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はじめに  

  

2020 年に開催されるオリンピックまで２年を切った今、オリンピックに向け

たインフラの整備や、インバウンドの大幅な増加によって日本の景気は回復し5 

どんどん成長していると言われています。その日本の経済成長をまだまだ伸ば

していき、持続させていくために不可欠なのが中小・ベンチャー企業の活躍で

ある。その大きな役割を担う中小企業を簡単に見ていきたい。   

中小企業は日本の企業の 99.7%従業員者数の 76.8%を占めている、日本経済

に大きな影響を与える存在である。そのため中小企業の新事業の創出や既存の10 

改革が不可欠であり、中小企業の資金繰りは重要な問題である。しかし、金融

機関は、リスク査定能力の問題や金融危機、アベノミクスによる景気変動によ

り、中小企業に対して十分な資金の供給が難しくなった。このことから、金融

機関の中小企業に対しての資金調達方法の改善が必要であると考えられる。  

   またベンチャー企業は、新たな産業と雇用を生み出すため、中小企業と同15 

様に経済への影響は大きい。そのため、日本経済の成長への道筋の  1 つとして

ベンチャー企業が次々と誕生し、成長することで、日本経済の発展に大きな影

響を与えることが期待できる。しかし、ベンチャー企業は一般的な企業と比較

すると信用が低く、創業前後において融資を受けにくいという問題に直面して

いる。  20 

    このように中小企業とベンチャー企業は日本経済の発展において重要な

役割を果たしているが、いずれも資金調達面の問題を抱えている。  

    本論文では、第 1.2 章で中小企業とベンチャー企業の現状を提示する。

続いて、第 3 章で詳しく資金調達の課題を提示する。最後に、第 4 章で中小企

業とベンチャー企業の現状、課題の解決策、成長を促進するための資金調達の25 

あり方について模索する。  

 

 

 

 30 
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第 1 章 中小企業を取り巻く現状  

 

第１節  中小企業と経済環  

 2012 年に第 2 次安倍内閣が誕生して以来、安倍首相が進めてきたアベノミク

スによって、我が国の日本経済は徐々に回復し、今もなお成長を続けている。  5 

具体的な例を挙げると、『政権交代前と比べて、ＧＤＰは 11.7%上昇、女性の就

業者数は約 201 万人増加、正社員雇用は約 78 万人増加、雇用は約 251 万人増

加、企業の経常利益は約 31 兆円増加など様々な項目でアベノミクスの効果を

数字で確認することが出来ます。またインバウンドの面でも成長しており、外

国人旅行者数は政権交代後 5 年連続で過去最高を更新し、外国人旅行者の消費10 

額は約４倍になっています。農林水産物食品輸出額も５年連続で過去最高を更

新し続けています。』『自由民主党広報本部Ｔｈｅ Ｎｅｗｓ  Ｊｉｍｉn 参照』

アベノミクス「３本の矢」と言われるように、アベノミクスに大きく３つの方

針があります。１つ目は大胆な金融政策、２つ目は機動的な財政政策、３つ目

は民間投資を喚起する成長戦略です。これらのアベノミクスの戦略による経済15 

成長は中小企業にどう影響していっているのかを見ていきたい。  

 

第１項  大胆な金融政策  

  2012 年に自民党が与党に戻ったことで、市場は大胆な金融緩和を織り込ん

で、株価は本格的に上昇し、外国為替相場は大きく円安方向に転換し、大胆な20 

金融緩和政策は順調にスタートした。金融緩和で流通するお金の量を増やしデ

フレマインドを払拭することが狙いです。  

 

第 2 項  マイナス金利政策  

「マイナス金利とは、民間の金融機関が中央銀行（日本では日銀）に預け25 

ている預金金利をマイナスにすることです。金利のマイナス化により、預金者

が金利を支払うことになります。  

日銀のマイナス金利政策は、2016 年 1 月に「マイナス金利付き量的・質的金融

緩和」として導入されました。日銀のマイナス金利政策でマイナス金利が適用

されるのは、金融機関が持つ日銀の当座預金のごく一部です。日銀はマイナス30 
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金利政策によって、金融機関が日銀に資金を預けたままにしておくと金利を支

払わなければならなくすることで、金融機関が企業への貸し出しや投資に資金

を回すように促し、経済活性化とデフレ脱却を目指す政策である。」 (SMBC 日

興証券 HP) 

マイナス金利政策が中小企業に与える影響を見ていきたい。  5 

           

 

        『商工中金 .アベノミクスが中小企業に与える影響 .2016 年』  

【図表１ -１】からわかるように、「新規資金調達をする」と答えた中小企業は

36.8％、借入金利が低下しても「新規資金を調達しない」とする企業も 24％あ10 

り、資金需要の力強さにかけているように思える。資金調達をしないと回答し

た企業の主な理由は、「借り入れを増やしたくない」が６６ .1％、「投資するべ

きものが見当たらない」が３０．３％、「自己資金に潤沢がある」17.3%、「金

利が低下しても資金調達のメリットが少ない」が 14％となっています。  

 次に金利が低下した場合の資金調達の有無を企業の業績の状況別に見ていき15 

たい。下の【図表 2-2】を見てください。この図によると業績が良い企業・や

や良い企業と、業績が悪い企業・やや悪い企業と比べると、業績が良い企業・

やや良い企業の方が資金調達にやや積極的である。つまり先行投資や事業拡大

を目指した「前向きな資金調達」を金利の低下が後押ししているように思われ

る。  20 

新規資金調達を

する 

37% 

新規資金調達

をしない 

24% 

分からない 

39% 

【金利が低下した場合の新規資金調達の有

無】 

【図表１ -１】 
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また、業績が非常に悪い企業になると「資金調達をする」が 41.4%と非常に高

い数字になっており、新規資金調達により業績回復の足掛かりになるよう期待

しているものと考えられる。  

 

 5 

『商工中金 .アベノミクスが中小企業に与える影響 .2016 年』                          

次に新規資金調達をする目的についてみていきたい。  

 

『商工中金 .アベノミクスが中小企業に与える影響 .2016 年』                                10 
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【図表 2-2】  

【図表１ -3】 
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【図表 1-3】から「資金繰り安定化」が 71.4%と１番多く、いかに中小企業の

資金繰りへの不安が強いかを確認できる。「設備の代替や補修などの設備投資資

金」が 36.8％と「新設設備の投資資金」が 29.0％で。設備投資関連が続き、設

備投資は一度に多額の投資資金が必要となる場合も多く、金利低下で投資意欲

が刺激されている側面もみられる。  5 

 

 第 3 項  機動的な財政政策  

  機動的な財政政策は、デフレ脱却をよりスムーズに実現するため、約 10

兆円規模の経済対策予算によって、有効需要を創出し持続的成長に貢献する分

野に重点を置き、成長戦略へ橋渡しを行うことである。  10 

つまり「公共事業」に予算を投じることにより建設会社などが儲かり雇用を創

出することが狙いである。  

 

第 4 項  民間投資を喚起する成長戦略  

成長戦略には 4 つの視点から展開されており、投資の促進、グローバル化、人15 

材の活躍強化、新たな市場創出が成長戦略の要です。特に投資の促進が中小企

業と大きく関わっており、法人税の引き下げ、中小企業の経営相談、公共施設

の運営を民間に依頼という内容である。  

法人税の引き下げにより企業の内部留保は増加、公共施設を民間に任せること

で企業の収益増加に繋がります。  20 

 

第５項  アベノミクスによる中小企業の現状  

アベノミクスについて中日新聞が調査したアンケートを見ていきたい。  

『愛知県内の中小企業５７１社に共同アンケートを行った。４５％の経営者が、

「アベノミクスで大企業と中小企業の格差が広がった」と回答。大企業が潤え25 

ば中小企業にも波及するとされるアベノミクスの恩恵が、トヨタ自動車など製

造業が数多く立地する「モノづくり王国」愛知でも十分に浸透していない結果

が浮き彫りになった。  
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アベノミクスで会社の業績がどうなったかを聞いた

ところ、「変わらない」が４５％で最多。「やや悪く

なった」「悪くなった」                      

と答えた企業は約三割あった。業績が上向いて                     

「良くなった」「やや良くなった」企業は２６％                     5 

にとどまった。  

今春行った従業員の賃金改定交渉については、                                         

「賃上げしていない」が４２％で四月の消費税                            

８％への引き上げ分をカバーできていない企業                      

が最も多かった。賃上げした企業は、「２％未満」                       10 

（１９％）が最多だった。  

 来春の賃上げ見通しでは、「賃上げする方向」と                       

回答した企業がほぼ四割。一方で賃上げ見送りの                      

企業が三割以上あり、「景気の先行きが不透明」と                       

今後への不安感をにじませた。  15 

 国内の会社の９９・７％を占める中小企業に、                    

アベノミクスの恩恵は来ているのか。アンケート                      

に答えた愛知県内の中小企業経営者の多くは、効果を実感できずにいる。                             

 「販売単価は下げられ、原材料費や光熱費などの経費は上がりっぱなし。忙

しくても利益が出ない」。こう述べる自動車関連企業の経営者は、今春の賃金引20 

き上げを見送った。従業員三十人未満の小さな会社。県内にあるトヨタは中間

決算で過去最高益を更新したが、「もうかっているのは大企業だけ」。  

 同じ自動車関連では、「業績が良くなった」と感じている経営者もいる。ただ、

「秋以降、売り上げが失速している」「海外での現地生産が進み、国内は減産の

流れ」と先行きを楽観視する声はない。  25 

 製造業以外の企業経営者の見立てはもっと厳しい。消費税が８％になって以

降、軒並み仕事が減ったといい、住宅分譲関係の会社経営者は「消費税が上が

って物件が売れず、得意先から取引の中止をにおわされた」。建設・土木関係の

企業は「消費税増税前の駆け込み需要で一時的に受注が増えたが、その反動が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 1-4】 
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出ている」と述べる。回答した経営者らが国に望むのは、中小企業のやる気を

高める政策だ。企業家の育成につながるような税制の優遇や優秀な人材の獲得

支援を求めている。』  

『愛知の中小  アベノミクスの恩恵どこに .中日新聞 .2014 年』  

またアベノミクスにより円安になると大企業の業績が上昇すると市場は予想し、5 

輸出企業の株が多く買われます。なぜなら輸出企業はグローバルに事業展開を

しているため、輸出製品の損益が改善され、現地法人の換算による損益も増加

し、業績が良くなり円安の影響はプラスになります。  

一方で中小企業の場合、国内だけで商売をしている企業が多く、円安になると

輸入する材料の値段が高くなってしまうため、円安になると業績悪化になる企10 

業が増加します。なぜなら中国や東南アジアで生産されたものを仕入れること

が多く、円安になることで変動費が増加します。また石油、ガスの輸入価格も

上昇し、固定費も合わせて上昇します。このため売り上げは同じでも固定費、

変動費とも増加することで、日本約の約９９．７％を占める中小企業の多くの

会社が大企業とは真逆の影響を受けてしまうのです。この円安の影響で価格の15 

変更に対応できず潰れてしまった中小企業も多くあるのではないかと考える。  

 

第２節  中小企業の現状  

 

第 1 項  人材不足  20 

 企業の人材不足は、単純に業務が忙しくなるだけにとどまらず、企業の存続

にまで影響する可能性もある。例えば、何らかの理由により離職者が相次ぎ、

これまで 10 人で対応していた業務を 7 人で対応するようになった場合、ひと

りあたりの仕事量が増えることで従業員に負担がかかり、慢性的な労働時間超

過という状態になる。人手不足が短期的な問題ですぐに解決できればいいが、25 

長期化すると多くの従業員は肉体的、精神的に疲労が溜まってしまう。この影

響は、提供する商品やサービスの質の低下につながりやすく、結果として売上

減少につながる。このように人材不足は企業の売り上げに直結する重大な問題

である。  

中小企業基盤整備機構が商工会議所、商工会、中小企業団体中央会により任意30 
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抽出した約 19,000 社の中小企業にアンケートを行ったところ、約７０％が人

材不足に陥っていると回答した。また、人手不足の影響をどのような点で感じ

ていますかのアンケートでは、全体の７割以上が人材の採用が困難と回答。ま

た、上で述べたように、売上減少、商品・サービスの質の低下、利益減少など

経営面での影響も現れている。  5 

 なぜこのような人材不足に陥っているのか。理由の一つは、収入がすくない

ことによる離職である。厚生労働省が行った賃金構造基本統計調査では、中小

企業の収入が少ないので、離職する従業員の割合が一番高いという統計がでて

いる。また、従業員数が少なければ少ないほど、収入が少ないことを理由に、

離職する従業員の割合が高くなるという統計がでている (図１ )。また、低収入10 

からくる会社の将来が不安という理由が目立っている。  

 

【図表 2-１】  前職の従業者規模別前職の離職理由の割合  

  

（注）棒グラフの色は従業員数を示している。  15 

『厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より』  

 

第 2 項  利益格差  

近年中小企業の経営状況は改善傾向にある一方、大企業と中小企業との間で、



11 

 

利益格差が拡大している。また、収益力は比較的好調な製造業でさえも大企業

の 3 分の 2 の水準である。  

【図表 2-２】を見てみると、中小企業の経常利益は過去最高水準であるが、2013

年の大企業と中小企業の利益格差は約 10 兆円、 2016 年では、約 19 兆円以上

と 3 年の間に約 2 倍の利益格差が生まれたがわかる。これは安倍政権の経済政5 

策アベノミクスが始まった２０１３年から大手企業と中小企業の業績の差が急

拡大しているので、利益格差の拡大は、アベノミクスによるものとわかる。さ

らに、日銀が２０１３年４月に大規模な国債買い入れを柱とした量的・質的金

融緩和（QQE）を導入したことによる円安で、輸出中心の大企業は収益が伸び

たが、中小企業は原材料の輸入コスト増が重荷となり、大企業ほど大幅に収益10 

が伸びなかった。しかし、2013 年以降、大企業・中小企業共に、形状利益は上

昇傾向にある。  

 

【図表２ -2】  企業規模別の経常利益  

  15 

 

（注）大企業は資本金 10 億円以上、中堅・中小企業は資本金 10 億円未満の企

業としている。  

『法人企業統計調査年報より』  

 20 
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第 3 項  事業継承  

 

 現在、中小企業は「後継者問題」に直面している。この問題は、経営者の高

齢化が背景にある。どんなに能力の高い経営者でも、老いから逃れることはで

きないため、事業を継続させるには、誰かに引き継がなければならない。20175 

年版中小企業白書によると、【図表２ -3】を見てもわかるように、中小企業の約

30％が、後継者の決まっていない状況だ。  

 

【図表２ -3】   後継者選定状況  

             10 

『中小企業庁委託「企業経営の継承に関するアンケート調査」 2016』  

 

事業継承の形態は主に２つあり、親族内継承と親族外継承である。これより２

つの継承携帯のメリット・デメリットについて紹介する。  

 15 

親族内承継  

約 20 年前までは、親族内継承が一般的で、約 9 割を占めていました。しかし、

少子化や高度成長期のような伸びを期待することが難しい今日、親族内継承の

割合は減少傾向にあり、【図表 2-4】を見ると、約 6 割にまで減少していること

がわかります。   20 

 親族内承継は社内外の関係者から心情的に受け入れられやすく、技術の継承や

経営者としての教育も段階的に進められ、資産も相続等で移転できるなどのメ

リットがある。  
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しかし、相続人が複数いる場合は配慮が必要だ。特に資産のほとんどが自社株

の場合、後継者に株式を集約し経営権を譲るためには、それ相応の準備・対策

を講じなければ、相続問題が発生し、事業承継が困難になる。  

 

 5 

親族外承継  

親族に限らず、有能な社員や役員、関係者を後継者に考える親族外承継の方法

もあり、現在では 3 割程度を占めている。  

業務に精通していて経営者として教育しやすい、社員の理解が得られやすいな

どのメリットがあります。  10 

ただ一般的に、社員は後継者となることを想定して入社していないため、事業

承継のためには、早めのアナウンスが必要だ。また、親族以外に事業を承継す

るため、親族の理解を得るためにも方策が必要だ。  

そして、一番の課題は自社株を買い取るための資金力です。これらの問題にも

中小企業経営承継円滑化法の支援があります。  15 

金融支援措置については、日本政策金融公庫による融資を受けられる場合があ

り、遺留分に関する民法の特例は、平成 28 年 4 月から、親族外にも適用でき

る。事業承継税制でも支援がある。  

また、後継者の能力や事業の将来性を担保として金融機関の融資を受け、MBO

（後継者となる経営陣が株式を取得して、経営権を取得する）を実施する方法20 

も考えられる。  

親族外承継（M&A）  

親族内外に後継者が見当たらない場合の、第三の事業承継方法として注目され

ているのが M&A です。  

直訳が「合併と買収」であることからマイナスイメージを持つ方もいますが、25 

日本では株式譲渡の方法による「買収」がほとんどのため、リストラ等の心配

も少なく、中小企業庁でも、「M&A は社外に後継者を求める事業引継ぎのひと

つであり、日本では中小企業の友好的 M&A が増えてきている。」と「事業引継

ぎハンドブック」で紹介している。  

身近なところに見当たらない後継者を広く探すことができる、経営者が株式の30 
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売却利益を得られる等メリットがありますが、マッチングに時間がかかる、

M&A 検討中に従業員や取引先に漏れることで、思い通りに計画が進まない場

合があるなどのデメリットもあります。  

 

 5 

【図表２ -４】  親族内外継承の割合  

  

『中小企業庁委託「企業経営の継承に関するアンケート調査」 2016』  

 

アベノミクスによる金融緩和で、大企業の利益が上がり景気が良くなり、さら10 

なる人員動員をもとめ、大企業が求人を増やす。これにより、中小企業志望の

就活生が大企業に流れやすくなり、中小企業の人員確保がさらに難しくなると

考えられる。さらに大企業がより成長し、中小企業は成長に行き詰まる。その

結果、利益格差、生産性格差に拍車をかけることとなる。  

それに加え今年、経団連が発表した就活ルールの撤廃により中小企業の優秀な15 

人材確保が困難になるのではないかと考えられるが、この就活ルールの撤廃が

どう転ぶが今後検討していく必要があると考える。  

事業継承に関しては、親族内継承と親族外継承があるが、親族外継承の割合

が増加している傾向にあり、一番の課題の自社株を買い取るための資金力の問

題、中小企業経営承継円滑化法の支援や、金融支援措置についていち早く学ぶ20 

必要がある。どの選択をしても、事業承継には余裕を持った対策が必要である

と言える。  

 



15 

 

第 2 章 ベンチャー企業を取り巻く現状  

 

第 1 節  ベンチャー企業と経済状況  

 ベンチャー企業とは、革新的なアイデアや技術をもとにして、新しいサービ

スやビジネスを展開する企業を意味する。ベンチャー企業はあらたなビジネス5 

を育てている状態で、現段階では財政的に厳しく、投資機関から援助を受けて

いることが多い。  

ここでのベンチャー企業の定義は「設立から５年程度と比較的に若い会社で

あること」、「新しいビジネス展開をしている企業」とする。  

 10 

第１項  エンジェル税制  

 

ベンチャー企業の育成拡大は、安倍晋三政権の経済政策「アベノミクス」の

成長戦略の目玉の一つであり、ベンチャー企業への投資を促進するためにベン

チャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度、15 

エンジェル税制が改正された。ベンチャー企業がエンジェル制度を適用するた

めには、経済産業局への申請が必要。制度の対象であると認められたベンチャ

ー企業に投資する個人投資家は、図表３－１のように大きく分けて 2 種類の優

遇措置を受けることができる。  

 20 

[図表 3-1] 

 

『「エンジェル税制の仕組み」経済産業省』  

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1gtvHlJneAhUGQN4KHYh7BzoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/structure/index.html&psig=AOvVaw15MS8gUaK6VirFG6kRQRZz&ust=1540267172218020
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[図表３－２ ] エンジェル税制の優遇措置  

 

 

『経済産業省「エンジェル税制のご案内」』  5 

 

1 つは投資の時点で受けられるもの、もう 1 つは株式売却の時点で受けられる

ものがある。投資時点での優遇措置ではベンチャー企業への投資金額から

2,000 円を差し引いた金額がその年の総所得金額から控除される、しかし総所

得金額×40%か 1,000 万円のいずれか低い方が控除対象の限度額になる。株式売10 
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却時点の優遇措置はベンチャー企業への投資額金額を、その年の他の株式譲渡

益から控除（控除対象となる投資額の上限はなし）。  

 

  

[図表３－３ ]未公開企業の資金調達額（ 2006 年～ 2014 年）  5 

 

『出典：ジャパンベンチャーリサーチ  

「 2014 年  未公開ベンチャー企業の資金調達の状況」（ 2015 年）』  

 

上記の図表３－３ように 2008 年にエンジェル税制が改正されたにもかかわ10 

らず、調達資金、社数ともに低迷している。エンジェル税制を利用しなかった

ベンチャー企業の理由として多く挙げられたのが「書類準備等の手続きが煩雑

である」（30，4％）が多くあり、経済産業局への申請方法の改善が問題視され

ている。『企業・ベンチャー支援に関する調査  野村證券』  

 15 

 

第 2 項ベンチャー企業の段階別の資金調達  

 

ベンチャー企業は成長段階別での資金調達方法が存在する。第 1 段階は創業

（シーズス  20 
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テージ・スタートアップステージ）。第 2 段階は事業化（アーリーステージ）。

第 3 段階は成長初期（ミドルステージ）。第 4 段階は後期（レイターステージ）。

第 5 段階は株式公開（ IPO）がある。資料１のように創業期ではエンジェル投

資、補助金、自己資産がある。エンジェル投資家とは創業段階の企業に投資す

る個人投資家である。専業化期では創業期の資金調達方法に加えてベンチャー5 

キャピタルや事業会社による投資、政府系金融機関などによる制度金融、信用

保証協会による信用保証、リースなどが用いられる。成長期は自己資金やエン

ジェル投資に代わって銀行融資が新たに用いられる。後期、株式公開期になる

と制度金融や信用保証が用いられることが少なくなる。  

 10 

[図表 3-4]「ベンチャー企業の成長段階に応じた資金調達方法」  

 

 

 

『「ベンチャー企業の資金調達」大和総研２０１２年』 15 

 

 １  エンジェル投資  

段階別の大きな資金調達の一つとしてエンジェル投資を取り上げる。エンジ

ェル投資家は創業間もない企業に対し資金を供給する富裕な個人のことである。

しかし、近年の日本におけるエンジェル投資は一件当たりの平均投資額はアメ20 
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リカが 5000 万円程度で日本が 100～300 万円程度と 2～ 6％に過ぎない。年間

投資総額、年間投資件数、投資家数も表 1 のようにアメリカがはるかに上回っ

ている。  

 

[図表３－５ ] 日米のエンジェル投資の比較  5 

 

 日本  アメリカ (2012 年度 ) 

年間投資総額  約 9.9 億円 (2011 年度 ) 229 億ドル (約 2.3 兆円 ) 

年間投資件数  45 件 (2011 年度 ) 67,000 件  

投資家数  834 人 (2010 年度 ) 268,000 人  

 

『第 2 回経済財政諮問会議（平成 26 年 2 月 20 日）資料 5-2』  

 

 ２  クラウドファンディング  10 

 

 海外の企業の資金調達方法としてよく用いられているクラウドファンディン

グはインターネットを通じて出資者を募るのが特徴で、銀行などの金融機関を

通さずに投資家から直接資金調達が可能になっている。参加のハードルを低く

設定することもできるため、出資者数が膨れ上がる場合があるのも特徴。海外15 

では莫大な資金調達に成功した企業も多く、メジャーな資金調達方法の一つに

なっている。借入れだけでなく寄付という形で受け付ける方法や、商品やサー

ビスの販売といった形でリターンを用意するなど、様々な手法をとれるのも魅

力である。  

クラウドファンディングには大きく分けて、購入型、寄付型、融資型、投資20 

型の四種類がある。購入型クラウドファンディングとは、あるプロジェクトに

対して支援者がお金を出資する仕組みのクラウドファンディングで、出資を行

うことにより利用者側は商品やグッズ、サービスを代わりに得ることができる。

お金がリターンとなることは原則ない。寄付型クラウドファンディングとはあ
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るプロジェクトに対して支援者がお金を寄付する仕組みのクラウドファンディ

ングで、リターンとして商品やサービスは基本的に発生しません。プロジェク

トによっては、お礼として手紙や写真を受け取れる場合がある。融資型クラウ

ドファンディングとは、資産運用したい個人から小口の資金を集め、それを大

口化して借り手企業に融資する仕組みのクラウドファンディングである。日本5 

では融資型クラウドファンディングよりも、ソーシャルレンディングという名

称として認知されている。個人から集めた資金を「融資」するという性質を持

っているため、金銭的リターン (利回りの分配 )を得ることができる。株式型ク

ラウドファンディングとは、企業が資金調達の方法として、未公開株を提供す

る代わりに資金を募る仕組みのクラウドファンディングで、投資型クラウドフ10 

ァンディングという種類のクラウドファンディングサービスとして位置付けら

れる。  

 お金を出す側のデメリットとしてあげられるのは、出資したお金が返ってこ

ないということが時にあることだ。購入型クラウドファンディングであれば、

商品やサービスといったリターンを求めて購入したのに、その後起案者から音15 

沙汰がないような詐欺的なプロジェクトも海外では発生している。二つ目は必

ずしも出資した企業、プロジェクトが成功するとは限らないという点である。

成功しなかったからと支援者・出資者が資金を返してもらうということは基本

的にはできない。  

資金を受け取る側のデメリットは管理コストが大きくなるということだ。通常20 

の資金調達と異なり、不特定多数の人々を対象にしていることから、購入型で

あればリターンとしての商品やサービスの発送、融資型であれば分配金の振込

など数多くの手続きや業務が発生する。  

投資側のメリットとしてはリターンが大きいということがある。金融型のクラ

ウドファンディングの中には、年利で５％を超えるものもある。ほかにも少額25 

の資金で投資ができることも出資者側からすると大きな利点になる。少額の資

金で自分が応援したいプロジェクトに投資することができるため、楽しみなが

ら投資を始めることができる。  

 現在の日本企業の間では投資型クラウドファンディングについては、株式や

債券の発行であれば第一種金融商品取引業者（証券会社）の登録を受けた者が30 
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仲介する必要があり、金融商品取引法（金商法）のディスクロージャー（情報

開示）規制の適用を受ける場合もあるなど規制が厳しく、国内での円滑な実施

は難しいと指摘されていたが 2014 年の金商法改正で、発行価額の総額 1 億円

未満、投資家 1 人当たりの払込額 50 万円以下のクラウドファンディングだけ

を取り扱う業者について、新規参入を容易にするための規制緩和が行われた。5 

証券会社の自主規制機関である日本証券業協会や投資ファンド販売業者の自主

規制機関として 2010 年に設立された第二種金融商品取引業協会もクラウドフ

ァンディングに関する自主規制ルールを整備した。  

改正法は 2015 年 5 月 29 日に施行され、既に 2 年以上が経過し、規制緩和を受

けた新規参入もみられ、2017 年 7 月末時点で、クラウドファンディングを取り10 

扱うとして登録を受けている第一種業者は 5 社、第二種業者は 15 社となって

いる。  

 

 ３  ベンチャーキャピタル（VC）  

 15 

 ベンチャーキャピタル（以下 VC）とはハイリターンを狙ったアグレッシブ

な投資を行う投資会社（投資ファンド）のこと。 主に高い成長率を有する未上

場企業に対して投資を行い、資金を投下する。 経営コンサルティングなどを提

供し、投資先企業の価値向上を図る企業も存在する。  

[図表 3-6] 20 

 

『ベンチャーキャピタル基礎知識』  
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 図表 3-6 のように VC がファンドを組成し、無限責任組合員としてファンド

の管理運営を行い、組成されたファンドへの出資を募り、ファンドの趣旨に賛

同された方々が出資を行いう。これにより、投資に必要な資金が確保される。

VC が様々なルートからベンチャー企業にアプローチし、投資を行うか否か審5 

査を行い、審査を通過したベンチャー企業に対し、ファンドより投資を行う。

投資を行ったベンチャー企業に対して、VC が育成支援を行い、投資を受け入

れたベンチャー企業が株式上場するなどして、ファンドの保有株式を売却等す

ることを EXIT（出口）と呼ぶ。ファンドは保有株式の売却などにより、資金

回収を行い、回収した資金を出資者に分配し、最終的に出資者に清算される。  10 

 

第 2 節  ベンチャー企業の現状  

 

ベンチャー企業への期待は世界各国で高まっている。それは日本でも同じで

ある。  15 

ベンチャー企業には大きく分けて、「企業発ベンチャー」と「大学発ベンチャー」

がある。日本において、ベンチャー企業が期待されている理由は、長期の景気

低迷により、中小企業の廃業率の増加など経済活力が低下していることが大き

い。  

２つ目に、資源を持たないわが国において、基本的に技術立国を志向せざる20 

をえないが、ベンチャー企業、とりわけハイテクベンチャー企業が高い技術的

革新性を有しており、わが国の技術立国志向の要請に応えてくれそうなこと、

3 つ目として、わが国でも産学連携が盛んになっているが、一方の担い手であ

る大学側の具体的成果の一つとしてベンチャー企業の起業（大学発ベンチャー）

があること、などがあげられる  25 

ベンチャー企業から大企業になった主な例としては以下の三社が挙げられる。  

 

 

 

 30 
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[図表 3-7] 

・「サイバーエージェント」  

「アメーバブログ」などで注目を集めた企業。ここ最近はスマートフォンゲ

ーム事業やインターネットテレビの「Abema TV」をスタートさせるなど、

エンターテインメント全般の事業展開に力を注いでいる。  

・「カルチュア・コンビニエンス・クラブ」   

  「蔦屋書店」や「T ポイント」などでおなじみのカルチュア・コンビニエ

ンス・クラブも、1980 年代に立ち上がったベンチャー企業のひとつ。現在で

は公立図書館の指定管理者や大規模商業施設「T-SITE」を各地に開業するな

ど、書籍販売に捉われない事業展開を推進している。  

・「楽天」   

インターネットで人はモノを買わないと言われてきた 90 年代後半に、「楽天

市場」を開設し成功を収めた企業。現在ではトラベル、デジタルコンテンツ、

インターネットサービス、クレジットカードなどのサービスを提供している

ほか、東北楽天ゴールデンイーグルスのオーナー企業としても知名度が高い。 

『筆者作成』  

第 1 項  大学発ベンチャー  

 

日本ではとりわけ「大学発ベンチャー」への期待値が高く、政府は「大学発5 

ベンチャー」の創出・育成に力を入れている。  

大学発ベンチャーについて経済産業省は、①大学で生まれた研究成果を基に

起業したベンチャー、②大学との関連が深いベンチャーであると定義している。 

政府は大学等における研究成果を活用し、わが国の産業競争力を強化し経済活

性化を図る観点から、 2002 年度から 5 年間で大学発ベンチャー1000 社にする10 

「大学発ベンチャー1000 社構想」を盛り込んだ。バブル経済の崩壊後、長期に

わたる景気低迷を脱し、次世代を担う新産業を創出するため、大学発ベンチャ

ーの創出がもとめられたのである。  

実際、大学発ベンチャーは、 2006 年度末までに 1627 社、 2008 年度末まで

に 1809 社設立され、量的側面で見る限りでは一定の成果を上げたといえるだ15 

ろう。  
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[図表 3-8] 

 

『https://gs.dhw.ac.jp/news/17051 参照の上筆者作成』  

 

平成 28 年度の調査において存在が確認された大学発ベンチャーは 1,851 社5 

であり  

黒字化に成功している企業は 55.7%と約半数であった。また、大学発ベンチャ

ーの分類と業種の関連について、大学発ベンチャー全体で見ると、バイオ・ヘ

ルスケア・医療機分野の割合は約 30%と大きいことがわかった。他方、学生ベ

ンチャーについては、IT（アプリケーション、ソフトウェア）の割合は約 40%、10 

協同研究ベンチャーについては、バイオ・ヘルスケア・医療機分野の割合が約

30%、環境テクノロジー・エネルギー分野の割合が約 23%と大きいことがわか

った。 (下図参照 ) 
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[図表 3-9] 

 

『筆者作成』  

 

創出大学別にみると、平成 28 年度の調査において、最多は「東京大学」の5 

216 社となり、2 位は「京都大学」（97 社）、 3 位は「筑波大学」（76 社）  

私立大学では、「早稲田大学」（ 62 社）でトップの 6 位。「慶応義塾大学」 (42

社 )で 11 位であった。関西では、「大阪大学」(76 社 )で筑波大学と並んで 3 位。

私立大学では、「龍谷大学」(36 社 )が 15 位でトップ、以下に「立命館大学」(33

社 )で 16 位と続いた。  10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

大学ベンチャーの業種 

IT バイオヘルスケア 医療機分野 環境テクノロジー エネルギー分野 その他 
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[図表 3-10 大学発ベンチャー創出大学数 ] 

順

位  

大学名  平成 28 度  平成 27 年度  平成 26 年度  

1 東京大学  216 189 196 

2 京都大学  97 86 84 

3 筑波大学  76 73 70 

3 大阪大学  76 79 77 

5 九州大学  70 63 62 

6 早稲田大学  62 65 67 

7 東北大学  53 50 53 

8 東京工業大学  50 53 56 

9 北海道大学  48 48 43 

10 デジタルハリウッド大

学  

43 42 34 

11 慶応義塾大学  42 40 38 

12 九州工業大学  38 43 40 

12 名古屋大学  38 33 35 

12 広島大学  38 39 40 

15 龍谷大学  36 33 33 

16 立命館大学  33 29 28 

『https://gs.dhw.ac.jp/news/17051』  

 

また、設立後初めて黒字化するまでに要した年数は、平均で 5.1 年程である。 

しかしながら、大学発ベンチャーのうち半数近くはいまだ研究開発段階にとど5 

まっており、製品化、事業化には至っていない。その原因としては、技術に精

通した経営人材の不足が大きい。  

また近年は、大学発ベンチャー新規設立数も頭打ちになってきている。これ

らの状況を分析するためには、大学発ベンチャーの設立状況や黒字化した大学

発ベンチャーの割合等の基礎データを継続的に把握することが重要である。  10 



27 

 

第 2 項  企業発ベンチャー  

 

大学発ベンチャーに比べると、「企業発ベンチャー」への関心はそれほど高く

ない。しかし、企業発ベンチャーは起業する上で重要な取引先の開拓や、スピ

ンオフ元企業の人脈、設備、ノウハウなどを活かせることで、立ち上げ時のコ5 

スト面、時間面で優位である。このことを具体的ケースにより検討し、企業発

ベンチャーを創出するための課題をみる。  

企業発ベンチャーは、数の上からはベンチャー企業の多くを占めているにも

かかわらず、直接支援するスキームが見当たらないことがある。たとえば、企

業側にもリストラ対策の一貫として早期退職制度を採用するところもがあり、10 

これを利用したスピンオフも見られる。しかし一方でこの制度は優秀な人材の

流出にもつながることから、こうした形態でのスピンオフを支援することには

企業側にも抵抗感がある。また、社内ベンチャー制度を採用しているところも

あるが、厳密な意味でのベンチャーとして捉えてよいかは疑わしい。  

企業発ベンチャーは、企業から資本関係を有しない形で独立した企業と、社15 

内ベンチャーに分けられる。社内ベンチャーとは、「企業が新規事業を企業内部

の独立した事業体や、全額出資子会社の形態で、独立採算制度で行うこと」つ

まり、社員が企業提案した企画案に対し勤務先企業が資本投下するものであり、

基本的には社内の一事業として立ち上げられたものを指す。  

 社内ベンチャーはかつて、余剰人員の活用的な意味合いも含んでいたが、最20 

近では大企業にありがちマンネリ化を打破し、創造的かつ挑戦的な企業風土や

組織風土を形成する目的で行われている。また、社員の労働意欲の向上や社内

ベンチャー成果を本体の業績向上につなげるといった積極的な意味合いも強く

なっている。  

事例としては、平成 15 年創業の (株 )ダブルスクエアがあげられる。 (株 )ダブ25 

ルスクエアはＮＴＴドコモの社内ベンチャーであり、平成 15 年に創業された

企業である。  

同社はＮＴＴドコモの強い影響下にあり、同社の資本金の約 95％をＮＴＴドコ

モが出資していた。  

大学発ベンチャーと比較した際の企業発ベンチャーの優位点は製品開発に有30 
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利であることがあげられるだろう。上述したように大学発ベンチャーはＩＴ分

野やバイオテクノロジーの分野においての企業が多い。理由としてはナノテク

ノロジーやバイオ研究等の分野では高額の装置が必要となるため、多額の資金

を有し研究成果をそのまま企業につなげることができるためである。その一方

で製造業の分野に進出することは困難であり、大学発ベンチャーが得意とする5 

研究領域を基盤とする製造業系ベンチャーは成り立ちにくい。  

教育と研究が基盤となる大学に対し、企業は製品づくりが事業の中心であるた

め、製造業系のベンチャーが成り立ちやすい。  

 

第 3 項ベンチャー企業の海外戦略  10 

 

日本のベンチャー企業の海外進出は、支店、営業・工場・研究所のいずれを

とっても非常に少なく、現状では国際化に対応しているとは言えない。海外戦

略については以下の表に記載する。  

[図表 3-11] 15 

逆上陸方式の戦略  

海外で実績を上げてから日本市場に参入する戦略で、ベンチャー企業を受け

入れる風土が日本よりも整っている欧米で実績を上げ、その利を生かした後

に日本にリターンする方法。  

ロイヤリティー (特許権 )取得方式  

ベンチャー企業のノウハウや特殊な技術のみを輸出する方式で、製造業や流

通業の企業にあてはめることが可能である。  

市場細分化としての海外戦略  

ニッチ市場はスケールメリットの効かない市場であり、大企業では採算がと

れない。  

海外進出することによって、高付加価値のベンチャー企業に成長する必要が

あるだろう。  

国内市場での大企業との争いを避ける戦略  

国内市場での競合を避け市場を海外に求める戦略で、海外の市場に密着した
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拠点づくりが必要である。きめ細やかなマーケティング戦略が欠かせない。  

『筆者作成』  

 

第 3 章 中小・ベンチャー企業の資金調達の課題 

 

これまで第１章、第２章にかけて、中小企業やベンチャー企業と経済環境との5 

関係性や現状などの中小、ベンチャー企業を取り巻く現状について述べてきた。

本章ではそこから、中小、ベンチャー企業の資金調達の課題について、それぞ

れ考えていく。 

 

第１節  中小企業の資金調達の課題 10 

 

第 1 項 中小企業の資金調達の特性  

 

中小事業の主な資金調達方法は、間接金融である。大企業に比べて企業規模が

小規模な中小企業は、内部資金が乏しく、直接金融での資金調達が困難である15 

ことや、人員や設備などが限られているため、内部資金で賄うことは難しいこ

となどが理由としてあげられる。また、安定的なキャッシュフローの確保が難

しく投資対象となり難いことや、株式公開時における情報開示コストを賄うだ

けの資源の用意が難しいことなどからも、直接金融による資金調達は難しいと

いえる。 20 

そして、中小企業白書の 2005年版では、中小企業金融の特性は大きく 5つある

としている。それは、〔 1〕資金調達の大半を借入金に依存している、〔 2〕従業

員規模が小さい企業ほど、円滑な借入れを行えていない企業の割合が高い、〔 3〕

金利が高く、保証（人的担保）提供をしている割合が高いなど大企業に比べ借

入の条件が悪い、〔 4〕提供している担保のほとんどが不動産である、〔 5〕地域25 

金融機関が重要な地位を占めている、である。〔 1〕資金調達の大半を借入金に

依存しているは下図でも見て取れることができる。このように、大企業に比べ

て中小企業が資金調達をする際にはより困難が生じている。この大きな原因と

してあげられるのが、貸手が借り手の質や、借りた後の行動を正確にモニタリ
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ングすることが大企業に比べて難しいため、貸手と借り手の間に情報の非対称

性が生じることと言える。 

 

 

 5 

 

『出所：中小企業庁 中小企業白書２０１６年』 

 

第 2 項 中小企業の資金調達の課題  

 10 

本論文では、本章第１節で述べた、「情報の非対称性」が中小企業の資金調達に

おける大きな問題点として捉える。そして、そこから発生する２つのことを問

題視する。１つ目は資金提供前の逆選択問題で、２つ目は資金提供後のモラル

ハザードである。この２つの問題点が、日本における中小企業の資金調達の円

滑化を阻害していると考え、これらを解決することが中小企業の資金調達の課15 

題と捉える。 

 

 

借入金依存度の推移  
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⑴  情報の非対称性 

 

はじめに、情報の非対称性とは何かについて、論じていこうと思う。情報の

非対称性については、１９７０年に G・ A・アカロフによって発表され、 2001

年にノーベル経済学賞を受賞した「『レモン』市場：品質の不確実性とマーケ5 

ット・メカニズム」という論文で書かれている。そこでは、中古車市場を例に

挙げられていて、売り手は売ろうとする車について詳細な情報をもっているが、

買い手は中古車を購入するまでその車の品質を知ることができない。ここで、

売り手と買い手の間には情報の非対称性が存在するというように論じられてい

る。つまり、取引の際、売り手と買い手それぞれの間に保有している情報量に10 

差がある状態になることがあり、この状態が情報の非対称性が起きている状態

である。そして、これを投資や融資のような金融取引の場合に置き換えてみる。

金融取引の場合には、売買するような商品はなく、そうなると知らなければな

らないのは取引をする相手そのものとなる。すると、買い手は資金を出す方、

売り手は資金を受け取る方、という構図になり、資金を出す方（買い手）が資15 

金を受け取る方（売り手）を信用した場合に金融取引が成立するということに

なり、融資なり投資なりが行われる。ここで問題になるのは資金を受け取る方

（売り手）は当然自分のことは知っているが、資金を出す方（買い手）はお金

を出すに値する信用できる相手かどうかはわからないということだ。ここで情

報の非対称性が生まれるということになる。   20 

また、情報の非対称性を取り除くための審査･モニタリングを行う際にかかる

費用は、固定費的な側面が強く、取引の大小に関わらず、審査･モニタリング費

用は一定的にかかるので、融資額が比較的小さい中小企業向けの貸出の場合、

情報生産費用が相対的に割高になり、金融機関側は利益が乏しくなる。また、

中小企業側も金融機関に提出するための書類作成などの費用も固定費的な側面25 

が強いので、借り手側としても苦しめられるのである。つまり、相手がどんな

人物かを知るためには手間と費用がかかるということだ。しかし、いくらコス

トをかけたとしても究極的には資金を受け取る側と同じレベルの情報は得るこ

とができない。 
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大企業の場合企業情報を広く開示しているため、金融機関が融資をするかどう

かの判断をするに際して情報が入手しやすく、しかも会計監査が会社法上義務

付けられていることから、財務状況の把握が比較的容易である。しかし一方中

小企業の場合は、一般的に企業情報があまり開示されていない。また、財務デ

ータを整備していない企業もあり、企業の状態が不透明でリスクが高いとみな5 

されがちである。 

 

 

⑵逆選択問題 

 10 

情報の不完全性、特に経済主体間に情報の非対称性が存在することによって

市場の資源配分機能が阻害されてしまうことが逆選択問題である。前述した

「『レモン』市場：品質の不確実性とマーケット・メカニズム」では、情報の

非対称性がある市場では、「品質のよい車」であっても、「品質の悪い車」と

同じ平均価値をつけられるため、売り手は「品質のよい車」をその品質に見合15 

った金額で売ることができず、結果的に「品質の悪い車」ばかりが市場に出回

り、「品質の良い車」の取引市場が成立しなくなる。つまり、買い手は、市場

を通じて品質の良いものを選択して購入しようとするが、結果的には逆のこと

（逆選択）が起きてしまうことになると、書かれている。逆選択の状態の時に

は、提供者（売り手）は、調達者（買い手）に投資能力や返済意志が十分にあ20 

るか否かを判断することができず、調達者が不良な調達者である可能性を考慮

するため、返済が行われない確率を高く積もる。すると提供者が調達者に要求

する返済額は、情報の非対称性が存在しない場合に比べて上昇するのである。

このとき優良な調達者は、「投資から得る収益と比べて、返済額が高すぎる」

と考え、資金調達のインセンティブを失い市場から撤退する。その結果、資金25 

調達を行おうと市場に残るのは、返済額が高くてもよいと考える不良な調達者

だけになってしまうのである。   
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（ 3）モラルハザード 

 

資金提供が行われた後の段階で、提供者（売り手）と調達者（買い手）が持つ

情報が異なるときに発生する問題がモラルハザードである。提供者（売り手）

と調達者（買い手）が持つ情報が異なるとき、調達者が集めた資金で十分な努5 

力を行い、結果に対して虚偽のない報告をしても、そのことが提供者に伝わら

なければ、資金返済に疑いを持たれ、提供者が調達者に対して要求する返済額

は上昇してしまう。これにより調達者は努力や報告に誠意に取り組むインセン

ティブを失うことになり、提供者から見て資金返済がより不確定なものとなる。

その結果、要求返済額はますます上昇し、本来双方に利益をもたらすはずの取10 

引が行われなくなる可能性がある。  

 

第２節  ベンチャー企業の資金調達の課題  

 

 第２章では日本のベンチャー企業の資金調達の現状について述べてきた。本15 

章では第２章の内容からベンチャー企業の資金調達の課題を述べる。  

 

課題 1 : 創業、事業化期の資金調達方法について  

  

【図表 6－１】  新規・成長企業へのリスクマネーの供給について  20 
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『出典：⽇ 本証券業協会 (2013) 

新規・成⽇ 企業へのリスクマネーに関する検討懇談会」第  1 回資料１ -１』  

上の図のように創業、事業化期における「死の谷」の問題が挙げられる。死の

谷が発生する原因として挙げられるのがベンチャーの運営に必要な資金量の急

増、売り上げが予想外に伸びない、資金調達が思うようにできないという３つ5 

のポイントが挙げられる。  

 

第 1項  小規模なエンジェル投資家  

 第２章第 1 項で述べたように現在日本ではエンジェル投資家の規模が小規模

だという現状である。  10 

 日本ではエンジェル投資を推進するエンジェル税制が存在するにもかかわら

ず、なぜエンジェル投資の現状は低迷しているのか。  

 第２章第 1 項にもあるようにエンジェル税制を知っているが導入しない企業

が多いのが現状である。それに加え下の図表にあるようにエンジェル税制を知

っていたが利用しなかったという企業も多い。  15 

 これらを踏まえ、エンジェル税制の普及拡大が今後の大きな課題である。  

 

【図表 6-2】  エンジェル税制の認知度  

出典：企業・ベンチャー支援に関する調査  野村證券  20 
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第 2 項  

第 2 章第 1 節第 2 項の２でも述べたように現在の日本ではクラウドファン

ディングの使用例が少ない。創業間もないベンチャー企業にとってはクラウド

ファンディングの資金調達方法は大切な方法になる。  

下の図の世界のクラウドファンディングの市場規模を見てもわかるように日5 

本の市場はアメリカ、アジアと比べて発展していないのがわかる。成長率も日

本以外のアジアのほうが高いので日本はアジアの中で取り残されているのがわ

かる。  

【図表 6-3】  

 10 

クラウドファンディングでは投資家 1 人当たりの払込額は 50 万円以下に制

約されるので、 1 億円弱の資金調達で 200 人もの株主が発生することとなる。

将来の株式公開を目指すベンチャー企業の場合、反社会的勢力による株式の取

得がないことを確認するといった上場審査時の手続を念頭に置けば、多数の株

主を発生させるファンディングは現実的な資金調達手段ではないとの指摘があ15 

る。  
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 投資型の一類型である投資ファンド形態でのクラウドファンディングにつ

いても、投資ファンドの販売に必要な第二種金融商品取引業の登録規制が比較

的緩やかであるといった事情もあり、先に触れた第二種業協会が集計している

ファンドだけで 300 本を超えるなど、活発に利用されている。  

 株式や債券とは異なり、投資ファンドについては情報開示に関する詳細な5 

規制が及ばない上、監査人など第三者によるチェックも十分とは言えない。そ

のため詐欺的な行為がみられることもありクラウドファンディングの信頼がな

くなっていくことも考えられている。日本でクラウドファンディングが広まら

ない理由として詐欺行為が行われるというマイナス意識があるからだと考えら

れる。  10 

 

大学発ベンチャーにおける資金調達  

 

課題２ :販路の確保・人材の確保、育成  

 15 

資金調達が困難な時期は、研究開発段階、企業前後が多い。基礎研究の成果

をもとに事業が始められることが多く、製品化までのリードタイムの長さや経

営面や技術面でのリスクが高い。そのため、ベンチャーキャピタル等からの資

金調達も困難であることが多い。大学発ベンチャーの初期段階での資金調達は

自己資本や親族、知人などからの支援が多くを占めている。  20 

大学発ベンチャーは「他では行われていない研究開発」の成果を基盤とし新

規市場をターゲットとするケースが多い。  

実績や知名度を優先する顧客が多いわが国では、販路の確保が課題となって

いる。  

こうした現状の中で、多くの地方公共団体が公的調達を進めているが、公的25 

調達制度を知らないという大学発ベンチャーが数多く存在する . 

多くの大学発ベンチャーは資金調達に課題を残しており、素晴らしい研究成

果を持ちながらも、支援を得られず倒産してしまうケースも存在する  

また、大学教員や学生が企業の経営者となることが多く経営面に関しての不

安が大きい。  30 
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人材確保においても、「研究開発人材」の確保が多く、「経営販売人材」や「財

務人材」についての人材確保が間に合っていない。また、育成のノウハウがな

いため人材育成の面においても課題を残している。  

 

第 4 章 現状・課題に対する解決策、本来の資金調達のあり5 

方について  

第 1 節  中小企業が直面する現状に対する解決策  

人材不足  解決策  

一番の解決策は、給与の引き上げである。中小企業の収入の低さへの不満で、

離職する従業員の割合が一番高いという統計がでている。なおかつ就活生が大10 

企業に流れやすいので、大企業以上、ないしは同等の給与の保証を全面に推し

ていくことを推奨する。  

人材不足をカバーするためにも生産性の向上は中小企業の喫緊の課題だ。そ

の課題を解決する上で一番効果的なものが、クラウド業務システムの導入だ。

クラウド業務システムとは、給与や会計、販売管理などの管理部門から新規開15 

拓営業のための顧客管理、集客ツールなども装備されているものである。  

 

利益格差解消  解決策  

政府は中小企業に対する金融支援策を打ち出してきたが、その効果が十分発

揮されていないだけに、追加的な支援策を検討する必要がある。ただ、競争力20 

を無くした産業の淘汰は避けられず、そうした中小企業を保護するような政策

や規制強化は構造改革に逆行する恐れがある。むしろ、創業の促進や規制緩和

で産業構造の変化を促し、中小企業の活性化を進めることが重要である。  

 

事業継承問題  解決策  25 

事業継承問題に対して、事業者の事業継承や資金継承への知識不足が顕著に

見られるので、以下のような機関に相談する解決策を推奨する。  

事業承継に関する法律面の全般において中小企業の事業承継をサポートする

弁護士、顧問税理士等として中小企業との関わりが深く、税務面はもちろん、

企業経営に関する総合的なサポートを行う税理士、経営・管理・財務面でのサ30 
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ポートを行う公認会計士、裁判所提出書類作成と簡裁訴訟代理を業とするほか、

中小企業の顧問・アドバイザーとして企業法務等に関する情報提供・書面作成

に関するアドバイスを行う司法書士、中小企業が経営課題に対応するためのコ

ンサルティング、助言等を行う中小企業診断士、中小・小規模企業の経営に関

する総合的な相談・指導、各種セミナーの実施、中小企業関連施策に関する情5 

報提供等を行う商工会議所・商工会等の中小企業関係団体などである。  

また、このような問題で事業承継が立ち止まらないために、中小企業経営承

継円滑化法による金融支援や、遺留分に関する民法特例などの支援策がとられ

ています。比較的デメリットが少ないという理由で、親族内外に後継者が見当

たらない場合の、第三の事業承継方法として注目されているのが M&A を推奨10 

する。  

 

第２節  中小企業の資金調達の課題に対する解決策  

 

第 3 章第１節で中小企業の資金調達の課題について述べた。ここではその課題15 

に対する解決策を論じていこうと思う。  

本論文で特に問題視した中小企業の資金調達の課題は「情報の非対称性」であ

る。そして、そこから発生する「逆選択問題」と「モラルハザード」が中小企

業の資金調達の円滑化を阻害しているとした。これらの問題に共通することは、

貸し手側と借り手側の関係性が薄く、貸し手側が借り手側の情報を十分に得る20 

ことが出来ていないということである。そこで我々はお互いの信頼関係を深め、

今までよりもより貸し手側が借り手側の情報を得ることが重要であると考え、

そのために必要なことを論じていく。  

 

 25 

①リレーションシップバンキング  

 

２０００年代初頭からの政策の変化により、注目されたのがリレーションシッ

プバンキングである。リレーションシップバンキングとは、金融機関が借り手

である顧客との間で親密な関係を長く維持することにより、借り手側の情報を30 



39 

 

手に入れ蓄積し、その情報をもとに貸し出しなどの金融サービスを提供するビ

ジネスモデルである。つまり、金融機関は企業の財務諸表だけでなく多角的な

視点から中小企業を見つめ、情報を蓄積していき、その結果、中小企業と金融

機関との情報の非対称性が軽減でき、中小企業は企業価値計測と向上のチャン

スを得るということである。 5 

リレーションシップバンキングで得ることが出来る情報は大きく２つに分けら

れる。借り手企業との長期的、継続的取引を行っていく過程で得られる情報で

ある「タイムシリーズ情報」とface-to-face取引を行っていく過程で借り手企

業のみならず、その地域コミュニティにおけるステークホルダーから得られる

情報である「クロスセクション情報」があるといわれている。リレーションシ10 

ップバンキングでは、貸し手側は貸し出しにとどまることなく、借り手側の本

業まで踏み込んで支援しなければならないが、どこまで関わっていくかが大き

な問題であるため、慎重に取り組む必要性がある。  

「リレーションシップバンキングが中小企業の業績に与える効果」藤沼  光、

藤田一郎  ２０１６では、１０年前よりも２０１６年のほうが金融機関への相15 

談頻度は高まっている傾向にあるとしている。つまり、金融機関は単なる資金

供給源でなく、経営課題の相談先としての存在感が高まってきていると考えら

れる。また、10年の間に金融機関への相談頻度が高まった企業はそうでない企

業に比べ、現在の業績が良くなっているとも述べている。金融機関が業績の低

迷している企業の相談先となり、経営課題と向き合うことで解決まで導いたと20 

考えられる。これらのことより、リレーションシップバンキングは本論文で問

題視した課題の解決策になると言える。  

 

 

② ABL 25 

 

ABLとは流動資産担保融資の略であり、近年注目されている資金調達方法で、在

庫や機械設備、売掛金などの流動資産を担保とする融資を指す。ABLが注目され、

実績が向上していることは、グラフより見て取れる。従来の資金調達の場合、

資金調達の際に評価されるのは、借り手側の事業価値と担保になる不動産資産30 
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や個人保証が主体であるため、事業自体について理解してもらうことは難しい。

また、事業自体を金融機関が評価するのはコストや難易度の面からも困難とい

える。よって、担保となりうるのは価値算定の容易なもののみになり、銀行は

借り手と最低限のコミュニケーションしか行わなくなる。それによって、我々

が問題視した貸し手側が借り手側の情報を十分に得ることができないという問5 

題が起きてしまう。しかし一方、ABLを利用した資金調達の場合、融資を実行し

てからも貸し手に担保の状況や実績についての情報を共有することが必要とな

るため、借り手側は定期的に担保物件の報告を行うため、貸し手と借り手がコ

ミュニケーションを取り合う頻度が増え、信頼関係を築くことができる。よっ

て、融資が実行された後でも、貸し手側と借り手側の関係が薄くなることがな10 

く、継続的な取引を行うことが出来、我々が問題視した問題を防ぐことが出来

る。 

また、ABLは必ずしも、担保物件の処分価値に依存する担保主義ではなく、担保

として十分な不動産を保有しない企業においても担保の確保が可能であり、事

業の継続を前提に貸し手側、借り手側の事業価値を見極める融資手段である。15 

そのため、ABLはリレーションシップバンキングを実践する有効な方法であると

もいえる。 

また、担保になった場合でも、材料を加工、在庫を販売、設備を使用すること

ができるため、効率的であり資金調達を行いながら事業を拡大していくことが

できる。 20 

また、ABL実行時には担保資産の評価やモニタリングなどといった、金融機関と

企業間に持続的な関係が必要となるため、金融機関側が企業の情報をより得る

ことになり、情報の非対称性を緩和する効果があることもメリットとして挙げ

られる。 

現在金融庁は、金融機関による積極的な ABLの活用を検討している。 ABLがさら25 

に広まれば、中小企業はより円滑に資金調達を行うことができるのではないか

と考える。 

 

 

 30 
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ABLの実績推移 

 

 

出典： ABLの課題に関する実態調査 帝国データバンク（ 2017）より引用 

 5 

 

①と②において述べたリレーションシップバンキングと ABLをうまく活用する

ことで、貸し手側が借り手側の情報を十分に得ることに繋がり、貸し手側が借

り手側の情報を十分に得ることが出来ず、情報の非対称性や逆選択問題、モラ

ルハザードなどといった我々が本論文において中小企業の資金調達における課10 

題として捉えたことの解決策になるのではないかと考える。  

 

 

 

 15 
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第 3 節  ベンチャー企業の資金調達の課題に対する解決策、望ましい資金調

達のあり方  

 

前章までに挙げたベンチャー企業資金調達の課題  

創業期、事業化期  「死の谷」の改善  

事業化期  公的金融制度の拡大  

 5 

 

創業期、事業化期に起こる「死の谷」の問題における解決策を述べる。  

 

 解決策：エンジェル投資家増加のためのエンジェル税制の拡充  

 10 

①エンジェル税制の認知度改善  

 エンジェル税制については司法書士、行政書士は税務に関しては専門外であ

るため、エンジェル税制の深い知識を起業家に教えるようなことは難しいと考

えられる。ただ、起業家とコンタクトする機会は多いため、エンジェル税制に

ついて起業家にお知らせし、詳しい内容を税理士に相談してもらう役割が期待15 

される。そのために、司法書士、行政書士の間において、エンジェル税制の認

知度を高めることが重要であると考えられる。例えば、司法書士は登記で法務

局を訪れることが多いが、その際に目に留まるエンジェル税制に関連する簡単

な書類があれば、認知度を高めることにつながると考えられる。  

次に、税理士については、今後はエンジェル税制について理解の深い人材を増20 

やしていく必要がある。そのためには、エンジェル税制が税理士としてのビジ

ネスチャンスがあることを気付かせる必要がある。次に、エンジェル税制に関

する理解を深めるための研修等の機会が必要になるであろう。税理士に対して

は、より関心をもちエンジェル税制を理解してもらえるように PR ツール等を

用いて働きかけを行うことが求められる。  25 

 

②エンジェル税制申請方法の改善  

 エンジェル税制を申請するための必要書類を取得は、経済産業省のエンジェ
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ル税制のホームページ｢各種申請書類の様式ダウンロード｣からダウンロードで

きるようになっている。そのページでは、エンジェル税制を適用するための手

続を整理した｢エンジェル税制確認申請の手引き｣を見て、様式集の中から書類

を選択して申請するように指示されている。  

申請書類の様式集を見ると、その目次には、様式第 1 から様式第 8 の 2 までで5 

12 の書類、参考 1 から参考 14 までで 21 の書類が掲載されている。そのため、

申請者が手続を行おうとする場合、どの書類に記入すべきかが良く分からない

と考えられる。委員会でも、税務・会計のプロの公認会計士や税理士が間違え

る現状がある。  

 起業家が地方局と直接手続きを行うのは非常に労力がかかることになる。そ10 

のため、専門家を活用することが求められるが、前述のようにエンジェル税制

に精通している税理士は少ない。そのため、エンジェル税制に対応できる税理

士を認定する制度をもうけ、認定された税理士等が審査を行った場合は一定書

類を免除する等の措置を講じたらどうかという意見がある。税務、金融及び企

業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の者を、国が認定15 

する経営革新等支援機関認定制度が存在するが、このような制度に類似したも

のを導入し、起業家の申請手続における専門家の活用を促すことが求められる

と考える。  

 上記のエンジェル税制の認知度改善、エンジェル税制申請方法の改善で司法

書士、行政書士、税理士といった立場の人がエンジェル税制についての専門知20 

識を身に着けるべきだと提案する。  

 こうすることでエンジェル投資家の増加、エンジェル税制の拡充につながり

「死の谷」の改善につながる。  

 また、エンジェル投資家が増加することによって創業段階での資金調達がで

きるようになり、エンジェル税制の申請を起業家ではなく専門家を通じて行う25 

ことによって、事業を行う上で人員不足も少し抑えられることができる。エン

ジェル投資家が持つ経営ノウハウを経営面で未熟な大学発ベンチャー企業に伝

えることができの人材の育成や経営面のノウハウの向上にもつながると考える。 

 

事業化期における公的金融の拡大について述べる  30 
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①日本政策金融公庫  

シード期では日本公庫のおこなう、以下の図のような制度を利用すること  

ができる。「新創業融資制度」を使用することによって無担保・無保証で融資  

を受けることができる。  5 

 

融資制度  

 

 

利用対象  

 

 

融資限度額  

 

融資期間  

(据え置き期

間 ) 

 

担保  

 

新規事業開業資

金  

新 た に 事 業 を

始める方、事業

開始後 7 年以

内の方  

 

 

７２００万円  

 

(うち運転資

金４８００万

円 ) 

 

設備資金  

２０年以内 (２

年以内 ) 

 

運転資金  

７年以内 (２年

以内 ) 

 

 

 

 

要相談   

 

女性、若者 /シニ

ア  

起業家支援資金  

女 性 ま た は ３

０ 歳 未 満 か ５

５ 歳 以 上 で あ

り、新たに事業

を始める方。ま

たは、事業開始

後 ７ 年 以 内 の

方  

新創業融資制度  

( 上 記 の 融 資 制

度を利用する際

の特例措置 ) 

新 た に 事 業 を

始める方、また

は 事 業 開 始 後

税 務 申 告 を ２

期 終 え て い な

い方  

 

３０００万円  

 

(うち運転資

金１５００万

円 ) 

 

各種融資制度

で定める返済

期間以内  

 

無担保  

無保証

人  

『日本政策金融機構ホームページより筆者作成』  

 

②補助金・助成金  
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補助金・助成金は、主に国や地方自治体によって支給される返済不要の資金

である。補助金は、各補助制度によって、補助金の比率である補助率、交付額

の限度額である補助限度額などが交付要項に定められており、それに従い審査

の後に補助がなされる。起業促進や技術振興を目的として実施されている補助

金が多い。助成金は、各助成金の要項を満たしていれば原則支給される。雇用5 

促進や人材育成、職業能力の向上を目的として実施されているものが多い。補

助金・助成金ともに費用を使用した後に支給されるため、事業を開始する際の

資金にすることはできない。  

第３章第２節において大学発ベンチャーにおける課題を提言した。大学発ベ

ンチャーの資金調達においては上記のような公的支援制度、補助金・助成金の10 

利用が拡大することが解決につながると考える。  

そのためには、公的制度の認知度を拡充して行く必要がある。公的金融制度

で検索すると約 720 万件がヒットする。その多大な情報の中から、いかに情報

を絞り込むかが重要となってくる。国の制度であっても所管する役所が違う。

また支援機関が記載されていないなど一つにまとまったサイトがないのが現状15 

である。公的支援制度の拡大のためには情報を一つにまとめるなど、情報の整

理が必要である。  

  

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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おわりに  

我々は本稿において、中小企業、ベンチャー企業の現状、経済環境、資金調達

における課題・解決策を述べてきた。現在の日本はアベノミクスにより経済成

長していると言われるが、2020 年の東京オリンピックに備えたインフラ整備や

インバウンドなどが重なったり、雇用の増加に関しても高齢化による労働人口5 

の大幅な減少の側面もあると考える。今後の日本企業においてオリンピックを

終えてからが大きな局面になり得ると考え、新たな政策の準備が急務である。  

また、ベンチャー企業の発展は非常に重要となってくる。我々は、ベンチャ

ー企業の創業初期段階における課題に注目し、解決策として「エンジェル投資

家」や「公的支援制度」の利用や新たな方策として期待のかかる「クラウドフ10 

ァンディング」の活用について述べてきた。しかしながら、我々が述べた解決

策を用いただけでは問題は解決しない。なぜなら、これは、企業と出資者だけ

の問題ではなく、国全体として取り組んでいくべき問題であると考えられるか

らだ。諸外国に比べ日本はベンチャー企業を受け入れる風土が出来上がってい

ない。日本人は、まだまだ金融に関する知識が乏しく、経験も他の先進国と比15 

較すると浅く弱い。ベンチャー企業の形態や資金調達について深く理解し「エ

ンジェル投資家」「公的支援制度」「クラウドファンディング」などの制度を利

用することでることで、企業の積極的な資金使途を促させ、都市部一強の日本

ではなく地域部も含める経済発展した日本を実現することができるだろう。  

本論文では取り扱えなかったが、アメリカでは「SBIR 制度」や「 JOBS 法」20 

等の制度を実施し経済の立て直しに成功した。わが国にも似たような制度は存

在するがあまり機能していないのが現状である。既存の制度を見直し新たな制

度の確立が必要だろう。  

2020 年東京オリンピックの成功、デフレ脱却のためには中小企業の発展・発

達が必要不可欠である。事業拡大で海外展開する中小企業は増加している。中25 

小企業が資金繰り問題を解決し、中小企業が成長し大企業へと成長する企業が

増えることを我々は期待する。  

また、ベンチャー企業の更なる発展とそれに伴う日本人の金融知識の向上を

期待し、本稿の結びとする。  

 30 
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