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１　　セミナー主旨・問題意識

問題意識の確認

 途上国⽀援に使える、新たな資⾦調達⼿段がある︖︕
 最近よく聞くが、クラウドファンディングって何︖
 途上国⽀援向けの資⾦、他と⽐較して、どうなの︖
 途上国⽀援において、⽀援者をもっと巻き込みたい︕
 どんなケースがある︖（➡今回は⼊⼝のみ・・詳細は来⽉の事例編で）
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２　本⽇のトピック

途上国⽀援へのクラウドファンディングの活⽤

A. 途上国⽀援の資⾦調達について︓お⾦¥¥¥

B. クラウドファンディングとは︖
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A. そもそも・・・途上国⽀援とお⾦（資⾦）

まずは、既存の仕組みを整理・・・
1. お⾦の出し⼿は︖
2. どんな⼿法・⼿段で︖

1.調達⼿段と仲介者の役割
3. 出し⼿の期待︖

➡　⽀援の⾒返り
➡　投資の対価
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A. 途上国⽀援の資⾦調達について

２．⼿段（⼿法）
資⾦調達（≈ファイナンス≈ファンディング）

１．無償資⾦援助（Grant)
２．寄付　(Donation)
３．融資・貸付（Loan)、借款（対政府）
４．債券（Bond)　（国債・社債など）
５．出資　➡　株式（Equity)
６．⽀援ファンド（投資信託等）
７．保証・保険（Guarantee, Insurance)

８．クラウドファンディング
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A. 途上国⽀援の資⾦調達について

出し⼿の期待・・・・⾒返りって︖
➡　⾒返りの価値︖どれだけあれば、⽀援に値する︖

よく考えてみてください。。。

次に進みますが、
クラウドファンディングのキーポイントです︕
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A (補⾜）ファイナンス理論上の⾒返り
リスクとリターン（⾒返り）の関係

調達コスト
（⼜は
　リターン
（％）

 　リスク

AAA　国債

格付けなし
⾦融市場の存在しな
い国への資⾦提供

調達    金利  高 安    



9

セミナーの流れ
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a) 仕組み／事例
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c) 現状の課題・今後︖
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クラウドファンディングの定義
　　（英語︓"crowdfunding"　造語）

• 不特定多数の⼈が、通常インターネット経由で他の⼈々や組織に財
源の提供や協⼒などを⾏うことをさす、群衆（crowd）と資⾦調達
（funding）を組み合わせた造語である。
ソーシャルファンディングとも呼ばれる。 - Wikipediaより

• アイデアはあるが、資⾦調達の実績（担保）のないクリエイターや起業
家、発明家が、インターネットを通じて⼀般の⼈々から資⾦提供を受け
て、⾃らのプロジェクトを実現する、資⾦調達の⼿法。

- 『⼊⾨クラウドファンディング』 ⼭本純⼦, 2014

国内⼤⼿CF10社の資⾦調達市場規模　2015年3⽉末現在
➡　28億円（累積ベース）

B　クラウドファンディングとは︖
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B　クラウドファンディングとは︖仕組み

CF運営会社
（Webベース）

⽀援者

プロジェクトオーナー
（資⾦調達者）

⽬標額に
達した時のみ

お⾦
お⾦

サポーター
（資⾦供給者）

パトロン

CFプロジェクト掲
載

リワード（報酬）
 返  見返 

 仲介業者 

ソーシャルファイナンス研究所作成
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B　クラウドファンディングとは︖

クラウドファンディングの事例
１．⼀般の事例（途上国⽀援以外での活⽤）

クラウドファンディングを活⽤︕⽇本の伝統
http://matome.naver.jp/odai/2144085083716537801

「コワーキングスペース」開設/運営にクラウドファンディングを活⽤︕
http://matome.naver.jp/odai/2144058590666351301

クラウドファンディングで、本・雑誌・フリーペーパー等出版
http://matome.naver.jp/odai/2143747538219645601

⽀援がまったく集まっていない・・さむ〜いプロジェクトもある・・・
http://matome.naver.jp/odai/2144272255592244801
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B　クラウドファンディングとは︖

クラウドファンディングの事例

２．途上国⽀援での事例

クラウドファンディングで国際協⼒︓
【アジア編】途上国の教育を⽀援する事例29選

http://matome.naver.jp/odai/2144714506253603501

➡　2016年3⽉BBL「事例編」にて詳細な事例紹介・・
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CF 国際⽀援の事例
　　バラを通じて雇⽤問題⽀援（ケニア）

キビダンゴ社提供資料
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B　クラウドファンディングとは︖

活⽤範囲
➡　従来の資⾦調達の枠を超え、幅広い分野で活⽤

1. 国際協⼒・途上国⽀援
2. 社会貢献・募⾦活動・ボランティア・災害⽀援
3. 政治活動・政治資⾦（Zipango)
4. まち・地域おこし・⾃治体
5. 伝統⽂化・保存・継承
6. コミュニティー・ネットワーキング（シェアオフィス・ハウス）
7. イベント開催（スポーツ・⾞レース・祭り・講演・観光）
8. 学術・科学研究・産学共同・教育
9. 漫画・映画・書籍・ゲーム開発
10. ファンによるアーティスト（芸術・⾳楽・ダンス）の⽀援
11. 製造業の製品（発明品）開発
12. フード・飲⾷店（開業資⾦）・旅館営業・空き家対策
13. ベンチャー企業への出資・⽀援、不動産投資　などなど
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（余談）⽇本も昔からクラウドファンディング︖

1. ⼤仏建⽴

2. 無尽（むじん）・模合（もあい）

3. お伊勢参りに⾏くお⾦
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B　クラウドファンディングとは︖

CFの様々な種類・型

1. 寄付・募⾦型
2. 購⼊型

i. 体験型（スクール型）
ii. イベント型
iii. 商品の前払い

3. ローン（貸付）型
4. 投資型

i. ファンド型
ii. 株式型（出資）
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B　クラウドファンディングとは︖

それぞれの型により・・・

1. 仲介業者（運営会社・プラットフォーム）の存在
 仲介⼿数料

2. ⾒返りの設定について
3. 調達額の話

 All or Nothing?（⽬標額＝ゴール設定）
 All In (⽬標額無し、または調達した額分）



国内CF　⼤⼿運営会社
寄付型

１．JapanGiving（ジャパンギビング）
　　http://justgiving.jp/

購⼊型＋
２．READYFOR?（レディーフォー）（来⽉ご登壇︕）

readyfor.jp/
３．MotionGallery（モーションギャラリー）motion-gallery.net/
４．Camp Fire　（キャンプファイアー）camp-fire.jp/
５．シューティングスター　　shootingstar.jp/
６．きびだんご　　kibi-dango.jp
７．Makuake（マクアケ）　www.makuake.com/
８．FAAVO（ファーボ）　　faavo.jp/

 ファンド型
９．セキュリテ　　www.securite.jp/
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CFの⾒返り・リワード
⾒返り（リワード・報酬）とは︖

 ⽀援者（サポーター）の⽀援の⾒返りとして、資⾦調達者がお返しする
「報酬」（＝リワード[Reward]の訳）の事。投資の世界でいう「配当」

 購⼊型では⾦銭ではなく、物品や権利による、「現物配当」

購⼊型・リワードの代表的な種類（９つ）
１．お礼のメールや⼿紙
２．「⽀援者」等として、個⼈（もしくは会社や団体）の名前を表⽰
３．イベント・リリースパーティー等への招待券
４．開発ミーティングや制作会議などへの参加
５．完成品や開発製品など、具体的なモノ
６．Tシャツなどのノベルティーグッズ
７．地域関連グッズ
８．利⽤権・宿泊券・⾷事券・受講券・体験参加
９．命名権



21

CFの⾒返り・リワード（2）

寄付型
 ⾒返り・リワードは原則なし︕

投資型・貸付（ローン）型

 プロジェクトからの収益＋物品との組み合わせ
 リスクを鑑みた⾦利分相当の利息・配当
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CF メリット・デメリット
メリットか、デメリットか︖

　 　⼿数料（15〜20％）をどう考える・・︖
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CF 現状・今後の課題

 解説

 ディスカッション
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CF・海外事情

1. 欧⽶
 ⽶国がCFの仕組としては初。Kickstarter.com
 裁判沙汰になるケース（未達成のプロジェクト）

2. IOSCO（証券監督者国際機構）の動き

3. 近隣アジア諸国でも・・
 シンガポール、タイの投資型CF導⼊
 インドネシアの例

4. イスラム法準拠のCFまで存在・・
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• ⾦融庁
 改正⾦融商品取引法

• 内閣府　（地⽅創⽣推進室）
 　「ふるさと投資」　2015年５⽉13⽇付

• 国⼟交通省
 国⼟のグランドデザイン２０５０
 H27年度予算（都市局関係）

CF業界に関する政策（国内）

まとめ & 質問タイム
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連絡先

ご清聴ありがとうございました︕

クラウドファンディング・ラボラトリ
labocrowdfund.org

twitter.com/LaboCrowd
facebook.com/LaboCrowd

ソーシャルファイナンス研究所
代表︓　⾦⼦　智慧美

ckaneko@financeri.org




