
ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０1111０発表論文０発表論文０発表論文０発表論文    11111111thththth    ––––    12121212thththth    Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010    

 1 

ＩＳＦＪＩＳＦＪＩＳＦＪＩＳＦＪ２０２０２０２０１１１１００００               政策フォーラム発表論文政策フォーラム発表論文政策フォーラム発表論文政策フォーラム発表論文  

ベンチャーはアドベンチャーベンチャーはアドベンチャーベンチャーはアドベンチャーベンチャーはアドベンチャー１    

国家主導のベンチャー支援 

同志社大学同志社大学同志社大学同志社大学    橘木俊詔研究会橘木俊詔研究会橘木俊詔研究会橘木俊詔研究会    産業分科会産業分科会産業分科会産業分科会    

豊田英大豊田英大豊田英大豊田英大    坂田和友生坂田和友生坂田和友生坂田和友生    松尾弘毅松尾弘毅松尾弘毅松尾弘毅    

岩崎洋輔岩崎洋輔岩崎洋輔岩崎洋輔        日野将志日野将志日野将志日野将志        三浦愛子三浦愛子三浦愛子三浦愛子    

２０１０２０１０２０１０２０１０年１２月年１２月年１２月年１２月    

 

                                                      
１１１１本稿は、２０１０年１２月１１日、１２日に開催される、ＩＳＦＪ日本政策学生会議「政策フォーラム２０１０」の

ために作成したものである。本稿の作成にあたっては、橘木教授（同志社大学）をはじめ、多くの方々から有益且つ

熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、主張の一切

の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０1111０発表論文０発表論文０発表論文０発表論文    11111111thththth    ––––    12121212thththth    Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010    

 2 

ＩＳＦＪＩＳＦＪＩＳＦＪＩＳＦＪ２０１０２０１０２０１０２０１０               政策フォーラム発表論文政策フォーラム発表論文政策フォーラム発表論文政策フォーラム発表論文  

ベンチャーはアドベンチャーベンチャーはアドベンチャーベンチャーはアドベンチャーベンチャーはアドベンチャー    

国家主導のベンチャー支援 

    

    

２０１０２０１０２０１０２０１０年１２月年１２月年１２月年１２月    

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０1111０発表論文０発表論文０発表論文０発表論文    11111111thththth    ––––    12121212thththth    Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010    

 3 

要約要約要約要約    

1. 現状・問題意識 

現代の日本では不況による雇用問題や、少子化問題による人口減少の危機、高齢化などに

よる社会保障問題がある。このような様々な問題を抱えた現代の日本に必要なものは何なの

だろうか。このようなことを考えた時、私たちが最も感じたことは、日本経済の発展の必要

性である。 

では、何が日本経済の発展に必要なのだろうか、またどのような要因が経済の発展を支え

ているのだろうか。まず、経済発展に必要とされるものは、ソローのモデルにしたがえば、

労働力、資本、そして技術力であるといえる。しかし、現代の日本では少子化、高齢化が進

んでいるために、これから働くことができる人の数が徐々に減少している。そのためにこれ

からの労働力の増大を期待することはできない。そして、GDPの伸び悩みが深刻化する中で、

さらなる資本投資の増加を期待することは容易なことではないだろう。そのような現実から、

私たちは現代の日本経済の発展を支えるのは、技術力の向上ではないかと考え、技術力を向

上させるためにはどのような取り組みを政府がすべきかを考察していく。 

そこで私たちが注目したのが今後の技術発展を担う可能性のあるベンチャー企業である。

現代の日本に存在するSONYやトヨタといった国際的なメーカーも、最初はベンチャー企業か

ら始まったものである。しかしながら、そのような企業が創立されたのは戦後直後の時代で

あり、今やイノベーションによって成功を収めた例として挙げられるベンチャー企業はグー

グルやアマゾンといった、この2,30年以内に創立されて成長したものばかりである。では、

近年の日本のベンチャー企業が成長してこない理由はいったい何なのだろうか。その理由は

単なる日本経済の低迷などが要因なのであろうか。 

このような疑問に対して私たちが注目したのが、日本のベンチャーキャピタル市場の投資

額を国際的に比較した場合の極端な小ささである。ベンチャー企業やベンチャーキャピタル

の数などのデータをアメリカや欧州と比較すると、日本ではそれらが極端に少ないという事

実があった。これには様々な問題が考えられ、日本のベンチャー企業に投資を行うベンチャ

ーキャピタルの属性に銀行系や証券系が多いことや、アメリカのようにベンチャー企業を起

こした人間がベンチャー企業に経営指導しているわけではないこと、加えて、ベンチャーキ

ャピタルからベンチャー企業への投資額自体が極端に少ないことなどが問題点としてある

ことが分かった。 

2. 分析 

本稿ではデータに基づき、技術革新と経済発展、さらに起業率との関連性を分析する。 

そのような問題点を改善するため、公的にベンチャーキャピタルを設立することによるベ

ンチャー企業投資を提言したい。日本のベンチャー企業を活性化することによって、日本の

技術力も向上することを考察し、それをデータに基づいて分析することで、公的なベンチャ

ーキャピタルを設立し、政府主導でベンチャー支援をすることの必要性を提言していく。 

3. 政策提言の方向性 

今の日本の現状を変えるために日本の政府ができることは何かということを中心に、政府

で公的にベンチャーに投資する必要性を主張したい。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

今現在、私たちが置かれている状況を想像してほしい。何が思い浮かぶだろうか。現在私

たちが思い浮かぶのは、世界で経済大国と呼ばれる日本であるか、はたまた少子高齢化で揺

れる日本であるのか。日本は戦後高度経済成長期を経て、世界において経済大国の仲間入り

を果たしたが、後のバブル崩壊により、景気の低迷が続いている。私たちの上の世代は高度

経済成長期を経て、生活レベルの向上を感じた。一方、私たちは「不況」という言葉を生ま

れた時から耳にしている世代である。そのような私たちが思い浮かぶのは、少子高齢化や、

先の見えない経済、様々な外交問題に揺れ動く日本の姿である。私たちはこれからの日本に

何を期待していけばいいのだろうか。先が見えないことに若者たちに不安感があるのは言う

までもない。私たち日本の明日をどのようにして作って行けばよいのだろうか。私たちは日

本人として何を世界に誇ればよいのだろうか。 

現在、世界では様々なアジアの国々が経済成長を進めている。中国や韓国を筆頭に経済成

長が著しい中、日本はこれからどのようにして世界での地位を確保していくべきなのか。日

本は今、様々な外交問題に関しても国力の大きさが試されている。そのような中で日本はど

のように世界で存在感を出していくべきなのか。日本が誇れるのはどのようなものか。現代

の日本は少子高齢化に直面し、人口における労働力増加も期待することができないという現

実がある。多くの人々が定年を迎えていく時代がやってくる。そのような中で、日本の労働

力が減少するのは言うまでもない。人口が減る中、国民はどのようにして日本という国で生

活を支えていくのだろうか。この現実を踏まえて日本は今、何に頼った経済発展をすべきな

のか。近年、BRICs と呼ばれる国々や、アジア圏の国々も急成長を遂げている。このよう

な新興国に対して、日本が誇りを持ってアピールできることは何なのか。そして、現代の日

本に足りないものは何であろうか。 

私たちが望むよりよい日本は、人々が平和に充実した生活を送ることができる日本であ

る。高度経済成長により、生活レベルも上昇し、技術力も向上した日本を思い出したとき、

人々がこれからもそのような生活を送るためには、やはり経済成長が必要であると考えた。

存在感のある日本を作るためには、世界にもっと日本をアピールしていく必要がある。日本

の誇れるものをアピールし、世界での存在感を高めなければならない。そのような中で労働

力が減少し少子化の進んでいる日本ができることは何であろうか。それは労働力増加に頼ら

ず産業の面から日本を再興していくことである。労働力の少なさをカバーできるのは、技術

力である。本稿はそのような視点から、日本の技術力向上に目を向けている。 
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    総論総論総論総論    第第第第1111章章章章

第第第第1111節節節節    総論総論総論総論    
ここでは、なぜ私たちがベンチャー企業について興味を持ったのか説明する。 

1990 年代、日本経済はバブル崩壊からの停滞に悩まされ続け、「失われた 10 年」と呼ば

れる不景気を経験した。その不景気の中でも私たちは「失われた 10年」が過ぎれば、やっ

てくるものはまた高度成長期のような力強い日本だと信じていた。しかし、「失われた 10

年」が過ぎた後、日本にやってきたものは、またしても「失われた 10 年」だった。確かに、

2002 年以降いざなみ景気と呼ばれる戦後最長の景気回復があったが、しかしそれは誰もが

回復の実感を伴うことの無い景気回復であった。それに、最長の景気回復であっても、長い

だけでインパクトはなかった。2008 年の GDP は 494 兆円であり、15 年前の 1993 年の 482

兆円から大した変化はない。このような超長期の不景気はもはや単なる景気循環の問題では

なく、むしろ長期的な問題、つまり経済成長の問題として捉えるべきだと私たちは考える。 

 ここで、これまでの停滞の先行研究について整理しよう。この日本経済の停滞の原因につ

いては 2つの代表的な考えがある。それは停滞の要因を供給面から捉えるか、需要面から捉

えるかというものである。まず、Ｈａｙａｓｈｉ＆Ｐｒｅｓｃｏｔｔ（2001）１１１１や宮川努

(2003)２２２２は日本経済の供給面から、この停滞を説明しようと試みるものであった。具体的に

は、TFP の低下(後述)や労働時間の短縮、資源配分のゆがみによる生産性の低下がこの長期

停滞の要因として説明されている。また、もう一方の考えは日本経済の需要面から停滞を説

明しようとするものである。こちらでは不良債権、貸し渋り、追い貸し、非効率な財政政策、

金融政策、投資の落ち込みを日本経済の停滞の要因として挙げている３３３３。 

 以上のような議論を参考にした結果、私たちは供給面による日本経済の落ち込みを説明す

るアプローチに賛同した。供給面から捉える考えをより具体的に説明すると以下のような考

えである。 

 最も一般的な経済成長のモデルのソロースワンモデルでは 

Ｙ＝ＡＫαＬ1－α 

 Ａ・・・全要素生産性 Ｋ・・・資本 Ｌ・・・労働人口 α・・・資本分配率 

と経済成長のモデルが表される。この式の対数を取り全微分すると以下のように書き換えら

れる。 

⊿Ｙ/Ｙ＝⊿Ａ/Ａ+α⊿Ｋ/Ｋ+(1-α)⊿Ｌ/Ｌ 

この式は、各要素の成長率の和がＧＤＰの成長率に等しいことを表している。つまり、いず

れかの成長率が上がれば、ＧＤＰの成長率も上がるのである。ここで、どの項を政策的に成

長させることによって経済成長を促すか問題となる。 

                                                      
１１１１ The 1990s in Japan ;A Lost Decade 
２２２２ 「失われた 10年」と産業転換 
３３３３ 経済停滞の要因と制度  
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 まず、Lの増加、すなわち労働力の増加について考える。労働力の増加とは人口の増加で

ある。しかし、人口の増加に政府が介入する余地は少ないであろう。 

 次に、Kの増加、すなわち資本の増加について考える。資本とは生産設備のことであるが、

長期停滞に陥っている中、企業が積極的な設備投資を行うことは少ないだろう。そして、資

本主導の経済成長は、過剰投資を招きバブルを起こしかねない。また、設備投資の背景には、

民間貯蓄の量が重要である。民間貯蓄を過度に増やし、現在の消費を過度に抑えるような行

動は経済厚生を高めるものではなく、そのような経済成長は私たちの望む経済成長ではな

い。 

以上のことを鑑みて、私たちは全要素生産性に注目した。これは TFP とも呼ばれ、この全

要素生産性が上昇すると、資本や労働の水準が変わっていなくても、生産量が増大するとい

うものであり、一般に技術水準を表すとされている。またソローモデルにおいては、技術開

発のない経済では一人当たりの生産量はいずれ収束し、成長が止まるとされる。もし、日本

経済の現状がすでに収束した状態に近いものならば、技術革新によってこそ経済は成長でき

るのだとソローモデルの枠組みの中で簡潔に説明できる。少子高齢化の中で労働人口の増加

は見込めず、不景気の中で活発な設備投資が見込めないのであれば、技術こそが日本を救う

鍵である。 

 そこで、技術と言うものを考えたとき、一番に思い浮かぶのは情報技術であろう。私たち

の身の回りには携帯電話やコンピュータが溢れ、情報技術の躍進こそがビジネスの質を向上

させる鍵となって、もはや久しくない。今では情報技術は社会に不可欠なものとなった。そ

のような情報技術はどのような会社が開発したのか。代表的な企業として Microsoft 、

Apple 、Dell、Google、Amazon が挙げられる。これらはいずれも 1975 年以降に設立され急

成長した会社である。ここでベンチャー企業とは何か定義したい。ベンチャー企業とは新し

い企業を元に急成長を目指す企業のことである。そして、Microsoft や Apple 等はまさにベ

ンチャー企業として始まった。現代ではこれらの会社が社会に非常に重大な影響を与えてい

るのは明らかである。これらの企業はいずれもアメリカで生まれた企業である。日本でも世

界的に活躍する企業はあるが、情報技術のような新しい産業においての活躍はあまり見られ

ないように思う。よって日本でも、このような企業の誕生こそが必要であると考えたため、

私たちはベンチャー企業について興味を持ったのである。以下では、なぜ日本でベンチャー

企業が生まれにくいのか分析しどのような支援があればベンチャーが生まれるのか明らか

にした上で政策提言を行う。 

第第第第2222節節節節    ベンチャー企業の必要性ベンチャー企業の必要性ベンチャー企業の必要性ベンチャー企業の必要性    
以下では主に三つの理由を挙げ、ベンチャー企業の必要性をより具体的に述べていく。 

 一点目に、経済厚生の拡大である。競争が拡大すれば価格が低下し、消費者余剰の拡大に

繋がる。また、競争の激化によってこそ新たなイノベーションも生まれる。そうした産業で

の競争のためには多数の市場参加者が必要であり、ベンチャー企業も市場参加者として大企

業を脅かすことが出来れば、経済厚生は拡大すると考える。 

二点目に、ベンチャー企業の存在が経済成長に役立つと考える。そもそもベンチャー企

業とは新しい技術、新しいビジネスモデルを中核とする新規事業により、急速な成長を目指

す新興企業とされる１１１１。つまり、新たな技術力を核に急成長を目指す新興企業である。ここ

で最も重要視されるのは技術力である。技術が日本経済の復活の手立てであることは既に述

べた。そして、ベンチャーは新たな技術があるからこそ起業する。この技術開発を支援する

                                                      
１１１１ ベンチャー企業の創出・成長に関する研究会 最終報告書  
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ことは日本全体の技術力を高めることにつながり、日本経済の成長にも貢献するだろう。こ

こで、新興企業の数と GDP の成長率の相関関係を表した二つのグラフを見ていただきたい。 

 

図 1 開業率とＧＤＰ成長率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 ＴＥＡと一人当たりＧＤＰの関係 
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開業率とは新規開業企業数の現時点企業数に占める割合であり、TEA とは 18 歳から 64 歳

までの人口に占める起業活動を行っているものの割合である。発展途上国を除き、先進国の

みを見たとき、新興企業数と GDP の相関関係は無視できないことが確認できる。 

 また三点目に雇用の場としてベンチャー創出が役立つと考える。昨今の新卒就職率は悲惨

なものである。また日本において新卒を逃すと、それ以降既卒の就職はとても厳しいという

ことを私たち学生はよく耳にする。このように厳しい現状の一方で、現状よりずいぶん楽に

就職できた時代があったのも事実であり、私たちはこの格差を見逃すことは出来ない。もし

現在より自由に起業を行うことが出来るならば、既卒、新卒にとらわれず自由な就業を行う

ことが出来るのではないだろうか。 

 以上、経済厚生、経済成長、雇用の創出という立場からベンチャー企業育成は国民経済に

資すると考え、私たちはベンチャー企業の育成の支援について以下で述べていく。 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０1111０発表論文０発表論文０発表論文０発表論文    11111111thththth    ––––    12121212thththth    Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010    

 10

    日本のベンチャーの歴史日本のベンチャーの歴史日本のベンチャーの歴史日本のベンチャーの歴史    第第第第2222章章章章

第第第第1111節節節節    ベンチャー企業のベンチャー企業のベンチャー企業のベンチャー企業の定義定義定義定義    
まず、ベンチャー企業とは何かという定義を考える。「ベンチャー企業の経営と支援」（松

田修一監修、早大アントレプレヌール研究会編 日本経済新聞社1994 年10 月）では、「成

長意欲の強いリーダーに率いられた、リスクを恐れない若い企業で、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」であると定義している。 

ベンチャー企業と一括りにして扱われることが多いが、下の表を参照してもらうとわかる

とおりベンチャーの中でもこれだけのジャンル分けができる。ここでは特に営利型ベンチャ

ーの中の、ベンチャーキャピタル等から出資を受け、創業者が株式の51％以上を保有して

いない独立支援型ベンチャーを扱う。 

図 3 
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（出所）「新訂ベンチャー企業論 2001 年3 月柳孝一共著 

（財）放送大学教育振興会」図 1－2 改編 

第第第第2222節節節節    日本のベンチャーの歴史日本のベンチャーの歴史日本のベンチャーの歴史日本のベンチャーの歴史    
現在、大企業と呼ばれる企業であっても、前に述べたベンチャー企業の定義から考えると

創設当時はすべてベンチャーだったといえる。これまでの大まかな歴史を追っていくと、

1963年に中小企業投資育成会社が設立され、日本証券業協会が店頭登録制度を創設したこ

となどにより、ベンチャー企業の創業が見られるようになった。そこからベンチャーブーム

がはじまり、1980年代にはエレクトロニクス、メカトロニクスなどのハイテクブームでベ

ンチャー企業が活発化した。この頃からベンチャーキャピタルの設立が増加している。バブ

ル崩壊後も経済構造の変化や ITの進歩、規制緩和なども相まって一時期は創業が増えた。

最近ではバイオテクノロジーが発達し、また大学と中小企業の連携が一部で見られ、施設と

してのインキュベーターが増加した。 

 大学と中小企業の連携は、2001年に経済産業省が発表した「大学発ベンチャー1000社計

画」をきっかけに 2005年までに約 1500社に達している。その 6割は大学での研究成果を

基に企業し、あとの 4 割も大学との共同研究を行い、他にも大学からの技術移転を受ける

など、大学との関連が深い。大学別に見ると、理系研究やモノ作りを得意とする旧帝国大学

や工業大学、筑波研究学園都市にある筑波大学などが多くのベンチャー企業を輩出してい

る。事業分野を見ると、約 45％が IT 関連、約 40％をバイオが占めている。現在直面して

いる課題についてのアンケートでは、人材の確保、販路の開拓、資金調達が多く挙げられて

いた。 

図 4 

大学発ベンチャーの起業数大学発ベンチャーの起業数大学発ベンチャーの起業数大学発ベンチャーの起業数    

１位１位１位１位        東京大学東京大学東京大学東京大学    企業数企業数企業数企業数 125125125125    

２位２位２位２位        筑波大学筑波大学筑波大学筑波大学                76767676    

３位３位３位３位        大阪大学大阪大学大阪大学大阪大学                75757575    

４位４位４位４位        早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学            74747474    

５位５位５位５位        京都大学京都大学京都大学京都大学                64646464    

６位６位６位６位        東北大学東北大学東北大学東北大学                57575757    

６位６位６位６位        東京工業大学東京工業大学東京工業大学東京工業大学        57575757    

 

日本の近年のベンチャー企業を見てみると、JVR の調査によると 2009 年に IPO を果た

した企業は 19社で、2008年の 49社と比べて減少している。そのうちベンチャーキャピタ

ルから投資を受けていた企業は 8 社と、2007 年の 76 社、2008 年の 36 社をさらに下回っ

た。これだけ見ても、ベンチャー企業が元気をなくしているのがわかる。しかし、良い傾

向も見られる。IPO直前に比べた IPO後の時価総額が 2008年では 1.01倍だったのが 2009

年では 2.55倍と大幅に上向いている。また、企業設立から IPOまでの年数が 2008年では

18年 6ヶ月だったのが 2009年では 10年 2ヶ月と短く、若い企業が上場に至っている。こ

れは ITやバイオなど、先進技術のベンチャーが多く、企業価値が高いと評価されているか

らだろう。 
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 今ベンチャーキャピタル比率の高い企業はやはりバイオ系、IT 関連が上位を占めてお

り、もっと幅広い分野でベンチャーキャピタルから投資をするべきである。 
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    ベンチャーキャピタルのベンチャーキャピタルのベンチャーキャピタルのベンチャーキャピタルの    第第第第3333章章章章
状況状況状況状況    

第第第第1111節節節節    ベンチャー企業への投資実態ベンチャー企業への投資実態ベンチャー企業への投資実態ベンチャー企業への投資実態    
同じファイナンスをつける場合でも、ベンチャー企業と中小企業とでは、その性格上、

手法が違ってくる。一定の規模と社会的評価が備わった中小企業には成長性より安定性が

重要であり、資金調達には間接金融が適している。一方、ベンチャービジネスは経営体と

しては未熟ながら、将来有望な技術、ノウハウ、ソフトを持っているので、リスクが大き

いものの急成長が見込める。よって、IPO や M&A(合併・買収)で資金を回収する直接金融が

望ましい。そうしたニーズに応えた、成長の可能性が高いベンチャービジネスに対する投

資を主な業務とする企業を、ベンチャーキャピタル(VC)といい、投資先のベンチャービジ

ネスが成功し、株式を公開して得られるキャピタルゲイン(有価証券売却益)を主な収益源

とする。 

日本におけるベンチャーキャピタルは、その多くが銀行、証券会社などの関連会社であ

る。そのほかに、事業会社系、商社系、通信系、政府系、独立系などのベンチャーキャピ

タルが存在する。 

金融機関からの融資が、融資先の資産状況によって可否が決定されるのとは異なり、ベ

ンチャーキャピタルは企業の事業構成と展開計画によって投資の是非が問われる。 

投資先の選定は、各ベンチャーキャピタルによっても違いがあり、独立系ベンチャーキ

ャピタルは積極的な投資を行うが、事業会社系ベンチャーキャピタルは親会社との関連事

業への投資が多いなど、それぞれの特色がある。投資方法にも、ファンドと呼ばれる投資

組合から投資されもの(組合投資)と、ベンチャーキャピタルからの直接投資(本体投資)の

2つがある。本体投資と組合投資の割合では、後者が伸びており、投資事業組合の投資残

高が、ベンチャーキャピタル本体の投融資残高を超えている。ベンチャーキャピタルの投

融資活動はかなり慎重になってきているといえる。 

投資先の分野としては、半導体／他電子部品、コンピュータ関連、インターネット関連

といったいわゆる IT 関連分野の投資実績が多い。一方、バイオテクノロジー、製造、医療

／ヘルスケアなどの分野も増加している。 

投資先企業の設立年数は、設立投資の構成比が１％、設立 5年未満の企業への投資が

54％になっており、日本のベンチャーキャピタルはレイターステージへの投資が中心であ

るといえる。最近では、スタートアップ期、アーリーステージへ投資の中心が少しずつ移

行しているという動きも伺える。 
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図 5 新規投資先企業の業種分布（金額比率） 

 

 
 

（出所）ベンチャーエンタープライズセンター 

「平成 17年度ベンチャーキャピタル等投資動向調査報告」 

 

投資対象地域は、東京都への集中が進んでおり、新規投資先の地域別投資では東京都の

構成比が最も大きい。また、関東甲信越の構成比も増加しており、首都圏への集中が進ん

でいるといる。 

今後の投資重点分野としては、バイオ、医療といった分野が、半導体、インターネット

などの分野と並んで、上位に挙げられている。また、大学発ベンチャー及び既存企業から

のスピンアウトベンチャーへの興味も高くなっている。 

図 6 大学発ベンチャーの設立年度別企業数 

 

（出所）経済産業省「平成 15 年度大学発ベンチャーに関する基礎調査について」 
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ベンチャーキャピタルが行っている人的支援策については、非常勤役員の派遣を行って

いるベンチャーキャピタルはあるが、常勤役員や職員の派遣を行っているというベンチャ

ーキャピタルは少ない。投資先に対して行った支援策は、多い順に、資金調達関連、資本

政策関連と資金面のアドバイスが圧倒的に多くなっている。次いで、販売先の斡旋・紹介、

専門家の紹介等が挙げられ、IPO 関連、会社設立事務、技術開発、知的財産戦略、法務関

連等は低い割合になっている。 

日本における IPO は、以前は、ある程度できあがった企業が中心で、上場時の時価総額

も大きく、ベンチャーキャピタルは、IPO がある程度見えてきた段階で投資すれば、確実

な利益が見込めるということもあった。 

しかし、最近の新規公開企業は、発展段階にある企業や、比較的小型の企業が多くなっ

ており、従来型の投資スタンスでは、ベンチャーキャピタルは収益を上げられなくなって

いる。この状況に対応するため、ハンズオン型、業種特化型投資など、さまざまな投資ス

キームをとるベンチャーキャピタルが多くなっている。 

ハンズオン型投資とは投資育成型の投資であり、投資先企業の経営に積極的に関与する

投資形態をいう。ハンズオン型投資を実現するための手段として、社外取締役への就任、

役員、コア人材の派遣、オブザベーションライトの取得等がある。 

一方、ハンズオン型でない投資はハンズオフ型の投資ということになるが、ハンズオフ型

の投資により、有望そうなベンチャー企業に分散して投資し、特に育成をせずに、その中

からいくつかが出口に至ればよいという投資スタイルがある。従来の日本のベンチャーキ

ャピタルは、ハンズオフ型が主流で、徐々に欧米流のハンズオン投資を標榜するベンチャ

ーキャピタルが増加している。 

 ベンチャーキャピタルの投資については、投資分野を絞り込むか否かということで業種

特化型と総合型とも言うべき分類ができる。業種特化型は、業種を絞り込んで、ある一定

分野に対する専門性及び事業への理解度を高めることで、投資を成功させようとするスタ

イルをいう。IT 専門のベンチャーキャピタルや、バイオ専門のベンチャーキャピタルなど

がこれにあたる。投資対象を限定しないベンチャーキャピタルは、投資対象となるベンチ

ャービジネスに対して、当該企業の分野、所在地、ステージ等で特段制約を設けず、投資

を実行する。従来は、多くのベンチャーキャピタルが、この総合型であったが、徐々に業

種特化型のベンチャーキャピタルも生まれている。また、総合型のベンチャーキャピタル

が、業種を特定した投資事業組合を設立するケースも増加している。また、投資地域を限

定するベンチャーキャピタルや、投資事業組合も存在する。 

投資ステージとは、ベンチャー企業の発展段階のことを指す。一般的には、シード期、

スタートアップ期、アーリーステージ、成長期、レイターステージに分類される。 

これらのうち、投資する企業のステージを特定するベンチャーキャピタルや投資事業組合

があり、一方、とくにステージを特定することなく投資を行うベンチャーキャピタル等も

ある。日本のベンチャーキャピタルは、従来レイターステージの企業を中心に投資すると

いわれている。 
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図 7 新規ＶＣ投資先企業の設立年度別構成比の推移（金額比率） 

 

 

 
（出所）ベンチャーエンタープライズセンター 

「平成 17年度ベンチャーキャピタル等投資動向調査報告」 

 

先にも述べたように、ベンチャーキャピタルがベンチャービジネスに投資する場合、資

金調達の源泉は主に二つある。一つはベンチャーキャピタル自身の自己資金による投資(プ

ロパー投資)であり、もう一つは出資者を募ってファンドを組成して投資するものである。

ファンド形式での投資の代表的なものとして、投資事業組合があり、米国におけるリミテ

ッド・パートナーシップに対応するものである。昭和 57 年、日本で投資事業組合が初めて

組成され、これは民法上の組合形態によるものであった。しかし、ベンチャーキャピタル

以外の出資者も資金の運用者とともに、その運用に関して無限責任を負うことになるとい

う問題があり、このような問題を解決するために、平成 10年に「中小企業等投資事業有限

責任組合契約に関する法律(中小企業等投資事業有限責任組合法)」が施行された。この法律

に基づき組成される投資事業組合は｢投資事業有限責任組合｣と呼ばれ、単なる出資者の責

任は有限化され、組合によるベンチャービジネスへの資金供給が円滑化された。本体投資

と組合投資という二つの投資方法があるため、この二つをどう使い分けるかという問題が

生じる。一般にこの二つの形態を併用して投資している状況を並行投資といい、利益相反

という問題も生じるため、注意が必要である。 

リードインベスターとは、ベンチャービジネスに投資しているベンチャーキャピタルの

中で、最も中心的な役割を果たすベンチャーキャピタルの事を指す。積極的にリードイン

ベスターとなり、中心的な役割を果たしつつ企業を育成していく投資スタイルをとるベン

チャーキャピタルがある一方、他のベンチャーキャピタルがリードインベスターとなった

案件を中心に補助的な役割で投資を行うベンチャーキャピタルもある。 

リビングデッドとは、投資したものの、思うような成長ができず、IPO 等の出口のめど

が立たなくなってしまった企業のことをいう。未公開株の流通市場が未発達なため、ベン

チャーキャピタルはリビングデッドへの対応に頭を悩ませている。 
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ベンチャーキャピタルの特徴としては、投資先企業の発掘に時間と労力を要するため、投

資先発掘能力が不可欠であること、有望な企業があっても供給される株数が限られるため、

投資株数を増やすためには増資の際にリードインベスターになる努力が必要であること、未

公開株式は流動性が低く、投資期間は長期間であるため、IPOやM&Aなど投資回収（Exit）の

方法を探求することが必要であることがあげられる。 

加えて、投資先企業の状況を的確に把握するためには、取締役会への参加や定期的な業績開

示の要求が必要であり、 特にアーリーステージ企業への投資では、投資先企業の経営支援

や業績悪化時に事業内容・財務内容の再構成を主導することが必要（ハンズオン投資）であ

る。また、流動性が低く、投資期間が長いため、期限が8～10年程度のファンド形式で行わ

れることが多い。  

第第第第2222節節節節    日本のベンチャーキャピタルの特徴日本のベンチャーキャピタルの特徴日本のベンチャーキャピタルの特徴日本のベンチャーキャピタルの特徴    
次に、日本のベンチャーキャピタルの特徴を述べる。ほとんどのベンチャーキャピタルが

証券会社、銀行、保険会社の子会社である。 証券系ベンチャーキャピタルが業界を主導し

ていること、 投資目標が純投資とは限らないということ、 経営へのコミットメントはほと

んどなかったこと、 かつては独禁法で役員派遣は禁止されていたこと、 投資の規模拡大を

優先し、甘い投資審査であること、 「ベンチャー企業が、最も有利な条件で投資してくれ

るベンチャーキャピタルを選ぶ」といった力関係であることがあげられる。 

加えて、投資回収方法はIPOが中心であり、かつてはレイターステージ投資が中心、IPOのハ

ードルが高かったことも一因し、投資対象はハイテク企業よりも、流通・サービス業が多く、

ベンチャーキャピタルは「企業価値を高める」というより「公開を指導する」会社という位

置づけであることがあげられる。 

 日本のベンチャーキャピタルが低リターンである要因を三つの側面から述べると、ベンチ

ャーキャピタル側の要因としては、親会社からのローテーション人事で、本格的ベンチャー

キャピタリストを養成していないこと、投資規模拡大を優先し、投資審査を十分行わないこ

と、株価つり上げ競争を行って、期待リターンを下げたこと、投資先企業に対して、十分な

経営支援を行っていないことである。 

ベンチャー企業側の要因としては、ハイリスク、ハイリターンの投資案件（アーリーステー

ジのハイテク企業）が少なく、ローリスク、ローリターンのレイターステージ企業が中心で

あること、ベンチャー企業の経営者やビジネスプランが未熟であること、ベンチャー企業を

運営できる人材不足であることである。 

経済環境や制度面の要因としては、1980年代後半のバブルの時期にベンチャー企業の増資価

格が上昇し、投資パフォーマンスが悪化したこと、1990年代後半の銀行による貸し渋りのた

め、倒産、または事業が停滞するベンチャー企業が続出したこと、IPO基準が厳しかったた

め、IPOまで長期間を要し、年率リターンが低下したことなどがある。 

 日本のベンチャーキャピタルの最近の動向としては、既成ベンチャーキャピタルからの独

立や、事業家・コンサルタントの参入、成功したベンチャー企業の参入、外資系ベンチャー

キャピタルの参入といった新規参入が増大している。また、ITバブル当時、アーリーステー

ジ投資の多くはIT関連であったが、ITバブル終了後はバイオ等にシフトし、バイアウト・フ

ァンドも多く生まれ、ベンチャーキャピタルファンド組成ラッシュが発生している。また、

店頭市場（ジャスダック）のIPO基準の緩和や、東証マザーズ、ヘラクレス等の開設、ベン

チャーキャピタルにとって資金回収が容易になったことなど、新しいIPO市場が誕生した。

そして、ネット・ベンチャーの増資価格が上昇や、ベンチャーキャピタルのトレーダー化（極

端な成功報酬制度も原因）などITバブルが発生している。 

 日本のベンチャーキャピタルの課題としては、企業価値を高めるハンズオン型ベンチャー

キャピタルへの脱皮である。シード／アーリーステージのベンチャー投資はリードインベス
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ターが中心になって数社のベンチャーキャピタルがフォロワーとして加わるシンジケート

で行われるが、最近、フォロワーとしてだけ参加するハンズオフ型ベンチャーキャピタルは

ベンチャーキャピタル間のネットワークから徐々にはずれつつある。ハンズオン型としてリ

ードインベスターの役割を果たせることがシード／アーリーステージの投資で成功するた

めの必要条件である。また、本格的ベンチャーキャピタリストの養成や、親会社からの経営

面・人材面の自立、出資者に対するファンド内容の開示なども課題である。１１１１ 

 

第第第第3333節節節節    先行研究と本稿の位置づけ先行研究と本稿の位置づけ先行研究と本稿の位置づけ先行研究と本稿の位置づけ    
私たちは鹿野嘉昭（2006）「ベンチャー企業育成のための課題：日米比較の視点を中心と

して」經濟學論叢 第 58 巻 第 1 号 P１－４１を先行研究とした。この先行研究では、日

米比較を通してベンチャー企業の育成のための課題が分析されている。日本のベンチャー企

業の置かれている環境や問題点が指摘されている。日本のベンチャーキャピタルのおかれて

いる状況は、決してよいものではない。アメリカと比べると、技術力を持った人々がベンチ

ャー企業を起業しにくい環境となっており、さらにまた、それを支援するような制度もあま

り機能していない現実がある。ベンチャー企業の起業は現行の日本の風土や文化では難しい

ものがある。この先行研究では、ベンチャー企業の繁栄は資本市場にまかせておくべきであ

るとされておりつつも、日本においてベンチャー市場、資本市場の活性化を促すことを狙い

として，東証マザーズなどの新興市場にマーケットメーカー制の導入を義務づけることによ

りベンチャー市場の担い手である証券会社の引き受け・売買行動を監視・規律づけるメカニ

ズムを市場のなかに埋め込むことや投資家にやさしい税制に改変するなどの、環境の整備の

必要性に言及している。 

私たちのオリジナリティとしては、これを基にして、本稿でベンチャー企業の育成におけ

る問題点を分析した。そして、かつ、ベンチャー企業の起業を支援していくために必要であ

る国ができる環境整備について政策提言を行っている。ベンチャー企業がさらに成長しやす

い環境をつくり、技術力を向上させ、日本という国の経済発展を促進させる必要性について

言及している。日本のベンチャー企業のおかれている環境を改善するための解決策提示し、

政策提言まで深く踏み込んでいる。 

                                                      
１１１１日本のベンチャーキャピタルの現状と課題━日米の比較を通して 
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    分析分析分析分析    第第第第4444章章章章

第第第第1111節節節節    ベンチャーキャピタルの諸外国比較ベンチャーキャピタルの諸外国比較ベンチャーキャピタルの諸外国比較ベンチャーキャピタルの諸外国比較    
上記の現状分析を踏まえたうえでベンチャーキャピタルに関する諸外国の状況を見てい

く。 
日本と先進諸国のベンチャーキャピタルを比較した場合、最も大きく異なる点はベンチャ

ーキャピタルを構成している組織にあるといえる。図８にあるように、日本においては証

券・銀行・保険といった金融機関系のベンチャーキャピタルが全体の 60.2%と非常に高い

割合を占めているのに対して、アメリカでは金融機関系のベンチャーキャピタルはわずかに

8.8%という低い数値にとどまっている。その代わりに、アメリカでは独立系のベンチャー

キャピタルが 83.9%とほとんどの割合を占めており、日米のベンチャーキャピタルを構成

している組織比の明確な違いとしてこの点を取り上げることができるだろう。このベンチャ

ーキャピタルの属性別構成比の違いはベンチャー企業に対して長期的な投資を行うことが

できるかどうかという問題にも関わってくるものである。詳しくは後述するが、金融機関系

のベンチャーキャピタルが多い日本では投資は短期的に成果を上げることが強く期待され

るものであり、これは日本のベンチャー企業への投資時期が欧米と比較してレイター期に集

中する一因となっている。さらに、投下資金の回収も比較的短期間で行われるため、これも

日本において長期的な視野に立ったベンチャー企業への投資が進展しない一因と考えるこ

とができるだろう。これらの点は日本において自由競争の市場に任せたベンチャーキャピタ

ルの発展を見込みにくい主要な原因と考えることができるのではないだろうか。 
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図図図図 8    日本のベンチャーキャピタルの属性別構成比日本のベンチャーキャピタルの属性別構成比日本のベンチャーキャピタルの属性別構成比日本のベンチャーキャピタルの属性別構成比 

 
 
 次に、ベンチャーキャピタルへの出資者構成を日米欧で比較してみると、日本と欧米で大

きく異なる点として欧米では年金基金の出資割合が高くなっていることがあげられる。特に、

アメリカでは年金基金の全体に占める割合が 42%と高くなっている。日米欧での出資者に

占める金融機関系の割合に大きな差は見られないが、それ以外の出資者比率は日米欧の地域

性をよく表しているといえるかもしれない。アメリカでは大学基金や財団の比率が高く、ヨ

ーロッパではファンドオブファンズの比率が高くなっている。ここで注目すべき点は、ヨー

ロッパでは政府系機関が出資者比率の 8%の割合を占めていることであろう。出資者比率の

中で個人の占める割合は欧米が 10%程度であるのに対して日本では 4%と低い比率にとど

まっていることも、日本人のリスク回避傾向を表すものとして注目すべき点であるといえる。

しかし、日米欧の何よりもの違いは年金基金の存在であり、欧米に比べて非常に少ない割合

でしか出資をしていない日本の年金基金の投資拡大が望まれるところである。 
 
図図図図    9999    ----    日米欧のベンチャーキャピタルへの出資者構成日米欧のベンチャーキャピタルへの出資者構成日米欧のベンチャーキャピタルへの出資者構成日米欧のベンチャーキャピタルへの出資者構成    

 
 
 
 それでは、ベンチャーキャピタル自体がベンチャー企業に実際に投資する額はどうなって

いるのであろうか。図１０は日米欧のベンチャーキャピタル投資の残高比率を表したもので

ある。この図から、日本のベンチャーキャピタルの投資額が欧米と比べて極端に低くなって
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いることが読み取れるだろう。特に、アメリカと日本のベンチャーキャピタル投資の残高を

見ると、日本はアメリカの 30分の 1程度の額しか投資していないことが分かる。アメリカ

がベンチャー先進国であったとしても、これは大きすぎる差であるといえるのではないだろ

うか。 
 
図図図図    10101010    ----    日米欧のベンチャーキャピタル投資の残高比較日米欧のベンチャーキャピタル投資の残高比較日米欧のベンチャーキャピタル投資の残高比較日米欧のベンチャーキャピタル投資の残高比較    

 
 
 図１０はベンチャーキャピタルからベンチャー企業への全体の投資額を表したものであ

るが、次に、ベンチャーキャピタルからベンチャー企業への 1 件あたりの投資額を見てい

く。これを表したものが図１１であるが、ベンチャーキャピタルからベンチャー企業への投

資先 1 件当たり投資額を見ても、欧米と比較した場合に日本のベンチャーキャピタルの投

資額が少ないことが分かるだろう。日本の投資額はアメリカの 10分の 1以下であり、ヨー

ロッパと比較しても 5 分の 1 以下という極端に低い額にとどまっている。これは、日本に

おいて欧米のように革新的なベンチャー企業が発展しない大きな原因となっているといえ

るのではないだろうか。よく日本人がリスクを回避する傾向にあるためにベンチャーの起業

に消極的であるという指摘が存在するが、欧米と比較してこれほどまでに資金的な援助に差

が開いてしまっている現状では、日本でベンチャー企業が発達しない原因として日本人のリ

スク回避的な国民性のみをやり玉に挙げることが適切であると言うことはできないだろう。

欧米と日本とでは、ベンチャー起業後のベンチャーキャピタルという後ろ立ての存在が大き

く異なっているのである。 
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図図図図    11111111    ----    日米欧のベンチャーキャピタルの投資先日米欧のベンチャーキャピタルの投資先日米欧のベンチャーキャピタルの投資先日米欧のベンチャーキャピタルの投資先 1111件当たり投資額件当たり投資額件当たり投資額件当たり投資額    

 
 
 
 
 日米欧だけでなく、先進各国のベンチャーキャピタルの投資額を比較したものが図１２で

ある。この図から、日本は先進各国と比較しても極端にベンチャーキャピタルの投資額が低

くなっていることが分かる。日本のベンチャーキャピタル投資額のこうした極端な少なさは、

グローバル化が進む今日の世界で日本が先進各国との国際競争の中で競争優位性を失いか

ねない可能性をはらんでいる。特に、欧米に追い付いていれば経済が成長していた時代なら

ともかく、欧米と肩を並べ競争を繰り広げていかなければならない今の日本にとって、経済

成長を牽引するイノベーションの可能性を秘めたベンチャー企業への支援をこのまま低い

水準にとどめ続けることは得策であると言うことはできないだろう。ベンチャー企業への投

資がこのまま低い水準にとどまり続けることは日本企業の競争力を低い水準にとどめ続け

ることと同義であるかもしれないからである。 
 
図図図図    12121212    ----    先進各国のベンチャーキャピタル年間投資総額の先進各国のベンチャーキャピタル年間投資総額の先進各国のベンチャーキャピタル年間投資総額の先進各国のベンチャーキャピタル年間投資総額の GDPGDPGDPGDP 比率比率比率比率    
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では、日本の投資額が低い水準にとどまっていることは、日本のベンチャー企業投資の収

益性が悪いことが原因であるのであろうか。図１３は日米欧のベンチャーキャピタルの投資

収益率を表したものである。ベンチャーキャピタルの投資収益率は株式市場の動向によって

年度ごとに大きく変動するため一概に言うことはできないが、この図から、確かに日本のベ

ンチャー企業は 3 年目までは欧米と比較して投資収益率が低いことを読み取ることができ

る。しかし、5年目以降になれば日本がベンチャーキャピタルの投資収益率で欧米に大きく

劣ってとはいえず、長期的な視点では日本のベンチャーキャピタルの投資収益率が悪いとは

言えないであろう。こうした点からも、日本のベンチャー企業への投資額を増加させる意義

はあるとのではないだろうか。 
 
図図図図    13131313    ----    日米欧のベンチャーキャピタルの投資収益率日米欧のベンチャーキャピタルの投資収益率日米欧のベンチャーキャピタルの投資収益率日米欧のベンチャーキャピタルの投資収益率    

 
 
日本でのベンチャーキャピタル投資が伸びない原因の 1 つとして、金融機関系のベンチ

ャーキャピタルが多くを占める日本では 10 年や 20 年といった長期的な視点での資金運用

を避け、5年程度の短期的な資金運用を好んで行う傾向があることが挙げられる。ベンチャ

ー投資資金は運用期間が 5 年ほどでようやく収益が出るものであるが、短期的な視点で投

資を行う金融機関系の組織にとって、長期的に投資を続けなければリターンの得にくいベン

チャー投資は魅力が少なくものとして映ってしまうことは避けられないことであるのかも

しれない。 
今の日本のベンチャー企業への投資には、ベンチャー企業を成長させるためにも、投資者

自身がリターンを得るためにも、長期的な視点に立った、より大規模な投資が必要であるの

ではないだろうか。しかし、現在の日本に存在しているベンチャーキャピタルは金融機関系

がほとんどであるという事実がある。そのため、このまま自由競争市場に任せていれば日本

のベンチャーキャピタルが成長していくとは考えにくいのが今の日本の現状であろう。した

がって、大規模で長期的な投資を行い日本の民間ベンチャーキャピタルを先導、牽引するこ

とができるのは、今の日本で多くの割合を占める金融機関系のベンチャーキャピタルではな

く、政府が主導するベンチャーキャピタルなのではないかと考える。 
 
 では、政府が主導する公的なベンチャーキャピタルとはどういったものなのであろうか。 
政府が主体となっているベンチャーキャピタルとしては、アメリカの SBIC(中小企業投資
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育成会社)やドイツの KfW(ドイツ復興金融公庫)などを挙げることができるだろう。アメリ

カの SBIC とはベンチャー企業の設立と成長を支援するための政府認可のベンチャーキャ

ピタルのことであり、米国の中小企業庁からライセンスを与えられたベンチャーキャピタル

が自己資金にあわせて低コストで SBICから投融資資金を調達するため、SBICは公的な投

融資資金を活用してベンチャー企業投資を進めることが出来る仕組みとなっている。 
そして、ドイツの KfWも SBICと同様にベンチャー企業を主な投資対象とする政府系の

ベンチャーキャピタルであるが、SBICと異なる点は、必要資金額の 95%を資本市場から調

達している点であろう。KfW はドイツの法律により直接投資をすることが禁じられている

ため、民間のベンチャーキャピタルに対する貸付や融資を基本的な業務としており、その方

法は民間ベンチャーキャピタルとKfWが共同で 1つのベンチャー企業に出資するマッチン

グや、民間のファンドへの資金貸出などの形態をとっている。どちらの公的政策も、ベンチ

ャー企業のみならず、民間のベンチャーキャピタルをも成長させる効果を挙げたといえる。 
欧米におけるこうしたベンチャーキャピタルの投資方法は日本においても活用を期待す

ることができるだろう。政府主導のベンチャーキャピタルからのみの投資であれば、政府の

公的なベンチャーキャピタルが投資する資金を全額負担するため、政府から多額の資金を拠

出させることになるが、SBIC や KfW のように政府と民間が共同で出資をしながらベンチ

ャー企業に投資を行うことで、政府資金の拠出を抑えることができるというメリットがある。

政府と共に出資をする民間のベンチャーキャピタルからしても、ベンチャー企業に投資する

リスクマネーの量を減らすことで投資失敗のリスクを軽減することができる。このようにし

て、政府と民間が共同して出資を行っていくことで、かつての日本で政府系ベンチャーキャ

ピタルから民間ベンチャーキャピタルへとベンチャーキャピタルの領域が広がっていった

ように、民間ベンチャーキャピタルの投資額も徐々に増加していくことが期待できるだろう。 
上述したように、今現在の日本社会においては民間のベンチャーキャピタルに任せている

よりも、アメリカやドイツのように政府が公的ベンチャーキャピタルを創設して民間ベンチ

ャーキャピタルを先導することによって、日本国内におけるベンチャー企業の支援を増大し

ていくことが効果的であると考えられる。日本におけるベンチャーキャピタルの起こりが政

府系だったことを考慮しても、リスク回避傾向のある日本において政府が主導的な立場とな

って牽引していくことは意味のあることであると考えられる。そうして政府による公的ベン

チャーキャピタルから民間のベンチャーキャピタルへと拡大していくことによって、ベンチ

ャー起業家自体が増えていくという好循環を生み出すことができるのではないだろうか。 
 
 

第第第第2222節節節節    問題点問題点問題点問題点    
私たちの考える日本のベンチャーキャピタルの問題点は、大きく分けて三つある。その三

つとは、経営力不足、小規模なファンド、IPO寸前での投資が主であるということである。

以下では、それぞれの問題について解説したいと思う。 

まず、経営力不足であるが、このことは、ベンチャー企業とベンチャーキャピタルの双方

に言えることである。主に、ベンチャー企業の起業家には、優れた技術を持った起業家が多

いと言える。だが、優れた技術を持っていながら、企業の経営が上手くいかないケースが多々

ある。つまり、必ずしも優れた技術者は優れた経営者にはなれないということである。しか

し、このようなことは当然のことである。起業家は技術についての学習はしているが経営に

ついての学習は多くの場合行っていないからである。では、なぜアメリカでベンチャー企業

は成功するのだろうか。そこで重要になってくるのが、ベンチャーキャピタルの存在である。

アメリカのベンチャーキャピタルには、経営のスペシャリストが在籍しており、ベンチャー

企業のサポートを行っている。具体的には、MBA取得者や、かつてベンチャー企業を立ち
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上げ、成功を収めた人たちである。また、様々な分野（例えば、IT、医療、バイオ等）に

精通したキャピタリストも在籍しており、ベンチャー企業の個性に合わせたサポートも行っ

ている。では日本はどうだろうか。日本に存在するベンチャーキャピタルの多くは、金融機

関等が母体となったものである。つまり、日本のベンチャーキャピタルには、金融のスペシ

ャリストは多く在籍するが、経営のスペシャリストやその他の分野における専門家はほとん

ど在籍していないのである。このようなことでは、ベンチャー企業の望む適切なサポートを

行うことができず、実際のニーズとは異なるサービスを提供し、優れた技術を埋もれさせて

しまうといった結果をもたらすのである。このようなことが、日本のベンチャーキャピタル

における経営力不足の問題点であると言える。 

次に、日本のベンチャーキャピタルのファンドは、小規模であるということである。この

ことについて、ファンドの出資額で見てみると、2003 年の調査時点までの累積出資額（複

数のキャピタルコールがあった場合にはその分を加えた額）をファンド規模としたときの規

模別のファンド数であるが、10億円から 25億円のファンド数が最も多いのである。日本の

数値だけではわかりにくいのでアメリカと比較すると、アメリカのベンチャーキャピタルの

平均ファンド規模が 2003 年で 1 億 4500 万ドル（2003 年平均 1 ドル＝116 円で換算して

168億円）であり、このことから日本のベンチャーキャピタルのファンドは非常に小規模で

あると言える。このことについて、日本とアメリカでは、国土や人口、または文化の違いが

原因であると考えられるかもしれないが、日本がこれまで技術大国と言われてきたことから

考えると、高い技術があると考えられるベンチャー企業への投資額は世界と比較しても大変

少ない数値ではないかと考えられる。だが、なぜ日本とアメリカでこのように投資額に差が

生じるのだろうか。ひとつ挙げられることとして、年金の運用が考えられる。アメリカでは、

ベンチャー企業への投資を行う場合に年金を用いる場合がある。つまり、年金の運用のため

にベンチャー企業への投資を行っているのである。しかし、日本では、年金の運用の手段に

ベンチャー企業への投資を用いることはほとんどない。これは、大変リスクの高い資産であ

るベンチャー投資に年金を用いたくはないといった考えがあるからである。日本とアメリカ

でベンチャー企業への投資額に大きな差があるのはこのように莫大な金額である年金を投

資に用いているかいないかといった違いも挙げられるのである。また、このようにベンチャ

ーキャピタルのファンドが小規模であると、当然、ベンチャーキャピタルの経営も困難にな

ってくる。このような状態になると、ベンチャーキャピタルは、他のファンドからも出資金

を集めなくてはならなくなり、そちらに時間を割くようになった結果、ベンチャー企業のサ

ポートを十分に行えなくなってしまう。そして、ベンチャー企業はうまく成長できなくなっ

てしまうのである。このようにベンチャーキャピタルのファンドが小規模であると以上のよ

うな問題が生じてしまう。 

最後に、日本のベンチャーキャピタルの多くは、IPO 寸前の企業に投資する傾向がある

ということである。このことは、ベンチャーキャピタルにとっては、メリットがあると言え

る。なぜならば、IPO 寸前の企業ならば、倒産するリスクは少なく、また、ほぼ確実に利

益を得られるからである。だが、このことをベンチャー企業側から見てみると、どうだろう

か。私たちは、あまり良いことではないと考える。なぜなら、IPO 寸前の状態でも資金を

必要としているかもしれないが、それ以前にも資金が必要な時期があると考えるからであ

る。IPO 寸前の状態なら、資金はかなり集めやすくなっているだろう。だが、まだ信用を

得られていない状態では資金をうまく集めることができずに資金不足になってしまう。その

ようなことがないように、IPO 寸前以外でも出資を行うべきである。日本のベンチャーキ

ャピタルに必要なことは、ベンチャー企業に投資することによって儲けるという意識より

も、ベンチャー企業を育てるという意識であると考えられる。だが、IPO 寸前以外のとき

に投資するには、有望なベンチャー企業であるかどうかの判断力が必要になってくるため、

容易なことではないが、そのような判断力のある人材を育成していくことも日本のベンチャ

ーキャピタルには必要なことであると考える。 
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以上で述べたことが、私たちが考える日本のベンチャーキャピタルの問題点である。 
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    政策提言政策提言政策提言政策提言    第第第第5555章章章章

私たちが提言したいのは公的ベンチャーキャピタルの設立である。今の日本のベンチャー

企業の問題点の解決として、ベンチャー企業を起業する環境の整備として資金面からの援助

が必要ではないかと考えた。公的ベンチャーキャピタルとは民間のベンチャーキャピタルの

銀行系や証券系のベンチャーキャピタルとは異なり、公的にベンチャー企業に投資し、ベン

チャー企業を育成するというものである。 

現在、公的ベンチャーキャピタルは日本にいくつか存在するが、すべては規模が小さいも

のであり、今回の私たちの提言では、大規模なベンチャーキャピタルを設立するというのが

一つの独自性としている。現在の政府系ベンチャーキャピタルより大規模にすることによっ

て、リスクヘッジとして分散投資できるため安全なポートフォリオが組める。そしてベンチ

ャー企業への積極的投資を行い、ベンチャーの育成をする。 

ベンチャーの育成には初期の投資が重要であるにも関わらずベンチャーキャピタルの多

くは IPO 寸前の投資しか行われていないのが問題であった。その点の改善策として、大規

模なベンチャーキャピタルを設立し、国から初期投資を積極的にすることで、多くのベンチ

ャー企業のさらなる発展が期待できるものと考える。そしてアメリカなどでは「エンジェル

投資家」という資本家の個人投資家が積極的にベンチャー企業に投資している。そのような

文化が日本に定着していない現実を踏まえ、日本でのエンジェル投資家の積極的投資の誘発

も狙うことができるのではないかと考える。日本の技術力向上のために政府が積極的支援を

行う目的として公的ベンチャーキャピタルを設立する。 

財源は最初の出資金を公的資金で賄う。そしてその後、利益が出次第、出資金分を政府に

返還する。これにより、利益が出ることで独自の資金で運用が可能になる。 

ベンチャーの育成には、経営の指導も必要とされる。日本のベンチャーキャピタルの問題

として、技術力があっても経営力のないベンチャー企業の起業者に対して、経営指導がなさ

れないという点があった。アメリカのベンチャーキャピタルはベンチャー企業で成功した人

などがベンチャーキャピタルの中でベンチャー企業の経営指導に携わる。しかし、日本では、

そのような経営指導にあたる人材がいないため、経営指導がなされていない現実があった。

その解決策としては、MBA取得者などが経営指導に携わり、ベンチャー企業の起業者を経

営指導することにより、一層ベンチャー企業の成長が見込める。この業務にあたる人は政府

系ベンチャーキャピタルで既に経験を積んでいる人材や各大学で専門的に経営を学んだ人

材がベンチャー企業の経営の指導にあたる。これにより、技術力があっても経営力のないベ

ンチャー企業の経営者に対して、日本に定着していなかった「企業を一緒に育てていく」と

いう風土が根付くのではないかと考える。そして、ベンチャー企業を育てていくために経営

指導を積極的に行う必要性があるため、職員の給与を一定の割合で能力給にする。これによ

り、公的ベンチャーキャピタルの職員は積極的経営指導のインセンティブが働くものと考え

る。 

問題点の解決として、日本のベンチャーキャピタル育成に足りない経営指導する人材の少

なさとベンチャー企業への投資の少なさを改善し、ベンチャー企業の成長しやすい環境づく

りに国家主導で取り組む。環境の整備を整えることにより、ベンチャー企業の成長に貢献す

る。 
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ベンチャー企業への投資の際も、上記の人材がしっかりと審査と経営指導にあたる。これ

により、成長の見込めるベンチャー企業に対して、より、成長を促すこといができる。そし

て、きっちりとした審査により分散投資を行い、リスクヘッジができると考えている。さら

に、公的という立場を生かし、日本経済の発展のため、長い目での投資ができる。少子高齢

化による労働力減少に対し、今の日本に必要なのは技術力であり、ベンチャー企業の初期段

階の不安定さにおける損失も、今後の技術革新による経済発展を見据えたものであるとし

て、国民の理解を得たい。 

国家が中心となり、日本がこれから世界で競争を維持できるような技術力の構築が必要で

ある。そして国民と国家が一体となり、これからの日本の経済を活性化していく必要がある。

日本の未来を担う技術力向上に寄与するために、国家が責任を持って、ベンチャー企業育成

に力を入れるべきである。 

この公的ベンチャーキャピタルの設立は国家主導のベンチャー企業育成の基礎となるも

のである。
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