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ＪＶＣＡ 第12回定時会員総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
会員総会 
 15時より安達会長を議長に議事が進行され、会員総会後

の理事会において、尾崎新会長始め理事15名・監事3名から

なる第13期役員新体制が決まりました。 

 
パネルディスカッション 

 『VCの課題とVCへの期待』をテーマにパネルディス

カッションを開催致しました。 

パネリストとして、株式会社ユーグレナ代表取締役社長 出

雲 充氏、AZX Professional Group CEO後藤勝也氏、BNC株
式会社創業者兼会長 ブライアン・ネルソン氏の3名が登壇

され、モデレーターは、JVCA常務理事 呉 雅俊が務めまし

た。 

ユーグレナ出雲社長からは、大企業との出会いがユーグレ

ナを大きく飛躍させたきっかけとなった旨を伺い、強く印

象に残りました。 

 

基調講演 

 株式会社インテカー代表取締役社長・内閣府本府参与の

齋藤ウイリアム浩幸氏をお招きして『起業家精神が日本を

変えるのか？』という演題で講演いただきました。学生時

代から様々な研究開発を行い、数多くの事業を手掛けてこ

られた齋藤氏は、起業家にとって「失敗すること」、そし

て、「パッション」、「ビジョン」の重要性を力説されま

した。  

※（事務局より）近著『その考え方は「世界標準」です

か』（大和書房刊）を是非ご一読下さい。  

 

懇親会 
 懇親会には招待者、メディア関係者、JVCA会員など250
名余りの方々に出席いただき、昨年以上の盛会となりまし

た。ご来賓として、経済産業省経済産業政策局長の菅原郁

郎様、文部科学省科学技術・学術政策局長の川上伸昭様よ

りご挨拶を頂戴し、日本IBM相談役の北城恪太郎様より乾

杯のご発声を頂戴しました。 

懇親会冒頭尾崎新会長の挨拶では、「多くの起業家輩出、

良質な資金調達による起業家支援、地域を支える中堅、中

小企業の支援も重要」と強調しました。 

 

 当日、KKRホテル東京11階から、雨上がりの虹を2度にわ

たり見ることが出来ました。 

この虹は、ベンチャー企業とVC（ベンチャーキャピタル）

とのすばらしい懸け橋かと思わず思いを馳せました。 

  決して「虹の彼方に」ではなく、すぐ目の前の現実だと

信じて止みません。 

第13期役員体制 

後列（左より）：赤浦理事・加藤監事・山﨑監

事・勝又理事・齋藤理事・川﨑理事・呉理事・安

藤理事・轟監事・有馬理事・吉田理事・瀧口理事 

前列（左より）：安達副会長、尾崎会長、市川理

事・神保理事・鹿島理事  ※田島理事は欠席 



～適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令改正の行方～ 

 第2回 TOKYOイノベーションリーダーズサミット開催 
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JVCAイベント・勉強会のお知らせ 

 今後開催予定のJVCA後援・協賛イベントは以下のとおりです 

 

 ・10/14 (火） 東京インデペンデンツクラブ 発表会（東京21cクラブ） 

 ・10/15（水） 名古屋インデペンデンツクラブ 発表会（名証ホール） 

 ・10/24（金） JVCA勉強会「ベンチャー企業のための種類株式の活用法と評価の考え方」（JVCA会議室） 

 ・10/28（火） 新潟インデペンデンツクラブ（ジョブプレイス新潟駅南） 

 ・11/26（水） 新日本有限責任監査法人EY Entrepreneur Of The Year Japan（帝国ホテル）  

 ・11/29（土） 日本ベンチャー学会 全国大会（東京大学） 

 ・12/3 （水） 新日本有限責任監査法人Winning Women Network イベント（イイノカンファレンスセンター） 

 ・2015/2予定 第９回日本バイオベンチャー大賞（フジサンケイビジネスアイ、日本工業新聞社） 

  ・企業価値向上表彰（株式会社東京証券取引所）  

 ・第2回BTMUビジネスサポート・プログラム『Rise Up Festa』 他 

    

    JVCAでは上記以外にも多数のイベントの応援をしております！ 

 JVCAが後援  「第2回TOKYOイノベーションリーダーズサミット」（虎の門ヒル

ズ）が開催されました。小渕優子経済産業相がベンチャー創造協議会設立宣言を行

い、「チャレンジャースピリッツを全国に広げベンチャーや地域・女性など日本経

済の潜在力を花開かせることが成長戦略のカギである」と発言、起業を支援する方

針を示しました。 

 当日のプログラム内でJVCA講演はエス・アイ・ピー㈱代表取締役社長で理事 

齋藤茂樹氏が「ベンチャーキャピタルがつなぐ大企業とベンチャー企業のコラボ

レーション」の講演を行い、シリコンバレーのベンチャー投資の事例、ハイテク・

プロダクトの分野では大企業がもつ広範な顧客のなかからアーリーアダプター・

ユーザーを提携先のベンチャー企業に潜在顧客を紹介することでシステマティック

なベンチャー企業への営業の立ち上げをコラボレーションしている話など、大企業

とベンチャーの媒介としてシステマティックな営業を展開している事例を交えなが

らご紹介をして頂き多くの大企業の方にお話を聞いていただきました。  

 齋藤理事の講演内容のDVD貸出をしております、当日ご出席できなかった方はぜ

ひご利用ください（※JVCA会員に限る） 

 

 本年6月にパブリックコメントに出されていた「適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令

案」。多発する未公開株式の詐欺事件に対する対応策として、特例業務届出者がファンド募集をすることがで

きる投資家の範囲に現状よりも制限をかけるというこの政令改正案について、JVCAからも意見を出させて頂き

ましたが、特に独立系ベンチャーキャピタルからの強い反対があり、閣議決定には至らずプロセスは止まって

いるようです。 

 しかし、これで立ち消えになったわけではなく、金融庁ではワーキンググループを設置して議論、検討を続

ける模様です。 

 投資家の範囲に制限をかけることは、特に独力でファンドを組成しようとする独立系ベンチャーキャピタル

にとって大きな影響があり、言うまでもなく独立系ベンチャーキャピタルの成長を阻むことは、すなわち将来

の日本経済の成長をも阻むことになりかねません。一方で、「特例業務届出」のルールが悪用され、後を絶た

ない未公開株式詐欺事件についてどう対応していくのか。。その解を見つけるのは簡単ではありません。 

 ＪＶＣＡはこのワーキンググループに参加し、これからの日本の成長戦略を担うベンチャーキャ

ピタル業界としての意見をしっかり伝えていく予定です。引き続き、皆様のご支援とご協力をお願

い致します！ 

 なお、ＪＶＣＡから6月に提出した意見の内容はこちらからご覧頂けます。 

http://jvca.jp/news/JVCA20140612.pdf 

 また金融庁ワーキンググループの討議内容についてはこちらからご覧頂けます。 

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/toushi_wg/siryou/20141010.html 
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懇親会には招待

 

 

  を求められているものです。  

  JVCAは８月１５日（水）、内閣府とのミーティングにおいて、内閣府より 

 9月26日、韓国ソウルにおいてアジア6ヶ国・地域が

参加しAVCPECが開催されました。JVCAからは、尾崎会

長、安達副会長、事務局森が参加し、市場動向、クロ

スボーダー・プロジェクト推進等についての意見交換

が行われました。同日開催されたKVCA（韓国VC協会）

設立25周年記念セレモニーでは、韓国中小企業庁長官

の挨拶に続き、安達副会長が祝辞を述べました。 

と懲罰 的な

30％の 源泉徴

収税を 課され

るだけ でな

 
Asia VC&PE Council & Network Forum 

  25th anniversary of KVCA in ｿｳﾙ 

2014年度 キャピタリスト研修ご報告 

  

 

 JVCAでは、ベンチャーキャピタリスト育成事業

の一環として講座を毎年開催しております。 

2014年度は6月2日にベーシック研修、6月19日～

22日まで本研修を開催、60名を超える方々に 

ご参加頂きました。 

 ベーシック研修は、2014年度よりあらたに開設

したキャピタリスト入門コースです。 

本研修では、ゲストスピーカーに㈱みんなのウェ

ディングの飯尾社長、そして各投資プロセス毎の 

コマでは実際に投資の現場の第一線で活躍する豪

華な講師陣をお招きして、事例紹介、そして常に 

投資活動の根 

 

 

L底にある投資哲学などについて語って頂きまし

たまた、受講生、講師参加による 

  

 JVCAではベンチャーキャピタリスト育成事業の一環

として毎年開催しており2014年度は6月2日にベーシッ

ク研修、6月19日～22日まで本研修を開催、60名を超

える方々にご参加頂きました。本年度はあらたに開設

したキャピタリスト入門コースがスタート、従来の本

研修ではゲストスピーカーに㈱みんなのウェディング

飯尾社長、各投資プロセス毎のコマでは実際に投資の

現場の第一線で活躍する豪華な講師陣をお招きして投

資活動の根底にある投資哲学などについて熱く語って

頂きました。また受講生・講師参加による�懇親会も

開かれ受講生の活発なネットワーキングが行われまし

た。 

 JVCAでは、今後も優れたベンチャーキャピタリスト

の育成に積極的に取り組んでまいります。企業からの

ご要望を取り入れた「研修プログラム」をご準備させ

ていただきますのでご興味ございましたらお気軽にご

相談下さい。 

      ◆研修プログラムについてのお問合せ  

       JVCA事務局 jimukyoku@jvca.jp 

◆ 9/17 勉強会報告 

 「政府の成長戦略に基づく政策等について」 

講師：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 

  今回の勉強会は、個別の施策についてのみならず、全

般的な国としての成長戦略に基づいた政策を体系的に今

後どのような方向動きになっていくのかをわかりやすくご説

明頂きました。 

 当日の勉強会の内容をDVDにて貸出をしておりますので

出席できなかった方は事務局までお知らせください。 

安達副会長 ラジオNIKKEIに出演 

尾崎会長 TBSﾃﾚﾋﾞ“ニュース23”出演 

 10月8日TBSテレビ“ニュース23”ノーベル物理学賞

受賞中村氏の日本はベンチャーが育ちにくいという発

言を受け、尾崎会長が取材を受けました。会長は、ベ

ンチャー資金の日米の考え方の違い、更なる日本での

リスクマネー供給の必要性についてを強調しました。 

（他にも、日経ヴェリタスにて取材対応） 

 安達副会長は、9月6日放送ラジオNIKKEI“夢企業探

訪”（土曜日9：00-9：30）に出演、昨今のベン

チャーブーム、成長戦略に基づくVC活動について語り

ました。 

◆ 6/5 勉強会報告 

 「ベンチャービジネスに関する年次報告」 及び

「産業競争力強化法関連施策」 開催 

・ 「ベンチャービジネスに関する年次報告」 

一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター 

業務部長 佐藤行男氏 

・ 「産業競争力強化法関連施策」グレーゾーン解消制度・企

業実証特例制度 

経済産業省 経済産業政策局 産業構造課 新事業開拓制

度推進室 係長 吉岡克啓氏 ・ 末政憲司氏 

 

勉強会では多くの会員にご出席を賜り有難うございました 

① 「ベンチ① 「ベンチャービジネスに関する年次



ＪＶＣＡからのお知らせＪＶＣＡからのお知らせＪＶＣＡからのお知らせ   
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◆  ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社 （賛助会員） 

  ダウ・ジョーンズは、ウォール・ストリート・ジャーナルをはじめとしたグローバルニュースやビジネス情報を提供するメ

ディア企業です。弊社サービスのひとつである「Private Equity & Venture Capital」はベンチャーキャピタル、プライベー

トエクイティからの資金調達を受けるベンチャー企業及びその投資家の情報を提供します。世界各国、各業種のあらゆ

る成長段階にあるベンチャー企業およびその企業の投資家、経営陣に関する正確かつ信頼のおける包括的なデータ

サービスです。新規投資、新規ビジネス開拓における情報収集のご支援をいたします。     

お問い合わせ ：  http://www.dowjones.co.jp/support_request_form.asp 

２．新規会員のご紹介 

8月より賛助会員のご入会がありましたのでご紹介を致します 

  ベンチャーキャピタル会員各位にご協力をいただき本年５月１２日～６月１３日の期間で実施しました Deloitte 主催

「2014 Global Venture Capital Survey」の結果が発表されました。 

会員にはご多忙のところご協力を賜りまして誠にありがとうございました。日本は 16 か国中 14 番目という結果でした。 

詳しい内容は下記 URL をご参照下さい。 

http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Industries/
technology/85d3d015d8b78310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm 

３．2014 Global Venture Capital Survey ご報告 

４．JVCA新規スタッフの紹介（業務部長  問山陽子） 

  この度2014年10月より本協会のスタッフとして参加することになりました問山です。 

これまではアント・キャピタル・パートナーズにてIR、ファンドレイズを担当しておりました。 

今後は日本のベンチャーキャピタル業界を発展、拡大に尽力する所存ですので、 

皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

１．勉強会・講演等 “ DVD ”の貸出を開始 

  遠方の会員様に勉強会へご参加いただける環境を目指し、勉強会や講演等のDVD（録画）貸出サービを開始

致しました、遠方の為にご出席が難しい方は是非ご利用ください。 


