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要約 

（キーワード：クラウドファンディング、リスクマネー、税制優遇） 

  

 ここ 10 数年のインターネットの普及2によって、クラウドファンディングという新たな資金

調達手段が活性化の動きを見せている。膨大な家庭資産を背景にして、個人が少額の投資を自

らの選択で提供するこの手段はリスクマネー供給の変革を起こしうるものである。本稿では、

税制優遇を通してクラウドファンディングの利用を促進することを目的とするものである。 

  

 第 1 章では、日本の経済状況を踏まえ人口増加が望めない日本で、効率化の鍵となる TFP

上昇のためのイノベーションの重要性を説明する。イノベーションの担い手であるベンチャー

企業の増加を、起業時の資金調達の難しさとリスクの大きさが阻んでいることを指摘し、ベン

チャーキャピタルやエンジェル投資家などの資金調達手段と比較したうえでクラウドファン

ディングが起業資金としての適性を持つことを主張する。 

 第 2 章においては、新規性の高さゆえに実態が不明確なクラウドファンディングについて説

明を加える。資金提供の在り方によって区分される寄付型・購入型・融資型・ファンド型・株

式型のクラウドファンディングの型のそれぞれの具体的な事業内容と性質を概観する。また、

地方創生と結びついた日本独特の事例と海外の最新事例を紹介しながらこれからのクラウド

ファンディングの可能性を模索する。 

 第 3 章でクラウドファンディングに関する諸研究を概観する。クラウドファンディングに関

する研究は国内外通してもほとんど存在せず、研究手段も極めて類似性が高い。国外では、ダ

ミー変数による比較などを通してクラウド出資に影響を与える要素を抽出するものが主流であ

る。たとえば地理的近接性・人間関係の緊密さ・事業に関する透明性などが資金提供額に影響

するという研究が見られた。一方でふるさと納税など近似的なケースを除いて直接的な国内研

究は我々の探す限りほとんど存在しなかった。そのため新規性としては、それらの傾向を基礎

においた推進策の検討にある。 

 第 4 章でそれらの問題意識をまとめた。購入型や融資型はある程度のリターンが確実に補償

されているが、寄付型には控除税制が存在せず投資型も収益へのリスクに対しての対策が取ら

れているとは言えない。2 節で運営に関してあらわれるであろう問題を提唱しているが、最優

先で必要な政策提言が税制優遇による促進であることを述べる。 

 第 5 章で本格的な政策提言を行う。前半の寄付税制優遇は、クラウドファンディングと通常

の寄付によって得られる効用が基本的に同じであることを利用して、通常の寄付税制と同じ政

策を導入した場合と同じ弾力性を用いたシミュレーションを行った。後半においては、導入予

定である株式型に対して損益通算の所得課税一体化政策を行った場合の投資量シミュレーショ

ンを行った。具体的な数値については現在一部で行われているファンド型の収益率や一人当た

りの投資量について参考にした。 

 

 

                                                      
2 日本国内のインターネット利用者率は平成 24 年末時点で 79.5%。総務省 「平成 25 年版情報通信白書」 
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はじめに 

 失われた二十年を経て、日本経済は過渡期にある。ゴールドマンサックスの予想によれば、

2050 年 GDP 予測で我が国は 8 位まで後退しアジアにおいても中国・インドネシアの後塵を拝

している。労働生産人口が減少に向かいアジア諸国に台頭を受け、明瞭な成長ストーリーを描

くことは極めて困難である。その中で日本政府は TFP 上昇に繋がるイノベーションを誘発すべ

く、クラスター政策やベンチャー支援など様々な立案を行ってきた。しかしながらその効果は

芳しいものからは程遠く、日本からのフロンティア開拓は遅々として進まなかった。 

  

 その中でも、もっとも重要なベンチャー企業創生に関しても、シリコンバレーを要するイノ

ベーション先進国アメリカと比較すると、担い手となるベンチャー企業に対する支援は十分と

は言えない。日本型の経済成長モデルなどから影響を受けて起業文化が根付いていない現状に

加えて、起業の際のリスクも非常に高いということがある。これらの原因の一つとして資金調

達の問題が挙げられる。起業の際の資金調達を見れば、自己資金や銀行や親族からの融資が大

部分を占めており、失敗が許されない状況に追い込まれてしまうケースが多い。 

 

その中でクラウドファンディングは、今までの資金調達のあり方とは異なる存在である。営

利目的の機関投資家と比べ、インターネットを通して手軽に案件へアクセスする個人投資家の

効用は多岐に渡っており、個人が共感をもつ事業への資金支出を容易にするものである。また

少額を多人数から集める手法は、マーケットにおけるパイロットテストとしての効果を持って

おり、不確実な新規事業の将来性を判断する材料としても機能し得る。 

 

しかしながら、クラウドファンディングはインターネットの普及に伴ったものであり、その

研究はほぼ手付かずと言っても良い。一方でクラウドファンディングへの注目は増しており、

適切な支援及び考えられるデメリットに対する対策が不可欠なものである。我々は今までのク

ラウド研究と発展を総括し、株式型クラウドファンディング解禁に先立ち拡充を提言すること

で、この新しい資金調達が普及することを志向する。 

  

 このような特性を持ったクラウドファンディングの普及を促進するために必要なことは、資

金支出に際するリスクの抑制であると我々は考えた。そのために現行の制度化で最も効率的な

手段はキャピタルロスの損益通算を所得とも可能にすることであると考えた。そのためにポー

トフォリオ理論に則り、資産選択にクラウド資産を仮定した。実際に損益通算と繰越を可能に

した場合のシミュレーションを行うことで、政策効果を検証する方法を採った。また同時に寄

付税制が機能していない寄付型クラウドファンディングに関しての優遇もシミュレーションを

行い、特性を生かした地域密着性などが起こす地方創生へのイノベーションを検討するもので

ある。 

  

 結果として税制優遇の有効性が導かれることとなった。一方でデータが限られていることに

よりあくまでシミュレーションに留まったが、当政策は新たな日本経済のあり方にとって必須

のものであり、失われた二十年から日本が脱出し輝きを取り戻す一助になると心から信ずるも

のである。 
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第1章 クラウドファンディング

の必要性 

第1節 日本経済の現状 
 

 日本は「失われた二十年」と言われるように、1990 年代初めのバブル経済崩壊から 20 年以上

の期間に渡って、経済の低迷した状態が続いている。図表 1-1 に見られるように GDP 成長率は、

1990 年以降、大きく下方に屈折し、経済成長率が年率 0.8%（実質ベース）と停滞した状態に

ある。 

 図表 1-1 

 
出所：内閣府統計データ 2014年下半期 参考に作成 
  

 停滞した大きな要因の一つとして、TFP3（全要素生産性：（Total Factor Productivity: 

TFP））上昇率の低下及び労働時間の低下が大きく影響している4。GDP 成長率の内訳を見てみ

ると、日本では 1990 年以降、2000 年代前半を除いて、GDP に大きく寄与していた TFP が著し

く低下している。この低下は諸外国と比べても明らかである。 

 

                                                      
3 全要素生産性（Total Factor Productivity: TFP）とは、労働だけでなく原材料や資本といった全ての生産要素を考

慮した生産性指標である。 
4 平成通商白書 2013 年度版 第一部第一章 成長会計に基づく分析に基づく 
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図表 1-2 

 
出所： 通商白書(2013)より筆者作成  
 

 また、労働生産性上昇率の鈍化が 1990 年代以降、我が国の一人当たり実質 GDP 成長率を継

続的に押し下げた要因であった。少子高齢化社会で人口の減少が見込まれる日本が再び力強い

経済成長を達成し、より豊かな生活水準を達成していくためには、労働生産性や TFP に代表さ

れる生産性を上昇させていく必要がある。 

 

深尾（2012）は 1990 年代の TFP 低迷の原因5として、産業別 GDP 寄与のもっとも高い製造業

では、主に内部効果の大幅低下（工場の老朽化など）、2000 年以降は負の退出効果の拡大を指

摘している。また、大部分の非製造業では、生産性の高い大企業が大量に雇用を削減し生産性

の低い中小企業のシェアが高まったことを原因として挙げている。 

 

経済学においては、生産関数の上で資本、労働、その他の生産要素のすべてに対する生産性

（TFP）が年と共に向上する現象は技術進歩によってもたらされると見なし、これによってイノ

ベーションの経済効果を測定できると考えられている。シュンペーターも「生産関数の形に変

化があれば、そこにはイノベーションがあると見なされる（景気循環論）」と述べている。 

 

ここでイノベーションの定義を確認してする。イノベーションとは、生産手段の「新しい結

合の遂行」である。プロダクト・イノベーション（イノベーションの種類）このような市場を

創造する起業家の経済活動によって、資本や労働の投入量を上回った付加価値の増大（全要素

生産性の向上）が生じ、経済は拡大する。 イノベーションの主体は営利企業 イノベーション

の主体は営利企業である。公的事業機関も主体になり得る。 （Schumpeter,1912） 

イノベーションの担い手は、イノベーションによって市場競争を勝ち抜こうとする既存企業

と自分の夢を実現しようとして事業を興そうとする起業家であると考えられている。本稿では、

新陳代謝（再配分、参入、退出）効果を上げることで TFP上昇の手段として、起業数を増やす

ことでの上昇を目指していく。したがって、次節では起業に関する現状を省察していく。 

                                                      
5 TFP 低迷の原因は、他には銀行の不良債権問題やゾンビ企業の退出がスムーズに行われないことなどが挙げられる 
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第２節 起業に関する現状 

  

 シュンペーターは創業者利潤を求める起業家が群生することで景気は拡大し、経済は発展す

ると考えた。新陳代謝をよくすることがイノベーションを引き起こすと考えられている。参入

効果と退出効果は各期間の最初の年の TFP の産業平均値より TFP の高い企業が参入したり、

低い企業が退出したりすることが必要となってくる。 

図表 1- 36 

  
（資料）  日本：厚生労働「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) 
イギリス：Office for NAtional Statistics 「Business Demography(2011)」 
ドイツ：Statistisches Bundesamt Unternehmensgrundungen -schliessungen :Deutschland,Jahre,Rechtsform, 

Wirtschaftzweige」 
フランス：INSEE（国立統計経済研究所） 

 

この 15 年間、ベンチャー企業を取り巻く制度整備7は大きく進展してきたが、図表 1-3 にみ

られる日本の開業率（新規開業企業数の現時点企業数に占める割合）は、4.6％、また廃業率

（廃業企業数の現時点企業数に占める割合）も 3.8%を下回っており、主要諸外国いと比してい

                                                      
6  

・日本の開業率は、保険関係が成立している事務所（適用事業所）の成立・消滅を基に算出している。  

・アメリカの開業率は、雇用主の発生・消滅を基に算出している。 

・イギリスの開業率は、VAT（付加価値税）及び PAYE(源泉所得税）登録企業数を基に算出している。 

・ ドイツの開業率は、開業届を提出した企業数をもとに算出している。 

・ フランスの開業率は、企業・事業所登録（SIRENE)へのデータベースに登録・抹消された企業数を基に算出してい

る。 

・国によって統計の性質が異なるため、単純に比較することができない。 
7 新興株式市場の整備や株式会社最低資本金規制の撤廃、新規創業者に対する無担保・無保証人融資制度の整備など 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

8 

 

ずれも低水準にとどまっている。図表 1-4 に見られるように 2013 年の TEA 8（Total 

Entrepreneurial Activity：18 歳から 64 歳までの人口に占める起業活動を行っている者（起業準

備中の者および起業後  3 年半以内の者）の割合）は、3.7%とアメリカ(12.7%)、イギリス

(7.1%)と主要国の中では極めて低い数値となった。ここ数年の推移を見ると、開業率で見ても

TEA で見ても、若干の改善が見られてはいるものの、いずれも成長するベンチャー企業を創出

しやすいアメリカの起業数に比べるとまだまだ伸び悩んでいる状態にある。 

図表 1-4 

 

 
出所：Global Entrepreneurship Monitor Global Report より筆者作成 

 

日本で起業する際、最も大きな課題として、資金調達が挙げられる。図表 1-5 で表している

ように開業時にもっとも苦労する事として、46.1％と半数近くの人が開業時の資金調達と答え

ている。また、起業準備段階の起業しない理由として、「自己資金が不足している」47.0％と

最も多くなった。 約半数の人が理由として挙げたことになり、資金面の不安が起業の大きな

足かせとなっていることがうかがえる。加えて、失敗した際のリスクが大きいということは、

金銭的・環境的な要素が強く働いている可能性が高く資金面での十分な支援を行うことは、起

業に対するハードルを下げ、ひいてはベンチャー企業数の増加にもつながる。 

図表 1-5 

 
出所：日本政策金融公庫『企業意識に関する調査 2014』9より筆者作成 

                                                      
8 （Total Entrepreneurial Activity：18 歳から 64 歳までの人口に占める起業活動を行っている者（起業準備中の

者および起業後 3 年半以内の者）の割合 
9  日本政策金融公庫総合研究所の日本政策金融公庫国民生活事業が 2012 年 4 月から同年 9 月にかけて融資した企業

のうち、融資時点で開業後 1 年以内の企業 6,854 社を対象に実施した調査「日本のベンチャーの現状について

（2013 年度新規開業実態調査）～アンケート結果の概要～」による 
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第３節 資金調達の現状 

  

 ベンチャー企業の資金調達先は、成長段階別によって様々である。成長段階は創業期、事業

化期、成長初期、成長後期、株式上場の 5 段階に分けられることが多い。本稿は前節でも述べ

たように、起業数を増やすことに焦点を当てていくため、創業期の資金調達について詳しく見

ていく。図表 1-6 にあるように創業期の資金調達先としては、自己資金、親族及び友人、エン

ジェル投資家、銀行融資、政府系金融、ベンチャーキャピタル、その他が挙げられる。この図

から読み取れることとして、日本では創業時に自己・親族の資金に依存しており、リスクを背

負った言わば背水の陣からの起業になりがちであるということである。個別の要素を見ていく

とエンジェル投資家は、収益性だけに拘らず自身も起業経験を持つ場合が大半を占めている点

で、インキュベーション期の企業支援においてきわめて有効な資金提供者である。税制優遇と

してエンジェル税制10が設けられているが、エンジェル投資家の全体数が少ない上増加政策が

打ちにくいことから限界がある11。銀行融資、政府系金融に関しては、現状設けられている基

準が高いため、制度として活用しにという課題がある。ベンチャーキャピタルは、銀行融資や

政府系金融機関に比べるとリスクが高い企業に対しての資金調達方法である。しかしながら、

ベンチャーキャピタルも事業化段階のベンチャーに対する融資を行っており、創業期のベン

チャーに対するサポートが不足しているといった現状がある。そこで、最近注目されはじめた

クラウドファンディングはべンチャーキャピタルよりも高リスクの創業期に適した新しい形の

資金調達方法である。 

図表 1-6 

 
出所：宮脇敏哉『ベンチャー企業経営戦略』（2005） 

 

 

                                                      
10ベンチャー企業への投資に対して、①投資額全額の譲渡益からの控除（設立 10 年未満の企業対象）②（投資額-2000

円）を総所得額から控除のどちらかの優遇措置を選ぶことができる。 
11 2009 年時点で約 8 億円程度 
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第４節 クラウドファンディングの可能性 

 これらを含めてクラウドファンディングの可能性を考えていく。まずクラウドファンディン

グの使われる領域についてであるが、インキュベーション期の資金調達として極めて有望であ

る。これは通常ベンチャーの資金調達に使用される VC の案件決定の性格から、新規性が高く

リスクが不透明な事業への投資には極めて慎重にならざるを得ないということが影響している。

そのため前節で見たように、開業時の資金を融資や自己資金に依存せざるを得ないという現状

が存在している。それに対しクラウドファンディングは将来的な収益性のみを効用としない投

資家を対象とするため、実際に多くの案件が成立していることを鑑みても初期資金としての可

能性をもつ。また一定の金額が集まることでプロジェクトをローンチする”All or Nothing”方式

や、不特定多数のクラウドを対象とするため群衆による自動選別機能がはたらく可能性などに

より、当該プロジェクトのパイロットテストとして最適なものと言える。 

  

 同時にリスクマネーの供給は日本において大きな課題として注目されているが、前述の従来

のリスク認識とは違う観点を持った投資家を対象とするクラウドファンディングはリスクマ

ネーとして大きな可能性をもつ。つまりは、効用として金銭的・物質的利得のみが存在してい

た資金提供者に対し、クラウドファンディングに資金提供する投資家は事業に対する思い入れ

など「共感」という関数が加わるのである。実際に寄付という行為が成立している以上、この

共感とリスク認識には深いかかわりがある。インパクトを考えると特に日本では、図表 1-7 で

比較されているように家計の資産構成における現金・預金率が極めて高く、実に 850 兆円とさ

れる預金額が眠っていることはよく知られている。既に大きくクラウドファンディングの利用

額が増加しているヨーロッパ・アメリカと比べても、クラウドファンディング普及の伸び代が

圧倒的に存在すると言っても過言ではない。実際のデータ(Crowd Industry Report,2013)を見ると

世界規模では 12 年度の 27 億ドル、13 年度には 51 億ドルもの調達額規模がみられる。また、

世界銀行（2012）は 25 年に 960 億ドル規模へ成長すると予測しており、適切な政策を取れば日

本でも新しい資金調達手段としてインキュベーションの現状に大きな変化を加えると考えられ

る。 

 

図表 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※12  
 出所：日本銀行調査統計局（2014）「資金循環の日米欧比較」 

                                                      
12 「その他計」は、金融資産合計から、「現金・預金」、「債権」、「投資信託」、「株式・年金準備金」を控除し

た残差。 
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 さらに日本における寄付や購入型クラウドファンディングに類するものへの理解がここ数年

で深まりつつある。具体的には、2011 年 3 月に起きた東北大震災において日本国内においては、

日本赤十字に対し約 3500 億円（2014 年 10 月現在）の義援金が送られた。また、ふるさと納税

は 2012 年度で約 130 億円が利用された。ふるさと納税は厳密にはクラウドファンディングでと

は違うものであるが、少額かつ個人から寄付またはなんらかのリワード付きであることから控

除付きの寄付型もしくは購入型と非常に近いものといえる。ここから伺えるのは日本における

個人の少額出資への心理的障壁が下がってきており、今後の施策によっては変化しやすいとい

うことがうかがえる。 
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第2章 クラウドファンディングに関

する現状分析 

第1節 クラウドファンディングの概要 
  

 クラウドファンディングの定義は論文によって差異があるが、主にインターネット上で、芸術

家や起業家、非営利法人が彼らのプロジェクトに共感した幅広い不特定多数から資金を募る仕

組みのことである。クラウドファンディングの特徴としては、インターネットを通して資金調

達を行うことで、専門知識をもった銀行からではなく、調達者の熱意に共感した「クラウド

（Crowd＝人々、大衆）」によって少額投資を受けるといった点である。この特徴によりベン

チャー企業のみならず、ロイヤルカスタマーを確保するマーケティングの一貫として大企業に

も使われている。クラウドファンディングを通して投資した人は、経営に状況を明確に開示し

てもらうことで、参画意識も得ることができる。ベンチャーキャピタルとは違い、インター

ネットを通して取引が行われるため、共感してもらえればどんなに離れた場所で行われている

プロジェクトに対しても投資ができるため、シリコンバレーのような整った環境にベンチャー

企業があつまることなく、地理的障壁にとらわれずにプロジェクトを遂行することができるこ

とも特徴として挙げられる。 

  

 一口にクラウドファンディングといっても、クラウドファンディングの形は多様であり、分類

の仕方も様々であるが、ここでは図表 2-1 のように大きく寄付型、購入型、融資型、投資型、

株式型の 5 つ13に分類する。 

図表 2-1 クラウドファンディング事業の種類と概要 

型 寄付型 購入型 融資型 投資型 株式型 

概要 ウェブサイト

上で寄付を募

り、寄付者に

向けて事業報

告を定期的に

行う。 

購入者から前

払いで集めた

代金を元に製

品開発し、購

入者に完成し

た製品等を提

供する。 

運営業者が、

匿名組合契約

に基づき、個

人や法人に貸

付を行う。 

運営業者を介

して、投資家

と事業者との

間で匿名組合

規 約 を 締 結

し、出資をお

こなう。 

資金提供者は

出資に応じて

株式を受け取

り、その配当

を得る。 

リターン なし 商品・サービ

ス 

金利 事業の収益 元本あり（保

証なし） 

規制 - - 貸金業法、第

二種金融商品

取引 

第二種金融商

品取引 

第一種金融商

品取引業者 

主な資金提供

先 

被災地・途上

国等の個人・

小規模業者 

被災地支援事

業・障がい者

支援事業、音

楽・ゲーム制

作事業等を行

う事業者・個

人等 

個人、不動産

の取得資金、

飲食店フラン

チャイズの開

業資金、治療

院 

音楽事業、被

災 地 支 援 事

業、食品、酒

造 、 衣 料 品 

など 

飲食、農業、

町工場、地方

の中小企業な

ど 

                                                      
13massolution （2013）“The Crowdfunding Industry Report ”の分類に準じる 
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資金調達規模 数万円程度 数万円から 

数百万円 

数十万円から

数百万円程度 

数百万円から

数千万円程度 

数百万円 

から一億円程

度 

一人当たり 

投資額 

一口一円から 

 

一口千円程度

から 

 

一口一万円程

度から 

 

一口一万円程

度から 

 

一口数万円か

ら数十万円 

 

主要ファンド

（世界） 

Just Giving 

  

Kickstarter Lending Club Crowd cube Crowd cube 

主要ファンド

（日本） 

Just Giving 

Japan 

CAMPFIRE 

READYFOR? 

AQUSH 

MANEO 

ミュージック

セ キ ュ リ

ティーズ 

クラウドバン

ク 

出所：金融庁金融審議会 6 月 26 日開催事務局資料、Startup Innovator 「エクイティ・クラウドファンディングの展開」

を元に筆者作成14  
 

 現状の日本のクラウドファンディング市場約 20 億円規模の市場となっており、また、購入型

のクラウドファンディングが多い。 

図表 2-215 

 
出所：The Crowdfunding Industry Report（2012）より筆者作成 

寄付型（世界市場：14.28億ドル） 

 寄付型クラウドファンディングとは、プロジェクトに対して出資を行うが「寄付」の形態で

あるためリターンは発生しないものである。また、寄付後のプロジェクトの状況が透明化され

るということが通常の寄付との違いである。寄付型のよく利用されるプロジェクトは被災地支

援や途上国の支援など、社会的意義の大きいプロジェクトを行う際によく利用される。代表

ファンドとしては、Just Giving で世界最大の寄付型クラウドファンディングで 2001年のサー

ビス開始以降、1万 3000以上の NPO 団体に対し、2100万人の寄付者から 15億ポンド以上の寄

付を仲介している実績がある。国内では Just Giving Japan が最大で既に 10 億円を調達してい

る。 東日本大震災の直後、震災支援のために設立されたシビックスフォースには、過去最高金

                                                      
14資金調達規模及び一人当たり投資額は日本においてのデータ 

15 この図表では、株式型も投資型とみなしている。 
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額の 5 億円が集まった。エンジェル投資家が少なく寄付文化の欠如が提唱されることがあるが、

後述するが、これらの事例を見ると共感という要素と日本人の相性は比較的良いと考えられる。

さらには手軽に行える寄付型クラウドファンディングの浸透により日本における寄付文化の定

着も期待できるのではないか。 

購入型（世界市場：13.77億ドル） 

支援者がプロジェクトへ出資することで、そのリターンとして支援金額に応じた金銭以外の

商品やサービスが手に入るというタイプである。プロジェクトが成功してから商品の制作や

サービスの提供を行うため、いわゆる先行販売というカタチに近いものであることも多い。支

援者は、リターンに魅力を感じてプロジェクトに出資する場合が多い。多くの購入型クラウド

ファンディングは”All or Nothing”というプロジェクト起案者が設定した目標調達額に達し

た場合にのみ資金調達が可能になるという仕組みを採用している。世界最大の購入型クラウド

ファンディングはアメリカ発の Kick starter である購入型では、主に映画や音楽、デザインの

ような芸術活動を中心として様々なプロジェクトが行われている。2009年設立以来 730 万の支

援者により 10億ドルの寄付を受け 7万 2 千ものプロジェクトが成立している。日本では Ready 

For?（2011創設）が日本最大の購入型クラウドファンディングとなっている。 特に自治体や

NPOでの社会問題を解決するプジェクトへの支援が集まりやすくなっている。例えば、気仙沼

の高校生が地元食材を活かした新商品を開発として「気仙沼の高校生が考案！地元食材を活か

した新商品「なまり節ラー油」を全国に届けたい」プロジェクトが成立し約 170 万円を集めた。 

投資型（世界市場：1.53億ドル） 

 投資型に関しては、法規制が厳しく、多くの国はまだ導入されていない。しかし、2013 年の

アメリカの JOBS 法改正により投資型クラウドファンディングへの注目が世界的な動きとして

みられてきた。本国でも、規制緩和により投資型を本格的に始める動きが見られ始めている。

他国に先駆けてイギリスでは 2011 年に投資型クラウドファンディングが始まっている。Crowd 

cube は「世界初の株式投資型クラウドファンディング」として 2011 年 2 月にイギリスで設立

した。ここではベンチャー企業を掲載の対象としている。Crowd cube を介して、2012 年の 7

月までに、21 の企業に対して 370 万ポンド（≒4 億 9 千万円）が投資されている。主にマイク

ロファイナンス、被災地支援、太陽光発電といったプロジェクトが多い。日本でも、アメリカ

の法規制の緩和を受けて上限 1 億円までの株式募集がインターネットを通じて行うことができ

るようになる。決算書を Web サイト上で公開するなど、それなりの情報開示が必要になるもの

の、上場やベンチャーキャピタルからの資金調達に比べるとかなり難易度は下がる予定である。

Crowd cube では、Righteous 社によるイギリス初の自然系ドレッシングをスーパーマーケット

800 店舗以上で販売する販促のための資金調達 121.000 ドルを成功させた事例がある。投資型に

関しては、投資家の利益追求というより、共感や投資家特典目当てが多く、購入型に近い。 

融資型（世界市場規模：21.42億ドル） 

 融資型クラウドファンディングは投資家からの小口の資金を集めて、企業等に融資する。つま

り、資金を必要としている者と、資産運用したい個人投資家をウェブ上でマッチングする仕組

みである。集団投資スキームの自己募集には第二種金融商品取引行の登録が必要で、資金を貸

し付けるために貸金業の登録を必要とする融資型により従来個人には難しかった大型投資も、

数万円程度の投資から可能にしたものである。Lending club（アメリカ）が世界最大の融資型ク

ラウドファンディングである。2007 年にサービスを開始してから順調に事業を拡大をしており、

貸付金残高は 50 億ドルを超える。（2014 年 10 月現在）国内の融資型クラウドファンディンと

しては maneo、Aqush、SBI Social Lending、クラウドバンクが主な４社となっている。 

 

 今後の展開の可能性としての事例を紹介していく。日本国内では、鎌倉市が町興しの為に独自

のクラウドファンディング「iikuni」を利用している。そこでは、より良い鎌倉市を目指したプ

ロジェクトの資金調達を行っている。最近では、街の案内ルート板を設置するために、鎌倉市
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観光商工課が 100 万円を目標金額に設定し、資金提供者には案内板への刻銘特典を付けたとこ

ろ、３週間で目標金額を達成した。また、2020 年に行われるオリンピックに向けてもクラウド

ファンディングが活用されており、スポーツ選手の活動費をネット寄付によって賄うという動

きもはじまっている。16更に、テレビ番組内でアスリートへのクラウドファンディングを募る

番組もはじまる予定で、今後のクラウドファンディングの広がりに期待が持てる。 

またクラウドファンディングでは、上記で挙げたように震災復興活動や地方活性化のための

資金調達だけでなくベンチャー企業にとってのエンジェルとしての役割も十分に期待できる。

興味深い例では、Kickstarter でクラウド募集をした Neuro:on は多層睡眠を可能にするガジェッ

トとして登場した。レムーノンレム睡眠の理論上二時間の睡眠で睡眠時間が十分になるという

ことである。このような実験的取り組みが繰り返されることがブレイクスルーにつながる可能

性も十分にある。また、小規模ハードウェア会社ぺブル・テクノロジー社では iPhone とアンド

ロイドに対応する手首に装着して使う腕時計型スマートフォン「スマート・ウォッチ」の製品

開発費を Kickstarter で調達した。目標の調達金額を 10 万ドルで募ったところ、2 時間で目標調

達額を超え、目標期間最終日には 1026 万 6845 ドルを調達し、ぺブル社の知名度は著しく上昇

した。このように無名なベンチャー企業でもインターネット上での話題性の高い資金調達を行

えば、ファイナンスと広報を同時に行うことが可能とされるのである。つまりクラウドファン

ディングは、ソーシャル面とビジネス面の両面でインパクトを生み出す存在であると考えられ

る。 

第2節 クラウドファンディングに関する規制 
  

 クラウドファンディングへの法整備は、実際の普及スピードに比べて進んでいるとは言い難い。

本節では各型に応じた法規制・政策について概観していく。 

 

寄付型 

 寄付型については主だった規制対象にはなっていない。しかしながら支援政策については全

く考慮されておらず、所得控除などのいわゆる寄付税制については適用されない。一方で、資

金調達側は年間 110 万円を超えた場合贈与税、50 万を超えると所得税を課される可能性が高い。 

 

購入型 

 購入型については、通常の商取引と同じような規制が商品にかけられる。仲介者を採る場合

は寄付型と同様の規制をうける。 

 

融資型 

 融資型の運営には金融商品取引法が適用される。運営主体は匿名組合を組織し、集めた金銭

を資金調達者に貸し付ける形態をとるため第二種金融商品取引業および貸金業の登録が必要と

なる。 

 

 

投資型 

 株式型を扱うためには第一種金融商品取引業、ファンド型を扱いには第二種金融商品取引業

の資格がそれぞれ必要であり自己資金規制など多くの障壁があったが、アメリカでの JOBS 法

（the Jumpstart Our Business Startups Act）制定に伴い金融庁が日本でも緩和を実施に移した。ア

メリカの JOBS 法では株式発行基準の緩和、証券会社をはじめとする仲介業者の参入要件緩和、

購入する投資家の額面基準緩和と言った 3 つを各主体への規制緩和として行っている。日本で

は、有価証券の募集総額が１億円未満で、投資額 50 万円以下の場合、非上場有価証券等につ

                                                      
16 朝日新聞一面「競技応援 ネットで寄付」2014 年 10 月 31 日夕刊 
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いて電子募集取扱業務をしたい業者の登録の基準を緩和した。前述の通り以前は金融商品取引

業者として登録が必要で、株式型を扱う第一種の場合は兼業規制があり、最低資本金は 5,000

万円、第二種のファンド型は兼業規制についてはないものの最低資本金として 1,000 万円が必

要であった。これが、上記の少額のみを取り扱う業者であれば、「株式型」であっても兼業規

制等を課されなくなり、登録に必要な最低資本金基準が、第一種に関しては 1,000 万円、第 2

種に関しては 500 万円まで引き下げられた。また自主規制の対象であった株式型クラウドファ

ンディング未公開株の投資勧誘が今回の規制に伴い解禁される見通しである。 
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第3章 先行研究 
クラウドファンディング優遇に関するレポートは、民間のアナリストを中心にいくつか見ら

れる。計量などを用いた実証的な論文は先行研究としては存在しない。クラウドファンディン

グについての先行研究は、導入されたのがインターネットの普及後の比較的最近であり、詳細

なデータの収集が困難なことから国内国外に関わらず少ない。その中での研究は具体的なケー

スを利用した特徴分析が主となっており、Kickstarter などの事例が多く全体の額も大きいアメ

リカが中心である。本章では、クラウドファンディング利用に影響をあたえる諸要素の研究を

1 節で紹介し、2 節で本稿の位置付けを述べる。 

第1節 クラウドファンディングの先行研究 
 

クラウドファンディングの利用量に影響を与える諸要素の研究は、アメリカを中心として実

際の事例を用いた比較を通して行われてきた。ほとんどのケースでアンケートや属性などを変

数にとりクラウド利用者の特徴を検証する方法を用いている。比較的多くの N 数を用いて明確

な特徴を検証したものとして Mollick(2013)(2014)、Agrawal, Catalini, Goldfarb, (2010)らが挙げら

れる。Mollick（2013）は現在スタートアップ期の資金調達の主流となっているベンチャーキャ

ピタルの投資行動を分析することで、VC の案件選択がかなりの場合事業者の実績や性別、直

接の訪問を行うケースが多いため地理的バイアスによって影響を受けていると述べている。一

方オンラインでマスを相手に資金調達を行うクラウドファンディングは全体的に見てバイアス

に影響されづらく、より公平な判断を可能にできるのではないかと考えている。Mollick(2014)

ではクラウドファンディングの資金獲得には交友関係の影響が大きいことを SNS の友人数など

から、また事業紹介の詳細度の影響が大きいことを紹介ビデオやサイトの有無などから分析し

た。同じ論文の中でクラウドの地理的関係が投資量に大きく影響することも結果として現れ、

Agrawal et al(2010)も資金調達者と資金提供者の地理的隣接性や人間関係の近密性が影響するこ

とを証明した。 

 

 国内では、保田（2014）がクラウドファンディングの可能性について、ふるさと納税が税額

控除付きの購入型クラウドファンディングとして捉えられることを利用して、クラウドファン

ディング投資における投資家傾向について分析している。北海道東川町のふるさと納税を例に

とり、資金提供者がモノより理念に共感する傾向、年齢が高いことなどが投資額の増加につな

がるという関係性があると説明した。ただし調査が東川町の例にとどまっており、都市部と地

方部に比較やデータの多様性などの発展の余地がみられる。 

 

このようにクラウドファンディングに関する実証研究は、実際の事例を分析した結果で現れ

た諸要素がどの程度クラウドファンディング利用量に影響するかを計測することをメインとし

たものであった。レポートやジャーナル形式では、今年５月の金融商品取引法改正による活性

化の展望を定性的に述べたものに留まっており、研究対象として本格的に取り上げられたもの

は見受けられない。 
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第2節 クラウドファンディング研究における

本稿の貢献 
  

 本章で見てきたように世界的に個別のクラウドファンディング利用に関する特徴は、実際のク

ラウドファンディングサイトの個別データの利用や、日本ではふるさと納税に近い形態の事例

を計量することで研究されてきた。一方で国単位や世界規模での個別データ収集は行われてお

らず、極めて研究が難しい状態となっている。その一方で、クラウドファンディングはリスク

マネー供給の一手段として注目されている。例えばアメリカにおいては 2012 年に JOBS 法で、

一定の制限内で一般市民から資本調達を行うことを合法化した。日本もそれに倣い金融庁に検

討を経て、金融商品取引法の改正によりクラウドファンディングを取り扱う業者の資格緩和に

踏み切ることとなった。しかしながらクラウドファンディングそのものの具体的な促進のため

の政策はほとんど存在しないと言ってよい。インキュベーション数を増加させローリスクでの

起業を支援するクラウドファンディングの推進は、イノベーションへの可能性を増大させるた

めにも不可欠なものである。本稿はそれに対し、今までのクラウドファンディング研究を総括

した上で、理念共感要素の強い寄付およびリスクの高い投資型への積極的な支援政策を検証す

る。実際に証券レポートや政府の検討事項を参照すると積極的に普及を後押しすることが必要

であると繰り返し述べられているが、実際にその効果を計量的に検証したものは存在しない。

本稿で求める損益通算シミュレーションはこれから導入される株式型クラウドファンディング

が広まっていく中で優遇政策を考えていく下地として機能するとともに大きな新規性を持つ。 
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第4章 問題意識 

第 1 節 クラウドファンディング支援政策 

  

 日本におけるクラウド市場は世界的に見て非常に未成熟であると言って良い。一方で、一章

で述べたように家計における資産保有選択や、寄付・ふるさと納税の例を見ても伸びしろ・国

民性においても大きなポテンシャルを持っているとも言える。２節で述べるように実際に詐欺

行為や規制など様々な問題がクラウドファンディング活性化に伴い顕在化していくと考えられ

る。しかしながら我々は日本においてクラウドファンディングを普及させていく上で、最優先

事項はクラウドの総額を増やすことであると考える。実際クラウドに対する認知度は年々上昇

をしているものの、十分なものとは言い難い。法や自主規制は重要なものではあるが、初期の

過度の規制は新しい可能性の芽を摘むこととなりかねない。そこで税制優遇や控除をはじめと

した支援策を考えた上で、起こりうる障害について検討していく。 今回我々は、多くの型の

中でも寄付型と投資型に絞って支援のあり方を考えたい。 

 

寄付型については現行の制度では税額控除が受けられないため、精神的な満足度に依存する

資金調達手段であると共に全く後押しのない制度となっている。一方で、寄付型は社会変革に

おいて大きなポテンシャルを持っていると考えられる。例えば、第三章でまとめたようにクラ

ウド資金提供のポイントとして共感・地理的近接性・人間関係の密接さなどが挙げられる。こ

うした場合もっとも大きな力を発揮することができると思われるのが、地方などの共同体での

事業・イベントと言えるのではないか。保田（2014）はふるさと納税分析のケースで、資金調

達者にはリワードを求めるタイプと実際的な支援者や事業に共感したことが直接の資金提供の

インセンティブとなったタイプがおり、後者のタイプがより多く資金を提供していることを指

摘した。また最近の事例では、2014 年 10 月に東京オリンピック開催に向けて、超党派議員で

作る「1000 万人スポーツドナー小委員会」は、競技に対しての寄付をネットを通じて行う試み

を提唱し実施に移す見込みである。17このことは寄付型クラウドファンディングが資金の調達

手段としてだけでなく、情報アクセスが容易なインターネット媒体の特徴を生かした広報や社

会運動としての性格を持ちうることを示唆している。このことから寄付型への支援は地方創生

やソーシャルイノベーションなどの可能性を大きく貢献すると考えられる。 

 

 投資型については株式やファンドなどの形をとることで多様な資金調達のあり方を起業に可

能にさせる一方で、資金提供者に対してクラウドファンディングに対しての慈善事業的側面を

払拭するあらたなポートフォリオの一種としての期待が持たれる。実際第二章で説明した通り

アメリカ JOBS 法の改正を参考にした日本の金融商品取引法改正によって、来年度より株式型

クラウドファンディングが大きく増加する見込みである。しかしながら、投資対象としてクラ

ウド資産は、流動性・安定性の面で見て極めてハイリスクな商品であると言わざるを得ない。

購入型や融資型はリワードや元本など確実なリターンが約束されており、一方で投資型は事業

の失敗や不調などで元本割れのリスクが非常に高いと言える。また、未上場株が流動性が必ず

しも高いと言えず、十分なプレミアが約束されているとは言い難い。よって投資型クラウド

ファンディングに対しては、なんらかのリスク軽減措置及び流動性向上の努力がなされるべき

である。 

 

                                                      
17 朝日新聞 2014 年 10 月 31 日夕刊一面より 
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第 2 節 円滑な運営への障害 

  

 クラウドファンディングは全く新しい資金調達方法であり、環境整備については未だに十分

とは言い難い。ここでは今後クラウドファンディングの円滑な運営を目指す際に直面する問題

について 4 つ指摘する。 

 

① 情報の非対称性  

クラウドファンディングは他の資金調達手段に比べて、担保の設定や事業計画書の提出など

情報公開に関する作業が少ない。また、情報開示力やノウハウが少ないスタートアップ期企

業の性質も伴い、資金提供者に提供に必要な情報が与えられているとは言い難い点がある。 

 

② 情報漏えい  

クラウドファンディングはインターネット上で自身の事業の詳細を公開しなくてはならない

ため、知的財産を他の事業体に奪われてしまう危険性がある。特にアイデアベースの新規事

業などは模倣の対象になりやすい。 

 

③ 株式の流動性  

クラウドファンディングを通して取得した株式の流動性が上場株と比較した際極めて低い。

知名度や収益性が低いため市場において積極的な売り買いが期待できない。このことは全体

的な未上場株について共通していえることであるが18 、一度購入した株を売却することが

容易ではないというのは投資家にとってはリスクとなる。 

 

④ 詐欺行為 

クラウドファンディングはインターネット上で行われ、実際のビジネスやプロジェクトの進

行や存在を確認するのが難しい。そのため、集金のみを行い実際にラウンチを行わないよう

な詐欺案件が起こりうる。 

 

本稿では具体的な対策について詳細に述べることはしないが、以下 FosterForum によって実

際に提言されている対策などを紹介する。 

 

①ネットのみでの勧誘を明文化する 

②クーリング・オフ制度の導入 

③情報提供の違反行為には刑事罰を科す 

④業者登録に必要な資本金引き下げを行わない 

⑤行為規制を協会による自主規制ではなく法令で定める 

 

これにみられるように、基本的な対策として十分にリスクを把握していない消費者の保護と

仲介業者の質の保護が求められている。クラウドファンディングの認知度を向上させるととも

に、リスクを的確に把握する仲介者とリテラシーを持った投資家を醸成する環境整備が必須と

いえる。 

  

                                                      
18実際に株の価値評価を行う際に流動性が低い場合は流動性ディスカウントを考慮に入れることがある 
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第 5 章政策提言 

政策提言を考えるにあたって、後述するような理由でクラウドファンディング利用の拡大政

策を優先することとした。実際に導入に向けた危惧や問題点は第 4 章で述べたようにいままで

の株式詐欺や未上場株において発生していた問題であり、業界団体の自主規制などで現状に

沿った対策を現場から行っていく方法が機能すると考える。 

第1節 寄付控除税制の導入 
 

寄付税制というのは、所得税課税対象額の計上の際の控除課目の一つであり、個人が国や地

方公共団体、財団法人・社団法人などの公共法人、認定 NPO 法人等へ寄付を行った場合に、税

務申告を行えば納めるべき税金の中からその寄付金額に対応した額が控除され、税が軽減され

るという仕組みである。課税所得から寄付金額を 2 千円引いた額を差し引いて、そこに所得税

率を掛けることで支払う所得税額が計算される、というものである。ここでの所得税控除には

二つの方式がある。所得控除方式と税額控除方式だ。所得税は個人の所得から計算される課税

所得に所得税率を乗じて計上されるものであるが、所得控除方式は所得税額を計上する際に、

所得税率を乗じるより先に課税所得の中から寄付金額に応じた金額が控除され、課税対象とな

る金額が軽減されるというものである。それに対し税額控除方式は、所得に税率を乗じて課税

額が計算された後に、その算出された税額が直接軽減されるというものである。現行の所得税

法においては、控除される寄付金の額は所得金額の 40%相当が限度である。最後に、課税所得

500 万円の家庭における寄付額に応じた実際の減税額を、所得控除方式を適用した場合と税額

控除方式を適用した場合の二通り示す。 

 

図表 5-1 課税所得 500 万円の家庭における実際の減税額 

寄付額 1 万円 5 万円 10 万円 

所得控除（寄付金額-2000）×10%（所得税率） 800 4800 9800 

税額控除（寄付金額-2000）×40%（控除率） 3200 19200 39200 

(出所)筆者作成 

 

圓谷・木村・土谷・川邊・八谷(2006)は、税額控除率変更時の寄付金総額と、それに伴う政

府の財政負担を推計すべく、寄付の価格弾力性を用いてシミュレーション分析を行った。税額

控除率として、10%～90%の控除率を与えたケース、さらに控除率 0%、つまり寄付による所得

控除が行われないケースについて考えた。税額控除を導入した場合の個人寄付金総額から寄付

金控除に伴う政府の減収を引いた値が最大となる控除率を算出することで、最適となる控除率

を推定した。以下その推定結果である。 

 

図表 5-2 控除率と純寄付額のシミュレーション結果 

税額控除方式 個人寄付総額から寄付金控除に伴う政府の減収を引いた値(=純寄付

額) 

控除率 0%（控除廃

止） 

14,874,393,118 

控除率 10% 15,959,330,875 

控除率 20% 17,221,366,459 

控除率 30% 18,723,776,004 

控除率 40% 20,566,332,214 

控除率 50% 22,917,477,421 

控除率 60% 26,089,401,317 
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（出所）寄付金控除制度のパネル分析(2006)より筆者作成 

 

第2節 寄付控除税制による寄付額シミュレー

ション 
 

本節では、控除率と寄付純増額19を用いて、寄付税制控除が寄付型クラウドファンディング

市場に与える影響について分析する。クラウドを利用した寄付である寄付型クラウドファン

ディングは、控除率に対して同等の反応を示すものとする。よって、控除率の増加と寄付純増

額との相関については圓谷・木村・土谷・川邊・八谷(2006)にて求められた表 5-2 の値を使用す

る。 

 

現在、クラウドを通した寄付に対しては控除が認められておらず、控除率は 0%である。そ

こで、圓谷・木村・土谷・川邊・八谷(2006)のシミュレーションにおいて、控除率が 0%時の純

寄付額を基準として、控除率の変化に伴う寄付純増額の増加率を示す。 

図表 5-3 控除率の変化に伴う便益の増加率 

税額控除方式 純寄付額 増加率(控除率 0%を基準) 

控除率 0% （控除廃

止） 

14,874,393,118 - 

控除率 10% 15,959,330,875 7.2939967929655 

控除率 20% 17,221,366,459 15.7786157887669 

控除率 30% 18,723,776,004 25.879260118127 

控除率 40% 20,566,332,214 38.266698014805 

控除率 50% 22,917,477,421 54.0733611058511 

控除率 60% 26,089,401,317 75.3980892533245 

（出所）寄付金控除制度のパネル分析(2006)より筆者作成 

 

圓谷・木村・土谷・川邊・八谷(2006)におけるシミュレーションでは寄付に伴う控除として

税額控除のみに限定しているが、これはクラウドを利用した寄付による控除について考える際

と近似的である。要因としてクラウドを利用した寄付は多数の支援者から少額ずつ集められて

いるケースがほとんどということが挙げられる。このことは大手サイトで募集されている寄付

型プロジェクトに支出している支援者 8 万人において 1 人当たりの平均拠出額が 11835 円であ

ることからも推察できる。所得控除と税額控除を選択できる現行の寄付税制においては、少額

の寄付の場合は税額控除を選択することが有利となる。よって、少額寄付が圧倒的多数を占め

るクラウドを利用した寄付に伴う控除を行う際は、控除を申請する納税者は税額控除のみを選

択すると仮定を置いてシミュレーションを行うことができる。 

 

続いて、クラウドを通して集められた寄付総額について推定する。クラウドを通した寄付は

その大半が、プラットホームと呼ばれる仲介サイトを通して行われる。中でも日本においては、

大手サイトが寄付取引の大半を担っており、これらのサイトで 1 年間に調達した資金調達額を

求めることで、日本におけるクラウドを通じた寄付の市場規模について推計することができる。 

 

図表 5-4 大手資金調達仲介サイト資金調達積立額 

大手サイト名 2013 年 11 月までの積立額 2014 年 10 月までの積立額 差分 

CAMPFIRE 236,074,130 416,633,369 180,559,239 

READYFOR? 281,252,880 686,791,080 405,538,200 

                                                      
19寄付純増額＝寄付増額－控除に必要な政府支出 
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MotionGallery 101,444,907 231,538,366 130,093,459 

COUNTDOWN 29,643,059 60,041,486 30,398,427 

Kibidango 12,076,600 40,702,520 28,625,920 

Faavo 15,514,616 55,125,116 39,610,500 

Green Funding 51,114,200 125,667,247 7,455,3047 

Shooting Star 35,646,300 144,979,093 109,332,793 

Makuake 13,869,323 160,779,500 146,910,177 

WESYM 0 35,773,960 35,773,960 

合計 776636026 195,803,174 1,181,395,722 

寄付型合計   590,697,861 

（出所）筆者作成 

 

2014 年 10 月までの資金調達積立額より 2013 年 11 月までの資金調達積立額を引くことによ

り、大手仲介サイトが 1 年間で調達した資金額を求めることができる。これら仲介サイトは寄

付型と購入型両方の案件を担当している場合が多く、その割合は半分と仮定する。すると、差

分の合計の半分である 590697861 円が 1 年間にクラウドを通して調達された寄付総額となる。 

 

 最後に、前述で求めた控除率の変化に伴う寄付純増額の増加率と、同じく求めたクラウドを

通した寄付総額をかけあわせることで、控除を実行することでクラウドを通した寄付の純増額

がどの程度増加するかを推計することができる。現在クラウドを通した寄付に対する控除率は

0%であるので、控除率 0%を基準に、10％ごとに控除率が上昇した場合に寄付純増額がどのよ

うに推移していくかを以下の表に示す。この推計から、控除率を高めていくにつれて寄付純増

額は増加していることがわかる。 

 

図表 5-5 税額控除に伴う推定寄付純増額 

推移 

税額控除方式 増加率 推定純寄付額 

控除率 0%（従来） - 590697861 

10% 7.2939967929655 633783344 

20% 15.7786157887669 683901807 

30% 25.879260118127 743566097 

40% 38.266698014805 816738428 

50% 54.0733611058511 910108048 

60% 75.3980892533245 1036072761 

（出所）筆者作成 

 

 

 シミュレーションの結果から、クラウドを通した寄付を活性化するためには、控除率を高め

ることが有効と分かる。一方で実現可能性の観点から、単に税率を高めていくことが必ずしも

適切であるとはいえない。なぜなら、現行の寄付税制は最高でも控除率は 40%であり、現在

0%の控除率であるクラウドを通した寄付において、現行の寄付税制の最高控除率以上の値を適

用することパブリック事業への控除より民間セクターへの控除を大きくすることには論理的な

障壁があると考えられるからである。以下は現行の所得税法における寄付対象別控除率の一覧

である。 

 

図表 5-6 寄付対象別控除率の一覧 

区分 控除率 

クラウドを利用した寄付金（本稿提案） 40% 

公益社団法人に対する寄付金 40% 

認定 NPO 法人等に対する寄付金 40% 
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特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 40% 

国又は地方公共団体に対する寄付金 所得税率(最高 40%) 

政治活動に対する寄付金 30% 

一般の寄付金（上記以外） 0% 

（出所）国税庁サイトより筆者作成 

 

 そこで、我々は現行の控除税率の最高比率である 40%を、クラウドを通した寄付に対して適

用することを提言する。この提案を実行することにより、クラウドにより生み出される純寄付

額は従来の税制下と比較したとき約 38％向上する。 

 

第3節 損益通算の導入 
 

損益通算とは、国税庁が所得金額を算出する際に所得金額の計算上生じた一部の損失を、所

得金額から控除することである。所得は損失の生じる所得と生じない所得に二分される。損失

の生じる所得の内、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得に関しては損益通算の対象と

なる。金融所得に関しては損益通算の対象から除かれている。仮に損益通算を金融所得に関し

て導入した場合、投資家に対してどのような影響を及ぼすか以降に示す。利子所得・譲渡益に 

20％課税する税制の下、国債と株式に投資する場合を考える。国債の利子は確実に 10 万円得

られ、株式は元本 15 万円において確率 50%で値上がりにより 10 万円得られ、確率 50％で値

下がりし、10 万円損失が生じると仮定する。損益通算が可能な場合と損益通算が不可能な場合

の手取り額の標準偏差を比較する。損益通算が不可能な場合、標準偏差は 90000 となり、可能

な場合は 80000 となる。損益通算が存在すると、投資家のリスクを軽減し、一般投資家の危険

資産への投資を促進することができる。 

  

第4節 損益通算による投資額シミュレーショ

ン  
 

第 1 項 シュミレーションモデルの設定 

 

本節では、投資型クラウドファンディングの普及に向け、損益通算を適用することによる効

果を、シミュレーションを用いて検証する。クラウドファンディングによって投資した対象の

資産を“クラウド資産”と定義し、以下設定を行っていく。 

 

1. 安全資産・危険資産・クラウド資産の設定 

 

本稿において分析対象とする、安全資産・危険資産・クラウド資産の定義を以下のようにす

る。 

 

(1) 安全資産 

本稿では、安全資産を「相場変動等によって元本が目減りするリスクの極めて少ない金 
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融資産」と定義する。預貯金・国債・社債・年金・保険等があり本稿では、預貯金・国債のみ

を分析対象とする。預貯金の収益率には、普通預金の金利 0.02%と定期預金の金利 0.119%を

加重平均した値を用いる。国債の収益率は、長期国債（10 年利付債）の利回りである年率

0.475%と仮定し使用する。標準偏差は限りなく変化はないとするために 0.01 と設定した。 

 

(2) 危険資産 

本稿では、危険資産を「相場変動等によって時価が変動する金融資産」と定義づける。 

株式・株式投資信託・外貨預金等である。本稿では、上場株式・株式投資信託のみを分析対象

とする。危険資産の期待収益率と標準偏差の値は、上場株式の期待収益率及び標準偏差に等し

いものとする。各年の株式投資の譲渡損益率及び配当利回りは、公益財団法人日本証券経済研

究所編『株式投資収益率 2009 年』における 1982 年～2012 年までの 31 年間の月次データ

を元に算出した。各年の株式投資の譲渡損益率は、平均年率 4.29%、標準偏差 17.75 の正規

分布に従うものと算出される。総務省統計局「家計調査貯蓄の状況」(2013)より、平均投資額

は 161 万円である。 

 

(3)クラウド資産 

本稿では、 「クラウドファンディングを介して投資された資産」と定義づける。投資型クラ

ウドファンディングのみを対象とする。クラウド資産は危険資産と同様の価格変動リスクを有

すると仮定し、危険資産に準ずる標準偏差を採用する。平均収益率は日本クラウド証券株式会

社が自社ホームページで公開しているクラウド型投資ファンディングの予想平均投資リターン

5.2%を採用した。当該の資産運用を行う日本クラウド証券株式会社によると、一人辺りの平均

投資額は約 30 万円である。 

 

最後に、本シミュレーションにおける検討事項を以下に 5 つ示す。 

 

①  トービンの分離定理より、危険資産各々の最適保有比率は、投資家の選好に依存しないと

する。 

② 国内債券には、国債・地方債・社債等がある。しかし、家計調査では債券・公社債投資信

託と分類されていることから、国債の残高が分からない。そこで、日本銀行『資金循環統

計』を参照すると、国債の債券を占める割合は 80.6%と大部分を占めている。よって、本

稿では債券・公社債投資信託を国債とみなした。 

③ 日本の企業年金の大半は、確定給付型年金である。また、個人年金は老後の生活費を賄う

という目的が明確であり、途中解約に手数料がかかることなどから流動性が低いと考えら

れる。そして、保険に関しても国営機関の提供する金融商品が多い。よって、年金・保険

は通常の預貯金に比べて固定的な投資が予測できると判断し、本稿では捨象する。 

④  不動産は金融資産として売買コストがかかるため、流動性が低いと判断できる。よって本

稿では不動産を捨象する。 日本銀行『資金循環統計』に基づくと、家計に占める外貨預金

の保有割合は 0.36%、金融派生商品は 0.04%である。このため、本稿ではこれらの項目を

捨象する。 

 

第 2 項 危険資産及びクラウド資産の期待収益率と標準偏差を求めるシミュレーション 

 

危険資産及びクラウド資産の期待収益率と標準偏差の算出に当たり、以下の想定を置いた上

で 1 万回試行のモンテカルロ・シミュレーションを行う。 

 

 (1) 家計の初期保有資産 

総務省統計局『家計調査（平成 24 年度）』によると、各資産の保有金額の平均は株式・株式

投資信託 126 万、債券・公社債投資信託 57 万、預貯金 1060 万（通貨性預金 336 万円、定
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期性預金 724 万円）となっており、合計額は 1,243 万円である。この値をもとに保有資産額

を算出した。算出方法は以下に示す通りである。まず日本の投資家家計の割合を計算し、その

逆数を平均の株式保有額に乗じることで株式保有額を算出する。同一階級内の家計の総資産額

は一定としたため、平均との差額については債券・公社債投資信託、預貯金から差し引いて調

整した。 

 

(2) 家計の金融資産選択行動 

 

家計は資産ごとに以下のような選択を 10 年間繰り返す。 

 

預貯金：1 年目に全額預け入れ、元本と得られた利息収入を 10 年間預金し続ける。 

国債：初期に持っている国債を保有し続ける。 

  株式：年初に保有している株式を年末に全額売却する。売価+配当の税引き後残高で、翌年

の年初に株式を購入する。 

 

(3) 危険資産とクラウド資産の期待収益率と標準偏差 

 

各年の株式投資の譲渡損益率については、今後 10 年間の変動を乱数で表し、それを 1 

万回繰り返す。配当については一定とする。この算出方法は、課税の非対称性を考慮した株式

の実効税率を求めた吉井・尾野・斎藤(2005)の分析に基づいている。ただし、本稿では①投資

期間を 10 年と設定していること②実効税率ではなく、期待収益率と標準偏差の算出が目的で

あることの 2 点で先行研究とは異なっている。是枝(2010)・大和総研制度調査部(2010)による

と、モンテカルロ・シミュレーションを行い、実績値ではなく理論値を求める理由は  2 つあ

る。まず、その時々の株価の変動に影響を受けることを防ぐためである。また、実績値では測

定できない将来の制度についての分析を行うためである。 

 

以上の設定の下で、家計が安全資産の保有と危険資産およびクラウド資産への投資を続け、

10 年経過した際に手元に残っている金額から収益率を求める。また、それら 1 万個の値から

危険資産とクラウド資産の期待収益率と標準偏差を求める。更に本稿においてはクラウド資産

への損益通算の導入による資産構成への影響を検証するため、損益通算の有無による期待収益

率及び標準偏差の変化を算出した。 

 

第 3 項 各資産の保有率の試算方法 

 

前項のモンテカルロ・シミュレーションを用いて試算した危険資産・クラウド資産の期

待収益率および標準偏差の値を用いて、家計の資産保有率を検証する。 

資産選択のモデル分析を用いるにあたっては、田近(1992)の論文に記されている資産選択

理論を参考にしていくこととする。 

 

家計の資産選択のモデル分析を行うにあたっては、選択した資産の価値の平均と分散に

よって家計の効用を定義する一方で、一定の初期資産から各々の資産選択を行った時に得

られる期末資産の平均と分散の軌跡を求め(投資機会曲線)、投資機会の制約下において家

計の効用を最大化するような最適なポートフォリオを導く。 

 だが、家計は期待効用を最大化しようと行動する性質上、資産選択においても投資後の

資産価値から得られる期待効用を最大化するように行動するのが合理的である。 

 すなわち、期待効用を最大化する資産選択理論とともに、平均－分散分析による資産選

択理論を考慮してモデル化を行うこととする。 
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資産選択を行うにあたって家計に与えられた投資機会および課された制約を次のように

設定する。 

 

ある家計の期首の資産保有額を W とし、3 つの資産(1:安全資産,2:危険資産,3:クラウド

資産)への投資額を𝑧𝑛(n=1,2,3)とする。第 j 番目の資産に 1 円投資した場合、期末資産には

𝑋𝑗円(1≦j≦3)になるとすると𝑋𝑗は確率変数であり、その平均を𝜇𝑗とする。そして、𝑋𝑗の分

散共分散行列をΩと設定する。 

 

本節の目的は実証研究に適用することが可能な資産選択モデルを用いて実証研究を行う

ことである。そのため、田近(1992)でも記されているが、安全資産の存在を仮定して最適

資産選択の導出過程を簡略化することは考えないことが妥当である。なぜなら物価水準は

安定的でなく、現実には実質収益率が一定の資産はないということから現実的ではないと

判断できるからである。そこで、とりあえず安全資産の存在を排除した仮定の下で、最適

資産需要関数を導くこととする。 

 これを考えていくにあたって肝となる考え方は、効用関数に含まれるリスク回避度を一

定とするレベルにまで拡張し、危険資産の期末価値を、正規分布を仮定することによって

資産収益率を線形にすることである。これにより、実用可能な資産需要関数を導出するこ

とが出来る。この際、投資する家計は所得差等により、個人によって投資できる額にばら

つきが出ると考えるのが妥当であるとし、相対的リスク回避度を用いて効用関数を考える

ことする。 

 

相対的リスク回避度を一定として資産需要関数を導出した研究としては Friedman-

Roley(1979)がある。彼らは Merton(1969)の連続時間モデルにおける資産需要関数の導出

方法を離散時間モデルに応用し、計測可能な資産需要関数を導いたとしている。 

 

本節では様々な危険資産の和である期末資産 Y について、正規性を課すことによって資

産需要関数を導く。 

 

まず、期末資産に関する相対的リスク回避度を𝑅𝑅(𝑅𝑅＞0)が一定として考えるため、効

用関数は以下のように表すことが出来る。 

(5.4.1) 𝑅𝑅 ≠ 1 の時 U(𝑌) =
𝑌1−𝑅𝑅

1−𝑅𝑅
 

(5.4.2) 𝑅𝑅 = 1 の時 U(𝑌) = log𝑌 

我々はモデルを単純化して考えるため、𝑅𝑅 = 1 の場合について考えることとする。また本

モデルの独自性として、第 1 章の第 4 節で述べているように、クラウドファンディングの

特徴である共感による効用の上昇を考慮に入れるため、効用関数を 

(5.4.3) 𝑅𝑅 = 1 の時 U(𝑌) = log(𝑌 + 𝜑𝑧3)   (𝜑:共感率) 

と置くこととする。これは投資するものに対する共感度合いに応じて期待効用が増加する

ことをモデルに組み込むことを考慮したものである。預貯金や株式投資に対しては何かに

共感して投資するというより、純粋に利益を考えて投資することの方が一般的であるため

共感率を 0 として考える。 

 

期末資産 Y については正規性を仮定しているが、この関数に関して、Y の平均と分散の

1 次関数として示すことが出来ないため、期末資産の期待効用を期末資産の期待値の周辺

で近似し、近似された関数の最大化を図る。(本稿では効用関数を 2 階まで行い、近似値を

求めることとする。) 

 

Y の平均を E(=𝜇′𝑧、本稿においては以後 ′のつく行列を転置行列として表記する)、分

散を𝑆2(=𝑧′𝛺z)とすると、期待効用の近似値は次のように表せる。 
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(5.4.4) 𝐸(𝑈(𝑌)) = 𝑈(𝐸) +
1

2
𝑈′′(𝐸) ∙ 𝑆2 

家計は期待効用のこの近似関数を、資産制約式 

(5.4.5) W = 𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧3 

の下で最大にすると考えながら資産選択を行うと設定する。 

資産制約式に課される乗数をλとし、ラグランジュ関数を以下のように表す。 

行列をμ = (

𝜇1

𝜇2

𝜇3

) , 𝑧 = (

𝑧1

𝑧2

𝑧3

) , 𝑖 = (
1
1
1
) , 𝛺 = (

𝛺11

𝛺21

𝛺31

𝛺12

𝛺22

𝛺32

𝛺13

𝛺23

𝛺33

)と置き 

(5.4.6) L = 𝑈(𝐸) +
1

2
𝑈′′(𝐸)𝑧′𝛺z + λ(𝑊 − 𝑖′𝑧) 

これを z について偏微分し、効用関数の 3 階の偏微分係数を 0 と置くことによって次の

最適条件を得る。 

(5.4.7) 𝑈′(𝐸)μ + 𝑈′′(𝐸)𝛺z − λ𝑖 = 0⃗  

Friedman らはここで効用関数の 3 階の偏微分係数を 0 と置いたが、これは相対的リス

ク回避度一定の効用関数を示した(5.4.1)から明らかなように、Y が充分に大きければ効用

関数の高階の偏微分は 0 に近づいていくことになるからである。 

 

相対的危険回避度に関して、一般的に次のような仮定を置くことが出来る。 

(5.4.8) 𝑅𝑅 = −
𝑈′′(𝐸)∙𝑊

𝑈′(𝐸)
 

𝑅𝑅 = 1という仮定に基づけば、これは以下のように変形することが出来る。 

(5.4.9) 𝑈′′(𝐸) = −
𝑈′(𝐸)

𝑊
 

この(5.4.9)を(5.4.7)に代入すると 

(5.4.10) 𝑈′(𝐸)(

𝜇1

𝜇2

𝜇3

) −
𝑈′(𝐸)

𝑊
(
𝛺11

𝛺21

𝛺31

𝛺12

𝛺22

𝛺32

𝛺13

𝛺23

𝛺33

)(

𝑧1

𝑧2

𝑧3

) − λ(
1
1
1
) = (

0
0
0
) 

という式を解けばよいこととなる。 

 

この式を整理し、(5.4.6)の最大化問題を解くとすると 

 

W𝜇1
2 − 𝜇1(𝛺11𝑧1 + 𝛺12𝑧2 + 𝛺13𝑧3) = W𝜇2

2 − 𝜇2(𝛺21𝑧1 + 𝛺22𝑧2 + 𝛺23𝑧3) 
W𝜇1

2 − 𝜇1(𝛺11𝑧1 + 𝛺12𝑧2 + 𝛺13𝑧3) = W𝜇3(𝜇3 + 𝜑) − (𝜇3 + 𝜑)(𝛺31𝑧1 + 𝛺32𝑧2 + 𝛺33𝑧3) 
W = 𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧3 

 

の連立方程式を z について解けばよい。 

 

 

これを z について整理すると 

(5.4.11) 

(
𝜇1𝛺11−𝜇2𝛺21

𝜇1𝛺11 − (𝜇3 + 𝜑)𝛺31

1

𝜇1𝛺12−𝜇2𝛺22

𝜇1𝛺12 − (𝜇3 + 𝜑)𝛺32

1

𝜇1𝛺13−𝜇2𝛺23

𝜇1𝛺13 − (𝜇3 + 𝜑)𝛺33

1

)(

𝑧1

𝑧2

𝑧3

)

= (
𝑊(𝜇1

2 − 𝜇2
2)

𝑊(𝜇1
2 − 𝜇3(𝜇3 + 𝜑))

𝑊

) 

この式をAz = Bという行列の式と見て、A の逆行列𝐴−1を左からかけると、z = 𝐴−1Bと

いう式となり、投資額 z を求めることが出来る。本稿では投資総額 W をわかりやすくする

ために 100 と設定し、各資産における投資額の比率の変化に注目して税制優遇の効果を検

証することする。そして投資額の比率を資産保有比率として結論を出していくこととする。 
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第 4 項 シミュレーションの結果 

以上の式を解くことによって各資産に対する保有比率を割り出すことが出来る。 

各資産の期待収益率は平均𝜇𝑗によって表され、標準偏差σは分散共分散行列Ωの各値(期

待値)を出すにあたって用いている。また、確率変数の平均𝜇𝑗とσを用いて𝑋𝑗の各期待値を

求めるにあたっては、家計をリスク回避的な家計と設定しているため、確率変数は対数正

規分布として計算している。 

  

以上の表がシミュレーションによって求まった危険資産・クラウド資産の期待収益率標

準偏差を元に試算された投資額の比率である。クラウド資産においては損益通算導入後、

約 1.34％の資産保有率の増加が見られる。この結果はクラウドファンディングによる投

資に対し、損益通算を導入することがクラウドファンディングによる投資を促進する結

果を導くことを証明している。 

 

 また、本稿において独自に設定した共感率φの値を 1 とした結果が上記のものであるが、

これを 10 にまで拡大して計算した所、クラウド資産の保有率は約 0.0006％しか増加しな

かった。理由としては、各資産の共分散が 0 となってしまったことと、φの値が影響する

範囲が極めて限定的であったことが挙げられる。この共感に対する資産保有率の決定に関

しては今後検討の余地がある。 

  

 

第5節 本稿の限界と発展性 
  

 以上のように税制優遇制度を導入することでクラウドファンディング利用が拡大していくシ

ミュレーションを行った。投資型については、本格的な導入が来年度からであることもあり標

準偏差や期待収益率に仮定の数値をおくことに留まった。実際の導入後の数値によって本稿の

モデルに与えられる数値は大きく正確性を増すと思われる。たとえば標準偏差は商品が増える

についてばらつきが増える可能性が非常に高い。さらに実際に非流動性ディスカウントを 50％

と想定したように、もっとも大きな影響として流動性の問題が考えられる。これに対してはベ

ンチャー債のようにポートフォリオへの組み込みの容易化を図る、外部機関の格付けによって

評価段階を明確化するなどの方法が考えられる。 
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