第四次産業革命に向けたリスクマネー供給に関する研究会 取りまとめ概要
＜日本の産業に対する強烈な危機感＞

リスクマネーが促す産業構造の変革

世界の競争のパラダイムの変化
リスクマネー供給主体
PEやVC投資、ESG投資の拡大
SWFによる国家戦略実現

→官民ファンド等の役割の見直し
米国大学ではエンダウメント
によるベンチャー投資も

PE、VCが海外資金を得るため
のパフォーマンスデータが欠如

→PEやVCの投資手法進化

シンガポールのSWFは人材確保・
育成のエコシステムを形成

→大学発ベンチャーの創出・成長
を促すエコシステム形成

日本ではファンド人材、投資
実績を積む場が不足

→投資人材育成・確保

「リスクマネー後進国」日本

世界各国でエコシステム競争、
NYやアイルランドでは徹底支援

→スタートアップを生み出すエコシステム
大学発ベン
チャーの低迷

成功者が次に投資す
るエコシステムの不足

→「Pre-IPOスタートアップ」の集中支援
上場後の支えが途絶
える「第二の死の谷」

上場後の経営人
材獲得が困難

→「Post-IPOスタートアップ」の成長促進

大企業によるCVC設立拡大

優れた技術の目利き機能が不足

→事業会社の投資、M&Aの加速

投資家が東京に偏在

規模は大きいが多くは現預金

→地方に眠る技術への
仲介機能強化

→家計金融資産の有効活用

求められる真の経営力

リスクマネー供給先

リスクマネー仲介機能

日本政府は4大学に千億円出資

メガベンチャーは積極的M&Aで
急成長

進まない新陳代謝

日本の構造変化、成長スピードの遅れ

事業ポート
経営資源の成長分野への
フォリオ見直し 配分を支えるコーポレートガ
が必要
バナンス推進が必要

→大企業の収益性向上、新陳代謝促進

企業の人材不足、
多様性の欠如
新卒一括採用に
偏重、人材の流
動性の低さ

→人的資源の
有効活用
投資家と企業との
対話による企業への
期待向上が必要
世界でESG投資
が加速

→価値協創に
向けた対話
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開催状況

委員名簿

第1回 平成29年10月18日 リスクマネーの現状と課題
ゲスト A.T.カーニー株式会社 窪川 泰
株式会社産業革新機構 土田 誠行、濵邉 哲也
第2回 平成29年10月25日 事業再編と成長に向けた取組
ゲスト 株式会社産業革新機構 豊田 哲朗、濵邉 哲也
第3回 平成29年11月8日 中間論点整理（骨子）

座長
松田 修一

早稲田大学 名誉教授

副座長
冨山 和彦

株式会社経営共創基盤 代表取締役ＣＥＯ

委員
秋池 玲子

ボストンコンサルティンググループ
シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター

出雲 充

株式会社ユーグレナ 代表取締役社長ＣＥＯ

第4回 平成29年12月4日 中間とりまとめ案
ゲスト 年金積立金管理運用独立行政法人 水野 弘道

江川 雅子

一橋大学 大学院商学研究科教授

岡 俊子

株式会社岡＆カンパニー 代表取締役

第5回 平成30年1月17日 ベンチャーエコシステムの形成
ゲスト 株式会社産業革新機構 土田 誠行

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

第6回 平成30年2月14日 事業再編と成長を促す仕組みづくり
ゲスト ボストンコンサルティンググループ
金澤 一広、丹羽 恵久
株式会社産業革新機構 豊田 哲朗
第7回 平成30年3月12日 上場後の持続的な成長に向けて
ゲスト シニフィアン株式会社
朝倉 祐介、小林 賢治、村上 誠典
みさき投資株式会社 中神 康議
第8回 平成30年4月25日 とりまとめ案

（敬称略）

田中 正明

ＰｗＣインターナショナル
シニア・グローバル・アドバイザー

樋口 泰行

パナソニック株式会社 代表取締役 専務執行役員

星 岳雄

スタンフォード大学 教授

柳川 範之

東京大学大学院経済学研究科 教授

山田 和広

一般社団法人日本プライベート・エクイティ協会 会長

オブザーバー
金融庁、株式会社東京証券取引所、一般社団法人日本経済団体連合会
事務局
経済産業省経済産業政策局 産業再生課、産業資金課

（敬称略）
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１．リスクマネーが促す産業構造の変革
 本研究会では、リスクマネーに基づく競争のパラダイムが変化する中で、日本の産業に対
する「強烈な危機感」を多くの委員が共通して指摘。第四次産業革命の下で、リスクマ
ネーの役割はかつてなく重要に。
（１）「リスクマネー後進国」日本
 上場企業の企業価値向上が遅い
 エンゲージメントファンドも少ない

（２）進まない新陳代謝
 急成長したメガベンチャーが次の新
産業を牽引
 過去20年で米国上場企業数は半減

 上場後に大きく成長した企業が少ない
 PBR１未満の上場企業が一定数存在

（３）求められる真の経営力
 欧米では、世界トップレベルの人材
が企業の経営者として活躍

 日本の大企業は自社の競争力を過信

 長期的な視点で事業を組替え

 短い任期による経営者の短期思考

 自社や国内に閉じた思考・行動様式

日本の構造変化、成長スピードの遅れ

世界の競争のパラダイムの変化

 世界トップレベルの人材がリスクマ
ネーを供給し、強いガバナンスの
中で新たな産業が急速に出現
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２．リスクマネー供給主体
 各国ではSWF（※）や公的年金等が存在感を示す。産業革新投資機構等の官民ファンド、
大学VCやエンダウメント、CVC、家計等のリスクマネー供給主体の果たす役割が重要。
※SWF：Sovereign Wealth Fund

（１）SWF、年金、公的ファンド

（２）大学

 世界の年金基金やSWFがPE・VC投資、ESG投資を拡大

 米国の一部の大学ではエンダウメントがベンチャー投資

 カザナでの国家戦略推進、ヨズマプロジェクトのVC呼び込み

 日本の大学では政府が4大学に1000億円出資







「産業革新機構」の見直し
ガバナンス機能強化、現場での柔軟な意思決定
技術、産業、政策等に関する調査機能の強化
投資基準の設定、非連続な成長への支援
内外資金呼び込みによる大規模ファンド組成

（３）事業会社

 4大学の認定VCによるイノベーション創出促進に期待
 大学発ベンチャーのエコシステム形成

（４）家計

 Google等のメガベンチャーは積極的M&Aで成長

 家計の金融資産1,800兆円の半数は現預金

 日本の大企業ではCVCが多数設立

 DCやiDeCoへの優遇、つみたてNISA等の活用は進展

 企業による株対価M&Aの利用を促す措置

 原資としての家計資産の有効活用

 研究開発税制でのオープン・イノベーション促進

 様々な制度の活用促進や制度の認知度向上策
も含む必要な政策の継続的な検討・実施に期待
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３．リスクマネー仲介機能
 インベストメント・チェーンの中で、資金を集め有望案件の目利きを行い、ガバナンスを効か
せて事業を支援する、PE投資やVC投資等のリスクマネー仲介機能の高度化が必要。
（１）VC及びPEの投資手法の進化

（２）投資人材の確保、育成

 海外の投資家に提供できるパフォーマンスデータが欠如

 米国では、VC・PEの層が厚く、優秀な人材が常に流入

 VC投資の契約について、優先株を含めた投資スキームの
複雑化と投資主体の多様化が進行

 シンガポールではSWFが魅力的な環境を提供し人材を輩出

 VC 、PEファンドのパフォーマンスデータ整備、検討
 官民ファンドによる民間のロールモデルとしてのパフォー
マンス評価やデータ開示
 VC投資の契約における留意事項、契約例の整備

 日本では、専門的な人材と投資実績を積む場が不足
 VC人材の育成機会の充実
 産業革新投資機構によるグローバルな水準の人材確
保、共同投資・FoFによるノウハウ獲得、ミドルバック
機能の提供の検討
 海外の投資家との共同投資の促進、資産運用事業
者の裾野拡大

（３）地方に眠る将来性ある技術へのリスクマネー仲介機能強化
 地方に技術シーズが眠るが、投資家は東京に偏在し、リスクマネーが質・量ともに不足
 リスクマネー供給につなげる技術の目利きが不足
 ベンチャー、大学等の技術シーズと投資家を繋ぐネットワークの構築
 産業革新投資機構等の官民ファンドによる地方の大学発ベンチャー等の成長資金供給への対応
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４．リスクマネー供給先（１／２）
 リスクマネーが供給されるためには、企業の成長の各ステージにおいてイノベーションを促し、
生産性を向上することで、投資先としての魅力を高めることが必要。
（１）有望なスタートアップを生み出すエコ
システムの構築

（２）世界で戦える「Pre-IPOスタートアップ」
の集中支援

 世界各国でエコシステム競争が激化、NYやアイルランドで
はスタートアップに徹底支援

 大学発ベンチャーの多くは低迷、大学側がベンチャーに経
営ノウハウや事業パートナーを紹介しきれない
 IT以外の分野では成功者が投資するエコシステムが不在

 東京から資金やノウハウ等を地方への還流、事業化
支援の方策の検討、地方発ユニコーン創出の視点
 ベンチャー企業向けのスーパー早期審査などの特許
制度の強化

 グローバルに戦える「特待生」を選出して官民の支援を集中
 一貫したブランディングの下で海外展開、大学等との連携

（４）

（２）
（３）
（１）

 企業の成長が支援担当者の評価と直結する仕組みの検討

（３）「Post-IPOスタートアップ」の成長促進 （４）大企業等の収益性向上、新陳代謝の促進
 上場後にVCやPE等からの資金・事業の支えが途絶える
「第二の死の谷」が存在
 米国では指名報酬委員会を通じたCEO任命の例も存在
 創薬型ベンチャーと投資家の対話のためのガイダンスの活用
 経営人材等の獲得にストックオプションを活用、要件の見直
し検討

 大企業による成長分野への経営資源の投資が必要
 コーポレートガバナンスはその意思決定を支える規律
 スピンオフに係る手続きの特例創設、株式等受渡請求制
度の要件緩和等の活用
 産業革新投資機構による戦略投資調査・提言機能強化
 企業の純資産に比べて企業価値が低迷する上場企業の
株式市場からの撤退や経営改革を促す方策の検討
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４．リスクマネー供給先（２／２）
 企業のイノベーション創出・生産性向上に向けて、社会全体での人的資源の有効活用
と、成長に向けた投資を促す企業と投資家の効果的な対話も重要。
（５）人的資源の有効活用
 日本では、多くの企業で人材不足に直面
 新卒一括採用に偏重し、多分野で人材流動性が低い

（６）価値協創に向けた企業と投資家の対話
 投資家による日本企業への期待が必要、そのためには企
業と投資家の効果的な対話が重要

 人材の質と多様性の確保、有効活用が必要

 近年、世界的に機関投資家によるESG投資が加速、企
業も経営に組み込むことが求められる

 副業・兼業や出向等の多様な形態での人事交流が図
られる動きの促進

 伊藤レポート2.0によるESG等のリスクを経営に
組み込む必要性の発信

 大企業人材、リタイア人材等の有効活用のための方
策検討

 Post-IPOスタートアップ等による価値協創ガイ
ダンス活用

 産業革新機構等の官民ファンドによるマッチングのサ
ポートに関する検討

 統合報告・ESG対話フォーラムによる企業と投資
家の対話の実践の促進
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