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要約
１）現状・問題意識
近年の日本の経済は伸び悩んでおり、
その将来は安価な人件費を武器に世界の工場として
世界市場へ台頭してきた中国と対照的に先行きの見えないものとなっている。その大きな原
因として自国通貨価値の上昇を背景とした国内産業の海外流出が挙げられ、
昨今の世界的金
融危機から中国との名目 GDP の順位の交代などからも分かるように、
大手企業の中国を始め
としたアジア圏への依存の色を強める一方で新規企業の創出は困難を極め、
その状況はより
一層厳しいものとなっている。
この事態を打開するために不況下でも高額の報酬のためにあえてリスクを選択し新進の
企業の急成長を可能とする VB 市場の活性化が求められる。しかし世界的金融危機の影響は、
VB が展開する株式市場にも例外なく降りかかっており VF の躍進の大きなファクターである
IPO は 07 年を境に減退の傾向を顕著に示している。
VF を成長ステージで見た場合、設立から０～１０年の時期に倒産ケースが多くこの時期
に重点を置いた VF のケアが求められる。
また資金の調達先については VB の活発な米国から
習うに、先に述べた IPO による株式売買利益を目的としたエンジェルと呼ばれる個人投資家
や VC との共依存の関係が最も適当である。しかしながら、日本では個人投資家の活動が活
発ではない。また、国内で最も数の多いとされる銀行系 VC が系列親会社の方針の影響で積
極的に VC としての機能を果たせていないといった課題が見られた。
また、VF を経営の面から捉えると日本の VB 市場を内から動かす、ブレインとなる経営者
の数は日本ではまだまだ少なく、その能力水準はあまり高くはない。また、ノウハウの蓄積
も不十分である。そこで起業家教育に注目してみると近年大学での起業家教育促進の動きが
みられるが起業を一種のギャンブルと認識している日本の社会的風土や大学間ごとの教育
格差も重なってか、米国と比べてあまり良好な成果を出せていないようである。よって、よ
り自然な形で起業に関する知識とノウハウの伝達が行われる環境をいかにして作りだすと
いうことが重要になってくる。
以上のことから本論では VF の資金調達について特に銀行系 VC に着目し、
その背景にある
銀行の豊富な資金力を活かすシステムの構築を目指すとともに起業家の質の向上とノウハ
ウの蓄積を円滑に進めるための方法を考案することを目標とする。
２）分析
本論では多様に富む VC と VB の関係性、
またその事業形態を捉えるのにモデル分析を用い
る。このモデル分析では銀行と VF を支援する経営者を 2 種類のプレイヤーとして置き、ロ
ーリスクローリターンのプロジェクト A と、
ハイリスクハイリターンのプロジェクト B を想
定した。既存のモデルである、銀行が出資した銀行系 VC の場合では、リスク回避志向が強
くプロジェクト A を選択するインセンティブが働いてしまう。そのため、VB 市場に投資さ
れづらい環境であることを提示した。しかし、我々が提案する LLP モデルの導入により、VB
のようなリスクと向き合う市場に銀行を組み込むことができ、プロジェクト B のようなハイ
リスクハイリターンへとインセンティブを与えること検証した。また、LLP によるチーム生
産を行うことで、リスクの分散を行うことが可能であることを指摘した。これにより、銀行
が LLP に出資をする形で VB 市場へと積極的に参入できることを検証した。
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３）政策提言の方向性
我々はベンチャー市場には資金調達と人材の２つの問題があることを指摘してきた。
この
２つの問題を解決するに当たり２つ視点から政策提言を提案した。１つ目の提言は、日本の
VB 市場に LLP 制度を本格的に取り入れることで、銀行系 VC の潤沢な資金を有効に活用し、
独立系 VC の特徴であるハンズオン型の経営手法を取り入れることである。
２つ目の提言は、
日本のエンジェルネットワークの税制を見直すことで、
エンジェル投資家数の増加を図るこ
とである。これらの政策提言が導入された後に、エンジェルネットワークと LLP 制度がお互
いに情報提供を行うことで相乗効果を生み、さらに VB の活性化へと繋がる。
政策提言により問題点を克服できれば、VF を立ち上げやすく起業家の独創性・革新性を
存分に活かせられる。また、資金供給者として金融機関やエンジェルがリスクに見合うリタ
ーンを見込めることができると考える。起業家と資金供給者が Win-Win の関係を VF 市場で
構築するためにも、我々の政策提言を実行することが望ましいと考える。

目次
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はじめに
日本の経済はバブル経済の崩壊後「失われた十年」と評され、その実態は「不況」の二文
字に悩まされ続けることとなる。海外の人件費の安さに目を付けた大企業群は生産拠点を海
外へと移転し、国内の産業は空洞化への道を歩んでいる。
本来なら海外へと進出する大企業と引き換えに新規企業が参入し、市場の新陳代謝を起こ
してもおかしくはないが現状として、そこまでの新規企業群の台頭は見られず、国内の産業
は衰退の一途をたどるのみである。その結果、日本の雇用市場は疲弊し若者の就職難という
形で顕在化している。
そこで私たちは緻密な計画と事業の新規性によって急成長をとげるベンチャー企業に着
目し、投資市場の活発なアメリカとの比較を行いつつ、日本のベンチャービジネスの活性化
について考察を重ねることによって、日本の経済という大河に、長い間滞っていた新しい呼
び水となることを目標とする。
我々はベンチャー市場には資金調達と人材の２つの問題があることを指摘した。
これらの
問題は、今まで間接金融主体で発達してきた日本独自の体質が存在しており、ベンチャービ
ジネスのように直接金融を重視するビジネスモデルには新しい政策提言が必要であると
我々は考えている。そこで我々は、金融が発達しているアメリカの制度である LLP モデルと
エンジェルネットワークを日本に適合するようにアレンジし、日本の経済にスムースに受け
入れられるように導入することを政策提言とした。
分析は、現状の VF と VC との関係を正確に把握するため、さらに新モデルで LLP を導入し
たさいに予想される状況を考察するために行った。分析はモデル分析を行った。なお、手法
としてモデル分析を選択したのは、
多様性に富む VB の特徴をより汎用的にとらえたいため、
実数を多く用いる実証分析よりも、
広い視野でとらえることができるモデル分析の方が適切
であると判断したからである。
今後、日本の経済が再び発達するためには、ベンチャー企業であると我々は考えている。
これからの日本の経済の土台としてベンチャー企業を活躍させるためにも、
起業家と資金供
給者が Win-Win の関係を VF 市場で構築させることが重要であると我々は考える。
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第1章 日本の経済の現状と VB の必
要性

第1節
節 伸び悩む日本の経済成長
戦後度重なる驚異的な経済成長を遂げてきた日本であったが、図１に示すように近年伸び
悩んでいる。
図 1

図１によると名目 GDP では日本は 95 年までアメリカと同様に順調な成長をしていたが、そ
れ以降は成長率が鈍化し、ほぼ同じ帯域を上下している。この期間、日本の経済は混乱し「失
われた 10 年」と形容されるほどの長期停滞を引き起こしている。
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図 2

第2節
節 ベンチャービジネスの必要性・現状
先に述べた不況の最善の打開策となりうるのがベンチャービジネス（以下 VB）である。
ベンチャーの定義については諸説あるが、ここでは「成功意欲が強く、リスクの高い事業を
選択し、新技術や高度な知識を軸にした小規模経営により高効率の利益の創出や短期間で成
長が見込まれる企業」と定義する１。
不況に陥ると、一般的に人々はリスクを忌避し、企業は事業整理へと走る傾向があり、こ
うした行動はさらなるデフレを招くという悪循環へと陥ってしまう。しかし VB を取り扱う
ベンチャー企業（以下 VF）は、そのリスクをあえて取ることで急成長を遂げる。リスクを
）は、そのリスクをあえて取ることで急成長を遂げる。リスクを
取って開拓に成功した VF やその市場は、通常の企業にとっても新たなビジネスチャンスと
やその市場は、通常の企業にとっても新たなビジネスチャンスと
なり、新たな雇用の機会も創出する。つまりベンチャー市場を活性化させることはデフレス
パイラルへと陥っている日本の現状に風穴をあけることになるのである。
ベンチャー市場は 80 年代から徐々に整備され、
政府の中小企業や IT 事業向けなどの税制
優遇の甲斐あってか 2004 年から好調な IPO 件数を出していた。２しかし 2007 年を境に IPO
の実施数は激減している。

１
２

太田他（2007）などを参考にした。
）などを参考にした。
具体的には、中小企業投資促進税制、中小企業等基盤強化税制、ＩＴ投資促進税制などが挙げられる。
具体的には、中小企業投資促進税制、中小企業等基盤強化税制、
などが挙げられる。
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図 3
年間・月間 IPO 社数の推移（2005 年～2009 年）

画像引用元；野村証券 HP
その要因としては三点考えられる。一点目は、サブプライムローン問題に端を発した世界金
融危機の影響によって、株式市場や脆弱な VF が大打撃をうけ一気に業績悪化へと落ち込ん
でしまったことである。二点目は、ライブドアに始まったベンチャー企業の経営者のモラル
ハザードが明るみに出たことにより、審査基準の強化やそれによる管理コストの上昇がもた
らされた点である。
最後は不調気味になった IPO 市場で利益を出そうと一部の証券系投資フ
ァンドが成長期にある上場するにはまだふさわしくない VF を無理に IPO に走らせたことに
よる IPO の自体の信用低下、それによる株式上場時の公開価格の下落である。これらの状況
は、VF の費用を増加させるだけでなく、資金調達を困難にしてしまい、さらなる業績の悪
化をもたらすという負の循環を呼び起こす事態になってしまった。
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第2章 問題意識

第1節
節 困難を極める VF の資金調達
今節では、VF の資金調達の問題について焦点を当てる。VF にはその成長度合いや特徴に
よっていくつかの成長ステージに分類される。本論では太田他（2007）や宮脇(2010)を用い
て、VF の成長ステージを表 1 のように定義することとする。
表 1 本論における企業の成長ステージの定義
創業期（創業 0~5 年）
成長期（5~10 年）
成熟期(10~20 年)
企業の
成長ステージ

スタート
アップ

アーリー

ミドル

レイター

エクスパンション

レイター

段階の移行要件 ⇒起業
⇒経営の黒字化
⇒IPO 達成
以下では VF の成長ステージに応じてどのような資金調達を行っているか概観する。
第 1 項 VF が成長ステージごとに直面する問題
次に企業の成長ステージごとに見た場合、資金需要側の VF が直面する問題を考えてみる。
図 4 によると VF の倒産件数は 10 年以内に 56%が集中しその割合が高いことが分かる。その
中でも極めて件数が多いのが成長期にあたる 5～10 年である。
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図 4

ではこのステージの倒産要因としてはどのようなものが中心的であるのだろうか。図 5
は、VF の経営危機の要因を時期別にまとめたものである。これを見ると、成長・拡大期の
特徴的な失敗要因として「設備投資の負担」が 11 件と高い件数を示している。その経営危
機の状況について、具体的には「計画性に不備のある事業拡大の失敗から債券の支払いなど
によって資金のショートを起こす」
というパターンが多いようである。
このことは同図の
「経
営能力の欠如」が高い件数であることとも密接な関連があると考えられる１。すなわち、資
金面での問題と経営者の能力との問題が関係し合うことで、 の経営危機が引き起こされ
金面での問題と経営者の能力との問題が関係し合うことで、VF
ているという現状が分かる。

１

なお調査の概要によるとこのデータは若干製造業に偏ったものではあるが、図 6 の帝国データバンクの
主因別倒産件数の統計データにも同様の傾向が見て取れることからある程度の普遍性を持つものと言え
る。
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図 5

図 6

第2項 VFの資金調達法
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通常VFは、
は、その運営に必要な資金を自力ですべて賄うケースは稀である。さらに通常の企
業が行うように、間接金融による外部資本でもってVFの運営に必要なすべての資金を賄うこ
間接金融による外部資本でもって の運営に必要なすべての資金を賄うこ
とは難しい。何故ならば創業間もないVFは間接金融に必須となる担保能力の源となる資本に
何故ならば創業間もない は間接金融に必須となる担保能力の源となる資本に
乏しいことや短期間の成長を目指す故に定期的にある元本返済や利子の定額の支払いに充
てる資金が捻出しにくいからである。そうした中、まずVFに資金を供給する一般的な投資主
まず に資金を供給する一般的な投資主
体として挙げられるのが、3F
3F（funder,family,friend）といったVF経営者の親近者による投
経営者の親近者による投
資である。このタイプの投資は、 の企業構想から創業初期までの投資が主であり、親近者
資である。このタイプの投資は、VFの企業構想から創業初期までの投資が主であり、親近者
からの投資ということで経営者も経営の向上に専念するインセンティブが強いといえる。
次
に挙げられるのが、エンジェルと呼ばれる個人投資家による投資である。このエンジェルに
よる投資では、3Fよりもより規模の大きい額の投資を行うことになる。
よりもより規模の大きい額の投資を行うことになる。その期間としてはお
およそとして創業間もないころから企業の収支が黒字になる成長期までが主である。
そして
最後にベンチャーキャピタル（以下 ）と呼ばれる投資事業をメインとした会社である。こ
最後にベンチャーキャピタル（以下VC）と呼ばれる投資事業をメインとした会社である。こ
のVCは、エンジェルよりもより大きな額の投資を行うことができ、
ジェルよりもより大きな額の投資を行うことができ、その投資時期もVFの大き
その投資時期も
な転機となるIPO期がメインとなる。しかしこの
期がメインとなる。しかしこのVCは時期をそれだけに限らず独自の視点で
は時期をそれだけに限らず独自の視点で
将来性があると判断したVFには積極的に投資していくという特徴がある。
には積極的に投資していくという特徴がある。
VFの資金調達では、
の資金調達では、企業の成長度合いによって配当が決まり、ハイリスクハイリターンの
投資によって貸し手にとってもより高いインセンティブを付与できる直接投資のリスクマ
ネーの供給が望ましいといえる。本論では、 市場の活性化において、そうしたリスクマネ
ネーの供給が望ましいといえる。本論では、VB市場の活性化において、そうしたリスクマネ
ーの供給者であるVCに着目していくこと
に着目していくこととする。
表 2 VF への主な投資主体

次に日本の VF は実際にどれだけ資金を必要としているのかをデータから概観する。
図 7 より、現在の日本では、VF
より、現在の日本では、 が間接金融に依存した形での資金調達をしていることがわ
かる。また図 8 より、成長期の自己資本比率の傾向から、本来 VC などから直接金融すべき
資金を間接金融で補っている事情を指摘することができる。
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図 7

図 8

第3項 日本のVCの資金供給における問題点
の資金供給における問題点
本項では、VCの行動について考察する。
の行動について考察する。VCとは先にも述べたとおり、リスクの高いとされ
とは先にも述べたとおり、リスクの高いとされ
るVFに対し、
に対し、投資事業組合の設立によって集めた資金を直接投資によって供給する会社であ
る。その資金の投資までの過程を見ると、審査されるのは銀行融資によくあるような債務支
払い能力ではなく、IPO（株式上場）に至るまでの具体的なプランいわゆる成長性である。
（株式上場）に至るまでの具体的なプランいわゆる成長性である。
また直接投資によって供給される資金はハイリスク・ハイリターンで当たれば大きいが投資
先を見誤ると大きな損失となる。なぜVCはハイリスクを伴う多額のリスクマネー供給し、
なぜ はハイリスクを伴う多額のリスクマネー供給し、VF
をIPOへと導くのか、それはIPO
IPOによって上昇した株価売却益（キャピタルゲイン）の獲得で
た株価売却益（キャピタルゲイン）の獲得で
ある。IPOによって1社の株式の価格が上昇すればその売却益によって、
社の株式の価格が上昇すればその売却益によって、他の投資先VF数社分
他の投資先
の損分をまかなえる。VCはこのキャピタルゲインの獲得を目指し、
はこのキャピタルゲインの獲得を目指し、VFに投資を行うのである。
に投資を行うのである。
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図 9

図10の国際間のVCの投資残高をみると、
の投資残高をみると、米国と日本はおよそ12倍近くの差があり、
米国と日本はおよそ 倍近くの差があり、その市場
の規模には大きな開きがあることが分かる。
図 10

では一体どのような要因によってここまでの差が付いているのか？まず米国のVCの業界
では一体どのような要因によってここまでの差が付いているのか？まず米国の
構造への理解として、図11の投資残高の属性別構成比率に着目すると、
の投資残高の属性別構成比率に着目すると、日本ではいわゆる銀
行・証券会社・保険会社の系列会社によって構成される金融機関系の が構成比のトップを
行・証券会社・保険会社の系列会社によって構成される金融機関系のVCが構成比のトップを
占めているのに対し、米国では実に
占めているのに対し、米国では実に8割以上のVCが個人による独立系VCで占められている点
で占められている点
が注目される。
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図 11

次に図12にあるVCへの出資者の構成比率（金額比）に着目すると、金融系
への出資者の構成比率（金額比）に着目すると、金融系
への出資者の構成比率（金額比）に着目すると、金融系VCの多い日本で
はある意味順当ではあるが、金融機関系からの出資が高い割合を占めている。しかし米国の
出資者の構成比率では独立系 が大半を構成しているにもかかわらず、年金基金・金融機関
出資者の構成比率では独立系VCが大半を構成しているにもかかわらず、
系が実に全体の三分の二を占めており、
系列の に資金を供給するのが当たり前のようであ
系列のVCに資金を供給するのが当たり前のようであ
る日本からみると非常に興味深い結果となっている。
図 12

最後に各国のステージ別の投資額の比較であるが、図
最後に各国のステージ別の投資額の比較であるが、図13、図14より日本は設立から
より日本は設立から5年未
満の投資により多額の投資が集まっているのに対し、米国・欧州ともにVFの経営拡大期とな
米国・欧州ともに の経営拡大期とな
るエクスパンション期、
近年ではレイター期までより多くの投資が集まっていることが分か
る。
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図 13

図 14

以上、ここまで VC について、日米での特性の違いを比較してきた。日米の特性の違いと
して、
ⅰ）図 11、図 12 より、日本は出資者と系列の VC でしがらみが強いのに対し、米国では出
資と投資の主体が明確に分業されている
ⅱ）図 13 より日本が企業設立初期に投資が集中しているのに対し米国では経営拡大期に集
中しており、図 10 の投資規模の比較も考慮すれば、その規模は日本の拡大期の投資市場と
は天と地の差ほどのひらきがある
ということがわかる。これらのことから、日本の VC の問題点として、VF が経営を拡大する
ミドル期において、資金調達が困難になり、事業拡大に支障をきたしているという問題を指
摘することができる。よって現在の日本では、本来必要とされている VC の資金供給が日本
の VF には十分になされていないということがわかる。
次に VC の中で、日本の VC の中で最も数が多いとされる銀行系 VC の行動に着目する。図
15 を見ると、ファンド・GP(General
GP(General Partnership)の投資の実態として銀行系によるものが
Partnership)の投資の実態として銀行系によるものが
一番組成の数が多い一方で、累積投資額・
一番組成の数が多い一方で、累積投資額・IPO
比率においては、同規模の独立系と比べると
その数値はほぼ二倍にまで差がつけられていることが分かる。
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図 15

銀行系 VC とは、その名の通り銀行が出資元となり VF へと出資する VC のことであり、銀
行との連携により豊富な資金力と情報量を活かした VF への積極的な投資が期待されている。
しかし比佐（2009）の分析の結果によると、
）の分析の結果によると、IPO 前に銀行系 VC の持ち株比率が高い企業ほ
ど付加価値や資産の伸び率が低いことが指摘されている。これは銀行系 VC が安全性の高い
企業にばかり投資をしているからであると考えられる。また VC の系統ごとでの比較をした
際、独立系 VC においても付加価値の伸びが低いという特徴がみられたが、一方で独立系 VC
の融資を受けた企業は IPO 後に借し入れ金利の減少・負債の増加という動向がみられ、この
ことから独立系 VC においては IPO までの資金制約の緩和という役割を果たしていることを
指摘している。これにより、独立系 VC はリスクの引き受けの役割を果たしているというこ
とを示す一方で、銀行系 VC がその役割について十分に達成できていないということになる。
加えて無形資産への投資動向について負債の高い企業ほど IPO 後の成長率が低いことから
各企業において適切なスクーリニングを欠いている傾向がみられる。
以上のことから銀行系VCは必ずしも
は必ずしもVFに優位な投資行動を行わず、
に優位な投資行動を行わず、それどころか独立系VC
それどころか独立系
と比較してむしろリスク回避の傾向があるといえる。その理由としては、
、まず親会社の融資
に対する方針やリスクに対する態度などが反映され、リスクの高い投資を避けようとしてい
リスクの高い投資を避けようとしてい
ることが考えられる。さらには、 の出資者である銀行側の心理として、バブル景気以降政
ることが考えられる。さらには、VCの出資者である銀行側の心理として、バブル景気以降政
府の介入によってその立ち直りを支えられてきたという負い目から、
預かった預金をリスク
の高い直接投資に注ぎ込むことで批判の対象となることを懸念しているのかもしれない。
し
かし、
日本の中で数が多く豊富な資金力を内包している銀行系 がそのパフォーマンスを十
日本の中で数が多く豊富な資金力を内包している銀行系VCがそのパフォーマンスを十
分に発揮できないことは極めて重要な問題点であり、リスクマネーがVFに供給できていない
リスクマネーが に供給できていない
という現状は、日本のベンチャー産業を育成していく上で大きな課題と言える。よってこう
した問題を改善することは、
した問題を改善することは、VBの躍進への大きな足掛かりとなるだろう。
掛かりとなるだろう。
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第2節 VF の人材の問題
ＶＦ企業が成長する際に資金と並んで最も重要な要素は人材である。
特に創業期において
企業の将来は起業家の能力や素養に依存し、それが成功を決める要因となりうる。起業家に
求められるものは、独創性・革新性などの才能だけでなく、経営能力・事業ノウハウ・様々
な人脈など多岐にわたる。それにもかかわらず、現在の日本では、画期的な新技術や新シス
テムなどの事業アイデアがあればベンチャー企業の可能性が開けていると考える傾向があ
り、スキルを持たずに起業し、失敗するケースも少なくない。
一方、図１6 に示されるように近年の経済状況を踏まえ、一般的に事業の安定性に欠け、
リスクの高い起業家という道を選択する人は減少傾向にあり、日本人の若年層の安定志向は
ますます高まっているのも事実である。
図 36

それゆえ、日本において起業家は未だ少ない状況にある。そこで大学・大学院において起
業家教育を行う動きがあるものの、
ベンチャー大国の米国に比べると依然として低水準にあ
る。これは、米国と比べ「起業家」というライフスタイルが日本では普及しておらず、起業
家という職業選択がされにくいことと関連する。図 17 は日本の大学・大学院における起業
家教育の現状である。
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図 17

起業家教育においては、現実に職業を選択する一歩手前の高等教育の段階での大学・大学
院での起業家教育が有効であると考えられている。それは、この教育によって、すぐに起業
院での起業家教育が有効であると考えられている。それは、この教育によって
を目指す人はもちろん、
数年間の社会経験を積んだ後に起業を目指す潜在的起業家を生み出
すことが可能となるからである。また実際に起業しなくても起業家教育で得た知識・能力は
既存の企業で必要とされるものであり、社会において有用なものとなる。
しかし、現在の日本では、経営学部やビジネススクールの文系学生、あるいは工学部など
の理工系学に偏った教育であるため、全学部での取り組みが求められる。また、その教育を
行う教授陣の強化も必要であり、外部人材も必要となるだろう。そして、起業家教育に関心
のある大学とない大学における教育格差は拡大しているため、大学間で情報を共有・交換す
ることも必要とされるだろう。
このように課題は多く残されており、また、先行する米国との格差も大きい。カウフマン
財団の報告書によると、米国における大学・大学院での起業家教育は実施科目数で日本の約
米国における大学・大学院での起業家教育は実施科目数で日
5 倍の 5000 科目、また、
学部に専攻やコースが設置されている大学数は日本の約 16 倍の 500
校もの規模である。
したがって、
起業家教育が普及するには長期的な視点で見る必要があり、
早急に日本において多くの起業家を輩出するという視点で見るならば、大学・大学院での起
業家教育の充実は重要な課題であるが、それでだけでは有効な手段とは言えない。
次に人材確保・育成の点から述べると、
次に人材確保・育成の点から述べると、2007
年に経済産業省による、ＶＣが投資してい
るＶＦに対して行ったアンケート調査によると、これらの企業のうち約 71%が自社の人材確
71%
保に不十分であると感じている。
分であると感じている。現在の経済状況の中、リスクの高い事業展開するベンチャ
ー企業にとって優秀な人材を確保するには、
いかにしてリスクに見合ったリターンを提示す
るのか、あるいは金銭面だけではない非金銭的なリターンを提示できるかが重要となってく
る。
ベンチャー企業にとって即戦力となる人材が好まれるものの、現実的には人材の育成が必
要である。先ほどの経済産業省によるアンケート調査によると図 18 の示すように、内部人
材の育成手段として、社内での研修・トレーニングを実施している企業が 58%、外部での教
育を利用している企業が 42%、OJT
42%
（On the Job Training）を実施している企業が
）を実施している企業が 68%、何
も実施していない企業が 11%だという。
11%
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図 18

OJT を中心とした人材育成が進んでいると思われるが、株式会社ＲＴＦの代表取締役の福
田敦之によると、現実には雇用形態が多様化し、組織のフラット化やＩＴ化が進んだことで、
人材育成のあり方が現場中心から、
人材育成のあり方が現場中心から、Off－JT（Off
the Job Training）や e ラーニングへと
移行しつつあるという。しかし、
移行しつつあるという。しかし、OJT
による教育は集合教育と比べてコストが安く、個別教
育が可能であり教育効果は非常に高いため、
教育効果は非常に高いため、
特に資金の少ないベンチャー企業にとっては有
効な手段となりやすい。その反面、
効な手段となりやすい。その反面、OJT
は短期的指向が強く、指導者や管理職の知識や経験
に大きく制約されてしまう。そのため、指導者が経験豊富で優秀な人材でなければならいだ
ろう。それを補完するには、一部で集合教育や階層別・職能別の教育が必要となってくる。
したがって、人材の問題を解決する手段として、長期的な視点で見るならば起業家教育は
有効なものとなりえるが、早期に解決する手段としては、経験豊富で優秀な指導者の下での
実践的な OJT により人材の育成がうまく働き、人材の問題は解消されるだろう。
により人材の育成がうまく働き、人材の問題は解消されるだろう。

第3節
節 問題意識
ここまで日本の経済の停滞の状況を挙げ、
それを打開しうる VB 市場の可能性と VB の発展
に欠かせない資金調達と経営者の教育の問題点を考察してきた。
本論では日本で数の多い銀
行系 VC ないしその出資元である銀行の資金や自身もベンチャー企業の一種である独立系 VC
の強力なリスク志向を活かすシステムの構築を目指し、その上で日本の VF に不足しがちな
マネジメントの支援とノウハウの蓄積を広
マネジメントの支援とノウハウの蓄積を広める方法を模索する。
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第3章 現行モデル・制度の考察

第1節
節 LLP 制度
問題意識の解決のため、まず先の問題提起で挙げた現行の銀行系 VC の投資パフォーマン
スの悪化に着目する。
日本では投資残高の属性別構成比と VC への出資者構成の割合において、金融機関系の構
成比がある程度の関連性が見られるのに対し、米国では 8 割強を独立系 VC が占めている
が、このことから米国の投資主体は出資元と経営が明確に分離されていると考えられる。
もし現状の銀行と銀行系 VC の位置する投資主体との関係を米国のような分離型にする
ことができれば投資パフォーマンスの悪化の要因と考えられる親会社の銀行の方針や銀行
からの出向員の知識不足、
ハイリスク投資の失敗忌避などの要因が解消されるのではないか
と考えられる。
そこで本章では、現行のベンチャー市場を形成する組織形態（LLP やエンジェルネット
ワーク）や制度を概観した後、日本の銀行の投資出資形態として最適な構造について考察を
加えていくこととする。
第 1 項 LLP 制度とは
LLP とは、有限責任事業組合（Limited Liability Partnership）と呼ばれる、株式会社や
有限会社に並ぶ、新たな事業体のことである。日本では平成 17 年４月２７日に「有限責任
事業組合契約に関する法律」
（以後、日本版 LLP 法）として制定されている。この制度は、
企業や個人の共同事業、共同研究開発、産学連携等に利用されることを目的としており、人
的資産を効率よく活用する手段として期待されている。LLP は、既存の事業組織制度には
存在しない有限責任の人的法人制度である。この制度の特徴である有限責任制、内部自治原
則、構成員課税の３つを以下で説明していく。
ⅰ、有限責任制
LLP では、出資者全員が会社債務についての責任は出資の額を限度とする有限責任社員
となっている。これは、日本の LLP 法では第三条に規定されている。このことにより、出
資者は自らの生活にまで債務責任を追及されず、
出資を行う際のリスクが無限責任に比べて
軽いものとなる。また、有限責任制の導入に伴い、債権者保護の観点から、①有限責任事業
組合契約の登記、②財務情報の開示義務、③債務超過時の利益の配分の禁止の措置を講じら
れている。
ⅱ、内部自治原則
LLP では、株式会社における株主総会や取締役等、会社の機関を設置する必要がない。
LLP の経営者に対する監視の在り方は、出資者の間で柔軟に行うことが可能となっている。
LLP においては、出資者自らが経営を行うのが原則であるため、組織決定を迅速に行える
など機動的に運営することに優れている。また、出資者の間の損益や権限の配分は、出資者
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の労務や知的財産、ノウハウの提供などを反映して、出資比率とは異なる配分を行うことが
できるなど、他の会社形態よりも自由度が高くなっている。
ⅲ、構成員課税
日本板 LLP における課税の特徴は、LLP
における課税の特徴は、
段階では課税せず、LLP 構成員に直接課税す
る仕組みである。これを構成員課税（又はパススルー課税）という。構成員課税が適応され
ると、LLP における損益は LLP 構成員にパススルーするため、利益に対しては LLP 段階
と LLP 構成員の二重課税が完全に排除することができる。また、損失に関しては LLP 構
成員の所得と相殺することができる。ただし、租税回避を防ぐ意味で、出資金額を超える損
失の配分は行うことができない。
過去、この３つの特性を全て備えた事業は存在していない。株式会社や有限会社では、有
限責任ではあるが、人的法人のような内部自治原則や構成員課税の特徴を備えていない。ま
た合名・合資会社や組合制度は、人的法人を基本としているが、無限責任となっている。こ
れらと比べてみるとわかるように、
わかるように、LLP は株式会社と組合制度の両方の利点を兼ね備えて
いる制度といえる。
第 2 項 日本の LLP の現状
日本の LLP は民法上の組合（任意組合）の特例として設立された。LLP
は民法上の組合（任意組合）の特例として設立された。LLP は、ベンチャー
企業、中小企業同士の連携、産学連携、街づくり、農業など様々な分野で活躍が期待されて
いる。
現状の LLP の設立状況は 2006 年の急激な伸びに対していささか緩やかではあるが、2009
年 12 月時点で 4094 件と 2008 年 12 月時点の 3405 件から年間 600 件以上の設立数を記録
している。その組合員数の構成割合は設立最
している。その組合員数の構成割合は設立最低人数である
2 名で 41.7%、次点の統計項目
、次点の統計項目
である 3～5 名までで全体の 80％強を占めていることから非常にコンパクトな組織形態で
％強を占めていることから非常にコンパクトな組織形態で
あることがわかる。
図 19

また有限責任事業組合という名称から短期間の設立であると思いがちな LLP であるが、
5~15 年未満の運用機関が半数を超えていることから、長期的な事業にも十分に転用可能な
ことがうかがわれる。
なおその業種においては、産学連携も含まれると思われる学術研究、専門・技術サービス

22

ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文 11th – 12th Dec. 2010

業がおよそ三分の一を占め、それに続いて情報通信業と卸売業、小売業が比較的大きな割合
小売業が比較的大きな割
を占めているが、その他の業種については未だ非常に少ないことが印象深い。
図 20

図 21

LLP 制度の VF への適用については模索の動きがあるようではあるが、法人格を持たず、
株式会社への変更もできないことから IPO によるキャピタルゲインの獲得を目指す VB 市
場において VF に利用することは非常に困難であると考察する。
なお VC に対しての利用については、VC のマネジメントの形態が株式会社(株式会社組織
のマネジメントの形態が株式会社
型)を中心とするために VC に LLP の組織形態を活用することは進んでいない。
第 3 項 米国の LLP の現状
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アメリカでは、LLP は、1991 年にテキサス州で初めて導入された。現在では約 100 万程
度の LLP が設立されている。LLP は、主に法律事務所や会計事務所といった専門家集団が、
構成員の責任を限定するために、多く利用している。2000 年にバーモント州が LLP 制度を
導入したことで、全州に LLP 制度が完備した。連邦税法上、法人ではない事業組織は、法
人課税か構成員課税かのいずれかを選択することができる。
アメリカの VC のマネジメント組織の形態が LLP を中心とするために、ベンチャー企業で
幅広く活躍している。
日本
マネジメント
組織の形態

経営組織の背景

出資者
マネジメント
組織の数
同上従業員数

アメリカ

株式会社、
うち株式公開会社 6 社

パートナーシップ（LLP）
小規模、非公開

ベンチャーキャピタリストありき、
運用会社ありき、職能集団とし
弁護士、CPA などに比肩するプロ職
てのベンチャーキャピタリス
能集団を形成、個人としての出資も
トは存在せず、組織として運用
行う
金融機関、事業会社などが多
く、個人は僅少

個人のみ

約 200（VEC への回答；125 761 社（2001 年、NVCA 加入数）
社）
約 1500 名

約 8900 名

第2節
節 エンジェルネットワーク
次に、日米のエンジェル投資家やそのネットワークの違いから、日本の問題点について考
察する。エンジェル投資家とは、調達困難な起業初期のリスクマネーの資金供給者であり、
また経営への参加や株主としてのアドバイスによって、
エンジェル投資家の持つ事業経験や
専門知識などをベンチャー企業の事業経営に生かそうとする事業経営的側面を担うという
役割を持っている。
エンジェル先進国である米国のシリコンバレーなど、ベンチャー企業の創出・成長が長期
間恒常的に続いている地域では、ベンチャー企業創業者が自らの事業を成功させた後にその
事業で得た資金を後進のベンチャー起業家に投資し、自らの事業経験を生かして新しいビジ
ネスの創出に協力するというベンチャー起業家の生態系が形成されている。
エンジェル投資家の活性化・拡大を目指すうえで、投資家に働きかける税制いわゆるエン
ジェル税制（ベンチャー企業投資促進税制）の役割も重要である。このエンジェル税制とは、
ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対
して税制上の優遇措置を行う制度である。その内容には
① エンジェル投資が行われた時点で、当該投資額を投資家のその年の他の株式譲渡益を上
限として売却時点まで繰り延べる措置。
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② 投資家が当該株式を売却した時点で損失を生じた場合には、損失を翌年以降３年間繰り
越すことを認める措置。
等があげられる（平成１９年時点）
。だが米国においては、②のケースで繰越期間が無期限
であり、損益通算できる所得範囲も広く、英国では、①のケースで投資時点に投資額の一定
比率を税額控除（あるいは所得控除）できる制度が導入されており、日本に比してより強い
政策インセンティブを講じている。
またこの税制は平成２０年の税制改正により、ベンチャー企業に対してエンジェル投資家
が出資した場合に、投資額が所得控除できるということになったため、投資リスクが軽減さ
れ、投資家が積極的に投資活動に参加できるよう促すような制度になった。ただ、エンジェ
ル税制の適用を受けて寄付金控除を受けた場合、
その株式の取得原価がその分減少してしま
い、そのため将来株式売却の際に税金が増えることもあり得るというデメリットになり得る
面もある。
エンジェル投資家の活性化・拡大を目指すうえで、エンジェルネットワークの存在も重要
である。このエンジェルネットワークとは、エンジェル投資家と呼ばれる投資家の投資情報
の入手や、ベストプラクティス・ノウハウなどの情報交換などが行われる、一種のネットワ
ークを形成している投資家群を指している。米国、欧州では、それぞれ200以上のエンジェ
ルネットワークが形成されており、これがエンジェル投資の重要な要素となっている。
エンジェルネットワーク先進国である米国では、
エンジェルネットワークの評判が高い場
合、ベンチャー企業間での知名度や信頼度も上がり、成長可能性が高いベンチャー企業への
投資機会が増えるという効果がある。またエンジェル投資家やエンジェルネットワークが有
するビジネス専門家ネットワークや企業ネットワークを利用させることで、
ベンチャー企業
が事業実施・拡大に必要となる独自のネットワーク構築を行えるなど、エンジェルネットワ
ークの活動がベンチャー企業の成長に貢献していることが分かる。
では日本のエンジェルネットワークの現状をみていく。現在、日本におけるエンジェルネ
ットワークは、その主体・形態・成立ち、活動内容等が多様である。その主体の主なものと
してエンジェル団体、経済団体、産業支援団体、大学や大学OB、金融機関、そしてVCがあ
げられる。これらの多くは、単に資金供給力を有す個人投資家を集めるのではなく、ベンチ
ャー企業の育成支援に（資金支援のみならず）積極的に関わろうとする所謂ビジネスエンジ
ェルの組織化（ネットワーク化）を志向した取組みである。そして、その活動概要に多くみ
られることは、ネットワーク内での情報交換や、資金繰りに困難している起業家やVFに優
良なエンジェル投資家を引き合わせるというような内容であった。
ただし、その活動は未だ発展の余地がある。欧米において、エンジェル・ソフトと呼ばれ
るエンジェル投資専門のポータルサイトが月間数千件の投資申請を数百のエンジェルネッ
トワークに仲介を行っている。
そのため起業家にとってエンジェル投資家からの支援を受け
ることが、一般的な選択肢として認識・利用されるようになってきている。またエンジェル
ネットワークの数は２００～２５０と言われている。それに対し日本は、ベンチャー起業家
から見て、エンジェル投資家やエンジェルネットワークは、資金面・経営面での支援機関と
しての一般認知度が低く環境も十分に整備されていない。また数の面では、日本において日
本エンジェルズ・フォーラム等、十数～数十程度のエンジェルネットワークが活動している
と見られている。このように米国と比べるとその規模や知名度はまだまだであり、まだまだ
弱い立場に位置している。
日本においても、エンジェル投資の実態をさらに詳細に把握するとともに、ポータルサイ
トなどの環境を整備し、
急成長したベンチャー企業を支えたエンジェル投資の成功事例を収
集・ＰＲすることによって、エンジェル投資の社会風土・文化を日本にも根付かせる努力を
行う必要があると言える。
現在日本では、戦後起業した中小企業の事業承継が本格化するとともに、2000年頃からの
新興株式市場の整備に伴って上場を実現したベンチャー起業家が第一線から退任し始めて
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いる。そうした今こそ、こうした人々がエンジェル投資家として、自らの経験、情報や資産
を生かして次世代の起業家や投資家を育てていく仕組みを構築すべきであると考える。こう
した潜在的エンジェル投資家のうち、単独でエンジェル投資活動を行うほどのスキルや時
間、コミットメントを持たない者にとっては、エンジェルネットワーク活動に参加すること
は一つの選択肢になり得るものと思われる。エンジェルネットワークは、個々のエンジェル
投資家を束ね、エンジェル投資家個人では足りないスキル・情報・リソース、資金量等を補
い合うという能力を備えている。ここに元起業家レベルの知識量、
情報量が入ることにより、
エンジェル投資への参加者を広げ、エンジェル投資の活性化が見込めるであろう。エンジェ
ルネットワーク活動の側でも、
こうした潜在的エンジェル投資家を惹きつけられるだけの機
能や魅力を備えることが必要となるだろう。そうした点を踏まえると、エンジェルネットワ
ークの持つ投資情報の提供、VFと投資家の出会いの提供という利点を是非とも起業家の
方々にもっと深く知ってもらうため、エンジェルネットワークの環境を整備することは喫緊
の課題といえる。
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第4章 政策提言

第1節
節 現状の分析
現状の分析
現在の VB 市場は、銀行が出資した VC ファンドを中心とした資金供給構造が成り立って
いる。しかし、問題意識の章で言及したように、VC のパフォーマンスは決して良いとは言
えない現状である。そこで、モデル分析により、現状の VF と VC との関係を正確に把握す
る。なお、手法としてモデル分析を選択したのは、多様性に富む VB の特徴をより汎用的に
とらえたいためである。
まず、VC は VC ファンド出資の中心である銀行と VF を支援する経営者の２人をプレイ
ヤーとして考える。経営者の効用 u（x)とし、リスク回避的な行動を行う。また、銀行の効
用はリスク中立であるとする。
ここで２つのプロジェクトがあり、
それぞれをＡとＢとする。
プロジェクトＡは銀行が１単位の出資を行うと、確率 Pa でπa の成果を得ることができ、
確率 1-Pa で 0 の成果となる。次に、プロジェクトＢは銀行が１単位の出資を行うと、確率
Pb でπb の収益を得ることができ、確率 1-Pb で 0 の収益となる。ここで以下を仮定する。
まず、Paπa＜Pbπb とし、プロジェクトＢの方が期待収益は大きい状況を考える。また、
Pa＞Pb とプロジェクトＡの方が成功確率は大きいとする。プロジェクトＡはすでに上場し、
安定した企業への融資を想定している。また、プロジェクトＢはプロジェクト A よりハイ
リスク・ハイリターンである VF に融資することを想定したプロジェクトとなっている。最
後に、前述の銀行系ＶＣの問題を考慮し、銀行が銀行系 VC に経営者を派遣したとき、銀行
はリターンとして私的利益Ｂを得るとする。
まず現在の銀行系ＶＣの行動に関するモデルについて考える。銀行系 VC の経営者は銀行
から派遣されるとする。経営者がこの会社で働く条件は以下の式で表せる。
（１）
Ｐau(Ｗa) ＞ Ｗ
Ｐbu (Ｗb) ＞ Ｗ
（２）
ただしW୧ (i = a, b) は、プロジェクト i が選ばれたときの経営者の所得である。また
Wは経営者の留保利得である。
また、経営者がプロジェクトＢを選ぶ条件は以下の式で表せる。
Ｐbu (Ｗb) ＞ Ｐau（Ｗa）

（３）

（１）、
（２）ともに、経営者に支払う報酬は外部の会社で得ることができる留保利得Ｗより
も多い期待効用をもたらす水準にに設定しておく必要がある。また、
（１）
（２）より、確率
Ｐa＞Ｐb なのでＷb＞Ｗa である必要がある。ここで∆P = Pୟ − Pୠ とすると、∆Pが大きくな
ると、∆W = Wୠ − Wୟ が大きくなることに注意されたい。
このとき、∆Pが大きいときの銀行系 VC のインセンティブは以下の式で表すことができ
る。
Pa(πa－Ｗa)＋Ｂ－｛Pb(πb－Ｗb)＋Ｂ｝
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＝（Paπa－Pｂπb）－（PaＷa－PbＷｂ） （４）
ここで∆Pが大きくなると、∆W = Wୠ − Wୟ が大きくなるので右辺第二項はマイナスになる。
よってこのケースでは、銀行系 VC はプロジェクト A を選択する。この現状ではプロジェ
クト B に VC による資金供給が行われず、VB 市場が活性することがない。このことに危惧
を抱いている我々は、経営者が出資を行い、銀行のインセンティブがプロジェクト B を選
択させる政策を次の節で提案する。

第2節
節 政策提言
問題意識の章で述べたとおり、VB 市場の発達させることが日本経済の停滞を打開する手
段であるが、現状の VF 市場には多くの問題を抱えていることを指摘してきた。具体的には、
ⅰ）VF のシード期において、起業家のマネジメント力１が乏しいという人材の問題がある。
ＶＦの創業期は、起業家の能力や素養に大きく影響を受け、今後の成長にも関わる重要な時
期である。しかしながら、日本の起業家は事業計画の見通しの甘さや、商品開発力が未熟で
あるといった今後の成長のために改善するべき問題がある。また、VF を支援する VC にも
問題がある。担保の能力を重視し、選別を行う従来の VC の融資方法では、VF の企業価値
を的確に判断できず、融資も不十分となってしまう。そのため、財務などの書類から判断す
るだけでなく、VF の成長性を見込んだ、より VF の経営に関わる支援を行う問題がある。
ⅱ）VF のミドル期において、VF に十分な資金が VC から供給されていないという資金調
達の問題がある。これは、日本の VC で中心的役割を果たしている銀行系 VC が非効率的な
投資を行っていることに起因する。
親会社たる銀行の融資に対する経営方針やリスクに対す
る態度などかが反映され、リスクの高い投資を避けるためである。また、ベンチャーキャピ
タリスト(以下 VCL）のリスク負担にも問題がある。VCL は銀行からの派遣社員であるた
め、仮に VF の事業が失敗しても、元の銀行に戻ることができるためリスク不足できる。ま
たは、VF の事業が失敗するのを恐れて、積極的なリスク活用を敬遠してしまい VF に十分
な投資を行わない傾向がある。このような、銀行系 VC 特有の非効率さがミドル期には問題
としてある。

以上より、こうした問題点を克服できれば VF を立ち上げやすく起業家の独創性・革新性
を存分に活かせること、
また資金供給者として金融機関やエンジェルがリスクに見合うリタ
ーンを見込めることができる VF 環境を構築することができると考えられる。そこで我々は、
起業家と資金供給者が Win-Win の関係を VF 市場で構築するために、資金調達と人材に焦
点を当てて、以降の節で政策を提言していく。
第 1 項 日本版 LLP を VB 市場への応用
米国では、LLP を VB 市場に大いに取り組んでおり、企業数の増加とともに目覚ましい
発達を遂げている。そこで米国を見習い、日本版 LLP に VB 市場への本格参入を提案する。
そこでは、LLP の４つの特徴が VB で発揮される。①構成員全員が有限責任であるため、
リスクの高い新規事業への出資を考慮できるようになること。②迅速かつ柔軟な意思決定を
必要とする VB では、内部自治が適していること。③法人格を有さないため、構成員課税が
適応でき、利益・損益が生じた場合も税負担が軽い。④設立・解散が LLP 法で優遇されて
いるため、期限のあるプロジェクト的な事業を行いやすい。このように、LLP は VF のよ
１

ここで言うマネジメントとは、図６で原因と追究している能力のことである。
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うなハイリスクハイリターンな事業を受け入れやすい特徴を大いに活用していく。我々は、
さらに LLP を VC の組織形態にあて、VB
の組織形態にあて、
の支援に特化した制度に変えるべく、出資元で
ある銀行と経営を行う LLP 構成員を明確に分離を提案する。以下の図 a に政策提言のモデ
ルのイメージを提示する。

新モデルのイメージは図 a の下部に提示した。
VC はここでは、３つのプレーヤーである、
銀行、LLP、VF が業務を完全に分業させたモデルとなっている。以下の３つのプレーヤー
の特徴をまとめた。
ⅰ）銀行
・銀行は、VC ファンドへの出資を行わない。
・従来の銀行系 VC としての機能である VF の選別・育成指導を行わない。
・銀行は LLP への融資を行い、LLP
への融資を行い、
と VF への経営支援の監視。
ⅱ）LLP
・従来の VC ファンドが行っていた VF の選別・育成指導を行う。
・銀行から資金を受け、VF
VF へステージごとに最適な資金提供を行う
・VF に対してハンズオン型の経営支援・監視を行う
型の経営支援・監視を行う
ⅲ）VF
・基本的な企業行動は従来の VC と変わらない
・LLP からのハンズオン型の経営支援を受け、監視を受ける。
新モデルのポイントは２つある。それは、
新モデルのポイントは２つある。それは、VC
の中でも銀行系 VC が有している潤沢な資
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金と、主に独立系 VC で利用されて高いパフォーマンスを挙げているハンズオン型の経営手
法を活用すること。そして、従来のシステムとは異なり銀行、
法を活用すること。そして、従来のシステムとは異なり銀行、LLP、VC
の全てにリスクを
負わせることである。
まず、VC の中でも銀行系 VC が有している潤沢な資金と、主に独立系 VC で利用されて
高いパフォーマンスを挙げているハンズオン型の経営手法を活用する方法に関して説明す
る。我々が既存の VC で着目した１つに銀行系 VC が持つ潤沢な資金がある。そこで新モデ
ルの LLP に、銀行の資金を供給することができれば、資金供給を含めた一切の VF への適
切な選別・教育指導が可能となる。それは、もう１つの着目したハンズオン型の経営手法に
ある。アメリカでは独立系 VC が VF に対して高いパフォーマンスを挙げているが、その独
立系 VC で多く採用している手法がハンズオン型である。ハンズオン型の導入によって、財
務などの書類から判断するだけでなく、
類から判断するだけでなく、VF の成長性や経営者の人格など数値化されないデ
ータを考慮して企業の選別を行うことが出来る。また資金供給では、各ステージで VF から
の資金需要に効率の良く対応することが望める。そこで、新モデルの LLP にもハンズオン
型の経営手法を取り入れることで高いパフォーマンスの向上を図る。しかし、手法が最適で
あっても資金力がなくては VF の支援を行うことができない。そこで、先ほどの潤沢な資金
を持つ銀行が銀行系 VC への出資ではなく、
LLP へ投資させるように誘導する手法を採る。
銀行が LLP を選択するためには、
を選択するために
銀行系 VC よりも LLP に投資するのがより高いリターン
が見込めることを提示することが条件となる。これは４章のモデル分析で詳しく述べる。こ
の銀行の潤沢な資金力と高いパフォーマンスを得られるハンズオン型の経営手法を新モデ
ルの LLP に活用することで、VF
に活用することで、
に高い成長環境を提供することが出来ると予想される。
次に、銀行・LLP・VC の全てにリスクを負わせる方法である。その方法は、銀行・LLP
の全てにリスクを負わせる方法である。その方法は、銀行・
共に VC に投資させるという方法である。図 a にリスクの負担方法を詳しく図表した。

ここでの問題は、銀行と異なり、
ここでの問題は、銀行と異なり、VC
の指揮・教育に当たる LLP の構成員である個人、
又は一定人数でどのようにして投資金を得るかである。LLP の構成である誰しもが個人投
又は一定人数でどのようにして投資金を得るかである。
資家になり得るだけの潤沢な資金があるわけではない。
そこで投資に必要な資金を出来るだ
け低金利で銀行から投資してもらう必要がある。
ここで現金での直接投資という方法をここ
で選択した理由は、VC がこの段階ではまだ株式を公開していないので、株を買うなどの方
法で投資をし、リスクを負うという方法が使えないからである。次に LLP 構成員に貸し出
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す金額であるが、これは個人の収入・仕事の大きさ、そこから得られるであろう報酬に大き
く依存する。
これにより銀行には多額の投資というリスクを課す。ここで注意したいのは、銀行は経営
陣の一員になって LLP の仕事の方針を指摘するのではなく、個々人がノルマをこなしてい
るかあくまで管理するだけであるという点である。次に LLP には、個人や一定の構成員に
VF に現金での直接投資させる事によりリスクを課し、仕事の結果によって自分の収入が大
きく変わる状況下に置く。この方法により、上限の資金・仕事期間が決まるので、構成員の
日々の仕事のノルマも決まり銀行の管理も可能にする。次に報酬に関しては、銀行は多額の
投資の上に仕事内容には関与しないという代わりに、VC の成功報酬に加え、LLP への貸し
付けの利子も得ることが出来るので二重の利益を得る事が出来る。加えて、仮にプロジェク
トが失敗した場合も、VC・LLP とリスクを分担しているので既存のシステムに比べ損益が
小さくなる。
（LLP にする事によって銀行が関与するインセンティブは低下するが、それは
以下のモデル分析で言及するチーム生産の形をとる事によって解決できるので、
結果として
従来のシステム以上のリターンを望める。）
次に LLP の報酬に関しては直接仕事の出来に依存する。仮にプロジェクトに失敗したと
しても、直接個人投資を行うのではなく銀行を通して投資を行う事により、分割で資金を返
す形になるのでリスクは小さくなる。LLP は言うまでもなく経営の指揮者に専念する事が
出来るので成功率が上がる。
このように、新システムは、銀行、LLP、VC の全てにリスクを負わせると同時に全てが
得られる利益を上げ、さらには、プロジェクトの成功率を上げられる上に、今までリスクも
ほとんど無く、
仕事の出来も良くない派遣銀行員といった無駄な人員の削減の出来る実用的
なシステムとなっている。
第 2 項 エンジェルネットワーク
VB における人材の問題に対し、いかにして有能な人材を確保いていくのかという点を、
LLP 制度とエンジェルネットワークを連携させることで解消する方法を述べていくことと
する。その後、人材の育成という問題に対し LLP 制度を活用することで解消する方法を述
べる。
先に述べた通り、エンジェルネットワークは、個々のエンジェル投資家を束ね、エンジェ
ル投資家個人では足りないスキル・情報・リソース、資金量等を補い合うことができる。こ
のネットワークを上手く活用することで、様々な情報の交換・共有が可能となり、資金繰り
が困難な起業家や VF に対して優良なエンジェル投資家を引き合わせることができる。その
ネットワーク内に、起業家経験者や VF 経営の経験者が加わり、彼らの持つ豊富な知識・経
験が生かされることで、エンジェル投資への参加者を広げることができ、エンジェル投資の
活性化が見込めると考える。
しかし、LLP 制度導入にあたって、LLP 経営者が不足しているという問題がある。その
ため、まずは LLP 内へ有能な人材を確保する必要がある。その際に、常日頃から投資や市
場に対して興味を持ち、
豊富な知識を有するエンジェルの情報網（エンジェルネットワーク）
が役立つと考える。そこで、我々は LLP とエンジェルネットワークを連携させ、エンジェ
ルが持つ豊富な知識の中から、優れた VF 経営者や VC、過去に起業経験のある人の情報を
LLP に提供することを提案する。その情報を基に、LLP 経営者としてふさわしい有能な人
材を確保することができる。これにより、有能な人材の確保という問題は解消できると考え
る。それに加え、エンジェルにとっては VB に対して安定感が持てることと、情報の非対称
性を解消することもできると考えている。
次に人材育成の問題に対し LLP を活用することで解消する方法を述べていく。優秀な
LLP 経営者を確保するだけでも LLP 制度は機能するものの、VB の活性化という目標を成
し遂げるには優秀な人材を多数輩出する必要がある。そこで、LLP 内での人材育成を行う
ことが有効な手段と考える。一般的に VF における人材育成は OJT を中心に行われてきた
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ものの、近年では減少傾向にある。それに代わり Off-JT や自己啓発などが増加傾向にある。
OJT が減少傾向にある理由は、指導者としての人材不足、あるいは人材育成を行うための
時間的・金銭的な余裕がないことなどが挙げられる。したがって、多くの VF では人材育成
に十分な時間を割けず、現場主体での OJT は困難な状況にあるため、Off-JT などの外部委
託に依存する傾向にある。
そこで我々は LLP 内で、確保した優秀な LLP 経営者による、実際の業務を通じた OJT
を提案する。LLP は指導者としての人材力、人材育成のための経済力の両方を持ち合わせ
ており、先に述べた OJT を行う際に問題となる、環境が整備されているため人材育成に有
効な手段と考えている。その育成される対象として、VC や既存の VF に所属している人か
ら、VF 経営者や起業家を目指す若者・中高年などあらゆる人に門戸は開かれている。その
際、育成される人材だけが一方的に増加しないよう、それと並行して、エンジェルネットワ
ークを活用した LLP 経営者の確保も積極的に行っていく必要がある。具体的な OJT につ
いて述べると、基本的にはグループ毎に業務を遂行していく。2～3 人の LLP 経営者の下に
数人の育成の人材が就くという形で 1 グループを形成する。そのグループが多数存在し、
それぞれの業務を遂行する形である。このような形での人材育成を考えている。そして何年
か経験を積み、認められることで、自ら起業家や VF 経営者としての道を歩むものもいれば、
LLP 経営者としてスカウトされ、自らが人材を育成する側に立つ者もいるだろ。また、こ
の LLP における人材育成が成功することで、社会における LLP の認知度が高まり、優秀
な人材や起業家を志す者が集まってくることを期待できる。
このような形で人材育成が循環
されていけば、VF 活性化へとつながり、ひいては日本経済の活性化につながっていくと考
えている。

第3節
節 提案モデルの分析
政策提言 新日本版ＬＬＰ制度を導入したモデル
本項では、銀行が VC ファンドに出資を行うよりも、我々が提案する LLP モデルの導入が
より成果を挙げられるとし、VF のようなハイリスク・ハイリターンにも積極的に融資を行
える条件を検証する。
ⅰ、LLP 制度を導入したモデル
まず、LLP 制度を導入したモデルを検証する。なお、モデルの条件は前述の条件と同じ条
件とする。ＬＬＰ制度は、銀行がほぼ全額出資を行っているが、内部自治原則により銀行と
LLP 構成員の間で柔軟に変更することが可能となっている。そこで出資者である銀行の取り
分はθ（０＜θ＜１）とし、LLP 構成員への取り分は１－θとする。以上を踏まえると、LLP
構成員がこの会社で働く条件は以下の式で表すことができる。
Pau｛(1－θ)πa｝＞ Ｗ
Pbu｛（1－θ）πb｝＞ Ｗ

（５）
（６）

設定されたθにもよるが、
（５）、
（６）の方が、
（１）
、
（２）よりも不等式の条件を満たし
やすい状況にある。
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また、この時の銀行のインセンティブは以下の式で表せる。
Paθπa－Pbθπb＝θ（Paπa－Pbπb）＜０
（７）
となるので、出資者である銀行は、常に VC にプロジェクト B を選んでもらいたいというイ
ンセンティブを持つようになることがわかる。
ただし、銀行が（４）にあたる既存のＶＣモデルではなく、ＬＬＰモデルを選択する条件
は、（４）、
（７）より
Pa(πa－Ｗa)＋Ｂ＜θPbπb
となる。上式変形すると
θ＞Pa(πa－Ｗa)＋Ｂ/Pbπb≡θ
となる。すなわちこのθは、銀行が LLP モデルを選択するための最低限となるθである。
これが、（５）、
（６）を満たす必要にあるためには
Pｂu{(１－θ)πb} ＞ Ｗ
となる。（７）式変形すると
．
θ＜１－１/πb×u－１（Ｗ/Pb）≡θ

（７）
（８）

．
．
θ＜θであるとき適切なθを選ぶことができる。これにより、θ＜α＜θのαの範囲おい
て、銀行と LLP 構成員はθを設定することが望ましい。しかしながら、銀行が受け取る私的
利得Ｂが大きい場合や、留保利得を表す u－１(Ｗ/Pb)が大きいとθ＞θとなりうるため、VC
の組織形態として LLP という形態を認めたとしても、依然として出資者である銀行は旧来型
の株式会社型の VC の組織形態を選択してしまい、そのため期待収益の少ないプロジェクト
A が選ばれてしまう。
政策提言 チーム生産のケース
上記のように、LLP という組織形態を導入したとしても出資者である銀行は LLP を用いた
VC を選択するインセンティブを持たない。そこでこの章では複数のプロジェクトのケース
について、経営者がチーム生産を行う状況を検証する。具体的には二人の経営者が行うとす
る。
プロジェクトＡを二つ行う場合、銀行が 2 単位の出資を行うと確率 P²a で 2πa の成果を
得る事が出来、2Pa(1－Pa)でπa の成果を得ることが出来、さらに(1－Pa)²で 0 の成果とな
る。一方、プロジェクト B を二つ行う場合銀行が 2 単位の出資を行うと確率 P²b で 2πb の
成果を得る事が出来、2Pb (1－Pb)でπa の成果を得ることが出来、さらに(1－Pb)²で 0 の
成果となる１。また、この時の 2 人の経営者の収益の取り分は均等に分割されるものとする。
銀行に 2 つのプロジェクトを LLP に任せるようにするには既存のシステムの 2Pa(πa－Wa)
＋2B である銀行の期待収益を、組織形態として LLP を用いかつ経営者がチーム生産をして
いる時の利得θ(P²b2πb＋2Pb(1－Pb)πb で得られる期待収益が越えている必要がある。
次に経営者がこの方法をとるには、
P²u(1－θ/2・2πb)＋2Pb(1－PB)u(1－θ/2・πb) ＞Ｗ
(9)
を超えている必要がある。
（9）を統合で満たすθをθ*とする
この時の(7)と(9)を比較すると
u{(1－θ)πb}－Pbu{(1－θ)πb}－2(1－Pb)u(1－θ/2・πb)
=(1－Pb){(1-θ)πB－2u(1－θ/2πb)}
１

単純化のため、プロジェクト A とプロジェクト B を一つずつ行うケースは考えていない。ただしこのケ
ースを考えたとしても導かれる結論は本質的には変わらない。
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となる。ここで右辺の中カッコの中は、u が凹関数になっているので負になる。
ゆえにθ*＞θである。これは、経営者のチーム生産が行う下で LLP という組織形態を用い
れば、既存の LLP システムより正しいθの値がとれるならばプロジェクトの数や関わる VB
の数に関わらず新システムの方が収益を取ることが出来ることを表している。このように、
この新システムが導入されることにより無駄な人材の介入を断ち切ることが出来、優秀な
LLP の人間に VF の指導教育を任せられるため、間違いなくプロジェクトの失敗率が
下がり将来優秀な人材を多く輩出することにもつながる。

第4節
節 政策提言に向けて
ここまで VB 市場の活性化のために資金と人材の効率的な運用システムについて論じ、
我々の提言する政策によって、資金調達の面に顕在した銀行系 VC のパフォーマンスの不活
性、ひいては VF の成長ステージにおける不適切な資金供給と、人材及びマネジメントの問
題を解消できるものとした。しかしこの提言のみでは効率的な資金・人材の運用システムと
しての効果を示すにはまだまだ不十分であると考える。よって補助案として
ⅰ）関連する法制度や税制の見直し
ⅱ）個人投資家に対する社会認知の改善策
ⅲ）現存の投資主体からの提案モデルへの移行促進案
を挙げる。
これらを包括的な視点から緊急性のあるものとして対策を採っていくことが求め
られるだろう。このような政策のようなマクロの視点と、一つの企業から生み出される経済
への大きな影響力というミクロの視点があわさって、始めて日本経済の新陳代謝が進み、再
び高成長期へと移行することができるであろう。
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