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はじめに 

 

 

 

 「2011 年度ベンチャービジネスの回顧と展望」の発刊に当たり、一言その特

徴を申し上げたいと思います。 

 

 ＶＣ年間投融資額については 2009年度が 1,000億円台を割り込み先行きが心

配されたところですが、2010 年度は何とかその大台を取戻し、回復の兆しを見

せたものの、いまだ力強いＶ字回復とは言えない状況です。昨年の東日本大震

災の影響もありますが、2011 年度に入ってからはスマホブームに乗ってＩＴ分

野でのベンチャー投資も堅調であり、今後が期待されます。 

 

 昨年版ではアジアの元気を取り込むという視点を披露したところですが、今

回は中国のベンチャー投資状況についての紹介に意を用いました。ご参考にな

れば幸いです。 

 

なお、本編は従来と同様、2010 年度の実績データに基づいた分析をその基本

としておりますので、2011 年度については、定性的となりますが極力最新のト

ピックス等をご紹介することで補足しております。 

 

 ＶＥＣは今年 4月 1日から一般財団法人となり、「成長のためのベストソリュ

ーション」をキーワードとして、資金調達支援事業、起業家教育推進支援事業、

調査・情報提供、政策提言さらには起業環境整備事業にこれまで以上に力を入

れていく所存です。ここでいう「成長」には個々のベンチャー企業の成長のみ

ならず、ベンチャーエコシステムの確立により、日本経済全般の成長という意

味も込めています。是非皆様のご指導、ご鞭撻をお願いします。 

 

 ご多忙の中、アンケートやインタビューにご協力いただいた方々に御礼申し

上げます。 

 

 

財団法人ベンチャーエンタープライズセンター 

理 事 長   市 川 隆 治 

（2012年 4月１日から一般財団法人） 
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§１．国内ベンチャー投資動向 

 

１．ベンチャーキャピタル等投資の動向 

 

2008 年度、2009年度とリーマンショックの勃発を始め世界的にも経済が低迷する中、

我が国ベンチャー企業を取り巻く環境も「ベンチャー氷河期」と言われるほど厳しい状

況が続き、2010年度もその延長で大半を過ごすこととなった。 

さらに 2011 年に入り、東日本大震災という想定外の急ブレーキ要素が発生して先行

きが懸念されたが、これを押し退ける力強さで日本再生・復興の最前線としてのベンチ

ャー企業への資金循環が回復する兆しも見えている。 

 

 

（１）ベンチャー投融資状況 

 

  ① 2010年度概況 ～ 増加に転ずるも今一息 

   国内ベンチャーキャピタル（以下「ＶＣ」という）による 2010 年度のベンチャ

ー企業（以下「ＶＢ」という）向け投融資額は 1,132 億円となった。2006 年度以

降減少を続け 2009年度に 1,000億円割れを記録して一旦底を打った投融資動向に、

ようやく回復の兆しが見えて来た。しかし当センターが実施しているＶＣ投資動向

調査において過去最高となった 2006 年度の 2,790 億円という投融資額から見れば

未だ半分未満の水準であり、本格回復と言うには今一歩勢いに欠けると言わざるを

得ない。 

 

（図表 1-1 ＶＣ年間投融資額） 

 
（出典：VEC 各年投資動向調査） 
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   投融資の内容を見ると、投融資額の増加を担ったのは現状投融資資金に相対的に 

 余力を残す一部大手ＶＣの積極的投資に拠るところが大きいことが窺われ、大半の

ＶＣは極めて厳しい新規ファンド組成環境下において貴重な投資可能原資の有効

活用のため新規投資、追加投資ともに一層選別を強めた投資スタンスを取っている

と推測される。 

 

② 業種別・企業ステージ別動向 ～ やや守りのスタンス 

  2010年度の投資対象業種ではその金額構成割合で見ると「ＩＴ関連」（35.2% → 

31.7%）と「バイオ／医療／ヘルスケア」（18.6% → 13.7%）という研究開発型ＶＢ

が多く属する分野への投資が減少し、これをカバーしたのが「製品／サービス」

（29.9%→34.9%）、「工業/エネルギー/その他産業」（16.4％→19.7％）と伝統的な

既存ビジネスを中心としたキャッシュフローが実現している業種へのシフトが顕

著であった。 

  また投資対象企業の企業ステージの金額構成割合を見ても、「アーリーステージ」

が減少し（31.8%→28.1%）、「エクスパンションステージ」への投資がこれに替って

いる。（29.1%→34.4%） 

  国内経済停滞がＶＢの成長にも強い逆風となっていることは論を待たない所で

あるが、ＶＣもこれまでに被っているファンドパフォーマンスの大幅な悪化に対応

する意味でこのようなやや保守的な投資姿勢を取らざるを得なかったことが窺え

る。 

 

 

（図表 1-2 新規および追加投資先構成比（業種・ステージ）） 
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（出典：VEC 2010年 2011年度投資動向調査） 

 

③ 新しいＶＢの萌芽と今後のＶＣ投資の回復期待 

  しかし 2010年度頃から 2011年度へかけて国内ＶＢに一つのブームが起こりつつ

あると言われている。 

2000 年前後に「ビットバレー族」という用語が出現するなど一大ブームとなっ

たパソコンをプラットフォームとしたインターネット関連ビジネス（様々なインタ

ーネットサイトの製作・運営による情報配信・広告・物販等）やそれを支える新し

い基盤技術やアプリケーション開発を目論むＶＢが多数輩出されたのと類似した

現象が、近時次のような分野で着実に起こっていると言われている。 

 

(ⅰ)スマートフォン、スマートパッド等のモバイルツールをプラットフォームと  

  したアプリケーション開発、 

(ⅱ)ＳＮＳ等のソーシャルメディアを活用した新ビジネス、 

(ⅲ)ＧＰＳ技術を利用したアプリケーション開発 等 

 

これらの若いＶＢの萌芽は今のところ所要資金の規模も小さく、グローバルな展

開を目論むものは少ないとも言われているのでベンチャー投資動向に現れる計数

的影響は当面小さいかも知れないが、次なるＶＢ起業ブーム・興隆の起爆剤となる

ことが大いに期待される。 

  日本ベンチャーキャピタル協会（ＪＶＣＡ）が会員ＶＣ向けに四半期毎に実施し  

 ている投資動向の調査においても 2010年度を底として、2011 年度に入って第３四

半期まで全ての期で前年同期投資額を相当に上回ったとのことであり、ＶＣ投資回

復の足取りが確かなものとなりつつあることが窺える。（詳細はＪＶＣＡのＨＰを

参照 http://jvca.jp/inquiry/2011Q302.pdf ） 

http://jvca.jp/inquiry/2011Q302.pdf
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（２）ファンド組成の状況 

 

  ① 2010年度概況 ～ 苦戦の続くファンド組成環境 

2010 年度の新規ベンチャー投資ファンドの組成は 13 本／525 億円と、投資金額

は微増したものの、2009 年度の 15 本／474 億円という極めて低水準の状況から脱

することができなかった。 

 

（図表 1-3 ファンド組成数・総額） 

 

（出典：VEC 各年投資動向調査） 

 

  東証マザーズ等新興市場の創設に合わせて 2000 年前後に相次いで組成されたフ

ァンドが今、次々と最終期限を迎えている。これらのファンドの投資は 2006 年に

ライブドア事件を契機に始まった新興企業・新興市場への信頼感の縮小・低下や各

種規制の運用厳格化、2008 年に起こったリーマンショックの影響による株式市場

の世界的な長期低迷等を主因として、所期のパフォーマンスを獲得できていない。 

この結果、最近の国内機関投資家や金融機関の新規出資の見合わせ状況を生んでい

ると考えられる。 

従来から相対的に資金調達の苦労が少なかったと言われる金融機関、機関投資家  

  等の系列ＶＣやＣＶＣ型ＶＣといえども、かかる環境下においては系列筋からの新

規出資の勢いも鈍るのは当然の理であろう。 

  ファンド組成による管理報酬は、「ＩＰＯ低迷」、「株価低迷」というキャピタル

ゲインによる成功報酬の獲得が見込みにくい状況下においては国内ＶＣの重要な

収入であり、言わば経営の生命線である。 
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このような状況が長期に継続することは必然的にＶＣの淘汰を招く事態が避け

られないのではないかと思われる。 

 

  ② 新たな出資者の模索 

  このような状況に対応するためＶＣ各社ともファンド組成資金の調達に奔走し、 

  新規出資先の有力候補としてアジアを主とする海外投資家に目を向けるＶＣも少 

 なくなかった。海外投資資金の呼び込みについては 2009年度設立の産業革新機構

への出資呼び込みも狙って、それまで海外投資家が投資しにくい要因の大きな一つ

とされた海外投資家向け税制の一部改正等の政策当局の制度手当ての後押しが行

われた。具体的には「1号ＰＥ課税特例」及び「事業譲渡類似課税特例」を新設し

、海外投資家が我が国のファンドに出資し利益を得る際の課税につき日本国内では

非課税となるケースが増加した。（詳細は経済産業省ＨＰを参照されたい。http://

www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/fund_tokurei.htm） 

未だ制約要件が多く残っているとのファンド資金調達関係者の評価もあり、大規

模な海外資金導入には成功していないと思われる。 

 

③ ＣＶＣの顔ぶれに変化 

  従来より外部民間ＶＣのファンドへ出資したり、自らの直系ＶＣを設置して投資 

 を実行する事業法人の多くは、大手電機メーカー、情報通信大企業、製薬大企業、

総合商社等の所謂「超大企業」がその中心である。その出資目的も自社事業との相

互シナジーが期待されるＶＢ情報や、新規事業の種探しとしてのＶＢ情報の取得が

主であった。かつては全てにおいて自前主義が主流だった超大企業にもＶＢを含め

た外部技術・ノウハウを積極的に取り込もうとするオープンイノベーションの流れ

が定着して来たようである。 

近時これに加えてＶＢの先輩格として急成長し、既に上場も果たしているサイバ 

  ーエージェント、ディーエヌエー、グリー等の企業が続々と直系ＶＣを立ち上げた 

り、一部大手ＶＣとタイアップして次世代ＶＢの育成や囲い込みを狙った投資活動 

をスタートさせており、今後のＶＣ業界動向の中で注視しておくべき流れと考えら

れる。 

http://www.jetro.go.jp/invest/newsroom/pdf/2009/）等の政策当局の制度手当て
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/fund_tokurei.htm
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/fund_tokurei.htm
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＜トピックス １＞事業会社のＶＣ事業が拡大基調 

 

ベンチャー投資を通じて、新しい成長の芽を見出すことを狙い、コーポレート

ベンチャーキャピタル関連業務を強化する事業会社が増えている。社外のリソー

スを取り込み、イノベーションを加速する。 

化学メーカーのカネカは 2011年 9月、フューチャーベンチャーキャピタル（Ｆ

ＶＣ）の第三者割当増資を引き受け、筆頭株主となった。カネカは、ＦＶＣの投

資先企業と自社の持つ技術を通じた連携も検討する。環境や健康分野での新規事

業の創出にもつなげるとみられる。 

旭化成は 2011年夏、米シリコンバレーに、ベンチャー投資の拠点を新設した。

東京の持ち株会社から「ＣＶＣ室」の機能を新拠点に移した。環境やエネルギー

などの分野で、3年間で 30 億円を投資する。現地の有力ＶＣなどとの関係を強化

し、自社の事業との相乗効果を見込むことができるＶＢへの投資機会を増やす。 

ITやメーカー以外でも、ベンチャー投資の活動は広がっている。リクルートは

ベンチャー投資の 100 億円規模の投資枠を設けた。2012年にはグループ企業を含

めて、事業体制を再構築するが、ベンチャー投資は事業のＲ＆Ｄの一部に位置付

けており、継続して注力する方針だ。 

電通も同規模のファンドを組成している。2011年にはインターネット広告関連

のイベントでＶＢ向けのブースを設けたり、海外進出を支援したりするなど、資

金面以外での取り組みも強化している。 

 

 

＜トピックス２＞ 

IT系上場ベンチャーが相次ぎ、スタートアップ・起業家支援会社を設立 

 

グリーやＫLabなど IT・インターネット系の上場ベンチャー企業が相次いで、創

業間もないベンチャーに出資したり、支援したりするためのインキュベーション会

社を設立している。資金を投じるだけでなく、積み重ねたネット分野の経営ノウハ

ウを生かして、成長を促す。ＶＢ育成の好循環が、資金と知見の両面で生まれそう

だ。 

グリーは 2011年 11月、ＶＣ事業への参入を発表した。ＶＣ事業を展開する子会

社グリーベンチャーズを設立した。自己資金を中心に 20 億円を運用する。主とし

て、東南アジア・東アジアを中心に、インターネットビジネス関連のスタートアッ

プ企業に絞って投資する。1件あたり 5,000万円から 2億円規模の投資、平均して

1億円程度の投資を実行していく予定だという。 
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ＫLabは、先端的なインターネット領域でグローバルリーダーを目指すＶＢを 

担う子会社として、ＫLab Venturesを設立した。 

ソーシャルサービスやスマートフォン領域で、自社の豊富な実績と知見を活か

して支援する。ＫLab Venturesは、ＳＢＩインベストメントと、ＶＣ事業を手掛

ける Startup Laboratoryを設立、ＫLabの持つネットビジネスの知見とＳＢＩの

金融知識を持ち寄る。 

セプテーニ・ホールディングスは 11月、グループ内の新規事業の開発・育成を

目的としてインキュベーション会社、セプテーニ・ベンチャーズを設立した. 

 

 

＜トピックス３＞ 

モビーダ、サムライ、ネットエイジなど、シードアクセラレーターが台頭 

 

2011 年には、スタートアップなどの創業まもないベンチャー企業を支援する活

動が活発になった。こうした活動はシードアクセラレーターあるいはインキュベー

ターなどと呼ばれる。主として、ソーシャルアプリなどのネットビジネスにおいて

は、安価なクラウドサービスの利用で事業を開始できるので、資金面では少額出資

で十分なため、多くのベンチャーを支援できるからだ。ソーシャルアプリなどの分

野は、世界展開を目指しやすく、大規模な投資回収が期待できることも背景にある。 

ソフトバンクの孫正義社長の実弟である孫泰蔵氏が社長を務める投資育成会社

モビーダジャパン（東京・港）は 2014 年末までに、250 社のベンチャーに出資し

たり、支援したりする計画を打ち出した。日本だけでなく、アジア各国のベンチ

ャーも対象とする。投資先は世界市場を狙えるオンラインゲームやソーシャル・ネ

ットワーキング・サービス（SNS）とする。投資額は１社あたり最大 500万円。 

この分野では“古参”の顔ぶれも、同様の投資育成手法に取り組んでいる。デジ

タルガレージやネットプライスドットコムは、ネットベンチャーの育成のための会

社を設立した。従来は共同事業という枠組みで進めていたが、2011 年秋、会社を

設立した。投資・育成事業を迅速に進める狙いだ。有望な案件には起業経験者を通

じ 3カ月間、技術指導する。 

ネットエイジも、１件数百万～1,000 万円程度を小口投資する。現在 11 社の投

資先を 50社程度まで増やす計画だ。 

Ｂダッシュベンチャーズやサムライインキュベートなどの新興ＶＣや支援会社

も同様のファンドを設立し、投資活動を行っている。 
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＜トピックス４＞ 

ＫＤＤＩやＮＴＴコムなど大手も、インキュベーションを強化 

 

ＫＤＤＩやＮＴＴコミュニケーションズなど通信関連大手が、ITベンチャーの

ハンズオン支援に乗り出している。デジタルガレージやネットエイジなどが運営

するインキュベーション施設で育ったベンチャーが次のステップとして、利用す

るケースも多い。スタートアップを支援するエコシステムが形成されつつあると

言えそうだ。 

ＫＤＤＩは、2011 年夏、革新的なインターネットサービスのアイデアを持つス

タートアップ企業やエンジニアを対象としたインキュベーションプログラム「Ｋ

ＤＤＩ∞ｌa b o（ムゲンラボ）」の活動を開始した。参加するベンチャーは、主

として、ＫＤＤＩのアンドロイド端末をプラットフォームに、新しいサービスを

開発する。うまくいけば、Ｗin-Ｗin の関係になりうる。投資は前提にしていな

いが、投資に至った事例もいくつかある。 

ＮＴＴコミュニケーションズはオープンラボ（新ビジネス共創プログラム）を

進めている。ベンチャーをパートナーという立場に位置づけて、ネットーワーク

インフラなどを提供し、同社社員らによるメンタリングで、成長を加速する。 

創業期のＩＴベンチャーを支援する組織やプロジェクトが急速に増えている。

有望なベンチャーの囲い込みが激化する、と危惧する声もあるが、複数の育成の

仕組みが結果として連携する形で、ベンチャーの成長を後押ししていると言えそ

うだ。 
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  ④ 存在感増す中小企業基盤整備機構のファンド出資 

ファンド組成に強烈な逆風が吹く中で存在感を示すのが中小企業基盤整備機構

（以下「中小機構」という。）のファンド出資事業である。 

元々民間の専門性の高い独立系ＶＣを育成することに大いに貢献のあった「呼び

水的リスクマネー」であったが、制度の趣旨に沿った必然的結果としてポートフォ

リオ上ではアーリーステージ企業向け主体のファンドへの出資が大宗を占めるた

め、近時のＶＣファンドパフォーマンスの低下の影響も大きかったものと思われる。 

リーマンショックがあった2008年以降、国内民間投資家のリスクマネー供給が極

端に減少し、それに伴って中小機構の出資ペースもスローダウンした。  

このような状況に対応して 2010 年度に制度の枠組みの見直しも行われ、その効

果もあってか、2011 年度に入り新規出資も活発化しており、今や「呼び水」とい

う以上に主力的出資者として機能しているのが実情であろう。 

 

（図表 1-4 中小機構ファンド事業概要） 

 

（出典：独立行政法人 中小企業基盤整備機構 HP） 
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（図表 1-5 中小機構ファンドコミット額とコミット率の推移） 

 

 

(単位：億円）

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
2011年

（12月）

106            118 -

108             40        11 -

30              10 -

- - - 10       

- - - 54       380      

244      50       118      65       390      

50              50 -

53              20         5 -

15               5 -

- - - 4        

- - - 13       141      

117      25       50       18       145      

48% 50% 42% 28% 37%機構コミット率（Ｂ/Ａ）

合計（Ｂ）

組
成
フ
ァ

ン
ド

総
額

機
構
コ
ミ
ッ

ト
額

ファンド名

ベンチャーファンド

合計（Ａ）

ベンチャーファンド

がんばれ！中小企業ファンド

地域応援ファンド

起業支援ファンド

中小企業成長支援ファンド

がんばれ！中小企業ファンド

地域応援ファンド

起業支援ファンド

中小企業成長支援ファンド

 

（出典：中小機構発表資料、VEC 作成） 
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＜トピックス５＞ 

中小機構、ファンド出資事業の制度を改正 限度額を 60億円に倍増 

 

全国の中小・ベンチャー企業の成長支援をおこなう中小企業基盤整備機構は

2010年 7月、ベンチャーファンド等の投資ファンドに出資する「ファンド事業」

で、一部制度改正を実施した。米国と比べてベンチャーファンドへの資金流入が

格段に少ない日本において、中小機構のファンド事業が果たす役割は大きい。ベ

ンチャーファンドへの円滑な資金供給につながりそうだ。 

５種類あった出資対象ファンドのジャンルを再編した。「起業支援ファンド」、

「中小企業成長支援ファンド」、「中小企業再生ファンド」に従来よりシンプルに

まとめた。また、これに合わせて出資限度額も従来の 30 億円から 60 億円に引き

上げるなど、出資要件の見直しも行った。 

資金ニーズの多様化を受けて、創業を促進する「起業支援ファンド」を重点的

に取り組む点も、特筆すべきである。 

また、ファンドを運営する無限責任組合員（ＧＰ）が民間の機関投資家や事業

会社などから資金を募る際、中小機構からの出資を予定している旨、説明するこ

とについても許容する方針を打ち出している。 

かねて、ファンド側より限度額の緩和や出資比率制限の撤廃が要請されてきて

いたが、今回の改正は少なからず、それに応えた形になっている。 

中小機構ではこれまで（平成 22 年度時点）、143 本のファンドに対して 1,276

億円もの出資を行ってきており、そのうち半分はベンチャーファンドが占めてい

る。 
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（３）投資回収（Exit）の状況 

 

  過去 2000年前後に設立されたベンチャー投資ファンドの多くが 2010年から 2011 

年には最終期限到来（ファンドエンド）のピークを迎えるのではないかと予てより言 

われて来た。 

 2010 年度のエグジット件数を見るとこれを裏付けるように件数が３割近く増加 

し、その方法も「経営者等による買い戻し」が圧倒的に多い。 

投資ファンドの最終回収換金（清算準備）の動きは期限の２年程度前からスタート 

するのが通例のようである。現状のような経済環境では企業価値が短期間で大きく高

まる期待は少ないので、Ｍ＆Ａやセカンダリーファンドへの売却という回収手段を選

択できるケースも少ない。結局出資時の投資契約（締結しないケースもあるが）に基

づき経営者・創業者に買い戻してもらう以外換金の手段が無いのが現実であろう。こ

の場合も当事者の資力の限界等もあり、投資契約で想定する価格で買い戻してもらう

ことは極めて稀であると言われている。 

 

（図表 1-6 イグジット件数の推移） 

 

（出典：VEC 各年投資動向調査） 

（社） 
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（４）ＶＣの経営状況 

 

 ① 赤字幅さらに縮小するももう一息 

   市場環境の急激な悪化によるＩＰＯの減少や、有価証券減損会計の厳正適用によ  

  る多額の評価損計上等のため、2008 年度より２期連続赤字を記録したＶＣの経常

損益であったが、その後の間接部門を始めキャピタリストを含む人員削減やオフィ

ス・海外拠点の縮小等のリストラ策の効果も順次出てきており、赤字幅は縮小基調

で推移している。しかし市場の多少の改善で久々のＩＰＯ銘柄を輩出したＶＣも現

状の株価水準ではなかなか大きなキャピタルゲインを得ることは難しく、今回集計

の 2010年度経常損益も僅かながら水面下に終わった。 

 

（図表 1-7 ＶＣの営業収益・経常損益３期） 

 

（出典：VEC2011年度投資動向調査） 

 

 

 

  ② 今後の投資戦略等の経営差別化進行に期待 

   今年度調査においてもいくつかのＶＣ等に当面の投資戦略・経営方針等に関する  

  ヒアリングを行なった。その結果、2009 年、2010 年というベンチャー投資環境の

ボトム期に巷間言われていた「国内ＶＣは本来期待されるリスクマネー供給の役割

を放棄し、シード・アーリーステージ投資を縮小してリスク回避に没頭している」

との批判とは裏腹に、着実にかつ積極的に投資実行を継続しているとの確かな感触

が得られ、一種安堵の気持ちを覚えた。 

その第一点は「ベンチャー投資の原点回帰」を標榜して、(ⅰ)良いシードに (ⅱ)

ＶＢ経営者に対等あるいはメンター的立場で発言しうる株主地位で (ⅲ)経営者

もＶＣもＷin-Ｗinの関係が築けるイグジットを追及する投資を安定的に実行する、

との当り前にも拘らず環境に左右されて思うように実行できて来なかった経営方

針を、改めて前面に押し出すＶＣが数の多寡はともかく大手も含めて確実に存在し

ていることである。従来一部に言われた「ＩＰＯ偏重」「ローリスクローリターン
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のレ-ターステージ投資」「分散投資によるリスク回避との名目で実行する少額バラ

マキ型投資」等の業界全体に向けられた批判を打ち消す投資スタンスとして歓迎す

べきものと考えられる。 

第二点は「ベンチャービジネスもベンチャー投資もグローバル化」の潮流がより

確かなものになりつつあるという点である。 

海外とりわけ中国・アジアに拠点を置いて現地ビジネスに投資し、現地市場への

上場や海外大企業へのＭ＆Ａ等により投資の回収を図るＶＣビジネスモデルが、大

手ＶＣを中心に一般化しつつあることが窺える。1990 年代から米国ＶＢへの投資

は一部のＶＣが（ⅰ）グローバル収益追求という目的のみならず（ⅱ）米国ＶＣの

投資スタイル（タームシート・投資契約・優先株式等）のノウハウを吸収して日本

国内投資への応用を図るという目的である程度の規模で実行して来たが、そうした

投資スタイルとは趣を異にする投資スタンスである。最早、学習的意味合いより「経

済停滞地域の投資より高成長地域の投資の方が高い収益性が見込める」との経営的

確信に基づくＶＣビジネスモデルの新しい展開と考えられる。 

このようなビジネス展開は中小ブティック型ＶＣでは資金量的にも人材確保の  

  点でも自ずと限界があり、ＶＣ業界内分業が一層進む可能性がある。中小ブティッ

ク型ＶＣでは国内ＶＢの海外展開（グローバル化）の種々のサポートを実施すると

いう形でグローバル化に参画していくことがより現実的な対応と思われる。 
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＜トピックス６＞国内ベンチャーキャピタル、アジアでの投資活動を積極化 

 

国内のベンチャーキャピタル（ＶＣ）がアジアでの投資活動を積極化している。 

ベンチャー投資で成果を上げるには投資先企業が事業展開する地域や業種の成

長力が重要だ。急成長しているアジアは国内よりも魅力的であるためだ。ＩＰＯ

も日本よりアジアのほうが活況だ。2010年度でみると 400社を超える中国を始め、

韓国、インドなどが日本を上回っている。 

サイバーエージェント・ベンチャーズは 2011 年 12 月、インドネシアのジャカ

ルタに拠点を開設した。東京、北京、上海、深セン、台北、ホーチミン、ハノイ

と合わせ合計 8 カ所になる。ジャカルタ拠点の開設に合わせ、新たに東南アジア

地域への投資に特化したファンドを組成した。今後最大 1,500万米ドルを目標に、

ファンド規模を拡大する予定だ。 

ベンチャー企業系ＶＣだけでなく、大手金融機関系ＶＣもアジアに乗り出して

いる。三井住友海上火災保険のＶＣ子会社である三井住友海上キャピタルは 2011

年初め、中国や台湾などアジアの企業に特化して投資する 20億円の投資ファンド

を組成した。 

日本の損保会社がアジアでＶＣ事業を展開するのは初めて。東南アジアなど新

興国での投資ノウハウと実績を持つ英国の投資会社のオレオス・キャピタルとも

提携した。 

ＳＢＩホールディングスもアジア展開を強めている。ＳＢＩは 2010年度、国内

のベンチャー投資を２割減らす一方、海外は 2.4倍まで増やした。 

 

 

＜トピックス７＞ 

海外に本社を設立・移転するベンチャーが相次ぐ資金調達や事業の 

グローバル展開視野 

 

海外のＶＣからの資金調達や、海外での事業展開を念頭に、本社を海外に設立

したり、移転したりする事例が増えている。 

ソーシャルチケットサービス「PeaTiX（ピーティック）」を運営する Orinoco（東

京・渋谷）は 12月、米国に持ち株会社を新規に設立して、その会社の子会社にな

った。米国の有力ＶＣから資金を調達するためだ。現在シードラウンドの資金調

達に取り組んでいる。いくつかのＶＣの投資が固まっている。米国のＶＣは日本

のベンチャー企業への投資に関して、税務や法制度が異なるため、総じて及び腰

だ。米国親会社を受け皿とすることで投資を促す。 
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米国への本社移転は資金調達以外にも効果が期待できる。米国でのエンジニア人

材の採用やチケット事業のグローバル展開がスムーズに進むとみている。 

日本のインターネット系ＶＢは今、かつてないほど、海外進出意欲が高まってい

る。ソーシャルアプリの Wonder shake （ワンダーシェイク）は今年、最初の法人

登記の場所を税務や法務の面で企業や投資家にとって有利な米デラウエア州を選

んだ。やはり、資金調達と事業展開を米国でスムーズに進める狙いだ。 

また、アパレルネット販売のサティスファクションギャランティードは、本社機

能をシンガポールに移した。同社はフェイスブックを活用したマーケティングで先

行していることで知られる。主な商圏である東南アジアの中心で、商品開発やマー

ケティングに取り組む狙いだ。 

 

＜トピックス８＞ 

グリーとＤeＮＡ、ソーシャルゲーム大手が海外展開を本格化 

 

ソーシャルゲーム大手が海外展開を本格化している。日本市場ではすでに飽和状

態を迎えつつあるため、市場規模が大きく成長余地のある海外にシフトする考え

だ。成長が見込まれる高機能携帯電話（スマートフォン）向け市場での勝ち残りを

めざし、顧客基盤を海外に広げていく。 

グリーは 2011 年 4 月に同業で米大手であるオープンフェイント（カリフォルニ

ア州）を 1 億 400 万ドルで買収した。12 月にはインターネット決済サービス大手

のペイパルと提携。2012 年にはゲームのプラットフォームをグローバルで共通化

する計画を打ち出した。 

グリーが子会社化したオープンフェイントはスマートフォン向けに 5,000 以上

のゲームを提供しており、会員数は 7,500万人。買収により、グリーのグループと

してのユーザー規模はあわせて１億人を超え、世界最大級になった。今後は両社の

ゲームを相互に提供していくため、プラットフォームを共通化する。一方、ＤｅＮ

Ａは７月、ゲームを主体とした交流サイト「Ｍｏｂａｇｅ（モバゲー）」のサービ

スを米国でも開始した。2010 年に買収したスマートフォン向けサービスを手掛け

る米エヌジーモコ（カリフォルニア州）を活用する。10 月にはチリの同業も子会

社化した。 

日本発で成功したＶＢは無いとされる。ソーシャルゲーム２社の挑戦の行方が注

目される。 
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２．新興市場を巡る動向 

 

 2010 年度の新興市場を巡る環境は前年度からの流れを大きく変える材料も無く、市

場関係者にとっても引き続き厳しいものとなった。 

海外ではアイスランドに端を発したＥＵ・欧州諸国の債務危機問題の拡大が大きな不

安材料として存在し、米国経済回復の足取りも鈍い中、円高が進行するという状況にあ

った。国内では 2011 年度中にリーマンショックの影響を略吸収し終えながら輸出企業

の業績回復を背景に着実な景気回復が期待できるという見通しであった。 

ところが３月に発生した東日本大震災とそれに続く福島原発事故という大災害、小さ

くなかったタイ洪水の影響、さらにはその後ギリシャに飛び火し拡大を続ける欧州の金

融危機と景気回復へのマイナス材料ばかりが目立ち、国内株式市場も「低迷」から脱す

るまでには至っていない。 

しかし経済の先行的メルクマールの一つと考えられる新興市場動向に、後述するよう

な明るい材料が一部とはいえ出て来たことは、ＶＢ・ＶＣにとって今後期待の持てる状

況と認識できる。 

 

 

（１） 新規ＩＰＯの状況 

 

① 新規ＩＰＯの動向 ～ 2011年に入り回復の兆し 

   2009 年（暦年）に比べ多少の環境好転が期待された 2010年（暦年）は、前半に 

㈱エフオーアイ等新興上場企業の粉飾決算等の不正が相次ぎ、その煽りを受ける形 

で国内新規上場社数は 22 社（うち新興市場 16 社）と 2009 年の 19 社（同 13 社）

と同水準の「底這い」の様相を呈した。 

2011 年に入り上場基準解釈の見直し等市場関係者のきめ細かい改善努力の成果

もようやく実現しつつあり、上場待機組を中心に新規上場（暦年）社数 37 社（う

ち新興市場 28社）と久々にＩＰＯ市場は回復の兆しを見出すことができた。 

さらに新興市場への新規上場企業の内訳を見ると、上場前にＶＣが出資していた

企業の割合が大幅に上昇（10 社 56%→22 社 79%）するなどＶＢ、ＶＣを取り巻く

環境全般にも明るさが戻って来ることを期待させる内容であった。 

また、2011 年には、2000 年代に政策的な後押しもあって雨後のタケノコのよう

に多数起業された大学発ベンチャーの中にも、ようやくＩＰＯに至る会社が出た。  

また、韓国系ＩＴ企業がグローバル展開の第一歩として我が国の既存市場に登場

するなど、2011 年の我が国のＩＰＯ市場には活性化への転機を窺わせる出来事が

起こりつつあるようである。 



Ⅰ-18 

 

 

 

（図表 1-8 ＩＰＯ社数の推移） 

 
（出典：2010年報告書、東京 IPO、JVR、VEC作成） 

 

 

（図表 1-9 ＩＰＯ企業の設立から上場までの年数） 

 
（出典：ヤフーファイナンス、各社有価証券報告書等、VEC 作成） 
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＜トピックス９＞モルフォ、ＤＭＰなど大学発ベンチャーが相次ぎ上場 

 

2011年、大学発ベンチャーの株式公開が相次いだ。これまでとの違いは、バイ

オベンチャー以外であることだ。6月 23日マザーズへ上場したディジタルメディ

アプロフェッショナル（ＤＭＰ）は、法政大学の池戸恒雄教授が持つ知財の事業

化からスタートした。また、7月 21日同じくマザーズへ上場したモルフォは、画

像処理技術を専門に研究を行ってきた東京大学出身の技術者が中心となって設立

された会社だ。 

この２社のＩＰＯ事例は、大学発ベンチャーが成功する道筋を示し、再び脚光

を浴びるきっかけとなったとの声が聞かれる。モルフォは設立４カ月後に東京大

学エッジキャピタルから出資を受け、拠点を東京大学内の産学連携プラザに移し、

事業構築を二人三脚で進めてきた。ＤＭＰは設立２年後にルネサステクノロジー

副社長であった山本達夫氏を社長として招聘、任天堂らとの取引を実現させた。

大学発ベンチャーの最大の課題であるマネジメント面をそれぞれ解決し、企業を

発展させた。 

大学発ベンチャーは、最先端の技術シーズを社会に還元するという点で意義は

大きい。地方では、大学を核とした産業政策も検討され始めている。大学発ベン

チャーを支えるエコシステムは整いつつある。イノベーションの担い手として、

大学発ベンチャーのこれからに期待したい。 

大学発ベンチャーは 2001年、当時の経済産業大臣であった平沼赳夫氏が提唱し

た「大学発ベンチャー1000社構想」という大号令の下、多数設立された。早々に

上場したバイオベンチャーもあったが、経営が立ち行かなくなったベンチャーも

少なくなかった。両社の上場で、大学発ベンチャーの成長力が再認識されそうだ。 

  

 

＜トピックス 10＞韓流系ベンチャーが日本で相次ぎＩＰＯ 

 

2011年 12月、韓国系企業が相次いで上場した。オンラインゲームを開発・運営

するネクソンは 14日、東証 1部に上場し、初値に基づく時価総額は約 5,500億円

と今年最大のＩＰＯとなった。リチウムイオン二次電池用セパレータを開発する

ダブル・スコープも 16日マザーズに上場した。両社の公募額はそれぞれ 910億円、

37億円となった。資金調達額で見ても今年の上位に入る。 

ネクソンは、1994 年に韓国ソウル市で設立された旧ネクソン・コーポレーショ

ン（現エヌエックスシー・コーポレーション）がスタート。日本のオンラインゲ

ーム事業への本格展開を目的に 2002年にネクソンジャパンとして設立された。 

ダブル・スコープの崔元根社長はサムスン電子を経て、2005 年に神奈川県で創

業。開発・製造拠点として韓国に子会社を設立し、76,000 平方メートルもの工場

敷地の無償貸与、一定期間の法人税免除など韓国政府から積極支援を受け、業績 
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を伸ばしてきた。 

韓国系企業が日本で上場するのは何故なのか。ネクソンにおいては、全売上高

に占める日本の比率は 15%に満たないが、崔承祐社長は日本での上場について、

「先進的なゲーム市場と国際的な資本市場の 2 つを兼ね備えた魅力的な市場」と

述べている。ダブル・スコープの崔社長は上場会見で、「米ナスダックへの上場も

検討したが、東証を選んだ」と説明した。 

東証と大証の経営統合が発表された。アジアの金融マーケットで確固たる地位

を築く為にも、東証としては今後も、アジアの有力ベンチャーの上場を推進する

考えだという。 
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② 株価の低迷は依然深刻 

   2011 年度に入りＩＰＯの件数等明るい材料も出て来ている中、株価水準の回復

は未だ殆ど見られずＶＢもＶＣも市場関係者もいずれを取っても不満足な結果に

なっている状況が継続している。このため 2012 年度に関しても本格的にＩＰＯが

急回復するとみる市場関係者は少ないようである。 

 

（図表 1-10 2011年公開企業の公募価格他） 

上場日 市場 銘柄名 業種 初値騰落率
12月末

対初値騰落率

1 3/3 マザーズ 駅探 情報・通信業 98.92% -77.84%

2 3/11 東証２部 AGS 情報・通信業 -6.32% -21.05%

3 3/11 東証１部 カルビー 食料品 0.00% 79.29%

4 3/15 東証２部 島根銀行 銀行業 22.32% 51.61%

5 3/15 ジャスダック アイディホーム 不動産業 -36.84% -35.19%

6 3/18 ジャスダック アイ・アールジャパン サービス業 5.00% -48.33%

7 3/23 ジャスダック ピーエスシー 情報・通信業 2.00% -15.90%

8 6/9 東証２部 クロタニコーポレーション 卸売業 -2.50% -43.75%

9 6/23 ジャスダック ハウスコム 不動産業 -3.33% -9.33%

10 6/23 マザーズ ディジタルメディアプロフェッショナル 情報・通信業 27.08% -26.04%

11 6/24 ジャスダック イートアンド 食料品 -8.01% 3.11%

12 6/29 ジャスダック SEMITEC 電気機器 -3.20% -25.68%

13 6/29 東証２部 日本ドライケミカル 機械 8.92% 17.65%

14 7/15 AIM メビオファーム 化学 -76.17% -100.00%

15 7/20 ジャスダック ラクオリア創薬 医薬品 -7.50% -62.50%

16 7/21 マザーズ モルフォ 情報・通信業 115.11% 10.76%

17 8/12 ジャスダック ヒト・コミュニケーションズ 情報・通信業 2.96% -11.30%

18 9/16 ジャスダック イーピーミント サービス業 13.33% 5.27%

19 9/22 マザーズ ブレインパッド 情報・通信業 188.64% 85.00%

20 9/27 マザーズ ＫＬａｂ 情報・通信業 133.53% 181.18%

21 10/20 ジャスダック シンバイオ製薬 医薬品 -19.64% -14.64%

22 10/21 ジャスダック 日本管理センター 不動産業 0.00% 172.19%

23 10/24 ジャスダック スリー・ディー・マトリックス 精密機器 -42.86% 10.48%

24 10/26 マザーズ ポールトゥウィン・ピットクルーＨＤ 情報・通信業 21.33% -7.60%

25 10/28 マザーズ イーブックイニシアティブジャパン 情報・通信業 123.68% 184.08%

26 10/28 ジャスダック 菊池製作所 金属製品 4.55% -13.91%

27 11/29 ジャスダック ベルグアース 水産・農林業 5.41% -5.81%

28 12/7 マザーズ リブセンス サービス業 81.82% 200.91%

29 12/13 ジャスダック サンセイランディック 不動産業 -6.00% 3.80%

30 12/14 東証１部 ネクソン 情報・通信業 0.54% -14.85%

31 12/16 マザーズ ダブル・スコープ 電気機器 -8.00% -28.36%

32 12/19 東証２部 ジャパンマテリアル サービス業 -7.92% -9.21%

33 12/20 マザーズ カイオム・バイオサイエンス 医薬品 -8.15% -4.07%

34 12/20 東証２部 新田ゼラチン 化学 -7.60% -4.80%

35 12/21 東証２部 スターフライヤー 空運業 72.96% 40.88%

36 12/22 ジャスダック アイセイ薬局 小売業 0.00% 9.39%

37 12/22 マザーズ ミサワ 小売業 40.58% 11.63%

※　12/26上場セブン銀行を除く  

 

（出典：東京 IPO・ヤフーファイナンス、VEC 作成） 



Ⅰ-22 

 

 

（図表 1-11 初値騰落率、公募割れ銘柄数） 

 
（出典：トレーダーズウェブ、VEC作成） 

 

 

＜トピックス 11＞震災や市場環境悪化でＩＰＯ延期が相次ぐ 

 

2011年は、新規株式公開（ＩＰＯ）の社数は増えた。ただ、春先の東日本大震

災発生や年末にかけての欧州発の金融不安による株式市場の低迷などの影響で、

上場承認を当該市場から受けていた企業がＩＰＯを延期する例が目立った。 

春先では、ジャスダック市場から上場承認を受けた医薬品の研究開発などを手

掛けるラクオリア創薬（愛知県武豊町）が 3 月の上場予定を延期した。温度セン

サーなどを製造・販売する SEMITEC（東京・墨田）も 4月の上場予定を見送った。

その後、市場状況を見極め、SEMITEC は 6 月、ラクオリアは 7 月に上場を果たし

た。 

ただ、4月 12日にマザーズへの上場を予定していた液晶ディスプレー用ガラス

基板を製造・販売する Avan Strate（三重県四日市市）は上場延期したまま、2011

年の上場を見送った。12月にも日興アセットマネジメントが新規上場の延期を発

表。欧州発の金融不安で投資家の購入意欲が弱まり、株式の売り出しが難しくな

ったと判断した。新規株式公開（ＩＰＯ）で今年２番目の大型案件が、計画の練

り直しを迫られた。キューアンドエーも上場を延期した。見込み通りの資金調達

ができないとの懸念があったとみられる。 

ＩＰＯには、長期間にわたる事前の準備が必要だ。それだけに、承認後に延期

を決断するのは大きな経営判断だ。過去においても、2006年 1月のライブドア・

ショックや 2001 年 9月の米同時多発テロなどの突発的な事象の影響で、上場延期

が相次いだことがある。 
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2011年の新規上場社数は 37社で、２年連続で前年を上回った。リーマンショック後

の 2009年を底にＩＰＯ社数は回復基調にある。 

 

 

＜トピックス 12＞バイオＶＢ５社上場するも、初値はさえず 

 

2011年の新規株式公開（ＩＰＯ）は２年連続で社数を伸ばした。その流れの中

で、バイオベンチャーのＩＰＯも全体の７分の１程度にあたる５社になった。た

だ、株価面では振るわなかった。初値でみると、５社全てが公募価格を下回る結

果になった。ＩＴ・ネット系の銘柄で初値が公開価格の２倍を超える例もあった

のとは対照的だった。株式市場が総じて軟調に推移する中、将来の成長性に期待

して投資するバイオ銘柄は投資家にとって積極的に買い進めにくかったようだ。 

2月 20日に東証マザーズに新規上場した抗体医薬品の研究開発支援を手掛ける

カイオム・バイオサイエンスもその例にもれなかった。初値は公募価格を 8.1％

下回る 2,480 円だった。同日に上場した新田ゼラチンも 7.6％下回る 462 円とさ

えなかった。 

10月上場の自己組織化ペプチド技術を用いた医療製品の研究開発、製造及び販

売を手掛けるスリー・ディー・マトリックスの初値に至っては 42.9％下回る 1,200

円どまり。同じく 10月にＩＰＯしたがん・血液・自己免疫疾患向け医薬品開発の

シンバイオ製薬は 19.6％下回る 450円だった。ファイザー製薬の研究チームが独

立した会社ということで期待を集めていた医薬品研究開発のラクオリア創薬（7

月上場）も公募価格を 7.5％下回る 1,480円で初値が付いた。 

こうしたベンチャーキャピタルの一部では、上場したものの、満足できるリタ

ーンを得にくいとの声が広がっている。 

 

 

 

③ 東京ＡＩＭにも初の上場銘柄 

   我が国初のプロ投資家向け新興市場である東京ＡＩＭも 2009 年に市場創設以来

上場実績の無いまま推移していたが、2011 年 7 月にようやく第１号として、抗が

ん剤開発を手掛けるメビオファーム㈱が上場を果たした。上場先に関する指定アド

バイザー（Ｊ-Ｎomad）の役割・責任が従来の上場主幹事に比べ上場前後ともに重

過ぎるとの理由から、当初より大手証券会社の取り組みも今一歩腰の引けたもので

あったが、シンガポール系外資証券のフィリップ証券が名乗りを上げる形で第１号

実現となった。但し株式市場全般の環境は他と変わることもないので、新株公募を

見送るなど新規市場資金調達という所期の上場目的からは距離のあるものとなっ

ている。とは言え、機関投資家を含む一定規模以上の資金力や市場ルール等の知識

を保有するプロフェッショナルな投資家のみが参加する株式市場が形成されるこ
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とは、小口個人投資家主体でやや異常な株価形成がされることの多い既存の新興市

場にも一石を投じることが期待される。 

 

 

＜トピックス 13＞メビオファーム、TOKYO  AIM 上場第１号 

 

TOKYO  AIM 市場は、市場参加をプロ投資家に限定することで、株主数や時価総

額、売上高、利益等の数値基準がないなど、ベンチャー企業にとって比較的目指

しやすい制度設計がなされている。上場適格性をＪ-Ｎomad と呼ばれる専門アド

バイザーが評価することも特徴だ。上場第１号となったメビオファーム藤澤社長

も、同市場を選んだ理由に、その柔軟性と国際性を挙げている。 

今回、同社のＡＩＭ上場を手掛けたのはシンガポール系証券会社のフィリップ

証券。メビオファームの上場申請と同じ日に、7社目のＪ-Ｎomadとして選定され

た。医薬品開発において今後重要度を増すアジアへの展開を図る上で、最適なパ

ートナーと判断された。しかし、期待とは裏腹に、上場日から売りが先行し、５

日目にして付いた初値は 76％安の 286円。当初予定していた新株発行を中止した

ことも、投資家の不信感を招いた一因かもしれない。 

同市場活用において、順調な船出とは言えない結果となってしまったが、1 社

実績が出たことは大きな一歩といえる。ベンチャー企業にとって選択肢が増えた

ことは歓迎すべきであり、更なる改善が期待される。ひとつは流通市場面の改善。

モデルとなったロンドンＡＩＭでは、キャピタルゲイン課税免除などの優遇税制

により投資促進が図られている。国内大手証券会社が積極的でない中、Ｊ-Ｎomad

の拡充も急務だ。 

 

 

④ 海外市場上場を目指す動きは下火 

  国内新興市場低迷の継続に嫌気して上場を先送りして来た上場予備軍のＶＢの  

 中に 2009年頃より他のアジア等の新興市場（香港、台湾、韓国、シンガポール等）

への上場を模索する動きが活発となり、海外市場関係者の積極的誘致活動と相俟っ

て 2009年には韓国 KOSDAQ市場へネプロアイティ㈱が上場した。しかし上場実務を

現実に進めて行くと、申請手続きのみならず申請以降のＩＲ活動他すべてに予想以

上の「翻訳コスト」が付きまとうこと、現地弁護士費用等付帯コストも相当にかさ

むこと、それらのコストに見合うだけの値付け（上場時資金調達）が満足のいく水

準でないこと等ＶＢの上場意欲を大きく削ぐ実態が徐々に明らかになるにつれ、海

外上場熱は急速に冷めて行った。先のネプロアイティ㈱が 2011 年に不正経理問題

で上場廃止になったこと等も影響して、KOSDAQ２社目の上場を目指して申請まで持

ち込んだパワーテクノロジー㈱も最近上場を撤回するなど、当面海外上場の動きが

すぐに再活発化する材料は見当たらない。但し後述のＶＢアンケート調査の結果に

見るように上場を目指すＶＢが海外市場（特に他のアジア）の存在を視野に入れて
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検討しようとの動きは定着したのではないかと思われる。 

 

 

＜トピックス 14＞海外上場目指す動きはあるも、実現には困難さも 

 

日本の株式市場でのＩＰＯの回復が鈍い中、海外上場を模索するベンチャー企

業も出てきた。ただ、実現はなかなか難しいようだ。 

SEO（検索エンジン最適化）を手掛けるパワーテクノロジー（東京都千代田区）

は 2011 年 12月、韓国 KOSDAQに上場撤回申告書を提出した。同社は 6月に上場予

備審査承認を受け、上場準備を進めていたが、主幹事を務める韓国の証券会社と

の間で、公募価格の合意ができなかったという。同社では、「主幹事証券会社と

のコミュニケーションの問題、株式市況の低迷、今期韓国に上場した海外企業複

数社の粉飾決算に伴う海外企業への不信等の諸事情に起因した当社公募価格の低

迷により、ＩＰＯ全ての観点から KOSDAQ上場を選択する意義、メリットがないと

判断し、この度 KOSDAQ上場申請を撤回することとなりました」と説明している。 

アジアや中国で事業展開するベンチャーの中には、シンガポールや台湾、香港

などへの上場を目指す動きも少なくないが、実現には至っていないようだ。 

一方、先行して韓国 KOSDAQに上場したネプロアイティは上場廃止になった。同

社固有の問題が原因とされるが、一部には海外上場の難しさを指摘する声もある。 

大企業では、2011 年 2月にはエルピーダメモリが台湾証券取引所に上場し、Ｓ

ＢＩホールディングスも 4 月に香港証券取引所に上場している。ＳＢＩホールデ

ィングスの子会社、ＳＢＩモーゲージは 2011 年 11 月、韓国取引所のメイン市場

KOSPI への上場承認を受けている。上場承認後６ヶ月以内の上場が定められてい

る。海外の証券取引所との適切な向き合い方が求められている。 
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（２）新興市場の信頼性回復と活性化への動き 

              ～ 金融当局も動き出した新興市場活性化 

 

 

  2010 年に相次いで発覚した㈱エフオーアイ、シニアコミュニケーション㈱の新興

上場企業の上場後間もない不正経理事件は、証券取引所、監査法人、上場幹事証券会

社等の新興市場関係者の動きを一層慎重にさせることとなり、株価の低迷とも相俟っ

て市場からの投資家離れを加速させた。 

  行政当局も含め新興市場の信頼回復と活性化は喫緊の課題とのコンセンサスの下、 

 2010 年 12月に金融庁が発表した「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのア

クションプラン」（詳細は金融庁ホームページ掲載の同題項目を参照されたい。 

 http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101224-5.html ） の中に「新興市場等の 

信頼性回復・活性化」が課題として掲げられ、これに沿って 2011年 2月には金融庁、

日本証券業協会、日本会計士協会、ＶＣ等が一堂に会する初の試みで「新興市場等の

信頼性回復・活性化策に係る協議会」が設置された。 

上場審査における関連手続き等の実態改善に向けての広範な議論がなされ、具体策 

の方向性として「新興市場等の信頼性回復・活性化に向けた工程表（案）」が発表さ 

れている。（詳細は日本証券業協会ホームページに掲載の同題工程表（案）を参照さ 

れたい。 http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaigi/chousa/shinko_kyougi/files/） 

その多くは既にそれぞれの関係者・団体等により取組みが始まっている事項の再確 

認と周知を図る趣旨となったが、目新しいテーマとして(ⅰ)グリーンシートの役割・ 

あり方の抜本的見直し（現在別途協議会が設けられ議論中）、(ⅱ)「一定の質が確保 

された上場前企業のリスト化」に中小機構が昨年より経済産業省のバックアップによ 

り構築中のＶＢ・ＶＣデータベース（当センターもこれまでの本調査のノウハウ提供 

を通じて全面的に協力）の活用を検討、(ⅲ)急成長企業の上場遅延要因となっている 

のではと言われた「遡及的監査」が可能となる基準を明確化 等が挙げられる。 

 新興市場の活性化のため市場関係者が緊密に情報交換・情報共有し協力関係を深め 

ることは極めて有意義であり、このような試みの継続が期待される。 

 

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101224-5.html
http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaigi/chousa/shinko_kyougi/files/
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＜トピックス 15＞ 

東証がマザーズ市場の改革、「2013年度には 60社以上のＩＰＯを」 

 

2011 年 2 月 28 日、東京証券取引所が「マザーズの信頼性向上及び活性化に向

けた有価証券上場規程等の一部改正について」を公表した。近年、ＩＰＯ社数が

激減している中、いよいよ改革に乗り出した形だ。 

上場会社監査事務所による監査の義務付けなど、昨今の粉飾事件の流れを受け

た「投資家保護」の要素もあるが、「市場コンセプトに即した上場審査手法の導入」

や「上場審査プロセスの効率化のための対応」など、成長企業に資金調達機会を

提供するという新興市場本来の機能を果たそうという意欲もにじみ出ている。 

特に、「事業計画の合理性の審査」は注目に値する。これまで、「当該事業計画

の遂行により、経営成績が良好となる見込みのあること」であったのに対し、改

正後は「当該事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること又は

整備する合理的な見込みのあること」と、経営成績（結果）ではなく遂行力を審

査ポイントに置いた点は、不確実性の高いＶＢの視点に立った改正と言えるであ

ろう。 

これに併せて、東証はグループの中期経営計画を発表、重点戦略の柱としてＩ

ＰＯ数の拡大を挙げている。「2013 年度以降、60 社以上が継続的に新規上場する

申請会社の獲得を目指す」とし、2011年 4月 1日付けで営業本部を創設した。 

ＩＰＯを目指さないと公言する起業家や海外上場を検討するＶＢが増えている

中、マザーズはＶＢにとって魅力的な選択肢となれるのか。東証は打ち出した方

針を徹底できるのか。 
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§2．海外ベンチャー投資の動向概要 

  

 国内のＶＣは未だ雪解けを待つ状況にあるがベンチャー先進国の米国や、世界経済を

下支えする存在にまで急成長を続ける中国では多少風向きが異なるようである。 

米国では投資、ファンドレイズ、ＩＰＯを含むエグジットとも 2010 年以降回復のピ

ッチを上げているし、中国では外資の流入を超える勢いで中国内ＶＣの活動が活発化し

ているようである。 

 

１．米国のＶＣ投資の概況 

～ NVCA Year Book 2011 のデータによる ～ 

 

 米国においても 2010年は、大きく落ち込んだ 2009 年からやや回復する気配は見せて

いるものの、未だに本格回復には程遠いという評価のようである。しかし、2011 年に

入っても IT 関連を中心に投資回復は継続して本格軌道に乗ったとの見方も出ており、

2012 年に予定されるフェイスブックの上場等を契機に一気にブレイクすることも期待

される。 

 

 

（１）2010年の投資状況 

 

  ① 投資額・件数 

         投資額は 2009年の 183億ドルから 2010年は 220億ドルと 20 % の増加となった

が、クレジットクランチのあった 2008 年の水準（281億ドル）にも至っていない。 

  ディール件数は 2009年の 2,916件（内新規 728 件）が 2010 年は 3,496 件（内新規

1,001 件）へ 19.9% の増加となったが、新規投資件数の増加率は 37.5%と明るい兆

しも見えて来ている。    
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（図表 2-1 VC投資額、投資件数） 

 

（出典：NVCA YEAR BOOK 2011、VEC 作成） 

 

 

② 業種別・企業ステージ別 

  投資額の増加をリードしたのはソフトウェアを中心とする IT関連業種（72億

ドル → 91 億ドル 26%増）とクリーンテック関連が多くを占める工業、エネル

ギー業種（25 億ドル → 34 億ドル 36%増）であった。ソーシャルメディアやモ

バイルをコアに IT 関連は引き続き活発な動きを見せている一方、バイオ、創薬

等のライフサイエンスは 2009年に大きく低下した後 2010年も横這いと回復の足

取りは鈍い。 
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（図表 2-2 業種別投資金額分布） 

 

 

 

（出典：NVCA YEAR BOOK2011、VEC作成） 

（億ドル） 

（260） 
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    企業ステージ別に見てみると、投資の回復を支えたのはエクスパンションス 

テージ企業への投資が大きく増加したことによる。（58 億ドル → 86億ドル 49% 

増） 

我が国に比べ回復の様相が強い米国株式市場の動きを睨んで、一気にイグジッ 

トを加速させようとの思惑も見える。 

  もう一点米国において我が国と異なるステージ別投資の特徴が、シード／アー 

 リーステージ企業への投資が金額ベースで環境に殆ど左右されることなく安定

的に推移していることである。シード／アーリーステージ企業がまさしく次世代

産業のベースを固めるという意味で、この部分が基礎として揺るぎ無いのはＶＣ

投資の歴史や社会的理解の厚みを感じさせるところである。 

 

   （図表 2-3 ステージ別投資金額分布） 

 

（出典：NVCA YEAR BOOK2011、VEC作成） 

（億ドル） 
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（２）2010年のファンドレイズ状況 

 

  米国においても新規ファンドレイズは 2009 年に 150 件/163 億ドル（前年比 件数 

30% 減、金額 38%減）と大きく落ち込んだ。2010年においても、 157件/123 億ドル

と金額ベースではさらに縮小（前年比 25% 減）となるなど、投資家のスタンスは未

だ慎重であった。 

 

（図表 2-4 米国におけるファンドレイズの推移） 

 

     （出典：Thomson Reuters、VEC 作成） 
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（３）2010年のイグジット状況 

 

  2010年のＶＣが出資する企業のＩＰＯは 2009年の 12件から一挙に 72件へと大幅

に増加し、2007年以降では最高となった。 

  またＭ＆Ａによるイグジットも 2009 年の 272 件から 427 件へと、トムソンロイタ

ーが 1970年代からＶＣ調査を始めてから最多となったようである。 

  ただこのように件数ベースでは回復基調が顕著であるものの、ディール金額では 

 ＶＣの期待水準をはるかに下回っており、本格回復にはもう一息という状況のようで

ある。 

 

（図表 2-5 米国における VC 支援企業の IPO 件数の推移） 

 

 （図表 2-6 VC支援企業のイグジット件数割合（IPO、Ｍ＆Ａ） 

 

（出典：NVCA YEAR BOOK2011、VEC作成） 
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＜トピックス 16＞ 海外 ITベンチャー、大型の資金調達相次ぐ 

 

2011年は海外のベンチャー企業で大型の資金調達やＩＰＯ（新規株式公開）が

相次いだ。ＳＮＳ（交流サイト）最大手の米フェイスブックが 2011年 1月に総額

15億ドルの資金調達を実施したことがきっかけ。ブームの様相を呈しており、し

ばらくはこの傾向が続くとの声もある。 

フェイスブックの資金調達後の企業価値は 500億ドルという。同社は 2012年に

も NYSE または NASDAQ に新規株式公開（ＩＰＯ）に踏み切るとみられており、そ

の時点での企業価値は 1,000 億ドルに達するとの期待がある。さらに市場の注目

を集めるとともに、世界的株式市場の活性化の契機となるよう期待する市場関係

者が少なくないようだ。調達した 15億ドルのうち、5億ドルは 2011年 12月にす

でに明らかになっていたもので、米ゴールドマン・サックス（ＧＳ）とロシアの

ＩＴ（情報技術）関連投資会社デジタル・スカイ・テクノロジーズ（ＤＳＴ）が

引き受けた。 

2011 年 11 月に新規株式公開（ＩＰＯ）したグルーポンは７億ドルを調達、調

達額は米インターネット関連企業としては 2004 年のグーグルに次ぐ水準になっ

た。5 月にはビジネス向けＳＮＳのリンクトインも上場した。ソーシャルゲーム

のジンガも 7月に上場申請、ＳＥＣに提出した資料によると 10億ドル規模を調達

する計画という。 

日本市場でも、韓国系オンラインゲーム配信のネクソンが 12月、東証１部に上

場した。資金調達額は 900億円を超え、時価総額は 5,400億円強になった。 
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（４）2011年概況 ～ NVCA & PWC Money Tree レポートの 

第 4四半期データによる 

 

  2011 年の米国ＶＣの投資はさらに回復の勢いが顕著となって来ており、目先の米

国経済の不安定さとの齟齬をどのように解説するのか、一部には局所的なバブルの動

きを懸念する声も有るようである。 

 

  2011年のＶＣ投資額は 284億ドル（注）と前年比 22%増、投資件数は 3,673件と前

年比 4%増となった。投資額はインターネット関連、クリーンテックを始め多くの分

野・業種で前年比 2ケタ%の伸びとなっている。 

 （注）Money Tree レポートの四半期集計値は NVCAの Year Book で公表される 

    数値と一致しない。（通例 5%程度多めの数値であることが多い） 

 

しかし投資件数が左程増加していない（1件当たりディールの規模が大きくなって

いる）点について、①前回のベンチャーバブル（1999～2000 年）時のような過熱状

態ではなくディール選別は厳しくなっていると評価する者もいる一方、②イグジット

環境が好転して来ていることからバリュエーションの面でもファンド出資者（ＬＰ）

を中心に一気に強気のポートフォリオ構築をＧＰに期待している。2012 年は米国経

済状況の不安定さを勘案すると、ＧＰとして市場環境の好機を捉えた投資を実行でき

るかが成否を分けるとの見方をする者もいる。 

 

  ＶＣ投資の回復という観点からみれば米国の急速な好転は、我が国のベンチャー投

資環境にも好影響を与えるであろうことは間違いの無いところであろう。 
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２．中国のベンチャー投資状況 

 

 中国におけるＶＣ投資に関するデータ集積は、その歴史から見てもカバー率等の点で

満足の行く水準に至っているか全く不透明であるが、本調査で昨年より引用している、 

「China Venture」のレポートは本調査や米国 NVCA 調査と視点が略一致しており、当面 

このレポートを基に中国の状況を記述することとしたい。 

 （詳細は同グループのホームページ http://en.chinaventure.com.cn/research/  

を参照されたい。 ） 

 

 

（１）2010年の投資状況 

 

  ① 投資額・件数 

   2010年のＶＣ投資は 2009年にリーマンショック後の外資系ファンドのクランチ 

で大きく落ち込んだ状況を抜け出し、804 件／56.7 億ドルとなり、前年比件数で 65%、

金額で 93%増と 2008年以前のピーク水準に戻った。 

    

（図表 2-7 中国国内の投資額および件数の推移） 

 
（出典：ChinaVenture.com.cn） 

http://en.chinaventure.com.cn/research/
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② 業種別・企業ステージ別 

投資先業種・企業ステージの金額構成は図表 2-8及び 2-9の通りである。 

インターネット関連（多くはネットサービス系と見られる）及び IT 関連で４

割を超えこれに製造業とヘルスケアを加えた上位４業種で約 2/3を占めている。 

中国におけるＶＣ投資自体の段階としては、米国とは異なり、国内経済の自由 

化、市場化を背景に急成長するインフラ系、消費関連系の業種（先進国で言えば 

「伝統的従来業種」）への資本投入もまだまだ積極的に継続していると思われる。 

ＶＣのイグジットモデルとしても、これまでの我が国同様株式市場への上場を 

第一目標と捉えているようである。但しＩＰＯの主たる目的は市場資金調達であ 

り、イグジットのルートを中国内市場に限定して考えている訳ではない。キャピ 

タリストに米国留学帰りが多かったり、元々欧米系合弁ファームが多かったりで、 

投資スタイルは米国型に近いものと推測される。 

投資先企業ステージで見れば当然にエクスパンションステージ以上のＩＰＯ 

の可能性が高い企業が多くなるという状況である。 

 

 （図表 2-8 投資先業種分布） 

 

 （出典：ChinaVenture.com.cn） 
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（図表 2-9 投資先ステージ分布） 

 

（出典：ChinaVenture.com.cn） 

注）ステージ定義が不詳であるが「Development」が「レーター」に相当するものと推 

測される。 

 

③ ＶＣの主役は外資から国内へ 

中国におけるＶＣ投資は 2008 年頃までは外資または外資との合弁ＶＣが主

たるプレーヤーであったが、2008年のリーマンショックを境に外資による投資

が縮小したのを機に、それに代わる形で国内ＶＣの活動が活発化し 2009 年以

降ディール件数では一気に 2/3 程度を占め、投資金額においても 1/3 を超える

に至っている。 

 

（図表 2-10 中国国内における海外 VCの件数及び投資金額比率の推移） 

 

（出典：ChinaVenture.com.cn） 



Ⅰ-39 

 

 

（２）2011年の概況 ～ 「Zero2IPO Report 2011/11 データ」による 

 

 

  ① 投資額・ファンドレイズは大幅増加 

上記レポートによれば、2011年（暦年）に入り投資件数・投資額は 11月までの

累計で 1,401件/117億ドルと 2010年の数値（817件/54億ドル＝前記 China Venture

数値と若干相違する）比で既に件数で７割増、金額で倍増以上の勢いである。 

ファンドレイズも人民元建てをメインにブーム化しつつあり、これを支える中国

内ＶＣの動きも活発で、ファンド組成件数・金額は 2011年 11月迄で 323 件/264.6

億ドルと、2010年 1年間と比べても件数で 104%増 、金額で 137%増 であった。 

ファイナンスは北京や沿岸大都市に限らず、内陸都市部等国内の地域を問わず広

がりを見せているようである。 

業種別ではインターネット関連で国内の大量消費を期待する e コマースサイト

などサービス型がホットと言われているようである。一方で米国と同様クリーンテ

ックと呼ばれる環境関連も先進国に多少遅れる形で注目され始めている。 

 

 

② 想定イグジットモデルに変化の兆し 

ＶＣ出資企業のＩＰＯ予定のリスティング（申請受付）を含むイグジットは 2011

年は 11 月迄に 435 件、実際にＩＰＯに至ったものは約 300 件と総件数の 2/3 超と

大半を占めるものの、2010 年の 85%に比べると大幅に低下した。 

一方Ｍ＆Ａによるイグジットが 52 件と静かなブームとなりつつある。我が国が

40 年かかっても脱しきれないＩＰＯ前提のＶＣビジネスモデルから、わずか数年

で米国型への見直しの機運が出てきているとのことである。 
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§３．ベンチャー企業（ＶＢ）向けアンケート調査 

 

当センターでは昨年度に続き 2011年 11月に創業５年以内ＶＢ939 社に対して「ベン

チャー企業の経営環境等に関するアンケート調査（2011 年）」（回答数 116 社 回答率

12.4%）を実施し、ＶＢの状況把握に努めた。 

回答率が昨年度（16.5%）比やや低下傾向にあり、回答企業の 2012年度以降について

の極めてポジティブな業績予想の集計値等を勘案すると、昨年度もその傾向はあったも

のの今年度はさらに「ＶＢの中でも業況好調な母集団」という認識を前提に本項の記述

を進めることとする。 

 

１． 回答ＶＢのプロファイル 

 

（１）業種 

 

  ＩＴ関係が 56%（うちソフトウェア 29%）、エネルギー／環境関連が 16%、バイオ／

ヘルスケア 12%と創業後年数に相応しい新産業型の業種構成となった。 

  昨年の本調査と比べ、エネルギー／環境関連（昨年 6%）の構成比が大きく上昇し

たのが目立つ。米国のクリーンテック振興や先の原発事故の影響もあり関連ＶＢがビ

ジネス展開に対し強気に転じている可能性もある。 

 

（図表 3-1 業種分布） 
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（２）企業ステージ 

 

  創業５年以内の企業を調査対象としているのでアーリーステージ 57%、エクスパン

ション 32%で大宗を占める。 

 

（図表 3-2 企業ステージ分布） 

 

 

 

（３）目先の業績予想 

 

常にこの集団の経営見通しはポジティブあるいはポジティブな表現をする習性で

もある。前年調査時も同様の結果となっている。 

 

（図表 3-3 今期および来期の業績見込み） 
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２．アンケート調査結果概要 

 

（１）今後の事業展開とＩＰＯ 

 

  ① グローバル化指向はさらに進展 

ビジネスのグローバル化を考えている企業は 40%と前年調査の 32%からも増加し

て高い水準にある。現状では、16%の企業が海外事業を行っているが、売上規模は

25%未満が大多数であり、事業成長期待の大きさという観点からすればまだまだの

状況と言えよう。 

 

（図表 3-4 ビジネスのグローバル展開） 

 

 

（図表 3-5 海外売上比率の状況（社数割合）） 
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  ② ＩＰＯに対するスタンスは複眼的 

企業ステージではシード／アーリーで 65%を占める中、将来のＩＰＯを考えてい

る会社が 51%、ＩＰＯ準備中が 16%と、ＩＰＯを見据えている企業の比率は高い。 

ＩＰＯを凍結、他の方法を検討中と回答した企業はエクパンションステージある

いはレーターステージに来ている企業が主と思われるが、エクスパンション企業の

割合 35%に比較してＩＰＯを凍結あるいは他の方法を検討中の企業の割合が 34%あ

るということは、相当数の企業が目先のＩＰＯに慎重になっていることが窺える。 

海外でのＩＰＯも視野に入れている会社も多く、その場合の市場としてアジア

72%、米国 35% と高く、それぞれ前年の 27%、2%から大きく増加した。ＩＰＯが国

内市場だけとは限らないという考え方がＶＢ経営者にも定着しつつあるものと思

われる。 

 
（図表 3-6 IPO に対する考え） 

 

 

（図表 3-7 上場を考えている市場） 
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（２）当面の経営ニーズ 

 

  ＶＢが当面の経営ニーズとして掲げる項目は昨年同様（ⅰ）人材確保、（ⅱ）販路

拡大、（ⅲ）資金調達が３大事項であり、そのように回答した会社の比率も大きな変

化は無かった。但し「資金調達」と回答した企業の比率が 58%から 50%へ低下してお

り、これは資金調達環境が好転したというより全体の資金調達環境の厳しさをＶＢサ

イドでも強く意識した（即ち「過度にあてにしない」）経営スタンスを取っていると

見るべきではないかと思われる。 

 

（図表 3-8 経営ニーズ（2010年度および 2011年度調査）） 

 

 

① 人材ニーズ 

   ＶＢの人材不足認識は回答企業の８割に及んでおり、その内容も「経営幹部」と

いうより「技術者・従業員」と業務遂行資源の根幹であり、かつ不足の原因の認識

は「報酬・賃金の負担」である。 

   この課題解決に関しての議論は常に「学生や若者を中心に起業やＶＢへ目を向け  

  させる社会風土の醸成」という我が国経済社会が抱える根の深いテーマに辿り着き、

やや堂々巡りの感が否めないが、ベンチャーエコシステム全体の再構築の中で粘り

強い改善施策の積み重ねが必要であろう。後述するようにストックオプションのよ

うなインセンティブツールがもっと活用されるような税務を含めた環境作り等の

地道な施策が具体策として妥当であろう。 
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（図表 3-9 人材ニーズ） 

 

 

 

（図表 3-10 人材確保の問題点） 
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② 販路拡大 

 販路拡大を経営課題と掲げる企業も変わらず非常に多い。 

   ＶＢのビジネスモデルとしても大半が「流通・販売」のみならず多くのビジネス

プロセスにおいて既存の中堅・大企業に依存しようとするものが多く、この部分の

支援を獲得することに営業の多くのエネルギーを割いていると考えられる。 

ＶＣへのハンズオン期待もこの課題に関するものが多いと思われるが、もう少し  

  大規模にマーケティング面やその他の分野でのＶＢと大企業・中堅企業のニーズを

つなげ、仲介機能を果たし得る「情報センター」のようなビークルがベンチャーエ

コシステムの中に必要ではないかと思われる。 

 

 

③ 資金調達 

創業５年以内のアーリーステージ企業が多い母集団において、銀行からの調達

（融資を含む）をした企業の比率が４割超と、本人・親戚・知人（所謂「３Ｆ：

Founder,Family＆Friends」）を除いては最も高い。比較してＶＣからの調達は２割

にとどまる。前 1年間では、ステージ別のどのフェーズでもＶＣより銀行からの調

達件数が多かった。 

ファンド資金調達難の中、ＶＣの投資ハードルが上がる一方、銀行の中小企業保

証協会枠等を利用した融資は維持されたものと思われる。 

創業以来の銀行からの調達は８割が 5,000 万円未満にとどまるが、ＶＣから調達

した企業のうち７割近くはＶＣから 5,000 万円以上の資金を得ている。1社あたり

の投資金額はＶＣが最も大きい。やはりＶＢの本格的な事業立ち上げのリスクマネ

ーは銀行では供給できず、ＶＣの投資に依存していることを示すものであろう。 

創業以来で本人・親戚・知人が出資した企業は８割にのぼり、その 6割は 1,000

万円未満の出資となっている。銀行からの融資には限度があり、ＶＣや民間企業か

ら資金を得ることは現在の環境下難しく、創業者が自ら親しい理解者を募って少額

でも最大限の事業資金を調達するケースが多いと考えられる。 

ＶＣからの調達について 50%が不満足を示しており、前年調査の 32%から増加し

た。銀行の場合 57%が不満足、個人投資家からの調達については 80%が満足してお

り、前年調査の 40%から大きく増加した。 

今後の資金調達候補先は銀行、公的機関、ＶＣ、民間企業いずれも 45%～47%と

高く、全般的に資金調達環境は引き続き厳しいと言われる中、資金調達のパイプを

広げておきたい企業サイドの思惑が窺えるものとなった。 
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（図表 3-11 設立から現在までの資金調達元（件数）） 

 
 

 

（図表 3-12 設立から現在までの資金調達額の構成比（金額比率）） 
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（図表 3-13 設立から現在までの金額別資金調達件数） 

 

 

（図表 3-14 資金調達に関する満足度（調達先別）） 

 

 

（図表 3-15 今後期待する資金調達先） 
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§４.ベンチャーエコシステム（生態系）全体の 

ブラッシュアップに向けて ～ 

 

 

１．ベンチャーを支える人材の維持・成長を 

 

（１）起業家教育の一層の活性化 

 

  これまで当センターが経済産業省の委託により実施して来た「起業家精神に関する

調査」によれば、我が国の国民が起業家を目指す意識はグローバルに見ても常に低位

に低迷しており、その底流に「起業家に対する社会的評価が相対的に低い」ことが指

摘されている。 

 

（図表 4-1 国別の起業活動率（TEA）） 

 
（出典：平成 23年度 創業・起業家支援事業（起業家精神に関する調査）） 

 

TEA：起業活動率とは 

■ 国家の一般成人に占める「早期起業家」の割合 

「早期起業家」･･･「誕生期の起業家」と「新会社の所有者」の合計 

「誕生期の起業家」 起業のための資金調達や事業計画の作成など、準備段階の個人 

「新会社の所有者」 実際に企業を設立しており、賃金や給与の受領が 42カ月未満の個人 

 Global Entrepreneurship Monitor(GEM) による定義 
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（図表 4-2 起業家に対する社会的評価） 

 

（出典：平成 23年度 創業・起業家支援事業（起業家精神に関する調査）） 

 

 

  戦後高度経済成長を支えてきた大企業がグローバルな競争力においてその勢いを

失い、低成長あるいはマイナス成長に至ってもなお、学生やその保護者達の就業意識

は変わらず、あるいはそのような状況に至って一層安定志向を強めているのではと思

われる。 

  ＶＢの活性化により産業構造の転換を進め、新たな雇用と経済成長を確保するとい

う国家的命題に挑むには、学校教育のレベルからこのような意識を醸成するプログラ

ムも必要ではないか。多くの大学や大学院において起業家あるいは起業家マインドを

育成するプログラムが組まれ既にその努力は始まっているが、経済後退のスピードに

は到底追い付いてはいないのが現状であろう。 

 

  経済産業省の事業として 2008年度より実施された「大学・大学院起業家教育推進

ネットワーク事業」（本事業の概要については事業のホームページである「起業家教

育ひろば」http://www.geenet.jp/  を参照されたい。）や文部科学省が 2012 年度に

計画している「大学発新産業創出拠点プロジェクト」等意欲的な試みもスタートして

おり、さらに省庁横断的なプロジェクトとして起業家教育の仕組み作りの促進が望ま

れる。 
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（２）ベンチャーキャピタリストの確保・能力向上 

 

ＶＣ投資の停滞長期化が及ぼす負の影響として見逃せないのは、この 10 年余りの

年月をかけてようやく我が国にも根付きつつある「ベンチャーキャピタリスト」の質

や量の低下である。 

この 10 年余の我が国ベンチャー投資のパフォーマンスは全体として決して投資家

を満足させられるものではなかったが、新しいリスクマネーの供給停止はようやく成

熟しつつあるキャピタリスト育成の頓挫を意味するものであり、今後のＶＢ成長のた

めの人材確保に影を落としていると言わざるを得ない。 

我が国のＶＣの多くはその成り立ちから銀行・証券等系列親会社からの出向人材で

運営されてきたものも多く、しかも 2000 年頃まではそのようなＶＣの投資フロント

は通常の業務ローテーションの一環として親会社若手が数年間の経験を積むという

状況が主流であった。その主な理由としてはそれまでのＶＣの投資戦略の主流が、ま

ずまずの業歴と業績を上げて来たオーナー経営型中堅企業を、事業承継対策等をから

めて株式上場へ誘導し、ＶＣのキャピタルゲインと共に上場に伴う派生的ビジネスチ

ャンスを親会社も得るというビジネスモデルに拠っていたため、企業そのものの事業

性（技術力・新規性・成長性等）の審査より資本政策のサポート等上場へ向けてのテ

クニカルな専門性がＶＣに求められた大きな役割だったことによる。 

しかしマザーズ等本格的ベンチャー企業向け新興市場の創設は、我が国にもようや

く米国型のアーリーステージ企業のハンズオン投資を目指すＶＣモデルの成立が可

能となったと大きな期待を持って迎えられ、従来の大手ＶＣからのスピンアウト組や

シリコンバレーでＶＣ投資を経験して帰国した気鋭のキャピタリストなどが続々と

独立系ＶＣを設立して業界参入を果たした。 

キャピタリストに求められる資質はＶＢ起業家と対等の目線で技術や事業を語れ

る専門性に加えて、金融（とりわけ証券ファイナンス）や経理財務に関する高度な知

識など自己研鑽と実務経験に裏付けられたものであるが、これらは一朝一夕で得られ

るものでもなく、いくつもの失敗体験も含めた「経験」の蓄積が何より重要と考えら

れている。米国の一流キャピタリストに実際の起業成功者が多く就いているのはその

ためであり、起業家だけでなくキャピタリストに対する社会的評価も我が国に比べは

るかに高い。 

このような優れたキャピタリストの育成はＶＢの活性化にも不可欠であり、ＶＣの

収益状況等の短期的な要因に阻害されることなく、長期的視点から着実に育成、増加

させる仕組みを検討すべきと思われる。 
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２．ベンチャー投資スタイルの洗練  

 

 我が国に欧米の投資スタイルの基本であったＬＰＳの考え方を移入した中小企業等

投資事業有限責任組合法が創設されて既に 13年余の歳月が過ぎたが、その後の 2004年、

2006 年の大改正等も経ながら、ベンチャー投資に係る各種制度・手法等についても地

道ながら着実な改善・進歩が図られている。 

 

 

（１）種類株式等の活用 

  

① 種類株式とストックオプション 

   2006 年新会社法により種類株式の発行要件が法制化されたのもその一つで、ベ

ンチャー投資にも欧米並みに優先株を活用した形で投資家、起業家の権利と責任が

明示されるというメリットをもった投資スタイルが進展するものと期待された。 

   しかし現実には法務・税務等の制度上のインフラが未成熟なことを主要因として、

ＶＢでもＶＣでも今一つ活用の機運が盛り上がって来なかった。その要因を絞り込

み制度改善に生かす目的で、当センターでは 2011 年度に「未上場会社が発行する

種類株式の価格算定に関する研究会」を開催し有識者のインタビューを通じて問題

点を浮き彫りにして次のような提言を行なった。 

 

 

＜未上場企業が発行する種類株式利用促進のための提言＞ 

～ 2011年年 7 月 5日 経済産業省提出 VEC作成 ～ 

① 種類株式と普通株式を付与対象としたインセンティブ目的のストック

オプション（以下、「ＳＯ」という。）とは性質の異なる別個の金融商品であり

両者の間に価格差が存在していると考えられることから、税務上の扱いを明確

にすべき。 

 

→ 現在の我が国の実務慣行では、税務リスク回避の観点から、ＳＯの権

利行使価格が直近のＶＣによる種類株式の引受価格を参考に決定される傾向

にあるため、ＳＯの権利行使価格と種類株式の発行価格が近似している状況

にある。しかしながら、種類株式に付されている権利は、企業の資金調達を

円滑に実施するため投資家（ＶＣ）にとって経済的利益を有するものである。

一方、ＳＯは経営陣等のインセンティブ向上を目的として付与される等発行

目的も異なっている。従って、両者の間に価格差があることは「一物二価」

ではなく「二物二価」であると考えられ、現状差異を認めていない税務上の

取扱いも再考の余地があると考える。 
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② 合併時やＭ＆Ａ時を清算とみなした残余財産分配請求権を種類株式の

優先権利内容として付すことを認めるべき。 

 
→ 米国ではＭ＆Ａ時を清算とみなした（Deemed Liquidation）残余財産

分配請求権を種類株式の権利内容として付すことが一般化しているが、我が

国の会社法上権利内容が限定的に列挙されていることもあり、種類株式の権

利内容として付することは認められていないとの認識がある。実務上は投資

契約並びに株主間契約の中に織り込む手法により対応されているが、実効性

をより高めるために、合併時・Ｍ＆Ａ時を清算とみなした残余財産分配請求

権を株式の権利内容として付すことが出来るような法制上または法解釈上の

整備を行うことが必要と考える。 

 
③ 種類株式の価値算定モデルや利用モデルを策定することにより、種類株

式を利用した投資促進を図るべき。 

 

→ 種類株式の利用はＶＢ、ＶＣともにメリットがあると考えられること

から、投資促進のためには種類株式を浸透させることも重要と考える。従っ

て、海外の例を参考にして種類株式にかかる実務を標準化し、種類株式の利

用を促進する必要がある。また、税務上、種類株式とＳＯの価格差が認めら

れたとしても、価値算定の考え方が一般化されていない現状では、実務上の

優先株式利用が不安定になると推測されることから、価値算定の考え方もあ

わせて今後整理する必要があると考える。 

 

これを受けて経済産業省でも同様の趣旨で研究会が開催され、種類株式の活用促

進へ向けての問題点の整理が行われた。 

一方で国税庁見解として、「種類株式の発行価格と同時期に発行される普通株式

転換のストックオプションの行使価格には価格差がある」ことが容認され、インセ

ンティブ目的のストックオプションとＶＢとＶＣの権利義務関係を明確化する種

類株式（優先株）のそれぞれの特徴を生かした活用が図られるための第一歩を踏み

出している。 

（本研究会報告の詳細は 

  http://www.meti.go.jp/report/downloadfile/g11120201j.pdf を参照されたい） 

 

 

http://www.meti.go.jp/report/downloadfile/g11120201j.pdf
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② Convertible Note 等ブリッジファイナンスの簡素化 

 従来より米国ではベンチャーファイナンスのシンジケーションを進める上で、スタ

ンスの固まらない新規参入ＶＣへの投資検討時間の猶予とプレッシャーの両面から、

株式転換型のローン契約である Convertible Note が広く活用されているが、我が国

でも一部で先行して利用が進んでいるとの情報もある。ＶＢには便利な手法ではある

が、我が国の金融商品分類としては投資予約付き無担保ローンであり、広く普及させ

る上では法制上（金商法、貸金業法等）の整理が待たれるのではなかろうか。 

  

＜トピックス 17＞経産省、種類株式の積極活用を促進する方針打ち出す 

未上場企業が発行する種類株式に関する研究会 

 

経済産業省は、ベンチャー企業が円滑に資金を調達できるようにするため、投

資家の権利を自在に設定できる種類株式の発行を促進する方針を打ち出した。種

類株式の活用で、投資家が損失発生のリスクを低減できるようにすることで、ベ

ンチャー投資を促す狙いだ。 

日本に比べて、米国のほうが、ベンチャーへの資金供給が大きい理由の一つと

して、種類株式の活用頻度の違いが挙げられることが多い。種類株式はケースに

応じてその発行内容を柔軟に設計することができ、主に創業者と投資家の利害調

整に活用される。実際に、米国のベンチャー投資家は、優先株などの種類株式を

使って出資を行うことが一般的で、適切にリスクをコントロールしながら、ベン

チャー企業に出資してきた。 

日本でも、利用を促進するため、経産省は、「未上場企業が発行する種類株式に

関する研究会」を立ち上げた。大学教授をはじめ、ベンチャーキャピタルや弁護

士、会計士など投資実務に携わるメンバーで構成した。報告書では、日米での発

行状況を調べ、種類株式の利用促進に向けての課題の洗い出しおよびその解決策

についてまとめた。 

利用促進の障壁となっているのが、税制面の取り扱い。経産省では報告書を踏

まえ、国税庁との間でストックオプション（株式購入権）に絡む優遇税制のルー

ルを再確認して、明確化した。この結果、種類株式とストックオプションを並行

して利用しやすくした。従来はあいまいで、両方を利用する際、税務当局から事

後に指摘を受けるのではないかとの懸念が払しょくできていなかった。 
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＜トピックス 18＞ 

Convertible notes、IT系スタートアップの資金調達で広がる兆し 

 

最近、IT分野のスタートアップベンチャーの周辺で、「Convertible notes」と

いう言葉をよく耳にするようになった。シリコンバレーでは創業期の資金調達手

段としてここ数年で主流となってきており、昨今の IT系メディアによる海外スタ

ートアップの紹介が詳細になるにつれ、日本でも認知が広がったものと見られる。

一部で利用が進んでいるという。 

Convertible notes とは、一言でいえば、将来株式に転換することができるロ

ーンのことである。一般に、創業期の企業価値は低く、投資家から小額の出資を

受けても経営陣の出資比率が大きく低下してしまうため、後の資本政策に支障を

きたすこともある。そのため、投資する際の株価交渉にかなりの時間を要してし

まい、場合によっては増資の機会を逃してしまうことも少なくない。 

Convertible notes の手法を使えば、事業の成長性が見えてきた時期に決めら

れる価格で株式に転換できるようあらかじめ企業や投資家で合意した上で資金を

借り受けることで、この問題を解決した。 

従来からある「転換社債」は有価証券に該当するため、その発行に時間もコス

トもかかってしまう。Convertible notes は投資契約の一種であるため、転換社

債と比べて安くスピーディーに資金調達を進めることができる。競争の激しい IT

スタートアップにおいて、特に時間に対する重要度は高く、そのメリットは大き

いと言える。 

ただ、あくまで、借り入れであるため、事業が上手く立ち行かなかった場合に

どう対応するか、あらかじめ想定しておく必要はある。いずれにせよ、活用法に

よっては企業にとっても投資家にとっても大きなメリットとなる可能性を秘めて

おり、日本における健全な普及が望まれる。 

  

 

（２）ファイナンス手法洗練に対応したインフラ整備 

                  ～ プロの関与強化を期待 

 

  種類株式も含めこのような米国型ファイナンス手法の活用・普及に欠かせないのが

これを扱える実務者の育成である。 

弁護士、会計士といった専門家は勿論のこと、ＶＢ経営者やキャピタリストが自由

自在にこのような実務を安心して実行できるよう、これらの実務経験豊富な専門家が

各々のノウハウを持ち寄って、定款や各種契約書の共通のひな形やマニュアルを作成

したり、研修会を開催したりするなど普及のためのインフラ整備・強化の進展を強く

期待したい。 
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３．投資資金の円滑な流れを創るために 

 

 

（１）ベンチャーファイナンスに相応しい資金の取り込み 

 

① 年金等公共性の高い資金のファンド取り込みは現実的か 

予てより我が国でもベンチャー投資ファンドに最適な長期運用資金として米国

におけるペンションファンド資金に倣って「年金」資金が挙げられ、その導入にＶ

Ｃ各社も尽力してきたが、未だに一部企業年金の取り入れに成功したファンドがベ

ンチャー投資以外のプライベートエクイティ投資（「再生」や「バイアウト」）ファ

ンドも含めていくつか生まれているのみである。この論をさらに進めて「公的年金

原資」も含めた運用規制の解除を求める声がＶＣ業界には継続して存在する。 

しかし振り返って考えると、通常大型年金資金の運用責任者はその公共性がゆえ

に安全性を第一の指標として、毎年度の短期的運用利回り指向でのみ行動する運用

姿勢が鮮明であり、規制緩和を行なえばすぐに年金資金がベンチャー企業の有力な

資金供給源となるとは考えにくい。むしろ、「ベンチャー企業振興による新産業の

創出・育成」を主要国策として掲げ、郵政資金などを含む準公的資金の一定割合を

投資原資として供給させるというような大胆かつ能動的な施策・取組みが無ければ

実効性は望めないのではないか。 

 

② シード／アーリーのハイリスクステージを支える資金供給者 

   米国のベンチャー金融においてシード／アーリーステージの資金を主役として

提供しているのがビジネスエンジェルと言われる個人富裕層（起業成功者等）及

び大学、研究所等の分厚い基金であると言われている。 

我が国でもエンジェルと呼ばれる層が皆無ではないし、エンジェル税制の強化等

政策的手立ても打たれているが何分にも規模が全く異なり、我が国でこのステージ

を支えて来たのもやはり民間ＶＣしか無かった。 

そのＶＣがファンド組成に難渋する中、このステージの種を着実に育てることが

次のＶＢのブレイクを生み出す原動力となることは間違いのない所であり、「呼び

水」的効果を持つ資金供給者を少しでも多く確保していく必要があろう。 

近時活動をスタートさせている複数のインキュベータファンドも有り、それらの

一部は、小さい金額をスタートアップＶＢに注入してシードからプロトタイプ製作

段階までのギャップを埋める「ギャップファンド」として機能しているようである。

米国でも「スモール投資」と呼ばれるシードマネー供給のファンドが有意に稼働し

ているとの動きも見られ、ＶＢの囲い込みを目的としない資金供給者の役割を例え

ば当センターのような中立的機関が担うことも検討すべきであろう。 

一方で資金面のバックアップとしては従来にも増して中小機構等公的資金供給

者の役割に期待したいところである。 
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（２）イスラエルのベンチャー支援政策に学ぶ 

 

政府によるベンチャー企業の振興支援政策の成功例としてイスラエルの例が往々

にして取り上げられることが多いようである。事実米国ナスダック市場の上場会社数

で米国籍に次いで２位の位置を占めているのがイスラエル国籍企業である。 

イスラエルでは建国以来、米国との協力関係をベースとして軍事応用を主たる狙い

とするハイテク産業を振興させることが産業政策の根幹の一つに在り続けた。そして

ソ連崩壊を契機とした旧ソ連・東欧在住のハイテク技術者・研究者の大量移入等の要

因もあり、彼等の雇用と生活を支える観点からベンチャー起業促進の国家プロジェク

トへと動きを加速させたと考えられている。（これ等の人材の米国等への再流出も近

時悩みの種とはなっている模様）  

政府がとった施策の第一が欧米先進国の大手ハイテク企業のイスラエルへの誘致

推進である。インテル、マイクロソフト、モトローラ、ヤフー、IBM、GE、シーメン

ス、ヒューレットパッカード、AOL、シスコなどの世界的多国籍企業の工場や研究所

の誘致にも成功し、「中東のシリコンバレー」と称される地域を作り出している。 

これ等の大企業と連携するイスラエル国内の研究開発型ベンチャー企業への起業

家支援プログラムが数多く打ち出されるようになったのは 1980 年代中頃からであり、

プログラムの形態は「科学技術インフラの充実」「インキュベータ施設の建設」「研究

連携推進」などの助成プログラムがその中心である。 

1993 年以降は従来の支援政策をさらに一歩進める形で「戦略的産業クラスター形

成」「ＶＣへの政府資金投入を軸に、ターゲットを絞ったＶＢへの資金供与」等より

具体的なベンチャー支援策が打ち出されるようになり、その中で有名なのが「YOZMA

プロジェクト」と呼ばれる官製ベンチャーキャピタル（兼ゲートキーパー）というビ

ークルを活用した投資プログラムであった。YOZMA の傘下にある 10～20 のＶＣがそ

れぞれの自助努力で海外の有力投資機関と連携し（YOZMA 40%、海外機関 60% の出資

割合で指定のプログラムに投資する）多くの成功事例を作り出した。これらのＶＣは

YOZMA 本体も含めその後順調に拡大しすべて民営化して現在も活動している。 

政府主導の「戦略産業分野＝クラスターへの資源集中投入」は最近の米国における

「クリーンテック」の例を見るまでもなく、多くの民間資金が安心感をもって流入す

るので、ＶＢ育成という観点は勿論のこと新産業創出の産業政策上も極めて有効な手

立てであると思われる。その呼び水を狙った公的資金の有効活用の事例としてもイス

ラエルでの支援施策事例は示唆に富んでいると考えられる。 

勿論同国においては「新しく建国された移民国家」という特殊性が①彼等が歴史的

に保有する民族的結束力をベースとする欧米先進各国とのネットワーク、②軍事力強

化に対する国民的コンセンサス、③極めてグローバルで起業家精神に富んだ国民性を

育んでいるという事実は我が国へ置き換える際に忘れてはならない点ではあろう。 
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（３）その他 

 

① 産業革新機構の政策的活用は可能か 

我が国においても政策的資金供給のビークルは中小機構のファンド出資事業を

始め複数存在するが、その多くは「中小企業支援」の観点からの事業であり、産業

政策的に「新産業の創出」や「特定分野を強化する」といった趣旨のものは少ない

ように見受けられる。 

2009年に設立された㈱産業革新機構（以下「産革機構」という。）の資金も「オ

ープンイノベーション」を旗印に当初の趣意にも明示されていたように一部ベンチ

ャー企業等新分野向けに資金循環することがＶＣ業界からも大いに期待されたと

ころであるが、これまでの所その期待からは距離があるとの感想が多い。実際に産

革機構が関わる事例は大企業間の部門再編成等既存事業の大型再編・再構築（実態

は「再生」に近い）案件が殆ど全てであり、新分野へのリスクマネー供給を期待し

た一部の思惑とは相違しているようである。未だ業務スタートして間も無く、先ず

は喫緊の既存産業の防衛にもなり、売上げ等キャッシュフローも既に存在するこの

ような分野からとの経営方針も理解できないことも無いが、今後もずっとこの方針

でというのはＶＢ、ＶＣの視点からは寂しい限りであろう。 

 

 

② 産活法に基づく債務保証制度など公的支援は期待通り機能するか 

2011年 7月に産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（産活法） 

に基づくＶＢ向けの債務保証制度が中小機構を窓口として創設された。 

  債務保証限度は借入の 50%、最大 50 億円とＶＢにとっても期待すべき制度では

あるが、産活法が想定する企業規模と通常のＶＢ（特にアーリーステージ）とは乖

離も大きく、認定のハードルは極めて高いと言わざるをえない。 

  ＶＢに対する債務保証の制度は古くは当センターを窓口とした制度が存在し、 

 以降地方公共団体の実施する債務保証制度なども地域毎には多数存在する。 

融資等の間接金融はリスクマネー供給のツールにはそぐわないとの意見もある

が、我が国の金融土壌としてこれまで間接金融が主体となって形成された事実を踏

まえれば、資金供給手段として債務保証等の補助機能を付けた形でその活用を図る

ことは現実的手段とも言えよう。 

ベンチャー振興の政策意図に合うよう、ＶＢの資金ニーズに合った貸出形態（ex.

キャッシュフロー発生後の返済開始や個人保証徴求方法の見直し）等、工夫された

設計に基づいて実効性の上がる制度の開発・運用に期待したい。 
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＜トピックス 19＞医療・環境などのベンチャーに政府保証最大 50億円 

 

政府によるベンチャーへの資金支援は、雇用拡大を意識して、生産投資を支え

るものとなっている。経済産業省は環境や医療分野などのベンチャー企業による

量産化投資の支援を始めた。製品を量産する設備のための資金調達で金融機関か

らの借り入れを最大 50億円保証するという。技術開発段階での支援だけでなく、

事業資金を実質的に提供することで新成長産業の育成を後押しする考えだ。保証

総額は 600億円を予定しているという。 

国内では環境や医療、ロボットなどに関連した事業を手掛けるベンチャー企業

が生まれつつある。ただ、ベンチャー企業が技術開発から生産・量産化に乗り出

す段階で、民間金融機関との借り入れ交渉が難航するケースが少なくないという。

有力ベンチャー企業の生産・量産に対する投資に対して、政府が融資保証するこ

とで資金調達をしやすくする。 

政府はこれまで研究開発段階の補助金などの支援を充実させてきた。しかし、

ベンチャー企業の成長が雇用拡大に結び付く、生産・量産段階での支援は後手に

回りがちだった。 

この支援策は 2011年 7月に施行した改正産業活力再生法に盛り込んだ。同法で

事業計画が認可された企業が支援対象になるという。 
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４．おわりに ～ 課題解決への視点の整理と関係者の役割 

 

ベンチャーエコシステムの再構築を目的とした施策に唯一の決め手（一つの施策で

問題が一気に解決されると期待すること）や即効性（すぐに効果が現れると期待する

こと）を求めるのはこれまでの数あるベンチャー振興策の結果を見ても極めて難しい

ことが理解されるはずである。 

その要因の第一は、半世紀近くかかっても「ベンチャー」の定義すら未だに確立さ

れない混沌とした百家争鳴の当事者から成るコミュニティーだということである。産

業政策面でも長らく「中小企業振興」の流れと「新産業創造」の流れが付かず離れず

の関係で継続されている。米国のＶＣ投資モデルを信奉する者もいれば、日本独自モ

デルを強調する者もいるのが現実である。 

第二は兎にも角にも「投資リスクは取るべからず」との風土を延々と醸成し続けた

間接金融をその主体とする金融システムであろう。これを一朝一夕に変えるのは容易

ではないし、無理やり変えるのがベンチャー金融の円滑化に資するのかどうか考えて

みる必要はある。むしろ慣れ親しんだ間接金融の手法を最大限活用した上で、そこか

らベンチャー特有の「リスクは起業の大前提」という観点から、ネックとなる要素を

軽減・緩和（例えば個人保証徴求の緩和等）する等の制度的措置が必要になって来る

と思われる。とりわけ国や地方公共団体が実施する制度金融型のベンチャー支援策に

は、このような多面的な配慮が期待される。 

第三にその中でこれまで経済成長の恩恵を大いに享受しながら、さらにその安定的

確保を痛みなく要求し続け、一方で「出る杭は打つ」ことを是とする多くの国民がい

る。 

これらの大きなハードルを乗り越えながら一歩一歩施策を有機的に組み合わせな

がら積み重ねていくことが肝要であろう。 

 

最近、課題解決のための視点の整理として以下の３つの分類が有効とのご示唆を、

米国シリコンバレー在住が長く日米両国のベンチャー事情に精通されているＡＺＣ

Ａ，Ｉｎｃ．（アズカ）の石井正純社長より頂き、大いに賛同できる内容なのでここ

でご紹介しておきたい。 
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（1）歴史や風土が作った日本独自の環境 

 ～ 短期間では変わらないが変革への努力は継続して必要 

① 人口構成    

日本：単一民族かつ急速な高齢化 

米国：グローバルな移民国家で「若さ」「チャレンジ精神尊重」 

  ② 精神風土 

     日本：「出る杭は打たれる」「失敗は個人を社会的に厳しい状況へ」 

     米国：「成功者は名誉もお金も」「挑戦における失敗には寛容」 

 

～「起業は起業家個人にとって極めて大きなリスクで、再チャレンジすら容認 

されない」という日本の状況は、何としても変えていかなければいけない。 

 

（2）人為的に変化を促せる環境 ～ 教育や研修等人材養成へのコンセンサス 

① 大学・大学院・専門大学院（ビジネススクール）等、起業関係教育の充実度   

② 法律事務所、会計事務所、コンサルタント等、専門家の充実度 

③ 投資判断のみならずハンズオンまでできるキャピタリストの存在 

④ 産学連携の進捗度 

 

（3）社会システムとしての金融・財政・税制 ～ 政策課題の官産学共有 

① 大学・年金等のベンチャー資金供給のための規制緩和 

② 税制によるエンジェル育成制度の拡充 

③ ストックオプション、種類株式等のツール整備 

④ 新興市場の整備 

 

等がこの分類に該当する。  

 

次の世代の豊かな社会を支えるために多くの知恵を寄せ集める時が来ているという

社会的な合意形成が望まれる。 




