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コメントセッション 
 
秦  信行 氏（國學院大學経済学部 教授／学部長） 
村上 太一 氏（株式会社リブセンス 代表取締役社長） 
鴇田 和彦 氏（日本ベンチャーキャピタル協会 会長／ 
        三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 代表取締役会長） 
北地 達明 氏（監査法人トーマツ パートナー） 
岡村 公司 氏（株式会社大和総研産学連携調査部 部長） 
吾郷 進平 氏（経済産業省新規産業室 室長） 
 
 
●パネラー紹介 
 
（秦） 司会をやれという、濱田さんからの突然のご指名ですのでやらせていただきます。國

學院大學の秦でございます。既に簡単なシナリオを濱田さんからいただいておりますので、そ

れに沿う形でパネルを進めさせていただきたいと思います。 
 初にパネラーのご紹介をさせていただこうと思います。後でお一人ずつ少し詳しく話して

いただきますが、今は順番にお名前を申し上げます。 
 まずお一人目は、株式会社リブセンスの代表取締役社長、村上さんでございます。村上さん

は現在早稲田大学政治経済学部の４年生でいらっしゃるとお聞きしました。22 歳になられまし

たか。  
 
（村上） いえ、まだなっていません。21 歳です。 
 
（秦） まだ 21 歳だそうですが、要するに学生起業家のお一人だということです。それを踏

まえたお話を後でお聞きしたいと思っております。 
２人目は日本ベンチャーキャピタル協会の会長であり、かつ三菱ＵＦＪキャピタルの代表取

締役会長の鴇田さんでございます。鴇田さんからは、ベンチャーキャピタルが必要とするキャ

ピタリストの人材育成を中心にお話ししていただこうと思っております。 
 ３人目が、監査法人トーマツのパートナー、北地さんでございます。私は北地さんをだいぶ

前から存じ上げておりまして、一緒にいろいろなお仕事をさせていただいております。 
そして、４人目は、先ほどアンケート調査のお話をしていただいた大和総研の岡村さんでご

ざいます。岡村さんにもアンケート調査を踏まえて、ベンチャー起業家や起業家教育のお話を

していただこうと思っております。 
後に、経済産業省新規産業室長の吾郷さんでございます。吾郷さんには行政のお立場から

起業家教育についてのお話をしていただこうと思っております。 
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●基調講演から得られた論点 
 
（秦） 既に午前中から６人の方に講演をしていただきましたが、今日のフォーラムのタイト

ルが「ベンチャービジネス・ベンチャーキャピタル教育フォーラム」となっているわりには、

皆さんのお話の中ではベンチャーキャピタル、あるいはキャピタリストの教育についてはあま

り触れられていなかった気がします。しかし、いずれにしても六つの大学の事例を踏まえたお

話がございました。ですから、パネラーの皆さんのお話をお聞きする前に、まず私の方から、

講演をしていただいたそれぞれの方々のお話について、私の印象に残ったことだけを申し上げ

てみたいと思います。 
 初に早稲田大学の大江さんですが、お話していただいたように、早稲田大学でいろいろな

試みをされています。具体的には、インキュベーション施設やウエルインベストメントという

投資会社をおつくりになって、非常に実践的な起業家教育をしておられるというお話でござい

ました。私にとって一番印象に残ったことは、やはり実物でやることに意味があるということ

です。ケーススタディという手法もアントレ教育１には当然あると思いますが、ケーススタデ

ィは非常に限られた情報の中の意思決定を追体験的に学んでもらうわけですから、それでは少

し意味が薄いのではないかと思います。むしろ自分でビジネスプランをつくる、あるいはそれ

を実際に実行に移してみることの意義が大きいのではないかというお話をされていたと思いま

す。 
 ２人目は立命館の樋原さんで、学部での起業家教育として既にプログラムができておりまし

て、大体 100 人の受講生がいらっしゃるというお話でございました。草津キャンパスで文系の
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２学部、理系の２学部の学生を対象にそういうプログラムを展開されていて、いろいろな課題

がまだおありになるというお話ではございましたが、非常によくできたプログラムになってい

るのではないかなと私は思いました。そして、樋原さんの講演の 後の方でしたが、ベンチャ

ーキャピタリスト教育、ベンチャーキャピタルの人材教育という意味では、日本では基礎的な

ファイナンスの教育がやや不足しがちであり、それを充実させることが必要なのではないかと

いうことと、日本でのいろいろな事例のケースをもっと増やしてみてはというお話をされてい

ました。 
 ３人目は慶應義塾大学の國領さんで、イノベーションのシステムに関するややマクロ的なお

話であったように思います。その中でもやはり注目すべきはイノベーションを担う人材として

の起業家とそのための教育の重要性であり、それは優秀な研究人材の教育・確保ともオーバー

ラップすると考えておられるように思います。特に基礎研究の初期的なところはかなりやられ

ているようですが、後期の基礎研究のところは必ずしもうまくいっていないということでした。

そういうことがきちんとできる、あるいはそれを担えるような人材育成が必要だというお話を

されていたと思います。 
 ４人目のマイケル・コーバーさんは一橋大学の大学院でＭＢＡ２の授業をされておられ、そ

してそのお話は、ＭＢＡ自体の目標である変革型のリーダーの育成、なかでもイノベーション

の担い手としての起業家の養成は日本でも非常に必要になっているということであったと思い

ます。その中で特に彼は 後の方で、今後、彼がやっている授業については、優れたアイデア

を生み出せる力を持った起業家、人材の育成はどうやったらできるのか、つまり、優れたアイ

デアをどうやって引き出してくるのかというところの工夫をしていきたいというお話をされて

いたと思います。 
 ５人目の武蔵大学の高橋さんからは、Babson でのご経験を基にお話をしていただきました。

お話は学部教育の話でしたが、起業家教育の目的はやはり事業計画を書くだけの能力を養って

いくところに置かれていて、事業プランを立てるための基礎知識習得のプログラムをつくって

おられるということでした。同時に、大学としては組織的なアントレ教育に対する支援が非常

に重要なのではないかというお話もされておりました。 
 後に、京都大学の知的財産経営学コースで教えておられる寺西さんからは、先ほどの國領

さんのお話ともやや重なる部分があったように思いますが、基礎的な研究と、製品化・実用化・

商業化を結び付ける間のところの人材あるいはシステムというものをきちんとつくっていく必

要があるということで、そのためのプログラムを展開し、特に医療分野、医学領域でそのよう

な人材をつくっていっておられるというお話でした。さらに医学領域のサイエンティフィック

な知見も教えておられて、そこでは法律も非常に重要であるということでした。このお話をお

伺いして、私は、メディカルでなくても、例えばＩＴの事業領域でも技術的な知見や、それに

関係する契約などの法律的な問題、それから 後にビジネスを加えたパッケージ化したような

コースやプログラムをつくるならば、ベンチャーキャピタリスト教育にも応用できるのではな

いかと考えておりました。 
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●パネルディスカッションの目的とパネル司会者の自己紹介 
 

私の独断で、午前の講演について少し気になったところを幾つか

申し上げましたが、これからは６人のパネラーの皆さんにそれぞれ

のお立場でお話しをしていただきます。このパネルでは、ベンチャ

ーキャピタリスト教育も含めた日本における起業家教育について

一体どういうシステムが必要なのか、大学として何をすればよいの

かというお話をまずはお聞きした上で、フロアの方々からもいろい

ろなご意見をお伺いすることを 終的な目的としたいと思います。 
 初に自己紹介するのを失念してしまったのですが、私の専門分

野は一応ベンチャーキャピタルです。起業家教育においては、全般

的なことはもちろん私の領域ではないのですが、ベンチャーキャピタリストの養成に向けて私

も幾つかの社会人向けの大学院でプログラムをつくってやらせていただいています。そういう

意味で、ベンチャーキャピタリストの教育について何か気が付いた点があれば、私自身の意見

も後ほど申し述べさせていただきますが、まずは６人のパネラーの方々からお話をそれぞれに

伺っていきたいと思います。 
 初に村上さんなのですが、先ほどもご紹介しましたように、２年前に今の会社を立ち上げ

られたとお伺いしております。村上さん自身はまだ学生ですので、そのお立場で、大学の起業

家教育、ないしはもう少し広く大学の教育に望むこと、起業家を育成していく上において何が

不足しているかなどに関して、どのように考えておられるかというお話をしていただきたいと

思います。 
 
               
１アントレプレナー教育 

２Master of Business Administration 経営学修士 
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●村上 太一 氏 （株式会社リブセンス 代表取締役社長） 
●●起業家教育の環境 
 
（村上） はじめまして。ご紹介いただきました株式会社リブセン

スの村上と申します。現在早稲田大学の４年に在学中です。 
 私は 19 歳の大学１年生の春休みに、リブセンスという会社をつ

くりました。起業家教育という面で起業する理由が一つ焦点になる

とは思いますが、私自身が 19 歳ながら起業しようと思った理由は、

小学生ぐらいから漠然と会社をやりたいという思いがあったから

でありまして、実はあまり明確な理由がないというのが正直なところです。私の家系は、祖父

が二人とも経営者でありましたので、小さいころから起業が身近だった。小学生ながら起業し

たいと思った一つの理由にはなります。 
 ですから、起業家教育を考えた場合、 も大事になってくるのは環境づくりです。私の場合

は祖父だったのですが、起業家教育を小学生に教えようと仮に思ったら、それは可能だと思い

ます。小学校の先生が、ベンチャースピリットまではいかなくとも、ビジネスに対する面白さ

などは伝えることができると思いますし、そういった面でベンチャースピリッツ養成には教育

がすごく大切だと考えております。 
 
●●起業家教育のあり方－起業体験を踏まえて－ 
 
 私自身のことをもう少し説明させていただきますと、大学１年生の 19 歳で起業しまして、

現在、アルバイト情報サイトのジョブセンスを運営しております。こちらは業界で初めての仕

組みでありまして、アルバイト採用のサイトですとフロム・エー１などのウェブ媒体に載せる

ことに費用が発生するのが従来のモデルでありましたが、当社の場合は採用ができて初めて企

業さまから費用をいただくというようなモデルで事業をさせていただいております。今期が３

期目になるのですが、売上も順調にいきまして、利益も１億円近く出せるようになりました。 
 会社ということを考えると、教育も大事なのですが、私自身一番大事なのは、まずは実際に

やることだと思っています。私自身、会社を設立した１年目はかなりつらくて、正直設立した

当時は請求書の書き方すら分からず、お客さまにお金をもらうときにどうすればよいのかさえ

分からずに、逆にお客さまから教えていただくということもありました。このときは、ある意

味世の中が全く分からず、教育も受けていない状態でした。ただ会社を設立したいという思い

だけが非常にある状態で設立してしまったため、１年目は全く知らないことづくしで、とても

つらく、一時期はすごくストレスがたまって部分的に白髪が生えるという状況もありました。 
この大変さを乗り越える力が起業家教育で身に付かないのだろうか、と私自身はすごく思っ

ています。実際に近い形で多少プレッシャーのある、ストレスがかかる状態でやっていくこと

がまず大切なのかなと思います。ストレスがかからないと人間は成長しないと私自身は思って
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いて、仮に教育でそれをカバーするとした場合は、ある程度プレッシャーのかかる中での教育

がすごく大事になると思います。私たちの会社でも教育をすごく大切にしておりまして、教育

機関に入るといったことを行っており、教育はベンチャースピリットを身に付ける面ではすご

く大切だと思っております。 
  
●●社名の由来 
 
 私がなぜ会社をやっているかというと、始めた理由は単純に好きだからという部分が大きか

ったのですが、続ける理由としては、すごく明確なものがあります。私たちの会社はリブセン

スという社名なのですが、この社名には面白い由来があって、リブセンスの Live が「生きる」、

Sense が「意味」で、「生きる意味」という意味合いを持った会社です。哲学的な話になって

しまうのですが、私自身が会社を続けるのは、好きだからということ以外に、生きる意味を見

いだすためでもあります。 
人間が生きる意味とは何だろうと考えたとき、誰もが幸せのために生きていると単純に考え

て言います。あらゆる人の行動には、人生を生きていく中で常に選択というものがあると思う

のですが、その一つ一つの選択というのはより良い方向に向かうことができる、幸せに向かっ

て生きることができるように行われます。私自身の幸せの一つにお客さんに喜んでもらうとい

うことがあります。これをすごく感じたのは、私が小さいころ両親に料理をつくってあげて「お

いしい」と言ってもらったときでありまして、このときは純粋にうれしい気持ちになりました。

こういった気持ちを、会社を通じてもっと経験していきたいなと思い、会社を続けていく理由

としてあるわけです。 
 その他に表現する幸せというのもあって、会社を通じて社会に事業を発信していく、お客さ

まにたくさん影響を与えていく、使っていただいているユーザーさんに影響を与えていく、と

いうような幸せのために、会社をずっと続けさせていただいております。本日はベンチャー教

育フォーラムという形で、私自身も教育にもすごく興味があるのでいろいろとお話しできれば

と思います。よろしくお願い致します。 
 
（秦） ありがとうございました。幾つか私から質問をしようかと思ったのですが、時間の関

係上、まずは一通り皆さんにお話しいただいた後、フロアの皆さまも含めてご質問等々を受け

たいと考えております。では鴇田さん、よろしくお願いします。 
 
               
１株式会社リクルートが運営するアルバイトと仕事探しのサイト 
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●鴇田 和彦 氏 （日本ベンチャーキャピタル協会 会長）  

●●大学に通う目的 
 
（鴇田） ベンチャーキャピタル協会の鴇田でございます。ベンチ

ャーキャピタルとしてというよりも、ベンチャー経営者育成のため

に大学教育はどうあるべきかについてお話したいと思います。あま

り真剣に考えたことがないものですから、やや稚拙になるかもしれ

ませんが、今あらためて振り返ってみますと、自分の学生時代も含

めて、勉強していないという思いがあるわけです。例えば、アメリ

カの学部の学生や院生はやはり勉強が目的で大学に通っています。学習塾と大学は全然違うわ

けですから、その違いは何なのかということをやはり考えるべきだろうなと私は思います。 
 昔は、私も大学での成績などは問わない就職活動をやっていましたが、やはり大学生のとき

の時間を無駄に過ごしても仕方がないので、何らかの目的意識を持ってとにかく勉強するべき

です。勉強というのは特に専門知識なのだろうと私は思うのです。隣に村上さんのような優秀

な青年がいるわけですが、一般論として言えば、やはりベースとしてそのような専門知識の勉

強をしなければいけないのではないかと思います。経団連の御手洗さんが「いまだに初任給が

一緒なのに文句を言うやつがいないのはおかしい」と言っていますが、僕もその通りだと思い

ます。大学を出たということが目的ではなくて、やはり大学で何をしたかが目的なので、とに

かく勉強する時代というのが、やはりアメリカの若者たちとの起業するスタートアップの時期

の違いなどに全部出ているのではないかという気がします。もちろん企業に入ってからも、企

業はそれなりの教育資金を相当投入して、マスターを取らせるなど、いろいろな投資をします。

しかし、いずれにしても、大学という貴重な４年間に目的意識を持って勉強してほしいという

のが一つです。 
 
●●個性を引き出す教育 
 
 ２番目は、やはり偏差値教育の弊害がありまして、私は、個性を引き出す教育が重要だと思

います。特にベンチャーというのは、これからの時代のものです。しかし、それに必要な、多

様な個性や独創性など、他の人とは違う価値観を持つというのが今の偏差値教育ではなかなか

生まれにくいのだろうと思うのです。偏差値教育の考え方という１本の物差しで考えないよう

に大学教育で払拭していただきたいと考えています。 
 先週、私の部下の息子が小学生で、運動会があったのですが、タイムの良い順で６人ずつ走

るのだそうです。ですから、遅い人でも優勝するチャンスがあるわけです。あるいは、劇にな

ると全員が赤ずきんちゃんになる。そういうことというのは、画一的であります。世の中はグ

ローバルに競争がすべてなのにもかかわらず、いまの人たちは全員が１位になれるというよう

な教育を受けてきています。そして、そのような教育を受けてきた人たちを引き受ける大学の
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先生方は、大変なことだと思います。素晴らしい研究の講座の内容も伺いましたが、こういう

子供たちを、いろいろな考え方を持つ、価値観の多様化にふさわしい学生に育て上げるのは大

変だと思います。しかし、そういう意味では個性を引き伸ばしていただきたいと思います。 
 まして少子化ですから、適材適所で、その人の能力に見合ったところを少人数で、少数精鋭

でいける時代です。全員が自分の不得手なところに配属されて無意味なことをやるよりは、自

分が好きなものを徹底的にやる。そのためにはやはり個性、その人の能力は何かということを

よく見極めるような教育をしてもらったらよいのではないかと思います。就職ランキングを見

ると、20 年か 30 年ぐらいずっと同じ名前が出ていて、なぜあそこの企業はあんなに魅力があ

るのかと思うわけです。それはわれわれ親が「ああいうところはいいぜ」といい加減なことを

言っている面もあるのですが、もうそういう時代ではないことは恐らく皆さん分かっていらっ

しゃると思います。アメリカでも 30 年以上前にそういうことが起こっているわけですから、

やはり個性を引き伸ばす教育をしていただきたいと思います。 
 
●●実社会と直結した教育 
 
 ３番目は、実社会と直結した教育を目指すべきではないかということです。文系・理系、あ

るいは学部、院生とそれぞれ違いはありますが、総じて研究していることと、社会に出て事業

に役立つことが乖離していると言えるのではないでしょうか。先ほど発表がありましたが、４

分の１ぐらいは成功したベンチャーの経営者などをお呼びして講師陣にそろえているようです。

ぜひそういう方々を入れて、できるだけ実社会と直結した教育をしていただきたいと思います。 
 私も銀行の人事部で研修、教育に携わった時期がありましたが、知識研修と意識研修の大き

く二つ分かれます。いわゆるテクニカリーなスキルアップよりも、やはり社会に貢献するとい

う自覚を持たせるようなモラルアップの意識教育の方が重要であり、その両者のバランスが大

切であるのではないかと思うのです。先ほども言いましたように専門学校ではない大学は、や

はり全人的にこの国をよくしていくのだ、あるいは社会に貢献するのだという原点に立ち返っ

た教育を総合的にしていただければと思います。少しばらけてしまいましたが、以上の３点を

私は希望しております。 
 
（秦） ありがとうございました。続いて北地さん、よろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 



 83

●北地 達明 氏 （監査法人トーマツ パートナー） 

●●技術系会社の強み 
 
（北地） 私は監査法人トーマツで会計士をやっておりまして、約

24 年間、技術系のベンチャーだけをやっています。昔、私は京都大

学の西部講堂で演奏していた思い出があるミュージシャンでして、23
歳になって音楽をやめて大学に行って会計士になりました。ちょっと

変わったものが好きだということもあって、大企業の仕事をやってい

る人を見ていてもあまり楽しそうに見えなかったので、初めからベン

チャーをやらせていただきました。これは面白いからやり始めてみましたが、いま、自分の人

生の目的になっていると思っています。 
 今年、確かに株式公開も低調でしたが、実は私に関して言えば、自分が直接関与していると

ころ、あるいは何らかの形で関与しているところは４社公開で、もしかしたら株価次第ではも

う１社公開するかもしれません。いつの時代でもということはないし、いま現在の企業評価は

低いかもしれませんが、やはり技術系の会社は強いと思います。そしてこれらの会社は必ず企

業価値が高くなるという前提で公開していっているのだろうと思いますので、私はさじを投げ

ないとあらためて思っています。 
 
●●理系の教育とネットワークの構築 
 
 この仕事をやっていて一番面白かったのは、本当に楽しい人とたくさん会えるということと、

それから楽しい技術、シードに会えることです。堀場さん 1 なども僕の宝物の一つなのです。

お話をお伺いするたびにいつも痛快だと思って帰ります。大学との教育関係で、キャピタルと

いうのは非常に特殊な仕事で、総合格闘技のようなものであり、あまり教育ということが似合

わないかもしれないと思っているので、ビジネスに関してだけ言わせていただきます。まず四

つ言いたいことがあります。 
 一つは、理系の方です。実は、理系・文系という分け方は、私は大嫌いなのですが、他に適

切な言葉がないのであえてこの言葉で説明させていただきます。まず、理系の方に対してのこ

の教育の方法で言いたいのは、ネットワークの上手なつくり方をどこかで教えてあげなければ

いけないのだろうということです。専門性が高くなればなるほどＴの字型のネットワークにな

っていって、なかなかきれいな三角形になりません。この三角形のネットワークをどうやって

つくるかということを誰かが助力してやらなければいけないと思います。それから、いったん

研究者から外れると、もう研究者の道に戻りにくいという大学独特の部分もあり、ここは少し

もったいないと 近思っています。 
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●●文系の教育と学問と実務の乖離 
 
 次にいわゆる文系の教育ですが、コーバーさんや武蔵大学の高橋先生の話を聞いていて「な

るほど、そうだ」と思っていましたが、もう一つ、このお二方に付け加えるとしたら、実務と

学問とのギャップがやはりあります。特に日本の実務はドイツ系の体系で制度が入ってきたた

めに、例えば会社法一つを取っても「できること」が書いてあります。いろいろなベンチャー

ビジネスの方に「アメリカの根拠条文はどういうところにあるのですか」と聞かれて調べたと

ころ、アメリカの根拠条文には、やってはいけないことを書いている、どうしてもこれだけは

守れということを書いているのだと思います。 
 20 年前、アメリカの会社法と日本の会社法は、同じぐらいの分厚さでした。しかし、いまは

３倍ぐらいの分厚さがあると思います。ストックオプションの根拠条文はもともと向こうの方

は書いていないけれども、こちらはできることがずっと書いてあります。この結果実務的には

何が困っているかというと、大学のなかで学問として教えきっていないことが実は実務のなか

でたくさん出てくる、かつ実務のなかで起こっていることで、本に書けないことはたくさんあ

ります。例えば、多くのベンチャー企業がいまだに事後設立の決議を忘れています。それから、

昨年５月以降に設立された会社は株券の不発行が前提になっているのに、どこかの文房具屋で

買ってきた、株券発行が前提の定款のひな型を使っていて、登記官も気が付かないでそのまま

登記を通っていることも非常に多いです。ここをどうやって埋めたらよいのかというアイデア

はありませんが、恐らく学問で教えることと、さらに実務の交流が今後必要なのだろうと思い

ます。 
 
●●学生時代の起業の面白み 
 
 それから、学生に関してですが、私は実は「単位をあげるからインターンシップに行ってお

いで」というのにはあまり賛成ではありません。見ていても身に入っているようにあまり思え

ませんし、企業の方も○○大学の学生に来てもらっているのだということをデコレーションに

使っているぐらいではないかという気がしていて、両者にとってあまり大きなメリットではな

いのではないかと思っているのです。それよりは、学問を捨ててまでとは言いませんが、村上

さんのように起業するというような、ある時期何かそういう集中する時期があったら面白いと

思っています。 
 私の中学・高校の後輩で、法学部の１年生でやはり学校に通いながら起業した人がいました。

ある日電話がかかってきて「先輩、助けてくれ」と言われました。私はボランティアでベンチ

ャーの相談に乗っているということが東京の方では知られていまして、それで電話がかかって

きたようですが、「おまえを助けてやるけども、絶対に単位を一つも落とすな」ということを

前提にして助けました。彼は先輩を使うのが非常に上手な男なのですが、理科系の先輩を使っ

てビジネスを立ち上げて、１年半後にきちんと回るようになりました。それで今後展開すると
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したら、さらにこれをフランチャイズ化していくからもうやめますということで、売却してキ

ャピタルゲインを得て、親にその後の仕送りをしなくてよいと言える状況をつくったわけです。

彼は「これはトライアルだけれど、本当にやりたいことをまた自分の人生の中で見つけてやる」

と言っていますが、これはすごい経験だろうと思っています。 
 
●●文系人間の理科系科目の学習法 
 

後に先生方にお願いがあるのですが、先ほど文系・理系は大反対だと言いましたが、文系

の人間もターミノロジーが分かればお役に立つことがあると思います。特に今後、われわれの

ような会計士や弁護士もそうですが、数が増えてきます。この人たちをうまく使いこなす、あ

るいはこの人たちがうまく機能するために、先生方に少し教育していただきたいと思います。

私が見たところ、特に生命系や医学系の先生方は患者さんに教えるのに慣れているか、授業を

教えているので慣れているかで、非常に話が上手で分かりやすいです。 
 私は実はライフサイエンス系を主に専門にしているのですが、数学的な興味から、 初はバ

イオテクノロジーの中のバイオインフォマティクスに入っていきましたが、その後、タンパク

質などに入っていったら本を読んでもさっぱり分かりませんでした。ではどのようにして勉強

したかというと、実は放送大学等のテレビ番組など活用しました。話をされると強弱が分かり

ますし、脈絡があるのでよく理解できるわけです。本だと全部フラットに書いてあるのでなか

なか分からないことが、図式化されていたり、お話しされていたりするとかなり理解が促進し

ます。文科系の人間は非常に多いですから、これを切り捨てないで活用することを考えていた

だくためには、何か教えていただく機会をつくっていただければと思います。以上です。 
 
（秦） ありがとうございました。続きまして、アンケートをしていただいた立場としてとい

うことでもないのですが、岡村さん、よろしくお願いします。 
 
               
1 株式会社堀場製作所 高顧問 堀場雅夫 
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●岡村 公司 氏 （株式会社大和総研産学連携調査部 部長） 

●●アンケート調査について 
 
（岡村） 私からはアンケートに関してと、あと私自身も大学で教

えていますので、外部講師もしくは外部機関との連携という意味合

いで起業家教育について少しコメントしたいと思います。 
 一つ目はアンケート調査についてですが、細かいことまでは分か

りませんが、五百数十科目の中身を見て感じたところは、皆さん結

構手探りでやっているのではないかということです。例えば、13
コマとか 15 コマの内容を、シラバスまでさかのぼって見たりしますと、結構オーダーメイド

に近いような内容なのではないかと思っていまして、ひな型もしくは一つのモデルになってい

るものは少ないのではないかと考えています。そこを今回の調査をベースに、新しく起業家教

育を始めるような大学、もしくは大学の起業家教育を充実させようと考えている大学でも活用

できるような成果にしていければと思っています。日程や方式は決まっていませんが、公開す

る前提になっていますので、皆さんもいつか完成したものが見られるようになると思います。

どうぞご期待ください。また、幾つかの大学にはこれからインタビュー調査に伺いますので、

ご協力いただけるようによろしくお願いします。 
  
●●大学と外部機関の連携 
 

２点目は、外部講師というか、外部機関で起業家教育に関与しているという立場から一言言

わせていただくと、大和総研は大和証券グループの１社であり、大和証券グループ寄附講座や

協力講座という名前でやっている講座が、起業家教育に関しては４講あります。その他の１コ

マや２コマ、ゲストスピーカーという形で行っている講座が恐らく十数講あります。多分、民

間の企業の中でも相当力を入れている会社もしくは企業グループだと思います。 
 それぞれの大学によって、なぜ始めたのかという背景が違いまして、企業側もいろいろ思惑

があるのです。社長に直接頼みに行くような場合は、恐らく先生と社長の関係で「１コマしゃ

べってください」という形でお願いしている例が多いと思うのですが、もう少し組織的にする

ことも含めて、大学側で外部機関との連携の在り方や外部講師を招くための仕掛けが標準化さ

れれば、起業した経験者やベンチャーの関係者にもっと大学に来てもらえるような機会が増え

ると思います。それも今回、もしくはこれから検討していければと思っています。私からは以

上です。 
 
（秦） どうもありがとうございました。 後になりますが、吾郷さんから、行政の立場から

起業家教育に何を望んでいらっしゃるのかというお話をお願いします。 
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●吾郷 進平 氏 （経済産業省新規産業室 室長） 

●●大学・大学院の起業家教育 
 
（吾郷） 私は、経済産業省の新規産業室というところでベンチャー

政策の担当者をやっております。それから個人的に申しますと、この

10 月から埼玉大学で「ベンチャー経済論」を教えることになりまし

て、それは起業家教育というよりは少し研究チックな感じですが、い

ずれにしても半分当事者に交ぜていただきました。よろしくお願いし

ます。 
 今日は三つのことを、いただいた数分の時間でお話したいと思います。一つ目は、なぜ今、

大学・大学院の起業家教育を何とかしなければならないのか。二つ目に、何をしなければいけ

ないか。三つ目、その中で経済産業省が何をしようとしているか。この三つについて簡単に申

し述べます。 
 一つ目の、なぜ今、大学・大学院の起業家教育かということですが、もちろんベンチャー企

業がたくさんできてくることが日本のイノベーションにとって大事ということで、経済産業省

もこの 10 年間いろいろなことをしてきました。政府全体でもいろいろなことをしてきました。

似て非なると言う人もいますが、一通りシリコンバレー１に近い制度を整えてきました。しか

し、マイクロソフト２などのように、世界に冠たる大きなイノベーションをもたらすような企

業が日本にたくさん育ったかというと、そうでもないと思います。若干手詰まり感があるわけ

です。 
 いろいろな方にお話を聞くと、応援の制度や応援団の人、ベンチャーキャピタルも監査法人

も応援団だと思いますが、応援団の仕組みをどんどんつくっても、やはり真ん中でプレーをす

るプレーヤーを育てないと駄目ではないかという話が特に 近非常によく出てきております。

そういう意味で、やはり起業家自身をつくり出すために何かできないかということを考えてい

る次第です。政府はお金の手当てが得意というか、お金に色はありませんので比較的標準化し

て制度はつくれるわけですが、人というのは非常に難しくて、そういう意味で起業家の育成に

関して何ができるのかは分かりません。しかし、起業家の育成はテーマとして大事だというこ

とを今認識しつつあります。 
 その中で、ではなぜ大学・大学院かということですが、起業家の方に聞くと、よく「自分は

起業家教育など受けたことがない。むしろ小学校・幼稚園ぐらいからクリエイティブな才能を

磨くことが大事だ。」と言う方がたくさんいらっしゃいます。それも事実だと思いますし、そ

れについてはいま、文部科学省も少し考えを変えて、キャリア教育に取り組み始めました。イ

ンターン教育をはじめ、いろいろなことをし始めています。それはそれでやってもらって結構

だと思います。しかし、私たちベンチャー政策に携わる者としては、やはり一番起業に近いと

ころに大学・大学院というのはあるのではないかと思うわけです。特に日本では、そもそも起

業家というライフスタイルが存在するということが実感できないという部分もあります。もち
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ろんおじいさまが起業家だった、経営者だったという人は起業家がどのようなものか分かるわ

けですが、私のようにサラリーマンの息子ですと分かりません。よって大学・大学院の起業家

教育はその気付きの場としても意味があるのではないかと思います。 
 もう一つは、もちろん午前中のセッションのお話にも出ていましたが、起業家教育を受けて

いた人がみんな創業するわけではなく、逆にごく僅かなわけです。しかし、大企業に入っても

新規事業の立ち上げをするでしょうし、ＮＰＯに行っても新しい企画をするでしょう。英語で

言うところのアントレプレナーの教育というのは、いわばこれからイノベーティブな世の中を

つくっていくための基礎教育として、教養教育として大事なのではないかと思います。そうい

うわけで、今、大学・大学院の起業家教育をぜひ充実させるべきだと考えています。 

 
●●起業家教育の質と量 
 

２点目は何をすればよいかということですが、簡単に言えば、質と量の充実だと思います。

量について言いますと、先ほども申し上げました通り、私は起業家、アントレプレナーシップ

の教育はある種これからの教養の一つだと思いますので、経営学部や工学部だけではなくて、

文学部だろうと何だろうとみんなが取れるようにするべきです。みんなに無理やりやらせると

ころまでやるのがよいのか分かりませんが、少なくともみんなが取れるようにするというのが

一つの目標ではないかと思います。 
 質の方は先ほどのお話にも出ていましたが、今、それぞれの皆さまが各大学でご自身の経験、

人脈を踏まえて手づくりでされているものを、もう少し横展開を図ってレベルアップできない

のだろうかと思います。それから、起業家教育というと皆さまそれぞれイメージがあるのです

が、やはりいろいろなものが混じっているわけです。ＭＢＡの中のアントレプレナーシップと

いうと経営者の専門家教育ですし、あるいは街かど創業、レストランなどの経営を教えるとこ

ろもあるわけです。いろいろなものがあることを認識してその多様性に対応していくという意

味での質の充実も大事だと思います。 
 
●●起業家教育の仕組み作り 

 
 ３点目、では、経済産業省として何をやろうとしているかですが、大和総研にお願いしたこ

の実態調査がまず第一歩だと思っております。そして、日本ベンチャー学会という立派な学会

があり、そこはベンチャーに関する研究の場として情報交換をしています。ベンチャーの学者

の世界というのは、研究も大事だけれども教育も大事だと思います。だから教育の方で全国的

な枠組みをつくって、例えば授業を見せ合うだとか、岡村さんが先ほどおっしゃったような、

外部講師はどんな人で、どこでどんなことを教えた実績があるのかという情報データベースが

あってもよいでしょう。あるいは、コーバー先生が Babson 大学に行って良かったとおっしゃ

っているのであれば、例えば、どこか海外の起業家教育のコースを見に行ってもよいかもしれ
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ません。何かそういう日本全体の起業家教育をレベルアップする仕組みをこれからつくってい

けないかと思っております。一応、来年度から３年間で数千万円の予算要求をしておりまして、

予算が付いたら少し具体化していこうと思っています。 
 そういうわけで、ぜひ今日は、起業家教育を醸成するためにこういうことをやるべきだとい

うお話、なかんずくそのなかで政府はこういうことをやるべきだというご意見をたくさんいた

だければと思って参りました。よろしくお願いします。 
 
（秦） どうもありがとうございました。今のお話で一つだけ少しお聞きしたいのですが、マ

イケル・コーバーが言っていた Babson 大学でやったのは、キャピタリストの育成のための講

座でしたが、教材か何かがどこかにオープンになっていませんでしたか。あのとき使った内容

などについて書いてあるようなものというのは、経済産業省の中にはありませんか。 
 
（吾郷） コーバー先生がおっしゃったものはもう 10 年くらい前、2000 年ぐらいですかね。 
 
（秦） そうですね。 
 
（吾郷） 経済産業省のアレンジで、確か１週間ぐらい Babson で集中講座のようなものをキ

ャピタリストの方が生徒になって受けたと思います。多分ビデオはあったような気がします。

おっしゃる通り、活用されていないものもあるかもしれません。 
 
（秦） 分かりました。 
 ６人の方からのお話がございました。これからはフロアの皆さんも含めて議論を進めていき

たいと考えております。私から指名させていただくのは大変恐縮なのですが、 初に口火を切

っていただくという意味で指名させていただきます。誠に恐縮ですが、堀場さんお願いします。

今日は堀場製作所の堀場雅夫さんが来られておられますので、堀場さんの目からご覧になって、

現在の起業家教育について、あるいは今まで皆さんがお話しいただいたことに対するご質問・

ご意見でも結構なのですが、もし何かございましたらぜひお願いしたいと思います。 
 
               
1 アメリカ合衆国カリフォルニア州にある IT 企業の一大拠点 

2 アメリカ合衆国に本拠を置く世界 大のコンピュータ･ソフトウェア会社 
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質疑応答 
 
 
●文部科学省との関わり 
 
（堀場） まだパネリストの方のお話だけで皆さんどういうお考えか分かりませんが、まずこ

のフォーラムで一番不思議に思ったのは、なぜ文科省の人が来ていないのかということです。

大体、教育というのは経産省がする前にまず文科省がすべきであると思うのですが、それが大

変不思議でございました。これは呼ばれたのに来ないのか、あるいは呼んでいないのかどちら

でしょうか。 
 
（吾郷） 呼んでいません。 
 
（堀場） 呼んでいないのですか？ そうするとこれはどういうことなのでしょうか。これか

ら教育は経産省がすることになるのでしょうか。 
 
（秦） その辺はどうですか。 
 
（吾郷） このシンポジウムそのものだけではなく、今後、経済産業省として起業家教育に取

り組んでいきたいという話を先ほどしましたが、文部科学省にもその話をしに行きました。た

だ文部科学省というのは、一つは、「専門教育課」というところで、大学院の専門課程全体を

一つの課で見ているのです。そうすると彼らとしては、ＭＢＡ、経営大学院とか、会計大学院

とかいうぐらいの柱のところまでは自分たちは見るけれども、ＭＢＡの中で起業家教育をどう

取り上げるかとか、そう細かくなってくるとついていけませんと言っていました。あるいは、

初等中等教育で指導要領にどう書くかというあたりはもちろんやるけれども、それ以上細かく

なると細かすぎてついていけませんというお話でした。 
 
（堀場） お言葉ではございますが、文科省には科学技術庁と文部省があって、旧文部省の方

は今のお話どおりですが、旧科学技術庁の方は決してそうではないはずです。私も多くの方を

知っていますが、ベンチャーに対して非常な思い入れもございます。それから知的所有権の問

題につきましても経産省の担当になっていますが、これから一緒にやりたいという方もたくさ

んおられますので、そう断定せずに、これから文科省の方も入れてあげてほしいと思います。 
 
（吾郷） かしこまりました。 
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●縦割り行政とベンチャー 
 
（堀場） もう一つ、京大にベンチャー・ビジネス・ラボというのがありますが、あれは確か

経産省と文科省の共同でつくられたものだと思います。あのころは非常に仲良くベンチャーを

やっておられたと思いますが、ある時から何かベンチャーは経産省の方になってきました。し

かし、イノベーションを主張しているのは黒川さんを中心にして文科省の方が非常に強いので

すが、産業から見ますと、イノベーションで新しい事業をやろうということなので、この辺は

縦割り行政の悪いところで、もちろん一番悪いのは厚生労働省、あるいは農林水産省が元凶で

す。 
 こういうところを経産省に積極的に打破していただいて、ベンチャー省というのをつくって

いただくとか何とかしないといけません。個々のお話が私にもたくさんありますが、今、縦割

り行政による、そしてベンチャーに対する思い入れの格差は大変ひどいものがあり、これによ

って多くのベンチャーが潰されていっているという事実を私はたくさん知っておりますので、

そういう点につきましても、「これはほかの省庁のやっていることで、わしは知らん」という

のではなく、ベンチャーという切り口からぜひ経産省に主体性を持ってやっていただきたいと

思います。 
 
（秦） よろしくお願いします。それではお二人目で、この講座の生みの親でいらっしゃいま

す、上總先生から何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 
 
●京都大学とベンチャーキャピタル講座  
 
（上總） ２年前に京都大学を定年退職しまして、今は福井県立大学で教鞭を執っております。

３年半くらい前、京都大学にベンチャーキャピタルの講座をつくろうということで、北海道大

学の濱田先生と一緒に、今の前のＵＦＪキャピタルにお願いしてつく

りました。実はいろいろな事情がありまして、あと半年でこの講座を

一旦閉じることになりました。私としては京都大学に初めてベンチャ

ーキャピタルの講座をつくりましたので、そういう意味でどこかスポ

ンサーが現れないかと思っております。やはり教育するにはどうして

もお金がかかりますし、それを維持していくことは非常に難しいと思

います。そういった意味で、経産省の方もございますが、産業界の方

にも資金の面での援助を大学に向けていただければありがたいと私

は思います。 
 
（秦） どうもありがとうございました。ではもうおひと方だけ、ぱっと目が合ってしまった

のですが、九州大学の五十嵐さんが来られています。お聞きになって、いろいろなご意見もお
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ありになると思いますので、よろしくお願いします。 

 
●起業家教育における意思統一の必要 
 
（五十嵐） 私は九州大学で学部向けのアントレプレナーシップの教育と、ビジネススクール

向けにはベンチャー企業を教えております。自己紹介をさせていただいたので分かっていただ

けると思いますが、皆さんへのご質問は、まず、会場の意思統一が必要ではないかと私は考え

ていまして、要はアントレプレナーシップの教育と、起業家教育、スタートアップの教育は別

物ではないのかと自分では考えております。午前中の先生方のお話をお聞きしても、例えば、

マイケル・コーバーさんはアントレプレナーシップを持った企業経営者、または大企業にも開

発者が必要だというお話も出ておりましたし、別途すぐに起業プログラムで起業しなければい

けないでしょう。つまりは広義のアントレプレナーシップを持った人材を育成することと、即

座に起業する起業家を育成する教育というもの自体はもちろん違うものだと考えます。まずそ

れをイメージしないと議論がかみ合わないのかなというのが一つの話です。 
 それから二つ目としては、学部それから学部の上の院生の話と、専門職大学院の話を一緒に

してはいけないのではないかと考えていまして、ベースとなるネットワークや知識がそもそも

違うところがありますから、体系的に学部・院生のところと専門職の話は切り分けて考えなけ

ればいけないのではないかと、承っていて考えました。例えば、議論の中でビジネスプランが

必須だという話がありましたが、学部の学生にビジネスプランを書いてもらうことと、ビジネ

ススクールでビジネスプランをつくらせるということは全く意味が違うことだと思います。ま

ずパネリストの方には、どういう起業家教育を望むのか、特に村上さんにはそういうところを

お聞きしたいというのがまず一つです。 
 もう一つは、樋原先生からは、一生懸命起業家プログラムをやっていらっしゃるのだけれど

も起業家が出ないという話がありました。九州大学のビジネススクールの人間は結構ベンチャ

ーをつくってしまったりしていますが、海外の大学でも、プログラムをやっても 300 人中１割

も、一けたも起業家になっていないという話があります。実は、プログラムを終了してすぐに

起業する必要はあるのかという話がありまして、学部向けのアントレプレナーシップの教育を

やっていますが、樋原先生と同じで彼らは本当に大企業に就職しています。ただ、彼らと今で

もコンタクトを取っていますが、何年か後には経験を積んでまた戻ってきて起業したいという

話が聞こえてきていますので、即座に起業する起業家をつくるということと、将来の起業家の

卵をつくるという意味ではまた別の話ではないかと思います。先生方のお話はお聞きしました

ので、それぞれ違うと思いますが、パネリストの方々にどのような教育をというお話をお聞き

して、それでないと一緒くたに起業家教育は語れないだろうというのが私の感想です。 
 
（秦） その点はおっしゃるとおりだと私も思っております。追加的な質問なのですが、先ほ

どおっしゃった、いわゆる業を起こす方の起業家と、ある程度、軌道に乗った段階の小さい企
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業の経営を主として担っていく企業家とを区別すべきだというようなご意見ですか。必ずしも

そうではないとお考えですか。 
（五十嵐） もっと言いますと、これは議論したことがあるのですが、「トヨタの奥田会長は

アントレプレナーシップを持った経営者だ」という表現を経団連の副代表幹事であるフューチ

ャーアーキテクトの取締役会長の金丸恭文氏はされていましたが、そういう意味です。ですか

ら大企業であってもアントレプレナーシップは必要だと私は考えています。 
 
（秦） そういう意味のアントレプレナーシップを教えるプログラムと、創業におけるアント

レプレナーシップを教えるプログラムを切り分けるということですか。 
 
（五十嵐） 一緒に考えてはおかしくなるのではないかといったご提案です。 
 
（秦） なるほど。同じように学部生を対象とした教育と、大学院生、特にその中に社会人が

いることが多いわけですが、そういう人たちのための教育の内容はやはり区別して考えるべき

だということだと思います。 
 その辺についてどうお考えかということなのですが、村上さんのご意見として、そういうも

のが必要だったかどうかということも含めてどうですか。 
 
●起業前の教育はきっかけ作り 
 
（村上） 私自身は起業家教育については、正直そこまで必要性を感じていないのです。起業

してみないと分からないことが多すぎるということをすごく感じていて、私もベンチャー起業

家養成基礎講座というのが一つのきっかけになって、大学１年のときに起業することにはなっ

たのですが、その講座内で教えられたことで賄えたかというと、それで想像できないことばか

りが起きて、財務諸表の計画をつくっても全く違うというような状態で、ある意味、教育だけ

で済まされないで、むしろ大事なのは起業した起業家をいかに支援するかというか、起業した

後の教育ではないですが、そこの部分の支援がすごく大事なのではないかと思います。起業し

た後、このビジネスモデルでこうやるとよいのではないかと教えていく。やってみないと分か

らない。教育されて誰もがうまくいくのであればよいですが、そう簡単ではないというのは私

自身が起業してすごく感じました。 
 起業家教育というのもきっかけを与えるという意味ではすごく大事だと思うのですが、スキ

ルアップ的な部分での教育は、正直、実際やってみないと難しいというのがすごく大きいと感

じました。きっかけを与える教育、「ベンチャーって面白いぞ」という教育はすごく大事だと

思うのですが、スキルという教育は大事なようで意外とやってみないと身に付けられない部分

なのだろうとは感じます。 
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（秦） なるほど。要するに、きっかけを与える、あるいは企業をつくるときのモチベーショ

ンのようなものが教えられるかどうか分かりませんが、それに対するインパクトになるような

内容のものが、あなたの場合もたまたまあったわけですね。 
 
（村上） 私自身は小学生ぐらいの時からやりたいというのがありました。ベンチャー講座を

受けて、例えば経営者の方の講演などがあったのですが、経営者の方がすごく面白そうに生き

生き話しているといった部分で教えられると、やはり起業は良いかもという選択肢にはなると

思います。そういう部分での教育が大事なのかなと思います。 
 
（秦） そうすると、具体的には企業を実際に立ち上げた方のお話を聞くというようなことが

中心になるのですか。ある種のスキルというよりは、そういう方があなたにとってはインパク

トが実際にはあったということでよろしいですか。 
 
（村上） はい。 
 
●大学教育にできること 
 
（岡村） 村上君が取った起業家教育で私も一コマ教えていました。彼は確かに 初からそう

いうつもりで、毎回授業のときは一番前に座って聞いてくれていて、彼が 18 歳のときから知

っています。私の上司がメインの客員教授をやっていたのですが、私の上司にも、毎回かどう

か分かりませんが結構質問をしていて、そこで学んだことはあると思います。おそらくビジネ

スプランはどんどん変わっていくのでしょうが、 初のビジネスプランの書き方とか、ビジネ

スプランどおりにいかなかったときに展開していくようなことを少しは学んだのではないかと

思います。  
 そこは冗談が半分あるのですが、確かに、できてから悩んだこともずっと大きくて、それで

村上君自身が成長していったところが今の成功につながっていると思います。村上君のすごい

ところは、単位をちゃんと取っていることです。ビル・ゲイツもホリエモンも大学卒業してい

ないのですよ。４年で卒業できるということはすごいなと感じるところです。年商数億円ぐら

いの会社をやりながら４年間でちゃんと卒業するというのはすごいということは、本人からは

言いづらいことなので私が言っているのですが。 
 
（村上） 早稲田大学も立派かもしれません。（笑） 
 
（岡村） そうですね。政治経済学部ですから。（笑） 
 
（秦） 先ほど、冗談で早稲田大学の政治経済学部だから卒業できるのだとみんなで話してい
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たのですが、それは言い過ぎです。私も卒業生なので、（笑）冗談でそういう話をしていまし

たが。 
（岡村） 確かにそうだと思います。ただそこを、例えば、大学の教育のシステムの中で、営

業のやり方とかそういうことはなかなか教えられないので、大学の教育の中でやれることとい

うのは、登記簿や請求書の書き方などではなくて、考え方とか、ある程度の難しい局面が出て

きたときにどういう対処をすべきかというところを多少普遍化して見せてあげるようなことな

のではないかと私は感じました。 
 
（秦） 先ほどの五十嵐さんの問題提起に対して、北地さんはどういうご意見をお持ちですか。 
 
（北地） 学部と離れるのですが、 近、監査していると独立性の問題があり、会計士は大学

院の講師などはできません。しかし、昔よくやっていて感じたことは、大学院のこの授業のチ

ームのメンバーだけでするのではなくて、外ともできれば面白いのにということです。例えば、

その地元のボランティアで協力してくれる専門家などが一緒にいたらもっと生き生きするのに

といつも考えていました。これが一つと、理科系の学生さんたちは、順番に教えていったら消

化能力はかなり早いのですが、触れたことがないから、初めて接すると何からお教えしてよい

かよく分からないというところがあります。東京大学でアントレ道場ということをやられてい

て、理科系のシードを持った学生さんたちが集まって、メンターがついて、それを磨いていっ

てみんなの前で発表するという機会があります。実は今日、会場にもそのメンターをやってお

られる方がいらっしゃいますが、そういう機会があると面白いということは感じました。 
 
（秦） それはビジネスプランを発表するのですか。 
 
（北地） そうです。それでコンテストをして優勝を決めるというやり方です。キャピタリス

トの方もいらっしゃいますが、会計士もいます。ただ、これは授業ではなくて、全くの皆さん

のボランティアでやるのですが、面白いやり方だと思っています。 
 
（秦） フロアの樋原さん、先ほど学部での起業家教育のお話をしていただきましたが、もし

これが大学院対象だったらやはり中身は相当変わってきますか。このようなことについてどう

考えておられますか。 
 
（樋原） それにお答えする前に、五十嵐先生の問題提起と、村上さんの反応が極めて私的に

はショックだったので、２～３申し上げたいことがあります。やはり大学の教員としては学生

にそう言わせてはいけないような気が、取りあえず筋論として感じています。私は北米で４年

ほど教えていましたが、やはり日本の科目もプログラムも標準化という面では極めて弱いです。

結局、起業やベンチャーキャピタルにしても、今日の岡村さんのお話でも、これだけの講座が
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あるにもかかわらず、多分、テキストの市場というのはない。アメリカ、カナダ、ヨーロッパ

ではある程度健全な形で、どのテキストが良い、このテキストはやはり一番良いのではないか

と徐々にコンバージェンスしていって、アントレプレナーシップの一講座はこの１冊でよい、

ベンチャーキャピタルについてはこの１冊を使えばよいと決まっていくのです。あと、テキス

トに加えて、ケースについてです。 
 多分、先ほど村上さんの方からのお話にあった、起業した後こういう困ったことがあったと

いうところ、かゆいところに手が届くケースが向こうにはあるのです。それはＭＢＡ教育一般

についても言えて、ＭＢＡの卒業生の方は卒業した後、日本人の方でも日本の会社に戻ったと

きに「ここのイシューはあのケースでやったな」と、戻ってご覧になります。われわれは一応

そこまでできる可能性はあるということは、やはり大学教員の方は身に染みて考えなければい

けないのではないかと思っています。 
 それから、大学院についてですが、午前中にお話しさせていただいたとおりで、大学院の方

も起業などをいろいろ教えます。だけど結局、割と優れた方は大企業に行ってしまうという傾

向はそれほど変わりません。完全に起業するためにＭＢＡなりＭＯＴなりに来ていらっしゃる

方はそれはそれでよいのですが、大学院に入られてそこでちょっと触発されてという可能性は、

必ずしも学部とそう差はないだろうというのが個人的印象です。 
 
●ベンチャーキャピタリストのキャリアパス 
 
 もう１点だけ、起業家においてもベンチャーキャピタリストにおいても、キャリアパスのこ

とをもう少し考えなければいけないと思います。私の学部のゼミからベンチャーキャピタル会

社に、今度の４月から２人ぐらい就職させていただきますが、海外のベンチャーキャピタルの

話を聞いていますと、新卒で、特に学部の新卒でキャピタリストになるというのは極めてまれ

です。日本はベンチャーキャピタルに新卒で入るという機会もあるという中にあって、私が話

を聞いていると、学部生や院生はやはり 初はインダストリーに行った方が本格的なキャピタ

リストになれるのではないかという極めて高い志を持った学生がインダストリーに面接に行く

と、「君はうちの電気会社には要らない」というようなことを言われてしまうところがあるの

で、その辺はやはり社会的な対応は何らか必要というか、多分、われわれがもう少しいろいろ

なことを社会に発信して、その辺をもう少し言わないと学生は困ってしまうと思います。 
 以前も春に、日本ベンチャーキャピタル協会とベンチャーキャピタリスト教育フォーラムの

ようなものをうちの大学でやらせていただきましたが、やはり学生の方もその辺がちょっと分

からないというところがあって、もう少しわれわれの方で親切に説明してあげると、より彼ら

のチョイスとしても明確になるのかなと感じています。 
 
（秦） 後におっしゃった、学生が分からないというのは、もう少し具体的に何が分からな

いのか、何を教えてあげればよいのでしょう。 
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（樋原） 例えば新卒でベンチャーキャピタルに入るとして、何をやるのかというところがま

ず怖いのと、それが果たして自分の考えている長期的なキャリアパスに見合うのかというとこ

ろです。かつ、一般事業法人に行ってからベンチャーキャピタリストになりたいと、例えば 15
年ぐらいの計画を持っているときに、必ずしも一般事業会社は受け入れていただけないような

ところがあるので、その辺をもう少し教えてあげればよいでしょう。村上さんの話に戻ります

と、やはり学部なり大学院を出た後のプロセス、ありていに言えば大企業の辞め方とか、そこ

までわれわれは教えなければいけないのかというところになるかと思うのですが。だけど学生

のニーズは恐らくそこにあると思います。 
 
●標準的なテキストと大量のケースの必要性 
 
（秦） なるほど。先ほど出た教科書の話ですが、私も勉強不足で知らないのですが、日本に

おいて起業家教育向けのある種の教科書的な書物、参考文献というのはありますか。岡村さん、

その辺をご存じないですか。 
 
（岡村） あるとは思います。ただ、何のためにどういうプログラムを構成するかで全然変わ

ってきていて、大和証券グループでやっている寄附講座では特定の書籍をほとんど使っていな

くて、全部オリジナルでつくっています。ただ、一コマ一コマをつくるためにいくつかの文献

を読んだりしていますが、皆さんもそうではないでしょうか。シラバスを見ていると手づくり

でやっているような印象を受けますけれども。 
 
（秦） やはりそうですか。五十嵐さんもそんな感じですか。 
 
（五十嵐） 基本はティモンズ先生の『ベンチャー創造の理論と戦略』で、全部は教えられま

せんから、ケースを入れたりガイドブックを出したりしていますが、基本はそうです。 
 
（秦） ティモンズのあの本は、結構ほかの大学でも使われていますか。 
 
（五十嵐） それは分かりませんけれど。 
 
（秦） その辺をご存じの方はいらっしゃいますか。いらっしゃらないですね。だから共通の

教科書的なものを書く必要があるのかどうかというのも一つ議論としてはあるようには思いま

す。 
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●教材の作成とケースの共有の問題 
 
（岡村） あと、私たちがやっている取り組みの中で、先ほど樋原先生からもありましたが、

スタートアップや創業期のケースが少ないと感じています。私たちもほとんど手づくりで、楽

天のケースを自分たちでつくりました。ただ、創業本のようなものは、楽天の場合は２～３冊

出ています。あと、こうやれば会社がうまくいくというような話は出ているので、それを頼り

にしながら、できれば社長にインタビューに行ってほとんど手づくりで作成しています。ただ

私たちの場合はそれをほとんど内部で抱えていますし、昨年度は東京大学と共同研究でミクシ

ィのケースをつくりましたが、すごく限られていて、多分横での活用というか再活用というか、

それも全然図られていないのではないかと今のところは思います。 
 
（吾郷） 教科書を標準化しなくてもよいのではないですか。良いものができればみんな使う

のではないですか。それが一つ目です。 
 二つ目は、ケースがないという話で、私も予算要求などをするときに、ケースがないなどと

書こうかなと思いますが、その前にやはりいい加減なことを書いてはいけないなとも思います。

慶應はケースを売っているでしょう。慶応のケースのホームページに入って、ベンチャーっぽ

いものを洗いざらい買ってみました。17000 円ぐらい掛かってすごく不愉快なのですが、でも

ともかく買ってみました。そうしたら 30～40 はあるのです。もちろん、私は経営学部の卒業

ではないので、それがどれぐらい立派なものかよく分からないのですが、でもそれだけの数が

あるのです。ただ問題は、例えば、こういうベンチャー教育に携わる人はこれを講師用として

ただでぱらぱら見られるというサービスが付いていれば使えるのですが、僕のように 17000 円

出さないと調べることもできません。だから、やり方を変えたらケース自体は結構あるのでは

ないかなという気がします。 
 
（須賀） 秋田の国際教養大学で客員教授をやっております須賀と申します。私自身もともと

ベンチャーキャピタルの社長をやっていまして、タリーズコーヒーを自分でつくって、今でも

そこの役員をやっています。 
 実は国際教養大学という大学は秋田県立で、皆さんご存じの方もいらっしゃると思いますが、

全部英語で教えている大学です。学生全員が日本人でも英語ができるようにさせて、アメリカ

や中国などあちこちに留学させて、その単位を取らないと卒業させないという学校です。そこ

で私はアントレプレナーシップを教えておりまして、全部英語でやっています。教えてくれと

言われて、何を教えるべきかと思いました。まさにテキストの問題ですごく苦しみました。 
 そうしたなか、私の同僚のマイク・ラクトリンさんは、ＭＢＡやアンダーグラジュエイト用

のアントレプレナーシップの教科書を一山持ってきてくれました。「アメリカではこれだけあ

るよ。好きなのを選べよ」と言われて、結局僕が読んで、何の前提もなかったので、まさにテ

ィモシーとバイグレイブの、まさに Babson 大学のつくった教科書をうちの学部生に使わせて
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います。 
 これと同じことが日本でできるだろうかと思ったのですが、やはりここにいる皆さんが書か

ない限り、それはできないだろうと僕は思います。それをやるためには相当なリサーチと実戦

経験がある方々が必要です。Babson 大学の先生方は役員をやりながら先生をやっている人た

ちなので、ベンチャー経営をやっている人たちが書いているから教科書としてもすごく分かり

やすくて良いなと思いました。 
 同じことがケースにも言えまして、私はハーバードのＭＢＡなので、ＨＢＳ（Harvard 
Business School）のライブラリーから好きなだけアクセスができます。これは教育者であれば

誰でも、登録すればオンラインで好きなだけサンプルを見て、気に入ったらダウンロード権と

いって、１コピー当たり２～３ドル払うとコピーする権利をもらえて、10 人いたら 30 ドル払

えば、クレジットカード番号を送ると「これでいいよ」という許可証が来る、そういう仕組み

ができています。 
 例えば僕が“undergraduate”と“entrepreneurship”とキーワードを入れると、山ほどそ

ういうケースが出てきます。ハーバードは商売ですから、自分の大学以外に学部生のよその大

学でつくったケースまで売っています。うちの大学は全部英語でできるので、ありがたいこと

にそれが全部使えるはずなのですが、さすがに学部生の理解できるものはアメリカでもそんな

にたくさんありません。ＭＢＡのケースを使ったらとてもできない。 
 それで見ていったら、カナダのある大学で、何と日本人が名古屋で 300 万円で始めた会社が

つぶれて、その社長が病気になって病院で点滴を受けているところから始めるケースがあって、

これがすごく良いなと思いました。うちの学校は別にビジネスの学校ではなくて、リベラルア

ーツで宗教学や倫理学などいろいろなことをやっている大学なので、その人たちにアントレプ

レナーシップを教えるのは、この人たちが学校を出たらすぐ会社を起こすわけでは決してない

ですが、やはりアントレプレナーシップのスピリットを持ってもらうということと、そういう

ものを一つの頭の体操としての教材として使ったらどうなるかなというのをやってみると、今、

僕のクラスは外国人が４割、日本人が６割なのですが、非常に教育効果が上がります。すごく

面白がって、よく分かってくれて、ひょっとしたらこの生徒たちが先々５年か 10 年したら、

先ほどの五十嵐さんのお話ではないですが、また会社を起こそうと思ってやってくれるかもし

れないと思いました。 
 話を戻しますが、日本で教材の問題というのは、先ほど吾郷さんは慶應には 30～40 あるか

らそのうちのどれかを使えばよいと言いましたが、残念ながら学部生用で、例えばアントレプ

レナーシップ、ベンチャー論のそもそも日本語のケースは本当に少ないです。ケースを選ぶと

いうのはやはりハーバードのように何万という数の中から一番新しいものを選んでいかないと

ケースはつくれないと僕は思います。ですから、日本でもしそういうものをやるなら、やはり

ここにいる皆さん全員が何かケースをお作りになって、そのためには、どこかの会社のそうい

う方々の協力を得ないと絶対にできないと思います。 
 僕の授業では、友達にベンチャー起業家がたくさんいるので、そのうち英語で講演のできる



 100

人だけをピックアップして、毎年６～７人連れてきては講演してもらっています。やはり一番

良いのはそういうケースや教科書をやった上に、そういう本物が来てしゃべってくれると、そ

ういう専門の学生ではないのにものすごく分かってくれるということがあります。ご参考まで

に。これは何かの答えになっているかどうか分からないですが。 
 
●日本ベンチャーキャピタル協会の試み 
 
（秦） 非常に重要な情報をいただきましてありがとうございました。日本でもそういう状態

になればよいと思うのですが。 
 鴇田さん、日本ベンチャーキャピタル協会で何かそういう試みというのはありませんか。日

本ベンチャーキャピタル協会ですから、未公開の段階のファイナンスの状況や資本政策の状況

などをＩＰＯをしてパブリックになった会社だとできると思うのですが、そういうご計画はな

いでしょうか。 
 
（鴇田） 秦先生も講師に入っていただいていますが、われわれの方でベンチャーキャピタリ

ストの育成講座をやっていまして、これは非常に評判が良いです。いわゆるベンチャーキャピ

タル会社に就職された方々、あるいはその他の方も一部入りますが、要するにデューデリジェ

ンスや起業、育成の仕方、資本政策、もろもろ秦先生にも協力していただいて、講師が約７～

８名入って毎年リニューアルしながら、少なくともベンチャーキャピタリストとして一人前に

なるバイブルのようなものをつくっていこうという気はあります。そういう延長線上でベンチ

ャー企業を立ち上げるときはどうするのかということとは表裏一体だろうという気がしますの

で、少し人員の余裕が出てくれば、できるだけ早い時期にそういうことも考えていきたいです。

既に５年以上そういう教育の検証を続けていますので、その辺のエッセンスを踏まえて、本に

していったらよいかと思います。 
 
●ベンチャーキャピタル会社に入るのか、大企業経由なのか 
 
 先ほど、ベンチャーキャピタル会社に入るのか、大企業経由でという先生のお話がありまし

た。これは学生さんにそういうご心配をお掛けすることが誠に申し訳ないのですが、ベンチャ

ーキャピタル会社に入るのは大正解だと思います。われわれは三菱ＵＦＪ銀行から出向者を仰

ぎます。ところが「銀行に帰れ」と言っても帰りたがりません。これはなぜかよく分からない、

いや、よく分かっているのですが。ご高承のように、要するに銀行は面白くないわけです。そ

ういう意味でいくと、やはり何か創造的なものをやれるというのは素晴らしいことです。 
 ここにフューチャーベンチャーキャピタルの川分さんもいらっしゃいますが、われわれは銀

行で優秀な人材をまず採って、その中でまた優秀な人を持ってこようという考えですが、川分

さんのところは自らやっています。どちらでも私はよいと思います。ただ、ベンチャーキャピ
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タル会社で採用するのであれば、 初からケーススタディというか、ケースメソッドに直接遭

遇できるわけです。要するに与えられた問題を解く、あるいは与えられた条件で答えを出すの

ではなくて、条件そのものがどんどん変わっていく、この醍醐味というのはやはり面白くない

はずがありません。大企業の中で印鑑を幾つもついて、決裁まで大変だということに比べれば、

ベンチャーキャピタリストはやはり社長と両輪ですから。そういう意味では村上さんももっと

良い経営をするという、今、村上さんが 100 点ではないわけですから、それも教育ではないで

しょうか。そういうことに対して謙虚になればなるほど、もっと自分が大きくなるのではない

かという気がします。 
 
●留意すべき日本人とアメリカ人の違い 
 
（飯田） 岡山県で起業家支援等をやっています、飯田といいます。 

議論を伺っていて、九州大学の先生も似たようなことをおっしゃいましたが、結局、教育の

対象をもう少しはっきりした方がよいと思います。私はいろいろなことをやっていまして、イ

ンキュベーションマネジャーもやっています。インキュベータに入りたいと訪れる人がいるの

ですが、私は当然、ビジネスプランをきちんと仕上げて、審査会に通るようなことを指導して

ほしいと思って来ているのだと思いましたが、その人は「そういうことが必要なのですか。そ

れなら私はもう結構です」と言って帰ってしまいました。 
 皆さんよくご存じでしょうが、遺伝子的に脳内伝達物質のセロトニンがきちんと出ればそん

なに不安を感じないわけですが、日本人の場合はセロトニンの多いタイプが 3.2％ぐらいしか

ありません。アメリカ人の場合、統計ですと 32～33％の人がきちんとそれが出て、少々のこと

では物怖じしないわけです。要するに、相手が起業する気になっている、多分セロトニンがた

くさん出ている村上さんのようなタイプの人に対する教育やメンタリングなどという場合と、

そうでない人の場合は違うわけです。 
 一般の日本人は、ほとんどそうでない人です。今日おいでになっている方も、学校の先生や

支援する立場の人が多いですから、そういう人は結局度胸がなくて、セロトニンがあまり出な

い人が非常に多いと思います。そういう人に対してエンカレッジして、アントレプレナーシッ

プというのはこういう意義があるのだから、元気を出してやろうではないかという教育と、も

うすっかりやる気になっている人に対して必要な教育というのは全く違うわけです。その辺を

区別してやらないと、私自身の失敗のように、決め込んでやると日本人は意外に躊躇してしま

います。 
 
●不安を感じやすい日本人に対する教育方法 
 
（秦） 二つにお分けになりましたが、起業に対してあまり関心ないような方に対してはどう

いう仕掛けをすればよいですか。 
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（飯田） 私は国公私立大学の数校で、いろいろなタイプの学生に話をしてきましたが、やは

り実際の起業家の体験は非常に有効です。一般論できれいに、テキストの話も今いろいろ出ま

したが、理論的に確かに整っているのだけれども、それよりもやはり失敗しながら「そんな人

が、こんなことで今でも生きているのか」というような生の話です。逆に私はそういうことが

できませんから、悔しいです。セロトニンが少ないタイプで臆病ですから、支援しかできませ

んけれども。例えば堀場先生のような方が話をされると全く違うというのは、何かその辺が大

きいと思います。それでセロトニンが出ないタイプの人もエンカレッジされて、やろうという

気に随分なります。それははっきりしなければいけないと思います。 
 もう一つ、これはぜひ伺いたいのですが、キャピタリストは本当に度胸があるなら自分で起

業してもよいのに、指導する側ですよね。私はどちらかというとそれはできない人だからなの

かなと。教育する立場では、その辺をはっきり分けないといけないと思います。 
 
●ベンチャーキャピタリストはなぜ起業しないのか 
 
（秦） なるほど。もう一度、鴇田さん、その辺りはどうですか。 
 
（鴇田） 大変鋭いご指摘ですが、ベンチャーキャピタリストをやっていると失敗事例の方が

多くて、そちらで勇気を失ってしまうのではないでしょうか。成功確率の方が圧倒的に少ない

わけです。ただ、おっしゃるような面はあるのですが、それを見て成功して、自分でやってい

こうという方は当然いるわけです。やはりそれが素晴らしいことだと私は思います。 
 
（飯田） そうです。もちろん遺伝子で全部が決まるのではなくて、環境、経験で当然違って

くるわけで、遺伝子で全部決まるのだったら何も全然面白くない社会ですから。それを何とか

打破して変えさせるというのが教育だと思います。 
 
●教育現場から見て 
 
（西村） 私は、 後の挨拶をしろと言われている京都大学副学長の西村周三と申します。こ

こで少しコメントをさせていただきます。 
 今のお話を伺って、実は私は３週間前に教育担当の副学長になったばかりで、まだ分からな

いことがたくさんあるのですが、堀場さんが先ほど文科省はどうしているとおっしゃったので、

文科省に成り代わって、今、京都大学がどういうことを考えているか、それは恐らく京都大学

だけではなくて、全体、そしてベンチャービジネス、ベンチャーキャピタル教育にもすごく関

係があると思うので、意見を申し上げたいと思います。 
 それは大学の教育における課外活動の役割、もっと正確に言うと、正規の教育以外の活動を
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もう少し正面から見直したい、あるいは見直す必要があるのではないでしょうか。これは恐ら

くベンチャー精神に大きく影響しているように思います。一例を挙げると、海外との比較で大

事なポイントは、学生寮での生活体験が日本の学生に非常に乏しいというのがあります。これ

は恐らくいろいろな分野の人間が交流する機会をなくしているので、これがベンチャービジネ

スにマイナスの影響を持っていると思います。 
 それから、体育会活動をどう考えるか、これは非常に面白いテーマだと思います。これはス

ポーツの種類によって相当違いますから、チームスピリットを養う場合と個人の能力を上げる

場合とで少し違います。ただ、私たちは従来、就職活動を見てきて、体育会系の学生は就職の

評判が非常に良かったです。特に大企業にとって良いのです。それはどうしてかというと、右

を向けと言われたらずっと右を向いている人を養成することに寄与したから、今までの企業は

それで成功したという面がありました。ところが右を向けと言われたときに、例えば京大のア

メフトでいろいろな作戦を複雑に考えた上、しかもチームプレーをやる必要があるという人材

がどのようになっているかということを、私はぜひとも考えたいと思っております。 
 
●日本の学生の意識 
 
 それから、先ほど北地さんがおっしゃった文理の区別ですが、これは悲しいことに京都大学

では十数年前から教養部を廃止してしまって、文科系の学生と理科系の学生が例えば外国語な

りを一緒に学ぶ機会がなくなっております。恐らく、今、申しているように、教育というのは

学校で正規の講義としてやる教育以外で、学生たちが例えば寮あるいは家で宿題をする、どう

やってカンニングするかも含めて情報交換をすることが非常に重要な意味合いを持っていると

思います。ですから、できましたらこういう機会に、先ほどから正規教育の在り方の話題が随

分出ており、それはもちろん大変参考になるわけですが、そもそもの学生の根性を鍛えるとい

うか、そういうことに関してどういうことがあったらよいのかということを教えていただくと、

教育担当の副学長として大変ありがたいです。 
 恐らく、私どもの大学では残念ながら視野にありませんが、ボランティア活動がどのように

生きるかといったことや、あるいはコーバーさんのお話にあったと思いますが、これからのベ

ンチャーにとっての外国語教育は必修であると思います。ところが日本の今の学生は、思い切

って海外に、 低でも短期派遣しないとそういう発想が全く出てこない。そして、いったん短

期でも行くと相当考えが変わって、私から見ているとベンチャー精神が少しは醸成されていく

だろうとも感じております。 
 
●キャリアサポートの重要性 
 
 皆さんにこういうことに関しての意見を伺いたいのですが、もう一つだけ少しコメントを申

し上げたいのは、これは堀場さんに叱られると思いますが、実は大学では今、文科省の指示に
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より、今私が言ったような話はこれから文科省としっかり折衝して「そういうことをしっかり

と考えろ」とこちらから言いますので、次はぜひ出てきてもらいたいと思いますが、これから

言う話は文科省がいろいろ考えている話です。それは各大学にキャリアサポートセンターがで

きておりまして、今の子供たちはどのように就職活動をしてよいか分からないのです。将来ど

うしたらよいのか、全然見えない。先ほどからもいろいろな話題がありましたので、キャリア

のサポートということ自体は大変重要になっていると思います。堀場さんなら「そんなの放っ

ておけ」とおっしゃるかもしれませんが、やらないといけないと私は考えています。ただ、現

状の文科省がやっているキャリアサポートの在り方には非常に問題がありまして、多様な道を

いろいろ考えるということがなかなかできません。 
 一例を挙げると、バイオ関係のドクターを取りつつある学生、あるいはポスドクの就職市場

というのが、いろいろな意味で、逆に言うと複雑怪奇で面白いと思います。ベンチャーの道も

あり、大学の道もあり、普通の企業に就職する道もありということで、いろいろなパターンが

考えられる中、そういう若い学生に対してベンチャーに行くか、それともその前の状態でどう

いう指導をするか、私はまだ３週間ですが頭を悩ませております。これについてもしサジェス

チョンをいただけると大変ありがたいです。 
 
●修士課程２年目の過ごし方の問題 
 
 後に、ところが現状ではもう一つ非常に深刻な問題があります。これは実は今日の話題に

も全く出ていませんが、社会人が来て修士課程２年で勉強すると称しながら、実は２年目はほ

とんど就職活動に明け暮れております。この就職活動自体が、ベンチャー教育と本当に合致し

ているのでしょうか。むしろほとんどの場合の就職活動は、ベンチャー精神を損ねるような活

動であるケースが多いので、これは産業界と大学が一体となって、マスターの２年目をどのよ

うに学生に過ごさせるのかということを考える必要があると思います。これについては今日お

みえの皆さんにこれからぜひご相談する機会を与えていただきたいと思います。後者はコメン

トだけ、前者にお願いしたいと思います。 
 
●体感することの重要性 
 
（堀場） いや、何も怒りません。一つ非常に大事なことは、インターンシップがやはり非常

に大事だと思います。私どもも常に相当人数のインターンシップを採っておりますが、ほとん

ど海外の学生です。マスターや普通の学部も、論文を書いてそれを卒論にするという人で、

低でも６カ月、普通でしたら１年要ります。それにもかかわらず、日本はインターンシップと

いってもせいぜい１週間から２週間です。邪魔になるのでしょうね、本当に。それでもっと頭

にきたことは、担当の人が来たときに一番初めに言うことは、「あなたのところにインターン

シップにいる間にもし事故があった場合は、あなたのところの責任になりますからね」と、こ
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れが第一声です。こういう大学からの学生は入ってもらいたくありません。 
 しかし、日本の大学はそういうことでインターンシップをやっていますが、インターンシッ

プに来た人が、初めて「企業とは何ぞや」「ものづくりとは何ぞや」、あるいは知的所有権な

どと言っているけれど、本当に企業の知的所有権はどういうことをしているのかということを

企業へ来て初めて知って、それで大学に残ろうと思っていた人がやはり就職したいとか、ある

いはものづくりしたいということで、私は後の感想文を読んで感激します。だから、別にベン

チャーでなくてもよいと思います。要するに企業とは何ぞやということ自体を知らずして卒業

して、何かパンフレットを見て就職していくというのは、本当にそういう機会を与えていない

大学が悪いと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 
 
（秦） 副学長からのお話に対して私なりのコメントをさせていただくと、寮の問題は本当に

大きいと思います。実は私はスタンフォードに２年弱いたのですが、９割ぐらいの学生が寮に

住んでいまして、しかも寮は全部学部がごちゃまぜなのです。まさに自然科学系と社会科学系、

人文系が一緒にいるわけです。スタンフォードの場合、男性と女性も一緒にいたりしますから、

それも含めていろいろな問題も起こるようですが、それはいろいろな意味で非常にプラスなの

だろうと思いつつ見ておりました。 
 それから、キャリアパスといいますか、インターンシップについては、先ほどおっしゃった、

修士課程の２年目で就職活動に相当時間を費やしているというのはどういう意味なのでしょう

か。就活で説明会に行ったり何かしたりするということなのですか。 
 
（西村） そうです。 
 
（秦） 必ずしもインターンシップに行っているという話ではないですね。 
 
（西村） ではないです。恐らく大部分の大学で、それに相当の時間を学生が費やしています。 
 
（秦） なるほど。そういうことがあるのでしょうね。 
 スタンフォードのＭＢＡの連中は、２年生の夏休み、あるいは１年生の夏休みからそうです

が、ほとんどインターンシップで２カ月ぐらい行っています。そこである意味で就職体験をし

て行き先を決めるというようなことをやっていまして、それは結構意味があるなと見ていまし

た。ほかにも皆さんの方からご意見もいろいろあると思いますが、今のご意見について北地さ

ん、どう思われますか。 
 
●修士課程の学生の不安 
 
（北地） 修士課程の学生さんを私が見ていて思ったのですが、やはりコストをここまでかけ
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たら回収できる見込みがないとすごく勇気が要ります。村上さんは失敗してもやり直しがきき

やすいですが、例えば子供がいると、失敗すると非常にヘビーになります。そうすると成功確

率を考えて、ベンチャーに行って自分が主役を務めることにどれぐらいリスクがあるかどうか

と計算してしまうところがあって、よほど自信のある方はそこを突破されるけれども、中途半

端にしか自信がつかないとやりにくいだろうなとは思います。 
 
●起業家教育の方向性 
 
（姜） 県立広島大学の姜判国と申します。韓国から来ています。 
 私もアントレプレナーシップ、起業家教育に携わっている者として、今日このセミナーに参

加して、日本の起業家教育は非常に盲目であると感じました。方向性がなくて、一律的に起業

家教育は重要であるということだけは認識して、盲目的に走っているのではないかという感じ

がしています。なぜかと言えば、大抵の大学の起業家教育はヤフーやグーグルなどの大企業の

革新を起こすような起業家を目的としている起業家教育が行われています。ところが、実にこ

れは１万分の１の確率で、行われません。私が言いたいのは、この需要があるところに起業家

教育も行われる、方向性を示す必要があるのではないかと感じています。 
 近、社会起業家研究というのは、組織学会でも出ていますが、バングラデシュで数十ドル

の事業資金融資を行って、貧困から脱却するために取り組んでいる社会起業家がノーベル平和

賞をもらいました。そのように日本の中でも町工場とかファミリー企業とか、そういうところ

に少しだけの起業家精神を生かしたら、イノベーションが非常に起こりやすいです。そこに経

営の教育、これは経営学という実務的な教育ですし、起業家教育はさらに実務的な教育ですか

ら、学生たちに体験させたり、ボランティアとして参加したり、中小企業を起こしたり、そう

いうことを体験させたら、そのような場面で起業家教育を生かせます。そのような起業家教育

が実務的であり、それが、自分が起業家としては活用しなくても、企業に就職してもその起業

家精神を生かせる方向性が示せるのではないかと思います。 
 結論を言えば、社会起業家の教育がこれからの日本の起業家教育の方向性ではないかと感じ

ています。本当に貧しいところ、町工場とか非常に傾いているところに、経営学や起業家精神

を勉強している学生たちがボランティアで参加して、体験をさせて、実務的な起業教育を行っ

たら大きなイノベーションが起こるチャンスはたくさんあるのではないかと感じています。 
 
●ベンチャーが成功しづらい日本 
 
（長尾） 商社系のベンチャーキャピタルをやっております長尾と申します。 
 一つ質問とお願いがあります。リスクを取るという姿勢の涵養というのは非常に大事だと思

いますし、これからもやっていただきたいと思うのですが、一方で大学ということを考えたと

きには、特に理科系だと思いますが世界で一級のテクノロジーやアイデアを世の中に出すとい
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うのが非常に面白いと思いますが、一方でそれを日本でやろうとしますと、マーケットとして

も、要はベンチャーのものを大企業に売るということはすごく難しいと思います。それから人

も集まりにくいし、自分でやっていてあれですが、ベンチャーキャピタルのお金もすごく集ま

りにくいです。要はアメリカへ行ったり海外へ行ったりした方がベンチャーは成功しやすいと

いう構図が必ずあると思います。 
 その辺の、今、大学で行われている教育の中で、そういうグローバルな視点というか、例え

ば特に医薬などがそうだと思いますが、 初からアメリカに持っていって開発した方がもしか

したら面白いとか、そのような視点があるのでしょうか。ないのならそういったところも入れ

ておくと、恐らく非常に面白くなると思います。日本のマーケットやインダストリーが中途半

端に大きいので、どうしてもそこに着目するのですが、そういうグローバルな視点はどうなっ

ているのでしょうか、今日の議論を伺っていて感じました。 
 
（秦） これはベンチャーの世界で時々言われることで、やはり日本発で世界のマーケットで

本当に活躍できるようなベンチャー企業が少ないというか、ほとんどないのではないかという

ことはよく言われます。これは今おっしゃったとおりで、日本のマーケットがそこそこ大きい

ので、そこである程度の売上を作れるわけです。つまり、日本のマーケットだけを開拓しても

そこそこの成功を得ることができるというようなことがやはり背景としてあるのかなと私も思

っているのですが、実際に北地さん、どう思われますか。グローバルな視点がありやなしやと

いうようなことについてはどうなのでしょう。 
 
●知財ビジネス 
 
（北地） 正直に言いますと、例えば、知財ビジネスというのを私は強力に推し進めています。

なぜなら、日本の人口構成から考えて 2020 年ぐらいから人口が減少するときに、付加価値生

産性を上げるものは一体何か、そのタイムラグと、そのときに人口が少なくても食べていける

ＧＮＰを押し上げるものは何かというと、それしかありません。それで日米の比較をしてみて

考えてしまったら、日本はそこのインフラがやはり非常に厳しくできています。例えば、学会

で発表することと知財を取ることというのは、発表できて、かつグラント期間が有効なものと

いうのは極めて限られているわけです。かつアメリカの場合も、先発明というのは今後修正が

入るかもしれませんが、こういう知財をビジネスにするための仕組みに関しては、かなり日本

よりも楽に出来上がっています。 
 もう一つは、知財をビジネスにしていくと、どうしても企業がそれを用いて発展していく過

程において、参加していく人員がどんどん替わってくるわけです。 初は毒性試験や薬物動態

関係に詳しい方がいらっしゃったら、次に臨床検査に入ると、あくまでもそれを推進する方が

今度増えるというように、渡すストックオプションの内容も変わってくるけれども、日本の場

合、例えば、それで発行していく優先株と普通株の価格体系も一本調子にしかできないという
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ようなインフラの厳しさはあります。しかし、何とかしましょうということです。それに負け

てはいけません。 
 
●ベンチャーにおける日本の問題 
 
（寺西） 私はバイオでいろいろ講義をしていますし、実際にベンチャーの立ち上げの支援も

しているのですが、ただ今のご質問に関してはまさしくおっしゃるとおりで、個人的な感想を

言いますと、アメリカでやった方が早いです。間違いないと思います。それは人材の集まり方、

ファイナンスの問題、それから税制の問題を含めますと間違いなくそうです。ただ、それを大

学の立場で言うと身もふたもないので、極力日本でスタートアップをするように努めておりま

すが、結局、私どもでもやはり京都大学の知財を日本の人に渡して、日本の人がサンフランシ

スコでスタートアップして、日本人がやって、今もうすぐそれがＦＤＡの認可を受ける。やは

り一番早いスタートアップを考えて、事業化を考えるとそれも選択肢の一つに入れざるを得な

いというのが現状です。これは厚労省の問題、先ほどもありました薬事法の問題、それから財

政面の問題等ありますが、これがバイオの、特に長期にわたる企業における一つの問題点だと

いうことは、多分関係者の皆さんは分かっておられると思いますが、現実はなかなか変わらな

いというのが現状だと思います。 
 
（岡村） 先ほどの副学長のお話に戻るのですが、単位を付与する科目以外のところでの教育

の効用ということで、アントレプレナー教育はまさにそれなのではないかと思っています。私

が知っている事例で、先ほどの北地さんの話にもありましたが、東大のアントレプレナー道場

というのは、学部・大学院は関係なく、専攻も関係なく、100 人ぐらい参加してチーム別にや

っていて、学部の学生と大学院の学生が文系・理系関係なく混ざり合ってビジネスプランをつ

くるという目標の中で、いろいろな価値観のぶつかり合いを経験していたり、外部のメンター

が入ってきてやっていたりするので、文理の融合であったり、違うバックグラウンドを持った

人との交流は非常に参考になると思っています。 
 
●学生生活と就職活動 
 
（鴇田） もう一つ副学長のお話であった、マスターの後半の２年目に勉強しないで就活とい

うのは全くナンセンスです。びっくりいたしますし、われわれの頃は勢いで行こうというのが

ありましたが、今の時代、別に生涯その会社にいられる可能性はほとんどないでしょう。だか

らなぜそんなことをするのでしょうか。この間ＮＨＫで言っていましたが、「内定ブルー」な

どといって、幾つも決まらないとかいった状況も存在するようです。一回しかない人生、一つ

の企業で、一つの会社で、一つの仕事が終わるわけではありません。どこの会社に行ったって、

そこで何を学んで何を自分の身に付けて、キャリアとして生かしていくかということですから、
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企業に行っても別に将来ベンチャーを起こしてもよいわけですし、なぜ就職活動で後半１年間

無駄にするのでしょうか。大学しかできない、大学院しかできないことは何だったのかと考え

ると就活ではないと思います。就職活動というものは良いところしか教えていないわけですか

ら、そんなことを真に受けてというか、そのために相当の時間をかけるのは想像できないとい

うことだけは感じています。 
 
●体育会系のやり方から生まれる自信 
 
（北地） 体育会系で一つ思い出しました。私が面白いと感心している会社にリクルートとい

う会社があります。あそこのＯＢが非常にベンチャーを起こすのですが、あの会社の体質はま

さに体育会系です。営業はものすごいです。なぜかなと思うと、いろいろなパターンがありま

すが、ビジネスモデル自体は割と一つです。みんなその責任者になって小さな成功体験を重ね

ていっています。そこでつくり上げたフォーメーションなどが非常に生きて、その思い出が自

信になってつながっていっているのではないかという気がします。 
 
（秦） なるほど。ただ、それは「右向け右」の人たちだというようにも言えなくはありませ

ん。 
 
（北地） 入るときに、自分はこれだけの給料をもらっているから、やらないと恥ずかしいか

らというのがあるらしいです。 
 
●起業家マインドと起業家教育 
 
（秦） それは少し言い過ぎだったと思いますが、いずれにしても話が尽きないわけですが、

大体時間が来てしまいました。 
 ここにお集まりの皆さんは起業家精神といいますか、起業家マインドといいますか、新しい

こと、イノベーティブなことに積極的に取り組む精神、姿勢が絶対必要だと皆さん考えておら

れると思います。そもそも人間として必要だと私は思っておりますが、それが教えられるかど

うかは非常に難しいところがあろうかと思います。うまくまとめられませんが、こういう形で

いろいろ情報交換をさせていただけるような場が、今後も起業家教育に関してもぜひ多くなれ

ばよいと思っております。私が知らないだけかもしれませんが、起業家教育についてこういう

シンポジウムのようなものが過去そんなに行われたとは聞い

ておりませんので、これを機会に各大学や教育機関の間での

情報交換が活発になっていけば、このセミナーを開いた意義

もあるのではないかということを申し上げてパネルを終えさ

せていただきたいと思います。ありがとうございました。 
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