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はじめに 

 

 

 関係各位のご協力の下に「2012 年度ベンチャービジネスの回顧と展望」を発刊する

運びとなりました。我が国の VC及び VBを幅広くカバーした唯一の報告書として本書の

内容は学術論文をはじめ、メディアにも機会あるごとに取り上げられているものと自負

しております。 

 

 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、本書が分析対象とする 2011年度

は 1,240億円と、緩やかな回復途上にあることを示しています。 

 

 ベンチャーエコシステムの確立は、日本経済の成長と雇用の確保に不可欠です。クラ

ウドの活用等により所要資金が比較的少なくて済む IT 関連分野では既に起業成功者が

後進を育成支援するという流れが我が国においても出てきていますが、一般製造業・サ

ービス業、さらにはクリーンエネルギー分野等においては国の支援等、さらに工夫が必

要だと思われます。そうした中において、3D プリンターの出現は製造業における初期

コストの軽減を実現する一筋の光明なのかも知れません。 

 

 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。

なお、来年度版に向けてはベンチャー投資額等の推移をより動態的に分析できるように、

四半期に 1回ペースで集計すべく既に関係各位にはお願いしているところですが、本書

の価値向上のため、これまで以上のご協力をお願いいたします。 

 

 

一般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 
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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 

 

 

（1） 2011年度のベンチャー投資動向 

   

①  2011年度概況 － 前年度比やや増加して 1,240億円 

 

2011年度の VB向け投資額は 1,240 億円となり、2010 年度(1,132億円)比 9.5%

増加した。投資額は 2007年度以降減少を続け、2009 年度には 1,000 億円を割り

こみ 875億円にまで落ち込んだ。2010 年度、2011年度と回復途上にあるものの、

その回復力は弱い。VEC の実施している VC 投資動向調査における既往最高額は

2006 年度の 2,790億円であるが、その水準と比較するとまだ低い。 

投資先社数でみると 2011年度は 1,017社と 2010 年度（915社)に比べて 11.1%

増になっている。 

 

 

図表 1-1 VC年間投融資額の推移 
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② 業種別・企業ステージ別動向 

 

2011 年度の投資対象業種をその金額構成割合でみると、IT 関連分野（PC・通信

が主）への投資は 2010 年度の 31.7%から 2011 年度の 22.8%へと減少している。他

方、バイオ/医療/ヘルスケアは 13.7%から 22.4%へと大きく増加している(注)。 

この結果、IT 関連分野とバイオ/医療/ヘルスケア分野という研究開発型の代表

である VBへの投資シェアーは 2011 年度 45.2%と 2010 年度（45.4%）とほぼ同水準

であった。また工業/エネルギー/その他産業の分野が 2011 年度大きく増加し

（19.7 %から 26.3%へ)、他方製品/サービス分野が減少している（34.9%から 28.6%

へ）。 

 

(注) 

1. バイオ等の分野へ投資した VCの数は限られている模様。 

2. VEC が採用している分類では「IT 分野」は PC・通信だけではなく比較的広い分野であり(トムソン・ロイ

ターの分類を採用)、IT を活用したサービス業などもこの中に入る。ただしこの種のサービス業が「サー

ビス業」として報告される可能性があり得るので、VEC の集計する「IT 関連分野」の数字が実態よりも小

さく出ている可能性が残る。 

 

 

図表 1-2 投資先分布構成比（業種・ステージ） 

業種分布（金額比率） 
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ステージ分布（金額比率） 

 

 

また、投資対象企業の企業ステージの金額構成割合でみると「シードステージ」

が 2011 年度は著増(2010 年度の 4.4%から 2011 年度の 15.7%へ)している。この

結果「シードステージ」「アーリーステージ」合算でみると、全体の 44.3%に達

している(2010 年度は 32.5%)。2011 年度は大手 VC を中心に各社が将来性あり、

と見込んだ有望な VBへ、VCがリードして早いステージで投資したことが窺える。 
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③ 若手起業家による活発な起業の動き 

 

注目すべきことは、2011 年度から 2010 年度にかけて IT 関連分野、IT を活用し

たサービス業などにおいて、若手起業家を中心に活発な起業の動きが定着してきた

ことである。この起業は「リーン・スタートアップ」と呼ばれるように起業の所要

資金は、クラウドコンピューティングのお陰で従来に比べて少ない。このためベン

チャー投資の計数面への影響はまだ小さいようだが、日本のベンチャーエコシステ

ムがうまく機能していくためには極めて大切な動きである。この分野で必要なのは、

相応の資金だけではなく、起業・経営に習熟した指導者と熱意ある起業家の良きコ

ラボレーションと言われている。多くの若手起業家が「シードアクセラレーター」

と言われる投資家の出資(注)と指導・アドバイスを受けている。特徴的な点は、投

資家自体が起業し成功した体験があること、その故に投資するだけではなく若手起

業家に対して経営面など幅広く支援・指導することが可能なこと、「シードアクセ

ラレーター」の名前の通り＜創業のごく初期の段階で投資＞すること、起業家は出

口戦略(イグジット)として新規株式公開(IPO)にこだわらず、買収してもらうこと

を期待する大手企業の候補先を検討するなど、米国のように M&Aの活用も目指して

いること、などである。日本の若者が先達の出資・経営支援を受けて IT 関連分野

を中心に活発な起業を行っているところを見ると、（未だベンチャー投資の計数面

では確認できないが)大いに勇気づけられる情勢である。 

(注)米国ではシード期にエンジェル、シードアクセラレーターから VB が資金調達する手段として「コンバーテ

ィブルノート(Convertible Note)」が広まっている。これは貸金であるが、将来、優先株による資金調達を必要

とする際には株式(優先株)に転換される。このノ－トは、当初 VBの評価額を決める必要がなく、株式ではないの

で契約に要する時間・金銭的コストが小さい等の利点があるので、米国で広がりつつある。 

 

④ アジア向け投資の活発化 

 

2011年度の海外への投資金額上位 5社（VC）の海外投資金額合計は、294億円に

達し、同年度の海外投資金額全体 304 億円の殆ど（96.7%）を占め、またベンチャ

ー投資全体の 23.7%に達している。また同じベースで 2010 年度をみると、上位 5

社で合計 338 億円に達し、同年度の海外投資金額全体 344 億円の殆ど(98.5%)を占

め、ベンチャー投資全体の 29.9%に達していた。アジア・太平洋地域向けの投資が

圧倒的に大きく、2011 年度は海外投資全体の 66%を占めている。大手の VC に加え

て、個々の金額は小さいものの IT 関連ベンチャー企業が CVC を新たに設立するな

どして、中国、台湾、ベトナム、インドネシアなど中国だけではなく東南アジアの

VB への投資活動が活発になっている。 

こうした動きに合わせて 2012年 10月には東京都内で、アジアにおける国際的な

投資活動などを促進するアジア各国の協力体制の構築・強化に向けて「Asia VC&PE 

Network Forum 2012」が開催されている。 
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図表 1-3 2011 年度海外投資先分布（金額比率） 

 
※海外投資先地域がわかる投資額のみの単純集計 

 

 

 

（2） VCのファンド組成状況 

 

① 2011年度の状況 － 組成金額・組成本数ともに倍増 

 

2011 年度の VC のファンド組成は 31 本、1,197 億円に上り、2010 年度の 13 本、

525 億円対比でみると、本数・金額ともに倍以上へ大きく増えている。これはリー

マンショック前の 2007年度実績(39 本 2,740億円)以来の高い水準である。 

 

図表 1-4 ファンド組成数および総額 
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ファンドへの出資者を金額構成比でみると、2011 年度のファンドへの大口出資

者のシェアーのトップは政府・地方公共団体（その関係機関を含む）で、22.6%を

占めている。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)からファンドへの出資

が大きな役割を演じている。2 番目が伝統的に出資者の 1～2 位を占める銀行等金

融機関であり 22.0%に達している。3番目が事業法人で 14.9%を占めている。 

 

 

図表 1-5 2011 年度に組成されたファンドへの出資者構成比（金額比率） 

 

 

② VCの努力で海外からの出資も主役に 

 

先に、ベンチャー投資の中に占める海外投資が 2010～2011年度と投資全体の 20%

以上を占めていることを述べたが、ファンド組成においても海外の投資家からの出

資が増えており、2011年度では(注)13.5%を占めている。 

(注)ファンド組成について国内・海外の分類を含め金額ベースの出資者構成を回答したファンドにおける単純集計値 

 

日本の VBは IT分野を中心に、その技術レベル・信頼できる経営姿勢への海外投

資家の評価は高いにもかかわらず英語圏ではないなどのハンディーもあり、日本の

VC が組成するファンドへの海外投資家の関心は薄いと過去言われてきたが、VC の

努力で最近変わりつつある。日本の VC が GP(ジェネラル・パートナー)となって、

海外の投資家を LP(リミティッド・パートナー)として募る「海外からの投資」に

成功した VCは徐々に出ている。 

海外からの投資の促進については 2009 年度に海外投資家向け税制の一部改正等

の政策対応が行われた。一定の要件を満たす海外投資家が我が国のファンドに出資

し利益を得る際の株式譲渡益に対する課税が日本国内において非課税となる制度

である。具体的には「1 号 PE 課税特例」及び「事業譲渡類似課税特例」が新設さ

れた（詳細は経済産業省 HPを参照されたい）。 
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③ 2011年度のファンド組成環境は厳しい、2012 年度も続く 

 

2011 年度に期間満了を迎えたファンドの合計金額は 1,857 億円に達しており、

これに見合う金額までのファンド組成には VC は成功しておらず、一般的にはファ

ンドの組成環境が厳しい傾向は変わっていない。ファンドの投資目的が投資家にと

って魅力がないと組成が難しく、VC もベンチャー投資とバイアウト投資をブレン

ドしていわゆる「ハイブリッド投資」をセールスするなど工夫を凝らしている。2012

年度もこの厳しい状況は続いているとみられている。2000 年前後に組成されたフ

ァンドのパフォーマンスが不芳なことに加え「バーゼルⅢ」を始めとする金融機関

への各種運用規制の強化も要因である。 

加えて、米国などと異なり、大学・年金基金からのファンドへの出資に多くを期

待できない現状下、VCの努力によって企業年金の出資が徐々に出てきた矢先に AIJ

事件が発生、2012 年度は一時的にせよ企業年金からの出資の動きにマイナスに作

用したことは否めない。 

 

④ 独立行政法人中小企業基盤整備機構のファンド事業 

 

2010 年度に実施した独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下中小機構）の制

度改正で①中小機構の出資したファンドから中小企業への投資比率要件を緩和し

②中小機構の出資限度額を 30 億円から 60 億円へと倍増した結果、2011 年度中小

機構の新規に出資コミットした金額は 224 億円(起業支援ファンド、中小企業成長

支援ファンドの合計)となっている。2012年度も 2012年 11月末現在で 146億円(同)

のコミット額となっている。このコミット額から明らかな様に、今やファンド組成

を中小機構が支援、多くの VCにとっての頼みの綱になっている。 

 

図表 1-6(1) 中小機構ファンド出資の推移（表） 

 

（注1） 図表 1-6(1)の数値はいずれも中小企業再生ファンド・産業復興機構・事業継続ファンドを除く 

（注2） 中小企業成長支援ファンドの数値は一部バイアウトファンドへの出資を含む 

（出所：中小機構資料、VEC作成） 

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
2012年

11月末現在

ベンチャーファンド 50.0

がんばれ！中小企業ファンド 20.0 5.2

地域応援ファンド 5.0

起業支援ファンド 14.0 5.0

中小企業成長支援ファンド 13.0 210.0 140.5

中小機構出資分合計（A) 25.0 50.0 18.2 224.0 145.5

ベンチャーファンド 118.0

がんばれ！中小企業ファンド 40.0 11.0

地域応援ファンド 10.0

起業支援ファンド 30.0 13.1

中小企業成長支援ファンド 54.0 601.8 472.0

組成ファンド総額合計（B) 50.0 118.0 65.0 631.8 485.1

50% 42% 28% 35% 30%

中
小
機
構
出
資
額

組
成
総
額

い
る
フ
ァ

ン
ド
の

中
小
機
構
が
出
資
し
て

出資比率（中小機構コミット率＝A/B）

（単位：億円）
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図表 1-6(2) 中小機構ファンド出資の推移（グラフ） 

 

 

（注1） 図表 1-6(2)の数値はいずれも中小企業再生ファンド・産業復興機構・事業継続ファンドを除く 

（注2） 中小企業成長支援ファンドの数値は一部バイアウトファンドへの出資を含む 

（出所：中小機構資料、VEC作成） 
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＜トピックス＞ 

ある VC 関係者のつぶやき 

 

ファンド組成は 2010 年で底を打って戻って来ているが、ファンドの形態は二極化

している。いわゆる総合型は大手を含めて IPOのイグジットの絵が描けないので非

常に作りづらくなっているが、一方で ITとか環境（クリーンテック、電力）とか特

色を持っている GPは強みを生かしてそれなりに事業会社などから資金を集めてい

る。だからここ 1－2年総合型は少なくてせいぜい地域型くらいである。やはり業種

特定型が目立つが、ただバイオについては IPO後も売上などが安定的に見通せず、

更にニューマネーが必要なケースも散見され、苦労しているようだ。 

また最近多く持ち込まれている案件は、やはり海外展開だ。少子高齢化で国内だ

けで成長の絵が描けなくなっているのだろう。これは業種に関係なく海外進出に VC

として支援をしていくものだ。それと、ここ 1－2年での ITスタートアップで、自

分でインキュベーションオフィスを運営している VCも活発に動いている。そういう

意味で、大手がどんどん縮小なり撤退して、ニューカマーがどんどん増えていると

いう構造がある。VCの世代交代と言えようか。 

LPに関しては、以前はほとんどが金融機関だった。ところが、今多いのは事業法

人と、もう一つは海外の LP からも相談が来ている。特に海外の LPからの関心には、

国内機関投資家の補完としての役割に加え、海外展開の現地支援者としても注目し

ている。 

新しい GPが登場すると、ついてくる LPの顔ぶれも必然的に変わる。IT系の若い

GP についてくる所は GPが大きくなくても過去のトラックレコードや投資姿勢が良

ければいいという考えで、新しい VCの立ち上げは、説得力のあるアピールが出来れ

ば、以前に比べるとしやすくなっているのかもしれない。実際ある大手事業法人の

LP は、そんなに実績のない小さいファンドでも資金を出している。 

逆に開発型の VB への投資を考えているファンドの組成は、IT系以外の「ものづく

り」分野でどうやって成長の絵を描くかが難しい。バイオ関連の新規組成の話もほ

とんどなく環境関連くらいだ。一時期流行ったカーブアウト型も最近出なくなった。

ある IT 企業系のファンドも、全然親会社と関係ない外の VBが投資対象だ。やはり

大企業の社内ベンチャーはやってはみたもののあまり成果がでていないということ

か。別の業界の大手企業系のファンドの話もいくつか来ている。 

ポジティブに感じていることは、以前は日本の大企業はシリコンバレーにしか投

資をしてこなかったが、それがここへきてさっきの IT企業系のように変わってきて

いる。国内の VBを見直しているというのと、研究開発部門の縮小により、自分達が

本体ですべて開発するのは無理だと考えた結果だ。今まで大企業があまり出てこな

かったのは自前主義があったから。つまり VBを支援すると、自社部門が食えなくな

るからという理由があったが、それではもう株主に説明できなくなった。だから今

までは大企業が国内 VBに対して上から目線的態度があったが、以前と比べて大分変

わってきたのかなと思う。VBでは、IT系を主として日本人の起業家が海外（主にア

メリカ）で起業する動きが結構出ている。 
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（3） 投資回収(イグジット)の状況 

 

① 2011年度のイグジット状況 － 最悪期は脱したようだ 

 

2007年度以降の IPO数の激減に 2008 年秋のリーマンショックが加わり、2010 年

度、2011 年度と会社経営者等による買戻しが圧倒的に多いことが鮮明になってい

た。イグジットの件数ベースでみると 2010 年度は 60%、2011 年度は 45%がこの買

戻しである。但し、IPOによるイグジットは 2010年度 5%にまで落ち込んだが 2011

年度には 14%へとやや回復を見せ、②で述べる IPO数が徐々に増えていることと相

俟って最悪期は脱したように思われる。 

 

 

図表 1-7 イグジット件数の推移 
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イグジット件数比の推移 

 

 

 

 

 

② 新規 IPOの動向 

 

2011 年 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、さらには欧州

の金融危機、2012年度に入っての中国との対立から生じる経済的悪影響など景気・

株価へのマイナス材料には事欠かなかったが、新規 IPO の状況を見るとリーマンシ

ョックによる最悪期は脱した。力強さには欠けるが新規 IPO数は徐々に増えつつあ

り、2011年(暦年)の新規 IPO数は 37社(うち新興市場 28社)であったが 2012年(暦

年)は 48社(東京プロマーケットを除くと 46社、うち新興市場は 39社)と増加傾向

をたどっている。 

さらに新興市場への新規上場企業のうち、上場前に VC が出資していた企業の割

合は 2011年が 79%(28社中 22社)であったが、2012 年は 74%(39社中 29社)となっ

ている。 

こうした中で東京証券取引所と大阪証券取引所は、今年の 1月 1日付けで、日本

取引所グループを発足し経営統合を完了しているが、新興市場(マザーズ、ジャス

ダック)は当面併存する予定となっている。 
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図表 1-8 2012 年 IPO 企業一覧 

 
（出所：東京 IPO、ヤフーファイナンス、TOKYO PRO MARKET、VEC作成） 

  

上場日 市場 銘柄名 業種 初値騰落率
2012年12月末
対初値騰落率

1 2/22 ジャスダック マックスバリュ九州 小売業 4% -6%

2 3/6 ジャスダック ティーライフ 小売業 9% -11%

3 3/8 マザーズ アイスタイル 情報・通信業 94% -57%

4 3/9 ジャスダック 大阪工機 卸売業 -2% -18%

5 3/14 マザーズ エムアップ 情報・通信業 76% -52%

6 3/15 マザーズ ライフネット生命保険 保険業 -7% -21%

7 3/27 マザーズ ベクトル サービス業 16% -7%

8 4/4 マザーズ エイチーム 情報・通信業 171% -14%

9 4/20 ジャスダック ウチヤマホールディングス サービス業 -4% 6%

10 4/25 ジャスダック こころネット サービス業 11% -17%

11 4/26 ジャスダック ユニバーサル園芸社 サービス業 11% 24%

12 4/27 ジャスダック チャーム・ケア・コーポレーション サービス業 5% -5%

13 5/29 札証アンビシャス 北の達人コーポレーション 食料品 -15% 205%

14 6/20 ジャスダック 日本エマージェンシーアシスタンス サービス業 27% 8%

15 6/22 マザーズ 大泉製作所 電気機器 14% -41%

16 6/22 ジャスダック ハピネス・アンド・ディ 小売業 16% -32%

17 6/26 マザーズ モブキャスト 情報・通信業 188% -6%

18 7/13 マザーズ アクトコール サービス業 47% -28%

19 7/19 マザーズ ワイヤレスゲート 情報・通信業 93% 28%

20 7/24 マザーズ エニグモ 情報・通信業 130% 43%

21 8/7 ジャスダック サクセスホールディングス サービス業 22% -52%

22 9/19 東証１部 日本航空 空運業 1% -3%

23 9/25 マザーズ エー・ピーカンパニー 小売業 41% 21%

24 9/28 マザーズ メディアフラッグ サービス業 136% -75%

25 10/4 ジャスダック 日本コンセプト 倉庫・運輸関連業 -8% -15%

26 10/19 マザーズ トレンダーズ サービス業 155% -63%

27 10/23 東証２部 三洋貿易 卸売業 -3% 39%

28 10/23 東証２部 阿波製紙 パルプ・紙 0% -12%

29 11/12 ジャスダック ありがとうサービス 小売業 11% 29%

30 11/15 マザーズ キャリアリンク サービス業 101% -15%

31 11/21 マザーズ エストラスト 不動産業 86% -31%

32 11/30 マザーズ ジーンテクノサイエンス 医薬品 29% 5%

33 12/6 ジャスダック IBJ サービス業 80% -20%

34 12/7 ジャスダック テクノスジャパン 情報・通信業 22% 22%

35 12/11 マザーズ enish 情報・通信業 213% -19%

36 12/11 マザーズ UMNファーマ 医薬品 -8% 34%

37 12/13 マザーズ コロプラ 情報・通信業 88% -10%

38 12/13 東証２部 アジュバンコスメジャパン 化学 5% -10%

39 12/14 東証２部 チムニー 小売業 -6% -17%

40 12/19 マザーズ モバイルクリエイト 情報・通信業 133% -14%

41 12/19 東証１部 全国保証 その他金融業 4% 50%

42 12/20 マザーズ ユーグレナ 食料品 129% 46%

43 12/20 マザーズ シュッピン 小売業 67% -27%

44 12/20 東証２部 パンチ工業 機械 -5% -2%

45 12/21 マザーズ 地盤ネット サービス業 96% 73%

46 12/21 福証Qボード グランディーズ 不動産業 2% 31%

47 5/28 TOKYO PRO MARKET 五洋食品産業 食料品

48 9/25 TOKYO PRO MARKET 新東京グループ サービス業
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図表 1-9 IPO 社数の推移 

 

 

図表 1-10 初値上昇・下落件数、公募割れ銘柄数割合および初値騰落率平均の推移 
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＜トピックス＞ 

東証、新規上場企業の誘致強化 ゲームやバイオ・ITベンチャー 地方も開拓 

 

新規上場社数は昨年 3年連続で前年を上回った。東京証券取引所は年末、上場推

進部が中心になって開いた説明会で、「3年連続の増加は 1993～1995年以来 17年ぶ

りだ」と指摘し、一昨年来の同社の取り組みが実を結んだと成果を誇った。 

東証は一昨年、ベンチャー企業などの上場促進を目的に、「IPOセンター」を設立

した。窓口を一本化し、外部にわかりやすくした。また、新たな上場企業を求め、

地方や海外でセミナーを開催するなど営業活動を強化している。 

昨年上場した 48 社のうち、22社が東京都以外に本社を置くベンチャーであること

も成果として強調した。地方でのセミナーを増やし、昨年中に全都道府県のベンチ

ャー関係者とのネットワークづくりを完了した。今年は、大阪証券取引所と統合し

て発足する日本取引所グループとして、「IPO JAPAN」と銘打った上場支援セミナー

を全国で開催する。 

また、証券会社やベンチャー企業のマッチングの機会も提供する。東証ベンチャ

ー・フォーラムというイベントで双方が出会えるようにした。ホームページには、

公開引受業務ができる証券会社 16社を紹介している。 

海外ベンチャーの誘致にも注力する。昨年はなかったが、一昨年はネクソンとダ

ブル・スコープという韓国系 2社が上場した。今年以降は複数の上場が見込めると

いう。強化するのは業種別ではゲームを掘り起こす方針。ディー・エヌ・エーやグ

リーなどが投資家から高い評価を受けていることから海外の同業を呼び込む。 

また、北米のベンチャーにも上場を呼びかける。ナスダックは大型ベンチャーの

上場があるため、時価総額がこぶりなベンチャーは日本の方が上場しやすいとの見

方もある。日本人が米国で設立した会社も最近増えており、それらの会社も東証上

場へ向けての誘致の対象とする方針だ。 

  

 

 

＜トピックス＞ 

最年少上場のリブセンス、１部上場も最年少 25歳 

 

一昨年 12月、史上最年少 25歳で東証マザーズに上場したリブセンスの村上太一

社長。それからわずか 10カ月足らずたった昨年 10月、25歳のまま、史上最年少で

東証１部上場を達成した。最年少記録の達成は、村上社長個人の経営者としての意

欲と能力の高さによるものであるが、村上社長が在籍していた早稲田大学のベンチ

ャーを支援する仕組みの効果も見逃せない。 

高校時代から将来の起業を計画していた村上社長は、大学１年のとき、大学の講

義の一環で設けられた起業家講座に参加した。ベンチャー教育で定評のある早稲田

大学の教授陣の講義を受講するとともに、ゲスト講師として招かれた現役の何人も
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の起業家の生の声に接した。講座の最後には、ビジネスプランコンテストが行われ、

村上氏は優勝した。その副賞の一つとして、早稲田大学キャンパス内にあるインキ

ュベーション施設に無償で入居することができた。山手線内の立地であり、同社の

成果報酬型アルバイト紹介の主たる顧客である飲食店や小規模企業に対して営業を

かける際には便利だったとみられる。 

この講座はまた、当時産学連携に熱心に取り組んでいた大和証券グループの寄附

講座でもあった。浅からぬ縁ができ、大和証券グループの関係者は折に触れ、村上

社長に対して必要に応じて助言をしていたとされる。大和証券は最終的に、リブセ

ンスが東証マザーズおよび東証１部に上場する際の主幹事証券も務めている。 

大学や教授陣、証券会社など、ベンチャー支援のエコシステム（生態系）がうま

く機能して、リブセンスのスピード上場を後押ししたと言えそうだ。ちなみに、上

場後の村上氏は、早稲田大学のビジネスプランコンテストで講演するなど、エコシ

ステムへの還元にも前向きに取り組んでいる。 

  

 

 

＜トピックス＞ 

新興市場から東証１部への昇格相次ぐ 

 

東証マザーズやジャスダックなど、新興市場から東京証券取引所市場第１部に昇

格するベンチャー企業が増えている。昨年、両新興市場から東証１部に鞍替えした

企業は 23社と前年実績（18社）を上回り、リーマン・ショックの 2007年（22社）

を上回る水準になった。1部上場の承認には、業績や時価総額で東証マザーズなどよ

り高い基準がある。１部昇格が増えているのは、上場後も順調に成長しているベン

チャーが増えていることを示していると言える。 

鞍替え各社の中でも、最も注目を集めたのは 10月にマザーズから東証１部に昇格

したリブセンス。村上太一社長は 25歳という史上最年少の東証１部社長となった。

一昨年 12月に東証マザーズに上場したばかりだが、わずか 10カ月足らずで昇格し

た。順調に業績を伸ばして、株価も昨年 11月現在で公開価格の４倍以上で推移して

いる。 

スピード昇格では、化粧品情報サイト「＠cosme」を運営するアイスタイルも負け

ていない。3月に東証マザーズに上場し、12月には東証１部上場を達成した。 

東証は昨年 3月、東証マザーズから東証１部への昇格に必要な審査期間を従来の 3

カ月から 2カ月に短縮した。ただし、その新ルールを適用されるのは、マザーズ上

場から 3年以内の会社に限られる。そのため、業績のよいベンチャーはこぞって、

１部への鞍替え準備を進めている。１部上場すれば、投資信託など一部の機関投資

家が投資しやすくなり、流動性の向上や株価上昇が期待できる。オーナー経営者に

とっては、保有株式を担保にした借入がしやすくなるなどの効果がある。 
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§2． ベンチャー企業（VB）向けアンケート調査 

 

 

VECでは 2011年に続き 2012年 11月に創業 5年以内 VB 1,099 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（2012 年）」（回答数 108 社 回

答率 9.8%）を実施し、VBの状況把握に努めた。 

回答率が 2011年調査（12.4%）比やや低下しているが、回答企業の今期や来期に

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、2012 年も引き続

き、低成長下での「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のプロフィール 

 

 

（1） 業種 

 

IT 関連が 61%（うちソフトウェア 30%）、エネルギー/環境関連が 14%、バイオ/

ヘルスケア 9%の順となった。 

2011年の本調査と比べ、半導体/その他電子部品・製品の構成比がほぼ 2倍に上

昇（2011年 5%から 2012年 9%）したのに対し、通信・ネットワーク（2011 年 7%か

ら 2012 年 4%）、医療・ヘルスケア関連（2011 年 9%から 2012 年 6%）の減少傾向が

目立つ。 
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図表 2-1 業種分布 2012 年および 2011 年 

 

 

 

（VEC 各年投資動向調査）   

  

  

2012年 

2011年 
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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 56%、エクス

パンション 29%が大宗を占めるが、シードステージが 2011 年の 8%から 13%へと増

加した。 

 

図表 2-2 ステージ分布  2012年および 2011年 

 

 

     

（VEC各年投資動向調査）   

 

 

 

 

（3） 目先の業績予想 

 

常にこの集団は業績見込・予測についてポジティブあるいはポジティブな表現

をする傾向を持っている。2012年調査も同様の結果となっているが、2011年に比

べ、今期増収増益見込み企業の割合が 10%低下し、逆に減収減益見込みの割合が

8%上昇し、また来期の増収増益予測企業も 5%減少しているのは、回答時の景気先

行きの不芳さを反映しているのかもしれない。 

  

2012年 2011年 
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図表 2-3 今期および来期の業績見込み 

 

 

 

 

 

 

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低下 

 

ビジネスのグローバル化（＝販売・資金調達のグローバル化）を考えている企業

は 21%と 2011年の 40%から減少、2010 年の 32%よりも更に低下した。 
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図表 2-4 グローバル化志向の推移  

 

 

 

なお、2012 年の調査では新たに地域別の海外展開状況を調査項目に追加した。

現状では 17%の企業が海外事業を行っているが、地域的にみると、アジア（中国を

除く）26%、中国 23%、米国 23%となっており、中国を含めたアジア全体でほぼ 5割

を占めている。 

また、海外展開の将来方針を地域別にみると、アジア（除く中国）が 25%、米国

19%、欧州 15%、中国 11%と中国以外のアジア志向が強くなっている。 
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図表 2-5 既海外展開の状況（複数回答を含む社数割合） 

 

 

 

図表 2-6 海外展開の将来方針 

 

 

 

② IPOに対する展望は減少 

 

企業ステージではシード/アーリーで 69%を占める中、将来の IPO を考えている

会社が 42%（2011 年 51%）、IPO 準備中が 14%(2011 年 16%)と、IPO を予定している

企業の比率は減少した。 

IPO を凍結あるいは他の方法を検討中の企業の割合が合計 44%あるということは、

企業が目先の IPOに慎重になっていることが窺える。 
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海外での IPOを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（中

国を含む）40%、米国 35% と高いものの、それぞれ 2011 年のアジア（中国を含む）

72%、米国 35%と比べ、アジア地域での上場機運が大きく後退した。 

 

 

図表 2-7 IPOに対する考え 2012年および 2011年調査 

 

 

 

図表 2-8 上場を考えている市場 2012年および 2011年調査 
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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 2011 年同様（ⅰ）人材確保、（ⅱ）

販路拡大、（ⅲ）資金調達の順であり、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%と 2011 年（50%）に

比べて増加し、2010 年と同水準に逆戻りする形となった。 

 

 

図表 2-9 経営ニーズ 2012年-2010年調査 

 

 

 

 

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」と業務遂行の基本要素であり、かつ不足の原因の認識

は「報酬・賃金の負担」と VBが避けて通れない問題である。 

最近は日本を代表するような大企業ですら人員削減が目立ってきており、VB 経

営者が将来展望や、“志”に基づく“働きがい”を強くアピールすることにより、

報酬・賃金のハンディキャップを補完することも従来よりは期待できるかもしれな

い。またストックオプションのような経済的インセンティブツールがもっと活用さ

れることも求められよう。 
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図表 2-10 人材ニーズ 2012年-2010年調査 

 

 

 

図表 2-11 人材確保の問題点 2012年-2010年調査 
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② 販路拡大 

 

販路拡大を経営課題として掲げる企業も相変らず非常に多い。 

日本の中堅・大企業は新規取引先の財務審査を行うことが多く、魅力的な技術や

アイデアを持った VB も、設立後年数も経っていないことから財務面が弱く、販路

拡大には、そうした信用面での弱点をカバーする仕組・工夫が必要となろう。 

VC 等への期待もこの課題に関するものが多いと思われるが、例えば、VB が、業

界に強いネットワークを持つ支援者を社外取締役に迎え入れることも信用補完の

方法として考えられよう。また VB と中堅・大企業のニーズを結びつける、例えば

中小機構の「中小企業総合展」や商工会議所の「ビジネス交流プラザ」のようなイ

ベントをもっと増やすことも必要ではないかと思われる。最近では大企業が VB の

新業務の開発力に着目して資本参加・業務提携を進める例も増え、この課題の望ま

しい解決策となっている。 

 

③ 資金調達 

 

2011年との比較では、本人・親戚・知人（所謂「3Ｆ：Founder, Family ＆ Friends」）

が 2011年の 76％から 65%へと 11%低下し、それに比較して個人投資家と VCからの

調達は 2011年の 34%から 47％へと 13%も上昇した。これは、VBが VCをはじめ外部

からのリスクマネーをより多く集めることが出来た結果、3Ｆに依存する必要性が

減少したと言えるのではないか。 

 

図表 2-12 設立から現在までの資金調達元（件数比率） 

2012年および 2011年調査 
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図表 2-13 設立から現在までの資金調達額の構成比（金額比率） 

2012年および 2011年調査 

 

 

  

 

  

 

  

2012年 

2011年 

（VEC 各年投資動向調査） 
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VB の創業以来の銀行からの調達は 7 割が 5,000 万円未満にとどまるが、VC から

の調達は 7 割近くが 5,000 万円以上となっている。1 社あたりの調達金額は VC か

らが最も大きい。銀行が VB への事業立ち上げのリスクマネー供給に慎重であり、

VB は VCの投資に依存していることを示すものであろう。 

 

 

図表 2-14 設立から現在までの金額別資金調達元（件数比率） 

2012年および 2011年調査 
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VC からの調達については 18%が不満足を示してはいるが、2011 年の 50%から大幅

に改善した。これは VCの対応力が増した（＝VB の期待に応えて投資するケースが

増加した）ことを意味していると判断される。銀行の場合 59%が不満足と 2011 年

とあまり変わらなかった。個人投資家からの調達についてはほぼ 100%が満足して

おり、2011 年も 80%と大きかったが、それからさらに大きく増加した。VB は投資

金額を含め個人投資家との関係構築を予め合意しているものと思われ、高い満足度

となったと考えられる。 

 

 

図表 2-15 資金調達に関する満足度 2012年および 2011年調査 
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今後の資金調達候補先は VC、銀行、民間企業、公的機関それぞれ各 55%、47%、

37%、34%と VC、銀行への期待が高く、全般的に資金調達環境は引き続き厳しいと

言われる中、幅広く資金調達先を確保したい VB サイドの希望が窺えるものとなっ

た。 

2011 年と比較してみると、VC への期待が 2011 年の 47%から 55%へ増加し、逆に

公的機関が 47%から 34％と 13%も減少し、民間企業も 45%から 37%に減少した。銀

行は 2011年の 48%から 47%とほぼ変わらずだった。2012 年の VCからの実績を反映

して、将来も VCへの期待度が増したとみることができよう。 

 

 

図表 2-16 今後期待する資金調達先 2012年および 2011年調査 
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§3． ベンチャーエコシステムの好循環に向けて 

 

 

 

1. 経済成長はイノベーションから イノベーションは VBから 

 

 

日本のように成熟した経済においては、産業界のイノベーションによって成長を

確保する必要があるが、イノベーションは既存の大企業だけでは容易ではなく、新

規設立企業に期待するところ大である。まず、起業を活発にすることが日本の大き

な課題である。起業につながるビジネス環境、条件などについて、いくつかのポイ

ントをチェックしてみたい。 

 

 

 

 

2. 日本の部門別資金余剰および資金不足 

 

ベンチャーファイナンスの不十分さに「起業不振」の原因を求める論があるが、

日本の現状に照らして常に妥当性のあるものであろうか？ 

日本全体の資金過不足をマクロ的にみると「一般政府部門」と「海外部門」で不

足し、「家計部門」「非金融法人企業部門」で超過である。そこで「一般法人企業の

余剰資金をもっとベンチャー企業へ」との主張はもっともな論である。既に日本の

大手事業法人には VBへの投資・VBの買収等の動きがみられるだけではなく、VCの

ファンド組成に対して「金融収益を追求する金融取引」ではなく、新たな業務分野

や有力な買収企業などを発見する手段として「戦略的出資」を行う動きが数多く見

受けられる。事業法人の「戦略的出資」を取り込めることが VC の営業力・総合力

ともいえよう。非金融法人企業のキャッシュフローのベンチャー事業への活用、す

なわちリスクマネーの供給は市場メカニズムの下で既に始まっており、これを加速

することが課題ということになる。 
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図表 3-1 日本の部門別資金余剰および資金不足 
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3. ベンチャーエコシステムと資金循環 

 

一般的に、「円滑なベンチャーファイナンスと多数の VBの誕生」は卵と鶏の関係

に似ている側面があるとは言え、まず数多くの VB が誕生して、M&A あるいは IPO

の結果ベンチャーファンドのパフォーマンスが良くなり、その結果、再びベンチャ

ーファイナンスのマーケットにリスクマネーが流入するという好循環が働くこと

が望ましい姿である(ベンチャーエコシステムがうまく回っている状態)。 

 

 

（1） 資金も指導も必須 － IT 関連分野 

 

IT 関連分野で成功した多くの起業家は、日本の IT関連分野を中心とする起業の

条件として必要なものは、資金であると同時に「プロの経営者の経営面のアドバイ

ス、企画立案面での指導・支援」であることを語っている（注）。大成功した若手

起業家のコメントであることを考慮しても、説得力のある言葉である。 

 

エンジェルとしてスタートアップの資金を出資し、実際に自らの成功体験に根差

した「経営アドバイザー兼支援者」として活躍している起業成功者が IT 関連分野

などで増えつつあることは、日本の起業環境・起業の将来展望を明るいものにして

いる。 

特に IT関連分野(VECの使用する定義ではこれはかなり広い)では ITを活用した

各種のサービス業（SNSやショッピングモール等の分野）において若手を中心に起

業が活発化し、成功した起業家あるいはその起業家が経営する法人からの出資・経

営アドバイスを含む様々な支援を得る現象がここ 1～2 年日本で広く認められるよ

うになった。 

 

（2） 一般製造業・サービス業の起業 － VCの支援が必要 

 

IT 関連以外の製造業・サービス業の分野、特に懐妊期間の長い一般の製造業の

分野における起業に対する資金支援は大きな課題であろう。VC による支援、中小

機構からのファンド支援等、が最も必要とされる分野である。VC のファンド組成

(注)最近上場し、東証 1 部最年少の社長と言われる「リブセンス」の「村上太一

社長」は経済誌のインタビューで次のように述べている（NIKKEI BUSINESS 

2012.10.15）。  

○ 起業のチャンスはどの国よりもある。投資家に言わせると投資したい人がい

ないというくらいだから資金はあると思います。 

○ 最近は.....ベンチャー出身の方がエンジェルとしても活動し始めているの

で日本もシリコンバレーの周回遅れで変わってきたのでは...... 
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能力、投資判断能力が大いに問われる分野かもしれない。 

製造業はサービス業と異なり、製品化のためには試作品の金型などに初期投資と

して少なくとも数百万円以上の資金が必要となっており、それが起業の大きな障害

になっていた。新しいアプリケーションの出現で、モノづくりの工程に誰もが参画

する機会を持てるようになった。 

具体的には、「3D プリンター」はパソコン上で作った設計データを立体（3D）の

形で造形できる。これにより、誰でもアイデアを形にして見せることができるよう

になり、簡単に試作品さらにはモノづくりを始められる。3D プリンターの低価格

化が進んでいるお陰で、極端に言えば１人でもメーカーになれる時代が訪れつつあ

る。 

また、個人から 3D プリンターで試作などを請け負う出力サービス会社も増えて

いる。3D プリンターなど革新技術を活用したものづくり分野の有力ベンチャーが

相次いで誕生すれば、日本の競争力が再び高まることになる。 

因みに、米オバマ政権も製造業復興のために 3D 関連技術を支援している。米マ

サチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）も個人が 3D プリンターなどを安いコストで使

える市民工房「ファブラボ」を提唱、普及を後押ししてきた。 

産業革新機構も 2012 年度にベンチャー投資を意識した動きがみられることから、

ベンチャー企業への出資拡大も期待されており、2013 年度の投資動向が注目され

ている。 

他の政策対応としては日本政策金融公庫の「創業融資制度」があり、ここ 2～3

年の実績は毎年度 1,000 億円を超えている。2012 年度上半期の融資実績は 10,023

社に対して 624 億円(前年同期比 25％増)に達した。新規事業への融資は、地方公

共団体ベースでも行われており、各都道府県で融資を実施、各地信用保証協会が保

証している。 

シリーズ A,Bの段階になれば、米国のように種類株で対応することも次第に増え

てこよう。VB等未上場企業が発行する種類株式の利用促進を目指して、2011 年 VEC

が有識者による研究会を立ち上げて提言を行い経済産業省に提出した。これを受け

て同年、経済産業省でも研究会が組成され、種類株の活用促進へ向けて課題の洗い

出し・解決策などがまとめられた。その過程で、種類株の利用促進の障壁となって

いた税制面での取り扱いが見直され、税制適格ストックオプションの権利行使価額

については、直前に発行された種類株式の価格ではなく、ストックオプションの権

利付与時の普通株式の価格を基準に設定すれば良いことを明確にした。この結果ス

トップオプションを発行する VB においても種類株の活用促進が図られることとな

った。 

種類株の便利さは理解できても、慣れない特殊な株式の発行に対して逡巡する起

業家がいるだろうが、起業家の支配権を脅かさずに十分な資本を集める手段として

の便利さが認識され、また投資家のみならず、関与する実務家が種類株の取り扱い

に慣れてくれれば更に利用が進むのではないか。 

なお(1)(2)に共通している政策対応としてエンジェル税制がある。この制度の活

用促進を目指して制度の内容を多くの投資家に理解してもらうことが大切である。 
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（3） エネルギー関連等大規模起業  

 

大規模なクリーンエネルギー分野等は所要資金が極めて巨額なことから、市場メ

カニズムだけで所要資金を集めることは難しい。この分野は既に多々実施されてい

るが、政府並びに政府関係機関が日本の重点施策として起業当初から資金面を始め

幅広く支援する必要がある。産業革新機構の有力な投資候補先でもあろう。同じベ

ンチャー企業と言っても IT 関連分野などの所要資金の小さいところと比べると所

要資金額も、関係者の多さも全く異なる。 

(1)～(3)に共通しているが、新技術がセールスポイントの VB にとっては、特許

権など知的財産権取得が迅速かつ低廉にできることが極めて重要な意味を持つ。 

現在特許庁では、中小企業の知財戦略支援策として、①中小企業・個人・大学等

の出願を対象とした「早期審査・早期審理制度」による特許審査・審理結果の早期

取得、②中小企業向け特許料等減免制度、③都道府県等中小企業支援センターによ

る外国出願支援制度、④中小企業からの相談受付のワンストップ化として各都道府

県に「知財総合支援窓口」の設置等の種々の政策対応がなされている。また、「特

許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway、PPH)」によって、海外での特許

出願案件の大幅なスピードアップ・低コスト・事務負担低減化が図られている。こ

うした制度が VBに広く知られて活用されることが重要である。 

 

（4） 大企業からベンチャー企業への資金フロー 

 

キャッシュリッチな日本の大手事業法人が自社の事業の多角化・新業務開発に際

して、いわゆる「自前主義」を修正、新業務展開までの時間とそのための人材の獲

得を目指して、業務提携だけではなく VB への投資・VB の買収等 VB に対してリス

クマネーを投下するケースも徐々に出てきた。買収に至らないまでも、IT 関連の

VB との業務提携で伝統的な産業の業務実施手法を抜本的に変革して、事実上新た

な業務を創造している例もある。VB への出資方法は、大企業が自らあるいは大企

業の創設した CVC が出資したり、大企業が大口 LP として出資したファンドが出資

する等により行われる。これは、マクロ的にみれば国内資金余剰部門である事業法

人の資金がリスクマネーとして VB へ投資される極めて望ましいパターンと言えよ

う。その一例として大手企業によるファンド活用例がある。 

≪大手企業の VB への投資が出てきたという事実は、大手企業の中間管理層にあ

りがちと言われるN.I.H(注)がなくなりつつあることを意味しているのではないか。

グローバルな競争下、経営上、N.I.H.を続ける余裕はない筈。(注)Not Invented Here － 

ある企業などが別の企業(あるいは別の国)で生まれたことを理由に、その製品などを採用しない風土≫ 
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＜トピックス＞ 

KDDI、ベンチャー支援を加速 ドコモも巻き返し 

 

スマートフォン（高機能携帯電話）の急速な普及を背景に、スマートフォン向け

のサービスを展開するベンチャーを支援する取り組みが活発になっている。先行し

ていた KDDI に加え、NTTドコモも巻き返しに動いている。 

KDDIは今年 2月、ネット系ベンチャー企業に投資するためのファンド「KDDI Open 

Innovation Fund（正式名称 KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合）」を設立した。

運用総額は 50億円で、投資期間は 10年。同社が設立する初のコーポレート・ベン

チャー・ファンドである。 

金銭的な投資リターンだけを狙うわけではなく、投資先は「KDDIと協業する国内

外の IT 系ベンチャー企業」に限定している。同社のスマートフォンで提供する有力

なサービスを開発できるベンチャーを育てる考えだ。 

投資先の選定などの責任を担うのは、独立系ベンチャーキャピタルのグローバ

ル・ブレイン（東京都港区、百合本安彦社長）が務める。同社はニフティなどとも

同様の枠組みで、コーポレートベンチャーキャピタルの運営を任されている。これ

までにトライステージやアイフリーク、イー・キャッシュなど 7社の投資先を上場

に導いている。 

KDDIはまた、2011 年に始めた、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

「KDDI∞Labo（ムゲンラボ）」の活動も継続している。このほど、4期のメンバー企

業が決まった。 

出おくれていた印象が否めない NTTドコモも 10月、新基軸を打ち出した。2012

年度中に、起業支援プログラム「ドコモ・イノベーションビレッジ」をスタートす

る。ベンチャー企業側からはこれまで、ドコモのベンチャー支援はどこが担当部署

なのか分かりにくいとの声が出ていた。イノベーションビレッジがその窓口になる。 

さらに、コーポレート・ベンチャー・ファンド「ドコモ・イノベーションファン

ド」も設立する計画だ。ファンドの規模は KDDIの倍に相当する 100億円になる予定。 

KDDIと同様、共同オフィススペースを提供し、ドコモの社内外の専門家による経

営面や開発面のアドバイスを受ける機会を与える。起業経験者や著名経営者による

講演会も開催する。 

NTTグループには NTT インベストメント・パートナーズという IT・ネット業界で

大きな存在感を持つベンチャーキャピタルがある。ドコモの新ファンドは同社とも

連携して、ベンチャー支援に取り組む。投資する事業領域は広い。「メディア・コン

テンツ」、「金融・決済」、「コマース」、「メディカル・ヘルスケア」、「Ｍ2Ｍ」、「アグ

リゲーション・プラットフォーム」、「環境・エコロジー」、「安心・安全」などに投

資する考えだ。 
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（5） 年金資金のファンドへの受け入れについて 

 

ベンチャーファイナンスについて常に議論の対象になるのが米国など西欧諸国

の例に照らして「年金資金」のベンチャー投資への活用である。ベンチャー投資の

ような長期資金ニ－ズに対しては供給面でも長期資金の受け入れを目指すことは

ごく自然である。日本の現状は、企業年金が VC ファンドへ投資しているものの、

企業年金の一部に限られているようである。また公的年金の VC ファンドへの投資

はまだない。 

資金供給サイドである年金基金側の見方・考え方を以下に概括してみた。 

 

(1) 企業年金 

企業年金(確定給付型)の資産残高は 2012年度末で 72.2兆円である(この中

に個別の企業年金、企業年金連合会の年金、同業者等によって組成されてい

る厚生年金基金が入る）。 

現在、法的な運用規制は無く(1999 年に規制撤廃)各企業年金ごとに運用方

針も千差万別である(＝年金の成熟度等によって運用リスクの取り方にも差

異がある)。年金は長期運用ではあるが、企業年金の積み立て状況が企業の財

務諸表に反映されることになったため、運用の短期のパフォーマンスも重視

されるようになっている。今後は IFRS(国際財務会計基準)の導入を控えてこ

れが加速される可能性がある。もう一方で、株主も企業が年金運用で大きな

リスクを取ることはあまり望んでいないと考えられる。企業の年金基金には

運用のプロが十分に配されているところは少ないので、PE投資(ベンチャー企

業への投資もこの中に入る)は企業年金にとっても難易度の高い投資である。 

 

(2) 公的年金 

－「年金積立管理運用独立行政法人」（GPIF）が運用管理を行っている年金 

2012年度末で 113.6兆円である。「長期的な観点からの安全かつ効率的な運

用」という基本的な考え方により運用が行われている。 

○ 基本ポートフォリオとしては、分散投資によって(高格付けの)債券並み

のリスクで、長期国債利回りを上回ることを目指している。 

○ 公的年金は運用情報の透明性の要請があり、四半期ごとに運用状況が公

表されて、新聞紙上などで報道されている。 

○ 独立行政法人の運営の在り方については、外部からの政策的・政治的な

議論の対象となりやすい。 

なお、ベンチャー投資を含めて PE 投資に関する調査研究は GPIF で行われ

ている。2011年の運用委員会において「PE投資に関する調査研究」の結果の

概要が提示されて議論されている。そこでは「PE はオルタナティブというよ

りは資本に対する投資ということから（上場）株式と同じであるが、上場し

ていないこと、流動性の問題などの違いがある。また PEは個別性が強いこと

により、大規模な公的年金の投資対象として適する PEが存在するか、などの 
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点検が必要である」等の趣旨の意見が交わされている。（年金積立管理運用独

立法人ホームページに基づく） 

 

(3) 年金資金のベンチャーファンドの受け入れ 

年金資金をベンチャーファンドが受け入れるためには下記のような諸条件

を考慮する必要があるようだ(年金関係者)。 

 

A. 年金運用の対象になるためには、PE(ベンチャー投資を含む)に分散投資す

ることが年金運用の効率性(リターンとリスクの両面で)を高め、年金制度

の維持のための最善の選択であることが幅広く理解されることが必要で

ある。 

そのためのステップとしては； 

○ 各種投資パフォーマンスデータの開示(業種ごとの平均リターンやリス

ク) 

○ 歴史的統計(トラックレコード)に対するアクセスの容易性の確保 

－これは必須であり、シミュレーションや実証的な検証を行い易い環境整備

が必要である。 

 

B. 上記のようなニーズがあるのは； 

1. 年金運用では、重い「受託者責任」が課せられるため、プロセスが重要

視され、説明責任を全うできる「筋の通った」投資を行っていくことが

求められる。 

2. 海外の年金では PEについては、そのリスクの高いこと(信用リスク、流

動性リスク)に見合って、上場株式に対して数パーセント上乗せした期

待リターンを見込んでいるのが一般的。その点では、日本のみ例外とい

うことにはなるまい。 

3. トラックレコード等に関しては第三者の検証が付されていることが望

ましい。 

 

これらの条件を満たしたうえで、投資を行うことに関して有識者等の同意な

ど得られることも必要である。 

以上、つまるところ、「リスクに見合ったリターンが得られる可能性が実証

的に示されれば（経済合理性から）投資はついてくる」と考えられる。 

年金基金から PE 投資を実行するとした場合には、年金基金サイドの人材投

入(＝投資のプロフェッショナルの採用)や優良な投資対象を選別するための

方法論の確立も必要になる。 

 

以上のような年金サイドの見方・考え方に照らすと、年金資金を VC ファンドに

受け入れて年金基金管理者の求める「透明性の要求」「説明責任への対応」などの

ニーズに対して、GP として習熟しておくことは、将来を展望すれば特に必要なこ

とであろう。このためにも、企業年金の VC ファンドへの受け入れがまず大切であ
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り、その受け入れ努力が求められよう。 

 

 

 

 

4. 海外投資家への期待 

  

海外部門は資金不足部門(対外投資超)であるが、海外投資家は自らが見込む

「リターン」が期待できる、あるいは企業戦略上のニーズがあれば、一般論とし

ては日本の投資家よりも迅速に投資する傾向があるのでリスクマネーの出し手

として期待できよう。先に述べたように、日本の VC の努力で最近は海外投資家

による日本のファンドへの投資も徐々に増えてきた。海外投資家を日本へ引きつ

けるためには彼らにとって魅力的な日本の VB が多いことを十分に知ってもらう

必要がある。ビジネスに英語が使われていないハンディーはあるが、最近は日本

の VB も起業当初からアジアを含むグローバルな市場を前提に業務展開している

ケースも出ているので、このハンディーは小さくなりつつあるのかもしれない。

海外投資家の目を日本へ向けさせるための努力が必要かもしれない（既に海外投

資家への投資誘致活動がおこなわれた実績はある）。最近増えてきたベンチャー

関連の国際会議の日本における開催も有益な一手段である。なお、海外投資家は、

日本の VB を「日本人とは別の視点から評価する」という面があるだろう。海外

企業を含む海外投資家の日本の VB への関心・投資が、日本の大手企業による日

本の VB の優秀性への「気付き」につながるプラス効果が期待できるかもしれな

い。海外で日本の新技術等が評価されるとその評価が日本へ逆輸入されるという

従来まま見られる現象からも、この効果を否定しきれまい。 
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5. 大学・大学院の関与するベンチャー振興策 

 

（1） ベンチャー教育へ政策的支援 

 

日本の大学・大学院におけるベンチャー教育は、ベンチャー振興のための中長期

的な効果を狙った施策であろう。ベンチャー教育によって「起業意欲」を持たせる

ことは無理かもしれないが； 

① 起業のノウハウを教えることで「本人も意識していなかった潜在的起業意欲」

が顕在化する可能性がある(教育時との時間差はあろうが) 

② 他の職業に就いてその職業に不向きで転職したい折に，起業の知識が既にあ

れば「起業」に着手しやすい。 

2012 年度のベンチャー学会におけるグローバル・アントレプレナーシップ・モ

ニター（GEM、起業活動が国家経済に及ぼす影響について、各国家のデータを用い

た実証研究）のデータを複数の同学会の会員(注)が回帰分析した結果では； 

日本の場合は「起業態度」(Ａ、起業活動の社会への浸透度Ｂ、失敗に対する恐

れＣ、経営能力や事業経験＜ビジネスを始めるための知識・能力・経験＞）を見る

と経営能力や事業経験については日本は他の国々に比べて低い水準であるが、そう

した能力や経験が同じ水準である場合には「日本の起業活動は盛んである」との結

論が導かれている。即効性は無いかもしれないが、ベンチャー教育が、日本のベン

チャー振興のためには有益であると言えよう。 

(注)武蔵大学 高橋教授 

中央大学 本庄教授 

東洋大学 安田教授 

日本政策金融公庫総合研究所 鈴木上席主任研究員 

「起業意欲」そのものを国民に「植え付ける」ことは簡単ではない。但し、教育

によって可能との説もある。元来「起業意欲」のある同じような世代、同じような

環境の仲間内から起業成功者を輩出することが残りのメンバーの起業意欲を一層

高めるとの経験則を言う者もいる。同じベンチャー企業でも、起業に関心のある若

者達に実地指導教育を行うこと等は大いに有益であろう(注) 

(注)「MOVIDA JAPAN」「サムライインキュベート」などの例 
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図表 3-2 国別の起業活動率（TEA） 

 

 

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 

 

図表 3-3 起業家に対する社会的評価 

 

（出所：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） 

 

また大学・大学院で単位は与えないがベンチャー教育を継続した結果、累計受講

者の約 3～4%が起業しているとの報告もなされている(注)。 

(注)「アントレプレナー道場」と名付けて、東京大学産学連携本部各務教授が主

催、継続して起業の講義を行っている東京大学では過去 8年間で累計約 1,400 人の

受講生の中で 40～50人程度が実際に起業していると言われている。 
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全国の大学・大学院でも「ベンチャー教育」は一般に単位の取得できる科目とし

て広く行われている。「大学・大学院起業家教育推進ネットワーク」が主催する「起

業家人材育成事業」としてこのようなベンチャー教育の推進策が講じられており、

VEC も 2011 年度から支援・協賛を行っている。ベンチャー教育の有効性が GEM の

分析あるいは大学のベンチャー教育受講者の起業実績で検証されているように、ベ

ンチャー教育の振興はコスト・パフォーマンスの良い施策であり、政策対応として

もっと重視されるべきであろう。 

 

（2） 大学発ベンチャー 

 

図表 3-4 大学等発ベンチャー新規設立社数 

 

 

大学発ベンチャーについては 2001 年度に「大学発ベンチャー1,000 社計画」が

政策決定され、2005年度までは着実に大学発 VBの設立をみたが、2006年度以降急

速に設立数は減少している。この主因は経営・マネジメントの人材不足、リスクマ

ネーの不足、発明を商品化する力の不足等の要因が挙げられているが、いずれも容

易に解決できる課題ではない。こうした状況下、2012 年度から文部科学省が推進

する「大学発新産業創出拠点プロジェクト(ＳＴＡＲＴ)」は上記の反省を教訓に、

大学の発明等を事業化する新たな試みをスタートした。大学の研究プロジェクトを

事業化すべく採用するに当たり、事業プロモーター(数人で組成するベンチャーキ

ャピタリストのチーム)が関与して、出口までのプロセス全体を設計提案する。こ

うした実業化のプロが主体となって参加することで従来の欠点を補う試みである。

事業プロモーターである VCチームは一般の VC活動よりも、はるかに川上にまで踏

み込むことになる。このプロジェクトもまた、VC の持つ能力と大学人の能力を公

的支援で有機的に結合させる試みである。 
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