
 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０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３１年３月 

 

 

 

みずほ情報総研株式会社 

 

 





目  次 

 

１．事業の概要  ................................................................ 1 

１－１．事業の背景と目的  .................................................. 1 

１－２．事業の概要  ........................................................ 1 

（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 

（２）起業家精神に関する調査（起業活動指数） ............................... 2 

（３）日本ベンチャー大賞の募集、審査及び表彰  .............................. 2 

（４）政府目標の達成に向けて必要となる施策の検討  .......................... 3 

２．事業報告  .................................................................. 4 

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  ........ 4 

（１）検討の背景と目的  .................................................... 4 

（２）検討の体制  .......................................................... 4 

（３）検討の結果  .......................................................... 6 

２－２．起業家精神に関する調査（起業活動指数） ............................. 9 

（１）検討の背景と目的  .................................................... 9 

（２）調査の手法  .......................................................... 9 

（３）調査の結果  ......................................................... 10 

２－３．日本ベンチャー大賞の募集、審査及び表彰  ........................... 11 

（１）ベンチャー大賞の概要  ............................................... 11 

（２）表彰部門・審査基準  ................................................. 11 

（３）募集  ............................................................... 12 

（４）審査  ............................................................... 14 

２－４．政府目標の達成に向けて必要となる施策の検討  ....................... 17 

（１）背景・目的  ......................................................... 17 

（２）実施方法  ........................................................... 17 

（３）設問内容  ........................................................... 18 

（４）集計分析結果  ....................................................... 21 

（５）考察  ............................................................... 27 

参考資料  ..................................................................... 28 

１．日本ベンチャー大賞関連  ................................................... 28 

（１）応募サイト  ......................................................... 29 

（２）第５回日本ベンチャー大賞募集要領  ................................... 33 

 





1 
 

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会課題の解決などを図るベンチャー企業など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バ

ラバラ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、グローバル市場への進出や社会課題の解決を図るベンチャー

関係者が新事業の創出を促す環境について調査・分析を実施し、我が国のロールモデル

となるような取り組みを発掘するとともに、平成２８年４月に日本経済再生本部が決定

した「ベンチャー・チャレンジ２０２０」で示された世界と地域をつなぐ関係施策の一

体的な実施に向けて、これを実現するためのインフラ整備の在り方について検討・検証

等をすることで、我が国のベンチャー・エコシステム形成に向けた基盤を構築すること

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 

近年、CVC の組成を始めとする大企業のオープンイノベーションの活動が活発化して

いる。一方で、その成果や進捗は各社さまざまであり、過去にも大企業における新た

な取組が暗礁に乗り上げ、縮小・撤退するケースも散見された。 

こうした現況に鑑み、本事業では、大企業におけるコーポレートベンチャリング活

動等を調査・分析し、日本のイノベーション創出に資するレポート等を作成すること

を目的とし、検討結果を「我が国のコーポレートベンチャリング・ディベロップメン
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トに関する調査研究 ～CVC・スタートアップ M&A活動実態調査ならびに国際比較～」

として取り纏めた。 

（２）起業家精神に関する調査（起業活動指数） 

近年、世界各国・各都市のスタートアップ・エコシステム間競争が激化しており、

日本においても、起業促進・スタートアップ支援に係る基盤的な制度や支援策はこれ

までも整備/拡充を重ね、一定の成果も生まれてきたが、一方で、先駆者である米国や、

近年急成長している中国とイスラエル、French Tech政策を契機にスタートアップ・エ

コシステムの新たなハブとしての存在感を強めつつあるフランス等との比較において

は、いわゆるユニコーン企業の数や投資額、グローバル・ベンチャーの集積、また起

業にチャレンジする人の割合等の面で彼我の差が存在することは無視できない事実で

ある。 

こうした問題意識に立脚した上で、スタートアップ・エコシステムやイノベーショ

ンの端緒となる起業家精神に関する分析を国際比較/経年比較可能なスキームで遂行

するため、The Global Entrepreneurship Research Association, London Business 
School と連携してグローバル・アントルプレナーシップ・モニター（Global 
Entrepreneurship Monitor：以下、GEM）調査を実施した。 

 

（３）日本ベンチャー大賞の募集、審査及び表彰 

以下の要領で、日本ベンチャー大賞の募集、審査の準備を行った。 

① 応募申請様式の作成  

第５回「日本ベンチャー大賞」の募集に向けて、応募申請様式を作成し

た。応募申請様式は、経済産業省と相談の上、応募者がより記載をしや

すく、かつ、審査しやすい様式を検討し作成した。 
 

② 応募受付用ホームページの制作 

応募数の増加、応募コストの削減、応募者の作業軽減、応募申請書類の入力コ

スト削減を目的として、募集受付用ホームページを作成した。 

 

③ 応募申請書類の整理 

応募されてきた申請書類等に不備がないか等をチェックし、必要に応じて、記

載内容の修正等を行った。 

 

④ 応募申請書類の下審査 

全ての申請書類について応募要領にも基づき採点リスト化するとともに、上位
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案件について評価のポイントや審査項目ごどに評価事項を整理した審査会用プ

レゼンテーション資料を作成した。 

 

⑤ 日本ベンチャー大賞審査委員会の準備 

受賞者の選考を行うため、日本ベンチャー大賞審査委員会の日程調整をおこな

った。審査委員会の日程を経済産業省と協議の上決定した。 

 

（４）政府目標の達成に向けて必要となる施策の検討 

2018 年 12 月に閣議決定された平成 31 年度税制改正の大綱において、一定の要件を

満たすスタートアップ企業等について、税制適格ストックオプションの付与対象を社

外の協力者まで拡大する旨が記載された。経済産業省としても、具体的な認定制度の

整備を検討しており、当該新制度のニーズ等を把握するべく、定量的な情報を得るた

め、ストックオプションの活用実態についてアンケート調査を実施することとした。

実施方法としては、東京商工リサーチの企業データベースから抽出した 7,000 社に対

してアンケート調査を依頼し、619 社から回答を得て、このうち有効回答 76 社の集計

分析を行った。集計分析結果に基づき、税制適格ストックオプションの付与対象者を

一定の要件下で社外の人材に拡大できるように措置する効果について考察した。 
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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）検討の背景と目的 

昨今、我が国の事業会社において、イノベーションを目的としてスタートアップと

資本・業務連携および買収・合併を行う「コーポレートベンチャリング／コーポレー

トディベロップメント」の活動が強化されつつある。中でも、スタートアップに投資

して資金提供を行う CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）の設立が相次いでい

る。 
CVC は過去にもブームともいえるような盛んな時期があった一方で、当該企業にて

活動の意義を見失って撤退が相次ぐ時期も存在し、その流れがスタートアップ不遇の

時代へとつながっていった苦い過去がある。 
我が国で再度 CVC が活況を呈す中、現在の CVC 及びスタートアップの M&A の実

態を明らかにするとともに、国内・海外の活動との比較を行うことを企図し、本調査

においては 
① 定量的調査 
国内・海外企業に向けた CVC・M&A 活動アンケート調査の比較分析 
② （定性的）インタビュー 
国内外の先進事例・ベストプラクティスを行っている企業へのインタビュー実施 
を行い、国内 CVC・M&A 活動の実態を明らかにするとともに、その課題を抽出す

ることとした。 
ブームに終わらない、継続的な大企業とスタートアップの協業、スタートアップの

M&A を通じた国内企業のイノベーションに向けて、アクションにつながる示唆を提供

することを本調査の目的とした。 
 

（２）検討の体制 

検討は、下記の 5 名の実務家、学識経験者等で構成される「『ベンチャー支援施策に

係る共通基盤の整備に関するタスクフォース』」に係るアドバイザリーボード委員会」

を組成した上で、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、

「論点① 企業のオープンイノベーション投資の戦略設計について：求める成果・リタ

ーンは何か 等」、「論点② 投資領域/目的の観点：短中期の収益拡大と中長期の新市場

開拓・ビジネルモデル革新のバランス 等」、「論点③ 投資リターンの観点：財務リタ

ーンと戦略リターンのバランスをどうとるか 等」、「論点④ 人材・組織の観点：プロ

パーおよび外部専門家の登用・育成をどうすべきか 等」、「論点⑤ スタートアップ
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M&A の観点：VC から M&A につながる活動をどう発展させることができるか 等」を

中心に検討を進めた。 
 

＜アドバイザリーボード委員＞ 

小林 栄三  伊藤忠商事株式会社 特別理事 

松本 大   マネックスグループ株式会社 取締役会長兼代表執行役社長 CEO 

東林 知隆  楽天銀行株式会社 常務執行役員 

長谷川博和  早稲田大学大学院ビジネススクール 教授 

国際ファミリービジネス総合研究所 所長 

 

福本 拓也  経済産業省 経済産業政策局 産業資金課長（兼）新規事業創造推進室長 

 

（敬称略 社名五十音順） 

 

<執筆・プロジェクトメンバー> 

仮屋薗 聡一  一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 会長  

（株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ マネージング・パートナー） 

村田 祐介  一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 企画部長 

(インキュベイトファンド 代表パートナー)   

安永 謙   一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会  

オープンイノベーション委員長 

       （株式会社 INCJ マネージングディレクター） ※CVCユニットリーダー 

野田 史恵  一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 事務局長 

 

＜特別監修・執筆＞ 

倉林 陽   DNXベンチャーズ マネージング・ディレクター・博士(学術) 

※M&Aユニットリーダー 

 

＜執筆協力＞ 

種市 亮   インキュベイトファンド アソシエイト 

百武 隆太  慶應義塾大学大学院経営管理研究科 修士課程  

 

<事務局> 

安田 修   みずほ情報総研株式会社 経営 ITコンサルティング部主席コンサルタント 

鈴木 道範  みずほ情報総研株式会社 経営 ITコンサルティング部コンサルタント 

稲場 未南  みずほ情報総研株式会社 経営 ITコンサルティング部コンサルタント 
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（３）検討の結果 

検討の結果、「我が国のコーポレートベンチャリング・ディベロップメントに関する

調査研究 ～CVC・スタートアップ M&A活動実態調査ならびに国際比較～」として、「CVC

編」と「M&A 編」の二部構成でまとめた。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（「我が国のコーポレートベンチャリン

グ・ディベロップメントに関する調査研究 ～CVC・スタートアップ M&A活動実態調査

ならびに国際比較～」）を参照されたい。 

 

第 1章：「我が国におけるコーポレートベンチャリング活動実態調査」データの分析 

（CVC編） 

 

1.1 CVC の属性と実績 

1.1.1 サイズ・数・金額 

1.1.2 オペレーション年数 

1.1.3 リターン実績 

1.2 投資方針 

1.2.1 リターン目標 

1.2.2 目的 

1.2.3 投資手段 

1.2.4 投資先への関与 

1.3 投資組織 

1.3.1 ストラクチャー 

1.3.2 レポーティング対象と職位 

1.3.3 年齢・性別 

1.4 その他 

1.4.1 業種 

1.4.2 ソーシング 

1.5 各指標とパフォーマンスのクロス集計分析 

1.5.1 リターン目標とパフォーマンス 

1.5.2 ストラクチャーとパフォーマンス 

1.5.3 投資先の支援方法とパフォーマンス 

1.5.4 ファンドサイズとパフォーマンス 

1.5.5 ファンド運用実績とパフォーマンス 
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1.6  CVC活動調査結果のまとめと考察 

1.6.1 CVC調査結果のまとめ 

1.6.2 CVC 調査結果からの考察  

 

第 2章：「我が国におけるコーポレートベンチャリング活動実態調査」データの分析 

（M&A編） 

 

2.1 M&A活動概要 

2.1.1 M&A実績 

2.1.2 M&A予算 

2.1.3 CVC部門と M&A部門の連携 

2.2 M&A活動調査におけるクロス集計分析 

2.2.1 M&A目的と目的の達成 

2.2.2 業種と M&A実績 

2.2.3 M&A実績と投資先企業価値 

2.2.4 M&A実績とソーシングルート 

2.3 M&A活動調査結果のまとめと考察 

 

第 3章：企業の活動事例紹介 

 

3.1 CVC活動インタビュー 

インタビュー1「インテル株式会社」 

インタビュー2「株式会社 NTTドコモ」 

インタビュー3「KDDI 株式会社」 

インタビュー4「ソニー株式会社」 

インタビュー5「パナソニック株式会社」 

インタビュー6「レノボ株式会社」 

3.2 CVC活動インタビューのまとめと考察 

3.2.1 CVC活動インタビューのまとめ 

3.2.2 CVC活動インタビュー結果からの考察 

3.3 M&A活動インタビュー 

インタビュー7「SAP」 

インタビュー8「Yahoo株式会社」 

インタビュー9「株式会社 LIFULL」 

インタビュー10「株式会社リコー」 

3.4 M&A活動インタビューのまとめと考察 
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第 4章：まとめ 

 

4.1 アドバイザリーボードにおける議論 

4.2 おわりに 
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２－２．起業家精神に関する調査（起業活動指数） 

（１）検討の背景と目的 

日本再興戦略、未来投資戦略 2017 及びベンチャー・チャレンジ 2020 では、開業率・

廃業率、起業活動指数（TEA）、VC 投資額を KPI として定めている。このような状

況のなかで、我が国のベンチャー支援施策を検証していくためには、毎年、実施して

きている「起業家精神に関する調査」により、様々な起業家活動状況の国際比較を着

実に実施していくことは極めて重要である。 
そのため、本調査では、GEM 日本チーム（代表：武蔵大学 高橋徳行教授）と連携

を図りながら、過去の調査内容、調査方法を着実に踏襲して、経年比較可能な統計デ

ータとしてのリンケージを担保しつつ、所得階級や就業形態、性別、年齢等の属性別

分析による各国比較を通じて、我が国特有の「起業態度を有する人の割合の低水準化

傾向」の要因分析を試みることとした。 
 

（２）調査の手法 

本調査である GEM は、起業活動が国家経済に及ぼす影響について、各国家のデータ

を用いて実証研究を行い、各国の政策担当者に重要な政策方針を提供している。GEM
調査は、1999年に日本を含めた 10カ国からスタートし、2018 年には 49カ国（日本含

む）が参加する国際比較研究へと拡大した。 

GEM の主要な研究目的は、ベンチャー企業の成長プロセスを解明し、起業活動を活

発にする要因を理解し、その上で国家の経済成長や競争力、雇用などへの影響を定量

的に測定することにある。最終的には、国家経済の活性化につなげるための政策提言

を目的としている。具体的には、起業活動の水準は、国家間でどのくらい違うのか。

どのような政策や方針が、国家の起業活動の水準を高めるのか。起業活動と経済成長

にはどのような関係があるのか。等を研究課題としている。 

 このような課題を明らかにするために、GEMは、①一般成人調査 (Adult Population 
Survey: APS)と、②専門家調査(National Expert Survey: NES)の２種類の調査を実

施しているが、国際比較可能な定量的データの収集/蓄積/分析を主たる目的とするた

め、一般成人調査 (Adult Population Survey: APS)のみを実施することとした。 

 また、本年度はパネルデータを使用し始めてから 4 年目になり、引き続き WEB 調査

および携帯電話の所有者に対する調査を実施した。2014 度までは、固定電話を所有し

ている世帯のみを調査対象の母集団としていたが、本年度も全体の約 4 分の 3 に相当

する 1,500件程度を WEB調査と携帯電話調査を通して集めた。 
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（３）調査の結果 

2018 年調査においては、昨年と比べてわが国の起業活動の水準(TEA)は、4.7 から

5.3 へと、2016年調査の水準（5.3）に回復した。なお、本指標の算出プロセスや調査

結果の詳細は、調査手法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（平成 30年度

創業・起業支援事業（起業家精神に関する調査））を参照されたい。 

 

Ⅰ はじめに      

1. 分析のフレームワーク      

2. サンプルデータについて     

3. 総合起業活動指数とは     

 

Ⅱ 起業活動の状況（Activity；行動）    

1. 総合起業活動指数と国家の経済力      

2. 事業機会型起業家と生計確立型起業家      

3. 男女別の起業活動の状況     

4. 将来の起業計画     

5. 休業・廃業     

 

Ⅲ 起業活動を取り巻く環境（Attitude；態度）     

1. 起業活動の社会への浸透     

2. 失敗に対する怖れ     

3. 事業機会の認知     

4. 知識・能力・経験     

5. 起業活動に対する評価     

6. ビジネスエンジェル（個人投資家）    

 

 

付属資料（Ⅰ） 一般調査のデータ 

付属資料（Ⅱ） 2018年度一般調査の質問票（日本語版） 
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２－３．日本ベンチャー大賞の募集、審査及び表彰 

本事業では、日本ベンチャー大賞の募集、審査準備までを実施した。その内容は、下記

のとおりである。 

（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する。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 

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 
② 事業の新規性・革新性 

※5 段階評価 
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 

③ 起業のチャレンジ性 
※5 段階評価 

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 

④ 事業の拡張性 
※5 段階評価 

創業からの事業成長の大きさ・スピード 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する。 
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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、

評価の高い案件を選出する。 

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する。 

 

評価項目 評価内容 

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 

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する。 

 

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

案件を選出する。 

   

評価項目 評価内容 

⑥ 農林水産業の発展に

対する寄与 

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

て選出する。 

 

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する。 

 

（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。 
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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、新しい行政インフラを構

築しているベンチャー企業が運営している「応募フォーム」で受け付けを行った。応

募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 
※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） 
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③ 募集期間・応募件数 

募集期間は、平成 31 年 2 月 4 日（月）～平成 31 年 3 月 11 日（月）とした。 
その結果、応募件数は 134 件であった。応募の業種内訳は、下のとおりである。 

 
応募件数の分野内訳 

58.2%17.2%

9.0%

6.0%

4.5%
3.0% 2.2%

IT・サービス 製造 農林水産業・6次産業化

教育 バイオ フィンテック

シェアリングエコノミー

n=134

 

（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 5 回日本ベンチャー大賞審査委員会」を設置して

審査を行う予定である。 
 

第５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 

石村 和彦    公益社団法人経済同友会 副代表幹事／環境・資源エネルギー委員会委

員長、ＡＧＣ株式会社 取締役会長 

高島 宏平   オイシックス・ラ・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 

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 代表取締役社長 
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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 

○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 31 年 3 月 11 日（月）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。 
 

1) 事務局によるスクリーニング 

事務局が、応募のあった 134 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○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 4 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 4 社を

抽出した。 
 

③ 応募審査資料の整理と下審査 

審査委員会の開催に向けて、応募審査資料の整理と下審査を行った。 

 

1) 応募審査資料の整理 

 134件の応募情報を下審査のために表形式で整理するとともに、審査の参考になる各

種情報（企業価値評価額、関連表彰の受賞履歴等）を加えた。また、女性起業家賞、

大企業連携賞、農業ベンチャー賞の応募申請項目も分かり易く整理した。 

 

2) 応募審査資料の下審査 

 応募企業が記載した情報をもとに「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」について、事務局がそれぞれ 5 段階評価を行い

合計点を算出した。 

「ベンチャー企業・大企業等との連携賞」に応募した企業は、上記の 4 項目の評価

に加え、連携相手や連携の取組内容について 5 段階評価を行い合計点を算出した。ま

た、「農業ベンチャー賞」に応募した企業は、上記の 4 項目の評価に加え、農林水産
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業の発展に対する寄与の内容について 5段階評価を行い合計点を算出した。 

その上で、合計点の高い順にリスト化を行った。 
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２－４．政府目標の達成に向けて必要となる施策の検討 

近年、世界各国・各都市のベンチャー・エコシステム間競争が激化している。日本にお

いても、起業促進・ベンチャー支援に係る基盤的な制度や支援策はこれまでも整備し、投

資額や開業率の増加など一定の成果も生まれてきた。一方で、米国や、近年急成長してい

る中国等との比較においては、いわゆるユニコーン企業の数や投資額、また起業にチャレ

ンジする人の割合等の面で彼我の差が存在する。 

このような状況の打破に向けて必要となる施策（制度、予算、税制等）の検討のため、

今年度は我が国のベンチャー企業におけるストックオプションの利用実態を把握するため

の調査を実施した。 

 

（１）背景・目的 

我が国の産業競争力強化における重要なプレイヤーの一つとして、スタートアップ

企業の役割が期待されている中で、事業拡大に向けて手元資金が貴重なスタートアッ

プ企業が、将来の飛躍的な成⻑を果たすべく、必要な人材を社内外から円滑に確保で

きる環境を整えることが重要課題となっている。そこで、2018年 12月に閣議決定され

た平成 31年度税制改正の大綱において、一定の要件を満たすスタートアップ企業等に

ついて、税制適格ストックオプションの付与対象を社外の協力者まで拡大する旨が記

載された。 

経済産業省としても、具体的な認定制度の整備を検討しており、当該新制度のニー

ズ等を把握するべく、定量的な情報を得るため、ストックオプションの活用実態につ

いてアンケート調査を実施することとした。 

アンケート調査の結果を基礎データとして、税制適格ストックオプションの付与対

象者を一定の要件下で社外の人材に拡大できるように措置することを検討する。 

 

（２）実施方法 

① 調査対象 

アンケート調査対象企業は、株式会社東京商工リサーチの企業データベースから、

条件に合致する企業を抽出した。抽出条件は下表の通りである。この条件に合致した

企業のうち、増収率の高い 7,000 社を調査対象とした。 
 

表 アンケート調査対象の抽出条件 
カテゴリー 条件 

設立年月 設立 10 年以下（2010 年 2 月～2019 年 2 月） 
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カテゴリー 条件 

規模 資本金 10 億円以下、または従業員数 2,000 人以下 
上場区分 非上場 
業績（売上） 前期と根気で比較して売上 115%以上、かつ、前々期と前

期で比較して売上 115%以上 
最終決算期 2017 年 12 月期～2019 年 2 月期 

 
② 依頼方法 

対象となった 7,000 社に対して、依頼状と設問項目一覧を発送した。 
 
③ 回答収集方法 

アンケート調査の回答および収集は、株式会社マクロミルのオンラインアンケート

調査のプラットフォームを使用した。回答者は依頼状に記載された URL から回答を行

い、ローデータと単純集計結果が実施機関であるみずほ情報総研に還元される仕組み

である。 
 

（３）設問内容 

 アンケート調査は全 14 問を設定した。設問内容を下表に示す。なお、自由記入は任意回

答、それ以外は必須回答とした。 
 

設問項目一覧 

設問

番号 
＜回答対象者＞ ／ 設問 選択肢 

1 

＜全員＞ 

貴社において、これまでに株式発行を伴う資金調達をベン

チャーキャピタル（CVC、ギャップファンド等を含む）から行

ったことがありますか。 

最も当てはまるもの一つを選択してください。 

① これまでに行ったことがある 

② これまでに行ったことはないが、今後行う予定

がある 

③ これまでに行ったことはなく、今後行う予定も

ない 

2 

＜全員＞ 

これまで、社内外を問わず、ストックオプションを付与したこ

とがありますか。最も当てはまるもの一つを選択してくださ

い。 

① これまでに付与したことがある 

② これまでに付与したことはないが、今後付与

する予定がある 

③ これまでに付与したことはなく、今後付与する

予定もない 

3 
＜全員＞ 

これまで、社外協力者にストックオプションを付与したことが

① これまでに付与したことがある 

② これまでに付与したことはないが、検討をして
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設問

番号 
＜回答対象者＞ ／ 設問 選択肢 

ある、もしくは、付与を検討したことがありますか。 

最も当てはまるもの一つを選択してください。 

いる 

③ これまでに付与したことはなく、検討もしてい

ない 

4 

＜設問 3 で「これまでに付与したことがある」と答えた方の

み＞ 

社外協力者へストックオプションを「これまで付与したことが

ある」方は、何名の社外協力者へストックオプションを付与

しましたか。 

最も当てはまるもの一つを選択してください。 

① 1名 

② 2名 

③ 3名 

④ 4名 

⑤ 5名 

⑥ 6名以上 

5 

＜設問 3 で「これまでに付与したことはないが、検討をして

いる」と答えた方のみ＞ 

社外協力者へストックオプションを「これまでに付与したこと

はないが、検討をしている」方は、何名の社外協力者へス

トックオプションを付与する予定ですか。 

最も当てはまるもの一つを選択してください。 

① 1名 

② 2名 

③ 3名 

④ 4名 

⑤ 5名 

⑥ 6名以上 

⑦ 未定 

6 

＜設問 3 で「これまでに付与したことがある」か「これまでに

付与したことはないが、検討をしている」と答えた方＞ 

社外協力者へ付与するストックオプションの税制適格が認

められた場合についてお尋ねします。 

社外協力者へストックオプションを「これまでに付与したこと

がある」方は、社外協力者への付与対象者を増やすことは

検討しますか。 

「これまでに付与したことはないが、検討をしている」方は、

社外協力者への付与対象予定者を増やすことは検討し

ますか。 

最も当てはまるもの一つを選択してください。 

① はい 

② わからない 

③ いいえ 

7 

＜設問 3 で「これまでに付与したことがある」と答えた方の

み＞ 

ストックオプションを社外協力者のどのような人に付与しまし

たか。 

当てはまるものを全て選択してください。 

① 弁護士等の法務アドバイザー 

② 弁理士等の知財アドバイザー 

③ 税理士・会計士等の財務・会計アドバイザー 

④ 医師・薬剤師等の医薬アドバイザー 

⑤ 大学教授・研究者等の R&D アドバイザー 

⑥ プログラマー・エンジニア・デザイナー等の商品

開発アドバイザー 
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設問

番号 
＜回答対象者＞ ／ 設問 選択肢 

⑦ 大企業 OB等の経営アドバイザー 

⑧ 芸能人等の広報協力者 

⑨ その他 

8 

＜設問 6 で「その他」と答えた方のみ＞ 

ストックオプションを付与した人の具体的な属性・役割をお

書きください。 

自由記入 

（                        ） 

9 

＜設問 3 で「これまでに付与したことがある」と答えた方の

み＞ 

ストックオプションを付与した社外協力者との間の業務提

携に関する契約類型について当てはまるものを全て選択し

てください。 

① 請負契約 

② 委任契約 

③ 準委任契約 

④ その他の典型契約 

⑤ その他の非典型契約 

⑥ 業務提携に関する契約は締結していない 

10 
＜設問 8 で「その他の典型契約」と答えた方のみ＞ 

具体的な契約類型をお答えください。 

自由記入 

（                        ） 

11 

＜全員＞ 

社外協力者へ付与するストックオプションが税制適格にな

ることは、御社にとって望ましいと考えますか。 

最も当てはまるもの一つを選択してください。 

① はい 

② どちらでもない 

③ いいえ 

12 

＜設問 3 で「これまでに付与したことはなく、検討もしてい

ない」と答えた方のみ＞ 

社外協力者へ付与するストックオプションの税制適格が認

められた場合、付与を検討しますか。 

最も当てはまるもの一つを選択してください。 

① はい 

② いいえ 

13 

＜全員＞ 

ベンチャー企業の事業推進に関連して、税制に対するご

要望などがございましたら、ご意見をお聞かせください。 

自由記入 

（                        ） 

14 

＜全員＞ 

差し支えなければ、ご回答者様が所属されている御社名

をご記入ください。（アンケートは全て統計的に処理をしま

すので、回答企業名が特定されることはございません。企

業名の情報は業種別等の分析をするために統計的に活

用させて頂くものです） 

自由記入 

（                        ） 
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（４）集計分析結果 

 対象企業 7,000 社のうちアンケート調査に回答した企業は 619 件であった。このうち、

ベンチャー企業のみを対象とするため、設問 1「貴社において、これまでに株式発行を伴う

資金調達をベンチャーキャピタル（CVC、ギャップファンド等を含む）から行ったことが

ありますか。」という設問に対して、「これまでに行ったことがある」もしくは「これまで

に行ったことはないが、今後行う予定がある」と回答した企業 76 社を有効回答とした。以

下、有効回答数を母数とした集計結果を示す。 
 
＜ストックオプションの付与実態（社内外を問わず）＞ 
社内外を問わずこれまでにストックオプションを付与したことはないが、今後付与する

予定がある企業が最も多く、47.4%であった。次いで、ストックオプションを付与したこと

がある企業は 28.9%、これまでに付与したことはなく、今後付与する予定もない企業は

23.7%であった。 
 

28.9%

47.4%

23.7%

設問2：これまで、社内外を問わず、ストックオプションを付与した

ことがありますか。

これまでに付与したことがある

これまでに付与したことはないが、今後付与する予定がある

これまでに付与したことはなく、今後付与する予定もない

n=76

 

 
＜ストックオプションの付与実態（社外協力者）＞ 
 社外協力者に限定したストックオプションの付与状況は、これまでに付与したことはな

く、検討もしていない企業が最も多く、52.3%であった。次いで、これまでに付与したこと

はないが、検討をしている企業が 39.5%であった。これまでに付与したことがある企業は

9.2%であった。 
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9.2%

39.5%51.3%

設問3:これまで、社外協力者にストックオプションを付与したこと

がある、もしくは、付与を検討したことがありますか。

これまでに付与したことがある

これまでに付与したことはないが、検討をしている

これまでに付与したことはなく、検討もしていない

n=76

 

 
＜ストックオプションを付与した／付与予定の社外協力者の人数＞ 
 これまでにストックオプションを付与した社外協力者の人数としては、1名～2名が多い。

一方、社外協力者へストックオプションをこれまでに付与したことはないが、検討をして

いる企業については、付与人数が未定の企業が多い。 

42.9%

28.6%

14.3%

0.0%

0.0%

14.3%

設問4:何名の社外協力者へストックオプションを付与

しましたか。

1名 2名 3名 4名 5名 6名以上

n=7
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10.0%

13.3%

10.0%

3.3%
6.7%

10.0%

46.7%

設問5:何名の社外協力者へストックオプションを付与する予定で

すか。

1名 2名 3名 4名 5名 6名以上 未定

n=30

 

 
＜社外協力者へ付与するストックオプションの税制適格が認められた場合の付与意向＞ 
 社外協力者へ付与するストックオプションの税制適格が認められた場合に、ストックオ

プションを付与する社外協力者を増やす／増やす予定があるかどうかを尋ねたところ、

51.4%はわからないと答えた。「はい」と答えた企業は 40.5%であり、「いいえ」と答えた企

業 8.1%よりも大きく上回った。 
 

40.5%

8.1%

51.4%

設問6:社外協力者へ付与するストックオプションの税制適格が

認められた場合、社外協力者への付与対象（予定）者を増やす

ことは検討しますか。

はい いいえ わからない

n=37

 

 
＜ストックオプションを付与した社外協力者の属性＞ 
 ストックオプションを付与した社外協力者の属性については、「大企業 OB 等の経営アド
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バイザー」が多い傾向があった。その他には、弁護士等の法務アドバイザー、税理士・会

計士等の財務・会計アドバイザー、大学教授・研究者等の R&D アドバイザー、プログラマ

ー・エンジニア・デザイナー等の商品開発アドバイザー、芸能人等の広報協力者が挙がっ

た。 
 
＜ストックオプションを付与した社外協力者との契約類型＞ 
 ストックオプションを付与した社外協力者との間の業務提供に関する契約類型について

は、「業務提供に関する契約は締結していない」が多い傾向があった。その他には、準委任

契約、請負契約、委任契約が挙がった。 
 
＜社外協力者へ付与するストックオプションの税制適格に対する考え＞ 
 社外協力者へ付与するストックオプションが税制適格になることは、望ましいと考える

かどうかを尋ねたところ、どちらでもないが最も多く、51.3%であった。次いで、「はい」

と回答した企業が 43.4%であった。「いいえ」と回答した企業は 5.3%であった。 
 

43.4%

51.3%

5.3%

設問11:社外協力者へ付与するストックオプションが税制適格に

なることは、御社にとって望ましいと考えますか。

はい どちらでもない いいえ

n=76

 

 同様の質問を、付与をしたことがなく検討もしていない企業に限って尋ねたところ、「は

い」が 41.0%、「いいえ」が 59.0%であった。 
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41.0%

59.0%

設問12:社外協力者へ付与するストックオプションの税制適格が

認められた場合、付与を検討しますか。

はい いいえ

n=39

 

 
＜ベンチャー企業の事業推進に関して、税制に対する要望＞ 
 ベンチャー企業の事業推進に関して、税制に対する要望を自由記入で尋ねたところ、今

回のような税制措置を歓迎する声とともに、ベンチャーを立ち上げてから一定条件の下で

の税制優遇を求める声などが多く挙がった。またストックオプションを活用したいが仕組

みが理解できないという意見もあり、税制の仕組みそのものを分かりやすく情報提供する

必要性も指摘された。具体的な要望は以下の通りである。 
 

ベンチャー企業の事業推進に関して税制に対する要望などの自由記述 
＜ベンチャーに一定条件の下で税制優遇措置を求める意見＞ 
 一定額の 純利益額（１～2 億円など）に到達するまでの間、税制優遇を設けてほしい

です。設立から 10 年間 のみなどの制限があってもよいと思います。 
 ベンチャー企業における消費税課税タイミングは、キャッシュアウトが大きく、事業

ドライブの足枷にもなりやすいので、一定年数後の繰り延べ納税 など、猶予期間設定

等の試みも御検討いただきたく。 
 ベンチャー企業は先行きが不安なため黒字決算での税制を優遇してもらえれば企業す

る人が増えると思います。 
 収益発生後せめて３年 は無税にしてほしい。 
 政府が認定した VC， CVC な どから資金調達した場合に、ベンチャー、VC の双方に

税制優遇があると良いです。また、資金調達前のベンチャーへも税制優遇があると良

い。 
 ベンチャー事業が軌道に乗れるよう、5 年程度 減税措置を制度化できないか。 
 起業時から５年程度 の法人税の優遇処置。 
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 規模の制約があっても構いませんが、一定の規模 まで税制面での優遇を望みます。 
 ベンチャー企業に対して、創業後 15 年程度 は法人税率を低く抑えて欲しい。 
 立ち上げ間もない会社（1 年～5 年程度）への税制優遇を検討してほしい。 
 
＜法人税に関する意見＞ 
 法人税が諸外国に比べて高すぎる。節税の為に存在する保険証券などを撤廃し、大手

も中小企業も全ての会社が一定の税率できちんと支払う仕組みづくり。法人税を下げ

て、消費税を上げる。 
 日本の法人税は高い。事業年度、業態、企業規模等をもう少し加味して、軽減税率の

範囲を広げてほしい。黒字倒産余裕の現状の税制は正直しんどいです。 
 

＜その他の意見＞ 
 増資の際の登録免許税が少々高いと思います。 
 事業者の機械装置や器具備品などに課税されている償却資産税については、国際的な

税法の整合性の観点から、あるいは徴税理由が不明確なことから廃止すべきと思う。 
 設備投資に対する優遇 
 権利行使価額の年間の合計額上限設定。 
 適格税制 SO に限らず、付与時にみなし課税をすることは止めてほしい。 
 法人税は優遇されています。社会保険料の削減が急務です。 
 海外との連携による制度上の税制に違いにより人材の集め方、雇用後の待遇など問題

がある。税制の違いによる起業、プロジェクト推進に制約がかかることに柔軟な対応

ができる制度の改革を求めたたいと思います。 
 赤字でも支払わないとならない酒税や消費税の負担が重い。酒税は手続きも面倒すぎ

る。起業創業目的の親から子への資金移動を贈与税とみなされないような仕組みが必

要。 
 余剰金にて固定資産を購入した場合の税制優遇を拡充してほしい。 
 スタートアップ期の企業に投資した時には、投資資金の一部の損金算入を認めれば、

ベンチャー投資が促進されると思います。逆に、今の税制では、企業がスタートアッ

プ期のベンチャーに投資するインセンティブがないように思えます。 
 先行開発をしなければならないベンチャー企業にとって、年度途中に前年度実績に基

づいて納付するのが後半の資金繰りに厳しくきいてきます。決算後一括がありがたく

思います。 
 設立 3 年間以内かつ決算が赤字の場合、均等割は免除されないでしょうか。 
 特別損益が出た際、当該年度の法人税は仕方がないとして、翌年の予定納税額がかわ

ってしまうのは、資金繰り上つらいものがあります。結果確定時に還付前提となって

しまうのは、納税融資を行いたい銀行との付き合い上もマイナスと考えます。 
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＜税制の情報公開や制度の分かりにくさに関する意見＞ 
 新規設備投資に関する優遇税制等の最新の情報あれば、経産省の HP 等で常に公開し

て欲しい。 
 税理士も詳しく分かっていないようですので周知を徹底して欲しい 
 ストックオプションも検討してみたいが、何をどこからどう検討すればよいのか分か

らないし、検討出来るのかどうかも分からないので、何か指針になるものが欲しい。 
 税制がわかりづらく、社内で経理を担当する人間の力量もまだ低く、対応が難しい。

かといって、税理士にお任せすると費用がかかり会社の経営圧迫要因になりかねな

い。優遇税制を導入していただけるのはありがたいが、もっとわかりやすい税計算に

してほしい。 
 

（５）考察 

現状、社外協力者へストックオプションの付与実績がある企業が約 1 割、これまでに付

与したことはないが検討している企業が約 4 割存在することが分かった。これらの企業に

ついて、社外協力者へ付与するストックオプションの税制適格が認められた場合に、付与

対象者を増やす、もしくは付与対象予定者を増やす企業は 4 割あり、税制適格ストックオ

プションの付与対象者を社外の人材に拡大できるように措置するという今回の検討は、一

定の効果が期待できるものと言える。 

同様に、約半数を占めていた、社外協力者へストックオプションを付与したことはなく、

検討もしていない企業層についても、社外協力者へ付与するストックオプションの税制適

格が認められた場合に約 4 割が付与を検討すると回答していた。このことより、今回の措

置は既に実績や関心がある企業のみならず、社外協力者へのストックオプション付与に無

関心だった企業層にも付与を動機付けるものであると言える。 
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１．日本ベンチャー大賞関連 
（１）応募サイト 

起業家やベンチャー企業を表彰します 

第 5回「日本ベンチャー大賞」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。  

審査委員会による審査を経て受賞者を決定します。自薦・他薦ともにございますので、ぜ

ひご応募ください。  

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ることにより、

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。  

経済産業省、農林水産省、オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会が広く募集を

かけて、経済団体、有識者等で構成される審査委員会において受賞者を決定します。  

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。  
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(2) 女性起業家賞（経済産業大臣賞） 

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（経済産業大臣賞） 

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（農林水産大臣賞） 

応募案件の中から、農林水産業の寄与度等に関し、最も評価の高いものに対して付与しま

す。  

3．募集期間と今後のスケジュールについて 

左右スクロールで表全体を閲覧できます 

・2019年 2月 4日 月曜日 募集開始  

・2019年 3月 11日 月曜日 募集締切（必着） ※募集締切を延長しました。  

・2019年 4月 審査・受賞者決定 ※受賞者の決定を 4月に変更しました。  

 

4．応募要領 

第 5 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。  
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応募要領（PDF/204KB） 

5．応募方法 

専用の応募フォームからの受け付けを開始しました。  

以下のページからご応募ください。 

https://ttzk.graffer.jp/venture-award  

*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書類内容の確認、追加資料提出のお願いなど、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。 

※電子メールおよび郵送での応募も受け付けております。 

※以下の「応募書類」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ電子メールまたは郵送に 

て、応募書類提出先まで送付してください。  

応募書類（zip/27KB） 

※電子メールでの送付の場合は、応募書類が 3MB以下となるようご留意ください。 

※郵送の場合は、簡易書留または宅配便にてお送りください。 

※提出された応募書類等は返却いたしませんので、ご了承ください。 

＜応募書類提出先＞ 

電子メールの場合： 

5th_nippon_venture_award@mizuho-ir.co.jp  

郵送の場合： 

〒100-8443 東京都千代田区神田錦町 2-3 

https://www.mizuho-ir.co.jp/topics/2019/pdf/venturev2.pdf
https://www.mizuho-ir.co.jp/cgi-bin/link/link.cgi?id=4066
https://www.mizuho-ir.co.jp/topics/2019/doc/venture.zip
mailto:5th_nippon_venture_award@mizuho-ir.co.jp
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みずほ情報総研株式会社 経営・ITコンサルティング部 第 5回日本ベンチャー大賞係  

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:5th_nippon_venture_award@mizuho-ir.co.jp  

日本ベンチャー大賞全般に関するお問い合わせ 

経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室 

担当：伊藤、原 

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、佐伯 

電話：03-3502-5524  

mailto:5th_nippon_venture_award@mizuho-ir.co.jp
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（２）第５回日本ベンチャー大賞募集要領 

 

 

 

第５回日本ベンチャー大賞 

募集要領 

 

 

 

 

平成３１年２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 



34 
 

 

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・

革新性 

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

ジ性 

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 

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 

 

（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

と大企業等の連

携による新事業

の創出 

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

展に対する寄与 

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  

 

①応募・受賞の対象は事業体（企業）単位とします。（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。） 

②応募は自薦・他薦を問いません。 
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４．募集期間  

 

平成３１年２月４日（月）～平成３１年３月１１日（月） 

※期日までに必着 

 

 

５．応募方法  

 

（１）応募書類 

所定の応募書類をダウンロードしてください。 

 

（２）応募書類の提出方法 

   応募にあたっては、所定の応募書類に必要事項を記入の上、下記の応募

専用アドレスに電子メールにて送付していただくか、下記の送付先まで郵

送で送付してください。電子メールでの提出の場合には、応募書類が３Ｍ

Ｂ以下となるようご留意ください。 

   なお、提出された応募書類等は返却致しませんので、ご了承願います。 

     

※１：応募に際して手数料等はかかりません。ただし、送料は応募者の負担

とさせていただきます。 

※２：郵送の場合には、簡易書留又は宅配便にて郵送してください。 

※３：提出された書類に不備がある場合、審査できないことがありますので

ご注意ください。 

※４：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。 

※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。 

 

応募書類提出先 

電子メールの場合： 5th_nippon_venture_award@mizuho-ir.co.jp 

郵送の場合 ： 〒１００－８４４３ 

東京都千代田区神田錦町２－３ 

みずほ情報総研株式会社 経営・ＩＴコンサルティング部 

第５回日本ベンチャー大賞係 宛 

 

６．受賞者の発表・表彰式 

mailto:5th_nippon_venture_award@mizuho-ir.co.jp
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① 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。選外とな

ったものについての連絡は行いません。 

② 受賞者に対しては、表彰状等の授与を行う予定です。受賞者には追って表

彰式の詳細をご連絡いたします。 

③ 表彰後に禁固刑以上の刑等に処された場合は、受賞を取り消し、表彰状等

は返納することとします。 
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【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 担当：竹岡、鈴木、安田 

（ＴＥＬ）０３－５２８１－５４０６ 

 

【日本ベンチャー大賞全般に関するお問い合わせ】 

経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室 担当：伊藤、原 

（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 担当：大熊、佐伯 

（ＴＥＬ）０３－３５０２－５５２４ 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成３０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３１年３月 

 

みずほ情報総研株式会社 
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