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序章 

現在日本はリーマンショック後の世界同時不況を境に、緩やかに景気が回復

してきている。景気回復期間は戦後 2 番目の長さであると言われており、失業

率、貧困率の低下や、生活への満足度の向上などからも、国民の景気回復に対

する実感が上昇してきていることがうかがえる。これは、現在日本の企業数の5 

99.7%・従業員数の 70.1％を占め、地域経済や雇用創出を担う中小企業やベン

チャー企業の影響力が大きいと言える。中小企業憲章に「中小企業は、国家の

財産ともいうべき存在である」と記されていることや、政府中核で、中小企業

を応援するために様々な取り組みを実施していることからも、日本経済の重要

な担い手として期待されていることがわかる。  10 

一方で、ベンチャー企業は、「起業家精神」を持つリーダーの育成や、革新的

なアイデアや技術をもとに、新しいサービスやビジネスを展開して地域経済の

イノベーションを担う役割としても重要視されている。これらの企業が地域、

日本をより元気にする原動力となり、日本経済を牽引してきた。  

しかしながら、中小規模の企業は、資金や人材に制約があることや、外から15 

の変化に弱いことから多くの壁にぶつかることがある。現在、中小・ベンチャ

ー企業の成長過程で様々な問題が存在するが、その中でも資金調達に関しては、

マイナス金利政策が導入され、企業は銀行などから資金を調達しやすくなった

とはいえ、依然として様々な問題を抱えており、企業が成長していく上で大き

な課題となっている。IoT や AI で加速する第 4 次産業革命の真っただ中に、今20 

後、海外情勢の変化などによるリスクに対応し、持続的な経済成長を遂げるた

めには、これら中小企業やベンチャー企業の資金調達を、より円滑に行うこと

ができるような仕組みを構築していかなければならない。  

そこで本稿では、まず第Ⅰ章で中小企業とベンチャー企業の特徴を述べ、第

Ⅱ章、第Ⅲ章ではそれぞれ、中小企業とベンチャー企業の資金調達における現25 

状を分析し、直面する課題を抽出する。第Ⅳ章、第Ⅴ章では、明らかになった

問題点を踏まえて、今後、中小・ベンチャー企業が円滑に資金調達できるよう

に提言を行う。  
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第Ⅰ章 中小企業とベンチャー企業について 

第 1 節 中小企業 

中小企業とは  

ここではまず、中小企業の定義について確認する。中小企業基本法で中小企

業は、資本金額、従業員数をもとに図表 1-1 の通り定義づけられている。資本5 

要件、人的要件のいずれかに該当すれば、中小企業者として扱われる。  

 

【図表 1-1】中小企業者・小規模企業者の定義  

業種  

中小企業 者 (下記のいず れかを 満たすこ と ) うち小規 模企業者  

資本金  常時雇用 する従業 員  常時雇用 する従業 員  

①製造業 ・建設業 ・運輸 業  

その他の 業種 (②～④を 除く ) 

3 億円以下  300 人以下  20 人以下  

②卸売業  1 億円以下  100 人以下  5 人以下  

③サービ ス業  5,000 万円以 下  100 人以下  5 人以下  

④小売業  5,000 万円以 下  50 人以下  5 人以下  

出所：2018 年版中小企業白書を参考に筆者作成  

<http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/PDF/chusho/02Hakusyo10 

_mokuji_hanrei_web.pdf> 

 

中小企業の企業数は 380.9 万者で日本の企業数全体の 99.7％、従業者数は

3,361 万人で 70.1%1と、大半を占めている。大企業は、東京都や大阪府などの

大都市に過半数が位置し 2、人口が 1 万人未満の地域では企業数の 99.9%、従業15 

者数の 9 割、また製造品出荷額の 7 割を占めることからもわかるように、中小

企業は地域経済や雇用創出に大きな役割を果たしている。その中でも、小規模

事業者は中小企業事業者のうち、事業者数で 85.1％を占めることから、特に大

きな役割を果たしていると言える。  

 20 

                                                      
1 2017 年版中小企業白書  
2 日本公庫総研レポート No.2015-1 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/PDF/chusho/02Hakusyo_mokuji_hanrei_web.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/PDF/chusho/02Hakusyo_mokuji_hanrei_web.pdf
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経済の担い手としての中小企業  

中小企業は、常に時代の先駆けとして日本経済を牽引してきた。戦後復興期

には、急激な人口増加や戦時統制の解除を背景に発生した旺盛な需要を満たす

ことや、雇用機会を増やすことが課題となり、敗戦による打撃を受け再開が遅

れていた大企業に代わって、中小企業が大きな役割を担った。1979 年に始まっ5 

た第 2 次オイルショック時には、省エネを進めて国全体の石油依存低下にも寄

与し、バブル崩壊後も IT 分野などで日本経済の再建と発展に大きく貢献した。 

現在日本では、少子高齢化の進展や社会的・地域的格差の拡大、消費者ニー

ズの多様化などにより、中小企業への期待が高まっている。中小企業はその規

模により機動性や柔軟性が高いことから、地域密着型の経営ができるという特10 

徴がある。消費者のニーズを素早く、かつ的確にとらえることができる中小企

業は、現代社会において必要不可欠な存在である。また、人口減少で労働力が

不足してきていることから、女性や高齢者が働きやすい環境が求められている。

就業時間などの個人の事情に柔軟に対応しやすい中小企業は、女性や高齢者の

社会進出の場としても期待されている。  15 

このように、中小企業は今日の日本経済を作り上げてきた。そして今後も、

日本経済の発展や、国民生活をより良いものにしていく上で、なくてはならな

い存在であり続けるだろう。  

 

 20 

第 2 節 ベンチャー企業 

ベンチャー企業とは  

ベンチャー企業の定義は、主旨文より「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。ベンチャー企業は中小企業の中でも、革新的なアイデアや技術をもとに25 

イノベーションを起こす重要な担い手となっている。ベンチャー企業を起こす

起業家には、新商品や新サービスの開発などに高い創造意欲を持ち、リスクに

対して積極的に挑戦していく姿勢や能力、つまりアントレプレナーシップが求

められる。  

 30 
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長らく日本では、大企業がイノベーションの中心を担っており、ベンチャー

企業や後述のベンチャーキャピタルの存在感が小さい時代が続いた。しかし、

情報化の進展や、少子高齢化や環境問題による社会構造の変化、グローバル化、

開廃業率の逆転傾向などにより、近年ではベンチャー企業が注目されている。

生産要素を全く新たな組み合わせで結合することで、経営革新を起こすことが5 

できるような存在が、今後社会の変化に対応し重要な役割を果たすとされ、期

待されている。  

 

第 3 次ベンチャーブーム  

現在日本は、第 3 次ベンチャーブームと呼ばれる時代に突入している。第 110 

次は、中小企業投資育成会社法の制定以降、金融商品としてベンチャーキャピ

タルのモデルが取り入れられ、特にハイテク関連や外食関連でベンチャー企業

が多く設立された。しかし、1973 年のオイルショックを機にブームは沈静化し

た。その後、1980 年代に流通・サービス業を中心とした第 3 次産業が拡大した

ことや、ジャスダック市場の上場基準が緩和されたこともあり、多くのベンチ15 

ャーキャピタルが設立され、2 度目のブームを迎えた。その後 1985 年からの円

高不況により、ブームは再び沈静化した。そして 90 年代の IT 産業の勃興のタ

イミングで、ベンチャー業界は再び本格的な発展を遂げ、現在に至る。  

過去のブームは好況下に始まり経済不況とともに終焉を迎えた。しかし、今

回は今までのブームとは始まった時期の状況が異なる。今回は、人口減少によ20 

り企業数減少が深刻化し、開業率が廃業率を下回る環境で、さらにバブル崩壊

による不況の下で始まった。そして、ベンチャー企業が日本を担うリーディン

グ産業になると期待され、ベンチャー企業を支援する政策が次々と打ち出され

た。従来から起業の妨げとされてきた新規開業事業の資金調達の容易化や、リ

スク低下のための資金調達の多様化、銀行借入よりリスクの低い直接金融市場25 

の活性化など、多様な支援体制が整いつつあることから、単なるブームでは終

わらない可能性もある。  
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第 3 節 中小・ベンチャー企業の資金調達 

第 1.2 節で中小・ベンチャー企業の重要性について述べてきた。しかしなが

ら、日本を担うこれらの企業にも経営上の様々な課題が存在する。その中でも

重要であるのが「資金調達」に関する問題である。本節では、具体的な資金調

達の課題について見ていく。企業の資金調達方法は、直接金融、間接金融、公5 

的金融の大きく 3 つに分けることができる。  

 

直接金融  

日本は貸金業法で個人間の金銭の貸し借りが禁じられているため、直接金融

は主に出資である。事業に共感し、支援したいと感じた投資家などがエンジェ10 

ルとして、またはベンチャーキャピタルを通してシード期・アーリー期のベン

チャー企業に出資して、代わりに株式を受け取る。この資金調達方法は、主に、

創業したばかりで信用力に乏しく、担保や保証の準備は難しいが、ビジネスプ

ランに新規性があり人々の共感を得るようなベンチャー企業に向いている。ア

メリカでは、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルによるベンチャー投資15 

が盛んで、「出資を受けたベンチャー企業が M&A や IPO で EXIT を果たし、引退

した起業家がエンジェル投資家として、次世代のベンチャー企業に投資する」

というエコシステムが確立している。日本ではエンジェル税制やコーポレート

ベンチャーキャピタルに対する税制措置が導入されるなど、エンジェル投資家

やベンチャーキャピタルを支援する施策がなされているが、ベンチャー企業へ20 

の投資がそれほど盛んではないという現状がある。しかし、2014 年に金融商品

取引法等の一部を改正する法律が成立し、投資型クラウドファンディングが合

法化されたことで、その市場規模が拡大するのではないかと見込まれている。  

 

間接金融  25 

間接金融は、「資金余剰主体」と「資金不足主体」を結びつける第 3 者が存在

する金融取引のことである。銀行や日本政策金融公庫などからの融資が間接金

融に該当する。現状としては、中小企業は間接金融での資金調達が主流である。

理由としては、直接金融では、株主に企業の財務情報をはじめとした情報開示

が求められ、多額のコストや専門的知識を持つ人材が必要になってくるのだが、30 
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中小企業にはそのような余裕がないことが挙げられる。また、日本の中小企業

は持続成長型 3の企業が多いことからも、高いリターンが求められる直接金融に

は向かないため、間接金融が主流となっている。  

 

公的金融  5 

公的金融には、補助金や助成金が当てはまる。補助金とは要件を満たし、期

間内に応募して審査に通過した場合に受け取ることができるものであり、返済

義務はない。一方、助成金とは一定の条件を満たすことで誰でも受け取れるも

ので、補助金と同様に返済義務はない。中小企業やベンチャー企業が資金調達

する上で、あくまで補助的な役割を担うものだが、補助金や助成金には多くの10 

種類があり、それゆえに知名度が低いことや、手続きが煩雑であることが課題

として挙げられる。  

 

以上のように、中小・ベンチャー企業で主要な資金調達の方法が異なること

から、我々は中小企業とベンチャー企業に分けて、現状と課題を探っていく。  15 

 

 

第Ⅱ章 中小企業における資金調達 現状と課題 

第 1 節 中小企業を取り巻く環境  

中小企業における資金調達の現状  20 

まず、日本の企業が資金繰りについてどのように感じているのかを、中規模

企業、小規模企業、その 2 つを合わせた中小企業の 3 つに分けて資金繰り DI の

数値をもとに見ていく (図表 2-1)。資金繰り DI とは、事業者に資金繰りについ

てヒアリングしたときに、前期と比較して資金繰りが「楽になった」と答えた

企業の割合から、「苦しくなった」と答えた企業の割合を引いたもので、プラス25 

であるほど資金繰りがうまくいっていることを表す。  

 

                                                      
3 創業時と現在の企業規模を比較して、企業規模が変化していない又は企業規

模が縮小している企業のこと。(2017 年版中小企業白書 p.145 より引用 ) 
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【図表 2-1】企業規模別  資金繰り DI の推移 

 

出所：2018 年版小規模事業者白書より引用  

<http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/PDF/shokibo/03sHak

usyo_part1_chap1_web.pdf> 5 

 

近年、企業における資金繰りは緩やかな改善傾向にあるが、中小企業は資金

繰り DI が 0 を下回り厳しい状況にある。中規模事業者は依然として資金繰り

の厳しい者が一定数存在し、小規模事業者は他と比較して資金繰り状況が低い

水準にあることがわかる。このことから、資金繰りが厳しい一定数の中規模事10 

業者と小規模事業者が抱える問題を解決し、資金調達の円滑化を図ることが望

ましい。  

現在、資金調達方法の多様化が進んでいるが、中小企業は依然として間接金

融に依存している。中小企業と関わりの深い地域金融機関は、人口減少やマイ

ナス金利政策などの影響で競争激化に直面し、利ざやの縮小が強まっている。15 

これにより、地域金融機関の経営基盤が緩み、その結果として十分な金融仲介

機能が発揮できず、地域経済や中小企業に悪影響を与えることが懸念される。

このような状況の中で、地域金融機関は持続可能なビジネスモデル 4の構築のた

め、中小企業との「共通価値の創造 5」が求められている。  

                                                      
4 金融庁「金融行政方針」 (2017)p.17 
5 CSVJAPAN HP「共通価値の創造」とは、企業が事業を営む地域社会の経済条

件や社会状況を改善しながら、自らの競争力を高める方針とその実行のことで

ある。  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/PDF/shokibo/03sHakusyo_part1_chap1_web.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/PDF/shokibo/03sHakusyo_part1_chap1_web.pdf
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また、中小企業は資金繰りに限らず、様々な問題を抱えている。例としては、

中小企業の経営者が高齢化していることから深刻となっている事業承継問題や、

開廃業率が諸外国と比較して低く、産業の新陳代謝が進んでいないことが、生

産性を高める上での課題とされている。開業、成長、倒産・廃業などの構成要

素からなる企業のライフサイクルに沿った支援をすることで、中小企業を取り5 

巻く環境が改善され、より円滑に資金調達をすることが可能になるのではない

かと考える。  

 

 

中小企業における資金調達の課題  10 

中小企業は大企業と比較して、規模の違いなどから慢性的に、資金調達にお

いて 3 つの問題を抱えている。  

 

(1)規模の経済  

中小企業は規模が小さく、資金力、収益力が低いため、融資判断におけるリ15 

スクが高くなる。銀行融資であれば、貸し手の融資金額が大きくなるほど、融

資を実行するために必要な審査費用などの貸出一件当たりのコストは低下する

6。このことから、貸し手は中小企業より一度の融資額が大きい大企業を優先す

るという問題である。  

 20 

(2)情報の非対称性  

情報の非対称性とは、取引を行う当事者間で持っている情報に格差がある状

況のことをいう 7。中小企業は一般的に情報開示があまりされていない。これは

法律で会計監査が義務付けられていないことや、情報開示をするためのノウハ

ウ・人材が不足しているためである。貸し手は、情報を入手するためにコスト25 

や時間がかかる中小企業ではなく、比較的、情報を容易に入手することができ、

安全性の高い大企業を優先して融資する。  

                                                      
6 薮下/武士俣(2006)『中小企業金融入門』 p.29 
7 東海東京証券「証券用語集」  
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そして、この「情報の非対称性」によって 2 つの問題が起こりうる。 1 つ目

は「逆選択」である。これは融資実行前に起こりうる問題であり、貸し手が優

良な借り手に貸出を行わず、不良な借り手に貸出を行ってしまうことである。

2 つ目は「モラルハザード」である。これは融資実行後に起こりうる問題であ

り、情報の非対称性の弊害として銀行が企業を十分に管理できず、企業が資金5 

を適切に使用しないことをいう。  

 

(3)担保の不足  

貸し手は中小企業に貸出する際に、情報の非対称性や事業動向の不確実性か

ら発生するリスクを埋めるために担保の提供を要求する。日本では伝統的な担10 

保として不動産が挙げられるが、十分な不動産を保有する中小企業は少なく、

思うように融資を受けることができない。その場合、企業の経営者やその親族

が個人保証を求められることが多い。貸し手が担保や保証に過度に依存しすぎ

ることにより与える影響は、企業の経営者個人やその親族にまで及ぶ。  

これにより、経営者の事業拡大・新事業への挑戦や、事業失敗の経験を活か15 

した再挑戦の機会を妨げている。  

 

資金調達方法  

中小企業は規模が小さく収益が少ないことや、情報開示がされておらず信用

力が不足していることから、直接金融による資金調達は少ない。そのため、安20 

定して資金を調達することができる間接金融による資金調達が多い。第 2 節で

は中小企業が利用している資金調達方法を直接金融・間接金融・公的金融の 3

つに分けて説明していく。  

 

 25 

第 2 節 主な資金調達方法  

a.直接金融  

社債  

社債とは、一般の事業会社が資金を調達するために発行する債券のことであ

る。株式と異なり、償還期限が定められており、利息付で返済しなければなら30 
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ない。社債は大きく分けて公募債と私募債に分類される。公募債とは、不特定

多数の投資家に対して発行されるものであり、私募債は、少数の投資家に対し

て発行されるものである。社債の中でも少人数の縁故者や取引先を対象として

発行する少人数私募債は、手続きが簡素で、無担保で発行可能であるため、中

小企業の資金調達としてさらなる活用が期待される 8。 5 

 

b.間接金融  

・トランザクションバンキング  

トランザクションバンキング (以下、トラバン )とは、財務諸表などにより手

に入れることのできる情報 (定量情報)に基づき、融資判断をする手法である。10 

トラバンは、融資実行までの時間がかからないことや、融資審査のコストを削

減できるというメリットがある。トラバンの代表的な例としては、クレジット

スコアリングと ABL が挙げられる。  

 

クレジットスコアリング  15 

クレジットスコアリングとは、信用リスクと関係が深いと考えられる諸変数

(企業属性、財務状況など )をもとにスコアを算出し、これをもとに融資実行の

可否や融資条件を決定する融資手法である 9。迅速な融資判断が可能になり、モ

ニタリングコストが軽減されることや、リスクに見合った金利で融資を行うこ

とができるなどのメリットがある。また、中小企業が無担保・無保証での融資20 

を受けられるという点でも、クレジットスコアリングは注目された。しかし、

情報開示が煩雑であり、外部からの影響を受けやすい中小企業を、過去の定量

的な情報のみで融資判断するのはリスクが高いため、経営者の資質、企業の信

用力などの定性的な情報も必要となってくる。  

 25 

 

 

                                                      
8 中小機構 J-Net21 HP 
9 みずほ総合研究所「クレジットスコアリングの現状と定着に向けた課題」

(2005)p.2 
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ABL(動産担保融資 ) 

ABL とは、企業が保有する売掛債権や在庫商品などの動産を担保とし、融資

をすること 10である。企業のバランスシートでは在庫や売掛債権などの流動資

産の占める割合が土地などの不動産より多いことから、ABL は実用性があると

されている。  5 

また、バブル経済の崩壊により、下がることのないと言われた土地の価値が

急落し、不動産を担保に取る融資方法に不安が生じたことからも、金融機関は

ABL を促進している。企業側としては、動産を担保とすることで融資の拡大を

図れるだけでなく、在庫や売掛債権を正確に管理できるようになり、経営者が

事業を把握するきっかけになるとともに、担保とした動産がコミュニケーショ10 

ン媒体となり、金融機関とのリレーションシップの構築につながる。  

ABL は近年増加傾向にあるが、多くの課題が残されている。例えば、動産に

は様々な種類があり、その価値を評価するのが難しいことや、担保とした動産

を管理するためのモニタリングコストが高いこと、そして、借り手が貸し倒れ

た場合、動産を処分するノウハウやプロセスが確立されていないことなどが挙15 

げられる。  

 

・リレーションシップバンキング  

リレーションシップバンキング (以下、リレバン )とは、金融機関が顧客との

間で親密な関係を長く維持することにより、財務諸表だけでは判断できない情20 

報(定性情報)を入手し、融資判断をする手法である。中小企業は規模が小さい

ため情報開示に対する整備が十分にされておらず、企業の置かれている立場は

その地域によって異なり複雑であるため、正確な情報の入手は困難である。そ

のため、融資を受けることができない企業も多く存在する。こうした状況を改

善するためにもリレバンは重要である。定性情報を活用することにより「情報25 

の非対称性」が解消され、金融機関は今まで融資を実行していなかった企業に

も融資が可能になり、取引先の拡大につながる。リレバンでは、企業の定性情

報を入手する必要があるが、その性質ゆえに 2 つの問題が発生する。  

                                                      
10 大和証券「金融・証券用語解説集」  
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1 つ目は、ソフトバジェット問題である。これは、リレバンの対象としてい

る取引先企業の経営に問題が生じた場合に、金融機関は追加の融資要請を拒否

できるかという問題 11である。企業はリレーションシップを築いた金融機関が

救いの存在であり、融資を断られると、他に融資をしてくれる相手を探すこと

は困難である。  5 

2 つ目は、ホールドアップ問題である。これは、リレバンの対象である企業

の情報を金融機関が独占的に保有している場合、融資額や利率などの融資条件

を一方的に決定する恐れがあるというものである。これにより、中小企業は融

資を受けることを躊躇し、新たなビジネスの機会を失うという可能性がある。  

 10 

事業性評価融資  

リレバンの代表例としては、事業性評価融資が挙げられる。事業性評価融資

とは、金融機関が融資先企業と取引をする際に、決済データなどの定量情報や、

担保や保証に過度に依存せず、事業内容、将来性などの定性情報を評価して融

資をすることである。先述の通り、中小企業は信用力に乏しく、定量情報だけ15 

では融資判断が難しいことや、担保や保証となるものを多く保持していないこ

とから、事業性評価融資は有効であると考える。事業性評価融資を希望する中

小企業の割合は多いが、実際に利用しているのは信用保証付きの融資が多い 12。

よって、今後は事業性評価融資をより促進していく必要があると考える。  

しかし、事業性評価融資には、金融機関側の「目利き力の不足」という課題20 

があるため現状において十分に促進されていないと考えられる。目利き力とは、

外部環境や業界動向などの様々な条件を把握した上で、企業の実態把握や方向

性提案ができる能力である。事業性評価融資をさらに促進するためには、金融

機関の目利き力向上が必須である。  

 25 

 

 

                                                      
11 信金中央金庫「中小企業金融とリレーションシップバンキング」 (2003)p.6 
12 2016 年版中小企業白書  p.323 
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c.公的金融  

信用保証制度  

信用保証制度とは、公的機関である信用保証協会によって行われている制度

である。中小企業が金融機関から融資を受ける際の借入債務を保証する制度で

あり、中小企業の資金繰りを円滑にすることを目的としている。また、信用保5 

証協会は信用保証料を受領し、債務不履行となった場合は代位弁済を行う。現

在、中小企業のうち 33％ 13の事業者が信用保証制度を利用しており、大企業に

比べて信用力の低い中小企業の資金繰りを支えている重要な制度である。  

しかし、現行の信用保証制度にはいくつかの課題が存在する。具体的には、

融資審査のハードルが低く、安易な資金調達が可能となることで、経営者の経10 

営改善意欲が失われたり、金融機関が融資先への適切なモニタリングを怠り、

安易に貸出を行ってしまったりといったモラルハザードの問題が挙げられる。

その他に、リスクが高い企業に信用保証付き融資を利用するといった、逆選択

の問題も引き起こす危険性がある。我が国の保証割合は、欧米諸国と比較して

保証割合や利用実績のボリュームが大きく 14、制度として手厚いことが様々な15 

問題の原因にあると考える。  

政策金融の在り方として、民間でできることは民間に委ねるといった民業補

完が原則とされているが 15、実際には金融機関が信用保証制度を頼りすぎて、

本来銀行が行うべき業務を、政府の機関である信用保証協会に任せてしまって

いる。この状況を打破するためには、政府も主張している通り、「過度に信用保20 

証に依存せず事業を評価した融資を行い、その後も適切に期中管理・経営支援

を実施し、経営者とコミュニケーションを図りながら課題解決等を進め、事業

の発展を促していくこと 16」が重要になってくる。  

 

 25 

                                                      
13 日本政策金融公庫 HP 
14 中小企業庁 「中小企業金融・信用補完制度の国際比較について」 p.3 
15 全国銀行協会 HP 
16 中小企業庁「中小企業・小規模事業者の事業の発展を支える持続可能な信

用補完制度の確立に向けて」p.2 より引用  
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第 3 節 中小企業の成長段階  

第 1.2 節で、中小企業を取り巻く環境や資金調達における課題を述べてきた

が、それらを解決するには企業の成長段階ごとにアプローチが異なると考えら

れる。よって本稿においては、中小企業の成長段階を創業期、成長期、成熟期

に分けて、それぞれの課題について以下で述べていく。図表 2-2 は、それぞれ5 

の成長段階を定義づけしたものである。  

 

【図表 2-2】中小企業の成長段階の定義  

創業期  創業のための準備段階や創業間もなく営業利益が黒字化していない段階  

成長期  事業が軌道に乗っており、より安定的な方向に進むか、さらなる成長を目指

して事業拡大や販路拡大を視野に入れる段階  

成熟期  事業承継を視野に入れ、今後の事業と向き合う段階  

出所：筆者作成  

 10 

創業期  

創業期の事業者は手元資金が少ない上に、事業において、イニシャルコスト

17や事業が安定するまでの運転資金が多くかかるため、資金需要は高い。その

ような状況で、創業期の中小企業にとっては信用力の不足が最大の課題であ

る。信用力不足の原因としては、経営者の資質に関する点や、実績のない新規15 

事業はリスクが高いとみなされる傾向がある点が挙げられる。その背景とし

て、貸し手側の判断能力の欠如も考えられる。  

 

成長期  

成長期は、金融機関からの継続的な資金調達や、新事業展開・事業拡大のた20 

めの資金が必要となる時期である。この時期の中小企業の資金繰りが困難な原

因として、貸し手側には新事業に対する理解の欠如、借り手側には情報伝達の

不十分さがあると考えられる。よって、成長期の課題としては、貸し手側の事

業判断能力不足や、第Ⅱ章第 1 節で述べた情報の非対称性が挙げられる。この

                                                      
17 初期費用、新事業をスタートさせる上でかかる費用のこと  
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ような問題を解決することにより中小企業はそのリスクに見合った適切な金利

での融資や、担保・保証に過度に依存しない融資を受けることが可能になるの

ではないかと考える。  

 

成熟期  5 

近年、景気回復の効果もあり、中小企業の倒産件数は年々減少してきている

一方で、廃業件数は増加している。その原因として、人口減少による後継者不

足が挙げられる。廃業する企業には、毎年利益を上げているにもかかわらず、

黒字のまま廃業する企業も少なくない。このように、優良な技術を持ち、地域

に根差したビジネスモデルで一定数の顧客を獲得している企業が廃業する現状10 

に、歯止めをかけなければならない。そのため、中小企業の経営者が後継者に

経営権を円滑に引き継げるような環境を作ることが、今後の課題だと考える。  

以下、図表 2-3 は、以上の現状と課題をまとめて表したものである。これを

踏まえて、第Ⅳ章では中小企業の資金調達がより円滑になるように提言を行う。 

 15 

 

【図表 2-3】成長段階ごとの現状・課題  

 

出所：筆者作成  

 20 
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第Ⅲ章 ベンチャー企業における資金調達 現状と課題 

この章では、ベンチャー企業の現状を分析し、日本経済の革新力となるベン

チャー企業のさらなる発展につながるように、根底にある本質的な課題を抽出

していく。  

 5 

第 1 節 ベンチャー企業について  

ベンチャー企業のニーズ  

一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター (以下、VEC)の調査による

と、当面の経営ニーズについて、販路拡大が最も多く 33.9％、次いで、資金調

達と人材採用が 28.0％という結果になっている。また、ベンチャー企業を成長10 

段階ごとに、図表 3-1 の通り 4 つのステージに分けると、ステージ別の経営ニ

ーズではシード期、アーリー期では資金調達のニーズがそれぞれ 40.0％、

31.0％と最も高く、特にこの段階で資金が不足していることが読み取れる 18。 

 

【図表 3-1】ベンチャー企業の成長ステージ  15 

ステージ  定義  

シード  商業的事業がまだ完全に立ち上 がっておらず、研究及び製品開 発を継続している企業  

アーリー  製品開発および初期のマーケテ ィング、製造および販売活動に 向けた企業  

エクスパンション  生産および出荷を始めており、 その在庫または販売量が増加し つつある企業  

レーター  持続的なキャッシュフローがあ り、 IPO 直前の企業等  

出所：ベンチャー白書  ベンチャーニュース特別版Ⅰ-123 を参考に筆者作成   

<http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-

content/files/2017_VECYEARBOOK_JP_VNEWS_01.pdf> 

 

死の谷  20 

一般的に、ベンチャー企業は成長段階ごとに直面する壁があると言われてい

る。研究、開発、事業化、産業化という成長の流れの中で、技術をもとに製品

を開発する段階は順調に進むが、その後、資金や人材などの経営資源の不足に

                                                      
18 ベンチャー白書 2017 ベンチャーニュース特別版Ⅰ-131 図表 4-12.13 

http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-content/files/2017_VECYEARBOOK_JP_VNEWS_01.pdf
http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-content/files/2017_VECYEARBOOK_JP_VNEWS_01.pdf
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より本格的に売り上げを出し事業化することが難しくなる。資金の需要と供給

のギャップに苦しみ、事業の継続を断念せざるを得なくなるこの時期を死の谷

という。死の谷の一般的な発生要因は、企業の運営に必要な資金量が急増する

一方で、売り上げが伸びず資金調達が思うようにできないというところにある。 

ベンチャー産業が盛んであるアメリカでも、同じ時期に死の谷は存在する。5 

しかし、ベンチャー企業の誕生が 20 年ほど早かったことから法整備が進んで

おり、リスクマネーも多いため、日本と比較すると死の谷から早く抜け出せる

傾向がある。それに対して日本は、リスクマネーが乏しいことや、リスクマネ

ーの仲介機能であるベンチャーキャピタルの経験が不足していることから、ア

メリカに比べると、依然としてベンチャー投資の環境が整っていないという現10 

状がある。  

 

研究開発型ベンチャー企業  

この問題が顕著に表れるのが研究開発型ベンチャー企業である。研究開発型

ベンチャー企業の定義は明確には定まっていないが、本稿では、バイオ系統な15 

ど、研究開発に高度な技術や多額の資金、長い期間を要するベンチャー企業を

指すこととする。第Ⅰ章でも述べた通り、ベンチャー企業はその性質上、特に、

シード期・アーリー期においては出資による資金調達が主流である。研究開発

型ベンチャー企業は、研究開発内容が先端的で高度であるため、事業価値の評

価や理解など、事業の将来性を目利きすることのできる人材が多くない。さら20 

に、実用化研究開発に長期間要することが多く、投資家からするとリスクが高

いため、資金調達が思うように進まず、死の谷の問題が深刻である。  

一方で、図表 3-2 の国内向け投資の投資先業種を見ると、2015 年度から 2016

年度にかけては金額・件数ともに、IT 関連や工業 /エネルギー /その他産業では

減少しているのに対し、バイオ/医療/ヘルスケアは増加している。2016 年度の25 

比率としては金額では 23.5％、件数では 18.1％と、金額でみると IT 関連の

47.0％に次ぎ、2 番目に大きい割合を占める。  

また、政府負担研究開発費の対 GDP 比は主要国と比較して劣ってはいるもの

の、研究開発費総額の対 GDP 比率は 2016 年度には 3.42％と、韓国の 4.23％に
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次いで世界第 2 位である 19。(2017 年 8 月 21 日時点)このことから、研究開発に

力を注いでいることがわかる。  

 

【図表 3-2】業種別投資額・投資件数の推移  

 5 

 

出所：ベンチャー白書 2017 を参考に筆者作成  

 

さらに、ベンチャー企業の活躍が期待されている分野としても、医薬品や生

活支援サービス、次世代自動車など、研究開発を要する分野が挙げられている10 

20。少子高齢化が急速に進み、国民の平均寿命も延びていく中で、また、環境問

題の影響や限られた資源によるクリーンかつ経済的なエネルギー需給の実現が

求められる中で、これらの分野は日本の未来を担う産業として注目されている。 

しかし、投資先の地域を見ると関東圏で 74.3％ 21と、地方に投資が回ってこ

ないという現状がある。科学技術立国日本の確立に向けて 2001 年に「大学発ベ15 

ンチャー1000 社計画」を策定し、 2017 年には 2093 社 22と、大学発ベンチャー

                                                      
19 経済産業省 日本の研究開発費総額の推移 p.3 
20 経済産業省 ベンチャー有識者会議 p.3 
21 ベンチャー白書 2017 I-15 図表 1-18.19 
22 経済産業省 2017 年度大学発ベンチャー調査  調査結果概要 p.2 

金額比率  

 

件数比率  
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企業の数は増加してきている。それにもかかわらず、大学発ベンチャーの設立

数が多い大学は都市圏の大学に集中している。事業化の可能性を持つ研究成果

は、地方の大学にも多く眠っていると考えられるため、今後さらに産学連携が

求められる。  

 5 

 

第 2 節 リスクマネーの現状  

リスクマネーとは  

リスクマネーとは、ハイリスク・ハイリターンを狙って資産運用する投資家

の資金のことをいう。ベンチャー企業は一般的にリスクが高いとされており、10 

そこに向かう資金はリスクマネーであると言える。ベンチャー企業には、人材

不足やマーケティング、資金調達などに関する課題が存在するが、それらの課

題すべての根底にあるのが、リスクマネーの供給が少ないことである。という

のも、リスクマネーの供給が増え、ベンチャー企業の資金調達が円滑になり潤

沢な資金を手に入れることができれば、よりよい製品・サービスの開発や提供、15 

さらには外部からの専門家の指導を仰ぐことができ、課題解決につながると考

えられるからである。よって、リスクマネーの供給がベンチャー企業の資金調

達を円滑にするために最大の役割を果たしていると言える。  

しかし、リスクの高いベンチャー企業に対して、直接個人にリスクを全て移

転させて資金調達を円滑にしようとするのは現実的ではない。個人が直接ベン20 

チャー企業に資金を供給する例としては、エンジェル投資家が挙げられる。日

本において一定数存在はするが、アメリカと比較すると圧倒的に少ないという

現状がある。個人によるベンチャー投資を活発にさせるためにエンジェル税制

が導入されたが、図表 3-3 からわかる通り、日本においてエンジェル投資家が

少ないため、その効果は大きくない。エンジェル投資家を増やすためには、国25 

民の貯蓄がリスク資産に向くように意識改革を行うことや、潜在的エンジェル

をエンジェル投資家にすることが最善であると考える。  

 

 

 30 
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【図表 3-3】エンジェル投資  日米比較  

 日本 アメリカ（2012 年）  

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  

ベンチャーキャピタル投資  約 1,883 億円 (2017 年度 ) 267 億ドル (約 2.7 兆円 ) 

出所：日本の VC 投資以外は第 2 回経済財政諮問会議 (H26.2.20)資料 5-2、日本

の VC 投資は VEC のデータを参考に筆者作成  

 

そこで、リスクマネーをベンチャー企業に行き渡るようにするため、リスク5 

を減らした形で一般投資家や個人の資金をベンチャー企業に繋ぐ仲介機能が重

要な役割を担う。この仲介機能として最も機能しているのがベンチャーキャピ

タル(Venture Capital 以下、VC)である。  

 

ベンチャーキャピタル  10 

VC とは、未上場の新興企業に対して、保有している経営ノウハウや人的ネッ

トワークを活かして経営支援を行う投資ファンドのことを指す。VC の流れとし

てはまず、投資家などから資金を募り、集めた資金を VC が運用する。次に、成

長ポテンシャルのある未上場企業を発掘し、様々な調査や交渉を経て、集めた

資金を投資する。そして投資先企業に対して資金面だけでなく人材の紹介や、15 

企業価値向上のための経営支援を行い、投資先企業の事業が成功したら、M&A や

IPO によって回収した資金をファンドに出資してくれた投資家に分配する。一

般的な VC の EXIT は IPO が基本である。シード期の投資を専門とするシードア

クセラレーターなどを除き、VC がシード期に投資することは一般的にない。創

業間もない企業は担保や社会的信用に乏しく、銀行などの金融機関からの融資20 

を受けることが難しい。VC から出資を受ける際は、出資に見合うリターンを上

げることを求められるものの、事業内容など将来の成功可能性を中心に判断さ

れる。さらに返済の義務がないため、創業後しばらくしてから利益が上がるま

でに生じる資金ギャップに苦しみ、事業継続を断念する起業家にとってはあり

がたい存在である。図表 3-4 を見ると、VC 等の国内向けベンチャー投資金額と25 
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件数は、2012 年度以降伸び続けており、ベンチャー企業にとってはますます VC

の存在が大きくなっていると言える。  

 

【図表 3-4】国内向けベンチャー投資の投資金額と投資件数の推移  

 5 

出所：ベンチャー白書 2017 を参考に筆者作成  

 

VC は運営元が様々で、金融機関系の VC は出資先が大きくなった時に融資し

やすい関係を作りたいという期待があったり、事業会社系 VC(CVC)は事業を行

う上で、自社にない技術やノウハウを学びたいなどのシナジー効果を期待して10 

いたり、VC の属性によって目的も変わってくる。  

VC の投資基準に該当し投資してもらうことが、「VC に評価されている」とみ

なされて信用力アップにつながり、その後の資金調達がしやすくなる。また、

ハンズオン型の VC の場合は経営に関するアドバイスを受けることができ、複

数の企業に対して投資を実施しているため、その情報を活かして事業提携先を15 

紹介してもらえることもある。  

デメリットとしては出資者の意向に沿わなければならなくなるため、やりた

いことを根本的に変更されてしまう可能性があることや、経営が立ち行かなく

なると資金を早めに回収されてしまうこと、そして、M&A や IPO による投資資

金回収が義務付けられていることが挙げられる。  20 
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VC はベンチャー企業が将来成功することを期待して投資を行うため、大きな

リスクを抱えている。よって、そのリスクを分散させる必要があるのだが、リ

スク分散の方法が日本とアメリカで異なってくる。日本は分散投資を行うこと

によって、アメリカはハンズオン支援を行うことによってリスクを分散させて

いる。  5 

この VC を挟んで、リスクマネーをベンチャー企業に供給する流れと、それぞ

れの現状課題を図表 3-5 に表した。  

 

【図表 3-5】リスクマネーの流れとそれぞれの現状課題  

 10 

 それぞれの現状課題  

供給主体  リスクマネーの供給が少ない。  

仲介機能  VC の投資先の目利き力・ハンズオン支援能力の不足。  

供給先  日本に本当に魅力的なベンチャー企業があるのかどうか。  

出所：筆者作成  

 

次に、リスクマネーの流れにおいて 3 本柱となる、リスクマネーの供給主体、

仲介機能、供給先それぞれについて考察する。  

 15 

a.リスクマネー供給主体  

リスクマネーの供給主体の課題としては、供給量が少ないことが挙げられる。

図表 3-6 を見ると、日本の家計資産の半分以上を現金・預金として保有してお

り、株式等の割合も低いことから、他国と比較してリスクに対してネガティブ

なイメージを持っていることがわかる。  20 
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【図表 3-6】家計の金融資産構成  国際比較  

 

出所：日本銀行調査統計局  資金循環の日米欧比較より引用  

<https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf> 

 5 

また、日本は機関投資家からのリスクマネー供給が少ない。日米で比較する

とその差は歴然である。日本は石油などの資源を持たないため、機関投資家が

運用する資金は、保険や年金などといった国民から預かっているものである。

リスクは国民にあるため、安定的な運用を求めるのも無理はない。しかし、機

関投資家からのベンチャー投資が数パーセントだけでも増えれば、その効果は10 

大きいだろう。  

この課題を解決するためには、家計の資金を集約し専門家として運用を行う

機関投資家に、ベンチャー投資へ目を向けさせることが重要である。機関投資

家の 1 つである年金積立金管理運用独立法人のオルタナティブ資産への投資は、

基本ポートフォリオでは上限が 5％とされているのに対し、0.17％ 23にとどまっ15 

ている。この年金基金の資産をほんの数パーセントでも、ベンチャー投資に向

けさせることができれば、リスクマネーの供給が大きく増えると考えられる。

そのためには、リスクマネー仲介機能の信用力を高め、より魅力的な機関にし

ていく必要がある。  

 20 

                                                      
23 年金積立金管理運用独立行政法人  最新の運用状況 (H30.6 現在) 

https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf
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b.リスクマネー仲介機能  

リスクマネー仲介機能としては、先にも述べた通り VC を挙げる。 VC は、ハ

イリスク・ハイリターンを狙ってベンチャー企業に投資する、いわば、ベンチ

ャー企業にとってはその後の事業存続の命運を握ると言っても過言ではないよ

うな存在である。実際、ベンチャー企業の資金調達先として、金額、件数とも5 

に半数近くを占め、今後希望する資金調達先としても過半数の企業が期待して

いる 24ことからも、VC の存在の大きさが読み取れる。  

近年、VC 投資額は増えてきており、ベンチャー投資は盛んになりつつあると

言えるが、海外と比較すると日本の VC 投資はまだまだ進んでいない。図表 3-7

は、VC 投資額の対 GDP の国際比較を表したものである。日本は主要な先進国と10 

比較すると、大きな差がある。大企業は自社内だけで研究開発を進める傾向が

ある日本にとって、破壊的イノベーションを起こす可能性のあるベンチャー企

業を育てていくためには、 VC 投資をさらに活発にする必要がある。  

 

【図表 3-7】VC 投資額対 GDP 比 国際比較  15 

 

出所：ベンチャーチャレンジ 2020 を参考に筆者作成  

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/venture_challenge2020/

pdf/venture_challenge2020_pamphlet.pdf> 

 20 

ハンズオン支援  

VC は高いリスクを抱えてベンチャー投資を行うが、その分高いリターンがな

いと投資会社として成り立たないため、VC は投資先のベンチャー企業に成功し

てもらい多くのリターンを獲得しなければならない。そのために、VC は投資先

                                                      
24 ベンチャー白書 ベンチャーニュース特別版Ⅰ -129.130 図表 4-9.10.11 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/venture_challenge2020/pdf/venture_challenge2020_pamphlet.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/venture_challenge2020/pdf/venture_challenge2020_pamphlet.pdf
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の企業をモニタリングするのはもちろんのこと、積極的に経営面での支援を行

うことがある。これをハンズオン支援という。  

投資先企業への役員派遣や取締役会への参加権・傍聴権を行使して、経営に

参加したり、経営陣のモニタリングを行ったりする。具体的なハンズオンの内

容としては、主に、人的ネットワークを活かした、外部専門家を含む人材の紹5 

介や、販売チャネルを保有する提携先の紹介など、営業戦略のサポートや、経

営者の精神的な面でのサポートなどが挙げられる。  

VC は資金面でのサポートだけでなく、その後の経営支援がカギとなってくる。

その証拠に、優秀な VC からハンズオン支援を受けたベンチャー企業は、その後

の資金調達に成功した企業の割合が高いといった結果が出ている 25。また、中10 

小機構が平成 19 年に発表した業務実績の調査結果によると、専門家継続派遣

制度や販路開拓支援などのハンズオン支援を受けた企業のうち、 92.9％の企業

が、「課題が解決した」と回答している 26。これらより、ハンズオン支援を行う

ことによって、企業のパフォーマンスに一定の成果が表れることがわかる。  

しかしながら、ハンズオン支援に関しては、支援できる人材が不足している15 

のが現状である。なぜ日本においてハンズオン支援が発達していないのか。  

まず 1 つ目の原因として挙げられるのは、規制上の問題である。日本の VC は

1994 年まで、独立禁止法で投資先への役員派遣を禁じられていた。そのため、

規制が撤廃されるまではハンズオンを伴った投資を行うことができなかった。

アメリカではハンズオン支援でリスク管理してきたのに対し、日本では分散投20 

資でリスク管理してきたため、本格的なハンズオン支援ができるようになって

からの歴史が浅い。  

2 つ目には、投資行動の特徴が挙げられる。日本の VC はレーター期への投資

を多く行っていた。レーター期まで成長しているベンチャー企業は経営基盤が

出来上がっているところが多く、資金を必要としていたとしても、経営面での25 

サポートを必要としている企業は少なかったと考えられている 27。 

                                                      
25 オープンイノベーションにおけるベンチャーキャピタルの存在  
26 中小機構の業務実績の推移  H19.7.18 
27 ベンチャーキャピタルのハンズオンと投資先企業のパフォーマンス pp.12-

13 
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そして最後に、そもそも日本において VC は、金融機関系や事業会社系が多い

28ことが挙げられる。ベンチャーキャピタリストが親会社の従業員でのローテ

ーションであったり、新卒採用であったりと、ベンチャー投資の経験がなく、

理解が浅いといったケースも珍しくない。  

このような原因により、日本のハンズオン支援の歴史は短いが、これからは5 

さらに投資先ベンチャー企業の魅力を上げ、VC 自身の信用力を上げてリスクマ

ネーを増やす必要がある。そのような意味でも、VC はベンチャー企業の資金調

達を円滑にするための中核的な存在を担うと言える。  

 

c.リスクマネー供給先  10 

リスクマネーの供給先とは、ベンチャー企業のことである。ここの問題点と

しては、そもそも日本国内に、投資するに値する魅力的なベンチャー企業があ

るのかどうか、というところに尽きる。このことに関しては、次の図表 3-8 で

説明する。  

 15 

【図表 3-8】科学基盤と企業の革新能力の国際ランキング  

科学基盤  

2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 

1 位スイス  1 位イスラエル  1 位スイス  1 位スイス  1 位スイス  

2 位イスラエル  2 位スイス  2 位イスラエル  2 位イスラエル  2 位イスラエル  

3 位米国  3 位スウェーデン  3 位米国  3 位米国  3 位米国  

4 位スウェーデン  4 位米国  4 位デンマーク  4 位オランダ  4 位スウェーデン  

5 位ドイツ  …  5 位日本  …  …  

…  6 位日本  6 位ドイツ  7 位ドイツ  9 位ドイツ  

9 位日本  7 位ドイツ  …  9 位日本  11 位日本  

企業の革新能力  

2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 

1 位スイス  1 位イスラエル  1 位イスラエル  1 位イスラエル  1 位スイス  

                                                      
28 ベンチャー企業の創出・成長に関する研究会  最終報告書 p.52 
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2 位イスラエル  2 位米国  2 位米国  2 位スイス  2 位米国  

3 位ドイツ  3 位スイス  3 位スイス  3 位米国  3 位イスラエル  

4 位米国  4 位ドイツ  4 位デンマーク  4 位ドイツ  4 位スウェーデン  

…  …  5 位ドイツ  …  6 位ドイツ  

15 位日本  14 位日本  10 位日本  26 位日本  29 位日本  

出所：関水信和『技術系ベンチャー企業の経営・知財戦略』を参考に筆者作成  

 

大学などで行われている基礎研究である科学基盤については、例年 10 位前

後と高順位であるのに対し、企業の革新能力については直近で 29 位と、他の先

進国と比較すると劣っている。これは、研究技術は世界的にも優れているが、5 

その技術が製品やサービスに結びつかず、事業化していないからだと考えるこ

とができる。本来であれば事業化して世の中に出回るべき技術が、埋もれてし

まっているのである。だとすれば、VC による資金面と経営面、両方のサポート

を受けることで日本の未来を担う新しい企業が誕生する可能性は大いにある。

ここでも VC のハンズオン支援は重要な役割を果たす。 VC がベンチャー企業に10 

寄り添って支援することにより、ベンチャー企業のさらなる成長が見込まれる。 

 

 

第 3 節 各ステージにおけるベンチャー企業の現状  

第 1.2 節では、リスクマネーの流れという切り口で見てきたが、ここではベ15 

ンチャー企業目線でステージごとの資金調達について考察する。  

 

シード期  

シード期は VEC の定義より、「商業的事業がまだ完全に立ち上がっておらず、

研究及び製品開発を継続している」段階であるが、この段階においては資金調20 

達のニーズが 40.0％ 29と最も高くなっている。シード期の資金調達を支援する

機関としては、アクセラレーターや VC、個人投資家としてはエンジェル投資家

が挙げられる。特に、研究開発型では、SBIR などの公的な支援制度が存在する。  

                                                      
29 ベンチャー白書 2017 ベンチャーニュース特別版Ⅰ-131 
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SBIR について  

SBIR は、中小企業や個人の研究開発、補助金を給付することにより高度な技

術に基づく新製品や新サービスを、事業化までサポートする公的な制度であり、

経済の活性化や雇用状況の改善などを目的としている。  

手順としてはまず、研究開発のための補助金から中小企業等 30が利用できる5 

ものを省庁ごとに指定し、次に、指定された補助金に応募した中小企業等の中

から各省庁が選抜する。そして、選抜された中小企業等は補助金を受け取るこ

とができる。補助金を受け取った後は、追加支援によって事業化のサポートを

受けることができる。追加支援としては、「信用保証協会の債務保証枠が拡大さ

れるなど、銀行の融資が受けやすくなる」ことや、「補助金を取得した技術の特10 

許料が減額される」ことなどが挙げられる。  

この制度は省庁横断型の制度となっており、総務省、文部科学省、厚生労働

省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の合計 7 省が参加しており、

省庁ごとに支援額の目標達成に向けて支援を行っている。  

図表 3-9 の SBIR の利用実績を見てみると、補助金の支給額は毎年目標の 80％15 

超えという高水準であり、日本の SBIR 制度は中小企業等に補助金を支給する

という点に関しては成功していると言える。  

 

【図表 3-9】SBIR 補助金の実績額の推移  

 20 

出所：総務省「イノベーション政策の推進に関する調査」を参考に筆者作成  

<http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/107493.html> 

                                                      
30 中小企業等の中に大学での研究機関も含む。  

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/107493.html
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しかし、支援を受けた企業のその後の業績が上がっていないという現状があ

る。これは、SBIR で事業化まではたどり着いたものの、その後の支援が十分で

ないことが一因として考えられる。そのため、SBIR を卒業した後、すぐに資金

面・経営面でサポートを受けることができる VC に繋ぐことができるか、つま

り、最初の資金の供給先の存在が、今後重要になるだろう。  5 

 

アーリー期  

アーリー期は VEC の定義より、「製品開発及び初期のマーケティング、製造及

び販売活動に向けた」段階であるが、この段階でもシード期と同様に、資金調

達と販路拡大のニーズがともに 31.0％ 31と高い割合を占める。この時期の資金10 

調達先としては VC が大きな役割を果たす。アーリー期のベンチャー企業は、VC

から出資、ハンズオン支援を受けて次の段階へ成長していく。  

 

エクスパンション期  

エクスパンション期は VEC の定義より、「生産及び出荷を始めており、その在15 

庫または販売量が増加しつつある」段階であるが、この時期の経営ニーズとし

ては、販路拡大が 45.5％と最も大きい割合を占める。ここでも、VC の豊富なネ

ットワークを活かして人材を紹介してもらったり、提携先を紹介してくれたり

と、VC の存在が大きくなってくる。  

 20 

レーター期  

レーター期は VEC の定義より、「持続的なキャッシュフローがあり、IPO 直前」

の段階であるが、この時期になってくると資金調達のニーズはほとんどなくな

り、人的採用のニーズが 80％ 32を占めている。この時期では、出口戦略が重要

となってくる。  25 

 

 

                                                      
31 ベンチャー白書 2017 ベンチャーニュース特別版Ⅰ -131 
32 ベンチャー白書 2017 ベンチャーニュース特別版Ⅰ -131 
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ベンチャー企業の EXIT 

ベンチャー企業の EXIT33としては M&A と IPO34がある。以前は VC から出資を

受けた企業のほとんどが IPO を目指しており、また、VC 側もすでに成長途上に

あるベンチャー企業を株式上場に向かわせる役割が大きかった。VC の投資期間

は 10 年程であるのに対し、株式公開には 10 年から 15 年かかることから、あ5 

る程度成長して業績も上がってきたレーター期への投資が多かった。  

アメリカでは 2000 年から M&A の割合が伸び始め、現在では M&A による EXIT

が全体の 9 割を占める。自社の資源だけでなく、広く社外からアイデアや技術

を募ることで新製品の開発を進めるオープンイノベーションが盛んなのである。 

現在日本でも大手企業とベンチャー企業の連携が推進されており、これから10 

M&A の EXIT 割合が増えていく可能性が大いにあると考えられている。  

 

オープンイノベーション  

オープンイノベーションとは、大企業が大学の研究機関や研究開発型ベンチ

ャー企業と、図表 3-10 のいずれかの方法でお互いの持ち味を活かしあい、新し15 

いイノベーションを起こすことをいう。大企業が持つ既存の大市場、既存の顧

客と、大学や研究開発型ベンチャー企業が持つ新しい製品やサービス、迅速か

つ効率的な開発をうまく組み合わせることによって、世の中を大きく変える破

壊的イノベーションが生まれるという理論である。  

 20 

【図表 3-10】オープンイノベーションの創出タイプ  

インバウンド型  アウトバウンド型  連携型  

外部資源を社内に取り込み、イ

ノベーションを創出  

外部チャネルを活用し、既存の

内 部 資 源 を 新 た な 開 発 お よ び

製品化につなげる  

・ イ ン バ ウ ン ド 型 と ア ウ ト バ

ウンド型の統合型  

・社内外で連携して共同開発  

出所：オープンイノベーション白書  第二版を参考に筆者作成  

<http://www.nedo.go.jp/content/100879992.pdf> 

                                                      
33 ベンチャービジネスにおける投資回収のこと。  
34 M&A とは合併や事業譲渡、 IPO は株式公開のこと  

http://www.nedo.go.jp/content/100879992.pdf
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オープンイノベーションに対して、大企業が自社内だけで、研究開発から製

品・サービスの販売までを行うことをクローズドイノベーションという。図表

3-11 は、オープンイノベーションとクローズドイノベーションの特徴をまとめ

て比較した表である。  

 5 

【図表 3-11】クローズドイノベーションとオープンイノベーションの特徴  

要素  クローズドイノベーション  オープンイノベーション  

人材  自社内で最良の人材を有する  社内 外 にか かわ ら ず優 秀 な 人材 と 連携 す

る  

研究開発  自社で研究開発から販 売ま ですべて

行う  

外部 研 究開 発も 付 加価 値 を 創出 す るこ と

ができる。一方、その価値の一部を享受す

るには内部研究開発も必要  

市場化  イノベーションを早く 市場 投入した

企業が優位に立つ  

市場化よりビジネスモデルの構築が優先  

マインド  最良のアイデアを最も 多く 製品化で

きれば優位性を築くことができる  

社内 外 のア イデ ア を効 果 的 に活 用 する こ

とができるかがカギとなってくる  

知的財産  自社の知的財産は厳重に保護すべき  他社間とのライセンスアウト /ライセンス

インを積極的に行うべき  

出所：オープンイノベーション白書  第二版を参考に筆者作成  

 

オープンイノベーションについては、「日本再興戦略」の中で掲げられ、「未

来投資戦略 2017」に受け継がれたり、2016 年にオープンイノベーション白書の10 

初版が、2018 年 6 月に第二版が発表されたりするほど、近年関心が高まってい

る。なぜ今、オープンイノベーションの重要性が叫ばれるのか。  

その理由には、これまで主流であったクローズドイノベーションが限界に達

したことが挙げられる。というのも、IT 関連の技術が急速に発展し、第 4 次産

業革命と呼ばれる現代に、様々な技術を取り込み自社内だけで研究することが15 

難しくなったからである。グローバルな競争が激しく進む中、競争に勝つため

にはイノベーションのスピードが重要になっている。しかし、大企業の自社内

だけでは限界が明らかになってきており、必然的に外部の技術や人材などのネ
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ットワークを活用せざるを得ない状況になりつつある 35。 

また、第 1 節でも述べた通り、日本は、科学基盤は世界的にも高順位である

が、起業の革新能力についてはアメリカやドイツなど主要先進国と比較して劣

っている。さらに、産学連携の国際比較でも日本は他の先進国と大きな差をつ

けられており、日本の企業は産学連携により、大学で生まれた革新的な技術を5 

自社に取り込もうとしていないことがわかる 36。 

しかしながら、そのような状況のままだと、海外投資家からの出資も伸び悩

む一方で、「日本はイノベーティブな企業が少ない」というレッテルを張られる

ことは容易に想像できる。  

大企業と大学、ベンチャー企業のオープンイノベーションを促進し、破壊的10 

イノベーションを起こすことができるかどうかが、今後日本の国際競争力が高

まるかどうかの分かれ目となってくるだろう。  

以上に挙げた現状と課題から、第Ⅴ章ではベンチャー企業の資金調達がより

円滑になるように提言を行う。  

 15 

 

第Ⅳ章 中小企業における資金調達 提言 

第 1 節 各成長段階の望ましい資金調達の在り方  

創業期  

創業期の中小企業は、実績がないことや担保となるような不動産を持ち合わ20 

せていないことから、金融機関による融資を受けにくい場合が多い。このよう

な状況への対応として、公的機関の創業支援を受けるといった方法が挙げられ

る。経営者は自身の事業を理解し、その規模や状況、事業性にあった支援を受

けるべきである。また、創業時の企業は信用力が低いため、債務を保証する信

用保証制度を利用することが望ましい。事業が軌道に乗り、収益が上がってく25 

ると信用保証付き融資とプロパー融資を併用し、リスクを分散していくことが

重要である。  

                                                      
35 文部科学省 H29 科学技術白書 p.25 
36 技術系ベンチャー企業の経営・知財戦略 p.5 
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成長期  

事業拡大や販路拡大を目指す企業が増える成長期には、金融機関の評価能力

不足により、事業内容に理解を得られず、融資を受けにくい企業が多い。よっ

て、金融機関と親密な関係を築き、事業内容や経営者の資質を理解してもらう

必要がある。この時期の資金調達方法としては、企業努力により融資を受けや5 

すくなる事業性評価融資や ABL 融資などが望ましい。金融機関の役割として、

融資など資金面での支援のみならず、コンサルティングなど経営面での支援も

中小企業との取引を行う上で重要であると考える。  

 

成熟期  10 

成熟期には、事業承継を考える企業が増加するものの、後継者不足により廃

業せざるを得ない企業が多いという現状がある。しかし、事業承継が成功すれ

ば、事業承継後の企業において資金繰りが容易になると考えられる。よって、

事業承継を行いやすい環境を整備し、間接的に資金調達の円滑化を図ることが

望ましい。  15 

 

情報の非対称性に関しては、どの成長段階においても存在する課題であり、

これを解決することは企業のすべてのライフステージにおいて必要である。情

報の非対称性を解消するには、定量情報と定性情報が欠かせない。定量情報に

おいては、企業側からの積極的な情報開示が必要であると考える。情報開示の20 

方法としては、クラウド会計やローカルベンチマークなどが挙げられる。それ

らを利用することにより、金融機関が定量情報を入手しやすくなることが期待

される。また、定性情報においては、金融機関が企業に対する理解を深め、よ

り親密な関係を築くことが重要であるため、リレバンを行うことが望ましい。  

 25 

 

第 2 節 アクティブリレバン  

リレーションシップバンキングの促進  

金融機関の努力によりリレーションシップバンキング (以下、リレバン )は促

進されており、その効果は発揮されている。その反面、資金繰りの厳しい中小30 
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企業は金融機関の訪問回数が少ない 37など、リレバンが積極的に行われていな

いという現状がある。理由としては、金融機関が信用力の不足している中小企

業に対して担保・保証を取ることや、金利を引き下げることでそのリスクを補

填していることが挙げられる。しかし、そういった企業にこそ、経営相談や経

営支援を行うために対話をする機会を設けるべきである。  5 

そこで、我々は金融機関が資金繰りの厳しい中小企業に対しても、積極的に

リレバンを行うための提言を行う。そのために、正確な定量情報と定性情報を

効率よく入手することが重要である。定量情報は、すべての融資方法において

重要な情報である。また、定性情報は、財務情報だけでなく企業の事業内容や

経営者の資質などの情報であり、規模が小さく収益性が低い中小企業を判断す10 

るために必要である。よって、クラウド会計とローカルベンチマーク、でんさ

いネットの利用により、詳細な定量情報と定性情報を得ることが効果的である

と考える。それぞれについて、以下で説明する。  

 

クラウド会計  15 

クラウド会計とは、従来の会計ソフトのようにソフトウェアを購入して、そ

れを会社のパソコンにインストールするのではなく、サービス提供会社に対し

て使用料を払うことでインターネットを経由して利用できる会計ソフトのこと

である 38。クラウド会計は中小企業の利用率が 13.9％ 39と低いが、多くのメリッ

トがある。クラウド会計は銀行口座やクレジットカードと連携することができ、20 

自動で入出金データが取り込まれ、容易に仕訳が完了される。また、常に最新

の会計基準が適用されることや、リアルタイムで会計情報を確認できるなどメ

リットが多く存在する。これにより、金融機関は正確な情報を素早く手に入れ

ることができるようになり、融資判断コストを抑えることができる。また、中

小企業は正確な情報開示により、リスクに見合った金利の設定を受けることが25 

できる。  

 

                                                      
37 金融庁 「金融レポート 2017」 pp.20～21 
38 クラウド会計ソフト Freee HP 
39 2018 年版中小企業白書  中小企業庁 p.240 
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ローカルベンチマーク  

ローカルベンチマーク (以下、ロカベン)とは、経済産業省が策定したもので

あり、「企業の健康診断ツール」として、企業経営者や金融機関等が、企業の情

報を把握し、双方が同じ目線で対話を行うための基本的な枠組みとされている。

6 つの視点から成る財務情報と 4 つの視点から成る非財務情報を入力するもの5 

であり、企業の経営状態を把握するための指標となっている。また、ロカベン

は企業のライフサイクルに着目した活用も可能である。しかし、知名度が低く、

活用が伸びていない 40という現状があるが、本提言によりロカベンの促進が期

待される。  

 10 

でんさいネット  

でんさいネットとは、全国銀行協会が設立した電子記録債権 (以下、でんさ

い)の記録機関である「株式会社全銀電子債権ネットワーク」の通称であり、全

国の金融機関が参加する、でんさいを記録・流通させる新たな決済インフラの

ことである 41。でんさいは、図表 4-1 のように、手形や売掛債権などの問題点15 

を克服した新たな債権であり、今後、債務・債権を効率的かつ正確に管理する

役割を担うことが期待できる。  

 

【図表 4-1】でんさいのメリット  

 20 

出所：でんさいネット HP を参考に筆者作成  

<https://www.densai.net/about> 

                                                      
40 経済産業省 HP 
41 三井住友銀行 HP 

https://www.densai.net/about
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企業にとっては、現行の手形と同様の利用方法が採用されているため、使い

方が簡単で管理しやすく、全国の金融機関が参加しており、安心してサービス

を受けることができる。また、金融機関にとっては、でんさいネットに債務者・

債権者双方の情報が登録されているため、企業の情報を得ることができる点が

魅力的である。  5 

 

アクティブリレバン  

以上 3 つの既存のシステムを利用して我々は、中小企業が円滑に、かつ継続

的に資金調達を進めることができるように、アクティブリレバンの促進を提言

する。中小企業と金融機関が、両者とも積極的にリレーションシップを築き、10 

中小企業金融を円滑にするという意味でアクティブリレバンと呼ぶこととする。

アクティブリレバンのイメージとしては、図表 4-2 の通りである。  

 

【図表 4-2】アクティブリレバンのイメージ図 

 15 

出所：筆者作成  

 

アクティブリレバンについて詳細に説明していく。まず、原則として企業は

クラウド会計とロカベンを利用し、定量情報と定性情報を開示する。そして、

売掛債権の利用が多い企業にはでんさいネットに登録してもらう。企業が以上20 

3 点を行うためのインセンティブとして、金融機関はこれを実行した企業に対
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して定期的な訪問を約束し、モニタリングやヒアリングを行う機会を設ける。

これにより、金融機関は企業からの積極的な情報開示により、正確な情報の入

手が容易になることや、それにかかる時間やコストを削減することができると

いうメリットがある。また、企業にとっては情報開示にかける時間やコストを

削減できるだけでなく、金融機関との対話の機会が増え、企業を理解してもら5 

えるきっかけになると考えられる。企業への訪問では、決算書やロカベンを参

考にしながら経営相談を行い、金融機関が企業の実態や経営者の意見、考えを

知ることにより、深い関係を築くことが期待される。  

この一連の流れを実施した金融機関に対して、金融庁から「アクティブリレ

バン実施銀行」として認定してもらう。金融庁からの認定が、その金融機関に10 

とっての強みになることや信頼性向上の効果があると期待される。  

そして、アクティブリレバンをより多くの企業に知ってもらうため、認定さ

れた金融機関を金融庁のホームページに掲載し、企業とのマッチングを図る (図

表 4-3)。また、このホームページに、各金融機関におけるアクティブリレバン

の実施件数や実施先を開示することとする。その他に、「金融仲介機能のベンチ15 

マーク 42」を公開してもらう。これにより、企業は金融機関についての情報を容

易に知ることができ、その企業に適した金融機関を探すことが可能になる。ま

た、金融機関にとっては取引先の拡大が見込まれるだけでなく、企業からの取

引の申し込みが増えるため、取引先を探す業務の削減も期待される。  

 20 

【図表 4-3】マッチングのイメージ図  

 

出所：筆者作成  

                                                      
42 金融庁による、金融機関における金融仲介機能の発揮状況を客観的に評価

できる多様な指標で、金融機関の詳細な現状を知ることができる。  
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第 3 節 方策による効果 

事業性評価融資の促進  

アクティブリレバンを行うことにより、事業性評価融資の促進が期待される。

現在、金融機関の多くは担保や保証に頼った融資を行っているが、図表 4-4 の

通り、多くの中小企業者は事業性を評価した融資を望んでいることがわかる。  5 

 

【図表 4-4】融資方法に関する調査  

 

 

出所：2016 年版中小企業白書を参考に筆者作成10 

<http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/html/b2_5_2_3.ht

ml> 

 

アクティブリレバンによって、企業がクラウド会計を使い、ロカベンを提出

するようになるため、金融機関は定量情報と定性情報を効率よく得ることがで15 

きる。それにより、従来よりも多くの時間を割くことが可能になるため、企業

とリレーションシップを構築できる。ロカベンは企業の経営状態を示す指標で

あるので、金融機関は事業性評価をしやすいという点を持ち合わせている。そ

のため、事業性評価融資の促進が期待できる。  

また、事業性評価において大きな課題である目利き力の不足に関しては、政20 

府も様々な取り組みをしている。金融機関が外部機関や専門家を利用し、ノウ

ハウや知見を得たのちに、内部教育や部署の構築につなぐことが望ましい。ロ

カベンの活用と目利き力向上を行えば、事業性評価融資は促進されると考える。 

金 融 機 関 が 現 在 重 視 し て い る 融 資 手 法 と  

 

企 業 が 現 在 利 用 し て い る 融 資 手 法 と  

 

今 後 重 点 を 置 き た い 融 資 方 法  
今 後 借 入 を 希 望 す る 融 資 手 法  

 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/html/b2_5_2_3.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/html/b2_5_2_3.html
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ABL 

さらに、アクティブリレバンの効果として ABL が活発になることが期待され

る。でんさいネットを利用すれば、売掛債権の管理や処理が簡単になり、金融

機関にとっても担保としての評価や管理が行いやすくなる。そのため、不動産

担保に頼らない ABL の一種である、売掛債権担保融資が促進されると考える。  5 

 

短期継続融資  

短期継続融資とは、企業が事業を継続する上で必要となる「正常な運転資金」

を融通するための融資で、期日一括返済を条件とした契約期間が 1 年以内の短

期融資のこと 43である。無担保・無保証で融資に対応するため、金融機関の企業10 

に対する理解や目利き力が必要となる。また、企業側としては、手形などの書

き替えをすることによって返済期日の延長を可能とし、金利の返済のみで借り

換えが可能となる。そのため、短期継続融資を行うことにより、中小企業の柔

軟な資金ニーズに対応することができる。しかし、現在、企業が利用している

短期資金の融資は、長期資金融資に適している証書貸付融資である。  15 

証書貸付融資は担保や保証を取り、金利と元本を返済しなければ借り換えを

行うことができず、短期資金に対して利用すると資金繰りを悪化させる可能性

がある。これにより、運転資金などの短期資金に対しては短期継続融資が望ま

しいと考える。我々の提言を実行し、金融機関と中小企業のリレーションシッ

プが構築されれば、短期継続融資を受けやすくなることが期待される。  20 

 

以上の提言が実現することによって、金融機関は、中小企業の情報を効率よ

く的確に得ることができ、長期的な関係を築くことによって、1 回あたりの融

資判断におけるモニタリングコストを抑えることができる。また、中小企業に

とってはクラウド会計やロカベン、でんさいネットを利用することによって情25 

報の発信や管理がしやすくなり、情報の非対称性の解消につながる。そして、

担保や保証に過度に依存せず、企業自身のリスクに見合った適切な融資を受け

ることができるようになると考える。  

                                                      
43 野村證券「証券解説用語集」  
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第Ⅴ章 ベンチャー企業における資金調達 提言 

第 1 節 VC の能力向上 

第Ⅲ章で述べた通り、日本の VC のハンズオン支援能力は低い。 VC の魅力を

より高めるためには、投資先を目利きする力や、その後のハンズオン支援能力

を向上させることが必要である。VC の目利き力やハンズオン支援能力が高まら5 

ない原因としては、日本の VC に、元起業家や元経営者が少ないことが挙げられ

る。アメリカのように、元起業家がベンチャーキャピタリストになるエコシス

テムが形成されていないため、日本のベンチャーキャピタリストは様々なネッ

トワークを築くことが難しいという現状がある。  

VC の目利き力、ハンズオン支援能力を高めるために、中小機構のハンズオン10 

支援事業、アメリカの役員派遣制度を参考にする。第Ⅲ章で述べたように、専

門家派遣制度は、ハンズオンに関して一定の成果が上げられている。また、ア

メリカの VC では役員派遣制度が一般的であるのに対し、日本では積極的に行

われてこなかった 44。そのような影響もあり、日本は役員派遣制度によって、ベ

ンチャー企業のさらなる成長を後押しできているとは言い難い。そこで、高度15 

な経営知識や、専門的な知識を持った人材が集まるネットワークを作ることが

必要であると考える。  

 

以上の理由により、我々はアクティブ・メンバーズ・ネットワーク (Active 

Members Network 以下、 AMN)の作成を提言する。 AMN とは、研究開発型ベンチ20 

ャー企業の支援を行うためのネットワークのことである。 AMN には、経営者・

元経営者・元起業家・弁護士・公認会計士・知財専門家・研究者、そして、指

定 VC が参加することができる。指定 VC とは、研究開発型ベンチャー企業を支

援することができると経済産業省に判断された VC のことである。指定 VC には

事業会社系の VC(CVC)も含むこととする。図表 5-1 は AMN のイメージ図である。  25 

 

 

 

                                                      
44 忽那憲治『ベンチャーキャピタルによる新産業創造』 p.68 
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【図表 5-1】AMN のイメージ図  

 

出所：筆者作成  

 

役員派遣  5 

VC は AMN を利用して、経営知識を持った経営者や元起業家を、役員として投

資先のベンチャー企業に派遣することができる。派遣された経営者や元起業家

は、派遣先のベンチャー企業において起業家の精神的なサポートや、経営に関

する支援を行う。また、VC 内部でもハンズオン支援能力を持った人材を育成す

るために、AMN の中の専門的な経営知識を持っている経営者が、 VC の社員にハ10 

ンズオンに関する授業を行う。その後、実際の役員派遣に同行し、実践的な力

を養う。こうすることで、 VC はハンズオン支援能力を高めることができる。  

企業経営に携わったことのある人や、元起業家を招くための方策としては、

AMN には、潜在的エンジェルと呼ばれる経営者や幹部が存在すると言われてい

る、商工会議所・商工会・経済同友会・ニュービジネス協議会の人に参加して15 

もらうこととする。そして、これらの組織で経営経験がある人材は、立候補制

で役員として派遣される。立候補者のベンチャー企業への派遣の可否は VC が

判断する。  

元起業家などは、役員としてベンチャー企業の経営に携わることで、企業が

成長していくプロセスを楽しむことができるだけではなく、役員として給与を20 

得ることができる。役員はベンチャー企業に対してモニタリングを行ってくれ

ているので、VC からも手数料を支払うこととする。また、潜在的エンジェルは

AMN での役員派遣を通して、ハンズオン支援の練習ができるため、その後のエ

ンジェル投資家としての活動も期待できる。  
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経営サポート  

AMN のもう一つの役割は、弁護士や知財専門家、公認会計士といった人材が

企業の成長をサポートするところにある。企業に対して頻繁に支援する役割で

はないため、役員としては派遣せず、ベンチャー企業が必要としたときのみ利

用することができる。つまり、これらの専門家は、ベンチャー企業にとってア5 

ドバイザーと言える存在である。 AMN により支援を受けることによって、ベン

チャー企業は、専門的で高度な経営知識を持った人材とかかわることができる。 

 

第 2 節 SBIR 

第 2 節では、SBIR に採択された会社の業績が上がらないという問題を解決す10 

るために、SBIR の課題選定と選抜方式について提言を行う。  

 

第 1 項  課題選定  

SBIR の課題選定のモデルケースとして、 NEDO の行った SBIR 技術革新事業が

挙げられる。SBIR 技術革新事業は平成 20 年から平成 25 年まで行われたもので15 

あり、この取り組みは一定の効果を発揮した 45。そこで、SBIR 技術革新事業の

課題選定をモデルに全省庁で課題を選定する。条件は図表 5-2 の通りである。

これらの条件下で、SBIR 制度における課題を定め補助金の支給を行うことを提

言する。  

 20 

【図表 5-2】SBIR 課題選定の条件  

1 新規性・課題の明確性：新規性の高い技術などにより他の解決方法に比

べて優位性があること。課題が開発済技術でなく、用途や性能目標が明確

に設定できること。  

2 中小企業の開発可能性：中小企業にて開発可能であること。  

3 複数社の応募可能性：複数の中小企業者の応募が見込めること。  

4 技術開発課題の政策的ニーズ性：課題の政策的背景が説明できること。  

                                                      
45 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構  平成 25 年度  制度

評価書  
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5 国等の調達の可能性：国等の調達の可能性について説明できること。  

6 民生用への波及性：民生用としても事業化の可能性があること。R&D 終了

後 3 年以内の事業化 (試作品納入や共同研究を含む ) 

出所：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構  平成 25 年度 

制度評価書を参考に筆者作成

<http://www.nedo.go.jp/content/100565532.pdf> 

 

第 2 項  多段階選抜方式  5 

SBIR をより良い制度にするために、第 1 項に加えて、研究開発型ベンチャー

企業が技術を事業化する上で有効である多段階選抜方式を、統一的に導入する

ことを提言する。中小企業等を対象とした、「研究開発において多段階選抜方式

が効果的な手法であるか」というアンケートでは、「有効であると思う」が 90％

を超える結果となっている。その理由としては、「技術的な課題が明確になる」10 

という回答が最も多い割合を占めている。このことからも、技術を事業化する

にあたって段階的に取り組むことによって、SBIR はより確実に技術を事業に結

びつけることができると言える。  

 

第 3 項  SBIR の情報開示  15 

第Ⅲ章で述べたように、SBIR の成功には、最初の資金の供給先の存在が重要

である。よって、第 3 項では、SBIR 支援を受けて事業化に至ったベンチャー企

業の情報を、AMN に公開することを提言する。  

現在の SBIR は、中小企業投資育成会社や日本政策金融公庫といった、公的な

機関が事業化後の支援を行っている。しかし、政府は財源も限られており、国20 

民の税金を運用していることから、リスクマネーの供給先として研究開発型ベ

ンチャー企業は本来不向きである。よって、民間の VC が、研究開発型ベンチャ

ー企業の最初の資金の供給先となり、支援を行うべきである。  

まず、AMN に参加している VC に対して SBIR の情報を公開する。 SBIR は、研

究開発型ベンチャー企業の初期の企画書から事業化までのデータを保有してい25 

る。そのため、AMN に加入している VC は、SBIR の関門を乗り越えた優秀なベン

チャー企業の情報を、効率よく集めることができる。  

http://www.nedo.go.jp/content/100565532.pdf
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そのようにして VC が投資しやすい環境を作ることで、研究開発型ベンチャ

ー企業は VC から、成長のための資金とアドバイスを受けることができる。  

また、AMN には、SBIR に採択された研究開発型ベンチャー企業の情報が集ま

る。第 1 節で述べたように、 AMN に事業会社系の VC が加入することによって、

オープンイノベーションの阻害要因の一つである、「適当な投資先を見つけら5 

れない 46」という問題解決の糸口となり、オープンイノベーションの促進が期

待される。その際に、 AMN 内の知財専門家によるサポートを受けることによっ

て、知財に関するトラブルを解決できるということも同時に期待できる。オー

プンイノベーションで、大企業とベンチャー企業の連携を促進することができ

れば、ベンチャー企業の価値がより高まり、レーター期に差し掛かったベンチ10 

ャー企業がスムーズに EXIT を果たせると考える。  

 

第 3 節 時価評価促進集中期間  

ここまで、VC とベンチャー企業の価値を上げる提言を行ってきた。第 3 節で

は、VC への資金の供給側の提言を行っていく。  15 

資金の供給側の視点で考えると、VC の損益パターンは一般的に、ファンドの

運用開始後数年は、投資収益の計上が行われないためマイナスが続く。その後、

収益が積み上がっていくので、図で表すと「 J カーブ」型であると言われてい

る。特に、VC は投資期間が 10 年程であるため、リターンを獲得できるまで長

期間を要する。  20 

 

【図表 5-3】J カーブ効果のイメージ図  

 

出所：筆者作成  

                                                      
46 オープンイノベーション白書  第二版  
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現在の VC の評価方法  

日本の VC は主に、減損したときのみ時価評価を行っている。また、機関投資

家にとって、J カーブ効果による先行評価減はアセットクラスとして難しいと

いう認識がある 47。日本の VC が公正価値ベースの時価評価を行っていない理由

としては、制度上の問題が挙げられる。  5 

基本的に、VC はベンチャー企業を評価するために、経済産業省が公表してい

る「投資資産時価評価準則」を取り入れている。この準則においては、「時価を

把握することが極めて困難と認められる有価証券」は、時価＞取得原価の場合

でも、評価益を計上しないことが認められている 48。日本は欧米諸国と比較し

て、ファンドの規模が小さく、時価評価を定期的に行うコストが大きいため、10 

日本の VC では評価損の計上しか行っていない。  

しかし、現行の制度のままではファンドの投資先を減損でしか評価しないた

め、投資期間にベンチャー企業の価値が上がることはない。よって、ファンド

の価値は欧米諸国と比較して低くなってしまう。  

 15 

J カーブ効果を緩和するには  

J カーブ効果を緩和する方法として、定期的に VC が公正価値ベースでの時価

評価を行うという方法が挙げられる。定期的に時価評価を行うことで、評価上、

J カーブの底を低くする。また、機関投資家などの投資先の収益に注目してい

る投資家は、公正価値での評価を求めている。実際に、継続性のある資金の出20 

し手であり、純投資を目的とした資金運用を行う機関投資家 49は、評価を取り

込む際には公正価値ベースでの時価評価が原則となっている 50。 

 

そこで、我々は、VC の定期的な公正価値での時価評価を促進する。そのため

                                                      

47 平成 27 年度 ベンチャー創造支援事業 (ベンチャー企業の実態・創出等に係

る調査)p.39 

48 VEC 平成 28 年度グローバル・ベンチャー・エコシステム連携強化事業  調

査報告書 pp.3-4 
49 銀行、生命保険、損害保険。年金基金等  
50 VEC 平成 28 年度グローバル・ベンチャー・エコシステム連携強化事業  調

査報告書 p.7 



-48- 

 

に、時価評価促進集中期間 (以下、時価促進期間 )を設ける。時価促進期間中に、

公正価値による時価評価を行っている VC に補助金を与える。補助金は、 VC が

ベンチャー企業を時価評価した際にかかる費用の全額を給付することとする。

補助金を与えることによって、ベンチャー企業が時価評価するコストを低下さ

せ、インセンティブを与えることが、時価促進期間の目的である。時価促進期5 

間に VC が公正価値での時価評価を行い、機関投資家などの投資家からのリス

クマネー供給が増えることによって、恒常的に時価評価を行うようなサイクル

を作ることができる。  

 

第 1～3 節の提言により、 VC のハンズオン支援能力が高まり、支援を受けた10 

ベンチャー企業が大きく成長する。それにより、ハンズオン支援に長けている

優良な VC だとみなされ、 VC 自体の評価が上がる。また、ベンチャー企業に対

して時価で評価を行うことによって、投資家にとっては会計上の理由で投資し

やすくなると考える。  

これらの提言が実現することによって、リスクマネーの供給が増加し、ベン15 

チャー企業の資金調達が円滑になると考える。  

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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終章 

本稿において我々は、中小企業とベンチャー企業の資金調達の円滑化に向け

て提言を行ってきた。中小企業とベンチャー企業は、その性質の違いから、向

いている資金調達方法が異なると考え、中小企業とベンチャー企業に分けて現

状分析から課題抽出、今後の在り方について提言した。  5 

まず、中小企業は成長段階ごとに資金調達の現状を考察し、課題を抽出した。

創業期は信用力が不足していることが課題であるため、はじめは信用保証付き

の融資を受け、成長期に入ると金融機関とのリレーションシップを築き、プロ

パー融資に転換していくことが望ましい。そこで、本稿で提言したアクティブ

リレバンを行うことによって、中小企業は、クラウド会計、ロカベン、でんさ10 

いネットを利用するようになれば、自社の定量情報、定性情報を効率よく知り、

さらに、金融機関にそれを発信することができる。それらを実行した企業には、

金融機関が定期的な訪問を約束することで、全成長段階における課題である情

報の非対称性の解消が期待できる。長期的に良好な関係を築くことで、中小企

業のライフサイクル全体の資金繰り環境を整える効果があると考える。  15 

続いて、ベンチャー企業については、すべての問題の根底にはリスクマネー

の不足が挙げられると考え、仲介機能である VC の魅力を上げるための提言を

行った。VC がハンズオン支援能力を高めることにより、支援を受けたベンチャ

ー企業がさらなる成長を遂げ、VC の業績が上がり、リスクマネーの供給が増え

るという好循環が生まれる。また、本稿では第 4 次産業革命と呼ばれる時代の20 

中で、日本の未来を担う存在として有力である研究開発型のベンチャー企業に

着目した。眠っている技術を引き出すことでオープンイノベーションが盛んに

なり、破壊的イノベーションが起こることを期待している。  

今後、技術革新や国際情勢の変化に対応し、さらなる発展を遂げるためには、

イノベーションを起こし、個々のニーズに柔軟に対応できるような中小・ベン25 

チャー企業の存在が必要不可欠である。本稿の提言を実行することで、これら

の中小・ベンチャー企業の資金調達が円滑に行われるようになり、日本経済の

ますますの発展に寄与するだろう。  

 

 30 
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