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講師のご紹介

北海道大学経済学部卒。北海道拓殖銀行を経て、勃興するインターネットの革新性に
注目し、2001年よりネット金融に携わる。ネット金融グループにてネット銀行設立プロジェクトを
始め幅広いネット金融事業に関わり、2009年より金融ベンチャーにてソーシャルレンディング事業統括し、
2013年2月より現職。英国ランカスター大学マネジメントスクール(MBA)、マサチューセッツ大学MBA非常勤
講師。

日本クラウド証券 株式会社
代表取締役社長 大前 和徳

■書籍の紹介

＜本書の内容＞

第一章 世界中で勃興するクラウドファンディング

第二章 クラウドファンディングの市場規模と5分類

第三章 融資型クラウドファンディング

第四章 株式型クラウドファンディング

第五章 金融の民主化がはじまった

四六並製 /  196ページ 定価１,３００円

総合法令出版株式会社



3

クラウドファンディング 5つの類型

寄付(Donation)型

報酬(Reward)型

融資(Lending)型

事業投資(Fund)型

株式(Equity)型

非
投
資
型

投
資
型

クラウドファンディングは金銭的なリターンが発生する投資型と、モノや
サービスでリターンする非投資型の二つに分類されます。
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世界でも広がる投資型クラウドファンディング

クラウドバンクは融資型クラウドファンディングとも呼ばれています。
クラウドファンディングは世界中に広がる新しい金融の仕組みです。

世界全体のクラウドファンディング市場 (2013年推計)

世界 5000億円

アメリカ ２６００億円

イギリス １７００億円

日本 １００ 億円

各国のクラウドファンディング市場
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世界のクラウドファンディング市場規模

拡大するクラウドファンディング市場において、特に融資型クラウド
ファンディングが全体に占める比率は40％以上と市場の拡大を牽引しています。

出典：2013CF THE CROWDFUNDING INDUSTRY REPORT  

2013年世界のクラウドファンディング市場
5100億円の40％以上がLending(融資型)
クラウドファンディングが占めている。

世界のクラウドファンディング市場の推移
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世界でも広がる投資型クラウドファンディング

米国サンフランシスコにあるレンディングクラブはわずか7年で
5000億円もの資金を運用。多くの投資家にリターンを生み出しています。

■運用総額 (2014年)

5000億円
・2007年に設立

・Googleも出資
(時価総額1500億円の評価)

・元モルガンスタンレー会長の
J. Mack氏、前米国財務長官
ラリー・サマーズが社外役員
として経営に参加
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世界でも広がる投資型クラウドファンディング

イギリスのロンドンにあるＰ２Ｐレンディングのパイオニア。
ロスチャイルドグループのファンドが出資をしたことで話題に。

■運用総額 (2014年)

860億円
・2005年に設立

・ロスチャイルドグループが出資

・Ｐ２Ｐレンディングのパイオニア
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クラウドバンクとは

クラウドバンクは誰もが気軽に投資を楽しめる
新しい資産運用プラットフォームです。

<応募総額>  ※2014/11/19 現在

1,529,460,000￥

<ファンド数>  ※2014/11/19 現在

86
<償還総額>  ※2014/11/19 現在

182,960,000￥

<実績年利回り>  ※2014/11/19 現在

5.6%
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クラウドバンクの仕組み

クラウド(群衆)を活用することで小口資金を大口化。
これまで個人では参加が難しかった好条件の投資案件への参加が可能に。

返済金利の一部を分配

好条件の
投資案件

融資
不動産 海外

資源
エネルギー

個人投資家

小
口
資
金
を

集
約
し
大
口
化

個人だと参加が難しい･･･

・そもそも情報が入ってこない
・まとまった資金が必要
・知識が必要

コーポレート
ファイナンス
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応募総額推移

オープンから11か月、急速に投資金額が増加しています。

¥177,860,000 ¥185,320,000 
¥238,250,000 ¥262,030,000 

¥439,710,000 

¥654,630,000 

¥801,000,000 

¥976,000,000 

¥1,229,130,000 

¥1,399,410,000 

¥0

¥200,000,000

¥400,000,000

¥600,000,000

¥800,000,000

¥1,000,000,000

¥1,200,000,000

¥1,400,000,000

¥1,600,000,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

運用額 - fund
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投資家は全国に広がっています

これまでに1億8200万円もの資金を全国の投資家に利回り付きで
償還してきました。
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実績利回り

これまでのクラウドバンクの実績利回りは5.6%です。
さまざまな仕組みを駆使することで高い利回り実績を確保しています。

年率（税引前）5.60%年率（税引前）5.60%
実績平均利回り
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理由① 無駄なコストを削減

インターネットを活用することで、無駄なコストを削減します。
その分多くのリターンをユーザーの皆さまに還元していくことができます。

既存の金融機関

大量の人材 立派な店舗
多くの支店

クラウドバンク

必要最低限の人数 小規模なオフィス

大きな人件費とオフィス賃料 インターネットで完結するため無駄なコストを削減

還元される利息は小さい コストを圧縮した分、より多く分配することが可能

×営業
×大量の窓口事務

×支店
×立派なオフィス



□ 創業3年以内の企業

□ 借入期間が短い案件

□ 借入金額が少額の案件

□ 前年度が赤字の企業 (ただし、今期は黒字)

□ 銀行の借入限度額を超えてしまったが
十分な余力のある企業

□ 財務的にリスクのある企業
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融資先の基準

＜銀行規則に合致しないが
クラウドバンクで融資を検討できる事例＞

銀行の融資範囲

クラウドバンクの融資範囲

融資が受けらない企業

財務的には問題がなくても銀行の貸出規則に合致しないため融資を受けられない
企業はたくさんあります。クラウドバンクでは、返済確実性をしっかりと確認しながらも、
そのような企業に、柔軟な対応を行うことで高い貸出金利と保全性を維持しています。

※財務的にリスクのある企業にはクラウドバンクも
融資はおこないません。

NG

■融資範囲のイメージ
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2014年5月23日株式型クラウドファンディング法制化へ

出所：日本経済新聞電子版 2014年5月23日
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投資型クラウドファンディングを促進する金商法の改正

• 参入要件の緩和（少額電子募集取扱業者）

• 最低資本金基準の引き下げ

• 少額の非上場株式の勧誘を解禁
※発行総額1億円未満かつ１人当たり投資額50万円以下

• 投資者保護のためのルール整備
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株式型クラウドファンディングの新制度の比較

株式投資型クラウドファンディング 投資グループでの新株発行

勧誘対象 制限なし 投資グループの加入者

勧誘方法 インターネットを通じたものに限る
（勧誘対象が投資グループの加入
者に限定される方法である限り）

制限なし

発行額

上限あり

（発行総額１億円未満、かつ、投資
者１人当たり投資額５０万円以下と

なる見込み）

制限なし
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投資型クラウドファンディングの可能性

個人と企業との新しい関係性構築の可能性

投資家 企業

メリット

• 自分のお金を主体的に活用できる

• 既存の金融サービスにはない魅
力（共感、関わり、配当）

• 小口資金でも大きな関わり

• 全く新しい資金調達手段の確保

• 出資者（株主）との新しい関係（顧
客x株主）の構築

• PR効果

デメリット

• 限られた情報

• 流動性の少なさ

• 仲介業者のリスク

• 株主管理コスト

• 資本コスト

• ディスクロージャー
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地方とクラウドファンディング

ロケーション、人的ネットワーク、案件の質、メリットが重要

ペンシルバニア大学ウォートンスクール モリック教授のKickstarter研究

• Facebookの友達数や案件の質（例えば、紹介ビデオの有無）がプロ
ジェクトの成功を左右

• 地理的な特性が認められる
Ex. Los Angels：映画関連、San Francisco：ゲーム、デザイン関連

トロント大学 アグラワル教授他の研究

• 資金の出し手と受け手の平均距離は3000マイル
• ただし、初期段階では身近な人（友人、知人）が投資

日本のふるさと納税制度を活用した自治体によるクラウドファンディング

• 寄付型（実質負担額は2,000円）と購入型（地元の特産品を購入）の
組み合わせ

• 各市町村の平均調達額は年間500万円
• ふるさの納税専門のクラウドファンディングポータルサイトも登場
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日本クラウド証券 株式会社
(TEL) 03-6447-0011 (FAX) 03-6447-0012

〒106-0032
東京都港区六本木7-4-4
六本木Artshell5F

担当：藤田

お問い合わせ

ご清聴ありがとうございました。


