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第四次産業革命に向けたリスクマネー供給に関する中間論点整理（案） 

平成 29年 11月 8日 

 

１. 第四次産業革命による変化 

（１）産業構造の変化 

第四次産業革命によって、今までは対応しきれなかった社会的・構造的

課題、すなわち顧客の真のニーズへの対応が可能となり、世界の課題解決や

より豊かな社会の実現に繋がることが期待されている。世界のデータ量及び

ハードウェアの処理性能の指数関数的向上、AI 技術の非連続的な発展によ

り、世界ではデータの利活用による情報制約・物理制約等の克服が進んでお

り、こうした世界の変化のスピードは一層加速化している。 

第四次産業革命技術の社会実装が進むにつれ、業種の壁が限りなく低く

なり、同業同士の再編に加え、全く別の産業も飲み込み新たなサービスプラ

ットフォームを創出する再編が拡大する可能性がある。バリューチェーンの

上流・下流におけるプラットフォーマーが経済に対する影響を高め、大きな

付加価値を取っていく可能性があり、また、多様な事業主体は、そうしたプ

ラットフォーマーとの連携を通じた成長を目指すことも可能となると考え

られる。こうした動きがグローバルかつ迅速に進展していく一方で、そのよ

うな対応に遅れる事業主体は、企業価値の低下を余儀なくされるため、日本

経済が変化に対応し、競争力を強化していくためには、参入・撤退を促す新

たな新陳代謝システムが必要不可欠となっていく。 

（２）第四次産業革命に向けたリスクマネーの必要性 

第四次産業革命においては技術革新や顧客・市場ニーズの変化が加速し

ており、製品のライフサイクルは短くなっており、大規模な投資を決断、

実施する経営判断が求められるとともに、それを支えるリスクマネーが必

要となっている。実際に、グローバル展開のための大規模マーケティング

投資や巨額の先行開発投資を長期にわたって継続する必要があるリアル・

テック系等の「ユニコーン」と呼ばれるメガベンチャーにおいては、未上

場状態で数百億円単位のペイシェント・リスクマネーを獲得している。 

また、第四次産業革命を牽引するプラットフォーマーは、本業から得ら
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れる潤沢な原資を背景に、研究開発や人材への大規模投資や、テクノロジ

ー系ベンチャーに対する M&A を活発化させ、更なる成長に向けた投資を行

い、企業価値を高めている。こうした企業はグローバルに戦える規模で上

場し、さらに企業価値を高めることで世界の機関投資家等の信任を得て、

長期的な成長資金を確保している。 

この点、主要取引所の株式時価総額を比較すると、米国は大規模かつ成

長しているのに対し、日本は規模が拡大しておらず、上場後に大きく成長

できている企業も少ない。また、米国等では、飛躍的に成長した企業が時

価総額上位企業のランキングを塗り替えているのに対し、日本の上位 10社

は入れ替えが少なく、時価総額も横ばい。加えて、日本企業の PBR の中央

値は 1 倍以下で、国際的に見ても低水準であり、日本企業が生み出す価値

に対する投資家からの期待が低いと言える。 

 日本では、百億円単位のユニコーン、グロースファイナンスが少ないの

ではないか。 

 

２. 世界のリスクマネー供給と我が国の課題 

（１）世界の資金需給のマクロ動向の現状と課題 

世界的に低金利状況が進行しており、資金調達が容易になっているもの

の、貯蓄率の低下傾向が見られており、中長期には世界的な投資需要は拡

大が見込まれるため、今後の資金需給の見通しは不透明。また、世界の平

均株式保有年数は減少傾向が見られる。 

グローバルな資金の流れを見ると、年金基金や保険、財団等の機関投資

家によって莫大かつ長期の資金が供給されている。従来型の金融資産（株

式・債権等）への投資に加え、PEや VC、インフラ等オルタナティブ資産へ

の資金流入も拡大傾向にある。 

近年、世界各国でソブリンウェルスファンド（SWF）がグローバル・プラ

ットフォーマー、ユニコーンベンチャー等への出資において、株主として

存在感を示しつつある。SWFのアセットアロケーションは、現金・債券の比

率が下がり、プライベート・マーケットへの投資比率が高まっている。ま

た、世界ではクラウドファンディングや ICO（initial coin offering）と

いった新たな資金調達手段も急拡大している。 
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日本における資金循環構造を見ると、家計資産は１,８００兆円を超える

ものの、現預金比率が高く、銀行による間接金融が圧倒的に多く、欧米と

比較して保険・年金基金、投資信託、ファンド等によるリスクマネー供給

が少ない。こうした中、相対的にエクイティ資金として政府系ファンドが

一定の存在感を示している。 

 金融機関に預けられた個人資産を有効活用していくことが必要なので

はないか。 

 メインバンクによるガバナンスに代わる仕組みとして、資本市場による

ガバナンスを機能させていくことが必要なのではないか。 

 また、海外からの海外の投資家から見て、日本は低成長・高齢社会であ

り、高いリターンを期待できないと思われてきたものの、ここ数年につ

いてはリターンの期待できる投資案件が出てきていることから、海外投

資家からの資金が集まりつつある。こうした機会をうまく活用し、いか

にレバレッジを効かせて大きな動きにつなげていくかが重要になって

いるのではないか。 

 

（２）官民ファンドの在り方 

 経済システムがグローバル化している中で、必ずしも投資対象を日本に

限定しないことが必要なのではないか。 

 国内プレーヤーを伴わない海外企業への投資については、海外の新しい

技術やビジネスモデル等による成長を将来の国内企業との連携を通じ

て国内に取り込むという観点から、積極的に取り組むことが必要か。 

 官民ファンドは前例のない先進的な事例創出に取り組むべきであり、こ

れにより民間が進出できるようになるため、リターンを得るということ

のみならず、失敗事例も含めた分析等を行うことが重要なのではないか。 

 ファンド人材が不足している。官民ファンドのガバナンスを強化すると

ともに、ファンド人材のポートフォリオ管理など行うべきではないか。 

 海外資金の呼び込みなどの観点から、海外の SWF、PEファンド等との連

携強化が必要なのではないか。 
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 官民ファンドで注力すべき民業補完となる投資対象領域の特定など、投

資戦略の策定・調査の機能を持ったチームを持つことが重要なのではな

いか。 

 

（３）地域におけるリスクマネー供給 

地銀におけるファンド出資残高は近年増加傾向。日本の産業金融は、銀

行による資金供給量が大きく、PE ファンドや VC、あるいはこれらを補完す

る官民ファンドによる資金供給量は相対的に小さい。 

 地域金融機関は地域経済のことを熟知しているため、その知識を活用す

ることが重要。また、彼らはすでに多数のファンドを設立している。た

だし地域金融機関が伝統的にはデットプレイヤーであって投資の意思

決定には必ずしも向かず、地域金融機関とエクイティプレイヤーとの連

携など、投資判断のしやすい体制が必要なのではないか。 

 日本国内では東京に資金が集まりやすく、東京の投資家には地方の投資

案件があまり知られていない。日本の強みである医療・素材・宇宙等の

分野について地方大学に優れた案件があるが、地方大学発のベンチャー

は減少傾向にある。地域金融機関による地元大学発ベンチャー支援の強

化が必要なのではないか。 

 

２．グローバルベンチャーを創出するエコシステムの形成 

（１）ベンチャー投資の現状と課題 

我が国の上場ベンチャー企業（マザーズ上場企業）の時価総額は、リー

マンショックによる落ち込み以降、世界経済の好転やアベノミクス推進を

通じた国内景気の回復等のマクロ経済状況の改善に加え、リスクマネー供

給促進策含むベンチャー支援策を実施し、2013 年以降急速に増加。新興市

場への IPO数も、 リーマンショックによる落ち込みを経て、2009年以降増

加傾向にある。未上場ベンチャー企業の資金調達額も、リーマンショック

後の落ち込みを迎えたのち、2013 年以降の調達額は右肩上がりで増加して

いる。 
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グローバルの VC投資案件の平均案件規模はアーリーおよびレーターステ

ージにおいて近年上昇傾向にある。一方、日本では、VC 投資の規模及びデ

ィールサイズは限定的。VC による平均案件規模が小さく、また上昇が見ら

れない。また、我が国では、主に Early 段階では比較的小規模・短期間で

の IPOが多い IT分野への投資が拡大。他方で、ユニコーンベンチャーを目

指す Middle-Later段階のバリューアップ投資は低水準。ユニコーンベンチ

ャー創出に向けてグロース投資を行いやすくするために、米国ではラチェ

ット条項（上場時の評価額が下回った場合に普通株式への転換比率を調整

することで投資家のリスクを軽減する仕組み）が盛り込まれることが一般

的であり、日本ではそうしたことは行われていない。 

 また、技術開発系ベンチャーの立ち上げ期への投資も不足か。ヘルス

ケア等のベンチャーの買収価格は高騰気味なのではないか。 

 買収後数年は利益を生まないこうしたベンチャーの買収は財務を圧迫

することとなる。特に、IFRS（国際会計基準）を採用していない場合

はのれんの償却が大きな負担となりかねない状況なのではないか。 

 開業率は上がってきているものの、ベンチャーキャピタルの投資対象

となるレベルの企業はまだまだ少ないのが現状なのではないか。 

 日本では IPO のハードルが低く、早期の IPO を行う傾向があり、ユニ

コーンと呼ばれるような未上場の状態で大きく育つベンチャーがほと

んど生まれていない状況なのではないか。 

 IT の領域では米中のスピード感が圧倒的であるが、ハードウェアとの

連携が必要なリアルテック等の領域では日本の優位性が発揮できる可

能性がある。シリコンバレーを模倣するのではなく、日本独自のエコ

システムを構築していくことが必要なのではないか。 

 先端領域は研究開発からビジネスになるまで時間がかかるため、ファ

ンドだけでビジネス化は難しく、研究開発支援からビジネス化までの

連続した支援を考える必要がある。研究開発型ベンチャーを支援する

助成制度の拡充が必要なのではないか。 

 研究開発法人によるベンチャー出資・資金援助を拡大していくこと、

新株予約権取得可能なケースを拡大していくことが必要なのではない

か。 
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 大企業によるベンチャー投資、支援を促すインセンティブ施策が必要

なのではないか。 

 

（２）人材や技術 

 ベンチャーキャピタルは投資のみならず、人材紹介や経営アドバイス

等のサポートを行うことが大事。研究開発型ベンチャーへの投資促進

のため、技術の目利き力及び事業化ノウハウを備えた投資家の育成が

必要なのではないか。 

 若者のマインドに変化があり、起業やベンチャー志向者も増えている

が、本質的な問題は大企業とベンチャーを選ぶことの落差が大きく、

例えベンチャーで失敗しても良い経験を積んだと評価され、他への就

職が容易にできることが必要なのではないか。また、若者だけでなく

大企業で経験を積んだベテラン人材もベンチャーには必要なのではな

いか。 

 資金量が多いとしても、資金供給者がデット系の思考だけだとうまく

いかない。エクイティ性の資金とリスクを取って高いリターンを志向

するエクイティ系の人材の組み合わせが重要なのではないか。 

 大企業とベンチャーが協業する際、発明された技術に対する権利関係

の調整にコストを要することから、政府主導のサポートが重要なので

はないか。 

 特に技術系では目利きが大事で、目利きが出来る人材が、投資の意思

決定の権限を持つ組織が必要なのではないか。 

 

（３）ベンチャー投資に対する官民ファンドの関与の在り方 

 官の資金は監督機能のためのコストがより必要となることからも、レ

ーターステージなどでの大規模な資金提供を実施することは重要なの

ではないか。 

 官民分担よりは、本質的に求められている大きなパイプを作り資金を

流すことが重要なのではないか。 
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 民業圧迫を回避しつつ利益を出す必要があり、かつ監督もしっかり行

わなければならずスピーディーな決定も難しい。こうした中で何でも

やるということではなく、特に重点を置くべき部分に集中すべきなの

ではないか。具体的には、マネタイズまで時間がかかる技術開発先行

型のベンチャーへの投資や、レイターステージの成長資金供給に注力

すべきなのではないか。 

 

３．事業再編と成長に向けた課題 

（１）PE投資、事業再編等の現状と課題 

米・欧州系の多角化した巨大企業は、企業の M&A により、急速に事業を

組み替えつつ、規模を拡大。日系企業より収益性の高いポートフォリオ構

築を行っている傾向がある。 

一方で、多角化した日本の巨大企業は、営業利益率が相対的に低い。国

内サプライヤーは従前の分野を発展させつつ、漸進的に事業を組み替え、

規模を拡大する傾向がある。日本企業は欧米企業と比べ、コーポレートガ

バナンスや制度の違いなどの様々な要因を背景に、弱い部門から強い部門

へのポートフォリオの組替えが十分にできていない。 

欧米の PEファンドは大規模化・国際化が進み、米国では投資業種を絞り

込んだ大規模ファンドが誕生している一方、日本の PEファンドは、小規模

かつ国内投資が中心。日本の PE投資額（ストック）は増加傾向にあるもの

の、毎年のフローは大きく変動し、他国と比較しても活動中のファームが

少ない。国内で行われている数千億円規模の大型案件は、数十兆円規模の

運用を行う海外 PE を中心に進みつつあり、国内 PE は中規模以下の再生案

件が中心。日本は欧米と比較するとバイアウト投資の平均期間が短く、バ

リューアップに十分な期間がとられていない可能性がある。 

日本の機関投資家としても世界最大の年金基金である GPIFもオルタナテ

ィブへのアロケーションを明確化した。 

英国・米国・豪州では、PE の業界団体が国別のパフォーマンス情報を公

開している。 

グローバルでは PEファンドに投資を行っている投資家の約 3割が公的年
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金基金だが、国内で公的年金基金からの投資は全体のうちわずか 2%にとど

まっている。 

 年金基金について、受託者責任をきちんと負った運営ができる組織にし

ていくことが必要なのではないか。 

 日本で PE 投資が進まない原因としては、投資対象となる企業の案件が

少ない事が挙げられる。日本のベンチャー経営者は、技術の中身だけで

なく、技術のビジネス上の出口や市場の拡大可能性、事業計画、必要資

金や人材といった話を当たり前に語れる必要があるのではないか。 

 投資家の投資対象となり得るビジネス・企業に仕立てあげて、VC投資の

マーケットを広げることが必要なのではないか。 

 

（２）ガバナンス 

メインバンクに代わって企業のガバナンス機能を担う主体として、ＰＥの

果たすべき役割は大きい。米国では物言う株主が業界再編を迫り、事業ポー

トフォリオ最適化を促す事例も存在。 

アメリカなどでは廃業率が高く、廃業時にはその企業の人材がベンチャー

に移る循環が起きて、うまくいっている。日本では、IPOハードルが低く、証

券会社は早期の上場を促すため、中途半端に上場して成長出来ない例が多い。

開業率は増加してきているが、廃業率は変わらず、新陳代謝が進みにくい。 

 大企業の事業構造を分析して不要な事業部門の売却を働きかけることに

より、ポートフォリオの再編を進めていくべきなのではないか。 

 買収の目的を達成したら、未来永劫保有し続けるのではなく、必要に応

じて切り離すことも含めた戦略が必要。健全な投資家が事業切り出しを

評価することにより、事業切り出しをためらう風潮を変えていくことが

必要なのではないか。 

 日本の大株主の持つ議決権が行使されるなど、市場の規律により正しい

経営を求めていくことが必要なのではないか。 

（３）マインドの改善 
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経営者は事業売却に対してネガティブなケースが多い。 

 社内の経営企画部門が危機感を持って長期戦略を考えるように変化しつ

つあるが、事業部は組織防衛に動く傾向も見受けられ、社内の調整が滞

るということが起きやすいことに注意が必要。また、大企業に入社した

人材は社内で出世するのが未だメインストリームだと考えている人が多

く、事業部を切り出して別会社化することは社員のモチベーションを低

下させかねない面もある。こうした日本企業の経営者や社員のマインド

を改善していくことが必要なのではないか。 

 

（４）人材 

一度転職や起業に失敗すると、大企業の社員より生活レベルが大きく悪化

するので、社内を出るという選択肢を取りづらい。 

 たとえベンチャー経営に失敗してもその経験が評価され、次の就職につ

ながるようになるような環境にしていくことが必要なのではないか。 

 経営者人材のプールが不足しており、グローバルな M&A を経て複雑にな

った会社組織を経営できる人材が育成できていない。様々な会社で経験

を積んだ人間を増やすべく、人材の流動性を高める工夫が必要であり、

経営アドバイスや人材紹介の機能が重要なのではないか。 

 

（５）官民ファンドの関与の在り方 

日本の PEファンドは、小規模かつ国内投資が中心。他国と比較しても活動

中のファームが少ない。 

 官民ファンドは、今後、コネクティッドインダストリーを実現するため

にも大型案件・バリューアップを担える国内ＰＥを育ていくことが必要

なのではないか。 

以上 


