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はじめ 
 

ベンチャー企業への社会期待と背景 
 
物づくりと経済競争のルールが変化している。装置型加工組立産業における大量生産から

多種少量かつ短い製品寿命サイクルでの競争へと進展すると共に、競争優位を生み出す要

因も変化してきた。また、人口減少の予想、萎縮さえ危機される日本経済、「合理性を有し

た」日本の既存システム、方式が通用しなくなった。さらに生産と消費の地理的な拡大が

グローバル(世界的)となる。下請生産システムも一国内部でのコスト効率を基準とできなく
なり、生産拠点が縮小していく国内各地域の産業再活化となっている。 
既成概念、慣習がなく、機敏な行動ができるベンチャー企業に活性化へのシンボル的役割

を果たすことが期待されている。 
 
 
 

第1章 ベンチャー企業の時代へ 
 
この章ではベンチャー企業は何かそのキーワードを挙げて起業家らの精神のロマンや志な

どを明らかにした。 
 
ベンチャー企業の定義何か。 
ベンチャーとは高い志「こころざし」と成功意欲の強いアントレプレナー(起業家)を中心と
した新規事業への挑戦を行う中小企業で、商品、サービス、あるいは経営システムにイノ

ベーションに基づく新規性があり、さらに社会性、独立性、普遍性をもった企業である。

ベンチャー企業といえばふつう創業して数年の企業をさすことが多いが、大企業になって

も自由闊達な組織風土をもち、夢を追いリスクにチャレンジし続けているソニーや本田技

研も、ベンチャー企業的な特徴をもった企業であるといえるかもしれない。 
 
ベンチャー企業にかかわるキーワードとして、挑戦、冒険、夢、志、成功意欲、起業家精

神、リスク、独立、会社設立、創業資金、上場、ストックオプション、ベンチャーキャピ

タル、エンジェル、ファンド、投資組合、リードインベスター、ジェネラルパートナー、IPO(株
式公開)、ビジネスモデル特許、シリコンバレー、インキュベーションセンター、サイエン
スパーク、ナスダック、店頭市場、マザーズ、プライベートエクイティ等。 
 

ベンチャー企業にかかわるキーワードを整理する意味で、ベンチャーサイクルを創り出す

ベンチャー企業の基本要素とは何かを簡単な図で表わすと。         
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図一 
 
 
① 高い志という意味には、単に経済的成功だけではなく別の目標を持っているということ

を表すことである。そして成功意欲の中に経済的成功は勿論含まれるが、人によって成

功の尺度は様々まであることも表現しているつもりである。 
② アントレプレナー『起業家』を中心とするということは、単に一人の起業家の超ワンマ

ン体制だけではなく、特にハイテク系の起業家、研究開発出身の人が多く、必ずしも社

長の地位が適職とはいえない。 
③ イノベーション新しい生産物・新しい生産方法・新しい組織の創出、新しい販売市場の

開拓など。 
④ 社会性とは社会に貢献する事業であるのは当然としても、社会的存在としての法人であ

ることと、株式公開を志向していることである。これは志向であって、未公開でも積極

的にディスクロジャーを行うなど社会的公器としての意識があればよいと。 
⑤ 独立性とは他社の資本系列でなく意思決定の主体性があること。 
  
起業から企業への発展のプロセス 
起業家としての「高い志」が最初にあって、そのイノベ－ティブな発想、構想や革新的な

技術やサービス等をもとに、リスクをとってその商品化やサービス化のビジネスモデルに

「挑戦」する。そして日々、夢と現実とのバランスをとりつつ発展させビジネスとして「実

高い志『夢・ロ

マン・情熱』 

イノベーション 
「革新」 

実現「新ビジネスモ

デル・製品・感覚」 

挑戦「独立・

自立心・ 
社会性『株式上

場・国際化』 
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現」させ、社会的にも存在感のある「社会性」のある企業体を構築してゆき、当初の夢を

実現する。このベンチャーサイクルの歯車でありエンジンでもあるのが「イノベーション

（革新性）」である。ベンチャー企業はこのようなサイクルをまわしながら徐々に、あると

きは急激に発展していく。そして「起業」から「企業」へと成長していくのである。 
このようなベンチャーの成長即ちベンチャーサイクルを、時系列的に表わすと下表のよう

になる。 
 
起業から企業への発展プロセス 図二 
 
 
 
 
 

                        イノベーション 
 
 

 
第2章 ベンチャー企業の戦略 

 
この章ではベンチャー企業は特別な経営上の特徴があり、抱えている問題点。個性的な三

つのベンチャー企業の本質を挙げる。海外で活動したベンチャー企業の経営戦略を明らか

にした。 
 
 
ベンチャー企業の特徴 
ベンチャー企業はハイテク・専門技術・先進的ノウハウ企業であること、創業あるいは新

規事業分野の開拓をして間もないことなどから生じる経営上の特徴がある。以下ベンチャ

ー企業が抱える問題点でもある。 
① 客観的評価・管理の低下：ハイテク型ベンチャー企業は多くの経営者がエンジニア・技

術者であることから生じる課題である。つまり経営者が製品やサービスのアイディアに

惚れ込む傾向がある。そのため、日常業務の中で、開発計画や事業計画に対する綿密な

評価の必要性を無視してしまう。また、事業計画を推進する時の財務管理に弱い経営者

が多く、資金繰りの悪化で経営破綻する場合もある。 
② 市場に対する本質的認識不足：多くの経営者がベンチャー企業を設立する時にマーケテ

ィングの重要性を認識していないこと、経営姿勢が近視眼的であること。新製品や新サ

高い 

志 
独立 ビジネ

スプラ

ン 

資金調

達 
会社設

立 
新製品 
サービ

ス 

販路開拓 株式公開 
 
 

成長利

益 
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ービスを導入するときに考えなければならない製品ライフサイクルを理解していない

ことから。その結果、販売能力の低下。新製品を導入するタイミングが早すぎても遅す

ぎても、結果的に失敗する。 
③ 技術的必要条件の不十分な理解：新製品開発には、新技術が必要となる。しかし、製品

を開発、あるいは製造するときの技術的な困難を予想することに失敗して、経営破綻に

落ちる。 
④ 資金調達力不足：新製品を開発し、事業計画を成果するために必要な資金を、過度に楽

観的に見積もることから困難をもたらす。経営者はそのコストを無視したり、不十分な

研究と計画の犠牲となる。経営者は頻繁的に巨額な開発費を小さい評価する。 
⑤ ベンチャー的ユニーク性の低下：製品やサービスはユニークであるという特性である。

ユニークさは顧客を自社にひき付ける特別な特徴であると同時に、特別なデザインコン

セプトである。自社製品と競合他社製品との違いを顧客に認識させる確かで最良な方法

は製品の差別化である。顧客が自社製品を競合他社製品よりも優れていると見なしてい

るときは、価格はあまり問題にはならない。特別な価値を有するユニークな製品は、差

別化の比較優位をもたらすことができる。 
⑥ 法律的問題の無視：従業員に安全な労働環境を提供すること、製品やサービスにかかわ

る安全性と信頼性の保証、そして発明や製品を保護するためのパテント・商標・著作権

に対する認識不足がみられることである。法律上の問題が確認されれば、労働災害・欠

陥製品・著作権侵害などの問題を回避することができる。 
⑦ 人材不足：創業間もないベンチャー企業は、パートナーの役割が非常に大きいにもかか

わらず、開業当初から人材確保の困難に直面している。事務系パートナー技術系パート

ナー資金提供パートナーなど、技術面・経営面で企業経営を支える十分な専門知識をも

った人材の確保がベンチャー企業の成否の鍵を握っている。しかし、企業成長にとって

人材確保難は常に大きな障害となっている。 
 
⑧ 経営理念：ハイテクのベンチャー企業の経営者に技術者系出身者が多いために生じる課

題である。文化系経営者に比べて技術者経営者の経営理念に対する認識が劣っている。

確固たる経営理念を確立することで、将来展望をもち、技術力をフルに生かすことが経

営理念の実現にとって何を意味するのかを常に評価しながら前進する必要がある。 
 
ベンチャー企業の特質 
３つのタイプ 
個性と特徴をもち、特に経営者の個性がはっきり出している企業も少なくない。大企業に

成長するまでの一過程に過ぎないという企業の考え方もある。すべてベンチャーあり続け

るという企業の場合もある。 
① 小さい世界企業といわれるような世界市場で活躍している企業で特化した専門分野を
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もっていて、他の企業の追いを許さないという最もベンチャー企業らしい企業である。 
② 売上が 14 億円を越えるような企業になっても、創業時の創造・挑戦・革新といった企
業家精神を忘れずにベンチャー的な体質をもち続けいる企業である。 

③ 安定的な企業としての地位を築き、保守的経営をしている企業である。 
 
ベンチャー企業の海外戦略 
日本ベンチャー企業の海外進出は、支店・営業所・工場・研究所のいずれをとっても非常

に少なく、とても国際化に対応していうとは思いません。 
海外戦略については 

 逆上陸方式の戦略である。外国で実績を上げてから日本市場に参入する戦略である。

欧米のほうが日本よりもベンチャー企業を受け入れる風土があるので、その利を生か

した後にリターンすることである。 
 ベンチャー企業の特殊な技術やノウハウのみ輸出するロイヤリティー(特許権)取得方
式。製造業のみならず流通業のベンチャー企業にも当てはめることができる。 

 Non-factory化である。製造業であっても自社工場をもする資金を向けることもできる。
また、技術革新が急速に進んでいる今、新しい機器の導入時期にも問題がある。 

 市場細分化としての海外戦略である。ニッチ市場はスケールメリットの利かない市場

であり、大企業では採算がとれない。海外進出することによって、高付加価値のベン

チャー企業に成長するための海外戦略が必要となろう。 
 国内市場での大企業との競合を避けて、市場を海外に求める戦略である。そのために、

海外の市場に密着した拠点づくりが必要であると。きめ細かなマーケティング戦略が

欠かせない。 
 

第３章 ベンチャーファイナンス 

この章ではエクイティ・融資・助成金は主にベンチャーファイナンスの三つの資金調達を

挙げた。ベンチャー企業起業するから株式公開までのメリット・デメリットを明らかにし

た。 

 

ベンチャーファイナンスの定義 

ベンチャーファイナンスとは、資金計画を立て、いつどのくらい資金が必要かを明確にし

た次の段階として、どのように資金を調達するかを検討しなければならない。ベンチャー

企業の資金調達など、ベンチャーの資金・財務に関係する諸問題の事を総称している。主

な手法として、増資による資金調達と金融機関からの借入による資金調達があります。ベ

ンチャーファイナンスは、エクイティファイナンス、融資、助成金の 3つに大別する事
が出来る。 
エクイティファイナンスとは、ベンチャー企業の基本的な資金調達方法で、株式の公募、
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私募のほか増資、将来の株式発行を前提にしている債券である転換社債、新株引受権付

社債（ワラント債）の発行による資金調達を指す。逆に、銀行から借入金など他人資本

による資金調達は「デットファイナンス」という。 
１・ 自己資金 
 創業者自身・家族・友人の出資による資金の事で、スイートマネーとも言う。 
 
２・エンジェル資金 
 個人投資家からの資金の事を指す。税制面でもようやく整備され始めており、平成 9
年に施行されたエンジェル税制が平成 12 年に改訂され、創業 10 年以内の中小・ベン
チャー企業に対し投資を行った場合、譲渡損について３年間の繰延控除か、または株式

公開後１年以内の売却の譲渡益について４分の１の圧縮が選択適用可能となった。 

３・ 株式公開市場 
 資金の提供者は一般投資家である。これまで日本のベンチャー企業が目指すのは店頭

市場で、公開まで創業から１０年は掛るとされていた。しかし、最近の株式公開基準が

一段と緩和された新興市場の登場により、株式公開までの時間が大幅に短縮されている。 
１株式公開メリット 
(１)会社の目標が明確化：全社員の目標が明確になり、企業活動のベクトルが一致します。
会社の社会的地位も明確化することで、社員の士気向上・モラルアップにつながります。 
(２)経営体質の改善強化：同族経営から脱皮し、社内の経営管理体制が組織化されます。近
代的効率的経営へと改善・強化されます。 
(３)資金調達力増大：株式市場を通じて広く一般投資家からの資金調達が可能となります。
また、金融機関に対しての信用度が増し、より有利な条件での借入れも可能となり、財務

体質の強化につながります。 
(４)社会的信用力の増大：株式市場での株価をはじめとする企業情報を通じて、会社の知名
度が向上します。会社に対する PR効果も生まれ、社会的信用力が増大します。 
 
２株式公開デメリット 
(１)自社株の売買に対するチェック：自社株の株価、売買出来高など、株式市場での売買状
況を常にチェックし、異常な取引が生じていないか等確認する必要がある。 
(２)外部株主の経営参画に対するチェック：株式の売買は単なる利ざや目的だけではありま
せん。会社経営の支配権、買占め、悪質な株主権の乱用等々の可能性もないとはいえない

のです。会社として健全な正しい事業運営を遂行するためのチェックは大切な事項となる。 
(３)事務処理量の増加：株式公開により、株主総会関係事務、株式事務、有価証券報告事務
等々、実際的に事務量が増えることを覚悟し、体制を構築する必要がある。 
(４)前項で述べました社内の経営管理体制が強化された結果として、従来に比して自由な経
営活動を阻害してしまうというデメリットを感じることがある。 
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４・融資 
 創業間もない企業は、信用力や担保力の不足により民間金融機関から融資を受ける事

は難しい。これに比べて公的機関は、産業政策的見地から中小・ベンチャー企業に対し

資金援助を行うため、融資を受けやすく条件も有利である。国民金融公庫、商工組合中

央公庫、地方自治体の新産業育成基金からは、開業資金の融資を受けられる。規模拡大

し担保がある場合には、中小企業金融公庫の融資もうけられる。 
５・助成金 
 公的助成金は原則的に返済の義務がない。 
①資金交付は申請事業の実施後、完了検査を受けた後の後払いである。 
②助成限度額が高額ではない。 
③申請してから審査書類、面接審査を経て交付されるまでの期間が長い事などの制約が

あるため注意して利用する事が必要である。 
 
ベンチャー企業の成長ステージごとの資金調達 
ベンチャー企業は、成長ステージにより資金調達先が異なってくる。 
 ① スタートアップ期 
 スタートアップ期とは、創業してから基礎固めを行う時期である。この時期の資金調

達方法は自分自身かまたは親兄弟、身内からの出資（スイートマネー）やエンジェル(個
人投資家）からの資金が多い。 
 ② 急成長期 
 社会的認知度が高まり、市場の拡大またはシェアアップに寄って、企業規模が急拡大

している期間の事を言う。民間 VC、中小企業向け金融機関などからの出資を受ける事
が出来る。運転資金や設備投資などで資金需要は高まり、タイミングよく資金調達を行

う事が重要である。 
④ 安定成長期 
 企業の事業や製品などの社会的認知が確定し、収益力が最も安定する時期である。

この頃になれば信用力も高まる為、銀行からの融資もうけられる。株式公開すれば、

それにより莫大な資金調達も可能となる。 
図一 

 

成長ステージ別経営スタイルの変革 

経営スタイ

ル 
スタートアップ期 急成長期 安定成長期 

企業規模 ０～３億円 ３～１００億円 １００億円超 

従業員数 １～２０人 ２０～３００人 ３００人超 
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成長率 立ち上がり・低迷 年率２０～１００％ 年率１桁成長 

収益性 先行投資赤字 先行投資低収益 高収益維持 

対象期間 スタートから５年 ５～１５年 １５～２０年 

経営チーム 
起業家・友人中心技術 
または営業中心 

財務・営業プロ  
バランスある人材 

開発・システムプロ 
次なる飛躍人材 

事業・製品 

一事業立ち上げ 
事業コンセプト 
マーケティングの裏付

け 

事業の確立 
販売チャネルの確立 
資金回収システム 

事業の完成・新規事業 
既存製品のルニューア

ル 
製品開発システム 

市場・競合 
業界不明確 
競合なし 

業界急成長 
競合はまだ緩い 

業界成長ピーク 
新規・大手競合参入 

資金調達 

信用ゼロ 
スイートマネー 
エンジェル資金 
国民金融公庫 
VEC保証 

信用低い 
民間 VC 
中小企業向け金融機関 
政府系リスクファイナン

ス 
技術支援助成金 

信用確立 
民間金融機関(銀行） 
株式公開 

人事管理 
員数合せの採用 
社長による直接評価 

既戦力中心の採用 
人事考課導入 

新卒採用・能力開発 
人事考課の確立 

 

 

 
 
 
 
 
 

第４章 VC『ベンチャーキャピタル』 
 
この章ではベンチャー企業は起業するときにＶＣの役割と日米のベンチャー企業の比

較。 
 
ベンチャー・キャピタルとは、「VC（ブイ・シー）」とは、「Venture Capital」の略称。 
「Venture Business＝ベンチャー事業」に、「Capital＝資本」を供給することを主たる業
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務とする組織・会社のことを指す。一般的に創業まもないベンチャー事業においては、担

保力が不十分で銀行融資等では満足のいく資金調達が出来ません。そこで「VC」からの資
本導入は有力な資金調達手段となってくる。 
ベンチャー企業は、優れた事業アイデアや技術を持っていても、資金面、経営ノウハウ、

財務ノウハウの面に弱みがあることが多い。ベンチャー･キャピタルとは、資金面を中心に、

そうしたベンチャー企業の弱点を支援する役割を果たし、役員派遣や経営アドバイスなど

も行う。ベンチャー・キャピタルの多くは、機関投資家や富裕層の個人など資金を集めて

ファンドを組成し、ベンチャー企業に投資する形をとっている。そして、ベンチャー企業

の IPOを実現することで、多額のリターンを狙っている。 
 
 
＊IPOとは、株の新規公開・新規上場のこと。 
Initial Public Offeringの略。それまでは創業者など関係者だけが株を保有している状況だ
ったのを、株の保有と流通を一般に公開するということ。まず、主幹事証券と幹事証券数

社を決めて、ブックビルディング（需要予測）という形で株の取得希望者を公募で募る。

そのような公募・売り出しという過程を経て、東証やなどの市場に上場するという手順で

IPOは行われる。 
 

 

 

日米ベンチャーキャピタルの比較「１」 

米国のＶＣはベンチャーキャピタリストという個人の集団が、パートナーシップの形態を

取っている。それに対し、日本のＶＣは銀行、証券、生損保系が中心（上位 22社で業界全
体の 90％を占める寡占状態）で株式会社形態を取る。特に、日本特有の現象として株式公
開ＶＣ会社が５社存在し、ファンド出資者とＶＣの株主との利益相反が課題になる。
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出所『JAFCO資料に加筆修正して作成』 

 

 
 
 
 
 
日米ベンチャーキャピタルの比較「２」 
 
 
日米ＶＣの比較図です。日本の組織型ＶＣの限界を感じて、優秀なベンチャーキャピ タ

リストが組織型ＶＣから飛び出して独立系ＶＣ会社を設立する動きがここ数年多く見られ

た。そこで組織型ＶＣは人材引留め策の一環として、米国型と日本型を折衷した「チーム

制」を採用する VCが増えてきた。勿論、チーム制とて万能ではありませんが、米国型の良
い点を取り入れながら、新しいＶＣの構築を目指す。 
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日米ベンチャーキャピタルファンドの比較「３」 

  表５－９は日米ＶＣファンドの比較をまとめたものである。米国のＶＣファンドは、各

州の法律に基づいてリミテッドパートナーシップ（ＬＰＳ）形態で設立され、ＶＣがＧＰ

（ジェネラルパートナー）としてファンドの運営管理を担当する。それに対し、日本のＶ

Ｃファンドは、民法上の投資事業組合又は有限責任組合の形態で設立され、ＶＣ会社が業

務執行組合員若しくは無限責任組合員として運用管理を担当する。1982年にＪＡＦＣＯが
最初に設立した民法上の組合は、組合員全員が無限責任を負うという欠点があったために、

これまで年金基金の参入が見られなかった。そこで当時の通産省（中小企業庁）が年金資

金の導入を目的に米国のＬＰＳファンドとほぼ類似した中小企業等投資事業有限責任組合

法（通称：有限責任組合法）を作り、1998年に施行された。同法の施行により、出資者の
責任は有限化されたこともあって、年金基金が徐々にＶＣファンド投資に参入し始めてい

る。 
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第５章 日本ベンチャーの問題点 
 
この章では日本のベンチャー企業の問題点と女性起業家の考察である。 
 
開業率・創業率が低下・廃業率上昇 
新規市場上場企業数や大学発の企業数、開業率・廃業率等で大きく欧米に遅れている日本

のベンチャー育成の為にアメリカに追いつきの政策をしているが米国とは大きく違う日本の人

的、社会的、教育的、企業的風土などを考えなければなりません。 

開業率が14.3％、廃業率が12.0％の「多産多死」文化のアメリカ、開業率が3.5％、最近では廃

業率が開業率を上回る5.6％の「少産少死」文化の日本、創業から上場までの平均期間が約5 

年のアメリカ、約22 年もかかる日本、大学からの企業が毎年300社を超えるアメリカ、数社多く

て数十社の日本、ベンチャー講座の有る大学が約500校のアメリカ、最近までほとんど無く、こ

の数年で急増して約70校になった。ベンチャーを育て上げるインキュベーターの拠点数が850

ヶ所のアメリカ、約200ヶ所の日本、そのインキュベーターの活動を支えるスタッフ数が平均2.8 

人のアメリカ、平均0.7 人の日本、ベンチャー企業をサポートするベンチャーキャピタル会社

の数が600 社を超えるアメリカ、約150 社あるが、そのほとんどは金融系の子会社で、資金援
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助以外ベンチャーのサポートはほとんどしない日本のベンチャーキャピタル会社等々、起業へ

の多くのハンディキャップを持っている。特にハイテクベンチャーは工学博士や理学博士の学

位を持った又は同程度の力を持った人達が起業に踏み切る必要があり、大企業や国の研究

所で安住するのを好むこれらの人達のベンチャーへの取りこみは容易ではない。 

図一 

 

日米ベンチャー対比2000年 

 米国 日本 

開業率 １４．３％ ３．５％ 

廃業率 １２．０％ ５．６％ 

新規上場企業数 ６５５社 １５７社 

上場までの平均年数 約５年 約２２年 

大学からの起業 ３４４社 数１０社 

ベンチャー講座のある大学 約５００大学 約７０大学 

インｷｭベーター数 約８５０拠点 約２００拠点 

平均スタッフ数 ２．８人 ０．７人 

ベンチャーキャピタル社数 ６１０社 １５０社 

 
女性による起業化の課題 
 
1. 子育て期に低下する女性の労働力率と高い就労希望率・女性の就労希望者(２５～54)

は約 264万人 
2. 第一子出産を機に約 7割が離職・再就職後はパート割合が高い 
3. 高学歴の女性程再就職が進んでいない。 
4. 女性の起業希望者は 50～60万人で推移する、３０歳代を中心に子育て期に多い。 
5. 女性の自営業主(起業家)数は 185万人、うち新規開業者は 15万人。 
 
 
    
 
 
 

第６章 日本のベンチャー企業の将来 
 
この章では最近の社会の変化と教育システムの現状を基に、日本にベンチャー企業の将

来を明らかにした。 
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社会の変化 

 政府の政策をみても非常に重視され、1999年秋に 36年ぶりに中小企業基本法が改
正された。政府のベンチャー企業支援策は税制を除いては非常に充実している。

1970 年代からアメリカベンチャー支援策が始まり、日本の政策はアメリカの後お
いではあるが、必死の後おいだけにほぼやれることをやったという水準に達してい

る。 
 大企業の破綻はまだ暫く続くし、官庁主導による経済政策の時代は終わったという
認識が広がり、いわゆるエリートが大企業、中央官庁だけを目指す単線型価値観が

崩れつつある。中央官庁の中堅キャリアがベンチャー企業を起こしたり、参加する

といったこともそれほど珍しいことではなくなっている。 
 女性起業家、コミュニティビジネス、NPO といった今までのベンチャー企業と異
なったカテゴリーのベンチャー企業予備軍も育ってきている。 

経営者の不祥事や経営能力不足、無責任体質等、ベンチャー企業のイメージを低下させ

るといったマイナス要因である。 
 
 
変わる教育システム 

 日本には、アメリカにあるようなジュニア・アチーブメントといった幼稚園児から
高校生までを対象とした自立を促す仕組みがない。このような活動は、ようやく始

まった。これが普及をすると、起業家予備軍の育成が行うことをなるではないか。 
 若い学生の意識も変わりつつ、大企業に就職した学生でも、一生その会社に勤める
と考えているのは、少人数に過ぎない。また人材の流入も増加する。 

 少子化により大学全入時代の特色を社会人教育にシフトし、その中でベンチャー教
育を行う大学も増加するものと考えられる。 

 
 

第７章 まとめ 
 
日本におけるベンチャー起業の問題点を次のようにまとめている。 
第 1 、起業するには個人破産の可能性がある。個人的なリスクが大きすぎること。 
第 2 、金融面でも法律面でもベンチャーをサポートするインフラが不十分なこと。 
第 3 、Ｍ＆Ａや株式上場といった出口戦略が難しいことなどである。 
米国ベンチャーみたいな個人ベンチャーする場合は、サポートをしっかりするべきではな

いだろか。個人の投資するのが安心できるようにしたほうかいいだろか。また政府の金融

政策は改革するではないだろか。個人に充分融資するべきではないだろうか。最低資本金
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制度を廃止して、「1 円起業」をルール化するとともに、政府部門が自らの発注先として中
小ベンチャー企業を指定するガイドラインを設け、さらにストックオプションやキャピタ

ルゲイン課税について税体系を抜本的に改善する。 
 
日本の人口・労働意識・外国人の政府政策 
日本では、未婚・子供なし、職なしの女性の数が他国に比べ多く、結婚適齢期を過ぎても

生活できない為に、親と同居している。先進国であるはずの日本において、何故自立もで

きないような女性を多く排出しているのか。人口減少を労働力減少としてだけ捉えている

と、外国人労働者を増やす方法だとか、外国人の住みやすい日本にするべきだと考える男

性の知識人は多い。しかし、生まれた国で仕事をし、子供を生み育て、安全に健やかに暮

らしたいと考えるのが普通である。日本の女性が、子供を生み育てることが楽しく充実し

ていると思えるシステムを作ることは、人口減少問題が起こってしまう。対応策として捉

え、掛け声だけではなく、速やかに対応すべきである。子供のいない、職もない、親の年

金で暮らしているような未婚者が、高齢者になったとき、誰が彼等の面倒をみるのだろう

か。結婚適齢期が過ぎても、親と同居しているのは欧米では考えられない。自立をして、

親世代から巣立って自活していくのが当たり前である。現代の変な日本の家族のあり方が、

多くの問題を生み出している。また米国のような、移住国になり、優秀な人材をどんどん

入り、ロマンがある投資家を育つ。現実は難しいと思う。やぱり、国によって、文化の違

いとか存在している。 
教育の問題 
授業のやり方では、日本は圧倒的に講義が中心で、学生による発表や討論などが少 
ないのが日本的な教育の特徴である。実際に最近の国際的調査によれば、大学教育で講 
義の時間が日本より長かったのは、台湾、トルコ、マケドニアの三国だけで、他の諸国は

すべて教授が一方的に話すのではなく、学生が積極的に参加する時間が日本より長いとい

う結果がでている。教授が講義して、それも黒板に書いたものを学生はノートに写すだけ

という授業はあまりに異常である。一方、米国の大学ではベンチャーについての講義も積

極的に行っている。米国では学生中心で、自由の発想しながら、講義を行う。週は何回も

個人とチーム組みの発表を行っている。大学発ベンチャー企業は相次いでいる。米国の大

学にくらべてみるとベンチャー講義は僅かなので、大学発ベンチャー企業は難しい現状で

ある。今後、米国教育の方向に向かうのが望ましい。 
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