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要約  

 年々深刻化している人口減少・少子高齢化問題によって労働力は減少し、

日本経済は停滞の一途を辿っている。これからの日本経済の活性化を図るた

めには、イノベーションの創出、生産性の向上、雇用の創出等をもたらすベン

チャー企業の台頭が必要であると考えられる。 5 

 ベンチャー企業の勃興のために、本稿では、資金調達環境について着目し

た。まず、中小・ベンチャー企業において取り組まれている数多ある資金調達

手段を確認することで、各々の有する性格について認識した。次に、日本の

ベンチャーファイナンスの課題を確認してみると、①日本は他国と比べてベン

チャー投資が活発でない、②起業者の起業意欲が低い、③リスクマネー投資10 

に消極的である、という三点が主立って存在していることが明らかになった。以

上より、この現状を打破する手段として今の日本には CVCの活性化が必要で

あると判断した。CVC による出資の活発化は IPO に偏重している日本の Exit

事情に M&A の選択肢を増加させる。また、資金調達を容易にさせるので、起

業家の起業意欲促進につながる。最後に、CVC を日本で普及する手段とし15 

て出資企業に求められる点と政府側に求められる点を提言した。CVC の活発

化は投資主体を増加させ、日本のベンチャーエコシステムの発展に寄与し、

日本経済の課題解決に貢献すると考える。  
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序章  

 年々深刻化している人口減少・少子高齢化問題に直面する日本の経済は、

それに伴う労働力減少を背景として停滞の一途を辿っており、これからの日本

経済の活性化を図るためには、イノベーションの創出、生産性の向上、雇用

の創出等をもたらすベンチャー企業の台頭が必要だと考えられる。政府も「ベ5 

ンチャー・チャレンジ 2020」を掲げ、ベンチャー企業に対する VC 投資額の対

目 GDP 比を 2022 年までに（2012～2014 年の平均約 0.03％から）倍増す

ることを目指すなど、具体的な数値目標を設定し、ベンチャー企業の可能性

を信じて発展を後押ししている。 

日本経済活性化のカギを握るベンチャー企業を成長させるためには、日本10 

の現状を踏まえ様々な課題を解決する必要がある。その中で最優先に取り組

むべき課題が「資金調達」である。一般的にベンチャー企業は事業に必要な

資金を投資家や金融機関をはじめとした外部から調達する。しかし、ベンチャ

ー企業は革新的な技術・サービスを有しているものの、信用力や実績が乏しく

将来性も不確かであるというマイナス面も併せ持つため、投融資は大企業と15 

比べて当然ハイリスクなものとなる。それ故に、ベンチャー企業の資金調達は

困難を極め、事業資金を得られずに成長機会を失うベンチャー企業が多く存

在する。今の日本は国際的に見て、ベンチャー企業の投資活動は超低水準

にあり、また、投資の Exit が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。この問題を解決するためには、資金20 

調達手段の拡大や資金調達環境の改善を行う必要がある。  

 本稿では、第１章において中小・ベンチャー企業の重要性を述べる。続いて、

第２・３章において中小・ベンチャー企業の資金調達手段について考察する。

そして、第４章では第２・３章の考察を踏まえ日本のベンチャーファイナンスの

課題をまとめる。最後に第５章で課題に対する最適解として、ベンチャー企業25 

を含めた中小企業金融の充実を図るために、CVC 活性化を提言し、資金調

達手段の拡大や資金調達環境の改善につなげ、日本企業の資金調達を活

発化させる足掛かりとする。 
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第１章   中小・ベンチャー企業の現状  

 本章では「中小・ベンチャー企業における資金調達」を考える前段階として、

１－１で中小・ベンチャー企業がどのように定義されているのかを説明する。１

－２では、それらの重要性について述べていく。  

 5 

１－１ 中小・ベンチャー企業の定義  

中小・ベンチャー企業の資金調達について考察するため、はじめにこの論

文における中小企業・ベンチャー企業を定義する1。 

図表 1-1 中小企業定義  

業種  

中小企業者  

（下記のいずれかを満たすこと）  
小規模企業者  

資本金額  

または 

出資の総額  

常時使用する 

従業員の数  

常時使用する  

従業員の数  

製造業その他  ３億円以下  300 人以下  20 人以下  

卸売業  １億円以下  100 人以下  5 人以下  

小売業  5000 万円以下  100 人以下  5 人以下  

サービス業  5000 万円以下  50 人以下  5 人以下  

 (出典 )中小企業庁 HP <http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.10 

html> 

  

法人企業の場合は図表 1-1 の通り、資本金基準と従業員基準のいずれか

を満たす企業が中小企業である。個人企業についてはその限りではなく、従

業員基準を満たす企業が中小企業であるとされている。また、中小企業者の15 

中でも小規模企業者については、図表 1-1 のように従業員基準で定義されて

いる。 

                                                   
1 中小企業基本法第２条１項による規定  
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本稿では、図表 1-1 の条件を満たす企業を「中小企業」として定義すること

とする。 

 次に、ベンチャー企業について定義する。ベンチャー企業は、「創業からあま

り時が経っておらず、新技術や新製品、新事業を背景に成長・拡大しようとす

る意欲のある企業」とする。ベンチャー企業は、創業間もないため、従業員・資5 

本金ともに小規模であり、中小企業の定義に鑑みると、中小企業に含有され

ると言える。本稿では、中小企業の中にベンチャー企業が含まれるものとす

る。 

 

１－２ 中小企業・ベンチャー企業の意義・重要性  10 

中小企業の資金調達をテーマとして論じる上で、日本経済における中小企

業の重要性を述べる必要がある。そこで以下では、日本経済において中小企

業がいかに重要な存在であるかを量的側面、質的側面の両面から述べてい

く。   

まずは、量的側面である企業数と従業員数について、日本経済に占める15 

中小企業の割合を考える。   

 

図表１－２大企業と中小企業の規模比較    

 
企業数  従業員数  

大企業  約１.１万者  約１４３３万人  

中小企業  

（うち小規模  

事業者） 

約３８０．９万者  

（約  ３２５．２万者  ） 

約３３６１万人  

（約  １１２７万人  ） 

 (出典 )中小企業庁調査室（2017）「2017 年版中小企業白書  概要」 p.1 

<http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/h29_pdf_20 

mokujityuuGaiyou.pdf> 

    

 図表 1-2 は中小企業と大企業の、企業数と従業員数を比較したものであ

る。図表から分かるように、中小企業は全企業の約 99.7％を占める存在であ
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り、従業員数でも、全企業の約 70.1％を占めている。よって、中小企業は企

業数、従業員数の両面から、日本において重要な存在であると言える。  以

上が中小企業の量的な重要性である。以下では質的な重要性、すなわち、

中小企業の社会的役割について述べていく。    

 中小企業の果たす大きな役割として、まず、雇用の創出がある。前述のよう5 

に、日本の全企業の約 99.7％を中小企業が占めており、7 割以上の雇用を

抱えている。このことから中小企業は日本の雇用に対して大きな役割を果たし

ていると言える。また、中小企業は雇用の大きな割合を占めている上に、離職

者の再雇用等の雇用創出においても大きな割合を占めている。  

 次に、地域経済の中核を担っていることが挙げられる。都市圏に比べ地方10 

では中小企業の占める割合が大きく、日本経済の活性化のためには、中小

企業の生産性や競争力の強化、企業再生が欠かせない。  

 最後に、多様なニーズに応えることが挙げられる。経済成長を遂げた豊かな

国では、消費者は価格の安さを第一に量産品を求めるだけでなく、より広い

嗜好が産まれニーズが多様化する。多様化したニーズは市場を細分化し、一15 

般的に企業の最適規模を小さくする。中小企業は多様なニーズにむけて商

品・サービスを提供する働きがある。  

 以上、中小企業の日本経済における存在感について述べた。以下では中

小企業の中でも特徴づけられる、ベンチャー企業の重要性について述べる。  

 ベンチャー企業の存在意義として、イノベーションの創出、生産性の向上、雇20 

用の創出などの役割を果たすことが挙げられる。ベンチャー企業は、技術やビ

ジネスモデルの新規性を武器に、既存企業に比して大きなビジネスリスクをと

って事業に挑戦するため、既存企業には生み出し得ない技術・ビジネスモデ

ルの大きな変化・革新をもたらす可能性がある。ベンチャー企業の存在によっ

て、産業のイノベーションが促進され、市場における参入・退出が増え、企業25 

間の競争が激化し生産性が上がる。  

 サービス産業においては、ベンチャー企業による新しいビジネスモデルや、 I

T などの新技術の導入により、サービス産業のイノベーションを促進して、サー

ビス産業全体の生産性向上に貢献するといった可能性も考えられる。  

また、ベンチャー企業の雇用創出効果は大きい。中小企業の雇用の約４割30 
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は、全事業所の中で１割未満と数少ない新規開業した事業所（開業３年以内）

によるものというデータがある2。 

 さらに、ベンチャー企業は経済全体の成長・活性化にも大きく寄与すること

が分かっている。経済産業省によれば、OECD 諸国の開業率と GDP 成長率

は、正の相関関係がある3。この背景として、新しい技術・新しいビジネスモデ5 

ルを生み出すベンチャー企業は、新しいマーケットを創出することによって、経

済全体の成長・活性化にも役立っていることだと報告されている。  近年、日

本は少子高齢化の影響を受け、経営者の高齢化やそれにともなう企業の統

廃合を受けて、企業数が減少している。企業の減少によって日本の GDP の

低迷が言及されている中で、今後の日本の国際競争において、我が国のイノ10 

ベーションを促進し、新しい技術やビジネスを創出することは、日本経済全体

の成長に不可欠である。以上のような点から、ベンチャー企業発足に向けた

起業の活性化は必要であると言える。 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

                                                   
2 経済産業省  (2011) 「ベンチャー企業政策について」  
3 経済産業省  (2008) 「ベンチャー企業の創出・成長に関する研究会  最終報告書」  
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第２章  中小企業金融の資金調達  

 本章では、中小企業金融を概観した後、中小企業の資金調達について現

状・問題点を考察する。 

 

２－１ 中小企業金融の現状  5 

 企業の主たる資金調達手段をまとめると、図 2-1 のようになる。 

 

図表 2-1 中小企業の資金調達手段  

 

(出典 )薮下史郎・武士俣友生 (2006)『中小企業金融入門  第 2版』p.52 より10 

筆者作成  

 

 資金調達手段は中小企業でも大企業でも選択肢自体に変わりはない。しか

し、中小企業・大企業が実際に利用している資金調達手段を見ると、後述の

とおり、大きな差が認められる。 15 

 

 

内部資金 

自己資金 

内部留保 

減価償却費 

外部資金 

直接金融 

株式 

社債(公募債、私募債) 

コマーシャルペーパー(CP) 市場型間接金融 

間接金融 借入金 

補助金・助成金 

企業間信用 

買掛金 

支払手形 
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図表 2-2 中小企業の資金調達構造推移  

 

 

図表 2-3 大企業の資金調達構造推移  

 5 

図表 2-2,2-3(出典 )財務省 HP「法人企業年報」<http://www.mof.go.jp/pr

i/reference/ssc/index.htm>より筆者作成  

 (注 )中小企業は資本金 1 億円未満、大企業は資本金 1 億円以上の企業と

する。 

 10 

 図表 2-2 は、中小企業・大企業の資金調達構造の推移を示している。これ
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によると、中小企業は大企業と比べ、自己資本比率が低いことが分かる。自

己資本比率は財務の安全性を示す指標の１つであり、中小企業の財務基盤

は、大企業と比較すると脆弱であると言える。また、中小企業は借入金への依

存度が高いことも伺え、日本の中小企業は、間接金融依存型の構造となって

いると言える。 5 

 なぜ、日本の中小企業はこのような間接金融依存型の構造となっているの

だろうか。それには、次の三つの理由が考えられる。  

 第一に、直接金融市場が中小企業には利用しづらい状況にあることが挙げ

られる。直接金融の場合は、不特定多数の投資家が資金提供者になるため、

情報開示のための資料作成や株式公開のための専門的な人材が必要となる10 

が、中小企業ではそのような人材・時間・資金の余裕がない。アメリカでは比

較的早くから直接金融が発達したことや、個人金融資産も株式や債券の割

合が高いことから、中小企業でもそれほど多くの負担をせずに直接金融を活

用できるような環境にある。しかし、日本の場合は、直接金融市場は主に大企

業に活用されるほどにしか発達せず、最近になり新興市場が設立され始めた15 

ばかりだ。個人金融資産も現金や預金の割合が高い一方で、株式や債券の

割合は低く、個人から直接的に中小企業に資金が流れやすくなっていない。  

 第二に、中小企業専門金融機関が整備されてきたことである。後述するよう

に、日本では政府系金融機関や信用保証協会等中小企業向けの公的金融

機関が古くからある。また、中小企業に特化した地域金融機関も制度的に整20 

備されており、こうした金融機関やそれらを取り巻く制度が中小企業の間接金

融を支えてきた。 

 第三に、大企業の銀行離れが挙げられる。大企業の銀行離れによって大手

行は中小企業融資を増加させた。図 2-2 より分かる通り、大企業もかつては

銀行等への借入の依存度が高く自己資本は少なかったが、内部資金の活用25 

や株式や社債の発行により、銀行からの借入を減少させ、自己資本を高めて

いった。こうした大企業の銀行離れによって、大企業向け融資を中心に行っ

てきた大手行が新たな顧客を求めて中小企業への貸出を増加させたことも、
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中小企業の借入依存という構造を作り出す原因の一つとなった。4 

 

 次節からは、中小企業の資金調達手段について、各側面から考察する。  

２－２ 自己資金  

 スタートアップ時点では、起業家本人やその親族・知人などからの資金提供5 

が比較的大きな割合を占める。5創業時はビジネスが不安定であることが多く、

資金提供者・手段が限られていることが主な理由である。融資などと違い安定

的な調達であるといえるが、出資者は一切の保証を有さないため、非常に大

きなリスクを負担することになる。  

 10 

２－３間接金融  

 間接金融とは、金融機関といった仲介者を通じて、間接的に資金を調達す

る手法を呼ぶ。銀行融資が代表例であり、以下銀行融資の特徴について述

べる。 

 15 

２－３－１銀行融資  

 先述した通り、日本の中小企業は銀行借入に依存している面が強い。これ

は、中小企業が重要な経営資源を金融機関に依存している事を意味する。

しかし、図 2-3 に示している中小企業白書の企業調査を見ると、大企業は一

部の時期を除いて、「 (資金繰りが )楽である」の割合の方が高い。これとは対20 

照的に、中小企業については「楽である」の割合が高い時期は一時期のみで、

ほとんど全ての時期で「苦しい」の割合が高い。このように、中小企業は大企

業と比べ、資金繰りが厳しくなる傾向にある。つまり、金融機関にとって中小企

業は重要な顧客であるはずなのだが、中小企業全体に金を貸してくれている

わけではない。 25 

図表 2-3 企業規模別の借入難易度  

                                                   
4高  慶元 (2012)「中小企業金融に関する考察」p.108  
5 日本政策金融公庫 (2016)「「2016 年度新規開業実態調査」  ～アンケート結果の概

要～」p.9 
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(出典 )中小企業庁  (2016)「中小企業白書」p.272 

<http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/0

4Hakusyo_part2_chap5_web.pdf> 

(注 )％ポイントは「楽である」の回答割合から「苦しい」の回答割合を引いた値5 

を示している。 

 

 その理由として考えられるものに以下の二点がある。  

第一に、情報の非対称性や規模の経済が存在しているためである。資金

の貸し手の立場で考えると、同じ金額を貸し出すのであれば、少数の大口顧10 

客となる大企業に貸し付けた方が、効率が良い。貸し手側は、貸し付けた資

金が将来返済されるか、企業の事業内容や財務内容を調べる等、情報収集

をしたり監視をしたりしなければならない。多数の小口顧客を相手にするよりも、

少数の大口顧客を相手にするほうがそれらの手間がかからないと考えられるか

らである。 15 

 第二に、担保の問題がある。金融機関では貸す相手に関する情報がなかな

か入手できない場合、また将来的な事業動向が不透明・不安定とみなされる

場合、それらのリスクを埋めるため、担保の提供を要求する。資産に乏しい中

小企業は担保が少ないため、担保が重視されるときには、必要な借入ができ

ない。担保は本来、企業の総合的な信用力を企業の総合的な信用力を補う20 

ためのものであるが、実際は担保が借入の成否を大きく左右する要因となりが
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ちである。金融機関の審査コストを節約できるからだ。6 

 以上のような理由から、中小企業は大企業と比べ融資を受けづらい状況に

あると言える。金融機関側が中小企業の求めるだけの資金を提供してくれれ

ば問題はないが、情報の非対称性・規模の存在・担保の問題といった課題が

あり、これらの課題をクリアした「優良な」中小企業でないと実際に金融機関は5 

貸し出しを行わない。借りることができたとしても高利率を課される等、厳しい

条件を強いられることも多い。したがって、一般的な傾向として、財務状況が

良く、担保も十分にあり、豊富な情報を提供できる規模の大きい企業が、さら

に金融面で有利となり、規模の小さい企業はさらに不利になるという乖離をも

たらしている。 10 

 そこで、銀行融資では審査手法の改善により、中小企業への融資が活発化

する可能性があると考えられる。銀行が現在重点を置いて融資を行っている

手法は信用保証協会の保証付融資や不動産を担保とした融資が主流であ

るが、今後は事業性を評価した融資や売掛債権、知的財産を担保とした融

資手法に重点を置くべきである(図 2-4)。しかし、知的財産経営支援を行って15 

いる金融機関は 2 割にしか及んでいない(図 2-5)。 

 

図表 2-4 金融機関が現在重視している融資手法と今後重点を置きたい融

資手法  

 20 

                                                   

6 薮下史郎・武士俣  友生 (2006)『中小企業金融入門  第 2 版』 
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(出典 )中小企業調査室 (2016)「2016 年版  中小企業白書概要」p.17 

<http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160422002/20160422 -a.pdf

> 

 

図表 2-5 知的財産情報に関する取組状況  5 

 

(出典 )帝国データバンク(2013)「金融機関等から見た企業の知的財産を  活

用した資金調達に関する 調査研究報告書」p.9 

<https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2012_

10.pdf> 10 

 

 土地や建物といった不動産がなくとも、優れた技術を持ち合わせる中小・ベ

ンチャー企業にとって民間金融機関の動産担保融資による更なる資金調達

手法の拡充は今後とも拡充する必要があるといえる。  

 15 

 中小企業が銀行融資を行う際、重要となってくるのが信用保証協会である。  

 信用保証協会は、中小企業の信用の補完といった側面から中小企業を支

援している。「信用保証協会法」第一条によると、信用保証協会の目的は「中

小企業者等に対する金融の円滑化を図ること」と規定されている。具体的に

は、中小企業が金融機関から融資を受ける場合などに、その借入債務などを20 

保証することで資金供給を円滑化するのである。  

 金融機関の視点で見ると、大企業と比べた中小企業の一般的な特性として、

上で述べたような (1)情報の非対称性が大きい、 (2)担保力が弱い、 (3)借入
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金額が小さいため審査コストが割高になる、といった点があげられる。こうした

特性はいずれも、資金供給を難しくする要因となる。そこで、保証を付けること

によって金融機関の信用リスク負担を取り除き、金融機関から中小企業への

資金供給をスムーズにしようというのが信用保証制度である。  

 中小企業庁の「信用補完制度の在り方に関する検討小委員会とりまとめ」5 

によると、中小企業の 4 割が信用保証協会を利用しており、また中小企業向

け貸出残高の 12％に保証協会の保証が付いている。このように、中小企業の

資金調達において大きな役割を果たしてきた信用保証制度だが、見直しを迫

られている。 

 信用保証制度はバブル崩壊以降、その規模を拡大させてきた。それにより、10 

中小企業の資金制約を緩和し、倒産防止に効果を発揮する一方で、制度に

係る収支状況は大きく悪化し、消すことができない財政負担を生じさせる結果

にもなっている。7 

 

２―４直接金融  15 

 直接金融は、貸し手と借り手に直接資金を融通する方法であり、リスクは貸

し手が負う。先に言及したが、中小企業は資金調達手段として直接金融を用

いることは少なく、直接金融で資金を調達できるのはごく一部の企業に限られ

ているのが実情である。近年、マザーズやヘラクレスなどの新興市場が創設さ

れるなど、中小ベンチャー企業の資金調達環境が整備されてきてはいるが、20 

直接金融で資金を調達できる中小企業がごく一部であることに変わりはない。  

直接金融の具体例としては、以下が挙げられる。   

  

２－４－１社債  

 社債は大きく、公募債と私募債に分類される。  25 

 公募債は、広く一般に対して投資家を募集して証券を発行する。そのため

公募債では、金商法開示規制により有価証券通知書や有価証券届出書を

                                                   
7 薮下  史郎 , 武士俣  友生 (2006)『中小企業金融入門  第 2 版』より 
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提出する必要があるため中小企業が利用するのは難しい。 

 一方、私募債は決まった少数の投資家を対象とするため、金商法開示規制

を受けず、中小企業が利用可能な資金調達方法となっている。  さらに、私募

債は少人数私募債と、銀行など金融機関のみに対して発行する金融機関引

受私募債の 2 つに分類することができる。  5 

 少人数私募債は、親族や取引先企業といった縁故者を対象にして発行さ

れる。銀行融資と違って、他機関からの客観的な審査が必要無く、社債を引

受けてくれる縁故者がいれば発行することができるのがメリットである。従って、

少人数私募債は、金融機関に引受けてもらうほど財務体質が良好ではない

企業や、銀行借入が困難な企業にとって有効な資金調達手段であると言え10 

る。しかし、以下のようなデメリットもある。まず、一括償還のため、償還時に向

けて償還資金を毎年積み立てておく等の自己管理が必要となる他、償還期

限での負担が大きくなることが特徴として挙げられる。また、社債の募集は縁

故者に行うことが原則のため、必要な資金が調達できない場合がある。  さら

に、少人数私募債は、担保や保証人がいないため、信用面のリスクが高く、引15 

受け手がみつけにくい場合があるため、明確な事業計画書の策定・作成、定

期的な報告が不可欠となる。  

 金融機関私募債は金融機関を対象に債券を発行し、現在は信用保証協会や

銀行による保証付私募債が金融機関引受私募債の主流である。利用するため

には、それらが設定した適格要件を満たす必要があり、少人数私募債より利用20 

できる企業は限られるものの、公募に比べると圧倒的にハードルは低い。金融

機関私募債を発行するという事は、第三者機関の承認を受けるわけであるから、

自社の財務の健全性をアピールすることができ、信用力が向上する点が良い

点ではあるが、発行手数料が高く、私募債を発行する企業側の負担は大きく

なると言える。8 25 

 中小企業の資金調達構成割合を見ると、社債の利用割合は、全体の 1％

にも満たず9、そのデメリットからも利用している企業は少ないと言えよう。  

                                                   
8 藤井一郎 (2010)「やさしい金融講座」p.31 
9 財務省 HP「法人企業年報」 (注 )中小企業は資本金 1 億円未満の企業とする。 
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２－４－２コマーシャルペーパー  

 コマーシャルペーパー(Commercial Paper)は、一般に CP と呼ばれる。短

期社債とも称される通り、社債の償還期間が通常１年以上なのに対して、コマ

ーシャルペーパーの償還期間は通常１年未満で、特に１カ月ものや３カ月もの5 

が多い。また、その金利水準は、企業の信用力を反映して決まるため、通常

は短期プライムレートより低いコストで資金を調達できることが多い。  

 

２－４－３株式  

 一般的に株式による資金調達は、上場に伴う株式公開が求められる。しか10 

し、上場基準は、経営規模、情報管理体制の整備、情報開示等多岐に渡り、

中小企業にとっては厳しいものとなっている。そのため、大企業にとって株式

上場は標準的な資金調達手段となっているが、一般的な中小企業にとって

上場は現実的ではない。中小企業の中でも特に、株式上場は、ベンチャー企

業と関わりの深い資金調達方法となっているため、詳細は後述する。  15 

 

２－５市場型間接金融  

 資本市場に直接アプローチすることが難しい中小企業のような資金需要者

に対し、金融機関が市場から調達した資金を融資し、間接的に市場の資金

を供給するこのような仕組みを市場型間接金融と呼ぶ。  20 

 市場型間接金融の代表例として、資産担保証券が挙げられる。資産担保

証券は、アセットバックトセキュリティ（Asset Backed Security）、略して AB

S とも呼ばれ、各種資産の信用力やキャッシュフローを担保として発行される

有価証券の総称をいう。これは、米国で主に貸付債権等の流動化やオフバラ

ンス化を目的として開発され、基本的にはキャッシュフローを生み出すものなら25 

ば何でも担保にすることが可能であり、具体的には、ローン債権、売掛債権、

リース債権、クレジットカード債権など様々な債権や商業用不動産などの資産

を裏付けにして発行されている。また、日本においては、信用リスクの分散化

や移転を通じた企業金融の円滑化を図ることを期待して、1998 年に旧証券

取引法（現・金融商品取引法）の有価証券として認められたことにより、現在、30 
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企業は所有する債権や不動産などの資産の信用力やキャッシュフローを裏付

けにして、社債や CPなどを発行して資金を調達することが可能になっている。

(iFinance より引用 ) 

  

２－６公的金融  5 

 前節まででは、中小企業金融における民間部門について述べたが、本節で

は行政や公的機関による中小企業への資金供給について述べたい。公的金

融は、中小企業金融全体の中では、民間部門と比較すると非常に小さいウエ

イトしか占めていない。それでも、我が国は中小企業に多くの公的な資金を供

給している国であり、個別の企業の中には、公的機関に資金調達を依存して10 

いる例も少なくない。  

 公的金融機関は、公共的な目標達成を目的とした金融機関のことを指し、

国（政府）が経済発展や国際協力、産業の育成、国民生活の安定などといっ

た「一定の政策」を実現することを目的とした機関である。現在、政府系金融

機関（日本政策金融公庫、日本政策投資銀行、国際協力銀行、商工組合15 

中央金庫）、特殊法人（沖縄振興開発金融公庫）、独立行政法人（住宅金

融支援機構、国際協力機構、福祉医療機構、奄美群島振興開発基金）など

がある。一般に公的金融機関では、金利や連帯保証人、融資期間、審査基

準など借入条件も、民間金融機関より借りやすくなっている。 (iFinance より

引用 ) 20 

 公的資金には(1)融資 (間接金融 )、(2)株式や社債の引き受け(直接金融 )、

(3)補助金・助成金の 3 種類がある。実際に公的資金を利用している中小企

業が多く採用している制度は、 (1)の融資である。そのため、本章では中小企

業の資金調達において重要な役割を果たしている政府系金融機関、また、

政府系金融機関と同様に、中小企業金融を公的に支えてきた機関である信25 

用保証協会について論ずる。  

 

 

 

 30 
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図表 2-6 公的金融機関の分類  

 

(出典 )薮下史郎・武士俣友生 (2006)『中小企業金融入門  第 2 版』p.129

筆者作成  5 

 

２－６－１政府系中小企業金融機関  

 政府系中小企業金融機関には、政府が全額出資している国民生活金融

公庫、中小企業金融公庫と、政府以外に一部を商工組合等が出資している

商工組合中央金庫がある。(※ただし、沖縄県については、沖縄振興開発金10 

融公庫が両公庫に代わって同様の業務を行っている) 

 中小企業金融公庫と国民生活金融公庫は全額政府出資の金融機関で、

中小企業金融公庫が比較的規模の大きい企業を顧客とするのに対し、国民

生活金融公庫は小規模な企業を対象としている。  

間接金融 

政府系中小企業金融機関 

国民生活金融公庫 

中小企業金融公庫 

商工組合中央公庫 

沖縄振興開発金融公庫 

中小企業基盤整備機構 

国・都道府県 

地方自治体 第３セクター等 

直接金融 

中小企業投資育成 

中小企業基盤整備機構 
ベンチャーファンド再生ファ

ンド 

新規事業投資 

中小企業振興公社等 

補助金 

国 

都道府県 

信用保証協会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
小
企
業 
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２－７助成金・補助金  

 助成金や補助金は国や自治体が中心となって提供している、返済不要の

資金のことである。「助成金は要件を満たせば原則誰でも受け取れるが、補助

金は審査が多い」といった区分がされることが多いが、多くは使途が限定され5 

るなど、条件・制約が多いという特徴を有する。返済不要という特性上、創業

間もない企業や、BS の小さい企業には需要の大きい資金調達手法である。  
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第３章ベンチャー企業特有の資金調達  

 本節では、ベンチャー企業特有の資金調達手段について述べる。ベンチャ

ー企業は中小企業と同義とはいえど、創業時特有の資金調達方法をとって

いる。 

ベンチャー企業の資金調達は成長ステージやその各時期に必要な調達額5 

等により、資金提供者が大きく異なる。大きく分けて図 3-1 のようなパターンが

多いといえるが、上場に至った企業の実例等を見ると、ベンチャーキャピタル

の果たす役割が大きいことがわかる(図 3-1)。以下では各資金提供者につい

て、その投資目的や投資の実態について詳しく見ていくことにする。  

 10 

 図表 3-1 会社規模と創業年数の違いにおける資金調達手段  

 

(出典 )筆者作成  

 

３－１ エンジェル投資  15 

 エンジェル投資とは創業前あるいは創業間もないベンチャー企業に対して、

個人投資家が資金提供を行うことであり、投資家は投資先の株式を対価とし

て取得しキャピタルゲインを得ることが目的である場合が多いが、ベンチャー

企業で成功を収めた起業家が次世代の起業家育成のために社会貢献的な

意味合いで出資しているケースもあり、投資の目的は様々であるといえる。以20 

下の表からエンジェル投資の額や件数を見てみると、投資額・件数ともに日本
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はアメリカ対比で大きく後塵を拝する状況であることが分かるが、その理由とし

ては、アメリカが起業において強固なエコシステムを築いていることが挙げられ

る。 

 

図表 3-2 米国と日本のエンジェル投資家動向比較  5 

 日本  アメリカ  

エンジェル投資

額  

約 9.9 億円 (2011 年度 ) 229 億ドル(約 2.3 兆円 ) 

エンジェル投資

件数  

45 件 (2011 年度 ) 67,000 件  

エンジェル投資

家数  

834 人 (2010 年度 ) 268,000 人  

VC 投資額  約 1,240 億円 (2012 年

度 ) 

267 億ドル(約 2.7 超円 ) 

（出典）伊藤元重 (2014)「中長期の安定した投資の推進に向けて」p.3 

<http://www5.cao.go.jp/keizai -shimon/kaigi/minutes/2014/0220/shi

ryo_05_2.pdf> 

 

 10 

３－２ VC 

 ベンチャー企業の株式を取得し最終的な Exit により売却益を得ることを目

的とした機関が、ベンチャーキャピタル(以下 VC)である。独自の評価基準のも

とベンチャー企業を評価し、株式を取得した後は資金や経営判断の面で当

該企業をサポートすることで、企業価値の向上を目指す。日本では、広く浅く15 

少額を投資する VC が多く、その総額は他国と比べても非常に小さいものとな

っている。以下の図は VC による投資の額を GDP 比で示したものであるが、

日本の（VC 投資額 /GDP）は米国の 1/7、韓国の 1/2 と非常に小さい割合を

示している。 

 20 
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図表 3-3 各国の GDP に対する VC 投資額  

 

(出典 ) OECD(2017)”Entrepreneurship at a Glance 2017”p.125 より5 

筆者作成  

<http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3017051e.pdf?ex

pires=1509862526&id=id&accname=guest&checksum=D8E2FEAE3

C48A51E9B60864554327752> 

 10 

図表 3-4 VC の投資回収手段内訳 (2007 年度 ) 
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(出典 )奥谷貴彦 (2012)「ベンチャー企業の資金調達」(大和総研 Economic

 Report) <http://www.dir.co.jp/souken/research/report/capital-mkt/

12030201capital-mkt.pdf>より筆者作成  

 

３－３ CVC 5 

多くの事業会社が新規事業開発などを目的として投資目的の子会社など

を作ることがあり、これをコーポレートベンチャーキャピタル (以下 CVC)と呼ぶ。

図表 3-4 でも見て取れる通り、日本での CVC の投資割合は VC の半分程度

にとどまっているが、CVC には財務リターンだけでなく事業シナジーを生みや

すいという性質があり、今後さらなる拡大が期待される投資形態でもある。  10 

 

図表 3-5 上場までの資金調達金額の内訳  

 

(出典 )奥谷貴彦  (2012) 「ベンチャー企業の資金調達」(大和総研  Econo

mic Report)p.6 <http://www.dir.co.jp/souken/research/report/capit15 

al-mkt/12030201capital-mkt.pdf>より筆者作成  

 (注 )上場したベンチャー企業  34 社の上場までの資本調達額の内訳。セブ

ン銀行とネットイヤーグループを含まない。  

 

図表 3-6 CVC ファンドの狙い  20 

個人投資総額 

17% 

CVC投資総額 

27% 

VC投資総額 

56% 

上場までの資金調達額の内訳 
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(出典 )青木義則  (2016) 「【M&A インサイト】CVC ファンドを活用した事業シ

ナジー創出で押さえておくべき 5 つの視点」(M&A online)<https://maonli

ne.jp/articles/pwcmp_1?page=5> 

 5 

３－４ IPO  

 ベンチャー企業の目標ともされることがある資金調達手法の一つに IPOがあ

る。これは株式の新規上場のことであり、時価総額や株主数など多くの基準を

クリアした企業のみが活用できる資金調達手法の一つである。上場後は情報

開示など多くの負担を強いられるものの、その裏返しとして企業の信用を高め10 

ることが出来る側面もある。日本のベンチャー企業は比較的この IPO を活用

する傾向がある。 

 

 以上より、第 2・3章では中小企業の資金調達手法とベンチャー特有の資金

調達手法について述べた。次章以降では、創業間もなく、新分野・技術を背15 

景にビジネスを行うベンチャー企業に焦点を当てて課題を発見し、政策を論

じていく。理由としては、第 1 章にて開業率と GDP 成長率は正の相関関係が

あると述べたように、ベンチャー企業は今後の日本における新しい技術やビジ

ネスの創出元であり、昨今低迷する日本の GDP 成長を今後促進していく存

在であると考えたためである。   20 
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第４章  ベンチャーファイナンスの課題  

 本章では、日本が国際的に見てベンチャー企業への投資・起業活動が低

水準であることを確認した後、ベンチャー企業への投資額の多寡が起業活動

の活況に繋がることを示す。日本のリスクマネー供給構造ではハイリスクで多

額な投資を許容しない。しかし、近年ベンチャーファイナンスは年々投資額を5 

増やしている状況にあり、なぜそのような上昇が起きたのかを調査した結果 C

VC の勃興が背景にあることが分かった。CVC は日本特有の大企業の金余り

問題と符合しており、ベンチャーファイナンスを今後成長させていくうえで大き

なカギであると考えられた。以下に分析する。 

 10 

４－１ベンチャー投資実行額の国際比較  

 

 ベンチャー投資において、日本は遅れていると言われて久しい。下のグラフ

は 2011 年から 2015 年のベンチャー投資実行額の国際比較を示したもので

ある。10日本は、投資実行額・投資件数どちらにおいても各国と比べると低い15 

水準にあることが分かる。これは、日本でのベンチャー企業の資金調達が他

国と比較して活発でないことを裏付けている。  

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

                                                   
10一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(2016)「ベンチャー白書

2016」p.4 データより  
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図表 4-1 ベンチャー投資実行額の国際比較（米国・欧州・中国・日本）  

 

 (出典 )一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター (2016)「ベンチャ

ー白書 2016」p.4  

<http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-content/files/2016_VECYEARB5 

OOK_JP_VNEWS_09.pdf> 

（注  1）欧州：件数ではなく、投資先「社数」を統計数字として使用   

（注  2）欧州：欧州内の投資家［VC を含む  PE 会社］による投資（欧州外

への投資を含む）  
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（注  3）日本のみ年度ベース（4 月～翌年  3 月） 

 

図表 4-2 2015 年の一社当たりのベンチャー投資実行額  

 

(出典 )図表 4-1 より筆者作成  5 

 

また、図 4-2 は一社当たりのベンチャー投資実行額を年度別に比較したも

のである。図から、日本は、中国・米国に比較して一社当たりの投資実行額が

少額になっていることが読み取れる。  

以上 2 つのデータより、日本においてベンチャー企業への投資が活発に行10 

われていないことが分かった。では、一体投資実行額の多寡によってベンチャ

ー企業の成長機会に影響があるのだろうか。次節では、ベンチャー企業と投

資額の相関について考察したい。  

 

４－２起業活動と投資額の関係  15 

 日本の起業活動の低さは、２つの要因から考えることができる。第一に、アー

リーステージにある企業が創業のための資金を集めることが容易でない点。ま

た、ベンチャー企業の挑戦を許容できる、高リスク資金 (リスクマネー)供給が少

額である点であることが挙げられる。  
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図表 4-3 ベンチャーキャピタル投資額と起業活動の関係 (2013 年 ) 

 

(出典 ) 保志泰・神尾篤史 (2014)「リスクマネー供給構造の現状と課題～国

際比較でみた直接・関節のパイプ～」p.66 

<http://www.dir.co.jp/research/report/capital -mkt/20140602_008565 

8.pdf> 

 

 上図は、ベンチャーキャピタル投資額と企業活動の相関を示したものである。

リスクマネー供給と企業活動は正の相関関係を示しており、投資の行き届い

ている社会ほど、企業活動も活発であるということがわかる。  10 

 

４－３リスクマネー供給源の模索  

 前章で見た通り、日本企業の借入金依存度は低下し続けている。これは、

金融機関の資金供給が存在感を弱めていることに等しい。リーマンショック以

降の金融規制の強化から、銀行はリスク資産保有について慎重にならざるを15 

得なくなり、金融機関はリスクマネーへの投資に消極的になっている。そのた

め、どこからリスクマネーを供給するのかという点は、日本において大きな問題

である。 

 

 しかし近年、ベンチャー企業への資金調達が活発化している傾向がみられ20 



   

 

30 

 

 

ている 

 

図表 4-4 ベンチャー企業における資金調達額推移  

。  

(出典 )岡俊一郎 (2017)「736 社の調達金額分析から見えてきた、資金調達5 

ブームの裏にある「法則」」  

<http://venturenavi.dreamincubator.co.jp/articles/report/864/>  

 

 ジャパンベンチャーリサーチの調査によると、2016 年の国内未公開ベンチャ

ー企業 (IPO 企業の上場前を含む)における資金調達額は、2008 年以降下10 

降線をたどっていたが、2013 年には増加に転じ 14 年には 1390 億円、15 年

には 1716 億円となり、16 年は 2099 億円となっている。これは、最も落ち込ん

でいた 2012 年から 3.3 倍の調達額となっている。つまり、昨今の日本では、

額としては米国や中国に劣るものの、リスクマネー供給が増加しているのであ

る。金融機関がリスクマネーに対して消極的な中、どの主体が投資をしている15 

のだろうか。11 

 

 

                                                   
11岡俊一郎 (2017)「736 社の調達金額分析から見えてきた、資金調達ブーム

の裏にある「法則」」より 
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図表 4-5 日本の CVC ファンド組成額（金額ベース）  

 

(出典 )経済産業省 (2015)「民間企業のイノベーションをめぐる現状」p.36 

<http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/sangyougijutsu/kenk5 

yu_kaihatsu_innovation/pdf/001_s01_00.pdf> 

 

 2012 年からの資金調達額増加の背景には、CVC があるということが分かっ

ている。ベンチャー企業の資金調達方法として CVC は年々存在感を増して

いる。図表 4-5 からわかるように、2013 年 213 億円・全体の 11%、2014 年に10 

は 462 億円で全体の 43%と、資金調達額の増加の要因は CVC の参加であ

ったことがわかる。 

 

 CVC は資金供給元が大企業であり、日本特有の大企業の金余りという問

題に符合している。近年の資金調達額の増加は CVC の参入であることがわ15 

かったが、私たちは CVC こそが日本のベンチャー企業資金調達方法として最

適であると考えた。現状でも国際的に十分な資金調達額とは言えず、これか

らもさらに興していく必要がある。次章では日本における CVC の可能性につ

いて考察していく。  
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第５章  提言  

５－１ CVC がなぜ必要なのか  

 本章ではベンチャーファイナンスにおいて、CVCによるファイナンスの活性化

に繋がる提言を行う。第 3 章において、エンジェル投資、VC、CVC、IPO によ

るベンチャーファイナンスについて述べた。エンジェル投資に関しては、日本に5 

おいてエンジェル投資は活発でなく、米国のようなエンジェル投資家とのコミュ

ニティ形成も未発達であるため、円滑な資金調達手法とは言えない。IPO は

レイター期である程度事業規模が大きくなければ上場できないため、創業間も

ないベンチャーベンチャー企業には向かない。VC と CVC がベンチャーファイ

ナンスに最適である中で、「なぜ CVC が必要なのか」についてこれから述べ10 

る。 

 下図より、現在の日本における Exit は IPO が主体となっていることが分かる。

一方、ベンチャーファイナンスが活発である米国は M&A の Exit が圧倒的に

主流である。 

 15 

図表 5-1 日本と米国の Exit 比較  
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 (出典 )Speeda「2017 年最新版  国内ベンチャーの Exit 動向をみる」< htt

ps://jp.ub-speeda.com/analysis/archive/67/>より筆者作成  

 

 エンジェル投資がほとんどなく、VC によるベンチャーファイナンスがメインであ5 

る日本において、Exit という観点からベンチャー企業への投資機会が減って

いる可能性がある。そこで、ベンチャーファイナンス活性化のためには M&A に

よる Exit が活発になることで、投資機会が増えると考えた。現在の日本にお

いて VC による出資段階での想定 Exit は IPO を主体に考えられており、Exi

t の難易度として IPO は M&A よりも難しい。IPO 時には株式売却の手続き10 

や上場コストがかかる。例として、東京証券取引所マザーズの上場基準を取り

上げる。下図は東京証券取引所マザーズの上場基準であり、IPO での Exit

を目指すには下記の 11 項目の条件をクリアする必要がある。上場基準には①

企業内容、リスク情報などの開示の適切性  ②企業経営の健全性  ③企業の

コーポレートガバナンス及び内部管理体制の有効性  ④事業計画の合理性  15 

といった観点から上場の判断が下される。12 

 

図表 5-2 東証マザーズ上場規定  

項目  上場規定  

                                                   
12 東京証券取引所 HP「上場審査基準」  
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(1) 株主数  200 人以上  

(2) 流通株式  
2000 単位以上  

流通株式時価総額 5 億円以上  

(3) 時価総額  10 億円以上  

(4) 事業継続年数  

新規上場申請日から起算して、1 年前以前

から取締役会を設置して継続的に事業活

動をしていること  

(5) 純資産の額  - 

(6) 利益の額又は時価総額  - 

(7) 虚偽記載又は不適正

意見等  

a. 「上場申請のための有価証券報告書」に

添付される監査報告書（最近 1 年間を除く）

において、「無限定適正」又は「除外事項を

付した限定付適正」  

b. 「上場申請のための有価証券報告書」に

添付される監査報告書等（最近 1 年間） に

おいて、「無限定適正」  

c .  上記監査報告書又は  四半期レビュー

報告書に係る財務諸表等が記載又は参照

される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし  

d. 新規上場申請に係る株券等が国内の他

の金融商品取引所に上場されている場合に

あっては、次の（a）及び（b）に該当するもの

でないこと  

  （a）最近 1 年間の内部統制報告書に「評

価結果を表明できない」旨の記載  

  （b）最近 1 年間の内部統制監査報告書

に「意見の表明をしない」旨の記載  

(8) 株式事務代行機関の

設置  

東京証券取引所（以下「東証」という）の承

認する株式事務代行機関に委託している
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か、又は当該株式事務代行機関から株式

事務を受託する旨の内諾を得ていること  

(9) 単元株式数及び株券の

種類  

単元株式数が、100 株となる見込みのあるこ

と  新規上場申請に係る株券等が、次の a

から c のいずれかであること  

  a. 議決権付株式を 1 種類のみ発行して

いる会社における当該議決権付株式  

  b. 複数の種類の議決権付株式を発行し

ている会社において、経済的利益を受ける

権利の価額等が他のいずれかの種類の議

決権付株式よりも高い種類の議決権付株式  

  c. 無議決権株式  

(10) 株式の譲渡制限  

新規上場申請に係る株式の譲渡につき制

限を行っていないこと又は上場の時までに制

限を行わないこととなる見込みのあること  

(11) 指定振替機関におけ

る取扱い 

指定振替機関の振替業における取扱いの

対象であること又は取扱いの対象となる見込

みのあること 

(出典 )東京証券取引所「上場審査基準」<  http://www.jpx.co.jp/equities

/listing/criteria/listing/>より筆者作成  

 

 上記のような IPO にかかる上場コストを考慮すると、M&A と IPO での Exit

の違いによって出資段階におけるベンチャー企業のバリュエーションに違いが5 

出てくるため、投資機会が減っていると考えられる。VC 出資の段階で M&A

の選択肢を中心に想定することができるようになれば、ベンチャー出資へのハ

ードルが下がり、投資が活発化すると考えられる。  

CVC投資の強化はM&Aの活発化に繋がると考える。これは以下で述べる

CVC投資のハンズオン効果にも通ずるが、CVC側が役員・取締役として投資10 

先企業に対して派遣することで、投資先のモニタリングが可能となる。投資先
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企業のモニタリングを行うことで、ベンチャー企業の健全性を把握することがで

き、ステージに合わせたハンズオン支援・投資、買収の決定が容易になるので

ある。 

 

図表 5-3 CVC 投資の影響  5 

 

(出典 )筆者作成  

 

 CVC 投資は、出資を受けたベンチャー企業・事業会社本体に対して５つの

メリットを生み出すと考えられる。  10 

 第一に、ハンズオン効果である。ハンズオン投資とは、CVCが単に資金提供

だけではなく人材や経営ノウハウなども支援する形で、よりコミットメントの深い

投資を指す。具体的な支援方法として、投資先企業への役員派遣、取締役

会の経営会議への参加を通じたモニタリング、販売開拓支援・提携先紹介、

人材紹介、金融機関の紹介などが挙げられる 13。販売開拓支援・提携先紹15 

介に関しては、新興企業が大きな規模の販路に商品を流通させることは非常

に難易度が高いため、CVC の持つ人脈ネットワークや信用力、交渉力を活か

して、国内外の販路を開拓する支援は有効的である。「日本総研  いま必要と

される CVC への取り組み」によると、1．CVC の親会社の 86％が投資先企業

                                                   
13 忽那 (2011)「ベンチャーキャピタルによる新産業創造」  
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に対し顧客へのアクセスを提供  2．61％がサプライヤーへのアクセスを提供  

3．93％がパートナーへのアクセスを提供  という研究実績がある。一方で出資

事業会社側にとっても、事業会社側とベンチャー企業での対話を通じて親会

社社員にも起業家的な考え方が備わるなど、人材育成や組織の活性化に繋

がるメリットが存在する。 5 

第二に、シナジー効果を生み出す。大企業はベンチャー企業への投資を

通じ、新しい技術や事業の将来性についての知見を得ることができ、投資を

行う大企業においても内部の R&D に役立てる等、企業価値の向上に繋がる。

大企業が自社で研究開発したい内容を機動的で小回りの利くベンチャー企

業に特定分野の研究開発や技術開発を担ってもらうことにより、既存企業が10 

研究開発を単独で行うことに比べ、スピードや質の向上につながるといった効

果が得られたという結果がある。また、CVC 投資の大きい事業会社ほど、企

業価値が高くなることも過去の研究により明らかとなっている14。 

第三に、CVC 投資は大企業・ベンチャー企業の双方において、特許数等

の増加をもたらす。CVC の投資を受けたベンチャー企業は、IPO 後の 5 年間、15 

特許数、特許の引用数ともに VC の投資企業を上回る成果を出しており、イノ

ベーションを活性化させる効果をもたらしている15と評価されている。また、CV

C 投資の多い大企業ほど特許数が増加しており、内部の R&D と外部の CV

C 投資は補完関係にあるといえる。  

第四に、投資収益というメリットをもたらす。例えば、インテルの CVC 部門20 

のインテルキャピタルは、1991 年の投資開始以来、主に 100 万ドル未満の

案件を対象に、アーリーステージ、エクスパンション投資を 57 カ国 1,500 社に

122 億ドル以上投資している。2017 年にはインテルが投資した会社のうち 6

社が IPO、19 社が M&A による Exit を果たしている16。インテルにとって、

投資先ベンチャー企業の成長は、自社製品が扱われる市場を拡大させてい25 

ると同時に、Exit に伴うキャピタルゲインをもたらしているといえる。  

 最後に、name-add 効果である。日本ではベンチャー企業が持つ看板効果
                                                   
14 日本総研「いま必要とされる CVC への取り組み」  
15 日本総研「いま必要とされる CVC への取り組み」  
16 日本総研「いま必要とされる CVC への取り組み」  
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がゼロに近く、経験や他社からの信頼が必要な活動に弱点がある。有名企業

の CVC 部門からの出資を受けることで被出資企業の信用が高まり、更なるビ

ジネス展開や、出資・融資をさらに受けやすくなる。  

 CVC の本体である事業会社 (日本の大企業 )におけるバランスシートは近年、

豊富な余剰資金が蓄積されており、金余りが指摘されている。資金を必要とし5 

ているベンチャー起業家にとって、積極的な投資活動は資金の好循環を生

み出し、日本企業の成長を促進させる。そのため、CVC 投資の活発化は日

本企業にとって最適なのである。  

 VC, CVC による出資の活発化は、資金調達が容易になることで起業者の

起業意欲の増加も見込まれ、より良質な企業の増加に繋がる。  10 

 

５－２ CVC 普及のために  

 CVC のイノベーションへの効用に対する認識が高まり、世界中の企業が取り

組みを進めているなか、日本でも CVC の活動が注目されているものの、実際

の取り組みは一部の企業にとどまっている。日本企業の CVC への取り組みは、15 

必ずしも新しいものとは言えず、2000 年代にも富士通、日立製作所、ビッグロ

ーブ、リクルート、といった企業が IT 分野を主とする CVC ファンドを設立して

いる。しかし、この時期に設立された CVC では戦略、経済面において今一つ

の結果な事例も多い。今日まで続いている企業もあるものの、多くは撤退して

いるか縮小されている。当時は大企業が大手ベンチャーキャピタルに CVC フ20 

ァンドの運用を委託する手法が一般に取られており、その多くは金融機関系

ベンチャーキャピタルであったが、大企業との協業アレンジや新規事業育成に

関するスキル・ノウハウが不足していたため、十分な成果を残せなかった点が

理由の一つとしてあげられる。一方、大企業側でも、ベンチャー企業との協業

促進に適した人材が不足しており、十分な体制を作れていなかったことも要因25 

の一つと言える。過去の教訓を踏まえ、これからの日本において幅広い業種

に CVC が定着するためには、どのような取り組みが求められるのであろうか。  

 

（1）出資企業に求められる姿勢  

 変化の激しいイノベーションに対する対応が求められる業界において、終身30 
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雇用、年功序列、硬直的な給与形態といった日本企業独特の人事システム

を維持する場合、CVC のようなオープンイノベーションを実施するのは難しい。

そのため、組織と人事を最適化することが必要である。そこで、CVC への取り

組みが根付いている企業とそうでない企業との違いを、日米の比較や先行事

例等から観察すると、①運営チームの組成、②出資企業のコミットメント、③ベン5 

チャー・コミュニティとの関係構築、が重要であると考えられる。  

 第一に、独立系 VC 経験者か CVC 経験者によって CVC 運営チームを組

成し、案件が持ち込まれるのをただ待つのではなく、自ら主体的・積極的にベ

ンチャー業界の今後を見据え投資案件を発掘する必要がある。CVC の評判

は担当者による影響を受けやすく、出資企業とベンチャー企業との窓口となる10 

人材は能力の高い人物である必要があり、理想的には、技術とビジネス双方

の専門性を有していることが望ましい。経験のある人材が社内にいない場合

は海外の専門家を招へいすることも視野に入れるべきである。  

 第二に、出資企業は、CVC はすぐに結果が出ない事を認識し、一定量の

資金を確保したうえで、経営資源（資金、技術、人材、設備、販路等）を随時15 

投入し、長期にわたり投資先ベンチャー企業にコミットしていく必要がある。投

資先案件の発掘・決定、ならびに成長ステージごとに必要とされるサポートを

提供していくに当たっては、CVC と各事業部門との綿密なコミュニケーションと

迅速な意思決定が求められる。 

 第三に、長期継続的な取り組みを通じて、ベンチャー・コミュニティでの信頼20 

獲得、ネットワークの構築が求められる。運営チームを組成し、自社の経営と

合致した有望なベンチャー企業を発掘・投資を行っていくには最新のベンチ

ャー動向や新しく創業した企業の情報をどれだけ早く獲得できるかが鍵となる

が、こうした情報は、民間ベンチャー・キャピタル（VC）や支援機関、起業家な

どのベンチャー・コミュニティに集まる。出資企業は、良質な情報取得のために、25 

経営資源の活用やベンチャー企業の買収等を通じて、ベンチャー・コミュニテ

ィにおける存在感をアピールし、信頼関係を構築していくことが求められる。 

 

（2）政府に求められる制度整備  

 CVC への取り組みが、日本の企業社会全体に波及するまでには至らない30 
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今日、リスクを取る大企業に対するインセンティブを付与するなど、政府による

制度面からの後押しも必要であると考えられる。我々が政府に求めるのは、①

企業のベンチャー投資促進税制の恒久化、②ベンチャー企業の Exit におけ

る M&A の円滑化への環境整備、である。  

 第一に、企業によるベンチャー投資を促進する税制等の支援措置の恒久5 

化が求められる。経済産業省が大企業・中堅企業の中小・ベンチャー企業へ

の投資を促す税制優遇として「法人版エンジェル税制」とも呼ばれている「企

業のベンチャー投資促進税制」が存在する。これは、『認定ファンドを通じてベ

ンチャー企業に出資する企業は、認定ファンドが有するベンチャー企業株式

の帳簿価額の５割を限度として損失準備金を積み立て、その積み立てた額を10 

損金算入できる』という税制優遇である。平成 29 年度の法人税等にかかわる

税制改正において、「2017 年 3 月末まで」という適用期限が 1 年間延長され、

「2018 年 3 月末まで」となったが、時限措置がある状態は依然として変わって

いない。時限措置があると長期的な視点を持った投資を行えない可能性が存

在するため、今後日本において CVCを定着させるインセンティブを与えるため15 

には、このような制度は継続させる必要がある。また、長期的・継続的な関与

を促すために、ベンチャー投資の収益を再投資する場合の優遇措置等も検

討すべきと考える。  

 第二に、既存企業とベンチャー企業の間の円滑な M&A の実現のための環

境整備が求められる。５－１で述べたように、日本のベンチャー企業の Exit は20 

M&A 主体のアメリカと比べると IPO に偏重している。CVC 投資の目的は、I

PO によるキャピタルゲイン獲得も目的にあろうが、自社事業との相乗効果が

見込まれる場合には M&Aが有望な選択肢となる。しかし、今の日本において

M&A を簡単に選択肢に入れるのは難しい。ここに CVC 停滞の理由があると

考える。そこで、日本企業が M&A をあまり積極的に行わない理由の一つとし25 

て、従業員を業績ではなく年齢で昇進させる日本型人事システムの存在にあ

ると言える。ベンチャー企業を買収後、大手企業は起業家精神にあふれる創

業者に対して融通の利かない人事システム（ex:年功序列）を押し付ける傾向

があるため、スタートアップ企業の出身者たちは、買収される前に享受してい

た権威や社内における自由、そしてこれまで得ていた賃金を奪われることとな30 



   

 

41 

 

 

る。結果として、ベンチャー創業者がこの扱いに我慢できず、買収の後すぐに

会社を去ってしまい、出資企業が買収した部門は主たる担い手を失い、結果

として低迷してしまうという負のスパイラルを生み出すことにつながっている。よ

って、これからの日本企業は、年齢や勤続年数といった形式的な尺度ではな

く、能力に応じて従業員に給料を払う制度に切り替えるべきであり、企業が必5 

要に応じて人材削減を行えるようになるべきである。しかし、古くから根付いて

きた人事システムを変えるということは、当然終身雇用を念頭に置き働いてき

たこれまでの労働者が突然職を失う可能性を秘めている。そこで最も重要な

のは、労働改革によって職を失った労働者のために、政府が今の時代に必要

な技術を学ぶことができるプログラムや生活保障制度のようなセーフティネット10 

を用意しサポートしていく環境を整えることである。人事制度の変更によって、

一時的に経済は停滞するかもしれないが、CVC を受け企業を成長させた起

業家が M&A によって大企業に会社を売却し、その資金を元手に違うスタート

アップ企業に投資するといった、投資と成長のサイクルがきちんと再構築され

れば、日本企業は更なる成長を遂げるはずである。  15 

 

5－ ３ CVC によって日本は今後どうなるのか  

 日本政策金融公庫総合研究所「2015 年度  起業と起業意識に関する調

査」（下図参照）によると、起業しない理由として、資金面において「自己資金

が不足している」「外部資金の調達が難しそう」という意見が 49.4％と圧倒的20 

に多い。CVC 投資が活発化することによって、M&A での Exit の可能性が高

まるとともに、VC 投資も活発になる。そういったベンチャーファイナンスの活発

化によって、資金調達の実現性を起業家にイメージさせることで起業意欲が

高まる。 

 25 

 

 

 

 

 30 
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 5 

図表 5-4 起業に対する意識  

 

(出典 )日本政策金融公庫総合研究所 (2016)「2015 年度  起業と起業意識

に関する調査」p.14 

<https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_160328_1.pdf>  10 

 

 また、起業家が増えることで世界的に有名になる企業の創出の可能性が高

まる。有名起業家に憧れて起業家を目指す若者も増えると考えられる。起業

と起業意識に関する調査によると、18～29 歳の若者における、起業に関心を

持ったきっかけとして、下図にあるように「他社からの勧め」24.6％、「ロールモ15 

デルの存在」20.0％と他人の影響を受けて企業に関心を持っている。 17その

ため、ベンチャーファイナンスをさらに活発にし、世界的に活躍する企業の創

                                                   
17 日本政策金融公庫研究所「2015 年度  起業と起業意識に関する調査」  
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出は起業家を増やし、起業サイクルに繋がる。  

 

 

 

 5 

図表 5-5 起業のきっかけ 

 

(出典 )「日本政策金融公庫研究所  『企業と企業意識に関する調査』」p.8 

<https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_160328_1.pdf>  

 10 

 シード期に出資を受けた企業が中長期的に大企業へと変遷していく中で、

出資を受けた企業が出資をする側になり、成功した起業家がエンジェル投資

家となってエンジェル投資を活性化させる可能性をもたらす。こうした CVC 投

資の活発化が発端となり、VC、エンジェル投資家といった様々な投資主体が
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増えることで、日本のベンチャーエコシステムの発展に寄与すると考える。  

 

 

 

 5 

図表 5-6 エコシステムのサイクル 

 

（出典）筆者作成  

 他国と比較して起業数の少ない日本において、少子高齢化による企業数の

統合・売却は今後も増加してくると思われる。企業数の減少は必然的に GDP10 

の停滞に繋がり、日本の国際競争力は低迷していく。そういった中で、ベンチ

ャーファイナンスの基盤を強くしていくことは日本企業の発展に貢献し、起業

者の起業意欲に貢献する。 

 

  15 
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終章  

 本稿では、日本経済の発展のためにベンチャー企業の量的・質的な拡大が

必要であると考えた上で、中小・ベンチャー企業の資金調達手段について日

本企業の置かれている環境を踏まえつつ考察した。その考察の下、今後のベ

ンチャーファイナンスに必要なものは「CVCの活性化」であると述べ、そして、C5 

VC を普及する手段として出資企業側に求められる点と政府側に求められる

点について提案した。  

 出資企業に求められる点としては、2000年代に取り組まれた日本での CVC

勃興における失敗点を教訓に、CVC 経験者による運営チームの組成、長期

を見据えたベンチャー企業へのコミットメント、継続的な取り組みを基礎とする10 

ベンチャー・コミュニティとの関係構築を挙げた。  

 政府側に求められる点としては、出資企業へのインセンティブをもたらす企

業のベンチャー投資促進税制の恒久化、M&A 円滑化を可能にする人事シ

ステムへの変更を下支えする、失職者への保障制度といった環境整備を挙げ

た。 15 

 このような取り組みを経て、CVC の活性化が進めば、「CVC を受けて企業を

成長させた起業家が M&A によって大企業に会社を売却し、その資金を元手

に今度は違うスタートアップ企業に投資する」、といった投資と成長のサイクル

を生むことにつながる。これを発端として VC,エンジェル投資家といった様々な

投資主体が増えることとなれば、日本のベンチャーエコシステムは発展してい20 

くであろう。日本経済の根底に存在する少子高齢化による企業の縮小は避け

がたいものであり、CVC を通してベンチャーファイナンスの基盤を強くしていく

ことは日本の経済を支えるに違いない。  

 

  25 
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タルの組織とパフォーマンスに関する研究」  

https://doors.doshisha.ac.jp/duar/repository/ir/23038/zk777.pdf  

17)経済産業省（2017）「企業のベンチャー投資促進税制について」  20 

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/setsumei2.pdf  

18)リチャード・ソロモン（2017）「日本企業は、なぜこんなに M&A が下手なの

か」 

http://toyokeizai.net/articles/-/182671 

19)日本政策金融公庫研究所（2016「「2016 年度新規開業実態調査」  ～25 

アンケート結果の概要～」 

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_160328_1.pdf  

20)SPEEDA(2017)「【2017 年最新版】EXIT 動向をみる」 

https://jp.ub-speeda.com/analysis/archive/67/  

21)iFinance 30 



   

 

48 

 

 

https://www.ifinance.ne.jp/  

22)高  慶元 (2012)「中小企業金融に関する考察」  

http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/18146/2/19

_106-127.pdf 

23)藤井一郎 (2010)「やさしい金融講座」  5 

https://www.yoi-kensetsu.com/shinkou/pdf_sv/201002/11278.pdf  

24)奥谷貴彦  (2012) 「ベンチャー企業の資金調達」(大和総研  Economic

 Report)p.6 

http://www.dir.co.jp/souken/research/report/capital -mkt/12030201c

apital-mkt.pdf 10 

25)一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター (2016)「ベンチャー白

書 2016」p.4  

http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-content/files/2016_VECYEARB

OOK_JP_VNEWS_09.pdf 

26)保志泰・神尾篤史 (2014)「リスクマネー供給構造の現状と課題～国際比15 

較でみた直接・関節のパイプ～」p.66 

http://www.dir.co.jp/research/report/capital -mkt/20140602_008568.

pdf 

27)岡俊一郎 (2017)「736 社の調達金額分析から見えてきた、資金調達ブー

ムの裏にある「法則」」  20 

http://venturenavi.dreamincubator.co.jp/articles/report/864/  

28)東京証券取引所「上場審査基準」  

 http://www.jpx.co.jp/equities/listing/criteria/listing/  

29)磯崎哲也 (2015)『起業のファイナンス 増補改訂版』日本実業出版

社  25 

30)吉野直行 (2006)『中小企業の現状と中小企業金融  (信金中央金庫寄

付講座  中小企業金融論 ) 

31)薮下史郎・武士俣友生 (2006)『中小企業金融入門  第 2 版』東洋経済

新報社  

32)深石圭介・元村康人（2015）『中小企業の資金調達方法がわかる本』株30 



   

 

49 

 

 

式会社あさ出版第一版  

33)清田匡編著 (2006)『中小企業金融をどう理解するか』創風社  

34)忽那憲治編著 (2011)『ベンチャーキャピタルによる新産業創造』中央経済
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