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クラウドファンディングは, 新たな資金調達の手段として注目を集めているが,
最近では, 地域コミュニティの課題解決に特化したシビッククラウドファンディン
グ (CCF) が米英で活用されている。日本でも, ふるさと納税のスキームを活用し
た地域課題解決資金として日本版シビッククラウドファンディングが, 今後の自治
体の新たな資金調達手段として期待されている。CCF は, シルバー民主主義では
なかなか予算の回りにくい地域の課題解決に加え, 災害支援などの資金調達に有効
な手段としての可能性を有している。
キーワード

地方創生, 地域活性化, ふるさと納税, クラウドファンディング,
ソーシャルファイナンス

1

研究の背景と目的

本稿では, 地域の課題解決のために活用される新たな資金調達手段に注目し, その動向を
取りまとめる。米英では Civic Crowdfunding (シビッククラウドファンディング, 以下
CCF) というスキームが用いられており, これは, 市民による地域課題解決活動のための市
民による資金調達手段である。わが国では, CCF に似たものとして, わが国独自の制度で
あるふるさと納税のスキームを活用した日本版シビッククラウドファンディング (以下日本
版 CCF) が用いられつつある。
元来, 地域課題を解決する主な機関としては自治体などの行政機関があげられるが,「地
方消滅」という言葉に代表されるように, 人口減少や少子高齢化, 地元産業の衰退などに
よって地域経済が縮小し, 多くの自治体では十分な財源を確保することが困難になってい
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る。同時に, わが国の総人口に占める65歳以上の人口比率は27.7％と世界的にも高く (総務
省 2017), 高齢者層の政治への影響力が増大するシルバー民主主義の色が濃くなり, 自治体
の課題対応の重要度付けにおいてシルバー世代の意向を優先せざるを得ないという状況にな
りつつある。このような背景のもと, 通常の自治体が行う政策形成の過程とは異なる形態で
地域課題に取り組む必要性の高まりとともに, 新たな財源手段としてソーシャルファイナン
スが期待されている。
ソーシャルファイナンスの手法のうち, 一般市民が独力でも行えるものは, クラウドファ
ンディングである。群集から資金を調達するというもので, 従来の出資や融資とは異なる制
度である。世界的にも多くの事例が存在し, 日本でも FAAVO など地域に特化したクラウド
ファンディングのプラットフォームが設立されている。一方, わが国独自の制度として自治
体が資金を調達する手段としてふるさと納税制度がある。ふるさと納税は, 個人が自ら指定
する居住地以外の自治体に寄付することができる制度である。ふるさと納税は, 返礼品に注
目が集まることが多いが, 本来, 地域への新たな資金の流れを生みだす手段である。わが国
のクラウドファンディングとふるさと納税の規模を比較すると, ふるさと納税の方が 2 倍以
上あることが明らかである。しかも, わが国のクラウドファンディング市場のほとんどは貸
付型と呼ばれるものであり, 多くの個人投資家が利息受け取りによるリターンを目的として
特定の個人や企業に貸し付けるものであり, 課題解決のための寄付型, あるいは購入型のも
図1

クラウドファンディングとふるさと納税の規模 (金額ベース)

600,000
550,000
500,000

512,706

クラウドファンディング市場
ふるさと納税市場

450,000

市場規模(百万円)

400,000

365,316

350,000
284,408

300,000
250,000

204,499

200,000

170,058

165,291

150,000
100,000

74,758

50,000 22,191

38,852

37,917

0
2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

出典) 総務省 (2019), 矢野経済研究所 (2018) を参考に筆者作成
註) クラウドファンディング市場は暦年ベース( 1 !
12月), ふるさと納税市場は年度ベース( 4 !3 月)

地域課題解決に向けたソーシャルファイナンス動向

69

ののみでの市場規模は100億円を上回る程度でしかない。この点でも, 地域課題解決マネー
としてのふるさと納税の市場規模の潜在力がうかがえる。ただし, ふるさと納税の場合, 寄
付額の半分程度は返礼品や関連業務の手数料として取られてしまうため, 純粋に課題解決資
金として各地域に残るお金は額面の市場規模の半分と考えるべきである。それでも, 2017年
ベースでは1,800億円程度の市場規模と見ることができる。
ふるさと納税については, 2019年 6 月に法律改正がなされ, 返礼品の返礼率を 3 割以下と
すること, 換金性の高い返礼品は認めないなど, ルールの徹底化がなされた。それまでは返
礼品のお得度競争の側面を有していたが, 返礼品間でのお得度合いでは自治体間で大きな差
は出ない状況となりつつあり, 今後, 新たなふるさと納税の寄付先の選定要因として, 寄付
金の使途に注目が集まることが想定される。そのため, ふるさと納税のスキームを活用して
地域課題を解決する手段として, 日本版 CCF が今後大きく発展する可能性がある。しかし,
日本版 CCF に関する学術的な研究は, ほとんど行われておらず研究の蓄積が急務であると
いえる。そこで, 本稿では, 英米での CCF と日本版 CCF の現状の把握と, 今後のわが国に
おける日本版 CCF 活用の新たな視座を提供する。
2

クラウドファンディングの動向

2. 1 クラウドファンディングについて
金融審議会 (2013) では, クラウドファンディングとは「新規・成長企業等と資金提供者
をインターネット経由で結び付け, 多数の資金提供者から少額ずつ資金を集める仕組み」を
指すものとしている。また, Statista によると全世界での2018年のクラウドファンディング
の市場規模は約 9.3 兆ドル, 案件数は約880万件といわれ, 世界銀行ワーキング・グループ
の予測では, 2025 年までに年間 90〜96 億米ドルに達すると推定されている (Best et. al,
2013)。
クラウドファンディングには大きく二つの種類が存在している。一つ目は, 資金提供者は
資金調達者から金銭的リターンを目的としている投資型 (i. e. 投資型, 融資型, 株式型) で
1)

ある。これは, 運営業者を介し, 金銭的リターンを求めて投資家が事業者に資金提供を行う
ものである。一方で, 金銭的な見返りを求めない非投資型には, 寄付型と購入型の二つのタ
イプがある。購入型は, 資金調達者が購入者から集めた資金を活用し, 製品を開発し, 購入
者に完成した製品等を提供するものである。最近では, 商品やアイデアをテストマーケティ
ングする意味合いでも使われるようになっている (Adhikary et. al, 2018)。国内での非投資
型プラットフォームの代表格は, Readyfor やキャンプファイヤーである。寄付型は, 寄付
を集めて個人や NPO 法人などに資金を提供することを目的とし, 金銭的なリターンは想定
されていない。これらクラウドファンディングのタイプ別による国内シェアは, 購入型が
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5.9％, 寄付型が0.4％, ファンド型が3.0％, 貸与型が90.2％, 株式型が0.5％であるとされて
いる (矢野経済研究所 2018)。資金調達の方法としては, all or nothing 型と keep it all 型が
あり, 前者は資金調達目標額を下回る資金しか集まらなかった場合, 資金調達者に資金が渡
されず, 終了する。後者は資金調達目標額を下回った場合でも, 資金が渡される。後者の場
合は, 初めから目標金額の中で金額に応じた実施予定事業内容が表記されていたり, 優先順
位が示されていたりするものも多くある。
2. 2 シビッククラウドファンディング (CCF) について
米英では, CCF という新しいタイプのクラウドファンディングが登場している。CCF は
コミュニティの課題に対して市民から出資を募り, 社会課題を解決するための資金調達手段
であり, 従来のクラウドファンディングとは異なる特徴を持っている。まだ規模としては大
きくないものの社会, 教育, 文化に関連するイベントなど幅広い地域課題の解決に貢献して
おり, 様々な公共財を生み出していることが知られている (Charbit and Desmoulins, 2017)。
それは市民や市民組織, 地方自治体が公共の利益を目的とするプロジェクトのために資金を
活用する重要な機会であることを示している。CCF は, 特定のプロジェクトに向けて市民
の資金を流通させることができ (Stiver et. al, 2015), 政府の予算が逼迫している時に, 代替
の資金源となりうることから注目されている (Gray, 2013)。
しかし, Davies (2014) を除くと CCF に関しての実証的な研究はほとんど行われていな
い。彼の研究は, 2012年 6 月から2014年 3 月の間に 4 つの異なる国にある 7 つの異なるプラッ
トフォームで収集された1,224件の CCF プロジェクトを対象に行われた。そのうち771件が
目標金額を達成している。プロジェクト全体の平均調達額は204.36ドルであるのに対して,
目標金額に到達したプロジェクトの平均調達額は9,502ドルであった。彼はプロジェクトを
15項目のタイプ別に分類している。その中で最も多かったのが「公園・庭園｣, 次いで「イ
ベント｣,「教育・訓練」の順で, 公園が全体の 4 分の 1 を占め, 上位 3 項目で全体の半分を
占めていることが明らかになっている。大都市での小規模な庭園や公園など地域社会の公共
財に CCF が活用されている。つまり, CCF のプロジェクトは主に近隣地域の課題解決に取
り組まれており, 地理的に近いコミュニティの人々が恩恵を受ける傾向にある。他方で, 自
然災害などの取組みは, 地域を超えて資金提供者を見つける可能性が高いことも指摘されて
いる (Charbit and Desmoulins, 2017)。以上, CCF は地域住民の効用を高める地域課題解決
の用途の他に, 貧困問題や災害など社会的な課題に対しても有効な資金調達手段として捉え
ることが可能である。

地域課題解決に向けたソーシャルファイナンス動向

3

71

わが国での動向

3. 1 ふるさと納税について
ふるさと納税は, 自らが指定する居住地以外の自治体に寄付することができる制度である。
寄付額のうち2,000円を超える金額については, 住民税の控除や所得税の還付を受けること
が可能なため, 実質的な負担額は2,000円となる。加えて, 寄付金を受け取った側の自治体
が, 寄付者に対してお礼の品 (返礼品) を提供することが一般化している。このように, ふ
るさと納税は寄付の形態を取るものの, 実質的には個人が納税先を一部移転させるものであ
る。一時は高額な返礼品が話題となったように, その移転先の選択には, 返礼品の魅力度合
いが大きく影響している。しかし, 寄付額の 3 割相当以下とすることという法律改正が2019
年 6 月になされたため, 返礼品競争はひと段落して, 今後は, 新たに寄付金の使途が寄付先
の選択に大きな影響を与える可能性があると考えられる。そこで注目されているのが, ふる
さと納税のスキームを活用した日本版 CCF である。
3. 2 日本版シビッククラウドファンディング (日本版 CCF) について
日本版 CCF は, 自治体が抱える課題を解決するために, ふるさと納税のスキーム下でク
ラウドファンディング的に資金調達をして特定のプロジェクトを実施する手法である。ふる
さと納税サイトを運営するトラストバンクが, 2013年 9 月に「ガバメントクラウドファンディ
ング」(GCF) という名称で始め, 同業では18年 4 月にアイモバイルが「ふるなびクラウド
ファンディング｣, 5 月にはソフトバンク系のさとふるが「さとふるクラウドファンディン
グ」の名称で同様の仕組みを提供している (日本経済新聞 2018年11月17日)。
日本版 CCF では, 地域課題を解決するために, ふるさと納税の寄附金の「使い道」を具
体的なプロジェクトとして指定し, そのプロジェクトに共感した全国の国民から寄附を募る。
資金が目標金額に達しなくとも返金されることはなく, その場合は, 期間の延長や不足分を
自治体が補てんするなどして, 資金調達額に応じてプロジェクトが実施される。ふるさと納
税の寄付者は, 従来は「教育｣,「福祉｣,「産業振興」などと大きな枠組みでしか使途を指定
することができなかったが, 日本版 CCF はプロジェクトレベルまで具体的に使途を選択で
き, 寄付を募ることが可能になる。つまり, ふるさと納税の本来の目的の一つである, 納税
者の税金に対する意識の醸成にも効果的であるといえ, 国民が社会課題に対して関心を持つ
機会となるともいえる。また, シルバー民主主義ではなかなか予算のつきにくい若者層, 子
育て層, あるいは社会的弱者に向けたプロジェクトも実施しやすい。
日本版 CCF は, 個人からの資金調達と地域課題の解決という 2 点において, CCF との類
似性があると考えられる。ふるさと納税とクラウドファンディングの違いは, 資金調達の主
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体者にある。クラウドファンディングの資金調達者は, 個人や企業, NPO, 自治体である一
方, ふるさと納税による資金調達者は自治体のみである (保田 2018)。つまり, ふるさと納
税は自治体のみが活用可能なクラウドファンディングとして捉えることができる。Adhikary
et. al. (2018) は, 日本のクラウドファンディングは欧米の短期的利益志向のクラウドファ
ンディングとは異なり, 関係性を基盤とし, 長期的な関係性を構築する傾向があることを指
摘しており, コミュニティやステークホルダーに対して利益を生み出す可能性を示唆してい
る。日本版 CCF は, わが国のクラウドファンディングの全体的傾向とも整合的と言え, 今
後発展する可能性が十分にある。
日本版 CCF の普及は, ふるさと納税の健全化にも寄与しうる。ふるさと納税の寄付金の
使途の課題は, 一般財源の補填として, 既存の事業に使われることが多く, 新たな地域課題
の解決や将来的な投資といった意味合いで活用されていないことである。また, 実際には寄
付金額を増やすために返礼品にばかり目が行き, そちらに自治体のリソースを集中的に投入
する傾向にある。その一方で, 寄付金の使途については, これまで十分に検討されてこなかっ
た。このことについては, 研究分野でも同様のことが指摘でき, ふるさと納税に関する研究
は年々蓄積されているものの, ふるさと納税の使途に関する研究は保田・久保 (2019) を除
いてほとんど見受けられない。今後は, 返礼品問題もひと段落することが予想され, ふるさ
と納税の本質にも関わる使途に対しての研究が求められていくであろう。
日本版 CCF を活用する自治体側の利点としては, 迅速な意思決定が出来ることがあげら
れる。自治体が新たな事業を行うには, 通常, 前年度の夏ごろに事業が起案され, 秋ごろに
予算組が行われ, 翌年の 4 月から事業がスタートされる。つまり, 約 1 年前から下準備が必
要であり, その時に計画したものが 1 年後には状況が変化している可能性は十分考えられる。
一方で, 日本版 CCF の場合は, 迅速な対応が可能となる。自治体内の合議に多少の時間は
必要であるが, プロジェクトを立ち上げてから, すぐに期間を区切って資金調達を行い, 資
金調達期間の終了後直ちに予算として活用することができる。通常, 自治体の予算策定には
企画財政による調整, 議会での承認が必要となるが, 日本版 CCF の場合は現場をつかさど
る各担当部課主導により, 資金調達からプロジェクトの実施までが可能なのである。実際,
筆者による愛媛県今治市などへのヒアリング調査でも, 日本版 CCF を活用した理由として
担当課による主導が可能という返答があった。
また, 日本版 CCF による資金調達は, 自治体にとって純粋な上積みのお金となるため,
自治体内で予算の奪い合いを行わずに済み, 地域内の他の課題との優先度の問題にも直面し
なくてすむ。シルバー民主主義の負の側面も回避可能である。加えて, ふるさと納税は, 自
治体が域外から獲得する寄付金であるため自治体への流入資金の増加になるものの, 通常の
税収とは異なり, その増減は翌年度の当該自治体が受け取る地方交付税交付金の金額に影響
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ふるさと納税を活用した主な国内のクラウドファンディングサイト
事業数
ふるさとチョイス GCF

445

ふるさと納税エフバイジー

52

ふるまるクラウドファンディング

25

GCF Ready for ふるさと納税

14

ふるなびクラウドファンディング

13

Makuake（ふるさと納税型)
合計

7
556

註）2019年 5 月20日時点の各ホームページ掲載より著者作成

をしないことも重要なポイントとなる。
日本版 CCF のプロジェクトは, ふるさとチョイスが最も多く445件であり, そのうちの
175件が目標金額を達成している ( 5 月20日現在)。その他にも 5 つのプラットフォームがあ
るが, まだ黎明期であると言えよう。今後, データの蓄積が進めばプラットフォームによる
日本版 CCF の取組みや支援の実態について研究できる可能性も生まれてくる。
なお, 日本版 CCF の先駆者であるトラストバンクは, 広域連携ガバメントクラウドファ
2)

ンディングという新たな取組みも行っている。それは, 同社がふるさと納税を活用して, 全
国の自治体が共通して抱える課題を取り上げ, 複数の自治体が共通の課題に対して連携して
寄附を募る仕組みのことである (同社 HP より)。複数自治体が連携することで, 社会課題
の発信力が向上し, より効果的に寄付金を募ることが可能になるとの考えのもと実施されて
いる。実際に, ふるさとチョイス内全体でのガバメントクラウドファンディングの目標達成
率は, 39.8％であるのに対して, 広域連携ガバメントクラウドファンディングは目標達成率
が55.1％と高い値を示している (2019年 5 月時点)。しかし, スポーツ振興からのまちづく
りプロジェクト (達成率18.8％) は, 全体の平均よりも低い達成率であり, スポーツ事業は
Davies (2014) の調査における CCF の事業分類でも全体の1.2％ ( 6 件) と少ない事業数で
あった。これらの結果から, スポーツは世間一般からはあくまでも娯楽として捉えられてい
る可能性があり, スポーツによる地域振興を目的として日本版 CCF でお金を集めることは
難しいかもしれない。ただ, 以前からスポーツを通じたまちづくりに積極的に取り組んでい
る島根県奥出雲町 (ホッケー) や新潟県柏崎市 (水球) では, 他のプロジェクトに比べ目標
金額への達成率が高い。特に, 奥出雲町では目標金額の300％以上を達成しており, ここか
らの示唆は, 従来からの取り組みを日本版 CCF を通じて喧伝し資金調達をするというアプ
ローチの有効性である。逆に, 日本版 CCF をきっかけとして新たにプロジェクトを立ち上
げようという動きもあるが, その場合のハードルは高いであろう。
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一方, 広域連携ガバメントクラウドファンディングでは災害支援や動物愛護, 子供の貧困
など, 社会的な課題に対して多くの資金が集まっている。動物愛護に対しては, 一人当たり
の寄付金額が低いものの, 最も多くの寄付者がいることが明らかになった。災害復興は平均
寄付額が最も多く, 一つの事業を除いてすべての事業が目標金額を達成しており, 未達成の
プロジェクトでも100万円以上の寄付金が寄せられている。地域における災害など社会的に
大きく取り上げられる問題に多くの資金が流れており, これは, CCF において Charbit and
Desmoulins (2017) の災害支援への指摘と同様の結果であるといえる。
表2

広域連携ガバメントクラウドファンディングの現状

事業数

達成数

達成率

金額

寄付者数

平均寄付額

災害復興

9

8

88.9％

49,081,218

1,110

44,217

動物愛護

10

8

80.0％

124,900,306

5,698

21,920

子供の貧困

9

6

66.7％

110,011,041

2,851

38,587

高校生支援

6

3

50.0％

6,974,058

214

32,589

花粉症対策

2

1

50.0％

1,842,000

50

36,840

起業家支援

34

16

47.1％

74,934,894

2,236

33,513

8

1

12.5％

10,817,600

380

28,467

78

43

55.1％

378,561,117

12,539

30,191

スポーツ振興
合計

註）2019年 5 月20日時点のふるさとチョイス HP より

3. 3 日本版シビッククラウドファンディングの課題
日本版 CCF は, 資金の出し手は域外の人たちであるため, 資金調達を成功裏に収めるに
は案件の分かりやすさ, 理解されやすさが重要になる。ここで発生する一つの課題は, 域外
の人たちにその地域にとって本当に重要な課題は何かを理解することができるかという点で
ある。地域にとっては重要な課題でも, 地味であるがゆえにアピール力に欠け, 域外の人た
ちからの支援を得にくい場面も考えられる。これは突き詰めると, 日本版 CCF におけるユ
ニーク度競争を引き起こしかねない。また, 通常のクラウドファンディングの場合は, 案件
や資金調達主体の信用度や質は資金提供者が独自に見極める必要があり, これがクラウドファ
ンディング普及の一つのハードルになっているが, 日本版 CCF の場合は自治体が実施主体
となることで, そのような信用度や質の問題はクリアできる。このようなメリットがある一
方, 日本版 CCF はふるさと納税の仕組みを活用するため自治体の関与が必要最低条件とな
り, 自治体に負荷がかかる仕組みとなっている。自治体内でやる気のある職員がいるかいな
いかによって, 当該地域での日本版 CCF の実施可能性は大きく左右されることになる。ま
た, 日本版 CCF はふるさと納税の一環であるため, 税額控除のメリットを受けることがで
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きるが, 通常のクラウドファンディングではそのメリットを享受することが難しく, 日本版
CCF の存在によって, 通常のクラウドファンディングサイトでの地域課題解決型の案件が
普及しにくいという側面も今後出てくるかもしれない。
4

ま

と

め

クラウドファンディングは, 世界的に今後規模が拡大することが予想されており, 米英で
は地域課題を解決する CCF が, 公共の公園やイベント, 教育などの実施や整備に活用され
ている。一方で, 日本では, ふるさと納税のスキームを活用した課題解決型の日本版 CCF
が盛んになりつつある。これは, 地域課題の解決と資金調達という意味合いにおいて, CCF
と類義概念であると捉えることができる。そこで本稿では日本版 CCF の最近の動向を整理
した。とくに, シルバー民主主義下における地方創生や地域課題解決の一つの手段として,
日本版 CCF の活用の可能性がある。まだ黎明期にあるため, その詳細な分析は今後の課題
であるが, 日本版 CCF の寄付者の属性や自治体規模などによる寄付金額への影響, 事業実
施後の成果など様々な論点が考えられ, 今後の研究蓄積が求められる。
また, 日本版 CCF はふるさと納税の制度を活用するため, 米英の CCF とは異なり, 自治
体の関与が必要条件となる。これは, メリットデメリットの両面に作用することが考えられ
るため, CCF との比較における日本版 CCF の優位性, 有効性の検討も今後必要になろう。
また, ふるさと納税のスキームを用いない地域課題解決のためのクラウドファンディングに
も, ふるさと納税と同様の税金上のメリットを提供するなども今後の必要検討事項かもしれ
ない。
註
本研究は野村マネジメント・スクール, および科研費基盤研究 C 課題番号 19K12503 による研
究助成を受けている。
1) 投資型は, 投資家が企業と契約を結んで出資するものである。企業が個々の投資家と契約を交
わしたり, 資金を調達したりするのは難しいため, クラウドファンディングの運営会社が両者を
仲介する。融資型は, 資金調達を行う個人や企業が資金の使途や金利, 返済期間などをサイト上
に掲載し, 資金提供者は掲載された情報をもとに融資する。株式型は, インターネットを通じて
少額の株式を販売するものである｡
2) 同社は日本版 CCF のことをガバメントクラウドファンディングという名称で呼んでいる。
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