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はじめに  

 

本論文はこれから日本経済の成長を担うベンチャー企業を対象に、事業を始

めるとともにベンチャー企業の経営管理を考えながら、リスクマネーの調達ス

キームの発展方向とそのために求められる対応策を検討することを目的とする。 5 

第 1 章では 1991 年にバブルが崩壊して以降、日本経済は 20 年以上にわたっ

て停滞してきたという現状を検討している。この現状を脱出して経済の好循環

を打ち出すため、重要な役割を果たすのはベンチャー企業であること述べる。

さらに、ベンチャー企業にとっては起業開始から資金調達面に阻害があると示

す。 10 

第 2 章では第 1 章で提起された問題に応えるために、既存の金融機関による

間接金融、エンジェル投資、ベンチャーキャピタル、クラウドファンディング

といった直接金融と連なる金融スキームの発展を論理的に述べる。特に、その

延長線上に最近フィンテックの発展によるクラウドファンディングには新しい

金融サービスの発展の可能性があると考えられる。この新たな金融サービスは15 

ベンチャー企業にとって資金調達にかなり大きな可能性が与えられると考えて

いる。したがって、クラウドファンディングに現在の課題への解決としてどの

ような可能性があるのかを考える必要がある。  

そのために、第 1 章から第 2 章を踏まえて資金の供給サイドと資金の需要サ

イドの両面から検討し、第 3 章で日本経済の活性化を促進するベンチャー企業20 

の資金調達が直面する課題と提言を行うこととしたい。  
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第一章 ⽇本におけるベンチャー企業の意義と起業の現状   

   

 第一章ではこれからベンチャー企業の資金調達について述べる上で、なぜベ

ンチャー企業への資金供給が必要であるのかを、日本経済の現状というマクロ

の視点とベンチャー企業の存在意義という 2 点から考察していきたい。その後5 

日本の起業活動を TEA と開業率という視角から国際比較していき、現状を見た

上で、日本のベンチャー企業の起業運営上の課題から企業の弊害となっている

ものはなんなのかを見ていく。  

  

第一節  日本経済の現状   10 

1991 年にバブルが崩壊して以降、⽇本経済は  20 年以上にわたって停滞し

てきた。2008 年  9 ⽉にはリーマンショックが起こり、世界経済は恐慌状態に

陥り、この影響は⽇本にも及んだ。輸出急減によって国内の需要は⼤収縮した

ため、⽇本経済は⼤打撃を受け、「100 年に  1 度の不況」とも呼ばれるほどで

あった。実質成⻑率で⾒ても、2009 年はー5.5%とマイナス成⻑となっている。15 

⽇本経済は国内投資停滞、外需依存度の⾼まり、内需の停滞という⼤きな問題

を抱えている。さらに、2011 年  3 ⽉の東⽇本⼤震災によって⽇本の企業の⽣

産活動は⼤幅にダウンした。また同年秋には欧州債務危機による国際⾦融不安

から  1 ドル=75 円という歴史的な円⾼となった。   

  20 

 

 

 

 

 25 
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【図 1-1-1】実質  GDP 成⻑率 (1995 年～2015 年 )  

 

（出所）国民経済計算より筆者作成。  

 

また、上でも述べたように国内投資は停滞している⼀⽅で、対外投資額を⾒5 

てみると増加していることがわかる。これはリーマンショック以降の円⾼によ

って国内で⽣産、そして海外に輸出することが厳しくなったため、企業が⽣産

拠点を海外に移したためのものと考えられる。そして企業が⽣産拠点を海外に

移転すると、工場があった場所、主に地方で雇用がなくなり⽇本経済は疲弊し

ていく。   10 
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(出所 )対外直接投資：「 JETRO」より筆者作成。   

      国内設備投資：「国⺠経済計算」より筆者作成。   

  

第二節 ベンチャー企業の存在意義   5 

ベンチャー企業の存在意義を考える際に、まず経済成長メカニズムと好循環

の在り方について考える必要がある。経済は①設備投資拡大→②雇用拡大→③

投資拡大→④家計部門の住宅投資、消費増加→①設備投資拡大という様に循環

していく。  

この中でベンチャー企業が担うのは、①設備投資拡⼤と②雇⽤拡⼤の  2 つで10 

ある。ベンチャー企業が事業を始める際には機械や不動産といった設備投資を

行い、⼈を雇うため雇⽤も⽣まれる。特にベンチャー企業が雇⽤⾯で社会に与

える影響は⼤きい。下の図にあるように、1994 年から  2004 年の  10 年間で

新規開業によって  2,115 万⼈分の雇⽤を創出した。   

 15 

 

 

 

  

0 

100  

200  

300  

400  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

対外直接投資と国内設備投資の推移  

対外直接投資  国内設備投資  

図 1-1-2 対外直接投資と国内設備投資  



5 

 

【図 1-2-1】開業廃業による雇用創出効果 (10 年間 )  

 

（出所）経済産業省「ベンチャー企業の創出・成長に関する研究会最終報告書」 (2008) 

 

 以上のようにベンチャー企業には上記の  2 点を担うことで⻑らく停滞して5 

いる⽇本経済を牽引することが求められ、それこそがベンチャー企業の存在意

義である。アメリカでは世界トップ  2000 社 (Forbes Global 2000)に  466 社

が⼊っているが、この内の約  3 分の  1 である  154 社が  1980 年以降に設⽴

された企業であり、これらのベンチャー企業がアメリカ経済を牽引してると⾔

える。⼀⽅で⽇本はこれに  181 社⼊っているが、1980 年以降に設⽴された企10 

業はこの内の約  8 分の  1 である  24 社に過ぎず、ベンチャー企業が経済を

牽引できていない。⽇本もアメリカのようにベンチャー企業が中⼼となって⽇

本経済を牽引し、循環させていく形が望ましいであろう。  

 

 15 

 

 

 

 

 20 
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【図 1-2-2】世界トップ  2000 社のうち  1980 年以降に設⽴された企業の割合   

 

(出所 )経済産業省「ベンチャーを⽀援する⽇本の産業政策」平成 26 年 10⽉を引用。   

  

第三節 起業の現状と国際⽐較   5 

  次になぜベンチャー企業が中⼼となって経済を牽引できていないのかを考

えるため、⽇本の起業の現状について開業率、廃業率、総合起業活動指数 (以下

TEA)の視点から見ていく。   

これから日本の開業率、廃業率の比較について述べる。はじめに⽇本国内の

開業率、廃業率について見ていく。まず開業とは事務所が新規に開設されるこ10 

とであり、廃業とは事務所が消滅することである。そして開業率の定義は、あ

る特定の期間において「①新規に開設された事務所 (または企業 )を年平均にな

らした数」の「②期⾸において既に存在していた事務所 (または企業 )」に対する

割合であり、①／②で求める、というものであり、廃業率も同様である。図  1-

3-1 の通り、現在⽇本では開業率が廃業率を少し上回っている。開業はそこに15 

雇⽤を生む一方、廃業になれば事務所に従事していた従業員は失業に合う。 廃

業率が開業率を上回っていた  2000 年代前半に⽐べれば改善基調が見られる

が、開業率は依然  4〜5%台であり低⽔準と言わざるを得ない。  
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【図 1-3-1】⽇本における開業率廃業率の推移   

 

(出所 )  対外直接投資：「 JETRO」より筆者作成。   

      国内設備投資：「国⺠経済計算」より筆者作成。   

  5 

開業率の国際⽐較について述べる。開業率を国際⽐較の視点で見ていく。図

1-3-2 は⽇本、アメリカ、イギリスの 3 ヶ国の開業率を比較したものである。

図の通りアメリカ、イギリスの開業率は  2009 年頃にリーマンショックの影

響で低下しているものの、10％台に上っている。⼀⽅、⽇本はこの  10 年間開

業率は  4〜5%と他の  2 カ国と比べ半分程度となっており、海外と⽐較して⽇10 

本の起業活動は低⽔準であるといえる。   
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(出所 )  資料 :⽇本 :厚⽣労働省「雇⽤保険事業年報」 (年度ベース )   

アメリカ :U.S. Small Business Administration「The Small Business Economy(2012)  

イキリス :O ceforNationalStatistic「 sBusinessDemography(2011)」より筆者作成。       

 5 

TEA について述べる。2 つ目の国際比較として  TEA から見ていく。TEA 

とは  Total Early-Stage Entrepreneurial Activity の略であり起業活動の活

発さを表す指標である。これは「現在、 1 ⼈または複数で、何らかの⾃営業、

物品の販売業、サービス業等を含む新しいビジネスをはじめようとしています

か」、「現在、1 ⼈または複数で、雇⽤主のために通常の仕事の⼀環として、新10 

しいビジネスや新しいベンチャーをはじめようとしていますか」、そして「現

在⾃営業、物品の販売業、サービス業等の会社のオーナーまたは共同経営者の  

1 ⼈として経営に関与していますか」などの質問に基づき作成されている。下

の図は、平成  24 年度の調査に参加した国の  TEA を表したものである。調査

対象国の  67 ヶ国中、日本の TEA は  4.0% と最下位であった。世界の国々と15 

比較して、日本の起業活動は明らかに低いと言える。   
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【図 1-3-3】各国における  TEA(平成  24 年 )  

 

(出所 )⼀般財団ベンチャーエンタープライズセンター、「平成  24 年度創業・起業支援事

業」報告書  P.6 を引用。  

  5 

第四節 起業運営上の課題   

これまでの考察からで日本の起業活動は低水準であることが示されたが、こ

こでは何がこれを阻害しているのかについて考えたい。まず、『中小企業白書

2013 年度版』のアンケート調査結果に即して検討してみよう。  

下記の表は、中小企業の起業・事業運営上の課題を示したものである。ここ10 

では、萌芽期をシード期・アーリー期、成長期をエクスパンション期、安定・

拡大期をレーター期として扱うこととする。  

 

 

 15 
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【図 1-4-1】起業・事業運営上の課題  

 

（出所）『中小企業白書 2013 年度版』P.5 より筆者作成。  

 

シード・アーリー期において、「資金調達」と回答した割合が 56.8%と最も高5 

く、続いて「起業・事業運営に伴う各種手続き」が、55.2%、「経営に関する知

識ノウハウの習得」が、43.5%となっている。次にエクスパンション期を見ると

「質の高い人材の確保」が 57.3%と最も高く、続いて「資金調達」が 50.7%、

「販売開拓・マーケティング」が 42.1%となっている。レーター期においては、

エクスパンション期と同様に「質の高い人材の確保」が最も高く、続いて「新10 

たな製品・商品・サービスの開発」、次に「販売開拓・マーケティング」となっ

ている。  

これらを見るとシード・アーリー期においては、資金調達や起業に関する知

識やノウハウが重要となっており、エクスパンション期、レーター期と段階を

得ていくにつれて経営上の課題が主となっている。このようにシード・アーリ15 

ー期においては、資金調達や企業の基盤となるものが重要となっていることが

分かる。  

 

第二章 ベンチャー企業の資金調達スキームの変遷と公的支援  

  第二章ではベンチャー企業の主な資金調達方法である間接金融、エンジェル20 

投資、ベンチャーキャピタル、クラウドファンディングの 4 つについて、そ

れぞれがどのように発達していったのかを金融スキームの発展論理から現状、

国際比較、限界を述べて見ていく。  
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第一節 間接金融  

国内銀行とは、銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行（日本銀行

および政府関係機関を除く）。  

  

【図 2-1-1】間接金融の仕組み  5 

（出所）筆者作成。  

 

間接金融の仕組みについて述べる。  

融資を申し込んだ企業を銀行が審査し、審査を通った企業に対して銀行が融10 

資を行う。融資を受けた企業は借りた元本に利子を加えて返済する。  

間接金融の限界をベンチャー企業 (起業家 )側と銀行・信用金庫側に分けて論

じていく。ベンチャー企業側の限界については 2 点考えられる。1 点目は間接

金融による資金調達では起業家側のバランスシート上では負債形態となるため、

会社が倒産した際の返済リスクを起業家のみで負わなければならないというこ15 

とである。2 点目は起業段階、成長段階においてベンチャー企業は手元に成長

資金を残しておく必要があるということである。  

銀行側の限界については 3 点考えられる。まず 1 点目は銀行のビジネスモデ

ルによるものである。銀行は融資した金額に対する利子によってリターンを獲

得する。そのため、基本的に融資先すべての成功が必要となる。よって融資先20 
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を選定する際にリスク回避的な行動をとるので、融資先としてベンチャー企業

は選ばれにくい。2 点目、3 点目の限界についてはこの 1 点目の限界によるも

のである。2 点目は銀行は融資の原資となる資金の性格 (負債 )上、担保を有しな

い企業への対応が困難なことである。多くの場合、起業家、ベンチャー企業は

土地等の担保となるものを有していないため、リスク回避的な行動を取る銀行5 

はこれを融資対象に選ばない。もし、多額の資金を積極的に担保を取らず、機

動的に供与した結果、それが失敗に終わった場合、融資先企業の倒産を回避す

るための追加的資金の供与、損失をわずかの利子によって回収するために要求

される膨大な融資残高の獲得が必要となってしまう。 3 点目は産業構造や会計

情報の連続性を前提とした思考方法、及び融資審査には限界があることである。10 

銀行は情報の連続性によって審査を行っているため、ベンチャー企業の産業 (業

種 )自体の将来性を評価できず、資金の流れを把握できないという点でリスクの

高い企業向け融資 (主にベンチャー企業の開業資金 )の失敗は銀行行動に対して

加速度的に悪影響を与える。  

以上から、ベンチャー企業の間接金融 (融資 )による資金調達には限界があり、15 

直接金融 (投資 )による資金調達へと発展した。  

 

第二節 直接金融  

(1) エンジェル投資  

エンジェルとはシード /スタートアップステージ（創業前、創業して間もない20 

段階）のベンチャー企業に対して、リスクを許容する資金を供給し、その経営

を支援する個人または個人の集まりである。エンジェルの語源は演劇などへの

資金供給者をそう呼んだことに遡るが、現在では、ベンチャー企業の成長と成

功のきっかけを作る主体として、特にアメリカにおいて注目を集めている。ア

メリカ経済を牽引するヒューレット・パッカード、アップル、アマゾン・ドッ25 

トコム、グーグルなどの新興大企業もエンジェルからの投資を受けて今日に至

っている（『ベンチャーキャピタルによる新産業創造』・忽那憲治・2011 年・

P.186）。  

 

 30 
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【図 2-2-1-1】エンジェル投資の仕組み  

 

（出所）筆者作成。  

 

エンジェル投資とは、創業して間もない段階のベンチャー企業に対して、リ5 

スクを許容する資金を供給し、その経営を支援する個人または個人の集まりで

ある。調達サイドのベンチャー企業が仲介会社（マッチングサイト）や知人の

紹介を経て、エンジェル投資家と出会い事業内容を提案する。それに共感した

エンジェル投資家はベンチャー企業へ投資する。ベンチャー企業は元本と金利

をエンジェル投資家へ支払う。  10 

次にエンジェル投資の現状について述べる。  

ジャパンベンチャーリサーチの調査によれば、 2014 年の国内の未公開ベン

チャー企業（IPO 企業の上場前を含む）における資金調達額は、 2008 年以降

下降線をたどっていたが、 2013 年には増加に転じ、 2014 年も続伸、 1000 億

円を突破している。また、資金調達を行った企業数は減少傾向だが、資金調達15 

額は大型化している。 1 社あたりの資金調達額（中央値）をみると 2014 年に

7,250 万円と、前年の 4,000 万円から1.8 倍以上拡大している。次に諸外国の

エンジェル投資の実態について述べる。エンジェル投資額、エンジェル投資家

ともに日本はアメリカより低いことがわかる。  
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【図2-2-1-2】日米エンジェル投資の比較  

 

 

 

 5 

 

 

（元データ）日本のエンジェル投資額・ VC投資額は金融庁資料、エンジェル投資件数投

資家数は経産省資料。エンジェル投資件数は、エンジェル税制により実際に投資を受け

た企業数を用いた。アメリカのデータは ACA資料より作成  10 

（出所）株式会社  野村総合研究所  P.20を引用。  

 

また、ベンチャー企業とエンジェル投資家が出会う機会として起業家と投資

家の交流会の開催も増えてきている。起業家にアドバイスとシードマネーを提

供する支援者である非営利活動を行う団体がエンジェルの育成やベンチャー企15 

業の創業初期段階の支援、エンジェルに必要な知識とノウハウ習得を目指すセ

ミナーの開催などを行っている。  

次にエンジェル投資の限界について述べる。  

エンジェル投資の活動には限界がある。有望な起業家にアクセスするチャネ

ルが少ないこと、起業家はエンジェル投資家が分散して、匿名性を求める場合20 

もあることから見えにくいことがある。エンジェル投資のリスクマネー供給を

効率化する方策として、ベンチャーキャピタルの複数のエンジェル投資家を集

めて、匿名性のファンドを作って、有望なベンチャー企業にリスクマネーを供

給することが必要になる。  

 25 

(2)ベンチャーキャピタル  

 本節では、ベンチャーキャピタル (以下 VC とする )について述べる。VC の定

義としては、「株式公開していない段階にある有望なベンチャービジネス (ＶＢ )、

または起業家を発掘し、事業成長のための資金を供給し、投資先ＶＢの経営支

援を行って株式公開を促進し、公開後に市場で株式を売却して資金回収を図る30 
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投資会社」とされている。  

 

【図 2-2-2-1】ベンチャーキャピタルの仕組み  

 

（出所）筆者作成。  5 

 

VC は、VC 会社が自己の金銭等と外部の投資家から拠出された金銭等をもっ

てファンドを組成し、そのファンドからベンチャー企業の株式、新株予約権、

新株予約権付社債等を取得することで投資をし、投資先ベンチャー企業が株式

公開した後に、株式などを売却し、キャピタルゲイン (株式等の当初の投資額と10 

公開後の売却額との差額 )を得ることを目的とする。また、投資先の企業の成長

を促すため監視をするとともに投資先企業のメンバーとなるなどして経営に深

く関与して価値の付与をしていく役割も有している。ここで組成されるファン

ドは、任意組合・投資事業有限責任組合・匿名組合の三種類があり、この中で

最も多いファンドの形態として投資事業有限責任組合である。これは、VC が15 

無限責任組合員となり、出資者を有限責任組合員とすることができるため、損

失が生じた際に出資者は出資の額を超える責任を負うことがないため、出資者

のリスクを軽減できるため多いと思われる。  

次にベンチャーキャピタルの現状について述べる。  

 ベンチャー企業を取り巻く VC 投資の現状として投資額・投資先件数を見て20 
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みる。2006 年度の投資額 2,790 億円、投資先件数 2,774 件をピークに投資額、

投資先件数ともに徐々に減少傾向にあり、2010 年度以降はともにほぼ横ばい状

態となっている。2013 年度のように投資額が増加することがあるが、海外向け

投資であり国内向けの投資はあまり変動していない。 2014 年度投資額として

は、１ ,171 億円となっており、投資先件数は、969 件となっている。一件あた5 

りの投資額平均は、1 億 2084 万円となっている。  

 

【図 2-2-2-2】年間 VC 投資額推移の国際比較  

 

（出所）一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター『ベンチャー白書 2015』Ⅱ－10 

19 を引用。  

 

ここで国際比較として、同様にアメリカと欧州の投資額・投資先件数につい

てみてみる。アメリカの投資額・投資先件数ともに 2010 年以降徐々に増加し

てきている。2014 年度の投資額は 52,204 億円、投資先件数は 4,361 件となっ15 

ており ,一件あたりの平均投資額は 11 億 9706 万円となっている。欧州におい

ても、投資額・投資先件数は 2010 年以降ほぼ横ばいとなっている。2014 年度

の投資額 5,013 億円、投資先件数は、3,380 件となっており、一件あたりの平

均投資額は、1 億 4831 万円となっている。一概に比較することは難しいが、米

国と比較をすると一件あたりの平均投資額を見ると日本は、10 分の 1 程度であ20 

る日本においては改善の余地があると思われる。  

VC の限界について論じていきたい。  

VC の既存の投資プロセスでは、ベンチャー企業に対する審査や評価のため

ベンチャー企業主が実際に VC 会社に出向き面談などにより審査を行うため、

距離による制限もあり、審査をクリアした場合にも投資価格など投資条件など25 

詳細を決めたのちに投資に移行するために投資スピードが遅い。また、投資規

模が合わないため起業時の企業側の資金需要を満たすこと難しいと思われる。

年間VC 投資額推移の国際比較（円換算)　　　　 (億円)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

米国 32,174 21,555 24,816 31,634 29,199 31,825 52,204
欧州 9,268 5,842 5,505 5,547 4,761 4,817 5,013
日本 1,366 875 1,132 1,240 1,026 1,818 1,171

(注1)1ドル＝105.87円換算、1ユーロ＝140.43円に換算(2014年平均為替レート)
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そのため、ベンチャーキャピタル側においては、リスクに見合った利益を提供

できない可能性があるため、VC に対する機関投資家からのリスクマネーの供

給を不活発になることが考えられる。このような限界が考えられるため、小さ

な金額をネットにより早いサイクルで各地の個人投資家からのリスクマネーの

供給を可能とする金融仲介の展開が求められるようになり、クラウドファンデ5 

ィングへの移行が必要なると思われる。  

 

(3)クラウドファンディング  

クラウドファンディングとは「クラウド（群衆）とファンディング（資金調

達）を合成した造語で、資金調達を望む人の事業や目的に賛同する不特定多数10 

の人から資金を集めることを言う。すべてがインターネットで完結する。」（『決

定版 FinTech 金融革命の全貌』・加藤洋輝 /桜井駿・2016 年・Ｐ.49-50）という

ことである。クラウドファンディングは資金調達プロジェクトに対する共感と

いったナイーブな要素を重視する非投資型と収益性を優先する投資型に分けて

いる。非投資型クラウドファンディングとしては寄付型と購買型がある。その15 

一方で、投資型クラウドファンディングとしては貸付型、エクイティ型、ロイ

ヤリティ型を含んでいる（図 2-2-3-1）。これからクラウドファンディングの一

つのあり方を説明しながら、ナイーブな要素を重視する具体例を述べていく。

典型的な過疎の山村である吉野杉の産地の奈良県東吉野村は地域の活性化のた

めにかつて地元の住宅や製材工場の電力で建設された小水力発電事業を再興し20 

て展開するというプロジェクトを提出した。このプロジェクトでは総事業費 2

億 2000 万円の中、 5250 万円がクラウドファンディングによって調達され、残

りの費用が銀行から借り入れた。担当者はクラウドファンディングのプラット

フォームで募集金額と募集期間を設定し、プロジェクトの内容を提示したこと

で日本各地からこの地域の活性化のためのプロジェクトに共感した資金提供者25 

から資金を調達することができた。この事例は資金提供者が収益性を求めるこ

とだけでなく、されに地域の活性化にも関心を持っている事例である。  
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【図 2-2-3-1】クラウドファンディングの種類  

（出所）松尾順介「クラウドファンディングの世界的趨勢」『証券レポート NO.1693』より

作成。  

 

日本において、クラウドファンディングの資金調達額は 2012 年度の 69 億円5 

から 2015 年度の 284 億円になって、約 4 倍に成長した。 2015 年度の種類別か

ら見ると、貸付型は 72.％に、一番大きなシェアを占めている（図 2-2-3-2）（図

2-2-3-3）。  

 

【図 2-2-3-2】日本におけるクラウドファンディングの資金調達額の推移  10 

 

（元データ）矢野経済研究所「 2015 年版  国内クラウドファンディングの市場動向」23
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～ 24 ページ         

（出所）松尾順介「クラウドファンディングの拡大と多様化」『証券レポート』No.1695

より作成。  

 

【図 2-2-3-3】日本のクラウドファンディングの種類別の割合（2015 年） 5 

 

（元データ）矢野経済研究所『 2015 年版  国内クラウドファンディングの市場動向』23～

24 ページ  

（出所）松尾順介「前掲論文」より筆者作成。  

 10 

また、北米において、クラウドファンディングの資金調達額は 2012 年度の

16 億ドルから 2015 年度の 172 億ドルになって、約 10.5 倍に成長した（図 2-

2-3-4）。さらに、米国では貸付型クラウドファンディングが活発になったため、

2014 年 12 月に米国の貸付型ＣＦ運営会社レンディングクラブがＮＹＳに上場

した。その一方で、クラウドファンディングの資金調達額は世界全体の市場規15 

模で 2012 年度の２７億ドルから 2015 年度の 344 億ドルになって、約 13 倍に

成長した（図 2-2-3-4）。種類別から見ると、 2015 年度に貸付型が 68.3％に、

一番大きなシェアを占めている（図 2-2-3-5）。  

 

 20 
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【図 2-2-3-4】地域別のクラウドファンディングの資金調達額  

 

（元データ） massolution〔 2015〕 p.53 及び p.58     

（出所）松尾順介「前掲論文」より作成。  

 5 

【図 2-2-3-5】世界全体のクラウドファンディングの種類別の割合（ 2014 年）  

 

（元データ） massolution〔 2015〕 p.56      

（出所）松尾順介「前掲論文」より作成。  
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【図 2-2-3-6】クラウドファンディングの地域別の割合（2015 年） 

 

（元データ） massolution〔 2015〕 p.53 及び p.58     

（出所）松尾順介「前掲論文」より作成。   

 5 

以上のことから、北米は世界全体の資金調達額の 50.1％をしめている（図 2-

2-3-6）。それに対し、確かにアジアでの市場拡大が顕著であるが、日本は１％

に達せず、成長率も低いということが分かる。また、貸付型は世界全体でも日

本でも圧倒的に大きなシェアを占めていることが分かる。  

特に、貸付型クラウドファンディングはソーシャルレンディングとも呼ばれ10 

る。その特徴はフィンテックを駆使して借り手と貸し手をインターネットのプ

ッラトフォーム上でマッチングさせることである。プラットフォーム運営会社

は借り手と貸し手の間の利ざやを収益源とする。また、ネット上でサービスを

完結させることでコスト削減が可能になる。ソーシャルレンディングに用いら

れるフィンテックとは、「金融 Finance と技術 Technology の合成語であり、高15 

度な技術を活用した新しい金融サービスやそれを提供するベンチャー企業等を

指す用語として使われている。」（『クラウドファンディングの拡大と多様性』・

松尾順介・2016 年）そのフィンテックが登場した背景としては IT 技術の進歩、

通信技術の高速化、大量なデータの分析能力の向上などが挙げられる。具体的

には融資、決済サービス、送金、投資、情報管理、業務支援などの分野に活用20 
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されている。ソーシャルレンディングは既存な融資分野に高度な IT 技術を活

用したことで、新しい金融サービスになった。ソーシャルレンディングは金融

機関の既存の融資との違いは個人情報とクレジット・ヒストリーといった従来

の与信判断の材料をもとにして、SNS の非構造データ、 EC 購買歴等といった新

規の与信判断の材料を追加したのみならず、人工知能と独自のアルゴリズムに5 

よって自動的にデータを収集し、与信を判断し、利率も算定することができる

ようになったことである。そのため、ソーシャルレンディング運営会社は個別

最適化された好条件の商品を提供することができる。信用力が高い顧客により

良い条件を提供し、信用力が低いまたは信用データがない顧客に金融サービス

も提供することができるようになった（図 2-2-3-7）。したがって、担保力が低10 

い段階のベンチャー企業はクラウドファンディングによって資金調達にかなり

大きな可能性が与えられると考えられる。このようにフィンテックを駆使する

クラウドファンディングのあり方は代表的な例としてアメリカの Lending Club

と日本の Maneo である。借り手は与信判断材料をソーシャルレンディングのプ

ラットフォームに提供する。プラットフォームは高度な IT 技術によって借り15 

手の与信判断材料を審査し、格付けをした後に個人投資家に金融商品として選

ばせる。借り手と貸し手をマッチングが完成したら、プラットフォームと提携

した金融機関から借り手にローンを提供するという仕組みである。しかし、投

資型クラウドファンディングが金融商品取引法の規制対象になっているため、

日本国内の市場規模がまだ大きくない。クラウドファンディングという金融サ20 

ービスは国民にとってまだ新しいため、普及していない。したがって、国内の

起業活動を活発にするためには、新たな資金調達方法であるクラウドファンデ

ィングをより普及させる必要があると考えられている。  

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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【図 2-2-3-7】フィンテックの提供領域  

 

（出所）加藤洋輝・桜井駿『決定版 FinTech 金融革命の全貌』P.52 を引用。  

 

第三節エンジェル税制  5 

これからエンジェル税制の仕組みについて述べる。  

エンジェル税制の対象用件がある。個人投資家の対象用件として①投資契約

を締結していること②金銭の払い込みにより、対象となる株式を取得している

こと（他人から譲り受けた株式、現物出資等により取得した株式は対象外）③

投資先のベンチャー企業が同族会社（その会社の上位３位までの株式グループ10 

（個人及び親族等）が、当該企業の株式等を５０％以上保有している会社）で

ある場合には、持株割合が大きいものから第３位までの株主グループの持株割

合を順に加算し、その割合がはじめて 50％以上になる時における株主グループ

に属していないことがある。また、ベンチャー企業の対象用件として①創業期

（設立１０年未満）の中小企業者であること②未登録・未上場の株式会社③風15 

俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと④大規模法人（資本金１億円以

上等）及び当該大規模法人と特殊の関係（子会社等）にある法人（以下「大規

模法人グループ」という）の所有に属さないこと（発行済株式の総数の 1/2 以
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上を、一つの大規模法人グループに保有されていないこと。）（発行済株式の

総数の 2/3 以上を、複数の大規模法人グループに保有されていないこと。）以

下直接投資の場合は更に以下の要件が追加される。⑤新たな事業を実施するた

めに売上高の一定割合の費用を支出している企業であることまたは売上高成長

率が一定の割合以上であること。（以下の A、B 要件のいずれかを満たすこと） 5 

優遇税制には A と B があり、優遇税制 A とは（ベンチャー企業への投資額－

２０００円）をその年の総所得金額から控除することができる。優遇税制 B と

はベンチャー企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除できる。

A と B の優遇措置のいずれかを選択できる。また、株式を売却し損失が発生し

た場合、受けられる所得税の優遇措置がある。対象企業の株式売却により生じ10 

た損失をその年の他の株式譲渡益と通算できるだけでなく、その年に通算しき

れなかった損失については、翌年以降３年にわたって、順次株式譲渡益と通算

ができる。減税対象となる企業の要件は投資した年の優遇税制措置毎に要件が

異なる。⑥外部（特定の株主グループ以外）からの投資を１ /６以上取り入れて

いる会社であることという要件がある。  15 

次に現状について述べる。エンジェル税制の認知度は半数に満たず、投資件

数も少ない。  
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【図 2-3-1】エンジェル税制実績と各株価指数  

 

 

（出所）ベンチャー企業の創出・成長に関する研究会  資料６エンジェル投資について。 

 5 

第三章 クラウドファンディングの複合化・高度化  

 

 クラウドファンディングの拡張に向けた平成 27 年 5 月にエクイティ型クラ

ウドファンディングが解禁された。日本の規制内容についてエクイティ型クラ

ウドファンディングがすでに活発に利用されているイギリスを参考に考え、二10 

章で述べたスキーム変遷を踏まえたうえで提言したい。  

 

第一節エクイティ型クラウドファンディングの必要性  

  本論文では一章四節でベンチャー企業のシード期、アーリー期における資金

調達需要が高く、そこに対するリスクマネー供給の活発化が必要であることを15 

述べた。また、クラウドファンディングが担保能力の低いベンチャー企業の資

金調達法として期待できることについても述べた。現状として、日本では
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Maneo をはじめとする貸付型クラウドファンディングの利用が拡大している。

しかし、貸付型クラウドファンディングにおけるベンチャー企業の資金調達は

融資による調達、つまりベンチャー企業側のバランスシート上で見たときの負

債での調達となる。もちろん負債での資金調達も必要であるが、シード期、ア

ーリー期における負債での資金調達には限界があることは間接金融での資金調5 

達の限界のところですでに述べた通りだ。そのため、クラウドファンディング

のプラットフォームを用いながらベンチャー企業が投資、ベンチャー企業側の

バランスシート上の資本での資金調達ができるエクイティ型クラウドファンデ

ィングはベンチャー企業のシード期、アーリー期へのリスクマネー供給を活発

化させるためには不可欠であると言える。  10 

 

第二節日本のエクイティ型クラウドファンディング  

 現在日本においてエクイティ型クラウドファンディングは、改正金融商品取

引法によって投資者保護の観点から投資者一人当たりの投資額 50 万円以下さ

れている。これは、エクイティ型クラウドファンディングがリターンを得られ15 

る可能性が高い、一方で非常に高いリスクが存在している。しかし、  

投資判断に必要な情報等が適切に提供されているとは言えないことに加え、イ

ンターネットにより行うことで意思決定の心理的障壁が低いことなどによって

このような規制がされている。  

 20 

第三節 イギリスのエクイティ型クラウドファンディング  

 第一節の日本のエクイティ型クラウドファンディングが規制等により活発に

行われていないのに対して、イギリスにおいてはエクイティ型クラウドファン

ディングが活発に行われている。イギリスではベンチャーキャピタルなどのプラ

イベート・エクイティも起業段階の企業への投資  (シード投資 )において一定の位25 

置を占めている。それと比較しても遜色がない規模でエクイティ型クラウド・ファ

ンディングの活用が進んでいると考えられる。 (図 3-3-1) 
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【図 3-3-1】イギリスにおけるシード投資  

(出所 )大和総研「英国：クラウドファンディングで株式募集」2013 年 4 月より  

     トムソン・ロイター、エクティ型クラウド・ファンディング運営各社ウェブ  

     サイト英国ベンチャーキャピタル協会より大和総研作成。  

      5 

しかし、日本とイギリスのエクイティ型クラウドファンディングは異質であ

る。日本のエクイティ型クラウドファンディングが上記のように投資家保護の

観点で投資額に上限を設けているのに対してイギリスでは、投資する側を 6 種

類に制限することにより、日本とは別の観点で投資家を保護している。その 6

種類とは①プロ投資家②ベンチャーキャピタル③投資判断能力がある投資家と10 

して自己申告したリテール投資家④投資判断能力がある投資家として認定を受

けたリテール投資家⑤富裕投資家として認定を受けたリテール投資家⑥投資可

能な金融資産の 10%以上を非上場の株式・債権に投資しないことを自己申告し

たリテール投資家である。つまり、高度な知識を有したエンジェル投資家とベ

ンチャーキャピタルが投資側の対象となっている。また、イギリスでは国がエ15 

クイティ型クラウドファンディングのプラットフォームを金融機関として認定、

登録している。金融機関として認定を受けることで金融サービス保証制度の対

象となり、プラットフォームが倒産した際に投資家 1 人につき 5 万ポンド間で

保証される。このようにイギリスでは国も投資家保護の観点からエクイティ型

クラウドファンディングを促進している。  20 
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第四節 イギリス型の日本適用  

 私たちは、イギリス式エクイティ型クラウドファンディングを日本に適用す

ることにより、シード期への日本のリスクマネー供給を活発化させることがで

きると考えている。また、これは既存の投資スキームより優位性があると考え5 

ている。エンジェル投資家は、既存のマッチングサイト等を通した投資に比べ、

ベンチャー企業に関する情報の正確性が高いため、エンジェル投資家にとって

情報の非対称性により生ずるリスクを軽減できる。  

イギリスでは投資家を限定することにより、小口投資家を対象としているソ

ーシャルレンディングの発達が遅れている。日本では、すでに maneo をはじめ10 

としたソーシャルレンディングの市場が、拡大している。そこで、日本におい

てはエクイティ型クラウドファンディングに限り、投資家を限定することでソ

ーシャルレンディング・エクイティ型クラウドファンディングの両面でベンチ

ャー企業に対してリスクマネーの供給を促進できるであろう。  

  15 
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終わりに  

 

  本論文は日本経済の活性化を促進するベンチャー企業が資金調達に直面した

課題について、資金の供給サイドと資金の需要サイドの両面から検討を進めて

きた。  5 

  既存の金融機関による間接金融、エンジェル投資、ベンチャーキャピタル、

クラウドファンディングといった直接金融と連なる金融スキームの発展を論理

的に考えた結果、以下の点が明らかになった。第一、エンジェル投資家が日本

国内に少ないと考えられる。ところが、エンジェル投資家をもっと広く捉える

と、潜在的な個人投資家が多くいるということが見られる。第二、ベンチャー10 

キャピタルが期待する出口戦略はベンチャー企業が実現できる成果とかなりマ

ッチしないため、ベンチャーキャピタルからのリスクマネー供給が不活発化に

なっている。第三、高度な IT 技術によるフィンテックを駆使したクラウドフ

ァンディングは最先端の新たな金融サービスと位置づけられた。それで、クラ

ウドファンディングの市場規模は世界中に広がって行くと考えられる。  15 

  以上の考察してきた結果を踏まえた上で、ベンチャー企業が資金調達に直面

した課題に一つのことを提言する。それは、エクイティ型クラウドファンディ

ングの規制を現在のように投資額の上限を設定するのではなく、投資家側を制

限することによりリスクマネーの供給を活発化することである。これによって

起業活動も活発化し、ベンチャー企業が中心となって日本経済を牽引していく20 

形ようになることが望ましいであろう。  

  

 

 

 25 
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