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２Ｄ０３ 

日本の大学におけるクラウドファンディング活用の可能性の検討 

 
○網中裕一（一橋大学イノベーションマネジメント政策プログラム） 

 

 

 
０：要約 

 アメリカの研究機関において新たな研究費獲

得ツールとしてクラウドファンディングが注目

されており、日本を含め世界的に広がろうとして

いる。 

本発表では日本でもクラウドファンディング

を研究費獲得ツールとして有効活用するために、

『支援者がクラウドファンディングを利用して

学術研究へ支援する動機』を調査した。特に「イ

ンセンティブ」、「研究分野」に焦点を当てて調査

したところ、以下の２点が明らかとなった。 

✔特定の研究分野を除き、インセンティブの設

定は支援者の支援動機になり得る。 

✔研究分野毎に支援者の支援動機、支援に対す

るフィードバックは異なっている。 

 

１：はじめに 

 近年、アメリカでは NIH 等の連邦機関の研究費

が年々縮小傾向にあり、大学における新たな研究

費獲得スキームとしてクラウドファンディング

の活用が注目されている。 

 実際にアメリカでは学術研究の資金調達を目

的としたクラウドファンディングのプラットフ

ォームは、「民間が運営しているプラットフォー

ム」、「大学等の研究機関が独自に運営しているプ

ラットフォーム」が多数存在している。クラウド

ファンディングを用いて学術研究の資金を調達

する流れは、アメリカで最も進んでいるが、イギ

リス、カナダをはじめ、世界に広がりつつある。 

日本においても、学術研究の資金調達を特徴と

するプラットフォームは運営されている。これま

での利用件数は少ないが、今後活用されることが

期待される。 

今後、日本でもクラウドファンディングを有効

活用して研究費を獲得するために、活用が進んで

いるアメリカにおいて「研究者、支援者がどのよ

うな動機でクラウドファンディングを活用して

資金調達、支援を行うのか」を把握し、プラット

フォームの運営等へ反映させることが重要と考

える。 

そこで、本発表は「支援者がクラウドファンデ

ィングを利用して学術研究へ支援する動機」につ

いて、「インセンティブ」、「研究分野」をキーワ

ードに調査を行った。 

 

２：experiment 

「支援者がクラウドファンディングを利用し

て学術研究へ支援する動機」を調査するため、世

界最大級の学術研究向けのクラウドファンディ

ングのプラットフォームである「experiment」を

利用した。 

 

●experiment の実績 

experiment はサンフランシスコを拠点とする

プラットフォーム(民間・営利機関)である。2012

年 4 月の設立以降、アメリカから約 70 機関の研

究者、イギリス、カナダ等の国外の研究機関の研

究 者 が 活 用 し て い る 。 ( 日 本 の 研 究 者 が

experiment を利用して調達した事例はない。) 

これまでにおよそ$4,000,000 の研究費が

experiment を通じて調達されており、調達に成功

したプロジェクトは、約 20 本の論文発表、約 50

本の学会発表という成果をあげている。 

 

●公的資金との使い分け 

 「研究者は公的資金と experiment による資金

調達をどのように使い分けているか」を

experiment の担当者へ問い合わせたところ、

『Federal Grant の補助として活用しているケー

スが大半であり、experiment により得られる研究

資金単独で研究を進めることは少ない。単独で進

めるケースには、Federal Grantが不採択のため、

利用したケースもある。』という回答が得られた。 

 

≪研究者の experiment 使用用途の分類≫ 

 
公的資金の補助的な資金として活用している

ケースが多い理由は、担当者の『$5000 程度であ

れば、experiment 経由で調達した方が容易である
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が、$20000 以上であれば Federal Grant を獲得す

る方が容易である』というコメントより、単独で

研究費として使用するには調達額が少額である

ことが考えられる。 

 

３：最終調達額を用いた調査方法・結果 

●サンプルとグループ分け 

2015/8/13までにexperimentを通じた研究資金

の調達に成功した347プロジェクトをサンプルと

した。成否の判断には、experiment が採用してい

る「All or Nothing」というルールを用いた。こ

れは、立ち上げ時に自身が掲げた目標調達額に支

援額が達成した場合のみ、支援者から集まった支

援金を獲得できるというルールである。このルー

ルを活かして、支援金を獲得したプロジェクトを

成功と判断した。 

成功した 347 プロジェクトを「インセンティブ

の有無は支援者が支援する動機となっているか」

を調査するため、以下の２つのグループに分けた。 

 

≪グループ分け(２グループ)≫ 

グループⅠ： 

インセンティブ有り(サンプル数：67個) 

experiment では研究経過のレポートをリワードと

して全プロジェクト共通に設定している。 

グループⅠは上記の研究経過レポートとは別に、研

究成果物(対象とする生物の写真等)、グッズ(ステ

ッカー、ラボツアー等)のリワードを支援募集ペー

ジに明示しているプロジェクトを分類した。また

は、支援金が Tax Deductible の対象となるプロジ

ェクトを分類した。 

グループⅡ： 

インセンティブ無し(サンプル数：280 個) 

研究経過レポート以外のインセンティブを明示し

ておらず、研究経過レポートのみをリワードとして

設定しているプロジェクトを分類した。 
 

 

●インセンティブの有無と支援動機 

支援動機の１つの指標として、支援の募集開始

時に掲げた目標調達額に対して終了時の最終調

達資金の割合（以下、最終調達率）を用いて、イ

ンセンティブの有無が支援の動機(最終調達率)

に影響を与えるか調査した。 

 

 

 

 

 

 

 

≪図１≫ 

 
 

平均最終調達額の平均値(中央値)は、グループ

Ⅰ：137.8％(106％)、グループⅡ：113.2％(102％)

であり、全体では 118.0％(103％)であった。 

これら 3グループを Steel-Dwass 法を用いて多

重比較を行ったところ、「グループⅠ：インセン

ティブ有り」は「Ⅱ：インセンティブ無し」に対

して最終調達率が有意に高いという結果が得ら

れた。(図１) 

学術研究の支援においても、研究成果物、税金

控除等をインセンティブとして付与することは、

支援者が支援する動機となることがわかった。 

 

●研究分野別の支援動機の検討 

experiment では各プロジェクトに研究分野を

付与している。この分類を利用して研究分野別で

インセンティブの付与によって支援者が支援す

る動機に差異が生じるか調査を行った。 

研究分野の分類は、experiment が設定している

20 分野から、研究者がプロジェクトに付与した分

野にしたがって分類した。 

 

≪研究分野・サンプル数≫ 

 
*１プロジェクトで複数の分野を選択可能 
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その後、インセンティブを設定しているグルー

プⅠのサンプル数が上位５分野(Biology、

Ecology、Education、Engineering、Medicine)に

属するプロジェクトを対象として、各分野の「グ

ループⅠの最終調達率」と「グループⅡの最終調

達率」を求めた。各分野のグループⅠ、グループ

ⅡをWilcoxon-Mann-Whitney法により検定したと

ころ、Biology、Ecology において５%水準で有意

な差が得られた。(表１) 

 

≪表１≫ 

 
 

４：プロジェクトあたり平均調達額、 

支援者一人当たり支援額を用いた調査・結果 

 「インセンティブの付与は支援者が支援する額

に影響するか」を検討するため、３で用いたグル

ープⅠをインセンティブの性格により分割し、以

下の３つのグループに再分類した。 

 

≪グループ分け(３グループ)≫ 

グループⅠ： 

リワード有り(サンプル数：54 個) 

experiment では研究経過のレポートをリワードと

して全プロジェクト共通に設定している。 

上記の研究経過レポートとは別に、研究成果物(対

象とする生物の写真等)、グッズ(ステッカー、ラボ

ツアー等)のリワードを支援募集ページに明示して

いるプロジェクトを分類した。 

グループⅡ： 

Tax Deductible (サンプル数：16 個) 

experiment が設定している研究経過レポート、及び

支援金が Tax Deductible の対象となるプロジェク

トのグループ。 

グループⅢ： 

インセンティブ無し(サンプル数：280 個) 

Ⅰ、Ⅱのどちらにも該当せず、研究経過レポートの

みをリワードとして設定しているプロジェクトの

グループ。 
＊リワード有り、寄附のグループに重複しているサンプルあり。 

●各グループのプロジェクトあたり平均調達額 

 1 プロジェクトの平均調達額はグループⅠ:

＄5055.2、グループⅡ：＄6160.3、グループⅢ：

＄4839.1 であり、全プロジェクトの平均額は

＄4924.5 であった。(図２) 

 

≪図２≫ 

 
 

●各グループの支援者一人当たりの平均支援額 

支援者一人当たりの平均支援額はグループ

Ⅰ:$114.7、グループⅡ：$138.6、グループⅢ：

$138.7 であり、全プロジェクトの平均額は$134.9

であった。(図３) 

 

≪図３≫ 
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●各グループの平均調達額、平均支援額 

サンプル数の上位 10 分野の『1プロジェクトあ

たりの平均調達額』、『支援者 1人あたりの平均支

援額(＄)』を調査した。(表２) 

 

≪表２≫ 

 
研究分野によってプロジェクトあたりの平均

調達額、支援者一人当たりの平均支援額の値は差

が生じていた。特に Chemistry、Medicine では約

2倍以上の差が得られた。 

 

５：まとめ 

●調査結果のまとめ 

ⅰ:リワード(研究成果物、グッズ等)、Tax 

Deductible 等のインセンティブは支援者が

支援する動機となる。(図１) 

ⅱ：上記のインセンティブの付与は効果的な研究

分野と効果的ではない研究分野がある。(表

１) 

ⅲ：調達額を増加させるにはインセンティブの付

与は効果的である可能性がある。(図２) 

ⅳ：リワード(研究成果物、グッズ等)は一人当た

り支援額を減少させる可能性がある。Tax 

Deductible は支援額の増加を促進する可能

性がある。(図３) 

ⅴ：研究分野により調達できる額、支援者 1人が

支援する金額に差がみられる。(表２) 

 

●考察 

✔インセンティブの効果について 

支援者へのインセンティブの付与は特定の分

野においては支援者の支援の動機となり、さら

に調達額の増加も期待できる。(ⅰ、ⅲ) 

特にリワードを設定しているプロジェクト

の平均調達額は全体の平均より高いにもかか

わらず、支援者 1人当たりの支援額を減少させ

る可能性があった。(ⅳ) 

これは Tax Deductible やインセンティブ無

しに比べて、多くの人数の支援者が少額ずつプ

ロジェクトを支援していることが推察され、リ

ワードの設定はより多くの支援者へ支援を働

き掛ける要因となり得る。 

リワードを適切に設定することで、研究プロ

ジェクトをより広く周知し、多くの支援者を得

ることが可能になることが示唆される。 

  ＊一人当たりの支援額が低額になる理由は、

リワードが発生する最低支援金額が平均

より低額であることが考えられる。 

 

✔研究分野ごとの特徴 

  特定の研究分野ではインセンティブ付与は

必ずしも支援者の支援する動機となっていな

かった。また、支援者一人が支援する金額も分

野間に差があった。例えば、Education、

Medicine の研究分野ではインセンティブ有り

のグループの平均最終調達率より、インセンテ

ィブを設けていないグループの平均最終調達

率が高かった。(ⅱ、ⅴ) 

これは、支援者がプロジェクトに対して、何

らかの理由により、インセンティブの有無に関

係なく、研究経過レポートにより研究進捗を研

究者と一緒に経験することが支援者の期待す

るフィードバック、及び支援の動機となってい

る可能性がある。 

それら結果より、研究分野により支援者が求

めるフィードバックが異なっていることが推

察され、全ての研究分野で同じ運営方法が有効

ではないことが示唆される。研究分野によって、

支援者の期待を把握して適切な運営を行う必

要がある。 

 

また、支援者へのインセンティブ付与は、研

究過程でフィードバック可能な有体物が得ら

れにくいテーマでは、研究者の過度の負担にな

り得る。しかし、今回の調査によれば、特定の

研究分野では支援者へのインセンティブは必

須ではないことが示唆された。 

そのため、特定の研究分野においては、無理

にインセンティブを設定する必要はなく、支援

者の共感を得るようなテーマ、ゴール設定をす

ることでクラウドファンディングを用いた研

究費の調達が可能であると考える。 

  

 ６：参考 URL 

  experiment  https://experiment.com/ 




