業の資金調達について述べてきた。現在のドイツの状況について述べた後、

直接金融と間接金融でそれぞれの資金調達の方法を述べてきた。  

四章では、提案を述べた。ドイツで行われている手法が日本でも行うことが15 

可能かどうかを述べてきた。また、クラウドファンディングや ICO などから我

が国で向上できないか、そこからどのようにして資金調達を向上させるかを述

べてきた。  

以上が本稿についてである。本稿によってより良い資金調達ができるよう切

に祈りたいと思う  20 

 


