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序章 

現在、日本の経済は停滞しており、日本経済の活性化を図るためには、新し

い技術やサービスを生み出すベンチャー企業の発展が必要だと考えられる。第

二次安倍政権が掲げる「アベノミクス」の第三の矢の一つである成長戦略では、

柱の一つとして「産業の新陳代謝とベンチャーの加速」が掲げられている。「日5 

本再興戦略」でも様々なベンチャー企業に対する施策が盛り込まれていること

から、ベンチャー企業は経済成長のために重要な役割を担っていることがわか

る。しかし日本は諸外国と比べ開業率が低く、ベンチャー企業に対する資金の

供給も少ない。また投資の EXIT が日本では限られていることから、資金の循環

も悪く、起業環境が十分整備されているとは言えない。  10 

一般的に、担保や事業実績のないベンチャー企業は銀行融資等の間接金融で

は十分な資金調達を行うことが難しく、直接金融による成長資金の調達が重要

な手段である。しかし、ベンチャー企業の業種によって資金供給額に差がある

ことが現状である。  

本稿では、まず、第一章でベンチャー企業の位置づけと起業を取り巻く環境15 

について述べる。第二章はベンチャー企業の資金調達について成長ステージご

とに直接金融、間接金融、公的支援やその他の支援について述べ、課題を挙げ

ていく。また、成長ステージに適した資金調達方法もみていく。第三章では、

これまでの内容をふまえ、「エンジェル税制の拡充」、「研究開発型クラウド

ソーシング」、「セカンダリーファンドの促進」、「中小企業 CLO の普及」を20 

提案する。   
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第一章 ベンチャー企業について  

本章では、まずベンチャー企業の定義を確認する。次に、日本のベンチャー

企業を取り巻く環境とベンチャー企業が現在抱えている課題を説明する。  

 

第一節  ベンチャー企業の定義  5 

現在「ベンチャー企業」に明確な定義は存在しない。日本のすべての企業

は、現時点の資本金額と従業員数で大企業か中小企業のいずれかに分類され

る。中小企業の中のベンチャー企業であるという認識の上で、図表 1－ 1 で中

小企業の定義を確認する 1。 

 10 

図表 1－1 中小企業の定義  

 

(出所：中小企業庁「2015 年版 中小企業白書」（2015）より筆者作成 ) 

 

本稿では、主旨文で与えられたベンチャー企業の定義付けから「 (1)会社設立15 

から期間が短いこと、(2)事業内容が従来型産業ではなく、提供する技術・製品・

サービス等に新規性があること、(3)将来的に株式公開を目指しているなど、成

長志向型であること、 (4)高い志を持った起業家に率いられていること、 (5)大

企業の資本系列にないこと」を満たす中小企業をベンチャー企業と定義する。  

 20 

第二節  日本の起業環境  

第二次安倍政権は「アベノミクス」第三の矢の一つとして成長戦略を掲げて

いる。その成長戦略の柱の一つが「産業の新陳代謝とベンチャーの加速」であ

る。ベンチャー企業は新規性のある事業で新産業や雇用の創出をもたらす。  

                                                   
1 中小企業基本法第 2 条第 1 項による規定  
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「日本再興戦略」でも様々なベンチャーに対する施策が盛り込まれている。

「イノベーションのジレンマ 2」でも言われているように、大企業は自身でイノ

ベーションを起こしにくい体質であり、今後日本の停滞を打破し、経済成長の

起爆剤となるのはベンチャー企業であると考えられている。  

しかし、今後の日本の経済とベンチャービジネスの両者の活性化において要5 

となるのは大企業である。近年、世界的にも「オープンイノベーション（以下、

OI）」が注目されている。 OI とは、組織間にある壁を越え、外部資源を取り込

む、また内部資源を公開するなどして外部組織と連携することで、新たな市場

やイノベーションの創出につなげることである 3 。世界の IT をリードする

「Google」を筆頭に、世界の大企業は積極的に OI に取り組んでいる。 Google10 

は、2000 年から 2014 年 1 月までに合計 130 件、総額 250 億ドルの M&A を実施

した。現在 Google が提供している「グーグルアース」、「アンドロイド」など、

どれも 2005 年前後に買収したベンチャー企業が源流となっている 4。ベンチャ

ー企業を買収し、育成することで自身の成長を加速させている。  

企業が M&A を活発におこなうことによって、投資家の資金回収が早くなり、15 

次の企業に出資をおこなうことができるようになる。ベンチャー企業に対する

資金供給の循環がよくなることによって、ベンチャー企業の資金調達が円滑に

なる。  

また、政府が注目しているのが「大学発ベンチャー」のもつ可能性である。

2014 年に施行された「産業競争力強化法」によって、国立大学によるファンド20 

出資が可能になった。現在、東京・京都・大阪・東北大学の四大学が独自のフ

ァンドをもち、大学発ベンチャーを生み出すことに力を入れている。図表 1－2

をみてもわかる通り 2001 年度以降、産学官による積極的な支援を背景に増加

し、通常のベンチャー企業よりもはるかに高い確率で IPO をしていることがわ

かる。現在は 1,773 社のベンチャー企業が存在し、うち 47 社が IPO をおこな25 

っている。  

 

                                                   
2 ハーバードビジネススクールのクリステンセン教授によるビジネス書  
3 JOIC・NEDO（2016）「オープンイノベーション白書  初版」より参照  
4 日本経済新聞 2014 年 2 月 15 日より参照  
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図表 1－2 大学発ベンチャーの設立状況  

 

（出所：経済産業省  産業技術環境局大学連携推進室           

 「平成 27 年度  大学発ベンチャー調査  調査結果概要」より筆者作成）  

 5 

大学発ベンチャーが通常のベンチャー企業よりも高い確率で IPO をおこなっ

ている背景として①独自の高い技術力、②大学や提携企業からの経営支援、③

大学所有の VC による十分な額の資金供給がおこなわれている、という三点が

そろっていることが理由として考えられる。高い技術力をもつ企業であっても

経営戦略や事業計画が不十分であれば、事業として成功させることは難しい。10 

また資金調達をすることができなければ、どれだけイノベーションを生み出す

可能性を持つシーズであったとしても研究開発を続けることもできなくなって

しまう。  

図表 1－3 各国の開業率  

 15 

（出所：「ベンチャーチャレンジ 2020（パンフレット）」より筆者作成）  
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日本の起業環境の水準は外国に比べて低い。図表 1－3 をみてもわかるよう

に、米国やヨーロッパが開業率 10％程度であるのに対して、日本は 4.5％と非

常に低い水準である。  

図表 1－4 をみてもわかるように、開業率が高い国は経済成長率も高いとい

う研究結果がある。起業環境が整うことにより開業率が上がれば経済成長も期5 

待できる。政府は、開業率を 10％にまで引き上げることを目標として掲げてい

る。しかし、日本の起業環境は課題を抱えている。OECD のおこなう調査でも日

本の社会的な起業に対するイメージは低く、また起業活動に対する指数を表す

TEA は先進諸国の中でも最低水準である。短期期間で開業率を上げることはま

ず不可能である。そこで、長期的なスパンで開業率を上げるためには、様々な10 

施策が考えられるが、我々はまず既存の企業の抱える課題を解決することが重

要であると考えた。  

 

図表 1－4 GDP 成長率と開業率

 15 

（出所：内閣府（ 2015）「日本経済 2015-2016 の概要         

―日本経済の潜在力の発揮に向けて―」より引用）  

 

 

 20 



6 

 

より多くのベンチャー企業が成長し、 IPO もしくは M&A を経て成功例を多く

生み出すことで、社会的な起業に対するイメージが向上する。またより多くの

ベンチャー企業が大成し、Google のようにベンチャー企業の可能性に投資をお

こなう企業が増えることによって、ベンチャー企業の資金調達環境が円滑にな

ると考えられる。  5 

図表 1－5 をみてもわかるが、創業間もない企業が最も多く課題として挙げ

たのが「資金調達」である。また、「経営に関する知識・ノウハウ」や「人材の

確保」「販路開拓、マーケティング」いずれの項目に関しても多くの企業が課題

として挙げていることがわかる。  

 10 

図表 1－5  創業期の企業の課題  

 

（出所：「中小企業白書 2013」より筆者作成）  

 

資金調達の課題を考える上で、大きな問題として二点挙げられる。一点目は、15 

日本はベンチャー企業に対するリスクマネーの供給額が他国に比べて非常に少

ないことである。ベンチャーキャピタルの投資額を比較してみても先進国の中

で最低水準であり、エンジェル投資家の投資額、エンジェル税制の利用件数を

みても同じことが言える。二点目は、資金の循環が悪いことだ。日本では EXIT

が限られており、資金の循環が悪い。出資をおこなった企業の投資資金を回収20 

することができなければ、次の案件の投資にためらってしまう。  
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日本のベンチャー企業の資金調達の課題を解決するためには、“資金の供給

量を増やすこと”と“資金の循環をよくすること”が重要である 5。これらの課

題に対する解決策は第三章で提案する。  

第二章では、ベンチャー企業の成長ステージにわけて資金調達の現状と課題

を述べていく。  5 

  

                                                   
5 帝国データバンク（ 2010）「起業に関する実態調査」より参照  
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第二章 ベンチャー企業の資金調達の現状と課題  

本章では、ベンチャー企業の成長ステージごとの資金調達の現状を述べる。  

 

第一節  成長ステージ  

ベンチャー企業には大きくわけてシード期、アーリー期、エクスパンション5 

期、レーター期の 4 つの成長ステージがある。  

本章では、図表 2－ 1 に基づき成長ステージ別に直接金融、間接金融、公的

金融、その他の支援制度、課題にわけてベンチャー企業の資金調達における現

状を述べる。  

 10 

図表 2－1 ベンチャー企業の資金調達方法  

 

(出所：筆者作成 ) 

 

第二節  シード期  15 

シード期の定義は、創業初期の「商業的事業がまだ完全に立ち上がっておら

ず、研究および製品開発を継続している企業 6」である。  

                                                   
6 「ベンチャー白書 2015」より参照  

シード期 アーリー期 エクスパンション期 レーター期

・ 3F ・ 独立系VC ・メザニンファイナンス ・ 金融系VC

・ ビジネスプランコンテスト ・ CVC ・トランザクションレンディング ・ メザニンファイナンス

・ エンジェル投資家 ・ リース （例：Amazonレンディング）

・ クラウドファンディング

　（購入型）

・ クラウドファンディング

　（投資型）

・ 補助金 ・ 助成金 ・ 産業革新機構

・ 日本政策金融公庫 ・ 中小機構ファンド

その他 ・ インキュベーター ・ クラウドソーシング ・ マッチングイベント

公
的

金
融

・ 資本性ローン ・ 日本政策投資銀行

・ 制度融資

・ 担保融資

・ 個人保証

・ 第三者保証融資

直
接
金
融

間
接
金
融

・ 信用保証制度融資

・ ABL ・ 融資
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（A）直接金融  

（1）3F（Founder、Family、Friends） 

3F とは、創業者やその家族、友人・知人から資金調達をおこなうことである。  

 

（2）ビジネスプランコンテスト（以下、ビジコン）  5 

ビジコンとは、ビジネスプランを競うコンテストである。地域、企業、大学、

銀行等の様々な組織体においておこなわれており、優れたプランに対して賞金

等が与えられる。審査基準は運営主体によって「斬新なアイデアかどうか」や

「地域活性に繋がるかどうか」など多種多様である。  

 起業前に限らず起業後数年以内であれば応募できるものもあり、シード期の10 

有効な資金調達の一つの方法である。ベンチャー企業は、ビジネスプランをも

とに数万円から額の大きいものでは数千万円規模の資金を調達することができ

る。 

ビジコンの審査員は企業や VC の関係者、大学教授、専門家等であることが多

く、人脈を形成する機会としても有力な方法である。優れたビジネスプランで15 

あると評価された場合、資金だけでなく研修や人材派遣といった形で事業支援

を受けることもできる。  

 

（3）エンジェル投資家  

エンジェル投資家とは、創業間もないベンチャー企業に資金を提供する個人20 

投資家のことである。一般的に、資産を持つ元起業家や経営経験のある元経営

者などベンチャー企業に対して創業期の資金面以外でも支援をおこなえる人物

のことを指す。  

エンジェル投資家の特徴として、株式の経営者による買戻しが少ない点や

52.6％のエンジェル投資家がアンケート調査 7において「企業の成長プロセスを25 

楽しみたい」という理由で投資をおこなっている点をみても長期的な視野で投

                                                   
7 野村総合研究所（ 2015）「起業・ベンチャー支援に関する調査  エンジェル

投資家等を中心としたベンチャーエコシステムについて  最終報告書」より参

照 
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資がおこなわれていることがわかる 8。エンジェル投資家は、経験を活かした経

営支援をおこなうことや、豊富なネットワークを利用した関係者の紹介を通し

て、ベンチャー企業に資金以上の付加価値を与えてくれる。  

 米国・シリコンバレーでは、ベンチャー起業家として成功した後、事業を売

却しキャピタルゲインで莫大な富を得たエンジェル投資家が多く存在する。エ5 

ンジェル投資家から出資を受けた経営者が事業に成功し、さらにエンジェル投

資家が増えていく仕組みを構築することに成功している。このような好循環の

サイクルを「エコシステム」という。  

 

図表 2－2 エンジェル投資の現状10 

 

（出所：野村総合研究所「起業・ベンチャー支援に関する調査」（ 2014）より  

筆者作成）  

 

しかし、図表 2－2 で示されているように、米国と比べても日本のエンジェル15 

投資家の規模は小さい。日本では、ベンチャー企業に投資した際に税の優遇措

置を受けることができるエンジェル税制がある。図表 2－3 と図表 2－4 はエン

ジェル税制の優遇措置 A と B であるが、これらをみるとエンジェル税制の要件

が複雑であり、適用要件が狭いことがわかる。加えて、エンジェル税制の認知

度が低く、それは件数にも反映されている。ベンチャー企業への資金供給を増20 

やすために、エンジェル投資家に対して少しでも投資動機を与えるための「エ

ンジェル税制の拡充」を第三章で提案する。  

  

                                                   
8 対象企業の株式を売却等で手放した経験がある投資家は全体の 40％。その

うちの 14.3%が投資先企業による買戻しによって株式を手放している。  

日本 米国

エンジェル投資額  約9.9億円（2011年度）  約2.3兆円（2012年）

エンジェル投資件数  45件（2011年度）  67,000件（2012年）

エンジェル投資家数  834人（2010年度）  268,000人（2012年）
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図表 2－3 エンジェル税制の優遇措置 A

 

（出所：経済産業省「エンジェル税制のご案内」 p.3 より引用）  

 

図表 2－4 エンジェル税制の優遇措置 B5 

 

（出所：経済産業省「エンジェル税制のご案内」 p.3 より引用）  

 

（4）クラウドファンディング（以下、 CF） 

CF とは、資金調達を検討している者が、インターネット上の資金調達サイト  10 

(以下、プラットフォーム )を利用して資金の募集をおこない、その掲示をみた

不特定多数の人々から出資等を受ける仕組みである。個々の出資額は小額でも
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多数の人々に出資等を募ることで資金を調達することができる。  

図表 2－5 をみると、 2015 年度の国内の CF 市場規模は前年度比の 68.1％増

の 363 億 3,400 万円と拡大していることがわかる 9。また図表 2－ 6 から、世界

の CF 市場規模は、2012 年からの 4 年間で約 14 倍の 350 億ドルと年々拡大して

いることがわかる。  5 

主に CF には、寄付型 10、購入型、投資型がある（図表 2－7）。企業は、資金

調達の目的や企業の扱う商品やサービス、事業モデルによって使い分けること

ができる。  

 

図表 2－5 国内の CF 市場規模   図表 2－6 世界の CF 市場規模の推移  10 

  

（図表 2－5 出所：矢野経済研究所（2016）「国内クラウド           

ファンディング市場の調査を実施」より筆者作成）  

（図表 2－6 出所：Massolution11（2015）より筆者作成）  

 15 

  

                                                   
9 矢野経済研究所「国内クラウドファンディング市場の調査を実施（ 2016

年）」より参照  
10 金銭的対価のない寄付による資金調達手段である。個人や NPO 団体等が自然

災害の被災地への支援や芸術、研究、スポーツ活動などの支援について個々の

案件ごとに寄付を呼びかけ、その活動に共感した人が寄付をおこなう。  
11 クラウドソーシング領域のコンサルティングと調査を手掛ける米国の会社  
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図表 2－7 CF の種類  

 

（出所：三菱 UFJ 信託銀行 HP より筆者作成）  

 

本節では、購入型 CF の説明をし、第三節で投資型 CF について説明する。  5 

購入型 CF とは、資金提供者が製品開発などのプロジェクトに対して出資し、

その対価として金銭ではなくプロジェクトの成果となる製品やサービスを受け

取る仕組みである。  

シード期のベンチャー企業は、新たな製品やサービス等を開発する段階であ

り、それらが市場に受け入れられるかは不明瞭である。そこで購入型 CF をおこ10 

ない、資金提供者数を把握することで製品・サービスのニーズを確認すること

ができる。購入型 CF はマーケティングの効果も期待されるため、ベンチャー企

業にとって今後さらに注目される資金調達手段であると考えられる。 

 

（B）間接金融  15 

シード期の企業は事業実績がないため、担保や個人保証、もしくは第三者保

証なしでは銀行融資を受けるのが難しい。そこで、多くの企業が銀行融資を受

ける際に利用しているのが信用保証協会のおこなう信用保証制度である。  

信用保証制度とは、中小企業が金融機関から資金を借り入れる場合、信用保

証協会が金融機関への代位弁済を保証することで、中小企業への資金供給を円20 

滑にすることを目的とした制度である。信用保証制度には、複数の保証制度と

適用要件がある。その中で、創業期に使用することのできる保証制度は図表 2

－8 の二つである。  

 

 25 

類型 仕組み

寄付型  資金提供者が無償で資金を提供する

購入型  資金提供者は対価として何らかの財・サービスを受ける

 資金提供者は対価として収益の配当または財産の分配を受ける

 ・貸付型：資金提供者は匿名組合契約に基づき資金を融資する

 ・ファンド型：資金提供者は匿名組合契約に基づき出資分を取得する

 ・株式型：資金提供者は出資先の株式を取得する

投資型
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図表 2－8 創業期に使用可能な信用保証制度  

 

（参照：全国信用保証協会 HP より筆者作成）  

 

（C）公的金融  5 

（1）日本政策金融公庫 (以下、日本公庫 ) 

シード期では日本公庫のおこなう、以下の図表 2－9 の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 12。図表 2－10 をみてもわかるように多くの企業がこの

制度を利用している。  10 

 

図表 2－ 9 創業期に使用できる日本公庫の融資制度  

 

（出所：日本政策金融公庫 HP より筆者作成）  

                                                   
12 事業計画等の審査を有する  
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図表 2－ 10 新創業融資制度の利用総額と利用件数  

 

(出所：VEC「ベンチャー白書 2015」p.68 より筆者作成 ) 

 

（2）補助金・助成金  5 

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10 

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。  

 

（D）その他の支援方法  15 

（1）ビジネスインキュベーター  

全国インキュベーター協会によると、「ビジネスインキュベーターとは、起業

家的な中小企業に、利用可能なスペース、共用の支援サービス、そして金融、

マーケティング、マネジメントなどの企業開発サービスを提供する施設」であ

る。通常、20～30 社をテナントとして 3 年程度支援している。  20 
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（E）課題  

ベンチャー企業にとって、エンジェル投資家は資金の供給以上に、経営支援

をおこなってくれる存在である。第一章でも述べたが、創業時の課題として多

くの起業家が「資金調達」を挙げている。しかし同様に「経営に対する知識・

ノウハウ」に対しても多くの起業家が課題を感じておりシード期ではどのよう5 

な支援を受けることが出来るかも重要になってくる。しかし、日本ではエンジ

ェル投資家の数が少ない。より多くのシード期の企業が次の成長ステージに進

むためには、エンジェル投資家を増やし、投資を受けることができる企業を増

やすことが必要である。そのためには、現在はエンジェル投資をおこなってい

ない潜在的なエンジェル投資家に対してエンジェル投資を促す必要があると10 

我々は考える。現状のエンジェル税制では、潜在的なエンジェル投資家に対し

て十分なインセンティブを与えているとは言えない。そのため、第三章で「エ

ンジェル税制の拡充」を提案する。  

 

図表 2－11 創業資金の調達先の割合と調達資金の中央値15 

 

(出所：中小企業庁委託 (2010)「起業に関する実態調査」より筆者編集 ) 

 

また図表 2－11 をみてもわかるように、ベンチャー企業の資金調達は 3F に

偏っている。創業時にかかる必要資金を 3F によって調達できる企業、もしくは20 

公的金融によって調達できる企業に大きな課題はないと言える。シード期に課

題をかかえるベンチャー企業は、研究開発や高度な技術を必要とする事業をお
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こなっており、研究開発費の調達が困難な企業である。研究開発の段階におい

て大企業などから、多額の出資や事業支援をうけることがこのようなベンチャ

ー企業の有力な資金調達であると言える。しかし、事業化前の段階で大企業か

ら出資をうけることは難しい。  

大企業による自社の事業拡大をはかったマッチングイベント、ビジコンなど5 

OI の取り組みは近年拡大してきている。しかし多くの日本の大企業は依然とし

て自前主義である。研究開発型ベンチャーのシード期における資金調達の課題

を解決するためには OI を促進する必要がある。OI による取り組みを活性化さ

せることでシード期の資金調達環境を改善できると考える。第三章で「研究開

発型クラウドソーシング」を提案する。  10 

 

第三節  アーリー期  

 アーリー期の定義は、「製品開発および初期のマーケティング、製品および販

売活動に向けた企業 13」である。開発段階から事業化段階へ進める段階では、生

産ラインの確保や流通チャネルの用意など、シード期と比べて必要資金の規模15 

が大きくなる。そのため、事業化段階に進むことができないプロジェクトも多

い。 

 

（A）直接金融  

（1）VC 20 

VC とは、高い成長率を有するベンチャー企業の株式を取得し、企業が IPO や

M&A などをおこなった際にキャピタルゲインを得ることで利益を上げることを

目的とした投資事業会社である。  

アーリー期は、安定的なキャッシュフローがまだ出ておらず、多額の設備投

資をおこなう時期である。アーリー期の企業の大規模な資金調達手段は限られ25 

ているが、VC による出資は多額の資金調達をおこなう数少ない手段の一つであ

る。VC からの資金調達は、多額の資金を負債ではなく、出資によって得ること

ができるため設備資金に適している。  

                                                   
13 「ベンチャー白書 2015」より参照  
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日本の VC のファンド組成額は図表 2－12 をみてもわかるように、 2008 年の

金融危機以降は回復傾向にある。  

 

図表 2－12 日本の VC ファンド金額と本数の推移

 5 

（出所：VEC「ベンチャー白書  2016 速報」より筆者作成）  

 

しかし、図表 2－13 をみてもわかるように、米国・中国・欧州と比較すると、

日本の資金供給金額は依然として低い水準である。また、図表 2－14 より VC の

投資先企業の業種別金額をみても IT 関連が過半数であり、多額の研究開発費10 

がかかるバイオベンチャーなどの業種に十分な資金調達がなされているとは言

えない。  

 

図表 2－13 VC の 1 件当たりの資金調達額の日米比較

 15 

（出所：ベンチャー白書 2015 より引用）  
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図表 2－ 14 投資先分布・業種分布（金額比率）  

 

（出所： VEC「ベンチャー白書 2015」p.5 より筆者作成）  

 

VC の運営主体の種類として独立系、金融機関系、事業系（以下、CVC）に分け5 

られる。アーリー期では、独立系 VC と CVC について述べる。  

独立系 VC とは、企業や金融機関を親会社に持たず、それらの系列に属さない

VC のことである。特定事業領域に特化したものが多く、より専門的に企業の目

利きをおこない、専門知識を必要とするリスクの高い事業への投資も積極的に

おこなうことができる。また、独立系 VC は金融機関系 VC が出資をおこないに10 

くいリスクの高いシード期、アーリー期の段階にも出資をおこなっている 14。 

ベンチャー企業は、資金調達だけでなく VC からシード期、アーリー期に必要

だと考えられる様々なハンズオン支援を受けることができる。ハンズオン支援

とは、事業コンセプトの明確化や人材の紹介斡旋、販売チャネルの開発支援、

業務効率化支援などである。  15 

しかし、図表 2－15 をみてもわかるように日本の独立系 VC の割合は米国に

比べて低く、ほとんどが金融機関系 VC である。アーリー期の資金調達方法とし

て有効な手段ではあるが、日本の独立系 VC の数は少ない。資金供給量を増やす

ための取り組みは、本節（ C）公的金融の（1）中小企業基盤整備機構で述べる。

また、我々が課題として考える“資金循環が悪い”という問題に対する提案は20 

第三章で述べる。  

                                                   
14 東洋大学経営力創生センター研究員  中村久人「ベンチャー・ファイナンス

とベンチャー支援のインフラの展開」より参照  
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図表 2－15 日本と米国の VC の出資者別割合

 

（参照：経済産業省（ 2007）「ベンチャーキャピタルを通した資金供給    

    ＜現状と課題＞」より筆者作成）  

 5 

（2）CVC 

 CVC とは、事業会社がベンチャー企業に投資するために設立するファンドの

ことである。図表 2－ 16 みてもわかるように、現在 CVC によるベンチャー企業

への資金供給が増加している。  

 10 

図表 2－16 CVC によるベンチャー企業投資金額の推移  

 

（出所：「ベンチャー白書 2015」より筆者作成）  

 

CVC による出資は、大企業が外部資源を取り入れることによってイノベーシ15 

ョンの創出を加速する OI の方法の一つである。  

一方、ベンチャー企業にとっては、資金調達以外のニーズを満たしてくれる
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というメリットが挙げられる。例として、大企業による販路拡大の協力が挙げ

られる。大企業は普段より多数の企業と取引をおこなっており、取引先の企業

を紹介することで、販路の拡大や事業提携につながることもある。  

日本銀行の資金循環統計によると、民間の非金融事業法人による現金・預金

残高は 2016 年 6 月末時点で 242 兆円に達している。大企業が保有する内部留5 

保は増加しており、今後 CVC によるベンチャー企業への資金供給は増加してい

くことが期待できる。  

政府によっても、 2014 年１月に「ベンチャー投資促進税制」  を施行するこ

とで CVC の組成を促進している。  

 10 

（3）リース  

 リースは、アーリー期の製品やサービスを開発する段階において設備資金の

確保に有効な手段である。主に、工場設備、車両や情報通信機器がリース活用

され、事業化し売上が確保できるまでは有効な資金調達手段だと考える。  

 15 

（4）投資型 CF 

資金提供者は金銭的な対価を目的に融資または出資をおこなう。投資型 CF は

さらに①貸付型 CF、②ファンド型 CF、③株式型 CF に分類される。  

 

①  貸付型 CF 20 

借り手である企業がプラットフォームを通じて不特定多数の人に小口の融資

を募る CF を貸付型 CF という。企業は目標金額を事前に設定するが、集まった

金額が目標金額に達しない場合は資金を調達することができない「 All or 

Nothing 方式」という仕組みである。貸し手は融資先の企業が倒産した場合、

資金を回収することはできないが高い金利を受け取ることができる。貸付型 CF25 

は近年急速に成長しており、貸付型 CF の市場規模は CF の中でも最大である。    

小額からの投資が可能であり、企業によって金利や貸付期間が多様であり、金

融商品としても魅力がある。  

 

 30 
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②ファンド型 CF 

企業は、特定の事業をファンド化し、プラットフォームで出資を募る。株式

型との違いは、個々の出資者の管理をおこなうのではなく、ファンドに対して

分配金を支払うなど企業の負担を軽減できる点にある。出資者は、事業から生

まれる収益を金銭で受けとることができる。  5 

 

③株式型 CF 

株式型 CF は、プラットフォームを通じて出資を不特定多数の人に募る。日本

では 2016 年 10 月現在、サービス提供はなされていない。  

 10 

2014 年 5 月に CF に関する法律、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」

が成立した。募集総額 1 億円未満、一人当たりの投資総額が 50 万円以下の投資

型 CF を取り扱う金商業者の参入要件が緩和された 15ことにより、日本では新た

に複数のプラットフォームが設立されている。  

 15 

（B）間接金融  

アーリー期では信用保証制度を用いた融資、地方自治体による制度融資が利

用されている。ここでは、制度融資に関して説明をおこなう。  

中小企業に民間金融機関の通常の融資より低金利で資金を借りられるよう、

個々の自治体が独自の政策支援をおこなうことの総称を制度融資という。融資20 

の条件、内容は各都道府県によって異なる。図表 2－17 の様な仕組みを用いる

ことで、信用保証料の一部支援、低金利での貸出などの中小企業支援をおこな

っている。  

 

 25 

 

                                                   
15 募集をおこなう少額電子募集取扱業者の最低資本金を第一種 1,000 万円、

第二種 500 万円に引き下げ、第一種少額電子募集取扱業者については自己資本

規制を課さず、兼業自由として投資者保護基金への加入義務も課さないことと

された。  
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図表 2－17 制度融資の仕組み

 

（出所：深澤映司「地方自治体の中小企業向け制度融資が        

直面している課題」（2007）p.79 より引用）  

 5 

（C）公的金融  

（1）産業革新機構  

産業革新機構は、OI の考え方に基づき、「次世代の国富を担う産業」を創出

するため、民間企業・ファンドと連携しベンチャー企業に出資をおこなってい

る官民ファンドの一つである。約 2 兆円の投資能力を有している 16。15 年間と10 

いう運営期間で、VC からの投資を受けにくい長期的な事業をおこなう企業に対

しても中長期的な資金を供給している。さらに、取締役派遣などを通じたハン

ズオン支援を実践している。  

投資決定プロセスにおいては、アーリー期のベンチャー企業に関して迅速な

投資がおこなえるように「 Early Venture プログラム 17」を導入している。日本15 

では、アーリー期へのリスクマネー供給額が少なく、資金の途切れ目になって

いる。そこで、産業革新機構が民間企業・ファンドと連携することによって投

                                                   
16 政府出資 2,660 億円、政府保証枠 1 兆 8,000 億円、民間出資 140.1 億円

（27 社、2 個人）  
17 通常案件に比べ簡略化した投資決定プロセス  
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資を促している 18。 

 

（2）中小企業基盤整備機構 (以下、中小機構 ) 19 

中小機構がおこなう「ベンチャーファンド事業」では、民間の VC に対して出

資をおこない民間 VC の組成を促すことで、間接的にベンチャー企業支援をお5 

こなっている。中小機構は、アーリー期にあるベンチャー企業 20への投資、ベン

チャー企業に対するハンズオン支援を目的としているファンドに対して、ファ

ンド総額の 1/2 以内、上限 10 億円の出資をおこなう 21。中小機構においても経

営のアドバイスをおこなう専門家の派遣事業やベンチャー企業が入居するため

のインキュベーション施設の提供、活用促進を積極的におこなっている。  10 

 

図表 2－18 中小機構のファンド出資額と  

中小機構の出資しているファンド総額  

 

（参照： VEC「ベンチャー白書 2015」p.38 より筆者作成）  15 

 

 

                                                   
18 産業革新機構がこれまでに支援をおこなった企業は 39 件で約 6200 億円あ
る。そのうち、研究開発段階の企業が 10 件、製品化した企業は 14 件ある。  
19 2004 年 7 月に設立された独立行政法人であり中小企業のための施策をおこ

なう。  
20 設立 7 年未満  
21 有限責任組合員（ LP）として出資をおこなう。  
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（D）その他  

（1）クラウドソーシング  

クラウドソーシングとは、プラットフォーム 22を利用して、様々な業務委託

または受注をおこなうことである。企業はこれを利用し、インターネット上で

不特定多数の作業者に業務を発注することができる。  5 

ベンチャー企業が今後、クラウドソーシングをさらに活用することで、資金

面でも雇用面でも利益を得ることができると考えられる。クラウドソーシング

によって、ある一定の知識を要する仕事に対して、人材を探し雇用するのでは

なく外部委託することができる。必要以上の雇用を抑え、かつ人材確保にも課

題を抱えるベンチャー企業にとってクラウドソーシングの活用は非常に有効で10 

ある。  

現在、情報化社会の中で ICT を利用したビジネスモデルが注目されている。  

また最近では副業を認める企業や副業を望む会社員も増えつつあり 23、働き方

も多様化している。図表 2－3－8 からもわかるように、クラウドソーシング市

場は今後も幅広く拡大していくと考えられる。 2018 年度には市場規模が 1,82015 

億円へと成長すると推定されている。  

 

図表 2－19 クラウドソーシングサービス市場規模の推移予想

 

（出所：矢野経済研究所「クラウドソーシングサービス市場に関する      20 

調査結果 2014」より筆者作成）  

                                                   
22 クラウドソーシング事業者が提供する Web サイト  
23 総務省「就業構造基本調査  平成 24 年度」、中小企業庁（ 2014）「兼業・副

業に係る取組み実態調査」より参照  
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また大企業におけるクラウドソーシングの活用の増加も期待できる。自社に

不足している高度な技術を広く募集する「研究開発型クラウドソーシング」が

その一つである。日本では、まだ研究開発型クラウドソーシングは活用されて

いない。第三章では「研究開発型クラウドソーシング」について提案をおこな

う。 5 

 

（E）課題  

VC のファンド運営期間は平均的に約 10 年といわれている。そのため、投資

の回収時期が想定しにくく、企業として成長するのに比較的長い年月が必要な

ベンチャー企業は VC からの出資を受けにくい。また、日本の非上場株式のセ10 

カンダリーマーケットも未発達である。そのため VC はファンドの運営期間中

に投資回収が見込めない企業に関しては、 VC の資金の循環が悪くなることか

ら投資をおこなうことが難しい。我々は、第三章で資金循環をよくするための

「セカンダリーファンド」を提案する。  

 15 

第四節  エクスパンション期  

 エクスパンション期の定義は、「生産および出荷を始めており、その在庫また

は販売量が増加しつつある企業 24」である。エクスパンション期のベンチャー

企業は、販路の拡大や人材採用のための費用や販売量が増加するため、運転資

金や事業拡大のための投資資金の確保も重要である。  20 

 

（A）直接金融  

（1）ネット通販運営企業によるトランザクションレンディング  

 ネット通販運営企業とは、インターネット上で商品の売買を仲介する企業を

指す。「Amazon」、「楽天市場」、「 GMO」、などが主な企業として挙げられる。これ25 

らの企業がおこなっているのが、商取引、売買などの情報「トランザクション」

を用いた融資である。ネット通販運営企業は、企業のこれまでの売上高・顧客

情報・取引履歴・消費者の評価などをデータとして管理し把握しているため、

                                                   
24 「ベンチャー白書 2015」より参照  
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時間のかかる審査をおこなう必要がなく、迅速な融資をおこなうことができる。

原則担保を必要とせず、必要な場合は販売している商品在庫を担保とする。取

引によって入った資金によって自動的に返済がおこなわれる仕組みである。  

Amazon では法人販売事業者 25を対象に短期運転資金型ローンを提供する

「Amazon レンディング」を 2014 年から開始している。Amazon レンディングで5 

は、初回融資の入金日が最短 5 営業日、2 回目以降からは最短３営業日で入金

される 26。審査が非常にすばやくおこなわれるため、企業の運転資金の調達に

役立つ。  

 

（2）金融機関系 VC 10 

 銀行や証券会社、その他金融機関を親会社とする、もしくはその系列に属す

る VC を金融機関系 VC という。現在、日本で最も数が多い VC の種類である。金

融機関系 VC の中でも、銀行を親会社に持つ銀行系 VC は全 VC 数のうち約 4 割

を占める。銀行系 VC はその規模や資金力から多くのメリットを投資先企業に

与えている。金融機関系 VC は親会社からの出向者が多く、リスクをとることを15 

好まないことからシード期やアーリー期の担保や事業実績のないベンチャー企

業に出資することは少ない 27。  

 

（B）間接金融  

（1）動産・売掛金担保融資 (以下、ABL) 20 

ABL とは在庫や売掛債権等の動産を担保に融資を受ける方法である。従来日

本の銀行は担保主義で、融資の際の担保は、不動産担保が中心であった。近年、

不動産に過度に依存した融資からの脱却が求められ、 ABL が推進されている 28。

図表 3－9 は ABL の融資金額と融資件数の推移である。金額、件数ともに大きく

伸びている。  25 

 

                                                   
25 Amazon マーケットプレイスに参加している企業に限る。  
26 Amazon HP 参照 
27 比佐優子「銀行系ベンチャーキャピタルと IPO が企業の設備投資行動に与

える影響」（ 2009）より参照  
28 中小企業庁「中小企業白書 2016」を参照  
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図表 2－20 ABL の金額と使用件数の推移

 

(出所：中小企業庁「中小企業白書 2016」より筆者作成 ) 

 

ABL は事業が継続することを前提にした融資であり、担保になった材料の加5 

工や在庫の販売、設備の使用が可能である。  

不動産以外を担保とする融資には、企業が所有する特許や意匠、商標などの

知的財産を担保として融資をおこなう「知的財産権担保融資」もベンチャー企

業にとって有効であると考えられる。知的財産権は法律、制度上資産価値が認

められている。しかし、知的財産権は価値の変動が大きく、また評価も難しい10 

ため使用件数は少ない。 

 

（C）公的金融  

（1）日本政策金融公庫  

日本公庫・国民事業部は「挑戦支援資本強化特例制度（資本性ローン）」を15 

実施している。企業が無担保・無保証で融資を受けることができる制度である

29。この債務はすべての債務に償還順位が劣後し、返済期限が長いために資本

性が認められることから「資本性ローン」といわれ、金融検査上自己資本とし

て扱うことができる 30。適用要件は広い 31が、融資限度額は 4,000 万円であ

                                                   
29 返済期間は 5 年 1 ヶ月以上 15 年以内。  
30 日本政策金融公庫 HP 
31 技術・ノウハウ等に新規性がみられる、もしくは中小機構ファンドによっ
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る。必要資金が足りない場合は、資本性ローンを用いて、自己資本比率を高め

財務状況を改善し、金融機関からの追加融資を受けることもできる。 

 

（D）その他  

（1）マッチングイベント  5 

近年、経済産業省や地方自治体、銀行など様々な団体がマッチングイベント

をおこなっている。大企業にとってベンチャー企業のもつ技術やアイデアはイ

ノベーションのきっかけとなり得る存在である。またベンチャー企業にとって

はマッチングイベントに参加することが外部とのつながりを作る機会となる。  

大手銀行では、近年 FinTech の発達に伴い金融関連の IT サービスのベンチ10 

ャービジネスのマッチングイベントを開催している。企業にとっては、マッチ

ングイベントを開催することで自社に必要な技術を集めることができる。  

 

（E）課題  

エクスパンション期はシード・アーリー期に比べると使用可能な資金調達手15 

段は増えるが、売上の増加に伴って必要運転資金の額は増加するため、多様か

つ安定した資金調達方法をもつことが企業にとって重要である。迅速な資金調

達の方法として、銀行からの融資が考えられるが無担保・無保証での融資は難

しい。しかし、銀行としてもベンチャー企業のようなリスクの高い融資先を複

数件抱えることはリスクが高く、リスク分散をおこなう仕組みを導入する必要20 

性がある。この課題を受けて、我々は第三章で「中小企業 CLO の整備、組成促

進」を提案する。  

 

第五節  レーター期  

レーター期の定義は、「継続的なキャッシュフローがあり、IPO 目前の企業等25 

32」である。売上利益が継続的に出ている比較的安定した時期である。レーター

期の資金調達方法としては、今までの各成長ステージで利用してきた資金調達

先からの追加出資、融資がある。  

                                                   

て出資を受けている企業  
32 「ベンチャー白書 2015」より参照  
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（A）直接金融  

（1）メザニンファイナンス  

メザニンファイナンスとは、従来の負債より投資リスク・金利が高いミドル

リスク・ミドルリターンの金融手法である。主に、種類株式、劣後債・劣後ロ

ーン、資本性ローンなどがある。本節では、種類株式について説明する。  5 

種類株式とは、普通株式とは権利の内容が異なる株式であり、契約の内容は

企業・出資者間の契約によって決めることができる。議決権の有無、配当の優

先的分配権、残余資産の優先的分配権など様々である。  

ベンチャー企業の特徴として、経営者自身の裁量・経営指針が重要となって

くるという点が挙げられる。経営者の迅速な意思決定により大胆な経営をおこ10 

なえることが企業の成長にはかかせない。そのためには、経営者の株式保有比

率を維持したまま資金調達をおこなうことが重要である。議決権を付与しない

かわりに、優先的に配当を得ることができる優先配当株式を発行することもで

きるため、経営者は株式所有比率を維持したまま、出資での資金調達をおこな

うこともできる。  15 

 

（B）間接金融  

現在、日本銀行がおこなっているマイナス金利の影響により全体的に金利は

引き下がっている。企業からすると、貸出金利が低くなった分、資金を借りや

すい状態であると言える。銀行は、レーター期のベンチャー企業への融資であ20 

ったとしても、リスクを分散することが重要である。  

 

（C）公的金融  

（1）日本政策投資銀行  

主に中長期資金の供給を実施することで企業の負債の再構築を助け、企業の25 

財務基盤強化支援をおこなっている。日本政策投資銀行は４種類の業務をおこ

なっている。特定投資業務、エクイティ投資 33、LBO/MBO 投資 34、メザニンファ

                                                   
33 日本企業に対してエクイティ投資に加え、 M&A 戦略、資本戦略、海外戦略を

中心とした支援の付加価値を提供し企業の成長を支援するものである。  
34 LBO とは、借入金を活用した M&A の形態の一つである。 MBO とは、経営陣が
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イナンスである。ここではメザニンファイナンス（劣後ローン・劣後債）につ

いて述べる。  

既に説明したメザニンファイナンスのうち、日本政策投資銀行がおこなう劣

後ローンについて説明をおこなう。劣後ローンは、一般的な債務より返済の順

位が劣後する借入金のことである。劣後ローンには、期限の定まっている「期5 

限付き劣後」と期限の定まっていない「永久劣後」がある 35。返済の順位が低い

かわりに、高い金利が設定される。  

企業は劣後ローンを借り入れることによって、事業再生をおこなうことがで

きる。デット・デット・スワップ (DDS)は、中小企業の債権を一定の要件を満た

す資本的劣後ローンに転換することができる事業再生支援である。この支援を10 

受けることの借り手側のメリットは、債務の劣後化によりある程度柔軟な返済

計画が立てられること。劣後債は一部資本として扱えるのでバランスシートが

改善され、追加融資やよりよい条件の融資が受けられるようになることなどが

挙げられる。  

 15 

（D）課題  

投資家は、未上場企業に投資をおこなう際に出資金をいかに回収するかを考

える必要がある。日本の課題として挙げられることは、「投資の EXIT」が非常

に限られているという点である。 EXIT として主な方法は、出資した企業が IPO

をおこなうか M&A によって事業を売却するかの二つである。図表 2－4－ 1 をみ20 

ると、現状として日本では VC の EXIT が IPO に大きく偏っている。 IPO の件数

は株式市場の状況に影響をうけ、安定した数の企業が IPO をおこなうわけでは

ない。それゆえに、IPO と M&A の両方がある米国に比べ、日本の VC の収益率は

低くならざるを得ない 36。日本でも M&A が活発化すれば、VC や投資家の EXIT が

広がり次の案件に投資しやすくなることで資金の循環がよくなる。  25 

 

                                                   

自ら会社の株式・事業などをその所有者から買収することである。そのための

投資をおこなっている。  
35 日本政策投資銀行 HP 
36 日本経済新聞 2014 年 2 月 15 日「旺盛な M&A、米でリスクマネーの循環」

参照 
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図表 2－21 日米の投資 EXIT における M&A と IPO の割合 

 

（出所：VEC「ベンチャー白書  2015」より筆者作成）  

 

日本の未上場株式のセカンダリー市場「グリーンシート銘柄」は投資家が5 

集まらず、活発化しないまま 2018 年 3 月 31 日をもって終了する。株式型 CF

も 2015 年、法律改正により解禁されたが、日本初の株式型 CF のプラットフォ

ームサイト「日本クラウド証券」に財務局からの業務停止命令がだされたため

日本には 2016 年 10 月現在、株式型 CF をおこなうことができるプラットフォ

ームは存在しない。  10 

日本には未上場株式のセカンダリーマーケットが未発達であり、資金循環が

円滑ではないということが課題としてある。この課題に対して、我々は第三章

で「セカンダリーファンドの組成促進」を提案する。  

 

 15 
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第三章 解決策の提案  

 本章では、第一章で挙げた“資金供給量が少ない”という課題と“資金循

環が悪い”という課題、第二章でステージごとに挙げた課題（図表 3－ 1）をま

とめ、それに対して成長ステージごとに解決策の提案をおこなう（図表 3－2）。 

 5 

図表 3－1 成長ステージごとの課題

 

（出所：筆者作成）  

 

図表 3－2 成長ステージごとの提案  10 

 

（出所：筆者作成）  

 

第一節  シード期の課題に対する提案  

 シード期の“エンジェル投資家が少ない”という課題に対しては「エンジェ15 

ル税制の拡充」を、“研究開発費用のかかる企業の資金調達が困難である”とい

う課題に対しては「研究開発型クラウドファンディング」を提案する。本節で

ステージ 課題

研究開発に費用のかかる企業による資金調達

エンジェル税制の適用条件

アーリー期 EXITが想定しづらい企業の資金調達

エクスパンション期 資金調達方法の多様化

レーター期 限られたEXIT

シード期
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は「エンジェル税制の拡充」について述べる。  

現在、日本ではエンジェル投資家の規模が小さい。現状としてシード期の資

金調達方法は非常に限られており、企業は 3F や信用保証制度を用いた銀行融

資、公的金融に頼っている状況である。シード期にこれらの方法だけではなく、

エンジェル投資家による経営支援にあわせて出資を受けることができれば、シ5 

ード期のベンチャー企業が次の成長ステージに進むことができる可能性が広が

る。 

そのためには、まずエンジェル投資家を増やすために、潜在的なエンジェル

投資家に対してベンチャー企業に対して投資をおこなうインセンティブを与え

る必要があると考える。現在、エンジェル投資を促すために「エンジェル税制」10 

が導入されているが、使用件数は少なく、十分に投資を促す効果を発揮してい

るとは言いがたい。そこで、我々はエンジェル税制に対して二点提案する。  

現在、エンジェル税制を使用できるか事前確認をおこなっている企業は 12 社

のみである 37。そこでまず、エンジェル税制の対象となる企業の数を増やすこ

とが重要であると考えた。現行のエンジェル税制の二つの優遇措置 A、B の拡充15 

を提案する。具体的には、「優遇措置 A の対象となる企業の設立年数を 3 年から

5 年に拡充する。」、「優遇措置 A、B ともに設立経過年数に対する要件をすべて

1 年未満の要件に統一する。」の二点である。  

 

図表 3－3 我々の提案する税制の拡充20 

 

（出所：筆者作成）  

 

                                                   
37 2016 年 10 月 21 日現在  経済産業省 HP 掲載企業  

提案箇所 従来 提案

対象企業の設立年数 3年 5年

設立経過年数に対する要件 四段階で要件が異なる
1年未満かつ

最初の事業年度を未経過の要件

Ｂ 設立経過年数に対する要件 四段階で要件が異なる 1年未満の要件

Ａ
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一点目に、優遇措置 A の設立年数の延長は、対象となる企業の数を増やすた

めである。また、2013 年に野村総合研究所がおこなったアンケート結果により、

エンジェル税制のデメリットとして、「対象企業の経過年数（ 3 年未満）の制限

が使いにくい 38」という意見が挙げられており、5 年に延長することによって使

いづらさが緩和されると考えられる。  5 

二点目に、設立経過年数に対する要件については、現行の設立 1 年未満の要

件に統一することで対象企業の数が増え、個人投資家にとって対象企業がみつ

けやすくするというメリットがある。また、2015 年の野村総合研究所がおこな

ったアンケート調査によると「1 年以上経つと、エンジェル税制の要件を満た

すことは厳しくなっていく 39」という意見が挙げられている。このような理由10 

から、要件を統一することによって対象企業が増えると考えられる。 

以上より、エンジェル税制の対象企業の設立年数の延長と設立経過年数に対

する要件を統一することで、エンジェル税制の使いづらさが緩和され、さらに

対象企業が増えることで、今より潜在的なエンジェル投資家に投資のインセン

ティブを与えるものになると我々は考える。  15 

 

第二節  アーリー期の課題に対する提案  

アーリー期の“EXIT の想定しにくい、比較的長い期間を成長に要するベンチ

ャー企業はファンド運営期間の決まっている VC からは出資を受けにくい”と

いう課題に対しては「研究開発型クラウドソーシング」と「セカンダリーファ20 

ンド」の二つを解決策として提案する。本節では「研究開発型クラウドソーシ

ング」について述べる。  

クラウドソーシングの種類の一つに研究開発型クラウドソーシングがある。

企業はクラウドソーシングのプラットフォームを介して自社の事業課題や未解

決課題を世界に提示することで、技術提案を受けることができる。自社に不足25 

している企画力や技術力、開発力を外部に広く求めることができる。大企業は

                                                   
38 野村総合研究所（ 2013）「個人投資家によるベンチャー企業等への投資活動

等への投資活動の実態に関する調査」より参照。  
39 野村総合研究所（ 2015）「エンジェル投資家等を中心としたベンチャーエコ

システムについて」を参照。  



36 

 

この OI の考え方に基づく研究開発型クラウドソーシングを使用することによ

って効率的に技術シーズもしくは既成の技術を探索することができる。マッチ

ングイベントや CVC では探索の範囲に限度があるが、プラットフォームを利用

することによって低コストかつ広範囲で効率的に探索をおこなうことができる。 

ベンチャー企業が他の企業の事業課題や未解決課題に対して技術提案をおこ5 

なうことで、共同開発や共同研究、業務提携など企業からの出資が期待できる。   

シード期の研究開発に多額の資金を必要とするベンチャー企業も研究開発型

クラウドソーシングを使用することによって、大企業からの資金調達を受ける

機会が増えることが期待できる。アーリー期の EXIT が想定しづらい企業に関

しても、大企業の求める技術ニーズに応用することができる研究であれば、資10 

金調達をおこなう手段の一つとなりえる。  

さらに、クラウドソーシングは“資金の循環をよくする”ことも期待できる。

課題を提示する企業が大きな資金力を持つ場合、共同研究や業務提携ではなく

ベンチャー企業の M&A も検討される。日本で EXIT が IPO に偏っていることは

レーター期の課題としても挙げたが「研究開発型クラウドソーシング」を推進15 

することによって M&A を促進することができると考える。 M&A を促進すること

で VC などの投資家の資金回収が早くなり、“資金の循環をよくする”ことがで

きる。  

大企業に対しておこなわれた OI に関連するアンケートをみると、現在と比

べた 3 年後の外部連携数について「少なくとも 5%以上増加する見込み」と回答20 

した企業は 48.2%あり、大企業の約半数も OI の必要性を感じ始めている 40。ク

ラウドソーシングの市場規模も拡大傾向にあることから、今後ベンチャー企業

の有力な資金調達方法の一つになりえる。また OI の方法の一つとして「 Area 

of Interest」に関しても説明をおこなう。  

Area of interest とは、ある企業がライセンスや共同研究の対象として求め25 

ている疾患分野や技術要素などを細かく記載した情報のことで、OI の方法の一

つである。現在は特に海外の製薬メーカーによって公開されており、そのニー

ズにマッチする技術や研究があれば、交渉を経て、パートナー成立となる。Area 

                                                   
40 JOIC・NEDO「オープンイノベーション白書  初版」p.30 
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of interestをみるとその企業が必要としている技術や事業化シーズがわかり、

研究開発にとってトップシークレットに属するような情報が公開されている。

しかし敢えてそれを公開することで本当に必要なリソースをもったパートナー

を効率よくみつけることができる。  

世界的にみても、自社の技術を公開する形での OI をおこなう企業はまだ少5 

ない。しかし、 Area of interest はベンチャー企業が参加しニーズとシーズの

マッチングが成功した場合、 M&A も想定される。EXIT が想定しやすくなれば、

VC や投資家は投資をおこないやすくなるので“資金の供給量は増加”し、“資

金の循環はよくなる”と言える。  

 10 

第三節  エクスパンション期における課題に対する解決策  

エクスパンション期の課題として、売上の増加に伴い必要運転資金が増加し

た企業は、迅速な資金調達が重要になってくる。そのためにも銀行融資を安定

して受けることができる環境整備が重要である。しかし、ベンチャー企業のよ

うな経営基盤が脆弱な企業は融資を受けにくい。全国に支店を持つ大手の銀行15 

であれば、多種多様な業種・地域に対して融資をおこなうことで、相関関係を

低くすることができ、一定程度リスクを分散することができる。比べて、地方

銀行・信用金庫など規模の小さい銀行では融資をおこなう企業の地域が限定さ

れている。地域によっては業種が偏って存在するため、融資する業種が偏るな

ど、リスクを分散することが難しい。また銀行によっては、ベンチャー企業の20 

ような、リスクの高い企業への融資は実行できる件数が限られており、リスク

分散をおこなうことが難しい。我々はこの課題を受けて、中小企業 CLO の整備、

組成促進を提案する。  

我々は、ベンチャー企業にとって多種多様な資金調達方法を持つことが事業

運営において重要であると考える。そのために、中小企業 CLO の整備、組成促25 

進を提案する。中小企業 CLO の整備、組成促進を提案するに当たって、 CLO の

仕組み、使用状況について述べる。  

 

 

 30 
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図表 3－4 CLO 発行の仕組み

 

（出所：「新たな中小企業金融チャネルとしての CLO の発行条件の分析」  

 石橋（2006）p.4 より筆者作成）  

 5 

CLO(Collateralized Loan Obligation)とはローン担保証券を意味する。仕組

みとして、まず金融機関が企業に対して貸出をおこなう。次に、その貸付債権

を集めてプールする。それを、特別目的会社  (以下、SPC)に譲渡し、 SPC が貸

付債権の元利金を担保にして証券化する。投資家がこの証券化された金融商品

を購入する。投資家は、貸付債権の元利金を受け取るという仕組みである。金10 

融機関は CLO を用いて貸付債権を証券化することによって、金融機関が一点に

保有していた信用リスクを分散し、外部に移転することができる。  

CLO は、支払の優先劣後構造（トランシェ）を持つように複数の種類の債券

で組成される。企業がデフォルトを起こした際に、優先的に残余資産を受けと

ることができる「シニア」・「メザニン」や支払が劣後する「エクイティ」から15 

構成される。劣後部分がデフォルトリスクを吸収する仕組みである。トランシ

ェを持つことによって、証券化された際に、リスクに見合ったリターンを当て

ることができる。  
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図表 3－5 トランシェの仕組み  

 

(出所：筆者作成)    

 

ベンチャー企業にとって、中小企業 CLO を利用した融資をうけることができ5 

るメリットとして、信用保証制度を利用しない無担保融資の選択肢が広がると

いうメリットがある。さらに信用保証枠以上の融資を受けたい場合にも使うこ

とができる。金融機関は、信用リスクを移転することや安定した無担保融資の

供給手段を確保することができる。担保や保証がない故に融資をすることがた

めらわれる企業に対しても、融資がおこなえるようになることによって、金融10 

機関の顧客基盤の強化につながる。投資家にとっても、金融商品の多様化とい

うメリットがある。  

 

図表 3－6 CLO のメリット 

 15 

(出所：「新たな中小企業貸付債権証券化に向けた検討会  報告書」 p.6 より  

筆者編集作成 ) 

 参加主体  主なメリット

・資金調達手段の多様化

・金融機関プロパー融資、信用保証制度を用いた融資以外による
  無担保での資金調達

 金融機関 ・担保・保証に依存しない融資の促進による顧客基盤の強化・拡大

 (オリジネーター) ・信用リスクの分散による信用リスクコントロール

・オフバランス効果による各種、財務諸表の改善(自己資本比率、
  ROA等)

・資金調達方法の多様化

・運用対象の多様化

・運用利回りの向上

 ベンチャー企業

 投資家
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現在、日本で発行されている中小企業 CLO は日本公庫が 5 年ぶり 41に組成を

おこなっているシンセティック型 CLO のみである。以前は、地方自治体による

CLO の組成の動きが高まりをみせていたが、リーマンショックをうけて証券化

に対する投資家のニーズが減少し、現在は日本公庫がおこなう CLO のみである。

日本公庫は 2004 年から「中小企業者向け無担保資金供給の円滑等を目的に証5 

券化支援業務」を開始し、CLO を組成している。2007 年までの 4 年間を中心に、

民間金融機関と連携し、累計で 7,439 社に対し 2,189 億円の無担保資金の供

給を支援することで、中小企業 CLO 市場の整備に大いに貢献してきた。  

2009 年以降、リーマンショックをうけて証券化商品のニーズの減少から組成

をおこなうことが困難であった。さらに、2011 年には東日本大震災があり信用10 

保証制度が拡充されたため中小企業 CLO による資金調達のニーズがなく組成を

やめていた。5 年ぶりの組成には、震災からの再生を受けて、「信用保証制度の

平常への移行に伴い、 CLO を利用した資金調達ニーズが高まってきたこと、ま

た相応の利回りを確保できる金融商品としての投資家ニーズが高まっている」

(日本政策投資銀行より引用 )とされたからである。  15 

日本公庫が中小企業 CLO を組成する目的として、中小企業金融における CLO

の可能性を広げるために証券化市場を整えることで、無担保資金の供給の円滑

化を図っている。  

中小企業 CLO の組成を促進することによって、エクスパンション期の抱える

“資金調達方法の多様化”という課題に対し、銀行のリスク分散を可能にする20 

ことで解決できると考える。  

 

第四節  レーター期における課題と解決策  

レーター期では、日本の未上場株式の EXIT が IPO に偏っていることを課題

に挙げた。IPO は年間上場社数に変動があることで VC や投資家の EXIT は不安25 

定である。“資金の循環をよくする”ためには、VC や投資家の EXIT を整備する

ことが重要であると考える。 M&A の推進を促す「研究開発型クラウドソーシン

グ」は既に説明しているので、本節では、投資家の EXIT 拡充を目的に「セカン

                                                   
41 2011 年 3 月以来の組成  
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ダリーファンドの活発化」を提案する。  

セカンダリーファンドとは、VC やエンジェル投資家などが保有する非上場株

式を買い取るファンドのことである。図表 3－6 をみてわかるように、  

 

図表 3－7 セカンダリーファンドの仕組み  5 

 

（出所：アント・キャピタル・パートナーズ資料より筆者作成）  

 

我々は、中小機構がセカンダリーファンドに出資をおこなうことでファンド

の活発化を図ることを提案する。個人投資家や VC は非上場の株式に投資する10 

とき、その流動性の低さから、 EXIT 以外に資金を回収する手段が少ない状態

だった。そのため EXIT が想定しづらい事業に対して投資をおこないにくく資

金の供給が十分になされていなかった。セカンダリーファンドが活発になれば

非上場株式の買い取りも活発になり流動性がよくなる。流動性の向上は、投資

家や VC の投資を促し、資金の供給量が増加すると考える。  15 

第二章でも述べたが、現在中小機構は民間 VC に対して出資をおこない民間

VC の組成を促す支援を実施している。この出資が始まった 2010 年から翌年

2011 年は、ファンドへの中小機構以外の出資額が大幅に増額している。セカ

ンダリーファンドもこれらのファンドのように出資対象のファンドに認定する

ことで、呼び水となることが期待でき、ベンチャー企業などを含んだ非上場株20 

式を用いた資金供給が活発になると考える。  
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終章 

我々は本稿において、日本の起業環境が整っていないことを述べ、整備のた

めの課題として“資金の循環をよくすること”と“資金供給額を増やすこと”

を挙げた。次に、ステージごとの資金調達方法の現状を説明し、課題を整理し

た。それらの課題に対して、我々は四つの提案をおこなった。  5 

一点目の提案は、シード期の企業にとって有効な資金調達手段であるエンジ

ェル投資家の数が少ないとい課題に対して、エンジェル税制の拡充を行うとい

うことである。潜在的なエンジェル投資家に対してエンジェル投資を促すこと

が期待できる。  

二点目の提案は、研究開発に多額の資金が必要な企業や EXIT が想定しづら10 

く VC からの出資を受けにくい企業の資金調達の課題に対して「研究開発型ク

ラウドソーシング」を提案した。ベンチャー企業が自らの技術を企業の募集に

対して提案を行うことにより、大企業からの資金調達を受ける機会が増えるこ

とが期待できる。  

三点目の提案は、エクスパンション期のベンチャー企業は運転資金の拡大に15 

より、多様な資金調達方法を持つことが好ましいが銀行からの安定した融資を

うけることがベンチャー企業は難しいという課題を挙げた。この課題に対して、

「中小企業 CLO の組成」を提案した。CLO をおこなうことによって銀行のリ

スク分散が可能になり、安定した資金調達をおこなうことができるようになる

と考えられる。  20 

四点目に、日本の EXIT が IPO に偏っており、資金の循環が悪いことを課題

として挙げたが、セカンダリーファンドの促進をおこなうことによって VC な

どによる資金の供給が活発になることが期待できる。  

今後、ベンチャー企業の資金調達が円滑に行われ、ベンチャー企業の成長が促

進されることで日本経済の成長につながることを期待して、本稿の結びとする。 25 
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