
   

 

1 

 

平成 30 年度 証券ゼミナール大会 

 

 

第六テーマ 

 5 

日本における中小・ベンチャー企業の

資金調達について 

 

 

 10 

 

 

立命館大学 播磨谷ゼミ 

 

  15 



   

 

2 

 

 

目次 

序章  はじめに  .......................................................................................... 3 

第一章  中小企業  ....................................................................................... 4 

第一節  定義  ........................................................................................... 4 5 

第二節  存在意義  .................................................................................... 4 

第二章  中小企業の資金調達  ...................................................................... 6 

第一節  直接金融  .................................................................................... 6 

第二節  間接金融  ................................................................................... 11 

第三節  公的金融  .................................................................................. 13 10 

第三章  ベンチャー企業  ........................................................................... 16 

第一節  定義  ......................................................................................... 16 

第二節  ベンチャーの発展  .................................................................... 16 

第三節  開業率  ..................................................................................... 18 

第四章  ベンチャー企業の資金調達  .......................................................... 20 15 

第一節  ベンチャー企業の成長段階  ....................................................... 20 

第二節  エンジェル投資  ........................................................................ 21 

第三節  クラウドファンディング  .......................................................... 25 

第四節  ベンチャーキャピタル (VC) ....................................................... 31 

終章  終わりに  ........................................................................................ 38 20 

参考文献  ................................................................................................... 39 

 

  



   

 

3 

 

序章 はじめに 

 

 近年の日本は、アベノミクスによる経済回復が見られるものの、長期的には

米国や中国と比べて長らく目立った経済成長は見られない 1。その一方で国内で

は、少子高齢化や一極集中の他、特に地方からの人口の流出が続いており、更5 

なる経済発展を目指す環境としては決して芳しいとは言えない状況にある。政

府はそのような現状を是正すべく地方創生策を打ち出し、国内の経済活動が遍

く活発化することを目指して情報提供や人材支援、財務支援等を積極的に推進

しているが、依然として地方経済の衰退に歯止めが掛からないのが実情だ 2。そ

こで鍵となるのがベンチャー企業をはじめとする中小企業の発展である。地方10 

は比較的物価や人件費が安く、IT インフラも発達した現代では中小ベンチャー

企業にとって事業を展開する際の障壁はさほど高くないことが窺える。しかし

ながら、特にそういった地方企業の資金調達は未だに銀行をはじめとする間接

金融が中心であり、信用力が比較的低い中小ベンチャー企業にとっては円滑な

資金調達は難しい。したがって、地方発の企業はなかなか生まれず、政府の描15 

く、地方創生による活力ある日本社会の発展を阻害する一因ともなっている。  

本稿では、中小ベンチャー企業の主な資金調達手段の特徴を分析したのち、

諸外国と比べて特に国内で利用される機会の少ないエンジェル投資と、近年日

本でも広がりを見せつつあるクラウドファンディングに着目して、現在の日本

で積極的に用いられていない原因や問題点を示す。また、更に今後利用される20 

機会を増やすためにはどのような改善策を施すべきかを考察し、日本社会の現

状も考慮しながら今後の望ましい中小ベンチャー企業による資金調達の在り方

を提言する。中小ベンチャー企業は日本の企業のうちの大多数を占めるため、

その資金調達の選択の幅が広がることは、先述した地方はもとより大都市にお

ける経済の活性化にも大きく寄与することが期待されよう。   25 

                                                   
1 GDP に基づく。  
2 内閣官房・内閣府  総合サイト『施策  - 地方創生』参照。  
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第一章 中小企業 

第一節  定義 

 法律により示されている定義は以下の通りである 3。本稿での中小企業の定義

もこれに準じる。  

 5 

表 1 中小企業の定義  

 条件（①、②のいずれかを満たす）  

主たる事業として営む業種  ①資本額又は出資額  ②従業員数  

製造業、建設業、運輸業、

その他  
三億円以下  三百人以下  

卸売業  一億円以下  百人以下  

サービス業  五千万円以下  百人以下  

小売業  五千万円以下  五十人以下  

中小企業基本法第 2 条 1 項より筆者作成  

 

 2014 年における中小企業数（非一次産業）のシェアは企業数ベース（会社数

＋個人事業者数）で 99.7％、従業員総数（同ベース）で 70.1％を占めており、10 

日本に存在する企業数のほとんどが中小企業であることがわかる。また、「財務

省法人企業統計季報」によると、2015 年第四四半期における経常利益は大企業

が約 9.9 兆円であり、これに対し中小企業が 5.2 兆円を計上した。一方で、同

期間における売上高ベースでは大企業が約 139 兆円、中小企業が 126 兆円と、

中小企業による経済活動の重要性が認められる。したがって、日本経済発展の15 

牽引役として中小企業の成長は不可欠であり、これらの企業の成長源となる資

金の調達を議論することは有意義であると考える。  

 

第二節  存在意義  

 上記の通り、中小企業が日本経済に及ぼす恩恵は絶大であるが、具体的には20 

主に①大企業の下請けとしての役割（補完者）、②雇用の大半を担う役割、③企

                                                   
3 中小企業基本法第 2 条 1 項より  
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業の成長プロセスの一部としての役割、④サプライチェーンの一角を担う役割、

⑤イノベーションを創出する役割に大別される。  

 まず、①大企業の下請けとしての役割（補完者）に関しては、米国などでは

垂直統合型の生産システムの採用が目立つが、日本では多くの大企業が企業間

分業の形式を採っているため、中小企業への外注依存度が高く、大企業の業務5 

の補完役としての機能が指摘される。続いて、②雇用の大半を担う役割に関し

て、一般的に大都市における雇用では、大企業への集中が目立つが、地方に視

線を向けると中小企業による雇用が大半を占め、中小企業の存在の重要性が認

められる 4。次に、③企業の成長プロセスの一部としての役割であるが、現存す

る中小企業の中には、将来的に大企業へと成長する企業も含まれている。さら10 

に、④サプライチェーンの一角を担う役割として、①でも述べた通り、日本の

流通は米国の垂直統合型とは異なり、中小企業を絡めた取引が多く散見する。

この構造が GDP に与える影響は計り知れず、この観点からも中小企業の存在は

無視できない。最後に、こういった中小企業は⑤イノベーションの担い手とし

ての役割も期待される。ここで言うイノベーションとは、技術的な革新のこと15 

のみを指す訳ではなく、組織論についての意味も内包されており、シュンペー

ターは「新結合」で以下の五点を新結合として挙げている 5。  

 

⚫  新しい生産物または生産物の新しい品質の創出と実現  

⚫  新しい生産方法の導入  20 

⚫  産業の新しい組織の創出  

⚫  新しい販売市場の創出  

⚫  新しい買いつけ先の開拓  

 

中小企業間のネットワークがこれらのイノベーションの草分けとなることが25 

期待されている。  

  

                                                   
4 全国の労働者のうち 71%が中小企業に属している（安達他（2018）より）。  
5 Schumpeter (1926) 『経済発展の理論』  
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第二章 中小企業の資金調達 

第一節  直接金融  

 直接金融とは、有価証券を発行して投資家（資金余剰者）から資金を調達す

ることであり、具体的には主に株式の発行、社債の発行、 CP（コマーシャル・

ペーパー）の発行の 3 種類がある。ここでは、これら 3 種類の手段を個別に考5 

察していく。  

 

a.株式  

 日本で発行されている株式の大半は、株主としての権利に特に制限のない普

通株式であるが、それ以外に株主の権利を特定の内容や範囲に限った種類株式10 

がある。2002 年の改正商法で様々な種類の種類株式を発行することが可能にな

った。例えば、配当や残余財産の配分において優先的な権利を持つ優先株式、

権利が普通株式に比べて劣後して扱われる劣後株式、議決権が制限されている

議決権制限株式、などが挙げられる。種類株式を利用する具体例としては、中

小企業、特に成長性のあるベンチャー企業の創業者に出資比率以上の議決権を15 

付与するケース、あるいはベンチャーキャピタル (VC)（後述）に対して取締役

の選任といった特定事項に関してのみ議決権を与えるケースなどが考えられる。 

株式による資金調達では、「経済的利益の分配」と「経営への関与」という両

面を配慮する必要がある。「経営への関与」を配慮しない株式の発行は、他企業

からの乗っ取り、ならびに支配されるリスクが増加してしまう恐れがある。こ20 

のようなリスクに対して種類株式を活用し、企業と資金調達者の状況や利害に

応じた条件を織り込むことができれば、増資による資金調達の可能性が拡大す

ると考えられる。  

 米国では多岐にわたる業種において、創業者等が議決権の多い種類株式を保

有しており、Google(ネット検索)、Facebook(SNS)、Dolby(音響技術開発 )とい25 

った企業が活用している。日本においては 2008 年に東京証券取引所が「議決権

種類株式」の上場制度を整備したが、2014 年にロボットスーツに開発などで知

られる筑波大学発のベンチャー企業、 CYBERDYNE 株式会社が種類株スキームを

活用した IPO（新規株式公開）を行うまで実施されてこなかった。  

 上場せずとも株式の発行はできるが、その場合はその企業の役員や社員、関30 
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連会社などが株主となっているケースが多く、資金調達の幅が狭まってしまう。

そのため多くの企業、特にベンチャー企業などは、 IPO を経て資金調達能力の

向上を目指す場合が多い。  

 企業が自社株式を上場させるメリットとして、時価発行公募増資や新株予約

権付社債による「資金調達能力の向上」、経営管理体制の整備や恒常的な収益拡5 

大体質の確立による「社内体制の整備」、強み・弱み、競合他社等の把握やマー

ケット分析による「アナリスト分析による自社現状判断」、創業者・大株主が上

場時の売り出した際のキャピタルゲインの獲得による「創業者利潤の獲得」、イ

ンセンティブ制度活用による「役員・従業員の士気高揚」、優秀な人材確保、営

業面でのビジネス機会の拡大による「信用力・知名度の向上」が挙げられる。  10 

 

b.社債  

一般企業が発行する債券のことを社債、あるいは事業債と呼ぶ。社債は、「主

に中長期の資金を調達する際に発行する債券のこと」を指す 6。社債のメリット

としては、株式とは違い、社債購入者には経営に参加する権利が与えられてい15 

ないため、経営の干渉を受けない点や、社債発行により調達された資金は使途

が限定されていないため、自由に使うことができる点などが考えられる。一方、

デメリットとしては、社債発行に際して事務手続きや管理コストの増加が懸念

される点や、社債は株式と異なり借金扱いとなるため、債権者に弁済する必要

があり、償還に向けた計画的な積み立てが必要となる点などが考えられる。  20 

また、担保の有無によって、無担保社債、担保付社債、一般担保付社債に分

けられる。さらに、募集形式によっても分類され、不特定多数の投資家に販売

する公募債と、特定少数の投資家向けの私募債などがある。  

公募と私募については、金融商品取引法で規定されている。公募とは、不特

定かつ多数 (50 人以上 )の一般投資家を相手方として勧誘する場合を指してい25 

る。私募とは、有価証券投資に関する専門的知識や経験を有する適格機関投資

家のみを相手とする場合 (プロ私募)、あるいは少数 (50 人未満)の者を勧誘の相

手方とする場合 (少人数私募 )、となっている。公募の場合は、不特定多数の投

                                                   
6 岡村他（2018）より  



   

 

8 

 

資家から資金を集めることが可能となる一方、投資家保護のために規制や情報

開示、事務手続きなどが厳しくなっている。私募の場合は、相手方が少数であ

り、投資判断力や経験などに優れた機関投資家が相手方となるため、規制や手

続きが緩やかとなっている。  

少人数私募債は、少人数の縁故者や取引先を対象として発行する社債のこと5 

で、通常の社債に比べて手続きを簡素化できる、また無担保で発行可能である、

などといったメリットに加えて、社債の募集総額や利率、利息支払日などを企

業側が自由に設計できるといったメリットがある。一方で、中小企業にとって、

「自由に設計できる」という面は、中小企業に投資家向けの商品設計のノウハ

ウがないため足かせとなる場合がある。これまで、有限会社などでは、少人数10 

私募債を利用できなかったが、2006 年の新会社法ですべての会社に活用の道が

開かれるようになった。これにより、少人数私募債は、中小企業の直接金融の

手段として、より活用の幅が広がると考えられる。また、少人数私募債を発行

するには条件があり、①社債購入者の募集を 50 未満とすること、②購入者の中

に適格機関投資家がいない、③社債総額を最低券面額で割った数が 50 未満で15 

あること、となっている。  

少人数私募債による資金調達を成功させるためには、社債購入者と良好な信

頼関係を築くことが重要であると考えられる。そのために必要なこととして、

①積極的な情報開示、②社債の管理、③適切な社債利率の設定、④社債の償還

に備えた計画的な資金管理、が考えられる。  20 

 

c.CP(コマーシャル・ペーパー ) 

 CP とは、「発行期間が 1 年以内の無担保約束手形のこと」をいう 7。つまり、

短期の運転資金調達用の制度である。そのため、自己資本の充実による財務内

容の改善といった目的には不向きである。しかも CP の発行は、証券会社などの25 

ディーラーを通してしか行えず、ディーラーが扱える CP は A3 格相当以上の格

付けを取得したものに限られるため 8、一般の中小企業が発行することは、現実

的には不可能である。  

                                                   
7 岡村他（2018）より  
8 国内 CP 取扱い規程第 7 条より  
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d.まとめ  

 中小企業が行っている直接金融による資金調達の現状として、図 1 の通りそ

もそも直接金融からの資金調達を行なっていない中小企業が 51.2%、代表者、

家族の出資が 44.0%となっておりこの 2 つが 95.2%を占めていることがわかる。

実際に株式や社債、CP を発行している企業はほとんどなく、中小企業が用いら5 

れる資金調達のうち、従来の直接金融による資金調達は不向きであると考える。

増資の目的に関しても、図 2 の通り 81.1%9の企業が最低資本金を満たすためや、

財務内容を改善するために増資をしていることがわかり、企業の成長に対する

投資が十分でないことが明らかである。そもそも直接金融による資金調達の意

思が約 8〜9 割の中小企業にない。それは、 VC や投資家から資金を調達するだ10 

けの信用力や成長力のない企業が多いからである。直接金融は間接金融とは比

べものにならないほど企業の力が問われるものであり、ほとんどの中小企業に

とって、銀行などに代わる資金調達の選択肢とはなり難く、現実的に資金調達

に際して、「代表者、家族の出資」以外の直接金融を利用している企業は少ない。  

 15 

図 1 直接金融による資金調達の有無（複数回答、％）  

 

藪下、武士俣（ 2002） p118 より筆者作成  

(注 )中小の法人企業についての集計。  

                                                   
9 41.1%+39.7%=81.8% 
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図 2 増資の目的（複数回答、％）  

 

中小企業金融入門（ 2002）藪下、武士俣  p118 より筆者作成  

(注 )増資を行った中小企業についての集計。  

 5 

しかし、ほとんどの中小企業が直接金融を必要としていないからといって、

直接金融市場の改善や充実が不必要だというわけではない。直接金融でなけれ

ば得られにくい資金需要もある。その一つが研究開発の資金である。研究開発

の成果は、いつ得られるのかもどれくらい得られるのかも不確実であり、まっ

たく成果が得られない場合もある。決まった時期に決まった金額を返済しなけ10 

ればならない銀行借り入れでは、原資として不安定である。リスクの高い研究

開発資金は、その成功を信じる投資家によって賄われるべきであると考える。  
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第二節  間接金融  

間接金融とは、資金供給者と資金需要者を媒介するディーラーからの借入れ

によって資金調達することをいう。  

 

a. リレーションシップバンキング  5 

リレーションシップバンキングとは、「企業と銀行との長期的・継続的な取引

関係のもとで行われる金融サービスのこと」で 10、長期継続的な取引に基づく

定性情報を重複した融資手法である。銀行側からすると、長期継続的な取引関

係を通じて、借り手企業のさまざまな情報を蓄積し、融資の際の判断材料やほ

かの金融サービスに活用できるといったメリットがある。  10 

仮に企業と銀行との間の情報の非対称性の問題が大きい場合、特定の銀行と

長期的・継続的な取引関係が存在しないならば、企業側には単なる足元の財務

諸表や担保の有無だけで融資条件等が決められてしまい、本当の意味での事業

の将来性や無形資産等に基づく融資が受けられなくなる恐れがある。  

金融庁では、近年、地域密着型金融の一層の強化を目指している。この取り15 

組みに対して金融庁が行った利用者アンケート調査では積極的な評価が半数を

超える一方、事業再生や担保保証に過度に依存しない融資の推進、地域貢献な

どの項目では、消極的評価が上回っている。この結果を踏まえて、2019 年 4 月

に開催された金融密議会で取りまとめられた報告書では、①事業再生をはじめ

とした取引先企業の支援強化、②事業価値を見極める融資手法をはじめ、中小20 

企業に適した資金供給手法の徹底、③地域の情報集積を活用した持続可能な地

域経済への貢献の 3 項目について、金融庁は各地域金融機関に対して、引き続

き取り組みを求めている。  

 

b. トランザクションバンキング  25 

トランザクションバンキングとは、リレーションシップバンキングとは違い、

「情報の非対称性の少ない企業が用いる方法で、財務諸表や担保の有無により、

                                                   
10 岡村他（2018）より  
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融資条件を決めること」をいい 11、財務諸表等の定量情報に基づき一時点かつ

個々の取引の採算性を重視した融資手法である。 

 トランザクションバンキングには、①クレジットスコアリングと、②アセッ

トベースドレンディング（以下 ABL）などがある。  

 5 

①  クレジットスコアリング  

 クレジットスコアリングとは、「統計的モデルに基づいて、個人または企業の

信用度を点数化（スコアリング化）し、与信可否を迅速かつ中立的に判断する

システムのこと」で、メリットとして、低コストかつ迅速であること、ならび

に中小企業特有の情報の不透明リスクを回避できることが挙げられ、中小企業10 

金融の拡充において、一定の意義が認められる。また、クレジットスコアリン

グから得られる情報を定性情報とともに活用することによって、リレーション

シップバンキングの補完的な役割を担うことができる。  

 しかし、財務諸表に基づき審査する 1 件当たりの貸出金額が少額 12であると

いう特徴上、中小企業のすべての資金ニーズを満たすことはできない、といっ15 

た問題点もみられる。  

 

②  アセットベースドレンディング（ ABL） 

ABL とは、「動産担保融資のことで、在庫商品や売掛債権を担保に資金を融資

する仕組み」である 13。ABL は、融資審査の可否を借り手自体の経営状況ではな20 

く、情報の非対称性の少ない売掛金、在庫などといった資産の価値に基づいて

判断する貸付けであり、これにより情報の非対称性によって将来的返済財源で

あるキャッシュフローが分からなくなる、といった金融機関から中小企業への

融資のリスクを軽減している。  

  25 

                                                   
11 岡村他（2018）より  
12 日本では、数百万円から数千万円を上限としている金融機関が多い  
13 大和証券 HP より  
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第三節  公的金融  

中小企業に資金を供給しているのは、民間の金融機関ばかりではない。国や

地方自治体も、直接あるいは特別に設立した専門の機関を通じて、中小企業へ

資金を供給している。  

 5 

a.日本政策金融公庫  

 日本政策金融金庫が行っている中小企業向けの事業として、新企業育成貸付

や企業活力強化貸付、環境・エネルギー対策貸付、セーフティーネット貸付、

企業再生貸付などがある 14。 

 10 

表 2 日本政策金融公庫による融資対象者と融資限度額  

  対象者  融資限度額  

新事業育成資金  新規性、成長性のある事業

を始めておおむね７年以内

の方  

6 億円  

中小企業経営力強化資金  外部専門家の指導や助言に

より経営力の強化を図る方  

7 億 2,000 万円（うち運転資

金 2 億 5,000 万円）  

企業活力強化資金  卸売業やサービス業で、店

舗の増改築や機械設備の導

入を行う方  

7 億 2,000 万円（うち運転資

金 2 億 5,000 万円）  

経営環境変化対応資金  売上が減少するなど業況が

悪化している方  

7 億 2,000 万円  

金融環境変化対応資金  金融機関との取引状況の変

化などにより、資金繰りに

困難な方  

別枠 3 億円  

企業再生資金  経営改善または経営再建等

に取り組む方  

7 億 2,000 万円  

日本政策金融公庫ＨＰより筆者作成  

                                                   
14 日本政策金融公庫 HP より  
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 日本政策金融公庫は、中小企業向けの業務として、中小企業への長期事業資

金の融資、イノベーション支援・海外展開支援・再生資金、信用保証協会が行

う中小企業・小規模事業者向けの借入に係る債務の保証についての保険の引き

受け等を行っている。また、自然災害や経済環境の変化等から企業を守るセー

フティーネットの役割も果たしている。  5 

 

b.SBIR 制度  

 SBIR 制度（中小企業技術革新制度）は、中小企業者及び事業を営んでいない

個人（以降「中小企業者等」という）の新たな事業活動の促進を参加省庁と共

に図るものである。現在、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経10 

済産業省、国土交通省、環境庁の 7 つの省庁が本制度に参加している。国の研

究開発事業について、中小企業者等の参加する機会の増大を図るとともに、そ

れによって得られた研究開発成果の事業化を支援する。具体的には、研究開発

のための補助金・委託費等の中から、中小企業者等が活用でき、その研究開発

成果を活用して事業を行えるものを選び、SBIR 特定補助金等として指定してい15 

る。 

 SBIR 特定補助金等の交付実績のある中小企業者は、 (1)日本政策金融公庫の

低利融資、(2)公共調達における入札参加機会の拡大、 (3)「SBIR 特設サイト」

における研究開発成果などの事業 PR、(4)特許料等の減免、(5)中小企業信用保

険法の特例措置の適用、 (6)中小企業投資育成株式会社法の特例の適用、 (7)小20 

規模事業者設備導入資金助成法の特例の適用、といった事業化支援策を受ける

ことができる。  

 

c.信用保証制度  

中小企業に対する行政や公的機関による資金供給には、重要な役割を果たす25 

信用補完という仕組みがある。信用補完とは、「投資家に販売される証券化商品

について、元利払いを確実にするために商品の信用を高めるための仕組みのこ

と」である 15。米国や英国では、政府関係機関が直接融資を行うことは少なく、

                                                   
15 大和証券 HP より  
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信用補完が金融支援の中心的な手法である。一方、日本では信用保証協会が主

となり、信用保証制度と呼ばれる信用補完の制度がある。  

金融機関の視点で見ると、中小企業の特性として、①信用力が低い、②担保

力が弱い、③借入金額が小さいため審査コストが割高になる、④経営内容が開

示されておらず、財務諸表が監査を通ってないため信頼性が低い、といった点5 

が挙げられる。こうした特性はいずれも、資金調達を困難にする要因となる。

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低減し、金融

機関による中小企業への資金供給を円滑にするのに必要なのが、信用保証制度

である。  

信用保証の流れとしては、①保証の申し込み、②保証承諾、③融資、④償還、10 

(⑤代位弁済、⑥回収 )となっている。(注⑤、⑥は融資された資金の償還が不能

になった場合のみ。）  

また、⑤代位弁済にかかる負担割合に関する制度として、責任共有制度とい

う制度がある。また、責任共有制度には、部分保証方式と負担金方式がある。

部分保証方式とは、「金融機関が行う融資額の一定割合（ 80％）を保証する方式15 

（割合保証）」のことで、負担金方式とは、金融機関が過去の制度利用実績（保

証債務平均残高や代位弁済実績等）に基づき、一定（ 20％）の負担金を事後に

支払う方式」のことである 16。  

信用保証制度の問題点として、信用保証を付けると信用リスクは金融機関か

ら保証協会に転嫁される点が考えられる。金融機関の負うリスクが軽減される20 

ことにより、融資審査に対するインセンティブを大きく低下させる可能性があ

る。金融機関にとって、中小企業向けの融資は金額が小さいため、審査コスト

が割高になってしまうという問題を抱えている。信用保証を付けることによっ

て信用リスクを負担しなくて済むようになるならば、経済的な合理性だけを考

えるとコストをかけて融資審査を行うインセンティブはなくなる。信用保証制25 

度は、このような金融機関のモラルハザードを起こす可能性がある。  

  

                                                   
16 愛媛県信用保証協会 HP より  
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第三章 ベンチャー企業 

第一節  定義 

中小企業は企業規模によって明確に定義されているが、ベンチャー企業は法

律などによる明確な記載はされていない。よって本稿でも、本大会主旨文より

ベンチャー企業を「創業からあまり時が経っておらず、新技術や新製品、新事5 

業を背景に成長拡大しようとする意欲のある企業。」と定義する。  

 

第二節  ベンチャーの発展  

 日本ではこれまで産業構造の変化の中で三回のベンチャーブームがあった。

これは我が国が得意とした組立加工型産業が成熟していく中で、新たな産業の10 

創業が避けられなくなった背景がある。そしてその時代のさらなる経済発展の

担い手として期待されてきた。  

 

①  第一次ベンチャーブーム（ 1970～73 年） 

第一次ベンチャーブームでは、研究開発型のハイテクベンチャーや外食ベン15 

チャーが数多く創業された。その背景にあるのは日本における VC や支援事業

の創設であり、京都財界が中心になって発足した「京都エンタープライズ・デ

ベロップメント」をはじめとし、大手金融機関の子会社として多くの VC が創設

された。また、高度経済成長や列島改革ブーム、脱サラによる独立開業の増加

なども要因とされている。この時期は日本の VC の黎明期であった。しかし、7320 

年のオイルショックでの不況により、それらのベンチャー企業は倒産した。現

在まで残っている企業はほとんどないが、例としては「日本電産」、「キーエン

ス」、「すかいらーく」、「ぴあ」などがある。  

 

②  第二次ベンチャーブーム（ 1983～86 年） 25 

第二次ベンチャーブームは従来の製造業中心の産業構造から、流通業・サー

ビス業を中心とした第三次産業へシフトしていた時期である。また店頭登録市

場の上場基準緩和なども追い風となったことで、ベンチャー企業の創業ラッシ

ュが始まった。ベンチャースタートアップで有名な米国のシリコンバレーでベ

ンチャーブームが起こったのもこの時期である。その背景には、イノベーショ30 
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ンを求める気運が高まり、特にエレクトロニクスや新素材、バイオなどの分野

でベンチャーが数多く誕生した。しかし、プラザ合意後の円高不況により大型

ベンチャー企業の倒産が相次いだことで、第二次ベンチャーブームは終息した。

その頃に設立された有名企業として、「ソフトバンク」、「カプコン」、「スクウェ

ア」、「エイチ・アイ・エス」などが挙げられる。 5 

 

③  第三次ベンチャーブーム（ 1995 年～）  

第三次ベンチャーブームは 1995 年頃から始まり、現在まで続いていると言

われている。この背景には、バブルの崩壊による経済の落ち込みとデフレ不況

があり、企業数の減少に歯止めをかけるため、1995 年に「ベンチャー優遇政策」10 

が打ち出され、研究開発型ベンチャーなどを支援する「創造的中小企業促進法」

や「第二店頭市場の展開」など、政府によるベンチャー企業支援策が講じられ

たことがある。不況期に始まっている点と 10 年以上にわたって継続している

点が前の二回のブームとの大きな違いである。東証マザーズや札証アンビシャ

ス、という新興企業向けの株式市場が開設されたのもこの時期である。米国で15 

は「Yahoo!」、「Google」などの IT 企業が生まれ、日本でも 1999 年から IT バブ

ル期に突入し、「楽天」、「 DeNA」、「サイバーエージェント」など数多く挙げられ

る。 
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第三節  開業率  

まず、図 3 を用いて、日本と欧米諸国の開業率を確認し、比較する。まず、

日本の開業率が欧米諸国と比べて低い水準で推移していることは一目瞭然であ

る。日本はこの統計資料の中の 15 年の間、一貫して 5%前後で推移している

が、米国では 8.7%から 11.2%、英国では 10％から 14.3%、フランスに至っては5 

8.5%から 18.7％の間で大きく変化している。また、図 4 の起業意識の国際比

較では「周囲に企業家がいる」、「周囲に起業に有利な機会がある」、「起業する

ために必要な知識、能力、経験がある」、「起業することが望ましい」、「企業に

成功すれば社会的地位が得られる」の 5 項目で各国の 18 歳から 64 歳までの成

人に意識調査を行った結果である。特に、A、B、C の項目の回答割合は 20%以10 

下と極めて低く、 D、 E の項目も欧米諸国と比べると低い水準であることが分

かる。よって、日本はあらゆる項目においても起業意識が低いことが窺える。

こういった起業意識の低さが開業率の低さにつながっていると推測できる。  

 

図 3 開業率の国際比較  15 

 

中小企業白書（ 2017）中小企業庁  第２部第１章より筆者作成  

 

しかし、なぜ日本は起業意識が他国と比べてこんなに低いのか。起業環境の

国際比較を参考にすると、日本では欧米諸国より起業するまでに要する手続き20 

数が多いため、起業準備に要する日数が長い。また、開業コストに関しては日
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本の次に高いドイツの 4 倍近い。このように、日本で起業するには時間的にも

資金的にも欧米諸国と比べて乗り越えるべきハードルが高いことが、起業意識

の低さに影響を及ぼしている要因の 1 つだと考えられる。  

 

図 4 企業意識の国際比較  5 

 

「平成 27 年度企業・ベンチャー支援に関する調査「起業家精神に関する調査」報告書」

（ 2016 年 3 月）（株）野村證券報告書より筆者作成  

 

表 3 起業環境の国際比較  10 

 起業のしやす

さ世界順位  

起業に要する  

手続き数  

起業にかかる  

日数 

開業コスト

（％）  

日本 89 8 11.2 7.5 

米国 51 6 5.6 1.1 

英国 16 4 4.5 0.1 

ドイツ  114 9 10.5 1.9 

フランス  27 5 3.5 0.7 

世界銀行「 Doing Business 2017」より筆者作成  

(注 )ここでいう開業コストは、一人当たりの所得に占める金額の割合を示す。   
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第四章 ベンチャー企業の資金調達 

第一節  ベンチャー企業の成長段階  

企業は起業の希望を持つだけの段階から、実際に企業する段階を経て成長段

階に応じて、シード期、アーリー期、エクスパンション期、レーター期の 4 段

階に分けられる。各資金調達手段の詳細については後述する。  5 

 

a.シード期  

ベンチャー企業の最も初期の段階である。企業のコンセプトやビジネスモデ

ルを策定し、具体的な製品やサービスに落とし込む前の準備段階。必ずしも会

社設立前を指すとは限らず、会社設立当初でも本格的な事業開始前、主に設立10 

後 1 年未満の時期を指す。企業・設立のための資金が必要であり、スイートマ

ネーやエンジェル投資、クラウドファンディングなどで資金を収集することが

多い。  

 

b.アーリー期  15 

ベンチャーを立ち上げた事業が軌道に乗るまでの 5 年程度の時期。シード期

に策定したビジネスモデルを本格的に実行に移し始める。まだ市場における製

品やサービスの認知度が低く、まだ利益を挙げられておらず、挙げられていた

としても費用の方が上回る場合が多いため収益化には至らない。事業活動を進

める上で必要な運転資金や設備投資に多額の資金が必要となる。事業規模もあ20 

まり大きくないため、証券市場や金融機関からの資金調達は見込めない。シー

ド期と同様にスイートマネーやエンジェル投資から資金を得る場合が多い。し

かし、ビジネスプラン自体が良ければ VC からの融資を受けられる場合もある。 

 

c.エクスパンション期  25 

成長を見据えて本格的に事業を進めていく段階。企業や製品、サービスの社

会的認知が向上し始める時期であるが、利益はまだ出ていないか低利益の場合

が多い。アーリー期に比べると倒産リスクは減る。成長のため依然として人材

の確保や設備投資に資金が必要であり、この頃から金融機関からの借入を利用

するケースが増え、資金調達は比較的容易になる。この時期では自社の経営資30 
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源だけでは成長しきれないため、他社との提携を結ぶなど、さらなる成長を図

るために様々な選択肢を視野に入れる必要がある。そういった取捨選択を繰り

返すことで、事業を多方面へ拡大することが出来る。  

 

d.レーター期  5 

この段階になると既存の商品やサービスはある程度社会に浸透し、事業は安

定する。そのため、新規事業や新製品の開発、場合によっては株式公開や M&A

なども視野に入る。また、収益が安定する時期であり、社会的信用力も確保さ

れているため融資に関して大きな問題はない場合が多い。  

 10 

第二節  エンジェル投資  

 エンジェル投資家とは、資金がない創業間もないベンチャー企業に投資する

個人投資家のことを指し、資金調達に奔走するシード期、アーリー期の起業家

にとって天使のような存在であることが、エンジェルと名付けられた由来であ

る。エンジェル投資家はもともと元起業家や経営者であることが多く、経験の15 

少ない起業家に資金とともに実践的なノウハウを提供する場合もしばしば見ら

れる。エンジェル投資のメリットとしては、企業から社債や株式を得られたり、

エンジェル税制による所得税の減税措置が受けられたりする。しかし、実際は

そういったメリットよりも、後進の起業家を育成するために出資するというコ

ンサルタントとしての側面があることも多い。  20 
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図 5 エンジェル投資額の推移  

 

経済産業省のベンチャー政策について (2016 年  12 月 12 日 )より筆者作成  

 

 5 

表 4 エンジェル投資家の日米比較 (2012 年) 

 日本 米国 

エンジェル投資額  8.6 億円  229 億ドル（約 2.3 兆円） 

エンジェル投資件数  43 件 67,000 件 

エンジェル投資家数  834 人 267,000 人 

VC 投資額 1240 億円 267 億ドル（約 2.7 兆円） 

内閣府「第 2 回経済財政諮問会議  平成 26 年 2 月 20 日」より筆者作成  

 

日本ではエンジェル投資による投資額が世界水準より圧倒的に下回っている

現状がある。それを示した上記の表では米国は日本と比較して、エンジェル投10 

資額は約 26,740 倍、エンジェル投資件数は 1,558 倍、エンジェル投資家数は

320 倍とエンジェル投資に関する数値の差が極めて大きいことが見て取れる。

また、米国ではエンジェル投資額は VC 投資額とそれほど差はないが、日本は

1/125 と非常に投資額が少ないことが分かる。市場規模や人口から一概に比較

することはできないが、エンジェル投資が日本ではあまり浸透していないこと15 

が推察できる。  
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ベンチャー企業への投資を促進するために、ベンチャー企業への投資を行っ

た個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度として、エンジェル税制が

ある。これにより、個人投資家は投資時点、株式売却時のそれぞれの時点にお

いて、税制上の優遇措置を受けることが出来る。優遇措置は 2 種類あり、エン

ジェル投資家は下記の税制優遇 A、税制優遇 B のいずれかを選択することが出5 

来る。  

 

図 6 エンジェル税制による優遇措置  

 

優遇措置 A  

（エンジェル投資額― 2,000 万円）をその年の総所得金額から 控除  

※ 控 除 対 象 額 と な る 投 資 額 の 上 限 は 、 総 所 得 金 額 × 4 0 ％ と 1 , 0 0 0 万 円 の い ず れ か 低 い 方  

対象となる企業  

Ⅰ．創業（設立） 3 年未満の中小企業者であること。  

Ⅱ．以下の要件を満たすこと。  

設立経過年数  

（事業年度）  

要件  

1 年未満かつ最初の事業年

度を未経過  

研究者 ある いは 新規 事業 活動 者 が２人 以上 かつ 常勤 の役 員・ 従 業員の 10％以

上。  

1 年未満かつ最初の事業を

経過  

研究者 ある いは 新規 従業 員従 事 者が２ 人以 上か つ常 勤の 役員 ・ 従業員 の 10％

以上で、直前期までの営業キャ ッシュフローが赤字。  

1 年以上～２年未満  試験研究費等（宣伝費、マーケティング費用を含む）が収入金 額の３％超で直

前期までの営業キャッシュフロ ーが赤字。または新規事業活動 従事者が２人以

上かつ 常勤 の役 員・ 従業 員の 10％以上 で直 前期 まで の営 業キ ャッシ ュフ ロー

が赤字。  

２年以上～３年未満  試験研究費等（宣伝費、マーケティング費用を含む）が収入金 額の３％超で直

前期ま での 営業 キャ ッシ ュフ ロ ーが赤 字。 また は売 上高 成長 率 が 25％超 で営

業キャッシュフローが赤字。  
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中小企業庁「エンジェル税制のご案内」より引用。  

 

エンジェル税制は 1997 年から税制改正で新設された制度であるが、図 7 を

参照すると、2008 年にエンジェル税制を利用したベンチャー企業数は急激に5 

増加している。それは、同年から新たに優遇措置 A が導入されたからだと考え

られる。また、 2013 年から申請様式の簡略化やパンフレットの分かりやすさ

向上等による運用改善、ベンチャー企業や個人投資家・税理士などの専門家等

に対する説明会を実施した。それにより、減少傾向にあったエンジェル投資の

利用件数や投資額が 2013 年から再び増加に転じている。 2016 年以降も対象企10 

業の確認事務を経済産業局から都道府県に移管し、手続きの利便性の向上を図

ったこともあり、更なる利用の増加が期待されよう。  

 

 

優遇措置 B  

エンジェル投資額全額を、その 年の他の株式譲渡金から控除  

※ 控 除 対 象 と な る 投 資 額 の 上 限 な し  

 

対象となる企業  

Ⅰ．創業 10 年未満の中小企業 であること。  

Ⅱ．下記の要件を満たすこと。  

設立経過年数   

（事業年度）  

要件  

1 年未満かつ最初の事業年

度を未経過  

研究者 ある いは 新規 事業 活動 者 が２人 以上 かつ 常勤 の役 員・ 従 業員の 10％以

上。  

1 年未満かつ最初の事業を

経過  

試験研究費など（宣伝費、マー ケティング費用含む）が収入金 額の３％超。ま

たは新規事業活動従事者が２人 以上かつ常勤の役員・従業員 の 10％以上。  

1 年以上～２年未満  試験研究費等（宣伝費、マーケ ティング費用を含む）が収入金 額の３％超。ま

たは売上高成長率が 25％超。  

２年以上～３年未満  試験研究費等（宣伝費、マーケ ティング費用を含む）が収入金 額の 5％超。  
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図 7 エンジェル税制を利用したベンチャー企業数の推移  

 

経済産業省のベンチャー政策について（ 2016 年  12 月 12 日）より筆者作成  

 

第三節  クラウドファンディング  5 

 クラウドファンディングとは、「ある目的をもった事業法人や個人に対し、

インターネット等を活用した専用の仕組み（プラットフォーム）を使用して不

特定多数の出資者が集まって資金提供を行うこと」である 17。出資者は、イン

ターネット上に提供されるそれぞれのプロジェクトの情報のなかから自分が共

感したプロジェクトやサービスに資金を提供し、出資後はプロジェクトの実施10 

状況の報告を受けたり、見返りとしてサービスや商品を受け取ったり、現金配

当を得たりする。クラウドファンディング（ crowdfunding）という言葉は、

crowd（群衆･大衆）により funding（資金調達）を行うという意味から新たに

作られた造語である。  

 15 

（1）世界のクラウドファンディング市場  

 現在のクラウドファンディングの形態は米国を中心に発達したと言われてい

る。米国の代表的なクラウドファンディングのプラットフォームは Indiegogo

                                                   
17 佐々木  (2016)より引用。  
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（購入型）を皮切りに、 Kickstarter（購入型）  Lending Club（貸付型）  

Prosper（貸付型）など、いずれも 2008～2009 年にかけて現行のサービスを開

始している。2014 年度の世界のクラウドファンディング市場において、総調

達額（1 ドル＝120 円で換算）は、全世界で 162 億ドル（1 兆 940 億円）に達

し、地域別では北米が 94.6 億ドル（全体の 58.4％）と最大の割合を占めた。5 

そのなかでも、アジアが前年比 320％増の大幅な伸びを見せ、 34 億ドルと僅差

で欧州の 32.6 億ドルを上回り、北米に次ぐ普及を達成した。このアジア市場

成長の背景には、中国でのクラウドファンディング市場の大幅な伸びがある。

その他の地域では、オセアニアが前年度から 59％増加し 4320 万ドル、アフリ

カが 101％増の 1200 万ドル、南米が 167％増の 5720 万ドルとなっている。  10 

 

図 8 2014 年の世界の地域別クラウドファンディング  による調達金額と前年か

らの成長率  

 

佐々木（ 2016） P.10 より筆者作成  15 

 

（2）クラウドファンディングの種類  

クラウドファンディングは、出資者が資金提供に対して、金銭的見返りを求

めない「寄付型」「購入型」と、金銭的見返りを求める「金融型」の大きく 2
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つに分けられる。  

 

ⅰ.寄付型  

 寄付型のクラウドファンディングとは Web 上で寄付を募るものであり、金銭

的リターンは想定されていない。この種のクラウドファンディングとして有名5 

なものは、一般財団法人ジャパンギビングが運営するジャパンギビングであ

る。同サイトは、 2001 年にイギリスで設立された JustGiving Japan を端緒と

して 10 年 3 月から運営が開始され、 2015 年 1 月 21 日に法人名、サービス名

共に改称された。このサイトでは、寄付を呼びかけるのはサイトの運営者や資

金調達者ではなく、チャレンジャーといわれる呼びかけ人が支援する団体を指10 

定して、サポーターと呼ばれる資金提供者に寄付を呼びかけるものになってい

る。その際、支援先については、子ども、社会環境、医療･障がい、介護、人

権、地域芸術･スポーツ、教育、自然資源、エネルギー、被災者など 17 の分野

から選択する。 2015 年末には、寄付金総額 10 億 7786 万 223 円、チャレンジ

件数 5773 件、寄付件数 10 万 1002 件･896 団体となっている。 iPS 細胞の研究15 

でノーベル賞を受賞した山中伸弥教授も、このサイトで研究費の寄付を募集し

ている。  

 

ⅱ.購入型  

 購入型のクラウドファンディングとは、 Web 上でものづくりなどのプロジェ20 

クトに対して資金調達が行われ、そのプロジェクトの成果となるものやサービ

スなどが対価として資金提供者に還元される仕組みである。現在この種のサイ

トとしては、レディーフォー、キャンプファイアー、マクアケなどが大手とし

て挙げられる。レディーフォーのウェブサイトによると、同社は日本初のクラ

ウドファンディングサービスであり、取扱高でも国内最大規模である。 201125 

年 4 月の開設後、約 400 プロジェクトの資金調達を行い、これまで合計で約 3

万人から約 2 億 4000 万円を調達している。さらに、他のクラウドファンディ

ングウェブサイトに比べ、公共性･社会貢献性の高い活動への支援が多いこと

が特徴である。購入型は、主にシード期におけるエンジェルの代替手段として

注目されている。  30 
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ⅲ.金融型  

金融型のクライドファンディングにおいては、資金提供者は資金調達者から

金銭的リターンを受けることを想定しており、ここには、貸付型やファンド

型、株式型が含まれる。  

 5 

①  貸付型  

貸付型クラウドファンディングの例として、 2009 年からサービスを開始し

た AQUSH（運営会社は、株式会社エクスチェンジコーポレーション）によ

る、AQUSH ローンマーケットが挙げられる。このスキームは、匿名組合を

通じて出資者から資金を集め、資金調達者に融資を行うものであり、資金10 

調達者は AQUSH の審査によって、 5 段階の信用格付（ AQUSH グレード）が付

与され、出資者はこの AQUSH グレードと金利で特定された匿名組合を選択

して出資する。それぞれの匿名組合は、特定された AQUSH グレードに合致

する個人または法人の借り手に対して審査を行ったうえ、小口分散化して

貸与を行う。貸付型は主に運転資金における銀行融資の代替手段として注15 

目される。  

 

②  ファンド型  

ファンド型クラウドファンディングの例として、ミュージックセキュリテ

ィーズが挙げられる。同社は 2000 年に設立され、当初は音楽ファンドを運20 

営していたが、現在では食品、日本酒、衣料、農業、林業、スポーツクラ

ブ、工芸品、さらに被災地や発展途上国支援などの多種多様な業種･分野に

匿名組合契約を用いて投資するファンドを運営している。ただし、同社の

場合は単に金銭的リターンだけではなく、投資先の生産品の現物給付やイ

ベント参加などの特典を付けるファンドも多く、購入型の要素も併せ持っ25 

ている。出資元本の返還は保証しないため、営業者のモラルハザードが発

生しやすいといった問題も存在する。  

 

③  株式型  

株式型クラウドファンディングとは、インターネットを通じて「誰でも」30 
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「未公開企業に」「エクイティの形態で」投資することができる仕組みであ

る。2016 年現在での運営者はまだ存在しない。株式型は、主に事業立ち上

げ資金における VC の代替手段として注目される。  

 

（3）クラウドファンディング利用のメリットとリスク  5 

 クラウドファンディングを通じて出資する場合には、タイプによって異なる

メリットとリスクがある。資金出資者においては、特に金融型の場合は、単に

予想利回りの高さにのみ目を向けずに、出資先の信用や事業内容に加えて、取

扱業者の信用リスクや資金を引き揚げる際の容易さ、経営への関与度などをよ

く吟味し、十分に理解･納得した上で投資を決めなければならない。クラウド10 

ファンディングの予想利回りは、安全とされる国債利回りや銀行預金金利を上

回るが、必ずそれに見合うリスクが存在する。クラウドファンディングによる

調達は、資金を必要とする側にとって従来存在しなかった資金調達の選択肢と

可能性を広げられることはメリットになる。しかし、容易に資金調達を行い、

当初の目的を達せられなかった場合には、不特定多数の出資者のクレームに直15 

接･間接的に対応するリスクを背負うことになる。ネットを利用しているだけ

にレピュテーションの低下は免れない。なお、資金調達者からの商品やサービ

スの提供を見返りとする場合には、オペレーション的に決められた機関に実現

可能か否か、また事業の経過報告がしっかり行われていくかも十分確認しなけ

ればならない。  20 

 

（4）従来型金融システムの補完･代替  

 大勢でモニターのできる仕組みのなかで、ベンチャー企業を興そうとする起

業家にとって、資金調達の難しいシード･アーリー期で資金調達ができれば、

大きなインパクトを持つものになる。さらに、利益追求以外の目的を持ってい25 

る起業家や会社にとっての影響力は相当大きいと推察される。社会起業家と呼

ばれる利益以外の目的を明確に提示している会社がより資金を集めやすくなる

と予想され、社会貢献活動に共鳴する人がお金を出しやすくなり、資金提供を

する状況が増加するだろう。  

このように、従来のエンジェルや VC･銀行などから資金を調達できない事業30 
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を行う会社（団体）に資金調達の可能性を広げたことへの評価は高い。ただ

し、事業の不確実性が高いことや事業モデル確立まで長期間を要すること、従

来型金融システムから調達できない低レベル企業の資金調達市場に陥るリスク

は留意しなければならない。以上のことから、クラウドファンディングは、従

来型金融システムでは機能しにくい領域での資金調達の補完代替として大きな5 

期待があると考えられる。  

 

（5）日本におけるクラウドファンディング  

日本におけるクラウドファンディングは「寄付型」「購入型」が中心とな

って拡大してきた。この理由として、日本のクラウドファンディングが10 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災を契機として注目を集め、主に寄付を集め

て復興を手助けする手段として拡大した経緯があるためとみられている。日

本国内におけるクラウドファンディング市場は 2016 年度新規プロジェクト

支援額ベースで前年度比 96.6%増の 745 億 5,100 万円と拡大している。しか

し、上記の通り北米地域におけるクラウドファンディングでの資金調達額に15 

比べ、まだまだ少ないのが現状である。  

 

図 9 日本におけるクラウドファンディングの拡大  

 

矢野経済研究所、国内クラウドファンディング市場に関する調査より引用  20 
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第四節  ベンチャーキャピタル (VC) 

ベンチャーキャピタル（ VC）とは、「高い潜在的可能性を製品、技術、ビジネ

スコンセプト、サービスその他においてこれを有し、かつ高い投資収益が期待

される企業に投資し、かつこれを可能にするために必要とされる経営のサポー

トをする産業」である。VC の基本的な業務の方式は、ベンチャー企業に対して5 

無担保で返済義務の無いリスクマネーを提供するとともに、投資資本がより効

果的な運用がなされるよう必要に応じて各種経営支援を行い、最終的には株式

公開等によって得られるキャピタルゲインによって投資した資本を回収するこ

とである。投資対象を決定する際、リスクヘッジのため決算書や担保のような

ハード情報を重視する銀行に対し、VC は経営者や企業の技術力のような数値で10 

は測れないソフト情報を投資の基準としている。また、VC にはベンチャー企業

に対する支援機能があり、以下のようなものがある。  

 

表 5 VC のベンチャー企業への支援機能  

成長資金の供給  販売先、提携先の紹介  

経営幹部、役員の派遣  情報の提供、情報機会の提供  

創業者の相談相手、コンサルティング  技術面でのアドバイス  

取引銀行等の紹介、斡旋  株主として支援  

田中（ 2003）より筆者作成  15 

 

VC は株式会社の形態をとり、経営母体別に、金融機関系、事業会社系、独立

系、外資系の 4 つに分類される。  

 

①  金融機関系  20 

金融機関の関連会社として設立された VC であり、証券会社系、銀行系、保険

会社系などがこれにあたる。金融機関系の VC は殆どが大手金融機関の傘下で

あるが、近年では親会社の統廃合の影響により、傘下の VC にも同様に統廃合の

動きが起きている。中でも銀行系 VC は、親会社の統廃合に準じた結果、規模が

大きくなる現象が生じており、業界大手に名を連ねる VC が増加した。金融機関25 

系 VC は広範な業種を投資対象としており、親会社からの出資社員で構成され
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るチームが多い。また、会社設立直後の投資より、事業がある程度軌道に乗っ

た後の成長資金の注力する傾向にある。ベンチャー企業が金融機関系 VC、特に

大手の銀行系 VC や保険会社系 VC から資金供給を受けるメリットとしては、そ

の VC のグループ名やブランド力による恩恵が受けられる点にある。特にレー

ター期にあるベンチャー企業にとって、株の信用向上のため、公開時の株主と5 

して有名な金融機関系列の名前を載せることは、公開後の株取引活発化に貢献

していると考えられる。  

 

②  事業会社系 VC 

事業会社系 VC は、事業会社が自社のドメインにおけるアライアンス先の選10 

定、あるいは、新事業での事業展開のためのシーズ探索の意思を有し、ベンチ

ャー企業の発掘や投資育成を目的として設立されるケースが多い。IT 企業やバ

イオ・テクノロジー関連企業、商社が VC 関連会社を多く持つ。事業会社系 VC

はもともと、本業に役立たせる目的で設立されたケースが多いことから、VC の

投資分野や対象となる企業の成長ステージに対する考え方については、親会社15 

である事業法人の戦略の一環として捉えるのが一般的である。また、親会社の

オーナーの意向が強く反映されるため、独自投資戦略を実行することが多く、

会社設立直後の企業に莫大な資金を投下するなど、思い切った投資判断を行う

ケースが見られる。そのため、投資対象に選定された一部のベンチャー企業に

とって大きなメリットがある。ただし、親会社の事業ポートフォリオとの関連20 

で投資の意思決定を行うケースがあり、必ずしも事業系 VC はベンチャー企業

への資金供給が株式公開を目的としていると限らない。当初から M&A を想定し

たケースもあり、ベンチャー企業はその点も留意し、VC を決定する必要がある。 

 

③  独立系 VC 25 

金融機関や事業会社の系列にない VC を、独立系 VC と呼ぶ。腕に覚えのある

ベンチャーキャピタリストや、ベテランの経営者が独自の理念の下に創設した

VC が独立系 VC の中核を成しており、近年存在感を増してきている。独立系 VC

の特徴としては、幅広い業種に投資するのではなく、投資領域を自分の得意と

する分野に絞り込むことで独自の運営を実現している点にある。また、独立系30 
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VC の多くは、シード・アーリー段階への投資や強力な経営支援をすることで、

VC 業界に大きな影響を与えている点も特色と言える。ただ、独立系 VC は社歴

が短いこともあり、創業年数の浅いベンチャー企業に対し、手厚い資金供給や

経営支援を行う割には高いパフォーマンスを誇示できるには至っていない。  

 5 

④  外資系 VC 

外資系 VC とは、欧米の大手 VC または事業会社系 VC を意味する。外資系 VC

には巨大ファンドによるグローバルな投資活動の一環として、日本で事務所を

開いている会社がある。  

外資系 VC の特徴としては、日本にベンチャーキャピタリストを置いている10 

場合も、重要な意思決定をする場合は海外に拠点を置く本部との相談が必要と

される点にあるが、海外にある本社の意思決定を待つ間、同時に参加した日本

人の VC 各社の動きが止まってしまい、ファイナンス実施までに時間を要する

ケースが少なくない。また海外の投資方式で契約する際、ビジネス慣行や法整

備の違いから、日本のベンチャーキャピタリストには海外の本社との調整のた15 

め大きな負担がかかる。このように投資事業をグローバルに展開して利益を上

げる一方で、下部にある支社に多くの負荷がかかるのがこの外資系 VC の特徴

である。  

 

（1）日本における VC の投資状況  20 

図 10 は、2011 年から 2017 年の VC 等による投資動向の推移をまとめたもの

である。図が示すように、VC の国内向け投資額、投資先件数はともに増加傾向

にある。2011 年に 505 億であった国内向け投資額は、2017 年に約 2.7 倍の 1,354

億に、1,017 件であった投資先件数は約 1.5 倍の 1,561 件にまで上昇した。  

この背景には、VC の投資先業種が多様化したことにある。かつて、投資先業25 

種は IT 関連が過半数を占めていた。しかし近年、安定性と成長性を兼ね備えて

いることから医療関連の投資額が増加し、米国で近年バイオ・テクノロジー産

業の利益急上昇による日本のバイオ産業の期待値向上を期に日本の VC 投資額

は大きく上昇した。今後も IT 関連を筆頭に様々な業種の投資額増加が、 VC の

関与する市場規模を拡張させていると考えられる。  30 
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図 10 日本国内の VC 等による投資動向  

 

ベンチャーエンタープライズセンター  2018 年投資動向調査より筆者作成  

 

従来、VC の主な投資先はレーター期段階の企業であり、アーリー期やミドル5 

期への投資は少なかった。その背景には、当時ベンチャー企業が創業から株式

の公開に至るまで約 30 年を要していたのに対し、 VC の投資ファンド運用期間

は約 7～10 年であったことにある。比較的短い期間での運用成果が求められる

VC にとって、シード期やアーリー期の企業に対して投資を行うのはリスクに他

ならなかった。しかし、1999 年の東証マザーズの創設や、2005 年の最低資本制10 

度を始めとするベンチャー企業を支援する取り組みが功を奏し、ベンチャー企

業が創業してから株を公開するのに要する時間が約 8 年に短縮された。これに

より、VC のアーリー期への投資額が大きく増加した。  

  



   

 

35 

 

図 11 投資先ステージの件数比率（国内向け）  

 

ベンチャーエンタープライズセンター  2017 年度・ 2012 年度投資動向調査より筆者作成  

 

（2）VC 投資の日米比較  5 

VEC（一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター）が実施した投資動

向調査の速報値を米国、欧州、中国との年間投資金額および投資件数と比較す

ると、投資金額は 4 地域とも増加しているが、特に中国の伸びは著しく、前年

に比べ、54.3％の増加となっている。  

  10 
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図 12 日本･米国･中国･欧州の VC 年間投資額の比較  

 

一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター  

 

日本も少しずつではあるが、VC の年間投資額は増加している。しかし、この5 

グラフに表されているように米国や中国に比べるとまだまだ金額的に乏しいの

が現状である。2017 年時点で、日本は米国と比較して投資額は米国の約 2.1％、

中国と比較しても約 5.9％となっている。確かに、日本は米国や中国に人口や

経済規模の点で劣っていることは事実（名目 GDP では米国の約 25％、中国の約

41％）であるが、それでも投資額でこれほどの差があるという点で、何らかの10 

問題の存在が推察される。また、投資件数でも日本は中国や米国に比べ少ない

ことがわかる。  
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図 13 日本･米国･中国･欧州の VC 年間投資件数の比較  

 

一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター  
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終章 終わりに 

 本稿では日本の中小ベンチャー企業の資金調達について、今後のより活発で

円滑な手段や方法について考察してきたが、結論としては諸外国に比べて普及

率の低いエンジェル投資やクラウドファンディングに目を付けた。国内で積極

的な利用が見られない理由として、主に以下の二点を挙げる。まず、第四章第5 

三節で見た通り、エンジェル投資の税制改正を契機に利用回数の変動が見られ

たことから、①日本では税制の内容が障壁となっている点が指摘できる。また、

過度にリスクや評判を気にする日本特有の性格からか、②元来利用してきた銀

行融資などの間接金融による資金調達以上に業績の良し悪しがダイレクトに市

場に波及する恐れのある資金調達方法を避ける傾向にある点が指摘される。①10 

に対しては政府による抜本的な制度の改革が不可欠であり、一定金額までの投

資に対しては非課税とする枠を設けるなど、投資家に対する優遇措置によって

より活発な投資が期待される。また、②に関しても、これまで顧客から利用さ

れてきた実績と金融商品販売のノウハウがある既存の金融機関が、商品のリス

クの説明をした上で上記の直接金融取引の仲介をすることによって、取引の増15 

加が促されよう。  

 冒頭でも述べた通り、特に今後の日本では経済的にも成長していくには逆風

となる環境がしばしば目立つようになる。諸外国で積極的に取り入れられ成功

している新たな金融スキームも、日本の性格に合わせて改良され、より活力の

ある社会が促進されることを願う。  20 
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