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成長戦略とクラウドファンディング 

 

今の市場を支えているアベノミクスは、３本の矢（大胆な

金融政策・機動的な財政政策・民間投資を喚起する成長

戦略）から成り立っているが、市場の注目は日銀の金融政

策から次第に成長戦略に向かっていく可能性もある。 

 

その成長戦略を検討する政府の産業競争力会議におい

て、新規・成長企業へのリスクマネー供給の為に仲介機能

を強化し、産業に新たな血が入るように支援して行く為に、

以下を検討することが表明されている。 

◎クラウドファンディング 

◎地域における資本調達を促す仕組み 

◎新規上場のための負担軽減 

 

ここでいうクラウドファンディングは、現在インターネット上

で行われている同名の金融サービスとは少し異なり、イン

ターネットを使って不特定多数の投資家から、創業に必要

な初期のリスクマネー調達やベンチャー企業の資金調達 
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を支援する仕組みがイメージされている。他の２つを含め

てこれ等の検討事項は、昨年４月に成立した米国のＪＯＢ

Ｓ法（Ｊｕｍｐｓｔａｒｔ Ｏｕｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｓｔａｒｔｕｐｓ Ａｃｔ）の

考え方の影響を強く受けているが、同法の概要は次のよう

なものだ。 

 

○企業規模が小さい新興成長企業の開示負担を減らす。

（財務諸表の必要な年数を減らす。内部統制報告書など

の開示義務を免ずる。 など） 

○私募の活用による資本調達を活発化させる。（プロ私

募などにおける勧誘や広告規制を一部撤廃することで、プ

ロに限定されるベンチャー企業への投資であってもイン

ターネット利用を推進する。私募の定義となる投資家人数

の上限を引き上げる。 など） 

○小規模な資金調達の為の簡易登録制度の利用条件を

緩和する。（調達額の上限を引き上げ、株主数基準等を緩

和） 

○創業や新興企業のファイナスとして、クラウドファンディ

ングを整備する。（現在でも事業やイベントへの寄附や協

力を募る形でのクラウドファンディング・サービスはあるが、 



証券の募集という形になると米ＳＥＣの規制に掛かり不可

能だった。現在、米ＳＥＣにおいてルール整備が行われて

おり、実際のサービスは本年中に始まると見られている。

その主な内容は、下記の示すもの。） 

 

・企業が調達する資金は、年間で１百万ドル以下 

・投資家に対して、次の投資金額規制が行われる。 

 年収又は純資産が１０万ドル未満の場合、年間投資額

は２，０００ドルか 年収又は純資産の５％のいずれか大き

い金額 

 年収又は純資産が１０万ドル以上の場合、年収又は純

資産の１０％相当額を超えない金額。但し、上限は１０万ド

ル 

 ・ＳＥＣに登録を行った証券会社かファンディング・ポータ

ルサイトを通じてクラウドファンディングを行うことが求めら

れる。（同業務を行う業者は自主規制機関にも登録する必

要がある。） 

 ・この制度を利用する発行企業は、財務状況や事業計

画・資金使途や公募価格算定方法などが分かる情報をＳ

ＥＣに届け出て、かつ公表しなければならない。また経営 
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状況が分かる情報も、少なくとも年１度以上届出・公表しな

ければならない。 

 

 



現在のクラウドファンディング 

新規事業 
イベント など 

ポータルサイト 
事業やイベントに
共感する個人 

寄附・協力金 寄附・協力金 

事業情報 事業情報 

製品などを提供する場合や、一部利益を還元するケースも 株式の募集
は行えない 
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米ＪＯＢＳ法によるクラウドファンディングのイメージ 
 

新興企業 
証券会社など
が運営する 
ポータルサイト 

個人投資家など 

出資金・投資 出資金・投資 

企業情報 企業情報 

投資金額制限 

出資金額制限 ※ＳＥＣの認可のもとに業と
してポータルサイトが行う 

未公開株の
募集が可能 



未公開企業ファイナンスの現状  

 

 現在の日本において、未公開企業が不特定多数からファ

イナンス行う方法として、インターネットを使うクラウドファン

ディングやソーシャルレンディングの一部での対応があり、

また証券会社が関与可能なグリーンシート市場も証券業協

会ルールの下に運営されている。プロ投資家に限定したも

のでは、ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ があり、その他にはベ

ンチャーファンドによる投資企業のファイナンスや売買を目

的とした中小機構が運営するＷｅｂ上でのサイトも立ち上

がっている。それぞれでの未公開企業のファイナンスに関

する概況は次の様になっている。 

 

【クラウドファンディング的サイト】 

・製品開発やイベントの開催に必要な資金調達について、

インターネットを通じて不特定多数の人々に比較的少額の

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

トを実行している。現状は、主にゲーム開発事業や音楽イ

ベントなどで利用されている。 

・日本でも、大震災後に復興ファンドをこの手法で集めた

ミューックセキュリティーズがサービス提供者として有名に

なったが、他にもＣＡＭＰＦＩＲＥ・ＲＥＡＤＹＦＯＲ？など多数の 
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サイトが立ち上がっている。 

・現状の資金集めは、共感した事業やプロジェクトへの寄附

行為に近いが、一部収益が上がった場合の利益配分を約

束したものもある。また、出来上がった製品などを出資者に

配分することも、食品やコンテンツ関連では多い。 

・未公開企業のファイナンスとして利用される場合、数百万

円から２０００万円程度までの金額だが、１０００万円以上は

ごく僅か 

・サイトが企業への出資金をファンドとして取り扱う場合は、

第２種金融商品取引業の登録が必要。 

 

【ソーシャルレンディング・サイト】 

・『お金を借りたい個人』と『お金を貸したい個人』をネット上

で結びつける融資仲介サービスから始まった。Ｐｅｒｓｏｎ２Ｐ

ｅｒｓｏｎ Ｌｅｎｄｉｎｇ＝Ｐ２Ｐ融資とも呼ばれるが、２００５年に

英国のＺＯＰＡが開始、日本でも２００８年からサービスが開

始され、Ｍａｎｅｏ・ＳＢＩソーシャルレンディング・ＡＱＵＳＨ(ア

クシュ）がマッチング業務をネット上で行っている。 

・実際のオペレーションは、先ず借り手の信用力をサービス

提供者が審査しランク付け、そのランクに基づいて金利水

準が提示され、希望する借入金額・返済期限と共にネット上

で貸し手候補に提示される。 
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・実際貸し出される金額は、現状では数十万程度が多く、貸

し手は数万単位を複数に分散して貸し出しているようだ。

サービス提供者によれば、現在の貸倒率は1％未満。 

・借り手が個人から、一部では事業資金や不動産・有価証

券担保に拡大していて、こちらは数百万円から１０００万円

以上のものも募集されるようになってきた。 

・サービス提供者は、貸金業・第二種金融商品取引業のラ

イセンスを取得。 

 

【クリーンシート市場】 

・日本証券業協会ルールにより、証券会社がこの市場に上

場する銘柄を勧誘することが可能となっている。 

・現在は、３７銘柄が上場されていて、米国での同様な制度

であるピンクシート市場の1万銘柄以上とは市場規模や機

能で大きな差がついている。 

・市場機能が限定されているのは、この市場に参加する証

券会社が実質的には特定の数社に限られている為、上場

している企業の公募ファイナンス対応が難しい状況となって

いる。 

・現在、証券業協会では抜本的市場制度の見直しが行わ

れている。 
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【プロ市場】 

・４年前に、東京証券取引所とロンドン取引所の合弁で始

まったプロ投資家向け市場ＴＯＫＹＯ ＡＩＭは、昨年ロンドン

取引所が撤退したことで東証の１００％子会社となり、ＴＯＫ

ＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔと呼称も変更した。 

・現在、３銘柄（うち１銘柄が上場廃止申請）が上場している

が、いずれも上場時の資金調達が行われていない。 

・昨年１１月、このプロ市場への市場誘導を専門に行う助言

会社ＯＫＩＮＡＷＡ Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒ が業務を開始し、沖縄の

新興企業中心にプロ市場上場を目指して活動を行っている。 

 

【ベンチャー投資ナビ】 

・ベンチャー企業への投資を活性化する目的で中小機構が

２０１２年２月に開設。ベンチャーキャピタル、ファンド、ベン

チャーキャピタルまたはファンドから投資を受けているベン

チャー企業等に関する情報を収集・データベース化し、ベン

チャー投資に関する情報を提供している。 

・現在（本年３月末）、ベンチャーキャピタル２０５社、ファンド

２７３社、企業４３２社の情報を閲覧することが可能となって

いる。 

・このＷｅｂがどの様な効果を生んでいるか未だ検証されて

いないが、実際のベンチャー企業に対する投資ニーズ、 



ベンチャー企業の資金ニーズ、双方をマッチングさせる機

能が別途必要と見られ、その為にはベンチャー企業側の情

報（決算情報や事業戦略など）が現状では不足している。 

・なお個人のベンチャー企業投資を支援する為にエンジェ

ル税制があるが、対象であることの確認を事前に受けてい

るベンチャー企業を経済産業省で公表している。但し、現在

は９社。 
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ソーシャルレンディングによる事業資金集め 

 

借り手 
短期事業資金 

（不動産や証券担保
ローンも） 

ポータルサイト 
運営者 

 
・借り手信用評価 
・借り手情報提供 
・ファンド組成 

・返済や利払い代行 

貸し手 
（個人） 

ファンドへの小
口出資 

貸付け 

利払い・返済 分配金・返済 

借り手を多数に分散す
るケースが多い 

現状は。半年から１年
の短期が主流 

投資応募状況を
公表 

信用力調査 



未公開株投資拡大のポイント 

 

 現在の日本における未公開株投資は、プロのベンチャー

企業投資家であるベンチャーキャピタルによる投資が年間

１，２４０億円（２０１２年度）で、約２．３兆円（２０１１年）の米

国とは全く規模が異なっている。個人の未公開株投資に

至っては、エンジェル税制利用投資額が僅か９．９億円（２０

１１年度）にとどまる。（※数字は、産業競争力会議資料よ

り） 

 

 一方、スマートフォンの利用拡大によりインターネット環境

が個人にとってより身近になっているが、不特定多数の投

資家から創業や事業資金を集める方法として、インターネッ

トの利用が欠かせない。既に、寄附や協賛金集めで実績が

あるクラウドファンディング的手法が有望と考えられており、

米国のＪＯＢＳ 法でも、クラウドファンディングについては、

現在の寄附行為主体のものから、多くの個人から投資（未

公開株）として創業期のリスクマネーを調達することを目的

とする方法として整備を行っている。 

日本においても、今、成長戦略の中で語られ始めたクラウド

ファンディングは、米ＪＯＢＳ法型のものが想定されており、

今後金融商品取引法で仕様等が整備されると予想される。 
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新規・成長企業へのリスクマネー供給において機能するク

ラウドファンディングについては、次のような点がポイントと

なるになると考えられる。 

 

【未公開企業情報の集約と情報開示】 

・リスクマネーを求める新規・成長企業の情報を、どう不特

定多数に伝えるかという事について、やはりインターネット

利用によるクラウド（cloud）サービスだが、寄附とは異なる

投資行為をサポートする為、サイトの運営は、金融商品取

引業になると見られる。なおクラウドファンディングは、

crowd（群集）とfunding（資金調達）の造語。 

・この仕組みでの資金調達を容易にする為には、現行のＷ

ｅｂ上の勧誘規制や広告規制について見直される可能性が

ある。 

 

【投資家のリスク管理】 

・リスクの高い未公開株投資については、米国ＪＯＢＳ法の

様に個人の投資金額を制限すべきだろう。その為、クラウド

ファンディングのサイト運営者は、投資家の金融資産や収

入・未公開株投資などの状況を今以上に厳格に把握し、投

資額を管理する必要がある。 
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【税制面の支援とその手続きの簡素化】 

・現在のエンジェル税制利用が少ない理由の一つに、利用

手続きの複雑さが上げられているが、これをクラウドファン

ディング・サイトで支援できれば、エンジェル投資も増加する。

その為の税制利用手続き簡素化が期待される。 

 

株式会社資本市場研究所きずな 10 



11 

新規・成長企業へのリスクマネー供給政策への期待 

事業化段階 成長段階 上場準備段階 

クラウドファンディング整備 
 
 
 
  
 
 

情報を集約したサイト運営 

個人の投資金額制限 

税制優遇サポート 

新規上場のための負担軽減 
 
 

地域における資本調達の枠組み 
 
 

開示負担など軽減 

グリーンシート市場抜本改革 等 

ベンチャー企業情
報サイトの充実 

何れの段階でも、投資仲介者としての証券会社・地域金融機関の役割拡大へ 



証券ビジネスとしての可能性 

 

  “寄附から投資へ”は、未公開株投資拡大の為のクラウ

ドファンディング利用目的の変化だが、その為にも、“正しい

未公開株投資”の仲介者として証券会社側の態勢整備が

望まれるようになるだろう。 

 

 例えば、クラウドファンディングを利用した新規企業への

投資が、年収若しくは金融資産１０００万円以上の個人で、

年間の投資上限をどちらかの５％とした制度が出来た場合、

個人の年収や金融資産の確認、未公開株投資限度額の制

限など顧客属性に沿った投資管理を行うことが求められる。 

 また投資拡大の為には、税制優遇などの個人投資家側

の推進策も必要だが、投資を取り次ぐ仲介者が多い方が、

リスクマネーを求める新規企業と投資家の接点が拡がる。

その為には、仲介者機能のルールを簡素化し、仲介者コス

トを軽減して、仲介者ビジネスへの多くの参入を促すことも

重要ではないだろうか。 

 

 米国のＪＯＢＳ法による新しい制度を念頭に、日本でも規

制改革会議における４つのテーマ（雇用、健康・医療、エネ

ルギー・環境、創業）の内、創業等ワーキングにおいて、“ 
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ベンチャー企業の育成その他の成長支援のための資金供

給の促進”が優先検討事項として上げられている。 

具体的な規制緩和策としては、新興企業などの開示負担を

軽減することや、インターネット環境等を利用した上場企業

のファイナンスの円滑化の為に、開示内容の検討が行われ

る予定である。 

 

 投資としては最もリスクの高い創業時の企業に、インター

ネットを利用してリスクマネーを供給する仕組みを整備して

いくということは、上場企業も含めた成長企業のファイナン

スのあり方を大きく変えていく可能性が高い。資金調達にお

けるインターネットの利用促進は、不特定多数を相手にＷｅ

ｂ上で勧誘行為を行うということで、その為に、企業側が提

供可能な情報を開示書類等にどう取り組んで投資家に提

供していくか、またその法的責任についても整理されていく

だろう。 

 

 クラウドファンディングは、未公開株のインターネット・ファ

イナンスだが、この機能が整備されていく過程で、上場企業

のファイナンスでのネット利用も進み、現在の公募増資のよ

うに主幹事証券の店頭で多くの公募株が販売されるという

公募ファイナンスの現状が変っていくことも考えられる。 
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インターネット利用が、より多くの投資家の公募ファイナンス

参加を促すことになれば、多くの証券会社にとってのファイ

ナンスビジネスも、また拡大していくだろう。 
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公募ファイナスへの影響 

クラウド 
ファンディング整備 

成長企業ファイナン
スにおけるインター
ネット利用の促進 

ネット利用により公
募ファイナンスでよ
り多くの投資家が
参加可能に 

証券会社
全体として
のファイナ
ンスビジネ
ス拡大へ 


