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 日本ベンチャーキャピタル協会（JVCA）会長尾崎一法（アント・キャピタル・パートナーズ株式会社代

表取締役会長）が去る4月7日に逝去致しました。 

 ここに深い感謝と哀悼の意を表します。 

 故尾崎会長にはJVCA設立時から長きに亘り業界発展にご尽力をいただいており、2004年より理事就任、

2011年より副会長就任、そして、2014年7月より会長に就任しております。会長就任後は、ベンチャー企業

の創出促進、リスクマネーの供給体制の強化、法規制のあり方等に関するさまざまな提案や関係官庁への

働きかけを積極的に行っておりました。 

 特に、2014年10月から2015年1月まで開催された金融庁金融審議会「投資運用等に関するワーキング･グ

ループ」では、メンバーとしてベンチャー企業が日本経済の成長と雇用拡大を果たす上で、ベンチャー

キャピタルの重要性を踏まえた規制改革案の提言をしていただきました。 

 また、グローバルに活躍する起業家やベンチャー支援を行う人材を育てるためのベンチャーキャピタリ

スト育成の拡充・強化、更に、大企業との連携、地域活性化、大学との連携、規制改革など機動的な活動

が可能となることを目的として、各分野・投資領域で活躍するメンバーを理事として新しく迎え、JVCAの

運営体制を強化推進に努めていた途半ばでの逝去でした。 

 4月10日の通夜、11日の告別式には、逝去を悼む会葬の長い列が続き、故尾崎会長の人柄が偲ばれまし

た。余りにも早い旅立ちで言葉もありませんが、新しい分野を切り開くことに常に情熱を燃やし、精力的

に取り組んできた故尾崎会長の遺志を継ぎ、産業創生のインフラとなるベンチャーキャピタル会員の下支

えとして有用な地盤を築くべくJVCA一丸となって尽力、邁進して参ります。 

 ご生前のご功績を偲び、心からご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

2015年1月： 

新春セミナー 

「ベンチャー企業に対する

投資額も増えており、パラ

ダイムが大きく変化し、日

本にも80年代～90年代のシ

リコンバレーの状況ができ

始めている。今年を是非、

充実した１年にしたい。」 

2014年10月： 

第1回メディアプレゼン

テーション 

「アベノミクスでベン

チャー支援が政策の柱

になり、VC業界は今、

もっともすばらしい

チャンスの時期にあ

る。」 

2014年7月： 

JVCA会長就任挨拶 

「多くの起業家を輩出し、

良質な資金を提供して支援

を行いたい。ベンチャー

キャピタリストを多く増や

すとともに、地域を支える

中堅・中小企業を支援する

ことも重要である。」 

 
尾崎一法： 

石川島播磨重工業(現IHI)を経て、

1984年日本合同ファイナンス(現

ジャフコ)へ入社。取締役国際営業

部長、取締役事業投資部長を歴

任。1999年上級副社長としてGE
キャピタルへ参画、GEの日本にお

ける本格的なプライベートエクイ

ティ投資事業を立ち上げた後、

2001年4月よりアントファクトリー

ジャパン(現アント・キャピタル・パートナーズ株式会

社)の代表取締役社長に就任。2004年日本ベンチャーキャ

ピタル協会理事、2011年同協会副会長。2014年より同協

会会長に就任。 

尾崎一法会長を偲ぶ 

ご生前のご功績を偲び心からご冥福をお祈り申しあげます 
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■「第1回九州地区VCトップ懇談会」開催（2015/5/15） 

 去る５月１５日（金）ホテルニューオータニ博多（福岡市）において、第１回九州地区VCトップ懇談会

を開催致しました。 昨年第7回開催を迎えた中国・四国地区VCトップ懇談会のおり、出席された九

州地区VCから九州地区VCトップ懇談会開催必要性の要望が出され、故尾崎会長のご遺志もあり、

この度の開催に至りました。 

懇談会には、九州地区VCトップ、九州地区拠点代表者、並びに関係者として、古賀マネージメント総

研㈱、アントレエイド㈱、㈱ドーガン、大分ベンチャーキャピタル㈱、㈱ジャフコ九州支社、ひびしん

キャピタル㈱、㈱佐銀キャピタル＆コンサルティング、㈱宮崎太陽キャピタル、㈱アイ・ビー・ビー、九

州ベンチャーパートナーズ㈱、経済産業省、九州経済産業局、福岡証券取引所、REVIC、中小機構

九州本部、日本政策金融公庫、産学連携機構九州、新日本監査法人、あずさ監査法人、トーマツベ

ンチャーサポートなど大変多くの方々にご出席いただきました。JVCAからは副会長仮屋薗始め理

事、理事会社関係者、事務局スタッフが出席し、出席者は総勢50名を超え、第1回懇談会開催に相

応しい盛会となりました。 

ご出席をいただきました関係各位には、深く御礼申し上げます。 

 

JVCA副会長仮屋薗からJVCA活動方針として、ベンチャーエコシステム、ベンチャーファンドエコシス

テム、産学・大企業・地方の連携について報告致しました。 

プレゼンテーションは、経済産業省から産業資金課長 兼 新規産業室長 佐々木啓介氏にご出席い

ただき、【経産省によるベンチャー支援、福岡・九州地区での取り組み】と題して、「シリコンバレーと

日本の架け橋プロジェクト」、「グローバルベンチャーサミット構想」、「地域経済再生に向けた方向

性、戦略」などについて熱く語っていただきました。【九州における投資環境】、【在京VCからみた九

州投資先への魅力、取組み】、【ディスカッション】とプログラムは続き、起業家が再チャレンジ出来る

環境づくり、IPOした先輩起業家の後輩指導、在京VCと地域VCが協力した資金調達、キャピタリスト

育成の重要性、IPO/M&AのExitにおける意識の差などについて活発な議論が展開されました。  

経産省佐々木課長からは、産業政策を考える際して、グローバルで戦えるベンチャー企業、自治体

の発展に寄与出来るベンチャー企業を分けて考える必要性があるのではないか、とのご意見も出さ

れました。 

去る５月１５日（金）ホテルニューオータニ博多（福岡市）において、第１回九州地区VCトップ懇談会を

開催致しました。 昨年第7回開催を迎えた中国・四国地区VCトップ懇談会のおり、出席された九州

地区VCから九州地区VCトップ懇談会開催必要性の要望が出され、故尾崎会長のご遺志もあり、こ

の度の開催に至りました。 

懇談会には、九州地区VCトップ、九州地区拠点代表者、並びに関係者として、古賀マネージメント総

研㈱、アントレエイド㈱、㈱ドーガン、大分ベンチャーキャピタル㈱、㈱ジャフコ九州支社、ひびしん

キャピタル㈱、㈱佐銀キャピタル＆コンサルティング、㈱宮崎太陽キャピタル、㈱アイ・ビー・ビー、九

州ベンチャーパートナーズ㈱、経済産業省、九州経済産業局、福岡証券取引所、REVIC、中小機構

九州本部、日本政策金融公庫、産学連携機構九州、新日本監査法人、あずさ監査法人、トーマツベ

ンチャーサポートなど大変多くの方々にご出席いただきました。JVCAからは副会長仮屋薗始め理

  

 去る5月15日（金）ホテルニューオータニ博多（福岡市）において、第１回九州地区VCトップ懇談会を開催致

しました。 昨年第7回開催を迎えた中国・四国地区VCトップ懇談会のおり、出席された九州地区VCから九州地

区VCトップ懇談会開催の強い要望が出され、故尾崎会長のご遺志もあり、この度の開催に至りました。 

懇談会には、九州地区VCトップ、九州地区拠点代表者、並びに関係者として、古賀マネージメント総研㈱、ア

ントレエイド㈱、㈱ドーガン、大分ベンチャーキャピタル㈱、㈱ジャフコ九州支社、ひびしんキャピタル㈱、

㈱佐銀キャピタル＆コンサルティング、㈱宮崎太陽キャピタル、㈱アイ・ビー・ビー、九州ベンチャーパート

ナーズ㈱、経済産業省、九州経済産業局、福岡証券取引所、REVIC、中小機構九州本部、日本政策金融公庫、産

学連携機構九州、新日本監査法人、あずさ監査法人、トーマツベンチャーサポートなど大変多くの方々にご出

席いただきました。JVCAからは副会長仮屋薗始め理事、理事会社関係者、事務局スタッフが出席し、出席者は

総勢50名を超え、第1回懇談会開催に相応しい盛会となりました。 

 ご出席をいただきました関係各位には、深く御礼申し上げます。 

 JVCA副会長仮屋薗からJVCA活動方針として、ベンチャーエコシステム、ベンチャーファンドエコシステム、

産学・大企業・地方の連携について報告致しました。 

 プレゼンテーションは、経済産業省から産業資金課長 兼 新規産業室長 佐々木啓介氏にご出席いただき、＜

経産省によるベンチャー支援、福岡・九州地区での取り組み＞と題して、「シリコンバレーと日本の架け橋プ

ロジェクト」、「グローバルベンチャーサミット構想」、「地域経済再生に向けた方向性、戦略」などについ

て熱く語っていただきました。＜九州における投資環境＞、＜在京VCからみた九州投資先への魅力、取組み

＞、＜ディスカッション＞とプログラムは続き、起業家が再チャレンジ出来る環境づくり、IPOした先輩起業家

の後輩指導、在京VCと地域VCが協力した資金調達、キャピタリスト育成の重要性、IPO/M&AのExitにおける意識

の差などについて活発な議論が展開されました。  

 経産省佐々木課長からは、産業政策を考えるに際し、グローバルで戦えるベンチャー企業、自治体の発展に

寄与出来るベンチャー企業を分けて考える必要性があるのではないか、とのご意見も出されました。 

 懇談会全体を通じて、九州ベンチャーパートナーズ㈱水口社長にファシリテーターを務めていただき、進行

が円滑、且つ、実りあるものになったと感謝しております。 

第１回懇談会を終えて、九州地区VC、関係各位の熱い想いを肌で感じることが出来ました。今後、九州発ベン

チャーがグローバル展開も含めて日本経済の牽引役となっていくことを大いに期待します。 

■「JVCAトップ懇談会2014」開催（2015/2） テーマ：①大学 ②地域 ③CVC ④独立系VC 

 2014年度JVCAトップ懇談会を4回に亘り開催致しました。本年は、故尾崎会長の提案もあり、大学、地域、CVC、

独立系VCという4つのテーマを取り上げ、それぞれにJVCA理事を中心としたプレゼンターをお招きして開催致しま

した。 

 第1回：2015年2月5日（木）【大学】郷治理事（㈱東京大学エッジキャピタル代表取締役社長）岡橋寛明氏（み

やこキャピタル㈱取締役副社長）第2回：2月12日（木）【地域】神保理事（池田泉州キャピタル㈱代表取締役社

長）水口 啓氏（九州ベンチャーパートナーズ㈱代表取締役）第3回：2月17日（火）【CVC】田島理事（㈱サイ

バーエージェント・ベンチャーズ代表取締役社長）安元 淳氏（㈱NTTドコモ・ベンチャーズ）第4回：2月19日

（木）【独立系VC】齋藤理事（エス・アイ・ピー㈱代表取締役社長）赤浦理事（インキュベイトファンド代表パー

トナー）村田祐介氏（インキュベイトファンド代表パートナー）にご登壇を頂き各テーマにわかれてプレゼンテー

ションを頂きました。 

 【大学】に関しては、国立大学出資事業について関係者の意見を踏まえながら各役割や連携について理解を深め

ました。【地域】に関しては、地域経済に活力を吹き込むところから始めなければならない苦労、人ものカネが集

まらない難しさについて議論が行われました。【CVC】に関しては、担当者が一貫することが難しい人材面、ベン

チャー企業に合わせて企業文化を変える難しい大企業気質についての議論が行われました。【独立系VC】に関して

は、起業家・VCを巡る環境の変化、エコシステムが回転しはじめている点など、最近の動向についてのお話いただ

き、各回とも大変内容の濃い充実した議論を行うことが出来ました。 

 当日の内容はビデオ撮影をしておりますので、ご興味がある方は事務局までご連絡をください。 
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■JVCA活動報告  ※セミナー・後援の一部を抜粋 

■「「JVCAベンチャーキャピタリスト育成事業」2015年度研修   開催（2015/5/22、2015/6） 
  

  ベンチャーキャピタリストの育成を目的とする「JVCAベンチャーキャピタリスト研修講座」は応募者多数

のため ①6月4～7日、②6月11～14日の4日間、2回にわけて今年度も開催致しました。初日の講演は、①株式会

社レアジョブ 代表取締役社長CEO 加藤智久氏②株式会社ポケラボ 代表取締役社長 前田悠太氏による講演は

IPOまでの道のり、そのプロセスなどを具体例をまじえながらお話をいただきました。４日間の研修では、豪華

な講師陣が最新動向を反映したプログラムに沿ってお話いただき、ベンチャーキャピタリストに求められる知

識・スキル・交渉プロセスなど学習して頂きました。 

  JVCAではキャピタリスト研修を通じて、高度な専門知識をもつ経験豊かなベンチャー・キャピタリストを増

やすことにより日本経済を支えていく所存です。 

2週間に渡り熱血指導を頂いた講師の皆様、5月22日(金）ベーシック研修ご担当の秦 信行先生、本当にお疲れ

様でした。 

・合同会社SARR 代表 松田一敬氏 

・新日本有限責任監査法人 パートナー 江戸川泰路氏 

・リード・キャピタル・マネージメント株式会社 取締役 高階匡史氏 

・三菱UFJキャピタル株式会社 投資営業部長 菅井善朗氏 

・AZX Professionals Group 弁護士 パートナー CEO 後藤勝也氏 

・株式会社産業革新機構 戦略投資グループ マネージングディレクタ 安永 謙氏 

・株式会社東京大学エッジキャピタル パートナー 井出啓介氏 

・株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ 代表取締役社長 田島聡一氏 

・株式会社ストライク 代表取締役社長 荒井邦彦氏 

・副会長 仮屋薗聡一（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） 

日付 内容 日付 内容 

2015/1/20 
Asia Private Equity Forum (APEF) HKVCA 

（安藤理事） 
2015/3/5 総務省  I-Challenge! ICT Startup 2015 

2015/2/5 
2014年度トップ懇談会【テーマ：大学】（郷治理

事、岡橋氏） 
2015/3/11 

JVCAセミナー「新たなる出口戦略の選択」～

OKINAWA J-Adviserが提唱する新たな上場モデ

ル～ 

2015/2/8 SENDAI for Startups ! 2015（仙台） 2015/3/12 

OECD （OECD-ADBI High-Level Panel on Insti-

tutional Investors and  

Long-Term Investment Financing） 

SESSION 1: Developments and major challenges 

in the Asian financial markets 

2015/2/10 Hack Osaka 2015  2015/3/24 EDGE 東京大学  分科会 （齋藤理事） 

2015/2/11 
京都大学シンポジウム アントレプレナーの

新潮流（安達氏） 
2015/4/9 

GLOBAL VENTURE CAPITAL CONGRESS （安

藤理事） 

2015/2/12 
JVCA 2014年度トップ懇談会【テーマ：地域】

（神保理事、水口氏） 
2015/4/15 

JVCAセミナー「2014年 国内ベンチャー投資 分

析結果レビュー（JVR）」 

2015/2/12 
NEDO「オープンイノベーション協議会」設立

総会 
2015/4/24 日経新聞の取材（仮屋薗副会長） 

2015/2/17 
JVCA 2014年度トップ懇談会【テーマ：CVC】

（田島理事、秋元理事） 
2015/5/11 朝日新聞の取材（インキュベイトファンド村田氏） 

2015/2/19 
JVCA 2014年度トップ懇談会【テーマ：独立

系】（齋藤理事、赤浦理事、村田氏） 
2015/5/12 

ACCJ 第４回 プライベート・エクイティ、ベン

チャーキャピタル、外国直接投資フォーラム 「事

業売却－日本企業が取り得る戦略と重要な論

点」 

2015/2/24 
文部科学省グローバルアントレプレナー育成

促進事業(EDGEプログラム) 
2015/5/15 九州地区  VCトップ懇談会（福岡） 

2015/2/25 
グローバルアントレプレナー育成促進事業推

進会議(EDGEプログラム) 
2015/5/19 

(JVCA/KPMGジャパン共催セミナー)ベンチャー

企業の日本・シンガポール・台湾上場 

2015/3/3 NICT 起業家甲子園 2015/6/26 新日本監査法人「国立大学出資シンポジウム」 

2015/3/4 

JVCAセミナー「ベンチャー白書2014 ベン

チャービジネスに関する年次報告」と「クール

ジャパン機構の取り組みについて」 

2015/6/30 新日本監査法人「成長サミット2015」 



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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３．新規会員のご紹介 入会順にご案内を致します 

１．第13回定時会員総会を2015年7月10日（金）に開催致します 
 第13回定時会員総会は虎の門ヒルズにて開催いたします。 

【編集後記】 

"Those who dare to fail miserably can achieve greatly" （by John F. Kennedy） 

故尾崎会長が好きな言葉で、ベンチャーに携わる我々に最期の最期まで力強いメッセージを発信し続けてこら

れました。尾崎さんが生涯かけて伝えたかった“ベンチャースピリット”を継承し、日々活動を続けて参りま

す。ご生前のご功績を偲び、心からご冥福をお祈り申しあげます。           （JVCA事務局） 

日本ベンチャーキャピタル協会 ニュースレター No.38 
■発行日 平成27年6月26日 

■発 行 一般社団法人 日本ベンチャーキャピタル協会 

■編 集 JVCA企画部／事務局 

     〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1  

           新宿フロントタワー 

  TEL：03-5937-0300  FAX：03-5937-0301 
  E-mail：jimukyoku@jvca.jp  URL：http://www.jvca.jp/ 
  FaceBook: https://www.facebook.com/japanvcassociation?ref=hl  

◆  （VC会員）B Dash Ventures株式会社 http://www.bdashventures.com/ 

◆  （賛助会員）グリーンバーグ・トラウリグ法律事務所 http://www.gtlaw.com/ 

◆  （CVC会員）日本エア･リキード株式会社  http://www.jp.airliquide.com/ 

◆  （CVC会員）BASFジャパン株式会社 http://www.japan.basf.com/apex/Japan/ja/ 

◆  （VC会員）グリーベンチャーズ株式会社 http://www.greeventures.com/ 

 VC会員46社・CVC会員6社・賛助会員42社個人38名 合計132社（名） 4月30日現在   

２．第14期代表理事について 
 次期JVCA代表理事には仮屋薗副会長が就任予定となっております。引き続きご支援の程宜しくお願い致します。 

  ・仮屋薗聡一 （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） 

・14：30～15：20  JVCA総会  ※会員限定 

・15：30～16：15 基調講演Ⅰ＜国家戦略視点から見る日本VCへの期待（仮）＞ 

  A.T. カーニー 日本法人会長パートナー 梅澤高明氏 

・16：20～17：20 パネルディスカッション 

  ＜起業家視点から見る日本VCへの期待（仮）＞  

  グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー 

  グロービス経営大学院 学長 堀 義人氏 

  株式会社アイスタイル 代表取締役社長 兼 CEO 吉松徹郎氏 

  株式会社VOYAGE GROUP 代表取締役社長兼CEO 宇佐美進典氏 

  株式会社コロプラ 代表取締役社長 馬場功淳氏 

・17：30～17：45 基調講演Ⅱ 

 ＜経済産業省によるベンチャー支援について（仮）＞ 

  経済産業省 経済産業政策局  

・18：00～19：30 懇親会 

※参加お申込みは専用WEBにて http://www.jvca.jp/seminar/entry/form/51 


