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序章  

1990 年代初頭のバブル崩壊、2008 年のリーマンショック、2011 年の東日本

大震災など、日本経済は様々な危機に追われ、約 20 年間に及ぶ不況が続いた。

その経済停滞から脱却しようと 2012 年に安倍内閣が発足して以降、円安によ

る株高や雇用の増加をもたらし、実質 GDP もわずかであるが上昇した。しか5 

し、目標としていた物価 2％は達成されず、2016 年の熊本大震災や EU 離脱に

伴う円高・株安などの悪影響もあり、日本経済は力強さに欠ける面が否めない。  

この経済停滞から抜け出すための解決手段の一つがベンチャー企業によるイ

ノベーション 1の創出である。イノベーションの第一人者であるヨーゼフ・シュ

ンペーターは、創造的破壊を伴うイノベーションによる経済へのインパクトを10 

理論化し、イノベーションが経済発展の根本的な原動力になると論じた。また

クレイトン・クリステンセンは、そのようなイノベーションは既存顧客が定着

している大企業からは生まれづらいことを自らの著書『イノベーションのジレ

ンマ 2』で示した。このような理論や背景もあり、2013 年 6 月に閣議決定され

た「日本再興戦略 -JAPAN is BACK-」においても「新産業の育成」が明記され、15 

その担い手であるベンチャー企業の重要性が指摘された。  

これから人口の減少により経済の縮小が予測される日本では、ベンチャー企

業によるイノベーションの創出が必要不可欠である。しかし、日本ではベンチ

ャー企業へのリスクマネーの供給を担うベンチャーキャピタル (以下、VC)やエ

ンジェル投資家による投資額が米国や中国などと比較して圧倒的に少ない状況20 

にある。その中でもロボット、AI、バイオなど、第 4 次産業革命の鍵といわれ

る研究開発型ベンチャーに対するリスクマネーの供給額が不足している。  

かつて米国で Google を創業したラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンは、エン

ジェル投資家や家族、友人から 100 万ドル (約 1 億円 )を集め、学生とは思えな

いほどの大規模な資本で創業した。そして、その 10 カ月後には 2 社の VC か25 

ら 2500 万ドル (約 25 億円 )の資金を調達し、ハンズオン支援を受けながらその

                                                   
1 イノベーションとは、オーストリアの経済学者シュンペーター (Schumperter)が提唱し

た概念であり、「科学的発見や技術的発明を洞察力と融合し発展させ、新たな社会的価値

や経済的価値を生み出す革新」と定義されている。  
2 クレイトン・クリステンセン (2001)『イノベーションのジレンマ  技術革新が巨大企業

を滅ぼす時』  
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後たった 5 年で米国を代表する巨大企業となった。創造的破壊を伴うイノベー

ションを生み出すベンチャー企業には、必ずと言っていいほどこういった創業

期の資金や研究開発、事業化・市場化の際の莫大な資金を供給する主体が存在

し、ベンチャー企業が成長する上での大きな助けとなる。日本においても高い

技術力を持ち急成長するベンチャー企業が生まれつつある今、成長性のあるシ5 

ーズに対し円滑に資金が行き渡り、経営支援を行う体制が確立されることで、

新たなイノベーションが生み出され、長期に及ぶ経済停滞を打破できるのでは

ないだろうか。  

本稿ではまず、第１章で「ベンチャー企業の定義と役割」、「日本のベンチャ

ー企業の現状と課題」を考察し、第 2 章ではベンチャー企業の主な資金調達手10 

段、資金供給主体について考察する。そして第 3 章では、第 1 章、第 2 章での

考察を踏まえ、これからベンチャー企業が円滑に資金調達、成長していく上で

の課題として「大企業との連携不足」「日本版 SBIR」「資金供給主体の目利き能

力の不足」を挙げる。最後に、第 4 章でその解決策として「コーポレートベン

チャーキャピタルの活性化」「新日本版 SBIR」「ベンチャー格付け制度の導入」15 

を提言する。本稿がベンチャー企業の成長、さらには日本経済の発展に寄与す

ることを願う。  

 

第 1 章  ベンチャー企業について  

本章では、ベンチャー企業の定義と役割を確認した後、日本のベンチャー企20 

業の現状と課題について考察していく。  

第 1 節  ベンチャー企業の定義と役割  

ベンチャー企業の定義は法的には定められておらず、松田 (2014)によると「リ

スクを恐れず新しい領域に挑戦する起業家に率いられた若い企業で、製品や商

品の独創性、事業の独立性、社会性、さらに国際性を持った企業 3」と定義され25 

ている。また経済産業省 (2008)では「技術やビジネスモデルの新規性を武器に、

大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ことから、大企

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

                                                   
3 松田 (2014)『ベンチャー企業〈第 4 版〉』 17 頁を参照。  
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能性がある 4」と認識されている。このように、様々な定義が存在しているが、

本稿でのベンチャー企業の定義は、主旨文に記載されている通り「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。なお、ベンチャー企業の成長ステージの定義も

様々であるが、本稿においての各ステージの定義は以下 (図表 1-1)の通りとす5 

る。  

図表 1-1 各ステージの定義  

 

出所：VEC(2015)『ベンチャー白書 2015 年版』Ⅰ -9 頁  

 続いてベンチャー企業の役割について考察する。経済産業省 (2014)によると、10 

産業の新成長分野の開拓者、雇用の創出、イノベーションの創出であるとされ

ている 5。実際に米国ではベンチャー企業の雇用創出は、民間雇用の 11％と高

い割合を占めており 6、日本においても創業 10 年未満の若い企業が雇用を増加

させ、創業 10 年以降の企業では、その創業年数に応じて雇用を減少させる傾

向が顕著に表れている (図表 1-2)。したがって、新規雇用の創出にはベンチャー15 

企業などの若い企業が大きく寄与していることがわかる。  

  

                                                   
4 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」 10 頁を

参照。  
5 経済産業省 (2014)「ベンチャー有識者会議とりまとめ」 3、 4 頁を参照。  
6 経済産業省 (2014)「ベンチャー有識者会議とりまとめ」 4 頁を参照。  
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図表 1-2 企業の社齢別に見た常用雇用の純増：2001-06 年  

 

出所 :深尾・権赫 (2010)「日本経済再生の原動力を求めて」77 頁  

これから人口の減少により経済の縮小が予想される日本では、イノベーショ

ンを引き起こすベンチャー企業の活躍が 不可欠である。日本経済再生本部5 

(2016)においても、ベンチャー企業は「新たな産業と雇用を生み出し、我が国

の経済成長の起爆剤となる 7」と認識されており、ベンチャー企業が日本経済の

成長において重要視されていることがわかる。  

これまでの日本経済を牽引してきた大企業は、市場ニーズの多様化、技術革

新の加速化が進む中、かつての強みであった安定性、同質性、自前主義に固執10 

するあまり、その成長に歯止めがかかってきている。また、新規の市場・分野

では採算性が明確でない、市場規模として未発達など様々なリスクが存在する。

そこで、ベンチャー企業が大企業と比べ素早い意思決定を行い、リスクを顧み

ない行動をとることが期待される。また、イノベーションで経済を活性化させ

るに当たり、大企業とベンチャー企業の連携 (オープンイノベーション 8)が必要15 

とされており、大企業、ベンチャー企業が互いに連携、成長することこそが、

日本経済の発展につながるだろう。   

                                                   
7 日本経済再生本部 (2016)「ベンチャー・チャレンジ 2020 決定文書 (本文 )」 1 頁を参

照。  
8 2003 年に当時米ハーバード大学経営大学院教授であったヘンリー・チェスブロウ氏が

提唱した概念であり、「組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的

に内部と外部の技術やアイデアなどの資源の流出入を活用し、その結果組織内で創出し

たイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすこと」と定義されている。  
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第 2 節  ベンチャー企業の現状と課題  

本節では、日本のベンチャー企業の現状として「 IT 系ベンチャーへの偏り」

「低い開業率」「 IPO 偏重の Exit」の３点について適宜、国際比較を交えなが

ら考察し、次にベンチャー企業を経営する上での課題について考察していく。  

(1) IT 系ベンチャーへの偏り  5 

(図表 1-3)より、日本ではコンピューター・ソフトウェアやハードウェア・IT

サービスなど、IT 系の業種が高い割合を占めていることがわかる。それに対し、

半導体、電子部品・製品、バイオテクノロジーや産業・エネルギー、医療・ヘ

ルスケアなどの研究開発を伴うベンチャー企業の割合は低い。  

経済産業省 (2015a)によると「日本において、 IT 分野などではシード・アク10 

セラレーターや VC が育ってきているが、ものづくりなど研究開発を伴う分野

においては、シード・アクセラレーターや VC の活動は不十分 9」とされている。       

その要因として、IT 系のベンチャーは比較的少ない資金と時間で成長できるの

に対し、研究開発型ベンチャーは事業化・市場化までに莫大な資金と時間を要

することが考えられる。  15 

研究開発型ベンチャーの育成は、第 4 次産業革命の鍵であるといわれており、

日本経済が成長していく上では重要な存在となる。今後、日本でロボット・AI・

バイオなどの研究開発型ベンチャーを育成するために、さらなるリスクマネー

の供給、成長初期段階でのハンズオン支援が不可欠である。また、このような

研究開発型ベンチャーは大学から生まれることが多く、大学の研究成果を用い20 

て事業化を行う大学発ベンチャーに対する支援の充実も必要であろう。  

  

                                                   
9 経済産業省 (2015a)「研究開発型ベンチャー支援事業 (VC 等連携によるベンチャー事業

化支援事業 )説明資料」 1 頁を参照。  
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図表 1-3 ベンチャー企業の業種の割合 (社数の割合 ) 

 

出所：ベンチャーエンタープライズセンター (以下、VEC)(2014a)「2014 年ベン

チャー企業 (VB)向けアンケート調査」2 頁  

(2) 低い開業率  5 

日本ではベンチャーを起業する人材が少ない。日本の開業率はバブル崩壊以

降 4~5%台を推移しており、10%前後を推移している米国、イギリス、ドイツ、

フランスなどの欧米諸国と比較して低い値にある 10。その要因として、雇用の

流動性の低さや破産法、個人保証制度の問題により、一度失敗した時のリスク

が高いことが挙げられる 11。また、起業する際の課題として「資金調達」「質の10 

高い人材の確保」「起業に伴う手続きの煩雑さ」などが上位となっており、制度

面・環境面での課題がある 12。しかし、岡田 (2013)によると、日本で起業する人

材が少ないのは日本人の起業家精神の低さや、起業家に対する社会的評価の低

さなど、制度環境以外に原因があるとの指摘もある 13。このように、日本の開

業率が低い原因は多数存在するが、日本で起業する人材が増え、質の高いシー15 

ズが生まれることで投資する側の案件発掘も容易となり、イノベーションの創

出にも大きく貢献することだろう。今後、日本で質の高いシーズを生み出すた

                                                   
10 中小企業庁 (2014)『中小企業白書 2014 年版』第 3 部第 2 章 187 頁を参照。  
11 岡田 (2013)「我が国における起業活動の現状と政策対応 -国際比較の観点から -」 42~47

頁を参照。  
12 中小企業庁 (2011)『中小企業白書 2011 年版』第 3 部第 1 章 206 頁を参照。  
13 岡田 (2013)「我が国における起業活動の現状と政策対応 -国際比較の観点から -」 49~50

頁を参照。  
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めに、さらなる起業家教育の充実や起業しやすい環境の整備が必要だと考える。 

(3) IPO 偏重の Exit 

成長意欲の高いベンチャー企業は将来的に IPO や M&A による Exit を目指

している場合が多く、投資家側からしても、リターンを得るためには投資先の

Exit が必要である。(図表 1-4)の通り、日本のベンチャー企業の Exit は IPO に5 

偏っており、76.3％を占めている。  

一方で、米国では M&A が 80.0%を占めており、成長したベンチャー企業が

事業を売却してシリアルアントレプレナー 14になることや、売却して得た資金

を元手にエンジェル投資家になることが多く、ベンチャーに関わる人材の好循

環が生まれている。  10 

図表 1-4 日米における M&A と IPO の割合比較：件数ベース (2014 年度 ) 

 

出所：VEC(2015)『ベンチャー白書 2015 年版』Ⅰ -11 頁 NATIONAL VENTURE 

CAPITAL ASSOCIATION (2015)「YEARBOOK 2015」76、81 頁より筆者作成  

日本においてもベンチャーに関わる人材や資金の流動性を高め、ベンチャ15 

ー・エコシステム 15を形成するためには、M＆A による Exit の増加が必要だ

                                                   
14 シリアルアントレプレナーとは、ベンチャー企業を立ち上げ、事業を軌道に乗せるこ

とに成功した後、また別のベンチャー企業の立ち上げに取り組む起業家のことを指す。  
15 ベンチャー・エコシステムとは「ベンチャー企業の起業から自立までの好循環が繰り

返されるようなシステム形成、ならびにそれを支える人材・組織、経営資源、ネットワ

ークなどのインフラ」のことを指す。  野村 (2015)「我が国におけるベンチャー支援のあ

り方 -既存企業とベンチャー企業のパートナーシップを通じたベンチャー・エコシステム

の形成に向けて -」 69 頁を参照。  
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と考える。日本では起業家が買収されることに対して抵抗感を持つといわれて

るが、近年、ベンチャー企業の M＆A に対する抵抗感が薄れてきているとの

報告がある 16。また、米国においても最初から M＆A が多かったわけではな

く、約 30 年かけて数々の事例を積み重ね、社会に M＆A に関する知識やノウ

ハウが蓄積されたことにより、徐々に増加してきたという経緯がある 17。その5 

ため、日本においても大企業とベンチャー企業との連携が必要とされている

今、M＆A の環境整備 18や経験が蓄積されていくことで、Exit としての M＆A

が増加していくだろうと考える。  

(4) ベンチャー企業を経営する上での課題  

次に、ベンチャー企業を経営する上での課題について考察していく。成長初10 

期のベンチャー企業は、資金、人材、技術、設備などあらゆる経営資源が不足

しているが、VEC(2015)によると、ベンチャー企業の経営ニーズは「人材採用」

「販路拡大」「資金調達」「技術開発」などが上位となっている (図表 1-5)。その

中でも「人材採用」が最も多く、特に「営業・販売促進の担当者」や「技術開

発の担当者」が不足している 19。その理由として、人材の確保先ルートがない15 

ことや、賃金・報酬の負担などが考えられる。  

  

                                                   
16 VEC(2015)『ベンチャー白書 2015 年版』Ⅰ -11 頁を参照。  
17 磯崎 (2014)『起業のエクイティ・ファイナンス』 8 頁 ~12 頁を参照。  
18 湯川・木村 (2013)「我が国におけるベンチャー企業の M＆A 増加に向けた提言 -のれん

代非償却化の重大なインパクト -」では、日本で M＆A が活用されてこなかった理由とし

て、「のれん代」の会計処理方法を問題視しており、現行の規則償却から非償却への変更

を提言している。  
19 VEC(2015)『ベンチャー白書 2015 年版』Ⅰ -176 頁を参照。  
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図表 1-5 ベンチャー企業の経営ニーズ  

 

出所：VEC(2015)『ベンチャー白書 2015 年版』Ⅰ -176 頁  

次いで高いニーズが「販路拡大」と「資金調達」である。「販路拡大」に関し

ては、ベンチャー企業は製品・商品の新規性が高く、具体的な市場が存在して5 

いないことや、人材面の問題があり、新規の販路開拓が困難であると考えられ

る。  

次に「資金調達」に関しては、成長初期のベンチャー企業は売上や実績、担

保になるような資産がほとんどなく、資金供給側のリスクが高いため、円滑な

資金調達が困難である。特にシード・アーリー期などの成長初期段階や、事業10 

化・市場化の際の莫大な資金調達は難しいが、日本では VC やエンジェル投資

家による投資額が米国と比較すると圧倒的に少なく (図表 2-6、2-9)、ベンチャ

ー企業の資金需要が十分に満たされているとは言い難い。  

このように、ベンチャー企業を経営する上での課題は様々であるが、「人材確

保」「販路開拓」「資金調達」など、どれか一つでも欠けていればそれがネック15 

となり、ベンチャー企業の成長は阻害されてしまう。ベンチャー企業が成長す

るためには、最終的にはこれら全ての課題を解決していかなければならない。  

 

第 2 章  ベンチャー企業における資金調達手段  

 前章でも述べた通り、ベンチャー企業が成長する上では様々な課題が存在す20 

るが、特に成長段階ごとに資金を調達できるか否かはベンチャー企業にとって

死活問題である。しかし、ベンチャー企業の資金調達は容易ではない。なぜな

ら、ベンチャー企業は新規性の高い技術やビジネスモデルを武器としており、
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将来に対する不確実性が高い上、創業当初は売上や担保になるような資産もな

く、ベンチャー企業への資金供給はハイリスクなためである。特に実績のない

初期段階や、事業化・市場化する際の資金調達は難しい。  

 本章では、ベンチャー企業の成長を支えるための資金調達手段として、直接

金融 (3F、株式、クラウドファンディング、エンジェル、VC)、間接金融 (銀行融5 

資 )、公的金融 (中小企業基盤整備機構、産業革新機構、日本政策金融公庫、SBIR)

の 3 つに分類し、適宜、国際比較を交えながら考察していく。  

第 1 節  直接金融  

直接金融とは、資金調達者が金融機関を介さずに直接資金を調達する方法で

ある。本節では 3F、株式、クラウドファンディング、エンジェル、VC につい10 

て考察していく。  

(1) 3F 

 3F とは、Founder(創設者 )、Family(家族 )、Friend(友人 )のことを指し、ス

イートマネーとも呼ばれる。これは起業家本人やその親族、知人からの借入金

や出資金を意味しており、創業時において重要な資金調達手段となる。以下 (図15 

表 2-1)の図表からも、起業家にとって 3F からの資金調達がいかに重要な役割

を果たしているかがわかる。  

図表 2-1 創設から現在までの資金調達元の件数比率  

 

出所：VEC(2015)『ベンチャー白書 2015 年版』Ⅰ -173 頁より筆者作成  20 
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また、金融機関等からの融資を受ける際、自己資金の金額が融資額に大きな

影響を与える。例えば、日本政策金融公庫の新創業融資制度では、自己資金額

の 10 倍が融資限度額として定められている 20。  

松田 (2014)によると「起業家がスタートまで、どのようなネットワークを築

いたかによって、自己資金の量と出資者の構成要因が決まる 21」とされており、5 

多くの知人や友人、親族がいることに加え、その人たちが起業家を評価してい

る際に資金が集まりやすくなるといえる。  

(2) 株式  

企業は証券取引所を通じて株式市場に上場し、株式を一般に公開することで

多数の投資家からの資金調達が可能となり、社会的信用も向上する。証券取引10 

所は全国に 5 か所存在し、それぞれの取引所が様々な株式市場を運営している。

最も上場企業数が多い東京証券取引所を例に挙げると、東証一部、東証二部、

マザーズ、JASDAQ(スタンダード、グロース )、Tokyo Pro Market の 5 つの市

場が存在する。各市場の上場企業数は以下 (図表 2-2)の通りである。  

図表 2-2 上場企業数 (2016 年 3 月 )※カッコ内は外国企業  15 

 

出所：日本取引所グループ HP 

 5 つの市場の中で一般の投資家が売買できるベンチャー企業向けの市場がマ

ザーズと JASDAQ グロースである。これらの市場は東証一部、二部よりも上場

基準が緩く、株主数や時価総額など一定の条件を満たし、今後の成長が見込ま20 

れれば、設立間もない企業や赤字の企業でも上場することができる。しかし、

これらの市場の中でも比較的上場基準が緩い JASDAQ グロースでさえ、①上

場見込み時の株主数が 200 人以上②流通株式時価総額が 5 億円以上などの条件

が存在し、これらの条件を満たすベンチャー企業は少ない。したがって、株式

を公開して一般の投資家から資金を調達できるのはごく一部のベンチャー企業25 

に限られる。  

                                                   
20 日本政策金融公庫 HP を参照。  
21 松田 (2014)『ベンチャー企業〈第 4 版〉』 114 頁を参照。  
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 日本では近年 IPO 市場が堅調に推移しており、リーマンショック以降 6 年連

続で IPO 件数が伸びている (図表 2- 3)。しかし、2014 年 12 月に東証一部へ上

場した gumi が上場僅か 2 カ月で業績予想を黒字から赤字に下方修正し、株価

が急落した、いわゆる「gumi ショック」をはじめ、それ以降にも IPO 企業に

よる上場直後の業績下方修正問題が発生したことにより、上場審査の厳格化が5 

求められている 22。その上、IPO 後の公募割れが多いことや、EU 離脱に伴う円

高・株安傾向が続き、今後の IPO 市場は不透明な状況にあるといえる。  

図表  2-3 新規上場会社数の推移  

 

出所：松田 (2016)「2016 年上半期における IPO の動向」11 頁、柴田 (2013)「201210 

年 IPO 市場の動向」20 頁より筆者作成  

(3) クラウドファンディング  

 VEC(2015)によると、クラウドファンディング (以下、CF)とは「一般に、①

資金を募集するプロジェクトや企業に対して、②主にインターネットを通じて、 

③幅広く個人が応募し、④小口の資金が流れる仕組み 23」と定義されている。        15 

近年、世界で急速に普及している資金調達手段であり、藤原 (2016)によると、

2014 年の市場は 344 億ドルとなっており、前年の 162 億ドルと比較して 167％

の成長にあたる 24。日本においても 2015 年度の市場規模は前年度比 68.1％増

                                                   
22 帝国データバンク (2015)「 2012～ 2014 年 IPO 企業の業績動向調査」 6 頁を参照。  
23 VEC(2015)『ベンチャー白書 2015 年版』Ⅰ -93 を参照。  
24 藤原 (2016)「金融サービスにおけるイノベーションと地域統合 -EU におけるクラウド

ファンディングの発展 -」 90 頁を参照。  
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の 363 億 3400 万円と拡大している (図表 2-4)。  

図表 2-4 国内 CF の新規プロジェクト支援額 (市場規模 )推移  

 

出所：矢野経済研究所 (2016)「プレスリリース  国内クラウドファンディング市

場の調査を実施」3 頁  5 

CF は一般的に 5 つの種類に分類される (図表 2-5)。ベンチャー企業が CF で

資金調達する場合は金融型と購入型が主となり、特に近年、金融型の CF が注

目されている。金融型を代表するのが貸付型であり、日本では AQUSH、maneo、

SBI などの運営会社が存在する。また、2013 年から日本クラウド証券がクラウ

ドバンクと呼ばれる業務を開始し、個人投資家がインターネットを通じて小口10 

資金をベンチャー企業やエネルギー事業に貸し付ける業務を行っている。2016

年 10 月 26 日現在での累計応募金額は 87 億 525 万円であり 25、今後も更なる

成長が期待される。  

 株式型は 2012 年、米国で JOBS 法が制定され、同法第 3 章は株式型 CF の

一定要件を認めるものとなっている。日本においても 2014 年に金融商品取引15 

法の一部を改正する法律が成立し、株式型 CF の法整備が行われた。この背景

には 2018 年をもって終了するグリーンシート銘柄制度があり、これに代わる

非上場株式の投資勧誘制度として位置づけられている。しかし、日本、米国と

もに投資家保護などの問題から、未だ実際に機能してないことや、運用会社に

                                                   
25 日本クラウド証券 HP 
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対する規制面での高いハードル、非上場株式の流動性の低さなど様々な問題を

抱えている。  

図表 2-5 クラウドファンディングの種類  

寄付型  資金提供者は見返りを求めない。  

購入型  資金提供者は、何らかの財やサービスを受ける。  

 

金融型  

株式型  資金提供者に株式を発行する。  

貸付型  資金提供者に元本の返済義務が生じる。  

ファンド型  少額の資金を集めて管理者が間接的に投資。  

出所：佐々木 (2014) 『次世代ファイナンス  クラウドファンディングで世界を

変えよう』42、43 頁より筆者作成  5 

 CF は多様な人々が参加できる仕組みであり、応援者を作ることや新製品の

プロトタイプの作成、マーケティングとしての効果も果たす。このような仕組

みは従来存在しなかった画期的なものであり、今後 CF の課題を解決すること

で、ベンチャー企業のシード・アーリー期におけるさらに強力な資金調達手段

となるだろう。  10 

(4) エンジェル  

エンジェルとは、主にシード・アーリー期の若い企業もしくは起業前の起業

家に自己の資金で投資を行い、経営や技術に関するアドバイスなどのハンズオ

ン支援を行う個人投資家のことを指す。通常、過去に成功した起業家や実績を

残したベンチャーキャピタリストなどがエンジェルの役割を担う。基本的にエ15 

ンジェルは、VC が関与する前に投資を行い、VC が評価する段階で手を引くこ

とが多い 26。そのため、ベンチャー企業にとってエンジェルは、3F での資金調

達から VC 投資を受けるまでの架け橋的な存在となる。また、エンジェルは自

らの持つ経験やノウハウ、ネットワークを生かし、投資先の企業価値を向上さ

せる重要な役割を果たす。  20 

しかし、日本ではエンジェルの数、投資額ともに米国と比較すると圧倒的に

                                                   
26 日経 BP(2008)「日経エレクトロニクス 2008 年 12 月 15 日号」 67 頁を参照。  
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少ない (図表 2-6)。  

図表 2-6 日米のエンジェル投資の比較  

 

出所：経済産業省 (2015b)「平成 27 年度総合調査研究企業・社会システムレベ

ルでのイノベーション創出環境の評価に関する調査結果」 133 頁  5 

日本ではエンジェルによる投資を促進するために、平成 9 年 6 月にエンジェ

ル向けの優遇税制である「エンジェル税制」が新設され、それ以降平成 16 年、

20 年にわたってより一層投資家、企業側の双方に恩恵が及ぶよう改正された。

しかし、基本的にエンジェルは成功した元起業家であり 27、起業意識が低い日

本では 28、税制の拡充によりエンジェル投資額を増やすには限界があるだろう。10 

今後、日本でエンジェルを増やすには、ベンチャーを起業する人材を増やすと

同時に、Exit としての M＆A を増やし、自社を売却した起業家がそのまま多く

の資金を手にしてエンジェルになるという米国と同様の流れをつくるべきだろ

う。  

(5) VC 15 

VC とは主として、高い成長可能性が見込まれる未上場ベンチャー企業に対

して投資すると同時に経営的な支援も行い、企業価値を向上させる主体である。

将来的な Exit として投資先の IPO や M＆A を目指す。VC はその事業形態に

                                                   
27 TechCrunch(2013)の記事によると、米国ではエンジェルの 85％が自分自身の事業を

売却して資金を得た元起業家であるとされている。  
28 VEC(2014b)「平成 25 年度創業・起業支援事業 (起業家精神と成長ベンチャーに関する

国際調査 )」 6 頁を参照。  
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応じて「銀行系・事業会社系・独立系・政府系・大学発」の５つに分類される。

下記の表 (図表 2-7)にて各 VC の概要を説明する。  

図表 2-7 各 VC の概要  

銀行系 VC 銀行が子会社として設立した VC である。  

事業会社系 VC(CVC) 金融機関ではない事業会社が自己の資金を用いて

設立した VC である。  

独立系 VC 銀行系 VC や CVC のように親会社を持たない VC

を指す。  

政府系 VC 国や地方自治体など公的機関が設立した VC であ

り、中小企業投資育成会社、DBJ キャピタル、中

小機構のファンド事業などが挙げられる。  

大学発 VC 2014 年に施行された産業競争力強化法により、国

の認可を受けた VC に対して国立大学による出資

が可能となり、大学の研究成果を活用したベンチ

ャー企業に対して投資を行う。  

出所：筆者作成  

日本の VC の投資額の推移をみると 2006 年以降は減少傾向にあるが、20105 

年から徐々に増加していることがわかる (図表 2-8)。2012 年以降は海外向け投

資金額が増加している面もあるが、国内投資額に限定しても 2011 年から 2015

年までにかけて徐々に増加している。しかし、依然として米国、中国、欧州と

比較すると日本の VC は投資金額、件数ともに低い水準にある (図表 2-9)。  

  10 
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図表 2-8 年間投資額の推移  

 

出所：VEC(2016)「2015 年度ベンチャーキャピタル等投資動向調査年度報告」 

1 頁  

図表 2-9 VC 投資額の国際比較  5 

 

出所：VEC(2016)「2015 年度ベンチャーキャピタル等投資動向調査年度報告」 

6 頁  
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次に、投資先の業種についてみると、ファンドによるシードステージへの新

規投資先は 50.6%とほぼ半数を IT サービス等が占めており、半導体・電気一

般、バイオ・製薬、医療機器・ヘルスケアなどのいわゆる研究開発型ベンチャ

ーへの投資は 21.1%と十分であるとは言い難い (図表 2-10)。  

図表 2-10 ファンドによるシードステージへの新規投資先  5 

 

出所：経済産業省 (2015a)「研究開発型ベンチャー支援事業 (VC 等連携による

ベンチャー事業化支援事業 )説明資料」1 頁  

また、新規および追加投資金額の業種別構成比をみると、特にバイオ・医療・

ヘルスケアでは 2014 年度と比べ 2015 年度は 6.2 ポイントの下落がみられる。10 

このような、いわゆる研究開発型の企業は事業化・市場化までに多くの資金と

時間を要するため、現状では十分であるとは言い難い (図表 2-11)。また、この

ような研究開発型ベンチャーに投資する際は、企業の技術力や事業性を見極め

る目利き能力が必要であるが、価値総合研究所 (2015)のアンケート調査による

と、独立系 VC、銀行系 VC の 65％が VB の技術に対する目利き能力 29が不足15 

                                                   
29 目利き能力とは「新たな事業プロジェクトの立ち上げを行うベンチャー企業等に対す

る投資の是非を判断するにあたり、当該プロジェクト等が採算の取れる事業として順調

に成長し、投資の出口として市場での新規株式公開 (IPO)等を通じた資金回収やリターン

の最大化が図れるか否かといった観点からの見極め能力」のことを指す。 (金融庁 (2013)

「金融機関によるリスクマネー供給力の強化等を通じた創業・新規事業支援の促進にむ

けて」 4 頁を参照。 )  
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しているとしている 30。  

図表 2-11 新規および追加投資金額の業種別構成比の変化  

 

出所：VEC(2016)「2015 年度ベンチャーキャピタル等投資動向調査年度報告」

4 頁  5 

以上の考察より、日本の VC は投資額や投資先の業種、目利き能力など様々

な課題が存在するといえる。  

第 2 節  間接金融  

間接金融とは、資金需要者と資金供給者の間に第三者が介入する取引のこと

であり、本節では銀行融資について考察する。  10 

(6) 銀行融資  

これまで銀行・信用金庫など民間金融機関によるベンチャー企業への資金供

給は子会社の VC が中心であり、銀行本体はベンチャー企業への融資に対して

慎重な姿勢を示してきた。我々は銀行・信用金庫がベンチャー企業に融資する

際の問題点は①「ベンチャー企業の技術力や事業性に対する目利き能力の不足」15 

②「リスクの高さ」であると考える。  

①に関しては、ベンチャー企業は高度な技術を武器にビジネスを展開してい

る場合が多い。しかし、民間の金融機関は今までベンチャー企業のようなリス

クの高い企業に対する融資に消極的であったことや、銀行・信用金庫などは主

                                                   
30 価値総合研究所 (2015)「研究開発型ベンチャーの投資判断に関する調査研究報告書」

138 頁を参照。  
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に文系出身の職員で構成されていることなどを理由に、企業の保有する技術や

事業性に対する目利き能力が不足している 31。そのため、将来性のあるベンチ

ャー企業を見極められないことが大きな問題となる。  

②に関しては、銀行の自己資本比率はほんの数％しかなく、その範囲での損

失しか許されない。その上、リーマンショック以降、バーゼル銀行監督委員会5 

による自己資本比率規制が強化され、金融機関は貸し倒れによる自己資本比率

の低下に敏感となっている。成長初期のベンチャー企業は成功するか否かの不

確実性が高く、売上や担保になる土地も少ない。また通常、銀行融資はデット

ファイナンスと呼ばれ、借り入れを行う企業の貸借対照表に負債として計上さ

れる。その場合、企業がどれだけ成長したかに関係なく利息が一定であるため、10 

銀行が融資を行う際は「その企業が確実に債務を返済できるか」「安定的な成長

が見込めるか」などを重視する。そのため、銀行には不確実性の高いベンチャ

ー企業に融資を行うインセンティブが生まれにくいのが現状である。  

第３節  公的金融  

本節では中小企業基盤整備機構、産業革新機構、日本政策金融公庫、SBIR15 

について考察していく。  

(7) 中小企業基盤整備機構  

中小企業基盤整備機構 (以下、中小機構 )は、経営相談、起業支援、海外展

開支援など、中小・ベンチャー企業を支援する主体として様々な役割を果た

している。特に 1999 年から開始したファンド事業 32では、これまで 229 件20 

のファンドに 2152 億円の投資を行い、ファンドからの投資先 IPO 社数の国

内新興市場全体 IPO 社数に占める割合は 19％と、国内新興市場の IPO に大

きく貢献している 33。  

また、中小機構は国内最大級のインキュベーション事業者でもある。イン

キュベーションとは孵化するという意味で、これになぞらえて新しいビジネ25 

                                                   
31 金融庁 (2015a)「地域金融機関の地域密着型金融の取り組み等に対する利用者等の評価

に関するアンケート調査結果等の概要」によると、顧客企業の事業性を評価する目利き

能力が金融機関に十分あると回答した企業は 5.2％となっている。  
32 中小機構が民間の VC が組成したファンドに総額の 2 分の 1 を限度とし、共同で出資

を行うこと。  
33 内閣府 (2016)「官民ファンドの運営に係るガイドラインによる検証報告 (第 5 回 )」 16

頁を参照。  
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スの成長・事業化を促進することを「ビジネスインキュベーション」と称し、

そのための施設をビジネスインキュベータ (以下、BI)と呼ぶ。BI では、イン

キュベーションマネージャー (以下、IM)と呼ばれるスタッフが駐在しており、

中小機構、自治体、支援機関、大学等の異なる組織から編成された IM が、

施設内のベンチャー企業に対して多面的な支援を行っている。中小機構の5 

BI は、事業スペースの提供などのハード面、IM を通じた様々なサービスを

提供するソフト面の 2 つの側面からサポートを行う。全国に 32 拠点あり、

平成 28 年 3 月時点での入居企業数は 560 社以上である。平成 27 年 3 月時

点で多くの研究費と研究期間を要する医療・バイオ・アグリの分野が全体の

32％を占めており、研究開発型ベンチャーのサポートにおいて重要な役割を10 

果たしている 34。また、BI、 IM が中心となりそれぞれが持つ多様なネット

ワークを活かし支援機関、金融機関、事業提携先等のマッチング支援も行っ

ている。実績として VC 等からの投資総額は平成 27 年度で約 21 億円とな

っており、また、 IM が適切な情報提供、申請書作成等のアドバイスを行っ

た結果、全国で総額約 20 億円もの資金の獲得に成功している 35。このよう15 

に、資金調達の面においても重要な役割を果たしているといえる。  

(8) 産業革新機構  

産業革新機構とは、2009 年 7 月に産業競争力強化法に基づき設立された官

民ファンドである。巨額な資金を保有しており、高度な技術や特許の事業化を

支援することなどを目的に設立されたため、ベンチャー企業への積極的な支援20 

が期待される。しかし、産業革新機構はベンチャー支援というより、主として

大手企業の再編を対象に資金を供給しており、一般の VC のような機能は限定

的なものとなっている 36。実際に、平成 28 年 3 月末時点で約 2 兆円の投資能力

を有し、実投融資額は 6475 億円であるが、そのうちベンチャー投資に回って

いる額は約 2 割である 37。  25 

                                                   
34 中小企業基盤整備機構 (2016)「 Incubation Report Vol.7 ─インキュベーション事業  

平成 27 年度活動報告─」 3 頁を参照。  
35 中小企業基盤整備機構 (2016)「 Incubation Report Vol.7 ─インキュベーション事業  

平成 27 年度活動報告─」 4 頁を参照。  
36 丹野 (2013)「ベンチャーファイナンスの現状と課題 -研究開発型ベンチャーを中心に -」

191 頁を参照。  
37 内閣府 (2016)「官民ファンドの運営に係るガイドラインによる検証報告書 (第 5 回 )」 4

頁を参照。  
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ドイツの官民ファンドであるハイテク起業基金では、民間ではリスクを取れ

ないシード期の研究開発型ベンチャーに集中的に投資を行っており、その後に

VC や CVC による投資を喚起している 38。VC やエンジェルによる投資額が少

ない日本では、官民ファンドなどの公的資金による補完が必要であり、日本の

官民ファンドにおいても、必要なところに資金が行き渡らないことがないよう、5 

民業補完や本来の目的を再確認する必要があるだろう。  

(9) 日本政策金融公庫  

日本政策金融公庫 (以下、日本公庫 )は、2008 年 10 月 1 日に株式会社日本

政策金融公庫法に基づき、前身である日本生活金融公庫、農林漁業金融公庫、

中小企業金融公庫が統合され設立された政府 100％出資の政策金融機関で10 

ある。民間金融機関の補完を旨とし、様々な政策金融を実施している。公庫

の金融面において果たす役割は主に 2 つある。1 つ目は自然災害や経済環境

が変化した際のセーフティ機能の発揮である。商工組合中央金庫の危機対応

業務に必要な資金の経由、信用保証制度 39における信用保証協会への資金の

経由、一時的に資金繰りが悪化した中小企業に対して長期・固定金利で融資15 

を行う「セーフティネット貸付」などがこれにあたる。  

2 つ目は、創業期の中小企業やベンチャー企業など、ハイリスク企業への

資金供給である。日本公庫による創業融資額は、平成 26 年に 2241 億円と

設立以来過去最高額となった (図表 2-12)。  

  20 

                                                   
38 野村 (2014a)「いま必要とされる CVC への取り組み ~既存企業とベンチャー企業の連携

促進に向けて ~」 11 頁を参照。  
39 信用保証制度とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、債務の 8 割を信用保証

協会が保証する制度であり、一般枠として無担保保証の場合は 8000 万円、有担保保証の

場合は 2 億円が保証限度額となっている。  
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図表 2-12 日本公庫の創業融資実績の推移  

 

出所：日本政策金融公庫 (2015)「ニュースリリース」平成 27 年 5 月 20 日１

頁  

また、ベンチャー企業向けの融資制度である「資本性ローン (挑戦支援資5 

本強化特例制度 )」の融資実績も増加傾向にあり、平成 25 年度に社数、金額

ともに過去最高となった (図表 2-13)。  

図表 2-13 平成 25 年度資本性ローンの実績 (新事業型 ) 

 

出所：日本政策金融公庫 (2014)「ニュースリリース」平成 26 年 4 月 21 日１10 

頁  

日本公庫による資本性ローンは、無担保・無保証で元金一括償還である他、

借入金が自己資本として計上されるため、民間の金融機関から融資を受けや

すくなる。そのため、新規開業資金や創業初期のベンチャー企業にとっては

魅力的だが、融資限度額が 4000 万円であり、業績によって金利が変化する15 

ことから、長期的な資金調達手段としては利用しづらい面がある。  

また、ベンチャー企業の技術力や事業性を見極める目利き能力に関しても、

適切に行うことができているか疑問が残る。我々が行った日本公庫へのヒア



26 

 

リングによると「日本公庫に技術を評価する能力を持った人材は少なく、ベ

ンチャー企業の技術に対する目利きはできていない。」との回答を得た 40。ま

た、京都市に在籍するアーリー期の研究開発型ベンチャーへのヒアリング 41

によると「日本公庫から資本性ローンを受けようと思い申請した。技術力や

ビジネスプランには自信があったが、特許を取得していないことを理由に断5 

られた。」との回答を受け、日本公庫においても、研究開発型ベンチャーの

技術に対する目利き能力が不十分である可能性がある。  

このように、日本公庫の資金量や目利き能力などの課題を指摘したが、根

本・深沼・渡部 (2006)によると「政府系金融機関は民間金融機関に比較して

資産・担保力が脆弱であり、事業経験のない創業者に対する貸付の比率が高10 

い 42」とし、民間のリスクが取れないところを補完していると考えられるた

め、一定の役割を果たしているといえる。  

(10) SBIR 

SBIR(Small Business Innovation Research)とは、関係省庁が連携して中

小企業者などの研究開発から事業化までを一貫して支援する制度のことで15 

ある。1983 年、米国で施行されたのが始まりであり、同国では現在まで維

持・発展してきた。米国の SBIR は 11 の省庁が外部委託研究開発予算の一

定割合を SBIR に回すことが義務づけられており、その割合は 2016 年度で

は 3.0％と定められている 43。また、米国では「多段階選抜方式 44」が導入さ

れており、(図表 2-14)のような 3 つのフェーズに分けられ、シーズの段階か20 

ら商業化までの一貫した支援が行われている。  

  

                                                   
40 2016 年 7 月 13 日 (水 )に直接ヒアリング。  
41 2016 年 5 月 17 日 (火 )に直接ヒアリング。  
42 根本・深沼・渡部 (2006)「創業期における政府系金融機関の役割」 12 頁を参照。  
43 VEC(2015)『ベンチャー白書 2015 年版』Ⅰ -127 頁を参照。  
44 野村 (2014b)「わが国ベンチャー支援策の実効性を高めるためのポイント」によると、

多段階選抜方式とはフェーズ 1 で事業化調査及び概念実証を目的とし、 6 カ月で最高 15

万ドルを支給する。フェーズ 2 では研究開発とプロトタイプ作成を目的とし、 12 カ月で

最高 100 万ドルを支給する。フェーズ 3 では商業化ステージで、 SBIR からは資金が供給

されず、SBIR 以外の外部資金の調達を行う。フェーズ 1 をクリアした企業のみフェーズ

2 に進み、フェーズ 1、 2 をクリアした企業のみフェーズ 3 に進むことができる。  
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図表 2-14 米国の SBIR の 3 つのフェーズ  

 

出所：VEC(2015)『ベンチャー白書 2015 年版』Ⅰ -127 頁  

日本でも 1999 年 2 月から日本版 SBIR(中小企業技術革新制度 )が施行さ

れている。現在は 7 つの省庁が参加し、支援額については米国と異なり、毎5 

年閣議で決定される。また米国で導入されている「多段階選抜方式」はほと

んどの省庁で導入されていない 45。  

 日本版 SBIR の創設当時、日本はバブル崩壊の影響から実質経済成長率も

マイナスを記録し、廃業率が開業率を上回るという状況にあった。一方で、

米国では好調な経済成長を維持し、その一因として SBIR が考えられていた。10 

このような背景から米国の SBIR を模範とした制度として日本版 SBIR が創

設された 46。しかし、(図表 2-15)の通り日本版 SBIR 採択企業の方が非採択企

業よりも売上が減少していることから、日本版 SBIR は失敗であると考えられ

る。その要因として、日本版 SBIR はイノベーション推進策ではなく中小企業

への補助金的な位置付けに留まっており、大学等の基礎研究に資金が流れてい15 

ないことが考えられる。日本版 SBIR は米国を模範してつくられたにも関わら

ず「既に存在する補助金制度に後から『日本版 SBIR』のレッテルを貼ったに過

ぎない 47」とされており、その実態は米国のものとは異なる。  

  

                                                   
45 2016 年 10 月 7 日電話にてヒアリング。  
46 中小企業庁 HP を参照。  
47 山口 (2015)『イノベーション政策の科学』 20 頁を参照。  
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図表 2-15 日米の SBIR 採択企業の成長の比較  

 

出所：山口 (2016)「イノベーション・ソムリエ論」18 頁  

 

第３章  問題意識  5 

本章では、第 1 章、第 2 章での考察を踏まえて、我々の感じたベンチャー企

業が成長する上での課題として「大企業との連携不足」「日本版 SBIR」「資金供

給主体の目利き能力の不足」の３点について考察していく。  

第１節  大企業との連携不足  

ベンチャー企業が成長する上での課題として、大企業との連携不足が挙げら10 

れる。大企業はベンチャー企業にとって、同じ事業分野での研究開発支援、事

業化・市場化においての助言、販路開拓支援、M＆A による Exit 支援など、資

金以外にも様々なニーズを満たす存在であり、ベンチャー・エコシステムを形

成する上で重要な役割を果たす。実際に、米国のシリコンバレーやイギリスの

ケンブリッジ、ドイツのバイエルン州などベンチャー・エコシステムを形成し15 

ている地域では、大企業がベンチャー企業に積極的に関与している 48。  

従来、日本の大企業の多くは、ベンチャー企業を積極的に活用するというス

                                                   
48 野村 (2015)「わが国におけるベンチャー支援の在り方 -既存企業とベンチャー企業のパ

ートナーシップを通じたベンチャー・エコシステムの形成に向けて -」 76 頁 ~86 頁を参

照。  
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タンスをとっておらず (図表 3-1)、社内のリソースのみを使用して研究開発、事

業化・市場化を行う「自前主義」を基本としてきた。その理由として、ベンチ

ャー企業との提携はリスクが高いとの認識があることや、日本企業の組織的な

特性が指摘されている 49。  

図表 3-1 大企業の外部連携先  5 

 

出所：文部科学省科学技術・学術政策研究所 (2013)「民間企業の研究開発に関

する調査報告 2012」10 頁  

しかし、現代では市場ニーズの多様化や技術革新の加速化に伴い、これまで

大企業が行ってきた自前主義だけでは市場で生き残ることが難しい状況にある。10 

また、クリステンセンの『イノベーションのジレンマ』で指摘されたように、

大企業は既存顧客が定着しているため、創造的破壊を伴うイノベーションが生

まれにくい。  

このような背景の下、近年、大企業にとって自前主義の認識が変わりつつあ

る。2014 年の大企業のベンチャー企業との連携実績は 26.6％であったのに対15 

し、今後の提携意向は 56.8%と 2 倍以上となっており (図表 3-2)、大企業にとっ

てベンチャー企業との連携 (オープンイノベーション )の必要性が認識されつつ

ある。  

  

                                                   
49 中村 (2016)『アライアンス・イノベーション  大企業とベンチャー企業の連携理論と実

際』 75~91 頁、 96 頁を参照。  
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図表 3-2 2014 年の大企業の連携実績 (左 )と今後の連携意向 (右 ) 

 

出所：NEDO(2016)『オープンイノベーション白書初版』32、33 頁  

(1) CVC の有効性と課題  

大企業とベンチャー企業との連携が必要とされている中、連携を促進するた5 

めの手法の一つとして注目を集めているのが CVC によるベンチャー投資であ

る。CVC とは、投資会社ではない事業会社が自らの資金を用いて設立した VC

であり、近年投資額が右肩上がりとなっている (図表 3-3)。  
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図表 3-3 民間の非金融事業法人の CVC 子会社による VB 投資金額の推移  

 

出所：VEC(2015)『ベンチャー白書 2015 年版』Ⅰ -83 頁より筆者作成  

大企業が CVC を設立してベンチャー企業に投資するにあたっては主に２つ

の目的がある。１つは金銭的なリターンの追及である。大企業が同じ事業分野5 

での目利きを活かし、有望なベンチャー企業を発掘してハンズオン投資を行う

ことにより、投資先が Exit を迎え、キャピタルゲインを得ることができる。  

２つ目は戦略的な目的である。前述したように、大企業は自前主義では市場

で生き残ることが困難な状況となってきた。そこで、革新的な技術やビジネス

モデルを持つベンチャー企業と連携することにより、新規事業の創出や既存事10 

業の強化、新たな技術の探索など、戦略的な目的を持っている 50。  

大企業とベンチャー企業との連携といってもその手法は様々であるが、野村

(2014a)によると、CVC は「①新規事業開拓にかかるコストの軽減、②自社内

では得られない技術やアイデアの獲得・開発スピードの向上が可能であり、か

つ、ベンチャー企業に対する支援が社内組織の活性化や人材育成に繋がる 51」15 

と分析しており、直接投資する場合よりも有効であるとしている。  

一方、ベンチャー企業にとって大企業は、資金以外にも様々なニーズを満た

す存在であり、浦木 (2011)によると「CVC は資金提供だけでなく、共同研究の

                                                   
50 Macmillian,I. ,Roberts,E.,Livada,V.&Wang,A.(2008)「Corporate  Venture 

Capital(CVC) Seeking Innovation and Strategic Growth」によると、米国では 65％の

CVC が戦略目的を重視して投資を行っている。  
51 野村 (2014a)「いま必要とされる CVC への取り組み ~既存企業とベンチャーの連携促進

に向けて ~」 2 頁を参照。  
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橋渡しや、顧客の紹介、知的財産構築など、マーケットで実際に活動している

からこそ可能なサポートをベンチャーにもたらすことができる 52」としている。

また、CVC から投資を受けた企業はその後のパフォーマンスも高い。米国の

CVC に関する様々な先行研究を調査した倉林 (2014)によると、米国では CVC

から投資を受けたベンチャーの時価総額が投資時の時価総額と比較して 3 倍以5 

上となっており、倒産確率も独立系 VC のみに投資された場合と比べて低いと

している 53。  

このように、CVC は価値ある投資家であり、今後、日本でベンチャー企業の

育成や大企業とベンチャー企業の連携、さらには Exit の多様化によるエコシ

ステムの構築を図る上では、事業会社の目利き 54と豊富な経営資源を生かした10 

CVC 投資の活性化が必要だと考える。また、ハンズオン投資を行う独立系 VC

が米国と比較して発達していない日本では、CVC によるハンズオン型のサポー

トを行うことが有効だといえる 55。  

しかし、CVC 投資を行うにあたっては課題も存在する。例えば、大企業にと

っては投資案件の発掘が困難であることや (図表 3-4)、CVC は本来、投資会社15 

ではない事業会社が設立した VC であるため、資金量や投資ノウハウが不足 56

している場合がある。また、未だに事業化・市場化までに莫大な資金と時間を

要する研究開発型ベンチャーを支援する CVC が少ないことも問題点の一つで

あろう (図表 3-5)。  

  20 

                                                   
52 浦木 (2011)「CVC は企業の持続可能性を促進するツールになりえるか？」 171 頁を参

照。  
53 倉林 (2014)「米国コーポレートベンチャーキャピタルのベストプラクティスの分析と

日本の大手企業における課題」 14 頁を参照。  
54 NEDO(2016)のアンケート調査によると、外部連携を進めるための目利き力のある人

材が社内に「いると思う」と回答した大企業は 60.4％となっており、「いないと思う」と

回答した大企業の 36.9％を大きく上回った。  
55 日本経済団体連合会 (2015)「新たな基幹産業の育成に資するベンチャー企業の創出・

育成に向けて」 7 頁を参照。  
56 清水 (2009)「日本におけるコーポレートベンチャーキャピタルの投資目的」 120 頁を

参照。  
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図表 3-4 国内の上場企業が国内のベンチャー企業と提携する場合の課題  

 

出所：経済産業省 (2016a)「企業の研究開発投資性向に関する調査  報告書」64

頁  

図表  3-5 2011 年以降の主な CVC 設立事例  5 

 

出所：桑原 (2016)「コーポレートベンチャーキャピタルを通じた大企業とベン

チャー企業の連携」日本総合研究所 2016-09-09 

上記の考察を踏まえ、我々は第 4 章第 1 節にて今後、日本で CVC 投資をさ

らに加速させるための提言を行う。  10 
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第２節  日本版 SBIR における課題  

 第 2 章で述べた通り、日本版 SBIR は米国と比較して多くの問題点が存在す

る。本節ではその詳細について考察していく。  

米国の SBIR と日本の SBIR の違いは主に 3 つある。1 つ目は「多段階選

抜方式」の有無であり、米国では 3 つのフェーズに分けた「多段階選抜方式」5 

を全ての省庁で導入されている。しかし、日本で導入している省庁はごく一

部である。このシステムのメリットは一貫した支援を行う事により、イノベ

ーションの担い手となる SBIR 採択者を研究開発から商業化へとつなげら

れる点にある。しかし、それには研究開発段階 (シード期 )にある事業の実現

可能性の見極め、時には VC のようなハンズオン支援が求められることを意10 

味する。それらを各省庁だけで行うには限界があり、外部機関との積極的な

連携が必要となる。  

 2 つ目は補助金を交付する際の募集の仕方である。日本では各省庁が独自

の枠組みで募集を行っており、応募者にとって非常に分かりにくい仕組みと

なっているのに対し、米国では SBA(中小企業庁 )によるコーディネートによ15 

り、全て同じ枠組みで募集が行われている 57。  

 3 つ目が SBIR 被採択者の出自の違いである。米国では SBIR 採択企業

の代表者の博士号取得者割合が 73.65％であるのに対し、日本は 7.7％であ

り、その違いが明白である 58。日本では「博士コースに行った人は視野が

狭く、多くは象牙の塔に閉じこもってしまう。それに加えて大学院コース20 

では起業のことを考える人もいないし履修コースもない 59」とされてい

る。以上の考察より、日本の SBIR には多くの問題点が存在していること

がわかる。そこで我々は、日本で SBIR をベンチャー支援策として機能さ

せるために、第 4 章第 2 節にて「新日本版 SBIR」を提言する。  

第 3 節  資金供給主体の目利き能力の不足  25 

日本は銀行をはじめとした間接金融中心の経済であり、ベンチャー企業への

投資の担い手となる VC やエンジェル投資家による投資額が少ない。そのため、

                                                   
57 VEC(2015)『ベンチャー白書 2015 年版』Ⅰ -130 頁を参照。  
58 山口 (2015)『イノベーション政策の科学』 23、 26 頁を参照。  
59 VEC(2015)『ベンチャー白書 2015 年版』Ⅰ -129 頁を参照。  
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我々は今後、日本でベンチャー企業の資金需要を満たし、成長させるためには

銀行や信用金庫などの民間金融機関による資金供給や公的支援での補完が必要

だと考える。特に、IT 系ベンチャーと比較して多額の資金が必要となる研究開

発型ベンチャーには尚更である。しかし、第 2 章でも述べた通り、銀行・信用

金庫などの民間金融機関、さらには日本公庫などの政府系金融機関は、企業の5 

技術力や事業性を見極める目利き能力が不足している。また、銀行の子会社で

ある銀行系 VC は、親会社からの出向者が大半であるため 60、銀行同様目利き

能力が不足している。  

現在、貸出先の減少や低金利環境を背景に、金融庁が銀行に対して財務内容

だけでなく、将来性のある企業の事業性を評価した融資を行うよう促している10 

が 61、そのような目利きは民間金融機関では難しいという指摘もあり 62、金融機

関の代わりに目利き能力を発揮する主体が必要だと考える。  

この現状を踏まえて我々は、本節で挙げた金融機関の目利き能力の不足や、

第 2 章第 2 節で挙げたリスクの高さを補い、ベンチャー企業特に研究開発型ベ

ンチャーに資金をはじめとした必要な経営資源を確保させるために、第 4 章 315 

節にて「ベンチャー格付け制度の導入」を提言する。  

 

第 4 章  提言  

本章では、第 3 章で考察したベンチャー企業が成長する上での課題をもとに、

その課題を解決するための策として「CVC の活性化」「新日本版 SBIR」「ベン20 

チャー格付け制度の導入」を提言する。  

第 1 節  CVC の活性化  

第 3 章第 1 節 (1)にて、CVC の有効性と課題を考察したが、本節ではその課

題を解決し、日本で CVC 投資をさらに加速させるための提言を行う。前章で

も述べた通り、CVC は事業会社が設立しているため、資金量、投資ノウハウが25 

不足している場合がある。また、案件発掘が困難であるといった課題も残る (図

                                                   
60 藤野 (2015)「日本のイノベーション・エコシステムに対するベンチャー・ファイナン

スの課題」 18 頁を参照。  
61 金融庁 (2015b)「平成 27 事務年度  金融行政方針」 13 頁、 14 頁を参照。   
62 内閣府 (2013)「第 1 回成長資金の供給促進に関する検討会  議事要旨」 25、 26 頁を参

照。  
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表 3-4)。そこで我々は、これらの課題を解決するために「政府系 VC・銀行系

VC との共同出資」「ベンチャー投資促進税制の恒久化」を提言する。  

・銀行系 VC・政府系 VC との共同出資  

第 3 章でも述べた通り、CVC は本来、投資会社ではない事業会社が設立して

いるため、資金量や投資ノウハウが不足している場合があり、研究開発型ベン5 

チャーのような莫大な資金と時間を必要とする企業に成長初期の段階で投資す

ることは難しいといえる。そこで我々は、NEC による「イノベーティブ・ベン

チャー投資事業有限責任組合 (図表 4-1)」、オムロンやリコーによる「テックア

クセルファンド (図表 4-2)」を参考に、CVC、銀行系 VC、産業革新機構や中小

機構などの政府系 VC の 3 タイプの VC による共同出資を行うべきだと考えた。 10 

図表 4-1 NEC のスキーム図     図表 4-2 オムロン、リコーのスキーム図  

出所：NEC キャピタルソリューション HP、オムロン HP より引用    

この３タイプの VC による共同出資のメリットは①「お互いの強みを活かし、

不足しているノウハウを補えること」と②「リスクの分散」にある。  15 

①に関して、まずファンドの中心となる CVC がベンチャー企業の技術に対

する目利きやハンズオン支援を行う。銀行系 VC は豊富な資金を活かした、フ

ァンドの資金量の補完や投資ノウハウの補完を担い、また、親会社からの融資
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や銀行のネットワークを活かした取引先の紹介なども期待できる。政府系 VC

は資金量の補完だけでなく、更なる民間の呼び水 63、ファンドの信用力やガバ

ナンスの向上が期待できる上 64、産学官のネットワークを駆使して案件発掘の

助けにもなるだろう。このように、3 タイプの VC がお互いの強みを生かすこ

とにより、CVC は資金量、投資ノウハウの補完、銀行系 VC・政府系 VC は目5 

利きやハンズオン支援の補完といった形で、お互いの不足しているノウハウを

補うことができる。②に関しては、複数の VC が共同で出資することにより、

成長初期のベンチャーに投資するにあたってのリスク分散が可能となる。  

その他にも、VC のシンゲートの構成パターンとその経済的役割について分

析を行った宮川 (2016)は「初回投資ラウンドにおけるスクリーニング機能の面10 

では多様なメンバー構成が経済的な利益をもたらす可能性」や「多様なバック

グラウンドを要する VC が補完性を発揮することで、 IPO までの期間が短縮さ

れている可能性」を示している 65。また、浦木 (2011)によると「VC と CVC は

補完関係にあり、お互いの強みを合わせれば強力なサポート体制が確立する 66」

と分析している。  15 

以上の先行研究からも、CVC と異なる VC 同士の共同出資は有効であること

がわかる。今後、CVC がファンドを設立していく上で、銀行系 VC・政府系 VC

との共同出資を積極的に行うべきだと考える。  

・ベンチャー投資促進税制の恒久化  

現在、経済産業省が大企業などの事業会社によるベンチャー投資を促す税制20 

として「ベンチャー投資促進税制」がある。ベンチャー投資促進税制とは、認

定を受けたベンチャーファンドを通じてベンチャー企業への投資額の 80％を

                                                   
63 平成 28 年 3 月末時点で産業革新機構では民間からの共同出資がなされた件数の比率が

99％となっており、中小機構のファンド事業では公的出資に対して 3.3 倍の民間資金が

ファンドに投入され、どちらも KPI(重要業績評価指標 )を達成しており、一定の呼び水効

果が確認されている。 (内閣府 (2016)「官民ファンドの運営に係るガイドラインによる検

証報告 (第 5 回 )」 6 頁、 18 頁を参照。 )  
64 石井 (2011)「ベンチャー政策評価の事例研究 -ベンチャーファンド事業によるリスク資

金供給の有効性 -」によると、中小機構と共同出資を行った VC の 63.6％が「機構出資を

受けたことで信用が向上した」、 52.5％が「機構とのかかわりを通じてガバナンスや組織

体制が向上した」と回答している。  
65 宮川 (2016)「ベンチャーキャピタルの共同投資と企業ダイナミクス -マクロデータを用

いた実証分析 -」 68 頁を参照。  
66 浦木 (2011)「CVC は企業の持続可能性を促進するツールになりえるか？」 169 頁を参

照。  



38 

 

上限に損失準備金を積み立て、損金算入することを可能とした税制である。こ

の税制により、事業会社によるベンチャー投資が促進されると期待されている

が、2017 年 3 月末までの時限措置となっている。2015 年 12 月末時点では認

定ファンドが 3 つしか存在しなかったが、日本で CVC の設立が進むにつれて、

認定ファンドが徐々に増加しており、2016 年 10 月末時点では 6 つとなってい5 

る 67。今後、日本で CVC によるベンチャー企業への投資を定着させるためには、

このような税制は定着させる必要があり、時限措置であると、長期的な視点を

もって投資を行えない可能性がある。そのため、我々は時限措置を廃止し「期

間の恒久化」を提言する。  

第 2 節  新日本版 SBIR 10 

第 3 章でも述べたように、日本版 SBIR は各省庁が独自の枠組みで募集して

おり、審査基準・書類様式・募集期間も異なる。そのため、応募者にとって非

常に分かりにくい仕組みとなっている。また、補助金を助成する際、候補企業

の実績を考慮するため、実績はないが将来的にはイノベーションの創出を担う

ベンチャー企業が採択されづらい 68。そこで、我々は新日本版 SBIR として「中15 

小企業庁による省庁統一型 SBIR」「多段階選抜方式の導入」「イノベーションの

ための SBIR」を提言する。  

・中小企業庁による省庁統一型 SBIR 

 現在、日本版 SBIR では中小企業庁が毎年各省庁から提出される書類をもと

に予算の最終決定を行う。しかし、中小企業庁へのヒアリングによると「各省20 

庁に提示された予算の決定は行うが、その事業については関与しておらず、募

集要項・募集期間、応募者・採択者の情報も把握していない」という回答を得

た 69。 

 そこで、我々は中小企業庁が各省庁を取りまとめ、コーディネーターとして

の役割を担うことで、日本版 SBIR に応募する際の利便性の向上が期待できる25 

と考えた。その結果として、応募者の増加・高い競争倍率・質の高いプロジェ

クトの採択といった好循環を生み出すことができ、知名度の向上にもつながる

                                                   
67 経済産業省 HP を参照。  
68 片岡 (2014)「“馬の骨 ”に投資する米国、無視する日本」 2 頁を参照。  
69 2016 年 10 月 7 日 (金 )に電話にてヒアリング。  



39 

 

だろう(図表 4-3)。  

図表 4-3 省庁統一型プログラムの好循環  

 

出所：斉藤 (1999)「日本版 SBIR 成功への政策提言」71 頁  

・多段階選抜方式の導入  5 

 多段階選抜方式は米国の SBIR では導入されているのに対し、日本版 SBIR

ではほとんどの省庁で導入されていない。我々は、米国と同様の 3 つのフェー

ズから成る多段階選抜方式の採用を提言する。フェーズ 1 は技術的実現可能性

の見極めを行う段階であり、ビジネスモデルの作成などを行う。この段階をク

リアした者のみがフェーズ 2 に進むことができ、優秀な研究者や企業に対し、10 

資金を提供する。フェーズ 2 は商業化を意識した研究開発を行う段階であり、

資金の額もフェーズ 1 と比較して大きくなる。フェーズ 3 は実際に技術を商業

化する段階であり、米国では政府自身が「最初の買い手」となるケースがみら

れる。現在、日本では政府による優先的な買い取りは法律上困難であるが 70、

販路拡大、追加での資金供給、VC や大企業とのマッチングなどの支援は可能15 

である。  

                                                   
70 会計法第 29 条の 3 第 1 項によると、補助金を受けた中小企業者等が更に優先的な政

府調達を行うことは公平性、有効性、経済性及び競争性の観点から困難であるとされて

いる。  
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 多段階選抜方式の導入により、フェーズ 1 では製品・商品を作る前のシード

期に対する資金供給を可能にし、最終的には厳選された企業、研究者が多額の

資金調達を行うことで商業化まで到達することができる。  

・イノベーションのための SBIR へ  

 第 3 章で述べたように、日本では採択された企業の代表者の博士号取得割合5 

が 7.7%であり、大学で生まれた基礎研究をイノベーションに転換できていな

い。  

 米国の SBIR は大学で採択に向けたワークショップが開かれるなど、学生や

教員の間で SBIR 自体が認知されており、卒業後の起業活動の第一歩として

SBIR に応募する学生が一定数存在する 71。また、大学の技術を事業化・市場化10 

につなげる取り組みとして、大学等の優秀な研究者には起業家になるよう「勧

誘」を行っている 72。日本においても、大学等の研究機関へ SBIR の存在やメ

リットを認知させることが基礎研究を商業化へと導くこととなり、大学発ベン

チャーの創出・成長につながると考えられる。  

第 3 節  ベンチャー格付け制度の導入  15 

第 3 章第 3 節にて、民間金融機関さらには政府系金融機関が研究開発型ベン

チャーに資金供給する際の目利き能力の不足を指摘した。そこで我々は、金融

機関の研究開発型ベンチャーに対する目利き能力の不足や失敗するリスクの高

さを補い、成長性のある研究開発型ベンチャーに円滑に資金が行き渡り、必要

な経営資源を確保させるために、国の政策として、格付け専門機関による「ベ20 

ンチャー格付け制度」を提言する。  

ベンチャー格付け制度とは「技術や経営に関する専門家で構成する格付け専

門機関が、民間では目利きが難しい研究開発型ベンチャーの技術力、事業性、

優位性などを目利きし、格付けを行う制度」である。格付けを行う主体は国立

研究開発法人科学技術振興機構 (以下、JST)とする。格付けの審査は年に 2 回25 

行い、JST では補いきれない様々な技術の専門家は審査の際、随時招くことと

する (図表 4-4)。  

                                                   
71 VEC(2015)『ベンチャー白書 2015 年版』Ⅰ -129 頁を参照。  
72 西澤昭夫 (2016)「米国版 SBIR における競合と共進をもたらす構造的特質について」 2

頁を参照。  
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図表 4-4 

 

出所：筆者作成  

格付けの手順は以下のとおりである。  

①  自社の技術力や事業内容を審査してもらい、公的支援を受ける権利や社会的5 

信用を得たい研究開発型ベンチャーが格付け機関に自社の概要、保有技術、

ビジネスプランを記載した書類を作成し、申請する。  

②  格付け機関は書類の審査を行い、格付けを実施する企業に値するか否かを審

査する (格付けの対象となる企業の条件は図表 4-5 を参照 )。  

③  書類審査に通過した企業は、専門家に対してビジネスプランのプレゼンを行10 

い、それぞれの専門家によって技術力、優位性、事業性、市場性などの審査

を受け (図表 4-6、4-7)、A・B・Ｃの三段階の格付けが付与される (図表 4-8)。  

④  A 評価を受けた企業には、信用保証限度額の別枠化 73や各種専門家の無料派

遣など、様々な公的支援を受ける権利を与える (具体的な内容については図

表 4-9 を参照 )。  15 

⑤A 評価受けた企業は社名が新聞で広報され、公的機関から認定された企業と

して社会的信用を得ることができる。これにより、ベンチャー企業に対する

目利き能力が不足している金融機関であるとしても、認定を得た企業には、

資金供給しやすくなるのではないかと考えた。   

                                                   
73 一般枠とは別に同額の保証枠を使えるようにすること。  
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図表 4-5 

 

出所：筆者作成   

図表 4-6 

 5 

出所：筆者作成  
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図表 4-7 

 

出所：筆者作成  

図表 4-8 

 5 

出所：筆者作成  

図表 4-9 

出所：筆者作成   

  10 
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ここで、ベンチャー格付け制度を実施するにあたって重要な点が、Ａ評価を

受けられなかった企業に対する対応である。Ｂ、Ｃ評価を受けた企業に対して

は「なぜＡ評価を受けられなかったのか」について格付け機関側が可能な限り

具体的に説明することにより、企業側に対して軌道修正を促すことができる。

また、専門家からの助言により、企業側に新たなアイデアが生まれることも期5 

待できる。  

・なぜ JST なのか  

ここで、なぜ我々がベンチャー格付け制度の主体を JST としたのかについて

説明する。JST とは、イノベーションの創造を推進し、知の創出から研究開発

の社会還元とその基盤整備を担う日本の中核的機関である 74。JST は目利き人10 

材の育成のため、大学、TLO75等における技術移転業務を支援・サポートする

人材 (目利き人材 )の能力向上、目利き人材のネットワーク構築を目的として、

①大学や TLO 等のコーディネーター②大学などの公的機関の産学連携に係わ

るプロジェクトリーダーを対象とした研修を行っている。また、質の高いシー

ズを実用化するにあたっての課題を集め、専門家 (目利き人材 )が特許や技術、15 

市場規模等の分析を行い、実用化に向けた支援を行っている。具体的には「①

特許、技術や市場規模等の評価分析結果をまとめた目利きレポートの提供、②

実用化に進むためのデータの追加取得・検証③最適な競争的資金制度の紹介、

共同研究やライセンスにつながる場の提供、技術移転候補企業情報の提供等 76」

などを行っている。  20 

 このように、JST では研究開発に知見を持った目利き人材が育成されており、

主に技術の目利きの難しさから民間では資金供給できないシード・アーリー期

のベンチャー企業への支援を行っている 77。また、JST へのヒアリング 78によ

ると「ベンチャー企業を支援採択 (支援を行うか否か )の審査段階で技術の目利

きを行っている。研究開発型ベンチャーの技術力や事業性、市場性などの項目25 

                                                   
74 定義は JST の HP より引用。  
75 大学の研究者の研究成果を特許化し、それを企業へ移転する法人のことを指す。  
76 全国銀行協会 (2009) 「ニュービジネスの創出・育成に向けた産学官連携と銀行界が果

たすべき役割  政策提言レポート」 15 頁を参照。  
77 内閣府 (2016)「官民ファンドの運営に係るガイドラインによる検証報告 (第 5 回 )」 111

頁を参照。  
78 2016 年 9 月 20 日 (火 )に電話にてヒアリング。  
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を含めて審査をしている。」との回答を得たため、JST は技術力や事業性を見極

める力を有しており、格付け制度の主体として適していると考えた。  

・ベンチャー格付け制度の導入による効果  

ベンチャー格付け制度を導入し、全国の研究開発型ベンチャーが審査を受け

に来ることで、様々なプラス効果が期待できる。まず、ベンチャー企業にとっ5 

ては、A 評価を受けることができれば資金調達やマーケティング、知財、財務

などの専門家派遣、販路開拓支援など、様々な公的支援を受けることができる。

また、格付けという可視化された評価を受けることにより、信用力が向上し、

民間からの支援も期待できる。  

民間の金融機関にとっては、目利き能力の不足を補うことができる上、間接10 

金融では信用保証の別枠化により、ある程度のリスクを抑えることができる。

そして、A 評価を受けた企業に対して融資することにより、貸出先の減少、利

鞘の低下により収益環境が悪化している中、新たな貸出先の発掘にもつながる

だろう。  

 15 

終章  

本稿では、日本のベンチャー企業が成長する上での課題として「大企業との

連携不足」や、イノベーション推進策として機能していない「日本版 SBIR」、

「資金供給主体の目利き能力の不足」を挙げた。そしてその解決策として「CVC

の活性化」「新日本版 SBIR」「ベンチャー格付け制度」を提言した。  20 

日本で CVC がより一層リスクマネーを供給し、ベンチャーの経営を支援す

ることで、ベンチャー企業の成長、さらにはベンチャー・エコシステムの構築

につながる。また、新日本版 SBIR やベンチャー格付け制度が機能することで、

今後日本経済が成長する上での鍵となる研究開発型ベンチャーの育成に繋がる。 

これから人口の減少により経済の縮小が予想される日本では、ベンチャー企25 

業によるイノベーションの創出が不可欠である。そのためにはベンチャーを目

利きし、ハンズオン投資を行う主体の増加や、公的支援のさらなる充実が必要

である。また、本稿ではあまり触れなかったが、日本ではそもそも投資に値す

る質の高いシーズが不足している印象があり、今後は資金供給サイドの改善だ

けでなく、起業を促すような新たな政策も必要であろう。  30 
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本稿が日本のベンチャー企業の成長、さらにはイノベーションの創出による

経済成長に少しでも寄与することを願い、本稿の結びとする。  
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