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ベンチャーキャピタルの貢献 （米国）



イノベーションの80％
民間雇用の11%（1200万人）





ソフトウェア雇用の80％
通信・インターネット雇用の74%

米国GDPの21％（$2.9 Trillion = 2.9兆ドル）



半導体売上げの55％
エレクトロニクス・機器売上げの67％

出典： Venture Impact 2009 by HIS Global Insight
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ベンチャーのエコシステム
： 日本では十分機能してい
ない？
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ベンチャーキャピタリストの付加価値




優れた素質のベンチャーであればオカネが付く
のは当然（のはず）
投資先企業に対してどれだけ具体的な経営支援
が出来るか
 過去の経験
 人脈
 良い意味でのプレシャー（事業計画の見直し、
遂行）
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EXITについて




Exitは結果であり出発点であり、最終目的では
ない
IPO以外のExitもあり得る




とくに環境・エネルギー分野

公開市場の安定は火急の課題
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基調講演

必要だ︒

は起業のための健全な環境が
個人的な経験でも︑起業家

ナーになれるからだ︒

成長への伴

は︑国境を超えた投資を生み

第２に日本での起業家精神

起業家精神によるイノベーション

駐日米国大使として私は起

一生懸命働いていた︒それが
女性の力も重要な要素だ︒第

最後にイノベーションの推

新たな資金調達やＥＸＩＴの

来とは異なる上場市場として

合わせる形で投資している︒

を超え︑関連するものを組み

てＥＸＩＴに持っていくとい

んだ日本の起業家精神に関す

ド大学と東大が共同で取り組

だ︒ＶＣの代替として政府や

りＶＣが関与していないこと

ルギー﹂に特化したＶＣも手

ち上げた︒現在は﹁環境エネ

告

５点はグローバルな視野に立

進には政府のコミットメント

った価値感だ︒世界的な影響

第１点は起業を称賛するこ
が必要だ︒私のメッセージは

この１年日本を巡り︑日本

と︒第２点は失敗しても再挑
シンプルだ︒日本はビジョン

場﹁ ＡＩＭ﹂が モ デ ル だ ︒Ｔ Ｏ

種別には﹁卸売り﹂を筆頭に

カリフォルニア︵Ｃ

うスタイルだ︒
Ａ︶を舞台に日米の新規事業

石井

﹁ 建 設 ﹂﹁ 不 動 産 ﹂な ど が 上 位

をＡからＺまで支援したいと

に挙がる︒また業種別の平均
売 上 高 で は﹁ 化 学 ﹂﹁ 娯 楽 ﹂﹁ 保

象②指定アドバイザーが上場

がＶＣの
――

日本の起業家精神を
資金の出し手と受け

日本にはお金がない

新たな投資機会が育っていく

新しい企業が作られ︑そこに

スクを取ることによってこそ

テーク︑つまり計算されたリ

わけではない︒健全なリスク

郷治

ていただきたい︒

資金調達し︑事業を成長させ

を活用してもっと早い段階で

く︑ＡＩＭという新しい市場

ＰＯに数年を費やすのではな

証１︑２部やマザーズへのＩ

ン﹂を支援していきたい︒東

手の﹁シンクロナイゼーショ

村木

醸成する方策は︒

伊藤

ていることを紹介したい︒

り︑ＥＸＩＴの受け皿になっ

業を立ち上げる動きが広が

＆Ｄ︵買収・開発︶で新規事

究・開発︶でなく戦略的な Ａ

は大企業が自社のＲ＆Ｄ︵研

くまでもその結果だが︑現在

ンパクトは大きいはずだ︒

とができれば経済に与えるイ

本では課題も多いが︑同じこ

投資先から生まれている︒日

％︑２・９兆㌦

③国内総生産︵ＧＤＰ︶の
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はずだ︒

21

今のユーチューブだ︒

戦のチャンスを与えること︒
を行動に移す力を持ってい

力を持つ製品︑技術︑サービ

第３に有能な人材の流動性と

る︒日本の独創性︑情熱︑そ

スかどうか考える︑ここから

精神は人を夢中にさせるエネ
幅広いキャリアチャンスが不

してイノベーションが何をも

に内在する起業家精神を解き

ルギーになると実感してい
可欠だ︒これは多様性の推進

たらすかは世界が周知の通り

放ちたいという強い思いをあ

出し︑各国に雇用をもたら
る︒シリコンバレーで弁護士
という第４のポイントに直結

だ︒これからも大きな夢を抱

無限のチャンスが生まれる︒

す︒第３に地球温暖化をはじ
として︑ある２人の若者たち
する︒米国は世界中から起業

ちこちで感じた︒そこで起業

め世界的課題解決に起業家精
と仕事をした時のこと︒彼ら
家を迎え入れ︑人とアイデア

人材もグローバルな連携が軸

神は不可欠だ︒グローバルに
はお金のためではなく︑世界

になってくる︒

チームを組み世界の役に立つ
に評価されるものを作り出し

いてほしい︒

家精神の活性化につながる６

技術を開発しなくてはならな
の多様性が力を与えている︒

点を指摘したい︒

い︒第４に日米は相互に支え
たいという夢の実現のため︑

経済強化に起業環境の整備必要
イノベーション推進に戦略不可欠

合うことで︑より強いパート

集を終えた﹁同２号﹂は４社
に投資中だ︒基本的には︑事

伊藤 氏

業計画の作り込みといった早
い段階から一緒に参加しなが

に最適な手法を選択し確実な

ら︑研究室や大学や企業の壁
ＥＸＩＴを実施するのが特徴

年前に始めた新興市

ベンチャーキャピタ

取が約

ル︵ Ｖ Ｃ ︶ の 役 割 や ︑ 起 業 後
可能性を提供していきたい︒

年ほどかけ

ＡＩＭの特徴は①金

朝倉 氏

険 ﹂﹁ 卸 ﹂の 順 ︒注 目 す べ き は

審査から上場後のフローまで

掛けている︒米国では①イノ

村木 氏

１社あたり５〜

ＫＹＯ

新興企業５万社を見ると︑業

融機関などプロの投資家が対

み合わせて新事業

スタンフォー

だ︒大学が持つ知的財産の活
エバハート

用︑ベンチャー企業の技術の

の可能性を追求し

展開︑大企業の再

の新規株式公開︵ＩＰＯ︶な

援のあり方を話し合い た い ︒
産業革新機構は資本

考え︑

年前にＡＺＣＡを立
新興企業の立ち上がりにあま

Ｍ﹂は東京証券取引所グルー

ベーションの８割②民間雇用

ＡＩ

編などの案件を組 ＥＸＩＴシナリオ実施を
早い段階で資金調達を

金が約９２０億円で内訳は政
ている︒

朝倉
府が８２０億円︑民間が１０
村木

政府保証枠があり︑合計約９

半官半民の機関の役割が大き

％にあたる１２００万人

いということかもしれない︒

億円規模の２つのフ

京大学エッジキャピタルは現
在︑各

ァンドを運営している︒ファ
ンドの﹁ＵＴＥＣ１号﹂は
社に投資し︑うち半数が既に
ＥＸＩＴした︒今年６月に募
地域であるということだ︒ま
％は移民によって作られ

たシリコンバレーの新興企業
の

ており︑さらに失敗後に再生
しやすいという伝統がある︒
日本とシリコンバレー双方の
伝統に着目しながら︑日本の
起業家にはＥＸＩ Ｔ

強みを理解する必要がある︒
石井

の方法を論ずる前にまず﹁自

クトを与えたい﹂という熱意

の

る研究成果を報告したい︒日

併・買収︶という選択肢もあ

２００４年設立の東

担当③上場の際の数値基準を

るが︑米国と違い日本ではま

郷治

プの新たな市場として昨年ス
％︑ロン

％︒ロンドン証

日本ではリスクマネ 石井 氏

村木 氏

タートした︒当社の出資比率
ドン証取が

は東証グループが

朝倉 氏

０００億円の原資を投資活動

﹁ＴＯＫＹＯ

０億円︒別に８０００億円の
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に充てることが可能だ︒基本

25

ＩＴ︶について︑起業家の支

どのいわゆる出口戦略︵ＥＸ

伊藤

34

設けていない ――
などだ︒従 本で過去 年に立ち上がった

年間の

朝倉 陽保 氏
村木 徹太郎 氏
伊藤

戦後日本は国を挙げ

ーがなかなか起業家に回らな
い︒
朝倉

て基幹産業を育成するため大
企業に資本を集中させ︑社員
リスク・ミディアムリター

だ注目度が高くないようだ︒

エバ
ハート氏

石井 氏
郷治 氏

を持ってほしい︒Ｍ＆Ａはあ

分たちの技術で世界にインパ
日本は明治維

エバハート

況の中︑政府主導で銀行が中
心となって産業復興を支援
し︑
成功してきた︒
このユニー
クな伝統をシリコンバレーの
歴史と単純に比較できない︒
ただ言えるのは︑
カリフォルニ
アは政府の介入があまりない

郷治 氏

新や第２次大戦後の厳しい状

文化の違いだろうか︒

ないか︒従来の ユニークな伝統に強み
延長線上ではな
大企業のＡ＆Ｄ受け皿に
い方法論を基幹
産業に持ち込
健全なリスクテーク必要
み︑起業家精神
ＥＸＩＴについては

を鼓舞したい︒
伊藤

ＩＰＯのほかにＭ＆Ａ︵合

エバハート 氏
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は直接の株式取得︒

パネリスト
産業革新機構 専務
ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所 社長
スタンフォード大学フェロー︑
ＳＴＡＪＥプロジェクトリーダー

伊藤 邦雄 氏

ロバート・エバハート 氏
東京大学エッジキャピタル 社長
郷治 友孝 氏
石井 正純 氏

ＡＺＣＡ 社長

モデレーター
日本ベンチャー学会会長
一橋大学大学院教授

ン﹂が期待できた︒これが基

も大企業に入社すれば﹁ノー

幹産業における起業家精神を
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広

業家精神を重視している︒第
１の理由は日米同盟の基軸で
ある平和と安全を守るには︑
日本は米国とともに経済大国
であり続けることが重要だか
らだ︒国家経済を強くするに

パネルディスカッション １

ジョン・ルース氏

アントレプレナーシップ醸成の要件① リスクマネー・ＶＣ機能要件とＥＸＩＴ戦略

駐日米国大使
51

企画・制作
日本経済新聞社クロスメディア営業局

共催：日本経済新聞社
協賛：住友化学、三菱地所、ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所、東京大学エッジキャピタル
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失わせたのでは

61

49

15

時限的組織であり︑案件ごと

出席者

起業家精神こそが日本を変える
Entrepreneurship:
The Key for Japan’s Revival

起業文化とベンチャー創出へ

制作・企画部企画制作 G
企画部・吽野
クロスメディア営業局企画部・澤田
4校
10 段 1 割
1面
ユニバーシティー・コンソーシアム／アントレプレナーシップ
12/9〜〜
M

Entrepreneurship:
The Key for Japan’s Revival

﹁起業家精神こそが日本を変える﹂をテーマにした日経ユニバーシティー・コンソーシアムが 月１
日︑東京・千代田の一橋記念講堂で開催された︒日本ベンチャー学会︑スタンフォード大学ＳＴＡＪ
Ｅ︑東京大学産学連携本部が主催し︑共催は日本経済新聞社︒協賛は住友化学︑三菱地所︑ＴＯＫＹＯ
ＡＩＭ取引所︑東京大学エッジキャピタル︒後援は産業革新機構︒
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うな大学はスタンフォードだ
けだと思う︒こうした起業家

初代学長は東海岸

ければならないものを自ら見

ュの教育﹂でなく︑学習しな

授業を受けるだけの﹁プッシ

があるからだ︒重要なのは︑

精神が受け継がれている︒ま

中にも︑こうしたパイオニア

だった︒現在の学生の意識の

〝エンジニアインベスター〟

院議員や知事も務めたいわば

け︑鉄道事業を始めたり︑上

金井 氏
精神がハビタットから生まれ
るスタンフォードは﹁夢を持
ミラー

つ能力を与える場﹂だ︒

つけて学ぶ﹁プルの教育﹂に

から来て弁護士の教育を受

移行することだ︒

だ︒米国の大学発ベンチャー

大学発ベンチャーの取り組み

入してこの長さを埋めるのが

がかかる︒リスクマネーを導

果を事業化するのに長い時間

基礎研究の分野は成

が強く働くような構造改革が

ーションにかかわる動機付け

重要だ︒大学もまた︑イノベ

プ︑企業のリーダーシップが

ためには政府のリーダーシッ

でも育成されると思う︒その

たハビタットはいずれは日本

各務

ではＶＣのファンドの多くが

を実際に学ぶ必要がある︒ま

教えるか﹂ではなく﹁どうや

業家教育で大切なのは﹁何を

なければならない︒そして起

ルを使って非常に速く学習し

つかない︒起業のためのツー

んでから起業するのでは追い

に速まっており︑ゆっくり学

く︒そんな効果もあると期待

リアパスもあることに気付

成果を事業化するというキャ

理科系の学生が︑自身の研究

ムを設けた︒ここに参加する

という期間６カ月のプログラ

大学アントレプレナー道場﹂

い︒東大では６年前に﹁東京

ある︒これを日本でも作りた

でいい学生が集まる好循環が

を奨学金として活用すること

としており︑また潤沢な基金

望を与えるのではないか︒

きた︒この事例は日本にも希

金で起業できるようになって

ンバレーでは非常に少ない資

る︒

好循環が始まることを期待す

後続の起業家に資金援助する

する人︶がエンジェルとして

ントレプレナー︵何度も起業

ルモデルとなり︑シリアルア

つある︒こうした事例がロー

ルではＥＸＩＴの事例が出つ

東大エッジキャピタ

必要なのではないか︒

た必ずしも一番良い製品が勝

って教えるか﹂だ︒スタンフ

伊藤

している︒

各務

成功した起業家が大学に寄付

ではなく﹁ビジネスモデ
ち残るわけではないことを知

ォード大学には様々なプログ

してできた基金を資金の源泉

ル﹂︒価格やユーザー︑需要
り︑どういう環境の中でどう

ラムがあり﹁バイオエシック

起業家教育とは何か

ミウラ・コー

を話し合いたい︒

金井

アントレプレナーシップ醸成の要件②

パネルディスカッション ２

の創造︑販売チャネルなどを
やって成長するかを考えなく

ス︵生命倫理︶プログラム﹂

ト﹂を紹介したい︒この蚊帳

んだ蚊帳﹁オリセットネッ

維にマラリア予防薬を練り込

学が開発した繊

として︑住友化

家もいる︒事例

産があり︑起業

に多くの知的財

ブ﹂で様々な専門家が異業種

６２０人の﹁東京

ビレッジ﹂では現在︑会員数

するプロジェクト﹁日本創生

あると思う︒三菱地所が主導

本的に起業家を醸成する道も

中﹂を良いほうに活用し︑日

在のいわゆる﹁東京一極集

くるのは難しいが︑しかし現

組みをそのまま日本に持って

シリコンバレーの仕

もその１つ︒ここでは工学︑

によりタンザニアでは患者が

交流し︑また新丸ビルの

伊藤

迅速に受け止めることが大切

物理︑法律などを学ぶ学生ら

減っただけでなく︑その利益

起業家教育

考えることが起業家教育の基
てはならない︒そして失敗を

いまシリコ

まず重要な
盤になる︒教室を出て︑誰に

だ︒ビジネスモデルの中にあ

を集めて専門分野ではない生

で学校を造ったり︑工場を建
てて雇用を創出したりした︒

にインキュベーションオフィ

階
現代はビジネス環

には生命科学を深く学ぶ必要

ミラー 氏

る問題を早期に認識できれ

命科学の勉強をさせる︒工学

Ｃクラ

ば︑新たなビジネスモデルに

を生命科学の分野に応用する
境が変化するスピードが非常

各務 氏

ミラー

方向転換が可能だからだ︒

失敗を迅速に受け止める
﹁プルの教育﹂に移行を

ミウラ・コー

のは拡張可能で持続性のある
話を聞けばいいか︑誰がビジ

出席者

日本では大企業の中

ビジネスモデルをスタートア

パネリスト
Ｆｌｏｏ ｄｇ ａ ｔｅ 共同創業者 スタンフォード大学工学博士
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うございました︒
金井

学の学生が起業家を目指すよ

金井
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で何かビジネスができるか﹂

でいくかが重要だ︒
ばらしいロールモデルを作り

起業家やマネジメントチーム
ミラー

だ︒厳しい状況を乗り越えて

モデリングは重要

の出会いの場を提供する︒大

ある学生が

伊藤 氏

シリコンバレーのインフラを

モデルがいて﹁その気にさせ

伊藤

ミウラ・コー 氏
成功事例をモデリン

様な人材のネットワークがあ

各務

ービス業にもロ
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たい︒

れた起業家を戦

年のうちに︑優

ー ル モ デ ル は あ 資金・学生集まる好循環
る︒今後２〜３
日本的な起業家醸成を

製造業だけでなくサ

要な要素だ︒

グすることも起業家教育の重

金井

から学ぶべきことは多い︒
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ミウラ 氏
・コー

ップすることだ︒起業家に必

骨太のソリューション
日米合同チームで討議

ネスパートナーになるかなど

開会挨拶
要なのは﹁ビジネスプラン﹂

シンポジウムは主催者３人の開会
挨拶（あいさつ）で幕を開けた。日
本ベンチャー学会会長の伊藤邦雄氏
はまず「日本にベンチャー支援のイ
ンフラを作り、起業家精神を醸成し
て持続可能な経済、産業の発展に寄
与したい」と学会の活動目的を紹
介。次いで「未来に向けて日本を変え
る原動力は起業家精神にある」と指
日本ベンチャー学会会長
一橋大学大学院教授
摘し、今回のシンポでは「日本の厳
しい現状を直視しながら未来に目を
伊藤 邦雄氏
向け、日本とシリコンバレーの連携
や、産業界と大学、学会との連携のあり方などについて、日
米合同チームが一緒になって 未来志向 の骨太のソリュー
ションを考えていきたい」と述べた。
東京大学産学連携本部長の影山和郎氏は「大学で生み出さ
れた研究成果を移転可能な形にして社
会に還元することが重要な使命」と指
摘し、
「起業や大学発ベンチャーの支援
が産学連携本部の大きな柱」と紹介。ス
タンフォード大学名誉教授のウィリア
ム・ミラー氏は自身が３年前に82歳で会
社を立ち上げた事例を挙げて会場を沸
かせながら、起業家精神を持つ人々が
東京大学産学連携本部長
集まってビジネスを生み出す「ハビタッ
ト
（生息環境）
」という概念を提起した。
影山 和郎氏
成果を上げる
﹁モデルスルー﹂

主催：日本ベンチャー学会、スタンフォード大学STAJE（Stanford Project on Japanese Entrepreneurship)
東京大学産学連携本部
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