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株式型クラウドファンディング法制化の先にあるもの 

金融商品取引業者が未公開株式を取り扱える途を拓く制度見直し 
 
金融機関や機関投資家にとっては、関心は薄いかもしれないが、今年の金融商品取引法改正

（2014 年 5 月 23 日国会通過・成立、同 30 日公布、施行日未定）に株式型クラウドファンディン

グが盛り込まれた。少額電子募集取扱（インターネットを利用する方法によるもので、募集又は売

出の総額 1 億円未満、ひとりあたり 50 万円以下）に限り、第一種金融商品取引業者による未公

開株式等の勧誘等を可能にするもの 1である。今後は、来年（2015 年）の施行に向けて、政省令

の改正と、関連する日本証券業協会の自主規制規則「店頭有価証券に関する規則」の改正が行

われる見込みである。 
 
第一種金融商品取引業者は、現状、一般に、証券会社として知られる事業者であるが、金商法

改正で新設される、少額電子募集取扱等のみを扱う第一種少額電子募集取扱業者については、

兼業規制が大幅に緩和されるため、たとえば、出版社やゲームソフトの開発会社・IT 企業（ウェブ

サイトの構築運営を請け負っている事業者）などが登録を受けて営むことも想定される。「証券会

社」のイメージを覆すような制度変更だと言ってよい。株式型クラウドファンディングの法制化は、

ことによると、日本の証券市場の今後の大きな変化の第一歩なのかもしれない。 
 

クラウドファンディングとは 
 
クラウドファンディングとは、インターネットを用いて、小口の資金を募ることである。クラウド

（crowd）は、群衆を意味する。既に日本でも「マイクロ投資」や「クラウドファンディング」のプラット

フォームを提供する複数の事業者 2が活動しており、最近では新規参入事例も見られる。 
 
日本に現存するクラウドファンディングは、「寄付型」、「売買・役務提供型（購入型）」（資金の拠

出者が、事業者から割引券や商品などを受領する）、「出資型（投資型）」（事業者を営業者とする

匿名組合契約を締結させる）、「貸付型」（投資家から調達した資金を事業者に貸し付ける）の4類

1 金融庁のウェブサイトに改正の概要、新旧対照表等が掲載されている。 金融庁 金融商品取

引法等の一部を改正する法律  http://www.fsa.go.jp/common/diet/ 
2 本稿では、敢えて、固有名詞は伏せておく。「クラウドファンディング」のキーワードでネット検索

すれば、容易にこれらの事業者を特定できるであろうことは申し添えておく。 
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型に分類される 3とされる。いずれも、プラットフォーム提供事業者は、規制の枠外か、第二種金

商業者として匿名組合契約による出資の自己募集または媒介する形を採る。事業者が自ら貸出

を行う場合は、貸金業者として行う。海外の先行事例としては、米国に 2 社ほどあることが知られ

ている。これらの米国のプラットフォーム提供業者は、いずれも 2008 年創業である。 
 

金商法改正で導入される小口の非公開株式の募集取扱 
 
今年の金融商品取引法の改正（2014 年 5 月 30 日公布、未施行、施行日未定）で導入される

ことになったのは、ベンチャー企業や中小零細企業の株式等について、プラットフォーム提供業者

（特例金融商品取引業者）による勧誘を可能にするものである。 
 
法制化までの動きは早かった。公表情報から確認できる範囲では、2013 年 3 月に、麻生太郎

副総理兼財務大臣兼金融担当大臣が、産業競争力会議で「規制改革会議とも連携しながら、クラ

ウドファンディングや地域における資本調達等を促す仕組み」を導入するとの発言を行った 4。そ

の翌月、2013 年 4 月には、日本証券業協会に「新規・成長企業へのリスクマネー供給に関する

検討懇談会」5が設置され、続けて、2013 年 6 月に金融審議会に「新規・成長企業へのリスクマ

ネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」6が設置された。 
 
日証協の「新規・成長企業へのリスクマネー供給に関する検討懇談会」は 2013 年 6 月に報告

書をとりまとめた。金融審議会の「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワ

ーキング・グループ」は、2013 年 12 月に報告書をとりまとめた。これは 2014 年 2 月の金融審

議会総会で採択され、金融担当大臣に対する答申となった。これを受けて、2014 年 3 月には、

金融商品取引法の改正法案が閣議決定された。 
 
当該法案は、国会提出、5 月 23 日に国会を通過して成立、5 月 30 日に公布された。今後は、

来年（2015 年）の施行に向けて、関連する政府令の改正や日本証券業協会による自主規制規

則の改正作業が行われるものと推定される。日証協は、「店頭有価証券に関する規則」（自主規

3 有吉直哉 「クラウドファンディングの類型と規制の適用関係」 『NBL』 No. 1009 （2013 年 9
月 15 日号） 商事法務 
4 2014 年 3 月 15 日に開催された産業競争力会議第 4 回会合。議事要旨、配布資料等は、首

相官邸のウェブサイトに掲載されている。  
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/kaisai.html 
5 日本証券業協会 「新規・成長企業へのリスクマネー供給に関する検討懇談会」

http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaigi/chousa/risk_money/index.html 
6 金融庁 金融審議会 「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキン

グ・グループ」   

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/base_gijiroku.html#risk_money 
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制規則）で、協会員に対して、グリーンシート銘柄・フェニックス銘柄を除き、非公開株式の取り扱

いを行わないことを求めている。日証協は、株式型クラウドファンディングを可能にするために、近

日中にこの自主規制規則を改正するものと思われる。おそらくは、来年後半には、株式型クラウド

ファンディングの制度が整うことになるであろう。 
 

日証協の自主規制規則改正で何が可能になるのか 
 
「新規・成長企業へのリスクマネー供給に関する検討懇談会」とは別に、日証協に「非上場株式

の取引制度等に関するワーキング・グループ」（平成 26 年 6 月に報告書をとりまとめて、解散）が

設置されていた。同ワーキング・グループの2014年6月に公表した報告書「株式投資型クラウド

ファンディング及びグリーンシート銘柄制度等に代わる新たな非上場株式の取引制度のあり方に

ついて～『非上場株式の取引制度等に関するワーキング・グループ』報告書～」7では、クラウドフ

ァンディングを前提とした規制（自主規制規則）緩和に加え、「投資グループ」の導入が提言されて

いる。 
 
「投資グループ」とは、非公開株式の勧誘を行おうとする第一種金融商品取引業業者（以下、

「証券会社」）が「投資グループ」を組成し、投資勧誘を当該投資グループの加入者に限定するこ

とで、証券会社を介した非公開株式の流通を可能にしようとする提言である。現状では、一般の

投資者が、上場廃止になった株式を保有している場合に、それを売却しようとしても、容易ではな

い。個人等の一般の投資者が非上場株式を売却することは極めて困難なので、たとえば、上場銘

柄に TOB が掛けられたら、株主として TOB に応じるか、上場廃止になる前に株式を売却してしま

うのが現実的な対応だが、持ち続けてしまう株主もいるだろう。こうした場合に、上場廃止になった

銘柄を売却できる途を拓くことになる。 
 
日証協に設置されていた「非上場株式の取引制度等に関するワーキング・グループ」の提言に

沿って、近日中に具体的な動きがあると期待できるのではないだろうか。 
 

未公開株式等の発行・流通市場の出現がポイントではないか 
 
ここからは、筆者の個人的な見解である。異なる意見をお持ちの読者もいらっしゃるだろう。 
 
現に、売買・役務提供型や寄付型を中心に実例が多く見られるクラウドファンディングについて、

株式の募集によっても可能になるからといって、果たして、株式の募集によって少額の資金調達

7 日本証券業協会のウェブサイトに掲載されている。 
http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/20131202.html 
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を行おうとする事業者がどれほど出現するであろうか。筆者は疑問に思っている。 
 
ひとりあたり50万円以下との制限が課されるので、たとえば、5000万円の資金を調達しようと

すれば、少なくとも、100 人の株主が登場することになる。たとえ、議決権を付与しない種類株に

したところで、大勢の見ず知らずの人たちに株主になってしまうと、中小零細企業にとっては、経

営への負荷が大きすぎないだろうか。一般的に、中小零細企業は、法人として、株式会社の形態

を採っていても、株主と経営主体が一致しており、社長は創業者であり、筆頭株主でもある存在で

ある。株主が複数いる場合でも、オーナー社長の親族である場合が一般的だろう。そういう企業

の経営者が、少額（1 億円未満）の資金調達を行おうとした際に、他にも手段が多々ある 8中で、

わざわざ、株式の売出や募集の方法で、見ず知らずの大勢の人たちに株主になってもらうという

手法を採るだろうか。 
 
また、現状、クラウドファンディングのプラットフォームを提供している事業者は、手数料や広告

料として、調達した金額に対して 20％前後の手数料を徴収しているようである。こうした手数料水

準が、未公開株式とはいえ、金融商品取引業者の有価証券の引受や取扱において徴収する手

数料として受け入れられるであろうか。たとえば、不動産売買にかかる宅地建物取引業者の仲介

手数料は、法律で上限が定められており、最高でも売買代金の 5％（消費税別）9である。金融商

品取引業者の手数料については、法定されてはいないが、一般的には、不動産の仲介手数料よ

りははるかに低い水準が定着しているように思える。 
 
第二種金融商品取引業者として登録を受けているクラウドファンディングのプラットフォーム提

供事業者もあるにはあるが、現状、日本のクラウドファンディング業者は、ゲームソフトの開発会

社などが規制の枠外で営んでいるのが実態である。改正金商法施行後も、寄付型や売買・役務

提供型であれば、これまで通り、規制の枠外で営めるものと思われる。改正金商法施行後も、クラ

ウドファンディングは、金商法の枠外の方式が主流であり続けるのではないだろうか。また、クラウ

ドファンディングを用いて資金調達しようとする事業者にとっても、「寄付型」や「売買・役務提供型」

の方が心理的・実務的にハードルが低い。「寄付型」であれば、趣旨に賛同してくれる人々から少

額の寄付を受け（税務上の問題は悩ましいが）、ニューズレター等の形で資金を拠出した人たちに

「お礼」をすればよい。売買・役務提供型であれば、自ら生産・提供する商品やサービスを提供し、

割引価格で購入できる権利を「お礼」として提供すればよい。たとえるのは失礼だが、政治家がパ

ーティー券と称して、1 枚数万円のチケットを販売し、チケット購入者はホテルの宴会場で開催さ

れる立食形式のパーティーに参加できるとする形で、政治資金を調達することに似ている。 

8 たとえば、日本政策金融公庫・国民生活事業の創業融資といった制度もある。（弊社および筆

者はこれを推奨するわけではなく、単に、例示するだけである。） 
http://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html 
9 宅地建物取引業法第 46 条 
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他方で、株式であれば、資金を拠出する人たちは、配当等の形で金銭的な見返りを求めるだろ

う。また、事業に失敗した場合に、株式が無価値となり、資金拠出者の失望を招くことになろう。 
 
今般の金商法改正と、日証協による自主規制規則改正の動きは、未公開株式等の発行・流通

市場の出現がポイントではないだろうか。つまり、これまで証券業界にとって（グリーンシート銘柄

とフェニックス銘柄を例外として）扱わないとしてきた未上場・非上場株式の発行市場・流通市場を

作るための第一歩になる可能性がある。これが、日本の証券市場が大きく変化していく出発点な

のかもしれない。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
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