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１．事業の概要
１－１．事業の背景と目的
我が国では、大企業や大学・研究機関に眠る革新的な技術や優れたビジネスアイデア、
ビジネスプランを有する起業家が数多く存在するが、そこからグローバル市場へ進出す
るベンチャー企業や、社会課題の解決などを図るベンチャー企業並びに新事業の創出が
進んでいない。
この背景には、我が国は起業を始めとした社会全体として新しいことに挑戦する起業
家精神が低調であり、起業活動の社会への浸透度に関する直近の調査結果で日本は先進
国の中で低い状態であるなど、起業を身近な存在として認識できる状態にないこと、グ
ローバル市場への進出等を図ろうとするベンチャー企業に対して、ベンチャーキャピタ
ルや機関投資家、事業会社等から十分な資金供給が行われていないこと、事業を大きく
成長させる手法・ノウハウが定着しておらず、ベンチャー企業と大企業との事業連携に
よる技術革新の加速化や市場ニーズの多様化に対応するためのオープンイノベーション
等の取組が不足していることなどが挙げられる。また、ベンチャー企業を支援するため
にこれまで政府及び政府関係機関が講じてきた各種施策は、それぞれの主体が施策を個
別に展開してきたため、ベンチャー・エコシステム構築に向けては十分な効果をあげら
れていない点も指摘されている。
そのため、本事業では、経済産業省と民間企業による共同プロジェクトとして、新事
業創造のためのカンファレンスを２回開催するとともに、挑戦を称える社会意識を醸成
するために、若者などのロールモデルとなるような、インパクトのある新事業を創出し
た起業家やベンチャー企業等を、内閣総理大臣が表彰する「日本ベンチャー大賞」を継
続実施すること等を通じ、我が国のベンチャー・エコシステム形成に向けた基盤強化に
資することを目的とした。

１－２．事業の概要
（１）ベンチャー支援施策に係る共通基盤の整備に関する検討・検証等
①

投資契約上の問題/論点の明確化とタームシート（例）
投資契約等自体の意義を確認するとともに、投資契約等の設計において契約当事
者が留意すべき事項を解説することにより、適切な投資を促進し、ベンチャー企業
とその支援者である投資家の発展に資することを目的として、8 名の事業者、投資家、
弁護士、学識経験者で構成される「投資契約アドバイザリーボード委員会」を組成
して検討を進めた。検討結果は、「我が国の健全なベンチャー投資に係る契約の主た
る留意事項」として、まとめた。
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②

組合契約上の問題/論点の明確化と投資事業有限責任組合契約（例）
我が国の VC ファンドにおける活用を想定して、
平成 22 年版モデル契約を見直し、
平成 29 年 3 月に経済産業省が公表した「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（我が国におけるベンチャー・エコシステム形成に向けた
基盤構築事業）調査報告書（国内 VC ファンドの時価評価に係る実務指針）
」を踏ま
え 、 国 際 的 に VC フ ァ ン ド に よ る 時 価 評 価 の 実 務 指 針 と し て 普 及 し て い る
International Private Equity and Venture Capital Valuation Guideline に準拠する
投資資産時価評価準則の例を示すこと等を目的として、9 名の監査法人、運用事業者
等で構成される「組合契約アドバイザリーボード委員会」を組成して検討を進めた。
検討結果は、「投資事業有限責任組合契約（例）及びその解説」として、まとめた。

（２）日本ベンチャー大賞の募集、審査及び表彰
オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会1主催の日本ベンチャー大賞の開催
に向けて、応募申請書類の作成、応募受付用ホームページの制作、応募申請書類の整
備、応募申請書類の下審査を行った上で、学識経験者で構成される日本ベンチャー大
賞審査委員会を開催した。
審査委員会での検討の結果、下記の受賞候補企業を選定した。
日本ベンチャー大賞（内閣総理大臣賞：１件）
株式会社メルカリ
ベンチャー企業・大企業等連携賞（経済産業大臣賞：１件）
株式会社ソラコム
KDDI 株式会社
女性起業家賞（経済産業大臣賞：１件）
株式会社ビザスク
農林ベンチャー賞（農林水産大臣賞：１件）
株式会社ルートレック・ネットワークス
審査員特別賞（２件）
株式会社マネーフォワード
株式会社 PKSHA Technology
また、審査委員会での審査結果を踏まえて、受賞者の表彰状及びトロフィー等の製
1

オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会とは、オープンイノベーション協議会とベンチャー創
造協議会が合併し、民間事業者の「オープンイノベーション」の取組みを推進するとともに、「ベンチャ
ー宣言」を実現することにより、我が国産業のイノベーションの創出及び競争力の強化に寄与する活動を
行う。本協議会は、オープンイノベーション協議会を母体として、平成 29 年 3 月にオープンイノベーショ
ン・ベンチャー創造協議会に改組。NEDO が運営事務局を務める。
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作、受賞者パンフレット等を制作し、表彰式及び表彰セレモニーの運営と記録を行っ
た。

（３）フォーラムの開催
オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会の主催によるフォーラムを開催し、
ベンチャー関係者によるディスカッション、ベンチャー企業と大企業との実際のビジ
ネスマッチングの機会の設定等を行い、ベンチャー企業の創出に必要な方策や支援措
置等に係る検討、ベンチャー企業と大企業との連携等による新事業創出のニーズや課
題、ネットワーク形成に係る情報収集や分析を行った。
また、第１回フォーラムでは、我が国の大企業のオープンイノベーション状況を俯
瞰的に指標化するために、主催者であるプロジェクトニッポンは、イノベーティブ大
企業ランキング調査、オープンイノベーション意識調査を実施した。
①

第１回フォーラムの開催
１回目は平成 29 年 10 月 23 日（月）～10 月 25 日（水）に虎ノ門ヒルズで開催さ
れた「イノベーションリーダーズサミット」2に併せて、10 月 25 日（水）に虎ノ門
ヒルズで開催した。イベント全体では、過去最高の 6,732 名の来場者を迎え、招待
制の新事業マッチングプログラム「パワーマッチング」では、大手企業 103 社（142
部署）
、ベンチャー企業 481 社が参加し、2,272 件の商談アレンジが行われた。

②

第２回フォーラムの開催
２回目は第４回日本ベンチャー大賞表彰セレモニーに併せて、平成 29 年 2 月 22
日（木）にホテルニューオータニで開催した。当日の参加者数は、219 名で、うち
122 名（審査委員、受賞者を除く）が交流会に参加した。

（４）
「グローバル・ベンチャーサミット」の開催に向けた検討・検証
2020 年の開催を目指している「グローバル・ベンチャーサミット（仮称）
」の企画立
案に参考となるような類似イベントに関する情報収集を行うとともに、今後の経済産
業省のベンチャー・スタートアップ政策のキーワードについて検討し、コンセプトワ
ークを行った。
2

イノベーションリーダーズサミットとは、ＴＯＫＹＯイノベーションリーダーズサミット実行委員会
(ＳＥＯＵ会、ドリームゲート/株式会社プロジェクトニッポン)主催、経済産業省等後援で、平成２９年
１０月２３日(月)～平成２９年１０月２５日(水)にかけて虎ノ門ヒルズで開催されるアジア最大級のオー
プンイノベーションカンファレンスであり、大手企業のアセットとベンチャー企業のアイデアやテクノロ
ジをマッチングし、グローバルイノベーションを生み出すことを目的とするもの。
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①

国内外のベンチャー関連イベントに関する調査
国外については、ベンチャー・エコシステム形成が見られる米国（シリコンバレ
ー、オースティン等）
、イスラエル、シンガポール、中国、欧州（ドイツ、フランス
等）等を中心に、また、ベンチャー関連の国際イベントで著名且つ国外からの来場
者を多く集める「SXSW(サウスバイサウスウエスト)」や「Slush（スラッシュ）
」等
について情報収集を行った。スタートアップ関連のカンファレンスやイベントでは、
イノベーション分野、IT 系、デジタルヘルス系が開催されている。
国内についても、イノベーションの促進を目的としたサミット、スタートアップ
と大企業、投資家等とのマッチングを目的としたマッチングイベントについて、情
報収集を行った。開催分野は IT 系が多く、2010 年前後から監査法人、VC、経済団
体等で開催されてきている。

②

政策キーワードの検討とコンセプトワーク
「グローバル・ベンチャーサミット 2020」の開催に向けて、当該年度までに我が
国におけるベンチャー・エコシステム形成を強力に推進し、また、関係者/関係機関
における一体的な気運を早期に醸成することを企図しつつ、その核となる象徴とし
て、ベンチャー・スタートアップ政策のキーワードについて検討し、コンセプトワ
ークを行った。
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２．事業報告
２－１．ベンチャー支援施策に係る共通基盤の整備に関する検討・検証等
（１）投資契約上の問題/論点の明確化とタームシート（例）
①検討の背景と目的
ベンチャー企業に対する投資（以下「ベンチャー投資」という。）は、2005 年の会社法の
制定時に種類株式の取り扱いが大幅に改正されたことをはじめとして、投資条件の設計も
多様化している。かつては投資資金の回収（以下「Exit」という。
）の方法は投資先の発行
する株式が金融商品取引所へ上場すること（以下「IPO」という。）が主なものであったが、
昨今では IPO 以外に M&A による Exit も意識されるようになり、ベンチャー投資の機会や
金額規模も増加している状況となっている。
また、ベンチャー投資を行う投資家もベンチャー・キャピタル（以下「VC」という。）に
限らず、個人投資家（以下「エンジェル」という。）、事業会社及び事業会社が運用するコ
ーポレート・ベンチャー・キャピタル（このような投資家を総称して、以下「CVC」とい
う。
）等の存在も目立つようになり、投資家層や投資目的も多様化している。さらに、同じ
VC でも投資を行うステージが、シード、アーリー、ミドル、レイトと異なれば投資に対す
る考え方も異なり、投資条件をより複雑化させている。
このため、ベンチャー投資を巡っては、従来のように投資家と投資を受ける会社（以下
「発行会社」という。
）の間の利害関係の調整に留まらず、投資家間の利害関係に対しても
調整を行う必要性が高まっている。
これに対し、我が国の VC は、40 年以上の歴史を持つ投資活動の中で、各 VC がそれぞ
れの経験や知見を積み上げ、ベンチャー投資に係る各種契約（以下「投資契約等」という。）
を締結し、その内容の改善を重ねてきた。その結果、契約内容は VC の間において大きな差
異が生じてきている。今後、投資契約等のもつ利害調整機能の重要性はさらに高まること
が想定されるが、投資契約等は法律により規定されたものではないため、投資家も各々で
作成したものを用いている状況にある。
たとえ成長性の高いベンチャー企業であっても、適切な投資契約等を設計して資金調達
を行わなければ、投資契約等が事業の発展や将来の資金調達の支障となり、その成長を妨
げてしまう。
そこで、投資契約等自体の意義を確認するとともに、投資契約等の設計において契約当
事者が留意すべき事項を解説することにより、適切な投資を促進し、ベンチャー企業とそ
の支援者である投資家の発展に資することを目的として実施した。
②検討の体制
検討は、下記の 8 名の事業者、投資家、弁護士、学識経験者で構成される「投資契約ア
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ドバイザリーボード委員会」を組成した上で、事務局の一般社団法人日本ベンチャーキャ
ピタル協会が検討資料を作成し、2 回の委員会で検討を進めた。
＜委員＞
青柳 直樹

株式会社メルカリ 執行役員

井上 真哉

オムロンベンチャーズ株式会社 インベストメントディレクター

江幡 智広

KDDI 株式会社 バリュー事業企画本部 戦略推進部長

大村 健

フォーサイト総合法律事務所 代表パートナー 弁護士

堅田 航平

スマートニュース株式会社 ヴァイス・プレジデント財務担当

小泉 文明

株式会社メルカリ 取締役社長兼 COO

後藤 勝也

AZX 総合法律事務所 パートナーCEO 弁護士

長谷川博和

早稲田大学大学院ビジネススクール 教授

※あいうえお順

アドバイザリーボード開催概要
開催時期

議題

主な論点と対応

第１回
開催日：2017/1/11（木）
09:30～11:30
場所：経済産業省本館
２階「東６共用会議室」

「ベンチャー投資に
係る契約の主たる留
意事項（案）」につい
て

第2回
開催日：2018/3/2（金）
13:00～15:00
場所：経済産業省本館
２階「東６共用会議室」

「ベンチャー投資に
係る契約の主たる留
意事項（案）」につい
て

＜主な論点＞
・ガバナンスについて
・契約違反時の買取請求権について
・同時売却請求権について
・種類株における優先配分について
・その他の項目について
＜第 1 回を踏まえた対応＞
・背景・意義の説明等への対応
・種類株の優先配分への対応
・違反契約時のペナルティへの対応
・重要事項に関する事前承認・協議・通
知への対応
・取締役派遣・オブザーバーへの対応
・Exit 時・同時売却請求権への対応
・その他の事項への対応

③検討の結果
検討の結果、
「我が国の健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」として、下
記の項目でまとめた。検討結果としての成果物の詳細は、検討内容の特性や利便性等に鑑
み、別冊とした。主な構成は下記の通りであるが、詳細は経済産業省のホームページにて
公開予定である別冊（「我が国の健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」）を
参照されたい。
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第１．ベンチャー投資における投資契約等の意義
第２．投資契約等の重要性が高まっている背景
１．ベンチャー企業の資金調達の重層化
２．投資ストラクチャーの多様化
３．投資家層の多様化
４．ベンチャー企業を対象とした M&A の増加
第３．投資契約等の構成
１．投資契約
２．株主間契約
３．財産分配契約
４．その他の契約等
５．契約構造の変遷
第４．種類株式と投資契約等との関係
１．ベンチャー投資において利用される種類株式
２．種類株式と投資契約等の関係
第５．タームシート
１．タームシートの意義
２．解説及び留意事項
Ⅰ．投資契約
Ⅱ．株主間契約
Ⅲ．財産分配契約
Ⅳ．その他の解説及び留意事項
第６．おわりに
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（２）組合契約上の問題/論点の明確化と投資事業有限責任組合契約（例）
①検討の背景と目的
平成 10 年に「投資事業有限責任組合契約に関する法律」
（平成 10 年法律第 90 号）が制
定されて以来、平成 16 年、平成 22 年と「投資事業有限責任組合モデル契約」が公表され
てきたところであるが、近年、日本の VC ファンドの設立総額は、3000 億円に至るような
規模まで成長してきており、我が国のベンチャー・キャピタル業界は発展を遂げてきてい
る。一方で、3 兆円を超える設立規模の米国や、5000 億円を超える設立規模のイスラエル
等と比べると立ち遅れている状況であり、近年の国際的な実務慣行や最新の国内外の制
度・経済環境への投資事業有限責任組合契約上の対応を図る必要がある。
こうした中で、このたび、我が国の VC ファンドにおける活用を想定して、平成 22 年版
モデル契約を見直し、下記を目的として、新たな投資事業有限責任組合契約（例）を提示
するために実施した。
1)平成 29 年 3 月に経済産業省が公表した「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（我が国におけるベンチャー・エコシステム形成に向けた基盤
構築事業）調査報告書（国内 VC ファンドの時価評価に係る実務指針）」を踏まえ、国
際的に VC ファンドによる時価評価の実務指針として普及している International
Private Equity and Venture Capital Valuation Guideline に準拠する投資資産時価評
価準則の例を示すこと
2)平成 28 年 3 月に改正施行された金融商品取引法における「適格機関投資家等特例業務」
等の新制度への契約上の対応を図ること
3)有限責任組合員の属性について、近年我が国でも、年金基金等を含めた長期運用を志向
する機関投資家による代替投資として VC ファンドを検討する動きが広がってきてい
ることから、その契約上の留意事項についての認知度向上を図ること
②検討の体制
検討は、下記の 9 名の監査法人、運用事業者等で構成される「組合契約アドバイザリー
ボード委員会」を組成した上で、事務局の一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会が
検討資料を作成し、2 回の委員会で検討を進めた。
＜委員＞
遠藤 康彦

有限責任監査法人トーマツ パートナー

加登 一人

新日本有限責任監査法人 マネージャー

小林 尚明

日本公認会計士協会 業種別委員会 委員長

佐々木浩一郎

新日本有限責任監査法人 パートナー

佐村 礼二郎

エー・アイ・キャピタル株式会社
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代表取締役社長

チーフ・インベストメント・オフィサー
太田 英男

PwC あらた有限責任監査法人 パートナー

髙田 創一

東京海上アセットマネジメント株式会社
プライベートエクイティ運用部長

高橋 修三

企業年金連合会 年金運用部 プライベートエクイティ担当
シニアポートフォリオマネジャー

中西 弘士

有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー

※あいうえお順

アドバイザリーボード開催概要
開催時期

議題

主な論点と対応

第１回
投資事業有限責任組
開催日：2018/1/9（火） 合契約(例)について
14:00～16:00
場所：経済産業省本館
２階「東６共用会議室」

＜主な論点＞
・公正価値評価/投資資産時価評価につて
・金商法改正に伴う新制度への対応等に
ついて
・ガバナンス・情報開示について
・出資/キャピタルコールについて
・費用・報酬・分配について
第2回
投資事業有限責任組 ＜第 1 回を踏まえた対応＞
開催日：2018/3/2（金） 合契約(例)及びその解 ・タイトル・構成・序文への対応
10:00～12:00
説（案）について
・投資資産時価評価準則への対応
場所：経済産業省本館
・投資事業有限責任組合契約(例)本文の対
２階「東６共用会議室」
応
③検討の結果
検討の結果、
「投資事業有限責任組合契約（例）及びその解説」として、下記の項目でま
とめた。検討結果としての成果物の詳細は、検討内容の特性や利便性等に鑑み、別冊とし
た。主な構成は下記の通りであるが、詳細は経済産業省のホームページにて公開予定であ
る別冊（
「投資事業有限責任組合契約（例）及びその解説」）を参照されたい。
第1章 総

則

第1条

定

義

第2条

名

称

第3条

所 在 地

第4条

組 合 員

第5条

組合の事業

第6条

本契約の効力発生日及び組合の存続期間

第7条

登

記
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第2章 出

資

第8条

出

資

第9条

出資約束期間の中断及び早期終了

第 10 条

出資約束金額の減額

第 11 条

追加出資及び出資金の払戻

第 12 条

出資払込等の不履行

第 3 章 組合業務の執行
第 13 条

無限責任組合員の権限

第 14 条

無限責任組合員の注意義務

第 15 条

有限責任組合員の権限

第 16 条

組合員集会

第 17 条

利益相反

第 18 条

諮問委員会

第 4 章 組合員の責任
第 19 条

組合債務に対する対外的責任

第 20 条

組合財産による補償

第 5 章 組合財産の運用及び管理
第 21 条

組合財産の運用

第 22 条

組合財産の管理

第6章 会

計

第 23 条

会

計

第 24 条

財務諸表等の作成及び組合員に対する送付

第 7 章 投資先事業者の育成
第 25 条

投資先事業者の育成

第 8 章 組合財産の持分と分配
第 26 条

組合財産の帰属

第 27 条

損益の帰属割合

第 28 条

組合財産の分配

第 29 条

分配制限

第 30 条

公租公課

第 9 章 費用及び報酬
第 31 条

費

用

第 32 条

無限責任組合員に対する報酬

第 10 章 組合員の地位の変動
第 33 条

持分処分の禁止

第 34 条

組合員たる地位の譲渡等
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第 35 条

組合員の加入

第 36 条

組合員の脱退

第 37 条

組合員の死亡

第 38 条

有限責任組合員の除名

第 39 条

無限責任組合員の除名

第 40 条

脱退組合員の持分及び責任

第 41 条

組合員の地位の変動の通知

第 11 章 解散及び清算
第 42 条

解

第 43 条

清算人の選任

第 44 条

清算人の権限

第 45 条

清算手続

第 46 条

清算方法

第 12 章 雑

散

則

第 47 条

許認可等

第 48 条

通知及び銀行口座

第 49 条

秘密保持

第 50 条

金融商品取引法等に係る確認事項

第 51 条

適格機関投資家等特例業務に関する特則

第 52 条

反社会的勢力等の排除

第 53 条

表明保証等の違反による補償

第 54 条

本契約の変更

第 55 条

本契約の有効性、個別性

第 56 条

言語、準拠法及び合意管轄
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２－２．日本ベンチャー大賞の募集、審査及び表彰
（１）ベンチャー大賞の概要
イノベーションのサイクルが加速化している今日においては、既存の概念にとらわれず
に新たな事業を生み出す起業家やベンチャー企業の重要性が高まってきているが、我が国
における起業に対する意識や評価は高い水準にない。
日本ベンチャー大賞では、若者などのロールモデルとなるような、インパクトのある新
事業を創出した起業家やベンチャー企業等を表彰し称えることにより、起業を志す人々や
社会に対し、積極的に挑戦することの重要性や起業家一般の社会的な評価を浸透させ、も
って社会全体の起業に対する意識の高揚を図るものである。

（２）表彰部門・審査基準
①日本ベンチャー大賞（内閣総理大臣賞：１件）
有識者で構成される日本ベンチャー大賞審査委員会が、応募のあった案件の中から、次
の評価項目を総合的に勘案して、最も評価の高い案件を選出した。なお、評価は、いずれ
の項目とも 5 段階評価とした。
評価項目

評価内容

① 事業のビジョン
※5 段階評価
② 事業の新規性・革新性
※5 段階評価

グローバル市場への進出、社会課題の解決、地域経済の活性化
等
事業内容の独創性、従来型のビジネスモデルとの違い
従来の製品やサービス等の革新
経済の活性化への寄与、社会での有用性 等
既存企業等からの独立、大学等の研究機関からの創出
女性・若者・シニア層の起業
イノベーション創出のための社内環境整備 等
創業からの事業成長の大きさ・スピード 等

③ 起業のチャレンジ性
※5 段階評価
④ 事業の拡張性
※5 段階評価
②女性起業家賞：１件

日本ベンチャー大賞審査委員会が、女性起業家から応募のあった案件の中から、上記評
価項目を総合的に勘案して、評価の高い案件を選出した。
③ベンチャー企業・大企業等連携賞：１件
ベンチャー・大企業等連携賞については、日本ベンチャー大賞審査委員会が、応募のあ
った案件の中から、前記①～④に下記⑤を加えた評価項目を総合的に勘案して、評価の高
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い案件を選出した。
なお、ベンチャー企業・大企業等連携賞では、その評価の高い案件に係るベンチャー企
業と大企業等の双方に、ベンチャー企業・大企業等連携賞を付与した。
評価項目
⑤ ベンチャー企業と大
企業等の連携による
新事業の創出

評価内容
ベンチャー企業のビジネスモデルや技術と大企業等の経営資
源の融合による、革新的な新事業の創出 等

※女性起業家賞、ベンチャー企業・大企業等連携賞は、日本ベンチャー大賞審査委員会
において、経済産業大臣賞として選出した。
④農林ベンチャー賞：１件
農林ベンチャー賞については、日本ベンチャー大賞審査委員会が、応募のあった案件の
中から、前記①～④に下記⑥を加えた評価項目を総合的に勘案して、評価の高い案件を選
出した。
評価項目
⑥ 農林水産業の発展に
対する寄与

評価内容
新規性のあるビジネスモデルや技術の有無、
農林水産分野におけるイノベーションの創出、
これらによる農林水産業の発展に対する寄与 等

※農林ベンチャー賞は、日本ベンチャー大賞審査委員会において、農林水産大臣賞とし
て選出した。
⑤審査委員会特別賞
評価項目①～④について特に評価の高い項目がある案件で、革新的な技術やサービスを
提供している案件に対して、審査委員会特別賞を付与した。

（３）募集
①募集
応募・受賞の対象は事業体（企業）単位とした。なお、NPO 法人や組合など、株式会社
以外の事業体でも応募・受賞の対象とした。
②募集方法
みずほ情報総研のホームページに募集案内サイトを設け、国立研究開発法人新エネルギ
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ー・産業技術総合開発機構が運営している「ベンチャー支援プラットフォーム3」で受け付
けを行った。プラットフォームによる申請項目は、下記のとおりである。
●基本情報
法人番号、法人名、代表者名、郵便番号、住所、設立年月日、従業員数、主な事業、連
絡先メールアドレス、パスワード
※法人番号登録企業は、自動入力が可能
●事業内容
推薦者（自薦、他薦）
、応募担当者連絡先（所属部署、担当者名、電話番号）
企業の PR ポイント（500 文字以内）
事業内容
事業の目的・ビジョン（300 文字以内）
事業の新規性・革新性（500 文字以内）
起業又は事業立ち上げに至る背景・経緯（500 文字以内）
事業の現況と今後の見込み（500 文字以内）
各賞への応募（女性起業家賞、ベンチャー企業・大企業等連携賞、農業ベンチャー賞）
ベンチャー企業・大企業等連携賞の場合（大企業の名称、連携内容（500 文字以内）
）
農業ベンチャー賞の場合（農林水産業の発展に対する寄与（500 文字以内）
）
申請先機関からのメール配信希望（あり、なし）
●財務情報
一期前、二期前、三期前（資本金、売上高、営業利益、決算期の開始日、決算期の終了
日）

3

各省庁のベンチャー支援（補助金・委託費等）の申請手続きについて、①申請様式の共通化、②法人イ
ンフォメーション等のデータベースからのデータ引用、③オンライン申請を実現し、手続きの大幅な簡素
化を目指す。あわせてシステム利用のデータベースを形成し、そのデータ解析により効率的な制度運用や
ベンチャー企業へのプッシュ型の支援提案など、ベンチャー支援の効果向上を図るシステムである。
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③募集期間・応募件数
募集期間は、平成 29 年 12 月 4 日（金）～平成 30 年 1 月 14 日（日）とした。
その結果、応募件数は 214 件であった。応募の業種内訳、設立後年数は、下のとおりで
ある。
業種内訳

設立後年数

（４）審査
①審査体制
審査は、早稲田大学名誉教授、日本ベンチャー学会元会長の松田修一氏を委員長とし、
計 8 名の有識者で構成する「第４回日本ベンチャー大賞審査委員会」を設置して審査を行
った。
第４回日本ベンチャー大賞審査委員会 委員名簿
池田 弘

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会 会長

高島 宏平

オイシックスドット大地株式会社

代表取締役社長

根岸 修史

一般社団法人日本経済団体連合会

起業・中堅企業活性化委員会委員長、

積水化学工業株式会社 取締役会長
野路

國夫

公益社団法人経済同友会

副代表幹事／地方における新事業創造ＰＴ委

員長、株式会社小松製作所

取締役会長

坂東 眞理子

昭和女子大学 理事長・総長

藤田

一般社団法人新経済連盟

晋

副代表理事／起業促進ＰＴリーダー、株式会

社サイバーエージェント 代表取締役社長
堀 義人

グロービス経営大学院 学長、グロービス・キャピタル・パートナーズ 代
表パートナー
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○松田 修一

早稲田大学 名誉教授、日本ベンチャー学会 元会長

（注）○は審査委員長
※５０音順、敬称略

②審査方法
平成 30 年 1 月 14 日（日）の応募締め切りを踏まえて、事務局にて審査基準に沿って評
点を行い、スクリーニングを行った。さらに、スクリーニング結果に基づき、審査委員会
で審査を行った。
1) 事務局によるスクリーニング
事務局が、応募のあった 214 件の一覧表を作成したうえで、各応募書類を踏まえて、４
つの評価項目（「事業のビジョン」「事業の新規性・革新性」「起業のチャレンジ性」「事
業の拡張性」）ごとに 5 段階評価を行い、合計点を算出し、日本ベンチャー大賞候補 32 社
を抽出した。
ベンチャー企業・大企業等連携賞は、応募申請項目の「各賞への応募」で「ベンチャー
企業と大企業等との連携」に記載があり、上記の合計点の高い 6 社、女性起業家賞につい
ては、上記の合計点の高い 4 社、農業ベンチャー賞は、応募申請項目の「各賞への応募」
で「農林水産業の発展に対する寄与」に記載があり、上記の合計点の高い 5 社を抽出した。
2) 審査委員会での検討
審査委員会は、全審査委員の出席により、平成 30 年 1 月 29 日（月）10:30～12:00、経
済産業省本館 2 階 東 6 共用会議室で開催した。
検討内容は、第４回日本ベンチャー大賞の審査で、事務局によるスクリーニング結果を
もとにした審査資料により、検討を行った。
③審査結果
審査委員会での検討の結果、下記の受賞候補企業を選定した。
日本ベンチャー大賞（内閣総理大臣賞：１件）
株式会社メルカリ
ベンチャー企業・大企業等連携賞（経済産業大臣賞：１件）
株式会社ソラコム
KDDI 株式会社
女性起業家賞（経済産業大臣賞：１件）
株式会社ビザスク
農林ベンチャー賞（農林水産大臣賞：１件）
株式会社ルートレック・ネットワークス
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審査員特別賞（２件）
株式会社マネーフォワード
株式会社 PKSHA Technology
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（５）表彰セレモニー及び表彰式の開催
本審査の結果を踏まえて、2 月 22 日（木）ホテルニューオータニにて 19 時から表彰セ
レモニーを行うとともに、2 月 26 日（月）総理大臣官邸にて 18 時から内閣総理大臣出席
のもと第４回日本ベンチャー大賞の表彰式を行った。
①表彰セレモニー
後述の 2 月 22 日（木）開催の新事業創造カンファレンスの終了後、19 時から第 4 回ベ
ンチャー大賞の表彰セレモニーを行った。
セレモニーでは、オープニング映像と委員紹介の後に、主催者側を代表し、経済産業大
臣政務官

大串正樹氏による挨拶が行われた。その後、受賞者の発表が行われ、各賞ごと

に受賞者スピーチが行われ、最後に審査委員長の松田修一氏が講評を行った。
受賞者の受賞風景
内閣総理大臣賞

ベンチャー企業・大企業連携賞

（株式会社メルカリ）

（株式会社ソラコム、KDDI 株式会社）

女性起業家賞
（株式会社ビザスク）

農業ベンチャー賞
（株式会社ルートレック・ネットワークス）
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審査委員会特別賞

審査委員会特別賞
（株式会社 PKSHA Technology）

（株式会社マネーフォワード）

受賞者

審査委員長による講評
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なお、表彰セレモニーに合せて、受賞企業紹介パンフレットを作成し、セレモニー後、
来場者等に配布した。
受賞企業紹介パンフレット（表紙及び総理挨拶頁）

受賞企業紹介パンフレット（趣旨説明等及び受賞企業紹介頁）
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②表彰式
2 月 26 日（月）総理大臣官邸にて 18 時から内閣総理大臣出席のもと第４回日本ベンチ
ャー大賞の表彰式を行った。
表彰式前の受賞企業の製品・サービスの展示風景

受賞者集合写真
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２－３．フォーラムの開催
（１）第１回新事業創造カンファレンスの開催
①開催概要
第１回新事業創造カンファレンスは、平成 29 年 10 月 23 日（月）～10 月 25 日（水）に
虎ノ門ヒルズで開催された「イノベーションリーダーズサミット」（主催者：イノベーショ
ンリーダーズサミット実行委員会（SEOU 会/DREAM GATE・プロジェクトニッポン）
）に併

せて、10 月 25 日（水）に虎ノ門ヒルズで開催した。
イベント全体では、過去最高の 6,732 名の来場者を迎え、招待制の新事業マッチングプ
ログラム「パワーマッチング」では、大手企業 103 社（142 部署）、ベンチャー企業 481 社
が参加し、2,272 件の商談アレンジが行われた。
開催概要は、下記のとおりである。
目的

ベンチャーと大企業との連携促進や新事業の創造、オープンイノベーショ
ンの推進を図る一助とする

日時

2017 年 10 月 25 日（水）10:00-16:30

会場

虎の門ヒルズ

主催

経済産業省

5階

メインホール１

オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会
同時開催

イノベーションリーダーズサミット（10 月 23～24 日）

参加対象

大企業の経営企画・新事業開発担当、ベンチャー経営者、起業家、
ベンチャーキャピタル等ベンチャー企業支援者

②当日プログラム
当日プログラムは、下記のとおりである。
当日プログラム
部

時間

内容・登壇者

第一部

シリコンバレーの最新事情
〜イノベーションの動向と連携の留意点〜
10:07～12:10
基調講演 『シリコンバレー最新事情 〜イノベーションの
動向と連携の留意点〜』
●宮田拓弥氏／Scrum Ventures ゼネラルパートナー
ランチタ 12:10～12:50
プレゼンテーション１
イムプレ
『大企業と中堅・中小・ベンチャー企業の受発注マッチング』
ゼンテー
●前田佳宏氏／リンカーズ株式会社 代表取締役社長
ション
プレゼンテーション２
『大学の研究者・理系学生と企業のマッチング』
●加茂倫明氏／株式会社 POL 代表取締役 CEO
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部

第二部

時間

内容・登壇者

プレゼンテーション３
『大企業の若手の行動プラットフォーム』
●濱松 誠氏／One JAPAN 共同発起人・代表
プレゼンテーション４
『ベンチャー企業に対する政府調達の拡大に向けて』
●伊吹信一郎氏／
内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 参
事官（イノベーション創出環境担当）
主査（オープンイノベーション担当）
真のオープンイノベーションに向けて
大企業とベンチャーの連携が成功するために必要なこと
13:00～13:10
基調講演①
『大企業と研究開発型ベンチャーの連携で日本初イノベーシ
ョンを生む！』
“事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引
き（初版）
」について“
●鮫島正洋氏／内田・鮫島法律事務所 代表パートナー（弁
護士・弁理士）
13:10～13:25
基調講演②
『大企業と研究開発型ベンチャーの連携で日本初イノベーシ
ョンを生む！』
“高性能型 D Free の開発と事業化における事業会社との連携
について（仮）”
●中西敦士氏／トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 代
表取締役
●保科学世氏／アクセンチュア株式会社 アクセンチュア・
デジタル・ハブ統括
14:25～14:55
パネルディスカッション
『大企業と研究開発型ベンチャーの連携で日本初イノベーシ
ョンを生む！』
“大企業とベンチャー企業の連携を阻む「壁」とその壁を乗り
越えるための方策」
【パネラー】
●中西敦士氏／トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社
CEO
●浜田健一氏／株式会社クラレ 研究開発本部企画管理部主
管
●鮫島正洋氏／内田・鮫島法律事務所 代表パートナー（弁
護士・弁理士）
【モデレータ―】
●森山大器氏／デロイトトーマツベンチャーサポート株式会
社 経営企画統括
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部

時間

内容・登壇者

13:55～14:00

第三部

基調講演
『大企業と研究開発型ベンチャーの連携で日本初イノベーシ
ョンを生む！』
“事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引
き（初版）
」の狙いと位置付け
●松岡建志氏／経済産業省 産業技術環境局 技術振興・大
学連携推進課長
14:00～15:10
パネルディスカッション
『大企業とベンチャーは Win-Win の関係を構築できるのか』
【パネリスト】
●加藤由将氏／東京急行電鉄株式会社 都市創造本部事業計
画部 課長補佐
●江幡智広氏／ KDDI 株式会社 バリュー事業本部 バリ
ュー事業企画本部 戦略推進部長、KDDI∞Labo 長
●徳永奈緒美氏／富士通株式会社 マーケティング戦略室
シニアディレクター
●八木忠三郎氏／野村ホールディングス株式会社 金融イノ
ベーション推進室室長
【モデレータ】
●谷本有香氏／Fobes Japan 副編集長 兼 WEB 編集長
イノベーションのキーパーソン
「始動」と「未踏」2 つの人材育成プロジェクト／政策紹介
15:10～15:50
パネルディスカッション
『始動 Next Innovator の成果と展望』
【パネリスト】
●吹野 豪氏／リンクウィズ株式会社 代表取締役
●菅 健太郎氏／チョーヤ梅酒株式会社 製造部生産技術部
門長
●竹上 慶氏／日本電信電話株式会社 研究企画部門 プロ
デュース担当 担当部長
【モデレータ】
●那須もえ氏／アクセンチュア株式会社 公共サービス・医
療健康本部 シニアマネージャー
15:50～16:30
パネルディスカッション
『未踏プロジェクトの成果と展望』
【パネリスト】
●藤井彰人氏／KDDI 株式会社 ソリューション事業企画本
部副本部長 クラウドサービス企画部長 未踏事業プロジェ
クトマネージャー
●落合陽一氏／メディアアーティスト 筑波大学助教 デジ
タルネイチャー研究室主宰 Pixie Dust Technologies CEO
●田川欣哉氏／Takram 代表
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部

時間

16:30～16:50

内容・登壇者
【モデレータ】
●竹内郁雄氏／東京大学 名誉教授・未踏事業統括プロジェ
クトマネージャー
『イノベーション政策・ベンチャー支援政策の今後』
●石井芳明氏／経済産業省 経済産業政策局 新規産業室
新規事業調整官

③開催内容
第一部～第三部の開催内容は、以下のとおりである。
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新事業創造カンファレンス
第１部／シリコンバレーの最新事情
～イノベーションの動向と連携の留意点～
宮田拓弥氏

スクラムベンチャーズ
ジェネラル・パートナー

【概要】
シリコンバレーのトレンドと日本企業がシリコンバレーを活用するにあたって留意すべき
点が示された。

【スピーカー】
スクラムベンチャーズ ジェネラルパートナー 宮田拓弥氏
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自己紹介
スクラムベンチャーズ 宮田氏（以下、宮田氏）：起業家であったが５年前に VC をはじめ
た。特定の投資領域があるわけではなく、幅広く見ている。今日はシリコンバレーの最新
トレンドとシリコンバレー進出の要諦、の２つのテーマで話をさせていただく。

シリコンバレー最新トレンド
～ポストスマホ、AI ファースト、既存産業の破壊～
シリコンバレーの最新トレンドとして、ポストスマホ、AI ファースト、既存産業の破壊が
挙げられる。
ポストスマホについて、スクラムベンチャーの投資仮説では、中心にスマートフォンがあ
る。スマートフォンの形は変わるかもしれないが、これを中心として、自動車、家、店舗
の３つの領域があり、取り巻くテクノロジーとして AI、ロボティクス、ブロックチェーン
などがある。
例えば、自動車の領域では Ford がアマゾンアレクサを搭載し、コネクテッドカーを開発し
ている。自動運転も、実際に実証実験ではなく実取引で Uber の子会社が高速道路での配送
に成功した。Audi は 2017 年にシステムが主となる自動運転レベル３の車を発売する。ス
クラムベンチャーズでも自動運転用マップのスタートアップに投資をしている。
住宅では AI スピーカーが急速に普及している。Amazon は冷蔵庫まで進出し、Walmart
は冷蔵庫まで配送するサービスを始めている。スクラムベンチャーズでの投資先は、To Do
を分析する Bot にも投資を行っている。
店舗のイノベーション、という点では AmazonGo の無人コンビニがでてきている。無人店
舗の実現には数年はかかるだろうが、長期的にこの領域は変化する。Adidas では３D プリ
ンティングでパーソナライズされたスニーカーの販売を始めている。その他にも EC 受取専
用店舗などがある。
次の大きな流れは AI ファースト。モバイルの時代から AI の時代に変化する。これはヘル
スケア、リテール、モビリティなど幅広い領域に影響を与える。４０の言語を翻訳、発話
できるヘッドホン、AI が撮影をするカメラ、などがでてきている。
リアルな産業の破壊、というのも大きなトレンドである。殆どのものは全く新しいもの、
ではなく既存産業の破壊である。自動車は例えば製造業からサービス業に変化しているよ
うに、大きく既存産業が破壊される。
シリコンバレー進出の要諦
～過去最多の日本企業が米国に進出するなかで成功のポイント～
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過去最多の 770 社の日本企業がカルフォルニアに進出しました。この中でダントツに多い
のは日本食レストランです。日本企業がうまくシリコンバレー進出をするための要諦につ
いて話をします。
まず、新規事業部門ではなく、社長直轄組織として取り組むことが大切ということです。
例えば、GM は社長直轄組織の活用によって、この業界をリードするようになっています。
次に、トレンド情報収集ではなく、独自仮説の検証を行う、ということです。日本のソフ
トバンクはモビリティの分野で存在感を持っていますが、これは独自の仮説をもって、資
金を使っているからです。
また、無料トライアルではなく 1st カスタマーとして採用することが重要です。数千万の
小さなお金で良いので、イノベーションのタダ乗りではなく、実際に買うことが大切です。
また、大企業よりベンチャーズのほうが優れている、ということを考えなければいけませ
ん。ディズニーのスターウォーズはスタートアップの技術を中心に作成されました。ディ
ズニーのような企業のコアプロダクトをスタートアップが担う、という状況です。
IT の活用に関して、IT ベンダー任せではなく、デジタル企業となる必要があります。Citi
の CEO は「自らがテクノロジー企業となる」と言っています。簡単なことではありません
が、そういう宣言をしています。
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パネルディスカッション／シリコンバレーの活用で日本のイノベー
ションエコシステムは変わるのか
【概要】
日本と米国の双方でベンチャー支援、投資等を行うパネリストに海外からみた日本のエコ
システム、日本と海外の連携について伺った。
日本のベンチャー活用、エコシステムは大きく改善しつつあるがシリコンバレーと比較す
ると、依然として差はあることが指摘された。日本がベンチャーを活用していくためには
マインドセット、人事システムの変化などが求められることが指摘された。

スピーカー*写真左から
【モデレーター】
HEART CATCH 代表取締役、プロデューサー 西村 真里子 氏
【パネリスト】
Plug and Play Japan Managing Partner／代表取締役

Phillip Seiji Vincent 氏

500 Startups Japan マネージングパートナー 澤山 陽平氏
World Innovation Lab ゼネラルパートナー 松本 真尚 氏
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自己紹介と各社取り組み
HEART CATCH 代表取締役、プロデューサー 西村 真里子 氏（以下、西村氏）：どの
ような活動をしていくとイノベーティブになれるのか、を掘り下げていきたいと思
います。まず自己紹介をお願いします。
Plug and Play Japan Managing Partner／代表取締役

Phillip Seiji Vincent 氏（以下、

フィリップ氏）：Plug and Play Tech Centre（以下、PｎP）で IoT、モビリティを担当し
ていた。また PnP で唯一日本語が喋れるので日本企業も担当し、 PnP ジャパンの代
表でもあります。PnP はアクセラレータ、インキュベータ、投資家のハイブリッド
なモデルで 1000 万円くらいを投資しています。 SV でもっとも投資している件数
が多いと思いますが、同時に平均投資額は最も少ないと思います。グローバルにソ
ーシング、大企業を巻き込んでいる、というのが特徴で世界には 25 の拠点があり
ます。東京は 23 拠点目です。グローバルという観点では 、例えばメルセデスと連
携してモビリティスタートアップをシュツットガルトで行ったりしてい ます。
西村氏：大企業との連携の際は提案をしているのでしょうか。それとも大企業から
手を上げているのでしょうか。
フ ィ リ ッ プ 氏 ： メ ルセデ ス の ケ ー ス は 先 方から や り た い 、 と い う こ と で 始 ま っ た 。
メルセデスの経営陣が SV の PnP に来て、2 時間で投資意思決定を行うプログラム
に参加した。その内容が 好評で、これをシュツットガルトでもやりたい、というこ
とで始まった。
500 Startups Japan マネージングパートナー 澤山 陽平氏（以下、澤山氏）：
500startups はグローバルなシード投資を行っている。現在は 1,900 社近く投資している。
1,600 万円くらいの小さな投資をたくさんすることになっている。もともとの社名も 500
社に投資をしようということで 500Startups である。我々の取り組みで特徴的なのはエコ
システムを構築するという点。大企業、起業家、投資家育成プログラムも提供している。
日本でも起業家育成、企業育成プログラムを行っている。
西村氏：神戸でアクセラレータをやっているが、神戸はもともと機運があったのか。それ
とも機運、エコシステムを作りに行ったのか？
澤山氏：神戸市長が 500 のオフィスに来て、なにかやれないか、ということで議論を進め
た。自治体と連携したプログラムは 500 としては初である。
World Innovation Lab ゼネラルパートナー 松本 真尚 氏（以下、松本氏）：1999 年
に会社をつくり、Yahoo との合弁を指揮した。孫さんとずっと仕事をしており、Chief
Incubation Officer という役職であった。最後に担当したのはインドとの合弁企業を作るこ
とで、Chief India Officer と社内では言われていた。その後、2013 年に Wil を設立した。
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大企業のオープンイノベーションを促進するということをミッションとしており、日本に
は日本の良いところがあると考え、シリコンバレーのマネではなく新しいカタチがあるの
ではないか、という思いでやっている。
大企業には Wil を出島として使ってもらい、ビジネスクリエーション、投資、イノベータ
育成という切り口でやっている。失敗をするなら Wil を使ってもらう、という考え方であ
る。投資の規模はかなり大きい。アメリカへの投資は少額にはなる。LP 向けには研修プロ
グラムを提供したり、経産省とは始動プログラムでご一緒させて頂いている。
西村氏：大企業が嫌がる失敗とは？
松本氏：大企業は下からあがっていくのでリスクテイクをしないカルチャーになっており、
チャレンジできない。与えられたことをやると偉くなるという構造になっている。それで
はイノベーティブな活動ができないので、何かあったら Wil のせいで失敗したよ、という
ように説明してよいことにしている。
西村氏：私自身は IBM、アドビ、グルーポンをへて現在の会社を創業した。アドビにいた
とき Flash を担当していたが、スティーブ・ジョブズが iphone には Flash を採用しない、
と表明したことで、自分も変わっていかなければならないと感じた。

各社の強み
～失敗を恐れないマインドをつくれるか～
西村氏：パネリストの皆さんにお聞きしたいのは、自社のやっていることで他社には負け
ない、という強みがあれば教えて頂きたい。
澤山氏：0 から 1 ではなく 1 から 10 にフォーカスしているところが強みになっている。あ
る程度プロダクトができていて、チームもある。場合によっては月に少し売上がある、と
いうところにフォーカスしている。01 は短期ではどうしようもない部分がある。
フィリップ氏：皆さんの話を聞いていて、同じところに関心があると思った。その中で PnP
としては場作りを行っている点が強みだと思う。ピッチやパネルディスカッションをやり
ながら新しいことができる場所をつくっている。SV には年間 5 万人がくるが、PnP にくれ
ば新しいこと、面白い人に会える、という場所にしたい。
松本氏：プログラムとしては Wil が一番歴史が浅いが、特に気にしているのはマインドセ
ットのチェンジである。スキルではなくマインドを変えていくということが大事だと考え
ている。日本の場合は、×がつくことを怖がる。それをまずチャレンジしよう、ということ
に変えていかないといけない。当たらないかも知れないがバッターボックスに立つことを
しなくてはならない。
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フィリップ氏：SV では×は勲章として扱われる。失敗しても良い場所だ。
澤山氏：新しいことをすると数をこなすしかない。500 で投資している案件でも成功は 5％
しかない。小さい失敗を重ねて行くことが重要だ。

日本のシリコンバレーでの存在感
～存在はしているがインパクトは弱い～
西村氏：日本企業の存在感はどうでしょうか。
フィリップ氏：存在はしているがインパクトは残していない。PnP は 2,000 社ほどベンチ
ャーを見ているが、そのなかで日本企業は 1，2 社程度だ。
澤山氏：わたしも同感である。大企業もスタートアップもである。アクセラレータは 600
社ほど参加しているが 5，6 社程度ではないか。大企業も例えばデモデイには参加するが、
その後に繋がった例は少ない。
松本氏：メルカリの米国 CEO は Facebook の戦略担当 VP だった。これは存在感を示して
いる例だと思う。また、ソフトバンクは存在感をもっている。過去にわたしは孫さんと仕
事をしていた経緯があるが、現在、問い合わせは、孫さんを紹介して、ということが多い。
西村氏：存在感を高めるために、どういうことをすればよいか？
フィリップ氏：情報収集として一人だけで置く、というのはスキップしたほうがよい。チ
ームがいて、ディシジョンメーカーがいるという状況にする必要がある
澤山氏：バジェットをもち、意思決定できること、長期間いることが重要である。3 年位だ
と厳しい。人間関係で案件がはいってくる。今は良い案件には資金があっても投資ができ
ない状況である。
松本氏：Wil 代表の伊佐山は 17 年アメリカにいてスタンフォードも卒業しているが、それ
でも入り込むことが難しい。やはり企業としては人事異動もあるが、コーポレートで引き
継げる体制が必要になる。また、シリコンバレーの駐在はピッチャーに当たる。日本のキ
ャッチャーのフォローをしていくことが重要で、担当者レベルでなく、コーポレートとし
て来てもらうことが重要だと考えている。
日本のエコシステム
～大きく改善されているが、米国との差はある～
西村氏：日本のエコシステムをどう見ているか？
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フィリップ氏：変わってきているがまだまだ、という印象。大きな資金調達はできないし、
大企業と連携も難しい。海外からみると、残念ながらまだまだといったところだろう。
澤山氏：かなり変わってきている。実際にベンチャー投資額の統計をみるとアメリカとは
大きな差があるが、拡大している。日本は 2000 年頃のトラウマがある。現在の流れを潰さ
ないようにして、失敗することを許容しないといけない。
松本氏：フィリップさん、澤山さんは SV からみた日本、ということで Wil とはすこし立場
が違うかもしれない。日本はかなり改善している。起業家でも Exit を経験して二週目、三
週目をやっている人もいる。10 年前の SV の状況くらいにはなっているのかもしれない。
情報収集は、英語でできるので、リサーチではなくてチャレンジが増えていかないといけ
ない。日本には大企業に資金と人材がある。ただ、やることはベンチャーと同じでやはり
失敗する。日本の大企業がやるような事業計画書を書いて、その進捗を見る、というので
はなくスプリットランをしていくことが大切。100 のパターンを書いて、そこから 20 を選
び 500 万円でいいから張っていく、というやり方で進める必要がある。
【質疑応答】
オーディエンス：スタートアップのグロースに必要なことは？
澤山氏：まずチームが大事。コアチームでどこを目指すのか、をはっきりしておく。コア
チームの修正は難しい。
フィリップ氏：同意見だ。どのマーケットでどの位を目指すのか。
松本氏：日本は非常に良い場所で、チャンスがある。世界の課題は高齢化。日本でペイン
ポイントを捕まえると世界に通じるかもしれない。
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パネルディスカッションのグラフィックレコーディング結果
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ランチタイムプレゼンテーション
大企業と中堅・中小・ベンチャー企業の受発注マッチング

【プレゼンター】
リンカーズ株式会社 代表取締役社長 前田 佳宏 氏
リンカーズ株式会社はパートナー企業を探したい大手企業と優れた技術や製品を提供した
い中堅・中小、ベンチャー、大学等のマッチングを支援している。マッチングは、同社が
開発して運用している「リンカーズマッチングエンジン（LME）」に大手企業のニーズを
登録して、コーディネーターを介して中堅・中小企業にニーズを発信して行う。コーディ
ネーターは、自治体の外郭団体、自治体、金融機関、大学・研究機関の４種類に分類され、
総勢 2,000 名を超える。すべての産業、あらゆる職種のマッチングが可能である。最近は
AI の探索案件が増えている。候補企業の募集から最終選定までは２～３カ月かかる。年間
で海外案件も含めて 700 件の募集があり、80％がマッチングに成功している。年間 500
件のマッチングを成立させているサービスとしては日本最大級となる。同社の強みは、LME
に加え、ビッグデータ（中堅・中小・大企業の情報）と数万社以上の企業や産業支援機関
とのネットワークである。今後は LME を地方銀行や大手企業に導入して、双方向にマッチ
ングができる仕組みを構築したいと考えている。
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大学の研究者・理系学生と企業のマッチング

【プレゼンター】
株式会社 POL 代表取締役

CEO 加茂 倫明 氏

加茂氏は大学の研究室から多くのイノベーションが生み出されているにも関わらず、日本
の研究開発のアウトプットが世界で低下している点に疑問をもち、大学の研究室・教員と
企業のマッチングや、理系人材市場を活性化するためサービスをおこなうベンチャー企業
（株）POL を立ち上げた。POL はまず、優秀な理系学生は研究に忙しく、世の中の就活サ
ービスを利用していないことに着目し、簡単かつスピーディーに大手企業の内定が得られ
るような就職支援アプリ”LaboBase”を開発した。現役の大学 2 年生である加茂氏が口コミ
などのネットワークで学生に広めて、リリースから半年で約 3,000 名の学生が登録し、そ
の 86%が旧帝大+早慶の理系学生である。企業は研究やスキルでスクリーニングをして、
人材採用マーケットに出てきていない優秀な理系学生を獲得できる。現在は、奨学金や研
究室の検索など忙しい理系学生のかゆいところに手が届く便利な機能を追加している。
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大企業の若手の行動プラットフォーム

【プレゼンター】
One JAPAN 共同発起人・代表 濱松 誠 氏
濱松氏はパナソニックで IoT 家電プロジェクトに従事する傍ら、
One JAPAN を立ち上げた。
きっかけは 2012 年に若手社員と当時の社長でオープンイノベーションを促進するために
立ち上げた One Panasonic であった。One JAPAN は自社にとどまらず、強い課題意識を
もつ大手企業の同世代の仲間が集まり、情報交換やイベントを開催する実践共同体である。
大企業の若者にありがちな「空気を読む」病を打破して「空気をつくる」をモットーとし
ており、共創、人材組織開発、意識調査・提言の３つのアクションに取り組んでいる。1,000
名以上のメンバーが 10~20 の分科会を開催して、これまでに多数のイベント企画や調査を
実施してきた実績がある。取り組みの成果は、CEATECH やモノ博、メディア等でも評価さ
れている。
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中小・ベンチャー企業による公共調達の活用推進に向けて
府オープンイノベーションチャレンジ 2017～

～内閣

【プレゼンター】
内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 参事官（イノベーション創出環
境担当）付 主査（オープンイノベーション担当） 伊吹 信一郎 氏
内閣府は研究開発ベンチャー、調達を行う省庁機関、事業会社をつなげてビジネス機会を
創出することを目的とした「内閣府オープンイノベーションチャレンジ 2017」を立ち上げ
た。省庁機関から課題を出して、課題を解決する技術やサービスのアイディアをもったベ
ンチャーの参加を募り、採択されたベンチャー企業が F/S（事業可能性の検証）とピッチに
取り組み、出口で事業会社とのマッチングにつなげるというスキームである。今年度の公
募テーマは、警察庁、海上保安庁、消防庁から提示をする。F/S は 6 ヶ月間を想定してい
る。ベンチャー企業に対して開発資金の支援はないが、代わりにアドバイザーからの助言
をもらうことができる。今回の成果は省庁の調達に直結はしないため、アイディアの審査
では他の分野にも応用できるものを高く評価する。最後のピッチは NEDO と JOIC と連携
して開催することを予定しており、100 名くらいの参加者にビジネスプランを PR する機会
が与えられる。
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第２部／真のオープンイノベーションに向けて：大企業とベ
ンチャーの連携が成功するために必要なこと

【概要】
日本企業がオープンイノベーションに本気で舵を切り始める中、その一方で、旧来の自前
主義、既存事業・短期業績重視の風潮が、企業文化に染みついたままとも言われている。
そのような中、経済産業省が作成した「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のた
めの手引き」など、連携ノウハウを紹介した。また、大企業のイノベーション創出、ベン
チャー連携の先端的な取り組みをしているキーパーソンに、その苦労や成功への道筋とし
て共有すべきポイントを語っていただいた。

基調講演・パネルディスカッション
大企業と研究開発型ベンチャーの連携で日本初イノベーションを生
む！
基調講演 「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための
手引き（初版）」について
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【スピーカー】
内田・鮫島法律事務所 代表パートナー（弁護士・弁理士） 鮫島 正洋 氏
事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引きの紹介
オープンイノベーションは、概念が提唱された初期は他社のイノベーションを取り入れて
事業スピードを上げるという意味であったが、近年はイノベーションを生み出す主体が大
学やベンチャー企業になり、それを大企業が事業化するという意味になっている。
オープンイノベーションに具体的に取り組むために「事業会社と研究開発型ベンチャー企
業の連携のための手引き」を作成した。
手引きでは、委員会での議論と調査結果をもとに、とくにぶつかりやすい壁を 10 件に絞り
込んで記載をした。また、先行企業の取り組み事例についても紹介しており、たとえば P&G
のように優れたベンチャー企業を探すためのインセンティブを設けている事例がある。
アンケート結果をみると、連携のモチベーションとして、大企業側は「自社にない技術／
知財／ノウハウの獲得／活用」を挙げている。一方でベンチャー企業側は「販売チャネル・
取引先の獲得／活用」を挙げており、これらはこれまで仮説として持っていたものである
が今回あらためて実証された。
なぜ連携がうまくいかないのか、という点についてアンケート調査結果をみると、ベンチ
ャー企業側は「連携候補先のビジョンやミッションに共感できなかった、させられなかっ
た」と感じている。大企業側は「保有技術力やビジネスモデルの優位性が弱かった」と感
じているが、この項目はベンチャー企業側も上位に挙がっている。
アベノミクスによる未来投資戦略 2017 において、「「知恵」が価値を生み、多様な「個」
がいかされる社会が到来する中、あらゆる世代の意欲ある人々が技術革新を味方につけ、
眠っている様々な知恵・情報・技 術・人材を「つなげ」、イノベーションと社会課題の解
決をもたらす仕組みを世界に先駆けて構築できれば…」とあり、この部分がオープンイノ
ベーションに該当する。手引きは役立つのでぜひとも利用してほしい。
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パネルディスカッション１
排泄予知ウェアラブル D Free の開発と企業連携による事業加速

スピーカー＊写真左から
【モデレーター】
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 代表取締役 中西 敦士 氏
【パネリスト】
アクセンチュア株式会社 アクセンチュア・デジタル・ハブ統括 保科 学世 氏
株式会社リヴァンプ シニアマネージャー 上田 憲太郎 氏

排泄予知ウェアラブルを開発し、事業会社 5 社と連携して事業拡大
トリプル・ダブリュー・ジャパン 中西氏（以下、中西氏）：トリプル・ダブリュー・ジ
ャパンは、排泄を予知するウェアラブルデバイスを開発した。超音波センサーを腹部に貼
ると、情報をクラウドに送信し、スマートフォン上に排泄までのタイミングを表示する。
今年から量産を行い、大手企業の介護施設などで利用してもらっている。NEDO の支援プ
ログラムを活用して、事業会社５社と連携して事業拡大を図っている。
アクセンチュア 保科氏（以下、保科氏）：生き残っていくためには、社会課題の解決に
取り組んでいく必要がある。高齢化社会は避けて通ることはできない。介護の現場に足を
運ぶと、排泄ケアがいかに大変かということを感じた。そのような中、2 年半前に中西氏に
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出会い、アイデアがすばらしいと思った。開発の段階から参加させてもらっており、スタ
ートアップ支援を通じて一緒に成長できるモデルをつくりたい。
リヴァンプ 上田氏（以下、上田氏）：老老介護が身近にあり、自身が心配をしていた際
に、雑誌で中高の同級生だった中西氏の名前を見つけ、ファミリーマートの澤田社長に会
わせた。当社はセールスを担当することになった。開発の優先順位付け、エンジニアへの
現場の声のフィードバックを行っている。
中西氏：オープンイノベーションで気をつけることは何か。
保科氏：ベンチャー企業と連携している企業としていない企業とで明確に成長の差がある。
慎重な企業も多いが、デジタルの時代ではいち早く一歩を踏み出す必要がある。大企業は
ベンチャー企業にはかなわない。
上田氏：それぞれの共通言語がないという課題認識を持っている。NEDO の枠組みで支援
を行っているが、われわれは通訳の役割。噛み合わない時は、大企業側からの歩み寄りが
あればうまくいく。
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パネルディスカッション２
大企業とベンチャー企業の連携を阻む「壁」とその壁を乗り越える
ための方策

スピーカー＊写真左から
【モデレーター】
デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社 経営企画統括 森山 大器 氏
【パネリスト】
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 代表取締役 中西 敦士 氏
株式会社クラレ 研究開発本部 企画管理部 主管

濱田 健一 氏

内田・鮫島法律事務所 代表パートナー（弁護士・弁理士） 鮫島 正洋 氏

ベンチャー企業を受け入れ、コラボレーションのポイントを議論する
デロイトトーマツベンチャーサポート 森山氏（以下、森山氏）：トリプル・ダブリュー・
ジャパンは複数の事業会社と連携している。提携に至る会社と至らない会社の違いは何か。
トリプル・ダブリュー・ジャパン 中西氏（以下、中西氏）：モーニングピッチで知名度
が上がり、大企業２,300 社と話をした。事業を加速することが重要なので、エンジニアの
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派遣、出資、商流など、リソースをすぐに提供してくれるところは助かる。同じ方向を向
いてリソースを出してくれる企業はスムーズである。
森山氏：濱田様は以前、ベンチャーキャピタルに在席されていたため、ベンチャー企業の
視点がある。連携する上でどこを工夫しているか。
クラレ 濱田氏（以下、濱田氏）：当社のような化学メーカーでは、まずは共同開発をし
て、提携したほうがよい場合は出資を行う。シリコンバレーで学んだが、「ベンチャー企
業をすべて受け入れる」ということ。どのようにしたら成功するのかを議論し、コラボレ
ーションのポイントを見つける。
競争力を高めるために、リスクとスピードの最適なバランスをとる
森山氏：支援者の立場として、連携のポイントは何か。
内田・鮫島法律事務所 鮫島氏（以下、鮫島氏）：当事務所は知財ブティックの中では最
大級であり、クライアントの８割が中小・ベンチャー企業である。大企業に対する交渉を
行うが、交渉相手は「何を奪い取るか」という考え方の企業もある。これではディールが
成立しないため、企業の知財法務部門はこれまでと価値観を変える必要がある。たとえば
事業部門とベンチャー企業がタームシートで合意をしたが、契約の段階で知財法務部門が
取り消すような事例もある。確かに知財法務部門は自社の権利を守るのが本業であるが、
それよりも競争力をどのように付与するか、リスクとスピードとの最適なバランスをどの
ようにとるかを考えていくべきである。
森山氏：大企業の中で事業部門にバトンパスする際につながらないという壁がある。
濱田氏：老舗企業はコア技術を大事にしている。そこにベンチャー企業の技術を補足的に、
補完的に持ってくる形態になるが、自社の技術とのコンフリクトが生じ、あら探しをして
しまう懸念もある。進めていく中でオープンイノベーションはインベンション×インプリメ
ンテーションであり、技術はあるが商業化のノウハウが不足していることに気づいた。そ
こで、ベンチャー企業との連携を技術獲得の機会というよりも、事業機会と捉えるように
なった。これにより技術ではなく、ビジョンや事業機会を評価して判断ができるようにな
った。
森山氏：複数のベンチャー企業と同時並行的に付き合っているということだが、どのよう
にして関係を構築しているのか。
濱田氏：７割は失敗するという前提で行う。一歩引いて、複数の企業を同時に動かしなが
ら進めるようにすると情報と情報がつながる。
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森山氏：ベンチャー企業と提携しました、というリリースの企業が多いが、その後が重要
である。長期的な関係構築を行うための工夫や要望はあるか。
中西氏：最初はビジョンに共感してお付き合いをする。２，３年すると互いが Win-Win に
なるような時期がある。ベンチャー企業から、恩返しを 10 年待ってほしいと言われるが、
長期的な視点でみてもらいたい。ベンチャー企業と付き合うというのは 10 歳年下の恋人を
持つようなものだ。
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講演 研究開発型ベンチャー企業への支援施策

【スピーカー】
経済産業省 技術振興・大学連携推進課長 松岡 建志 氏
事業規模・ステージに応じて研究開発型ベンチャーを支援する制度を整備
研究開発型ベンチャー企業には様々な課題があり、それに対応する支援策がある。まずは
前にご登壇されたトリプル・ダブリュー・ジャパンも利用している「シード期の研究開発
型ベンチャー（STS）事業化支援」である。これは認定 VC の出資が入れば、政府が 3 分の
2 を補助する支援策である。「企業間連携スタートアップ(SCA)支援」は共同研究開発を研
究開発型ベンチャー企業と事業会社が行えば、それに対して補助を行う支援策である。そ
のほかにも、「大学等発起業家支援（TCP）」、「スタートアップイノベーター（SUI）支
援事業」がある。
また、連携の手引きの第２版を作成している。どのように事業会社の中で話を通したらよ
いのかという問題があり、その対応策をまとめている。学んでいただけるものになるだろ
う。
さらに、来年適用される研究開発税制ではオープンイノベーション型として、控除率が上
がるタイプがある。
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ベンチャー企業の強い意思と高い理想、大企業の理解が重要であると考えている。本日は
意味のある議論が多かった。今後も出会いの場をつくっていきたい。
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パネルディスカッション
大企業とベンチャーは Win-Win の関係を構築できるのか

スピーカー＊左から
【モデレーター】
Forbes Japan 副編集長 兼 WEB 編集長 谷本 有香 氏
【パネリスト】
加藤 由将 氏 東京急行電鉄株式会社 都市創造本部事業計画部 課長補佐
KDDI 株式会社 バリュー事業本部・バリュー事業企画本部 戦略推進部長、KDDI∞
Labo 長 江幡 智広 氏
富士通株式会社 マーケティング戦略室 シニアディレクター 徳永 奈緒美 氏
野村ホールディングス株式会社 金融イノベーション推進支援室長 八木 忠三郎 氏

パネリストの取り組みの紹介
東京急行電鉄 加藤氏（以下、加藤氏）：東急アクセラレートプログラムを運営している。
東急としては、人口減少問題が最も大きな課題である。消費人口が減るので、売上が減り、
確実に影響を受ける。輸送ビジネスは労働集約型のビジネスで、労働人口も減っていくた
め、外部から新しいテクノロジーを取り込んで成長を目指す必要がある。都市間の競争も
起こっている中で、渋谷の再開発と歩調を合わせて、渋谷と世界が結びつくエコシステム
をつくりたい。
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KDDI 江幡氏（以下、江幡氏）：通信会社にとって大きな変化は 2000 年に携帯電話でデ
ータ通信ができるようになり、インターネット機能が付いたことである。通信回線の品質
向上に取り組んできていたが、通信回線の上でどのようなビジネスを展開するかはノウハ
ウがなかったため、パートナーシップにより新しい事業に向かう必要があった。それを加
速化したのがスマートフォンの登場である。2000 年代の後半にアライアンスを強化し、フ
ァンドに LP として参画した。2011 年に∞Labo を設立し、その半年後に自社のファンドを
創設した。
富士通 徳永氏（以下、徳永氏）：自身はデータベースエンジニアであり、2000 年からコ
ーポレートスタッフ部門で社内ベンチャー制度、投資を担当し、2011 年からビッグデータ
事業開発部門で新規事業を担当してきた。2015 年にベンチャー協創プログラムである
MetaArc ベンチャープログラムを始めた。過去２年間で 4 回のバッチ、協業検討 60 社、
業務提携 20 社の実績がある。検討する機能を決めて集中して行うことにより、協業まで持
っていくというゴールを設定している。募集テーマの設定時から事業部門の幹部がコミッ
トすることで成功確率が高まる。グリッド社と AI 分野で協業し、当社の AI プラットフォ
ーム Zinrai を強化した。
野村ホールディングス 八木氏（以下、八木氏）：昨年 4 月に金融イノベーション支援室
を設立し、次世代ビジネスの発掘、オープンイノベーションの推進、エコシステムの発展
サポートをミッションにしている。昨年始めてみて分かったのは、イノベーションが勝手
に進むとは感じられなかったことである。まずは仕組みや文化の構築が重要であり、その
ためにグループ CEO が社員に向けて主体的に考える会社になることを訴えるメッセージを
発信した。2 点目は社内のビジネスコンテストを開催した。ピッチで終わりではなく、事業
化に向けて継続的に取り組んでいるチームもある。3 点目はアクセラレータプログラムであ
り、ベンチャー企業と大企業の協業を促進するものだ。専任のサポーターを配置し、事業
化・スケール化を支援している。4 点目は新会社を設立し、証券業の規制の外で新しいこと
に取り組む事業会社を設立した。
トップのリーダーシップや担当者のコミットメントが大企業を推進させる
Forbes Japan 谷本氏（以下、谷本氏）：大企業の中では新しいことをするのは大変であ
るが、どのようにして大企業との連携を推進させているのか。トップの想いの発信、社内
の巻き込みはどのようにすればよいのか。
加藤氏：当社の野本社長がイノベーターであるというのが大きい。日本の大企業はオペレ
ーショナルでトップに歯向かうことは難しいが、トップが推進していれば逆にやりやすく
なる。トップと自身のやりたい内容の方向性が一致していた。
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八木氏：経営陣は新しいことにチャレンジしようと言っている。2000 年にネット証券が台
頭してきた際に、既存事業とのカニバリゼーションを懸念して市場参入の意思決定に影響
が出た経験がある。今回のフィンテックでは過去の反省を活かそうと言っている。
江幡氏：当社は合併を通じて出来てきた会社であり、2、30 社が合併しており、ほとんど
の会社がベンチャー企業である。そのため、新しいことに取り組むことに対するアレルギ
ーはなかった。また、トップは危機感、リーダーシップを持っている。
徳永氏：トップのコミットは大事だが、コミットしてくれる時とコミットが少ない時があ
り、後者の時においても「トップがやらないから自分もやらない」というのでは社内から
信頼されなくなる。イノベーションに対して自身がコミットし、冬の時代にも共感してく
れる人を育てる。

成果指標は業務提携したベンチャー企業をどの程度成長させられるか
谷本氏：大企業の中では異分子的な人材がいない。みなさんはどのようなモチベーション
で取り組んでいるのか。
八木氏：部署ができた時に社内公募を行った。この結果、普通ではない人材が集まり、自
身は「動物園の園長」と呼ばれている。メンバーのモチベーションが高く、公募を行った
ことは良かった。
加藤氏：課長クラス、部長クラスは本業のノルマがあり、縛り付けられている。既存事業
のオペレーションにはめこまず、イノベーションマネジメントをゆるゆると権限を持たせ
て担当させることが重要だ。
谷本氏：通常の人事評価ではモチベーションに対してマイナスに働くのではないか。
江幡氏：大企業だと失敗したくないという気持ちはあるが、当社は「何もしないことが失
敗である」という雰囲気はある。
加藤氏：成果指標については募集件数などを成果指標にするとノルマをこなすことが目的
化してしまう。最後の業務提携、果実の刈り取りだけを KPI にする。
江幡氏：当社も業務提携の売上等の指標は設定していない。ベンチャー企業と提携しても、
大企業とでは規模が異なる。経営層は短期的ではなく、提携したのであればどの程度成長
しているのか、企業価値が上がっているのかを気にする。
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徳永氏：成功は 100 件やってホームランは 1 件程度である。どの程度の付加価値を出した
のかという KPI は重要である。

大企業はベンチャー企業に何を提供できるか――ベンチャーファーストの姿勢で付き合う
谷本氏：どのような観点でベンチャー企業をみているか。
八木氏：アクセラレータプログラムでははじめから事業部を巻き込んだ。事業部がテーマ
を決める。プログラム中は現業の仕事をせず、ベンチャー企業と付きっ切りで新しい事業
を模索する。
加藤氏：初期の頃は現場に引き渡す段階の PMI で苦しんだ。第二期以降、事業部を審査の
段階で巻き込み、エンゲージメントを持たせた。デモデーで決定したらそのまま事業部と
続ければよいという構造にしておく。
江幡氏：「ベンチャーファースト」という、ベンチャー企業は大企業に持っていないもの
をもっているという姿勢が重要である。搾取するという姿勢ではなく、我々に提供できる
ものを引き出し、使ってくださいという姿勢で臨む。
徳永氏：大企業ではベンチャー企業との連携の入り口で「打ち合わせ」という名の「尋問」
が行われることがあるが、尋問する前にまず自分の価値を表明しなければならない。

ベンチャー企業との人事交流や人事制度の見直しにより、社内のイノベーターを増やす
谷本氏：どのようにしたら皆さんのような方を増やせるのか。
八木氏：社内のイノベーターを見つけることである。ビジネスコンテストを行うと意外に
イノベーターが社内にいる。そのような人材はベンチャー企業と引き合わせる等、社内の
イノベーターに情報が集まるようにする。
徳永氏：人材流動性が鍵を握る。大企業では上司の言うことを聞いていくと安全ではある
が、外部からみて見える人材は価値がある。価値があるにもかかわらず冬の時代が来てし
まったような人材を探す。
江幡氏：アクセラレーターを始めた 2010 年の頃、自身は社内で浮いていた。その後、中途
採用、企業の買収により人材を確保していった。当社からもベンチャー企業に人材を送り
込んでいる。送り込んだ人材が学んでくる。一方でベンチャー企業側の人材に当社に来て
もらって、大きなキャッシュがある場合の新規事業を学ぶのがよい。
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加藤氏：イノベーターを増やすボトルネックとなるのが人事である。採用、教育、評価、
ローテーションの 4 つの観点で人事制度を見直す必要がある。失敗しようとして失敗する
人はいないし、減点主義だとイノベーターを見捨ててしまう。今日も会場の参加者には人
事部の方はいないが、変えないといけない。
谷本氏：グローバルの視点についてはどのように考えているか。
徳永氏：アクセラレータープログラムの応募企業のうち北米の企業が 2 割程度ある。しか
し事業部がベンチャー企業を選ぶとコミュニケーションスタイルが原因で日本のベンチャ
ー企業が中心になる傾向もある。海外のベンチャー企業からみると、「日本側がやる気な
いのでは」と思われたりするため、現地でコミュニケーションを図るスタッフを配置する。
江幡氏：米国のベンチャー企業は正直なところ日本市場をみていない。韓国のベンチャー
企業はアジアに展開しようとすると中国や日本は進出しやすいと考えている。アジアとの
相性が良いと思う。
加藤氏：グローバル化は必須条件である。渋谷は国内企業というのでは足りない。外国人
にビザを発行してもらい、経済活動をしてもらいたい。多様性と生存戦略は結びついてい
る。まったく異なるライフスタイルの人材と議論する中で見つかるのが戦略。
谷本氏：日本からユニコーン企業を作るためにはどうしたらよいのか。
徳永氏：日本では BtoB ベンチャーが増えると良い。評価が難しいが、欧米をみると成長し
ているベンチャーのかなりの割合が BtoB であり、自身もそれに貢献していきたい。
八木氏：中長期目標であるが、アクセラレータープログラムがなくなればよいと思う。事
業部があるテーマでベンチャーと連携したい時に勝手に見つけてきて勝手に POC をする。
それがあらゆる部署で起こる会社にするため、社内にイノベーターを増やす。
加藤氏：さきほど人事が課題と言ったが、ある日、当社の人事部長から 1 通のメールが届
いた。そこには「東急は加点主義である」というメッセージがあった。このようなアクシ
ョンがあると伸びる可能性がある。ベンチャー企業の成長支援と子育ては似ている。子ど
もは熱を出すし、奇想天外だ。大人の価値観では分からないが、そこをマネジメントして
いく。大企業の中でエリートと呼ばれる人材がいるのであれば、あえてトップラインから
外して新規事業を担当させて、能力を発揮させるべきだ。
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パネルディスカッションのグラフィックレコーディング結果
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第３部／イノベーションのキーパソン：「始動」と「未踏」
２つの人材育成プロジェクト／政策紹介
パネルディスカッション／「始動 Next Innovator」の成果と展望
【概要】
経済産業省では、2015 年から「始動 Next Innovator」（以下、「始動」）という次世代
のイノベーションの担い手を育成するプログラムを実施している。「「始動 Next
Innovator」の成果と展望」では、始動の卒業生 3 名を御招きして、同プログラムの魅力に
ついて伺った。

スピーカー *写真左から
【モデレーター】
アクセンチュア株式会社 公共サービス・医療健康本部シニア・マネジャー
【パネリスト】
リンクウィズ株式会社 代表取締役 吹野豪氏
チョーヤ梅酒株式会社 製造部生産技術部門長 菅健太郎氏
日本電信電話株式会社 研究企画部門プロデュース担当部長 竹上慶氏
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那須もえ氏

始動プログラムについて
アクセンチュア株式会社 那須氏（以下、那須氏）： 「始動」は 2015 年に始まり、今年
で 3 年目を迎えている。合言葉は Thinker to Doer であり、考えるだけでなくアクション
を起こせる人を目指すものである。毎年 120 名が参加しており、卒業生は 240 名に上る。
「始動」の特徴は、日本の産業を代表する事業家、起業家、VC によるメンタリングが行わ
れることであり、120 名が切磋琢磨して事業計画を書き上げる。審査、ピッチ大会を経て
選考された 20 名がシリコンバレーに行き、更に事業計画をブラッシュアップする。近年で
は女性の参加も増えており、またベンチャー企業だけでなく大企業、自治体、研究機関か
らの参加もある。

自己紹介
リンクウィズ株式会社 吹野氏（以下、吹野氏）：静岡浜松市で産業用ロボットの制御ア
ルゴリズムを開発している。地方発、ものづくり、BtoB ベンチャーである。「始動」には
2015 年に参加した。創業当時、資金がなく補助金を探しているときに、経済産業省のホー
ムページで始動を発見した。当時はそれほど大きな志はなかったが、「始動」を卒業した
今は大きな志を得ることができている。
チョーヤ梅酒株式会社 菅氏（以下、菅氏）：チョーヤ梅酒は社員 130 人の中小企業であ
る。売上が落ち続けている状況をなんとかしたいという思いから、独学で新規事業計画書
を作り、社長からもやってみろと言われた。しかし、いざやるとなると自分の事業計画に
自信を持てなかった。そこで大阪で開催されていた新規事業部の勉強会に参加したところ、
そこのメンターが「始動」の 1 期生が中心であり、「始動」を紹介してもらい、自身の事
業計画をブラッシュアップするために 2016 年に「始動」に参加した。
日本電信電話株式会社 竹上氏（以下、竹上氏）：入社して 20 年になるが、キャリアの半
分は新規事業に携わってきて、今も研究所の技術を使った新規事業を検討するチームに所
属している。これまで、会社の柱になるような新しい事業ができていない、グループ企業
を見ても世の中を変えるようなものができていないという問題意識があった。０から１を
作る発想をどうしたら会社に持ってこられるかと考えて、色々なプログラムを探していた
ときに、「始動」を見つけ、2016 年に参加した。

始動により事業化した新規事業の紹介
那須氏：「始動」は、事業をどう実現するかにフォーカスしており、実際に皆さんの活動
も事業化されている。そのあたりを紹介いただきたい。
吹野氏：産業用ロボット向けの制御アルゴリズムを作っている。日本のモノづくりの技術
をソフトウェアで集約し、モノづくりのノウハウを海外に売っていきたいと考えている。
この事業は正に「始動」の中で立ち上がっていった。参加当初、創業から２カ月程度、取
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締役３人、売上は０だった。我々は考える前に Do してしまっており、もう少し考えないと
いけない状況だったが、頭のいい人がたくさんおり、事業計画にも親身にアドバイスを頂
いた。3 年目になって無事、事業が立ち上がっており、非常に良いプログラムだったと感じ
ている。周りが大企業ばかりで最初は肩身が狭かったが、開き直ってぶつけていった後半
は非常にプラスになった。
菅氏：The CHOYA という商品を昨年から発売している。これまでは、主にタレントを使っ
て広告しており、年齢、性別、飲むシーンを提案するプロモーションをしていたが、この
商品は全く違うアプローチを取っている。「始動」では、色々なバックグラウンドの方に
事業計画書を見てもらったが、チョーヤの強みについて色々と聞かれた。自身も 103 年の
歴史を勉強して強みを考え直したところ、創業者一族が農家と作り上げた原料の梅が強み
であることがわかった。そこで、The CHOYA には、特別な梅を使って作ったもので梅酒と
いうよりチョーヤという飲み物である、という意味を込めたキャッチフレーズを使うこと
にした。「始動」で社外から受けた指摘を社内にフィードバックしてできたものである。
竹上氏：「始動」でアドバイスを頂いて事業化した商品は、デジタルサイネージである。
コンテンツ制作コストを削減するというコンセプトで、会社の Web サイトをサイネージ用
コンテンツに自動変換してくれるものである。もう一つはリアルタイム配信である。Web
サイトの重要情報、例えば緊急災害時の避難所情報などを、リアルタイムで好きな場所に
割り込んでプッシュ配信できる。大きな特徴は他社のサイネージにも割り込めることであ
り、例えば犯罪者の画像を一斉表示するようなことができる。

事業化までの困難と、始動による支援
那須氏：事業化までの道程は厳しかったと想像される。ベンチャー企業、中小企業、大企
業それぞれの難しさがあったはずだが、「始動」がどう役立ったかをお話し頂きたい。
菅氏：弊社には新規事業部がない。新しいことを立ち上げた経験があるのは、創業者一族
メンバーだけであり、アドバイスを社内から求めることができないという難しさがあった。
「始動」には、同じ立場のメンバー、事業を立ち上げたことがあるメンバー、経験豊富な
メンターがおり、目から鱗のアドバイスを多く頂き、早々にアイデアをピボットできたこ
とがよかった。
竹上氏：新規事業セクションで困るのは既存事業からの大反対である。既存リソースを活
かせているか、貴重なリソースを本当にそこに割り当てるのか、遊んでいるのではないか
と言われることもある。「始動」を通じて精神的な胆力が身に付いた。「始動」に参加し
ている経営者、ベンチャー企業と話すともっと苦労しており、忍耐力と継続力で続けてい
る。例えばパナソニックの本間社長も、美容家電事業は 3 年くらい失敗の連続だったと仰
っていた。そんなことでくじけてはだめだと思えるようになった。
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那須氏：菅さんからも、会社の役員会では後になるほどどんな質問も受けられるようにな
ったと聞いている。
菅氏：「始動」では 100 人以上からの質問に受け応えする機会があり、出尽くしたのでは
ないかというくらい質問があった。本番の役員会での質問も、「始動」で受けた質問ばか
りで、すらすら回答できた。
吹野氏：「始動」に出る前は小さなことを考えていた。3 人で今までやれないことをやり、
売上も 4 千万くらいあればいいと考えていたが、そうではないと気づかせてくれたのが「始
動」だった。こういうお客さんがいて、こういうニーズを解決できて、こういう社会課題
がクリアになるなら、その市場はもっと大きい、それならばもっとチャレンジしろと激励
してくれたのが「始動」である。

始動でできた、つながり
那須氏：「始動」の横のつながり、縦のつながりは深く、そこが励みになったと聞くこと
が多い。
吹野氏：良い志をもった友人ができたことは非常に大きい。この ILS でも、初日、二日目
と始動メンバー同士で相談しあった。チョーヤの菅さんとは、大阪イノベーションハブで
一緒にメンターをしており、世代を超えたつながりができてきた。
菅氏：始動メンバーはいい意味でのライバルである。やっている人からは物凄いスピード
感が伝わってきて、自分ももたもたできないという思いになる。社内で閉じこもっている
だけではこのスピード感でやっていけなかったと感じる。
吹野氏：みんなが頑張っているのを見ていると、自分を律せられる。
竹上氏：刺激もそうだが、「始動」はイノベーションを起こすことをテーマに集まってお
り、そういう志を持った異業種の方とネットワーキングできるのが非常に良い。自身もサ
イネージ事業の延長で、色々なメーカーや、全く切り口が違う会社で同じ志を持った方と
スピーディにアイデア交換をしている。また、違う会社の社内研修に混ぜてもらうことも
あり、知の交流ができている。

参加前後の Doer 度合いの変化
那須氏：「始動」の合言葉でもあるが、「始動」への参加がきっかけで、これまでよりも
っと顧客の話しを聞いたり、ユーザの声を拾いにいったりするようになったと聞く。
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竹上氏：行動の質、時間の使い方が変わった。大企業では、社内を説得するための材料を
作ることが多いが、それでは顧客の求める本質的価値からずれてしまうので、なるべく社
外で時間を使うようになった。例えば情報収集をする際、これまでは同業界の展示会など
に行くことが多かったが、違う業界を見てどんな社会課題を解決しようとしているのかを
見るようになった。
菅氏：街頭インタビュー、外国人へのインタビューをしている。外注してしまいそうな調
査も自分の足でやってみるというのは学びになった。
吹野氏：プロダクトを世界に出そうということが、会社で決まってきたことが一番大きい。
東海地方はモノづくりが盛んで、あの周りで仕事をしていれば会社が成り立つので、それ
で満足してしまうこともある。そうではなく、東海地方からアジア、世界へどうプロダク
トを届けるか考えるようになり、やるべきことが大きくなった。

始動の魅力
那須氏：最後に「始動」の魅力を一言で言うと。
竹上氏： 従業員の多い会社にも、志を持って新しいネタを考えている人がいる。社内にい
るとその炎が消えてしまうかもしれないが、「始動」に参加することで大量の燃料を注い
で大きくしてくれる。事業計画には、最高のメンバーから直接指導をもらえる。自身も散々
言われたが、それだけ広い観点、視野、価値観、ネタを持っている人が集まっている。ネ
タを持っていて志がある人とは、是非、同じメンバーとしてつながりたい。
吹野氏： 自身も辛辣なコメントを数多くもらった。メンタリングだけでなく始動メンバー
からも厳しい声をもらえる。一人の個人、イノベーターとしてどう生きて行くかは、ベン
チャーも大企業も関係なく、志をぶつけ合って磨き上げられる。自身の回りに 250 人近い
熱い人がいると思うだけで心強い。
菅氏：キャッチフレーズである Thinker to Doer を最初に教えられるが、全編を通じてそ
の内容になっている。自身はこれまで PDCA の P から始めることを教わってきたが、行動
が遅いことも自覚していた。始動には行動の早い人が多く、DPCA になっていた。今は Do
から始めている。Do でやってみて失敗すれば次に何をやるか決まる。動きが早くなった。
正に Thinker から Doer になれることが「始動」の魅力である。

58

パネルディスカッション／「未踏プロジェクト」の成果と展望

【概要】
経済産業省では、2000 年から「未踏プロジェクト」（以下、「未踏」）を実施し、1,500
名超のクリエーターを輩出してきた。「「未踏プロジェクト」の成果と展望」では、「未
踏」の卒業生とプロジェクトマネージャーをお招きして、同プログラムの魅力について伺
った。

スピーカー *写真左から
【モデレーター】
東京大学 名誉教授 未踏事業統括プロジェクトマネージャー 竹内郁雄氏
【パネリスト】
KDDI 株式会社 ソリューション事業企画本部副本部長 クラウドサービス企画部長／未
踏事業プロジェクトマネージャー 藤井彰人氏
メディアアーティスト 筑波大学助教デジタルネイチャー研究室主宰 Pixie Dust
Technologies CEO 落合陽一氏
Takram 代表取締役 田川欣哉氏
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未踏プログラムについて
東京大学 竹内氏（以下、竹内氏）： 「未踏」は 2000 年にミレニアム事業として始まっ
た。ミレニアム事業で現在も続いているのは「未踏」だけである。「日本にもビル・ゲイ
ツを」といううたい文句で始まり、これまでに 1,500 名超の未踏クリエーターを輩出して
きた。分野はシステム、ソフト、アプリ、ハードまで多様であり、卒業後の進路は起業、
アカデミア、
企業にほぼ等分される。現在も毎年 20～30 名のクリエーターを輩出している。
採択されたクリエーターはプロジェクトマネージャーのもとで自由に研究開発を進める。
成果は日本版バイドール法により本人に帰属し、それをもとに起業する人もいる。

自己紹介
Takram 田川氏（以下、田川氏）：「未踏」には 2 回採択された。「未踏」では、プロジ
ェクトマネージャーが、若手の研究者やアイデアを持っている人を、その人の価値観で自
由に選び、予算がつき、半年で開発する。自身は当時 20 代で、デザインとエンジニアリン
グを混ぜたようなアイデアを持ち込んだが、コンピュータサイエンス分野の人もいた。最
強の動物が集まって園長が鞭でたたくようなイメージ。異種格闘技で、それぞれの得意な
フィールドがあるが、そこから引っ張り出されて、合宿やプレゼンをして、思ってもみな
いコメントをもらう。面白いのは、勝ち負けがはっきりしていることで、スーパークリエ
ーターに選ばれるかどうかがモチベーションになり、そこで切磋琢磨する。半年でかなり
ストレッチさせられた。戦った仲間が同窓生になるのもその仕組みの面白さがあるからだ。
メディアアーティスト 落合氏（以下、落合氏）：大学 2 年生で応募して 3 年生で採択さ
れた。スーパークリエーターを取らないとまずいという肌感覚はあった。社会は正解なく
人を評価するが、20 代前半に評価基準のない中で勝つ方法を模索する経験はこたえたし、
パワーが出た。何もわからない中でものを作るのが楽しいと思っていたが、自分がものを
作ってお金もらえることがわかった。大学に行きながらお金を稼げるようになり、お金を
もらいながら研究する大切さ、ファンディングに対する意識が身についた。
KDDI 株式会社 藤井氏（以下、藤井氏）： 「未踏」では、学生が応募し、プロジェクト
マネージャーが審査して採択し、９カ月育成して最後に成果報告会をする。特に優秀な人
はスーパークリエーターに認定される。育成期間の間に何回か合宿をし、プロジェクトマ
ネージャーは月に 1、2 回個別ミーティングで指導して最終日を迎える。自身はプロジェク
トマネージャーとして 2009 年から参加したが、クリエーターのパワーに触発されてはまっ
ていった。「未踏」は、シリコンバレーと同じ匂いがする動きができている。卒業生が活
躍しているのは、2000 年からできた未踏クリエーターのコミュニティが相乗効果を出して
いるからで、お互いに助け合ったり情報交換したりして、スターを更に高いステージに上
げている。これまでは、事業成果が出ているのか、という話しばかり聞いていたが、今は
それを聞かれても怖くない。
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田川氏：テックベンチャーで可能性がある、ユニコーンくらいになりそうなのは、ほぼ「未
踏」の人という感じ。スマートニュースの代表、プリファードネットワークスの社長と副
社長、グノシーの CEO も「未踏」出身である。

未踏コミュニティ
竹内氏： 1,500 名の卒業生が未踏コミュニティを作っており、同期も上下のつながりも強
い。合宿では OBOG がクリエーターと同じくらいの数呼ばれて、激しく情報交換する。お
互い切磋琢磨しながら成長していき、縦のつながりが深くなっていくので、同期だけでな
く大きなマスとしてコミュニティが成立している。プリファードネットワークスの社長も
「未踏」出身で、尖った集団をトヨタなど大企業がオープンイノベーションに使っている。
藤井氏：「未踏」のエンジニアのコミュニティが、更にその下の若手学生を育てていく。
このよい循環が IT の層の厚さを作る。
落合氏： Takram は Takram で、うちはうちのラボでエコシステムがある。未踏クリエー
ターが独自のエコシステムを色んなところで作り始めている。未踏マフィア化している。
田川氏：うちにもスーパークリエーターが 4 人くらいいる。
落合氏：うちにもスーパークリエーターが 2 人いる。今は、「未踏」第 2 ステージになっ
ている。「未踏」出身者が独自に作ったコミュニティで出てきた若手が認印を押すように
なっている。バージョン２のような面白いバトルになっておりドキドキしながら見ている。
藤井氏：最近はもう１層下の、「未踏」に応募してくる人を教育、トレーニングするコミ
ュニティを「未踏」の卒業生がやっている。多層のコミュニティを構成しているのが最近
の動き。
落合氏：未踏ジュニアで面白いのは、僕が開催したワークショップに応募した小中学生の
お母さんが次に応募するのが未踏ジュニア。

イノベーションと未踏
藤井氏：「未踏」のクリエーターは、育成期間中にはそこまで事業プランを書かない。そ
れをやると角が全部取れてしまう。ビジネスの発展性は最大限に活かしたいが、事業プラ
ンまではやらない。それがクリエーターの伸びる力を開花させている。採択する際にスー
パークリエーターになるだろうと思って採択してもだいたい外れる。何が伸びるかわから
ない中で、コミュニティで鍛えられて伸びて行くのが「未踏」である。種をビジネスとし
てどう伸ばせるか、回りのサポートで引っ張り上げてほしい。
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田川氏：「未踏」が素晴らしいのは、組織やプロジェクトではなく人物に予算をつけてい
るところである。人物の可能性にかけるプロジェクトで、更にその人物のセレクション基
準はプロジェクトマネージャーの価値観に委ねているのが面白い。目利きのフィルターを
かけて選ぶのが大事だ。企業がオープンイノベーションをやるときも、目利きを介在させ
たり、名伯楽だったりする。また、若手がぐっとくる、エンゲージメントが高まる要素は 2
つ。1 つは学習意欲、好奇心で、この場所は圧倒的に伸びるという環境を作ることでストレ
ッチする。特に若手は化ける可能性があり、「未踏」ではそのケミストリーのメカニズム
が設計できている。2 つ目は、伸びることが活躍に直結するかである。ビジネスプランは関
係ないと言いつつ、先輩でベンチャー企業を作って成功している人が見えているので、成
功が他人事でなく感じられる。ここで成果を出せばファンドが着いていけるかもしれない、
というのが見えてやるのはかなりインセンティブになる。その元を辿ると、「未踏」の基
軸に人物があるのがコンセプトだということだ。
落合氏：異種格闘技戦なのに勝敗をつけることが、日本社会には必要。しかもそれが金で
評価されるわけでもない。スーパークリエーターというタイトルには興味がないが、勝負
に勝つのは好き。ゲームになってはいるがルールがない状態は好み。そういう人材をどれ
だけ育てられるかが勝負になる。ルールが決まっている中でどう勝つかという勝負がビジ
ネスでは増えてくる。ルールがない中で、自分でルールを作ってその中で気持ちよくなる
ように制度設計しながら戦うことは、社会に出ても教えてくれない。それを 20 代前半に分
かると生き方がブラッシュアップされる。
落合氏：未踏減税を提案したい。未踏クリエーターの法人税を安くしてはどうか。起業支
援の金を出すより税金を安くしたほうがよい。助成金は使い切って終わってしまう。本気
でやろうと思っている人には減税のほうが重要。CTO に未踏事業の人を置きたくなり、テ
ックベンチャーが育つ。数十億円もらって利益を出しても税金を払わないでよい特区を作
るよりは、人に根ざしてその企業を重用したほうがよい。

未踏クリエーター
藤井氏：最初はプロジェクトマネージャーとして、提案書ベースで採択することにしてい
たが、だんだん改心した。9 ヶ月の育成機関があるが、絶対に必要なのはパッション。最低
限の提案書は必要だが、本人に「世の中変えてやろう」、「こんなに面白いのになぜわか
らない」というパッションがないと伸びていかないし、もたない。例えば、「マーケット
がこれくらいあるからこの提案で 10%リーチして売上がこれくらいで」というプレゼンも
あるが、そうでなく「君は、本当は何をしたいのか」をプロジェクトマネージャーのとき
は必ず聞くようにしている。そうでないと 9 ヶ月間でさえもたない。これをやりたかった
から頑張るという気持ちにならない。人物で選ぶというのは凄く重要だ。
田川氏：どう考えてもエネルギーレベルが高い。そういう人を巻き込んでいくのがベンチ
ャー。テクノロジーもあるが、優秀な人はそういうのに巻き込まれて渦になっていく。人
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物の魅力も含めてエネルギーレベルの高い人をどれだけ見つけられるか。それをテックの
領域でやるのが「未踏」。
藤井氏：インタビューをしたときに、未踏事業はこうあるべきだと主張して来た人がいた。
採択した。ビジネス的には成功してないが新しいことをやっている。
落合氏：「未踏」の採択者で、C 言語を覚えるより先に国際会議の応募が通った人がいた。
パッションが凄かった。プロジェクトマネージャーは内なる炎を見つける能力が高い。

終わりに
那須氏：最近お付き合いした会社で、「未踏」のような尖った人を尖ったまま使いたいと
いう社長が結構いる。こういう人といかにうまく付き合って、彼らのパワーを引き出すか
を是非考えてほしい。
田川氏：こういう話しをし続けて「結果はどうなのか」と言われ続けた 10 年間だった。し
かし今はグノシーなども出てきて、ロジックはわからないが、結果として出てきている。
政府も企業も興味を持っていただいて、真似をするなり、大きくするなりして、やり続け
てほしい。この動きをどんどん加速するようお手伝い頂きたい。
落合氏：「未踏」のようなプログラムを使うのに重要なのは、父性とテンプレート化。テ
ンプレート化して頭を使わない作業に落としてやること、それと自動化。その 3 つを会社
内で仕込むと、尖っていても誰にも迷惑がかからない。
藤井氏：成果報告会が 2 月にある。まずはそこに参加していただいて、いいアイデアがあ
れば会社の中で使ってもらってもいいし、エンジニアに注目して人を採用してもよい。是
非、「未踏」で検索して頂ければありがたい。
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イノベーション政策・ベンチャー支援政策の今後

【スピーカー】
経済産業省 経済産業政策局 新規産業室 新規事業調整官 石井芳明氏
政策の今後
経済産業省のベンチャー、イノベーションの関係の政策について、今後、どう進めていく
かをご紹介したい。
2013 年に成長戦略が打ち出されて、政府が一貫してイノベーションの促進ということを政
策の柱にしている。日本再興戦略のなかで、産業の新陳代謝とベンチャーの加速について
うたっている。直近の「未来投資戦略２０１７」でも、イノベーション、ベンチャーを見
出す、好循環の仕組みをつくっていくのが大事である。
現在の状況をみると、第四次産業革命により産業がどんどん変わっていく状況になってい
る。これにより、米国、欧州、アジアなどで、イノベーションの競争が起こっている。IT、
ベーチャルの世界では、日本は遅れをとったものの、まだまだ勝ちにいける。
このようななか、経済産業省で掲げているのが、Connected Industry という考え方で、既
存のいろいろな事業で、IT を取り入れる、IoT を取り入れる、AI、ビッグデータの解析を
とりいれることにより。より強い産業に生まれ変わっていくことを進めたい。さらに、そ
れを人々の暮らしに取り入れることにより、より豊かな暮らしが生まれてくるというのが
「Society 5.0」という政府が提唱している考え方である。
少子高齢化などの社会課題をイノベーションにより解決していくことが大事で、政策を打
ち出している。
エコシステムという面では、大企業だけではなく、ベンチャーや大学などのセクターが共
存共栄していくようなシステム、生態系をつくれないかということ。特に、力を入れてい
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るのがグローバル展開で、世界のイノベーションが起こっている拠点との繋がりをつくっ
ていく。それから、人材育成のプログラムでは、
「未踏」や「始動」などで、イノベーショ
ンの担い手をつくっていく。さらに、ILS もそうだが、オープンイノベーションを進めてい
く予定である。
それに加えて、規制緩和、政府調達、気運の醸成、手続きの簡素化などを、政府自ら変え
ていく。
プロジェクトの紹介
グローバル展開では、世界のイノベーションの拠点に、エッジが立ったベンチャー企業を
派遣する「飛躍 Next Enterprise」というプログラムである。シリコンバレー、シンガポ
ール、オースチン、ヘルシンキ、ベルリンなどのイノベーションの拠点と繋がっていくと
いうこと。これによって、日本ではベンチャーがあるということを世界に訴えていく。こ
れまで、日本から情報発信が充分ではなかった。この他にも、JETRO などを中心に様々な
プロジェクトが実施されている。
人材育成では、
「始動」もそうだが、ドゥアーというように行動する人材をつくる。大企業、
ベンチャー、大学、自治体など、所属は問わず、イノベーションを起こしたいという人材
を集め、日本の第一線の経営者、投資家、コン札タントから薫陶を受けて育っていくプロ
グラムを実施している。
「未踏」についても、さらに強化していく。
成長促進、ファイナンスの面では、中小企業基盤整備機構、NEDO、デッドファイナンスで
は、日本政策金融公庫、DBJ。エクイティでは、産業革新機構、クールジャパン機構といっ
た政府のプレイヤーがどんどん動いていく。技術開発では、特に NEDO においてプログラ
ムを強化しているし、身近な資金調達であれば日本政策金融公庫、グローバルに戦う企業
のリスクマネーでは、産業革新機構が引き続き、お金を入れていく。
エコシステムをつくっていくうえで非常に重要な要素は、オープンイノベーションであり、
日本においては大企業がオープンイノベーションに取組んでいけるかどうかが大きなポイ
ントになっている。この第５回 ILS もその一環であるが、最初の回では千人程度であった
が、今回は６千人を超えている。マッチング参加者も、最初は担当者であったが、今では
事業部門の役員、あるいは経営者自らお越しになるケースもあり、かなり大企業の真剣度
が増してきたと思っている。この動きをさらに強化していきたいと考えている。この分野
においては、制度論よりも運動論が重要である。
経営者 100 人の委員会である「イノベーション１００委員会」は、オープンイノベーショ
ンの手引書を書いて提案している。この委員会には、現在 30 者余りの経営者が入っている
が、効率と創造といった 2 階建ての提案をしている。これは、既存事業は大事であるが、
新しい事業をしっかりやっていく仕組みをつくること。特に大事なのは、新しい事業を決
める時の意思決定、事業の評価、人事評価、キャリアパス創造といった仕組みづくりを経
営者がやるということを提案している。もう一つは、若手を含めてイノベーションに取組
む人が試行錯誤できる仕組みをつくること。さらに、組織内外の壁を乗り越えるというこ
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とも発信していただいている。
具体的な方策は、イノベーション１００委員会の報告書に掲載されているし、委員会の模
様をメディアでも公開しているので、興味がある方は、それらの情報にアクセスしていた
だき、内容をみてヒントにして欲しい。
事業会社と研究開発型ベンチャーの連携について、まず、基本戦略を決めてベンチャーと
の連携に取組んでいく。どの分野、規模、期間なのかを双方が理解した上で進めることが
大事であり、その全貌を確認して欲しい。
大企業とベンチャーが連携する際の基本的な考え方を３つ紹介したい。１点目は、画期的
なイノベーションは正しいプレイヤーから出てくるということ。往々にして、大企業がら
ベンチャーをみると、技術力が低い、製品の完成度が低いといったように下位にみがち。
日本企業の傾向として、ここを疎かにしてしまい、出遅れてしまう。伸びる芽として伸ば
していくというストーリーを会社の経営方針として描けるかが大切である。２点目は、成
功の確率は低いということ。ベンチャーキャピタルが投資する事業でいうと、ホームラン
が出る確率は１割。予め、原因が全く違うということを理解して仕組みがつくれるかどう
かがポイント。３点目は時間がかかるということ。先ず、失敗事例が出てくるなかで、我
慢できるかどうか。そして、続けることで成功を得ることができるかどうかが勝負。予め、
事業の期間をしっかり決めて、失敗しても事業を続けることが大事。
政府としても自ら活動していく。規制改革ではグレーゾーンの解消の他、特定のエリアで
特定の産業を対象に規制を変える試みを進めていく予定である。それから、政府調達では、
政府自らベンチャーからの調達を加速する。例えば、群衆のなかの危険者の特定、水難救
助、自動車の安全な停止など、政府のニーズに対してベンチャーからの提案を待っている。
また、それを応援する大企業からの提案を待っている。それから、オンラインシステムな
どを活用して手数料の簡素化も進める。実際には、日本ベンチャー大賞の募集を新しいシ
ステムでやっていく予定であり、幅広い応募をお願いしたい。
イノベーション、ベンチャーを生み出す持続可能な好循環をつくっていきたいので、支援
策をご活用いただきたい。また、ご提言も遠慮なくお願いしたい。
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④大企業のオープンイノベーション状況を示す指標化の検討
平成 29 年 10 月 23 日（月）～10 月 25 日（水）に虎ノ門ヒルズで開催された「第５回イ
ノベーションリーダーズサミット」において、我が国の大企業のオープンイノベーション
状況を俯瞰的に指標化するために、主催者であるプロジェクトニッポンは、イノベーティ
ブ大企業ランキング調査、オープンイノベーション意識調査を実施した。
なお、「第５回イノベーションリーダーズサミット」では、過去最高の 6,732 名の来場
者を迎えるとともに、パワーマッチング結果：大手企業参加 103 社(142 部署)、ベンチャー
企業参加 481 社、商談アレンジ数 2,272 件の成果を得た。
1) イノベーティブ大企業ランキング調査
調査概要は下記のとおりである。
Ⅰ．調査対象 ： 第 5 回 ILS のメインである大企業とベンチャーの新事業協業マッチ
ングプログラム「パワーマッチング」に参加した日米のベンチャー
キャピタリストなど 107 名の ILS アドバイザリーボードが推薦した
有望ベンチャー481 社
Ⅱ．調査期間 ： 2017 年 11 月 9 日～2017 年 12 月 15 日
Ⅲ．調査方法 ： ILS 専用サイト上の入力フォームによる回収
・人気企業ランキングは 5 社まで連記方式
・協業先候補の選社理由は回答項目の順位付け方式
Ⅳ．有効回答 ： 218 社
Ⅴ．調査主体 ： イノベーションリーダーズサミット運営事務局、経済産業省
調査結果をみると、ベンチャーへの投資や買収に積極的な KDDI やトヨタ、ソフトバン
クが TOP３を占めている他、CVC やアクセラレータプログラムを実施している大企業の人
気が高くなっている。協業先候補の選定理由では、「協業理由が明確で情報を積極的に公
開している企業」、「役員などトップ層と商談できる企業」が上位となっている。
イノベーティブ大企業ランキング（上位 10 社）

（資料）株式会社プロジェクトニッポン
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イノベーティブ大企業ランキング（上位 12～30 社）

（資料）株式会社プロジェクトニッポン

協業先候補の選定理由

（資料）株式会社プロジェクトニッポン
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2) オープンイノベーション意識調査
イノベーティブ大企業ランキング調査と同時に、パワーマッチングに参加した大企業 103
社を対象に実施した。
調査概要は下記のとおりである。
Ⅰ．調査対象 ： 第 5 回 ILS のメインである大企業とベンチャー企業の新事業協業マッ
チングプログラム「パワーマッチング」に参加した大企業 103 社から
の参加者
Ⅱ．調査期間 ： 2017 年 11 月 9 日～2017 年 12 月 15 日
Ⅲ．調査方法 ： ILS 専用サイト上の入力フォームによる回収
・Q1～3 は単一回答、Q4 は複数回答
Ⅳ．有効回答 ： 103 社 249 名
Ⅴ．調査主体 ： イノベーションリーダーズサミット運営事務局、経済産業省
調査結果をみると、ベンチャーとの事業提携の「重要度」「活発化度」「実績」は、6 割
以上の企業が 5 年前より増していると回答し、オープンイノベーションの推進により約半
数が、先端的な研究/技術動向の情報が得られやすくなったと回答した。
ベンチャー企業との事業連携の重要度（Ｑ１）

（資料）株式会社プロジェクトニッポン
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オープンイノベーションの取り組みの活発化度（Ｑ２）

（資料）株式会社プロジェクトニッポン

オープンイノベーションの実績（Ｑ３）

（資料）株式会社プロジェクトニッポン

オープンイノベーションの経営効果（Ｑ４）（複数回答）

（資料）株式会社プロジェクトニッポン
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（２）第２回新事業創造カンファレンスの開催
①開催概要
第２回新事業創造カンファレンスは、2018 年 2 月 22 日（木）にホテルニューオータニ
で開催された。当日の参加者数は、219 名で、うち 122 名（審査委員、受賞者を除く）が
交流会に参加した。開催概要は、下記のとおりである。
目的

ベンチャーと大企業との連携促進や新事業の創造、オープンイノベーショ
ンの推進を図る一助とする

日時

2018 年 2 月 22 日（木）16:30-18:50

会場

ホテルニューオータニ

主催

オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会

鶴の間

経済産業省
ＮＥＤＯ
（公社）日本ニュービジネス協議会連合会、
（一社）東京ニュービジネス協議会(Connect!)
後援

日本ベンチャー学会
（一社）日本ベンチャーキャピタル協会
（一社）新経済連盟
（公社）経済同友会

協賛

新日本有限責任監査法人
野村ホールディングス（株）

参加対象

大企業の経営企画・新事業開発担当、ベンチャー経営者、起業家、
ベンチャーキャピタル等ベンチャー企業支援者

②当日プログラム
第２回新事業創造カンファレンスは、
「第 4 回日本ベンチャー大賞」新事業創造カンファ
レンス＆Connect!として、
「オープンイノベーション」「新規事業創造」をテーマとして開
催した。
当日プログラムは、下記のとおりである。
当日プログラム
時間
16:30～16:50

17:00～17:40

内容・登壇者
講演
ベンチャー支援を加速する集中支援の取り組み
●羽端 大氏／経済産業省 経済産業政策局 新規産業室 室長補佐
講演
人工知能が開く日本企業の未来展望
～自動運転における大手とスタートアップのコラボレーションの事例
など～
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時間

17:40～17:55

18:00～18:40

18:40～18:50

19:00～19:30
19:30～21:00

内容・登壇者
●永田聡美氏／エヌビディア ディープラーニング部 ビジネスディ
ベロップメントマネージャ
講演
Connected Industries 実現に向けた AI システム共同開発の推進
●雨宮大地氏／経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 係長
NEDO ベンチャー’ｓ ホットプレゼン
●河野理愛氏／コグニティ株式会社 代表取締役
●中村壮一郎氏／SEQSENSE 株式会社 代表取締役
●鈴木考征氏／株式会社 Photo electron Soul 代表取締役
●楢崎雄太氏／株式会社 BONX CTO/COO
●粕谷昌宏氏／株式会社メルティン MMI Ph.d. 代表取締役
NEDO のベンチャー支援策
●吉岡 恒氏／NEDO イノベーション推進部 スタートアップグルー
プ グループ長／主幹
日本ベンチャー大賞受賞セレモニー
Connect!交流会

②開催内容
開催内容は、以下のとおりである。
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講 演
『日本のベンチャーエコシステム構築加速化に向けて』

【講演者】
経済産業省 新規産業室 室長補佐 羽端 大 氏
本講演ではベンチャー企業やベンチャー政策の動向を紹介する。
まず、ベンチャー政策の全体像をお示しする。意識を変えていくため、ベンチャー大賞の
表彰や、文部科学省と連携した起業家育成を行っている。次に、実際に取り組もうとする
方へ人材の架け橋としてシリコンバレーのエコシステムを活用した事業「始動 Next
Innovator」を行っている。さらに、事業を展開する際のファイナンス、海外展開の局面で
も関係機関と一体的に支援をしている。
日本のベンチャー企業の活動は急激に活発化している。上場ベンチャー企業の時価総額と
新興市場への IPO はリーマンショックで下がったが、４～５年かけて右肩あがりで改善し
てきている。未上場ベンチャー企業の資金調達の推移も、ここ数年右肩上がりである。2017
年には 2,700 億円が調達された。スタープレイヤーがここ数年で急激に登場してきている。
2014 年度以降、日本を代表するベンチャーを「日本ベンチャー大賞」において表彰してき
ており、昨年度はサイバーダインが受賞している。
こうしたベンチャー企業の動きと連動しながら、グローバルで勝つことのできるベンチャ
ー企業を育てるのが「シリコンバレーと日本の架け橋プログラム」である。このプログラ
ムは 2015 年に「日本はシリコンバレーをコピーするのではなく、世界のエコシステムを活
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用する」という趣旨で開始したものであり、３つの柱で進めている。人材と企業と機会の
３つの架け橋であり、今回は前者２つを紹介する。
人材の架け橋は、「始動 Next Innovator」というプログラムである。これは大企業のイン
トレプレナーや、アントレプレナーを 120 名集めて、ベンチャーキャピタルの指導でトレ
ーニングを行うものである。国内のトレーニング期間を踏まえ、優秀なビジネスプランを
有する 20 名をシリコンバレーに派遣する。米国現地でもベンチャーキャピタル、起業家、
大学と連携する。2015 年にスタートして３年目になり、現在では 360 名強の卒業生がい
る。さらに卒業生がアルムナイネットワークを組織し、自主的に勉強会を進めている。米
国ではペイパルの出身者がペイパルマフィアと言われているが、私たちは彼らを始動マフ
ィアと呼んでおり、社内に戻って事業を興す際にイノベーターとして活躍してもらいたい。
企業の架け橋としては、「飛躍 Next Enterprise」というプログラムがある。これは技術
力、ビジネスモデルに優れたベンチャー企業を集めてシリコンバレーをはじめとする海外
のイノベーション拠点に派遣するプログラムである。シリコンバレーのほか、シンガポー
ル、米国オースティンの SXSW、ドイツのディスラプト、フィンランドのスラッシュ、イ
スラエルのヤングリーダーズプログラムへ派遣する。
始動および飛躍プログラムにより、卒業生が最前線の現場で精力的に活動しており、成果
が出始めている。具体的には、始動プログラムは雇用・要員として 400 名弱、事業予算と
して 70 億円の成果が出た。一方、飛躍プログラムは資金調達 50 億円のほか、海外での法
人設立といった成果がある。一層成果が開くように支援していきたい。
こうしたプログラムをさらに強化していく。最近の動きとして、2017 年 12 月に「新しい
経済政策パッケージ」が閣議決定された。その中でもベンチャー支援の強化が柱になって
いる。「グローバル」がキーワードになっており、官民のリソースをつなぎ合わせて、グ
ローバルに勝てるベンチャーを集中的に支援していく。また、グローバルなエコシステム
間競争が起こっており、シリコンバレーをはじめ、海外ベンチャーを国内へ呼び込む動き
を強化したい。たとえばフランス政府は「フレンチテック」と称して世界のイノベーター
を呼び込んでおり、こうした活動は優秀な人材を呼び込む上で大切である。
具体的な動きとして、まだ設計中ではあるが、統一的なスタートアップ支援のブランドの
もと、「特待生」と呼べるベンチャー企業を選び、大企業・サポーターとつなぎ、グロー
バル展開を支援し、世界の起業家を呼び込む。
平成 30 年度の始動・飛躍プログラムの開始は夏ごろを予定している。その他、ベンチャー
政策についてもご関心ある方はお気軽にご連絡、お問い合わせいただきたい。

74

講 演
『人工知能が輝く日本企業の未来展望』
～自動運転における大手とスタートアップのコラボレーションの事
例など～

【講演者】
エヌビディア ディープラーニング部
ビジネスディベロップメントマネージャー 永田 聡美 氏
本日は、どのような市場に注目し、AI エコシステムを構築しようとしているかを中心にご
紹介し、それが皆様方のヒントになればと思う。
この映像事例はサイエンスフィクションのようであるが実現できるようになっている。そ
のベースが当社の GPU（Central Processing Unit）である。
会社の概要を紹介すると、創業者兼 CEO のジェンスン フアンは台湾系アメリカ人で親日
家でもある。創業は古く 1993 年である。現在、従業員数約 11,000 人、昨年度の売上高が
約１兆円、時価総額 15.8 兆円ということで、ここ数年で評価いただいて成長している。
事業ドメインとしては、最初はゲームを手掛け、そこから CG の世界に進出した。そこから
スパコン、現在の AI に事業を拡大している。
自身を紹介すると、もともとベンチャー出身で、2003 年にソースネクストに入社し、その
後、2007 年にソニーに転職して、フェリカの事業開発を担当した。2 年前に現職につき、
昨年からは日本ディープラーニング協会の委員も兼務している。このように特色の異なる
企業を歩んできたので、この経験を踏まえてお話ししたい。
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GPU コンピューティングは、すべての AI の基礎になっている。PC、モバイル機器には CPU
が入っており、シーケンシャルに処理をしている。これに対して、GPU は、多くのコマン
ドを一変に処理する並列演算機である。
描画を例に視覚的に説明すると、CPU はワンショットを繰り返して絵を描くのに対して、
GPU はバズーカで、一発で並列に描くイメージである。
当社は 1993 年以降、この GPU をずっと作ってきた。半導体の処理能力は、ここにきて物
理的限界にきており、CPU は性能が鈍化している。それに対して、GPU は全く違う機構で
できているので、2025 年までに今の 1,000 倍の性能を実現すると認識している。もとも
とグラフィック専用の半導体だった GPU が、大きな転換期を迎えたのは 2006 年である。
そのタイミングで、クーダというプログラム言語を発表し、誰もが独自に並列処理ができ
るプログラムを作れるようになった。その２年後には、東工大が世界初の GPU のスパコン
「ツバメ」を作り、その２年後に、米国のオークリッジ研究所が世界最速の GPU スパコン
を作った。今年３月には、産総研で AI スパコンができる。このように、スパコンの世界は
2008 年以降、GPU を積んで成長し、様々な科学技術の発展に貢献してきた。
ちょうど、時を同じくして 2006 年、トロント大学でジェフェリー・フィントン教授により
多層パーセプトロンという論文が発表された。これが今のディープラーニング（以下、DL）
のもととなっている。その 6 年後、2012 年に画像認識のコンペティション「イメージネッ
ト」において、多層パーセプトロンを GPU で実行した「アレックスネット」が従来のコン
ピュータの性能を大きく上回って圧勝し、それ以来、アカデミックにおける DL の研究が加
速した。さらに、2014 年には Google が同コンペで、人間より正しく物体認識できるよう
になった。2015 年にはイギリスのディープマインド社が囲碁で人間に勝ち、市場も DL に
注目するようになってきた。
AI に触れる前に、スパコンの話をすると、スパコンの世界でも並列演算で早く処理するこ
とが求められる。ソフトウェアの中には、理論上は正しいが計算するには１年、２年かか
るため、実用化に至らないケースがある。そこで、GPU が並列演算により１日で解決する
ことで、理論を実用に変えてきた。
昨年は、我々の GPU を使ったスパコンが２つノーベル賞の受賞に貢献した。物理学賞では
重力波の観測に、化学賞ではたんぱく質構造をみるための電子顕微鏡の画像解析に使われ
た。このように科学技術の基盤がある上で、AI の時代がやってきた。
注目すべきは、コンペや新しい手法の開発が、アカデミックの世界から生まれているのが
DL の特徴であることである。仮に DL の技術が、企業のなかで発見され、育っているなら
ばこのように情報がオープンにならないため、世界中の研究者から新しい手法が生まれる
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ことはなかったであろう。DL については、世界中の研究機関、教育機関でしのぎを削って
新しい手法が生み出されていることによって、現在のような目覚ましい進化につながって
いる。アカデミックとの連携も重要と言える。
DL とは何かというと、人間にはシナプス、ニューロンがあり、それを数字でモデル化し、
何層にも重ねたニューラルネットというものを作る。そこに大量の訓練データを与えて、
ニューラルネットが自己学習していく。例えば犬を認識させるなら、大量の犬の画像デー
タを与えて自己学習させる。そこで出力層が犬という正しい答えを出したら「○」、猫と
いう間違った答えなら「×」とし、正しく予測できたニューロンの線を太くし、間違えたニ
ューロンの重みを軽くする。それを何度も繰り返して正しく判断できるニューラルネット
をつくるのが、DL というものである。
様々な分野に応用されているが、自動運転のデモとみていただきたい。多くの訓練データ
を与えて車を認識している。どこにフリースペースがあるか、どこを走ってよいか、どこ
が危ないかを自己判断している。また、自動運転ではマップとの連携が欠かせないが、リ
アルタイムに地図を更新しながら走っている。自動運転を実現するためには、大量データ
が必要だが、必ずしもリアルコンディションだけでは全てを学習できないため、物理シミ
ュレーションを使った学習も同時進行で行っている。現在、世界中で画像をとりまくって、
教師データを大量に作って自動運転に活かしている。
ご覧いただいたのは、周囲の環境を理解する技術であるが、次に運転を覚える技術を紹介
する。大量データを用いるのでなく、実際に体験させながら何をやってよくて、何をやっ
たら失敗かを学ばせる。最初はコーンにぶつかってしまうが、それはやってはいけないこ
とだというパラメータを与えると、徐々にぶつからなくなる。自動運転以外でも様々な領
域に AI は活用されてきている。例えば、ライフサイエンス分野では、創薬ではこれまで量
子科学計算で５年位かけて発見していた新薬のターゲット化合物を８分間で予測したり、
ゲノム解析や医療画像診断により潜在的なリスクを予測したりできるようになっている。
生産性向上の分野では、ファナックの例では、ラインのロボットが故障するかどうかを 40
日前に予測し、ラインをとめずにメンテナンスできる。グーグルはサーバの消費電力計算
を AI が行い、年間 100 億円のコストを削減している。農業分野では、トラクターにカメラ
つけて、新しい芽が出てきたときに、それが植物か雑草かを判断して雑草だけに農薬をま
くことで、化学肥料の使用を 90％低減している。日常生活の面では、昨年から DL を使っ
た自然言語処理により、自動翻訳も劇的に精度が向上している。また、EC サイトの画像を
認識して、同一製品であるとか、類似製品のレコメンデ―ションをしている。また、AI ス
ピーカーでの会話、音声認識にも DL 技術が使われている。
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日本で当社が注目している分野は、もちろん自動運転であり、現在、320 以上のパートナ
ーと自動運転の開発を行っている。ほとんどの車メーカーの他、地図会社など、スタート
アップとも連携しながら自動運転を現実のものとしようとしている。もうひとつ、日本で
は自律制御マシンの分野に注力している。自律制御マシンの世界市場は大きく、建機、農
業、製造ロボット、運搬というところに AI を入れていきたい。そのための戦略パートナー
が２社いる。１社はファナックで、FA の実現に向けて取り組んでいる。それから、コマツ
とも提携しており、建設機械にも AI を使っていく。その他にも、日本には良いエッジデバ
イスが沢山あり、これに AI が加わることで、できることが格段に広がっていくと考えてお
り、こうしたところにも注力していくのがエヌビディアの戦略である。
DL が加速していった背景には、３つの要因がある。ニューラルネットワーク自体は、日本
で 1976 年にできあがっていたモデルであるが、2006 年に複数の層にすることで性能があ
がった。この DL が日の目を見た理由は二つある。一つはインターネットの時代で大量のデ
ータが集まりやすくなった。もうひとつはデータを処理する GPU ができたということだ。
ただ、それだけでここまで来た訳ではなく、我々は、虎視眈々とここ数年、エコシステム
を作ってきた。並列演算機だけでは市場は広がらないが、そこに様々なライブラリーが加
わり、様々なサードパーティーによってニューラルネットをそれぞれに解釈したフレーム
ワークが生まれ、それによって難しいことを考えずに自分で比較的簡単にニューラルネッ
トワークを作れるようになった。更にその上に、様々なスタートアップによりソリューシ
ョンが生まれてきた。このエコシステムによって現在の DL が成り立ってきている。
少し違う角度からみると、DL の一番大元にいるのは手法を生む研究機関であり、フレーム
ワーク事業者である。更にそれをプラットフォーム化するアマゾン、グーグル、ＩＤＣ、
ＮＴＴコムのようなクラウドベンダーがいて、その先にたくさんのスタートアップがいて
様々なソリューションに仕立て上げ、その先に産業があると考えている。我々はこの順番
で作ってきた。
アカデミアについては、先端の研究機関と連携しており、ヨシュア・ベンジオ教授、ヤン・
ルカン教授といった DL の権威、イーロン・マスクやピーター・アビールといったロボット
系の権威者と組んでいる。日本では東大と戦略パートナーとして連携して様々な研究を加
速している。スタートアップとのパートナーシップについては、インセプションパートナ
ープログラムというものをつくって、現在、世界中で 2,000 社とパートナーシップを組ん
でいる。日本では、Preferred Networks（以下、PFN）、ABEJA など DL を使ってビジネ
スをしているパートナーが 70 社以上いる。ＡI をビジネスチャンスにするには、企業とス
タートアップがどう Win-Win に連携できるかがカギとなる。フォードは ArgoAI と組んで
AI の研究をしており、５年間で 10 億円程度の出資をし、まずはレースをターゲットに AI
の研究をしている。日本ではトヨタが PNF と組み 100 億円以上の投資している。ファナッ
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クも日立も相当な額を投資し、世界で活躍している。推定時価総額は 2,030 億円といわれ、
日本を誇るユニコーンとなっている。ABEJA は主にリテール向けソリューションを展開し
ている。ユーザーはイオン、パルコなど、出資先は伊藤忠などで当社も出資し、大きな注
目を集めている。エクサウィザーズというスタートアップは、デンソーのロボットをベー
スにして、早稲田大学の尾形先生の論文をもとにプログラムを作り、滑らかな動きをする
ロボットを作っている。PKSHA は医療画像診断やＥコマースの商品検索、自然言語処理に
強いスタートアップである。LINE やリクルート、トヨタも出資しており、昨年上場して、
初値で 700 億円、現在は 1,500 億円以上の時価総額になっている。
理系の学生が憧れるのは大企業でなくスタートアップになっている。DL はアカデミアで技
術革新しているので、スタートアップは大学との関係が非常に強い。また資金が集まるの
でお金には困っていないところが多く、企業側が AI に対する漠然とした姿勢では受けてく
れなくなっている。企業側も、自分たちの持っているデータは何で、それによって何をし
たいかを明確にしていないと、スタートアップは一緒にやってくれない。とは言え、スタ
ートアップは万能ではなく、企業が持つビッグデータがないとそもそもニューラルネット
を訓練できない。また企業には信頼・保証力もある一方で、スタートアップにはハードウ
ェアの開発は難しいという面もあり、企業の強みとスタートアップの強みが結び付くこと
で、新しいイノベーションが生まれる。一方で DL を活用するのは簡単ではなく、データの
質、量が伴わないと効果を発揮しない。また、やってみないと成果が出るかどうかがわか
らない。難しいがゆえに、やれれば大きな競争力にはなるし、難しさがあるということを
企業側も認識すると差が出てくる。
企業であれ、スタートアップであれ人材がすべてである。成功に近づくために必要な人材
は２つある。１つは経営判断する側が適切な方針を決定できること、もう１つは DL の理論
を理解して、適切な手法を解釈して実装できる、この２つの人材像が絶対的に必要になる。
当社１社で何でもできるものではないため、スタートアップと共に日本 DL 協会を設立した。
正会員は DL を生業にしているスタートアップとプラットフォーム事業者が中心で、大学の
先生に有識者会員になっていただいている。理事長は松尾豊先生が務め、トヨタ、PFN、安
川電機など様々な企業に賛助会員になっていただいている。現在は、人材と事例を作って
いく活動をしており、議論しながらアウトプットを出そうとしている。
DL は今後もあらゆる産業で活用されると考えている。これをビジネスチャンスに変えるに
はスタートアップと企業の連携がカギになる。これは AI に特化した話しではなく、どのよ
うなイノベーションもスタートアップから生まれて、企業がサポートし、両方の強みを活
かして成功させていくことには変わらない。今日のような場が、皆様の新しい事業にとっ
て素晴らしい機会につながっていくことを祈念している。
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講 演
『「Connected Industries」実現に向けた AI システム共同開発の
推進』

【講演者】
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 係長 雨宮 大地 氏
Connected Industries の背景として、2016 年の３月にドイツの見本市セビットで考え方
を日本から発信した。事業所・工場、技術・技能等のデータ化は進んでいるが、それぞれ
がバラバラの状態である。各工場でデータが放置され、利用されていない。このデータを
連携することにより、技術革新、生産性向上、技能伝承といった課題解決に進むという考
え方である。
2017 年 10 月にアクションプランとして「Connected Industries」東京イニシアティブ
2017 を発信し、産業界一丸となって進める合意を得た。
重点分野として５つの分野を定めている。たとえば、自動走行・モビリティサービス、も
のづくり・ロボティクスの分野などである。分野横断的な取り組みとして、データを活用
する基盤等を整備する。
本講演ではその中でも、リアルデータをもつ大手・中堅企業と AI ベンチャーとの連携によ
る AI システム共同開発支援事業を説明する。この事業は、予算 24 億円の大型の事業であ
る。データ利活用という観点で、現場で大量のデータを持っている大手・中堅企業と、最
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先端のソリューションを持っている AI ベンチャーによる共同開発を支援する。AI ベンチャ
ーはある程度の基盤となる技術を持っていることが条件であり、コンセプト検証、実証導
入だけでなく本格導入まで幅広く支援していく。たとえば、物流倉庫と AI、飲食店と AI
の連携例がある。かなり集中的に開発しないと難しい案件も含めて支援していく。今後、
３月に公募し、６月をめどに採択予定で準備している。
今回の支援においてはビジネス化に着目している。実証実験は数多く実施されており、汎
用的な AI ソフトウェアはゆくゆくコモディティ化していく。AI を実フィールドでどのよう
に活用していくのかにフォーカスすべきである。そのために多くのデータを持っている大
手・中堅企業との連携が鍵を握る。
開発された AI システムを他企業・他産業などに横展開をしたいが、現状ではあまりうまく
いっていない。とくに AI システムの本格導入まで３つある壁のうちの第２の壁が大きい。
つまり、AI はデータを得て学習していくが、請負・受託型で開発してしまうと個社カスタ
マイズが入ってしまい、それで終わってしまう。これを避ける意味で請負・受託型ではな
い、新たな開発モデルを考えている。
AI ベンチャー側に全額資金提供し、主導権をベンチャー側が持つようにする。課題となっ
ていたのは知的財産の取り扱いである。これまでは連携先企業に持っていかれていたが、
このスキームの場合は多くを AI ベンチャー側に残すことができる。ぜひ大手・中堅企業の
方、AI ベンチャーの方、この支援を活用してビジネスを拡大してほしい。
今年度の補正予算で、「産業データ活用促進事業」を予定している。これは、データをま
とめて利活用していく観点で、データを集めて、使いやすい形に加工して、共有するよう
な事業を立ち上げる際の FS 調査を広く補助する支援である。
もう１つが「スタートアップファクトリー構築支援事業」である。ハードとソフトの融合
が進み、ハードウェア製造プロセスを活用したいベンチャー企業が多い。そこで壁になる
のは、試作はできるが、量産化のための試作や量産化のための工場をみつけるのが難しい、
という「量産化の壁」である。この事業ではハードウェア製造プロセス全体をサポートす
る支援者を支援する。我が国のものづくりの強みを生かして、AI などのソフトと融合させ
る。

81

NEDO ベンチャー’s ホットプレゼン
講 演①

【講演者】
コグニティ株式会社
代表取締役 河野 理愛 氏
当社が提供している事業の対象者は、世界中の営業人員を抱える企業、営業のコンサルテ
クングを行っている企業である。なんとなく、「良い営業」、「悪い営業」、というのは
わかるが、その違いがなんとなくしかわからない。これを『UpSighter(アップ・サイター)』
というサービスで解決する。営業トークを見える化し、営業効率化を図る商品である。使
い方は、録音してアップロードするだけで、解析をすることができる。当社で開発した
CogStracture というフレームワークで解析をしている。これはロジックの構成、情報の種
類の割合など、構成を見ていく。例えば、ファクトの多さ、深堀、事例の量などを分析す
る。知識表現といわれる分野のフレームワークである。
これを使って、成績上位者と下位者の比較が可能になり、自分が悪い部分のレポートが可
能になる。定量化しているので、定点観測し自助努力ができる組織にすることができる。
当社の強みは最低３本の音声データがあれば解析できる点である。これは、これまで 5 年
間蓄積してきたデータ、ノウハウがあるからできる。これまで 2 年間で 60 社を超える導入
実績があり、3,000 人を超える解析サービスを行っている。そして、7 割がリピート利用を
していただいている。
いただいている効果としては、自社ノウハウの見える化、指導のぶれやコストダウン・効
率化、そして効果測定による強化、という３ステップで好評頂いている。ようやく 2 年で
事業がスケールできるようになり、是非とも、使っていただきたい。
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講 演②

【講演者】
SEQSENSE 株式会社 代表取締役 中村 壮一郎 氏
当社は、2016 年 10 月設立だが、プロジェクト開始からは 3 年程度経過している。もとも
とは、大学との共同研究から始まっており、当社の領域はソフトウェアを含む産業用ロボ
ティクスである。ロボティクスの領域はエンターテイメント向けなどもあるが、当社は産
業用途にフォーカスしている。
労働人口が減っているなか、警備員の確保が難しくなっている。世界的にはテロの脅威が
高まっており、警備・セキュリティの強化が重要になっている。当社はこういった課題を
捉えて、これまで人海戦術で対応していた警備をロボットで行おうと考えている。
例えば、オリンピックの警備が大変である。これまでの開催国では、民間の警備だけでは
足らず、軍の協力無しには成り立たない。東京オリンピックでも必要と言われる 14,000
人の警備員は揃えれらず、ロボットや AI を使った次世代のセキュリティが必要となる。
当社では SQ2 という特許を持っているレーザーセンサーを使ったプロダクトがある。当社
の強みはソフト、ハードを高いレベルでインテグレーションできるという点にあり、特定
の要素技術で強いものがあるわけではない。
サービス内容は、巡回警備のシーンを想定すると、落とし物、初期火災対応、顔認証が可
能となっているが、今後は未然に防ぐとともに複数ロボットによる高度な警備に発展させ
ていきたい。
主要市場としてオフィス、空港、ショッピングモールなどがある。どこも警備員不足のた
め多くの引き合いが来ている。現在は、プロトタイプによる実証試験の段階であるが、今
年 1 年で商業化につなげ、次世代のロボット産業をつくり上げていきたい。
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講 演③

【講演者】
株式会社 Photo electron Soul 代表取締役 鈴木 孝征 氏
当社は本格的な科学技術に基づいて製品を開発しているスタートアップ企業である。広範
な産業を下支えするキーテクノロジーである電子ビームを 45 年振りに刷新したい。一般生
活では馴染みが薄いが、電子ビームは産業技術として半導体製造装置、電子顕微鏡、最近
では金属 3D プリンタなどに使われるキーテクノロジーである。この電子ビームは 45 年間
同じ原理が使われており、性能向上の限界を迎えつつある。例えば、半導体では微細化な
どが進むなど、周りのニーズが高度化しているなかで、電子ビームが追い付いていない状
況である。
当社は、これまで革新のなかった電子ビームに革新をもたらす。最初期のターゲットは半
導体検査装置の市場である。規模は 5,000 億円、成長率が 20％程度で、動きが活発な市場
である。チップの微細化が進むことで、必要装置台数の増加が見込まれる中、チップメー
カーは投資増大の課題に直面している。
当社が提供するソリューションは、この領域での高スループットの製品であり、半導体製
造装置メーカーと一緒に、来年度中の市場投入を目指して製品化を進めている。中長期の
展望については、キーテクノロジーを抑えて、市場を押さえたい。電子ビームは広範な産
業でキーテクノロジーになっているため、検査装置市場で一定の地位を築いた後で、市場
展開を拡げていくことを考えている。
キーテクノロジーを置き換えるということは計り知れないことであり、一例であるが、光
のキーテクノロジーである白熱電球が LED へ、また記憶媒体のキーテクノロジーであるハ
ードディスクからフラッシュメモリへ変化したときと同等のインパクトをもたらす可能性
を秘めていると考えている。
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講 演④

【講演者】
株式会社 BONX CTO/COO 楢崎 雄太 氏
当社は 2014 年、NEDO の SUI の第１期生として採択された。2016 年 12 月に BONX Grip
をローンチした。BONX Grip は、耳に着けるウエアラブルデバイスとスマートフォンを組
み合わせた、全く新しい音声でコミュニケーションを提供するソリューションである。
BONX の説明をすると、Bluetooth で接続する音声コミュニケーションデバイスを開発し
た。簡単に 10 人以上の方々と隣にいるように話してもらえる。さらに、独自の音声認識技
術により、話す時だけ自動的に認識されて、ハンズフリーでコミュニケーションが可能に
なっている。
BONX に似ている製品として GoPro というカメラがある。従来からハンディカメラやスマ
ートフォンは存在していた。しかし、アクションスポーツシーンに特化した製品というの
はなかった。従来からトランシーバーなどがあるなか、BONX は音声による最適なユーザ
ー体験を提供することにより、スポーツシーンをメインとして開発された。
将来的には新しい文化を作れるかも知れない。テキストでは Twitter、写真では Instagram
が行ったように、音声コミュニケーションでは BONX が新しいユーザー文化を作りたい。
いくつかのカテゴリーで認知度を高めており、海外でもオランダのプロ自転車チームが採
用した。これは日本のスタートアップとしてはじめてのことである。
また、2017 年末より B2B 事業を開始している。トランシーバーの市場は、１社で 6 割を
占有している市場だと聞いている。そのマーケットにおいても、イノベーションを起こし
ていきたいと考えており、昨年より BONX for Bissiness という新しい展開で業務用のビジ
ネスを展開している。インターネットにさえつながれば距離に関係なく通信可能なためト
ランシーバーの代替ソリューションとしても期待されているが、さらに働き方改革のなか
で、リモートワークの支援ツールとしても多数の引き合いを頂いている。今後も B2C のグ
ローバル展開、B2B の推進を軸に事業を拡大していきたい。
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講 演⑤

【講演者】
株式会社メルティン MMI Ph.D. 代表取締役 粕谷 昌宏 氏
社名の MMI はマンマシンインタフェースの略語、メルティン（MELTIN）は溶け合って融
合する、メルトイン（MELT-IN）の略語である。人と機械を融合させるサイボーグ技術を
利用することにより、
人を様々な制約から開放して創造性を 100％発揮できる世界を創る、
というのが我々のビジョンになっている。
当社は、生体信号の計測・解析ができる生体インタフェース技術とロボティクス技術を組
み合わせたものをサイボーグ技術と呼んでいる。例えば、人から生体信号を計測してロボ
ットハンドを動かすことや、逆に足が動かない人に生体信号を送って動くようにすること
ができる。
生体信号処理技術は従来からあったが、以前は生体信号が出ているか、どのくらい出てい
るか程度しかわからなかった。これをどのような信号なのかをわかるようにしたのが当社
の技術であり、手など複雑な関節をもつ部位でも使用できる。
解析が速いのが特徴で、通常 5～10 分かかるのを数秒で解析できる。もう一つのロボット
技術は、小型軽量、パワフル、高応答、複雑・耐久性の全てを同時に満たす。実はこれを
満たすのは難しい。
最終的にはサイボーグを作っていくが、直近の市場では遠隔操作ロボット、医療用デバイ
スなどがある。シリーズ A の調達に成功し、メンバーが約 4 倍、オフィススペースも約 2
倍となった。また、チームには元 FDA（アメリカ食品医薬品局）の審査官が加入した。将
来は、脳があるなら不可能はない、目的のために身体を選ぶことができる、といった世界
にしたい。また、考えていることをダイレクトに相手に伝えることができるかもしれない。
意思疎通の精度やスピードが飛躍的に向上することは、人類の種の進化を加速する可能性
を秘めている。
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講 演
NEDO のベンチャー支援策

【講演者】
NEDO イノベーション推進部 スタートアップグループ
グループ長／主幹 吉岡 恒 氏
本日は、講演というよりも、ベンチャーや起業家の方々に関するお知らせ、という感じで
お話したい。NEDO では経済産業省からの予算を得て、各種事業を進めている。本日は、
技術振興課の予算で実施しているスタートアップに特化した研究開発ベンチャー支援事業
を紹介させていただきたい。主な制度として、TCP、NEP、STS、SCA という枠組みがあ
る。TCP はビジネスコンテストと起業家教育を合わせたような事業である。本日、登壇頂
いたベンチャー企業の皆様は、全て研究開発型ベンチャー支援事業の卒業生である。これ
まで延べ 282 社が使っており、そのうち選ばれた 5 社にプレゼンいただいた。
NEP は来年度から新たに始める事業で、起業前から半年で 500 万円の資金を助成して起業
を促す制度で、カタライザーと連携して事業を立ち上げる。かつ、手間を省くために管理
法人を置き、その法人が起業家個人を支援していく。
STS は NEDO が認定した VC24 社と出資の約束を取り付けた場合に、NEDO が開発費の
2/3、最大 7,000 万円を助成する仕組みである。VC24 社は NEDO のホームページに掲載
している。
SCA は大企業と連携する場合に、開発費の 2/3、最大 7,000 万円を助成する制度である。
これらの制度の、過去の倍率は 3-10 倍となっているが、STS のみ 2 倍程度である。STS
の場合は NEDO の助成申請の前に、認定 VC から出資の約束を取り付けるという条件があ
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るため、フィルタリングがかかっており、他の制度より低い倍率になっている。ただし、
フィルタリングの段階で何十倍という倍率をくぐり抜けているので、実際はもっと高くな
っている。
今年度の公募予定であるが、STS は今年、3 回公募、SCA についてはその間をぬって 2 回
公募しようと計画している。春先から公募を開始する予定であるが、AI システム共同開発
支援事業は 2 月中に公募を開始するので、関係する方は NEDO のホームページを見て欲し
い。
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③交流会の開催
日本ベンチャー大賞受賞セレモニー終了後、受賞企業の出席のもと、Connect!交流会が
開催され、大企業とベンチャー起業家、支援者などの交流が図られた。
交流会の風景

④事前通知フライヤーと当日プログラムパンフレットの作成
第２回新事業創造カンファレンスの開催に先立ち、集客のための事前通知フライヤーを
作成するとともに、当日プログラムを紹介するパンフレットを作成した。
事前通知フライヤー（裏面）

当日パンフレット（裏面）
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⑤アンケート結果
当日、参加者に、所属、満足したセッション、知ったきっかけ、
「ベンチャー企業と大企
業との連携」におけるネック、各セッションに対する意見・感想、オープンイノベーショ
ンの推進及びベンチャーと大企業との連携促進に関する政府に対する意見・感想を記入す
るアンケートを配布し、回収・集計した。回収数は 60 で、集計結果は下記のとおりである。
○単純集計
参加者の属性（単数回答）
n=60

不明

(%)

5.0

その他
大企業
（新事業ご担当者）

10.0

33.3
VC、その他ベンチャー支援者

31.7

ベンチャー起業家
23.3

満足したセッション（複数回答）
(%)

(n=60)
0.0

10.0

ベンチャー支援の取り組み

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

26.7

人工知能が開く日本企業の未来展望

63.3

AIシステム共同開発の推進

30.0

NEDOベンチャー’s Hotプレゼン

75.0

NEDOベンチャー支援策

38.3

日本ベンチャー大賞受賞セレモニー

25.0

不明

5.0
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「ベンチャー企業と大企業との連携」におけるネック（複数回答）
(%)

(n=60)
0.0

10.0

20.0

30.0

出会い、交流の場がない

40.0

50.0

23.3

目指すゴールの不一致

21.7

求める製品・サービスと提供できるものの乖離

18.3

意思決定のスピード

51.7

組織部内の調整・自前主義

45.0

価格・資金面での折り合い
公的支援策や制度面での問題
その他
不明

60.0

15.0
3.3
8.3
10.0

カンファレンスを知ったきっかけ（単数回答）

参加者の属性については、
「大企業（新事業の担当者）」が 33.3％、「VC・その他ベンチ
ャー支援者」が 31.7％、
「ベンチャー起業家」が 23.3％で、様々な属性の方々がバランスよ
く参加された。
満足したセッションについては、最も満足したセッションは、「NEDO ベンチャー’s Hot
プレゼン」
（75.0%）
、次いで「人工知能が開く日本企業の未来展望」
（63.3％）の 2 つのセ
ッションの満足度が比較的高く、政策紹介よりも事例紹介への関心の高さが窺える。
「ベン
チャー企業と大企業との連携」におけるネックについては、
「意思決定のスピード」
（51.7％）
が最も多く、次いで「組織内部の調整・自前主義」
（45.0％）となっており、大企業側の問
題がネックとして認識されている様子が窺える。
カンファレンスを知ったきっかけについては、
「友人・知人からの紹介」
（28.3％）が最も
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多い他、イノベーション・ベンチャー創造協議会、Connect のメールマガジン、東京ニュ
ービジネス協議会といった組織による広報なども、集客の貢献している。また、SNS につ
いても、Connect、友人のライムライン、フェイスブック広告を合わせると 16.7％となり、
一定の効果が認められる。

○クロス集計
満足したセッション（属性別）
(%)
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

25.0
14.3

ベンチャー支援の取り組み

31.6
50.0

75.0
28.6

人工知能が開く日本企業の未来展望

78.9
66.7

30.0
21.4

AIシステム共同開発の推進

31.6
50.0

70.0
71.4

NEDOベンチャー’s Hotプレゼン

84.2
83.3

30.0
42.9

NEDOベンチャー支援策

47.4
33.3

40.0
7.1

日本ベンチャー大賞受賞セレモニー

26.3
16.7

0.0

不明

14.3
0.0
0.0

大企業（新事業担当）

ベンチャー起業家

VC、その他ベンチャー支援者

その他

大企業（新事業担当）が最も満足度が高かったのは、「人工知能が開く日本企業の未来展
望」
（75.0％）
、次いで「NEDO ベンチャー’s Hot プレゼン」
（70.0％）
、同様にベンチャー
起業家では、
「NEDO ベンチャー’s Hot プレゼン」
（71.4％）、
「NEDO ベンチャー支援策」
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（42.9％）
、
VC、
その他ベンチャー支援者では、
「NEDO ベンチャー’s Hot プレゼン」
（84.2％）
となっており、総じて、
「NEDO ベンチャー’s Hot プレゼン」の関心の高さが特徴的である。
「ベンチャー企業と大企業との連携」におけるネック（属性別）
(%)
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

10.0
42.9

出会い、交流の場がない

21.1
16.7
20.0
28.6
26.3

目指すゴールの不一致
0.0

30.0
14.3

求める製品・サービスと提供できるものの乖離

5.3
16.7
50.0
50.0

意思決定のスピード

57.9
50.0
50.0
35.7

組織部内の調整・自前主義

57.9
16.7
15.0
21.4

価格・資金面での折り合い

15.8
0.0

0.0

公的支援策や制度面での問題

7.1
0.0
16.7
5.0
7.1
5.3

その他

33.3

不明

5.0
7.1
0.0
16.7

大企業（新事業担当）

ベンチャー起業家

VC、その他ベンチャー支援者

その他

「ベンチャー企業と大企業との連携」におけるネックについて、大企業（新事業担当）
が最も感じているのが、「意思決定のスピード」、「組織部内の調整・自前主義」（ともに
50.0％）
、同様にベンチャー起業家では、
「意思決定のスピード」
（50.0％）
、次いで「出会い、
交流の場がない」
（42.9％）と、大企業（新事業担当）の認識とは異なるベンチャー起業家
側の認識が表れている。
VC、その他ベンチャー支援者では、
「意思決定のスピード」、
「組織部内の調整・自前主義」
（ともに 57.9％）となっている。

93

○自由回答
自由回答にも多くの意見が寄せられ、カンファレンスでは多くの気づきをいただけた。
また、政府に対しては、交流・連携の機会の場や教育など、幅広い意見・感想をいただい
た。
○カンファレンスや各セッションについての主な意見・感想
・ホットプレゼンから参加しましたが、BONX のハンドフリーレシーバーと MELTIN のサ
イボーグ技術を見て、子供の頃に見たマンガの世界が近づいてきたんだなと思いました。
・NEDO のベンチャー5 社だけあって、技術をベースとしたベンチャーばかりで良かった
と思います。ネット系ベンチャーと異なり、技術ベースだとまねされにくく、雇用も大
きくすることが期待されるので、こういうベンチャーがどんどん出てくることが日本を
元気にすると思います。
・企業の考え、政府の支援策など、多くのお話を聞け、有意義な会だったと思います。
・NEDO 支援先は有望な会社が多いと感じます。
○オープンイノベーションの推進、ベンチャーと大企業との連携促進に関する政府に対し
ての主な意見・感想
・オープンイノベーション、ベンチャーとの連携においては、Try＆error が基本となると
思いますが、社会全体として失敗に対する許容度が低すぎると感じます。Error の仕方も
問題になります。リスクの低い正しい error の積み上げ方の教育も必要ではないでしょう
か。
・シードからアーリー段階のベンチャー企業に対して、実務で販路開拓や資金調達をワン
ストップで支援できる人材を提供できる仕組みや支援会社が必要です。
・支援策などの PR の機会・頻度を増やしてみたら良いと思います。企業（大企業、
、中小
企業）側に認識が不足しているためと思いますが、支援策を目にするのが、このような
会やマッチングイベントしかないため、知らない人はずっと知らない事態になっている
と思います。
・Made in Japan のイノベーションを世界に PR（発信）して欲しい。
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２－４．「グローバル・ベンチャーサミット」の開催に向けた検討・検証
経済産業省では、イノベーティブなベンチャー活動の活性化は、我が国経済成長にとっ
て極めて重要との認識のもと、グローバルなベンチャー・エコシステムと連動し、世界の
イノベーションハブとしての求心力の向上を図るため、2020 年に大規模な「グローバル・
ベンチャーサミット(仮称)」を開催することとしている。
開催までの工程のイメージは、概ね、下表のとおりで、本年度は、その端緒として、サ
ミットの実現に向けての企画立案に参考となるような類似イベントに関する情報収集を行
うとともに、今後の経済産業省のベンチャー・スタートアップ政策のキーワードについて
検討し、コンセプトワークを行った。
「グローバル・ベンチャーサミット 2020」開催までの工程イメージ
2017 年度
調査検討

2018 年度

2019 年度

基本計画策定（サ

実施計画策定（サ

ミットの開催概

ミットで打ち出

要の策定）

すスローガンや

2020 年度

・国内外の関連イ
ベント調査
・政策キーワード
の検討とコンセ
プトワーク

計画策定

宣言文等の策定、 サ ミ ッ ト の 開 催
2020 年をグロー （オリンピック、
バル・ベンチャー

パラリンピック

サミット・イヤー

等と連動した一

として関連イベ

体的な運営）

ントや施策等と
連動させるため
の仕組みの検討）
実施体制構築

連携体制の検討

連携先との調整

（主催者や参加

（海外の招聘国

国、開催場所、運

やベンチャー関

営主体等の選定） 連団体/機関等と
の交渉）
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（１）国内外のベンチャー関連イベントに関する調査
①国外の政府関連サミット及びスタートアップ関連カンファレンス/イベント
国外については、ベンチャー・エコシステム形成が見られる米国（シリコンバレー、オ
ースティン等）
、イスラエル、シンガポール、中国、欧州（ドイツ、フランス等）等を中心
に、また、ベンチャー関連の国際イベントで著名且つ国外からの来場者を多く集める
「SXSW(サウスバイサウスウエスト)」や「Slush（スラッシュ）」等について情報収集を
行った。
イノベーション分野において政府閣僚が出席しているサミットでは、様々なテーマの会
議、議論が設定されており、閣僚が出席するサミットも開催されている。
国外の主な政府関連サミット
分類

政
府
関
連
サ
ミ
ッ
ト

分野

地域

名称

開催国/都市

主催者

イノベーション

欧州

イノベーション

全世界 Sustainable Development Impact Summit 2017 アメリカ／ニューヨーク

イノベーション

アジア

The Global Summit on Innovation, Science and
中国／大連
Technology

Knowledge 4 Innovation
（欧州議会議員による組織）
World Economic Forum
（非営利の国際機関）
World Economic Forum
（非営利の国際機関）

イノベーション

中東

MOI Innovation Summit

アラブ首長国連邦／アブダビ

アラブ首長国連邦 内務省

イノベーション

全世界 Global Innovation Forum

シンガポール

World Bank

European Innovation Summit Week

ベルギー／ブリュッセル

（資料）既存文献資料、Web 情報により作成。

また、スタートアップ関連のカンファレンスやイベントでは、イノベーション分野、IT
系、デジタルヘルス系が開催されている。
米国テキサス州のオースチンで開催されている「South by Southwest」
（SXSW 主催）は、
1987 年から開催されている起業家や起業を目指す若者たちの注目を集めるイベントである。
また、フィンランドのヘルシンキで開催されている「SLUSH」
（非営利団体 Slush 主催）
は、2008 年から開催されている世界最大級の IT 系スタートアップイベントで、2015 年、
2016 年には、日本で「SLUSH ASIA」が開催されている。
アジアでは、イスラエルのテルアビブで開催されている「DLD Tel Aviv」は 2011 年から
開催されている IT 系スタートアップイベントで、欧州では 2005 年から毎年「DLD」とい
うスタートアップの祭典が開催されている。
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国外のスタートアップ関連カンファレンス／イベント
分類

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
関
連
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
／
イ
ベ
ン
ト

分野

地域

名称

開催国/都市

イノベーション

アジア

中国／香港

The Economist

イノベーション

Youth Summit 2017: Technology and
全世界
Innovation for Impact

アメリカ／ワシントンD.C.

World Bank

IT系

米国

South by Southwest

テキサス州オースティン

SXSW社

Startup World Cup

サンフランシスコ

Fenox Venture Capital

SLUSH

フィンランド/ヘルシンキ

非営利団体Slush

Web Summit

アイルランド/ダブリン

Webサミットチーム

Pioneers Festival

オーストリア/ウィーン

Pioneers

TOA（Tech Open Air）

ドイツ/ベルリン

ICT SPRING EUROPE

ルクセンブルク

Farvest Group

Le Web

フランス

Geraldine Le Meur & Loic Le Meur

RSA Conference Asia Pacific & Japan

シンガポール

Tech in Asia

シンガポール・東京・ジャカルタ

DLD Tel Aviv

イスラエル

IndieBioデモデイ

サンフランシスコ

SOS Ventures

BIOTECH Showcase

サンフランシスコ（2018年）

DENY COLTON・EBD GROUP

BioFIT

フランス

Eurasante

BIO-EUROPE

ドイツ

EBD GROUP

Degital Health プログラム

ドイツ/ベルリン

Startupbootcamp

欧州

アジア

デジタルヘルス系

米国

欧州

Innovation Summit 2017 ASIA

主催者

Tech in Asia

（資料）既存文献資料、Web 情報により作成。

②国内の関連イベント
国内のイノベーションの促進を目的としたサミット、スタートアップと大企業、投資家
等とのマッチングを目的としたマッチングイベントについて、情報収集を行った。
開催分野は IT 系が多く、2010 年前後から監査法人、VC、経済団体等で開催されてきて
いる。
国内の主な関連イベント
分野
IT 系

名称

開催概要・運営主体

デロイト トーマ
ツ ベンチャーサ
ミット

2011 年より毎年開催し、既に 7 回開催。回を重ねるごとに多くのスタート
アップ、大企業、政府関係者の方々が関心を寄せ、近年、参加者は、毎回
1,000 名超。当初はスタートアップ企業の支援を目的としていたが、回を重
ねるうちに大企業のオープンイノベーションにも光を当て、時にはイノベ
ーションの仕組みを作る政策も取り上げている。
運営は、デロイトトーマツ。
大手企業のアセットとベンチャー企業のアイデアやテクノロジーをマッチ
ングし、グローバルイノベーションを生み出すことを目的に経済産業省後
援のもと開催。
「第５回イノベーションリーダーズサミット」では、過去最
高の 6,732 名の来場者を迎えるとともに、パワーマッチングでは、商談ア
レンジ数 2,272 件の成果を得た。運営は、イノベーションリーダーズサミ
ット実行委員会（SEOU 会/DREAM GATE・プロジェクトニッポン）
Samurai venture Summit は、100 社を超えるスタートアップ、インキュ
ベーター、ベンチャーキャピタリスト、メディア、大物海外ゲストが一同
に集まる日本最大級のカンファレンス。スタートアップブース、トークセ

イノベーションリ
ーダーズサミット

サムライベンチャ
ーサミット

97

分野

名称

G1 Global
Conference

新経済サミット

デジタ
ルヘル
ス系

デジタルヘルスコ
ネクト

D2T Meetup
-Digital Health

開催概要・運営主体
ッション、ピッチ等、様々なコンテンツの中から新たなコラボレーション
を生み出す。運営は、Samurai Incubate.inc。
2009 年から毎年開催している「G1 サミット」は、党派や領域を超えて、
知恵を共有し、行動から突破につなげていくプラットフォーム。2011 年に
グローバル・リーダーが集う「G1 Global」
、2012 年に日本経済の中枢を担
う経営者の集う「G1 経営者会議」
、2013 年に日本の次世代を担うリーダー
の集う「G1 新世代リーダー・サミット」
、そして、2014 年に「G1 ベンチ
ャー」
、
「G1 カレッジ」
、
「G1 地域会議」が発足。運営は、一般社団法人 G1
運営。
新経済サミットは、新経済連盟が開催する大型のグローバルカンファレン
ス。初回の新経済サミット 2013（NES2013）には、Android の生みの親・
アンディ・ルービン氏など、既存のパラダイムの破壊者、世界中の人々の
生活を新しい次元に導いた先駆者が登壇。日本と世界のイノベーターたち
が一堂に会して、イノベーションの化学反応を巻き起こした。運営は、新
経済連盟。
起業家と医療やヘルスケア業界とが出会いイノベーションを誘発する日本
初ヘルスケア IT イノベーションプログラムとして 2014 年より展開。具体
的には、ネットワークセミナー、ビジネスプランコンテスト、スタートア
ップ起業家支援運営・展開することで医療・ヘルスケア業界のイノベーシ
ョンを推進している。運営は、インフォコム株式会社。
デジタルヘルスのムーブメントを民間から盛り上げ、
「スタートアップが大
成功する事例を作りたい」（DeNA 取締役会長の南場智子氏）という思い
により、2016 年に開催。チャットによる遠隔健康相談をはじめ、人工知能
を用いた診断ソフトウエア、リハビリ対策のハードウエア、排便管理サー
ビスなど、ヘルスケアスタートアップ 10 社がピッチを展開。
DeNA、武田薬品工業、第一三共が共催。

（資料）既存文献資料、Web 情報により作成。

（２）政策キーワードの検討とコンセプトワーク
「グローバル・ベンチャーサミット 2020」の開催に向けて、当該年度までに我が国にお
けるベンチャー・エコシステム形成を強力に推進し、また、関係者/関係機関における一体
的な気運を早期に醸成することを企図しつつ、その核となる象徴として、ベンチャー・ス
タートアップ政策のキーワードについて検討し、コンセプトワークを行った。
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参考資料
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１．日本ベンチャー大賞関連
（１）応募サイト

インパクトのある新事業を創出した起業家やベンチャーを表彰します

第 4 回 「日本ベンチャー大賞」
（内閣総
理大臣賞）の募集について
挑戦を称える社会意識を醸成するために、若者などのロールモデルとなるような、インパ
クトのある新事業を創出した起業家やベンチャー企業等を、内閣総理大臣が表彰する「日
本ベンチャー大賞」を実施します。
「オープンイノベショーン・ベンチャー創造協議会」*1
（事務局：NEDO）が広く募集をかけて、審査委員会による審査を経て受賞者を決定し、来
年 2 月に表彰式を開催します。

1．
「日本ベンチャー大賞」とは
日本ベンチャー大賞は、若者などのロールモデルとなるような、インパクトのある新事業
を創出した起業家やベンチャー企業を表彰し称える制度です。起業を志す人々や社会に対
し、積極的に挑戦することの重要性や起業家一般の社会的な評価を浸透させ、もって社会
全体の起業に対する意識の高揚を図ることを目的としています。
第 4 回となる今回の募集では、昨年度同様、ベンチャーチャレンジ 2020**2 に関する取り
組みとして農林水産省とも連携して募集を行います。企業規模・企業の設立年数を問わず
応募が可能ですので、ぜひご応募ください。

1. *1 オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会は、民間事業者の「オープンイ
ノベーション」の取り組みを推進するとともに、
「ベンチャー宣言」を実現すること
により、我が国産業のイノベーションの創出および競争力の強化に寄与する活動を
行うことを目的として、2017 年 3 月にオープンイノベーション協議会とベンチャ
ー創造協議会が合併して設立。
2. *2 ベンチャー・チャレンジ 2020 とは、2020 年を 1 つの目標として、我が国の
ベンチャー・エコシステムの目指すべき絵姿とそれを実現するための政策の方向性、
民間等のエコシステムの構成主体との連携の在り方を示すものです（2016 年 4 月、
日本経済再生本部決定）
。政府関係施策を一体的に実施するため、各府省庁・関係機
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関（研究開発法人等）を構成員とする政府関係機関コンソーシアムを設置し、アド
バイザリーボードによる提案等も踏まえながら、真に効果的・効率的なベンチャー
政策の実行、実現に努めることとしています。

2．表彰部門の概要
(1) 日本ベンチャー大賞 （内閣総理大臣賞 ※予定）

応募案件の中から、事業の新規性や革新性、グローバル市場への進出や社会課題の解決と
いった事業のビジョンなどに関し、最も評価の高いベンチャー企業に対して付与します。

(2) 女性起業家賞

女性起業家から応募のあった案件で、我が国の女性起業家の範たるものとして、最も評価
の高いものに対して付与します。

(3) ベンチャー企業・大企業等連携賞

応募案件の中から、ベンチャー企業と大企業等の連携による新事業創出に関し、最も評価
の高いものに対して付与します。

(4) 農業ベンチャー賞

応募案件の中から、農林水産業への寄与度などに関し、最も評価の高いものに対して付与
します。

1. ※女性起業家賞、ベンチャー企業・大企業等連携賞は、日本ベンチャー大賞審査委
員会において、経済産業大臣賞として選出されます。
2. ※農業ベンチャー賞は、日本ベンチャー大賞審査委員会において、農林水産大臣賞
として選出されます。
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3．募集期間と今後のスケジュールについて

・2017 年 12 月 4 日 月曜日

募集開始

・2018 年 1 月 14 日 日曜日

募集締切 （必着）

・2018 年 1 月中旬～下旬

審査・受賞者決定

・2018 年 2 月

表彰式

4．応募要領
第 4 回日本ベンチャー大賞の詳しい内容や応募に係る手続きは、以下の「応募要領」をご
確認ください。

応募要領（PDF/93KB）

5．応募方法
応募は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が運営している「ベンチ
ャー支援プラットフォーム」で受け付けます。

以下のページからご応募ください。
ベンチャー支援プラットフォーム
※リンクをクリックすると、「ベンチャー支援プラットフォーム」への移動画面が表示さ
れますので、「移動する」をクリックしてください。

日本ベンチャー大賞に応募することで、以下の内容に同意・承諾することとします。
1. *1 応募に際して手数料等はかかりません。
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2. *2 応募内容に不備がある場合、審査できないことがありますのでご注意ください。
3. *3 書類内容の確認、追加資料のお願いなど、事務局から応募者（推薦者含む）に対
して連絡をさせていただくことがあります。
4. *4 電子政府の推進、行政サービスの向上のために、内閣官房・経済産業省では、
「法
人インフォメーション（http://hojin-info.go.jp）」として、会社の基本情報をデー
タベース化しています（法人として登記されている約 400 万社）
。
応募内容のうち、
「基本情報」（法人名・代表者名・住所・設立年月日・従業員数・
主な事業）は、法人インフォメーションのデータベースにて最新情報として保存・
公表させていただきます。保存された内容は、次回の申請や、他の施策への申請の
際に、申請者が活用可能とするようデータベースの整備をする予定です。
5. *5 受賞企業は、活動内容を、新聞、雑誌、インターネット等で公表させていただき
ます。また、報道関係者等からの取材にご協力をお願いすることがあります。

6．お問い合わせ
応募方法・応募要領・その他に関するお問い合わせ

みずほ情報総研株式会社 経営・IT コンサルティング部
担当：竹岡、鈴木、安田
電話：03-5281-5406
E-mail:4th_nippon_venture_award@mizuho-ir.co.jp
日本ベンチャー大賞全般（ベンチャー支援プラットフォームを含む）に関するお問い合わ
せ
経済産業省 経済産業政策局 新規産業室
担当：伊藤、信野
電話：03-3501-1569
農業ベンチャー賞に関するお問い合わせ

農林水産省 大臣官房政策課技術政策室
担当：大熊、岩本
電話：03-3502-5524
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第４回日本ベンチャー大賞
募集要領

平成２９年１２月４日
オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会
経済産業省
農林水産省
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１．日本ベンチャー大賞の目的
挑戦を称える社会意識を醸成するため、若者などのロールモデルとなるよう
な、インパクトのある新事業を創出した起業家やベンチャー企業を内閣総理大
臣が日本ベンチャー大賞として表彰します。
大賞とあわせ、女性起業家賞、ベンチャーと大企業の連携賞、農業ベンチャ
ー賞、審査員会特別賞を表彰し、起業を志す人々や社会に対し、積極的に挑戦
することの重要性や起業家一般の社会的な評価を浸透させ、もって社会全体の
起業に対する意識の高揚を図ります。

２．表彰部門・審査基準
（１）日本ベンチャー大賞（内閣総理大臣賞：１件※予定）
有識者で構成される日本ベンチャー大賞審査委員会が、応募のあった案件の
中から、次の評価項目を総合的に勘案して、最も評価の高い案件を選出します。
評価項目

評価内容

⑦ 事業のビジョン グローバル市場への進出、社会的課題の解決、地域経済
の活性化 等
⑧ 事業の新規性・ 事業内容の独創性、従来型のビジネスモデルとの違い
革新性
従来の製品やサービス等の革新性
経済の活性化への寄与度、社会での有用性 等
⑨ 起業のチャレン 既存企業等からの独立、大学等の研究機関からの創出
ジ性
女性・若者・シニア層の起業
イノベーション創出のための社内環境整備
⑩ 事業の拡張性

創業からの事業成長の大きさ・スピード

等
等

（２）女性起業家賞：１件
日本ベンチャー大賞審査委員会が、女性起業家から応募のあった案件の中か
ら、上記評価項目を総合的に勘案して、評価の高い案件を選出します。
（３）ベンチャー企業・大企業等連携賞：１件
ベンチャー・大企業等連携賞については、日本ベンチャー大賞審査委員会が、
応募のあった案件の中から、前記①～④に下記⑤を加えた評価項目を総合的に
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勘案して、評価の高い案件を選出します。なお、ベンチャー企業・大企業等連
携賞では、その評価の高い案件に係るベンチャー企業と大企業等の双方に、ベ
ンチャー企業・大企業等連携賞を付与します。
評価項目

評価内容

⑪ ベンチャー企業 ベンチャー企業のビジネスモデルや技術と大企業等の
と大企業等の連 経営資源の融合による、革新的な新事業の創出 等
携による新事業
の創出
※女性起業家賞、ベンチャー企業・大企業等連携賞は、日本ベンチャー大賞審
査委員会において、経済産業大臣賞として選出されます。
（４）農業ベンチャー賞：１件
農業ベンチャー賞については、日本ベンチャー大賞審査委員会が、応募のあ
った案件の中から、前記①～④に下記⑥を加えた評価項目を総合的に勘案して、
評価の高い案件を選出します。
評価項目

評価内容

⑫ 農林水産業の発 新規性のあるビジネスモデルや技術の有無、
展に対する寄与 農林水産分野におけるイノベーションの創出、
これらによる農林水産業の発展に対する寄与 等
※農業ベンチャー賞は、日本ベンチャー大賞審査委員会において、農林水産大
臣賞として選出されます。
（５）審査委員会特別賞： 数件
上記の日本ベンチャー大賞（内閣総理大臣賞※予定）、女性起業家賞、ベン
チャー企業・大企業等連携賞、農林ベンチャー賞のほか、評価項目①～④につ
いて特に評価の高い項目がある案件に対して、審査委員会特別賞等の賞を付与
します。

３．応募・受賞対象者
○ 応募・受賞の対象は企業単位となります。なお、ＮＰＯ法人や組合など、株
式会社以外の事業体も応募・受賞の対象となります。
○ 企業が自ら応募するとともに、推薦者が他薦で応募することも可能です。
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４．募集期間
平成２９年１２月４日（金）～平成３０年１月１４日（日）

５．応募方法
日本ベンチャー大賞の応募は、ベンチャー支援施策の申請の簡素化・オンラ
イン化を目指す「ベンチャー支援プラットフォーム」への入力で行います。
応募の手順は下記のとおりです。
（１） 経済産業省ホームページ、又は、経済産業省業務委託先のみずほ情報総
研の応募用ホームページ
（https://www.mizuho-ir.co.jp/topics/2017/venture.html）にて、
「応
募する」をクリックします。
（２） オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会の事務局である国立研
究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が運営しているベンチ
ャー支援プラットフォームへの移動画面が表示されますので、「移動す
る」をクリックします。
（３） ベンチャー支援プラットフォームで必要事項を御記入の上、お申込みく
ださい。
＜留意事項＞
※１：応募に際して手数料等はかかりません。
※２：応募内容に不備がある場合、審査できないことがありますのでご注意く
ださい。
※３：応募内容の確認、追加資料のお願いなど事務局から応募者（推薦者含む）
に対して連絡をさせていただくことがあります。
※４: 電子政府の推進、行政サービスの向上のために、内閣官房・経済産業省
では、「法人インフォメーション<http://hojin-info.go.jp>」として、
会社の基本情報をデータベース化しています（法人として登記されてい
る約 400 万社）。
応募内容のうち、「基本情報」（法人名・代表者名・住所・設立年月日・
従業員数・主な事業）は、法人インフォメーションのデータベースにて
最新情報として保存・公表させていただきます。保存された内容は、次
回の申請や、他の施策への申請の際に、申請者が活用可能とするようデ
ータベースを整備する予定です。
※５: 受賞企業は、活動内容を、新聞、雑誌、インターネット等で公表させて
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いただきます。また、報道関係者等からの取材にご協力をお願いするこ
とがあります。
６．受賞者発表・表彰式
受賞者の発表及び表彰式は平成３０年２月を予定しています。
受賞者等については経済産業省のホームページ等で公表します。
【お問い合わせ先】
【応募方法・応募要領・その他に関するお問い合わせ】
みずほ情報総研株式会社 経営・ＩＴコンサルティング部
（ＴＥＬ）０３－５２８１－５４０６

担当：竹岡、鈴木、安田

【日本ベンチャー大賞全般（ベンチャー支援プラットフォームを含む）に関するお問い合わせ】
経済産業省 経済産業政策局 新規産業室 担当：伊藤、信野
（ＴＥＬ）０３－３５０１－１５６９
【農業ベンチャー賞に関するお問い合わせ】
農林水産省 大臣官房政策課技術政策室
（ＴＥＬ）０３－３５０２－５５２４

担当：大熊、岩本
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（３）審査委員会議事録
第４回日本ベンチャー大賞

審査委員会

議事概要
1. 日時：平成 30 年 1 月 29 日（月）10 時 30 分～12 時 00 分
2. 場所：経済産業省本館 2 階 東 6 共用会議室
3. 出席者（敬称略）
＜委員＞（○は審査委員長）
池田 弘

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会 会長

高島 宏平

オイシックスドット大地株式会社 代表取締役社長

根岸

一般社団法人日本経済団体連合会

修史

長、積水化学工業株式会社
野路

國夫

公益社団法人経済同友会

起業・中堅企業活性化委員会委員

取締役会長
副代表幹事／地方における新事業創造ＰＴ

委員長、株式会社小松製作所 取締役会長
坂東 眞理子 昭和女子大学 理事長・総長
藤田

晋

一般社団法人新経済連盟

副代表理事／起業促進ＰＴリーダー、株式

会社サイバーエージェント
堀

義人

代表取締役社長

グロービス経営大学院 学長、
グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

○松田 修一

早稲田大学 名誉教授、日本ベンチャー学会 元会長

＜オブザーバー＞
山田 広明

農林水産省 大臣官房 政策課技術政策室長

＜事務局＞
福本 拓也

経済産業省

経済産業政策局 新規産業室長

石井 芳明

経済産業省

経済産業政策局新規産業室 新規事業調整官

【資料】
資料１

第４回日本ベンチャー大賞審査資料

資料２

応募案件一覧

4. 議事：(1)日本ベンチャー大賞の審査について
(2)審査
5. 議事概要
開会挨拶、審査委員の紹介、事務局の資料説明の後、日本ベンチャー大賞の審査が行われ、
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下記の企業が選定された。
日本ベンチャー大賞（内閣総理大臣賞：１件）
株式会社メルカリ
ベンチャー企業・大企業等連携賞（経済産業大臣賞：１件）
株式会社ソラコム
KDDI 株式会社
女性起業家賞（経済産業大臣賞：１件）
株式会社ビザスク
農林ベンチャー賞（農林水産大臣賞：１件）
株式会社ルートレック・ネットワークス
審査員特別賞（２件）
株式会社マネーフォワード
株式会社 PKSHA Technology
以上
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（３）アンケートシート

新事業創造カンファレンス&Connect!
日本ベンチャー大賞受賞セレモニー
アンケートシート
本日は「新事業創造カンファレンス&Connect!」にご出席いただきましてありがとうございます。今後のカンファレンス開
催等の参考とさせて頂くため、カンファレンス終了後は、本アンケートシートにご記入頂き、回収ボックスに入れて頂いた
上でお帰り頂けますようお願い申し上げます。

1

2

ご参加者のご所属について、あてはまるもの一つに○をおつけ下さい。
a) 大企業（新事業ご担当者）
b) ベンチャー起業家
c) VC、その他ベンチャー支援者
d) その他（
）
本カンファレンスの各セッションの内容について、満足されたセッションすべてに○をおつけ下さい。
新事業創造カンファレンス

a) ベンチャーの成長を加速する集中支援の取り組み
経済産業省 経済産業政策室 新規産業室

b) 人工知能が開く日本企業の未来展望
エヌビディア 永田聡美氏

c) Connected Industries 実現に向けた AI システム共同開発の推進
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課

d) NEDO ベンチャー’s Hot プレゼン
5 社各 8 分の講演

e) NEDO のベンチャー支援策
NEDO イノベーション推進部 スタートアップグループ
日本ベンチャー大賞受賞セレモニー
f) 日本ベンチャー大賞受賞セレモニー

3

4

本カンファレンスを知ったきっかけについて、あてはまるもの一つに○をおつけ下さい。
a) SNS（Connect!のフェイスブックグループ）
b) SNS（友人のタイムライン）
c) SNS（フェイスブック広告）
d) メールマガジン（イノベーション・ベンチャー創造協議会より）
e) メールマガジン（Connect!より）
f) 友人・知人からの紹介
g) 東京ニュービジネス協議会からの紹介
h) 経済産業省ホームページ
i) JapanInnovationNetwork ホームページ
j) Connect!ホームページ
k) その他（
）
「ベンチャー企業と大企業との連携」において、ネックとなるのは何でしょうか。下記よりあてはまるもの すべてに○を

おつけ下さい。
a) そもそも出会い、交流する場がないこと
b) お互いの目指すゴールが一致しないこと
c) 求める製品・サービスと提供できる製品・サービスが乖離していること
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d)
e)
f)
g)
h)

意思決定のスピード
組織内部の調整・自前主義
価格・資金面での折り合い
公的支援策や制度面での問題
その他（

）

5

本日のカンファレンスや各セッションについて、ご意見・ご感想がございましたら、ご自由にお書きください。

6

オープンイノベーションの推進、ベンチャーと大企業との連携促進に関して、政府に対してご意見・ご感想がござい
ましたら、ご自由にお書きください。

------------------------------------------------------------------------------------------------7

本日の登壇者の一部の方から、今後の情報提供等のために会議出席者のご所属・お名前を知りたいとの要望が
寄せられています。登壇者に対して連絡先を公開して良い方は以下のご記入とチェックをお願いいたします。

ご所属

お名前

（法人名）
（所属部署・役職）
（ふりがな）

ﾒｰﾙ

（氏名）

ｱﾄﾞﾚｽ

ＴＥＬ

ＦＡＸ

□ 登壇者へ連絡先を公開しても良い
みずほ情報総研(NHIR)では、皆様の氏名、電話番号 等の個人情報につきましては、MHIR の
「 お 客 様 の 個 人 情 報 保 護 に 関 す る プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー 」
（https://www.mizuho-ir.co.jp/privacy/policy.html)に則って管理しております。
当アンケート結果は統計的に処理されます。また、ご提供いただきました個人情報は、みずほ
情報総研及び経済産業省のみで取り扱うものとし、経済産業省からの情報提供を希望されるお客
様への情報提供のみに利用し、それ以外の目的に用いることはございません。
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御協力ありがとうございました。

平成２９年度グローバル・ベンチャー・エコシステム連携強化事業
（我が国におけるベンチャー・エコシステム形成に向けた基盤構築事業）
事業報告書

平成３０年３月
みずほ情報総研株式会社

平成 29 年度グローバル・ベンチャー・エコシステム連携強化事業
（我が国におけるベンチャー・エコシステム形成に向けた基盤構築事業）

我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項

平 成 30年 ３ 月

経済産業省

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会
みずほ情報総研株式会社
（協力：リンクパートナーズ法律事務所）

1

ベンチャー企業に対する投資（以下「ベンチャー投資」という。
）は、2005 年の会
社法の制定時に種類株式の取り扱いが大幅に改正されたことをはじめとして、投資条
件の設計も多様化している。かつては投資資金の回収（以下「Exit」という。）の方
法は投資先の発行する株式が金融商品取引所へ上場すること（以下「IPO」という。
）
が主なものであったが、昨今では IPO 以外に M&A による Exit も意識されるようにな
り、ベンチャー投資の機会や金額規模も増加している状況となっている。
また、ベンチャー投資を行う投資家もベンチャー・キャピタル（以下「VC」という。
）
に限らず、個人投資家（以下「エンジェル」という。）
、事業会社及び事業会社が運用
するコーポレート・ベンチャー・キャピタル（このような投資家を総称して、以下「CVC」
という。）等の存在も目立つようになり、投資家層や投資目的も多様化している。さ
らに、同じ VC でも投資を行うステージが、シード、アーリー、ミドル、レイトと異
なれば投資に対する考え方も異なり、投資条件をより複雑化させている。
このため、ベンチャー投資を巡っては、従来のように投資家と投資を受ける会社（以
下「発行会社」という。
）の間の利害関係の調整に留まらず、投資家間の利害関係に
対しても調整を行う必要性が高まっている。
これに対し、我が国の VC は、40 年以上の歴史を持つ投資活動の中で、各 VC がそれ
ぞれの経験や知見を積み上げ、ベンチャー投資に係る各種契約（以下「投資契約等」
という。
）を締結し、その内容の改善を重ねてきた。その結果、契約内容は VC の間に
おいて大きな差異が生じてきている。今後、投資契約等のもつ利害調整機能の重要性
はさらに高まることが想定されるが、投資契約等は法律により規定されたものではな
いため、投資家も各々で作成したものを用いている状況にある。
たとえ成長性の高いベンチャー企業であっても、適切な投資契約等を設計して資金
調達を行わなければ、投資契約等が事業の発展や将来の資金調達の支障となり、その
成長を妨げてしまう。
そこで、本書では、投資契約等自体の意義を確認するとともに、投資契約等の設計
において契約当事者が留意すべき事項を解説することにより、適切な投資を促進し、
ベンチャー企業とその支援者である投資家の発展に資することを目的とする。

2
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第１．ベンチャー投資における投資契約等の意義
本来、発行会社が株式を発行して資金調達を行う場合、会社法に定められた募集と申込
手続等を行えば足り、別途、投資契約等を交わす必要は無い。かつては VC も投資契約等を
締結せずに投資をしていた事例も多くあり、現在においてもエンジェルは投資契約等を締
結せずにベンチャー投資を行うことが多い。
しかし、昨今における VC のベンチャー投資の殆どの事例では投資契約等が締結されてい
る。そして、投資契約等の多くは投資家側の要望により締結される。なぜなら、投資契約
等を結ぶことにより、投資家は投資における前提条件を発行会社、及び発行会社の代表取
締役又はこれに類する地位に就き一定以上の株式を持つ株主（ベンチャー企業においては
創業時の株主において多いことから、本書においては以下「創業株主」という。
）に担保さ
せ、さらに会社法に定められた株主の最低限の権利以上の権利を得ることができるためで
ある。
このように投資契約等は投資家側の要請により交わされているが、一方で、発行会社及
び創業株主には、投資契約等を締結することにより、より有利な条件で円滑に資金調達を
することができる可能性が高まるというメリットがある。
例えば、投資契約等において発行会社が「表明保証」を行うことにより、投資家は投資
検討におけるデュー・デリジェンス（以下「DD」という。
）の一部を簡略化することができ
る。これにより、資金運用の世界では少額投資の部類となるベンチャー投資を行う投資家
にとって、投資に係る費用と時間の節約となるだけではなく、発行会社にとっても DD 対応
の事務負担が軽くなり、短期間で出資を受けられる可能性が高まることになる。
また、投資契約等には投資家の Exit に関する取り決めも含まれる。ベンチャー投資は、
投資家が投資してから Exit するまで５年程度の期間を要することが多い。発行会社の社歴
が浅く、事業も立ち上がり時期にあるシードやアーリーステージのベンチャー投資である
ほど予想通りに発行会社も成長しないため、当初計画していた Exit には至らないことが多
い。このような可能性を踏まえ予め投資契約等において数年後に訪れる Exit 局面の対応に
ついて取り決めておくことにより、投資家は Exit に対する予測可能性を高めることで投資
が実行しやすくなり、また、発行会社及び創業株主にとってはステージが早期の段階であ
っても資金調達が行いやすくなるというメリットがある。
しかし、投資契約等の Exit に関する事項は、往々にして投資家、発行会社及び創業株主
の間で争点となりやすい。これは、Exit に関する事項には発行会社の事業が当初予定した
通りに十分な成長をしなかった場合の対応が含まれているためである。例えば「事業が予
定通りに成長しない場合、数年後には投資家主導で創業株主の保有する株式を含め全株式
を売却する」といった内容も含まれることがあり、創業株主自身は事業の成功に対して確
信をもつものの、将来のことでもあるため少なからずとも不安もあり、心理的にも受け入
れ難いものとなりやすい。
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他方、VC によるベンチャー投資はその大半が外部の出資者から資金を預かり、期限のあ
るファンドとして運用する責任を負う立場にある。我が国においてはファンドの出資者へ
の分配は金銭による方法が殆どであるため、ファンドの期限の到来に際して、原則として
保有する株式を全て売却し、得られた資金をファンドの出資者に還元しなければならない。
ベンチャー投資の Exit 局面では、関係者の利害が一致せず解決が困難となり、紛争に至
ってしまう場合も少なからずある。だからこそ、契約当事者は Exit に関する事項を当初よ
り契約によって明確化し、その範疇で対応するようにすることが重要である。また、投資
家、発行会社及び創業株主は共通の目的に対して一定期間を共に過ごすパートナーであり、
投資家は必要な情報を発行会社から受領し、自身の持つ知見やノウハウ、ネットワーク等
を活かし、発行会社の事業の整備や成長を加速させるための体制を構築支援していくとと
もに、発行会社が投資家から調達した資金を用いて事業拡大等を図り、社会的責任が増す
中、パブリックカンパニーとして発展するための法令遵守体制やコーポレート・ガバナン
スの在り方等についても投資契約等において取り決めておくことが重要である。ここにお
いても、投資契約等を締結する意義が存在している。
ベンチャー投資において投資家と発行会社は、共に世に無い新しい事業を創り出すため
のパートナーである。しかし、立場が異なるため、時として意見の相違が生じることもあ
り、その意見を調整し事業を推進していくために投資契約等が必要となる。適切な投資契
約等を締結することは、健全な投資の促進とベンチャー企業の成長につながり、投資家と
ベンチャー企業が共創し、共に発展し合える世界を切り開くために重要な存在である。
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第２．投資契約等の重要性が高まっている背景
ベンチャー投資において、投資契約等の重要性は、これまで以上に高まっている。その
大きな要因として、次の４つの点があげられる。
１．ベンチャー企業の資金調達の重層化
昨今、ベンチャー企業は起業して間もないシードステージより投資家から投資を受け
ることが多い。また、事業が順調に成長している企業でも、成長速度を加速させるため
に複数回にわたって資金調達を行い、積極的に追加資金を得る事例も増えている。この
ように、ベンチャー企業の資金調達が複数回に及ぶと投資家と発行会社及び創業株主の
間における利害調整のみならず、投資家同士の利害調整も必要になってくる。
シードステージの発行会社に対する投資は、少額の投資となることが多いものの、発
行会社の存続性すらも不透明な段階から投資をしているため、投資家は高いリスクをと
っている。他方、IPO 直前にあり持続的なキャッシュフローが得られているレイトステー
ジにある発行会社に対する投資は、投資時の企業価値評価額（Valuation）が高く、投資
金額も多額となることが多い。
同じ投資家らにより複数回の追加投資を行えば、利害の不一致は起こりにくいが、企
業のステージにより投資金額の規模、投資時の企業価値評価額は異なり、また、VC をは
じめ投資家の投資戦略や方針、投資してからの Exit 時期の目論見及びファンドの期限も
異なるため、投資ラウンドごとに参加する投資家が異なる事例が多い。このため、発行
会社や投資家間の利害を調整するため投資契約等によって方針、ルールを明確にする必
要がある。
２．投資ストラクチャーの多様化
投資ストラクチャーが多様化していることも投資契約等の重要性を高めている要因で
ある。我が国においては従来までは普通株式での投資が一般的であったが、昨今では種
類株式を利用した投資が普及してきているうえ、最近では新株予約権等を用いた新しい
ストラクチャーの投資案件も増えている。
種類株式を発行した場合、種類株式の内容や種類株主総会の設計を定款により定める
が、投資契約等を利用することで種類株式の内容や種類株主総会と同様の機能を補完す
ることができる場合もある。
また、新株予約権を用いた場合は投資契約等がさらに重要となる。従来から利用され
ている新株予約権付社債に加え、昨今では新株予約権そのものにより投資を行う投資家
も増えているが、投資家は新株予約権が株式に変わるまで株主としての地位を得られず、
会社法において定められた株主総会の議決権等の共益権は与えられない。とはいえ、VC
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は新株予約権による投資であっても、株主と同等の権利を有しなければファンドの運用
者としての責任が果たせない。よって、このような場合、VC が株主と同等の権利を補完
するために投資契約等を用いることとなる。
３．投資家層の多様化
昨今では VC 以外にエンジェル、CVC もベンチャー投資において存在感を強めている。
このようなベンチャー投資を行う投資家層の多様化も投資契約等の重要性を高めている
要因となっている。
エンジェルの特徴はシード・アーリーステージの発行会社に対して少額投資を行うと
ころにある。エンジェルもキャピタルゲインのような金融的な収益を目的として投資を
行っている事例は多いものの、起業家への応援目的で投資をしている場合もあることに
加え、個人で事務コストを負担してまで種類株式や投資契約等の設計を行うことがない
ため、投資契約等を締結せずに普通株式により投資をしている事例が多い。これに対し、
VC は Exit までの期間を意識し、一定の成長トレンドを評価した後にエンジェルではみら
れない金額規模による投資を行うことが多い。このため、投資ステージや投資規模の違
いから、投資家間の利害の不一致が起こる場合がある。
CVC も VC とは性質が異なる投資家である。VC は期限のあるファンドにより投資を行い、
ファンドの構成員に対して金融的な収益還元を目的とした「キャピタルゲインを得るこ
とを最優先とした投資家」であるのに対し、CVC の多くは事業シナジーを高めることを目
的とした「キャピタルゲインを得ることを最優先としていない投資家」である。このた
め、金融的な収益を最優先とする VC が発行会社に対して求める契約条項の中には、金融
的な収益を最優先としていない CVC にとっては受け入れ難い場合がある。
また、VC の中でも投資戦略も異なってきている。VC によっては、投資ラウンドで主導
権を握り、その投資ラウンドにおける持株比率を多くする投資戦略を採用している場合
もあれば、投資ラウンドで主導権は握らずにフォロワーを中心とした投資戦略を採用し
ている場合もあり、投資戦略に違いが出ている。
このように、昨今では一括りに同じ投資家といっても、投資に対する目的や方針等が
大きく異なる複数の投資家が一つの企業に投資をすることが生じている。もちろん、そ
れぞれの長所が活かされ、発行会社の成長が着実に進む場合もあるが、投資家間の利益
相反が企業の成長阻害要因になる可能性もある。よって、それぞれが求めるものを最初
に明確にし、利害調整のうえで投資契約等を締結しておくことが各投資家にとっても、
発行会社及び創業株主にとっても重要なこととなっている。
４．ベンチャー企業を対象とした M&A の増加
かつて、我が国におけるベンチャー投資の Exit は大半が IPO であった。我が国では IPO
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を行う場合、上場申請前迄には原則として全ての種類株式を普通株式に転換し、かつ、
投資家が締結していた投資契約等についても効力を終了させる必要があるとされている。
このため、無事に IPO を実現するといかなる投資契約等を締結していたかは重要ではな
くなる。
ところが、最近は米国のベンチャー企業の Exit の傾向と同様に、我が国においても VC
による投資案件の Exit 方法として M&A の事例が増えてきている。このように M&A が増え
ている状況下においては従来の IPO を前提としていたような投資とは異なり、M&A も想定
し、M&A 時の意思決定プロセス、売却代金の分配方法等も配慮した投資契約等を必要とす
る。このように、IPO に比べ M&A による Exit の方がより一層、投資契約等の内容が重要
といえる。
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第３．投資契約等の構成
昨今ではベンチャー投資の際に交わされる契約は複雑化しており、複数の契約により構
成されている。複数の契約に分けられている主な理由は、契約当事者の範囲と契約の目的
が異なることにある。
ベンチャー投資に関する主な契約は、以下の図１の通り①投資契約、②株主間契約、③
財産分配契約に分けることができる。

図1

ベンチャー投資に関する契約の構造

投資契約等
投資契約

株主間契約

財産分配契約

投資家が株式を取得する際の投
資実行条件を中心に定めた契約

投資実行後の主要な投資家と発行
会社及び創業株主との権利義務等
を取り決めた契約

経営支配権の変更が伴うような
M&AによるExitに関する事項を取
り決めた契約

【契約当事者】
発行会社
創業株主
投資家

【契約当事者】
発行会社
創業株主
主要投資家（VC等）

【契約当事者】
発行会社
創業株主
全株主

【主な内容】
①発行概要
②払込条件

【主な内容】
①会社経営に関する事項
②情報開示に関する事項
③投資家のExitに関する事項

【主な内容】
①同時売却請求権に関する事項
②みなし清算に関する事項

【一般的な名称】
投資契約書
株式引受契約書
社債引受契約書
株式譲渡契約書

【一般的な名称】
株主間契約書

【一般的な名称】
財産分配契約書
買収にかかる株主分配等に関す
る合意書
株主間における合意書

ベンチャー投資に際し、必ずしも 3 種類の契約書が存在するとは限られない。例えば、
投資家が１名しか存在していない場合、投資の際に締結する契約内容も１つの契約書に集
約した方が契約手続は簡素化できる。また、投資家が事前に準備している投資契約の標準
雛形には、他に投資家がいることを前提とせず、自身のみを投資家として参加することを
想定していることもある。
しかし、本書では、投資契約等に定められる契約内容に着目し、契約内容の機能と契約
当事者の違いから、投資契約等を図 1 のように主に 3 種類の契約からの構成とすることを
標準としている。
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１．投資契約
投資契約（Share Purchase Agreement）は、契約当事者を、発行会社、創業株主、投
資家とする。
投資契約は、投資家が株式を取得する際の投資実行条件を中心に定めた契約であり、
引受契約（取得契約）と呼ばれることもあるが、以降では単に投資契約とする。投資契
約の主な内容は、投資に係る発行概要（取得する株式等の種類、種類株式の内容、数、
価格、払込期日等）
、資金使途、表明保証等の投資の前提条件、投資実行の条件、契約違
反が生じた際の取り決め等で構成される。一方、事前承認・通知事項、取締役指名権、
オブザーベーション・ライトといった会社経営に関する事項及び情報開示に関する取り
決め、優先引受権のような株式の変動に関する事項等、投資後に関する内容も取り決め
られる事例も多い。
発行会社は、特に初めの資金調達時では投資家が単独又は少数であることから、事務
処理や費用負担の軽減等を理由に投資後に関する内容も含めて投資契約のみにまとめて
取り決める事例が多い。しかし、これら投資後に関する事項については、本来は株主間
契約において取り決めた方が望ましい。なぜなら、投資後に関する事項は、投資家ごと
に交わされる投資契約において規定していくと、その内容も投資家ごとに異なる状態を
招くこととなる。このため、発行会社は投資家ごとに異なる義務を負うこととなり、そ
の後、資金調達が行われ複数の投資家が参加すると、かえって事務処理の負担が増すだ
けに留まらず、ある投資家との投資契約を履行すると他の投資家との投資契約に対して
不履行が生じてしまうといった契約違反状態に陥ることがあるためである。従って、投
資後に関する事項が投資契約に含まれている場合、投資家が増加した際には、各投資契
約に記載されている内容は株主間契約に統合することが望ましい。また、将来、新規の
投資家が参加することが予見されるような場合は、当初から経営に関する事項等は株主
間契約として別契約にしておくことも１つの方策である。
投資契約は契約当事者が少数であるため、契約の効力が及ぶ範囲は狭いが、投資家と
創業株主との間の調整のみで内容を確定することができる場合が多く、柔軟かつ多岐に
わたる内容を織り込むことができ、実務上は最も利便性が高い契約である。従来は投資
契約のみを交わして投資を行う事例が殆どであった。しかし、昨今においては前述のよ
うに投資後に関する事項を取り決める事例が増え、契約内容が複雑化したことから、投
資契約に併せて株主間契約や財産分配契約を利用する事例が増えている状況にある。
２．株主間契約
株主間契約（Shareholders Agreement）は、契約当事者を発行会社、創業株主及び主
要な投資家とする。
投資契約が投資を実行するまでの条件を中心に定めたものであるのに対し、株主間契
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約は投資後の主要な投資家と発行会社及び創業株主との権利義務等を取り決めたもので
ある。主な内容は、投資後の①会社経営に関する事項、②情報開示に関する事項、③投
資家の Exit に関する事項等で構成され、発行会社の運営やモニタリング、及び株主間の
利害調整に関する条件が中心に定められている。
これらの内容は、前述の通り従来は投資契約の中に「投資家との特約」等の項目で記
載されることも少なくなかった。しかし、発行会社が成長過程において複数の投資家と
投資後の条件を定めた契約を重ねていくにつれ、その内容が加重かつ複雑化していき、
気づかないうちに、ある投資家の義務を履行すると他の投資家に対する義務違反に該当
してしまうような履行困難な契約を交わし、意図せざる契約違反状態に陥ることも生じ
ていた。
そこで、最近では投資後の内容に関する事項は株主間契約に一本化し、発行会社、創
業株主及び主要な投資家が、一つの契約に基づいて統一的な行動をとる事例が増えてい
る。なお、その内容及び目的から、比較的に少額投資で事務負担を避ける傾向にあるエ
ンジェルは株主間契約には参加しないことが多い。
株主間契約は、契約の効力が既存投資家も含めた広範囲に及ぶものである。株主間契
約に定められる主な内容は、M&A が生じた際に投資家の Exit を円滑にするための事項、
投資家が多数参加した場合における取締役の指名権や事前承認等の会社経営に関する事
項である。
３．財産分配契約
最近、締結する事例が増えているのが財産分配契約である。
「買収にかかる株主分配等
に関する合意書」
、
「株主間における合意書」等、実務では様々な名称が用いられている。
財産分配契約は、エンジェルや従業員株主も含めた株主全員が契約当事者となる点に
大きな特徴がある。
財産分配契約は、M&A による Exit に関する内容を取り決めており、種類株式に「優先
分配」（「第４.１．ベンチャー投資において利用される種類株式」において定義する。）
の定めをしている場合において用いられ、株主間契約に定められる内容の中でも、「みな
し清算条項」と「同時売却請求権」と呼ばれる M&A による Exit 部分を中心に抜き出した
契約である。
みなし清算条項(Deemed Liquidation)とは、発行会社に M&A が生じた場合に、発行会
社を清算したものとみなして投資家に対して分配を行うことを内容とする定めをいう。
本来、種類株式に定められる優先分配は、発行会社が配当を行う場合や事業を停止し清
算を行う場合に適用される。一方、M&A は株式譲渡等により行われるため、配当や清算に
該当するものではない。そこで、経営支配権の変更が伴うような M&A が生じた場合に、
発行会社が清算した状態になったものとみなして、優先分配を行う旨を規定しているの
が、みなし清算条項である。また、同時売却請求権とは、ドラッグ・アロング・ライト
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(Drag Along Right)、又は売却請求権ともいわれ、多数の投資家の賛成等の任意に設定
された一定の要件を満たした場合、発行会社、創業株主に限らず他の株主に対しても買
収に応じるべきことを請求することができる権利である。このように、財産分配契約に
おいて事前に M&A の発動に関する合意と M&A が生じた際の株主間の分配方針を定めるこ
とにより、投資家及び創業株主の Exit を円滑化するために重要な役割を果たしている。
この財産分配契約は、複数の株主を当事者として締結する点で株主間契約の一種では
あるものの、株主間契約には会社経営に関する事項や情報開示に関する事項が含められ
るのに対し、財産分配契約にはそのような事項は定められず M&A 時の事前合意や売却代
金の分配方法を中心に定めており、内容は大きく異なる。
なお、同時売却請求権は、普通株式のみでの投資事例においても用いられることがあ
り、財産分配契約以外で締結することもある。但し、全株主の合意が必要という点では、
みなし清算条項と同様であるため、本書では財産分配契約に含むものとする。
財産分配契約は、投資額が比較的に少額となる個人株主に対してまで契約の締結を求
めることは一見すると煩雑であるように思える。しかし、優先分配の機能を有効なもの
とするためには株主間契約の当事者には入っていないエンジェルや従業員株主、その他
の普通株主も含めた全株主が原則として参加する必要があり、その契約の効力は株主間
契約以上に広範に及ぶものといえる。

４．その他の契約等
以上に述べた投資契約等の他に、ベンチャー投資を行う場合、総数引受契約を別途締
結することが多いが、これはベンチャー投資特有の契約というよりも会社法に基づく契
約であることから、本書では説明を割愛する。
また、ベンチャー投資では場合によっては投資契約等に記載される事項を定款に定め
ることがある。但し、定款は、発行会社の代表取締役をはじめとする機関を拘束する効
力を有しているが、定款違反は会社法違反（会社法３５５条等）を構成することとなり、
その効力は強力であること、また、定款に一度定めてしまうと内容を変更するには株主
総会の特別決議を必要とするため運用面においても柔軟性に欠けてしまうことから、定
款への記載事項とせずに投資契約等において取り決めておく場合が一般的である。この
ように、投資契約等において合意する事項を定款に記載する場合もあるが、本書におい
ては投資契約等に関する解説を中心として扱うこととし、紹介に留めておくものとする。
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５．契約構造の変遷
最後に、投資契約の構造を理解するために、以下の図２によりベンチャー投資に関す
る契約構造の変遷についても説明しておく。

図2

ベンチャー投資に関する契約構造の変遷

出資に関する事項

出資後に関する事項

M&A Exitに関する事項

投資家A 投資契約

第
１
形
態

投資家B 投資契約
投資家C 投資契約

エンジェル等個人投資家 （投資契約なし）
投資家A 投資契約

第
２
形
態

投資家B 投資契約

投資家A～C共通 株主間契約

投資家C 投資契約
エンジェル等個人投資家 （投資契約なし 株主間契約不参加）
投資家A 投資契約

第
３
形
態

投資家B 投資契約

投資家A～C共通
株主間契約

投資家C 投資契約

全株主共通
財産分配契約

エンジェル等個人投資家（投資契約なし 株主間契約不参加）

かつて投資契約等が利用され始めた頃のベンチャー投資では、図２の「第 1 形態」の
ように、各投資家が投資後の事項を含めた投資契約を個々に締結していたため、投資契
約によって異なる投資後の取り決めがされている事例が多かった。
その後、投資後の取り決めについては、投資家同士においても内容を統一した方が投
資契約間の矛盾が生じないうえ、発行会社及び創業株主においても契約内容が明瞭とな
り有効に実行されやすいものと考えられた。そこで、投資後に関する事項を切り離し、
投資家、発行会社及び創業株主によって 1 つの共通した契約を締結することとなり、株
主間契約が普及した。これが「第 2 形態」である。
株主間契約が普及した後でも、エンジェルや創業株主以外の役職員等の個人株主は投
資契約や株主間契約を締結する事例は少なかった。しかし、種類株式の普及後、投資契
約や株主間契約を締結しない個人株主に対しても優先分配の有効性を高めるために Exit
に関する契約を締結する必要性が高まった。そこで、新たに出現し、全株主を対象とし
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て締結されている契約が財産分配契約である。この財産分配契約を用いられるようにな
った状態が「第 3 形態」といえる。
なお、昨今の事例では、第１形態において財産分配契約のみを全株主により締結して
いることもある。しかし、そのような事例では出資後に関する事項について投資家同士
で取り決めていくことには限界があることに留意する必要がある。
このため、例えばシードステージで第１形態の投資契約のみを締結した場合でも、新
たな投資が行われ新規の投資家が増える局面では、過去の投資契約を見直し、第 2 形態
や第 3 形態に移行することが望ましいといえる。
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第４．種類株式と投資契約等の関係
投資契約等を理解するためには、ベンチャー投資において利用される種類株式の内容と、
当該種類株式と投資契約等との関係を理解しておく必要がある。
１．ベンチャー投資において利用される種類株式
本書における種類株式とは、定款により異なる内容が定められた株式をいう。投資家
に対して発行される種類株式は、普通株式よりも優先的な剰余金の配当（会社法１０８
条１項１号）や残余財産の分配（同項２号。以下、これらの優先的な剰余金の配当及び
残余財産の分配を併せて「優先分配」という。）を定めたもの、投資家から発行会社に対
して普通株式等を対価とした転換を請求することができる取得請求権（同項５号。以下
「転換請求権」という。
）が付されたもの、又は発行会社が強制的に種類株式を普通株式
へ転換するための取得条項（同項６号）が付されたものが多い。種類株式により設定さ
れる権利の中でも、優先分配や転換請求権は、投資家の Exit において重要な機能を果た
すことから、設定されることが特に多い。また、発行会社が強制的に種類株式を普通株
式へ転換するための取得条項も、IPO をする際に種類株式を残さないために設定される。

２．種類株式と投資契約等の関係
種類株式と投資契約等は、いずれも発行会社と投資家の間の権利義務を形成している
点で共通する。しかし、種類株式は「定款の効力」をもって株式そのものの内容として、
発行会社と投資家の間の権利義務関係を定めているのに対し、投資契約等は「契約の効
力」として契約当事者間の権利義務関係を定めている。
このため、種類株式の内容の設定や変更を行うには、会社法の定めに従い厳格な手続
きを経る必要があり、しかも、種類株式により定められた権利義務の内容に違反した際
は会社法違反として扱われることとなる。他方、投資契約等は契約当事者間の合意によ
り形成されるため、種類株式ほどの厳格な手続きは要求されず、投資契約等に違反した
際は契約違反として相手に対する債務不履行責任を負うこととなる。
また、種類株式は、会社法に予め列挙された内容を基本として設定されるものである
のに対し、投資契約等は当事者間の契約に基づき任意に内容が設定されるため、規定す
ることができる内容が多様である点でも異なるといえる。
種類株式と投資契約等の関係において特に重要なのは、優先分配に関する関係性であ
る。種類株式の内容として定められた優先分配の内容は、本来は配当時や清算時におけ
る分配基準を定めたものであるが、当該分配基準が、投資家の他の Exit 場面においても
株主間の利害調整の基準として用いられることがある。例えば、M&A 時に発動するみなし
清算条項に定められた株主間の譲渡代金の算定基準は、種類株式の内容として定められ
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た優先分配の内容を基準に株主間契約又は財産分配契約において定められることが多い。
このように、優先分配に係る種類株式と投資契約等の関係性は投資家の Exit において重
要な役割を果たしている。
さらに、種類株式を利用することにより、一定の決議事項に対する拒否権（会社法１
０８条 1 項８号）の付与や、取締役の選任権（会社法１０８条１項９号）を付与するこ
とができ、投資契約等においてみられる「事前承認」や「取締役の指名権」と同様の権
利を得ることができる。しかし、これらの事項を種類株式の内容として設定する場合、
前述の通り会社法に基づく厳格な手続きのもと投資家の保護は高められるが、他方で、
発行会社は法定による手続きが煩雑となり、一定の期間を要することとなる。このため、
同じ効果が得られるものであっても、種類株式により定めるか投資契約等において定め
るかは、これらのメリットやデメリットを勘案し、発行会社と投資家の間における調整
により決めていく必要がある。
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第５．タームシート
１．タームシートの意義
投資契約等の内容は、投資ラウンドによっては複雑かつ長文化することがあり、また、
当該投資ラウンドの契約当事者に限らず、既存投資家等を含めた利害調整が行われるこ
とも多い。そこで、投資契約等を作成する前に、投資契約等で定める主たる条件を列挙
したタームシート（Term Sheet）を作成し、関係者間において基本条件を明らかにした
うえで調整を行うことにより、投資契約等の内容を円滑に整理していくことができる。
このように、タームシートは投資契約等の締結を円滑化するために有用な機能を担って
いる。
タームシートの内容は、投資家の投資方針や企業の成長段階により大きく異なるが、
「２．解説及び留意事項」において例示としてあげた項目を中心に、個別の投資事情を
踏まえて作成がなされている。
なお、タームシートは契約書ではない。タームシート上において調整された事項も投
資契約等に適切に反映されなければ契約としての効力は生じないことには留意する必要
がある。

２．解説及び留意事項
以下、
「別紙１ タームシート（例）
」において記載されている各項目について、その意
義と契約当事者が留意すべき事項を中心に解説する。なお、投資契約等の内容は発行会
社の資金調達額、成長段階や規模、株主構成の状況等により異なる。
以下に例示するタームシートは、「別紙１ タームシート（例）」に記載した内容を解説
するものであり、種類株式を利用し、かつ、投資家が複数名参加する場合を想定したも
のである。このため、タームシートは、「Ⅰ.投資契約」、「Ⅱ.株主間契約」、「Ⅲ.財産分
配契約」の 3 種類の契約書を利用する場合を想定したものであり、同時売却請求権とみ
なし清算条項は財産分配契約において定めている。
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Ⅰ．投資契約
投資契約は、株式を取得する際の投資実行条件を中心に定めた契約であり、投資家と
創業株主との間の調整のみで内容を確定することができる場合が多く、柔軟かつ多岐に
わたる内容を織り込むことができる。
投資契約の主な内容は、表明保証等の投資に関する前提的な事項、事前承認・通知事
項や取締役指名権といった会社経営に関する事項、優先引受権等の株式の変動に対する
事項、契約違反が生じた際の取り決め等である。本書の「別紙１ タームシート（例）」
では、投資家が複数名参加している場合を想定し、事前承認・通知事項、情報開示に関
する事項等は株主間契約の内容としており、これを前提として解説を行う。

Ⅰ.投資契約（契約当事者）
1. 契約当事者

投資家：［

］

発行会社：
［

］

創業株主：
［

］

【Ⅰ.投資契約 1 解説】
投資契約は、株式を取得する際の投資実行条件を主に定めるものであるため、当事者
の範囲も投資をする投資家と、投資を受ける発行会社となる。本書では、創業株主を当
事者に含めているが、これは、我が国の創業株主は、発行会社の役員の選解任に重大な
影響を及ぼすほど株式を単独又は近親者と共に所有しており、かつ、代表取締役に就任
している等業務執行への影響を有していることが多いため、投資された資金の使途等も
実質的には創業株主に委ねられるためである。このような背景により、創業株主を契約
当事者に含めるが、仮に、創業時の株主の株式の所有割合が低い場合や、経営に対する
影響力が乏しい場合は、不必要に創業株主を拘束し過剰な義務を課すことを避けた方が
望ましい場合もある。また、例示では創業株主を１名として設定しているが、起業時よ
り共同代表により運営されている場合であれば創業株主に該当する者は２名となる場合
があり、この他、技術者等で経営に大きな影響を与える役職員がいる場合においても創
業株主に相当する者として契約当事者に含められることもある。このように、契約当事
者の範囲については発行会社の状況に応じて検討されることとなる。

Ⅰ.投資契約（資金調達概要）
2. 発行する株式の種

［普通/［ ］種優先］株式

類
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3. 発行可能株式総数

(1)発行可能株式総数

及び発行済株式総
数

普通株式［

］株、［ ］種優先株式［

(2)発行済株式総数
普通株式［

］株、［ ］種優先株式［

新株予約権（普通株式）
［
4. 発行株式数

総数［

］株

］株相当

］株

内 X に対して［
5. 発行価額

］株

１株当たり［

］株、Y に対して［

］株

］円

投資前企業価値評価額：
［

］円（潜在株式を含む）

6. 払込金額の総額

［

］円

7. 払込条件

最低調達額 払込金額の総額［

8. 資本金等

増加する資本金の総額［

］円以上

］円（１株当たり［

増加する資本準備金の総額［

］円（１株当たり［

］円）
］円）

9. 払込期日

20XX 年 XX 月 XX 日（予定）

10. 追加発行

今回の払込内容と同条件を基本として以下を条件により追加
発行を認めるとする
・発行期限 20XX 年 XX 月 XX 日
・最大追加発行数［

］株

【Ⅰ.投資契約 2 乃至 10 解説】
⑴

資金調達概要は、株式を引受けるにあたり必要とされる基礎条件であり、会社法にお
いて求められる募集事項や当該投資ラウンドにおける概要が列挙される。資金調達概要
は投資契約の内容として記載されることが多いが、株式の引受けを会社法２０５条に定
める総数引受契約による方法とする場合、登記申請資料を簡素化するために投資契約と
は別に資金調達概要の一部（例えば「2.発行する株式の種類」、
「4.発行株式数」乃至「6.
払込金額の総額」
、
「8.資本金等」及び「9.払込期日」）を抜き出した「募集株式の総数引
受契約書」をあえて作成し、締結しておく事例も多い。

⑵ 「2.発行する株式の種類」において、例えば、普通株式、A 種優先株式、B 種優先株式
といった投資家が引受ける株式の種類を明らかにしておくこととなる。
⑶ 「5.発行価額」に記載される投資前企業価値評価額（Pre-Money Valuation）は、当該
投資において予定される１株当たりの発行価額に対して、
「3.発行可能株式総数及び発行
済株式総数」で示された投資を受ける前の発行済株式総数を乗じた金額により算出され
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る。なお、投資前企業価値評価額の算出にあたっては、新株予約権等の潜在株式を考慮
することが一般的である。
⑷

「7.払込条件」とは、投資家が投資を行うために前提として要求する条件をいう。例
示のような最低調達額に限らず、発行会社の状況を踏まえ、重要な知的財産権の移管、
重要人物の取締役就任、適正な株主構成を実現するための株式の移動、発行会社のグル
ープ会社を整理するための組織再編等が払込の条件とされる場合があるが、投資家が単
独の場合や、複数の投資家で投資をする場合でも発行会社の事業遂行に必要となる最低
調達額の確保に目処がついている場合等では払込条件は付されない場合が多い。また、
例示には記載していないものの、投資契約に記載する払込条件としては法令及び定款に
則り払込手続きが履行されていることを証明する議事録の提出や、投資契約の契約から
払込期日までの間に発行会社の経営状況に著しい変化がないことの表明保証等が求めら
れることが多い。

⑸

「7.払込条件」において例示した最低調達額を記載される事例が多い理由として、ベ
ンチャー投資では、発行会社が必要とする設備購入や研究開発体制の構築が行える規模
の資金調達ができなければ、たとえ投資家が投資をしても、その資金が新規事業に対し
て有効に使われることもないまま運転資金の中で消費されてしまうためである。また、
ベンチャー投資は上場会社に対する投資と比べ、投資家数は少数であり、かつ、他の投
資家による投資額が自己の持株比率に与える影響も大きい。このため、最低調達額とし
て下限を定めるだけでなく、最大調達額として上限を定めておき、一定の範囲内での資
金調達を払込条件とする場合もある。なお、いかなる状態をもって最低調達額が得られ
る状態となったと判断するかは、各投資家の投資契約の締結をもって行われることが一
般的である。但し、投資家数が多い等、当該投資ラウンドの投資家全員からの投資契約
等の期限迄の締結が実務上困難である場合は、投資家同士での確認がとれたことをもっ
て代替する等、予め定めておく必要がある。

⑹ 「10.追加発行」は、投資契約を締結した投資家より投資を受けた後、時期を間もなく
して新規の投資家による投資が予定されている場合に当該投資に対して付される制約条
件である。複数の投資家が投資を行う際には、同時期に投資契約を締結し、払込を行う
ことで投資家同士の引受条件の平等性が確保される。しかし、ベンチャー投資において
は各投資家の事情（追加検討事項の発生、投資委員会や取締役会の開催時期の問題、決
裁権限者の不在等、要因は多様といえる。）により必ずしも同時期に投資契約の締結や払
込が行えない場合がある。そこで、当初予定していた一部の投資家の投資時期が遅延す
る場合、予め当該追加投資を許容するとともに、他方で当該追加投資に対して一定の制
約条件を課すために定められることがある。
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Ⅰ.投資契約（種類株式の内容）
11. 優先配当

１株当たり［

］円（１株当たり払込金額に対し［ ］％）

普通株式に優先、［ ］種優先株式に対して［同列/優先］
とし、［参加型/非参加型］による［累積型/非累積型］と
する
12. 残余財産分配の優
先

１株当たり［

］円（１株当たり払込金額に対し［ ］％）

普通株式に優先、［ ］種優先株式に対して［同列/優先］
とし、
［参加型/非参加型］とする

【Ⅰ.投資契約 11 及び 12 解説】
⑴

「11.優先配当」及び「12.残余財産分配の優先」は、会社法１０８条１項１号及び２
号に基づき種類株式の内容として定められるものであり、優先株主が普通株主に優先し
て受領することができる優先分配の具体的内容が定められる。

⑵ 優先配当
・「11.優先配当」において例示している「累積型」とは、特定の事業年度において種類
株式に対して支払われる配当金額が優先配当金額に達しない場合、当該不足分につい
て翌事業年度以降も繰り越されていく方式であり、
「非累積型」とは、当該不足分を翌
事業年度以降には繰り越されない方式である。
・優先配当額について累積型を選択した場合に、配当金額が優先配当金額に達しない不
足分を毎期積み立てていき、繰り越された合計額を Exit の際にみなし清算条項に基づ
き、優先分配の金額として加算させるという事例もある。

⑶ 優先分配の機能
・種類株式の内容として定めた優先分配の内容は、本来は配当時や清算時における分配
基準を定めたものであるが、投資家の Exit 場面におけるみなし清算条項等において定
められる分配基準も種類株式の内容として定めた優先分配の内容を参考として設定さ
れることが多い。このため、優先分配の内容は株主間の利害調整の基準として重要な
機能を有している。
・例えば、新規の投資家が、シードステージの投資家と同じ株式数を当時よりも高い企
業価値評価額により取得した後、少額の M&A が行われた場合、新規の投資家だけが損
21

失を被る可能性があり、高い企業価値評価額による投資を控えてしまう。しかし、高
い企業価値評価額により引受ける新規の投資家に対してシードステージの投資家に比
べて優先順位が高い優先分配を設定し、みなし清算条項を付すことにより、たとえ少
額な M&A が行われた場合でも、新規の投資家を含めたすべての投資家が利益を得られ
る可能性が高くなる。このように、優先分配の設計次第で、新規の投資家は高い企業
価値評価額であっても投資を行いやすくなり、発行会社も既存株主の株式価値の希釈
化を抑えながら多額の資金調達を行うことが可能となり、双方にとってのメリットが
生じることとなる。
⑷ 参加型と非参加型
・
「参加型」とは、優先株主が優先分配される金額を受領後、さらに残余の分配可能額か
ら追加して配当又は分配を受け取ることができる方法であり、これに対し「非参加型」
とは、追加して受け取ることができない方法である。優先分配を参加型とするか非参
加型とするかにより実際にどのように異なるかについては別途「別紙２ 優先分配に基
づく分配額シミュレーション」により数値を用いて解説している。
・我が国のベンチャー投資では、優先分配については参加型の事例が多い。その理由と
しては、投資家にとって参加型は一見すると普通株式や非参加型に比べて有利な内容
であることがいえ、発行会社及び創業株主も普通株式や非参加型に比べて参加型の方
が高い企業価値評価額が付きやすく、関係者の理解が得られやすいためである。しか
し、参加型には投資家にとってはデメリットもある。投資家の保有する種類株式に参
加型による優先分配が定められているのであれば、「別紙２ 優先分配に基づく分配額
シミュレーション」に記載の通り、投資家は種類株式のまま Exit した方が常に有利と
なる。仮に、発行会社の IPO が実現すると、投資家の保有する種類株式は普通株式に
転換されてしまうため、投資家にとっては得られるリターンは減少してしまうことと
なる。投資家は、参加型の優先分配を設定することはダウンサイドリスクの軽減には
なるが、その際に高い企業価値評価額を許容しなければならない分、優先分配のメリ
ットが得られない IPO 時にはリターンが減少することがあること、特に、IPO の実現可
能性が高まっているレイトステージにおいては、普通株式又は非参加型を選択して企
業価値評価額を低く抑えて投資をした方が将来のリターンが高くなる可能性もあるこ
とに留意する必要がある。
・我が国では、非参加型の優先分配を利用する事例は少ないが、米国においては活発に
利用されている。非参加型の場合、投資家は種類株式のままでは設定された優先分配
の金額以上のリターンは得られないため、それ以上のリターンを得たいのであれば普
通株式に転換する必要がある。しかし、たとえ非参加型を普通株式に転換しても一定
規模以上の企業価値評価額が付かなければ十分なリターンが得られないため、非参加
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型を避ける投資家もいる。
⑸ 留意事項
・優先分配の具体的な内容は、発行会社、創業株主及び投資家の間の調整により任意の
金額又は倍率が設定されるが、設定された内容は、設定当時の投資家のみでなく、将
来、新規に加わる投資家との間においても利害を生じさせるものである。このため、
契約当事者は、その投資ラウンドだけを意識するのではなく将来の資金調達も見越し
て金額や倍率を設定することが望ましい。特に種類株式による資金調達を繰り返し、
優先分配となる金額が累積して膨らむと新規に投資する投資家にとっては投資対象と
しての魅力が薄れてしまう。発行会社と創業株主はこの点を留意して資金調達を行う
必要がある。
・例えば A 種優先株式に対し、B 種優先株式のような後続の種類株式が出現した場合、A
種優先株主と B 種優先株主との間における優先分配に対する優先順位の調整が必要と
なる。この優先順位は、同列又はいずれかの種類株式を優先とすることとなるが、投
資家にとって Exit に関わる重要な関心事項であるため、その調整が難航する可能性が
ある。このため、発行会社は資金調達のスケジュールを遅延させないためにも、新規
の種類株式を設定する際には、既存投資家に対して早めに新たな種類株式の内容を説
明し、調整を行っておくことが望ましい。
・発行会社が優先分配を設定した種類株式を発行すればするほど、優先分配される金額
は増加する。その累計金額は多額となると、「別紙２ 優先分配に基づく分配額シミュ
レーション」の表②-1 乃至表②-3 のシミュレーション例にあるように、普通株式を保
有する創業株主らにとっては M&A がされた際に受領できる分配額が少額となる。この
ため、いざ M&A を検討する局面では、経営を担ってきた創業株主に対して分配される
金額が、想定していたよりも少額となり、M&A に対する賛同が得られないことがある。
そこで、投資家はこのようなギャップが生じないためにも、優先分配を設定して投資
を実行する際には、優先分配の内容と Exit 時の分配額をシミュレーション等の説明を
行い、企業価値評価額の状況に応じた分配額に対する理解を得ておくことが重要であ
る。

Ⅰ.投資契約（種類株式の内容）
13. 取得請求権

・投資家は普通株式を引換えとした［ ］種優先株式の取得請
求をいつでもすることができる
・
［ ］種優先株式１株につき普通株式１株を交付する
・［ ］種優先株式の払込金額を下回る金額により新株発行等
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を行った場合、［フルラチェット方式/ナローベース加重平
均方式/ブロードベース加重平均方式］により調整されるも
のとする。但し、発行済株式総数の［

］％に相当するス

トックオプションの発行を行う場合、及び［

］種優先株

主の３分の２以上の同意がある場合は調整されない

【Ⅰ.投資契約 13 解説】
⑴ 「13.取得請求権」は会社法１０８条１項５号に基づき種類株式の内容として定められ
るものである。投資家が保有する種類株式を普通株式に転換することができる権利を付
与することにより、IPO に限らず M&A の際にも普通株式として売却を行う機会を確保する
ことができる。通常、種類株式１株に対して付与される普通株式の株式数（以下「転換
比率」という。
）は１株とされるが、後続の投資家が当該種類株式の１株当たり払込金額
を下回る金額により株式を引受けた場合、当該種類株式の株式価値を下げないために転
換比率を増加させることにより、株式価値の希釈を防止する条項（以下「希釈化防止条
項」という。
）が定められることがある。
⑵ 希釈化防止条項
・希釈化防止条項とは、投資家が転換請求権を行使した際の転換比率を増加させる調整
条項である。ここで、転換比率については下記のような算式を基準とする。
転換比率＝種類株式の 1 株当たり払込金額/転換価額
転換価額は、種類株式が発行された当初においては種類株式の払込金額と同額である
が、希釈化防止条項は当該転換価額を減額調整することにより転換比率を高めるもの
である。そして、転換価額を調整する方法としては、①フルラチェット方式、②ナロ
ーベース加重平均方式、③ブロードベース加重平均方式の類型が存在する。
まず、フルラチェット方式とは、種類株式の払込金額を下回る払込金額により新株
発行等がされた場合に、発行数にかかわらず、当該下回った１株当たり払込金額を転
換価額として置き換えることにより、転換比率を増加させる方式である。
次に、ナローベース加重平均方式とブロードベース加重平均方式は、いずれも加重
平均方式により転換価額を調整するものであり、種類株式の払込金額を下回る払込金
額により株式の発行等がされた場合に、既に発行されている株式数も考慮し、転換価
額を減額調整することにより転換比率を増加させる方式である。ナローベース加重平
均方式は以下のとおり転換価額を調整する。
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ナローベース加重平均方式

既発行株式数
調整後

× 調整前転換価額

＋

新規発行株式数

× 1 株当たり払込金額

＝

転換価額
既発行株式数

＋

新発行株式数

ブロードベース加重平均方式は、ナローベース加重平均方式における「既発行株式数」
に新株予約権等の潜在株式を含めて調整後転換価額を算定する。
希釈化防止条項の算定式をそれぞれ分析すると分かるが、仮に種類株式の取得価額
を下回る払込金額により株式の発行がされた場合には、希釈化防止条項による調整は、
フルラチェット方式、ナローベース加重平均方式、ブロードベース加重平均方式の順
にその転換価額の減額調整は高くなり、転換比率も高いものとなる。

⑶

役職員に対して付与されるストックオプションは、インセンティブ目的で付与される
ものであること、投資家も発行会社が優秀な人材を確保するための手段としてストック
オプションを利用することを認識していること、ストックオプションは通常、普通株式
を対象として付与されるため、その行使の際に出資される財産の価額は相対的に種類株
式の払込金額を下回ることがあることから、一定範囲の役職員に対するストックオプシ
ョンに限り、希釈化防止条項の対象外とされることがある。このような場合、例示のよ
うに「但し、発行済株式総数の［

］％に相当するストックオプションの発行を除く」

といった記載が加えられる。

⑷

発行会社が何らかの事情により、既に発行された種類株式の１株当たり払込金額を下
回る金額により普通株式や種類株式を発行する場合において、既存投資家にとっても希
釈化によるデメリットに比べ、資金調達を実施するメリットの方が大きい場合がある。
そこで、例示のように、希釈化防止条項に対しては種類株式を保有する株主の３分の２
以上（過半数等任意の比率とする場合もある）の同意がある場合は調整されないものと
するといった記載を加えることで、既存投資家の合意形成の円滑化と新株発行手続きの
簡素化を図ることができる。

⑸

例示には記載していないが、取得請求権により交付される対価を金銭とする場合があ
る（金銭による取得請求権）。しかし、この条項は発行会社の事業運営や次の資金調達に
支障をきたすおそれがあり、ベンチャー投資には馴染みにくいものである。このため、
特段の事情があり、金銭による取得請求権を設ける場合には、安易な払い戻しとならな
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いよう、行使条件については請求できる期間を制限する等、一定の条件を設けるべきと
いえる。

Ⅰ.投資契約（種類株式の内容）
14. 取得条項

・金融商品取引所に対し上場申請を行うことを取締役会にお
いて決議した場合に取得可能
・
［ ］種優先株式１株に対して交付される普通株式の数は取
得請求権の内容と同様とする

【Ⅰ.投資契約 14 解説】
⑴ 「14.取得条項」は会社法１０８条１項６号に基づき種類株式の内容として定められる
ものであり、一定の条件のもと、発行会社が投資家の保有する種類株式を普通株式に転
換することができることを定めた条項である。前述した「13．取得請求権」に定められ
た転換請求権は投資家側より行使することができる権利であるのに対し、取得条項は、
投資家側の意思によらず種類株式が普通株式へ転換されることを内容とする条項である。
⑵ 実務上、原則として IPO の際には種類株式を残したまま普通株式の上場申請を行うこ
とができないとされている。そこで、種類株式を普通株式に転換した後に IPO をするた
め、取得条項が設定される。

Ⅰ.投資契約（種類株式の内容）
15. 議決権

・通常株主総会での議決権［有り（１株につき１個）/無し］
・種類株主総会での議決権［法定どおり/付加する/省略する］

16. 株式分割等

株式の分割、併合、無償割当、株主割当を行う場合は、全て
の普通株式及び種類株式に対して同一割合で行う

【Ⅰ.投資契約 15 及び 16 解説】
⑴ 「15.議決権」は種類株式を設定した際の議決権の内容に関する定めである。種類株式
は、株主総会における議決権を無くすことができる（会社法１０８条 1 項３号）
。また、
種類株式を設定すると、会社法の定めにより通常の株主総会とは別に、種類株主総会に
よる決議を必要とする事項が生じることとなるが、当該種類株主総会の決議事項につい
ては対象範囲を広げることや省略することもできる。例えば、一定の決議事項に対する
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拒否権（会社法１０８条 1 項８号）を設定し、決議事項として加える場合があれば、一
方で会社法３２２条１項２号乃至１３号に関する決議事項をはじめ、会社法１９９条４
項、同２００条４項、同２３８条４項、同２３９条４項に関する決議事項については定
款の定めにより手続きを省略する場合もある。なお、種類株式を設定した場合には、普
通株式についても普通株主による種類株主総会を必要とする場合があるが、当該種類株
主総会の決議事項については、定款により省略規定を設けている事例が多い。
⑵ 「16.株式分割等」の条項は、種類株式を発行している場合、一部の普通株式又は種類
株式において株式の併合や分割等が行われても他の普通株式及び種類株式においても同
様の効力を生じる旨を定めるものである。この条項を置くことにより、一部の株式のみ
を対象とした分割等を防止し、普通株式及び種類株式間の比率関係や均衡関係を維持す
ることができる。

Ⅰ.投資契約（その他、引受に関する事項）
18. 資金使途

・発行会社は、払い込まれた資金を、事業を発展させるため
に合理的に必要と認められる人材採用、研究開発、設備投
資、販路開拓に使用すること

【Ⅰ.投資契約 18 解説】
投資家が投資を行う目的は、発行会社の事業を発展させるためである。投資家の資金
を事業の運営とは無関係に使用されること（例えば、創業株主が私的に利用するための
高級車の購入や、投機性の高い金融商品の購入に充てること、福利厚生を超える娯楽目
的による飲食や旅行に充てられること等）は、投資家の投資目的に反する。そこで、投
資家の資金が発行会社の事業に使われることを明らかにするために資金使途を定めるこ
とが多い。なお、資金使途においては例示した内容の他に、取締役会で決議された事項
や、投資家の承認が得られた事項についても資金使途の範囲として認める旨を定められ
ることが多い。

Ⅰ.投資契約（その他、引受に関する事項）
19. 表明保証
【発行会社】

・発行会社は投資契約の締結及び新株発行をするための権利
能力及び行為能力を有すること
・発行会社の株式等の発行状況
・本発行について発行会社は適切な機関決定を経ていること
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・法令等の違反及び訴訟が存在しないこと
・許認可、知的財産権の取得がされていること
・貸借対照表及び損益計算書が適正であること
・反社会的勢力等との関係がないこと
・関連当事者取引の開示及び取引条件に問題がないこと
・必要資料の提出が適正に行われたこと

〈その他、発行会社の状況に応じて設定〉
20. 表明保証
【創業株主】

・創業株主は投資契約を締結し、履行するために必要な権利
能力及び行為能力を有すること
・他の法人又は団体における兼職、兼任がないこと
・法令等の違反が存在しないこと
・反社会的勢力等との関係がないこと
・必要資料の提出が適正に行われたこと

〈その他、創業株主の状況に応じて設定〉

【Ⅰ.投資契約 19 及び 20 解説】
⑴

表明保証とは、一定時点における一定の事項が真実かつ正確であることを表明し、そ
の表明した内容を保証するものである。投資家は、投資を行う前に法務や財務等の観点
より投資の支障になるような懸念事項がないか DD を行うことが多い。DD を詳細に行えば
行うほどその手続きには時間や費用がかかるし、たとえ詳細に DD を行ったとしても発行
会社が提供した資料を調査対象とするため、その調査を完全なものとすることは、情報
範囲や信ぴょう性の観点から限界がある。そこで、投資家による DD の補完等の目的で、
発行会社及び創業株主は、投資家より表明保証を求められることがある。

⑵

発行会社及び創業株主によっては、投資家より投資を受ける時点で法令違反や他の企
業の兼任をしている場合もあるが、その内容によっては軽微な法令違反であることや事
業への支障が生じない兼任であることもある。投資家は、全ての法令違反や兼任を拒否
するのではなく、その内容の社会的な評価や発行会社の事業に与える影響を勘案したう
えで、許容できる事項については「○○を除き、」という除外事項を付したうえで表明
保証を得ておくことが望ましい。

⑶

例えばシードステージにある発行会社に対し、投資家の投資契約の標準雛形であるこ
とをもって 20 項目以上にわたる表明保証を要求しても、その全てを保証することが現実
的ではない場合がある。このため、表明保証として列挙する事項についても、発行会社
の成長段階や規模、当該表明保証の必要性を勘案し、過剰な保証を求めないよう当事者
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間において調整を行う必要がある。

Ⅰ.投資契約（その他、引受に関する事項）
21. 投資家の優先引受権

発行会社が株式等を発行する場合、投資家は持株比率に応じ
て優先的に引受けることができる。但し、発行済株式総数の
［ ］％に相当するストックオプションの発行を除く

【Ⅰ.投資契約 21 解説】
⑴ 投資家によっては、発行会社に対する持株比率を維持することを希望することがある。
そこで、発行会社が新株発行や新株予約権付社債等の発行をした際に、投資家の持株比
率を低下させないために投資家の優先引受権を設定することがある。
⑵

発行会社の役職員に対して付与されるストックオプションはインセンティブ目的で付
与されるものであること、投資家も発行会社が優秀な人材を確保するための手段として
ストックオプションを利用することを認識していることから、一定範囲の役職員に対す
るストックオプションに限り、優先引受権の対象外とされることがある。このような場
合、記載例のように「但し、発行済株式総数の［

］％に相当するストックオプション

の発行を除く」といった記載が加えられる。

Ⅰ.投資契約（その他、引受に関する事項）
22. 契約違反時の取り扱
い

(1)発行会社及び創業株主は、契約違反が生じた場合、誠意を
もってその治癒にあたる義務を負うものとする
(2)投資家は、発行会社及び創業株主が投資契約に違反し、損
害を被った場合、発行会社及び創業株主に対し損害賠償を
請求できる
(3)投資家は、以下のいずれかの事由が生じた場合、発行会社
及び創業株主に対して投資家が保有する株式を買い取る
よう請求することができる
・本契約［

］条、［

］条、［

］条について重大な違反を

した場合
・表明保証した事項について真実又は正確ではないことが判
明し、かつ、その内容が重要な場合
(4)上記(3)の買取請求により投資家の株式を買い取る場合の
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価格は投資家と発行会社及び創業株主が合意する算定方
法による金額とする

【Ⅰ.投資契約 22 及び Ⅱ.株主間契約 9 解説】
⑴ 契約違反の治癒について
・契約違反が判明した場合、違反状態の治癒を第一に考えるべきである（なお、治癒を
する必要が無いほど軽微な違反の場合もある。）。投資家は契約違反を発見した際は、
まずは当該事実を発行会社及び創業株主に伝え治癒を求めるべきであり、発行会社及
び創業株主は誠意をもって違反状態の治癒にあたらなければならない。
⑵ 買取請求の定めについて
・投資家は、投資契約等の実効性を確保するため、契約違反が生じた際の取り扱いとし
て、損害賠償請求の定めを置くが、投資家は自己に生じた損害額を算定し立証するこ
とが困難であることが多い。そこで、買取請求として、投資家が取得した株式の資産
価値に相当する金銭を請求する権利を確保することにより、契約違反時の請求額の算
定を行いやすくすることができる。また、重大な契約違反が発生した際には、投資家
と発行会社間の信頼関係が損なわれ、投資家は株主であり続けることが困難となるこ
とが多い。そこで、発行会社と投資家の関係解消を図るために買取を請求する権利を
定めているものである。
・我が国では、会社法４６１条に基づく財源規制があり、発行会社に十分な剰余金が存
在していなければ自己株式を取得することができない。このため、投資家が発行会社
に対して買取請求をしたとしても、財源規制が適用され、発行会社が投資家の保有す
る株式を取得することができない場合がある。そこで、買取請求の対象に創業株主を
含めることがある。
・買取請求の対象として、例示では発行会社及び創業株主を定めているが、発行会社及
び創業株主が指名した第三者を含める旨を定めることもある。第三者を含めることに
より、現実的に資力がある者による買取りが実現され、かつ、発行会社及び創業株主
に友好的な者を株主として迎え入れることができるためである。
⑶ 連帯責任の定めについて
・我が国の投資契約等では、発行会社又は創業株主による契約違反時の責任を連帯責任
としている事例が多い。本来、発行会社による契約違反と創業株主による契約違反は
異なる主体による違反であることから、別々に責任追及されるものである。しかし、
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投資家が各自に対して損害賠償を請求しても、被った損害の全てを請求できない可能
性があり、また、前述の通り、発行会社に対する買取請求については財源規制による
制限もある。このため、投資家はその損害回復の実効性を高めるために、発行会社及
び創業株主を連帯責任とすることが一般的である。
・さらに、我が国のベンチャー企業は創業株主が発行会社の株式を過半数保有し、取締
役会や株主総会の決議を左右することができ、所有と経営が一致している状態が多い。
このため、発行会社の行為を創業株主の行為と同視できる場合が多いことも、投資家
が創業株主に対して発行会社との連帯責任を求める事例が多い理由といえる。
・連帯責任は、創業株主の行為による責任を発行会社が負うことも認識しておく必要が
ある。全ての場合において連帯責任とすることは望ましいものではなく、創業株主の
株式の保有割合や、経営に与える影響度合い、財産の状況等を勘案し、事案に応じて
連帯責任とすべきか判断していく必要がある。
⑷ 買取価額の算定方法について
・買取請求がされる際、その買取価額の算定方法は様々な手法が用いられている。一般
的には、複数の算定方法を列挙し、その中から最も高い価額となる算定方法が採用さ
れることが多い。列挙されることが多い算定方法の例としては下記のようなものがあ
る。
①

［ ］種優先株式の１株当たりの払込金額

②

財産評価基本通達に定められた「類似業種比準価額方式」に従い計算された１株
当たりの金額

③

発行会社の直近の貸借対照表上の簿価純資産に基づく発行会社の１株当たりの純
資産額

④

発行会社の直近の株式の譲渡事例又は増資事例における１株当たりの譲渡価額又
は発行価額

⑤

合意された第三者により算定された公正な価額

⑸ 留意事項
・例示では、契約違反時の取り扱いとして、一般的な損害賠償請求と買取請求を定めて
いるが、いずれも契約違反時であることを前提としている。特に、買取請求について
は、発行会社及び創業株主に対して多額の負担が強いられ、かつ、他の投資家に対し
ても影響が大きく、安易な行使は望ましくないことから、重大な契約条項や表明保証
の違反に限定列挙方式により掲げている。なお、投資家によっては、契約違反状態の
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誠実な治癒義務が履行されず、信頼関係が著しく損なわれ株主であり続けることが困
難となる場合を想定し、発行会社と投資家の関係の解消を図るための手段として、誠
実な治癒義務違反を買取請求の対象とすることもある。
・発行会社及び創業株主にとって契約違反時の定めは重い内容を規定しているものと受
け止められる。しかし、投資家においても、例えば VC は外部の資金を預かって運用す
る立場であり、その運用には重い責任が課せられている。また、CVC であっても、契約
違反を原因とした投資損失を生じさせることは避けなければならない。そこで、投資
家も投資契約等の実効性を確保しなければならず、このためには契約違反に対する具
体的な義務を定める必要がある。契約違反時の責任追及は、発行会社及び創業株主が
投資契約等を遵守する限りにおいては発動されるものではなく、また、投資家も本来、
買取請求による Exit を望んではいない。発行会社及び創業株主は契約違反が生じた際
のリスクを十分認識する必要があり、一方、投資家は発行会社及び創業株主に対して
は当該条項の存在と意味を十分に説明する必要がある。
・一方で、投資家は買取請求を濫用してはならない。特に、IPO や M&A が進まない場合の
Exit の代替方法ではないことは強く認識する必要がある。ベンチャー企業は社内体制
が未整備なうえ、新規性の高い事業を運営するため、事前に全てのリスクを把握し対
処することは困難である。発行会社の違反事項を探せば、おそらく何かしらの違反を
発見することができるであろうが、それを濫用し安易に買取請求を行うことは慎むべ
きである。Exit 協力義務を怠った場合の責任については、別途、Exit 協力義務の内容
に応じた責任内容を投資家と発行会社間で調整したうえで設定することが望ましい。
・投資家は、契約違反状態を発見した場合、その違反状態を認識しつつも放置し、後日
その事由をもって責任追及をすることは厳に慎むべきである。また、治癒ができない
違反である場合、投資家は責任追及することができる状態となるが、この場合であっ
ても、違反状態を放置していると、発行会社が新規の投資家からの投資を受ける際に
大きな障害となる可能性があることを認識し、放置しておくことに問題が生じるので
あれば速やかに契約内容の変更や新規の投資家との間における調整（放置された違反
事項を原因とした買取請求は新規の投資家による承認も発動要件としておく等）に努
めなければならない。
・買取請求がされるほどの重大な表明保証違反や契約違反としては、以下のような内容
が一例として挙げられる。
①

粉飾決算（多額の架空売上の計上、債務の隠蔽等）

②

投資資金の資金使途以外での使用（目的以外の事業への流用、他者への投融資、
創業株主らによる私的利用等）

③

反社会的勢力との関係が明らかとなった場合
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④

事前承認事項への違反（大量の新株発行や重要な事業の譲渡等）

⑤

重大な法令違反が生じた場合

・我が国の VC による投資では、一定期間内に IPO ができない場合、買取請求が発動でき
るという内容の投資契約等が少なからず存在した。しかし、一定期間 IPO できなかっ
たというだけで、発行会社及び創業株主に買取請求を行うことは好ましくなく、この
ような条項を設けることは避けるべきである。投資家の Exit に関連して買取請求のよ
うな強力な権利を行使することができるのは、Exit 協力義務に対して重大な契約違反
が生じたと判断できる場合に限定すべきである。一方、発行会社が十分に IPO を出来
る状態にあるにもかかわらず IPO を行おうとせず、投資家の M&A による Exit に対して
も協力しない場合、投資家が買取請求を行うことにも合理性がある。但し、そのよう
な場合については事前に発行会社とも調整し、明確な条件を設定しておくことが望ま
しい。また、投資家から投資を受けてから長期間が経過している発行会社の場合、過
去の投資契約等に定められた上場努力義務の期限が過ぎてしまっていることがある。
この場合、既存投資家と発行会社は、当該条項の見直しを行わなければ新規の投資家
からの出資を得る際の支障になることについても留意する必要がある。

Ⅰ.投資契約（その他、引受に関する事項）
23. 契約の終了

・当事者全員が投資契約の終了を合意した場合
・発行会社が上場申請を行った場合。但し、上場が延期又は
中止したときは申請日に遡り有効になるものとし、かつ、
普通株式に転換された種類株式を再交付するものとする
・投資家が発行会社の株主ではなくなった場合

【Ⅰ.投資契約 23 Ⅱ.株主間契約 12 Ⅲ.財産分配契約 6 解説】
⑴

投資契約は、その性質上、発行会社の株式の発行や譲渡、経営方針等に対して重要な
制限を課している。他方で、金融商品取引所の上場審査の過程では、上場後において、
一部の投資家が発行会社に対し特別な権利を保有し続けることがないか確認される。こ
のため、投資契約の終了条件として、発行会社が上場申請をした場合を記載しておく必
要がある。

⑵

上場申請を行った場合であっても、上場承認が得られないことや上場承認後に上場承
認を取り消されることにより IPO に至らないこともある。このような場合、投資契約等
については上場申請時に遡って有効とし、さらに、普通株式に転換された株式について
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も上場申請前の種類株式を再交付すべきことを定めておくことで従前の状態に戻すこと
が可能となる。また、普通株式に対して上場申請前の種類株式を再交付するには他の株
主からの同意を必要とする場合もある。このため、投資契約だけでなく、株主間契約や
財産分配契約においても再交付に係る内容を定めておき、予め株主からの同意を取得し
ておく必要がある。なお、発行会社が上場申請を取下げた場合であっても、短期間のう
ちに再度上場申請することが想定される場合等は、従前の種類株式の再交付は請求せず、
普通株式のまま保有し、従前の種類株式において定められていた優先分配の内容と同様
の金融的な収益が得られる権利を定めた同意書を、全ての株主の間で交わすことで対処
する場合もある。
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Ⅱ．株主間契約
株主間契約は、投資後の投資家と発行会社及び創業株主の権利義務等を取り決めたもの
である。その主な内容は、投資後の①会社経営に関する事項、②情報開示に関する事項、
③投資家の Exit に関する事項等で構成され、発行会社の運営やモニタリング、及び株主間
の利害調整に関する条件が中心に定められている。このため、その契約内容は、投資家同
士の調整も経て決定されることが多い。
「別紙１ タームシート（例）」では、株主間契約に加え、財産分配契約を締結するパタ
ーンにより例示をしている。このため、持株比率又は払込金額が高い投資家に限定して株
主間契約を取り交わしておき、他方で、全株主との間で合意しておくことが株主共通の利
益となるような「同時売却請求権」
、
「みなし清算条項」といった M&A による Exit に関連し
た条項は株主間契約ではなく、財産分配契約により合意しておくというパターンを想定し、
以下、株主間契約について解説する。

Ⅱ.株主間契約
1. 契約当事者

投資家：
［

］
、［

発行会社：
［

］

創業株主：
［

］

］
、
［

］

【Ⅱ.株主間契約 1 解説】
株主間契約は、投資後における発行会社の運営やモニタリング等の経営関与に関する
定めを含むため、当事者の範囲は、投資家と、発行会社及び創業株主となる。エンジェ
ルや従業員株主といった属性の株主は、株主間契約に基づく経営関与を求めていない場
合がある。そのような株主までも含めて株主間契約を締結することは発行会社にとって
は事務負担が生じてしまい、かえって望ましくない場合がある。他方、同時売却請求権
やみなし清算に関する取決めは全株主が合意して実行することが望ましい。そこで、株
主間契約を締結しないエンジェルや従業員株主がいる場合は、株主間契約とは別の財産
分配契約を締結することで調整することが考えられる。

Ⅱ.株主間契約
2. 定義

・多数優先株主とは、発行済の［ ］種優先株式の［過半数/
３分の２］以上を保有する単独又は複数の［ ］種優先株主
をいう
・企業買収とは、発行済株式数の半数以上の移転の伴う株式
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譲渡、合併、株式交換、株式移転、会社分割等をいう

【Ⅱ.株主間契約 2 解説】
⑴

株主間契約においては、複数の投資家が契約当事者となるが、各投資家の意見が異な
ることも想定される。そこで、投資家間の合意形成を図るための基準を予め明確化する
ために、定義として「多数優先株主」、
「多数投資家」、
「多数［ ］種株主」等を定めてお
くことがある。例示のような多数優先株主を定めておくことで、例えば、投資家による
事前承認事項について、承認する投資家の合計株式数が一定数（種類株式全体に対する
過半数、３分の２以上等）得られたことをもって、投資家全体の承認が得られたとみな
すよう取り決めることができる。

⑵

同時売却請求権、みなし清算条項等の発動条件を明確にするため、発行会社が買収さ
れたといえる場合を「企業買収」として定義しておく必要がある。例示では発行済株式
の過半数の移動を目安とした一定の事象が生じた場合を「企業買収」として定義づけて
いるが、例えば投資目的とした事業や知的財産等が発行会社から離れた際には買収がさ
れたと判断することができるよう、発行会社の状況を踏まえた定義を設定していくこと
が必要である。

Ⅱ.株主間契約
3. 事前承認/事前通知

※「事前承認」の場合
発行会社及び創業株主は、投資家に対し、以下の事項について
は決定を行う［ ］日前に通知し、多数優先株主の書面又は電
子メールによる承認を得るものとする。但し、発行会社より通
知を受けてから［ ］日経過しても承認をするか否かの旨を通
知しない投資家については承認したものとみなす

※「事前通知」の場合
発行会社及び創業株主は、投資家に対し、以下の事項について
は決定を行う［ ］日前に通知を行うものとする
(1)定款の変更
(2)発行会社株式等の発行又は処分。但し、発行済株式総数の
［ ］％に相当するストックオプションの発行を除く
(3)合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡又は事業
譲受
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(4)解散又は破産、民事再生、会社更正若しくは特別清算の申
立ての決定
(5)創業株主の保有する発行会社株式等の譲渡、担保の設定、
その他の処分
(6)資金使途の変更
(7)役員の選任又は解任
(8)投資に関する契約の締結、変更又は解除
(9)発行会社の株式等の譲渡等に対する承認
(10)株式上場に関する公開予定時期、公開予定市場、引受主幹
事証券会社、監査法人の決定又は変更

〈その他、投資家、発行会社及び創業株主にて調整して設定
すること〉

【Ⅱ.株主間契約 3 解説】
⑴

「事前承認」とは、発行会社の一定の決定事項について、事前に投資家に対して通知
のうえ、承認を得るべきことを義務として課すものである。これに対し「事前通知」は、
発行会社の一定の決定事項について、事前の承認は不要であるものの通知は行うべきこ
とを手続義務として課すものである。ここにいう「事前」とは、株主総会や取締役会に
おいて議案を上程する前の段階を指している。

⑵ 例示では、事前承認と事前通知（以下「事前承認等」という。）を定めているが、投資
家に対して事前に通知をしたうえで誠実な協議を求めるという「事前協議」を定めるこ
ともある。
⑶

投資家が事前承認等を求める理由は、投資時に確認した事業内容や経営体制、株式の
価値を断りなく変更されないためのモニタリングや、新規の株主や取締役が反社会的勢
力で無いか等の確認を行うことがあげられる。このため、新株発行、主要事業の変更と
いった重要事項は事前承認の対象として設定されやすいものの、実際にいかなる事項を
事前承認や事前通知とするかは発行会社と投資家との間の調整により定まるものであり、
事前承認と事前通知を分ける場合もあれば、全ての事項を事前承認とする場合や事前通
知に留める場合もある。

⑷

事前承認等を書面に限定する場合もあるが、発行会社と投資家双方の情報伝達の迅速
性や手間を考慮すると、通知及び承認の方法としては電子メール等の電磁的方法も活用
していくことが望ましい。
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⑸

例示に記載された事前承認の但書のように、発行会社が承認を求めたにもかかわらず
投資家が何ら通知をしない場合、発行会社にとってはその後の意思決定や他の投資家へ
の説明が行えない状態に陥ってしまうため、一定の期間を定め、その期間内に投資家か
ら何ら通知が無い場合は、投資家が承認したものとみなす旨の定めをしておくことが望
ましい。

⑹ 留意事項
・投資家の株主間契約の標準雛形であることをもって 20 項目以上にわたる事前承認を要
求するような事例が散見されるが、その全てを事前承認とすることが現実的ではない
場合がある。このため、過剰な事前承認を求めないよう、発行会社の機関設計や社内
体制の整備状況、当該事前承認の必要性を勘案し、当事者間において調整を行う必要
がある。
・事前承認は、拒否権でもあり、発行会社の経営に対して重要なモニタリング機能を有
している。しかし、事前承認の項目が多岐にわたる場合、発行会社の運営上の妨げと
なるだけではなく、発行会社の不注意により事前承認を欠いた状態を生じさせる可能
性を高めてしまう。また、発行会社が事前承認を欠いた状態にある場合には、投資契
約等に違反状態となり、後続の投資家が投資を検討する際の支障にもなりうる。投資
家は、このような弊害を自覚し、事前承認を設定する際には項目ごとに事前承認の対
象とする必要性を検討したうえで項目を定めることが重要である。
・事前承認等は投資契約により投資家が単独の権利として設定することが可能であるが、
投資家が複数名存在する場合や投資ラウンドが複数回に及ぶ場合には、投資家ごとの
投資契約に定められた事前承認の内容が異なることがある。投資家ごとに異なる事前
承認を定めている場合、発行会社の事務処理の負担が増すため、参加する投資家が増
えた際には例示のように株主間契約により、事前承認の内容を統一化していく必要が
ある。さらに、事前承認については投資家全員の承認を求めるのではなく、例えば「多
数優先株主の承認」で足りるように定めることにより、発行会社の負担は軽減される。
なお、このように承認を受ける投資家の範囲を緩める場合であっても、重要事項につ
いては、投資家全員に対して通知されるように定めることが望ましい。
・事前承認の対象事項を種類株主総会の決議事項とすることも可能である（拒否権付種
類株式、会社法１０８条１項８号）
。このため、投資契約等に事前承認を定めず、代わ
りに種類株主総会の決議事項としておくこともできる。しかし、種類株主総会の決議
事項とした場合も、留意すべき点がある。まず、種類株主総会の決議事項とした以上
は、発行会社の取締役が決議を欠いたまま実行してしまうと会社法違反に該当するお
それが生じてしまうため、発行会社にとっては投資契約等の違反に比べて重い責任を
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課される可能性が生じる。また、非公開会社は会社法２９９条１項により招集通知の
発送は原則として１週間前で足りるとされていることから、投資家は招集通知を通じ
て決議の１週間前に決議事項を知らされることとなり、種類株主総会の当日までに投
資家と発行会社との調整が間に合わず議案が決議されない可能性が出てくる。さらに、
発行会社は会社法に基づき種類株主総会を開催しなければならない事務負担が生じる。
このため、種類株主総会の決議事項を増やすことは慎重に行うべきと考えられる。
・投資家によっては、ファンドの出資者からの要望により、投資契約等に入れるべき事
前承認の項目を指定されることがある。しかし、全ての投資において指定された項目
をそのまま定めることは、発行会社の運営の妨げになる場合や、後の資金調達に支障
が生じ、かえってファンドの出資者が望まない結果を招くこともある。このため、投
資家も状況に応じ、ファンドの出資者からの要望について、これに代替ないし類似す
る手続きを定めることができるようファンドの出資者と合意しておく必要がある。
・事前承認及び事前協議の権利を有する投資家は、その権利に伴う対応手続きに配慮す
る必要がある。投資家は、発行会社から事前承認を求められた場合、速やかにこれに
対応しその可否を伝える努力をしなければならない。そして、投資家側にとって重要
なことは想定される事前承認に対する社内の決裁プロセス・権限等を事前に定めてお
くことである。また、発行会社としても、投資家側の事務的都合で事前承認が得られ
ないことにより意思決定が滞らせないためにも、「事前承認事項を通知後［

］日間、

投資家より返答がない場合は承認したとみなす」等の条文を加えておくことが望まし
い。

Ⅱ.株主間契約
4. 情報開示

(1)発行会社及び創業株主は、投資家に対し、以下の情報を
書面又は電子メールにより提供する
・毎事業年度の計算書類（決算日後［

］日以内）

・税務申告書及び明細書（申告後速やかに）
・事業計画書（変更後速やかに）
・定款（変更後速やかに）
・登記事項証明書（変更後速やかに）
・株主名簿及び新株予約権原簿（変更後速やかに）
・月次試算表（月末日後［

］日以内）

(2)発行会社及び創業株主は、投資家に対し、以下の事項を
書面又は電子メールにより直ちに報告する
・災害その他の重大な損害のおそれのある事象の発生
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・訴訟、仲裁、調停、強制執行その他司法上又は行政上の手
続の開始及びその終結
・破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の開始
その他の倒産手続開始の申立て
・支払停止又は手形若しくは小切手の不渡り

【Ⅱ.株主間契約 4 解説】
⑴

本書における情報開示の定めは、株主名簿、定款、登記事項証明書、月次試算表、事
業計画書等、経営上の重要な情報の開示を求めること、災害や訴訟といった重要事象の
発生に対して報告を求めることを内容とするものである。例えば VC はファンドの運営責
任を負うため、投資先の経営情報を常に把握しておく必要があり、このような情報の取
得が必須な場合があるため定められている。

⑵ 留意事項
・投資家と個別に交わされる投資契約では、各社各様の情報開示が定められている場合
があるが、情報開示項目が多岐にわたると発行会社の事務負担が重くなり、場合によ
っては開示対応自体ができなくなってしまう。このため、投資家が多くなった場合、
例示のように株主間契約において情報開示項目を統一化する等の配慮をすることが望
ましい。
・情報開示の方法は、可能な限り電子メール等による電磁的方法を認め、PDF 等のデータ
ファイルによる開示も認めるべきである。投資家にとっては迅速に情報を取得するこ
とができることは望ましく、発行会社にとっても書面による情報開示は過度な負担に
なるためである。
・発行会社のステージによっては、投資を受けてから情報開示体制を整備していくこと
もある。このため、例えば月次試算表の情報開示を定める場合でも、経理担当者が不
在の段階から暦 30 日以内の早期開示を求めるようなことは控え、一定の猶予期限を設
けるような配慮をしていくことが望ましい。
・VC の場合、運用するファンドの出資者の要望により、投資契約に入れるべき情報開示
の項目を指定されることがあるが、全ての投資において指定された項目をそのまま定
めることは、発行会社にとって現実的に対応できない要求となることもなる。また、
発行会社に対し過剰な情報開示を求めることは、その運営の妨げになり、かえってフ
ァンドの出資者が望まない結果を招くこともある。このため、投資家も状況に応じ、
ファンドの出資者からの要望について、これに代替ないし類似する手続きを定めるこ
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とができるよう組合員と合意しておく必要がある。

Ⅱ.株主間契約
5. 取 締 役 指 名 権 及 び ・発行済の［ ］種優先株式を［XX％/XX 株］以上保有する
オブザーベーショ
ン・ライト

株主は取締役１名を指名する権利を有する
・発行済の［ ］種優先株式を［XX％/XX 株］以上保有する
株主はオブザーバー１名を指名する権利を有する。発行
会社はオブザーバーに対し、取締役会への出席権を認め
る

【Ⅱ.株主間契約 5 解説】
⑴

取締役指名権は、発行会社に対して投資家が指名する取締役を派遣することができる
権利であり、オブザーベーション・ライトは発行会社の取締役会その他の重要会議に対
して投資家が指名する者を派遣することができる権利である。いずれも投資家による発
行会社の情報の取得、モニタリングや経営関与の目的で設定されるものであるが、取締
役指名権は会社法上の役員としての権利義務が定められた取締役を派遣するため、より
強力な権利である。

⑵

投資家によっては、発行会社のモニタリングを行うことができる状態としておくため
に、投資時に取締役指名権又はオブザーベーション・ライトを契約上の権利として設定
しておき、実際には取締役やオブザーバーを派遣しないという例も多い。また、投資家
によっては、モニタリングや情報取得という側面以外にも、発行会社の企業価値向上に
向けた支援目的としての意味を含めて取締役やオブザーバーを派遣することがある。

⑶ 留意事項
・取締役指名権やオブザーベーション・ライトは、事前承認と同様、投資契約により各
投資家に対して設定することは可能であるが、各投資家に設定してしまうと、取締役
会の参加者が多数となり、意見交換が行いづらく取締役会が形骸化する弊害が生じて
しまうおそれがある。このため、投資家は、自己の持株比率や払込金額、発行会社の
取締役会の構成員や開催状況に応じ、取締役指名権やオブザーベーション・ライトの
要否を確認し、例示のように、株主間契約により一定以上の株式を保有する投資家の
判断に委ねる等の配慮が必要である。
・取締役指名権に基づき派遣される取締役は会社法上の役員であり、発言内容は議事録
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に記載され、取締役会において賛成反対の票を投じる立場にある。また、議事録に押
印を行い、他の投資家に対しても責任を負う立場にある。さらに、取締役に就任した
場合、発行会社に対して忠実義務（会社法３５５条）を負うため、自身が所属する組
織の利益と発行会社の利益が衝突する事案においても発行会社の利益を意識した行動
を求められることについても留意する必要がある。投資家は、取締役を派遣する場合
とオブザーバーを派遣する場合の相違点を認識したうえで、これらの権利設定を行う
ことが望ましい。なお、取締役指名権に基づき派遣される取締役に対しては、責任限
定契約（会社法４２７条）が締結される事例が多い。
・取締役は会社法上の役員として発行会社との間の関係が定められているが、オブザー
バーは発行会社や投資家により、その位置づけが異なっている。発行会社によっては
オブザーバーに対して積極的な発言や経営関与を要望する場合があれば、あくまでも
オブザーバーである以上、取締役会等で多く発言することは議事の進行に支障をきた
すという意見もある。オブザーバーの位置付けについては、発行会社と投資家との間
において認識を一致させておくとともに、投資家が増えた場合や発行会社の役員が増
加した場合には、別途、オブザーバーを派遣することに代えて株主報告会の開催義務
を設定する等により、柔軟な対応を行うことが発行会社と投資家双方においても望ま
しい。

Ⅱ.株主間契約
6. 創業株主の専念義務

・投資家の承認なく取締役の辞任、再選拒否をしない
・投資家の事前承認のない兼職及び兼任の禁止
・在任中及び退任後［ ］年間の競業避止義務

【Ⅱ.株主間契約 6 解説】
創業株主は、発行会社の経営に与える影響が極めて大きいうえ、発行会社の取引先等
との関係も創業株主との信頼関係で構築されていることが多い。このため、創業株主の
専念義務は、投資家の投資後に創業株主が会社経営から離脱することを避け、かつ、そ
の能力を発行会社の経営に十分に発揮してもらうために、発行会社の取締役の地位から
の辞任、他社の役員の兼任等について一定の制限を課すものである。

Ⅱ.株主間契約
7. Exit 協力義務

・発行会社及び創業株主は、
［

］年［ ］月末日までに金

融商品取引所に上場をする努力義務を負う
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・発行会社及び創業株主は、投資家が期限満了等により発行
会社株式を売却せざるを得ない場合には、協力すべき義務
を負う

【Ⅱ.株主間契約 7 解説】
⑴ Exit 協力義務とは、投資家、特に VC は一定期間内に投資の成果を確定しファンドの出
資者にその成果を分配しなければならないことから、発行会社及び創業株主もこれを認
識し、投資家の Exit に向け互いに協力し合うことを目的とする条項である。
⑵ Exit 協力義務の内容は、例示に記載されたような「上場努力義務」と呼ばれる一定の
上場時期を定め当該時期までに上場を行うよう努めることを定めたものや、ファンドの
期限を明記し当該期限を理由とした株式の売却について発行会社及び創業株主が協力す
べきことを定めたもの（対象となる株式は通常、定款により譲渡制限が付されており、
発行会社及び創業株主の協力が得られなければ投資家は株式を譲渡することができない
状態にあるため。
）が設定されることが多い。その他にも、投資家が株式を売却する際に
売却候補先による DD を誠実に受けるべきとする内容や、発行会社の業績が順調に推移し
て IPO が行える状況にも関わらず IPO を行おうとしない場合には、予め責任内容を定め
ておくことが考えられる。
⑶ 発行会社が、各 VC のファンド期限を確認しておくことは重要である。ファンドが期限
を迎えた場合でもファンド契約による規定やファンドの出資者との合意により運用期間
が延長される等、各ファンドによって対応は異なるが、原則としてファンド期限に向け
て VC は保有する株式の売却を推進するので、
発行会社も状況を認識しておく必要がある。
さらに VC のファンド期限対応は、他の投資家にも影響を及ぼすので、各 VC も相互にフ
ァンド期限及びその対応を認識しておくことも Exit を円滑に進めるうえで重要である。
VC のファンド期限を確認するために投資契約上又は株主間契約において、各投資家のフ
ァンド期限を記載し、確認をすることができる状態にしておくことも方法の１つである。
⑷ 投資家の Exit 方法は主に IPO 又は M&A により行われる。投資家はファンドの期限にあ
わせて発行会社に対する投資の成果を確定する必要があるが、IPO が間に合わない、又は
そもそも IPO をすることが難しい場合があり得る。そこで、VC が投資をする際、発行会
社には IPO に限らず M&A による Exit の可能性を認識してもらう必要があるため、M&A に
よる Exit に協力する義務（売却候補先による精査への対応、M&A に必要となる法令上の
手続き等）を定めておくことがある。また、特定の投資家がファンド期限に対応するた
めに当該投資家の保有する発行会社株式のみを対象とした株式移動を行う場合にも、発
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行会社及び創業株主は、その実現に向けて協力する義務を定めておくことがある。
⑸ 留意事項
・投資家から資金調達した発行会社の多くは IPO を目指しているし、投資家も IPO によ
る Exit を期待している。しかし、発行会社が IPO できるか否かは業績や社内体制の整
備状況等、発行会社の努力による要因のみならず、経済環境や株式市場の状態等、発
行会社ではコントロールすることができない要因にもよる。このため、上場目標時期
を遵守すべき義務は、通常の「義務」とするのではなく、「努力義務」に留めることが
望ましい。
・シードステージのように、発行会社のサービスの立ち上がり段階では、Exit 協力義務
の期限を設定することが難しい場合がある。このような場合、Exit 協力義務の期限を
設定はせずに、その後の追加の投資ラウンド等、ある程度、発行会社の事業計画の見
通しがついた時点で期限を設定した方が現実的で望ましいといえる。
・Exit 協力義務の規定内容によっては、投資家が発行会社及び創業株主に対して、Exit
を行うために売却先の選定等の作為義務までを課している場合もあれば、そのような
義務まで課していない場合もある。投資家は、Exit 協力義務として売却先の選定等の
作為義務を設定する際には義務の内容を投資契約等には分かりやすく記載するととも
に、発行会社及び創業株主に対して十分な説明を行い、後に見解の相違が生じないよ
うにしておくことが望ましい。

Ⅱ.株主間契約
8. 先買権及び共同売却
請求権

創業株主が発行会社株式の一部又は全部を第三者に譲渡しよ
うとする場合、投資家は創業株主と当該第三者との間で合意
した条件により創業株主が譲渡しようとした株式を自ら買い
取るか、又は自己の保有株式のうち、下記の算定式に基づき
算定された株式数を創業株主と共同して当該第三者に売却す
ることを選択することができる権利を有する
【算定式】
創業株主の譲渡希望株式数×{投資家の保有株式数 ／（投資
家の保有株式数＋創業株主の保有株式数）}

【Ⅱ.株主間契約 8 解説】
⑴ 先買権（First Refusal Right）とは、他の株主が発行会社の株式を譲渡しようとする
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場合に、自己が優先的に譲受人となり当該株式を買い受けることができる権利をいい、
共同売却請求権（Tag Along Right）とは、他の株主が発行会社の株式を譲渡しようとす
る場合に、自己も他の株主と共同して譲渡人として参加して売却することができる権利
をいう。いずれの権利も他の株主が株式を譲渡する際に発動するものであることから、
株主間契約には、先買権と共同売却請求権を組み合わせて定めていることが多い。
⑵

先買権及び共同売却請求権の対象となる株式は、創業株主が保有している株式に限定
される場合もあれば、投資家が保有している株式を含める場合もある。後者に関しては、
投資家間において売却の機会を公平に与えるという機能があるが、投資家の運用するフ
ァンド期限を理由とした売却が共同売却権により阻害されてしまう等、他の投資家の
Exit を制約してしまうことがあることに留意する必要があり、投資家間の共同売却権に
おいては投資家の運用するファンド期限を理由とした売却を除外する等を規定する場合
もある。

Ⅱ.株主間契約
10. 新規株主の参加

発行会社及び創業株主は、株主間契約の当事者以外の新規の
株主が出現した場合には、新規の株主を株主間契約の当事者
として参加させるものとする

【Ⅱ.株主間契約 10 及び Ⅲ.財産分配契約 4 解説】
⑴

株主間契約や財産分配契約を締結後、新規の投資家が出現した際に契約の効力が及ば
なければ、同時売却請求権やみなし清算条項において意図した効力が失われてしまう。
そこで、発行会社及び創業株主に対し、新規の投資家が出現した際には株主間契約又は
財産分配契約の当事者として加入させることを義務とする条項を設定することで各条項
の実効性を将来にわたって確保させる必要がある。

⑵

既存の投資家が締結した株主間契約に対して新規の投資家が難色を示す場合がある。
新規の投資家が既存の株主間契約を拒絶し、新たに株主間契約を作成してしまうと、投
資家間を含めて統一的な処理を行うための株主間契約の有効性が失われてしまう。株主
間契約については、既存投資家と新規の投資家は協議の場を設け、特定の株主の利益が
強調されているのであれば適切な調整を行うことを相互に心掛け、株主間契約は一つに
統一化して運用されることが望ましい。

⑶ 新規株主を株主間契約の当事者として広く参加させることは、投資家の Exit の円滑化
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を図るためでもある。このため、発行会社及び創業株主が主導するよりも、投資家が中
心となり新規株主に対して働きかけた方が理解も得やすく調整しやすい場合がある。そ
こで、例示とは異なり、新規の株主を契約当事者として参加するための契約手続を、高
い持株比率を有する投資家に委ねている事例も多い。

Ⅱ.株主間契約
11. 優先関係

本契約の各条項は、投資家が、単独又は共同で発行会社及び
創業株主と締結している、株式引受契約書、投資契約書及び
それらに準ずる契約書、並びにそれらの変更契約書に記載さ
れる各条項に優先して適用されるものとする

【Ⅱ.株主間契約 11 及び Ⅲ.財産分配契約 5 解説】
株主間契約の当事者となった投資家の中に、当該株主間契約の内容と矛盾する、若し
くは整合しない又は当該株主間契約を否定する内容を定めた契約を個別に交わしている
者がいると、株主間契約の効力が失われてしまう可能性がある。そこで、株主間契約を
締結する際には、個別に交わされた契約の内容よりも株主間契約の内容が優先される旨
の条項を入れておき合意しておくことが望ましい。また、株主間契約と財産分配契約と
の間においても、契約の効力について優先関係が問題となる場合がある。この場合、財
産分配契約の Exit に関する事項を最優先させておくことが、株主全体の利益の観点から
望ましいことが多い。
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Ⅲ．財産分配契約
財産分配契約は、M&A による Exit に関する内容を取り決めており、種類株式に優先分配
の定めをしている場合において用いられ、株主間契約に定められる内容の中でも、「みなし
清算条項」と「同時売却請求権」と呼ばれる M&A による Exit 部分を中心に抜き出した契約
である。
発行会社の全員が株主間契約を締結する場合、株主間契約において M&A による Exit 部分
を取り決めて合意すれば足りる。しかし、昨今では、エンジェルを始めとして株主間契約
に加わらない投資家も多いため、そのような投資家を含めた全株主を対象として、Exit に
関する事項を定めている財産分配契約が利用されている。

Ⅲ.財産分配契約
1. 契約当事者

投資家等：
［

］、
［

発行会社：
［

］

創業株主：
［

］

］
、
［

］
、
［

］

【Ⅲ．財産分配契約 1 解説】
財産分配契約は、原則として全株主を契約当事者とする。投資額が比較的に少額とな
る個人株主に対してまで契約の締結を求めることは一見すると煩雑であるように思える。
しかし、優先分配の機能を有効なものとするためにはエンジェルや従業員株主、その他
の普通株主も含めた全株主が原則として参加する必要があり、その契約の効力は株主間
契約以上に広範に及ぶものといえる。仮に、財産分配契約を締結していない株主が存在
する場合、別途、創業株主により個別にみなし清算条項並びに同時売却請求権に対する
合意書は取得しておくことが望ましい。

Ⅲ.財産分配契約
2. 同時売却請求権

発行済の［ ］種優先株式の［過半数/３分の２］を保有する
株主が賛同する場合、企業買収の機会において、全株主が同
時に売却することに同意する

【Ⅲ．財産分配契約 2 解説】
⑴

同時売却請求権は、ドラッグ・アロング・ライト(Drag Along Right)、又は売却請求
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権ともいわれ、多数の投資家の賛成等の任意に設定された一定の要件を満たした場合、
発行会社、創業株主に限らず他の株主に対しても株式の売却に応じるべきことを請求す
ることができる権利である。
⑵

同時売却請求権の発動条件は多様であり、例示の記載もあくまでも一例である。同時
売却請求権の発動条件として記載される内容は、一般に以下の内容を組み合わせて設定
している。条件が複雑化することもあるため、契約当事者は、いかなる場合に同時売却
請求権が発動するのかを確認しておく必要がある。
① 発案者
一定以上の株式を保有する投資家が発案者となる場合が多いが、最近では創業株主
が発案者となる場合も増えている。投資家が発案者となる場合、②の期間条件と組
み合わせて設定される事例が多く、一方で創業株主が発案者となる場合③の金額条
件と組み合わせて設定される事例が多い。
② 期間条件
同時売却請求権について、発動できる時期については契約締結から一定期間（３乃
至５年程度）経過した後に限定される場合が少なくない。期間条件は主に投資家が
発案者となる場合に設定される。これは、投資時に発行会社と投資家との間におい
て合意した事業計画が達成されていない場合や IPO の目標時期を経過した場合に M&A
による Exit を推進していく必要があるからである。特にファンドの期限が近づくと
Exit の必要性が高くなるため、ファンドの期限を勘案して期間条件を定めている場
合が多い。なお、投資家が発案者となる場合、一定期間内は創業株主又は取締役会
等の同意を必要とする旨を規定する場合もある。
③ 金額条件
一定金額以上の企業価値評価額が付くことを条件として発案することができるとす
るものである。創業株主が発案権を持つ場合に設定されることが多い。最近では投
資家から投資を受ける時点から M&A による Exit を目指す起業家も増えている。創業
株主によっては機会があれば短期間での Exit を希望することもあるが、投資家にと
ってはこの Exit が投資リターンを想定よりも大幅に低くする可能性もある。
そこで、
一定水準のリターンを確保するためにも、同時売却請求権の発動要件として、企業
価値評価額に対して最低金額を設けることがある。
④ 売却先
投資家が提案する売却候補先と同じ条件であれば、創業株主が選定した買収を希望
する第三者への売却を優先することができる旨を定めるものがある。当該規定によ
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り、創業株主が望まないような発行会社と競合する企業への買収等を回避すること
ができるためである。なお、CVC も同様に優先交渉権や先買権を有する場合もある。
⑶ 同時売却請求権の機能
・同時売却請求権には、発行会社の M&A に対する株主合意形成機能があり、当該機能に
より M&A を促進させることができる。発行会社、創業株主及び主要な投資家が M&A に
対する合意を形成しておくことにより、IPO が果たせない場合等でも M&A による Exit
を円滑に行うことができるようになる。このため、期限のあるファンドを運営する VC
にとってはリスクの許容範囲を広げた投資が行えることとなり、また、CVC においても
将来的には M&A により発行会社をグループ会社に迎えることも視野に入れた投資がで
きることとなり、エンジェル等の他の投資家にとっても Exit の可能性が高まるものと
いえる。
・同時売却請求権には、M&A を促進させることにより、IPO 以外の方法による創業者利潤
を実現させる機能もある。近年では M&A により創業者利潤が実現する事例が増えてい
ることから、創業株主から積極的に同時売却請求権の発案者として規定されることを
求める事例も増えてきている。
⑷ 同時売却請求権に対する認識の問題
・同時売却請求権は、これまで「強制売却権」と表記されることが多かった。特に従来
は投資家のみが保有する権利であり、創業株主は一方的に受け入れざるを得ない印象
が強かった。しかし、昨今では、創業株主が M&A による Exit を企図する場合も増えて
おり、さらには創業株主が同時売却請求権の発案者となる場合も少なくない。その際、
同時売却請求権のもつ合意形成機能により、少数株主の非協力・反対意見により M&A
が実行できないというリスクを軽減することができる。事案にもよるが、同時売却請
求権は、創業株主にとって有利な条件で円滑に M&A を実現させ創業者利潤を獲得しや
すくすることができる条項でもある。このように、同時売却請求権は投資家のみなら
ず創業株主にとっても有益な権利となり得る。このことから、強制売却権と記載する
よりも同時売却請求権と記載し、提示することにより誤解が生じずに調整を行いやす
いと考え、本書では「同時売却請求権」と表記した。

⑸ 留意事項
・買収を行う企業は、買収先に対する持株比率が 100％となることを希望することが多い。
このため、同時売却請求権は持株比率が低い株主も含め、全株主で契約を締結してお
くことが重要となる。形式としては株主間契約に含めることも考えられるが、株主間
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契約には持株比率が低い株主には関係ない条項も多く含まれる等、適当でない場合が
ある。そこで、例えば経営関与や複雑な契約を望まないエンジェル等との間では、同
時売却請求権とみなし清算条項を抜き出した財産分配契約を締結しておき、同時売却
請求権が発動した際には、全ての株主にその効力が及ぶようにしておくことが望まし
い。
・同時売却請求権が行使された場合、発行会社の経営体制に重要な変更をもたらすため、
顧客離れによる企業価値の毀損等が発生する可能性がある。このため、投資家は上場
目標として設定した期限を過ぎたことのみをもって同時売却請求権を発動するものと
せず、幅広い視点で検討することが必要である。
・投資家が株主間契約又は個別に交わした契約等により先買権や優先交渉権を別途有し
ている場合、その内容によっては同時売却請求権の行使の際に売却価格の形成等で阻
害要因となり得る。このため、株主間契約又は財産分配契約に、同時売却請求権が他
のいかなる契約条件にも優先する旨を定めておき、投資家が株主間契約又は個別に交
わした契約等で有する先買権や優先交渉権が、同時売却請求権の効力に影響を与えな
いようにしておくことに留意すべきである。

Ⅲ.財産分配契約
3. みなし清算条項

契約当事者は、企業買収により受領する対価については定款
に定められた残余財産分配権の計算式と同様に算出された対
価により各株主が受領することに同意する

【Ⅲ．財産分配契約 3 解説】
⑴ みなし清算(Deemed Liquidation)とは、発行会社に M&A が生じた場合に、会社を清算
したものとみなして投資家に対する分配を行うことをいう。種類株式の内容として会社
法に定められた残余財産の優先分配の内容は、発行会社が清算した際に効力は生じるも
のの、M&A のような株式の譲渡等による場面では残余財産の分配ではないため効力が及ば
ない。そこで、株主間における契約の効力として、M&A の際にも種類株式において定めた
残余財産の優先分配と同じ対価が得られるようにするために設定されるのがこの条項で
ある。
⑵

みなし清算は、任意に交わされる契約条項として設定されるものである。すなわち、
定款の効力に基づき全株主に対して効力を及ぼす優先配当や残余財産分配の優先とは異
なり、契約の効力として投資家に対して優先分配をもたらすものである。従って、みな
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し清算条項は、創業株主を含めた全ての株主が合意していなければ有効に機能しない可
能性があるため、全ての株主との間において合意しておく必要がある。仮に、財産分配
契約によりみなし清算条項について合意していない株主が存在する場合、別途、創業株
主により個別にみなし清算条項に対する合意書は取得しておくことが望ましい。
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Ⅳ．その他の解説及び留意事項
以下では、本書における「別紙１ タームシート(例)」では例示していないが、実務上
見受けられる条項の解説やその留意事項について解説を行う。
⑴ 最恵待遇条項
・最恵待遇条項とは、投資家が締結した契約条件よりもさらに有利な契約条件を後続
の投資家が発行会社と合意した際は、先の投資家に対し、当該有利な条件が与えら
れるものとする定めをいう。最恵待遇条項の機能には、投資条件の検討期間を短縮
することができること、他の投資家による抜け駆けを防止することができることが
あげられる。
・一方で、新たな投資家が大きな資金を投資する際に既存株主よりも有利な条件を求
める場合や、発行会社の経営が思わしくない状況下において新たな投資家が救済目
的で投資を行う場合において、既存投資家が最恵待遇条項の権利を強く主張すると、
発行会社の資金調達に支障が出る可能性がある。最恵待遇条項を取得した投資家は
その点を認識し、最恵待遇の権利を主張することができる範囲を具体的に明示して
おくことや、契約締結後も当該権利の変更や削除がありうることを認識し、柔軟に
対応する必要がある。
・最恵待遇条項は、昨今普及してきた条項であるが、その内容は広範かつ強力な権利
義務を定めている。しかし、実務上、契約書の最後に２行程度で記載されているこ
とが多く、契約当事者も当該条項の内容を理解・認識しないまま契約を締結してい
る傾向にある。投資後に最恵待遇条項を巡って紛争に至らないためにも、当該条項
を提示する投資家側においては、相手方への十分な説明を行う必要があるとともに、
発行会社側においても、受け入れるのであれば十分な理解を行ったうえで合意する
必要がある。
⑵ 投資契約等の見直し等
・発行会社は投資を受けた後、ステージがシード、アーリー、ミドル、レイトへと移
り変わるにつれ、経営体制や内部統制も充実していき、投資家によるモニタリング
等の必要性も変化してくる。投資家にとっては、一度設定された種類株式や投資契
約等の条項を削除することや緩めることは、社内手続上の事情で難しいこともある
が、発行会社のステージに応じ、例えば当初は事前承認の判断基準として「1000 万
円以上の資産の購入」としていたものを「3000 万円以上の資産の購入」へと変更す
る等、条項を見直して締結した方が双方にとって望ましい場合もあることを認識し
ておく必要がある。
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・投資家によっては、社内の事情等により投資時に一度締結した投資契約等は一切修
正できないとする姿勢を貫くことがある。しかし、新規の投資家が加わる場面等に
おいては、既存投資家と締結した投資契約等を改めて調整しなければ発行会社が追
加の資金調達を得られない場合がある。このため、既存投資家は、投資後に発行会
社や新規の投資家との関係において、投資契約等の内容の変更を必要とする場合が
あることを認識し、関係者との協議の機会を設け、発行会社にとって望ましい状況
に配慮し、投資契約等の内容を調整していく必要がある。
・投資の際、契約書の種類が複数に渡ることは発行会社の負担になるだけでなく、投
資スケジュールの遅延にもつながる。このため、シードステージでは、投資契約の
締結のみに留めておくことも一つの考えであるが、他方、シードステージであって
も、例えば１年以内に多額の資金調達が想定されるような場合は、当初より株主間
契約を設計して締結をしておいた方が今後の調整を円滑に行うことができる場合も
ある。投資家及び発行会社は、株主間契約の要否の判断を、将来の資本政策や投資
家の状況を勘案して検討しておくことが望ましい。
⑶ CVC 固有の投資契約等に関する事項
・CVC によるベンチャー投資が増えているが、事業面でのシナジーを重視したものが多
い傾向にある。このため、投資契約等において、CVC の意図をもとに事業活動に関連
する優先権や競業制限等の独自の条項を設定していることがある。これらの条項の
内容によっては、他の投資家にとって不利となる場合や、その後の資金調達に支障
が出る場合もあるため、発行会社は、その内容をよく理解し、将来、自社にとって
不利となる可能性がある場合は、その点も踏まえて投資を受け入れるかの判断をし
なくてはならないことに留意する必要がある。
・CVC は、発行会社に自社以外の他の投資家がいる場合には、独自に定めた条項が発行
会社のその後の資金調達に支障となり、ひいては発行会社の成長に対する過度な妨
げとなることのないよう、柔軟な運用や対応を行うことができるように留意する必
要がある。
・CVC は、投資契約等の代わりに資本業務提携契約を締結することもあり、その投資目
的により締結される契約書の方針も大きく異なる。また、投資窓口となる担当者も、
投資業務以外の別の事業部門を兼務していることや、一時的な出向や転籍、社内異
動等により投資業務に従事している場合もあり、会社によって投資に対する知識や
経験も多様である。このため、投資の際に締結される契約書についても VC が締結す
る投資契約等とは大きく異なる内容が記載されていることもある。そこで、発行会
社及び創業株主は、CVC からの投資を受けた後に VC からの資金調達を予定している
場合は、CVC と締結する契約書の内容が VC からの資金調達の際に支障とならないか
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慎重に確認をしておくことが望ましい。
・CVC は、発行会社に対する持株比率を高めに取得し、将来、グループ会社として迎え
入れることも想定して投資をしている場合がある。この場合には、資本業務提携契
約等を締結し、事業譲渡を始めとする事業内容の変更に対しては特に意識をして制
限を課すことがある。特に、Exit 局面における M&A の優先交渉権等を設定すること
があるため、他の投資家と締結される株主間契約や財産分配契約との間における調
整が必要となる場合がある。一方、発行会社に対する持株比率が低い場合、将来、
グループ会社として迎え入れられる可能性が低くなること、また、発行会社に対し
て過度な制約を課さない方が今後の成長の妨げにもならないことがあり、厳しい制
限を課さないことも多い。この場合には、発行会社と CVC が協力関係を構築するた
めに、株主間契約や財産分配契約との間における調整を要しない範囲で覚書等を締
結することがある。
また、
CVC としては M&A 発生時に持株比率を高めることを想定し、
先買権を取得しておくこともある。このように、CVC が行うベンチャー投資は、その
投資目的、持株比率に応じて投資契約等、特に経営に対する制限内容を変えていく
必要がある。
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第６．おわりに
昨今、我が国のベンチャー投資は活況化してきたが、未だその歴史は浅く、発展段階
にある。その中で、投資契約等は定款及び法令により定めがないものを補完し、発行会
社のコーポレート・ガバナンスの適正化や、契約当事者の利害を調整することで、ベン
チャー投資を円滑にする機能を有している。
本来、ベンチャー企業のコーポレート・ガバナンスを適切に機能させるためには、契
約により縛るのではなく取締役会等の機関により対応することが望ましい。投資家の意
見を反映して選任された取締役や、独立した社外取締役等で構成された取締役会により、
コーポレート・ガバナンスが適切に機能するのであれば、投資家も発行会社を安心して
見守ることができ、株主間契約の事前承認等の項目を減らすことも可能である。しかし、
現状の多くのベンチャー企業では、そのような人材を確保することは困難であり、コー
ポレート・ガバナンスも構築段階にある。ベンチャー企業のコーポレート・ガバナンス
の向上は投資契約等だけに頼るのではなく、より多面的に考えていくことも今後の課題
といえよう。
投資契約等は投資家と発行会社の置かれている立場によっても異なってくる。昨今の
ように、ベンチャー企業に投資する投資家層が多様化する中では、投資契約等の利害の
調整役としての重要性はより高まっている。
本書では、タームシートの形式で投資契約等の事例を示したが、これについても今後
さらに変化していくと予想される。近年では、2005 年の会社法改正により種類株式が整
備されたことで投資契約等の構造は大きく変わった。今後も、会社法、税法、金融商品
取引法をはじめとした、法令改正は投資契約等に対して大きく影響を与えるだろう。
投資環境の変化も、投資契約等の内容に影響を与える。過去５年ほどベンチャー投資
は、良好な環境の中で発展してきた。しかしながら、経済環境等の変化によりその環境
が厳しくなることも想定される。例えば、米国においてはそのような環境下では「pay to
play」と呼ばれるような、発行会社や既存投資家により厳しい条件が付されることもあ
る。本書は将来の環境変化も想定して作成しているが、我が国においても環境次第では
投資契約等の条件が発行会社や既存投資家にとって、さらに厳しいものになる可能性も
ある。
これまで述べてきたように、投資契約等は個別性が強い。同一の発行会社においても、
その置かれた環境や成長ステージにより契約内容は異なってくる。投資家によっては、
投資契約等について定型的な雛形で対応しようとするが、そのことは個々の投資事案に
適さない契約を締結し、発行会社の成長を阻害させてしまう可能性もある。投資家は、
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常に発行会社の現状及び将来を鑑みて柔軟に内容を提示していくことが望ましい。
本書は、投資契約等の整備が、我が国のベンチャー投資活性化に資することを企図し
ている。その作業は、まだ始まったばかりで、行うべき議論は多く残されている。本書
がその端緒となり、今後のベンチャー投資の経験と相まって、我が国における健全なベ
ンチャー投資のエコシステム育成に繋がり、ベンチャー企業・起業家及び投資家にとっ
て有益なものとなることを切望する。
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別紙１

タームシート（例）
タームシートの内容は資金調達額、投資家側の事情、発行会社の規模や株主構成の状況
等により異なるものである。以下に例示するタームシートは、種類株式が発行され、かつ、
複数の投資家が参加する場合を想定したものであり、
「Ⅰ.投資契約」、
「Ⅱ.株主間契約」、
「Ⅲ.
財産分配契約」の３種類の契約書を利用する場合のタームシートである。また、タームシ
ート内に記載された項目は、事例として用いられることが多い主要項目を例示列挙したも
のである。このタームシートは、あくまでも参考例として捉え、実際にタームシートを作
成する際は、投資が行われる状況に応じて作成することに留意する必要がある。

Ⅰ．投資契約
契約当事者
1. 契約当事者

投資家：
［

］

発行会社：
［

］

創業株主：
［

］

資金調達概要
2. 発行する株式の種類

［普通/［ ］種優先］株式

3. 発行可能株式総数及

(1)発行可能株式総数

び発行済株式総数

普通株式［

］株、［ ］種優先株式［

］株

(2)発行済株式総数
普通株式［

］株、［ ］種優先株式［

新株予約権（普通株式）
［
4. 発行株式数

総数［

］株相当

］株

内 X に対して［
5. 発行価額

］株

１株当たり［

］株、Y に対して［

］株

］円

投資前企業価値評価額：
［

］円（潜在株式を含む）

6. 払込金額の総額

［

］円

7. 払込条件

最低調達額 払込金額の総額［

8. 資本金等

増加する資本金の総額［

］円以上

］円（１株当たり［

増加する資本準備金の総額［

］円）

］円（１株当たり［

］

円）
9. 払込期日

20XX 年 XX 月 XX 日（予定）

10. 追加発行

今回の払込内容と同条件を基本として以下を条件により追加
発行を認めるとする
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・発行期限 20XX 年 XX 月 XX 日
・最大追加発行数［

］株

種類株式の内容
11. 優先配当

１株当たり［

］円（１株当たり払込金額に対し［

］％）

普通株式に優先、
［ ］種優先株式に対して［同列/優先］とし、
［参加型/非参加型］による［累積型/非累積型］とする
12. 残余財産分配の優先

１株当たり［

］円（１株当たり払込金額に対し［

］％）

普通株式に優先、
［ ］種優先株式に対して［同列/優先］とし、
［参加型/非参加型］とする
13. 取得請求権

・投資家は普通株式を引換えとした［ ］種優先株式の取得請
求をいつでもすることができる
・
［ ］種優先株式１株につき普通株式１株を交付する
・［ ］種優先株式の払込金額を下回る金額により新株発行等
を行った場合、［フルラチェット方式/ナローベース加重平
均方式/ブロードベース加重平均方式］により調整されるも
のとする。但し、発行済株式総数の［

］％に相当するス

トックオプションの発行を行う場合、及び［

］種優先株

主の３分の２以上の同意がある場合は調整されない
14. 取得条項

・金融商品取引所に対し上場申請を行うことを取締役会にお
いて決議した場合に取得可能
・［ ］種優先株式１株に対して交付される普通株式の数は取
得請求権の内容と同様とする

15. 議決権

・通常株主総会での議決権［有り（１株につき１個）/無し］
・種類株主総会での議決権［法定どおり/付加する/省略する］

16. 株式分割等

株式の分割、併合、無償割当、株主割当を行う場合は、全て
の普通株式及び種類株式に対して同一割合で行う

17. その他

〈その他、投資の状況に応じて設定〉

その他、引受に関する事項
18. 資金使途

・発行会社は、払い込まれた資金を、事業を発展させるため
に合理的に必要と認められる人材採用、研究開発、設備投
資、販路開拓に使用すること

19. 表明保証
【発行会社】

・発行会社は投資契約の締結及び新株発行をするための権利
能力及び行為能力を有すること
・発行会社の株式等の発行状況
・本発行について発行会社は適切な機関決定を経ていること
・法令等の違反及び訴訟が存在しないこと
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・許認可、知的財産権の取得がされていること
・貸借対照表及び損益計算書が適正であること
・反社会的勢力等との関係がないこと
・関連当事者取引の開示及び取引条件に問題がないこと
・必要資料の提出が適正に行われたこと

〈その他、発行会社の状況に応じて設定〉
20. 表明保証
【創業株主】

・創業株主は投資契約を締結し、履行するために必要な権利
能力及び行為能力を有すること
・他の法人又は団体における兼職、兼任がないこと
・法令等の違反が存在しないこと
・反社会的勢力等との関係がないこと
・必要資料の提出が適正に行われたこと

〈その他、創業株主の状況に応じて設定〉
21. 投資家の優先引受権

発行会社が株式等を発行する場合、投資家は持株比率に応じ
て優先的に引受けることができる。但し、発行済株式総数の
［ ］％に相当するストックオプションの発行を除く

22. 契約違反時の取り扱
い

(1)発行会社及び創業株主は、契約違反が生じた場合、誠意を
もってその治癒にあたる義務を負うものとする
(2)投資家は、発行会社及び創業株主が投資契約に違反し、損
害を被った場合、発行会社及び創業株主に対し損害賠償を
請求できる
(3)投資家は、以下のいずれかの事由が生じた場合、発行会社
及び創業株主に対して投資家が保有する株式を買い取る
よう請求することができる
・本契約［

］条、［

］条、［

］条について重大な違反を

した場合
・表明保証した事項について真実又は正確ではないことが判
明し、かつ、その内容が重要な場合
(4)上記(3)の買取請求により投資家の株式を買い取る場合の
価格は投資家と発行会社及び創業株主が合意する算定方
法による金額とする
23. 契約の終了

・当事者全員が本契約の終了を合意した場合
・発行会社が上場申請を行った場合。但し、上場が延期又は
中止したときは申請日に遡り有効になるものとし、かつ、
普通株式に転換された種類株式を再交付するものとする
・投資家が発行会社の株主ではなくなった場合
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24. その他

・契約において一般的に定められる合意管轄等

〈その他、投資の状況に応じて個別的に設定される事項〉
Ⅱ．株主間契約
1. 契約当事者

2. 定義

投資家：
［

］
、［

発行会社：
［

］

創業株主：
［

］

］
、
［

］

・多数優先株主とは、発行済の［ ］種優先株式の［過半数/
３分の２］以上を保有する単独又は複数の［ ］種優先株主
をいう
・企業買収とは、発行済株式数の半数以上の移転の伴う株式
譲渡、合併、株式交換、株式移転、会社分割等をいう

3. 事前承認/事前通知

※「事前承認」の場合
発行会社及び創業株主は、投資家に対し、以下の事項につい
ては決定を行う［

］日前に通知し、多数優先株主の書面又

は電子メールによる承認を得るものとする。但し、発行会社
より通知を受けてから［

］日経過しても承認をするか否か

の旨を通知しない投資家については承認したものとみなす

※「事前通知」の場合
発行会社及び創業株主は、投資家に対し、以下の事項につい
ては決定を行う［ ］日前に通知を行うものとする
(1)定款の変更
(2)発行会社株式等の発行又は処分。但し、発行済株式総数の
［

］％に相当するストックオプションの発行を除く

(3)合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡又は事業
譲受
(4)解散又は破産、民事再生、会社更正若しくは特別清算の申
立ての決定
(5)創業株主の保有する発行会社株式等の譲渡、担保の設定、
その他の処分
(6)資金使途の変更
(7)役員の選任又は解任
(8)投資に関する契約の締結、変更又は解除
(9)発行会社の株式等の譲渡等に対する承認
(10)株式上場に関する公開予定時期、公開予定市場、引受主
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幹事証券会社、監査法人の決定又は変更

〈その他、投資家、発行会社及び創業株主にて調整して設定
すること〉
4. 情報開示

(1)発行会社及び創業株主は、投資家に対し、以下の情報を書
面又は電子メールにより提供する
・毎事業年度の計算書類（決算日後［

］日以内）

・税務申告書及び明細書（申告後速やかに）
・事業計画書（変更後速やかに）
・定款（変更後速やかに）
・登記事項証明書（変更後速やかに）
・株主名簿及び新株予約権原簿（変更後速やかに）
・月次試算表（月末日後［

］日以内）

(2)発行会社及び創業株主は、投資家に対し、以下の事項を書
面又は電子メールにより直ちに報告する
・災害その他の重大な損害のおそれのある事象の発生
・訴訟、仲裁、調停、強制執行その他司法上又は行政上の手
続の開始及びその終結
・破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の開始
その他の倒産手続開始の申立て
・支払停止又は手形若しくは小切手の不渡り
5. 取締役指名権及びオ ・発行済の［ ］種優先株式を［XX％/XX 株］以上保有する株
ブザーベーション・
ライト

主は取締役１名を指名する権利を有する
・発行済の［ ］種優先株式を［XX％/XX 株］以上保有する株
主はオブザーバー１名を指名する権利を有する。発行会社
はオブザーバーに対し、取締役会への出席権を認める

6. 創業株主の専念義務

・投資家の承認なく取締役の辞任、再選拒否をしない
・投資家の事前承認のない兼職及び兼任の禁止
・在任中及び退任後［ ］年間の競業避止義務

7. Exit 協力義務

・発行会社及び創業株主は、
［

］年［ ］月末日までに金

融商品取引所に上場をする努力義務を負う
・発行会社及び創業株主は、投資家が期限満了等により発行
会社株式を売却せざるを得ない場合には、協力すべき義務
を負う
8. 先買権及び共同売却
請求権

創業株主が発行会社株式の一部又は全部を第三者に譲渡しよ
うとする場合、投資家は創業株主と当該第三者との間で合意
した条件により創業株主が譲渡しようとした株式を自ら買い
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取るか、又は自己の保有株式のうち、下記の算定式に基づき
算定された株式数を創業株主と共同して当該第三者に売却す
ることを選択することができる権利を有する
【算定式】
創業株主の譲渡希望株式数×{投資家の保有株式数 ／（投資
家の保有株式数＋創業株主の保有株式数）}
9. 契約違反時の取り扱

〈投資契約における記載内容と同様〉

い
10. 新規株主の参加

発行会社及び創業株主は、本契約の当事者以外の新規の株主
が出現した場合には、新規の株主を本契約の当事者として参
加させるものとする

11. 優先関係

本契約の各条項は、投資家が、単独又は共同で発行会社及び
創業株主と締結している株式引受契約書、投資契約書及びそ
れらに準ずる契約書、並びにそれらの変更契約書に記載され
る各条項に優先して適用されるものとする

12. 契約の終了

〈投資契約における記載内容と同様〉

13. その他

・契約において一般的に定められる合意管轄等

〈その他、投資の状況に応じて個別的に設定される事項〉
Ⅲ．財産分配契約
1. 契約当事者

2. 同時売却請求権

投資家等：
［

］、
［

発行会社：
［

］

創業株主：
［

］

］
、
［

］
、
［

］

発行済の［ ］種優先株式の［過半数/３分の２］を保有する
株主が賛同する場合、企業買収の機会において、全株主が同
時に売却することに同意する

3. みなし清算条項

契約当事者は、企業買収により受領する対価については定款
に定められた残余財産分配権の計算式と同様に算出された対
価により各株主が受領することに同意する

4. 新規株主の参加

〈株主間契約における記載内容と同様〉

5. 優先関係

〈株主間契約における記載内容と同様〉

6. 契約の終了

〈投資契約における記載内容と同様〉

7. その他

・契約において一般的に定められる合意管轄等

〈その他、投資の状況に応じて個別的に設定される事項〉
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別紙２

優先分配に基づく分配額シミュレーション
ここでは、種類株式を用いたベンチャー投資において、優先分配に基づく分配額のシミ
ュレーションについて解説する。
まず、表①は投資家が 2 億円の投資を行い、持株比率として 20％の株式を取得した場合
（投資後企業価値評価額：2 億円 ÷ 20％ ＝ 10 億円）である。なお、解説の便宜上、創
業株主は創業時に普通株式により 1,000 万円を投資しているものとする。
次に、投資家の投資後、発行会社が 5 億円による M&A の提案を受けたとする。仮に、投
資家が普通株式により投資をしていた場合、創業株主（持株比率 80％）の受領額は 4 億円、
投資家（持株比率 20％）の受領額は 1 億円となる。このため、創業株主は出資額の 1,000
万円を差し引いても 3.9 億円の利益となるため、M&A の提案に対しては前向きに検討する可
能性がある。一方、投資家は 1 億円の損失となるため、M&A の提案は受け入れ難い可能性が
ある。
しかし、投資家が出資の際に取得した株式が優先分配（投資額と同額（1.0 倍）を優先受
領できる参加型とする。
）の設定された種類株式であり、かつ、創業株主と「みなし清算条
項」を付した合意がされている場合、状況は異なってくる。前述と同様に、発行会社が 5
億円による M&A の提案を受けた場合、まず、投資家は優先分配 2 億円（1.0 倍）を受領する。
次に、5 億円から 2 億円を差し引いた残額 3 億円に対して、投資家は参加型の権利により
6,000 万円（持株比率 20%）を追加で得られるため、合計 2.6 億円を回収することができ、
投資額の 1.3 倍を回収できたこととなる。一方、創業株主は残りの 2.4 億円（5 億円 － 2
億円 － 6,000 万円 = 2.4 億円）を受け取ることができる。創業株主にとっては、投資家
が普通株式である場合に比べると受領できる金額は少なくなるが、次の事業を開始するに
は十分な資金と考えるであろう。
このように、優先分配を利用することにより、投資家が負う損失を回避できる可能性が
高くなり、
関係者の円滑な合意形成が図られ M&A が実現されやすくなる機能を有している。

表①

優先分配(参加型)を用いた投資事例
創業株主

投資家（VC 等）

持分比率

80％

20％

投資額

1,000 万円

2 億円

4 億円

1 億円

投資時

Exit 時（M&A 提案）
投資家が普通株式の場合
受領額
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投資損益

3.9 億円の利益

1 億円の損失

受領額

2.4 億円

2.6 億円

投資損益

2.3 億円の利益

6,000 万円の利益

投資家が種類株式の場合

注：投資家の種類株式の優先分配は投資額の 1.0 倍、参加型とする

さらに、当該事例を用いてさらに投資家の損益についてシミュレーション分析を行うと、
次の図①に示す通り、M&A による提案額が 2 億円から 10 億円の範囲となる場合、投資家に
とっては普通株式を取得していたときは損失が生じるが、種類株式を取得したときは利益
が生じる状態になる。

図①

優先分配(参加型)を用いた際の投資家損益シミュレーション例

（百万円）

創業株主

800

VC（種類株式：優先分配1倍 参加型）
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投
資
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評価額約2億円～10億円の間、創業株
主の損益はプラス。VCの損益は普株式
ならマイナス、種類株式ならプラスとなる

400

200

0
参加型の優先分配権を付した種類株式の場合、種
類株式のままExitした方が常に普通株式でのExitよ
り有利となり、M&AによるExitのインセンティブが働く
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Exit 評価額

（百万円）

注：表①の例と同様、投資家の種類株式の優先分配は投資額と同額を優先受領できる参加型とする。

図②は同様の事例のもと、投資家の種類株式の優先分配が投資額と同額（1.0 倍）を優先
受領できる非参加型の場合である。非参加型の場合、優先分配を実施後に財産が残ってい
ても分配を受ける権利が無い。今回の事例にあてはめると、優先分配は投資額と同額（1.0
倍）であるから、投資した資金を回収することは出来るが種類株式のままでは利益を上げ
る事はできない。これに対し、普通株式の場合、2 億円を投資すると、持株比率が 20％で
あることから、投資家は評価額が 10 億円を超えてくると投資額を上回るリターンを得るこ
とができるため、種類株式を普通株式に転換した方が有利となり普通株式に転換したうえ
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で投資回収を図ることになる。
本事例では 2 億円から 10 億円の間は投資家の回収額が変わらないため、企業価値評価額
の向上を支援するインセンティブが働きにくいという意見がある。一方で、投資家がリタ
ーンを得るためには種類株式を普通株式に転換する必要があるため、IPO に向けて普通株主
との利害が完全に一致することはメリットと考えられる。

図②

優先分配(非参加型)を用いた際の投資家損益シミュレーション例

（百万円）

創業株主
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VC（優先株式：優先分配1倍 非参加型）
VC（普通株式）
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株式ならマイナスだが、非参加型優先株
式なら、優先分配額は回収できる
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0
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注：投資家の種類株式の優先分配は投資額と同額を優先受領できる非参加型とする。

みなし清算において重要なのは優先分配の総額である。種類株式を複数回発行し、優先
分配される金額の累計額が増加すると、創業株主等の普通株主に M&A の売却代金が分配さ
れにくくなる。種類株式を保有する投資家にとっても、種類株式が複数種発行され、それ
らの優先分配に優先劣後がある場合は、劣後する種類株式に分配が回ってくるには相応の
企業価値評価額が必要となる。特に、優先分配により受けられる金額をその払込金額より
も高く設定した場合は、普通株主が M&A により分配を受けるハードルは高くなる。
一方、投資家にとっても優先分配による金額を回収しただけでは投資は成功とはいえず、
十分なリターンが得られる M&A の企業価値評価額の水準は、資金調達を繰り返すほど高く
なる。
種類株式を発行する際には、次の表②-1 乃至表②-3 のように、M&A が発生した際に、各
株主にどのような分配がなされるかを常に意識しておく必要がある。
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表②-1

資金調達を複数回行った場合の分配シミュレーション例（前提条件）

投資家
創業株主
エンジェル
VC１
VC２
VC３

表②-2

取得株式

株式数

出資比率

優先分配

投資時Post
時価総額

投資額

株
普通株
10,000
64.5%
普通株
1,000
6.5%
A種優先株
1,000
6.5% 1.0倍（参加型）
B種優先株
1,500
9.7% 1.0倍（参加型）
C種優先株
2,000
12.9% 1.0倍（参加型）
VC累計投資額 （本件では優先分配の累計額も同額）

千円

千円

1,000
10,000
100,000
300,000
600,000
1,000,000

1,000
110,000
1,200,000
2,700,000
4,650,000

資金調達を複数回行った場合の分配シミュレーション例（1）優先株は同順位

株主
保有株種類
出資額（千円）

創業株主
普通株
1,000

ｴﾝｼﾞｪﾙ
普通株
10,000

VC1
A種優先株
100,000

VC2
B種優先株
300,000

VC3
C種優先株
600,000

分配額

M&A評価額
千円

千円

千円

千円

千円

千円

300,000
500,000
800,000
1,000,000
1,155,000
1,500,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
10,000,000

0
0
0
0
100,000
322,581
645,161
1,290,323
2,580,645
5,806,452

0
0
0
0
10,000
32,258
64,516
129,032
258,065
580,645

30,000
50,000
80,000
100,000
110,000
132,258
164,516
229,032
358,065
680,645

90,000
150,000
240,000
300,000
315,000
348,387
396,774
493,548
687,097
1,170,968

180,000
300,000
480,000
600,000
620,000
664,516
729,032
858,065
1,116,129
1,761,290

注：種類株の優先劣後:A 種、B 種、C 種同順位。分配額が不足の場合、払込金額に比例して按分。

表②-3

資金調達を複数回行った場合の分配シミュレーション例（2）優先株に優先劣後有り

株主
保有株種類
出資額（千円）

創業株主
普通株
1,000

ｴﾝｼﾞｪﾙ
普通株
10,000

VC1
A種優先株
100,000

VC2
B種優先株
300,000

VC3
C種優先株
600,000

分配額

M&A評価額
千円

千円

千円

千円

千円

千円

300,000
600,000
900,000
1,000,000
1,155,000
1,500,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
10,000,000

0
0
0
0
100,000
322,581
645,161
1,290,323
2,580,645
5,806,452

0
0
0
0
10,000
32,258
64,516
129,032
258,065
580,645

0
0
0
100,000
110,000
132,258
164,516
229,032
358,065
680,645

0
0
300,000
300,000
315,000
348,387
396,774
493,548
687,097
1,170,968

300,000
600,000
600,000
600,000
620,000
664,516
729,032
858,065
1,116,129
1,761,290

注：優先株の優先劣後:C 種は A 種、B 種に対し優先。B 種は A 種に対し優先。
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優先分配を設定した種類株式は相対的には資金調達が行いやすいものの、何度もこれ
に頼ると創業株主、投資家双方にとって投資資金の回収が難しくなっていくことについ
ては十分に留意する必要がある。
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（我が国におけるベンチャー・エコシステム形成に向けた基盤構築事業）

投資事業有限責任組合契約（例）及びその解説

平 成 30年 3月
経済産業省

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会
みずほ情報総研株式会社
（協力：弁護士法人大江橋法律事務所）

本「投資事業有限責任組合契約（例）及びその解説」は、平成 22 年 11 月に経済産業省より公表
されて以来国内のベンチャー・キャピタル・ファンド（「以下「VC ファンド」という。） 及びバイ
アウト・ファンド等のプライベート・エクイティ・ファンド業界の実務において広く活用されてき
た「投資事業有限責任組合モデル契約」（以下「平成 22 年版モデル契約」という。） を基に、一
般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会（以下「当協会」という。）において、近年の国際的な
実務慣行や最新の国内外の制度・経済環境を踏まえつつ、主導的な役割を果たしているベン
チャー・キャピタリスト、機関投資家、法律家、監査法人等の専門家の意見を参考に、我が国の VC
ファンドにおける活用を想定して、加筆修正して作成したものである。
平成 10 年に「投資事業有限責任組合契約に関する法律」（平成 10 年法律第 90 号）が制定されて
以来、平成 16 年、平成 22 年と「投資事業有限責任組合モデル契約」が公表されてきたところであ
るが、近年、日本の VC ファンドの設立総額は、3000 億円に至るような規模まで成長してきており、
我が国のベンチャー・キャピタル業界は発展を遂げてきている。一方で、3 兆円を超える設立規模の
米国や、5000 億円を超える設立規模のイスラエル等と比べると立ち遅れている状況であり、近年の
国際的な実務慣行や最新の国内外の制度・経済環境への投資事業有限責任組合契約上の対応を図る
必要がある。
こうした中で、このたび、我が国の VC ファンドにおける活用を想定して、平成 22 年版モデル契
約を見直し、


平成 22 年版モデル契約における投資資産時価評価準則に加え、当協会が作成して平成 29 年 3
月に経済産業省が公表した「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
（我が国におけるベンチャー・エコシステム形成に向けた基盤構築事業）調査報告書（国内 VC
ファンドの時価評価に係る実務指針）」を踏まえ、国際的に VC ファンドによる時価評価の実務
指 針 と し て 普 及 し て い る International Private Equity and Venture Capital Valuation
Guideline に準拠する投資資産時価評価準則の例を示すこと



平成 28 年 3 月に改正施行された金融商品取引法における「適格機関投資家等特例業務」等の新
制度への契約上の対応を図ること



有限責任組合員の属性について、近年我が国でも、年金基金等を含めた長期運用を志向する機
関投資家による代替投資として VC ファンドを検討する動きが広がってきていることから、その
契約上の留意事項についての認知度向上を図ること

を目的として、新たな投資事業有限責任組合契約（例）を提示するとともに、参考資料として機関
投資家の国際団体である Institutional Limited Partners Association における Private Equity
Principles の概要を紹介し、それらの解説を施すこととしたものである。
本「投資事業有限責任組合契約（例）及びその解説」が、広く我が国のベンチャー・キャピタリ
スト、機関投資家、法律家、監査法人等に参考にされ、活用されるようになることを通じて、我が
国の VC ファンドが、以前にも増して健全に発展することを祈念する。

［

］年［

］月［

］日

投資事業有限責任組合契約

［

］投資事業有限責任組合
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投資事業有限責任組合契約

本契約書末尾の署名欄に記載された者は、事業者（以下に定義される｡）に対する投資事業を行う
ため、有限責任組合法（以下に定義される｡）の規定に従い、［
］年［
］月［
］日（以
下「本締結日」という。）をもって、以下のとおり、投資事業有限責任組合契約（以下「本契約」
という。）を締結する。

【本契約の前提】
1.
(1) 本契約においては、無限責任組合員が適格機関投資家等特例業務の届出（金融商品取引法第63条
第2項）を行った上で（当該届出を行った者を「特例業務届出者」という。同条第5項）、本組合の
組合持分の私募（同条第1項第1号）及び組合財産の運用（同条第1項第2号）を行うことを想定して
いる。
すなわち、投資事業有限責任組合の無限責任組合員が、有限責任組合員として出資するよう投資
家に対して勧誘を行うこと（自己募集）は、金融商品取引法第2条第8項第7号ヘに掲げる集団投資ス
キーム持分（いわゆるファンド）の「募集又は私募」に該当し、また、組合財産の運用を行うこと
（自己運用）は、同項第15号ハに掲げる行為に該当するのが通常である。従って、これらを業とし
て行う無限責任組合員は、第二種金融商品取引業（同法第28条第2項第1号）及び投資運用業（同条
第4項第3号）を行うものとして、原則として金融商品取引業の登録を行う必要がある（同法第29
条）。しかし、当該自己募集・自己運用の相手方となる有限責任組合員が「適格機関投資家等」
（同法第63条第1項第1号）に該当する場合には、無限責任組合員は適格機関投資家等特例業務の届
出を行うことにより、当該自己募集・自己運用を行うことができる。
(2) 適格機関投資家等特例業務として取得勧誘・運用を行うファンドに出資することができる「適格
機関投資家等」の範囲については、当初は、①1名以上の適格機関投資家（金融商品取引法第2条第3
項第1号、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（平成5年大蔵省令第14号。その
後の改正を含み、以下「定義府令」という。）第10条第1項各号）及び②49名以内の適格機関投資家
以外の者、という人数要件のみが課されていた。しかし、平成27年の金融商品取引法改正により、
適格機関投資家等特例業務が本来はプロ向けの制度であることを理由として、②の「（49名以内の）
適格機関投資家以外の者」の範囲が、原則として、投資判断能力を有する一定の投資家又は特例業
務届出者に密接に関連する者に限定された。「特例業務対象投資家」は、金融商品取引法施行令第
17条の12第4項第2号に規定されている文言であるが、適格機関投資家等特例業務として自己募集・
自己運用を行うファンドに出資することができる、限定された「適格機関投資家以外の者」の範囲
を画する定義である。
(3) 「投資判断能力を有する一定の投資家又は特例業務届出者に密接に関連する者」は、金融商品取
引法施行令第17条の12第1項各号に列挙されている。具体的には、ファンドの持分の取得勧誘の相手
方となる時点において、下記のいずれかに該当する者をいう。

「投資判断能力を有する一定の投資家」の類型
①
②
③
④

国（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 1 号）
日本銀行（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 2 号）
地方公共団体（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 3 号）
金融商品取引業者等（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 4 号）
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⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

⑫
⑬

⑭
⑮

⑯

⑰

⑱
⑲

特例業務届出者（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 5 号）
上場会社（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 7 号）
資本金額 5000 万円以上の法人（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 8 号）
純資産額 5000 万円以上の法人（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 9 号）
特殊法人・独立行政法人等（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 10 号）
資産の流動化に関する法律（平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含む。）上の特
定目的会社（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 11 号）
投資性金融資産が 100 億円以上と見込まれる企業年金基金・存続厚生年金基金・外国
年金基金（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 12 号、第 15 号、金融商品取引
業等府令第 233 条の 2 第 2 項、第 4 項第 2 号、第 3 号）
外国法人（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 13 号）
投資性金融資産が 1 億円以上と見込まれ、証券口座を開設して 1 年以上経過している
個人（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 14 号、金融商品取引業等府令第
233 条の 2 第 3 項第 1 号）
投資性金融資産が 1 億円以上と見込まれる法人（金融商品取引法施行令第 17 条の 12
第 1 項第 15 号、金融商品取引業等府令第 233 条の 2 第 4 項第 4 号イ）
投資性金融資産が 1 億円以上と見込まれるファンドの業務執行組合員である個人・法
人（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 14 号、第 15 号、金融商品取引業等府
令第 233 条の 2 第 3 項第 2 号、同条第 4 項第 4 号ロ）
国又は地方公共団体が 4 分の 1 以上の議決権を保有する公益社団法人等（金融商品取
引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 15 号、金融商品取引業等府令 233 条の 2 第 4 項第 1
号）
金融商品取引業者等・上場会社・資本金又は純資産額が 5000 万円以上の法人の子会
社・関連会社（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 15 号、金融商品取引業等
府令第 233 条の 2 第 4 項第 5 号）
一定の資産管理会社（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 15 号、金融商品取
引業等府令第 233 条の 2 第 4 項第 6 号・8 号）
一定の外国籍組合型ファンド（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 15 号、金
融商品取引業等府令第 233 条の 2 第 4 項第 7 号）

「特例業務届出者に密接に関連する者」の類型
⑳ 当該特例業務届出者の役員・使用人（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 6
号、金融商品取引業等府令第 233 条の 2 第 1 項第 1 号）
㉑ 当該特例業務届出者の親会社等・子会社等・兄弟会社（金融商品取引法施行令第 17 条
の 12 第 1 項第 6 号、金融商品取引業等府令第 233 条の 2 第 1 項第 2 号）
㉒ 当該特例業務届出者の運用委託先（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 6
号、金融商品取引業等府令第 233 条の 2 第 1 項第 3 号）
㉓ 当該特例業務届出者の投資助言委託先（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 6
号、金融商品取引業等府令第 233 条の 2 第 1 項第 4 号）
㉔ ㉑から㉓の役員・使用人（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 6 号、金融商
品取引業等府令第 233 条の 2 第 1 項第 5 号）
㉕ 当該特例業務届出者（個人である者に限る）・⑳・㉒の配偶者及び三親等内の親族
（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項第 6 号、金融商品取引業等府令第 233 条の
2 第 1 項第 6 号）
（⑪、⑬、⑭及び⑮における「投資性金融資産」の対象は、有価証券、デリバティブ、特
定預金、特定保険、信託受益権等に限り、預貯金や不動産等は含まれていない（金融商品
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取引業等府令第 233 条の 2 第 2 項、第 62 条第 2 号イからトまで）。投資性金融資産額の確
認方法については、外形的に明らかな場合を除き、顧客の自己申告の書面のみでは足り
ず、顧客の取引残高報告書や通帳の写し等の客観的な資料を確認することにより、全体と
して合理的に判断することが必要であり、また、当該確認結果や根拠資料は、特例業務届
出者等の社内記録として管理・保存することが必要とされている（金融商品取引業者等向
けの総合的な監督指針（平成 30 年 2 月版）（以下「金融商品取引業者等監督指針」とい
う。）Ⅸ-1-1(1)①イ）。）
(4) 前記(3)にかかわらず、適格機関投資家等特例業務として自己募集・自己運用を行うファンドの
うち、特にベンチャー・キャピタル・ファンド（以下「VCファンド」という。）については、成長
資金を供給するなどの役割があることや海外においても別途の扱いがなされている例があることか
ら、下記①から⑤までの要件（以下「ベンチャー・ファンドの要件」という。）を充足したファン
ドについては、特例業務対象投資家の範囲を、金融商品取引法施行令第17条の12第1項各号に列挙さ
れる者（前記(3)参照）に加え、「投資に関する事項について知識及び経験を有するもの」（同条第
2項、金融商品取引業等府令233条の3各号）にまで拡張することとし、当該拡張された特例業務対象
投資家を相手方としてファンドの自己募集・自己運用を行う特例業務届出者に対しては、ファンド
の契約書の提出等の追加の義務が課されることとなる（以下、当該制度を総称して「ベンチャー・
ファンドの特例」という。）。
ベンチャー・ファンドの要件は、金融商品取引法施行令第17条の12第2項各号及び金融商品取引業
等府令第233条の4各項により、以下の通り規定されている。
①

出資者が出資・拠出した金銭等の総額から現金・預貯金の額を控除した額の 80%超を、非上場の
株券等に対して投資を行うものであること（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項第 1 号
イ、金融商品取引業等府令第 233 条の 4 第 1 項から第 3 項まで）

②

原則として、ファンドにおいて借入れ又は第三者の債務の保証をしないこと（金融商品取引法
施行令第 17 条の 12 第 2 項第 1 号ロ、金融商品取引業等府令第 233 条の 4 第 4 項）

③

やむを得ない理由がある場合を除き、出資者がファンドの持分の払戻しを受けることができな
いこと（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項第 2 号）

④

ファンドの契約において、金融商品取引業等府令第 239 条の 2 第 1 項各号に掲げる事項が定め
られていること（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項第 3 号、金融商品取引法第 63 条第
9 項）

⑤

ファンドの契約の締結までに、出資者に対し、当該ファンドが上記①から④までに掲げる要件
に該当する旨を記載した書面を交付すること（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項第 4
号）

上記要件のうち、①については第 21 条解説 3.、②については第 13 条解説 2.、③については第 36
条解説 1.、⑤については第 51 条解説 3.をそれぞれ参照されたい。
④の要件は、ファンドの契約が、平成 22 年 11 月に経済産業省が公表した「投資事業有限責任組
合モデル契約」（以下「平成 22 年版モデル契約」という。）に準拠して作成されることを前提とし
た要件とされている。そのため、本契約に準拠して投資事業有限責任組合契約書が作成されること
により、金融商品取引業等府令第 239 条の 2 第 1 項各号で定める事項は、当該組合契約書に含まれ
ることとなる（下記参照）。
①組合の名称（第 2 条）、②組合の事業の内容（第 5 条）、③組合の営業所の所在地（第 3 条第 1
項）、④無限責任組合員及び有限責任組合員の名称等（第 4 条第 1 項、別紙 1）、⑤組合員の出資
金額（第 8 条第 2 項、別紙 1）、⑥組合の存続期間（第 6 条）、⑦組合の事業年度（第 23 条第 1
項）、⑧組合の事業年度毎に会計監査を受ける旨（第 24 条第 1 項）、⑨無限責任組合員が有限責
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任組合員に対して財務諸表等・監査報告書の写しを提供する旨（第 24 条第 1 項）、⑩組合の事業
年度終了後に組合員集会を開催する旨（第 16 条第 1 項）、⑪無限責任組合員が投資を行う場合
に、その投資内容を有限責任組合員に書面通知する旨（第 21 条第 8 項）、⑫有限責任組合員の一
定数の同意により、無限責任組合員を解任できる旨（第 39 条第 1 項）、⑬有限責任組合員の全員
の同意により、新たな無限責任組合員を選任できる旨（第 36 条第 3 項）、⑭組合契約の変更（軽
微な変更を除く。）に有限責任組合員の一定数の同意を要する旨（第 54 条第 1 項）
（※丸枠内の数字が金融商品取引業等府令第 239 条の 2 第 1 項の号数、カッコ内の規定が本契約中
の対応条文。）

(5) 前記(4)のとおり、ベンチャー・ファンドの特例を利用することにより、ベンチャー・ファンド
の要件を充足したファンドについては、特例業務対象投資家の範囲を、「投資に関する事項につい
て知識及び経験を有するもの」（金融商品取引法施行令第17条の12第2項、金融商品取引業等府令
233条の3各号）にまで拡張することができる。具体的には、ファンドの持分の取得勧誘の相手方と
なる時点において、下記のいずれかに該当する者をいう。
①
②
③
④
⑤
⑥

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

上場会社又は資本金若しくは純資産額が 5000 万円以上で有価証券報告書を提出している法人
の役員（金融商品取引業等府令第 233 条の 3 第 1 号、第 2 号）
投資性金融資産が 1 億円以上と見込まれるファンドの業務執行組合員である法人の役員（金融
商品取引業等府令第 233 条の 3 第 3 号）
過去 5 年以内に①又は②に該当していた者（金融商品取引業等府令第 233 条の 3 第 4 号）
過去 5 年以内に③又は④に該当するものとして、同一の特例業務届出者からファンドの持分を
取得したことがある者（金融商品取引業等府令第 233 条の 3 第 5 号）
過去 5 年以内に投資性金融資産が 1 億円以上と見込まれるファンドの業務執行組合員である法
人であった者（金融商品取引業等府令第 233 条の 3 第 6 号）
会社の役員・従業員・コンサルタント等として、会社の設立、募集株式・新株予約権の発行、
新規事業の立上げ、経営戦略の作成、企業財務、投資業務、株主総会又は取締役会の運営、
M&A 又は IPO（発行株式の新規上場）に関する実務を、過去 5 年以内に 1 年以上従事していた
者（金融商品取引業等府令第 233 条の 3 第 7 号）
過去 5 年以内に、有価証券届出書（新規上場時のもの）の上位 50 名までの株主として記載さ
れている者（金融商品取引業等府令第 233 条の 3 第 8 号）
過去 5 年以内に、有価証券届出書（新規上場時以外の者）又は有価証券報告書の上位 10 名ま
での株主として記載されている者（金融商品取引業等府令第 233 条の 3 第 9 号）
認定経営革新等支援機関（金融商品取引業等府令第 233 条の 3 第 10 号）
上記①から④及び⑥から⑨までのいずれかに該当する個人が支配する会社等（金融商品取引業
等府令第 233 条の 3 第 11 号）
上記①から⑨までのいずれかに該当する会社等の子会社等又は関連会社等（金融商品取引業等
府令第 233 条の 3 第 12 号）

（⑥の要件の確認方法については、当該要件に該当することが明らかな場合を除き、当該投資家が
従事した当時に所属した会社等が作成した職歴証明書の提出を求めること等により、当該投資家が
従事した業務の内容等を確認し、当該確認結果・根拠資料を管理保存することが必要とされている
（金融商品取引業者等監督指針Ⅸ-1-1(1)①ロ）。）
(6) 前記(4)のとおり、ベンチャー・ファンドの特例を利用して、特例業務対象投資家の範囲を拡張
してファンドの自己募集・自己運用を行う特例業務届出者は、ファンドの契約に金融商品取引業等
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府令第239条の2第1項各号に掲げる事項を定め、当該契約書の写しを所管金融庁長官等に提出するこ
とが必要となる（金融商品取引法第63条第9項、金融商品取引法施行令第17条の13の2）。詳細につ
いては第51条解説4．参照。これに加え、ベンチャー・ファンドの特例を利用して、特例業務対象投
資家の範囲を拡張してファンドの自己募集・自己運用を行う特例業務届出者は、適格機関投資家等
特例業務の届出書（金融商品取引法第63条第2項）に、当該ファンドについて特例業務対象投資家の
拡張を行う旨（金融商品取引業等府令第238条第2号ホ、第3号ホ）と、当該ファンドの会計監査を行
う公認会計士又は監査法人の名称等（同条第2号へ、第3号へ）を記載することが必要となる。さら
に、当該特例業務届出者は、会計監査が行われた当該ファンドの財務諸表等及び監査報告書の写し
を、事業報告書へ添付して所管金融庁長官等に提出することが必要となる（同令第246条の3第1項、
別紙様式第21号の2の1(12)注意事項24）。
(7) 本契約は、本組合がベンチャー・ファンドの要件を充足すること、並びに無限責任組合員が適格
機関投資家等特例業務として組合持分の取得勧誘及び組合財産の運用を行うことを前提として作成
している。ベンチャー・ファンドの特例を利用して、特例業務対象投資家として本組合に加入する
有限責任組合員の範囲の拡張を行うか否かは、当該拡張を行うことによりファンドの契約書の提出
義務等が追加されることも考慮の上、特例業務届出者が当該組合の目的等に応じて判断することが
必要となる。
2.
(1) 特例業務届出者に適用される金融商品取引法上の行為規制については、当初は限定的なものに過
ぎなかったが、平成27年の金融商品取引法改正により、その範囲が拡張されている（下記参照）。
特例業務届出者に適用される金融商品取引法上の行為規制 （金融商品取引法第 63 条第 11 項）

誠実義務（金融商品取引法第 36 条第 1 項）、名義貸しの禁止（同法第 36 条の 3）、※広告等の規
制同法第 37 条）、※契約締結前の書面の交付（同法第 37 条の 3）、※契約締結時等の書面の交付
（同法第 37 条の 4）、虚偽告知・断定的判断の提供・その他内閣府令で定める行為の禁止（同法第
38 条第 1 号、第 2 号、第 8 号）、損失補てん等の禁止（同法第 39 条）、※適合性の原則（同法第
40 条第 1 号）、内閣府令で定める業務運営状況の禁止（同条第 2 号）、分別管理が確保されていな
い場合の売買等の禁止（同法第 40 条の 3）、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止（同法
第 40 条の 3 の 2）、忠実義務・善管注意義務（同法第 42 条）、運用における禁止行為（同法第 42
条の 2）、分別管理（同法第 42 条の 4）、※運用報告書の交付（同法第 42 条の 7）

（冒頭に※印が付された義務については、当該行為の相手方が特定投資家である場合には適用が除
外される（金融商品取引法第 45 条各号。運用報告書の交付義務に係る適用除外は金融商品取引業
等府令第 134 条第 5 項第 4 号）。詳細については、後記 3．参照。）

(2) しかし、特例業務届出者が自己運用を行うファンドがベンチャー・ファンドの要件を充足してい
る場合には、当該行為規制のうち、①運用財産相互間取引禁止（金融商品取引法第42条の2第2号）
の適用要件の緩和（金融商品取引業等府令第129条第1項第3号、第4号）、②運用報告書（金融商品
取引法第42条の7）の記載事項のうち、金融商品取引行為の相手方の名称等の省略（金融商品取引業
等府令第134条第1項第3号ハ）、及び③運用財産報告書の対象期間の1年への延長（同条第3項第2号）
について、規制の緩和が認められている（詳細は、①については第17条解説8.、②及び③について
は第24条解説3．をそれぞれ参照されたい。）。なお、ベンチャー・ファンドの要件を充足するファ
ンドについて、特例業務対象投資家の範囲の拡張を目的とせず、当該行為規制の緩和の効果のみを
享受しようとする特例業務届出者については、前記1.(6)のファンドの契約書の写しの提出等の追加
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義務が課されることはない。
3.
(1) 前記2.のとおり、平成27年の金融商品取引法改正により、特例業務届出者に対しても、金融商品
取引業者等に適用される行為義務の一部が適用されることとなっている（金融商品取引法第63条第
11項）。もっとも、金融商品取引業者等における場合と同様に、一部の行為規制については、当該
行為の相手方が特定投資家であれば、その適用は除外される（同項、同法第45条各号、金融商品取
引業等府令第134条第5項第4号。詳細は第24条解説3.（運用報告書の交付）及び第50条解説2.（契約
締結前の書面の交付）参照）。
(2) 「特定投資家」は金融商品取引法第2条第31項において定義されており、①適格機関投資家（同
法第2条第3項第1号、定義府令第10条第1項）、②国、③日本銀行、及び④投資者保護基金その他の
内閣府令に規定される法人が該当する。④については(ⅰ)特殊法人・独立行政法人等（同令第23条
第1号）、(ⅱ)投資者保護基金（同条第2号）、(ⅲ) 預金保険機構（同条第3号）、(ⅳ) 農水産業協
同組合貯金保険機構（同条第4号）、(ⅴ)保険契約者保護機構 （同条第5号）、(ⅵ)特定目的会社
（同条第6号）、(ⅶ)上場会社 （同条第7号）、(ⅷ)資本金5億円以上の株式会社（同条第8号）、
(ⅸ)金融商品取引業者又は特例業務届出者たる法人（同条第9号）、及び(ⅹ)外国法人（同条第10号）
が該当する。④の範囲が「法人」に限定されていることから、個人の投資家は、その者が適格機関
投資家に該当しない限り、原則として特定投資家には含まれない（個人が適格機関投資家となるた
めには、一般的には、有価証券の残高が10億円以上あり、かつ、証券口座を開設して1年以上経過し
ている者であって、所管金融庁長官等に届出を行う必要がある（同令第10条第1項第24号イ）。）。
(3) もっとも、特定投資家のうち、前記(2)④の定義府令第23条各号に掲げる法人については、特例
業務届出者に対して、自己を特定投資家以外の者（以下「非特定投資家」という。）として取り扱
うよう申し出ることができる。この特定投資家から非特定投資家への移行制度の手続については、
金融商品取引法第34条の2において規定されている。非特定投資家への移行が行われることにより、
特例業務届出者は、当該投資家に対しても、特定投資家に対する適用除外が認められる行為規制を
履行する必要がある。
他方、非特定投資家である法人、並びに、非特定投資家である個人のうち、純資産額及び投資性
金融資産（前記1.(3)参照）の額が3億円以上と見込まれ、かつ、証券口座を開設して1年以上経過し
ている者（金融商品取引業等府令第62条）については、特例業務届出者に対して、自己を特定投資
家として取り扱うよう申し出ることができる。この非特定投資家から特定投資家への移行制度の手
続については、法人については金融商品取引法第34条の3、個人については同法第34条の4において
規定されている。特定投資家への移行が行われることにより、特例業務届出者は、当該投資家に対
して、特定投資家に対する適用除外が認められる行為規制を履行する必要がなくなる。
(4) 以上のとおり、「特例業務対象投資家」は、適格機関投資家等特例業務として自己募集・自己運
用を行うファンドに対して出資することができる適格機関投資家以外の者の範囲を画する定義であ
るのに対し、「特定投資家」は、特例業務届出者に適用される金融商品取引法上の行為規制の適用
除外の有無を画する定義であり、両者は全く異なる概念である。また、両者の範囲は必ずしも一致
又は一方が他方に包含されるといった関係ではなく、さらに、特例業務対象投資家については、前
記1.(5)のとおり、ベンチャー・ファンドの特例を利用することにより、他方、特定投資家について
は、前記(3)のとおり、特定投資家・非特定投資家間の移行制度により、それぞれその範囲が変動し
うる。
(5) 適格機関投資家等特例業務として本組合持分の募集・組合財産の運用を行う無限責任組合員は、
以上の適格機関投資家等特例業務制度及び特定投資家制度を理解した上で、どの範囲の投資家から
有限責任組合員として本組合へ出資することを受け入れるかについて、慎重に検討する必要がある。
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第1章 総

第1条
1.

定

則

義

本契約において、下記の用語は、文脈上別段の意味を有することが明らかな場合を除き、以下の
意味を有するものとする。

「外国法人向け出資等」

外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しく
は外国法人の持分又はこれらに類似するもの。

「外国有限責任組合員」

所得税法上の非居住者又は外国法人である有限責任組合員。

「監査人」

監査法人［
］/公認会計士［
］及び/又は無限責任組合員が
同人に代え若しくは同人に加えて適宜選任し、その旨組合員に通知
したその他の監査法人又は公認会計士（但し、辞任し、又は解任さ
れた者を除く。）。

「管理報酬控除額」

第 32 条第 3 項に定義する意味を有する。

「既存組合員」

本契約添付別紙 1 記載の組合員。

「既存ファンド」

効力発生日前に組成された本組合の事業と同種又は類似の事業を目
的とする組合、会社又はその他の団体で、その無限責任組合員、
ジェネラル・パートナー、無限責任社員、取締役又は業務執行者そ
の他これらに類似する役職に就任しているもの。

「既存出資比率」

ある時点における、当該時点において出資の不履行がない組合員の
出資履行金額の出資約束金額に対する比率。

「金融商品取引業等府令」

金融商品取引業等に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 52 号。
その後の改正を含む。）。

「金融商品取引法」

金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含
む。）。

「金融商品取引法施行令」

金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を
含む。）。

「組合員」

無限責任組合員及び有限責任組合員の総称。

「組合員等」

組合員及び脱退組合員の総称。

「組合会計規則」

中小企業等投資事業有限責任組合会計規則（平成 10 年企庁第 2
号。その後の改正を含む。）及び日本公認会計士協会により公表さ
れた「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」
（業種別委員会実務指針第 38 号。その後の改正を含む。）。

「組合口座」

本組合の事業のためにのみ利用される［
］銀行に開設された本
組合名義の普通預金口座又は無限責任組合員が随時開設し組合員に
通知した本組合名義のその他の銀行口座。

「組合財産」

出資金及びこれを運用して取得した投資証券等その他財産で本組合
に帰属すべきもの。

「組合持分」

本組合における組合員の持分。
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「クローバック金額」

第 46 条第 3 項に定義する意味を有する。

「現物分配基準日」

第 28 条第 3 項に定義する意味を有する。

「控除対象手数料等」

第 32 条第 3 項に定義する意味を有する。

「効力発生日」

第 6 条第 1 項に定義する意味を有する。

「財務諸表等」

貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書
の総称。

「事業者」

法人（外国法人を除く。）及び事業を行う個人。

「市場性のある有価証券」

金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所若しくは
これに類似するものであって外国に所在するものに上場され、又は
同法第 67 条の 11 第 1 項の店頭売買有価証券登録原簿若しくはこれ
に類似するものであって外国に備えられているものに登録されてい
る有価証券。

「指定有価証券」

金融商品取引法第 2 条第 1 項各号（同項第 9 号及び第 14 号を除
く。）に掲げる有価証券（同項第 1 号から第 8 号まで、第 10 号か
ら第 13 号まで、及び第 15 号から第 21 号までに掲げる有価証券に
表示されるべき権利であって同条第 2 項の規定により有価証券とみ
なされるものを含む。）のうち社債その他の事業者の資金調達に資
するものとして以下に定める有価証券。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬

金融商品取引法第 2 条第 1 項第 3 号に掲げる債券
金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号に掲げる特定社債券
金融商品取引法第 2 条第 1 項第 5 号に掲げる社債券
金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号に掲げる出資証券
金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号に掲げる優先出資証券
金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号に掲げる優先出資証券又は
新優先出資引受権を表示する証券
金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号に掲げる受益証券
金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号に掲げる投資証券又は投
資法人債券
金融商品取引法第 2 条第 1 項第 12 号に掲げる受益証券
金融商品取引法第 2 条第 1 項第 13 号に掲げる受益証券
金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に掲げる約束手形
金融商品取引法第 2 条第 1 項第 9 号若しくは第①号から第⑪号
の各号に掲げる有価証券又は第⑬号に掲げる権利に係る同法第
2 条第 1 項第 19 号に規定するオプションを表示する証券又は証
書
第①号から第⑪号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利
であって、金融商品取引法第 2 条第 2 項により、有価証券とみ
なされるもの

「諮問委員会」

第 18 条第 1 項に基づき設置される諮問委員会。

「出資口数」

各組合員が本組合において有する出資の口数。但し、本契約におけ
る総有限責任組合員の出資口数の合計に対する一定割合の比率の計
算について、不履行有限責任組合員が有する出資口数は、第 12 条
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第 5 項に従い除外される。なお、本契約において総有限責任組合員
の出資口数の合計に対する一定割合の比率を満たすことが求められ
る場合、複数の有限責任組合員の出資口数を合計して当該比率を満
たす場合を含む。
「出資未履行金額」

出資約束金額のうち未だ払込みをしていない金額。但し、本契約の
規定に従い、出資未履行金額の増減がなされた場合には、当該増減
後の金額とする。

「出資約束期間」

効力発生日から［
］年間。但し、本契約の規定により出資約束
期間がそれより早く終了する場合は当該終了の日までの期間とす
る。

「出資約束金額」

各組合員において第 8 条第 2 項に基づき本組合に出資することを約
した金額。但し、本契約の規定に従い、出資約束金額の増減がなさ
れた場合には、当該増減後の金額とする。

「出資履行金額」

各組合員において出資約束金額のうち第 8 条第 3 項から第 6 項まで
の規定に基づき出資の履行として本組合に現実に払い込んだ金額の
総額（但し、追加出資手数料を除く。）。

「主要担当者」

［
］、［
］、［
］及び［
］並びに第 9 条第 2 項に
基づき選任された者。但し、第 9 条第 2 項に基づき後任者が選任さ
れた上で主要担当者でなくなった者を除く。

「主要担当者事由」

主要担当者の［全て/うち［
的に関与しなくなったこと。

「承継ファンド」

本組合の事業と同種又は類似の事業を目的とする組合、会社又はそ
の他の団体。

「所管金融庁長官等」

金融商品取引業等府令第 1 条第 4 項第 4 号に規定する所管金融庁長
官等。

「所得税法」

所得税法（昭和 40 年法律第 33 号。その後の改正を含む。）。

「処分収益」

投資証券等について処分等により得られる金銭。

「処分等」

売却その他の処分、償還、消却、買受け、払戻し、又は弁済がなさ
れること。

「新規加入組合員」

第 35 条第 1 項に従い、本組合に新たに加入する者。

「租税特別措置法」

租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含
む。）。

「租税特別措置法施行令」

租税特別措置法施行令（昭和 32 年政令第 43 号。その後の改正を含
む。）。

「その他投資収益」

投資証券等に関する配当、利息、使用許諾料その他の収益に係る金
銭（処分収益に含まれるものを除く。）。

「対象持分割合」

あるポートフォリオ投資に関して、当該ポートフォリオ投資に参加
した各組合員が出資した金額の、当該ポートフォリオ投資に参加し
た全組合員の出資の総額に対する割合。

］名］が、組合財産の運用に実質
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「脱退組合員」

本組合の組合員だった者で、第 36 条に基づき本組合を脱退した
者。

「追加クロージング日」

第 8 条第 6 項に定義する意味を有する。

「追加出資組合員」

新規加入組合員及び既存組合員のうち追加出資を行う組合員の総
称。

「追加出資請求」

第 8 条第 4 項に定義する意味を有する。

「追加出資請求通知」

第 8 条第 4 項に定義する意味を有する。

「追加出資手数料」

第 8 条第 6 項に定義する意味を有する。

「適格機関投資家」

金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家。

「適用法令等」

本組合及び本組合の事業に関して、本組合、組合員及びその役員、
職員、従業員又は代理人に適用される日本国及び外国の法律、命
令、規則、ガイドラインその他これらに準ずるもの（FATCA/CRS を
含む。）。

「投資組合等」

投資事業有限責任組合若しくは民法第 667 条第 1 項に規定する組合
契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は
外国に所在するこれらの組合に類似する団体。

「投資先事業者」

第 5 条第①号から第⑥号までの規定により本組合がその株式、持
分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、又は信託の受益権を保
有している事業者。

「投資先事業者等」

投資先事業者、第 5 条第⑧号により本組合が出資している投資組合
等及び第 5 条第⑩号により外国法人向け出資等を保有している外国
法人の総称。

「投資事業有限責任組合」

有限責任組合法第 2 条第 2 項に規定する投資事業有限責任組合。

「投資証券等」

第 5 条第①号から第⑥号まで、及び［第⑧号から第⑩号まで/第⑨
号］の規定に従い、本組合が取得した又は取得する予定の株式、持
分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、信託の受益権、［投資
組合等に対する出資］、約束手形、譲渡性預金証書若しくは動産
［又は外国法人向け出資等］。

「投資総額」

ある時点までに本組合が取得した全ての投資証券等の取得価額の合
計額。

［「当初クロージング日」

第 8 条第 3 項に定義する意味を有する。］

「特別収益」

組合財産に関して生じた収益その他の金銭のうち処分収益及びその
他投資収益に含まれないもの。

「特例業務対象投資家」

金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 4 項第 2 号に規定する特例業
務対象投資家。

「半期財務諸表等」

中間貸借対照表、中間損益計算書及び半期業務報告書並びにそれら
の附属明細書の総称。

「反社会的勢力」

以下のいずれかに該当するもの。
① 暴力団
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②
③
④
⑤
⑥

暴力団員
暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
暴力団準構成員
暴力団関係企業
総会屋等（総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求
めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に
脅威を与える者をいう。）
⑦ 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、
又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う
おそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。）
⑧ 特殊知能暴力集団等（第①号から第⑦号までに掲げる者以外の
、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資
金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団
又は個人をいう。）
⑨ その他第①号から第⑧号までに準ずる者
「被補償者」

第 20 条第 2 項に定義する意味を有する。

「不適格投資家」

金融商品取引法第 63 条第 1 項第 1 号イからハまでのいずれかに該
当するもの。

「不履行有限責任組合員」

第 12 条第 5 項に定義する意味を有する。

「分配可能額」

第 28 条第 4 項第①号に定義する意味を有する。

「分配累計額」

第 46 条第 3 項に定義する意味を有する。

「分配時評価額」

投資証券等を現物により分配する場合における当該投資証券等の現
物分配基準日における評価額。なお、かかる現物分配基準日の評価
額は、(ⅰ)当該分配の対象が市場性のある有価証券である場合、現
物分配基準日に先立つ直近の 5 取引日（現物分配基準日を含まな
い。）における最終価格の平均値（取引日が 5 日に満たない場合、
現物分配基準日に先立つ全ての取引日（現物分配基準日を含まな
い。）における最終価格の平均値）とし、(ⅱ)当該分配の対象が市
場性のある有価証券ではない場合、第 28 条第 3 項に従い有限責任
組合員の承認を得て、当該投資証券等の現物分配基準日の時価とし
て定めた価額とする。
なお、本条において、「最終価格」とは、投資証券等に関し金融商
品取引所における最終売買値若しくは日本証券業協会により公表さ
れる最終売買値又は外国の取引所若しくは店頭市場におけるこれら
に準ずる価格とし、「取引日」とは、当該投資証券等に係る金融商
品取引所が営業している日若しくは日本証券業協会により運営され
る店頭市場が開設されている日又は外国におけるこれらに準ずる日
とする。但し、最終価格がない取引日についてはかかる日を除外す
るものとする。

「法人税法」

法人税法（昭和 40 年法律第 34 号。その後の改正を含む。）。

「暴力団」

暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団。

「暴力団員」

暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員。
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「暴力団関係企業」

暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員
若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど
暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企
業、又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維
持若しくは運営に協力している企業。

「暴力団準構成員」

暴力団員以外の暴力団と関係を有するものであって、暴力団の威力
を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若
しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維
持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの。

「暴力団対策法」

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第
77 号。その後の改正を含む。）。

「暴力的不法行為等」

暴力団対策法第 2 条第 1 号に規定する暴力的不法行為等。

「ポートフォリオ投資」

投資証券等に対して行う、又は行った投資。

「本組合」

投資事業有限責任組合であって、本契約に基づき組成されるもの。

「本契約」

柱書きに定義する意味を有する。

「本契約期間」

第 6 条第 2 項に定義する意味を有する。

「本締結日」

柱書きに定義する意味を有する。

「民法」

民法（明治 29 年法律第 89 号。その後の改正を含む。）。

「無限責任組合員」

［
］に本店を有する［
］及び同人の後任者として第 36 条
第 3 項に基づき選任された者（但し、本組合を脱退し又はその地位
の全部を譲渡した無限責任組合員を除く。）。

「持分金額」

各組合員について、その出資履行金額に、事業年度ごとに第 27 条
により当該組合員に帰属すべき損益を加減し、当該組合員に対し本
契約の規定により分配された金銭又は投資証券等の価額を減じた金
額。

「有限責任組合員」

本契約添付別紙 1 に有限責任組合員として記載される者、及び第 34
条又は第 35 条に従い有限責任組合員として本組合に加入した者
（但し、本組合を脱退し又はその地位の全部を譲渡した有限責任組
合員を除く。）。

「有限責任組合法」

投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成 10 年法律第 90 号。
その後の改正を含む。）。

「FATCA/CRS」

米国内国歳入法（Internal Revenue Code of 1986。その後の改正
を含む。）第 1471 条から第 1474 条まで及びこれに関連する日米政
府当局間の取決め（平成 25 年 6 月 11 日付の「国際的な税務コンプ
ライアンスの向上及び FATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日
本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」及び平成 25 年 12 月
18 日付の「国際的な税務コンプライアンスの向上及び FATCA 実施の
円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関
する声明の一部を修正する追加的声明」を含む。）、経済協力開発
機構（OECD）の非居住者の金融口座情報に関する国家間の自動的情
報 交 換 の 枠 組 み の た め の 共 通 報 告 基 準 （ Common Reporting
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Standard）並びにこれらに関連する法令（租税条約等の実施に伴う
所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和 44
年法律第 46 号。その後の改正を含む。）、同法施行令（昭和 62 年
政令第 335 号。その後の改正を含む。）同法の施行に関する省令
（昭和 44 年大蔵省・自治省令第 1 号。その後の改正を含む。）を
含む。）又は各国当局間の合意等。
2.

本契約において、日時は全て日本時間によるものとする。

3.

本契約において、報酬、原価及び費用等に関する言及は、これらに関して課される消費税、付加
価値税又はそれと類似の公租公課（外税）を［含む/含まない］ものとする。

【 第 1条 解 説 】
1. 第 1 条第 1 項は、本契約において繰り返し使用される用語、独立に定義規定を置くことによって
条文が理解し易くなる用語等を定義している。
2.

「特例業務対象投資家」の内容については、本契約の前提1.(2)参照。

3. 本契約においては、出資の払込の方法として無限責任組合員の要請があった場合に順次払込を行
ういわゆるキャピタル・コール方式を採用している（一括払込方式については第 8 条解説 2.及び 5.
参照）。この方式に対応して、第 1 条では、各組合員が出資することを約束した額を「出資約束金
額」、無限責任組合員からの出資の履行請求に基づき現実に払込がなされた金額を「出資履行金
額」、払込がなされていない金額を「出資未履行金額」と定義している。
なお、有限責任組合法第 9 条第 2 項は、「有限責任組合員は、その出資の価額を限度として組合
の債務を弁済する責任を負う。」と規定するが、これは、有限責任組合員は、組合に対する出資義
務を履行していない範囲内で、組合の債権者に対して直接責任を負うことを意味するものと考えら
れる。この点、キャピタル・コール方式を採る組合では、キャピタル・コールが有効に行われては
じめて、かかる出資義務が発生すると考えられる。従って、上記有限責任組合法の規定との関係で
は、有限責任組合員の責任は当然に出資約束金額全額につき発生するものではなく、キャピタル・
コールが有効に行われた範囲でのみ発生すると考えられる。
4. 第 1 条は、投資対象として、「投資証券等」の定義を置いている。なお、投資事業有限責任組合
は、事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有（これらの権利に関して利用を許諾す
ることを含む。）を事業として営むこともできるが（有限責任組合法第 3 条第 1 項第 7 号）、かか
る事業は国内 VC ファンドにおいては一般的でないことから、本契約においては、工業所有権及び著
作権への投資は想定していない。
また、投資証券等の取得を「ポートフォリオ投資」と定義している。
5. 第 1 条は、本組合がキャピタル・コールを行うことのできる期間として「出資約束期間」という
定義を置いている。ファンドにおいて新規投資を行い得る期間を意味するものとして「投資期間」
（Investment Period）という用語が使用されることも多いが、キャピタル・コールを行い得る期間
を意味することが多いため、本契約ではよりその趣旨に親和的な用語として「出資約束期間」
（Commitment Period）を採用した。海外ファンドではいずれの用語も採用されている。
非上場の株式等への投資を主たる目的とする VC ファンドにおいては、投資をした後、投資を回収
するまで一定の期間が必要となるため、組合の全存続期間にわたり新規投資を行うのではなく、新
規投資を行う期間を効力発生後一定の期間（ファンドの存続期間にもよるが、存続期間 10 年のファ
ンドであれば 4、5 年間程度）に限定することも少なくなく、それにあわせて、出資約束期間が設定
される。
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上記とは別に、いわゆるキーパーソン条項を、この出資約束期間と関連づけて規定することも考
えられる。これらの詳細は第 9 条参照。
6. 「投資証券等」の定義においては、第 5 条の「組合の事業」に応じて、括弧内（投資組合向け出
資等、外国法人向け出資等）を規定し、又は規定しないこととなろう。
7. 本契約においては、投資証券等の現物分配時の評価額について定める規定として、「分配時評価
額」の定義を置いている。なお、市場性のある有価証券ではない投資証券等を現物分配するに際し
て必要とされる「分配時評価額」についての有限責任組合員の承認の割合は、第 28 条第 3 項におい
て定められている。
8. 「無限責任組合員」及び「有限責任組合員」の定義においては、本組合を脱退した組合員、その
地位の全部を譲渡した組合員を除く旨を確認的に規定している。
9. 海外の投資家が組合に参加する場合における解釈の争いを避けるため、第 1 条第 2 項は、日時は
日本時間によることを規定する。
10. 第 1 条第 3 項は、組合契約における報酬等の金額に、消費税その他の税額を含むか否かを規定す
る。

第2条

名

称

本組合の名称は、「［
］投資事業有限責任組合」とする。［英文では、●● Investment
Limited Partnership と表記する。］

【第 2 条解説】
1. 第 2 条は本組合の名称を規定する。有限責任組合法第 3 条第 2 項第 2 号は、「組合の名称」を組
合契約において規定すべきとしている。
2. 有限責任組合法第5条第1項は、組合には、その名称中に投資事業有限責任組合という文字を用い
るものとしているので、本組合契約においても、「［
］投資事業有限責任組合」という名称に
している。なお、「投資事業有限責任組合［
］」、「［
］投資事業有限責任組合
［
］」といった名称を定めることも可能である。海外の投資家が組合に参加する場合には、組
合の名称の英文表記を定めておくことが便宜かと思われる。
なお、有限責任組合法第5条第4項においては、有限責任組合員は、その氏、氏名又は名称を組合
の名称中に用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた組合の債務については、無限責任
組合員と同一の責任を負うものとされている。
第3条

所 在 地

1.

本組合の事務所の所在場所は、［

］とする。

2.

［無限責任組合員は、組合員に対し事前に書面による通知を行うことにより、本組合の事務所の
所在場所を変更することができる。/無限責任組合員は、その裁量に基づき、本組合の所在場所を
変更することができる。無限責任組合員は、本組合の所在場所を変更した場合には、組合員に対
し当該変更について遅滞なく書面による通知を行うものとする。］

【第 3 条解説】
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1. 有限責任組合法第 3 条第 2 項第 3 号は、「組合の事務所の所在地」を組合契約において規定すべ
き事項としている。他方、同法第 17 条第 3 号は、「組合の事務所の所在場所」を組合契約の登記事
項としている。組合の事務所の所在地（location）とは、その所在する最小行政区画（市町村又は
東京都特別区）を指し、地名番地の表示は必要ない。他方、組合の事務所の所在場所（address）と
は、地名地番を含む概念である。従って、組合契約においては、組合の事務所の地名地番を記載せ
ず、最小行政区画まで特定すれば足りる。しかし、その場合、組合の事務所の所在場所の決定方法
及び変更方法を別途定めるとともに、組合契約の効力の発生の登記までに、当該決定方法に基づき
事務所の所在場所を決定し、当該決定がなされたことを証する書面を登記申請書に添付しなければ
ならないこととなる。これに対し、一般的な実務では、組合契約において組合の事務所の所在場所
まで記載し、登記申請に際しては組合契約書のみを添付している。そこで、本契約においても、第 3
条は、本組合の事務所の所在場所（同条第 1 項）及び同事務所の所在場所の変更方法（同条第 2
項）を規定している。
2． 有限責任組合法第 17 条第 3 号は、組合契約の登記事項として、「組合の事務所の所在場所」を
掲げ、同法第 18 条は、その変更があった場合は、変更の登記をしなければならないとしている。登
記事項の変更登記申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない（同法第 28
条）。従って、組合員に対する書面による通知を、組合の事務所の所在場所の変更の要件とした場
合、当該通知の写しを変更登記申請書に添付することを法務局に求められることがあり得る。これ
に対し、無限責任組合員の単独の裁量による決定のみを、組合事務所の所在場所の変更の要件とし、
単に無限責任組合員の義務として組合員への通知を要件として規定しておけば、変更登記申請書に
は、無限責任組合員が作成する決定書を添付すれば足りることとなる。そこで、本契約においては、
上記 2 つの場合の例を選択的に規定することとした。
3． なお、有限責任組合法第 3 条第 3 項において、組合に対してする通知又は催告は、組合の事務所
の所在地又は無限責任組合員の住所にあててすれば足りるものとされている。同項は、組合の債権
者の便宜を図る趣旨の規定であり、各組合員に対する通知等組合の内部関係には適用がないものと
解される。そこで、組合の内部関係については、第 48 条第 1 項に通知に関する規定をおいている。

第4条

組 合 員

1. 組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と有限責任組合員との別は、本契約添付別
紙 1 に記載のとおりとする。
2. 有限責任組合員は、自己に関し本契約添付別紙 1 記載事項の変更がある場合は、速やかに無限責
任組合員に書面で通知するものとする。
3.

無限責任組合員は、前項若しくは第 41 条の通知があった場合、又は自己に関し本契約添付別紙 1
記載事項の変更がある場合、すみやかに本契約添付別紙 1 を変更し、変更後の別紙 1 の写しを組
合員に送付するものとする。

【第 4 条解説】
1. 第 4 条は、組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と有限責任組合員との別を別紙
1 に記載することを規定する。有限責任組合法第 3 条第 2 項第 4 号において、「組合員の氏名又は名
称及び住所並びに無限責任組合員と有限責任組合員との別」は、組合契約において規定すべき事項
とされているので、これを省略することは許されない。なお、本契約では、閲覧の便宜上別紙に記
載することとした。
2.

なお、有限責任組合法第 8 条第 3 項において、組合の債権者は、営業時間内は、いつでも、組合
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の事務所に備え置かれた組合契約書の閲覧又は謄写を請求することができるとされている。そこ
で、実際上は、有限責任組合員になろうとする者に対し、その氏名又は名称及び住所等が組合の債
権者に対し開示され得る点を説明する必要が生じると思われる。

第5条

組合の事業

組合員は、本組合の事業として、共同で次に掲げる事業を行うことを約する。
①

株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取
得及び当該取得に係る持分の保有

②

株式会社の発行する株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）又は
企業組合の持分の取得及び保有

③

指定有価証券の取得及び保有

④

事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有

⑤

事業者に対する金銭の新たな貸付け

⑥

事業者を相手方とする匿名組合契約の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有

⑦

第 5 条第①号から第⑥号までの規定により本組合がその株式、持分、新株予約権、指定有価証
券、金銭債権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業

⑧

投資組合等に対する出資

⑨

第 5 条第①号から第⑧号の事業に付随する事業であって、次に掲げるもの
(ⅰ) 事業者が発行し又は所有する約束手形（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に掲げるもの
を除く。）の取得及び保有を行う事業
(ⅱ) 譲渡性預金証書の取得及び保有を行う事業
(ⅲ) (ⅰ)に規定する約束手形、金融商品取引法第 2 条第 1 項第 3 号に掲げる債券、同項第 4 号に
掲げる特定社債券、同項第 5 号に掲げる社債券、同項第 11 号に掲げる投資法人債券若しく
は同項第 15 号に掲げる約束手形に表示されるべき権利又は事業者に対する金銭債権に係る
担保権の目的である動産の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う事業

⑩

外国法人向け出資等の取得及び保有であって、その取得の価額の合計額の総組合員の出資履行金
額の合計額に対する割合が［100］分の［50］に満たない範囲内において、前各号に掲げる事業の
遂行を妨げない限度において行うもの

⑪

本契約の目的を達成するため、次に掲げる方法により行う業務上の余裕金の運用
(ⅰ) 銀行その他の金融機関への預金
(ⅱ) 国債又は地方債の取得
(ⅲ) 外国の政府若しくは地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関（その機関の本店又は主
たる事務所の所在する国の政府が主たる出資者となっている機関をいう。）、外国の地方公
共団体が主たる出資者となっている法人又は外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は債
務を保証する債券の取得

【第 5 条解説】

16

1. 有限責任組合法第 3 条第 1 項は、同項に掲げられた事業の全部又は一部を営むことの合意がある
ことを、組合契約の効力発生要件としている。同項に掲げられた事業の全部を本組合の事業とする
ことも、その一部のみを合意することも認められる。
2. 有限責任組合法第 3 条第 2 項第 1 号により、「組合の事業」は組合契約書に記載すべき事項とさ
れているので、第 5 条において、その事業の内容を同法第 3 条第 1 項の規定に従い列挙している。
なお、同項に掲げられた事業である限り、その内容を、個別の組合の目的に従いより詳細に具体化
することは可能である。
3. 第 5 条に定める事業の目的の範囲を逸脱した無限責任組合員の行為は、法的には無権代理行為と
考えられ、民法上無権代理行為は本人の追認があれば有効な代理行為とすることができる（民法第
113 条第 1 項）。但し、当該無権代理行為が有限責任組合法第 3 条第 1 項に掲げる事業以外の行為で
ある場合には、組合員は追認することができないとされているため、当該法律行為については、組
合との関係では確定的に無効な行為となる。なお、この無権代理人の責任は、民法第 117 条に従い
処理されることとなり、当該法律行為の相手方が履行を選択した場合には、無限責任組合員は履行
義務を負うことになる。
4. 第 5 条第⑩号に掲げる外国法人の発行する株式の取得等については、投資事業有限責任組合契約
に関する法律施行令（平成 10 年政令第 235 号。その後の改正を含む。）第 3 条において、「法第 3
条第 1 項第 11 号に掲げる事業については、同号の規定による取得の価額の合計額の総組合員の出資
の総額に対する割合が 100 分の 50 に満たない範囲内において、組合契約の定めるところにより、行
われなければならない。」と規定されている。本契約においては、出資の履行につきキャピタル・
コール方式を採用しているところ、かかる場合には、政令に定める「総組合員の出資の総額」は、
出資履行金額の合計額をいうものと考えられる。
5. 有限責任組合法上認められている組合の事業の中には、許認可の取得が必要なものもあることに
留意が必要である。例えば、事業者に対する新たな金銭の貸付けを業として行うのであれば貸金業
の登録（貸金業法（昭和 58 年法律第 32 号。その後の改正を含む。）第 3 条第 1 項）、不動産の取
得を業として行うのであれば不動産特定共同事業の許可（不動産特定共同事業法（平成 6 年法律第
77 号。その後の改正を含む。）第 3 条第 1 項）の要否が問題となり得る。不動産特定共同事業の許
可については、特に不動産の取得を予定していない限り通常は許可を取得しないものと思われるこ
とから、本契約では不動産の売買等については第 5 条に規定していない。

第6条

本契約の効力発生日及び組合の存続期間

1.

本契約の効力は、［
ものとする。

］年［

］月［

］日（以下「効力発生日」という。）をもって発生する

2.

本組合の存続期間（以下「本契約期間」という。）は、効力発生日より［
］年間とする。但
し、無限責任組合員は、総有限責任組合員の出資口数の合計の［
］分の［
］以上に相当
する出資口数を有する有限責任組合員の承認を得た場合には、かかる期間の満了日の翌日からさ
らに［ ］年間を限度として、本契約期間を延長することができる。

【第 6 条解説】
1. 有限責任組合法第 3 条第 2 項第 6 号及び第 7 号は、「組合契約の効力が発生する年月日」及び
「組合の存続期間」を組合契約書に記載すべきとしていることから、第 6 条第 1 項は、組合契約の
効力が発生する年月日を、第 6 条第 2 項は、組合の存続期間を規定している。
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2. 第 6 条第 2 項但書きは、存続期間の延長の方法について定めている。なお、組合の存続期間の延
長は、追加的な管理報酬の発生や組合財産の分配の遅延等により、無限責任組合員と有限責任組合
員との間で利害対立が生じるおそれのある事項であるため、無限責任組合員が存続期間を延長する
にあたっては、有限責任組合員の承認を得ることとしている。
3. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含
み、以下「独占禁止法」という。）第 11 条第 1 項但書き第 4 号本文は、銀行業又は保険業を営む会
社の議決権取得・保有制限について、当該会社が投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、
組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合を除外
するとしている。但し、かかる除外規定は、①有限責任組合員が議決権を行使することができる場
合、②議決権の行使について有限責任組合員が無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び
③議決権を有することとなった日から政令で定める期間（10 年間）を超えて当該議決権を保有する
場合には適用されない（同号但書き）。そのため、有限責任組合員に銀行業又は保険業を営む会社
が含まれる場合においては、当該有限責任組合員が上記除外規定の適用を受けるため、本組合の存
続期間を 10 年以内とすることが一般的である。もっとも、上記除外規定の適用を受けるためには、
清算手続中における議決権の保有期間を合算してその要件を充足する必要がある点についても留意
しなければならない。
なお、銀行法（昭和 56 年法律第 59 号。その後の改正を含み、以下同じ。）及び保険業法（平成 7
年法律第 105 号。その後の改正を含み、以下同じ。）においても、銀行業又は保険業を営む会社に
係る上記独占禁止法上の議決権取得・保有制限と同趣旨の制限及びその除外規定が定められている
が（銀行法第 16 条の 4 第 1 項、第 9 項、第 2 条第 11 項、銀行法施行規則（昭和 57 年大蔵省令第 10
号。その後の改正を含む。）第 1 条の 3 第 1 項第 3 号、保険業法第 107 条第 1 項、第 9 項、第 2 条
第 15 項、保険業法施行規則（平成 8 年大蔵省令第 5 号。その後の改正を含む。）第 1 条の 3 第 1 項
第 3 号）、これらの法令上の制限については、平成 25 年の金融商品取引法等改正に伴い、上記③の
場合でも除外規定の適用があるものとされた。これを受け、公正取引委員会は、投資事業有限責任
組合を通じて 10 年間を超えて議決権取得・保有制限に抵触する議決権を保有し、上記③の場合に該
当することとなった有限責任組合員たる会社についても、キャピタルゲインを得ることを目的とし
た当面の期間の議決権の保有であると認められること等一定の要件を満たす場合には、独占禁止法
第 11 条第 1 項但書きに基づき個別に認可することにより、かかる議決権の保有を認めることを公表
している（平成 26 年 4 月 1 日改定「独占禁止法第 11 条の規定による銀行又は保険会社の議決権の
保有等の認可についての考え方」第 1 の 3）。

第7条

登

記

1.

無限責任組合員は、有限責任組合法第 17 条に従い、本組合の事務所の所在地において組合契約の
登記をするものとする。

2.

前項に定める登記事項に変更が生じた場合、無限責任組合員は、有限責任組合法第 18 条に従い、
変更の登記をするものとする。

【第 7 条解説】
1. 第 7 条第 1 項は、無限責任組合員は、本組合の事務所の所在地において、組合契約の登記を行う
べきことを規定している。有限責任組合法第 17 条は、登記事項として、「組合の事業」、「組合の
名称」、「組合契約の効力が発生する年月日」、「組合の存続期間」、「無限責任組合員の氏名又
は名称及び住所」、「組合の事務所の所在場所」及び「組合契約で（有限責任組合）法第 13 条第 1
号から第 3 号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由」を掲げている。な
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お、登記の申請は、同法第 26 条により、無限責任組合員の申請によるものと規定されている。よっ
て、本組合においても、無限責任組合員の義務として、法律上の登記事項を登記すべきものとして
規定している。
2. 有限責任組合法第 18 条は、登記事項に変更が生じたときは、2 週間以内に、本組合の事務所の所
在地において変更の登記をしなければならないと規定している。なお、同条の規定による登記につ
いても、無限責任組合員の申請によるものと規定されている（同法第 26 条）。そこで、第 7 条第 2
項において、無限責任組合員が変更の登記をすべきものと規定している。
3. 組合契約の効力は契約締結によって発生するとされており（有限責任組合法第 3 条第 1 項）、登
記は組合契約の効力発生要件ではない。但し、同法第 4 条第 1 項により、登記事項は、登記の後で
なければ、善意の第三者に対抗することができないとされている。

第2章 出

第8条

出

資

資

1.

本組合の出資一口の金額は［

］円とする。

2.

組合員は、本契約添付別紙 1 に記載された当該組合員の出資口数に前項に規定する出資一口の金
額を乗じた額を上限額として、本条第 3 項から第 5 項までの規定に基づき本組合に出資すること
を約する。［無限責任組合員は、自らの出資口数が総有限責任組合員の出資口数の合計の
［
］%以上になるよう維持するものとし、自らの出資口数が当該割合を下回ることとなる場合
は、第 35 条に従い出資約束金額を増額させることにより自らの出資口数を増加させるものとす
る。］

3.

組合員は、［効力発生日に/効力発生日から［
］日以内の無限責任組合員が別途書面により指
定する日（以下「当初クロージング日」という。）までに］、出資約束金額の［
］%に相当す
る額の金銭を組合口座に振込送金して払い込むものとする。

4.

組合員は、出資約束期間中、出資未履行金額の範囲内で、無限責任組合員からの［
］日前ま
での書面による通知（以下「追加出資請求通知」といい、追加出資請求通知による出資請求を
「追加出資請求」という。）に従い、無限責任組合員が指定した日までに、無限責任組合員が指
定する金額につき、各組合員がその出資約束金額に応じて按分した額を組合口座に振込送金して
払い込むものとする。

5.

組合員は、出資約束期間満了後においては、次の各号に規定する場合に限り、出資未履行金額の
範囲内で、無限責任組合員からの［
］日前までの追加出資請求通知に従い、無限責任組合員
が指定した日までに、次の各号に規定する場合に必要となる金額につき、各組合員がその出資約
束金額に応じて按分した額を組合口座に振込送金して払い込むものとする。但し、第①号に規定
する場合、追加出資請求の対象となる金額は、各組合員の出資約束金額の［
］%に相当する額
を超えないものとする。
①

投資先事業者等に対する追加的なポートフォリオ投資を目的とする場合

②

出資約束期間満了前に本組合がポートフォリオ投資の主な準備行為を行っていた場合におい
て当該ポートフォリオ投資を完了するために必要とされる場合

③

第 31 条第 1 項に規定する本組合の費用又は第 32 条第 2 項第③号に規定する管理報酬に充当
することを目的とする場合
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6.

追加出資組合員は、それぞれ無限責任組合員が書面により指定する日（以下「追加クロージング
日」という。）までに、(ⅰ)各追加出資組合員の出資約束金額に追加クロージング日時点におけ
る既存出資比率を乗じて算出した額の出資金に、(ⅱ)本条第 3 項から第 5 項までの規定に基づき
当該追加クロージング日までに行われた各払込につき、当該払込時点の既存出資比率を当該追加
出資組合員の出資約束金額に乗じて算出した額に関し、当該払込のなされるべきであった日の翌
日から追加クロージング日までの期間について年利［
］%（年 365 日の日割り計算とする。）
でそれぞれ算出された利息金の合計額（以下「追加出資手数料」という。）を加算した合計額
を、組合口座に振込送金して払い込むものとする。

7.

前項の規定にかかわらず、［(ⅰ)無限責任組合員が、その誠実な判断により、かかる金額の支払
いが、ポートフォリオ投資について生じた重大な価値の変動のため、追加出資組合員の当該ポー
トフォリオ投資に関する持分割合が不公正なものとなると認める場合には、無限責任組合員は、
当該追加出資組合員を、当該ポートフォリオ投資への参加から排除することができ、(ⅱ)］追加
クロージング日までに、本組合が第 28 条に従い既に分配を行っていた場合には、無限責任組合員
は、当該追加出資組合員が払い込む額に、その裁量により適切と考える調整を加えることができ
るものとする。

8.

無限責任組合員は、本条第 6 項に従い払込がなされた額から、本条第 9 項に従って［効力発生日/
当初クロージング日］から組合員とされることにより追加出資組合員が負担することとなる管理
報酬の額を、管理報酬として受領するものとする。

9.

追加出資組合員は、本条第 6 項に定める払込みにより、［効力発生日/当初クロージング日］（及
び追加出資請求通知に応じた出資がなされている場合には、その払込日）に当該出資をなした場
合と同様に本契約に基づく権利及び義務を取得する。

【第 8 条解説】
1. 有限責任組合法第 6 条においては、組合員は出資一口以上を有すること（同条第 1 項）、出資の
内容は金銭その他の財産のみとし（同条第 2 項）労務出資を認めないこと、及び出資一口の金額は
均一でなければならないこと（同条第 3 項）が規定されている。これらの規定に基づき、第 8 条第 2
項においては、組合員が所定の出資約束金額を上限額として第 8 条第 3 項以降の規定に基づき本組
合に払込をすることを約束する旨規定している。当然のことながら、各組合員の出資約束金額は、
出資一口の金額以上であることを要する。
なお、無限責任組合員に対する投資パフォーマンス向上のインセンティブを付与し、また、有限
責任組合員の利益と無限責任組合員の利益を可及的に一致させるために、無限責任組合員が有する
出資口数の合計については、総有限責任組合員の出資口数の総数の一定割合（例えば、1%）を維持
することを義務付ける条項を規定することも考えられる。本条第 2 項の括弧内は、そのような条項
の例である。
2. 第 8 条第 4 項においては、出資約束期間中における出資の方法を規定している。VC ファンドで
は、一つの投資案件における投資金額が必ずしも大きくなく、また、投資検討から実際の投資まで
を極めて短期間で行うこともあることから、特定の投資案件を前提とせずに、あらかじめ合意した
出資約束金額の枠内で、無限責任組合員の判断により、キャピタル・コールを行うことができる方
式を採用している。但し、少額の出資を繰り返すのは煩雑であるため、1 回のキャピタル・コールで
出資すべき金額を出資約束金額の一定割合という形で指定することもある（下記条項案（ⅰ）参
照）。また、余資運用を制限するため、一定の金額まで出資金を使用した場合に限り次のキャピタ
ル・コールを可能としているケースもある（下記条項案（ⅱ）参照）。なお、第 8 条第 4 項におい
ては、出資される金銭の使途に特段の限定をしていないため、本組合の費用や管理報酬に充当する
ことを目的として、キャピタル・コールを行うことも可能である。
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条項案（ⅰ）：「4. 組合員は、出資約束期間中、出資未履行金額の範囲内で、無限責任組合員か
らの［
］日前までの書面による通知（以下「追加出資請求通知」といい、追加
出資請求通知による出資請求を「追加出資請求」という。）に従い、無限責任組合
員が指定した日までに、無限責任組合員が指定する金額（但し、出資約束金額の
［
］％を単位とする。）を組合口座に振込送金して払い込むものとする。」
条項案（ⅱ）：「4. 組合員は、出資約束期間中、総組合員の出資履行金額の合計額の［
］％
以上が本組合の事業において費消された場合には、出資未履行金額の範囲内で、無
限責任組合員からの［
］日前までの書面による通知（以下「追加出資請求通
知」といい、追加出資請求通知による出資請求を「追加出資請求」という。）に従
い、無限責任組合員が指定した日までに、無限責任組合員が指定する金額につき、
各組合員がその出資約束金額に応じて按分した額を組合口座に振込送金して払い込
むものとする。」
これに対し、上述のとおり、特定の投資案件の実行の都度、当該投資に必要な金額についてキャ
ピタル・コールを行う方法を採用するファンドもある。また、運用資産の規模その他の経済的実情
に鑑み、キャピタル・コールの方法をとらず、組合組成時に出資金の全額を一括して払い込む方法
を採用するファンドもある（後記 5.参照）。
本契約のように、特定の投資案件を前提とせずにキャピタル・コールをなし得る方式を採用する
ときは、キャピタル・コールを行う際に資金使途は通知せず、ほかに組合契約上定められたキャピ
タル・コールの条件があるときはこれを充足している旨を通知することも考えられる。もっとも、
この場合、キャピタル・コール後に実行した投資案件の内容を無限責任組合員が組合員に事後的に
通知することは適切と考えられ、かかる通知について第 21 条第 8 項で規定している。他方、特定の
投資案件を前提としてキャピタル・コールを行う場合には、キャピタル・コールの際に、投資先事
業者等の概要等の投資案件の内容を組合員に通知することを求めることも考えられる。
3. 海外ファンドで規定されることがある契約条項として、ポートフォリオ投資ごとに有限責任組合
員が出資の履行を免れ（Excuse）、又は無限責任組合員がある有限責任組合員を投資に参加させな
いものとする（Exclusion）規定がある。年金関係の投資家等においては、一定の産業や事業等に投
資することができないケースもあり、このような投資家にとっては重要な条項となる。しかしなが
ら、Excuse を認める場合であっても、出資を約束した有限責任組合員が容易に出資の履行を免れて
は投資ファンドとしての目的を達し得ないことから、Excuse が認められる要件は、法令やファンド
加入時に無限責任組合員に通知された有限責任組合員の内部規定に違反する場合等、厳格に限られ
るのが通常であり、さらに、Excuse の請求ができる期間を限定したり、法律意見書の提出を要件と
する場合もある。海外のファンド実務において、当該規定が発動されることはまれであるとの指摘
もあり、国内 VC ファンドにおいては、かかる規定自体設けないことが多いため、本契約において
は、Excuse/Exclusion の規定は設けないことを前提としている。
Excuse/Exclusion の規定が設けられる場合（出資の不履行を発生させた組合員に特定の投資に係
る損益を配分しない規定が設けられる場合はその場合を含む。）、組合員ごとに出資約束金額のう
ち出資の履行が未了である金額（出資未履行金額）の割合が異なり得ることとなる。この場合、出
資約束金額に応じたキャピタル・コールを行うと、最終的に一部の組合員については出資約束金額
全額を使い果たしたものの他の組合員については出資約束金額全額を使い果たしていないという事
態が生じ得る。そこで、出資未履行金額の全額を使い切ることができるようにするために、キャピ
タル・コールは出資未履行金額をベースに行うことも考えられる。
4.

第 8 条第 5 項においては、出資約束期間満了後における出資の方法を規定している。
VC ファンドが主たる目的とする非上場株式等に対する投資は、投下資本の回収に相当な期間を要
するのが通常である。かかる実態を踏まえ、本契約においては、契約期間を、出資約束期間と出資
約束期間満了後の回収のための期間に二分し、出資約束期間中は、組合においてポートフォリオ投
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資を行うことができ、また、これに対応して、出資金の使用用途を限定することなくキャピタル・
コールを行うことができるとしている。他方、出資約束期間経過後は、原則としてポートフォリオ
投資を行うことはできないが、一定程度の投資活動の柔軟性を確保できるように、①既存投資先へ
の追加投資（follow-on investment）を目的とする場合と②投資すべき株式につきその取得に係る
株式売買契約を出資約束期間内に締結した等、投資に向けられた一定の行為が出資約束期間内に既
に行われていた場合（かかる投資は follow-up investment と呼ばれることもある。）における投資
については、例外的に行うことができるものとし、これに対応して、これらの投資目的でキャピタ
ル・コールを行うことができるものとしている（出資約束期間経過後のポートフォリオ投資の制約
に関しては、第 21 条第 3 項参照）。
これら①及び②の例外の範囲の定め方としては、上記の規定による定め方のほか、①については
出資約束期間経過後一定年数に限る、②については契約書、基本協定書等を締結した場合に限る等
の方法も考えられる。②については、後日の争いを避ける観点からは、いかなる行為が行われてい
る必要があるのかについて明確に定めておくことが適切である。
なお、この場合に出資すべき金額については、①の場合、追加投資における、各投資先事業者等
に対する投資毎の各有限責任組合員に関する Excuse/Exclusion の規定が設けられるのであれば、各
有限責任組合員の出資約束金額ではなく、各ポートフォリオ投資に係る各組合員の対象持分割合の
比率で、キャピタル・コールを行う旨規定されることになるものと思われる。
また、③組合の費用又は管理報酬に充当するためのキャピタル・コールについては、出資約束期
間満了後も、無限責任組合員の判断により行うことができるものとし、いずれも出資約束金額に応
じて行うこととしている。
5. 前記 2.のとおり、運用資産の規模その他の経済的実情に鑑みて、組合員の出資を、組合の組成時
における一括払込とする旨合意するケースもある。その場合、第 8 条第 2 項以下に代えて以下のと
おり規定するとともに、本契約のその他の規定に所要の変更を行うことになろう。
「組合員は、［
］年［
］月［
］日までに、別紙 1 記載の当該組合員の口数に出資一
口の額を乗じた合計金額全額を組合口座に振込送金して払い込むものとする。」
6. また、全ての組合員の出資を一括払込とする場合でなくても、例えば、一部の有限責任組合員に
おいて、キャピタル・コールに応じて出資を行う都度、当該組合員における内部決裁手続をとるこ
とが煩雑である等の理由から、当該組合員についてのみ、出資約束金額の全額を一括で払い込むこ
とを認めることもある。しかし、この場合、当該払込金額の全額を出資として扱うと、当該組合員
の出資割合が高くなり、本契約上規定されている出資割合に応じた取扱や意思決定に影響が生じて
しまうことから、本来キャピタル・コールに応じて出資すべき金額を超える部分については、出資
ではなく預り金として取り扱い、他の組合員が追加で出資する都度、対応する金額を出資に振り替
える等の措置を講ずる必要がある。
7. 第 8 条第 6 項は、新規加入組合員が本組合に加入する際又は既存組合員の出資約束金額を増額す
る際（本契約ではこれらの組合員を「追加出資組合員」と定義している。）に出資するべき金額に
ついての規定であり、追加出資組合員は、既存出資比率を当該追加出資組合員の出資約束金額に乗
じた金額（既存組合員が出資約束金額を増額した場合はそのうち増額分）を払い込むものとしてい
る。これにより払い込まれた金額は、本組合の組合財産を増加させるが、これによる増加額は管理
報酬に充当されたり、将来の投資等に利用されることとなろう。なお、かかる出資の時点までに分
配が行われていた場合に、当該分配のなされた投資証券等の元本相当額については、払込を求めな
いことも考えられる。その場合の調整を可能にする規定が第 7 項(ⅱ)の規定である。
これに対して、追加出資組合員が加入時に払い込んだ額のうち管理報酬に充当するべき額以外の
額については、そのまま組合財産としてプールしておくと投資ファンドとしての資金効率の低下を
招くため、他の組合員に対して、追加出資組合員が当初より出資していれば払い込まずに済んだ額
及び利息相当分を払い戻すという方法も考えられ、実務上もこのような取扱いをしている投資ファ
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ンドも多数存在している。この場合、出資金として拠出された資金はいったん組合財産を構成し、
その後他の組合員に対し出資金の払戻しが行われる形になり、利息については出資金とはならず直
接他の組合員に支払われたのと同様に扱うものとされる場合が多いようである。それゆえ、かかる
追加出資により本組合の財産は最終的には原則として増加しないことになる（なお、管理報酬につ
いては、無限責任組合員が受領する。）。
第 7 項(ⅰ)については、追加出資組合員がポートフォリオ投資ごとに取得する対象持分金額を、
追加出資組合員の出資金額に応じた額とはせず調整することで、実行済みのポートフォリオ投資の
価値の増加又は減損分を考慮するというアレンジメントを念頭に置いた規定である。
Excuse/Exclusion の規定を設ける場合、ポートフォリオ投資ごとに払い込むべき出資金を定める
必要がある。従って、当該追加出資組合員についての Excuse/Exclusion の規定も加味して、追加出
資時に出資すべき金額を決する必要があると思われる。

第9条

出資約束期間の中断及び早期終了

1. 無限責任組合員は、主要担当者事由が発生した場合には、かかる事由の発生につき、有限責任組
合員に速やかに書面にて通知するものとする。主要担当者事由が生じた場合、本条第 3 項の規定
に従って、本組合の組合財産の運用に実質的に関与しなくなった主要担当者に代わる者が選任さ
れるまでの間、本組合の出資約束期間は中断し、かかる出資約束期間の中断中は、本組合は、出
資約束期間経過後にのみ許容される事業のみ行うことができるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、総有限責任組合員の出資口数の合計の［
］分の［
］以上に相
当する出資口数を有する有限責任組合員の承認を得た場合、又は、本条第 3 項に従って、本組合
の組合財産の運用に実質的に関与しなくなった主要担当者に代わる者が、主要担当者事由の発生
後［
］ヶ月以内に選任された場合、出資約束期間の停止は解除されるものとし、かかる解除
がなされない場合、主要担当者事由の発生後［
］ヶ月を経過した日に出資約束期間は終了す
るものとする。
3. 無限責任組合員は、各有限責任組合員に書面により通知することにより、主要担当者の後任の候
補者、又は追加的な候補者を指名することができる。かかる場合、無限責任組合員は、各有限責
任組合員に当該候補者の情報を提供し、有限責任組合員から求められた場合、当該候補者と当該
有限責任組合員との面談の機会を設定するものとする。候補者の選任は、総有限責任組合員の出
資口数の合計の［
］分の［
］以上に相当する出資口数を有する有限責任組合員の承認を
得ることを要するものとする。

【第 9 条解説】
1. 本条では、出資約束期間の中断及び早期終了に係る条項として、主要担当者の喪失によるものを
規定している。主要担当者の喪失による出資約束期間の中断及び終了は、キーパーソン条項と言わ
れ、無限責任組合員の役員・従業員のうち特定の者がファンド運営に関与することを期待して有限責
任組合員がファンドに出資する場合に規定される。しかし、VC ファンドの中でも、無限責任組合員
における社内やグループ会社との間の人事異動により担当者の変更が頻繁であるファンドにおいては
かかる条項を設けるのは現実的ではない。キーパーソン条項の要否やキーパーソンの人数設定如何
は、上記のようなファンドの性質のほか、無限責任組合員の何を信頼して出資するよう投資家に対し
求めるかにもより、例えば無限責任組合員の有する人的経営資源（スタッフの数やグループ会社との
ネットワーク等）やトラックレコードの差（会社としてトラックレコードがあるかや構成員たる個人
への信頼を基礎に出資を求めるか）にもよると思われる。キーパーソン条項には、本契約のように主
要担当者の喪失により自動的に発動するケースと有限責任組合員の投票により発動するケースとがみ
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られる。また、キーパーソン条項の発動の効果については、本契約のように出資約束期間の中断及び
早期終了に結びつける建付けのほか、組合の解散という効果に結びつける建付けもあり得る。また、
キーパーソンを複数の層に分け、最も重要なキーパーソンと他の層のキーパーソンとでキーパーソン
条項発動の要件及び効果を異なるものとする例も存在する。
2. かかるキーパーソン条項のほか、出資約束期間の中断及び終了に係る条項として、無限責任組合
員の帰責事由を要件としないいわゆる no fault divorce（cancellation）が規定されることがあ
る。有限責任組合員の都合により何らの合理的な理由なく組合の活動等が停止されることは、投資先
事業者等にとっても当初の計画に沿った事業活動が困難となる等その影響が甚大である場合が多いと
思われること、特に組合の活動を終了させる場合には清算の際に未公開株式等処分の容易でない投資
証券等の処分に時間がかかる場合もあり得ること等から、かかる条項を規定するか否か、また無限責
任組合員に何らの非もない場合にかかる規定を実際に発動させるか否かは、有限責任組合員において
も投資先事業者等への影響を考慮し慎重に検討することが必要となろう。当該条項の効果としては、
出資約束期間の終了、無限責任組合員の解任若しくは除名、又は組合の解散という効果に結びつける
建付けが考えられるところである。

第 10 条 出資約束金額の減額
1.

効力発生日から［
］年を経過した日の属する事業年度末において、総組合員の出資約束金額
の合計額に対する投資総額の割合が［
］%を超えていない場合、無限責任組合員は各有限責任
組合員に対し、当該事業年度の末日から［
］ヶ月以内にその旨を書面により通知するものと
する。

2.

前項の通知がなされた場合、総有限責任組合員の出資口数の合計の［
］分の［
］以上に
相当する出資口数を有する有限責任組合員は、無限責任組合員に対し、当該事業年度の末日から
［
］ヶ月以内に限り、書面により出資約束金額の減額を請求することができる。

3.

有限責任組合員から前項に規定される請求がなされた場合、無限責任組合員は、本契約期間の残
存期間における投資予定額及び管理報酬の総額並びに既発生の費用の額及び将来発生することが
予想される費用の見積額等の諸事情を勘案の上、減額の是非並びに（減額する場合には）減額後
の出資約束金額及び減額の効力発生時期を決定し、有限責任組合員に速やかに書面により通知す
るものとする。

【第 10 条解説】
第 9 条の規定とは別に、国内の VC ファンドにおいては、組合による投資が一定期間に進まない場
合の出資約束期間の取扱いについての規定を設けている例がみられる。
第 10 条においては、第 1 項において、効力発生日から一定期間経過時点において、総組合員の出
資約束金額の合計額に対する投資総額（当該時点において予定されている投資に係る投資金額を加算
する場合もありうる。）の割合が一定の数値を超えていない場合には、無限責任組合員がその旨を各
有限責任組合員に通知するものとし、第 2 項に基づき一定割合の有限責任組合員から出資約束金額の
減額請求を受けた場合には、第 3 項のとおり、無限責任組合員において減額の可否を決定することと
している。最終的な決定権を無限責任組合員に残しているのは、無限責任組合員が善管注意義務に従
い諸般の事情を踏まえて判断する結果に委ねる趣旨である。しかし、一定の割合の有限責任組合員か
らの請求がなされれば、無限責任組合員に減額義務を課すという構成も十分考えられる。このような
構成を採る場合には、前条において解説したいわゆる no fault cancellation 条項の一種とみること
も可能であろう。もっとも、一定の割合の有限責任組合員からの請求がなされた場合には無限責任組
合員に減額義務を課すという構成をとる場合、出資約束金額の合計額に対する投資総額の割合が本条
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第 1 項の基準を満たさなくとも、本契約期間の残存期間における新規投資先への投資予定額を含めれ
ば基準を満たすというときには、有限責任組合員に減額請求権を生じさせない建付けとし、無限責任
組合員と有限責任組合員の間の権利義務関係の調整を図るケースもある。

第 11 条 追加出資及び出資金の払戻
1.

第 29 条第 2 項に規定する場合及び総組合員が同意した場合を除き、組合員は、本章に規定する出
資義務以外に、本組合に対し出資をなす義務を負わない。

2.

第 28 条に基づく組合財産の分配及び第 40 条に基づく脱退組合員に対するその持分の払戻を除
き、出資金は、理由の如何を問わず、いかなる組合員に対しても、本契約期間中払い戻されない
ものとする。［但し、以下の各号に定める場合には、無限責任組合員は、以下の各号に定める出
資金を組合員に払い戻すものとする。これらの払戻しのなされた金額は、本組合には一度も出資
されていないものと扱われ、組合員の出資未履行金額に追加されたものとみなされ、追加出資請
求の対象となるものとする。
①

無限責任組合員は、ポートフォリオ投資が実現しないと判断した場合には、当該ポートフォ
リオ投資のために出資された出資金を、本組合の費用の支払いのために合理的に必要と見込
まれる額及び他のポートフォリオ投資のために合理的に必要と見込まれる額を留保して払い
戻すものとする。

②

無限責任組合員は、ポートフォリオ投資を実行するのに、当該ポートフォリオ投資のために
出資された出資金の全額を要しないと判断した場合には、当該ポートフォリオ投資のために
必要である金額を超える部分を、本組合の費用の支払いのために合理的に必要と見込まれる
額及び他のポートフォリオ投資のために合理的に必要と見込まれる額を留保して払い戻すも
のとする。］

【第 11 条解説】
1. 第 11 条第 1 項は、組合員は第 2 章及び第 29 条第 2 項に規定する以外に追加出資義務を負わない
旨を、第 11 条第 2 項は、払込がなされた出資金は原則として払い戻さない旨を規定する。
2. 追加出資組合員の出資金を他の組合員に払い戻す規定（第 8 条解説 7.参照）や、余剰資金の払戻
しの規定（本条第 2 項但書きとして記載されている条項）を盛り込む場合には、例外的な払戻事由
を第 2 項に列挙することになる。特定の投資案件を前提とせずにキャピタル・コールを行うことを
認める方式を採用する場合には、無限責任組合員において余剰資金を組合財産として保持すること
をさほど懸念しないのが通常と思われるため、キャピタル・コールの頻度等を勘案して規定の要否
を検討することとなるであろうし、また特定の投資案件を前提としてキャピタル・コールを行う方
式を採用する場合でも、事務の煩雑さを勘案して払戻しの規定は設けないことも考えられる。本契
約においては、払戻しを行う場合、本組合の費用の支払いのために合理的に必要と見込まれる額及
び他のポートフォリオ投資のために合理的に必要と見込まれる額を組合に留保できるものとしてい
る。さらに、払い戻された資金がキャピタル・コールの対象となるかどうかについて、本契約にお
いては再度キャピタル・コールの対象となる旨規定している。なお、組合に留保された資金を別の
ポートフォリオ投資に用いることを可能にするのであれば、少なくとも無限 責 任 組 合 員 に よ る 出
資 義 務 の 免 除 （ Excuse）を認める組合では、当該資金を用いるポートフォリオ投資に係る情報を
事前に組合員に提供し、組合員が投資から除外を受ける機会を確保する必要があり、また、それ以
外の場合にもキャピタル・コールに関して投資案件の内容の情報等を提供している場合にはかかる
情報を提供することが適切であると思われるため、この点を組合契約上規定することも考えられ
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る。
3. なお、有限責任組合法第 10 条第 2 項本文により、有限責任組合員は、貸借対照表上の純資産額を
超えて分配を受けた場合は、当該分配を受けた金額の範囲内において、組合の債務を弁済する責任
を負うものとされている。かかる有限責任組合員の義務は、分配財産の返還であり出資義務そのも
のではないが、同条の責任が発生し得ることを確認する趣旨から、第 11 条第 1 項において第 29 条
第 2 項を例外として規定している。

第 12 条 出資払込等の不履行
1.

本契約に基づく支払義務の履行を怠った組合員は、本契約に基づき支払いを行うべき日の翌日か
ら支払いを行うべき金額の全額が払い込まれた日までの期間につき、本組合に対し当該金額の未
払込残高に対して年［
］%の割合（年 365 日の日割計算とする。）で計算した遅延損害金を支
払うものとする。

2.

組合員が本契約に基づく支払義務の履行を怠ったことにより本組合又は他の組合員に損害が発生
した場合には、当該組合員は当該不履行により本組合又は他の組合員が被った一切の損害を賠償
する責任を負うものとする。

3.

組合員は、他の組合員の支払義務の不履行を理由に、自己の支払義務の履行を拒絶することはで
きない。

［4. 組合員が本組合に対する出資の履行を怠った場合、無限責任組合員は、当該出資の履行を怠った
組合員以外の組合員に対し、かかる不履行のなされた出資金額に相当する分だけ、当該出資の履
行を怠った組合員以外の組合員に対し、無限責任組合員からの［
］日前までの書面による通
知に従い、無限責任組合員が指定した日までに、かかる金額を第 8 条第 3 項から第 5 項までの規
定に従い按分した額につき、本組合への出資を行うよう求めることができる。但し、各組合員
は、自己の出資未履行金額を超えて出資を求められることはないものとする。］
5.

有限責任組合員が本契約上の支払義務の履行を怠った場合には、無限責任組合員は、当該有限責
任組合員に対して履行の懈怠を書面により通知するものとし、当該有限責任組合員がかかる通知
の到達の日から［
］日以内に支払いを行わない場合において、無限責任組合員が通知したと
きは、当該有限責任組合員は、「不履行有限責任組合員」となる。無限責任組合員は、その裁量
により、不履行有限責任組合員に関して、以下の一又は複数の取扱いを行うことができる。
①

本契約のいかなる規定にかかわらず、不履行有限責任組合員が有する組合持分に関して、組
合員集会において議決権を行使できず、その他本契約において意思決定に係る出資口数及び
対象持分割合に基づく比率の計算から除外されるものとすること

②

不履行有限責任組合員に対して、将来のポートフォリオ投資への参加を認めず、そのための
出資の履行も認めないこと

③

不履行有限責任組合員に対して支払われるべき分配金から当該不履行有限責任組合員が負担
すべき費用を差し引いた金額を、出資の払戻しに相当する部分を除いて没収して不履行のな
い組合員に分配すること（当該没収分は、他の組合員に対し、第 28 条第 2 項及び第 3 項に
定める組合財産の分配割合に準じて分配される。）

④

不履行有限責任組合員に対する組合財産の分配比率を［
］%減じること（当該減額分
は、他の組合員に対し、第 28 条第 2 項及び第 3 項に定める組合財産の分配割合に準じて分
配される。）
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【第 12 条解説】
1. 第 12 条第 1 項は、本契約上の支払義務の履行を怠った場合の遅延損害金を、第 12 条第 2 項は、
支払義務の履行の懈怠に基づく損害賠償義務を、第 12 条第 3 項は、いずれかの組合員の支払義務の
履行の懈怠をもって他の組合員は支払いの拒絶を行うことができない旨を規定する。
2. 組合員は、支払義務の履行の懈怠がある場合、組合に対しその不履行に基づく損害を賠償しなけ
ればならないが、遅延損害金の率については、本契約の策定時点では、年 14%として合意されている
例が多いようである。なお、支払義務の履行の懈怠がある場合、第 38 条及び第 39 条において、有
限責任組合員・無限責任組合員のいずれについても除名事由とされている。
3. 民法上の組合契約において、組合員はほかに未履行の組合員がいることをもって出資義務の履行
を拒絶できず、同時履行の抗弁権の適用がないとされており、投資事業有限責任組合においても同
様であるものと考えられる（平成 29 年 6 月 2 日公布の民法の一部を改正する法律（平成 29 年法律
第 44 号。以下同じ。）の施行に伴い、有限責任組合法第 16 条が準用する民法の条文として明文化
される予定である。）。同時履行の抗弁権がない旨を確認するため第 12 条第 3 項が規定されてい
る。なお、有限責任組合法は、同法第 16 条において、金銭出資を怠った者の責任について規定した
民法第 669 条を準用している。
4. キャピタル・コールに対する組合員の支払義務の不履行に対して支払われた遅延損害金について
は、第 12 条第 1 項では組合財産として留保することを前提としているが、支払われた金銭を他の組
合員に対して収益として分配してしまうことも考えられる。
5. 特に特定の投資案件を前提としてキャピタル・コールを行うファンドにおいては、有限責任組合
員による組合契約上の支払義務の不履行が生じた場合、速やかに当該不履行分に相当する資金を改
めて調達する必要が生じる。その場合、(ⅰ)不履行を起こした有限責任組合員以外の有限責任組合
員に対して、かかる不履行を補うため追加での出資を請求することや（第 4 項参照）、(ⅱ)第三者
より一時的に借入れを行うことなどが考えられる（借入れにつき第 13 条第 2 項参照）。
6. 組合員による組合契約上の支払義務の不履行に関しては、上記のような不履行が生じた場合の賠
償の規定のほか、組合員のかかる不履行を防止するため、意図的に厳しい制裁を設けることが多
い。代表的な制裁例としては、本条第 5 項に定めるように、組合における意思決定に係る議決権を
停止する、将来の投資に参加させない（出資約束金額を出資履行金額まで減額する）、分配金を没
収し、あるいは組合財産の分配比率を一定割合（100％とされる場合も少なくない）削減するといっ
たものがある。その他、諮問委員会の委員としての資格の剥奪、組合持分の無償での没収、さらに
は除名（有限責任組合法第 12 条第 4 号）による脱退（第 38 条及び第 39 条に定める除名事由を超
え、一定割合の有限責任組合員の同意ないし意思決定を経ることなく直ちに除名させられるもの）
といった制裁が規定されることもある。また、組合契約上の支払義務の不履行を生じさせた有限責
任組合員の組合持分の他の組合員への譲渡を強制する規定を定める例もみられ、その価格を持分相
当額より低い額として設定するケースもあるが、この場合、価格によっては税務上の効果に留意が
必要である。

第 3 章 組合業務の執行

第 13 条 無限責任組合員の権限
1.

無限責任組合員は、第 5 条に規定する本組合の事業の遂行のため、本組合の名において下記の事
項その他本組合の業務を決定し、執行し、裁判上及び裁判外において本組合を代表するものとす
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る。
① 組合財産の運用、管理及び処分
② 投資証券等に関する議決権その他組合財産に係る権利の行使
③ 投資先事業者に対する経営又は技術の指導
④ 本組合の業務上必要な弁護士、公認会計士、税理士、鑑定人、アドバイザーその他の専門家
の選任、並びに、これらの者への相談及び業務委託
⑤ 組合財産の分配及び組合持分の払戻に関する事項
⑥ 会計帳簿及び記録の作成及び保管等本組合の会計に関する事務
⑦ 本組合の事業に関し発生した本組合の負担すべき費用、経費及び報酬等債務の支払いに関す
る事項
⑧ その他本組合の事業の目的の達成のために必要な一切の事項
2.

無限責任組合員は、本組合による金銭の借入れ及び第三者の債務の保証を行うことができない。
但し、ポートフォリオ投資若しくは本組合の費用の支払いのためにする本組合による金銭の借入
れ、又はポートフォリオ投資に関連して投資先事業者等が金銭の借入れを行う場合の本組合によ
る債務の保証（但し、金融商品取引業等府令第 233 条の 4 第 4 項各号のいずれかに該当するもの
に限る。）であって、当該借入れに係る債務及び債務の保証に係る被担保債務の合計額が、総組
合員の出資履行金額の合計額の 15%未満である場合には、当該借入れ又は債務の保証を行うこと
ができる。

3.

無限責任組合員は、前項但書きに規定する借入れ又は債務の保証に関連して、組合財産の担保提
供を行うことができる。

4.

無限責任組合員は、本条第 1 項第④号［その他本契約］において許容されている場合、その裁量
により適当と認める者に本組合の事務の一部を委任又は準委任することができる。

5.

無限責任組合員が有限責任組合法第 3 条第 1 項に掲げる事業以外の行為を行った場合、組合員は
これを追認することができない。

【第 13 条解説】
1. 有限責任組合法第 7 条第 1 項において、組合の業務は無限責任組合員が執行するものと規定され
ている（なお、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、組合の業務の決定も無限責任組合の権限
に含まれることが明文化される予定である。）が、第 13 条第 1 項は、かかる無限責任組合員の業務
の具体的内容を規定している。
2.

第 13 条第 2 項は、組合による金銭の借入れ及び第三者の債務の保証に関する規定である。
民法上の組合による投資事業組合においては、借入れが禁止されることが多いが、その主たる理
由は組合員が法律上無限責任を負っていることにある。しかるところ、前述のように、投資事業有
限責任組合においては、有限責任組合法第 9 条第 2 項により、「有限責任組合員は、その出資の価
額を限度として組合の債務を弁済する責任を負う。」と規定され、その有限責任性が確保されてい
る。従って、投資事業有限責任組合は、理論上、組合員の出資金のみならず借入金をも原資として
投資を行いやすい制度になっている。
しかし、組合において借入れを行うことで、そのレバレッジ効果により、組合員による出資金の
みで投資活動を行う場合に比べ、組合はリスクの高い投資を行うことになり、組合員がより高い投
資リターンを得る可能性が高まると同時に、組合員がより大きな損失を被る可能性も高まる。ま
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た、組合が第三者の債務保証を行うことも、組合及び組合員が損失を被る可能性を高めることとな
る。従って、投資事業有限責任組合による借入れ、債務保証等は、投資事業有限責任組合の財務に
重大な影響を与え得るものであり、有限責任組合員が強く関心をもつ事項である。そのため、これ
らが可能な場合を明記することのほか、借入金額及び保証金額に一定の制限を設けることが考えら
れる。
もっとも、VC ファンドにおいては、組合において借入れを行い、レバレッジをかけて投資を行っ
たり、組合において債務保証等を行ったりすることは一般的ではない。
また、本契約は、本組合がベンチャー・ファンドの要件を充足し、無限責任組合員が適格機関投
資家等特例業務として組合持分の取得勧誘及び組合財産の運用を行うことを前提としている（ベン
チャー・ファンドの要件については、本契約の前提 2.(4)参照）。ベンチャー・ファンドの要件の一
つとして「原則として、ファンドにおいて借入れ又は第三者の債務の保証をしないこと」が求めら
れるため（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項第 1 号ロ）、第 13 条第 2 項は、本文におい
て、無限責任組合員が、原則として本組合による金銭の借入れ及び第三者の債務の保証を行うこと
ができない旨を規定している。もっとも、金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項第 1 号ロ及び
金融商品取引業等府令第 233 条の 4 第 4 項は、VC ファンドにおいても、ポートフォリオ投資やファ
ンドの費用の支払いのために行う短期の借入れや、投資先に対する信用補完を目的とした債務保証
を行うことがありうることを前提に、これらの借入れ又は債務保証について、組合財産に重大な影
響を及ぼさない範囲内で許容する趣旨から、①弁済期限が 120 日以内の短期の借入れ、②保証期間
が 120 日以内の債務保証、又は③投資先に対する債務保証（当該投資先への投資額を超えない範囲
を超えないもの）については、当該借入債務額及び被担保債権額の合計額が出資履行金額の 15%を超
えない範囲内で許容している。第 13 条第 2 項但書きは、当該規定を前提として、本組合において認
められる借入れ及び債務保証の範囲を定める規定である。
3. 無限責任組合員による、組合財産の担保提供については、前記 2.の組合による借入れ又は債務保
証と異なり、ベンチャー・ファンドの要件との関係では特段法令上の制限はない。しかし、担保提
供も組合財産に重大な影響を及ぼす可能性があること、組合財産の担保提供は通常、組合による借
入れ又は債務保証の信用補完として行われることから、第 13 条第 3 項においては、組合財産の担保
提供は、第 13 条第 2 項但書きで認められる組合による借入れ又は債務保証に関連する範囲において
認められる旨を規定している。
4. 第 13 条第 4 項は、無限責任組合員において、原則的には自らが業務執行を行う義務（自己執行義
務）を負っているとしつつ、本契約において明記されている場合には、組合の業務を第三者に委任
することを許容する趣旨の規定である。本契約では、第 13 条第 1 項第④号において、投資事業有限
責任組合において想定される業務の第三者への委任が許容されることを規定しているが、このよう
な規定の仕方のほか、無限責任組合員が広く履行補助者を利用できることを規定しておくことも考
えられる。なお、第 13 条第 4 項における「［その他本契約］において許容されている場合」とは、
本契約の他の条項において、業務執行の委任を認める規定が設けられた場合に挿入することとなる
規定である。
ところで、本契約は、無限責任組合員が適格機関投資家等特例業務の届出を行い、組合持分の取
得勧誘（自己募集）及び組合財産の運用（自己運用）を行うことを前提としている。しかし、仮
に、無限責任組合員が、①組合持分の募集勧誘については第二種金融商品取引業登録を受けた金融
商品取引業者に委託し（金融商品取引法第 2 条第 8 項第 9 号）、②組合財産の運用行為について
は、定義府令第 16 条第 1 項第 10 号所定の要件を充足する形で、投資運用業登録を受けた金融商品
取引業者との間で投資一任契約（金融商品取引法第 2 条第 8 項第 12 号ロ）を締結し、組合財産の運
用を行う権限の全部を当該金融商品取引業者に委託すれば（同項、金融商品取引法施行令第 1 条の 8
の 6 第 1 項第 4 号）、当該無限責任組合員は自己募集及び自己運用のいずれについても行うもので
はないとして、適格機関投資家等特例業務の届出を行う必要なく本組合の無限責任組合員となるこ
とが可能である。なお、定義府令第 16 条第 1 項第 10 号所定の要件を充足するためには、組合契約
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及び投資一任契約において、以下の事項の定めがあることが必要とある。
(ⅰ) 組合契約において、金融商品取引業者に運用権限を全部委託する旨、当該金融商品取引業者の
名称、当該投資一任契約の概要、当該投資一任契約に係る報酬の額又は計算方法の定めがある
こと
(ⅱ)組合契約及び投資一任契約において、当該金融商品取引業者が有限責任組合員に対して忠実義
務及び善管注意義務を負う旨の定めがあること
(ⅲ)組合契約及び投資一任契約において、当該金融商品取引業者が、原則として自己取引等又は運
用財産相互間取引をできない旨の定めがあること
5. 有限責任組合法第 7 条第 4 項は、有限責任組合法による有限責任性が認められる場合を有限責任
組合法が予定する投資事業に限定する趣旨から、無限責任組合員が同法第 3 条第 1 項に掲げる事業
以外の行為を行った場合（すなわち法律上の事業範囲を逸脱した行為）は、組合員は追認すること
ができない旨規定する。第 13 条第 5 項は、かかる法律上の制限を確認する規定である。

第 14 条 無限責任組合員の注意義務
無限責任組合員は、法令及び本組合の事業の目的に従い善良なる管理者の注意をもってその業務を
執行し、有限責任組合員のために忠実に組合財産の運用を行うものとする。

【第 14 条解説】
有限責任組合法第 16 条は、民法第 671 条（業務執行組合員についての委任の規定の準用）を準用
しているので、無限責任組合員は、組合の業務執行に際し、善管注意義務を負うことになる（同法第
644 条）。さらに、無限責任組合員が、適格機関投資家等特例業務として本組合の組合財産の運用を
行う場合には、金融商品取引法第 42 条第 2 項に基づく善管注意義務、及び同条第 1 項第 3 号に基づ
く有限責任組合員に対する忠実義務という法令上の義務を負うことになる（同法第 63 条第 11 項、第
42 条第 1 項第 3 号、第 2 項）。第 14 条は、かかる趣旨を確認し、無限責任組合員の業務執行の際の
善管注意義務及び忠実義務を明示している。

第 15 条 有限責任組合員の権限
1.

有限責任組合員は、本組合の業務を執行し、又は本組合を代表する権限を一切有しないものとす
る。

2.

有限責任組合員は、投資証券等の議決権の行使につき、無限責任組合員に対して指図をすること
ができない。有限責任組合員のいずれかが第 13 条に反し投資証券等について議決権を行使した場
合は、他の組合員は当該議決権の行使を追認することができない。

3.

有限責任組合員は、無限責任組合員に対しあらかじめ書面によりその旨の通知をなした上で、無
限責任組合員の営業時間内において、自己の費用で次の各号に掲げる書類の閲覧又は謄写をなす
ことができる。
①

第 23 条第 3 項に規定する会計帳簿及び記録

②

第 24 条第 1 項に規定する財務諸表等及び同条第 3 項に規定する半期財務諸表等
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③

第 24 条第 1 項に規定する監査に関する意見書

④

本契約書

4.

有限責任組合員は、無限責任組合員に対しあらかじめ書面によりその旨の通知をなした上で、自
らの費用で選任した監査法人又は公認会計士に本組合の財産状況及び無限責任組合員による本組
合の業務執行状況を監査させることができるものとする。但し、当該監査の結果本組合の会計処
理に関して重大な誤りが発見された場合には、当該有限責任組合員は当該監査に要した合理的な
費用を本組合に請求することができる。

5.

有限責任組合員は、随時、無限責任組合員に対し、書面で、本組合の財産状況及び無限責任組合
員による本組合の業務執行状況につき質問することができる。かかる場合、無限責任組合員は
［
］日以内に適切な方法で当該質問に答えるものとする。

6. 有限責任組合員による本契約の各規定（第 9 条第 2 項及び第 3 項、第 10 条 2 項、本条第 3 項から
第 5 項まで、第 16 条第 2 項及び第 3 項、第 17 条第 2 項及び第 7 項から第 9 項まで、第 18 条第 3
項、第 5 項及び第 8 項、第 21 条第 9 項並びに第 28 条第 3 項を含む。）に基づく権限の行使は、
本組合の業務執行に該当しないものとする。
［7. 有限責任組合員は、租税特別措置法第 41 条の 21 第 1 項第 2 号に規定する、本契約に基づいて行
う事業に係る業務の執行として租税特別措置法施行令で定める行為を行わないものとする。本項
前段に抵触する本契約の規定は本項前段に抵触しないように制限的に解釈して適用されるものと
する。］

【第 15 条解説】
1. 有限責任組合法第 7 条第 1 項は、組合の業務は無限責任組合員が執行するものと規定している。
第 15 条第 1 項は、有限責任組合員は業務執行権及び代表権を有しない旨の確認規定である。
2. 第 6 条解説 3.のとおり、独占禁止法第 11 条第 1 項本文は、銀行業又は保険業を営む会社による
他の会社の議決権保有を制限する一方、一定の場合その例外を認め、同項但書き第 4 号本文で銀行
又は保険会社が投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として株式を取得し又は
所有することにより議決権を取得又は保有する場合には、議決権保有制限は適用されないものとす
る。但し、かかる例外規定は、同解説記載の③「議決権を有することとなった日から政令で定める
期間を超えて当該議決権を保有する場合」のほか、①「有限責任組合員が議決権を行使することが
できる場合」及び②「議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組
合員に指図を行うことができる場合」には適用されない（同号但書き）。そこで、第 13 条におい
て、投資証券等に関する議決権の行使は、無限責任組合員の業務執行権限とされていることに加
え、第 15 条第 2 項において、有限責任組合員が無限責任組合員に対し議決権の行使につき指図を行
うことができないことを明確にした。さらに、有限責任組合員のいずれかが第 13 条の規定に反し投
資証券等について議決権を行使した場合には、有限責任組合法第 7 条第 4 項の追認禁止規定が及ば
ないため、有限責任組合法上は、追認が可能であることに鑑み、第 15 条第 2 項において、有限責任
組合員のいずれかが第 13 条の規定に反し投資証券等について議決権を行使した場合には、他の組合
員は当該議決権の行使を追認することができないと規定した。以上のとおり、第 15 条第 2 項では、
上記①及び②の点に関して、独占禁止法第 11 条に定める議決権保有の制限からの除外規定の適用の
確保を図っている。
3. 第 15 条第 3 項から第 5 項までは、有限責任組合員の業務及び財産の状況の検査権を規定してい
る。
有限責任組合法は、民法第 673 条を準用している（有限責任組合法第 16 条）ので、各組合員は、
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組合の業務及び組合財産の状況についての検査権を有しているほか、各組合員は、「営業時間内
は、いつでも、財務諸表等並びに前項の組合契約書及び意見書の閲覧又は謄写を請求することがで
きる。」とされている（同法第 8 条第 3 項）。
本契約では、第 15 条第 3 項において、有限責任組合法第 8 条 3 項に規定されている書類等に加
え、有限責任組合員は、半期財務諸表等、組合の会計帳簿及び記録についても閲覧及び謄写ができ
る旨規定している。なお、同項に規定された財務諸表等及び意見書については、本契約では、その
第 24 条第 1 項により、組合員に直接送付される。組合の業務及び財産の状況の検査権については、
監査法人又は公認会計士を通じて行うことができるものとし（第 15 条第 4 項）、さらに、第 15 条
第 5 項において、書面による質問権として規定している。
4. 有限責任組合法第 7 条第 1 項は、「組合の業務は、無限責任組合員がこれを執行する。」（民法
の一部を改正する法律の施行後は、「組合の業務は、無限責任組合員が決定し、これを執行す
る。」）と規定し、また有限責任組合法第 9 条第 3 項は、「有限責任組合員に組合の業務を執行す
る権限を有する組合員であると誤認させるような行為があった場合には、前項の規定にかかわら
ず、当該有限責任組合員は、その誤認に基づき組合と取引をした者に対し無限責任組合員と同一の
責任を負う。」と規定している。有限責任組合員に組合の業務を執行する権限を有する組合員であ
ると誤認させるような行為があったか否かについては、行為ごとに個別具体的に判断されるが、本
組合の共同事業を行う者として有限責任組合員にも本来認められるべき権利ないし責務の行使は当
該行為に該当しない。そこで、その旨を組合員相互間において確認する趣旨から第 15 条第 6 項を規
定している。
5. 国内にある恒久的施設（所得税法第 2 条第 1 項第 8 号の 4、法人税法第 2 条第 12 号の 19。一般的
に「Permanent Establishment」又は「PE」とも呼ばれる。）を通じて事業を行う組合の組合員であ
る非居住者又は外国法人（以下「非居住者等」という。）は、国内に恒久的施設を有する非居住者
等（所得税法第 164 条第 1 項第 1 号、法人税法第 141 条第 1 号）に該当するものとして取り扱わ
れ、組合が当該恒久的施設を通じて行う事業から生ずる国内源泉所得（所得税法第 161 条第 1 項第 1
号、第 4 号、法人税法第 138 条 1 項第 1 号）について国内で課税されるのが原則である。しかし、
投資事業有限責任組合の有限責任組合員である非居住者等については、共同で組合の事業を行う事
業者というよりも、組合の事業に対して投資を行う投資家に近いという実態に鑑み、一定の要件を
満たす者については、国内に恒久的施設を有しないものとみなされ（外国組合員に対する課税の特
例。租税特別措置法第 41 条の 21、第 67 条の 16）、組合の事業から生ずる国内源泉所得について国
内では原則非課税とされる（所得税法第 164 条第 1 項第 2 号、法人税法第 141 条第 2 号）。
また、非居住者等が行う内国法人の発行する株式等の譲渡による所得は、事業譲渡類似株式譲渡
（非居住者等が、内国法人の他の特殊関係株主等（所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号。その
後の改正を含み、以下同じ。）第 281 条第 4 項、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号。その後
の改正を含み、以下同じ。）第 178 条第 4 項）とともに、一定時点で当該内国法人の発行済株式等
の総数の 25%以上に相当する株式等を所有している場合に、同一年又は同一事業年度内に合計で当該
内国法人の発行済株式等の総数の 5%以上に相当する株式等を譲渡した場合の当該譲渡をいう。所得
税法施行令第 281 条第 6 項、法人税法施行令第 178 条第 6 項）等一定のものに限って課税対象とさ
れるところ（所得税法第 161 条第 1 項第 3 号、所得税法施行令第 281 条第 1 項第 4 号、法人税法第
138 条第 1 項第 3 号、法人税法施行令第 178 条第 1 項第 4 号）、組合員である非居住者等が組合を通
じて内国法人の発行する株式等を譲渡した場合は、事業譲渡類似株式譲渡の要件該当性について、
当該組合の組合員全員を「特殊関係株主等」に含めて判断することになる（所得税法施行令第 281
条第 4 項第 3 号、法人税法施行令第 178 条第 4 項第 3 号）。従って、組合単位で内国法人の発行済
株式等の総数の 25%以上に相当する株式等を所有し、5%以上に相当する株式等を譲渡した場合には、
組合員である非居住者等の組合に対する持分の保有割合にかかわらず、当該譲渡による所得が課税
対象とされるのが原則であるが、外国組合員に対する課税の特例と同様の趣旨から、投資事業有限
責任組合の有限責任組合員である非居住者等のうち、一定の要件を満たす者が行った内国法人の発
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行する株式等の譲渡については、「特殊関係株主等」に当該投資事業有限責任組合の他の組合員を
含めないものとされ、事業譲渡類似株式譲渡の要件該当性の判断は、組合員単位で行われることに
なる（外国組合員の課税所得の特例。租税特別措置法施行令第 26 条の 31、第 39 条の 33 の 2。以
下、外国組合員に対する課税の特例及び外国組合員の課税所得の特例を「税制特例」と総称す
る。）。
有限責任組合員である非居住者等が税制特例の要件を満たすためには、当該非居住者等が、投資
組合事業に係る業務執行又は業務執行の決定についての承認、同意その他これらに類する行為（以
下「税法上の業務執行承認」という。）を行わないことが求められるため（租税特別措置法第 41 条
の 21 第 1 項第 2 号、租税特別措置法施行令第 26 条の 30 第 1 項第 3 号、第 26 条の 31 第 1 項第 2
号）、外国有限責任組合員が税制特例の適用を受けるためには、有限責任組合員に認められる権限
の行使が、税法上の業務執行承認に該当しないことが必要となる。
この点については、有限責任組合員の権限に関する個別の規定（例えば、第 17 条第 2 項、第 7 項
から第 9 項まで等）において、有限責任組合員の当該権限が、税法上の業務執行承認に該当しない
よう規定を整備する必要がある。しかし、場合によっては、有限責任組合員の権限規定が、税法上
の業務執行承認に該当するのではないかとの疑義が生じる可能性もあるところ、かかる契約条項に
おける解釈基準として、第 15 条第 7 項のような規定を設けることが考えられる。すなわち、第 15
条第 7 項では、本契約における有限責任組合員の権限に関する個別の規定が税法上の業務執行承認
に該当するのではないかとの疑義がある場合において、当該規定を制限的に解釈することとしてい
る。
なお、第 15 条第 7 項はあくまで、疑義が生じる場合の解釈指針を目的とした規定に過ぎないた
め、それを超えて、明らかに税法上の業務執行承認に該当する承認権限が有限責任組合員に与えら
れている場合にも税制特例の要件が具備される効果を導こうとすることを意図したものではない点
に留意されたい。あくまで、契約書の作成においては、まず、個別の権限規定において税法上の業
務執行承認に該当しないよう規定を整備することが目指されるべきである。
また、有限責任組合員の権限行使の運用の実態においても、外国有限責任組合員の権限行使が税
法上の業務執行承認に該当しないよう留意する必要がある。

第 16 条 組合員集会
1.

無限責任組合員は、第 24 条第 1 項に従い組合員に対し財務諸表等を送付した後速やかに（但し、
遅くとも毎事業年度終了後［
］日以内に）、組合員集会を招集するものとする。

2.

総有限責任組合員の出資口数の合計の［
］分の［
］以上に相当する出資口数を有する有
限責任組合員からの請求があったとき又は無限責任組合員が適宜必要と判断したときは、無限責
任組合員は組合員に対し、会日の［
］日前までの書面による通知を行い組合員集会を招集す
るものとする。

3.

組合員集会において、無限責任組合員は、本組合の運営及び組合財産の運用状況につき報告する
ものとし、組合員は、無限責任組合員に対しそれらにつき意見を述べることができる。

【第 16 条解説】
1. 第 13 条のとおり、本組合の業務の執行は無限責任組合員に委ねられる。これに対し、有限責任組
合員は、組合の業務及び組合財産の状況について検査権を有するが（第 15 条第 3 項から第 5 項まで
を参照）、通常は、第 24 条に規定されるように、定期的に受領する財務諸表等、すなわち書面を通
して、業務・組合財産の状況を確認することが中心となる。しかし、投資家である有限責任組合員か
らすると、単に書面での報告に止まらず、直接無限責任組合員から報告を受け、意見具申をし、質疑
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応答の機会を行う場を持てることが望ましい。そこで、第 16 条では、まず、第 1 項で、定期の組合
員集会を、毎年一回、第 24 条に定める財務諸表等の送付後速やかに（遅くとも毎事業年度終了後
［
］日以内に）開催すべきことを規定し、さらに、第 2 項で、定期的な開催のみならず、臨時に
組合員集会を開催できることを定め、その際の要件を規定した。そして第 3 項は、これら組合員集会
において、組合員が組合財産の運用等につき意見を述べることができることを、規定している。
2. 以上に加え、投資家の便宜を図るという観点から、「有限責任組合員は、その選択に従い、直接
又は代理人による参加のほか、書面又は会議電話にて組合員集会に参加し、質問又は意見陳述を行う
ことができる。」という規定を置くことも考えられる。この場合、無限責任組合員は、そのために必
要となる会議電話の設置等の手配を行うことになる。
3.

組合員集会の開催は、本組合における共同事業性の一つの顕れである。

第 17 条 利益相反
1.

有限責任組合員は、(ⅰ)本組合の事業と同種若しくは類似の事業を行うこと、又は、(ⅱ)本組合
の事業と同種若しくは類似の事業を目的とする他の組合（民法上の組合、投資事業有限責任組
合、匿名組合、ジェネラル・パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップその他これらに
類するものを含む。以下本条において同じ。）、会社若しくはその他の団体の組合員（無限責任
組合員及びジェネラル・パートナーを含む。）、社員（無限責任社員を含む。）、株主、出資
者、取締役若しくは業務執行者となることができる。

2.

無限責任組合員は、(ⅰ)投資総額並びに本組合の費用及び管理報酬にあてられた出資履行金額の
合計額が総組合員の出資約束金額の合計額の［
］分の［
］に達する時、又は(ⅱ)出資約
束期間の満了時のいずれか早い時までの間は、本組合の事業と同種又は類似の事業を行うこと、
承継ファンドの無限責任組合員、ジェネラル・パートナー、無限責任社員、取締役又は業務執行
者その他これらに類似する役職として当該団体の管理及び運営を行うことができないものとす
る。但し、(ⅰ)諮問委員会の委員の［
］分の［
］以上がかかる行為を承認した場合又は
(ⅱ)総有限責任組合員の出資口数の［
］分の［
］以上に相当する出資口数を有する有限
責任組合員がかかる行為を承認した場合はこの限りではない。

3.

前項の規定にかかわらず、無限責任組合員は、(ⅰ)既存ファンドにつき、無限責任組合員、ジェ
ネラル・パートナー、無限責任社員、取締役又は業務執行者その他これらに類似する役職として
その管理及び運営を行うこと、及び(ⅱ)［
］を目的とする組合、会社又はその他これらに類
似する団体の無限責任組合員、ジェネラル・パートナー、無限責任社員、取締役又は業務執行者
その他これらに類似する役職としてその管理及び運営を行うことは禁止されない。

4.

無限責任組合員は、既存ファンド及び承継ファンドの無限責任組合員、ジェネラル・パート
ナー、無限責任社員、取締役又は業務執行者その他これらに類似する役職としてその管理及び運
営を行う場合、本組合、既存ファンド及び承継ファンドの間で無限責任組合員がその裁量に基づ
き適当と認めるところに基づいて投資機会を配分することができる。

5.

有限責任組合員は自己又は第三者のために本組合と取引をすることができる。

6.

無限責任組合員は、以下に掲げる取引を行うことができない。
①

無限責任組合員（無限責任組合員が法人である場合は、法人税法第 2 条第 15 号に規定する
役員及び使用人を含む。）との間において取引を行うことを内容とした組合財産の運用を行
うこと

②

無限責任組合員が金融商品取引法第 42 条第 1 項に規定する権利者のため運用を行う金銭そ
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の他の財産との間において取引を行うことを内容とした組合財産の運用を行うこと
③

無限責任組合員が自己又は第三者のために本組合と取引すること（本項第①号及び第②号の
取引を除く。）

7.

前項第①号の規定にかかわらず、無限責任組合員が、(ⅰ)金融商品取引業等府令第 128 条第 2 号
に基づき、総有限責任組合員の［半数］以上であって、かつ、総有限責任組合員の出資口数の合
計の［4］分の［3］以上に相当する出資口数を有する有限責任組合員の同意その他の同号に規定
される要件の全てを満たす取引を行うこと（なお、当該取引を行うことに同意しない有限責任組
合員が当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明を受けた日から［20］日以内に請
求した場合には、当該取引を行った日から［60］日を経過する日までに当該有限責任組合員の有
する組合持分を公正な価額で組合財産をもって買い取るものとする。）、又は、(ⅱ)同条第 3 号
に定める所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした組合財産の運用を行うこ
とは妨げられない。

8.

本条第 6 項第②号の規定にかかわらず、無限責任組合員が、(ⅰ)金融商品取引業等府令第 129 条
第 1 項第 1 号に基づき同号に規定される要件の全てを満たす取引を行うこと、(ⅱ)同項第 2 号に
基づき、総有限責任組合員の［半数］以上であって、かつ、総有限責任組合員の出資口数の［4］
分の［3］以上に相当する出資口数を有する有限責任組合員の同意その他の同号に規定される要件
の全てを満たす取引を行うこと（なお、当該取引を行うことに同意しない有限責任組合員が当該
取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明を受けた日から［20］日以内に請求した場合
には、当該取引を行った日から［60］日を経過する日までに当該有限責任組合員の有する組合持
分を公正な価額で組合財産をもって買い取るものとする。）、(ⅲ)同項第 3 号又は第 4 号に基づ
き総有限責任組合員の出資口数の［3］分の[2］以上に相当する出資口数を有する有限責任組合員
の同意その他の同号に規定される要件の全てを満たす取引を行うこと、又は、(ⅳ)同項第 5 号に
定める所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした組合財産の運用を行うこと
は妨げられない。

9.

本条第 6 項第③号の規定にかかわらず、事前に諮問委員会又は有限責任組合員に意見陳述又は助
言の提供の機会を与えた場合、無限責任組合員は、自己又は第三者のために本組合と取引（同項
第①号及び第②号に規定される取引を除く。）をすることができる。なお、無限責任組合員は、
本項に基づく諮問委員会の委員又は有限責任組合員の意見又は助言に拘束されるものではない。

10. 無限責任組合員は、本条第 7 項及び第 8 項に基づく同意を求める場合又は本条第 9 項に基づき意
見陳述若しくは助言の機会を与える場合には、それぞれの場合に応じ、諮問委員会の委員又は有
限責任組合員に対し、あらかじめ書面により当該取引の内容（取引の対象及びその価額を含
む。）を通知するものとする。

【第 17 条解説】
1. 無限責任組合員が適格機関投資家等特例業務として本組合の組合財産の運用を行う場合には、法
令上の忠実義務が課されている（金融商品取引法第 63 条 11 項、第 42 条第 1 項）。この忠実義務の
内容として、無限責任組合員には、組合又は有限責任組合員の利益の犠牲の上に自己又は第三者の
利益を図ってはならないという義務が、一般的に課されている。第 17 条は、この無限責任組合員の
一般的な義務を前提に、一定の場面に関し、法令又は本契約上無限責任組合員に課される具体的な
義務の内容を規定するとともに、確認的に、業務執行を担当しない有限責任組合員にはこうした義
務が課されないことを規定することを目的とする。
2. 無限責任組合員の利益相反行為が具体的に問題となる典型的なケースとしては、第一に、無限責
任組合員が本組合の事業と同種又は類似の事業を行うこと等を認めるかという点、第二に、無限責

35

任組合員と組合間の取引を認めるかという点がある。
3. 第一の点については、まず、無限責任組合員が本組合の管理及び運営以外に他の組合の管理及び
運営に従事することになると、本組合と他の組合との間で利害が対立する状況が生じるおそれがあ
る。例えば、無限責任組合員が投資対象を得た場合、いずれの組合からどれだけ出資するかという
投資機会の配分の問題が生じ、投資家においては、本組合に不利益な配分がなされるのではないか
という懸念が生じる。また、無限責任組合員が複数の組合の管理及び運営を行う場合には、投資家
においては、無限責任組合員の資源・時間が本組合の運営に集中的に投下されず、十分なリターン
が確保できない結果になるのではないかという危惧が生じる。
そこで第 17 条第 2 項においては、投資残高（本契約では採用していないが、ポートフォリオ投資
が確約された場合の金額が合算されると規定されることもある。）並びに組合費用及び管理報酬に
あてられた出資履行金額が一定額に達するまで又は遅くとも出資約束期間が満了するまでは、諮問
委員会（第 18 条参照）の委員の一定数又は一定の出資口数を有する有限責任組合員の承認を得るこ
となく、本組合の事業と同種又は類似の事業を行うこと等を認めないとの規定を置いている。この
規定によると、一定の段階までは無限責任組合員は他の組合を組成して投資事業を行うことはでき
なくなるが、反面、投資機会の配分の問題や、資源の分散といった問題は生じない。
もっとも、本契約の条項はあくまで一つの例示に過ぎず、投資事業有限責任組合の無限責任組合
員ごとに、前提となる事業活動の方針が異なるところであるため、個別具体的な事情に応じた規定
を設けることが適切であると考えられる。
例えば、投資事業有限責任組合の組成を事業目的とする専門会社が、複数の投資事業有限責任組
合を組成し、各投資事業有限責任組合の無限責任組合員として、同時期に、各投資事業有限責任組
合について投資運用行為を行うことを前提としているような場合もある。このような場合におい
て、第 17 条第 2 項のように一般的に同種又は類似の事業を目的とするファンドの組成を禁止するこ
とは適切ではない。その場合には、そもそも第 17 条第 2 項のような規定を設けないか、設けるとし
ても、第 17 条第 2 項の適用対象をかかる実態に沿って限定するため、条項の文言を工夫することが
必要となる。
なお、無限責任組合員が、当該組合の業務の執行のみを行う会社である場合には、上記の文例の
ままであると、形式的には義務違反が生じないので、投資家としては、実質的に利益相反行為が行
われることを回避するために、条項の文言を工夫することが必要となる。
4. 無限責任組合員について、第 17 条第 2 項のような制約を設ける一方で第 17 条第 3 項のように一
定のファンド（既存ファンドや本組合が事業目的として掲げない内容の投資を行うファンド）に従
事することは明確に例外として規定すること等も考えられる。
また、第 17 条第 4 項では、本組合の事業と同種又は類似の事業を営むことを目的とするファンド
（既存ファンド、承継ファンド）が組成された場合の、本組合と既存ファンド及び承継ファンド間
の投資機会の配分について、承継ファンドについては第 2 項の規制を経て、既存ファンドについて
は第 3 項において許容されるところに従って組成されたことに鑑み、無限責任組合員が適当と判断
するところに従って投資機会を配分することができることを確認的に規定している。
無限責任組合員の他のファンドの組成に関する規律は、上記の方法以外にも、ファンドの性質や
無限責任組合員の事業運営の方法等個別具体的な状況によって様々なバリエーションがあり得よ
う。
5. 第二の点については、第 15 条解説 1.記載のとおり、有限責任組合員は、組合の業務執行につき
何らの権限を有しておらず、有限責任組合員と組合が取引を行っても、類型的に組合に不利になる
ものではない。従って、第 17 条第 5 項においては有限責任組合員と組合の取引については禁止しな
いことを注意的に規定している。なお、類型的に不利になるものではないとしても、有限責任組合
員と組合の現実の取引が組合に不利になる可能性はある。ただ、その点は組合を代理して取引を行
う無限責任組合員の善管注意義務に委ねられることになる。
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6. 一方、無限責任組合員が適格機関投資家等特例業務として又は投資運用業登録を受けて組合財産
の運用を行う場合には、忠実義務及び善管注意義務（金融商品取引法第 42 条第 1 項、第 2 項）の具
体的な内容として、①自己取引等（無限責任組合員が自己又はその取締役若しくは執行役が相手方
となって、組合財産との間で取引を行うこと）及び②運用財産相互間取引（無限責任組合員が投資
運用を行う複数の組合財産等の間で取引を行うこと）を行うことが原則として禁止されている（金
融商品取引法第 63 条第 11 項、第 42 条の 2 第 1 号、第 2 号。取締役・執行役以外の無限責任組合員
の役員又は使用人との取引の禁止については、同条第 7 号、金融商品取引業等府令第 130 条第 1 項
第 1 号）。但し、自己取引等及び運用財産相互間取引については、金融商品取引業等府令において
一定の適用除外事由が規定されている（金融商品取引法第 63 条第 11 項、第 42 条の 2 第 1 項但書
き、金融商品取引業等府令第 128 条（自己取引等の禁止）、第 129 条（運用財産相互間取引の禁
止））。そこで、第 17 条第 6 項において、無限責任組合員による自己取引等（上記①）及び運用財
産相互間取引（上記②）が原則として禁止される旨を規定しつつ、同条第 7 項において、金融商品
取引業等府令第 128 条に基づく自己取引等の禁止の例外を規定し、第 17 条第 8 項において、金融商
品取引業等府令第 129 条に基づく運用財産相互間取引の禁止の例外を規定している。
7. 第 17 条第 7 項では、自己取引等の禁止の例外として、(ⅰ)金融商品取引業等府令第 128 条第 2 号
に基づくもの、及び(ⅱ)同条第 3 号に基づくものを規定している。
(ⅰ) 金融商品取引業等府令第 128 条第 2 号では、(a)全ての有限責任組合員に対して当該自己取引等
の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明（以下「取引説明」という。）を行ったうえで、(b)
当該全ての有限責任組合員の同意を得て（以上、同号イ柱書）、(c)同号ロに規定するいずれかの取
引を行うことが原則として求められる。しかし、(b)の全ての権利者の同意を得ることができない場
合であっても、(b’)総有限責任組合員の半数以上であって、かつ、総有限責任組合員の出資口数の合
計の 4 分の 3 以上に相当する出資口数を有する有限責任組合員の同意を得ること（なお、本契約に
おいてこれらを上回る割合を定めることができる。）及び(b’’)当該同意をしない有限責任組合員が取
引説明を受けてから 20 日以内に請求した場合には、当該行為を行った日から 60 日を経過する日ま
でに組合持分を公正な価額で買い取る旨（以下「組合持分買取請求権」という。）を本契約におい
て定めている場合には、当該手続を行うことで足りる（同号イ(1)、(2)）。第 17 条第 7 項(ⅰ)はそ
の旨を定める規定である。なお、上記(c)の要件は、類型的に取引価額の透明性・公正性が担保され
ると認められる取引に限定するための要件であるが、VC ファンドにおける組合財産を主に構成する
未上場の株式等の売買については、「前日に公表されている最終の価額に基づき算出された価額又
はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行う取引」であることが必要で
ある（同号ロ(3)）。「合理的な方法により算出した価額」とは、価格算定が恣意的なものではな
く、商品属性に応じ、適切な市場慣行に従った合理的な算定根拠に基づく価格を意味すると考えら
れ、未上場の株式等の売買については、第三者評価機関の評価に基づき算定した価額はこれに該当
するものと考えられている。
(ⅱ) 金融商品取引業等府令第 128 条第 3 号では、当該自己取引等が、投資家の保護に欠け、若しく
は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして所管金融庁
長官等の承認を受けた取引を行う場合には、自己取引等の禁止の例外に該当するものとされてい
る。第 17 条第 7 項(ⅱ)はその旨を定める規定である。
8. 次に、第 17 条第 8 項では、運用財産相互間取引の禁止の例外として、(ⅰ)金融商品取引業等府令
第 129 条第 1 号に基づくもの、(ⅱ)同条第 2 号に基づくもの、(ⅲ)同条第 3 号又は同条第 4 号に基
づくもの、及び(ⅳ)同条第 5 号に基づくものを規定している。
(ⅰ) 金融商品取引業等府令第 129 条第 1 号では、当該運用財産相互間取引が、例えば、無限責任組
合員が投資運用を行う一つの投資事業有限責任組合の運用を終了させるために行う取引である場合
や（同号イ(1)）、無限責任組合員が投資運用を行う双方の組合財産等について、運用の方針、運用
財産の額及び市場の状況に照らして取引を行うことが必要かつ合理的と認められる場合（同号イ
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(4)）において、公正な価額により対象有価証券売買取引等を行う場合には、運用財産相互間取引の
禁止の例外に該当する旨を規定している。第 17 条第 8 項（ⅰ）はその旨を定める規定である。しか
し、「対象有価証券売買等取引」とは、金融商品取引所に上場されている有価証券の売買等、類型
的に取引価格の公正性が確保されていると認められているものに限定されており、未上場の株式等
の売買はこれに含まれず、同号の例外規定は利用できない点に留意が必要である。
(ⅱ) 次に、金融商品取引業等府令第 129 条第 2 号では、前記 7.(ⅰ)の自己取引等の禁止の例外に係
る同令第 128 条第 2 号と同様に、当該運用財産相互間取引が、(a)全ての有限責任組合員に対して取
引説明を行ったうえで、(b)当該全ての有限責任組合員の同意を得て（以上、金融商品取引業等府令
第 129 条第 2 号イ柱書）、(c)同号ロに規定するいずれかの取引を行う場合を、その例外としてい
る。しかし、(b)の全ての権利者の同意を得ることができない場合であっても、(b’)総有限責任組合
員の半数以上であって、かつ、総有限責任組合員の出資口数の合計の 4 分の 3 以上に相当する出資
口数を有する有限責任組合員の同意を得ること（なお、本契約においてこれらを上回る割合を定め
ることができる。）及び(b’’)当該同意をしない有限責任組合員に対して組合持分の買取請求権を認め
る旨を本契約において定めている場合には、当該手続を行うことで足りる（同号イ(1)、(2)）。第
17 条第 8 項(ⅱ)はその旨を定める規定である。しかし、前記 7.(ⅰ)のとおり、未上場の株式等の売
買については、第三者評価機関の評価に基づき価額を算定する方法等により、合理的な方法により
算出した価額により行う取引でなければならない点に留意が必要である。
(ⅲ) これに対し、金融商品取引業等府令第 129 条第 3 号及び第 4 号では、適格機関投資家等特例業
務としてベンチャー・ファンドの要件を充足する組合の組合財産の運用を行う無限責任組合員につ
いては、当該運用財産相互間取引が、(a)双方の組合の有限責任組合員に対して取引説明を行ったう
えで、(b)当該有限責任組合員の出資口数の合計の 3 分の 2（本契約においてこれらを上回る割合を
定めることができる。）以上に相当する出資口数を有する有限責任組合員の同意を得て （同号
イ）、 (c)同条第 3 号ロ又は第 4 号ロに規定するいずれかの取引を行う場合を、その例外としてい
る。第 17 条第 8 項(ⅲ)はその旨を定める規定である。ここでは、金融商品取引業等府令第 129 条第
2 号の例外と異なり、①当該運用財産相互間取引に反対した有限責任組合員に対して組合持分買取請
求権を認める必要がなく、さらに、②「対象有価証券売買取引等」に該当しない未上場の株式等の
売買について、合理的な方法により算出した価額により行う取引でなければならないとする要件が
除外されている（同条第 4 号ロ）。しかし、その場合でも、無限責任組合員は、自らの忠実義務・
善管注意義務（金融商品取引法第 63 条第 11 項、第 42 条）に抵触しないように組合財産の運用を行
う必要がある。実務上は、第三者評価機関の評価までは取得しないとしても、可能な場合には相見
積りを取得する例もある。
(ⅳ) 金融商品取引業等府令第 129 条第 5 号では、前記 7.(ⅱ)の自己取引等の禁止の例外に係る金融
商品取引業等府令第 128 条第 3 号と同様に、当該自己取引等が、投資家の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして所管金融庁長官
等の承認を受けた取引を行う場合には、自己取引等の禁止の例外に該当するものとされている。第
17 条第 8 項(ⅳ)はその旨を定める規定である。
9. 第 17 条第 9 項は、無限責任組合員が、自己取引等又は運用財産相互間取引以外の方法により、自
己又は第三者のために本組合と取引する場合についても、いわゆる「利益の対立」があり、類型的
に組合に不利であるものとして、同条第 6 項第③号において原則としてこれを禁止した上で、諮問
委員会（第 18 条参照）又は有限責任組合員に意見陳述又は助言の提供の機会を与えた場合には、当
該取引をすることができることとしている。
10. 第 17 条第 10 項は、第 7 項及び第 8 項に基づき自己取引等若しくは運用財産相互間取引における
取引説明を有限責任組合員に対して行う場合、又は第 9 項に基づき意見陳述若しくは助言の機会を
諮問委員会の委員若しくは有限責任組合員に与える場合には、あらかじめ書面により当該取引の内
容（取引の対象及びその価額を含む。）を通知する旨を規定している。
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11. 外国有限責任組合員が税制特例（第 15 条解説 5.参照）の適用を受ける投資事業有限責任組合契
約において、第 17 条第 2 項における有限責任組合員による承認、同条第 7 項及び第 8 項における有
限責任組合員による同意並びに同条第 9 項における有限責任組合員による意見陳述又は助言が、税
法上の業務執行承認に該当しないか問題となり得る。
有限責任組合員による第 17 条第 2 項の承認については、同項の規制対象となる無限責任組合員の
行為が、本組合の業務執行権限者の立場を離れて行う行為と考えられるため、税法上の業務執行承
認には該当しないものと考えられる（経済産業省「外国組合員に対する課税の特例、恒久的施設を
有しない外国組合員の課税所得の特例における『業務執行として政令で定める行為』について」
（以下「Q&A」という。）2.(2)③）。
また、第 17 条第 7 項及び第 8 項に基づく自己取引等（同条第 6 項第①号）及び運用財産相互間取
引（同項第②号）に関する有限責任組合員の同意については、租税特別措置法施行令第 26 条の 30
第 1 項第 3 号括弧書きイに掲げる行為（自己取引等）及びロに掲げる行為（運用財産相互間取引）
についての同意であるため、定義上、税務上の業務執行承認には該当しない。
一方、自己取引等及び運用財産相互間取引以外の利益相反取引（第 17 条第 6 項③）については、
それが組合の事業目的の達成のために行われる場合は業務執行であり、その承認は税法上の業務執
行承認に該当し得ると解されている（「Q&A」2.(2)③）。もっとも、有限責任組合員が利益相反取
引について事前に説明・報告を受けることや、これに対して助言すること、異議を申し立てること
は、当該助言又は異議に拘束力がない限り、税法上の業務執行承認には該当しないものと考えられ
るため（「Q&A」2.(2)③、⑤）、第 17 条第 9 項では、無限責任組合員が、諮問委員会又は有限責任
組合員の意見陳述又は助言の機会を経ることで、利益相反取引を行うことができるようになること
としつつ、無限責任組合員は、かかる意見又は助言に拘束されないことを確認的に規定している。
12. 以上に加え、実務では、投資家の属性、投資家に適用される業法上の規制の差違等を背景に、組
合をほぼ同時に複数設立して投資事業を行うことがある（いわゆる並行ファンド（パラレルファン
ド）の設立）。この場合は、本来ひとつの組合を設立して投資を行って行くことが前提であるか
ら、無限責任組合が得た一切の投資機会については、運用資産額に応じて按分して投資を行うこと
になるとする規定を設けることになろう。

第 18 条 諮問委員会
1.

無限責任組合員は、本条に定めるところに従い、本組合の諮問委員会を設置する。

2.

諮問委員会の委員は［

3.

諮問委員会の委員は、当初の出資約束金額が金［
］円以上である有限責任組合員が指名する
自己の役員又は従業員とする（当該有限責任組合員が個人の場合には当該有限責任組合員とす
る。）。無限責任組合員は、正当な理由がある場合、(ⅰ)当該有限責任組合員が指名した者が諮
問委員会の委員に就任することを拒否することができ、また、(ⅱ)諮問委員会の委員を解任する
ことができる。但し、(ⅱ)の場合には、無限責任組合員は、他の全ての諮問委員会の委員に対し
て解任を行う意思があることを事前に書面により通知するものとし、当該通知の到達の日から
［
］日以内に、かかる解任につき当該他の委員の［
］分の［
］以上の反対があった
場合には、かかる解任は行われないものとする。諮問委員会の委員が辞任し若しくは解任され又
は死亡した場合、当該委員を指名した有限責任組合員のみが後任の委員を指名することができ
る。有限責任組合員が不履行有限責任組合員となった場合、当該有限責任組合員は諮問委員会の
委員を指名する権利を失い、当該有限責任組合員が指名した委員は当然に解任されたものとみな
す。なお、効力発生日における諮問委員会の委員は、本契約添付別紙［
］に記載の者とす
る。

］名以内とする。
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4.

諮問委員会の委員の任期は［期間の定めのないものとする。］

5.

諮問委員会は、次に掲げる事項を行うことができるものとする。無限責任組合員は、本項各号に
掲げる行為又は取引については、本項各号に規定されるところに従って、諮問委員会の承認を得
ることで又は諮問委員会の意見陳述若しくは助言の機会を設けることで、かかる行為又は取引を
行うことができるものとする。なお、本項［第①号、第②号又は］第③号において、諮問委員会
は、意見陳述又は助言提供の機会を与えられるにとどまり、無限責任組合員は、かかる意見又は
助言に拘束されないものとする。
①

前条第 2 項に定める行為及び前条第 6 項第③号に定める取引について無限責任組合員から事
前にその［承認/承認又は意見陳述若しくは助言］を求められたものについての［承認/承認
又は意見陳述若しくは助言］

②

第①号に規定する行為及び取引のほか、本組合の利益と相反し又は相反する可能性のある無
限責任組合員又はその役員若しくは従業員の行為又は取引（前条第 6 項第①号及び第②号の
取引を除く。）のうち、無限責任組合員から事前にその［承認/意見陳述又は助言］を求めら
れたものについての［承認/意見陳述又は助言］

③

その他無限責任組合員から照会を受けた本組合に関する事項についての意見陳述又は助言

6.

諮問委員会は、無限責任組合員がこれを招集し、無限責任組合員の定める者が議長となる。

7.

無限責任組合員は、無限責任組合員が必要と判断したときに、会日の［
］日前までに諮問委
員会の各委員に招集通知を発送することにより、諮問委員会を開催する。但し、緊急の必要があ
るときは、この期間を短縮することができる。

8.

諮問委員会の承認は、諮問委員会の委員の［
のとする。

9.

諮問委員会の委員に報酬は支払わないものとする。

］分の［

］以上の承認をもって行われるも

10. 無限責任組合員は諮問委員会の委員に対し、組合財産から合理的な範囲内で交通費その他の実費
を支払うことができる。
11. 諮問委員会に委員として参加する有限責任組合員又はその役員若しくは従業員は、諮問委員会の
委員であること、又は、諮問委員会における活動を理由として、本組合及び組合員に対していか
なる責任も負わないものとする（但し、故意又は重過失による不法行為が行われた場合は、この
限りではない。）。
［12.諮問委員会においては、租税特別措置法第 41 条の 21 第 1 項第 2 号に規定する、本契約に基づい
て行う事業に係る業務の執行として租税特別措置法施行令で定める行為を行わないものとする。
本項前段に抵触する本契約の規定は本項前段に抵触しないように制限的に解釈して適用されるも
のとする。］

【第 18 条解説】
1. 第 18 条はいわゆる諮問委員会に関する規定である。アドバイザリー・コミッティー又はアドバイ
ザリー・ボードその他の名称で呼ばれることもある。法律の規定に基づく機関ではなく、組合契約
に基づいて設置される任意の機関であり、必ずしもその設置が強制されるものではない。また、そ
の構成、機能、権限等も、個別の案件ごとに規定することになると考えられる（なお、細則につい
ては別途諮問委員会規程等を設けて規定して行くことも考えられる）。
2.

諮問委員会を設置することにした場合、最も重要な点は、どのような者で構成される機関とし、
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諮問委員会にいかなる権限を認めるかである。この点は、契約に基づいて設置される機関である以
上当事者が組合ごとに自由に設計することが可能である（但し、 後記 4.に注意する必要があ
る。）。
3. 本契約では、諮問委員会の委員について、当初の出資約束金額が一定額以上の有限責任組合員の
役職員が諮問委員会を構成することとしている（第 18 条第 3 項）。他方、これと異なる設計方法と
して、諮問委員会の委員を無限責任組合員が選任することとしている例もある。このような場合に
は、組合への加入の際の交渉を通じて、有限責任組合員は諮問委員会の委員の席を得て行くことと
なろう。
また、本契約では、無限責任組合員は、正当な理由がある場合には、有限責任組合員が指名した
者の諮問委員会の委員への就任を拒否し、また、委員を解任することができるとしている。もっと
も、無限責任組合員による解任が恣意的なものとならないよう、本契約においては他の委員による
異議権を規定している。
4. 諮問委員会の権限については、例えば、①無限責任組合員に対し、本組合の業務執行につき、意
見具申をし助言提供を行う機関とする、又は、②こうした機能に加え、一定の事項、特に無限責任
組合員による利益相反行為について承認・非承認の権限を与える機関とすること等が考えられる。
なお、有限責任組合法第 7 条第 1 項は、「組合の業務は、無限責任組合員がこれを執行する。」
（民法の一部を改正する法律の施行後は、「組合の業務は、無限責任組合員が決定し、これを執行
する。」）とあるので、諮問委員会に権限を付与することにより、有限責任組合員が自ら組合の業
務の決定及び執行を行うことにならないよう留意する必要がある。
本契約では、上記の②を前提に、無限責任組合員に対する助言と、利益相反行為の承認又は意見
陳述若しくは助言の提供とを担う機関とすることとしている（第 18 条第 5 項）。
この点、無限責任組合員の利益相反行為については、まず、前記のとおり第 17 条では、利益相反
行為のうち、(a)本組合の事業と同種又は類似の事業を行うこと等（同条第 2 項）、及び(b)自己又
は第三者のために本組合と取引をすること（但し、法令上、一定数以上の有限責任組合員からの承
認が必要となる自己取引等（金融商品取引法第 42 条の 2 第 1 号）及び運用財産相互間取引（同条第
2 号）を除く。第 17 条第 6 項第③号）については、諮問委員会の委員の一定数が承認し、又は意見
陳述若しくは助言の提供の機会を与えられた場合にはこれを行うことができると規定することが考
えられる（同条第 9 項）。第 18 条第 5 項第①号も、こうした第 17 条の規定を受け、これらの承認
又は意見陳述若しくは助言の提供を諮問委員会が行い得ることを規定することが考えられる。
次に、上記(a)又は(b)のほかにも、利益相反のおそれのある行為は存する。無限責任組合員は、
第 17 条解説のとおり、組合の利益と相反する行為を行わないという一般的な義務を負っていると考
えられるから、第 17 条で明確に規定されていない事項についても、承認を得た上で当該行為を行い
たいと考える場合があることが想定される。そこで、第 18 条第 5 項第②号は、無限責任組合員は、
その他の利益相反行為についても、諮問委員会に承認等を求め、その承認等を得た上で当該行為を
行うことが可能であることを規定することが考えられる。
5. 他方で、外国有限責任組合員が税制特例（第 15 条解説 5.参照）の適用を受ける投資事業有限責
任組合契約の場合、諮問委員会の権限が税法上の業務執行承認に該当しないかという点について留
意する必要がある。なお、有限責任組合員で構成される諮問委員会の権限行使が、税法上の業務執
行承認に該当するかは、有限責任組合員による権限行使の場合と同様の観点から判断されるものと
考えられる（「Q&A」3.）。
有限責任組合員の場合と同様、無限責任組合員が本組合の業務執行権限者の立場を離れて行う行
為に関する承認（「Q&A」2.(2)③）、並びに、租税特別措置法施行令第 26 条の 30 第 1 項第 3 号の
括弧書きにおいて除外されている、自己取引等及び運用財産相互間取引に関する同意、本組合の業
務執行そのものではなく、業務執行の前提となる業務執行の権限規定の変更に関する承認（「Q&A」
2.(2)④）、無限責任組合員に対して拘束力を有しない意見又は助言にとどまるもの（「Q&A」2.(2)
⑤）等については、税法上の業務執行承認には該当しないものと考えられる。
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第 18 条第 5 項第①号の承認については、第 17 条解説 11.参照。
第 18 条第 5 項第②号の承認については、無限責任組合員による業務執行に関して様々な利益相反
取引の承認を定めるものであるため、対象となる取引によっては、税法上の業務執行承認に該当す
る場合も考えられる。そのため、第②号については、諮問委員会による承認ではなく、諮問委員会
の権限を意見陳述又は助言に留めることが考えられる。他方で、第②号の対象とする利益相反取引
の対象が広く、税法上の業務執行承認にはあたらないような場合も考えられるため、本号の諮問委
員会の権限を、単に意見陳述又は助言に留めるのではなく、個別の態様に応じて、承認権限を与え
るよう、個別に文言を工夫することも考えられよう。
第 18 条第 5 項第③号に規定される意見陳述又は助言についても、これが無限責任組合員に対して
拘束力を有しない限りにおいて、税法上の業務執行承認に該当しないものと考えられる。
かかる非拘束性を明示するため、第 18 条第 5 項但書きにおいては、第 18 条第 5 項［第①号、第
②号及び］第③号の意見陳述又は助言について、無限責任組合員に対して拘束力を有しない旨規定
している。
6. 諮問委員会における委員の活動は、本組合や組合員に対して特段の義務を負うことは前提として
おらず、一有限責任組合員という地位に基づき行われるに過ぎないことから、委員が、諮問委員会
における活動により本組合や組合員に責任を負うことがない旨規定している（なお、諮問委員会の
委員に対する組合による補償について、第 20 条第 2 項で規定している。）。なお、故意又は重過失
による不法行為の場合はこの理が及ばないため、免責の対象から除外している。
7. 外国有限責任組合員が税制特例の適用を受ける投資事業有限責任組合契約について、有限責任組
合員の権限行使に関する第 15 条第 7 項と同様の解釈規定を第 18 条第 12 項として規定することも考
えられる（第 15 条解説 5.参照）。

第 4 章 組合員の責任

第 19 条 組合債務に対する対外的責任
1.

本組合の債務は、無限責任組合員が組合財産をもって弁済するものとする。但し、無限責任組合
員は自らの固有財産をもって弁済する責任を免れるものではない。

2.

第 29 条第 2 項に規定する場合を除き、有限責任組合員は、出資の価額を限度として債務を弁済す
る責任を負う。

【第 19 条解説】
1. 有限責任組合法上、無限責任組合員は、組合の債務について自己の固有財産についても責任財産
になるものとして無限責任を負い、有限責任組合員は、その出資の価額を限度として組合の債務を
弁済する責任を負うものとされている（有限責任組合法第 9 条第 2 項）。
2. 第 19 条は、無限責任組合員に対し組合の債務は組合財産をもって弁済することを義務付けた上
で、以上の有限責任組合法第 9 条の趣旨を確認的に規定するものである。無限責任組合員は、自ら
の固有財産をもって、自己の負担部分を超えて組合の債務を弁済した場合には、組合財産に対し求
償することができる。
3. なお、第 1 条の解説のとおり、有限責任組合法第 9 条第 2 項の規定する「出資の価額を限度とし
て組合の債務を弁済する責任を負う」の意味であるが、ここで「出資の価額」とは、有限責任組合
員が、組合に実際に出資した金額を指すものと解されることから、当該現実に出資した財産の限度
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で責任を負うことになる。なお、キャピタル・コール方式を採る組合では、出資約束金額のうち未
だ出資履行されていない金額について、キャピタル・コールが有効に行われてはじめて、有限責任
組合員の出資義務が発生すると考えられる。有限責任組合員に対する出資履行請求権は、その時点
で組合財産を構成すると解されることから、有限責任組合員は、実際に出資した財産とあわせ、
キャピタル・コールが有効に行われたことで発生した当該出資義務の範囲で、組合債務の弁済につ
いての責任を負うことになるものと考えられる。

第 20 条 組合財産による補償
1.

有限責任組合員が第三者から、本組合の事業に関して、請求その他何らかの権利の主張を受けた
場合、当該有限責任組合員は直ちにその旨を無限責任組合員に通知するものとする。無限責任組
合員は、かかる通知受領後速やかに、当該有限責任組合員が、かかる請求ないし権利の主張を直
接に受けることがないようにするために必要な措置を採るものとし、当該有限責任組合員は無限
責任組合員の措置に協力するものとする。

2.

(ⅰ)組合員並びにその取締役、監査役、執行役、従業員、代理人及び株主、又は(ⅱ)諮問委員会
の委員（以下「被補償者」と総称する。）が、本組合の事業又は業務（投資先事業者への助言、
指導、投資先事業者の取締役としての職務の遂行を含む。）に関連して、費用を負担し又は損
害、損失等を被った場合（自らの固有財産をもって本組合の債務を弁済した場合を含む。）、組
合財産より補償を受けることができる。但し、被補償者は、その故意又は重過失に基づきかかる
費用、損害、損失等を被った場合には、かかる補償を受けることができないものとする。

【第 20 条解説】
1. 前述のように、有限責任組合法第 9 条第 2 項により、「有限責任組合員は、その出資の価額を限
度として組合の債務を弁済する責任を負う。」と規定され、有限責任組合員は、第 8 条に定める出
資義務を履行していない範囲及び有限責任組合法第 10 条に規定する場合を除き、原則として組合の
債権者より直接請求を受けることはないものと考えられる。ただ、かかる有限責任組合員と、第三
者との間において何らかの紛争が生じる場合はあり得る。第 20 条第 1 項は、かかる場合に、無限責
任組合員をして適切な措置を採らしめるための規定である。有限責任組合員も無限責任組合員の措
置に協力するものとされている。
2. 第 20 条第 2 項は、組合員が自己の負担部分を超えて組合債務を弁済した場合等、組合員又はその
関係者が本組合の事業又は業務に関連して損害等を被った場合に、組合財産より補償を行うべき旨
規定する。無限責任組合員は、その固有財産も責任財産とされているため、組合の債権者が無限責
任組合員の固有財産より満足を受けることが想定されるが、そのような場合でも、原則、無限責任
組合員はその全額を組合財産より補償を受けることができることになる。

第 5 章 組合財産の運用及び管理

第 21 条 組合財産の運用
1.

無限責任組合員は、第 5 条に規定される本組合の事業の範囲内で、組合財産を本契約添付別紙 2
記載の投資ガイドラインに従い運用するものとする。

2.

無限責任組合員は、総組合員の出資履行金額の合計額から現金及び預貯金の合計額を控除した額
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の［100］分の［80］を超える額を充てて、金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項第 1 号イに
規定する有価証券に対してポートフォリオ投資を行うものとする。
3.

無限責任組合員は、出資約束期間中に限り、ポートフォリオ投資を行うことができるものとす
る。但し、投資先事業者等に対する追加的なポートフォリオ投資、又は、出資約束期間満了前に
本組合がポートフォリオ投資の主な準備行為を行っていた場合に行うポートフォリオ投資につい
ては、出資約束期間満了後であってもこれを行うことができるものとする。

4.

第 28 条第 6 項その他本契約において許容されている場合を除き、無限責任組合員は、ポートフォ
リオ投資を実行するに際し、第 28 条第 2 項に規定される処分収益又はその他投資収益を用いては
ならない。

5.

無限責任組合員は、ポートフォリオ投資を実行する際、当該投資先事業者等との間で、無限責任
組合員が当該ポートフォリオ投資に関して適切と認める内容の投資契約を締結するよう努めるも
のとする。

6.

無限責任組合員は、業務上の余裕金を、本契約添付別紙［
るものとする。

7.

前各項に定めるほか、投資の時期及び方法、投資証券等の処分の時期及び方法、新株予約権の行
使等組合財産の運用、管理及び処分に関する事項は全て、無限責任組合員の裁量により行われる
ものとする。

8.

無限責任組合員は、ポートフォリオ投資を実行した場合、次に掲げる事項を、各組合員に対し、
遅滞なく、書面により通知するものとする。

］に記載された方法により運用す

① 当該ポートフォリオ投資の対象である投資先事業者等の概要
② 当該ポートフォリオ投資に係る投資証券等の種類及び数
③ 当該ポートフォリオ投資の理由及びその保管若しくは管理に関する事項その他適切と認めら
れる事項
9.

有限責任組合員は、無限責任組合員に対し、投資証券等の選定その他組合財産の運用について意
見を述べることができる。なお、無限責任組合員は、本項に基づく有限責任組合員の意見に拘束
されるものではない。

【第 21 条解説】
1. 第 21 条第 1 項は、無限責任組合員は、投資ガイドラインに従い組合財産の運用を行うべき旨規定
する。無限責任組合員による運用方針に制限を加えないと、投資家の保護に失するおそれがあるた
め、あらかじめある程度具体的・明確な投資ガイドラインを定め、これによって無限責任組合員の
投資活動に一定の枠組みを設定することが考えられる。また、このようなガイドラインの設定は、
組合員の共同事業性を担保する上でも好ましい。また、運用に対する規制としては、以下のような
ものが考えられる。
①

同一の投資先事業者等に対する投資の限度額として、出資約束金額の一定割合を定めること

②

投資の対象とする地域を限定すること

③

投資手法（例えば、株式/社債等、上場株/非上場株等の投資対象とする投資証券等の別）を限
定すること

④ 上記①の制限にもかかわらず、短期的なつなぎ資金の提供として、一定額の投融資を別枠で行

44

えるように定めておくこと
2. これらの投資ガイドライン上の規制については、投資事業有限責任組合の運営上、例外的に規制
の適用を除外することが必要となる場面もある。その手法としては、組合員の一定割合の承認を必要
とする規定をおくこと等も考えられるが、外国有限責任組合員が税制特例（第 15 条解説 5.参照）の
適用を受ける投資事業有限責任組合契約については、かかる承認が税法上の業務執行承認に該当しな
いか問題となる。
無限責任組合員の業務執行の前提となる業務執行権限に関する承認であれば、税法上の業務執行承
認には該当しないと考えられる一方で、それを超えて、無限責任組合員の業務執行そのものの承認に
該当する場合には税法上の業務執行承認に該当するものと考えられる（「Q&A」2.(2)②及び④参
照）。
この点は、投資ガイドラインの制限の除外又は緩和が問題となる事案ごとに、判断が異なり得るも
のと思われる。投資ガイドラインにおける規制の除外又は緩和のための組合員（諮問委員会）の承認
規定を設ける場合には、この点に留意する必要があろう。
3. 本契約は、本組合がベンチャー・ファンドの要件を充足し、無限責任組合員が適格機関投資家等
特例 業務として組 合持分の 取得勧誘及 び 組合財産 の運用を行う ことを前 提としている（ベン
チャー・ファンドの要件については、本契約の前提 1.(4)参照）。ベンチャー・ファンドの要件の一
つとして「出資者が出資・拠出した金銭等の総額から現金・預貯金の額を控除した額の 80%超を、非
上場の株券等に対して投資を行うものであること」が求められるため（金融商品取引法施行令第 17
条の 12 第 2 項第 1 号イ）、第 21 条第 2 項は、前項に規定する投資ガイドラインにかかわらず、無
限責任組合員は、総組合員の出資履行金額の合計額から現金及び預貯金の合計額を控除した額の 100
分の 80 を超える額を、金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項第 1 号イに規定する有価証券に対
してポートフォリオ投資を行う旨を規定している（なお、第 21 条第 2 項を規定する代わりに、投資
ガイドラインに金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項第 1 号イの要件に従った投資を行う旨を
規定することも考えられる）。
金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項第 1 号イの要件における割合の計算の分母は、総組合
員の出資履行金額の合計額から本組合の現金及び預貯金の合計額を控除した額となる。現金及び預
貯金の合計額について控除を認めるのは、VC ファンドにおいては、必ずしも特定の投資案件の存在
を前提として組合員から出資を受け、当該出資金をすぐにポートフォリオ投資に充てるわけではな
いことや、管理報酬その他の組合の費用の支払のために、組合員から出資を受けた金銭の一部を現
預金のまま保有し支出する必要があること等から、このような金額については割合の計算の対象か
ら除外することが適当であるためだと考えられる。
次に、金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項第 1 号イの要件における割合の計算の分子は、
本組合が保有する同号イに規定する有価証券の合計額となる。同号イに規定する有価証券とは、株
券・新株予約権・新株予約権付社債（外国会社により発行されたものも含む。以下「株券等」とい
う。）であって、当該株券等に投資を行う時点において、①当該株券等の発行者が発行する有価証
券、②当該株券等の発行者（会社法上の大会社に限る。）の親会社等が発行する有価証券、及び③
当該株券等の発行者の子会社等が発行する有価証券の全てが、国内外の金融商品取引所に上場又は
店頭売買有価証券として登録されていないものをいう（金融商品取引業等府令第 233 条の 4 第 2 項
及び第 3 項）。なお、②において、会社法上の大会社に限定されている理由は、VC ファンドの中に
は、例えば上場企業等の一事業部分を切り離して独立させ、そこに投資を行う、いわゆるスピンア
ウトベンチャーに対する投資を行う者もあることから、ファンドが取得する有価証券の発行者の親
会社が上場会社等であっても、当該発行者が大会社でない場合には、割合の計算の対象に含めるの
が適当であるためである。また、国内外の金融商品取引所に上場又は店頭売買有価証券として登録
されているか否かの判断は、当該株券等を本組合が取得する時点を基準とすることになるため、例
えば、本組合が投資を行った時点において非上場であった株券が、当該投資後に IPO した場合にお
いては、IPO の後であっても、当該株券については、割合の計算の対象から除外されることはない。
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ベンチャー・ファンドの要件を充足するものとして、無限責任組合員が本組合の組合財産の運用
を行うためには、運用の期間中、上記の計算による割合が 100 分の 80 を超えていることが必要とな
る。
4. 第 8 条解説 4．のとおり、VC ファンドにおいては投下資本の回収に相当な期間を有するのが通常
であることから、本契約においては、契約期間を出資約束期間と出資約束期間満了後の回収のため
の期間に二分している。そして、第 21 条第 3 項において、ポートフォリオ投資については原則とし
て出資約束期間中に行うものとし、但し、出資約束期間経過後であっても、一定程度の投資活動の
柔軟性を確保できるように、既存投資先への追加投資（follow-on investment）及び投資すべき株
式につきその取得に係る株式売買契約を出資約束期間内に締結した等、投資に向けられた一定の行
為が出資約束期間内に既に行われていた場合における投資（follow-up invesment）については、例
外的にポートフォリオ投資を行うことができる旨を規定している。
なお、特に国内の VC ファンドにおいては、個々の投資案件の規模が比較的小さくファンド組成後
ある程度時間が経過してから新規に投資することや、追加投資を複数回にわたって行う必要が生じ
ることも多いため、そもそも出資約束期間の規定を設けないこともある。もっとも、VC ファンドで
も投資先救済のための無理な追加投資を行うことを避けるべく、出資約束期間を定め、追加投資に
制約を設けるケースも存在する。
5.

第 21 条第 4 項は、原則として本組合における再投資を禁止する旨を規定している。
他方で、第 28 条解説 8.のとおり、再投資を許容するメリットは少なからず存在することから、一
定の限度でかかる再投資を許容する規定を設けている。

6. 第 21 条第 5 項は、無限責任組合員がポートフォリオ投資を実行する際に投資先事業者等との間で
投資契約を締結するよう努力すべき義務がある旨規定している。
7. 第 21 条第 6 項は、業務上の余裕資金の運用方法を明示する。有限責任組合法第 3 条第 1 項第 12
号に規定される業務上の余裕金の運用について、第 5 条において組合の事業として位置付けられて
いるが、第 21 条第 6 項は、その事業範囲の枠内でさらに詳細かつ具体的な運用方法の指定を行うた
めの規定である。
8. 本契約におけるキャピタル・コールは特定のポートフォリオ投資を前提としていないため、追加
出資請求通知において、投資先事業者等の情報提供はなされない。そこで、第 21 条第 8 項におい
て、実行したポートフォリオ投資について、事後的な情報提供義務を定めている。かかる事後的な
通知は、有限責任組合員による無限責任組合員の業務執行（組合財産の運用）に対する一定の監視
機能の実効化に資するという意義も認められよう。
他方、特定のポートフォリオ投資の都度、キャピタル・コールを行う方式を採用した場合は、追
加出資請求通知において当該ポートフォリオ投資に係る情報提供をあらかじめ提供することとなろ
う。その場合には、追加出資請求通知の内容と重複した投資実行後の通知は必ずしも必須のもので
はないものと考えられる。もっとも、当初想定した内容と異なる投資がなされることもあり得るこ
とから、投資実行後にもあらためて通知を行う形とすることも考えられる。
なお、ベンチャー・ファンドの要件の 1 つとして、無限責任組合員が投資を行う場合にその投資
内容を有限責任組合員に書面通知する旨を組合契約に記載することが求められている（金融商品取
引法施行令第 17 条の 12 第 2 項第 3 号、金融商品取引業等府令第 239 条の 2 第 1 項）。従って、ベ
ンチャー・ファンドの特例を利用するためには、上記で述べた情報提供義務を組合契約に定めるこ
とが必要となる。なお、ベンチャー・ファンドの特例を利用するために組合契約に記載すべきその
他の事項については、本契約の前提 1.(4)参照されたい。
9. 第 21 条に規定する個別の投資内容の報告や投資証券等の選定その他組合財産の運用についての組
合員の意見具申を認めることは、本組合における共同事業性の顕れともいえる。
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第 22 条 組合財産の管理
1. 無限責任組合員は、本契約に基づき出資された金銭を、金融商品取引法第 40 条の 3 及び金融商品
取引業等府令第 125 条に掲げる基準を満たす態様で、無限責任組合員の固有財産その他無限責任
組合員の行う他の事業に係る財産と分別して管理するものとする。また、無限責任組合員は、組
合財産を、金融商品取引法第 42 条の 4 及び金融商品取引業等府令第 132 条各項に掲げる定める方
法により、無限責任組合員の固有財産及び他の運用財産と分別して管理するものとする。
2. 無限責任組合員は、新たに組合財産を取得した場合、速やかに、名義の変更その他の対抗要件具
備のために必要な手続を行うものとする。
3. 組合財産に属する現金の受領、保管及び支出は、全て組合口座において行うものとする。
4. その他組合財産の管理に関する事項は、法令に従い、無限責任組合員がその裁量により適切と考
える方法で行うものとする。

【第 22 条解説】
1. 第 22 条は、組合財産の管理について規定する。無限責任組合員が、適格機関投資家等特例業務と
して又は第二種金融商品取引業登録を受けて持分の勧誘を行う場合には、本組合に出資された金銭
について、無限責任組合員の固有財産その他無限責任組合員の行う他の事業に係る財産と区別して
管理することが確保されるために、本契約等において同条に掲げる分別管理の基準を満たすことを
義務付けることが必要となる（金融商品取引法第 63 条第 11 項、第 40 条の 3、金融商品取引業等府
令第 125 条）。そこで、第 22 条第 1 項第 1 文では、無限責任組合員は、本契約に基づき出資された
金銭を、金融商品取引法第 40 条の 3 及び金融商品取引業等府令第 125 条に掲げる基準を満たす態様
で、無限責任組合員の固有財産その他無限責任組合員の行う他の事業に係る財産と分別して管理す
る旨を規定している。
満たすべき基準の内容は、①本組合の事業の対象及び業務の方法が明らかにされるとともに、組
合財産がそれぞれ区分して経理され、かつ、それらの内容が投資者の保護を図るうえで適切である
こと（金融商品取引業等府令第 125 条第 1 号）、並びに、②本組合に出資された金銭が金融商品取
引業等府令第 125 条第 2 号イからハのいずれかの方法により、適切に管理されていることである
が、②について、銀行等への預金又は貯金により管理する場合には、本組合に出資された金銭であ
ることがその名義により明らかにされていることが必要となる（同号ロ）。
2. さらに、無限責任組合員が、適格機関投資家等特例業務として又は投資運用業登録を受けて組合
財産の運用を行う場合には、金融商品取引業等府令第 132 条に定めるところにより、組合財産を無
限責任組合員の固有財産及び他の運用財産とを区別して管理することが必要となる（金融商品取引
法第 63 条第 11 項、第 42 条の 4）。前記 1.と異なり、当該義務については本契約において規定する
ことが法令上求められてはいないが、第 22 条第 1 項第 2 文では、無限責任組合員は、組合財産を、
金融商品取引法第 42 条の 4 及び金融商品取引業等府令第 132 条各項に定める方法により、無限責任
組合員の固有財産及び他の運用財産と分別して管理する旨を規定している。
金融商品取引業等府令第 132 条で求められる分別管理の方法については、①運用財産が金銭の場
合には、金融商品取引業等府令第 125 条第 2 号イからハのいずれかの方法により管理すること（前
記 1.参照）（同令第 132 条第 1 項）、②運用財産が金銭以外の財産の場合には、同条第 2 項各号に
掲げる財産の区分に応じて管理することが必要となる。②については、例えば、当該財産が無券面
の株式等の場合には、運用財産として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により
直ちに把握できる状態で管理することが必要となる（同項第 5 号）。
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第6章 会

第 23 条 会

計

計

1.

本組合の事業年度は、毎年［
し、初年度は効力発生日から［

］月［
］年［

］日から翌年［
］月［
］日までとする。但
］月［
］日までの期間とする。

2.

無限責任組合員は、組合会計規則に定めるところに従い会計処理を行うものとする。

3.

無限責任組合員は、本組合の事業に属するあらゆる取引に関する正確な会計帳簿及び記録を作成
し、保管するものとする。

【第 23 条解説】
1.

第 23 条第 1 項は、本組合の事業年度を規定する。

2.

第 23 条第 2 項は、無限責任組合員は、組合会計規則に従い会計処理を行うべき旨規定する。

3. 第 23 条第 3 項は、無限責任組合員は、本組合の事業に属するあらゆる取引に関する正確な会計帳
簿及び記録の作成・保管を行うべき旨規定する。これは、第 15 条第 3 項において規定されている会
計帳簿及び記録の閲覧及び謄写に関する有限責任組合員の権限の実効性を確保するという機能も有
している。

第 24 条 財務諸表等の作成及び組合員に対する送付
1.

無限責任組合員は、事業年度ごとに、組合会計規則に定めるところに従い、その財務諸表等を作
成し、監査人による日本における一般に公正妥当と認められる監査基準に従った監査（業務報告
書及び附属明細書については会計に関する部分に限る。以下本条において同じ。）を経た後、そ
の事業年度経過後 3 ヶ月以内に、組合員に対し、当該監査に関する意見書の写しとともに財務諸
表等を送付するものとする。

2.

無限責任組合員は、前項の附属明細書において、本組合が投資勘定において保有する投資証券等
については本契約添付別紙 3 に定めるところに従い、各事業年度期末時点における評価額を記載
するものとする。

3.

無限責任組合員は、毎事業年度の上半期終了後、速やかに当該上半期の半期財務諸表等を作成
し、組合員に送付するものとする。

4.

無限責任組合員は、事業年度ごとに、金融商品取引法第 42 条の 7 第 1 項に規定する運用報告書を
事業年度ごとに作成し、本条第 1 項に規定する財務諸表等とともに、組合員に対して送付するも
のとする。なお、金融商品取引業等府令第 134 条第 1 項第 1 号に規定する運用報告書の対象期間
は 1 年とする。

5.

無限責任組合員は、前項の運用報告書において、金融商品取引業等府令第 134 条第 1 項各号に掲
げる事項を記載するものとする。但し、同項各号に掲げる事項のうち、第 3 号ハに掲げる、対象
期間における金融商品取引行為の相手方の商号、名称又は氏名については、当該相手方から記載
について同意を得られない場合には記載を要しない。

6.

本条第 1 項に基づき各組合員に対し財務諸表等を送付する場合、同時に、(ⅰ)当該組合員に帰属
すべき収益、費用、資産及び負債等に関して有限責任組合員が税務申告上合理的に必要とする情
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報を無限責任組合員がその裁量により適切と認める方法により提供し、また、(ⅱ)本契約添付別
紙 4 に定める計算方法により計算した累積内部収益率の結果を送付するものとする。
7.

無限責任組合員は、財務諸表等を、本契約書、運用報告書及びその監査に関する意見書とともに
5 年間本組合の主たる事務所に備え置くものとする。

【第 24 条解説】
1. 有限責任組合法第 8 条第 1 項は、無限責任組合員は、毎事業年度経過後 3 ヶ月以内に、その事業
年度の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書を作成し事務所に備え置
くべき旨、同条第 2 項において公認会計士又は監査法人の意見書を併せて備え置くべき旨を定め
る。第 24 条第 1 項は、かかる法律上の要求よりもさらに進め、事業年度終了後 3 ヶ月以内に、財務
諸表等を作成・備置するだけでなく、その監査も終了させた上で財務諸表等を監査人の意見書の写
しとともに組合員に送付すべき旨を規定している。また、第 24 条第 3 項は、上半期の中間貸借対照
表、中間損益計算書及び半期業務報告書並びにそれらの附属明細書の作成及び送付義務を規定して
いる。
なお、上記に加え、半期毎ではなく四半期毎の報告を行う組合も予想される。この点に ついて
は、かかる四半期開示に要する費用との見合いにおいて、組合員に対する開示の充実の必要性を検
討することになろう。
また、第 24 条第 1 項は、無限責任組合員に対し、組合会計規則に従った財務諸表等の作成を義務
付けているが、実務上は、企業会計基準委員会により公表された「金融商品に関する 会計基準」
（企業会計基準第 10 号。その後の改正を含む。）に従う例もある。
2. 第 24 条第 2 項は、附属明細書において投資勘定において保有する投資証券等の時価情報を記載す
べき旨規定している。投資証券等の時価につきいかなる方法で算定すべきか検討が必要である。こ
こでは、本契約添付別紙 3 において、「投資資産時価評価準則」として評価の方法をあらかじめ合
意している。添付別紙 3 においては、例として 2 種類の時価評価方法を提示している。例 1 は、市
場性及び客観的な事象に基づき投資資産の評価額を算定する方法であり、例 2 は、国際的に VC ファ
ンドによる時価評価の実務指針として普及している International Private Equity and Venture
Capital Valuation Guideline （以下「IPEV ガイドライン」という。）に準拠した公正価値を投資
資産の評価額とする方法である。もっとも、例 2 の時価評価方法による場合には、社内の管理体制
の強化が必須となるため、高水準の管理コストが求められる等相応のハードルが存在することか
ら、例 2 の時価評価方法を選択することが困難なファンドも存在するものと考えられる。そこで、
ファンドの実情に応じて、適切な時価評価方法を選択することができるよう、平成 22 年版モデル契
約に記載されていた例 1 も併記している。ファンドの実情に応じて、適切な時価評価方法を選択す
べきである。
3. 無限責任組合員が適格機関投資家等特例業務として又は投資運用業の登録を受けて組合財産の運
用を行う場合には、対象期間経過後遅滞なく、有限責任組合員に対して運用報告書を交付しなけれ
ばならないこととされている（金融商品取引法第 63 条第 11 項、第 42 条の 7 第 1 項、金融商品取引
業等府令第 134 条第 4 項）。「対象期間」は原則として 6 か月（半期毎）以内とされているが、無
限責任組合員が適格機関投資家等特例業務として、ベンチャー・ファンドの要件を充足する組合の
組合財産の運用を行う場合には、本契約に記載することにより、1 年（事業年度毎）とすることがで
きる（同条第 3 項）。第 24 条第 4 項は、無限責任組合員がベンチャー・ファンドの特例を利用した
適格機関投資家等特例業務として組合財産の運用を行うことを前提として、対象期間を 1 年とする
ことを明記した上で、無限責任組合員が有限責任組合員に対して運用報告書の交付を行う旨を規定
している。
運用報告書に記載すべき事項については、金融商品取引業等府令第 134 条第 1 項各号に規定され

49

ている。このうち、無限責任組合員が適格機関投資家等特例業務として、ベンチャー・ファンドの
要件を充足する組合の組合財産の運用を行う場合には、対象期間に行われた金融商品取引行為の相
手方の名称等について、当該相手方の同意を得られない場合にはその名称等を記載しない旨を組合
契約に記載した場合には、当該記載を省略することが可能である（同項第 3 号ハ）。第 24 条第 5 項
但書きは、無限責任組合員がベンチャー・ファンドの特例を利用した適格機関投資家等特例業務と
して組合財産の運用を行うことを前提として、その旨を規定している。
なお、金融商品取引法第 42 条の 7 第 1 項但書き、金融商品取引業等府令第 134 条第 5 項第 4 号に
より、有限責任組合員が特定投資家である場合には、当該組合員に対して運用報告書の交付をする
必要はないこととされている。従って、全有限責任組合員が特定投資家である場合には、第 24 条第
4 項及び第 5 項の規定は不要となる。
4.

第 24 条第 6 項は、各組合員の税務申告の便宜のために設けられた規定である。
民法上の任意組合による投資事業組合に関し、それが行う投資事業から生じる損益については、
組合段階では課税されず、直接組合員の段階で課税されることとなる。損益のパススルーの方法に
ついては、所得税法基本通達 36・37 共-19、36・37 共-19-2、36・37 共-20、法人税法基本通達 141-1、14-1-1-2、14-1-2 に次の方法が認められている（組合員が継続して②又は③の方法により計算
している場合等、一定の要件を満たす場合を除き、原則として①の方法によるものとされてい
る。）｡
① 当該組合事業に係る収入金額、支出金額、資産、負債等をその分配割合に応じて各組合員のこれ
らの金額として計算する方法
② 当該組合事業に係る収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその
分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
③ 当該組合事業について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員に分配
又は負担させることとする方法
投資事業有限責任組合も、これと同様に税務上取り扱われることとなる（中小企業庁から国税庁
への平成 10 年 9 月 17 日付「中小企業等投資事業有限責任組合契約に係る税務の取扱いについて」
と題する文書による照会に対する国税庁からの同年 10 月 21 日付回答（課審 4-19、課審 3-40））。

5. なお、経済産業省の国税庁に対する平成 16 年 6 月 14 日付「投資事業有限責任組合及び民法上の
任意組合を通じた株式等への投資に係る所得税の取扱いについて」と題する事前照会（平成 16・
06・10 経局第 3 号）について、同月 18 日付で国税庁から回答がなされている（課審 4-19、課審 611、課個 2-10、課資 3-1）。これは、組合を通じて個人投資家が得た所得の所得区分及び投資組合
の運営から発生した諸経費の取扱いについて照会したものである。但し、本照会文に記載された処
理に従って個人投資家が得た所得の計算を行うにあたっては、前記 4.の①「当該組合事業に係る収
入金額、支出金額、資産、負債等をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する
方法」によることを前提にしているので注意が必要である。
6. 第 24 条第 6 項は、無限責任組合員が、本条に規定する財務諸表等を、本契約書、運用報告書及び
監査意見書とともに、5 年間本組合の主たる事務所に備え置く旨を規定する。適格機関投資家等特例
業務として組合持分の取得勧誘及び組合財産の運用を行う無限責任組合員については、当該契約上
の義務の他、帳簿書類として、金融商品取引業等府令第 246 条の 2 第 1 項各号に掲げる書類を作成
し、同条第 3 項に規定する期間保存することが必要となる（金融商品取引法第 63 条の 4 第 1 項、金
融商品取引業等府令第 246 条の 2 第 1 項）。
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第 7 章 投資先事業者の育成

第 25 条 投資先事業者の育成
無限責任組合員は、本組合の事業の目的の達成のため、その裁量により適切と考える方法により、
本組合の事業として投資先事業者に対する経営又は技術の指導を行うものとする。

【第 25 条解説】
1. 有限責任組合法は、投資先事業者に対する経営又は技術の指導を行う事業を投資事業有限責任組
合の事業の一つとして位置付けている（同法第 3 条第 1 項第 8 号）。投資先事業者の育成方法の具
体的内容として、本組合において投資先事業者との間でいわゆるコンサルティング契約を締結する
方法のほか、無限責任組合員の取締役又は従業員等が投資先事業者である会社の取締役に就任する
場合等が想定される。本契約では、個別の投資先事業者の育成のためにいかなる行為を行うのが適
切であるかは、無限責任組合員の裁量に委ねるとの立場に基づき、第 25 条において、一般的な規定
を置くにとどめた。ただ、無限責任組合員は、第 14 条において善管注意義務を負っているので、そ
の裁量権の行使についてはかかる善管注意義務を尽しているかの見地からの規制に服することにな
る。
2. なお、本組合の事業としてではなく、無限責任組合員又はその関連会社の事業として、投資先事
業者に対する経営又は技術の指導が行われることもある。経営又は技術指導の方法としては、コン
サルティング契約を締結する方法、投資先事業者に取締役等を派遣する方法等が存する。仮に、こ
れらを本組合の事業として本組合が行うのであれば、これらから生じる収益は本組合のものとな
り、逆にこれに要する費用は本組合の費用となろう。他方、これらを無限責任組合員らの事業とし
て行えば、無限責任組合員の別途の収益や費用になることになろう。無限責任組合員らの立場でこ
れらを行うとすると、無限責任組合員らは本組合との間で実質的に利益相反の関係に立つため、こ
のような行為の是非については、諮問委員会の承認を要件とすることなども考えられるが、本契約
では、これを認めたうえ、無限責任組合員が投資先事業者等から受領する手数料や報酬の全部又は
一部を、本組合が無限責任組合員に対して支払う管理報酬の額から控除することで利害調整を図っ
ている（第 32 条第 3 項、第 32 条解説 4.参照）。
なお、諮問委員会の承認権限を設ける場合については、外国組合員が税制特例の適用を受ける投
資事業有限責任組合契約の場合、かかる承認が税法上の業務執行承認に該当しないかについて留意
する必要がある。承認の対象が、無限責任組合員が本組合の業務執行者としての地位を離れて投資
先事業者に対してコンサルティング等を行うことについての承認であれば、税法上の業務執行承認
には該当しないものと整理しうる（「Q&A」2.(2)③参照）。

第 8 章 組合財産の持分と分配

第 26 条 組合財産の帰属
1.

組合財産は組合員の共有とする。

2.

組合員は、本組合の清算手続が終了するまで組合財産の分割を請求することができない。

【第 26 条解説】
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1. 第 26 条第 1 項は、有限責任組合法第 16 条の準用する民法第 668 条の規定に基づき、組合財産は
組合員の（準）共有である旨規定する。なお、組合財産における「共有」は、民法第 249 条以下に
規定される通常の「共有」とは異なる「合有」であり、各組合員は、包括的な組合財産の上の割合
的な支配権である合有持分を有するものであると説明されることがある。
2. 有限責任組合法第 16 条の準用する民法第 676 条第 2 項（民法の一部を改正する法律の施行後は民
法第 676 条第 3 項）は、組合員が清算前に組合財産の分割を求めることを認めない。この「清算
前」とは、「清算手続が終了するまで」と解されているため（最判昭和 44 年 11 月 18 日判時 580 号
52 頁）、第 26 条第 2 項はその旨を明示的に確認する規定である。

第 27 条 損益の帰属割合
1.

各事業年度末において、本組合の事業に関する損益は、各組合員にその出資履行金額の割合に応
じて帰属するものとする。但し、これにより有限責任組合員の持分金額が零を下回ることとなる
場合には、有限責任組合員の持分金額は零とし、当該零を下回る部分に相当する損失は全て無限
責任組合員に帰属するものとする。

2.

前項但書きの規定に従い損失が無限責任組合員に帰属した結果その持分金額が零を下回ることと
なった場合、無限責任組合員の持分金額が零以上にならない範囲で本組合の損益は全て無限責任
組合員に帰属し、当該範囲を超える本組合の利益がある場合、当該利益は各組合員に帰属する。

3.

前二項にかかわらず、第 28 条第 4 項第②号に基づく無限責任組合員への分配が行われる場合（同
条第 2 項柱書き但書きの定めに従い無限責任組合員の裁量により分配を留保した場合を含む。）
は、当該分配額に相当する利益が無限責任組合員に帰属し、当該分配額を除く利益が前二項の規
定に従い各組合員に帰属するものとする。

【第 27 条解説】
1. 第 27 条は、本組合の事業から生じる損益計算書上の利益又は損失が、各組合員にどのように帰属
するかを規定したものであり、現実に組合員が受領する金銭又は現物による場合の投資証券等の分
配割合を規定したものではない。組合損益に関する抽象的な配分規定である。
2. 第 27 条第 1 項本文は、組合損益の原則的な帰属方法として、組合損益は単純にその出資履行金額
の割合に応じて各組合員に帰属する旨を規定している。
第 27 条第 1 項但書きは、有限責任組合員の対外的責任の有限性及び無限責任組合員の対外的責任
の無限性の趣旨を組合の内部関係にも反映させ、有限責任組合員については持分金額が零を下回る
ことはなく、零を下回る損失は全て無限責任組合員に帰属する旨規定する。第 2 項は、無限責任組
合員が第 27 条第 1 項但書きに基づき有限責任組合員に分配されるべき損失の帰属を受けた場合に
は、以後これを回復させるため、第 27 条第 1 項但書きに基づき負担した損失金額の限度において、
当該有限責任組合員に帰属すべき利益が無限責任組合に帰属することを規定するものである。

第 28 条 組合財産の分配
1.

組合員及び脱退組合員は、本契約に定めがある場合を除き、事由の如何を問わず、本組合の解散
前に組合財産を分配することを請求することはできない。

2.

無限責任組合員は、第 29 条により認められる範囲において、以下に定めるところに従い、無限責
任組合員がその裁量により決定する時において分配額を確定し、組合員についてはその持分金
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額、脱退組合員については当該脱退組合員の脱退当時の持分金額の各金額に応じ按分した上、当
該組合員及び当該脱退組合員に対しそれぞれ組合財産の分配を行うものとする。［但し、無限責
任組合員は、その裁量により、本組合の費用、無限責任組合員に対する管理報酬、本組合の債務
及び公租公課の支払等のため必要な場合には、本条に基づく分配を留保することができる。］
①

無限責任組合員は、投資証券等について処分収益を受領したときは、かかる処分収益の受領
後［
］ヶ月以内の無限責任組合員がその裁量により指定する日において、当該処分収益
から、処分等に要した諸費用（もしあれば）及び公租公課（もしあれば）並びに当該処分等
の時において支払期限が到来していた組合費用（もしあれば）の合計額を控除した上、本条
第 4 項の定めに従い分配するものとする。

②

無限責任組合員は、投資証券等に関してその他投資収益を受領したときは、かかるその他投
資収益を受領した日の属する事業年度の末日から［
］ヶ月以内の無限責任組合員がその
裁量により指定する日において、当該その他投資収益から、当該受領に要した諸費用（もし
あれば）及び公租公課（もしあれば）並びに当該受領の時において支払期限が到来している
組合費用（もしあれば）の合計額を控除した上、本条第 4 項の定めに従い分配するものとす
る。

③

無限責任組合員は、特別収益を受領したときは、受領の都度これを分配することを要しない
ものとし、無限責任組合員がその裁量により指定する日において、特別収益のうち無限責任
組合員がその裁量により適切と考える額に相当する金銭を分配することができるものとす
る。

3.

前項に規定する金銭の分配のほか、無限責任組合員は、投資証券等（投資証券等に係る処分等、
現物配当、株式分割等により本組合が取得したもののうち金銭以外のものを含む。）を現物で分
配することが組合員の利益に適うと合理的に判断する場合（かかる判断がなされた日を「現物分
配基準日」という。）、組合員及び脱退組合員に対し、現物分配基準日後速やかに、当該投資証
券等の分配時評価額の総額から、分配に要する諸費用（もしあれば）及び公租公課（もしあれ
ば）の合計額を控除した上、本条第 4 項に従い、第 29 条により認められる範囲において、組合員
についてはその持分金額、脱退組合員については当該脱退組合員の脱退当時の持分金額の各金額
に応じ按分をした上、それぞれ現物により分配することができるものとする。無限責任組合員
は、分配に要する諸費用及び公租公課の支払いにあてるため、分配される投資証券等の一部を売
却することができるものとし、かかる場合、当該売却に係る投資証券等を控除した後の当該投資
証券等を組合員及び脱退組合員に対し分配するものとする。当該投資証券等が市場性のある有価
証券ではない場合、無限責任組合員は、(ⅰ)現物分配を行う旨及びその理由、(ⅱ)現物分配する
投資証券等の明細、(ⅲ)その現物分配基準日における分配時評価額の案、並びに(ⅳ)その他その
適否を判断する上で必要な事項を記載した書面を送付した上、総有限責任組合員の出資口数の合
計の［
］分の［
］以上に相当する出資口数を有する有限責任組合員の承認を取得しなけ
ればならないものとする。なお、第 48 条第 1 項は、本項に基づき無限責任組合員が行う分配に準
用する。

4.

本条第 2 項第①号若しくは第②号に定める処分収益若しくはその他投資収益又は前項に定める投
資証券等の分配は、以下に定める順位及び方法に従い行うものとする。
①

第 1 に、本項に基づき当該分配までに全ての組合員等に対して行われた組合財産の分配額
（現物分配の場合にはその分配時評価額を含む。）の累計額及び当該分配において前二項に
基づき全ての組合員等に対し行う分配額（現物分配の場合にはその分配時評価額を含む。）
（以下「分配可能額」という。）の合計額が、全ての組合員等の［出資履行金額/出資約束
金額］の合計額と同額となるまで、組合員等に分配可能額の 100%を分配する。
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②

第 2 に、無限責任組合員に分配可能額から全ての組合員等の［出資履行金額/出資約束金
額］の合計額を控除した額の［α］%を分配する。

③

第 3 に、組合員等に分配可能額から全ての組合員等の［出資履行金額/出資約束金額］の合
計額を控除した額の[100-α]%を分配する。

5.

無限責任組合員は、本条第 3 項に基づき現物による分配を行う場合、現物分配基準日の少なくと
も［
］日前までに、当該現物分配の対象である組合員に対し、(A)分配の対象となる投資証券
等を現物で受け取る方法、又は(B)当該投資証券等の全部若しくは一部の処分を無限責任組合員に
依頼し、当該処分に係る処分代金を受け取る方法のいずれかを選択するよう申し出るものとす
る。無限責任組合員は、かかる申出から［
］日以内に(B)の方法による処分代金の受領を希望
する旨の連絡があった組合員については、無限責任組合員がその裁量により判断する時期及び価
格（但し、当該連絡のあった日から現物分配を行う日までの任意の日における最終価格又はこれ
に準ずる価格を原則とする。）によって当該投資証券等を処分の上、現物分配を行う日にその処
分代金を交付するものとし、その他の場合については、当該投資証券等の現物を交付するものと
する。本項に基づく無限責任組合員による投資証券等の処分に関して発生した費用は処分を希望
した組合員が負担する。

6.

本条第 2 項第①号にもかかわらず、無限責任組合員は、出資約束期間内において、投資証券等を
取得してから［
］ヶ月以内に当該投資証券等を処分等することにより金銭を受領した場合
は、その裁量により、当該処分等により受領した金銭から、処分等に要した諸費用（もしあれ
ば）及び公租公課の額（もしあれば）を控除した残額［を/のうち、当該投資証券等の取得に関し
て出資された額を限度として］、再投資のために用いることができるものとする。

7.

本条に従って組合員に対し分配を行う場合、無限責任組合員は、当該分配の対象となる各組合員
に対し、遅滞なく、(ⅰ)処分収益の分配又は投資証券等の現物による分配の場合には、その分配
に係る金銭又は投資証券等の明細（投資証券等を現物で分配する場合、当該投資証券等の分配時
評価額を含む。）、当該分配に係る投資先事業者等の事業の状況、当該分配の理由その他適切と
考える事項、(ⅱ)その他投資収益又は特別収益の分配の場合には、当該収益の明細、当該分配の
理由その他適切と考える事項を、書面により通知するものとする。

8.

無限責任組合員は、本条に規定する組合財産の分配に際し、その裁量により、相当と認める端数
調整を行うことができる。

9.

本条に基づき分配された組合財産は、分配をした日の翌日から各組合員の固有財産になるものと
する。

10. 無限責任組合員は、分配後に生じた当該分配に係る財産の価額の変動に関し、その理由の如何を
問わずいかなる責任も負わないものとする。

【第 28 条解説】
1. 投資事業有限責任組合においては、貸借対照表上の純資産額を超えて組合財産の分配をすること
の制限（有限責任組合法第 10 条第 1 項）を除けば、組合財産の分配について原則として自由に合意
することができる（但し、営利組合の一部の組合員が利益分配を全く受けない旨の規定については
認められない可能性がある）。第 28 条は、本組合の解散前に組合員及び脱退組合員に対して行われ
る組合財産の分配の割合、時期、方法等について規定する。
2. 第 28 条においては、組合財産の分配は、原則として金銭に換価された後に当該金銭を分配するも
のとするが、無限責任組合員が現物分配の方が組合員の利益に適うと判断した場合には投資証券等
についての現物分配を認める。但し、現物分配の対象である投資証券等が市場性のある有価証券で
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はない場合には、一定の割合の有限責任組合員の承認を得ることを条件とする。なお、投資証券等
が市場性のある有価証券である場合の現物分配の承認については、有限責任組合員の承認は要件と
はせず、第 5 項により現物と現金のいずれの形で受領するか各有限責任組合員にて選択できる形と
している。
3. 第 28 条第 2 項から第 4 項までについては、本契約における組合財産の分配方法に関する中心的な
規定となる。組合の収益のうち無限責任組合員が受領すべき部分については、成功報酬の形で定め
るファンドも少なくないが、本契約においては、海外のプライベート・エクイティ・ファンドの
パートナーシップ契約を参考に、無限責任組合員の持分に基づく分配として構成している。
無限責任組合員への分配の算定方法及び分配時期については、全ての組合員による出資履行金額
又は出資約束金額の全額の分配が行われることを無限責任組合員への分配の条件としているが、本
契約のような規定以外にも、キャピタル・コールが特定のポートフォリオ投資を前提として行われ
るようなファンドにおいては、当該ポートフォリオ投資に係る出資金額とそれまでに処分された
ポートフォリオ投資に係る出資金額をベースとする方法も考えられる。
なお、無限責任組合員への分配の算定方法及び分配時期の定め方によって、クローバックが発生
する頻度及び当該規定の必要性の程度が異なってくることになるが、クローバック条項については
第 46 条第 3 項を参照。
4. 第 28 条第 2 項においては、現金分配がなされる場合として、(ⅰ)投資証券等につき売却その他の
処分、償還、消却、買受け、払戻し、又は弁済がなされること（「処分等」）により金銭（「処分
収益」）を受領した場合、(ⅱ)投資証券等に関して配当、利息、使用許諾料その他の収益に係る金
銭（処分収益に含まれるものを除き、「その他投資収益」）を受領した場合、(ⅲ)組合財産に関し
て生じた収益その他の金銭のうち処分収益及びその他投資収益に含まれないもの（「特別収益」）
を受領した場合に大別する。まず、本組合が投資証券等に関して金銭を受領した場合、これが処分
収益に該当するかを検討する。処分収益に該当する場合には、受領後一定期間内に分配が行われ
る。次に、処分収益に該当しないもののうち、投資証券等に関して受領した配当、利息等の収益に
ついては、その他投資収益として、これを受領した事業年度終了後一定期間内に分配が行われる。
さらに、その他組合財産から生じた収益等（例えば、余裕金の運用収益など）については、無限責
任組合員の裁量において適切な金額を適切な時期に分配が行われる。この特別収益を、第 28 条第 4
項の方法による無限責任組合員への分配を算出する際の基礎に換算するかについては立場が分かれ
よう。本契約においては特別収益は無限責任組合員への分配の算定基礎としていない（同条第 4 項
柱書き参照）。なお、本契約における分配のタイミングについては、あくまで一例であり、別途の
定めをすることもあり得るところである。
5. 第 28 条第 3 項は、無限責任組合員が、現物分配をすることが組合員の利益に適うと合理的に判断
した場合には、投資証券等のうち市場性のある有価証券については分配時評価額による現物分配を
認め、市場性のある有価証券以外の投資証券等については所定の有限責任組合員の承認を得ること
を条件として現物分配をすることを認める。現物分配の対象としては、本契約のように、投資証券
等全般を含めるケースもあれば、投資証券等のうち市場性のある有価証券のみとするケースなども
考えられよう。なお、投資証券等の時価については、第 1 条において、「分配時評価額」としてそ
の算定方法につき規定を置いている。
6. 第 28 条第 4 項は、同条第 2 項に定める処分収益若しくはその他投資収益又は第 3 項に定める現物
分配を行う場合における各組合員への分配に関する取決めを規定する。(ⅰ)まず、同条第 4 項第①
号により、当該分配が行われるまでに既に行われた分配に係る分配金の累計額と新たに分配される
分配金の額（「分配可能額」）との合計額が、組合員等の出資履行金額又は出資約束金額に達する
までは、分配可能額の 100%が組合員等に対して分配されるものとする。組合員等による出資履行分
又は出資約束分の回収を無限責任組合員への分配に先行させる趣旨である。(ⅱ)次に、同項第②号
及び第③号により、組合員等の出資履行金額又は出資約束金額が確保された場合には、分配可能額
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から全ての組合員等の出資履行金額又は出資約束金額の合計額を控除した額の一定割合（α%）を無
限責任組合員に分配し、その残余（100-α%）を全ての組合員等に分配することを定める。αの値
は、海外では 20%とされることが多いようである。
以上が本契約の規定の構造となるが、このような配分構造はあくまで一例に過ぎず、例えば、①
分配累計額及び分配可能額の合計額が組合員等の出資履行金額又は出資約束金額を超えた場合で
も 、 さ らに 当該 出 資履行 金 額 の一 定割 合 （その 数 値 は一 般的 に 「ハー ド ル ・レ ート （ Hurdle
Rate ） 」 と 呼 ば れ る 。 ） が 組 合 員 等 に 分 配 （ 当 該 分 配 は 一 般 的 に 「 優 先 分 配 （ Preferred
Return）」と呼ばれる。）された後、無限責任組合員への分配を行うこととしたり、②これに加え
て、出資履行金額又は出資約束金額の回収及び優先分配の分配がなされた後に、優先分配に対応す
る金額を無限責任組合員へ分配することを認める規定（「キャッチアップ（Catch Up）」と呼ばれ
る。）を設けることもある。ハードル・レートやキャッチアップを設定するか否か及びその条件
は、無限責任組合員の運用実績、組合の運用資産の規模その他の経済的実情を考慮し、無限責任組
合員と有限責任組合員の対話・交渉の中で決定することになる。
7. 第 28 条第 5 項は、第 3 項に基づき現物分配を行う場合、無限責任組合員は、事前に当該現物分配
の対象となる組合員等に対し、現物による分配を受けるか、又は、当該現物の処分を無限責任組合
員に依頼し、その処分代金により分配を受けるかを選択するよう申し出るものとする。無限責任組
合員が現物分配を行うことを選択した場合であっても、必ずしも全ての組合員等が現物による分配
を望んでいるわけではない場合もあるものと思われるし、また、銀行等の一定の金融機関について
は法令により株式等の一定数以上の保有が制限されているので（詳細については、経済産業省平成
17 年 6 月 1 日改訂「投資事業有限責任組合契約に関する法律【逐条解説】」138 頁以下及び第 6 条
解説 3.参照)、組合員等に金銭による分配を受けることを選択できる機会を与えたものである。本項
に基づき有限責任組合員より投資証券等の処分を依頼された場合、無限責任組合員は、当該依頼を
行った有限責任組合員に対し分配されるべきであった投資証券等を処分し、かかる処分に係る処分
代金を交付することになる。
8. 第 28 条第 6 項は、一定の投資に係る回収金について、分配を行わず、再投資に用いることを認め
るものである。同条第 2 項に定めるとおり、投資の回収金については、これを分配するのが原則で
あるが、短期で回収された投資資金は、回収後、再投資にあてることを許容する例 もある。これ
は、多様な投資方法を認めることによって、より高い収益機会を獲得することを可能とし、また、
分配された金額を別のファンドに対して出資することにより運用した場合、追加的な管理報酬を支
払うことが必要になるが、同一のファンドにおいて再投資を認めれば、追加的なコストの負担なく
投資機会を得ることが可能となる等のメリットもあると考えられる。本契約では、一例として、投
資から一定期間以内に回収された資金としているが、より広く再投資を認めることも当然可能であ
る。また、回収された資金のうち再投資が可能な額は、当該回収資金の原因である投資において現
実に出資された金額の範囲内に限定されることもある。なお、かかる再投資は、一度回収された資
金を組合員に分配の上、再度出資を受けることと同様であることから、再投資を行う場合には組合
員に追加出資を請求する場合と同様に考え、組合員に対し一定の事項を通知することも考えられ
る。
9. 第 28 条に基づき行われる分配行為が金銭でなされる場合には、金銭の授受について定めた第 48
条第 2 項の規定が適用される。しかし、第 28 条第 3 項の現物分配については、当然には第 48 条第 2
項の適用はなされないため、第 28 条第 3 項のなお書きにて第 48 条第 1 項を準用することとした。

第 29 条 分配制限
1.

前条にかかわらず、無限責任組合員は、貸借対照表上の純資産額を超えて組合財産の分配を行う
ことができない。なお、貸借対照表上の純資産額の算定に際し未実現利益は算入しないものとす
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る。
2.

有限責任組合員は、前項の規定に違反して貸借対照表上の純資産額を超えて分配を受けた場合
は、当該超過して分配を受けた額の範囲内において、本組合の債務を弁済する責に任ずる。但
し、有限責任組合員が当該分配を受けた日から 5 年を経過したときは、この限りではない。

3.

本条第 1 項に違反して組合員に対し分配された現金又は現物の相当額の範囲内において、無限責
任組合員は、本組合に対し、自ら分配を受けた組合財産、並びに第 32 条及び第 43 条第 2 項に規
定する報酬を返還しなければならない。

【第 29 条解説】
1. 有限責任組合法第 10 条第 1 項は、「組合財産は、貸借対照表上の純資産額を超えて、これを分配
することができない。」と規定する。第 29 条第 1 項は、この有限責任組合法第 10 条第 1 項によっ
て制限される範囲で無限責任組合員による分配の裁量権が制約を受ける旨明らかにする。なお、中
小企業等投資事業有限責任組合会計規則第 17 条第 1 項は、有限責任組合法第 10 条により財産分配
の対象となる純資産額は未実現利益を除くものとしており、これを受けて、第 29 条第 1 項において
も、貸借対照表上の純資産額の算定に際し未実現利益は算入しないことを規定している。
2. 第 29 条第 2 項は、有限責任組合法第 10 条第 2 項において、貸借対照表上の純資産額を超えて分
配を受けた場合、有限責任組合員は、当該分配を受けた金額の範囲内において、組合の債務を弁済
する責任を負うものとされているので、その旨を契約上確認する規定である。
3. 第 29 条第 3 項は、有限責任組合法第 10 条第 1 項に反する分配が行われたため、本来有限責任組
合員の固有財産たるべき既分配分についても責任財産となる事態が生じた場合に、無限責任組合員
にその分配を受けた財産だけでなく、報酬分についても本組合に返還させる規定である。

第 30 条 公租公課
1.

本組合の事業に関し各組合員に課される公租公課については、各組合員が負担するものとし、組
合財産からは支払われないものとする。但し、組合財産の処分等に関して課される公租公課につ
いては、各組合員がその［持分金額の割合/関連する対象持分割合］に応じて負担するものである
限り、無限責任組合員は、これを組合財産から支払うことができるものとする。

2.

各組合員が、本組合の事業に関し当該組合員に課される公租公課に関して、管轄行政機関から書
類、資料、証明書等の提出を求められた場合、無限責任組合員は、適宜、当該組合員が必要とす
る様式でこれを作成し、当該組合員に送付するものとする。但し、無限責任組合員は、この作成
及び送付に要する費用を、その裁量により適切と認める方法で、当該組合員に負担させることが
できるものとする。

3.

組合員等が正当な事由なく本組合の事業に関し各自が負担すべき公租公課を滞納した場合、又は
無限責任組合員若しくは本組合が適用法令等に基づき組合員等に関連して源泉徴収を行い若しく
は組合員等に代わり若しくは組合員等に関連して公租公課の納付（更正通知、決定通知、納税告
知その他日本の税務当局によりなされた課税査定により必要とされる納税を含む。）を行うこと
が必要とされるものと無限責任組合員が合理的に判断する場合、無限責任組合員は、その裁量に
より、第 28 条に基づく分配を行うに際し、当該組合員等に分配すべき組合財産の中から当該滞納
額又は納付額に相当する現金又は現物を控除し、現物についてはその裁量により適切と認める方
法によりこれを売却した上、当該公租公課を支払うことができるものとする。この場合、無限責
任組合員は、かかる源泉徴収又は公租公課の納付を行った上で、かかる方法により現金又は現物
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を収受することもできる。組合員等は、かかる支払いに必要な金額又は支払った金額につき、無
限責任組合員から請求があれば、無限責任組合員において既にかかる支払いを行った後であれば
かかる支払いの日から組合員等による現実の支払いがなされた日までの期間につき年［
］%
（年 365 日の日割り計算とする。）の利息を付して、無限責任組合員に対し直ちにこれを支払う
ものとする。かかる支払いは本組合への出資とはみなされない。なお、無限責任組合員は、本項
の判断（売却の決定、方法及び結果を含む。）につき、いかなる責任も負わないものとする。
4.

外国有限責任組合員は、自らが組合員でなければ日本の租税法上の恒久的施設を有することには
ならず、かつ、当該外国有限責任組合員が本契約に基づき恒久的施設を通じて事業を行っていな
いとすれば所得税法第 161 条第 1 項第 1 号に掲げる国内源泉所得又は法人税法第 138 条第 1 項第
1 号に掲げる国内源泉所得を有しないこととなることが真実かつ正確であることを表明し、保証
する。かかる表明及び保証の内容が真実若しくは正確でないことが判明した場合、又は外国有限
責任組合員が租税特別措置法第 41 条の 21 第 1 項に掲げる要件のいずれかを充足しなくなったと
き若しくはそのおそれが生じた場合は、当該外国有限責任組合員は直ちにかかる事実を無限責任
組合員に書面にて通知するものとする。無限責任組合員は、組合財産の分配にあたり行う源泉徴
収につき、本項に定める外国有限責任組合員の表明及び保証に依拠した上で日本法及び適用ある
租税条約の定めに従った源泉徴収を行う限り、かかる源泉徴収の結果につき本組合及び組合員等
に対して責任を負わないものとする。

5.

外国有限責任組合員は、租税特別措置法第 41 条の 21 第 1 項及び/又は同法第 67 条の 16 第 1 項の
適用を受けるために必要な書面（これらの適用を受けるための管轄税務署長に対する申告書、そ
の変更申告書を含むがこれらに限られない。）を、全て適時に（但し、無限責任組合員が期限を
指定した場合は当該期限までに）作成し無限責任組合員に提出し、その他合理的に必要な協力
（本人確認への対応を含むがこれに限られない。）を行う。

6.

有限責任組合員は、無限責任組合員が FATCA/CRS を遵守するために有限責任組合員に提出を求め
る書類を、全て適時に（但し、無限責任組合員が期限を指定した場合は当該期限までに）作成し
無限責任組合員に提出し、その他無限責任組合員が合理的に必要な手続（有限責任組合員への本
人確認の実施及び個人情報の日本国又は外国の税務当局への報告を含むが、これらに限られな
い。）を行うことに協力し、これに異議を述べない。

7.

有限責任組合員は、前項に従い無限責任組合員に対して提出した書類の記載内容が真実かつ正確
であることを表明し、保証する。かかる表明及び保証の内容が真実若しくは正確でないことが判
明した場合は、当該有限責任組合員は直ちにかかる事実を無限責任組合員に書面にて通知するも
のとする。

8.

本組合に対する出資、組合財産の分配、本組合の事業収益に関する組合員等における税務上の取
扱いについては無限責任組合員は責任を負わず、組合員が各自の責任において確認を行うものと
する。

【第 30 条解説】
1. 第 30 条は、本組合における公租公課の取扱いにつき規定する。特に、第 30 条第 4 項及び第 5 項
は、本組合の有限責任組合員として非居住者及び/又は外国法人が参加している場合で、外国組合員
に対する課税の特例（第 15 条解説 5.参照）を利用する場合を想定した規定である。
2. 第 30 条第 3 項の適用される具体例としては、破産を原因として脱退した組合員が公租公課を滞納
していた場合に、当該脱退組合員の第 40 条に基づく払戻請求権について税務当局が差押等をする場
合、又は外国有限責任組合員が外国組合員に対する課税の特例を利用し本組合の事業から生じる利
益について源泉徴収を受けないことが予定されていたにもかかわらず、何らかの理由で当該外国組
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合員が外国組合員に対する課税の特例の要件を充足しなくなったことを無限責任組合員が認識した
場合が考えられる。これらの場合、税務当局が債権者として出現することにより、組合の業務執行
に支障が生じることをあらかじめ防止すること、又は無限責任組合員が外国有限責任組合員の源泉
徴収に係る公租公課の納付を行わないことによる責任を負うことを免れること等を目的として、第
30 条第 3 項は、無限責任組合員がその裁量により当該脱退した組合員に代わり公租公課を支払うこ
とや外国有限責任組合員等に係る源泉徴収税の支払いを認める趣旨の規定である。また、無限責任
組合員が組合員等のために公租公課を立て替えた場合、無限責任組合員はかかる立替金を当該組合
員等に対して求償する必要があるので、その場合には当該組合員等は支払いを行うまでの期間に係
る利息を付して返還する旨を規定している。なお、無限責任組合員が外国有限責任組合員に代わり
公租公課を納付する等の対応を行ったものの、外国有限責任組合員がこれに必要な資金の提供又は
補償をしない場合には、無限責任組合員において当該外国有限責任組合員から資金を回収する手段
として、当該外国有限責任組合員を除名し、組合が当該外国有限責任組合員の出資金を没収して資
金を回収する、当該外国有限責任組合員の持分の譲渡を強制しその売却代金から資金を回収する、
といった方法が考えられる。
3. 第 30 条第 4 項及び第 5 項は、外国組合員に対する課税の特例が利用される場合における外国有限
責任組合員に関する事項について規定している。まず、第 4 項は、外国組合員に対する課税の特例
の要件のうち無限責任組合員においては確認が困難な「当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を
通じて事業を行っていないとしたならば、所得税法第 161 条第 1 項第 1 号に掲げる国内源泉所得又
は法人税法第 138 条第 1 項第 1 号に掲げる国内源泉所得を有しないこととなること」（租税特別措
置法第 41 条の 21 第 1 項第 5 号、同法第 67 条の 16 第 1 項）の表明保証を外国有限責任組合員に求
めている。また、一度同特例の要件を充足し手続を履践したとしても、期中において要件が満たさ
れないこととなった場合には、その日から同特例の適用はないこととされているところ（租税特別
措置法第 41 条の 21 第 4 項、同法第 67 条の 16 第 2 項）、無限責任組合員がかかる事情を知らず当
該外国有限責任組合員に分配等を行うと、源泉徴収税等の不払いという事態も生じかねないことか
ら、当該要件が不充足になった場合又はそのおそれが生じた場合には、直ちに無限責任組合員にそ
の旨を知らせるよう、当該外国有限責任組合員に対し通知義務を課している。
次に、第 30 条第 5 項は、外国有限責任組合員の協力義務について規定している。無限責任組合員
は、外国有限責任組合員が外国組合員に対する課税の特例に関して作成する特例適用申告書（租税
特別措置法第 41 条の 21 第 3 項、同法第 67 条の 16 第 2 項）や、その記載内容に変更が生じた場合
に必要となる変更申告書（租税特別措置法第 41 条の 21 第 7 項、同法第 67 条の 16 第 2 項）を当該
外国有限責任組合員に代わり税務署長に提出する必要があるほか、当該外国有限責任組合員の本人
確認（租税特別措置法第 41 条の 21 第 6 項、同法第 67 条の 16 第 2 項）や組合員所得に関する計算
書への一定事項の記載（租税特別措置法第 41 条の 21 第 10 項）等の事務も発生することから、かか
る無限責任組合員の事務について外国有限責任組合員に協力義務を課すことにより、同特例に関連
する手続の円滑な履践を可能にし、もって外国有限責任組合員による同特例の利用を促進すること
を図るものである。
4. 第 30 条第 6 項及び第 7 項は、本組合における FATCA 及び CRS に係る対応について規定している。
平成 22 年 3 月に、米国はいわゆる外国口座税務コンプライアンス法（FATCA：Foreign Account
Tax Compliance Act）を成立させ、米国外の金融機関に対し、米国納税義務者等の口座情報につい
ての報告義務を導入した（平成 26 年 7 月 1 日より全面施行）。これに対応して、日本政府は、国内
の金融機関の FATCA 実施の円滑化のために、平成 24 年 6 月に「FATCA 実施の円滑化と国際的な税務
コンプライアンスの向上のための政府間協力の枠組みに関する米国及び日本による共同声明」（以
下「日米共同声明」という。）を、平成 25 年 6 月に「国際的な税務コンプライアンスの向上及び
FATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」（以下
「日米当局間声明」という。）を公表している。
上記制度において、報告義務の課される「Foreign Financial Institute（FFI）」（外国金融機
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関）には、米国外の証券・債権・商品等に関する投資業、再投資業又はトレーディング業に主とし
て従事する事業体が含まれており（米国内国歳入法第 1471 条第 d 項第 5 号(C)）、有価証券への投
資を主な事業目的とする投資事業有限責任組合は、原則として報告義務のある FFI に該当するもの
と考えられる。報告義務のある FFI は、米国内国歳入庁（IRS：Internal Revenue Services）の
ウェブサイト上から FFI 登録を事前に行うとともに、米国人口座を特定するために口座情報を検索
し、検索された米国人口座保有者が IRS への情報提供に同意した場合は、その個別情報を IRS へ報
告し、同意しなかった場合は、非協力口座の総数・総額を IRS に報告しなければならない。報告義
務のある FFI はこれらの対応を取ることにより、米国内国歳入法第 1471 条第 a 項に規定する 30%の
源泉徴収課税を受けないものとして取り扱われることとなる。
さらに、OECD の加盟国である我が国は、OECD において平成 26 年に承認・公表された自動的情報
交換の共通報告基準（CRS：Common Reporting Standard）を実施するため、平成 27 年の税制改正に
おいて、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和 44
年法律第 46 号。その後の改正を含み、以下「実特法」という。）を改正し、同改正法は平成 29 年 1
月 1 日から施行されている。
改正実特法により、報告金融機関等は、新規に取引を行う場合には、当該取引を行う相手方に対
して本人確認のための届出書を提出させて（同法第 10 条の 5 第 1 項）、居住地国を特定し、取引の
相手方の中に租税条約の相手国の居住者が含まれる場合には、その情報を所轄税務署長に提供する
ことが必要となる（同法第 10 条の 6）。「報告金融機関等」には、原則として投資事業有限責任組
合の無限責任組合員が含まれるため（同法第 10 条の 5 第 7 項第 1 号、同法施行令（昭和 62 年政令
第 335 号。その後の改正を含む。）第 6 条の 6 第 1 項第 5 号ハ）、無限責任組合員は上記の改正実
特法に基づく義務を履行することが必要となる。
本契約では、上記の FATCA に関する米国法令及び日米政府当局間の取決め、並びに CRS について
の国内法令及び各国当局間の合意等を総称して「FATCA/CRS」と定義することとしている（第 1 条参
照）。そして、第 30 条第 6 項及び第 7 項では、無限責任組合員が FATCA 及び CRS における報告義務
のある金融機関に該当することを前提として、第 6 項において無限責任組合員が FATCA 及び CRS を
遵守するために実施する手続についての協力義務を規定することにより、FATCA 及び CRS に関連する
手続の円滑な履践を可能にすることを図っている。さらに、第 7 項において当該手続に基づいて有
限責任組合員が提出する書類の記載事項が真実かつ正確であることを有限責任組合員に表明保証さ
せるとともに、仮に期中において当該事項に変更が生じた場合には、直ちに無限責任組合員にその
旨を知らせるよう、通知義務を課している。

第 9 章 費用及び報酬

第 31 条 費
1.

用

本組合の事業に関連して発生した次に掲げる費用は、全て組合財産より支払われるものとする。
①

本組合の組成に関する費用（本契約の作成費用、登記費用、弁護士、公認会計士、税理士そ
の他の専門家に対する報酬を含む。但し、総組合員の出資約束金額の合計額の［
］%に
相当する額を上限とする。）

②

組合財産の取得、投資先事業者等における合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業提携
その他の組織再編行為、並びに、組合財産の処分等に要する費用（事業調査に係る弁護士、
公認会計士、税理士その他の専門家に対する報酬を含む。）

③

組合財産に関する権利行使に係る費用（サービサーその他の第三者に対する委託費用を含
む。）
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④

組合員集会及び諮問委員会の招集及び開催に係る費用

⑤

次の(ⅰ)から(ⅲ)までに規定する費用
(ⅰ) 第 23 条第 3 項に規定する会計帳簿その他会計記録の作成費用
(ⅱ) 第 24 条第 1 項に規定する財務諸表等の作成・送付費用
(ⅲ) 第 24 条第 3 項に規定する半期財務諸表等の作成・送付費用

⑥

第 24 条第 1 項に規定する監査人の監査及び意見書作成並びに意見聴取に係る費用

⑦

組合財産の名義変更その他の対抗要件具備のための費用その他組合財産の管理に係る費用

⑧

本組合の事業に合理的に必要な、弁護士、公認会計士、税理士、鑑定人、アドバイザーその
他の専門家の費用

⑨

投資先事業者の指導及び育成に要する費用

⑩

適用法令等を遵守するための費用又は本組合の事業に係る法的手続に要する費用（訴訟その
他の裁判手続及び行政機関による検査・調査に要する費用を含む。）

⑪

本組合の事業に関する保険の保険料（無限責任組合員の取締役又は従業員が投資先事業者で
ある会社の取締役その他の役員に就任した場合における当該取締役又は従業員の役員賠償責
任保険の保険料を含む。）

⑫

本組合の事業に関して発生する公租公課（消費税及び地方消費税を含む。）

⑬

本組合の解散及び清算に要する費用

［⑭ 本組合に関し、又は本組合の業務執行に際し、合理的に発生したその他の費用］
［2.本組合の業務執行に要する費用のうち、前項に規定される費用以外のものについては、無限責任
組合員の管理報酬より支出するものとする。］
3.

無限責任組合員が、本組合の業務に関し、本組合の負担すべき費用等を支出した場合、かかる支
出について組合財産から支払いを受けることができる。

【第 31 条解説】
1. 第 31 条第 1 項は、本組合の費用となるべき項目を明示し、第 31 条第 3 項は、無限責任組合員が
本組合の費用を支弁した際に求償できる旨を規定する。
2. 無限責任組合員の取締役又は従業員が投資先事業者である会社の取締役その他の役員に就任した
場合における当該取締役又は従業員の賠償責任保険料については、本組合の費用としている。
3. 第 31 条第 2 項は、第 1 項において列挙された費用以外は全て無限責任組合員の管理報酬により賄
われるべき旨規定する。
4. 組合財産から支払うべき投資事業有限責任組合の費用と、無限責任組合員が負担すべき費用と
は、必ずしも区別が明らかではないため、無限責任組合員と有限責任組合員の対話・交渉の結果と
して組合財産から負担すべき費用の範囲が決定されるべきであり、また、本契約においてその範囲
を個別具体的にかつ網羅的に規定するべきである。

第 32 条 無限責任組合員に対する報酬
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1.

無限責任組合員は、本組合の業務執行に対する報酬として、本条第 2 項に定める管理報酬を、組
合財産から受領するものとする。

2.

無限責任組合員は、各事業年度の管理報酬として、以下の各号に定める額（年額）を、当該事業
年度の期初から［
］日以内に、毎年前払いで現金にて受領するものとする。
①

最初の事業年度については、総組合員の出資約束金額の合計額の［
（年 365 日の日割り計算とする。）

］%に相当する額

②

第二事業年度以降出資約束期間の満了日が属する事業年度までについては、各事業年度につ
き、総組合員の出資約束金額の合計額の［
］%に相当する額

③

出資約束期間の満了日が属する事業年度の翌事業年度以降については、各事業年度につき、
当該事業年度の直前事業年度の末日における投資総額の［
］%に相当する額

3. 無限責任組合員は、ポートフォリオ投資、又は無限責任組合員による経営若しくは技術の指導若
しくは助言その他の経営支援に関連して、投資先事業者等から手数料又は報酬その他の対価（以
下「控除対象手数料等」という。）を受領することができる。無限責任組合員が控除対象手数料
等を受領したときは、当該控除対象手数料等の［
］%に相当する額（以下「管理報酬控除額」
という。）を、直後の管理報酬の支払日に支払われるべき管理報酬から減額するものとし、各組
合員は、管理報酬控除額のうち、その持分金額に応じて按分した金額につき、当該支払日に支払
われるべき管理報酬の負担を免れるものとする。なお、当該管理報酬の支払日において支払われ
るべき管理報酬の総額が管理報酬控除額を下回る場合には、管理報酬控除額の全額が控除される
まで、次回以降の各支払日において支払われるべき管理報酬より順次控除するものとする。

【第 32 条解説】
1. 第 32 条は、無限責任組合員の管理報酬を規定する。具体的な管理報酬の算定方法については第 2
項において規定の上、第 3 項において無限責任組合員が投資先事業者等から受領した手数料等の管
理報酬からの控除を規定している。
2. 第 32 条第 2 項における管理報酬は、出資約束期間中と出資約束期間満了後において、その算出の
基礎を分けることとしている。すなわち、投資が行われることが予定されている出資約束期間中に
おいては、投資がこれから行われるのであるから、総組合員の出資約束金額をその算出の基礎と
し、投資が原則として完了している出資約束期間満了後においては、投資約束金額ではなく、実際
に投資がなされた投資総額を算出の基礎としている。もっとも、本契約で示した方法以外にも、全
組合期間を通じ、算出の基礎を出資約束金額の合計額とする方法や、組合財産の純資産額とするこ
ともある。投資総額を算出の基礎としつつ、評価損を反映させる方法も考えられる。また、管理報
酬の割合についても、一定割合に固定する方法や、出資約束期間満了の前後によってその割合を変
動させる方法、さらには投資期間の長期化に伴って投資金額の回収可能性が低減していくことを反
映して、事業年度毎に定率で減少させていく方法等も考えられる。さらに、管理報酬の受領時期に
ついても、本契約におけるように事業年度毎とする場合のほか、半期又は四半期ベースで受領する
こととする場合もある。なお、初年度の管理報酬については、組合の組成等に係る無限責任組合員
の事務が多くなることから、次年度以降の管理報酬よりも割合を大きく設定する場合が多く、これ
を管理報酬とは別の設立報酬として規定する場合もある。
3. 本契約においては、第 31 条に規定する組合費用とは別に、管理報酬を規定しているが、組合費用
を管理報酬に統合した上で管理報酬の割合を合意することも可能である。その場合、組合の費用
は、管理報酬のみとなり、組合員においてあらかじめ費用額を算定することが可能になる。
4.

第 32 条第 3 項は、無限責任組合員が、本組合による投資案件の実施又は無限責任組合員による投
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資先事業者等への経営指導等の対価として当該投資先事業者等から手数料や報酬等を受領すること
を認めた上、実際に受領した手数料や報酬等の全部又は一部を管理報酬から控除する方法により実
質的に本組合へ提供することを義務付ける規定である。本組合による投資や無限責任組合員による
投資先事業者等への経営指導等も、本組合の組成又は組合員の出資に基づく投資を前提とするもの
であるため、手数料や報酬等については有限責任組合員に利益として分配することも考えられ、ま
た、かかる取扱いを行うことで、無限責任組合員と本組合との間の実質的な利益相反を抑止する効
果も有する。なお、無限責任組合員の管理報酬から手数料や報酬等の相当額が控除されることによ
り、組合員の負担する損失額が当該控除額相当額につき減額されることとなるが、かかる損失の減
額分は、各組合員がその持分金額に応じて享受するものとしている。

第 10 章 組合員の地位の変動

第 33 条 持分処分の禁止
1. 組合員は、組合財産に対する持分を、裁判上及び裁判外の事由の如何を問わず、譲渡、質入れ、
担保権設定その他一切処分することができない。但し、次条の規定に従って組合員たる地位を譲
渡する場合はこの限りでない。
2. 前項に違反して組合員がなした組合財産に対する持分の処分は無効とし、本組合はかかる処分に
関し譲受人その他第三者に対していかなる義務も負わない。

【第 33 条解説】
1. 有限責任組合法第 16 条により準用された民法第 676 条第 1 項により、組合員の持分処分は組合及
び組合と取引した第三者に対抗できないものとされている。そこで、第 33 条第 1 項本文は、かかる
持分処分の禁止について規定し、同条第 2 項は、かかる禁止規定に違反する処分を絶対的に無効と
する。
2. 組合財産に対する持分の処分が禁止されるとしても、組合員たる地位の譲渡は、組合契約で許容
する場合にはできると解するのが通説である（鈴木祿彌編『新版注釈民法(17)債権(8)』（有斐閣、
平成 13 年。以下「新版注釈民法(17)」という。）159 頁〔菅原菊志〕）。本契約においても第 34 条
において組合員たる地位の譲渡が許容されている。組合員たる地位の譲渡がある場合、それに伴
い、譲渡組合員の持分が譲受組合員に移転することとなる。かかる持分の移転については、第 33 条
第 1 項本文の持分処分の禁止の適用外であることを確認的に規定したものが同項但書きである。

第 34 条 組合員たる地位の譲渡等
1.

有限責任組合員は、無限責任組合員の書面による承諾がある場合を除き、その組合員たる地位に
ついて、裁判上及び裁判外の事由の如何を問わず、譲渡、質入れ、担保権設定その他一切処分す
ることができない。

2.

無限責任組合員は、合理的な理由なく有限責任組合員による組合員たる地位の譲渡の承諾を拒絶
し得ないものとし、当該譲渡により有限責任組合員が 500 名以上となる譲渡を承諾しないものと
する。

3.

組合員たる地位を譲渡しようとする有限責任組合員は、譲り受けようとする者をして、無限責任
組合員が指定する日までに、本契約に拘束されることに同意する旨の書面を無限責任組合員に対
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して提出させるものとする。
4.

前各項の規定にかかわらず、有限責任組合員がその組合員たる地位の全部［又は一部］を無限責
任組合員又は他の有限責任組合員に対して譲渡するには、無限責任組合員に［
］日前の書面
による通知をすることをもって足りる。

5.

前各項の規定にかかわらず、有限責任組合員は、その取得又は買付けに係る組合員たる地位を不
適格投資家に対して譲渡することが禁止される。有限責任組合員は、その取得又は買付けに係る
組合員たる地位を譲渡することにより、金融商品取引業等府令第 234 条の 2 第 1 項各号又は同条
第 2 項各号に掲げる要件のいずれかに該当することとなる場合においては、当該譲渡は禁止され
れる。適格機関投資家である有限責任組合員がその発行に応じて取得した組合員たる地位につい
ては、当該有限責任組合員及びその後当該組合員たる地位を承継した有限責任組合員は、当該組
合員たる地位を適格機関投資家以外の者に対して譲渡することが禁止される。また、適格機関投
資家以外の者である有限責任組合員がその発行に応じて取得した組合員たる地位については、当
該有限責任組合員及びその後当該組合員たる地位を買付けた有限責任組合員は当該組合員たる地
位を一括して他の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に譲渡する場合以外に譲渡することが
禁止される。

6.

有限責任組合員が、その組合員たる地位を譲渡する場合には、譲り受けようとする者に対し、以
下に掲げる事項について告知し、かつ、あらかじめ又は同時に、かかる告知事項を記載した書面
を交付しなければならないものとする。
①

当該組合員たる地位の買付けの申込みの勧誘が、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 3 号に該当
せず、金融商品取引法第 23 条の 13 第 4 項に定義される少人数向け勧誘に該当することによ
り、当該買付けの申込みの勧誘に関し、金融商品取引法第 4 条第 1 項の規定による届出が行
われていないこと

②

当該組合員たる地位が、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 1 条第 5 号の 2 に
掲げる内国有価証券投資事業権利等に該当する特定有価証券であり、当該組合員たる地位は
金融商品取引法第 2 条第 2 項第 5 号に掲げる権利に該当すること

7.

無限責任組合員は、他の組合員の全員の書面による同意がある場合を除きその組合員たる地位を
譲渡することができない。

8.

出資一口に相当する組合員たる地位は不可分とし、本条に定める組合員たる地位の譲渡は、出資
一口を単位としてのみ行うことができる。

9.

前各項に違反して組合員がなした組合員たる地位の処分は無効とし、本組合はかかる処分に関し
譲受人その他第三者に対していかなる義務も負わない。

10. 組合員が合併又は会社分割を行う場合、当該組合員の組合員たる地位は包括承継されるものとす
る。

【第 34 条解説】
1. 第 34 条は、組合員の地位の譲渡等につき規定する。組合員の地位の譲渡について、有限責任組合
法及び同法により準用される民法のいずれにも、規定はない。しかし、民法上の組合について、通
説は、組合契約で許容するときは組合員たる地位を譲渡し得ると解しており（第 33 条解説 2.参
照)、有限責任組合法のもとにおいても別異に解すべき理由は存しないものと考えられる。
2. 第 34 条第 1 項では、組合員たる地位の譲渡等には無限責任組合員の承諾が必要であることを原則
とした上で、同条第 2 項では、無限責任組合員は組合員たる地位の譲渡については合理的な理由な
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くこれを拒絶し得ないものとしている。なお、組合員たる地位を譲り受けた者は、次条に基づく本
組合への新規の加入と異なり本契約上規定されている表明保証を当然に行うものではないので、実
務上は無限責任組合員による承諾にあたり、譲受人に表明及び保証させることとなろう。
3. 本契約の前提 1.(1)に記載のとおり、本契約は、本組合の組合持分の取得勧誘及び組合財産の運
用が金融商品取引法第 63 条第 2 項に定める適格機関投資家等特例業務として行われることを前提と
して作成されている。そのため、本組合の組合持分の取得勧誘は同条第 1 項第 1 号が要件とする
「私募」でなければならないため、本契約締結時の有限責任組合員（厳密に言えば、「取得勧誘に
応じることにより当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる者」）は、500 名未満でなけれ
ばならない（同法第 2 条第 3 項第 3 号、金融商品取引法施行令第 1 条の 7 の 2 参照）。また、本組
合の成立後に有限責任組合員が 500 名以上となった場合には、無限責任組合員は有価証券報告書を
提出しなければならない（金融商品取引法第 27 条、第 24 条第 5 項、第 24 条第 1 項第 4 号、金融商
品取引法施行令第 4 条の 2 第 4 項、第 5 項）。そこで、有価証券報告書の提出義務を負うことがな
いよう、第 34 条第 2 項後段において、無限責任組合員は、当該譲渡により有限責任組合員が 500 名
以上となる譲渡を承諾しない旨を明記している。
4. 第 34 条第 1 項において組合員たる地位の譲渡に無限責任組合員の承諾を要求した主たる趣旨は、
組合に参加することが好ましくない者を排除することにある。従って、第 34 条第 4 項において、有
限責任組合員がその組合員たる地位を、既に組合に参加している他の組合員へ譲渡することについ
ては、譲渡・譲受当事者間で合意が成立すれば無限責任組合員の承諾を要することなく、無限責任
組合員への通知によって譲渡できることとしている。もっとも、各組合員の持分割合について、組
合員の関心が高い場合もあり、場合に応じて、要件を加重することも考えられる。
5. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利（組合持分）は、原則として有価証券とみなされ（金融
商品取引法第 2 条第 2 項第 5 号）、金融商品取引法の適用を受ける。従って、組合持分の募集（同
条第 3 項第 3 号）を行う場合には、原則として、有価証券届出書を提出するとともに、目論見書の
作成が必要となり、またその後有価証券報告書等による継続開示を行うことを要する（同法第 4 条
第 1 項、第 13 条第 1 項、第 24 条等）。一方、私募に該当する場合、すなわち組合持分の取得勧誘
に応じることにより当該取得勧誘に係る取得持分を所有することとなる者が 500 名未満である場合
には、有価証券届出書の提出等は不要である（同法第 2 条第 3 項第 3 号、同法施行令第 1 条の 7 の 2
参照）。
6. 前記 3.のとおり、本契約は、無限責任組合員が適格機関投資家等特例業務として組合持分の取得
勧誘及び組合財産の運用行為を行うことを前提としている。組合持分の取得勧誘が適格機関投資家
等特例業務に該当するためには、大要以下の要件を充足しなければならない（金融商品取引法第 63
条第 1 項第 1 号）。
① 取得勧誘時に、有限責任組合員が 500 名未満であること（金融商品取引法第 2 条第 3 項第 3 号、
同法施行令第 1 条の 7 の 2。但し、④及び⑤に該当することを要する。）
② 取得勧誘時に、有限責任組合員に不適格投資家（金融商品取引法第 63 条第 1 項第 1 号イからハ
までのいずれかに該当するものをいう。以下同じ。）がいないこと
③ 取得勧誘時に、(ⅰ)有限責任組合員の全てが投資事業有限責任組合（借入金を除く運用財産の総
額が 5 億円以上であると見込まれる者を除く。）でないこと、及び(ⅱ)特例業務対象投資家のう
ち、特例業務届出者たる無限責任組合員に密接に関連する者（金融商品取引業等府令第 233 条の
2 第 1 項第 2 号から第 6 号までのいずれかに該当する投資家。但し、親会社等は除かれる。以下
同じ。その範囲については本契約の前提 1.(3)参照）及びベンチャー・ファンド特例により範囲
が拡張される特例業務対象投資家の出資総額に占める割合が全組合員の出資総額の 50%未満であ
ること（同令第 234 条の 2 第 1 項第 1 号、第 2 号）
④ 取得勧誘時に、有限責任組合員に 1 名以上の適格機関投資家がいること
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⑤ 取得勧誘時に、特例業務対象投資家である有限責任組合員が 49 名以下であること
⑥ 組合員となった日において適格機関投資家であった有限責任組合員が保有する組合持分につい
て、適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が、組合契約において禁止されていること（金融
商品取引法施行令第 17 条の 12 第 4 項第 1 号）
⑦ 組合員となった日において特例業務対象投資家であった有限責任組合員が保有する組合持分につ
いて、他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に一括して譲渡する場合以外の譲渡が、
組合契約において禁止されていること（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 4 項第 2 号イ）
また、投資事業有限責任組合の組合財産の運用が適格機関投資家等特例業務に該当するために
は、大要以下の要件を充足しなければならない（金融商品取引法第 63 条第 1 項第 2 号）。
⑧ 運用期間中継続して、不適格投資家が有限責任組合員とならないこと
⑨ 運用期間中継続して、(ⅰ)有限責任組合員の全てが投資事業有限責任組合でないこと、及び(ⅱ)
特例業務対象投資家のうち、特例業務届出者たる無限責任組合員に密接に関連する者及びベン
チャー・ファンド特例により範囲が拡張される特例業務対象投資家の出資総額に占める割合が全
組合員の出資総額の 50%未満であること（金融商品取引業等府令第 234 条の 2 第 2 項第 1 号、第
2 号）
⑩ 運用期間中継続して、有限責任組合員に 1 名以上の適格機関投資家がいること
⑪ 運用期間中継続して、特例業務対象投資家である有限責任組合員が 49 名以下であること（金融
商品取引法施行令第 17 条の 12 第 1 項、第 2 項）
上記①の要件充足については、組合員の名簿により確認ができ、組合契約に特段の規定を設ける
必要はない。
上記②、③、④及び⑤の要件充足については、第 51 条第 1 項、第 3 項及び第 5 項の規定により担
保することとなる。但し、有限責任組合員が適格機関投資家又は特例業務対象投資家に該当するか
否かについては、必ずしも自明ではない場合があること、また、特例業務対象投資家のうち、一部
の類型については、金融商品取引業者等監督指針においてその確認方法が具体的に定められている
こと（本契約の前提 1.(3)及び(5)参照）もあることに留意されたい。
上記⑥及び⑦の要件については、第 34 条第 5 項第 3 文及び第 4 文の規定により充足されることと
なる。
上記⑧の要件充足については、第 51 条第 2 項、第 34 条第 5 項第 1 文、及び第 38 条第 1 項第③号
の規定により担保することとなる。
上記⑨の要件充足については、第 34 条第 5 項第 2 文、及び第 42 条第 1 項第⑥号の規定により担
保することとなる。
上記⑩の要件充足については、第 51 条第 4 項、第 34 条第 5 項第 3 文、及び第 42 条第 1 項第⑥号
の規定により担保することとなる。
上記⑪の要件充足については、第 34 条第 5 項第 4 文の規定により担保することとなる。なお、特
例業務対象投資家については、組合持分の取得勧誘又は譲渡の時点において特例業務対象投資家の
要件を充足していることのみが求められるため、上記⑩の適格機関投資家の場合と異なり、第 51 条
第 4 項（組合員たる地位にある間、適格機関投資家であり続ける義務）に対応するような義務を設
ける必要はない。
7. 無限責任組合員は、投資事業有限責任組合の組成を私募として行い、有価証券届出書による開示
を行わずに、組合持分の取得の勧誘を行う場合には、かかる開示が行われていない旨等を勧誘の相
手方に告知するとともに、組合持分を取得させる場合には、あらかじめ又は同時に当該相手方に当
該告知事項を記載した書面を交付しなければならない（金融商品取引法第 23 条の 13 第 4 項、同条
第 5 項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 20 条）。
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かかる義務が遵守されたことを確認するため、第 50 条第 1 項から第 3 項までの規定が設けられて
いる。
これに対し、組合持分を転売する場合に、かかる告知義務及び書面交付義務を履行しなければな
らないかについては、金融商品取引法第 23 条の 13 第 4 項第 2 号において、「同法第 2 条第 4 項第 3
号に掲げる場合に該当しない場合」（既発行の組合持分の売付け勧誘の相手方が 500 人未満の場
合）が掲げられていないことを根拠として、有価証券の売付け勧誘等が売出しに該当しない場合は
告知が不要と解されている。従って、第 34 条第 6 項は不要であるとも考えられるが、トラブルを避
けるため好ましいこと、及び組合員に過重な負担を負わせるともいえないことから、念のため、同
条項を規定している。
8. 投資事業有限責任組合は、無限責任組合員の業務執行に係る能力を信頼して組成されるのが通常
である。よって、出資者からすると、無限責任組合員が変更されることは望ましい事態ではないと
の考え方に基づき、第 34 条第 7 項において、無限責任組合員は、他の組合員の全員の書面による同
意がある場合を除きその組合員たる地位を譲渡することができないものとしている。
9. 組合員が存続会社となるか消滅会社となるかを問わず、合併の場合には、組合員の地位の承継を
認める例が多く、本契約でもそのように規定している。この場合でも、合併により当該組合員が反
社会的勢力となるような場合等には誓約違反（第 52 条第 1 項又は第 2 項）による除名（第 38 条第 1
項第③号又は第 39 条第 1 項第③号）及び補償義務（第 53 条）の対象となる。もっとも、実務上、
例えば無限責任組合員にとっての競合他社が有限責任組合員と合併するような場合には、組合員の
地位の承継を拒絶することを望む場合もあり得よう。そのため、合併には無限責任組合員（無限責
任組合員が合併を行う場合には全有限責任組合員）の書面による承諾を必要とする旨の規定を設け
ることも考えられる。また、会社分割による承継の場合の取扱いに関する規定がない場合は、無限
責任組合員の承諾なく当然に組合員の地位が移転すると解釈される可能性がある。そのため、合併
同様に組合員の地位の移転を避ける必要がある場合には、無限責任組合員（無限責任組合員が会社
分割を行う場合には全有限責任組合員）の書面による承諾を必要とする旨の規定を設けることも考
えられる。これらの場合、必要な承諾が得られないときには当該組合員の脱退事由となる旨規定す
ることとなろう。

第 35 条 組合員の加入
1.

無限責任組合員は、［
］年［
］月［
］日までの間に限り、全組合員を代理して、既
存組合員以外の者を本組合に加入させること、及び、既存組合員による出資約束金額の増額を承
認することができるものとする。かかる加入及び出資約束金額の増額に際しては、無限責任組合
員は、これらの者との間で全組合員を代理してその裁量により適切と考える内容及び様式による
加入契約（出資約束金額の増額の場合はその旨の本契約の変更契約。以下、本条において同
じ。）を締結する（当該加入契約は、当該新規加入組合員が本契約に拘束されることに同意する
旨の条項を含むものでなければならない。）。

2.

全組合員の出資約束金額の合計額は［
員の出資口数の合計の［
］分の［
同意を得た場合はこの限りでない。

3.

前条又は本条の規定による場合を除き、いかなる者も新たに組合員となることはできない。

］円以下でなければならない。但し、総有限責任組合
］以上に相当する出資口数を有する有限責任組合員の

【第 35 条解説】
1.

第 35 条は、組合員の加入について規定する。民法上の組合につき、民法は、組合員の加入、すな
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わち、既存の組合員以外の者が新たに組合員たる資格を取得し、その組合が、新規加入者を加えた
全ての者の間の組合として同一性を失わずに存続することについて規定していない。しかし、組合
を単純な契約関係とみず、組合の団体性を重要視して、組合員の脱退を認めていることから、加入
も当然可能であると解されている（「新版注釈民法(17)」154 頁〔菅原菊志〕参照)。有限責任組合
法のもとにおいても、別異に解すべき理由は存しない。
2. 加入を認めるか否か、また、認めるとしていかなる要件のもとにこれを認めるかについては個別
の組合契約ごとに決せられることになる。本契約においては、組合契約の効力発生日から一定期間
に限り、無限責任組合員が全組合員を代理して新規加入者と加入契約を締結する方法により、加入
が認められるとしている。新たに組合員を加入させることは、組合業務の執行の範囲に属さず、無
限責任組合員の代理権に当然にそのような権限が含まれることにならないので、第 35 条で無限責任
組合員に対して、全組合員を代理して新規加入者と加入契約を締結する権限を付与するものである
（「新版注釈民法(17)」155 頁〔菅原菊志〕参照）。
3. 既存の組合員にとっては、出資約束期間においては管理報酬が出資約束金額の合計額を基準に計
算されることが多いことから（第 32 条解説 2.参照）、無限責任組合員において、想定する投資内容
に比して過大な出資口数の出資の勧誘を行う誘因が生じ得るため、あらかじめ、全組合員の出資約
束金額の合計額に限度を設けておくこともある。また、追加の組合員の加入により組合員間での出
資割合が減り既存組合員において意思決定への影響力が減殺されることもファンドサイズについて
限定を設けておく理由として挙げ得る。

第 36 条 組合員の脱退
1.

組合員は、やむを得ない理由のある場合に限り、本組合を脱退することができる。本項に基づき
脱退する組合員は、有限責任組合員である場合は無限責任組合員に対し、無限責任組合員である
場合は有限責任組合員の全員に対し、［
］日以上前に、その理由を記載した書面による通知
をなすものとする。

2.

前項に定める場合のほか、組合員は、次のいずれかの事由により本組合を脱退する。
① 解散（但し、合併による解散を除く。）
② 死亡（但し、第 37 条に基づく承継がある場合を除く。）
③ 破産手続開始の決定
④ 後見開始の審判を受けたこと
⑤ 第 38 条による除名
⑥ 第 39 条による除名

3.

無限責任組合員が本条に基づき脱退した場合、その事由が生じた日から 2 週間以内であって本組
合の解散の登記がなされる日までに、有限責任組合員は、その全員一致により、後任の無限責任
組合員を選任することができる。

4.

本条に基づき脱退した無限責任組合員は、後任の無限責任組合員が前項に従い選任されるまで又
は第 42 条第 1 項第④号により本組合が解散するまでのいずれか早い時まで、引続き無限責任組合
員としての権利を有し、義務を負う。

5.

本条第 3 項の規定に基づき、脱退した無限責任組合員の後任として無限責任組合員に選任された
組合員は、当該選任以前に生じた本組合に関する責任を負担しないものとし、脱退した無限責任
組合員がかかる責任を負担するものとする。
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6.

無限責任組合員は、有限責任組合員が脱退したことを知らずに行った業務執行について、重過失
が存しない限り、その責を免れるものとする。

【第 36 条解説】
1. 第 36 条第 1 項は、任意脱退につき規定する。有限責任組合員のみならず無限責任組合員もやむ得
ない理由がある場合は脱退することができるものとされている。任意脱退について、民法は、組合
の存続期間を定めている場合でも、やむを得ない事由があるときは脱退できるものとしているが
（民法第 678 条第 2 項）、有限責任組合法も、第 3 条第 2 項第 7 号において組合の存続期間を必ず
定めるものとした上で、第 11 条でやむを得ない場合には脱退できるものとしている。これらの規定
が強行規定であるかが問題となるが、民法第 678 条については、やむ得ない事由があれば脱退し得
るという点で強行規定であるとされており（「新版注釈民法(17)」166 頁〔菅原菊志〕）、有限責任
組合の場合も無限責任組合員を含めいかなる場合も任意脱退を許さないとすることはできないと考
えられるので、有限責任組合法第 11 条も、民法第 678 条と同様、強行規定であると解される。な
お、脱退の意思表示は、本来、他の組合員全員に対して行われるべきものであるが、組合契約で別
段の定めをなすことは妨げられない（「新版注釈民法(17)」163 頁〔菅原菊志〕）。本契約では、有
限責任組合員の脱退については無限責任組合員に対する通知を要件としている。ただ、無限責任組
合員の任意脱退は、組合の運営上重要な事項であるため、有限責任組合員全員に対し、通知をすべ
きものと規定している。
また、本契約は、本組合がベンチャー・ファンドの要件を充足し、無限責任組合員が適格機関投
資家等特例業務として組合持分の取得勧誘及び組合財産の運用を行うことを前提としている（ベン
チャー・ファンドの要件については、本契約の前提 1.(4)を参照）。ベンチャー・ファンドの要件の
一つとして「やむを得ない事由がある場合を除き、出資者がファンドの持分の払戻しを受けること
ができないこと」が求められているが（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項第 2 号参照）、
有限責任組合法第 11 条、及び同条を受けた本契約第 36 条第 1 項により、当該要件は充足するもの
と考えられる。
2. 第 36 条第 2 項は、非任意脱退につき規定する。有限責任組合法第 12 条は、組合員の非任意脱退
事由として、①死亡、②破産手続開始の決定、③後見開始の審判を受けたこと、及び④除名を掲げ
ている。死亡及び後見開始の審判について、組合契約で別途の合意をすることは可能と解されてお
り（「新版注釈民法(17)」169 頁、174 頁〔菅原菊志〕参照）、本契約においても第 37 条において
組合員の死亡につき別途の規定をおいている。本契約では、さらに、組合員の解散も非任意脱退事
由とした。
3. 組合員が合併や会社分割を行う場合に、組合員の地位の承継を認めるかを検討すべきこと、認め
ないときは脱退事由に追加すべきことについては、第 34 条解説 9.参照。
4. 本契約においては、有限責任組合法第 12 条第 2 号に掲げる破産手続開始の決定を脱退事由と規定
しているが、民事再生手続開始の決定、会社更生手続の開始決定及び外国法に基づく同様の事由の
発生について、脱退事由として追加することも考えられる。なお、特別清算手続は株式会社の解散
後に行われることが前提となっているため、解散が脱退事由として掲げられていれば追加する必要
はない。
5. 後見開始の審判を受けた場合であっても、脱退しない旨を規定することも可能である（「新版注
釈民法(17)」174 頁〔菅原菊志〕参照)。
6. 第 36 条第 3 項は、無限責任組合員が脱退した場合の取扱いにつき規定する。有限責任組合法第
13 条において、無限責任組合員の脱退は組合の解散事由と規定されているが、同条但書きでは、そ
の事由が生じた日から 2 週間以内であって解散の登記をする日までに、残存する組合員の一致に
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よって新たに無限責任組合員を加入させたときは解散事由とならない旨規定されている。本契約に
おいても、かかる有限責任組合法第 13 条但書きの規定に従い、有限責任組合員が全員一致で無限責
任組合員を選任するとの手続規定をおいている。
7. 第 36 条第 3 項のとおり無限責任組合員が脱退した場合であっても、脱退した日から 2 週間以内に
新たな無限責任組合員が選任されれば、本組合は解散しないことになる。問題はこの間の本組合の
業務執行を誰が担うかであるが、第 4 項では、脱退した無限責任組合員が引き続き担当するものと
した。
8. 第 36 条第 5 項は、同条第 3 項の規定に基づき脱退した無限責任組合員の後任として選任された無
限責任組合員は、その選任以前に生じた責任については負担しないことを明確に規定するものであ
る。
9. 本契約で規定する組合員の脱退事由には、必ずしも第三者においては直ちに知り得ない事由もあ
る。従って、有限責任組合員に脱退事由（例えば、死亡、破産等）が生じたにもかかわらず、無限
責任組合員は、これを知らずに、例えば、組合財産の分配を行ってしまう可能性もある。そこで、
第 36 条第 6 項では、無限責任組合員が、有限責任組合員が脱退したことを知らずに行った業務執行
については、重過失がない限り免責されるものとしている。

第 37 条 組合員の死亡
1.

自然人である組合員が死亡し、その相続人が、無限責任組合員に対し、死亡後［3］ヶ月以内に無
限責任組合員が別途要請する資料とともに被相続人の組合員たる地位を承継する旨を通知した場
合、相続人は当該組合員の地位を承継することができる。但し、当該相続人が反社会的勢力に該
当すると無限責任組合員が合理的に判断した場合又は当該相続人を組合員として認めることによ
り無限責任組合員が金融商品取引法第 63 条第 1 項に規定する要件を充足しないこととなる場合に
は、無限責任組合員は当該相続人による組合員の地位の承継を拒むことができる。

2.

前項本文の場合において相続人が複数ある場合、その一人を当該相続人の代理人として定め無限
責任組合員に対しその旨書面により通知しなければならない。

【第 37 条解説】
1. 有限責任組合法第 12 条は、民法第 679 条と同様に、組合員の死亡を脱退事由として規定してい
る。民法第 679 条において、死亡が脱退事由とされている理由は、組合員間の信頼関係に求めら
れ、同条は組合員の利益保護のための規定であるから、組合契約であらかじめ組合員たる地位の相
続を認めるときは、当該規定は有効であるものと解されている（「新版注釈民法(17)」169 頁〔菅原
菊志〕参照）。有限責任組合法第 12 条も、民法第 679 条と別異に解すべき理由はないので、組合契
約において相続を認めることは可能と解される。
2. 組合員たる地位が相続されるとした場合の規定については様々なものが考えられるが、本契約に
おいては、相続人側に、相続の有無の選択権を付与することとしている。ただ、相続か脱退か権利
関係が不確定な期間が長期間継続することは好ましくないので、死亡後 3 ヶ月以内に限り、相続人
による承継を認めている。
3. 相続人が組合員の地位の承継を希望する場合であっても、当該相続人が反社会的勢力に該当する
ときや当該相続人の組合への参加により適格機関投資家等特例業務の要件を充足しなくなるときに
は、当該承継を認めないことが適切であることから、本契約においては、第 37 条第 1 項但書きで無
限責任組合員が相続人による承継を拒むことができる旨を規定した。
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4. 相続人が組合員たる地位を相続しない場合、第 36 条に従い、脱退することになる。なお、相続人
が複数いる場合に、組合員たる地位を分割して各自が独立に組合員になることを認める規定をおく
ことも可能であるが、本契約では、相続人が複数いる場合に、遺産が分割される前のみならず、複
数の相続人が共同して相続した場合も、相続人が共同してのみその権利を行使し義務を履行するこ
とになる。

第 38 条 有限責任組合員の除名
1.

有限責任組合員が以下の事由のいずれかに該当する場合、無限責任組合員は、該当する有限責任
組合員を除く総有限責任組合員の出資口数の合計の［
］分の［
］以上に相当する出資口
数を有する有限責任組合員の同意を得て当該有限責任組合員を除名することができる。この場
合、無限責任組合員は、除名の対象となった有限責任組合員に対し、除名されたことを速やかに
通知するものとする。
① 本契約に基づく支払義務の履行を［

］日以上怠った場合

② 正当な事由なく、本組合に対しその業務を妨害する等重大な背信行為をなした場合
③ 不適格投資家又は［第 52 条第 1 項若しくは第 2 項］に定める表明及び保証若しくは誓約に違
反する者であると無限責任組合員が合理的に判断した場合
④ その他本契約上の表明及び保証又は重大な義務に違反した場合
2.

前項の規定は、除名により本組合を脱退した有限責任組合員に対する損害賠償請求を妨げるもの
ではない。

【第 38 条解説】
1. 第 38 条は、有限責任組合員の除名につき規定する。次条のとおり、無限責任組合員の除名要件と
完全に一致しないため別条項としている。有限責任組合法第 16 条が準用する民法第 680 条は、組合
員の除名は、正当の事由がある場合に限り、他の組合員の一致をもってなすことができると規定す
るが、こうした除名要件に関する規定は強行規定ではなく、組合契約において別段の定めをするこ
とは差支えないとされる（「新版注釈民法(17)」177 頁〔菅原菊志〕）。なお民法第 680 条による
と、組合員の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、当該組合員に対抗できないとさ
れる。
2. 第 38 条第 1 項は、除名の要件として、除名事由に該当する有限責任組合員を除く一定割合の有限
責任組合員の同意を要求しているが、反社会的勢力との関係排除に関する表明保証（第 52 条）の違
反等重大な表明保証違反、又は極めて重大な義務の違反については、有限責任組合員の同意を得る
ことなく無限責任組合員の権限で除名できるものと規定することも考えられる。
3. 第 38 条第 1 項第③号及び第④号で言及されている「表明及び保証」（representations and
warranties）とは、契約当事者が、一定の時点における事実及び権利関係の存在又は不存在を表明
し、その内容が真実かつ正確であることを保証することをいい、英米の契約実務では広く普及して
いる条項であるが、我が国の契約実務でも近年広く浸透してきている。表明及び保証には、いくつ
かの機能が認められるが、契約の前提として必要とされる各契約当事者に関する事実及び権利関係
を列挙し、かかる必要事項が確認されることで契約を締結するための前提が確認されることが、第
一の意義として考えられる。本契約では、無限責任組合員が、外国組合員が税制特例の適用を受け
ることを前提とした対応を行うことについて、外国有限責任組合員が、税制特例の適用を受けるた
めの要件を具備していることを表明保証しており（第 30 条第 4 項）、また、無限責任組合員が
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FATCA/CRS を遵守するために、有限責任組合員が、その提出した書類の記載内容が真実かつ正確であ
ることを表明保証し（第 30 条第 7 項）、さらに、無限責任組合員が、適格機関投資家等特例業務と
して組合持分の取得勧誘及び組合財産の運用行為を行うために、有限責任組合員が、そのために満
たす必要のある法令上の要件を具備していることを表明保証している（第 51 条第 1 項、第 3 項及び
第 5 項）。また、無限責任組合員は、自らが（ベンチャー・ファンドの要件を充足する）適格機関
投資家等特例業務として組合持分の取得勧誘及び組合財産の運用行為を行うために満たす必要のあ
る法令上の要件を具備していることを表明保証している（第 51 条第 6 項、第 8 項）。その他、各組
合員が、反社会的勢力との関係排除に関する表明保証を行っている（第 52 条第 1 項）。なお、表明
保証条項に加え、事実及び権利関係として表明保証した内容が真実又は正確でない場合で、それに
起因して他の当事者に損害が生じた場合には、補償条項（indemnification）により補償義務を負う
ことが定められることが多いが、本契約でも、第 53 条に補償条項を置いている。
4. 有限責任組合員が外国為替及び外国貿易法第 26 条第 1 項に定める「外国投資家」である場合に、
投資事業有限責任組合を通じて行う株式の取得等が同条第 2 項に定める「対内直接投資等」に該当
し、事前の届出義務があるにもかかわらず、当該有限責任組合員がかかる義務を懈怠するとき、そ
の他本契約第 47 条第 1 項第 1 文の規定に違反するとき等には、当該有限責任組合員は第 38 条第 1
項第④号に基づいて除名されることがある。

第 39 条 無限責任組合員の除名
1.

2.

無限責任組合員が以下の事由のいずれかに該当する場合、総有限責任組合員の出資口数の合計の
［
］分の［
］以上に相当する出資口数を有する有限責任組合員は、無限責任組合員を除
名することができる。この場合、かかる有限責任組合員は、無限責任組合員に対し、除名された
ことを速やかに通知するものとする。
①

本契約に基づく支払義務の履行を［

］日以上怠った場合

②

本組合の業務を執行し、又は本組合を代表するに際し、重大な違法行為を行った場合

③

その他本契約上の表明及び保証又は重大な義務に違反した場合

前項の規定は、除名により本組合を脱退した無限責任組合員に対する損害賠償請求を妨げるもの
ではない。

【第 39 条解説】
第 39 条は、無限責任組合員の除名について規定する。
無限責任組合員の除名は、違法行為を行った場合の無限責任組合員の更迭のメカニズムの一つで
あり、組合員は、第 39 条第 1 項に基づき、組合員の一定数の同意により、無限責任組合員を除名
し、新たな無限責任組合員を選任する方法が考えられる。なお、新たな無限責任組合員について
は、有限責任組合員から新たな無限責任組合員を選任する場合のほか、新たに組合員として加入し
た者を無限責任組合員として選任できることとしている（第 36 条第 3 項参照）。
なお、無限責任組合員の更迭の方法として、無限責任組合員を除名（脱退）までさせず、解任に
留め、有限責任組合員として組合に残存させること、又は、無限責任組合員を投資事業有限責任組
合から脱退させるのではなくその組合持分を一定の者に強制的に譲渡させる等の規定を設けること
も考えられる。

第 40 条 脱退組合員の持分及び責任
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組合員が本組合を脱退する場合、脱退組合員は、脱退の時点における当該組合員の持分金額に相当
する金額の払戻しを受けるものとする。無限責任組合員は、かかる持分金額の払戻しを、第 28 条に従
い他の組合員に対し組合財産の分配を行う場合に、その都度、同条に従い当該脱退組合員に対しても
現金又は投資証券等の現物をその累計額が脱退の時点における当該脱退組合員の持分金額に達するま
で分配し、これを持分金額の払戻しにあてる方法により行うものとする。

【第 40 条解説】
1. 第 40 条は脱退組合員の持分の取扱いにつき規定する。実際上、即座に脱退した組合員に対する持
分金額の払戻しにあてることは難しいため、脱退組合員も、脱退当時の持分金額をもって、その後
の第 28 条の規定に従った組合員に対する分配の都度順次払戻しを受けることと規定している。すな
わち、一般に、脱退組合員の組合に対する持分払戻請求権は脱退時に組合に対する債権として成立
し、特段の定めがなければ期限の定めのない債権として、脱退組合員が催告したときから遅滞とな
ると考えられているが、本契約はかかる持分払戻請求権の期限を定めるものである。第 40 条のよう
な定めは、組合員の脱退自体を制限するものではないので、有効と考えられる。
2. また、除名による脱退等一定の場合には、脱退組合員に払い戻す金額を、脱退の時における脱退
組合員の持分金額に一定割合（例えば、50%～70%）を乗じた金額に減額することも許容されると考
える。

第 41 条 組合員の地位の変動の通知
有限責任組合員は、自己に関し本章に規定する組合員の地位の変動があった場合、速やかに無限責
任組合員にかかる変動を書面で通知するものとする。

【第 41 条解説】
第 41 条は、有限責任組合員の地位の譲渡、加入、脱退等組合員の地位の変動の通知につき規定す
る。

第 11 章 解散及び清算

第 42 条 解
1.

散

本組合は、下記のいずれかの事由に該当する場合、解散するものとする。
① 本組合の存続期間の満了
② 無限責任組合員が、総有限責任組合員の出資口数の合計の［
］分の［
］以上に相当
する出資口数を有する有限責任組合員の同意を得た上、本組合が第 5 条に定める本組合の事
業の目的を達成し又は達成することが不能に至ったと決定したこと
③ 有限責任組合員の全員の脱退
④ 無限責任組合員が脱退した日から 2 週間以内であって本組合の解散の登記がなされる日まで
に、有限責任組合員の全員一致により、後任の無限責任組合員が選任されないこと
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⑤ 有限責任組合員の全員一致により本組合の解散が決定されたこと
⑥ 全ての有限責任組合員が適格機関投資家でなくなることその他の事由により、本組合を適法
に運営することが困難であると無限責任組合員が合理的に判断した場合
2.

組合員が本組合の解散前に本組合に対し負担していた債務は、本組合の解散によってその効力に
影響を受けないものとする。

3.

本組合が解散した場合、清算人は、有限責任組合法第 21 条に従い、解散の登記をするものとす
る。

【第 42 条解説】
1. 有限責任組合法第 13 条は、解散の事由として、「目的たる事業の成功又はその成功の不能」、
「無限責任組合員又は有限責任組合員の全員の脱退」、「存続期間の満了」及び「組合契約で前三
号に掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由の発生」を規定する。第 42 条第 1 項
は、かかる法条に基づき、解散事由について規定する。
2. 登記実務において、存続期間の満了により解散する場合、解散の日は当該満了日の翌日とされ
る。
3. 有限責任組合法第 13 条第 1 号は、「目的たる事業の成功又はその成功の不能」を解散事由とする
が、実務的には客観的に「目的たる事業の成功又はその成功の不能」が発生したか否かを判断する
ことは難しい面がある。そのため、第 42 条第 1 項第②号のように、一定の持分割合を有する有限責
任組合員の同意を得て、無限責任組合員が事業の目的を達成し又は達成することが不能に至ったと
決定したことを解散事由として規定するのが一般的である。かかる解散事由は、有限責任組合法第
13 条第 4 号に掲げる組合契約で定めた解散事由となるため、登記することが必要である（有限責任
組合法第 17 条第 4 号）。なお、理論的には、第 42 条第 1 項第②号に掲げる無限責任組合員の決定
がなされない場合であっても、客観的に「目的たる事業の成功又はその成功の不能」が発生したと
きは、有限責任組合法第 13 条第 1 号に基づき組合は解散しなければならないことになるので、留意
が必要である。
4. 有限責任組合法第 13 条第 2 号は「無限責任組合員又は有限責任組合員の全員の脱退」を解散事由
と規定するが、同条但書きでは、その事由が生じた日から 2 週間以内であって解散の登記をする日
までに、残存する組合員の一致によって新たに無限責任組合員又は有限責任組合員を加入させたと
きは、この限りでない旨規定されている。本契約においては、有限責任組合員の全員が脱退した場
合には直ちに解散事由とされ、他方、無限責任組合員が脱退した場合には、第 36 条第 3 項をうけて
有限責任組合員が全員一致で無限責任組合員を選任するとの手続規定によっても後任の無限責任組
合員が選任されないことを要件としている。
5. 全組合員の同意は解散事由になると解されるが（「新版注釈民法(17)」183 頁〔菅原菊志〕、民
法の一部を改正する法律施行後の民法第 682 条第 4 号）、第 42 条第 1 項第⑤号は、無限責任組合員
の同意がなくとも、有限責任組合員の全員一致による解散を認めている（no fault divorce 条項に
関する第 9 条解説 2.参照)。
6. 本組合の運用は適格機関投資家等特例業務として行うことを前提としていることから、例えば、
本組合の全ての有限責任組合員が適格機関投資家でなくなること等により、適格機関投資家等特例
業務の要件を充足しなくなると、無限責任組合員が本組合を運営することが金融商品取引法に反し
て違法となってしまうことから、「全ての有限責任組合員が適格機関投資家でなくなることその他
の事由により、本組合を適法に運営することが困難であると無限責任組合員が合理的に判断した場
合」を解散事由に加えている。
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7. 他に契約で定めることが考えられる解散事由としては、例えば「総組合員の総出資口数の
［
］分の［
］以上に相当する出資口数を有する組合員との関係で本契約が無効とせられ又
は取消された場合」というものがある。
8. 第 42 条第 2 項は、各組合員が組合に対して負担する債務が、組合の解散によっても影響を受けず
存続することを確認した規定である。当該債務を負担する組合員は、清算中の組合に対してこれを
履行することになる。

第 43 条 清算人の選任
1.

第 42 条第 1 項第④号に規定される無限責任組合員の脱退以外の事由により本組合が解散した場
合、無限責任組合員が清算人となる。無限責任組合員の脱退による本組合の解散の場合、総有限
責任組合員の出資口数の合計の［
］分の［
］以上に相当する出資口数を有する有限責任
組合員の合意をもって清算人を選任する。

2.

清算人は、その役務の提供に対し、適正な報酬を得ることができる。

3.

清算人の選任があった場合、清算人は、有限責任組合法第 22 条に従い、清算人の氏名又は名称及
び住所を登記するものとする。

【第 43 条解説】
1.

第 43 条は、解散した場合の清算人の選任、その報酬及び清算人の選任の登記につき規定する。

2. 清算人の報酬額については、実務上問題となることが多いようであり、清算期間中、管理報酬の
扱いがどのようになるか、組合契約においてより具体的に規定を設けることが望ましいと考えられ
る。具体的な規定を検討するに際しては例えば以下の要素等を考慮することが考えられる。
① 無限責任組合員が清算人に就任する場合とそれ以外の者が清算人に就任する場合を分ける。
② 清算人に組合財産をより高い価格で処分するインセンティブを付与するための仕組みを取り入れ
る。例えば、報酬の全部又は一部を、組合財産の処分価格に応じて増減させる。
③ 清算人に清算結了をより早く行うインセンティブを付与するための仕組みを取り入れる。例え
ば、(a)報酬の支払時期を清算結了時（その直前）とする、(b)報酬算定に用いる料率を、清算期
間が長期化するに従い逓減させる。
④ 無限責任組合員以外の者が清算人に就任する場合、その報酬額は就任時の合意により決定される
べきことになり、当該合意において上記②及び③を考慮することが考えられるが、組合契約にお
いても清算人の報酬の上限を設定しておく。

第 44 条 清算人の権限
清算人は下記の事項に関し、職務を執行し、本組合を代表する裁判上及び裁判外の一切の権限を有
する。
①

現務の結了

②

債権の取立て及び債務の弁済

③

組合員への本組合の残余財産の分配
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④

その他上記の職務を行うため必要な一切の行為

【第 44 条解説】
第 44 条は、有限責任組合法第 16 条が準用する民法第 688 条第 1 項及び第 2 項をうけて、清算人
の権限につき規定する。

第 45 条 清算手続
1.

清算人は就任後遅滞なく組合財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分
の具体案を定め、これらの書類を組合員に送付するものとする。当該組合財産の現況調査及び評
価額の算定に関し、清算人は、弁護士、公認会計士、税理士、鑑定人、アドバイザーその他の専
門家を本組合の費用で選任することができる。

2.

清算人は、その就任後速やかに、組合財産から一切の組合債務及び清算手続に要する費用等を弁
済した残余財産を、第 28 条第 2 項及び第 3 項に規定する組合員等への組合財産の分配割合に準じ
て、組合員等に対し分配するものとする。但し、債務の存在又はその額につき争いがある場合、
清算人は、その弁済に必要と認める財産を留保した上で、その余の残余財産を分配することがで
きる。その他清算に関する事項は全て、清算人がその裁量により適切と考える方法で行うものと
する。

3.

清算人は、本組合の清算を結了したときは、有限責任組合法第 23 条に従い、清算結了の登記をす
るものとする。

4.

第 4 条第 2 項及び第 3 項、第 13 条、第 14 条、第 17 条第 2 項、第 3 項及び第 6 項から第 10 項ま
で、第 20 条、第 22 条、第 30 条、第 31 条、第 34 条、第 47 条、第 48 条、第 49 条並びに第 52 条
第 1 項から第 3 項までの各規定は清算人に準用する。

【第 45 条解説】
1.

第 45 条は、清算手続につき規定する。

2. 第 1 項及び第 2 項は、清算人の職務として、組合財産の現況調査、財産目録及び貸借対照表の作
成、財産処分の具体案の決定、組合員への書類送付、残余財産分配を規定するが、組合財産の状況
は組合によって千差万別であるため、その他清算に関する事項は全て、善管注意義務のもとにおけ
る清算人の裁量に委ねられている。第 43 条において清算期間における管理報酬の取扱いをどのよう
に規定するか等に応じて、第 45 条第 2 項をより詳細に規定することが考えられる。

第 46 条 清算方法
1.

本組合の解散の場合に、本組合の残余財産中に、投資証券等が残存する場合、清算人は、その裁
量により、当該投資証券等が市場性のある有価証券であるか否かを問わず、以下のいずれかの方
法を選択することができるものとする。
① 当該投資証券等の現物により分配する方法。
② 当該投資証券等を売却し、その売却手取金から当該売却に要した費用及び公租公課を控除し
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た残額を分配する方法。
2.

前項による分配につき、第 28 条第 5 項及び第 8 項から第 10 項までの規定を準用する。

3.

本組合の清算手続における分配を行う日の時点において、無限責任組合員が第 28 条第 4 項第②号
に基づく分配金を受領している場合で、かつ、(ⅰ)第 28 条又は本条に基づき組合員等に対して行
われた組合財産の分配額（現物分配の場合にはその分配時評価額を含む。以下本条において同
じ。）の累計額（以下「分配累計額」という。）が、組合員等によりなされた［出資履行金額/出
資約束金額］の総額を下回るか、又は(ⅱ)当該時点までの無限責任組合員の第 28 条第 4 項第②号
に基づく分配金の累計額が、分配累計額から組合員等の出資履行金額の合計額を控除した金額及
び当該時点までの無限責任組合員の同号に基づく分配金の累計額の合計額の［α］%を超える場
合、無限責任組合員は、(x)以下の各号に定める金額のうちいずれか大きい金額又は(y)当該時点
までの無限責任組合員の第 28 条第 4 項第②号に基づく分配金の累計額の金額のうち、いずれか小
さい金額に相当する額を、本組合に速やかに返還するものとする。かかる返還金（以下「クロー
バック金額」という。）は、本組合への支払いをもって、各組合員等へその持分金額（脱退組合
員については脱退当時の持分金額）に応じ按分の上帰属する。
①

クローバック金額が組合員等に支払われるとしたら、分配累計額（クローバック金額の支払
いによる増額後の金額。以下本条において同じ。）が、組合員等［によりなされた出資履行
金額/の出資約束金額］の総額に相当することとなる金額

②

クローバック金額が組合員等に対して支払われるとしたら、当該時点までの無限責任組合員
の第 28 条第 4 項第②号に基づく分配金の累計額（クローバック金額の支払いによる減額後
の金額。以下本条において同じ。）が、分配累計額から組合員等の［出資履行金額/出資約
束金額］の合計額を控除した金額及び当該時点までの無限責任組合員の同号に基づく分配金
の累計額の合計額の［α］%に相当することとなる金額

【第 46 条解説】
1. 第 46 条第 1 項は、本契約の清算方法として、現物分配と売却という二つの方法のいずれかを清算
人が選択できる旨規定する。なお、本組合の存続期間が満了するに際して、売却すべき組合財産が
多く残されているような場合には、無限責任組合員は、第 6 条第 2 項により本組合の存続期間を延
長することも可能である。
2. 上記のほか、組合の存続期間の満了後に、未処分の投資証券等が存する場合の対応策として、清
算人が売却又は現物分配のいずれを選択するかを直ちに決定せず、その決定を将来に延期する旨明
示的に規定することもある。
3. 有限責任組合員の中に銀行、銀行持株会社若しくは保険会社（又はそれらの子会社）が含まれる
場合、投資証券等を取得することとなった日から 10 年間を超えて当該投資証券等を所有する（ない
し議決権を保有する）場合、銀行法、保険業法又は独占禁止法の議決権保有制限規制の適用除外に
該当しないこととなる（第 6 条解説 3.参照）。従って、かかる場合に対処するため、清算手続にお
いても投資証券等の取得日から 10 年以内に売却又は現物分配が行われるように、第 1 項但書きとし
て、「但し、当該投資証券等については、その所有することとなった日から 10 年以内に以下のいず
れかの方法により現物の分配又は売却を完了しなければならない。」という規定をおくことが考え
られる。
4. 第 46 条第 3 項は、第 28 条第 4 項に従い本組合財産を分配した結果、本組合の清算時において、
無限責任組合員が第 28 条第 4 項第②号に基づき受領した分配金の累計額が、全ての投資を通じて算
定した場合、同項で想定する無限責任組合員への分配割合を超えることとなる場合には、無限責任
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組合員にその超過額を組合財産へ返還させることによって調整を行うものであり、いわゆるクロー
バック（Clawback）条項と呼ばれる規定である。具体的には、無限責任組合員が第 28 条第 4 項第②
号に基づき受領した分配金を受領している場合において、(ⅰ)組合員等が受領した分配額の累計額
が、出資履行金額若しくは出資約束金額に不足する場合、又は、(ⅱ)組合員等への出資履行金額若
しくは出資約束金額の分配は完了しているが、無限責任組合員が受領した分配金の累計額が、当該
累計額と組合員等への分配金の累計額（分配額の累計額から出資履行金額若しくは出資約束金額を
控除した金額）との合計額のα%に相当する金額を超過する場合には、その不足額又は超過額を是正
する限度において（但し、無限責任組合員が第 28 条第 4 項第②号に基づき受領した分配金の累計額
を限度として）、無限責任組合員は分配金の全部又は一部を組合財産へ返還するものとし、かかる
返還金は各組合員の持分金額に帰属することとしている。本項に記載するαは、第 28 条第 4 項で使
用した意味と同様であり、無限責任組合員への分配の割合を表す。クローバック条項が規定される
場合には、無限責任組合員にその現実の取得額以上の金額を返還させるという扱いは極めて厳しい
対応であるため、無限責任組合員が負担した税額を控除することも十分に考えられる（もっとも、
実務上は課税額を正確に算定することは困難な場合も多いと思われることから、実際の規定上は、
事前に一定の税率を合意しておく等、何らかの工夫が必要であろう。）。なお、クローバック条項
が規定される場合であっても、無限責任組合員において、受領した分配金が清算時には既に費消さ
れてしまっており、返還する資金が無限責任組合員に残存していない可能性もあることから、その
ような事態を避けるための手段を確保することも考えられ、海外の組合契約ではそのような例もみ
られる。但し、第 28 条第 4 項のように、組合員等における出資履行金額又は出資約束金額の全額が
回収されて始めて無限責任組合員への分配が行われるとする場合には、無限責任組合員が実際に受
領した分配の累計額が、全ての投資を通じて算定した場合において想定される無限責任組合員への
分配割合から大きくかい離することは少ない。他方、例えば、組合財産の分配方法について各ポー
トフォリオ投資に係る出資履行金額及びそれ以前に処分されたポートフォリオ投資に係る出資履行
金額をベースとして、組合員等が同金額の回収を終えた後に無限責任組合員への分配が行われる場
合には、無限責任組合員への分配が相対的に早い時期に生じる結果となるため、クローバック条項
が適用される可能性は高くなる。

第 12 章 雑

則

第 47 条 許認可等
1.

本組合による投資先事業者等の投資証券等の取得又は処分等に関し、適用法令等に基づき、組合
員のいずれかについて許可、認可、承認、届出、報告その他の手続が必要とされる場合、有限責
任組合員は、自ら又は無限責任組合員の指示に従い、かかる手続を行い、かかる手続の完了後速
やかにその旨を無限責任組合員に報告するものとする。この場合、無限責任組合員は、当該有限
責任組合員のために当該有限責任組合員の費用でかかる手続をなす権限を有するものとし、無限
責任組合員がかかる手続を行うときは、当該有限責任組合員は無限責任組合員に協力するものと
する。

2.

無限責任組合員は、前項の手続が投資証券等の取得又は処分等の前に必要である旨了知した場合
には、当該手続が完了するまで投資証券等を取得又は処分等してはならないものとする。

3.

組合員は、適用法令等を遵守するものとし、無限責任組合員は、組合員のために必要な手続を、
当該組合員の費用で合理的に可能な範囲内で履行する権限を有するものとする。
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【第 47 条解説】
1.

第 47 条は、許認可等につき規定する。

2. 第 47 条第 1 項は、組合員に係る許認可等の手続が投資証券等の取得又は処分について必要な場合
に、当該手続が必要とされる有限責任組合員の履行義務及び報告義務を規定するとともに、無限責
任組合員が当該手続を代行する権限と有限責任組合員の協力義務を規定している。
3. 第 47 条第 2 項は、事前の手続が必要な場合には、無限責任組合員が投資証券等の取得又は処分は
手続完了後に行うべきことを規定している。
4. 第 47 条第 3 項は、各組合員の法令遵守を規定するとともに、無限責任組合員が各組合員のために
必要な手続を代行する権限を一般的に規定している。

第 48 条 通知及び銀行口座
1.

本契約に基づく全ての通知又は請求は、手渡しにより交付するか、郵便料金前払の郵便（海外の
場合は航空便）、ファクシミリ又は電子メール（但し、ファクシミリ又は電子メールにより通知
又は請求を行う場合は直ちに受信の確認をすることを条件とする。）により、本契約添付別紙 1
記載の各組合員の住所、ファックス番号若しくはメールアドレス（又は組合員が随時変更し、そ
の旨を本項に定める方法に従い無限責任組合員に通知したその他の住所、ファックス番号若しく
はメールアドレス）に宛てて発送するものとし、かつそれをもって足りるものとする。本項に規
定する郵便による通知又は請求は発送の日から［
］日後に、またファクシミリ又は電子メー
ルによる通知又は請求は発送の時に到達したものとみなされる。

2.

本組合と組合員との間の本契約に基づく金銭の授受は、本契約添付別紙 1 記載の各組合員の銀行
口座（又は組合員が随時変更し、その旨を前項に定める方法に従い無限責任組合員に通知したそ
の他の銀行口座）を通じて振込送金の方法により行うものとし、かつそれをもって足りるものと
する。

3.

前項の振込送金に係る振込手数料は［送金者/各組合員］の負担とする。

【第 48 条解説】
1. 第 48 条第 1 項は、通知につき規定する。通知の方法としては、手渡しによる交付、郵便、ファク
シミリ又は電子メールによる送付を定めている。また、通知先として別紙 1 記載の組合員住所に対
して発送すれば、有効な通知となり、不着等のリスクから免責されることも定めている。ファクシ
ミリ又は電子メールによる場合は、事後に確認することを条件として、発送時に到達したものとみ
なされる。ファクシミリ又は電子メールによる場合の事後の確認方法としては、確実性の観点から
郵便での確認を条件とすることも考えられるが、費用や煩雑さの点から実務上は柔軟な確認方法が
取られているため、本契約においては確認方法を定めていない。
2. 第 48 条第 2 項は、組合と組合員間の金銭授受の方法につき規定する。金銭授受の方法としては、
銀行口座を通じて振込送金の方法により行うものとし、また、別紙 1 記載の届出口座に対して送金
すれば足りる。
3.

第 48 条第 3 項は、同条第 2 項に定める振込送金手数料の負担者を定める。

第 49 条 秘密保持
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1.

有限責任組合員は、(ⅰ)本組合に関して本組合、他の組合員若しくは投資先事業者等から受領し
た情報、及び(ⅱ)本契約に基づき又は有限責任組合員たる地位に基づき若しくは有限責任組合員
に本契約において与えられたいずれかの権利の行使により取得した情報（第 24 条に定める財務諸
表等及び半期財務諸表等を含む。）を、第三者に対し開示又は漏洩してはならないものとし、ま
た、かかる情報を本契約に定められる目的以外のために使用してはならないものとする。但し、
かかる情報には、(ⅰ)受領時に既に公知であったもの、(ⅱ)受領時に当該有限責任組合員が既に
保有していたもの、(ⅲ)当該有限責任組合員が受領した後に当該有限責任組合員の責に帰すべき
事由によらず公知となったもの、(ⅳ)当該有限責任組合員が、秘密保持義務を負うことなく、第
三者から正当に入手したもの及び(ⅴ)無限責任組合員が開示することを承認したものは含まれな
いものとする。

2.

無限責任組合員は、(ⅰ)本組合に関して有限責任組合員から受領した情報、及び(ⅱ)本契約に基
づき又は無限責任組合員たる地位に基づき若しくは無限責任組合員に本契約において与えられた
いずれかの権利の行使により取得した有限責任組合員に関する情報を、第三者に対し開示又は漏
洩してはならないものとし、また、かかる情報を本契約に定められる目的以外のために使用して
はならないものとする。但し、かかる情報には、(ⅰ)受領時に既に公知であったもの、(ⅱ)受領
時に無限責任組合員が既に保有していたもの、(ⅲ)無限責任組合員が受領した後に無限責任組合
員の責に帰すべき事由によらず公知となったもの、(ⅳ)無限責任組合員が、秘密保持義務を負わ
ない第三者から正当に入手したもの及び(ⅴ)当該有限責任組合員が開示することを承認したもの
は含まれないものとする。

3.

前二項にかかわらず、無限責任組合員及び有限責任組合員は、適用法令等、行政庁、裁判所、金
融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会により開示することが組合員、本組合若しくは投
資先事業者等に対して要請される場合、投資証券等の上場若しくは店頭登録のための引受証券会
社による審査に服するために必要な場合、又は弁護士、公認会計士、税理士並びに前二項に規定
するのと同等の義務を負う鑑定人、アドバイザーその他の専門家に開示する場合、当該情報を開
示することができる。

4.

組合員は、その役員、職員、従業員及び代理人が、前三項に規定する義務を確実に遵守するよう
にさせるものとする。組合員の役員、職員、従業員又は代理人によるかかる義務の違反は、当該
組合員による前三項に規定する義務の違反とみなす。

5.

組合員が故意又は過失により本条に違反して本組合に損失を与えた場合、当該組合員はかかる損
失を補填するものとする。

【第 49 条解説】
1.

第 49 条は、組合の運営に関して伝達される情報に関する秘密保持につき規定する。

2. 有限責任組合員は、第 49 条第 1 項により、組合を通じて得られた情報について秘密保持と他目的
利用禁止の義務を負う。秘密保持義務の適用除外となる場合は、同項但書きと第 3 項に定める場合
である。
3. 無限責任組合員は、第 49 条第 2 項により、組合を通じて得られた有限責任組合員に関する情報に
ついて秘密保持と他目的利用禁止の義務を負う。秘密保持義務の適用除外となる場合は、同項但書
きと第 3 項に定める場合である。特に、行政当局や金融商品取引所から有限責任組合員について一
定の情報の提供を求められる場合があり、組合契約上はこれに対応できるようにしておくことが重
要となろう。
4.

第 49 条第 4 項は、組合員の役職員等による秘密保持と他目的利用禁止の義務の遵守を担保するた
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めの規定である。

第 50 条 金融商品取引法等に係る確認事項
1.

有限責任組合員は、その組合員たる地位に係る取得の申込みの勧誘が、金融商品取引法第 2 条第
3 項第 3 号に該当せず、金融商品取引法第 23 条の 13 第 4 項に定義される少人数向け勧誘に該当
することにより、当該取得の申込みの勧誘に関し、金融商品取引法第 4 条第 1 項の規定による届
出が行われていない旨を、無限責任組合員より告知を受けたことを、本契約書をもって確認す
る。

2.

有限責任組合員は、その組合員たる地位が、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 1
条第 5 号の 2 に掲げる内国有価証券投資事業権利等に該当する特定有価証券であり、当該組合員
たる地位は金融商品取引法第 2 条第 2 項第 5 号に掲げる権利に該当する旨を、無限責任組合員よ
り告知を受けたことを、本契約書をもって確認する。

3.

有限責任組合員は、本契約書が金融商品取引法第 23 条の 13 第 5 項に規定する書面に該当するこ
と及び本契約書に署名又は記名捺印した上で有限責任組合員がその副本 1 通を保有する方法によ
り、有限責任組合員がかかる書面の交付を受けたことを、本契約書をもって確認する。

4.

有限責任組合員は、本契約の締結までに、無限責任組合員より、金融商品取引法第 37 条の 3 第 1
項各号並びに金融商品取引業等府令第 82 条各号、第 83 条第 1 項各号及び第 87 条第 1 項各号に掲
げる事項を記載した書面の交付を受けたことを、本契約書をもって確認する。

5.

有限責任組合員は、本契約に基づく本組合に対する出資に伴い、その元本欠損が生じるおそれが
あることその他金融商品の販売等に関する法律（平成 12 年法律第 101 号。その後の改正を含
む。）第 3 条第 1 項に定める重要事項について、無限責任組合員より十分な説明を受け、当該重
要事項について記載された書面の交付を受けたことを、本契約書をもって確認する。

6.

有限責任組合員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号。その後の
改正を含む。）第 4 条第 1 項、同法施行令（平成 20 年政令第 20 号。その後の改正を含む。）第
7 条第 1 項第 1 号リ及び第 10 条から第 14 条まで並びに同法施行規則（平成 20 年内閣府・総務
省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第 1 号。その後の改
正を含む。）第 6 条から第 14 条までに基づき、本契約の締結に際して取引時確認のために無限責
任組合員に提示等する書類の記載内容及び申告した内容が効力発生日において正確であること
を、本契約書をもって確認する。

7.

各有限責任組合員は、本契約に基づき支払うことが要求される出資金その他の金員が、犯罪によ
る収益ではないこと及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成 11 年法律
第 136 号。その後の改正を含む。）又は国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する
行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（平成 3 年法律第 94
号。その後の改正を含む。）の規制を受けるものでないことを確認する。また、本締結日以降も
かかる規制を受けるものでないようにすることを約束し、かかる規制を受けるものであることを
知った場合には、無限責任組合員に対し、直ちにその旨及びその内容を報告するとともに、可能
な限り速やかに当該情報にかかる事実関係を把握・確認し、報告するものとする。

【第 50 条解説】
1. 本契約は、本組合の組合持分の取得勧誘が金融商品取引法第 63 条第 1 項第 1 号に掲げる行為とし
て行われる（適格機関投資家等特例業務として行われる。）ことを前提として作成している。従っ
て、本組合組成時の無限責任組合員による有限責任組合員への勧誘は、同法第 2 条第 3 項第 3 号に
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掲げる場合に該当しない「私募」であり、その勧誘に際しては同法第 23 条の 13 第 4 項に定める告
知義務及び同条第 5 項に定める書面の告知義務を履行しなければならない。第 50 条第 1 項から第 3
項までは、これらの義務が履行されたことを有限責任組合員が確認する旨の規定である。
2. 無限責任組合員が適格機関投資家等特例業務として本組合の組合持分の取得勧誘を行う場合、無
限責任組合員は、本契約の締結までに、有限責任組合員に対し、金融商品取引法第 37 条の 3 第 1 項
に規定する書面（以下「契約締結前交付書面」という。）を交付しなければならない（金融商品取
引法第 63 条第 11 項、第 37 条の 3 第 1 項）。第 50 条第 4 項は、本契約締結までに当該義務が履行
されたことを有限責任組合員が確認する旨の規定である。なお、無限責任組合員が、組合持分の取
得勧誘を第二種金融商品取引業登録のある金融商品取引業者に委託する場合には、当該金融商品取
引業者が、有限責任組合員に対して、契約締結前交付書面を交付することが必要となる。
投資事業責任組合契約の締結に際して交付する契約締結前交付書面には、金融商品取引法第 37 条
の 3 第 1 項各号及び金融商品取引業等府令第 82 条各号（共通記載事項）、同令第 83 条第 1 項各号
（有価証券の売買その他の取引に係る共通記載事項）、並びに同令第 87 条第 1 項各号（出資対象事
業持分の売買その他の取引に係る共通記載事項）のそれぞれに掲げる事項を記載しなければならな
い。さらに、契約締結前交付書面は、同令第 79 条各項に記載された方法に従って作成することが必
要となる。
金融商品取引法第 45 条第 2 号は、金融商品取引契約の相手方が特定投資家である場合には、同法
第 37 条の 3 の規定を適用しない旨を定めている。従って、本組合の全ての有限責任組合員が特定投
資家である場合には、第 50 条第 4 項の規定は不要となる。
3. 無限責任組合員が有限責任組合員に組合持分を取得させる行為は、金融商品の販売等に関する法
律（以下「金融商品販売法」という。）第 2 条第 1 項第 5 号に該当し、金融商品の販売となる。
従って、無限責任組合員は金融商品販売業者等（金融商品販売法第 2 条第 3 項）として、組合契約
締結までに、有限責任組合員に対し、元本欠損が生じるおそれがある旨、その他の同法第 3 条第 1
項各号に掲げる重要事項（リスク情報）について説明をしなければならない（同法第 3 条第 1
項）。また、実務では、かかる重要事項を記載した書面を無限責任組合員が有限責任組合員に対し
て組合契約締結前に交付をすることが一般的である。第 50 条第 5 項は、無限責任組合員から重要事
項について十分な説明を受け、重要事項が記載された書面の交付を受けたことを有限責任組合員が
確認する旨の規定である。
なお、金融商品販売法第 3 条第 7 項は、顧客が金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有
する者として同法施行令第 10 条に定める者（特定顧客）である場合（同項第 1 号）、並びに、重要
事項について説明を要しない旨の顧客の意思表明があった場合（同項第 2 号）、金融商品販売法第 3
条第 1 項を適用しない旨を定める。かかる適用除外を利用する場合には、組合契約において、有限
責任組合員が、特定顧客であることを表明保証する規定、又は重要事項について説明を要しない旨
の意思表明を行ったことを確認する規定を定めることが考えられる。
4. 犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯罪収益移転防止法」という。）は、犯罪によ
る収益の移転（マネーロンダリング）の防止を図ることや、テロリズムに対する資金供与の防止に
関する国際条約等の的確な実施を確保することを目的として平成 20 年 3 月に全面施行された。平成
25 年 4 月には、テロ資金やマネー・ローンダリングを巡る状況や FATF（金融活動作業部会）勧告を
踏まえて、取引時の確認事項（取引を行う目的等）の追加等に関する改正がなされ、さらに、平成
28 年 10 月には、疑わしい取引の届出に関する判断方法等に関する改正がなされている。
金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定する金融商品取引業者及び同法第 63 条第 5 項に規定する特例
業務届出者は、犯罪収益移転防止法に規定する特定事業者に該当するため（犯罪収益移転防止法第 2
条第 2 項第 21 号、第 23 号、同法施行令第 6 条第 7 号、第 8 号）、無限責任組合員が有限責任組合
員と組合契約を締結するに際しては、本人特定事項（顧客等が法人であり、かつ、犯罪収益移転防
止法施行規則第 11 条で規定する実質的支配者に該当する者がいる場合にはその者の本人特定事項も
含む。）、取引を行う目的及び顧客等の職業（顧客等が法人である場合にあっては事業内容）の確
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認を行わなければならず、また、当該組合契約が犯罪収益移転防止法第 4 条第 2 項で規定する取引
に該当し、かつ、200 万円を超える財産の移転を伴う場合には、資産及び収入の状況についても確認
を行わなければならない（犯罪収益移転防止法第 4 条、同法施行令第 6 条第 7 号、第 8 号、第 7 条
第 1 項第 1 号リ、第 10 条から第 14 条まで、同法施行規則第 6 条から第 14 条まで）。そこで、本条
第 6 項では、有限責任組合員が、取引時確認のために無限責任組合員に提示等した書類の記載内容
及び申告した内容が組合契約締結日において正確であることを確認する旨の規定を置いている。
5. 犯罪収益移転防止法 8 条において、特定事業者には、取引において収受した財産が犯罪による収
益である疑いがある場合、及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律又は国際的
な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締
法等の特例等に関する法律の規制を受ける疑いがある場合における届出義務が課されていることを
踏まえ、本条第 7 項では、本契約に基づき支払うことが要求される出資金その他の金員がこれらに
該当するものでないことについて、有限責任組合員に確認させること等の規定を置いている。

第 51 条 適格機関投資家等特例業務に関する特則
1.

有限責任組合員は、無限責任組合員に対し、組合員となった日において不適格投資家のいずれに
も該当していないことを表明し、保証する。

2.

有限責任組合員は、組合員たる地位にある間、不適格投資家のいずれにも該当することになって
はならないものとし、前項の表明及び保証が真実若しくは正確でないことが判明した場合、又は
不適格投資家のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに無限責任組合員に通知するもの
とする。

3.

適格機関投資家として本組合に加入する有限責任組合員は、無限責任組合員に対し、組合員と
なった日において、適格機関投資家であることを表明し、保証する。

4.

前項に定める有限責任組合員は、組合員たる地位にある間、法令の変更に基づく場合及び無限責
任組合員の事前の書面による承諾がある場合を除き、適格機関投資家であり続けるものとし、前
項の表明及び保証が真実若しくは正確でないことが判明した場合、又は適格機関投資家でなく
なった場合は、直ちに無限責任組合員に通知するものとする。

5.

適格機関投資家以外の者として本組合に加入する有限責任組合員は、無限責任組合員に対し、組
合員となった日において、特例業務対象投資家であることを表明し、保証する。

6.

無限責任組合員は、有限責任組合員に対し、本契約の締結時において、金融商品取引法第 63 条第
7 項第 1 号イからホまでのいずれにも該当していないことを表明し、保証する。

7.

無限責任組合員は、無限責任組合員たる地位にある間、金融商品取引法第 63 条第 7 項第 1 号イか
らホまでのいずれにも該当することになってはならないものとする。

8.

無限責任組合員は、有限責任組合員に対し、本契約の締結時において、本組合が金融商品取引法
施行令第 17 条の 12 第 2 項各号の要件に該当することを表明し、保証する。また、有限責任組合
員は、本契約の締結までに、無限責任組合員より、同項第 4 号に掲げる、本組合が同項第 1 号か
ら第 3 号までに掲げる要件に該当する旨を記載した書面の交付を受けたことを、本契約書をもっ
て確認する。

9.

無限責任組合員は、本組合の存続期間において、本組合が金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第
2 項各号の要件に該当しないことにならないようにしなければならないものとし、前項の表明保
証が真実若しくは正確でないことが判明した場合、又は本組合が金融商品取引法施行令第 17 条の
12 第 2 項各号の要件に該当しなくなった場合には、直ちに組合員に通知するものとする。
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［10.無限責任組合員は、本契約締結後遅滞なく、本契約書の写しを所管金融庁長官等に提出するもの
とする。］

【第 51 条解説】
1.

本契約は、本組合の組成・運用が金融商品取引法第 63 条第 1 項に該当する行為（適格機関投資家
等特例業務）として行われることを前提として作成している。第 51 条第 1 項から第 5 項までは適格
機関投資家等特例業務の要件を充足することを担保するための規定である（第 34 条解説 6.参照)。

2.

金融商品取引法第 63 条第 7 項各号は、適格機関投資家等特例業務の届出を行う者の欠格事由を定
めており、適格機関投資家等特例業務の届出を行った後に欠格事由のいずれかに該当すると認めら
れた場合には、原則として、同法第 63 条の 5 第 3 項に基づく業務廃止命令が発出されることとされ
ている（金融商品取引業者等監督指針Ⅸ-2-1(2)）。そこで、第 51 条第 6 項及び第 7 項は、適格機
関投資家等特例業務の届出を行う無限責任組合員が、本契約締結時に欠格事由に該当しないことを
表明保証し、自らが無限責任組合員の地位にある間は、欠格事由に該当しないことを義務付ける旨
を規定している。

3.

本契約は、無限責任組合員が、ベンチャー・ファンドの要件（本契約の前提 1.(4)参照）を充足
する適格機関投資家等特例業務として、組合持分の取得勧誘及び組合財産の運用を行うことを想定
している。そこで、第 51 条第 8 項第 1 文及び同条第 9 項では、本組合が、ベンチャー・ファンドの
要件を定める金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項各号を充足することを表明保証し、本組合
の存続期間中に同要件を充足しなくなってはならないことを義務付ける旨を規定している。
さらに、ベンチャー・ファンドの要件の一つとして、無限責任組合員は、本契約の締結までに、
有限責任組合員に対し、本組合がベンチャー・ファンドの要件（具体的には、金融商品取引法施行
令第 17 条の 12 第 2 項第 1 号から第 3 号までに掲げる要件）を充足する旨を記載した書面を交付す
ることが必要となる（同項第 4 号）。そこで、第 51 条第 8 項第 2 文では、有限責任組合員が、本契
約締結までに無限責任組合員により当該書面が交付されたことを確認する旨を規定している。

4.

ベンチャー・ファンドの要件を充足する投資事業有限責任組合については、当該組合に有限責任
組合員として出資することができる特例業務対象投資家の範囲を、「投資に関する事項について知
識及び経験を有するもの」（金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項、金融商品取引業等府令 233
条の 3 各号）に掲げる者にまで拡張することができる（本契約の前提 1.(5)参照）。特例業務対象投
資家の範囲を拡張して組合持分の取得勧誘・組合財産の運用を行う場合、無限責任組合員は、組合
契約に金融商品取引業等府令第 239 条の 2 第 1 項各号に掲げる事項を定め、当該契約書の写しを所
管金融庁長官等に届け出る必要がある（金融商品取引法第 63 条第 9 項）。無限責任組合員が新たに
適格機関投資家等特例業務の届出を行った場合には当該届出日から、無限責任組合員が既に適格機
関投資家等特例業務の届出を行っている場合には変更届出の原因が生じた日から、原則として 3 か
月以内に行わなければならない（金融商品取引業等府令第 239 条の 2 第 3 項以下）。第 51 条第 10
項は、無限責任組合員がベンチャー・ファンドの特例を利用して、特例業務対象投資家の範囲を拡
張して組合持分の取得勧誘・組合財産の運用を行う場合において、無限責任組合員が、本契約締結
後遅滞なく、本契約書の写しを所管金融庁長官等に提出することを義務付ける旨を規定している。
なお、本契約の前提 2.(2)のとおり、ベンチャー・ファンドの要件を充足する投資事業有限責任組
合について、特例業務対象投資家の範囲の拡張を目的とせず、行為規制の緩和の効果のみを享受し
ようとする特例業務届出者たる無限責任組合員については、上記のファンドの契約書の写しの提出
を行う必要はない。
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第 52 条 反社会的勢力等の排除
1.

組合員は、自己並びにその役員及び経営に実質的に関与している者が反社会的勢力に該当しない
こと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明及び保証し、かつ将来にわたっても該当し
ないことを誓約する。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって
するなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認めら
れる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有
すること

2.

組合員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを誓約する｡
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて本組合の信用を毀損し、又は本組合の業務
を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為

3.

組合員は、組合員たる地位にある間、自己並びにその役員及び経営に実質的に関与している者が
反社会的勢力若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する
行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明及び保証又は誓約に関して虚偽の申告をしたことが判
明した場合、無限責任組合員（無限責任組合員である場合は有限責任組合員全員）に対し、直ち
にその旨及びその内容を通知し、可能な限り速やかに事実関係を把握及び確認し、無限責任組合
員（無限責任組合員である場合は有限責任組合員）に対し、当該事実関係を通知するものとす
る。

4.

無限責任組合員は、投資先事業者等との間で投資契約を締結する場合、投資先事業者に、第 1 項
及び第 2 項において組合員が負うものと同様の表明、保証及び確約を行わせるものとする。

【第 52 条解説】
1.

昨今、企業と反社会的勢力との断絶が強く求められており、金融商品取引所の規則、日本証券業
協会の規則や金融機関の監督指針等において反社会的勢力の排除のための措置が求められることか
ら、第 52 条は反社会的勢力との断絶に係る組合員の表明・保証、誓約、通知義務を規定する。

2.

金融商品取引業者等監督指針において、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求
する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会
屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとと
もに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重
要である（平成 23 年 12 月 22 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」参照）。」とされ（同監督
指針Ⅲ-2-11）、特例業務届出者も同監督指針に基づき、反社会的勢力を金融商取引から排除してい
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くことが求められている（同監督指針Ⅸ-1）。そこで、第 52 条第 1 項及び第 2 項では、平成 23 年 6
月に全国銀行協会が公表した、銀行取引約定書に盛り込む暴力団排除条項参考例の記載を参考に、
反社会的勢力の排除に関する規定を置いている。

第 53 条 表明保証等の違反による補償
組合員は、自らの第 30 条第 4 項、第 7 項、第 51 条第 1 項、第 3 項、第 5 項、第 6 項若しくは第 8
項又は第 52 条第 1 項における表明及び保証が真実ではなく又は正確でないこと、その他第 30 条第 3
項から第 7 項まで、第 50 条第 6 項及び第 7 項、第 51 条又は第 52 条の規定に違反したことにより、本
組合若しくは被補償者が費用を負担し、又は損害、損失等を被った場合（自らの固有財産をもって本
組合の債務を弁済した場合を含む。）、本組合又は被補償者に対し、かかる費用、損害、損失等を補
償するものとする。

【第 53 条解説】
第 53 条は、組合員が本契約上の表明保証等の違反が生じた場合の補償義務について規定してい
る。なお、表明保証及び補償については、第 38 条解説 3.参照。

第 54 条 本契約の変更
1.

本契約は、無限責任組合員が、その裁量により、総有限責任組合員の出資口数の合計の［
］
分の［
］以上に相当する出資口数を有する有限責任組合員の同意を得て適宜変更することが
できる。但し、組合員の出資約束金額の変更は当該組合員の同意がなければ行うことができない
ものとする。

2.

前項にかかわらず、有限責任組合員の有限責任性に影響を与え得る本契約の変更は、組合員全員
の合意がなければ行うことができないものとする。

3.

前二項にかかわらず、無限責任組合員は、有限責任組合員の同意なくして、(ⅰ)自らの義務を加
重し、又は権利を縮減するための変更、及び(ⅱ)本契約の条項の明白な過誤を訂正することがで
きる。

［4. 無限責任組合員は、本契約の変更（金融商品取引業等府令第 239 条の 2 第 1 項各号に掲げる事
項の変更に限る。）があったときは、当該変更後遅滞なく、変更に係る契約書の写しを所管金融
庁長官等に提出しなければならない。］

【第 54 条解説】
1.

第 54 条は、本契約の変更の方法につき規定する。

2. 第 54 条第 1 項但書きは、組合員の出資約束金額の変更について、組合員の一定割合の賛成がある
ことに加え、当該組合員の同意も要件としている。
3.

第 51 条第 10 項で規定するとおり、無限責任組合員がベンチャー・ファンドの特例を利用して、
特例業務対象投資家の範囲を拡張して組合持分の取得勧誘・組合財産の運用を行う場合において
は、金融商品取引法第 63 条第 9 項に基づき、無限責任組合員は本契約に係る契約書の写しを所管金
融庁長官等に提出することが必要となる（第 51 条解説 4.参照）。契約書の写しの提出を行った無限
責任組合員は、本契約に変更（金融商品取引業等府令第 239 条第 1 項各号に掲げるベンチャー・
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ファンドの要件として記載が求められる事項に係る変更に限る。）があったときは、当該変更後遅
滞なく、変更に係る契約の契約書の写しを所管金融庁長官等に提出しなければならない（金融商品
取引法第 63 条第 10 項、金融商品取引業等府令第 239 条の 2 第 7 項）。

第 55 条 本契約の有効性、個別性
1.

本契約のいずれかの規定が無効であっても、本契約の他の規定はそれに何ら影響を受けることな
く有効であるものとする。

2.

本契約がいずれかの組合員との関係で無効であり又は取消された場合でも、本契約は他の組合員
との関係では完全に有効であるものとする。

【第 55 条解説】
1.

第 55 条は、本契約の有効性及び個別性につき規定する。

2. 第 55 条第 2 項については、無効・取消事由の生じた者が、無限責任組合員、アンカーインベス
ター（組合の信用を増大させる等の目的で出資を行う、無限責任組合員と特別な関係等を有する有
限責任組合員）又は適格機関投資家等特例業務に関して唯一の適格機関投資家である有限責任組合
員である場合には、組合契約全体を無効・取消しとする旨を規定することも考えられる。また、組
合契約全体を無効・取消しとする場合であっても、無効・取消しの主張が第三者との取引開始後
（組合による投資実行後等）になされたときは、当該無効・取消しの効果は将来に向かってのみ生
じる旨を規定することも考えられる。

第 56 条 言語、準拠法及び合意管轄
1.

本契約は、日本語で作成される。本契約の外国語訳が作成される場合であっても、当該外国語訳
と原本との間で意味又は意図に矛盾又は相違がある場合は、原本が優先する。

2.

本契約は、日本法に準拠し、日本法に従い解釈されるものとする。

3.

本契約に基づき又は本契約に関して生じる全ての紛争は、東京地方裁判所をその第一審における
専属的合意管轄裁判所とする。

【第 56 条解説】
1.

第 56 条は、言語、準拠法及び合意管轄につき規定する。

2. 海外の投資家が組合に参加するとしても、当該投資家の本店所在地など海外で訴訟を行うこと
は、他の国内の組合員にとっては非常に煩瑣であるため、日本国内の裁判所を専属的合意管轄裁判
所として指定することが望ましいと考えられる。他方、海外の投資家の利害にも配慮の上、仲裁合
意に関する規定を設けることも考えられる。

87

本契約成立の証として、［
］年［
］月［
］日付で本契約書原本 1 通を作成し、各組合員
がこれに署名又は記名捺印したうえ、無限責任組合員はこれを、有限責任組合員の各自はその副本を
それぞれ保有する。

組合員
：
：
代表者：

組合員
：
：
代表者：

組合員
：
：
代表者：
組合員
：
：
代表者：

組合員
：
：
代表者：

組合員
：
：
代表者：

88

別紙 1

組合員名簿

氏名又は
名称

住 所

電話番号
ﾌｧｸｼﾐﾘ番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

銀行口座

無限責任組合員と有限
責任組合員との別

出資口数
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別紙 2

投資ガイドライン（例）

1.

投資先事業者等発掘プロセス

2.

投資先事業者等選定基準（地域、業種、規模、成長段階等）

3.

投資種類決定基準

4.

投資規模決定基準

5.

投資先事業者育成方針

6.

無限責任組合員及び他ファンドとの共同投資

7.

投資回数（時期、方法）
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別紙 3（例 1）

投資資産時価評価準則

※ 平成 10 年 5 月通商産業省「投資事業組合の運営方法に関する研究会報告書」資料 6「投資事業有
限責任組合における有価証券の評価基準モデル」（太田昭和監査法人作成）によっている（なお、
その後の法改正に伴う用語の修正を加えている。）。

無限責任組合員は、投資事業有限責任組合の財産及び損益の状況を算定するために、投資先企業へ
の投資資産について適正な評価額を付さなければならない。その評価額は、「市場性」ないしは「客
観的な事象」に基づく価額とすべきである。但し、市場性のない有価証券を評価減とする場合、組合
員が評価時点で受取れると合理的に期待できる金額（回収可能価額）と客観的な事象に基づく金額と
を比較していずれか低い価額を付さなければならない。

1.

市場性のある有価証券

市場性のない有価証券

評価増

決算日の最終の価格等

直近ファイナンス価格

評価減

決算日の最終の価格等

直近ファイナンス価格又は回収可能価
額のいずれか低い価額

決算日の最終の価格等とは以下の価格とする。
①

金融商品取引所に上場されている有価証券は、主要な一金融商品取引所における最終の価格
（決算日に公表される最終の価格がない場合、同日前直近において公表された最終の価格）
とする。

②

店頭売買有価証券は、日本証券業協会が公表する最終の売買価格（売買価格がない場合、売
り気配の最安値又は買い気配の最高値とする。）とする。

③

上記以外の有価証券で市場性のあるものは、公表されている価格、売買価格又は気配等とす
る。

④

市場性のある有価証券で、権利落ちのあった株式で事業年度終了の日において当該株式に係
わる新株の発行がなされていないものについては、最終の価格に当該株式の権利の価格に相
当する金額を加算した金額とする。

2.

直近ファイナンス価格は、新株の種類、株式数、発行価額、引受人を勘案し、適正な価格で実施
したものと認められる場合に限られるものとする。

3.

評価額には、委託手数料等の取引に付随して発生する費用は含めないものとする。

4.

外貨建有価証券は決済日の直物為替相場を用いて換算する。但し、為替予約が付されている場合
には、当該予約相場を用いて換算するものとする。

5.

有価証券の流動性等を勘案し、最終の価格等から割り引き評価することが望ましい。

6.

株主割当増資、株式分割等が実施された場合には、一株あたりの評価額を見直すものとする。な
お、潜在株式がある場合にはその行使価格を考慮して一株あたりの評価額を算定しなければなら
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ない。
7.

新株予約権、新株予約権付社債等は直近に行われたファイナンス価格に基づき算定した価額とす
る。

8.

市場性のない有価証券を発行する投資先企業において、業績が見込みより悪化している場合に
は、評価減を検討する必要がある。また、投資直後においても、業績が見込みより著しく悪化し
ている場合には、評価減を検討する必要がある。

9.

回収可能価額を下記の区分に応じた簡便的な方法により見積ることも認められる。
ランク

状況

評価額

A

投資の短期的な状況について懸念がある場合

取得価額の 75%

B

投資の長期的な状況について懸念がある場合

取得価額の 50%

C

業績回復のため梃入れしなければ投資原価が回収できな
いと懸念される場合

取得価額の 25%

D

投資原価が回収される見込みがなくなった場合

備忘価額

10. 状況を具体的に例示すれば、下記のとおりである。なお、その他資産価値に影響を与えると思わ
れる事象についても考慮する。
①

②

③

④

投資の短期的な状況について懸念がある場合としては、


業績が見込みより悪化



事業計画が達成されていない



業績が改善する見込みが不明



資金繰りが悪化

投資の長期的な状況について懸念がある場合とは、


事業計画の実現が困難で、大幅な見直しが必要と判断される



投資時点より純資産が半分以下となっている



業績が回復する見込みが乏しい



資金繰りが不透明

業績回復のため梃入れしなければ投資原価が回収できないと懸念される場合とは、


債務超過の状態が 3 年以上継続



業績が回復する見込みがない



事業計画の実現は不可能である



資金繰りがいきづまる見込みがある

投資原価が回収される見込みがなくなった場合とは、


民事再生法・会社更生法申請



銀行取引停止



営業停止
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経営者と音信不通



破産

【別紙 3（例 1）解説】
1.

別紙 3（例 1）は、第 24 条第 2 項の規定に基づき、本組合の附属明細書の記載に関して、本組合
が保有する投資資産の時価評価の準則を規定する。

2.

組合会計規則第 19 条は、投資事業有限責任組合の附属明細書において、投資の明細及び投資の時
価の明細を記載することとしている。その投資の時価の評価方法については、貸借対照表の記載に
関する組合会計規則第 7 条において、原則として組合契約に定めるところによることとされてい
る。
本契約では、本組合の投資資産の時価評価方法として、別紙 3（例 1）において有価証券の時価評
価方法を規定している。なお、投資事業有限責任組合の投資資産としては、有価証券のほかにも金
銭債権、匿名組合出資、知的財産権等が含まれることがある。その場合には、別紙 3（例 1）におい
てそれらの資産の時価評価方法についても規定しておく必要があろう。

3.

なお、投資資産に属さない余裕金等その他の資産の時価評価方法については、一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に従うこととなる。
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別紙 3（例 2）
投資資産時価評価準則

無限責任組合員は、投資事業有限組合の財産及び損益の状況を算定するために、投資先企業への投
資 資産 につ いて 適正 な評 価額 を付 さな けれ ばな らな い。 その 評価 額は 、 International Private
Equity and Venture Capital Valuation Board が 設 定 し た International Private Equity and
Venture Capital Valuation Guidelines - Edition December 2015 に準拠した「公正価値｣とする。

【別紙 3（例 2）解説】
1.

経緯
ファンド運営を安定的に運用していくには、継続性のある資金の出し手であり、純投資を目的とし

た資金運用を行う機関投資家（銀行、生命保険、損害保険、年金基金等）からの出資を得られること
が望ましいと考えられる。そして、これらの機関投資家は、評価を取り込む際に公正価値ベースでの
時価評価を行うことが原則となっている。
当該機関投資家から出資を得るには、ファンドにおいても公正価値評価を行い、公正価値評価に基
づくファンドパフォーマンスを算定できるような体制を整えることにより、ファンドの国内、国際間
比較ができるような状況が望まれる。
このような中、海外では、投資会社における未上場株式の公正価値測定にかかるガイダンスである
IPEV ガイドラインが存在している。
IPEV ガイドラインは、当初フランス、英国、欧州の VC／プライベート・エクイティ協会が中心と
なって開発したものであり、現在は International Private Equity and Venture Capital Valuation
Board（以下「IPEV 審議会」という。）がその設定主体となっている。IPEV ガイドラインが当初公表
された 2005 年 12 月の改訂の際には、40 の国や地域等の業界団体によって支持されている。更に 2013
年 5 月には米国ベンチャーキャピタル協会（NVCA）及びプライベートエクイティキャピタル協議会
（PEGCC）も IPEV ガイドラインの支持を表明しており、全世界的な VC／プライベート・エクイティ投
資に関して、普遍的で一貫性のあるガイドラインとして認知される状況になっている。
また、IPEV ガイドラインは、VC／プライベート・エクイティ業界における横断的な比較可能性を高
めるのみでなく、IFRS（International Financial Reporting Standards：国際財務報告基準）や US
GAAP（Generally Accepted Accounting Principles）との整合性を確保する目的を持つものであると
されており、2011 年 5 月の IFRS13 号の公表後、それと整合性を図るため 2012 年 12 月に改訂版が公表
されている。またその後の IASB（International Accounting Standards Board：国際会計基準審議
会）への検討内容を反映させることも一つの目的として、2015 年 12 月に更なる改訂版が公表される
等、随時 VC／プライベート・エクイティ投資の実情に合わせた改訂がなされ、実務においても IFRS 等
適用ファンドの公正価値評価に用いられている。
この別紙 3（例 2）で、IPEV ガイドラインに基づく準則例を設けたのは、このように国際的に普遍的
で一貫性のあるガイドラインとして認知されている公正価値評価ガイドラインを用いることにより、
投資事業有限責任組合における時価評価を国際標準まで高度化することを目的としている。
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一方で、このように公正価値ベースで時価評価する場合は、マーケット・アプローチ又はインカ
ム・アプローチを行うための事前評価手法の確立が、原則として、全ての個別投資先毎に必要である
ほか、これを少なくとも年次（本来四半期毎が望ましい。）で運用する必要があり、また評価に必要
な定量的材料を継続的に収集把握する体制が必要となる。更にこれらを運用するためのパートナーク
ラスのリソース捻出と、ミドルバックの管理体制強化が必須となるため、必然的に高水準の管理コス
トが求められることになる。
国内 VC ファンドのサイズは 20-50 億円程度が平均値であり、シード・アーリー投資が中心となる独
立系 VC に限定すれば中央値で 10-20 億円程度のレンジに留まることを考えると、公正価値ベースで時
価評価可能な体制を整備するには相応のハードルが存在すると言える。
このため、本契約においては、平成 22 年版モデル契約に記載されている投資資産時価評価準則も準
則の一例として併存させている。
なお、以上のように準則例が複数存在することにより、投資事業有限責任組合において採用される
準則の幅が広がることになるため、採用する準則に関し、無限責任組合員による出資者に対するより
詳細な説明が必要になるものと想定されるので、留意が必要である。
2.

IPEV ガイドラインに基づく準則例の位置づけ
この別紙 3（例 2）で、IPEV ガイドラインに基づく準則例を設けるにあたり、当該準則例を使って作

成された財務諸表等に対する会計監査の枠組みについても理解しておく必要がある。
有限責任組合法に基づく会計監査の枠組みについて、業種別委員会実務指針第 38 号「投資事業有限
責任組合における会計上及び監査上の取扱い」（最終改正 平成 27 年 3 月 31 日 日本公認会計士協
会）では、以下のような記載を行い、特別目的準拠性の枠組みの監査であるとしている。「有責組合
会計規則では、『組合員として参加している投資家に対し組合の業務の状況を正確に開示するという
情報開示の本来の目的からすれば、組合の資産は時価で評価すべき』（平成 10 年 6 月通商産業省「投
資事業組合の運営方法に関する研究会報告書」（以下「運営研報告書」という。））という考え方に
基づき、投資を時価評価することが求められており（有責組合会計規則第 7 条第 2 項）、また、どの
ように時価評価を行うかは投資事業有限責任組合契約（以下「組合契約」という。）に定めるところ
によるとされている（有責組合会計規則第 7 条第 3 項）。したがって、有責組合法に基づく財務諸表
等に適用される財務報告の枠組みは、組合員のニーズを満たすように策定された特別目的の財務報告
の枠組みといえる。
また、有責組合会計規則第 4 条第 2 項には、追加開示の規定があるものの、有責組合会計規則にお
ける開示の規定は適正表示の達成が必ずしも明確ではなく、組合の業務の状況を正確に開示する目的
で規定された組合契約に定めるところによる投資の時価評価方法（第 24 項）及び未実現損益の処理方
法（第 33 項及び第 34 項）は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とは異なっていることか
ら、有責組合法に基づく財務諸表等に適用される財務報告の枠組みは、準拠性の枠組みといえる。」
（業種別委員会実務指針第 38 号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」第 9
項）
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この別紙 3（例 2）に定めた準則例は、あくまで以上のような特別目的準拠性の枠組みの範囲内で、
有限責任組合法に基づく時価評価を IPEV ガイドラインに基づいて行うものである点に留意が必要であ
る。
なお、IPEV ガイドライン自体は IFRS や USGAAP を適用する事業体においても利用されているため、
IPEV ガイドライン準拠の時価評価を行うことが、IFRS 適用等の一般目的の会計監査の枠組みに位置す
るとの誤解を生じさせる懸念があるが、この別紙 3（例 2）は、あくまで従前から存在する有限責任組
合法における特別目的準拠性の会計監査の枠組みの中で、IPEV ガイドラインを用いる選択肢を一つの
例として追加したのみである点を強調しておく。
以下、IPEV ガイドラインに基づく準則例の位置づけを図表化したものを記載するので参考とされた
い。
【準則例の位置づけ】

3.

IPEV ガイドラインに基づく準則例採用による影響とガバナンス体制の強化
前述のように、IPEV ガイドラインに基づいて公正価値ベースで時価評価する場合は、管理体制強化

が必須となるため、必然的に高水準の管理コストが求められることになる。
平成 29 年 3 月に経済産業省が公表した「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（我が国におけるベンチャー・エコシステム形成に向けた基盤構築事業）調査報告書（国内
VC ファンドの時価評価に係る実務指針）」（一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会作成、経済
産業省ホームページ掲載
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/Valuation_Guidelines_IPEV_hokokusho28.pdf 。 以 下
「実務指針」という。）において、管理体制強化にあたって必要となるガバナンス関係の留意事項を
まとめているので、以下引用する。
従来型の評価に比べ価値算定に必要な情報量が多岐に渡り、業務が複雑化する傾向にあるため、
IPEV ガイドラインに基づく準則例採用時における社内体制の整備の参考とされたい。
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時価評価プロセスに係るガバナンス関係の留意事項
時価評価ポリシーの整備と管理
評価ポリシーの整備

（１）ファンドを運営・管理するマネジメントカンパニ、ジェネラルパートナー等

と管理評価ポリシー
の内容

は、十分に文書化された時価評価ポリシーを整備し、管理する。
（２）時価評価ポリシーには、通常以下の事項が含まれるがそれらに限定しない。
・評価を行う頻度、評価基準日
・評価を行う部門
・評価の手順、評価手法、主な調整事項
・入手すべき情報の種類及びその管理方法
・評価に関連した承認、報告プロセス
・（適用がある場合）外部の時価評価業者を使用する場合の基準/レビュー方
法
（３）評価ポリシーは定期的にレビューされ、必要があれば、適切なレビューと
承認を経たうえで変更や修正がされること。
ガバナンス、内部統制、モニタリング体制

レビュー体制

（１）投資部門とは独立した評価委員会等により、評価のレビュー・承認等が
行われること。

モニタリング

（２）投資先について、投資担当部署及び投資担当者から独立した審査部署等に
よる定期的モニタリングを行う体制があること。
投資部門によるモニタリング：
投資先の強みや業界を取り巻く状況を総合的に判断して超過収益力の維持、向上の観
点から行うものであり、財務指標に表れない投資先の個別事情を汲み取ることが求め
られる。実際の運用として、投資先の状況や自らがリードベンチャーキャピタルかど
うか等により一定の分類を行い、その分類に応じて一定のモニタリング・ルールに
従って行われることも想定される。
審査部門等によるモニタリング：
投資部門からの説明及び財務情報等をもとに毎期実施する一定時点での評価（必要に
応じて四半期もしくは半期ごとの実施も含む）。ジェネラルパートナーによっては、
投資先の決算にあわせて審査部門等の定期的モニタリングが行われている場合もあ
る。審査部門等の行う定期的モニタリングの目的は、投資評価業務の職務分掌及び
ジェネラルパートナー決算への取り込み。モニタリングの特徴としては、投資部門か
ら独立した部署が第三者的視点で行うことと、投資担当者の評価よりもより定量的に
分析を行うことがあげられる。
審査部門等が行った定期的モニタリングの結果についてはジェネラルパートナーの評
価委員会、取締役会等の経営陣によるレビュー・承認を受けるが、重要な投資先や検
討事項のある投資先は経営陣が直接評価する場合もある。また、少数の案件に限定し
て投資するジェネラルパートナーや小規模ジェネラルパートナーは審査部門等の機能
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を評価委員会等や取締役会等の経営陣が有している場合もある。

シニアマネジメン
ト、取締役会の役割

（３）時価評価ポリシーのレビューと承認。（評価モデルの妥当性確認、問題点の
改善、及び重要な変更に関するレビューと承認を含む。）
（４）堅牢なコントロールプロシージャーの確立。（適切な承認を得た評価ポリシー
と評価プロセスに従って信頼のおける評価がなされていることを確認。）

組織風土

（５）ベンチャーキャピタル業としての経営目的・報酬体系から、投資先の評価を
過大に見積もるリスクが存在する。従って、コンプライアンス遵守・受託者
としての義務を全うするという組織風土形成のために、コンプライアンス部
の設置、社外取締役の選任などを行い、適切な投資の評価にかかわる内部
統制環境を構築することも検討する必要がある。

適切な職務分掌

（６）投資部門は投資先の実態を最も把握しており個々の事情に即した実態判断に
向いている一方で利益相反の可能性等、判断にバイアスがかかる可能性が
ある。他方、審査部門や評価委員会、取締役会等は客観的な判断を以って
投資先への判断精度のブレを防ぐことができる一方、投資部門と比較すると
個々の状況への深い理解は困難となる。従って、両者が適切に機能すること
を担保するために、所管する役員まで含め職務が分離されていることが重要
となる。
リスク管理

問題等の報告体制

（１）評価に関する重要な問題点や例外事項が生じた場合、速やかに対処し、評価
委員会や取締役等へ報告するプロセスがあること。

不確実性評価、リス
ク評価

（２）評価プロセスや評価手法における不確実要素を識別し、リスクを評価する体制
があること。定性的な評価に加え、定量的な評価もなされることが望ましい。
（３）不確実性に関する評価は、リスク評価と共に内部報告プロセスに盛り込まれ、
投資やリスク管理に関する意思決定を行う者（シニアマネジメントや取締役会
を含む）の間で共有されること。
文書化、その他の留意事項

文書化

（１）評価対象に関する情報、評価において採用した仮定、評価手法、インプット等
について、それらを採用した根拠と妥当性に関する評価、及び結論が十分に
文書化されていること。（裏付けとなるサポート資料も可能な限り記録保存
する。）以下は文書化が求められる項目の例であるが、これらに限定しない。
投資の背景に関する説明
・投資先企業の業績、投資先企業が属する業界自体の業績
・マイルストーンとその達成状況
・投資先企業の弁済能力
・ファンドが当該企業に投資した背景や理由、エグジットシナリオ等
仮定に関する説明
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・評価をするにあたり、どのような仮定をおいたか（又は選択したか）に関する
説明と、それの妥当性を裏付けるサポート資料（感応度分析等）
・使用したデータソースに関する説明
・（適用がある場合）評価において使用した将来予測値のレビューと妥当性の評価
・評価に関連して、特定の方針を実行することがある場合には、その意思と能力を
明確にするための計画等の文書化
評価手法に関する説明
・取得時に使用した評価モデルと、現在使用している評価モデルの整合性に関する
説明
・複数手法の使用に関する説明
・直近のトランザクションに関する説明
・使用したマルチプル、比較類似会社の妥当性
・市場性（marketability）、コントロール持分/マイノリティ持分に関する考慮
・（複雑なストラクチャーにおける）株主価値の配分方法の妥当性
・評価手法を変更した場合における、変更理由の明確化
投資先情報入手に関
する留意点

（２）ベンチャービジネスの特性として、投資先の経営状況が短期間で大きく変化
するリスクの存在や、ベンチャーキャピタルが多数の投資先を扱うことが
あげられる。そのようなベンチャービジネスの特性や状況を考慮し、投資先
の情報を迅速かつ網羅的に入手できる体制を構築することが望ましい。
（具体的には、膨大な投資先情報を管理するための情報システムの構築、月次
試算表・決算書の入手、情報システムへの入力等のプロセスといった投資先
情報入手をサポートする体制や、入手資料チェックリストの作成等が
考えられる。）
（３）投資先に関する情報に虚偽や異常な点が認められないか注意を払う。

投資先の財務情報として基準日直近の財務諸表を利用していること、及び投資先の決
算日から査定の基準日までに重要な変動要因が生じていないかどうかを確かめる。投
資先の財務情報が不十分と認められた場合、追加的な情報入手の必要性について評価
担当者と協議する。
事後検証の体制の
整備・運用

（４）精度が高い投資先評価の判断を行う方法のひとつとして、将来の見積もりを
含む判断の妥当性を検証し、時点間での判断のブレ防止のため継続的に事後
的な検証を行うことがあげられる。（バックテスティング）

（参考資料） IPEV ガイドライン、業種別委員会実務指針第 38 号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取
扱い」、監査基準委員会報告書 540、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）、他

4.

IPEV ガイドラインに基づく準則例採用時の参考情報
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IPEV ガイドラインに基づく準則例を採用する場合には、それを明記した上で、各ファンドの投資戦
略や投資スタイルを考慮し、ファンド固有のフローチャートを作成し、投資資産時価評価準則に記載
する実務も考えられる。
新たに設けた準則例を採用する際の参考として、実務指針より引用した以下の項目を掲載する。
（1）IPEV ガイドラインに基づくフローチャート
（2）公正価値の概念、価値評価の原則、評価者が評価手法を選定するにあたっての判断基準
（3）各評価技法の概要及び主要なポイント
なお、IPEV ガイドラインが改訂された場合には、改定後の IPEV ガイドラインを随時参考とする点に
留意いただきたい。
(1)

IPEV ガイドラインに基づくフローチャート
以下のプロセスフローチャートは、IPEV ガイドラインおよび米国における VC ファンド時価評価実

務をベースにしており、市場価格のない投資を、公正価値ベースで時価評価する際に検討が必要と
される主要な項目を示したものである。
①ステージの検討

②発行証券の検討

③評価手法の選択

株式投資

直近の投資価格
普通株式

マイルストーン分析
Start

マルチプル
・アーニングマルチプル （P/E倍率、
EV/EBIT倍率、EV/EBITA倍率、等）
・売上マルチプル

オプション
ワラント

シード
スタートアップ
アーリー
開発ステージ

継続企業の
前提

種類株式

業界固有のベンチマーク
投資のDCF

負債性の高い
種類株式

投資先のDCF
（DCFはマーケットアプローチによる評価のク
ロスチェック、補完目的として有用だが、単
独の手法として使用する場合は、高い主観
性を伴うことに留意する）

ミドル

レイター
成熟ステージ

純資産

清算額、清算予定額（倒産の場合、等）
回収見込み額

負債性商品

売却価額
（ただし、強制清算や投売り（強制取引など）
は、秩序ある取引ではなく、公正価値を決
定するものではない）

経営破綻、
清算企業
の前提、
等の状況

投資先のDCF
（DCFはマーケットアプローチによる評価のク
ロスチェック、補完目的として有用だが、単
独の手法として使用する場合は、高い主観
性を伴うことに留意する）

No

調整事項に漏
れがないか？

Yes

負債を控除し、
株主価値を算出

Yes

ストラクチャーは
シンプルか？

No

Yes

ファンドが支配し
ているか？

No

⑤負債の控除

⑥株主価値のアロケーション

No

Yes

Yes

希薄化考慮後、CVM
で按分

④調整項目の再検討

流動化事象が
差し迫っている
か？

OPM、PWERM 、ハイブ
リッド法を検討

End
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プロセス①：ステージの検討
投資の性質や事実関係、状況などを勘案する。投資先企業がどのようなステージにあり、どのよう
な証券を発行し、また継続企業を前提としているかについて把握する。
プロセス②：発行証券の検討
投資先の企業価値(EV)を算定するため、その企業がどのような証券を発行しているか（普通株式、
オプション/ワラント、種類株式、負債性の高い種類株式等）について把握することが重要である。
（公正価値評価は、企業（事業）全体の価値算定をスタートポイントとする。）
プロセス③：評価手法の選択
評価者は、ステップ①・②で把握した事実関係や投資先の状況を勘案し、市場参加者の観点から公
正価値を算定する。
事業の継続性に疑義のない投資先に対する評価手法は、直近の投資価格を使った評価、マイルス
トーン分析による評価、マルチプルによる評価、業界固有のベンチマークを元にした評価、投資先の
DCF を元にした評価が選択肢として考えられる。
一方、事業の継続性に疑義が生じており、経営破綻、清算企業の前提等の状況に陥っている投資先
については、純資産による評価、清算額/清算予定額（倒産の場合等）/回収見込み額による評価、売
却価格による評価、投資先の DCF を元にした評価が選択肢として考えられる。
以下の表は、投資先のステージ・状況に応じた評価技法を一覧としてまとめたものである。
評価手法
投資先区分
シード・アーリー
ステージ企業
R&D 型 ス タ ー ト

直近投資

投資先の
純資産

◯

◯

—

—

△

△

◯

◯

—

—

△

△

—

—

◯

—

△

△

△

◯

—

△

△

△

—

—

—

△

◯

—

—

—

◯

—

◯

—

—

—

—

—

◯

—

価格

DCF

投資の DCF

業種ベンチ

マルチプル

マーク

アップ
継続性に疑義があ
る企業/リビング
デッド
ビジネスモデル
確立企業
Exit 予 定 の 投 資
先
清算中又は
生産予定の投資先
エクイティ以外の
投資先
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プロセス④：調整項目の再検討
プロセス③にて算定した公正価値をベースに、市場参加者が考慮するであろう要因（余剰資産、過
剰負債、偶発事象や関連事象等）に対し企業価値を調整する。
マルチプルを使用する際、比較企業と評価対象企業の相違点（流動性の欠如等）の調整を加えるこ
とがある。
プロセス⑤：負債の控除
プロセス④にて調整を加えた公正価値に対して、返済順位が優先する金融商品の価値を控除し、希
薄化の可能性がある金融商品による影響を調整し、ファンドへの帰属企業価値を算出する。
プロセス⑥：株主価値のアロケーション
エグジットシナリオ、エグジット事象の発生タイミング、様々な権利や証券の優先順位などを考慮
し、株主価値を各クラスに配分する。市場参加者が使用するであろう分析や手法があれば、その技法
の適用を検討する。配分時に考慮すべき観点としては以下のようなものがある。
 ストラクチャーはシンプルか？
種類株式を含む場合、自らまたは他者がオプション等を有する場合は複雑なストラクチャー、それら
を含まない場合はシンプルなストラクチャーと言える。
 ファンドが支配しているか？
IPEV ガイドラインにおいて「支配」とは、測定日においてあるエンティティ（1 つもしくは複数）が
投資先企業を売却させる能力を有するかを判断する目的で使用している。
 流動化事象が差し迫っているか？
ここでの Exit とは IPO, M&A 等の流動化事象が差し迫っている状態をいう。
上記のような観点を考慮し最終的に公正価値の配分を行う。配分手法には 以下がある。
・Current Value Method (CVM) 現在価値法（ウォーターフォール法）
・Probability-Weighted Expected Return Method (PWERM) 加重平均期待リターン法
・Option Pricing Method (OPM) オプション評価法
・Hybrid Method (OPM と PWERM の組み合わせ) ハイブリッド法
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(2) 公正価値の概念、価値評価の原則、評価者が評価手法を選定するにあたっての判断基準
評価者は具体的な評価手法の選択に当たり、前提の知識として公正価値とは何なのか（公正価値
の概念）、投資の公正価値を評価するにあたっての原則（価値評価の原則）、評価者が評価手法を
選択するに当たっての判断基準（評価手法）を理解していることが重要となる。各項目の主要なポ
イントは以下の通りである。
項目
公正価値の概念
公正価値の算定は、市場の状況又は投資に特有の要因に関して、市場参加者が価値の決定方法を変更す
るような変化が生じる場合を除き、毎測定日に一貫した評価技法を使用して行うべきである。
（取引の頻度を意味する）流動性や非流動性は、市場参加者により考慮され、公正価値評価に含めなけ
ればならない一要素である。
市場参加者の観点を用いることを前提として、投資の特徴、発展段階、地域、及び／又は業界が類似し
ている場合には類似した評価技法を使用して評価することが想定される。
価値評価（バリュエーション）の原則
各投資の公正価値は測定日時点ごとに評価しなければならない。
投資の公正価値を算定する際には、投資の性質や事実関係、状況などを勘案した上で、単一又は複数の
評価技法を適用することが求められる。
公正価値は、評価技法のタイプにかかわらず、市場参加者の観点から測定日時点の市場の状況を適用し
算定される。
測定日における事業全体の価値（企業価値）を当該企業に対する投資持分の価値を算定する際の重要な
手掛かりとなる 。
一方、市場参加者が個別株式のデット・トランシェやエクイティの単一シリーズなどの個別商品の取引
を行う場合、公正価値は個別商品レベルにおいてより適切に評価される。
評価手法
評価者は、投資ごとに最適な評価技法を選択するよう判断すべきである。また、価値の算定方法に関す
る市場参加者の仮定を考慮の上、以下の評価技法のいずれか一つ又は複数を使用すべきである。
A. マーケット・アプローチ

（直近の投資価格、マルチプル、業界固有の評価ベンチマーク、入手可

能な市場価格）
B. インカム・アプローチ

（ディスカウント・キャッシュ・フロー）

C. 再調達原価アプローチ

（純資産）

（特定の投資に関して、評価者が複数の評価技法が適切であると判断した場合には、各技法で算出した
結果を、他の技法による評価のクロス・チェックや確認に利用したり、各手法を組み合わせて投資の公
正価値を決定できる。）
適切な評価技法の選択は、個々の投資ごとに検討すべきである。
公正価値の見積技法は、その変更により見積精度が向上する場合を除き、毎期継続して用いなければな
らない。
評価技法の変更理由は明確に把握されていなければならず、投資期間中、頻繁に評価技法が変更される
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ことは見込まれない。

104

(3) 各評価技法の概要及び主要なポイント
各評価技法の概要及び主要なポイントは以下の通りである。
項目
直近の投資価格
投資が行われた時点の価格は、取引実行時に存在する状況を反映するものであるため、この方法により
得られる評価の妥当性は、時の経過と共に必然的に低下する。
直近の投資価格を評価技法として用いる状況として、立ち上げ前（シード）、立ち上げ時（スタート
アップ）、初期段階（アーリー・ステージ）など、正のキャッシュ・フローや利益がなく、近い将来も
その見込みがない場合が多い。
マイルストーン／ベンチマーク分析
マイルストーン・アプローチを取り入れる場合には、評価者は当該投資の公正価値の変化を示唆するマ
イルストーン及び／又はベンチマークの達成を確認する。
財務関連指標：
売上成長率、期待収益率、キャッシュ・バーン・レート、
財務制限条項（コベナンツ）の遵守状況
技術関係指標：
開発段階、テストサイクル、特許権の認可取得、規制当局の認可
マーケティング及び販売関連指標：
顧客調査の結果、テスト段階、市場導入、マーケットシェア
マルチプル
マルチプルは、価格や企業価値などの価値を分子とし、分母に利益又は売上数値を用いて算定される。
P/E 倍率（株価収益率：PER）、EV/EBIT 倍率（企業価値を、利払前・税引前利益で除したもの）、
EV/EBITDA 倍率（企業価値を、利払前・税引前・償却費前利益で除したもの）など、評価対象企業に相
応しく、かつ市場参加者の仮定と整合するマルチプルを選択すべきである。
この評価技法は、継続的な利益又は売上の傾向が見込まれ、それが持続可能と考えられる、事業基盤が
確立している企業への投資の評価に適していると考えられる。
未だ開発ステージ にあり、黒字化する前の段階の企業においては、売上実績あるいは予想売上マルチ
プルを用いて評価を実施することが考えられる。
市場実勢に基づくマルチプルを使用する場合、評価対象企業とリスク属性や利益成長見通しが類似する
企業を識別することにある。事業活動、参入市場、規模、地理及び適用税率が似ているほど類似してい
ると見込まれる。アーニング・マルチプルを使用する際には、比較対象企業と評価対象企業の相違点に
ついて適切な調整を行うことが重要である。
業界固有のベンチマーク
業界ベンチマークが、信頼性があり適切な公正価値を見積る上での主たる測定技法として用いられるの
は限られた状況においてのみであり、むしろ他の技法で算出した評価の妥当性検証の際に有用となる。
投資先の DCF
DCF（ディスカウント・キャッシュ・フロー）法は、企業の活動が大きく変動する時期、例えばレス
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キュー・リファイナンス、企業再生（ターンアラウンド）、戦略的リポジショニング、赤字企業や立ち
上げ直後の企業などに適用可能であるが、使用する際には相応のリスクも伴う。
DCF 法に基づく評価はインプットの選択に関する主観性が高いと考えられるものの、インカムベースの
評価技法は市場ベースの評価技法により算定された公正価値の見積りの裏付けとして有用となり得る。
投資の DCF
（投資の）ディスカウント・キャッシュ・フローを評価技法として用いて投資の公正価値を見積もる場
合、評価者は、投資からの期待将来キャッシュ・フロー、ターミナル・バリュー、満期受取金額、満期
日に関し合理的な仮定や見積りを行い、当該投資固有リスクを把握し、リスク調整された割引率を用い
て現在価値に割り引いて投資キャッシュ・フローの公正価値を算出する。この評価技法は通常、デット
投資又は負債に類似した特徴を持つ投資商品に適用される。
近い将来、投資のリアライゼーションや投資先の上場が見込まれ、その取引価格が概ね合意されている
場合には、投資に対するディスカウント・キャッシュ・フロー評価技法（又は、代替としてリアライ
ゼーションや上場から見込まれる収入を簡易的に割り引いたもの）が最も適切な評価技法であると思わ
れる。
純資産
資産保有企業や投資会社など、利益よりは資産の公正価値を企業価値の源泉としている企業の評価に適
している。
また、この評価技法は、十分な資産からのリターンを生み出していない企業や、会社清算や資産売却に
よって、より大きな価値が実現される可能性がある企業の評価にも適している場合がある。したがっ
て、一定の状況において、赤字企業や低収益企業の投資評価に適していると思われる。

106

別紙 4

累積内部収益率計算方法書

累積内部収益率の算式は以下のとおりとする。
Vo

=

m

Vn
(1+r)tn

+


j=0

Cj
(1+r)tj

Vo:

当初出資金（円）

Vn:

第 n 事業年度末の組合財産の残存価額（円）

Cj:

j 番目の分配額（円）

tj:

本組合の設立時から j 番目の分配までの期間（日割で計算の上、年単位で表示する。）

r:

内部収益率（IRR）

tn

m:

:

本組合の設立時から第 n 事業年度末までの期間（日割で計算の上、年単位で表示する。）
第 n 事業年度末までに行われた最後の分配を m 番目の分配とする

キャピタル・コールに基づき払込がなされた場合にはマイナスのキャッシュフローと考えて、追加
払込金＝（－）分配金として計算する。
また、本組合の中間時点現在の IRR を算定する場合には、第 n 事業年度末の組合財産の残存価額を
評価時点の組合財産の残存価額に置き換えて（公開されていない株式を時価評価して）計算する。
なお、本組合への出資が一括でなされ、かつ、本組合の終了時に IRR を算定する場合には、次の式
に単純化される。

l

Vo =


j=0

l:

Cj
(1+r)tj

本組合の終了時までの最後の分配を l 番目の分配とする。
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（参考資料）
ILPA Private Equity Principles version 2.0 の概説
1.

総論
機関投資家の国際団体である Institutional Limited Partners Association（以下「ILPA」とい

う。）は、パートナーシップ型ファンドにおけるジェネラル・パートナー (GP)とリミテッド・パート
ナー (LP)との間の議論を活性化させることを目的として、「Private Equity Principle」を公表し、
その後、GP 及び LP 双方からのフィードバックを踏まえ、2011 年 1 月に、その改訂版である「Private
Equity Principles version 2.0 」 （ https://ilpa.org/wp-content/uploads/2015/07/ILPA-PrivateEquity-Principles-version-2.pdf。以下「本原則」という。）を公表している。
本原則は、プライベート・エクイティ・ファンドにおけるベスト・プラクティスを提示することを
目的としたものであり、①利害の一致（Alignment of Interest）、②ガバナンス（Governance）、及
び③透明性（Transparency）の 3 つを基本理念として構成され、それぞれについて詳細な対応方針が
提示されている。本参考資料は、当該 3 つの基本理念について、その概要を解説するものである。個
別の対応方針の詳細については原文を参照されたい。なお、本原則には、別添として、(a)アドバイザ
リー委員会（Limited Partner Advisory Committee。以下「LPAC」という。）、(b)クローバック
（Carry Clawback）、及び(c)財務報告（Financial Reporting）についてのベスト・プラクティスに
ついても詳述されている。
上述のとおり、本原則は、ILPA が提唱する、プライベート・エクイティ・ファンドにおけるベス
ト・プラクティスを示すものにすぎず、リミテッド・パートナーシップ契約（Limited Partnership
Agreement。以下「LPA」という。）において GP 及び LP 双方が合意すべき規定を示したものではな
い。したがって、本原則が提示する個別項目を、契約締結に際してのチェックリストとして用いるべ
きものでもない。なお、以下の解説では、参考までに、本原則が挙げる具体的な対応方針の項目毎
に、本文で解説した投資事業有限責任組合契約（例）において、当該項目に関連する条項を参照条文
として付記しているが、これは、当該条項が、本原則が提示する内容を反映したものになっているこ
とを意味するわけではない。
実際の契約においては、上記の 3 つの基本理念を GP 及び LP 間で共有したうえで、個々のファンド
の実情に応じて、GP と LP との対話・交渉の中で、契約全体を通じて当該基本理念を達成することを目
指すべきである。
2.

3 つの基本理念の解説

(1) 利害の一致（Alignment of Interest）
本原則は、LP と GP の間の利害の一致について、①キャリード・インタレスト（carried interest：
GP に対する収益の分配。「キャリー（carry）」ともいう。）及び GP が自ら相当程度ファンドへの持
分出資を行うことによって得られるリターンが GP の主な収入源になっており、②LP の出資に対するリ
ターンの要件が満たされた後に GP が利益分配を受けることによって最も良く実現されるとしている。
①については、管理報酬等、ファンドへの出資に対するリターンと無関係の収入が GP の収入のうち過
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度に大きな割合を占めることは LP と GP の利害の一致を減殺するものであるとしている。②について
は、収益分配の順序（「ウォーターフォール（waterfall）」ともいう。）として、投資案件毎に LP
と GP に 分 配 す る 方 法 （ deal-by-deal model ） よ り も 、 フ ァ ン ド 全 体 と し て 、 LP の 出 資 元 本
（contributions）及び一定割合の優先分配（preferred return）が確保されて初めて GP に分配する
方 法 （ all-contributions-plus-preferred-return-back-first model ） が 望 ま し く 、 deal-by-deal
model を採用する場合には、キャリーエスクローアカウント（carry escrow account：GP が取得する
キャリーを預託するための口座）の利用及び／又は効果的なクローバックの仕組みにより、GP が本来
取得すべきでないキャリーを取得した場合にも LP が適時にリターンを確保することができるとしてい
る。また、LP と GP の間の利害の一致は、様々な方法を組み合わせることにより、全体として評価され
るべきであるとしている。
本原則が挙げる具体的な対応方針の項目は、以下のとおりである。

対応方針の項目
ウォーターフォール／キャリード・インタレスト／クローバック

投資事業有限責任組合
契約（例）の参照条文
第 28 条
第 46 条第 3 項

管理報酬及び費用

第 31 条
第 32 条

ファンドの存続期間

第 6 条第 2 項
第 45 条

GP が取得する報酬の控除

第 32 条第 3 項

GP のコミットメント

第 8 条第 2 項
第 17 条第 2 項
第 34 条第 7 項

複数ファンドの運営基準

第 17 条第 2 項
第 17 条第 4 項

(2) ガバナンス（Governance）
多くのプライベート・エクイティ・ファンドは、長期間で流動性が低く、GP が単独で投資に係る裁
量を有する構造を有している。LP は、予め定められた投資のプロフェッショナルに対する信頼及び投
資戦略等に対する理解を前提として、当該構造に同意するものである。
本原則は、ファンドの運用期間中に起こり得る全ての環境変化等に対処する規定を LPA に予め設け
ることは不可能であるとの理解の下、予見できない利益相反及び投資チームの変更等のファンドの変
化に対処するための適切なメカニズムが働くことの重要性を指摘し、効果的な LPAC を置くことによ
り、LP は LPA 上の義務を果たすことができ、GP に対して適切に助言（アドバイス）を与えることがで
きるとしている。本原則は、ファンドのガバナンスにおいて、LPAC が重要な役割を果たすものとして
いるが、本原則が提唱する LPAC の権限、役割等の詳細については、本原則に別添された Appendix A
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の原文を参照されたい。
本原則が挙げる具体的な対応方針の項目は、以下のとおりである。
対応方針の項目

投資事業有限責任組合
契約（例）の参照条文

投資チーム

第9条

投資戦略

第 21 条
別紙 2

受託者責任

第 17 条
第 18 条第 5 項
第 20 条第 2 項
第 42 条第 1 項第 2 号
第 15 条第 4 項

ファンド契約の変更

第 9 条第 1 項
第 39 条第 1 項
第 42 条第 1 項第 2 号
第 54 条第 2 項

アドバイザリー委員会の責任

第 18 条

(3) 透明性（Transparency）
本原則は、LP が LP 自身の受託者責任を効果的に果たすことができるように、GP は、ファンド投資
に関する財務、リスク管理、ファンド運営、ポートフォリオ、取引等に係る詳細な情報を提供すべき
であるとしている。また、これにより LP が高度な機密情報を取り扱うことになるため、本原則は、LP
に対しても、その責任の重要性を認識すべきであるとしている。
本原則が挙げる具体的な対応方針の項目は、以下のとおりである。
対応方針の項目

投資事業有限責任組合
契約（例）の参照条文

管理報酬及びその他の報酬

第 24 条

キャピタル・コールと分配通知

第 21 条第 8 項
第 28 条第 7 項

GP による情報開示

第 20 条第 1 項

リスク管理

第 24 条

財務情報

第 24 条

LP の情報

別紙 1
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