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ベンチャー企業とクラウドファンディング 
“Venture Firm and Cloud Funding” 

 
 

１．はじめに 

企業にとって事業に必要な資金を確保することはとても重要なことである。従来、企業の資金調達

は、金融機関からの借り入れや、ベンチャーキャピタル・エンジェル投資家からの出資、政府・自

治体からの補助金・助成金などを活用して行われてきた。しかし、ベンチャー企業、特に創業期や

成長初期の企業は、取引実績が乏しく、事業の安定性や成長性を示す売上や利益などのデータが少

ないため、金融機関やベンチャーキャピタルにとっては資金提供の判断が難しい企業である。しか

し、クラウドサービスやスマートフォンなど安価で利用しやすいプラットフォームの普及やビック

データ・AI などの新技術の進化により、フィンテック（Fintech：financial technology）が進展し、

銀行や証券会社などの伝統的な金融機関だけでなく、さまざまな事業者が新しい金融サービスを

開発・提供するようになった。このような金融サービスの変化の中で、インターネットを活用し

てたくさんの小口出資者から資金調達が可能なクラウドファンディングや、ビックデータや AI

を活用し、取引データの分析結果にもとづき融資を行うレンディングサービスなど、従来にな

い資金調達のしくみが提供され、その利用が拡大している。特に、クラウドファンディングは、

共感する支援者からの資金が集まれば、小規模な事業や社会貢献活動などどのような分野の事

業でも資金調達が可能となり、ベンチャー企業の資金調達手段としてその認知度は高まりつつ

ある。 

このように金融サービスの環境変化が、従来資金調達の難しさを理由に創業をあきらめてい

た個人や企業のビジネス創出機会を増やしている。本章では、クラウドファンディングを中心

に資金調達の多様化が、ベンチャー企業を取り巻くビジネス環境にどのような影響を与えてい

るかを考える。 

 

２.ベンチャー企業の資金調達 

起業するには、事業化アイデアや事業に必要な知識や経験、協力者などさまざま要素が必要

となる。その中でも特に資金調達は重要な要素でありながら、大きな課題でもある。図表１に

示すとおり、起業関心者が起業をあきらめた理由として、「資金調達が困難（３２.０％）」がトッ

プにあげられている。また、起業後の企業も、創業段階・成長段階・安定/拡大段階それぞれで直面

している課題に「資金調達」を上位にあげており（図表２）、ベンチャー企業にとって、資金調達

が非常に大きな壁として立ちはだかっていることがわかる。 
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図表１：起業関心者が過去に起業をあきらめた理由 

 

 

（出典）小規模企業白書 2017 年（中小企業庁） 

 

図表２：持続成長型企業が各成長段階で直面している課題	
 １位 ２位 ３位 

創業期 資金調達（59.2％） 家族の理解・協力（39.9％） 事業や経営に必要な知識・ 

ノウハウの習得（34.1％） 

成長初期 資金調達（46.5％） 質の高い人材の確保

（43.2％） 

販路開拓・マーケティング 

（32.4％） 

安定/拡大期 質の高い人材の確（53.8％） 企業の成長に応じた組織体制

の見直し（32.7％） 

資金調達（32.4％） 

（出典）小規模企業白書 2017 年（中小企業庁）のデータを元に筆者作成 

ベンチャー企業が、起業や事業拡大のための資金調達を行う方法としては、銀行からの融資、

ベンチャーキャピタル・エンジェル投資家からの出資、国や自治体が提供する補助金・助成金

の活用などがある。一方、最近の金融サービスの変化の中で新しく提供されている資金調達方法と

しては、E コマースプラットフォーム事業者による融資やクラウドファンディングなどがある。 

（１）Eコマースプラットフォーム事業会社による融資 

 楽天やアマゾン、リクルートなどの E コマースプラットフォーム事業者は、出店企業と消費

者をネットでつなぎ、商品やサービスの売買と決済のしくみを提供している。そして、最近そ

の Eコマースプラットフォーム上で行われている取引に関する大量のデータ（ビックデータ）

を活用して、出店企業向けの短期的な運転資金の融資サービスを展開している。売上などの取

引情報はその企業のビジネス状況を表しているため、与信審査に活用される。金融機関は企業

が提出する財務諸表や事業計画など限られた範囲の情報（静的データ）を活用し審査を行うが、

Eコマースプラットフォーム事業者は、日々の取引情報などを取得し蓄積された大量の動的デ

ータを活用できるため、企業のより詳しいビジネス状況を反映した審査が可能となる。また、

担保や保証人が不要であり、審査スピードが速いことも特徴である。早ければ、当日融資され
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るケースもあり、急な資金繰りが必要な企業も利用しやすい。融資の返済金は、出店企業の売上

から回収することができ、貸し倒れリスクを低減することができる。必要な時に出店企業の運転資

金を供給することで、マーケットプレイス上での出店企業のビジネス拡大と成長につながり、Eコ

マースプラットフォーム事業者自身のビジネス拡大につながる。 

（２）クラウドファンディング 

 クラウドファンディングは、インターネットを利用して広く不特定多数の人から少額資金を調達

するしくみである。東日本大震災をきっかけに広く知られるようになり、支援者から高い共感を得

た社会貢献事業への寄付や事業化初期段階の製品やサービス開発への出資など、今まで資金調達が

難しかった小規模プロジェクトへの資金供給が拡大している。クラウドファンディングには5つの

タイプがあり、資金の使途・金額・期間などによって利用するサービスが異なる（図表３）。 

① 寄付型 

公益性、福祉性の高いプロジェクトへ寄付。支援者へのリターンはない。 

② 購入型 

新たな商品やサービスを開発するために必要な資金を調達。支援者へのリターンとして金銭の

支払いはないが、完成した商品やサービス等のリワードが提供される。 

③ 投資・ソーシャルレンディング型 

支援者は運営会社と匿名組合契約を締結して出資を行う。運営会社は資金を必要とする事業者

に対して金銭消費賃貸契約による融資を行う。支援者は運営会社を通して出資を行い、利息分

を分配金として受け取ることができる。 

④ 投資・ファンド型 

支援者は特定の事業やプロジェクトに対して調達者と匿名組合契約を締結し、匿名組合に対し

て出資を行う。集められた資金をもとにファンドが組成される。また該当事業に関わる売上の

一部をファンドの分配金として受け取ることができる。 

⑤ 投資・株式型 

支援者は非上場株式を購入することにより出資を行う。支援者は、配当や株式の売却によるキャ

ピタルゲインを得ることができる。 

ベンチャー企業や新規事業に対するリスクマネーの供給を促進するため、少額の投資型クラウド

ファンディングを取り扱う金商業者の参入要件が緩和されるなど、クラウドファンディングに関す

る環境整備が行われ、新たな資金供給源へと成長しつつある。 
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図表３：クラウドファンディングのサービス形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

寄付型 

支援者 資金調達者 クラウドファンディング 

運営会社 

 
寄付 

購入型 

出資 

商品・サービス 
金銭消費貸借契約に 

よる貸付 

投資・ファンド型 

匿名組合 
事業プロジェクト 

ごと 

投資・ソーシャル 

レンディング型 
匿名組合 

（返済義務あり） 分配金（利息） 

配当・株主優待（商品・サービス） 
（返済義務なし） 

投資・株式型 

非上場株式の購入による出資 

匿名組合契約による出資 

匿名組合契約による出資 

非上場株式 
配当・株式の売却による出資金の回収とキャピタルゲイン 

（出典）筆者作成 
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図表４に従来の資金調達方法とクラウドファンディングの違いを示す。 

図表４．ベンチャー企業の創業期・成長初期に活用される資金調達手段 

形態 融資 出資 補助金・助成金 クラウド 

ファンディング 

概要 企業の財務状況を示

す決算書や事業計画

などの情報をもとに

与信審査を行い、 

資金の貸出を行う 

未上場企業がベンチャ

ーキャピタルとの個別

契約により株式を発行

することで、ベンチャ

ーキャピタルから資金

調達を行う 

経済や地域の活性化を

目的として、公的資金

から一定の金額を支給

する 

不特定多数の人々が 

個人や企業に対し、 

資金提供が行う 

 

資金提供者 銀行・信用金庫など ベンチャーキャピタル 政府・自治体 不特定多数の支援者 

対象企業 上場企業・未上場企業 未上場企業 ベンチャー企業や 

小規模事業者、 

地元の事業者 

個人や中小企業が行う 

事業やプロジェクト 

（一部大企業の新規事

業も含む） 

返済義務の有無 あり なし なし なし（投資型の一部に 

返済義務あり） 

経営への関与 なし あり なし なし 

資金調達者から 

資金提供者への 

提供価値 

利息 有価証券の配当・ 

キャピタルゲイン 

税収の拡大・ 

雇用機会の拡大 

【寄付型】特になし 

【購入型】 

商品・サービスなどの 

リワード 

【投資型】 

分配金（利息）・ 

有価証券の配当・ 

キャピタルゲイン 

デューデリ 

ジェンス 

決算書や事業計画 

などの情報にもとづ

いた金融機関による 

与信審査 

決算書や事業計画 

などの情報にもとづ

いたベンチャーキャピ

タルによる事業性評価 

募集の目的に従い、 

国や自治体による 

決算書や事業計画など

の審査 

クラウドファンディン

グ運営会社による審査

とホワイトペーパー

（事業計画書）の公開 

企業価値評価の 

視点 

事業の安定性 

貸し倒れリスク 

事業の成長性 

株主価値 

経済の活性化や 

地域活性化への貢献度 

共感価値・ 

社会的価値 

１社あたりの 

資金調達額規模 

数十万円〜数千万円 数百万円〜数十億円 数十万円〜 

200万円程度 

数十万円〜数億円 

その他課題 安定性重視のため、 

取引実績が乏しい 

創業期・成長初期の 

企業に対する融資機会

が少ない。 

担保や保証人などの 

負担も大きい 

創業期・成長初期の 

企業に対する投資機会

が少ない 

競争倍率が高く（２倍

から10倍以上）、支給

される確率が低い 

プロジェクトの 

情報開示や評価方法の

整備 

（出典）筆者作成 
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３．ベンチャー企業に対するクラウドファンディングのインパクト 

ベンチャー企業の新たな資金調達手段として注目されているクラウドファンディングの活用

状況について具体的に示す。 

日本におけるクラウドファンディングの市場は、2017年度は前年度比127.5％増の約1,700億円と

なり、新規プロジェクト支援者数は延べ137万人と市場が拡大している（図表５）。 

 

図表５：国内クラウドファンディングの新規プロジェクト支援額（市場規模）推移 

 

 

注１． 年間の新規プロジェクト支援額ベース 

注２． 2018年度は見込値 

注３． クラウドファンディング運営企業の扱い分野を見直したため、2016年度の全体および類型別の新規プロジェ

ク支援額を再算出した。 

出所：矢野経済研究所「2018年版 国内クラウドファンディングの市場動向」2018年11月6日 

 

2011年頃より、ものづくり支援や地域支援などそれぞれの目的や特徴を持ったクラウドファンデ

ィングサイトが次々と開設されている。クラウドファンディング事業者が提供するサービスや支援

プロジェクトから、クラウドファンディングがベンチャー企業に対してもたらすインパクトについ

て考察する。 
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（１）株主価値経営から共感価値・社会的価値経営への転換 

近年、多くの日本企業では長年続いた銀行と企業・企業間の株式の持ち合いが低下し、外国人投

資家や年金基金など機関投資家からの資金調達が増加した結果、株主価値の向上を重視した経営が

行われるようになった。しかし、クラウドファンディングでは、提供する商品やサービスに対して、

共感する支援者を多く集めることができたプロジェクトのみが、資金調達することができる。その

ため、支援者との「共感」がクラウドファンディングにおける資金調達成功のカギとなる。 

また、クラウドファンディングサービスでは数多くの地域貢献や社会貢献に関連するプロジェク

トを取り扱っており、プロジェクトの起案者だけでなくそれをサポートする支援者の関心が高い分

野とも言える。さらに、クラウドファインディング事業者自身も、社会的価値の高いプロジェクト

を支援するため、それらのプロジェクトに関する優遇手数料の設定や、「持続可能な開発目標(SDGs)

注１」をプロジェクトの評価軸の一つとして採用するなど積極的なサポートを行っている。 

今後、クラウドファンディングによる資金調達の規模が拡大するにつれ、さらに企業は支援者と

の共感やプロジェクトの社会的価値を意識せざるおえなくなってくるだろう。そして、企業経営は、

株主価値経営から共感価値・社会的価値経営へと変化し、その評価基準も株主資本利益率（ROE）や

経済的付加価値（EVA）といった株主重視の指標ではなく、プロジェクトや商品・サービスそのもの

の共感価値や、SDGsなどで示されるプロジェクトの社会的価値が経営指標となっていくであろう。 

 

（２）共感価値がもたらす企業信用基準の変化 

クラウドファンディングは、プロジェクトや商品の立ち上げなどに必要となる一時的な資金

ニーズに対応している。一方、運転資金など継続的に利用可能な資金に対する企業ニーズも高

い。そのため、クラウドファンディング事業者は銀行との提携を進め、優れた商品・サービス

を持ちながら資金調達が困難であった個人や企業へクラウドファンディングで一時金を提供し、

さらに銀行が継続的な資金を融資するといった緩やかな役割分担が整い始めている。従来から

銀行は、企業の財務状況だけでなく、その企業が持つ事業の価値や成長性なども加味して、融

資を行うことを要望されてきたが、事業や商品・サービス自体を目利きできる人材の確保など

課題が多かった。しかし、クラウドファンディングサービスを活用し、プロジェクトが集める

支援者数や支援金額を評価することで、客観的にそのプロジェクトの魅力や価値を把握でき、

金融機関は追加融資の判断がしやすい。さらに、CAMPFIRE は、クラウドファンディングにおけ

る支援（総額・人数）をスコアリングした評価型与信モデルを構築し、CAMPFIRE のクラウドファ

ンディングサービスを利用したプロジェクト実行者や支援者に直接融資可能なレンディングサ

ービスを提供している（図表６）。 

これらのことは、共感価値が融資対象企業へ信用を付与していると捉えることができ、企業を評

価する上での信用基準のあり方に変化をもたらしていると言える。 
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図表６：CAMPFIRE のサービス事例

 

（出典）CAMPFIRE のニュースリリースやホームページの情報をもとに筆者作成 

 

（３）大企業系列の枠組みからの脱却 

クラウドファンディングサービスでは、資金調達だけでなく、資金調達完了後、量産された

商品を販売するネットショップの開設や、百貨店などの小売店と連携しリアル店舗での展示や

販売も行っている。さらに、Makuake や CAMPFIRE では、企画から製造、小売までを一貫して

行う製造小売業（SPA：Specialty store retailer of Private label Apparel）に近いビジネ

スモデルを緩やかに形成している。例えば、Makuake は、衣服生産プラットフォームサービス

sitateruと提携し、550拠点を超える優れた技術力を持つ衣服生産拠点と連携することで、衣服を一

気通貫で生産することを可能とした。これによりMakuake は、ファッション関連商品について資金

調達だけでなく試作、マーケティング、プロモーション、量産までトータルサポートする体制を実

現している。今までファッション業界は、流行品を大量生産しながら、売れ残った大量の商品を廃

棄するという悪循環を繰り返していたが、このしくみを活用すれば、必要な数だけ商品を生産する

ことができる。さらに、Makuake はＮＣネットワークとも提携し、製造企業約1万7,000社とのネ

ットワークを活用し、製造業領域におけるものづくりプロジェクトのサポートも開始した（図表

７）。今後、このようなしくみがさまざまな事業分野で形成されてくれば、生産体制を持たない個

人や企業も、クラウドファンディングで資金と顧客（支援者）を獲得し、さらに商品を受注生産し、

販売することができる。 

これは、大手企業系列という枠組みに入らずとも、企業が消費者のニーズに対応した商品を

企画し、資金調達と顧客（支援者）を事前に獲得し、予約販売の形で商品の製造を行うことが

可能となることを示す。結果として、商品の廃棄量の削減により、無駄なコストや環境負荷も
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軽減でき、最終的には商品に転化されるコストも削減される。このことは将来、少量生産によ

るデメリットである価格上昇を抑えることを可能にするのかもしれない。 

 

図表７：Makuake のサービス事例 

 

(出典) Makuake のニュースリリースやホームページの情報をもとに筆者作成 

 

４．まとめ 

 情報通信技術の進展により金融サービスが変化し、ベンチャー企業の新たな資金調達の方法

として定着しつつあるクラウドファンディングだが、資金調達の多様化にとどまらず、企業経

営や企業信用のあり方の転換、大企業系列の枠組みに頼らないサプライチェーンの実現など、

ベンチャー企業のみならず、社会全体にも影響をもたらしつつある。クラウドファンディング

は、もの・サービスを提供する企業と、共感によってそれらを購入する支援者をネットで直接

結びつけ、余分な仲介者を排除することで、サプライチェーンの製造・販売・消費という各プ

ロセスの距離を縮めた小さな経済圏を生み出している。今後、このような小さな経済圏が消費

者ニーズに合わせて多様化・増加し、今まで主要な企業がコントロールしてきた大きな経済圏

とは異なるビジネスの枠組みを形成していく可能性がある。しかし、この小さな経済圏では、

企業が自由に創造性を発揮できるようになると同時に、より近くなった消費者と直接向き合い

ながら共感を獲得していく必要がある。そのため、企業は消費者に対してごまかしのない「経

営」と「ものづくり」を実現していくことが一層求められる時代がやってくるだろう。 
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＜注釈＞ 

注１：SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標） 

2015年国連サミットで採択された国際目標。貧困問題や教育、エネルギー、循環型社会、 

経済成長やまちづくりなど、持続可能で多様性と包摂性のある社会をつくるために取り組む 

べき17の目標と169のターゲットから成る。 
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