
4
月
刊資本市場　2017．６（No. 382）

■はじめに

　日本において1990年代の後半から本格的に

始まった日本の若手起業家及びベンチャーの

台頭という動きは、2000年末からの米国での

インターネットバブルの崩壊の影響を多少は

受けたとはいえ、その後の2000年代前半にお

いてもかなりの盛り上がりを見せた。

　しかし、2000年代央以降のホリエモン事件

を始めとしたベンチャー企業の幾つかの不祥

事、それに伴う投資家のベンチャーへの不信

感の高まり、そして2008年秋のリーマンショ

ックによる世界的な金融危機によって、日本

のベンチャーコミュニティ（注１）は大きく冷

え込んでしまった。例えば、IPO（新規株式

公開）社数について見ると、直近のピーク

2006年は年間188社がIPOしたが、その後は

減少に転じ、2009年は僅か19社と激しく落ち

込んでしまった。
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　IPO社数の減少はVC（ベンチャーキャピ

タル）投資の出口＝資金回収の困難性に繋が

るが故にVC投資、VCファンド組成にも大き

く影響する。ちなみにまず日本のVC投資に

ついてみると、直近のピークだった2006年度

の年間投資額2,790億円は2009年度には875億

円に落ち込んだ。またVCファンドの組成状

況は、組成金額での直近のピーク、2005年度

の年間2,816億円（70本）が2009年度には474

億円（15本）に減少している（注２）。

　リーマンショックの影響は特に大きく、リ

ーマンショックを契機にVC投資活動をやめ

てしまった、かなり有力な日本のVCも幾つ

か出てしまった。

　このように、2000年代後半に冷え込んだ日

本のベンチャーコミュニティも、2010年頃か

ら回復に向っている。その動きはかなり活発

で、しかも新しい動きも出てきている。

　本稿は、そうした最近のベンチャーコミュ

ニティの動向を踏まえながら、まず歴史的な

観点に立った上での日本のベンチャーの発展

を概観し、2010年頃からの回復状況、質的変

容、さらには残された幾つかの課題などにつ

いて筆者なりの考え方を述べてみたい。

■１．本格開花する日本のベン
チャーコミュニティ

１−１�　日本におけるベンチャー創出

の発展段階

　「ベンチャー」とは何か。この問いに対す

る正解はないと思うが、外形的に言えば、「今

まで世の中になかったような革新的

（innovative）な事業を展開する中小企業」、

「革新的なその事業が世の中に上手く受け入

れられれば急成長する中小企業」、「しかし、

市場に受け入れられる確率はかなり低いため

ハイリスクである中小企業」、「そしてリスク

に果敢に挑戦し、使命感を以て経営にあたる

起業家によって率いられている中小企業」、

などとなるであろう（注３）。

　「ベンチャー」の外形的な特徴を挙げると

すると上に述べたような諸点だと思うが、こ

こで特に強調しておきたい点は、「ベンチャ

ー」とは、歴史的な産物だという点である。

つまり、ベンチャーという、一般的な中小企

業（注４）とは内容を異にする上記のような特

徴を有した新規創業企業はある時代背景の中

で数多く出現、簇生する存在だという点であ

る。

　よくソニーは「ベンチャー」か、ホンダは

「ベンチャー」か、といったことが議論される。

筆者の答えはともに「否」である。何故なら

ソニーもホンダも誕生は1940年代後半であ

り、「ベンチャー」が簇生する時代ではなか

ったからである。ソニーもホンダもいつの時

代においても幾つか生まれてくる「イノベー

ター」の中の１社ではあっても、特別な時代

に簇生する「ベンチャー」と呼ばれる中小企

業群の中の１社ではない。

　「ベンチャー」とは最近の用語で言えば「ポ

スト産業資本主義の時代」、少し前の用語で
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言えば「脱工業化の時代」（注５）に数多く生

まれてくる中小企業なのだ。

　「ポスト産業資本主義の時代」、「脱工業化

の時代」とは、規模の経済を働かせて大量生

産・大量販売によって組織的に経済的支配力

を拡大した「産業資本主義の時代」ないしは

「工業化の時代」の次に来る時代で、組織で

はなく個人の技術やアイデアによって新しい

事業や産業を生み出していくことで成長する

時代といえよう。世界における多くの経済先

進国は現在そうした時代に突入していると言

ってよかろう。日本においては1990年代後半

に本格的にそうした時代を迎えたと見られ

る。

　ベンチャーについては、一般的には過去何

回かベンチャーブームと称せられる時期があ

ったと言われる。第一次ベンチャーブームが

1970年代前半、第２次が1980年代前半、そし

て第３次が1990年代後半、加えて2010年以降、

つまり現状が第４次ベンチャーブームだとい

うわけである。筆者はこの見解には異論があ

る。

　確かに、第１次と第２次についてはブーム、

一過性の現象と言ってよかったのかも知れな

い。何故なら、1980年代までの日本経済は、

1970年頃までの重化学工業、続く1990年頃ま

では自動車とエレクトロニクス産業を中心と

するマスプロ・マスセールスによる競争力を

武器に大規模企業＝大企業が経済的な支配力

を有した時代だったからである。しかし、

1990年代以降経済構造は大きく変わり始め

た。マスプロ・マスセールスの強みが薄れ「ポ

スト産業資本主義の時代」に移り始めたのだ。

つまり、1990年代以降の日本経済はベンチャ

ーが蔟生してもおかしくない時代に入ったの

である。従って、1990年代以降の俗に語られ

る第３次及び第４次ベンチャーブームは決し

て一過性のブームとは言えない。言うべきで

はない。その意味で、1990年代後半以降を以

て、日本も本格的なベンチャーの時代＝起業

家の時代を迎えたと言ってよいように思う。

１−２　新興株式市場創設のインパクト

　上記のように、日本では1990年代後半以降

ベンチャーが台頭する経済的な諸条件、イン

フラが欧米並みに整ったと言ってよい。その

中でも1999年創設のマザーズを始めとする新

興株式市場の創設のインパクトは大きかっ

た。

　ご存知のようにベンチャーは革新的な、今

まで世の中になかったようなビジネスを展開

するわけであるから、創業後短期間の内に大

きな投資を行ってフォロアーに対して逸早く

高い参入障壁を築く必要がある。要は、ベン

チャーは創業時に大きな先行投資をしなけれ

ばならないケースが多いのだ。

　しかし、ベンチャーは一方で革新的な事業

を展開するが故に情報の非対称性が大きい。

そのため、ベンチャーに必要な先行投資のた

めの外部資金調達は一般的に言って難しくな

る。逆に言えば、ベンチャーを輩出し育成す

るためには、大きなリスクを了解した上で提
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供されるリスクマネー（注６）と言われる特別

な資金が必要になる。

　VC資金は一般的には10年期限のファンド

の形で集められ未上場のベンチャーに投資さ

れる。ベンチャーへの投資回収は通常投資先

ベンチャーの上場を待って、株式市場で株式

を売却して行われる。従って、株式市場への

上場基準が厳しく、会社設立から上場までの

時間が20〜30年となると、創業後数年の時点

でのファンドからのVC投資は難しくなる。

資金回収が出来なくなるからである。

　2000年近くまでの日本の株式市場は上場基

準が厳しく、創業から上場までの期間が平均

して20〜30年かかっていた。そのため、日本

においてVCは既に存在してはいたものの、

投資対象はもっぱらベンチャーのレータース

テージにおいて行われ、本来ベンチャーが外

部資金として必要な先行投資が行われる創業

後早い段階での投資はほとんどなかった。

　それが1999年の東京証券取引所のマザー

ズ、2000年大阪証券取引所のナスダックジャ

パン（その後のヘラクレス）など相次いで上

場基準の緩和された新興株式市場が新設され

た結果、一気に創業から上場までの期間が平

均10年前後に縮まり、ベンチャーの創業後数

年のシード・アーリーステージ（注７）での

VC投資が行われるようになった。

　こうして1990年代後半以降、ベンチャー輩

出・育成のための制度的な条件も整備され、

本格的に日本でベンチャーが蔟生する時代を

迎えたのである。

■２．VC投資の動向

２−１　回復に向かうVC投資

　「はじめに」で述べたように、VC投資は

2006年の直近のピーク以降2009年のボトム年

にかけて大きく落ち込んだ。しかし、その後

（図表１）年間VC投資額と投資社数
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は図表１に見るように回復に向かっている。

　国内投資額だけについて見ると、2011年度

が505億円、2012年度495億円、2013年度718

億円、2014年度740億円、2015年度874億円と

なっており、2012年度を底に回復に向かって

いることが分かる。2015年度は前年比18％増

とかなり大きな増加となっている。

　VECの統計がまだ公表されていないので

不確かではあるが、有力VCに聞くと2016年

度についても年間投資額はかなり増えている

模様である。

　投資社数について見ると投資金額が一時の

低迷期から増加しているのに対して、ここ数

年大きな増加は見られない。投資社数の直近

のピークは投資金額と同様2006年度の2,774

社であるが、その後は急減し2009年には

1,000社を割り込んだ。その後は1,000社前後

で横這っている。

　その結果、ベンチャー企業１社当たりの投

資額は徐々に拡大している。データ的には投

資金額や投資社数に国外分も含まれるため明

確には言えないが、大手VCはこれまでと異

なり、厳選したベンチャーにかなり大きな金

額の投資を実行すること（その結果、かなり

の株主シェアを獲得）を戦略として採用して

いるようであり平均投資額の拡大は頷けると

ころでもある。

２−２　VCファンド組成も増加

　VCファンドの組成状況も2009年前後に激

しく落ち込み、2010年には年間13本のVCフ

ァンドしか組成されなかった。しかし、その

後は図表２に見るように回復に向かってお

り、組成金額は2015年には年間2,000億円に

近付いている。2016年については、データが

出てはいないが、大手VCがかなり金額的に

大きなVCファンドを組成したこともあり、

少なくとも組成金額においては2015年を上回

（図表２）VCファンド組成金額と組成数
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ったものと推測される。

　2009年前後、出資者の出資意欲が衰え、

VCファンド組成が非常に難しかった時期か

らみると現状はかなり改善されたと言ってよ

かろう。とはいえ、日本のVCファンド１本

当たりの金額は最近でも平均40億円前後であ

り、米国の平均100億円程度から見ると依然

かなり小規模であることは変わらない。

２−３�　IT中心にシード・アーリース

テージ投資が拡大

　回復基調にあるVC投資の投資先業種を見

ると、近年ではIT関連業種のベンチャーへ

の投資が過半を占めている。VEC調査によ

ると、金額ベースの2015年度で58％、件数ベ

ースでも56％を占めている。国内投資だけに

絞ってみても52％はIT関連業種のベンチャ

ーへの投資となっている。

　国内のVC投資先ベンチャーの業種につい

てIT関連に次いで多いのがバイオ／医療／

ヘルスケア関連で、VEC統計で金額比率を

みると約20％となっている。次いで工業／エ

ネルギー／その他産業となっている。

　投資先ベンチャーの投資ステージを見る

と、最近はベンチャーの創業後あまり時間の

経っていないシード／アーリーステージへの

投資が大きな比率を占めている（注８）。VEC

調査でステージ別投資比率を件数ベースで見

てみると、シード／アーリーステージが67％

と３分の２を占めている。それも2015年度を

2011年度の48％と比較すると大きく比率を上

げており、投資ステージの早期化が強まって

いることが分かる。

　これは、VC間の競争が激しくなっている

ことと同時に、日本でも米国のYコンビネー

ターや500スタートアップスのようなシード

アクセラレーターと称せられるベンチャーの

創業期ないしは創業前の時期に少額の投資を

行うようなVCが出てきていること、加えて、

将来有望な起業家、ベンチャーを早い段階で

見つけ出し起業家と共にその事業を一緒にな

って育てていこうとするVC側の戦略転換を

反映しているとも考えられる。

■３．ベンチャーコミュニティ
の質的変容

３−１�　ミレニアル世代の起業家、キ

ャピタリストの台頭

　ベンチャーコミュニティは2000年代末の低

迷から脱しつつあると同時に、質的な変容も

見せている。

　その一つが本格的なベンチャーの時代を迎

えて、起業家並びにベンチャーキャピタリス

トにおいて新しい考え方や価値観を有した若

手が台頭していることである。

　既に述べたように、若手起業家の登場は

1990年代後半から始まっていると言ってよ

い。しかし既に触れたように、2000年代半ば

までの若手起業家の中には少しお行儀の悪い

起業家も含まれていた。しかし、ベンチャー

の不祥事による社会のベンチャー及びベンチ
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ャー起業家への不信感、それに続くリーマン

ショックによる大きなベンチャーコミュニテ

ィの冷え込みを経た2010年頃以降において

は、2000年代半ばまでのベンチャー起業家と

は質的に異なった起業家が台頭しているよう

に思われる。年齢的には20代から30代、所謂

ミレニアル世代（注９）と言ってよい。

　10年前の1990年代後半以降の起業家と質的

に何が違うのか、簡単に言えば、彼らは社会

の不信感を買い、社会から叩かれた起業家の

行動を見てきたこともあって、よく考えた上

で計画的に起業に踏み切っている起業家が多

く、新しい事業の確立に向けて使命感をもっ

て取り組んでいる起業家が多いことであろ

う。加えて、彼らはベンチャーの経営やファ

イナンスについてよく勉強しており、高学歴

でかなり幅広いネットワークも持っている。

　ただ、彼らが手掛けようとしている事業領

域は、IT分野に相当偏っている。中には技

術系、モノ作り系のベンチャーもなくはない

が少ない。

　加えて、ベンチャーキャピタリストにおい

ても新しい世代、若手が台頭している。キャ

ピタリストはかなり経験と信用がモノを言う

仕事であり、経験の浅い若手が一人前のキャ

ピタリストとして投資を行うのは本来的には

難しい。特に、投資資金の調達面＝ファンド

募集の面でハードルが高い。

　しかし、リーマンショック以降、先輩の独

立系キャピタリストからファンド資金を一部

分けてもらったり、IPOしたベンチャーの起

業家に出資してもらったりすることで、少額

ではあるがファンドを組成しVC投資をはじ

めたキャピタリストも出てきている。その意

味では、日本のVC業界においても従来の金

融機関系の系列VCに代わって独立系VCが増

加している。

　それらのVCの多くは投資資金規模や資金

回収までの時間が短い（裏返せば投資先ベン

チャーの収益化が早いということでもある）

ことから、IT関連のベンチャーにシード・

アーリーステージで投資をしている。そのた

めもあるのか、小さいながらもかなりのファ

ンド・パフォーマンスを上げ、次のファンド

レイズに成功しているVCも多いようだ。

３−２�　大企業家のベンチャーへの接

近とCVCの再登場

　ベンチャーコミュニティないしはVC投資

における最近の質的変化の二つめは、日本の

大企業が明らかにベンチャーに接近しつつあ

ることである。そしてそれに伴ってCVC

（Corporate Venture Capital）と称される大

企業の子会社VCが増えていることである。

　CVCについては、2000年前後に主として

NEC、富士通などエレクトロニクス業界の

大企業がCVCを相次いで設立し投資を始め

た時期があった。その当時のCVC設立の主

たる目的も今回と同様新事業開発にあったよ

うに記憶するが、大企業側のベンチャー投資

のノウハウ不足やベンチャーとの文化的温度

差（注10）など理由は様々だが、結果的に成果
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を上げたCVCはほとんどなかった。

　その意味では日本では２回目のCVC設立

ラッシュと言っていい状況となっている。今

回も最初はITや通信企業がCVCを設立する

ケースが多かったが、その後は放送会社など

のメディア企業や製造業、サービス業など幅

広い業界に広がっている。

　加えて今回の場合は、大企業側の本気度が

前回とはかなり違うように感じる。今回も

CVC設立の目的は、投資活動そのもので収

益を上げようというということではなく、や

はり大企業が新事業開発に行き詰っている中

で、CVCから投資したベンチャーを場合に

よっては大企業に取り込むことや、投資先ベ

ンチャー自体を子会社、新規事業としていく

ことなどにあると思われる。ただし、大企業

はグローバルな競争が一段と激化する中で、

2000年当時とは比べ物にならないくらい新規

事業開発が喫緊の課題となっていると言って

よい。

　先日、トーマツベンチャーサポートと野村

證券が幹事役となって開いている「モーニン

グピッチ」というイベントに参加した。この

イベントはベンチャーの資金調達や事業上の

マッチングを目的にした会で、毎週木曜日朝

７時から１時間半程度行われている。会はベ

ンチャー数社が簡単に自社説明を行い、その

後15分くらい質疑応答、という形で進められ

る。参加してみて驚いたのは参加者が100名

以上もいたこと（会場は満席だった）と、参

加名簿を見ると大企業の新規事業開発関係の

人たちが大半を占めていたことである。彼ら

は、７時という早朝からこの会に参加し、新

規事業開発に繋がるベンチャーを探し出して

いる。

　こうした事例と先のCVC設立が様々な業

界に広がっていることを目にすると、今まで

日本では大きな溝が存在した大企業とベンチ

（図表３）IPO社数
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ャーとの関係は、大企業側からベンチャーに

接近する形で急速に縮まってきているように

思われる。

３−３�　VC投資の出口としてのIPOと

M&A

　VC投資に関係して、IPO（Initial Public 

Offering＝新規株式公開）は投資資金の回収

手段、投資の出口として重要な意味を持って

いる。

　日本でのIPOは2000年代後半から末にかけ

て大きく落ち込んだことを先に述べたが、そ

の後の動きも含めたIPOの動向は図表３に見

る通りである。

　2009年に年間19社まで減少した日本のIPO

社数は、その後は回復に転じ、2015年には年

間92社、2016年は若干減少したが、それでも

83社と高水準を維持している。

　東証マザーズ市場など新興株式市場への

IPO社数も2009年の年間13社から回復。2015

年には76社、2016年は68社と大きく増加して

いる。

　とはいえ、図表に見るように、最近のIPO

社数は、全市場、新興市場共に直近のピーク

であった2006年の数値、全市場で188社、新

興市場で155社と比較すると、依然50％以下

であることが分かる。つまり、IPO数は増え

てはいるがその水準は従来と比較すると低い

状況に留まっているのである。

　これには証券取引所・上場市場側の要因、

すなわち上場審査のキャパシティの問題があ

るとも言われているが、同時に、最近の

J-SOXによる上場会社への内部統制制度の適

用やガバナンス規制の強化といった制度的な

問題も関係し、上場することの意義ないしは

魅力が薄れているからとも考えられる。

　また、VC投資に限って言うと、IPOに代

わる資金回収手段、出口として日本でも

M&Aがかなり意味を持ってきたことも関係

しているように思う。

　日本では従来VC投資の出口として第一に

IPOを考えるのが一般的であった。しかし、

最近ではそれが変わりつつある。それは、日

本でも米国と同様にVC投資に優先株式を利

用するケースが増えていることと関連してい

る。優先株式を利用し、かつ投資時の投資契

約にみなし清算条項を設ければ、M&Aの場

合にも会社の清算・解散と同じくVCに有利

な条件による残余財産分配が受けられること

になる。つまりそれはIPOだけでなくM&A

においてもVCがかなりの利益を確保するこ

とが出来ることを意味する。

　加えて、前述した大企業のベンチャーへの

接近は、VCにとって資金回収の手段として

M&Aを考えた場合、売り先の拡大に繋がる。

２年前にM&Aの件数調査を始めたVEC調査

ではそのトレンドを明確には把握は出来ない

が、恐らく今後は確実にVC投資における出

口としてのM&Aは増加していくものと思わ

れる。

　株式を公開し株式市場に上場することの最

大の意義は、それによって資金調達力が強化
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されることにある。しかし、最近では未上場

の段階でかなりの額の資金調達に成功してい

る企業が出てきている。それが「ユニコーン」
（注11）と呼ばれる企業である。現在世界で

200社近くあるとされ、中でも米国の配車サ

ービスのUberや民泊サービスのAirbnbは、

様々なファンドなどから1,000億円以上の資

金調達に成功している。

　こうした「ユニコーン」はバブルに過ぎな

いという見方もあり、先々どうなるかは分か

らないが、「ユニコーン」の出現が常態化す

るならば、少なくとも上場の意義はかなり薄

れると言わざるを得ない。

■４．残された幾つかの課題

４−１　リスクマネーの拡大

　上記のように、日本のベンチャーコミュニ

ティは1990年代末から本格的に開花する時代

に突入したと言ってよい。さらに2000年代後

半の厳しい時代も潜り抜け、2010年代に入る

と前節で指摘したような新しい動きも出始め

ている。

　とはいえ、幾つかの課題も残されている。

　その一つがベンチャーに提供されるリスク

マネーの金額規模の問題である。

　先に見たように、VCというベンチャーに

提供されるリスクマネーは2000年代末以降確

実に増えている。とはいえ、その額は1,000

億円〜2,000億円程度であり、有力上場大企

業１社の設備投資ないしは研究開発投資より

少ない。

　世界的に見てもその劣位は明らかである。

米国の2015年の年間VC投資額は約６兆円、

２位になった中国については４兆円弱と見ら

れる（注12）。こうして見ると日本のリスクマ

ネーの代表格であるVC資金量は圧倒的に少

ない。

　ご存知のように米国でのVCの発展は、

1980年前後の年金基金の運用規制の緩和な

ど、制度的な変更によるところが大きい 
（注13）。その規制緩和が折からのPCやバイオ、

モバイルといった新しい技術領域でのベンチ

ャーの輩出と相俟って米国でのVC投資の拡

大に繋がったわけである。

　日本でも同様のことを期待したい。残念な

がら日本では規制が厳しく公的年金のVCフ

ァンドでの運用は認められていない。企業年

金については大丈夫だが現実にVCファンド

に流れてくる企業年金は現在ほとんどない。

こうした状態については、日本のVCファン

ドのベンチマークが明確でないことや、そも

そもVCファンドの運用成績が余りよくない

ことなど、VC側の問題も存在する。

　今後、年金基金及びVCサイド、双方の努

力によって、年金として蓄えられた資金や更

には郵貯資金のVCファンドへの活用を期待

したい。

　とはいえ、ただ単に投資資金量が増えるだ

けだとバブルを生むだけである。当然投資先

ベンチャーの数とバランスをとる必要があ

る。しかし、VC投資のための資金量が増え
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ればベンチャー起業家に刺激を与えることは

出来る。現状、IoTのみならず、AI、ロボッ

ト、ビッグデータ、フィンテック、バイオ・

ヘルスケアといった多くの新技術分野で新し

いビジネスを構想する素地は広がっており、

VC投資資金の拡大は潜在的な起業家を掘り

起こすことになるようにも思う。

４−２�　ベンチャーキャピタリストの

育成

　大きな二つめの課題は、ベンチャーキャピ

タリストの養成の問題である。

　先述したように、2010年以降確かに若手の

キャピタリストが増えていることは確かであ

る。加えて、ベンチャーキャピタリストを目

指している若者も増えているようだ。彼らの

ベンチャーキャピタリストとしての能力もか

なり向上していると言ってよかろう。

　しかし、絶対数で見て日本のキャピタリス

トの数は依然少ない。というか、数が少ない

が故にVC、キャピタリストの世間での認知

度・理解度は低いのではないか。

　勿論、キャピタリストの頭数だけ増やして

も意味はない。彼らが一人前になるにはどう

してもかなりの経験、時間が必要になる。本

来的にはファンド募集から自身で係り、投資

案件を発掘、そしてデューディリジェンス、

投資条件の設定、そして投資実行、その後は

起業家と一緒になって経営課題を解決してよ

うやく出口に辿り着くまで、すなわち一連の

投資プロセスを何件か通して経験する必要が

ある。つまりキャピタリストの育成は一朝一

夕には出来ないとも言えるが、少なくとも業

界としては、ベンチャーキャピタリストとい

う仕事の内容や意義、やりがいや面白さを広

く社会に知らしめ、多くの業界からキャピタ

リストを目指す人材を増やしていく努力が求

められよう。

　加えて、日本のベンチャーキャピタリスト

の経済的処遇についても情報をもっと正確に

出してもいいのではないか。勿論、経済的な

処遇の開示には色々と差し障りのあることも

あるであろうが、業界に人材を呼び込むため

には必要と言えよう。

４−３　グローバルベンチャーへの期待

　最後の三つ目の課題は、日本のベンチャー

で残念ながらグローバルに活躍するベンチャ

ーがまだほとんどないことである。ソフトバ

ンクは確かに米国や中国などで企業買収によ

ってグループとしてグローバルな活躍を見せ

てはいるが、1981年創業で既に40年近い社歴

を持っている企業である。世界で活躍するも

っと新しいベンチャーが見当たらない。

　先ほど「ユニコーン」の話をしたが、200

社近くに上っている「ユニコーン」中に日本

企業で入っているのはフリマアプリで成長し

ているメルカリ１社のみである。メルカリは

既に120億円以上の資金調達を行い、現在米

国でも順調に事業を進展させていると聞く。

別に「ユニコーン」である必要はないが、メ

ルカリに続く数多くのグローバルベンチャー
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を日本から生みだすことが三つ目の課題と言

える。というより、この三つ目の課題は筆者

の願いでもある。そういったベンチャーが日

本から数多く生まれることで長期にわたる停

滞を突破し、新しい日本経済を作り出してほ

しい。

（注１）  ベンチャーの起業家、ベンチャーに関連する

VCなどのリスクマネー供給者、VC投資の出口で

もある株式市場、証券取引所、ベンチャーに関与

する公認会計士、弁護士などベンチャーを取り巻

く関係者、関係分野を総称してベンチャーコミュ

ニティと呼んでいる。
（注２）  VC投資額や組成状況などについては後に詳述

する。
（注３）  日本のベンチャーについての最初の本格的学

術書である清成忠男／中村秀一郎／平尾光司『ベ

ンチャー・ビジネス』日本経済新聞社、1971、を

参照。
（注４）  生業家業的な中小企業、ないしは主として内

部資金によってスローテンポで成長する中小企業

のこと。
（注５）  この言葉も清成／中村／平尾の前掲書に詳し

い。
（注６）  ベンチャーに対してはVCとエンジェル資金と

呼ばれる個人投資家の資金が２大リスクマネーで

ある。
（注７）  一般的にベンチャーの投資ステージは、シー

ドステージ：事業ないしは会社組織がまだ完全に

は立ち上がっておらず、研究開発を継続している

段階、アーリーステージ：製品開発及び初期マー

ケティング活動を始めた段階、エクスパンション

ステージ：生産販売を実施し、業績が伸長してい

く段階、レーターステージ：持続的なキャッシュ

フローがあり、IPOが目途に立つ段階、に分けられ

る。
（注８）  最近では起業家が事業構想を考えている時期

からキャピタリストが関与し、あたかも共同経営

者のような立場で投資を行うようなケースも出て

きている。
（注９）  2000年当時に20歳以下であった人達をミレニ

アル世代と呼ぶ。従って、その人たちは現在20歳

弱から30代後半の年齢になっている。
（注10）  最近あるベンチャーと大企業の提携斡旋を業

とする人に聞いた話では、最近でもまだ大企業側

はベンチャーを下に見る傾向があり、それにベン

チャー側が反発する結果、提携が上手くいかない

ことが多いという。
（注11）  時価総額が10億ドル以上（日本円で1,000億円

以上）のベンチャーを指す。CBinsightsのネット情

報によると2017年５月12日現在で194社に上る。
（注12）  NVCA（National Venture Capital Association

＝全米ベンチャーキャピタル協会）が毎年出して

いる“NVCA YEARBOOK 2016”を見ると、年間

投資額は2015年で5,907億ドル、１ドル百円換算で

約６兆円、中国については正確なところは分から

ないが、Bloombergのネット情報などによると2015

年で370億ドル、日本円で約４兆円近くまで拡大し

ている模様。
（注13）  1980年前後に従業員退職年金法（ERISA）の

一部改正によって運用規制を緩和し、さらにはセ

ーフ・ハーバー・ルールを制定することでVCが年

金運用受託者でないことを明確化、それによって

年金運用受託者に課せられる規制とリスクを軽減

したこと、さらには２度に亘るキャピタルゲイン

課税の軽減で年金基金がVCファンドに多量に流入

してきたことが大きな背景と考えられる。小野正

人『起業家と投資家の軌跡』中央経済社、2013、

第９章に詳しい。
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