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要約 

現在日本では経済成長が停滞している。その原因として日本の開業率の低さが挙げられ

る。アメリカと比較すると、アメリカの開業率は 10％程度の水準であるが、日本の開業率

は 4%程度と低い水準になっている。また、Forbes Global2000の中で 1980年以降に設立さ

れたアメリカの企業は約 33%、日本の企業は約 13%と日本は新しい企業が成長しづらい環境

となっている。開業率の低下は起業家の減少でもあり、事実その数は近年減少傾向にある。

しかし、ただ起業家の減少が起きているだけでなく、起業希望者の減少が顕著となってい

る。 

起業をしている人の中には、所得増大や自己実現、社会貢献等の動機による能動的起業

家と、生計目的等の受動的起業家が存在するが、81.2%は能動的企業家であり起業する人は

積極的に起業している。どのような人が起業しているか、という統計的データによると起

業家の 84%は男性であり、平均年齢は 41 歳で、36%の起業家が大学卒業以上の学歴を持っ

ている。起業の直前に正社員等の常勤職として勤務していた人が 83%、斯業（起業する分

野と同じ業種での職業経験）をもつ人が 86%となっている。同業種の企業で正社員として

一定の職業経験を積んでから起業していることがわかる。また、GEM による企業活動の国

際比較によると、日本は過去 1年間に起業の具体的な準備をしている人の比率が 2.2%、開

業から 42 か月未満の起業家の比率は 1.5%、その合計である TEA（Total Early-stage 

Entrepreneurial Activity：総合起業活動指数）は 3.7%である。これは OECD 加盟国の中

では下から 2番目と、やはり日本の起業活動は停滞している。 

起業家数と起業希望者数、実質 GDPと開業率をそれぞれ単回帰分析した結果、それぞれ

10％有意、5%有意であり、因果関係があることがわかる。また、GDP 成長率と開業率は正

の相関関係があるので、日本が経済成長するには開業率を高めることが必要となることが

わかる。開業率を高めるために、経済産業省では新創業融資制度、新規開業資金や女性・

若者/シニア起業家支援資金、再挑戦資金支援、経営力強化資金などの資金援助を行ってい

る。 

 起業化育成のために、「天神 COLOR」、「社会起業家育成アクションラーニング・プログラ

ム」、「京都大学企業家育成プログラム」など地域や民間企業、大学と連携したプログラム
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が各地で行われている。 

 先行研究としては岡室(2014)、鈴木(2013)では起業家の就業経験や起業態度について述

べられており、岡田（2013）では近年の日本の開業率と廃業率についての考察、また起業

活動の経済的意義について述べられている。明石(2009)では起業家の動機によって積極的

起業家と受動的起業家に分類しており、大阪大学赤井研究室（2011）によれば労働者が多

い地域ほど、多様な能力を有した人材が存在し、そうした人的資本の蓄積が開業に正の影

響を与えていると考えられるという推定結果が得られている。第 3章では開業率が実質 GDP

成長率に正の因果関係を持っているのかどうかを分析した、まず単位根検定を行い、その

次にグランジャー因果検定を行ったところ有意な結果となった。このことにより、開業率

を向上させることで実質 GDPを成長させること明らかになった。その後、産業別に、どの

業種が実質 GDPに最も影響を及ぼしているのかを調べ、その結果情報通信業であることが

明らかになった。情報通信業は、他の産業が実質 GDPへの寄与度が負のときであっても、

唯一正の寄与度を持っていた。このことから、情報通信業の開業を支援することで、実質

GDP 成長させることができるのではないかと考えた。第 4 章で政策提言を述べている。ま

ず、日本の開廃業率とアメリカの開廃業率を比較した結果、日本は低水準である。日本の

起業家に対する支援策は最近になって充実してきているが、開業率は上昇していない。そ

のため福岡市では「創業特区」が設けられ、法人登記、税務、年金など創業に係る行政手

続を簡素化（ワンストップ）、雇用労働相談センターで人材のマッチングや情報提供を受

けられる、スタートアップ法人減税などを目玉に開業率を押し上げる政策を採っている。

また、横浜市・川崎市では「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」を設け、

ライフイノベーションに関連する事業を集中的に展開している。横浜市・川崎市は福岡よ

りも規模が大きい首都圏の政令指定都市であり、「京浜臨海部ライフイノベーション国際

戦略総合特区」の前例もあることに注目し、横浜市・川崎市に「情報通信ベンチャー企業

特区」を創設することにする。情報通信ベンチャー企業特区では京浜臨海部ライフイノベ

ーション国家戦略総合特区と同じ税制面での優遇を行い、福岡で実施される法人税の引き

下げの両方を取り入れ、起業家にとって情報通信事業を起こしやすくしていく。また、税

収に関しては、法人税引き下げの対象は新規の情報通信分野のベンチャー企業であるので、

減少しないものと考える。情報通信ベンチャー企業特区の創設により企業のハードルを下

げることで開業を進め、日本の経済成長につなげていく。 
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はじめに 

 イノベーションを創出し経済社会を活性化していく上で、ベンチャー企業がそのきっか

けを作って欲しいという期待が高い。アメリカではベンチャー企業が、情報技術・メディ

アやバイオ関連医薬品・医療機器、さらにはサービスなどの領域で新しい事業を牽引し、

産業構造を変えてきたと見なされている。ここではベンチャー企業を①独自の事業アイデ

ア・技術にもとづき、世の中に無かった商品・サービス（新しい経済価値）を提供して、

かつ②事業の系統的仕組みを構築して事業展開（成長）することで、社会に受容される③

未公開の新興起業と捉える。 

我が国産業の新陳代謝は日本経済を再生するにあたって重要な課題となっており、日本

再興戦略には「ベンチャーの加速」が掲げられている。ベンチャー企業は、産業における

新成長分野を切り拓く存在であり、雇用とイノベーションを社会にもたらす、経済活力の

エンジンと言える。ベンチャー企業から次の世代の主要企業が生まれ、新たな経済成長を

牽引することが期待されている。今、失われた 20年といわれる経済低迷の打破のためにこ

こで再度、ベンチャー企業の必要性が問われている。 

しかし、現状としては、日本の開業率・開業希望者数は低迷する一方である。世界と比

較しても日本の起業活動は最低水準レベルである。この原因としては現在の起業家への資

金援助策が不十分であることなど資金面の問題が大きいと考えられる。起業家への支援策

の問題点は多い。本論文ではこの問題点を明らかにし、我々が考えた政策を政策提言とし

て述べた。 

本論文では、第 1章で現状分析・問題提起として日本の開業率の現状と起業の実態を述

べている。現在、日本の起業家数・起業希望者数は減少の一方である。GEM が行っている

調査を用いて、日本の起業活動が他の OECD諸国と比較してどの程度であるか分析をした。

その結果、世界的に比較可能な指標である TEAで比較すると、日本は OECD諸国の中でイタ

リアに次いで 2番目に低く、他国と比べても起業活動が盛んではないことがわかる。次に、

起業家数と起業希望者数、実質 GDPと開業率をそれぞれ単回帰分析した結果、それぞれ 10％

有意、1%有意であり、相関関係があることがわかった。また、GDP 成長率と開業率は正の

相関関係があるので、日本が経済成長するには開業率を高めることが必要となることがわ

かる。開業率を高めるために、経済産業省では新創業融資制度、新規開業資金や女性・若



ISFJ2015 最終論文 
 

6 

 

者/シニア起業家支援資金、再挑戦資金支援、経営力強化資金などの資金援助を行っている。

起業家育成の動向として現在日本で行われている起業家のための人材育成プログラムにつ

いて福岡市で行われている「天神 COLOR」と東京大学と文京区が共同で行った「社会起業

家育成アクションラーニング・プログラム」、京都大学が行った「京都大学起業家育成プ

ログラム」を紹介する。 

第 2章では先行研究としてそれぞれ紹介し、本論文における位置づけを述べている。 

第 3章では実証分析を行った。開業率が実質 GDP成長率に正の相関があるのかどうか分

析した。まず単位根検定を行い、次にグランジャー因果検定を行ったところ有意な結果と

なった。よって、開業率を上げることにより実質 GDPを成長させることができることが明

らかとなった。その後、産業別の実質 GDPへの寄与度を見ると、情報通信業が一貫して正

を維持しており、我々は情報通信業に注目した。 

第 4章では政策提言を述べている。まず、日本の開廃業率とアメリカの開廃業率を比較

した結果、日本は低水準である。日本の起業家に対する支援策は最近になって充実してき

ているが、開業率は上昇していない。そのため福岡市では「創業特区」が設けられ、法人

登記、税務、年金など創業に係る行政手続を簡素化（ワンストップ）、雇用労働相談セン

ターで人材のマッチングや情報提供を受けられる、スタートアップ法人減税などを目玉に

開業率を押し上げる政策を採っている。また、横浜市・川崎市では「京浜臨海部ライフイ

ノベーション国際戦略総合特区」を設け、ライフイノベーションに関連する事業を集中的

に展開している。横浜市・川崎市は福岡よりも規模が大きい首都圏の政令指定都市であり、

「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」の前例もあることに注目し、横浜

市・川崎市に「情報通信ベンチャー企業特区」を創設することにする。情報通信ベンチャ

ー企業特区では京浜臨海部ライフイノベーション国家戦略総合特区と同じ税制面での優遇

を行い、福岡で実施される法人税の引き下げの両方を取り入れ、起業家にとって情報通信

事業を起こしやすくしていく。また、税収に関しては、法人税引き下げの対象は新規の情

報通信分野のベンチャー企業であるので、減少しないものと考えた。 

第 5章では、第 1章～第 4章を踏まえて、結論を述べる。  
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第 1 章 現状分析・問題提起 

第 1 節 開業率の現状と起業の実態 

 本章では日本の開業率の現状と、起業の実態を述べていく。現状日本はアメリカや欧州

主要国と比べ、起業をする人が少ない。アメリカを始め起業活動が活発な国では、主に情

報通信業においてイノベーションが盛んである。世界トップ 2000社（Forbes Global20001）

のうち、1980年以降に起業された企業（金融除く）の日米間比較によると、アメリカでは

466社のうち 156社が 1980年以降に設立された企業で、全体の約 33％を占める。一方日本

は 181社のうち 24社が 1980年以降に設立された企業であり、全体の約 13％となっており、

アメリカよりも新規企業が成長することが少ない。また、時価総額の比較ではアメリカは

日本の 10倍となっている。そこで、日本は起業家自体が減少しているために新規企業が経

済に与える影響がアメリカよりも少ないと思い、日本の起業家数を調査した。以下の図表

1が日本の起業家数の推移である。 

 

図表 1 起業家数の推移 

出所：中小企業庁『中小企業白書 2014年版』

（http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/h26/index.html） 

                                                 
1 Fobes Global2000（2013）、ブルーンバーグ、Financial Quest のデータより作成された統

計データから考察した。 
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上の図表 1のように、日本の起業家数は 2002年までは上がったり下がったりを繰り返して

いたが、2002年以降、右肩下がりで起業家数が推移しており、2002年時点で 30万人いた

起業家が 2012年には 25万人を下回っている。 

 

 次に起業家数が減っているのは起業したいと思う人自体が減少していることが原因では

ないかと考え、起業希望者数について調査した。以下の図表 2が起業希望者数の推移であ

る。 

 

図表 2 起業希望者数の推移 

出所：中小企業庁『中小企業白書 2014年版』 

（http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/h26/index.html） 

 

日本の起業希望者は 1990年代後半以降明確に減少している。以上より、日本の起業家数

の減少は起業希望者数の減少によるものだと考えられる。この関係についての分析は後で

述べる。この結果から起業希望者数の減少は、起業のハードルが高いものになっているた

めではないかということが予想できる。また、以下の図表３のように、起業をしている人

は、所得増大や自己実現、社会貢献等の動機による能動的起業家と、生計目的等の受動的

起業家が存在するが、81.2%は能動的企業家であり積極的に起業する人が多くなっている。 
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図表 3 起業に関する実態調査 

 

 

 

 

 

 

 

出所：中小企業庁委託「起業に関する実態調査」(2010年 帝国データバンク) 

（www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/0023223.pdf） 

 

社員等の常勤職として勤務していた人が 83%、斯業（起業する分野と同じ。起業の直前に

正験）経験をもつ人が 86%となっている。同業種の企業で正社員として一定の業種での職

業経験を積んでから起業していることがわかる。以下、どのような人が起業家になってい

るのか統計的データ2を述べる。起業家の 84%は男性であり、平均年齢は 41歳である。36%

の起業家が大学卒業以上の学歴を持っている職業経験を積んでから起業していることがわ

かる。 

また、日本に おける起業活動の現状を、国際比較も交えて示してみる。開業率や廃業率

の測定基準は国によって異なるため、多国間の厳密な国際比較は難しい。そこで、企業活

動の測定基準を統一した GEM3（Global Entrepreneurship Monitor 米国バブソン大学と

英国ロンドン大学ビジネススクールの起業研究者達が集い、正確な企業活動の実態把握・

各国比較の追及・起業の国家経済に及ぼす影響把握を目指したプロジェクトチームが実施

する調査）のデータを用いて、OECD加盟国の中での日本の位置を確認する。GEMでは、起

業活動を段階別に定義する。「懐妊期の起業家」とは過去 1年間に起業の具体的な準備を

している人、「誕生期・幼児期の起業家」は開業から 42か月未満の起業家を指す。成人（18

                                                 
2 日本政策金融公庫研究所 https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_141222_1.pdf

（情報最終確認日：11 月 1 日）を参照 
3 GEM のデータについては一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター 

http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-content/files/25GEM.pdf （情報最終確認日：11月 1日）

を参照 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/0023223.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_141222_1.pdf（情報最終確認日：11
https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_141222_1.pdf（情報最終確認日：11


ISFJ2015 最終論文 
 

10 

 

～64歳）人口 100人あたりの「懐妊期」と「誕生期・幼児期」の起業家の合計人数は TEA

（Total Early-stage Entrepreneurial Activity：総合起業活動指数）と呼ばれ、この数

値が高いほど、起業活動が活発であるということである。 

日本における懐妊期の起業家の比率は 2.2%、誕生期・幼児期の起業家の比率は 1.5%で、

TEAは 3.7%である。日本の懐妊期の起業家比率は OECD加盟国の中で最低、TEAは下記のグ

ラフにあるようにイタリア（3.5%）に次いで低い。EU加盟国の平均はそれぞれ 4.8%と 8.0%

である。アメリカでは懐妊期の起業家の比率は 9.2%、TEAは 12.9%に上る。このように、

国際的に比較が可能な指標で見ても日本の起業活動は極めて低調であるという現状がわか

る。 

図表 4 起業家精神に関する調査（GEM） 

出所：平成２５年起業家精神に関する調査（GEM） 

（http://www.vec.or.jp/2014/05/13/%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E5%BA

%A6%E3%80%8C%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E7%B2%BE%E7%A5%9

E%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%

EF%BC%88gem%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%89%E3%80%8D/） 

 

http://www.vec.or.jp/2014/05/13/%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%8C%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%88gem%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%89%E3%80%8D/
http://www.vec.or.jp/2014/05/13/%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%8C%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%88gem%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%89%E3%80%8D/
http://www.vec.or.jp/2014/05/13/%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%8C%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%88gem%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%89%E3%80%8D/
http://www.vec.or.jp/2014/05/13/%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%8C%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%88gem%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%89%E3%80%8D/
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ここで、本項で最初に述べた起業希望者と起業家数との相関と因果関係を分析するため

に回帰分析を行う。説明変数（Y）に起業希望者数、被説明変数（ｘ）に起業家数をとり単

回帰分析4を行った。推定に使用したデータは、1979、1982、1987、1992、1997、2002、2007、

2012年の起業者数と起業希望者数のデータ5である。 

Y=β₀+β₁x (Y:起業家数、x:起業希望者数) 

結果は以下のとおりとなった。 

 

図表 5 起業者数と起業希望者数の回帰分析結果 

 

データ出典：中小企業庁『中小企業白書 2014年版』 

（http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/h26/index.html）  

 

結果、係数は 10%有意であり、起業家数は起業希望者数の影響を受けることがわかった。

この関係を前提とすると、図表 2では起業希望者数の減少は現在も進行しているものであ

り、今後も減少傾向が続くことが予想できるので、起業家数自体も今後さらに減少してい

くことが予想できる。 

次に、我々はなぜ起業家数が減ると問題なのか、起業家数と経済成長との間に関係はな

いのかと考えた。そこで、GDP成長率6と開業率との間に関係があるのか分析7してみた。説

明変数（Y）に開業率、被説明変数（ｘ）に GDP成長率をとり、単回帰分析を行った。式は

以下の式である。 

                                                 
4 単回帰分析は Exel2013 を使用して行った。 
5 中小企業庁「中小企業白書 2014 年版」のデータを使用 
6 内閣府『国民経済計算』の実質暦年(前年比)のデータを使用 
7 データは図表６の散布図作成時に利用したデータと同一である。 

回帰統計
重相関 R 0.641397
重決定 R2 0.41139
補正 R2 0.313288
標準誤差 2.243787
観測数 8

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 1 21.11251 21.11251 4.193500026 0.086505
残差 6 30.20749 5.034581
合計 7 51.32

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%
切片 18.90152 3.651272 5.176694 0.002060953 9.96718 27.83586 9.96718 27.83586
X 値 1 0.050487 0.024654 2.047804 0.086504658 -0.00984 0.110813 -0.00984 0.110813

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/h26/index.html
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Y=β₀+β₁x (Y:GDP成長率、x:開業率) 

 

図表６ 単回帰分析結果 

 

データ出典：中小企業庁『中小企業白書 2014年版』、内閣府『国民経済計算』 

（http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/h26/index.html） 

 

分析の結果、係数は 1%で有意であることがわかり、開業率を伸ばすことによって GDP成

長率が上昇することがわかった。 

次になぜ起業希望者の減少が起きているのか、明らかにしていきたい。 

 

 

 

 

回帰統計
重相関 R 0.657269
重決定 R2 0.432003
補正 R2 0.394137
標準誤差 0.222772
観測数 17

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 1 0.566178 0.566178 11.40859347 0.004143
残差 15 0.74441 0.049627
合計 16 1.310588

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%
切片 3.40886 0.057619 59.1622 3.41642E-19 3.286048 3.531672 3.286048 3.531672
X 値 1 0.082689 0.024481 3.377661 0.004143413 0.030509 0.13487 0.030509 0.13487

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/h26/index.html
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図表７ 起業に関する実態調査 

出所：中小企業庁委託「起業に関する実態調査」(2010年 帝国データバンク) 

（www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/0023223.pdf） 

 

図表７は 2010年に行われた中小企業庁委託「起業に関する実態調査」の結果である。起

業を決心した後の段階として「資金面のめどが立った」という項目が最もポイントが高い。

やはり、起業をするにあたって資金面においての工面が最も重要であることがわかる。裏

を返せば、資金がある程度ないと起業することはリスクを伴い、人々は起業をしないよう

になるようだと考察できる。 

 起業することにおいて資金面が重大な問題であるので、最近経済産業省が行っている新

規起業家や新規事業に対しての支援制度として以下の図表８のものがある。 

 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/0023223.pdf
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図表８ 創業支援関連制度の拡充  

出所：経済産業省 HP（www.meti.go.jp/press/2013/12/20131213004/20131213004-9.pdf） 

 

 図表８は日本政策金融公庫における創業支援関連制度8についてまとめている。 

これを見ると、新創業融資制度では貸付限度額が1500万円から3000万円と増額していて、

自己資金要件も１/3 から 1/10と緩和されている。新規開業資金や女性・若者/シニア起業

家支援資金、再挑戦資金支援、経営力強化資金は貸付対象が新規開業しておおむね 5年以

内の者から 7年以内の者と、借りる人の幅を広げるように支援制度の拡充を行っている。 

ここまで見て、支援制度自体は拡充しているが開業率は低下しているのが近年の傾向であ

る。 

 

 

 

                                                 
8 詳しい貸し出し条件や金利等は日本政策金融公庫 HP 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ （最終情報確認日：11 月 11 日）を参照 

http://www.meti.go.jp/press/2013/12/20131213004/20131213004-9.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/
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第 2 節 起業家育成の動向 

本節では、日本で行われている起業家のための人材育成プログラムをいくつか紹介して

いきたいと思う。まず一つ目に「天神 COLOR」9である。このプログラムは、福岡市の中心

地に位置する「天神から」世界を目指す起業家・スタートアップを生み出すアクセラレー

ションプログラムを開始し、「グローバル創業特区」に指定された福岡市における民間主

導のインキュベーション事業として起業家が起業家を生む好循環を創りだし、エコシステ

ムを構築するためのプログラムである。 西日本鉄道㈱と Startup Go!Go!実行委員会およ

び㈱日本政策金融公庫の 3社で提携し、起業家支援に取り組んでおり、起業家育成プログ

ラムをはじめ、税務・会計の専門家を招いての講演会や融資に関する相談会、先輩起業家

や西鉄グループとのマッチングイベントの開催など、それぞれの強みを活かしながら起業

家をサポートしている。 さらにこの政策の一番のポイントは、コワーキングスペースの導

入だろう。コワーキングスペースとは、このキャンペーンの参加者に与えられる特権で、

他の起業家たちと共同で生活しながらプログラムに参加するものであり、コミュニティマ

ネージャーが常駐し、入居者の交流を促進することで、人的ネットワークの構築やコラボ

レーションを促す環境を創りだし、事業拡大をサポートするといったものである。 

次に二つ目は、「社会起業家育成アクションラーニング・プログラム」10である。これ

は‘文京区・東京大学から羽ばたく、社会を変える、未来を創る起業家を輩出する,という

スローガンの下生まれた文京区と東京大学の「産学官連携 社会起業家育成アクションラー

ニング・プログラムの開発と地域活性化の取り組み」に関する共同研究であり、社会起業

家の育成と地域の活性化を目的としている。平成 23年度は東京大学キャンパスがある本郷

界隈の商店街の活性化を題材として活動したが、福祉や育児、環境などの社会的課題に取

り組むため、平成 24年度より、2002年からこれまで 150名を超える社会起業家の育成・

輩出に先駆的に取り組んできたNPO法人ETICが新たなパートナーとして加わることになり、

東京大学産学連携本部・文京区・ETICの三者連携体制でプログラムを実施している。 こ

れにより、ソーシャル・ビジネス全般が、プログラムの支援対象となり、また、ETIC.が持

つ社会起業家や経営者、専門家ネットワークを活用することにより、受講生が取り組むプ

                                                 
9 天神 color http://tenjin-color.jp/ を参照（情報最終確認日：11 月 1 日） 
10社会起業家育成アクションラーニング・プログラム http://www.etic.or.jp/kigyo_alp/ を参

照（情報最終確認日：11 月 1 日） 

http://tenjin-color.jp/
http://www.etic.or.jp/kigyo_alp/
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ロジェクトに対するサポートもより手厚くなった。 このプログラムでは、事業を通じて社

会の課題の解決に取り組みたいと思っている人や、何かしらの形でソーシャル・ビジネス

に関わって役に立ちたいと考えている人が、志を持つ仲間と出会って切磋琢磨し、アント

レプレナーシップ（起業家精神）を発揮して自ら大きく成長できるチャンスを提供する。 

三つめは、「京都大学企業家育成プログラム」11である。このプログラムは、現代社会

や国内外の有力企業で求められるイノベーションの起動・推進を目的とし、講義と実践を

組み合わせたプログラムを通じて、イノベーションの核となる人材を育成するものである。

このプログラムの内容を具体的に見てみると、ｉＣＯＲＰをベンチマークとしつつ、理系

の院生・ポスドク等の人材に、ビジネススクールの学生等を組み合わせたチームを組成し、

テクノロジー・ベンチャーのビジョン創出、ビジネスモデルの仮説構築と実証、顧客開発

およびプロトタイピング、パートナーリング・資金調達までの起業プロセスを包括的に体

験させる。整った書類としてのビジネスプランの作成ではなく、顧客ニーズと提供価値に

関する仮説を構築し、外部のパートナー企業や顧客との頻繁なインタラクションを通じて

進化させていく、顧客ニーズの検証のプロセスを最重視している。 さらに、このプログラ

ムの独自性を見出すことができる要因として健康産業・医療機器における事業創造に特化

していることがあげられる。その理由としてあげられるのが、京都大学は医学領域での高

度人材を数多く有していること。健康産業・医療機器産業は、日本の医学、高度医療とも

のづくり力の両方を生かしたベンチャー創出が可能な分野であると考えられること。また、

経済産業省は健康産業分野における市場規模を現在の4兆円から10兆円にまで拡大すると

いった目標を掲げており、また、厚生労働省は、現在輸入に依存している医療機器産業の

海外依存度を 30％以下、海外への輸出額の倍増といった目標を掲げていて、このプログラ

ムはそれらの目標に整合していること。さらには、グローバルな成長が見込めることがあ

げられる。 最後に、Silicon Valley Japan University(シリコンバレー日本大学)12では、

人材育成およびビジネス開発プログラムをベースに、起業家マインドの醸成とグローバル

ファーストビジネスの開発を強化した起業家育成プログラムを開発し提供している。ここ

ではいくつかこのカリキュラムの内容を紹介していく。グローバルアントレプレナー養成

講座Ⅰでは、事業化に必要な起業家マインド、事業化ノウハウ、課題発見・解決能力およ

                                                 
11京都大学企業家育成プログラム http://www.gsm.kyoto-u.ac.jp/gtep/ を参照（情報最終確認

日：11 月 1 日） 
12シリコンバレー日本大学 http://www.svju.org/ （最終情報確認日：11 月 2 日） 

http://www.gsm.kyoto-u.ac.jp/gtep/
http://www.svju.org/
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び広い視野等を身につけること目的とする。ビジネスプラン作成を通じて、事業成功に必

要な経営戦略、財務戦略、マーケティング等の基本的知識を習得する。それにより自らの

専門性を活かした起業を可能とする事を目的とする。アントレプレナーの講演やグループ

ワーキングによるビジネスプラン作成を通じ、企業や社会の課題発見力と解決力を養う。

そしてグローバルアントレプレナー養成講座Ⅱでは、グローバルアントレプレナーが事業

を推進するために必須となるビジネスプラン案を見る力、作る力、伝える力、修正する力

に必要な技術ノウハウを身に付ける。自らのビジネスプランベンチャーキャピタリストや

業界にプレゼンする事を想定し、アントレプレナーの講演やグループワーキングによるビ

ジネスプラン作成を通じ、企業や社会の課題発見力と解決力を養う。 このように、実際に

社会人になって現場に実践的に使われるビジネススキルなどを教わることができるのはと

ても起業家を目指している人にとっては将来的にも強みになっていくに違いない。 

 

第 3 節 大学発ベンチャーの考察  

以下の現状分析は明石芳彦編著『ベンチャーが社会を変える』ミネルヴァ書房を参考に

している。大学べンチャーは、大学で開発された技術について、起業家が会社を設立して

開発する価値があると判断して起業活動を起こすことで創出され、産学連携の社会的なコ

ンテキストにおいて重要な社会的主体となりうる。大学発ベンチャーの創業は、大学での

技術開発を基盤とした起業家的活動によって実現できるが、大学との関係性をもつ技術や

起業家を中核とする点において通常の事業創業活動とは一線を画する。大学発ベンチャー

では、研究者が創業者となって研究成果の事業化を図ることが可能であり、研究者・技術

開発者がどう関わっていくかは起業プロセスに大きく影響するが、開発とマネジメントと

いう異なる能力を必要とするためうまくいかないことも多い。しかし、このことは大学発

ベンチャーが期待するに値しないことを意味しているわけではない。事実、アメリカでは、

大学発ベンチャーはバイオや IT のような先端領域のイノベーションの駆動力となってき

た。 

大学発ベンチャーは経済的な価値の創造に貢献できる潜在的な力を持つが、現実の起業

プロセスを円滑に進めていくことは難しい。大学発ベンチャーの創出プロセスにおける起

業家活動について、いくつかの示唆を得ることができる。第 1に、創業者の開発した技術
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は斬新的な革新ではなく、これまでになかった技術であるという点で新たな事業パラダイ

ムを生み出しうる起業家的な革新であることである。革新的技術が社会的な問題を解決し、

これまでになかた画期的な技術であり、こうした革新的技術が社会的な問題を解決し、経

済的価値に加えて大きな社会的価値を生み出す可能性があること、すなわち戦略的社会性

を実現できる起業家的革新であったことがベンチャーを起こす決断をさせるのである。第

2 に、開発者が創業経営者として経営の中核的な役割を担える背景には、知的財産の革新

性に加えて、起業的な革新の志向の実現を支える戦略的背景が必要となる。起業時には、

革新的な先端技術といえども専門領域の学会や利害関係者に対する正統化活動によって不

確実性の縮減と事業に対する信頼性を高める必要がある。大学発ベンチャーの技術の革新

性と開発者のアカデミックな質の高さは起業時の経営資源の獲得と統合に関する不確実性

を縮減し、開発者自身を創業経営者へと進化させる源泉となりうるのである。第 3に、創

業経営者・開発者のおかれた環境、とくに大学発ベンチャーに対する大学の自由度の大き

さ、事業領域の研究水準の高さ、および大学のもつ起業支援の制度と文化が大学発ベンチ

ャーの起業プロセスを進捗させる。わが国の大学に対するアンケート調査の結果から、大

学における研究教育要因のすべてにベンチャー創出効果が確認され、大学の研究教育の活

発化がベンチャー創出効果をもつと指摘する研究もある（上野、2006）13。第 4 に、高い

レベルで能力の補完性を持つ経営チームは強みの源泉であるが、能力の補完性とともに心

的な距離の近さもチームにとっては重要となるだろう。経営チームも機能は能力の補完性

とともに中核メンバーの心的な距離の近さにも影響され、大学の人的資源の活用は心的な

距離感を測る機会を設けやすいという点からは、そうした距離の近さを生み出しうる要因

の一つになりうる。 

また、同志社大学の D‐egg(同志社大学連携型起業家育成施設)14は、大学発ベンチャー

の起業、中小企業等の新規事業展開を支援することにより、産学連携の強化、地域産業技

術の高度化、新産業の創出、地域産業の発展を促進する取り組みを行っている。この施設

は、インキュベーションマネージャーを通して幅広いネットワークを活用することや、事

業プランの作成・資金調達・販路開拓など、起業から第二創業まで各ステージに最適な支

                                                 

13上野正樹（2006）大学発ベンチャー企業成長の実践的研究－大学発ベンチャーの創出要因と

成長戦略－http://www.nedo.go.jp/content/100082912.pdf （情報最終確認日：11 月 2 日） 

14同志社大学連携型起業家育成施設 http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/（情報最終確認日

11 月 2 日）参照 

http://www.nedo.go.jp/content/100082912.pdf
http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/（情報最終確認日11月2
http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/（情報最終確認日11月2
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援を受けることが可能なため、これから起業する人や起業して間もない人にとっての環境

が整っているのがひとつの利点なのはもちろんだが、もうひとつの利点は、新規商品材料

の開発や技術向上を目指す人が、大学から技術的な支援を受け、スムーズに事業家を推し

進めることができるということである。これにより、斯業経験を元に新しく起業をする人

のサポートが実現可能となる。 

 

第 2 章 先行研究 

本章では開業率と GDPの関係、起業家や人的資本についての先行研究を紹介したい。 

まずはどのような人が起業をしているか、そして人的資本に関係する先行研究を紹介す

る。岡室(2014)15によれば、勤務先企業を定年退職したあとで、仕事の経験と技術・ノウ

ハウを活かし、退職金や貯金を資金として開業する人が増えていると考えられている。斯

業経験（起業する業種と同じ業種での職業経験）を持つ人が 86%という日本政策金融公庫

研究所16の同公庫の融資先を対象にした調査も明らかになっている。確かに、起業家の多

くがその企業で正社員として同業種の職業経験を積んだ後で開業していることがわかる。

また開業率の低迷する要因としては、事業者対象被雇用者収入比率は 1970年頃まで 1を超

えていたが、1973年をピークに低下し、2001年には 0.52にまで低下した。これは企業の

期待収益が相対的に下がったことで起業へのインセンティブが低下していることを示唆し

ている。「リスクを負って起業しても所得が減るだけだから、今のままがいい」と考えた

結果、全体で開業率が低くなるのは不思議ではないようだ。 

また、大阪大学赤井研究室（2011）17によれば、労働者が多い地域ほど、多様な能力を

有した人材が存在し、そうした人的資本の蓄積が開業に正の影響を与えていると考えられ

るという推定結果が得られている。また、専門技術を有した人的資本の蓄積が開業に正の

影響を与えるとの結果が出ている。これらを見ると、起業や開業を進めていくためには、

                                                 
15岡室博之（2014）「開業率の低下と政策措置の有効性」 
16 日本政策金融公庫研究所 https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_141222_1.pdf（情報

最終確認日：11 月 11 日）参照 

17大阪大学赤井研究室（2011）「創業促進政策は開業率を押し上げるのか～政策効果の実証分

析を通して～ 」 

 

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_141222_1.pdf（情報最終確認日：11
https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_141222_1.pdf（情報最終確認日：11
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専門的な技術を持った人的資本の蓄積が必要であることが分かる。開業を進めるために、

日本では人材育成面での支援が必要となっていくという考察が得られる。 

また鈴木(2013)18は事業機会を認識している人の割合も起業に必要な知識・経験・能力

を備えていると考える人の割合も低く「起業態度」が明らかに薄く、これらの指標が高い

水準にある人は起業活動に従事する可能性が高いと見ている。これを踏まえて「事業機会

と起業スキルが主観的に見て不足していることが日本における低調な起業活動の重要な要

因である」と言えそうだ。 

 次に開業率と廃業率についての先行研究を紹介する。岡田（2013）19では、廃業率は、

1990 年代半ばまでは 4% 前後で横ばい圏内の動きであったが、1990年代後半に急増した後、

再び 6%台で横ばい状態にあると指摘している。そして 1990 年代以降の特徴としては、廃

業率が開業率を上回っていることが挙げられる、と述べている。これは「経済センサス」

による調査であり、開業率と廃業率に関する調査は様々あり、どれも長所や短所があり、

正確な指標は存在しないが、どの調査にも通ずるものとして、①バブル崩壊以降、開業率

低迷および廃業率の上昇という長期的傾向が見られる、② 2000 年以降、廃業率が開業率

を上回るケースが増えてきている、③ 2000 年前後と 2006 年前後に、開業が一時的に活

発になった時期がある、という点が指摘できるとされている。つまり、日本の開業率は、

バブル以降長期的にみて低迷していて、近年では廃業率は開業率よりも高い傾向にあると

いうことは間違いがないようだ。 

 また、岡田（2013）では起業活動の経済的意義としてしばしば指摘されるものに、①起

業によって新規雇用が生み出される②革新的な技術（イノベーション）などが市場に持ち

込まれる③経済の新陳代謝が活発となって生産性が向上し、結果として、経済成長につな

がることが期待されるという、3点を挙げている。起業活動と雇用創出の関係は比較的明

確であり、新規開業企業が既存企業と比べて新規雇用を多く生み出しているようだ。 

 最後にベンチャー企業の特性、長所について考察する先行研究を紹介する。岡田（2013）

では起業活動とイノベーションについて考察している。新規開業企業は既存の企業と異な

る何らかの新しい財、サービスを提供している可能性が高い。ここでいう「新しい」とは、

財・サービスの提供、製造方法、原料調達方法、経営管理の方法などの企業活動において、

                                                 
18鈴木正明（2013）「日本の起業活動の特徴は何か グローバル・アントレプレナーシップ・

モニターに基づく分析」『日本政策金融公庫論集』第 19 号，17―33 頁 
19岡田悟（2013）「我が国における起業活動の現状と政策対応―国際比較の観点から―」 
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今まで存在しなかった革新的なものを指すだけでなく、供給される国や地域において「新

しい」というものも含まれる。こうした新規性は必ずしもイノベーションにつながるとは

限らないが、イノベーションが生まれるには新しい試みがなされなければならず、その意

味で、起業活動は多くの場合、イノベーションの重要な源泉になっているという。つまり、

起業活動は多くのイノベーションを生み出し、新規市場の開拓や、元々ある市場の活性化

につながる。 

岡田（2013）では起業活動とマクロの生産性の向上について、しばしば指摘されるのが、

生産性の高い企業が参入して、相対的に生産性が低い企業が退出することによる新陳代謝

効果であると述べている。さらに、参入の増加による競争の促進によって既存企業の生産

性が上がり、マクロの生産性が向上する効果（いわゆる内部効果）も期待される。ベンチ

ャー企業ができることで市場に競争が激しくなり、生産性の向上が見込めるといえそうだ。 

また、明石（2009）20 によれば、ベンチャー企業を、①独自の事業アイデア・技術に

もとづき、世の中に無かった商品・サービス（新しい経済価値）を提供して、かつ②事業

の系統的仕組みを構築して事業展開（成長）することで、社会に受容される③未公開の中

小企業と捉えている。本論文もベンチャー企業をこのように捉えている。また、事業開始

の動機は、①個人的な経済利益の追求、②個人的に信念をもつ技術や概念・アイデアの社

会的妥当性を世に問う、③社会や特定地域において欠如する事業を誰かが実施すれば多く

の人が便利と感じるであろう事業を自ら開始する、④自らが有する特定基準に合致した店

舗を持つとか事業を始めるという個人や特定集団の夢を実現する、ときには⑤外国企業の

市場制圧を未然に防ぐためのナショナリズム意識に基づく行為、などに分類している。本

論文では、起業家の動機によって積極的起業家と受動的起業家に分類した。 

明石（2009）によれば、近年、わが国の産業競争力強化の観点から産学連携とその制度

設計が重要な要因として位置づけられている。産学連携は、大学と産業界という異なる領

域の間に相乗効果を生み出し、それぞれの潜在的な可能性を高めうるからである。大学発

ベンチャーは、大学で開発された技術について、起業家が会社を設立して開発する価値が

あると判断して起業活動を起こすことで創出され、産学連携の社会的なコンテキストにお

いて重要な社会的主体となりうる。大学発ベンチャーの創業は、大学での技術開発を基盤

とした企業家的活動によって実現できるが、大学との関係性をもつ技術や企業家を中核と

                                                 
20 明石芳彦編著『ベンチャーが社会を変える』ミネルヴァ書房より 
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する点において通常の事業創業活動とは一線を画する。以上のように述べられているため、

本論文では第 4章で述べる政策提言である「情報通信ベンチャー企業特区」を横浜市・川

崎市に設置する理由として大学が多く、学術面や研究開発の基盤が充実していることを理

由の 1つにした。 

 最後に、これまで先行研究で見てきた開業率と GDPの関係性、人的資本育成、起業

とイノベーション、産学連携を踏まえて本稿の位置づけを示したい。第 1章の単回帰

分析の結果および岡田（2013）より、開業率と GDPには相関関係があり、近年日本の

開業率が低下傾向にあることがわかる。また、開業を進めていく上では人的資本は必

要不可欠な要素である。我々は現状この 2点に関して日本はアメリカなど日本より開

業率が高い先進国と比べて遅れをとっていると考える。日本経済は失われた 20年や世

界的な金融不安により低迷を続けているために起業する人が減り、開業率が伸び悩ん

でいることは明白である。 

 よって本稿では次章の分析結果も踏まえ、日本の開業率を上げることができるよう

な方策を提案し、これまでの現状分析と先行研究を鑑みた政策提言をしていきたい。 
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第 3 章 実証分析 

第 1 節 実質 GDP と開業率の因果関係の検定 

すでに経済成長率と開業率の間には相関関係があることは確認した。しかし、この関係

は景気が低迷しているから開業率が上昇しないという因果関係も読み取れる。そこで、本

節では開業率と経済成長率の間の因果関係について再度考察していくこととする。 

グランジャー因果検定を使って、日本の開業率と経済成長率の間の因果関係を分析する。 

以下のような２変量 VARモデルを用いてグランジャー因果検定を行う。 

y a a y a y b z b z e

z a a y a y b z b z e

t t p t p t p t p t

t t p t p t p t p t

       

       

   

   

10 11 1 1 11 1 1 1

20 21 1 2 21 1 2 2

 

 
 

データは中小企業庁『中小企業白書 2005年版』第 3部の「第 3-3-37図 開業率と実質

GDP成長率の関係」21と内閣府『国民経済計算』、中小企業庁『中小企業白書 2014 年版』

付属統計資料「7表 会社の設立登記数及び会社開廃業率の推移」から独自に組み合わせ

た 1971年から 2011年の開業率と実質 GDP成長率のデータを使用した。なお、推定におけ

るラグの次数は 2とした。 

まず、各系列が定常であるかどうかについて単位根の検定を行った。検定結果は以下の

とおりである。使用した変数は実質 GDP成長率と開業率である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 このデータ自体は法務省「民事・訟務・人権統計年報」、国税庁「国税庁統計年報書」、内

閣府「国民経済計算年報」によって作成された。 
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図表９ 単位根の検定 

Null Hypothesis: GDP has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.154300  0.0023 

Test critical values: 1% level  -3.605593  

 5% level  -2.936942  

 10% level  -2.606857  

          
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

 

Null Hypothesis: KAIGYO has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.026709  0.0411 

Test critical values: 1% level  -3.610453  

 5% level  -2.938987  

 10% level  -2.607932  

          
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

出所：Eviews８により著者作成 

 

GDP成長率は 1%、開業率は 5%で単位根有の帰無仮説が棄却され定常性が確認できた。次い

で、グランジャー因果の検定をおこなった。結果は以下の表の通りである。 
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           図表１０ グランジャー因果検定の結果 

 

出所：Eviews８により著者作成 

 

これにより「開業率から実質 GDP成長率への因果はない」という帰無仮説は棄却される。

また、「実質 GDP成長率から開業率への因果はない」という帰無仮説は棄却されない。つま

り開業率から実質 GDP成長率への因果関係が確認できる。この結果から、やはり開業率は

実質 GDP成長率に影響を与えるといえる。 

 

第 2 節 経済活動別開業率の分析 

次に、開業率と実質 GDP成長率との因果関係において最も因果の強い業種が何であるか

を検討する。というのも、具体的にどの業種が GDPに強い影響を与えているのかが分かれ

ば、政策提言として支援するべきポイントが明確になるからである。以下の図表 11は、平

成 21年度と平成 24年度の経済活動別会社開業率である。全体的にこの 4年間で開業率は

低下しているが、特に情報通信業は-5.015と開業率が大幅に下落していることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 KAIGYO does not Granger Cause GDP 39 6.14978 0.0053
 GDP does not Granger Cause KAIGYO 0.24306 0.7856
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図表 11 経済活動別開業率の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：経済産業省「経済センサス」22より著者作成 

（http://www.stat.go.jp/data/e-census/2012/） 

（http://www.stat.go.jp/data/e-census/2009/） 

 

以上より、平成 24年度は平成 21年度と比較して全体的に開業率が下がっているのが分か

る。特に、情報通信業と運輸業、小売業でその傾向が顕著である。 

 

次の図表１２が同時期における経済活動別実質 GDPの推移である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 平成 24 年度は活動調査、21 年度は基礎調査である。 

業種 開業率変化
農林漁業（個人経営を除く） -3.51%
鉱業，採石業，砂利採取業 -1.03%
建設業 -1.77%
製造業 -1.42%
電気・ガス・熱供給・水道業 -1.23%
情報通信業 -5.01%
運輸業，郵便業 -4.29%
卸売業，小売業 -0.84%
金融業，保険業 -0.66%
不動産業，物品賃貸業 -1.60%
学術研究，専門・技術サービス業 -2.96%
宿泊業，飲食サービス業 -1.34%
生活関連サービス業，娯楽業 -0.82%
教育，学習支援業 -0.40%
医療，福祉 -1.78%
複合サービス事業 -53.47%
サービス業（他に分類されないもの） -1.49%

http://www.stat.go.jp/data/e-census/2012/
http://www.stat.go.jp/data/e-census/2009/
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図表 12 経済活動別国内総生産の変化 

 

          出所：内閣府『国民経済計算』より著者作成 

（http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html） 

 

経済活動別開業率は全ての業種において増加は見られないが、経済活動別国内総生産は鉱

業、電気・ガス・水道業においてのみ増加が見られる。 

 ここで我々は情報通信業に注目した。なぜなら情報通信業は図表 11の開業率の変化分は

－5.01％と大きな負の値となっているにもかかわらず、図表 12の経済活動別国内総生産の

変化では 1.1と正の値なので、情報通信業の開業率を伸ばすことは経済全体の GDPを成長

平成23年 平成24年 変化分
１．産      業 99.9 101.4 1.5
　（１）農林水産業 102.5 103.1 0.6
　（２）鉱　　　業 48.2 45.1 -3.1
　（３）製　造　業 107.3 109.8 2.5
　　　ａ．食　料　品 92.4 96.1 3.7
　　　ｂ．繊　　　維 73.9 79.8 5.9
　　　ｃ．パルプ・紙 84.6 76.2 -8.4
　　　ｄ．化　　　学 105.6 109.5 3.9
　　　ｅ．石油・石炭製品 111.6 127.1 15.5
　　　ｆ．窯業・土石製品 88.8 84.4 -4.4
　　　ｇ．一次金属 97.1 98.8 1.7
　　　ｈ．金属製品 82.7 84.4 1.7
　　　ｉ．一般機械 101.7 101 -0.7
　　　ｊ．電気機械 181.3 174 -7.3
　　　ｋ．輸送用機械 102 112.4 10.4
　　　ｌ．精密機械 97.8 102.1 4.3
　　　ｍ．その他の製造業 90.9 91.2 0.3
　（４）建　設　業 89 90.4 1.4
　（５）電気・ガス・水道業 81.7 64.3 -17.4
　（６）卸売・小売業 88.1 90.2 2.1
　（７）金融・保険業 87.8 89.9 2.1
　（８）不動産業 108.6 109.2 0.6
　（９）運輸業 96 99 3
（１０）情報通信業 108.5 109.6 1.1
（１１）サービス業 104.3 106.7 2.4
２．政府サービス生産者 101.1 101 -0.1
　（１）電気・ガス・水道業 88.6 86.6 -2
　（２）サービス業 99 98.7 -0.3
　（３）公　　　務 103.4 103.6 0.2
３．対家計民間非営利サービス生産者 121.4 128.3 6.9
　（１）サービス業 121.4 128.3 6.9

http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html
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させるのではないか、と考えたからである。以下の図表 13は実質 GDP成長率に対する情報

通信産業の寄与を示したものである。 

 

図表 13 実質 GDP成長率に対する情報通信産業の寄与 

出所：総務省「ICTの経済分析に関する調査」23（平成 24年） 

（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/link/link03_03.html） 

 

上の表を見て分かるように、産業別の実質 GDPへの寄与度は、情報通信業においては一

貫して正である。特に、平成 19年から平成 22年にかけて、情報通信業以外の産業では GDP

の寄与は負であるが、情報通信業は正を維持している。このことから、情報通信業の成長

を促すことで、実質 GDPを成長させることができる。 

以上の分析より、情報通信業は実質 GDP成長率に大きく貢献していることが分かる。し

かし、現状では情報通信業の開業率は低く、これを改善させることで実質 GDP成長率に寄

与させることができるのではないかと考える。 

 

第 4 章 政策提言 

第 1 節 アメリカと我が国の開業率の比較 

 具体的な政策提言に移る前に、日本とアメリカの開業率の比較をしていくことにする。 

一般的に、アメリカではシリコンバレーを中心として、起業活動が盛んである。そこで、

日本とアメリカの間のそれぞれの開業率、廃業率についてどの程度の格差があるのかが存

在するのかを見ていく。 

 

                                                 
23 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/ict_keizai_h25.pdf を参照（情報最終確

認日：11 月 1 日） 

（％）

平成7～10年 10～13年 13～16年 16～19年 19～22年

その他産業 0.2 0.2 0.3 0.8 -1.5
情報通信業 0.4 0.4 0.2 0.5 0.1
全産業 0.6 0.5 0.5 1.3 -1.4

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/link/link03_03.html
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/ict_keizai_h25.pdf
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 図表 14 日本企業の開業率・廃業率 

出所：中小企業庁『中小企業白書 2006年版』より作成 

（http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/h18/index.html） 

 

図表 14のように、日本では 1975年から 1981年までは、開業率が 6%と比較的高い水準

を維持していたが、1881年以降、開業率は下落を続けており、現在約 3.5%である。1991

年から開業率は持ち直しているがアメリカの現状と比較すると、依然低い状況にあるとい

える。一方廃業率は、1986年頃までは開業率を下回っていたが、その後開業率を上回り現

在も上昇し続けている。このように、日本においては開業率と廃業率とが乖離している。 
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ISFJ2015 最終論文 
 

30 

 

図表 15 アメリカの開業率・廃業率 

 出所：中小企業庁『中小企業白書 2006 年版』より作成 

（http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/h18/index.html） 

 

次にアメリカのデータを見ると、開業率は日本より軒並み高く、ベンチャー企業ができ

やすい環境であることがわかる。アメリカは企業の新陳代謝がよく起き、開業数自体も多

いが、廃業数も同様に多い。しかし第 3章の実証分析でも述べたとおりに、開業率が高い

ことは実質 GDPに正の影響を与えるので、本論では廃業率については考察しないこととす

る。我々の政策提言では開業率の水準をアメリカ並みの 10％程度まで引き上げることを目

標とする。 

 

 

第 2 節 現状の支援制度 

これまで我々は、開業率が GDPに影響を与える根拠を示して、情報通信業の開業率をア

メリカ並みの 10％程度まで伸ばし、実質 GDPを成長させて日本の経済成長につなげるとい

うことを目標にする政策提言を軸に論を進めてきた。本節では具体的な資金援助方法、ま

た起業家を増やす方策について述べていきたい。 

 現状起業家支援で行われている制度では、図表８で明示したように日本政策金融公庫の

「新規開業資金」、「女性、若者/シニア起業家資金」、「新事業活動促進資金」などのさまざ

8.5
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アメリカ開業率 アメリカ廃業率 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/h18/index.html
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まな支援策がある。ここでは日本政策金融公庫の「新事業育成資金」を使用した起業支援

を紹介する。 

 新事業育成資金とは、新たな事業を行うために必要な設備資金や運転資金として、6億

円を上限に、最長 15年までの長期融資を受けることができる支援であり、融資後 5年目ま

では特別利率24で、返済期間は設備資金が 15年以内（うち据置期間 5年以内）、運転資金

が 7年以内（うち据置期間 2年以内）となっている。 

 

図表 16 新事業育成資金の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

出所：政府広報オンライン（http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201412/1.html） 

 

近年、日本政策金融公庫のベンチャーや新事業に挑戦する中小企業向けの融資は増加傾向

にある。上の図のように、24年度と比べると 25年度は大幅に増加しており、新規事業を

行う中小企業やベンチャー企業にとって、資金融資への需要が増してきていることが分か

る。起業希望者にとって資金面の問題というのは一番重要な問題であるにもかかわらず、

現状としては開業率に向上は見られず、開業率水準は４～５％くらいである。 

 

                                                 
24 特別税率に関しては日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/n/rate/base.html （情報最終

確認日：１１月１日）を参照 

https://www.jfc.go.jp/n/rate/base.html
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201412/1.html
https://www.jfc.go.jp/n/rate/base.html
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第 3 節 福岡市の「グローバル創業・雇用創出特

区」 

実際の政策提言に移って行く。現在国家戦略特区25の一つとして、福岡市では「グロー

バル創業・雇用創出特区」26として、創業の支援と雇用の創出に取り組むことになってい

る。これまでの「特区」は，地方が提案し，国が認定するボトムアップ方式であったが、

国家戦略特区は、国が主導して特区のテーマや地域を決定するので、より大胆な規制や税

制の改革が期待できる。特徴としては、行政単独ではなく、産学官民が一体となって目指

す姿、基本方針とともに、主要な施策を政策パッケージとして体系的に示すものである。 

福岡市で法人を設立し活動するスタートアップ企業には以下のような優遇措置を適用する

ことが予定されている。優遇措置の内容としては、法人登記、税務、年金など創業に係る

行政手続を簡素化（ワンストップ）、雇用労働相談センターで人材のマッチングや情報提

供を受けられる、スタートアップ法人減税などである。我々は、この中のスタートアップ

法人税の減税に注目した。 

第１章の図表７の開業意識の実態調査にあるように、起業を決心した時点は、資金面の

目途が立ったからという理由が最も高かった。それゆえ、開業直後は資金面において余裕

がなく、税制を優遇することで自らの事業に資金を回す余裕が増えるからである。つまり

スタートアップ法人減税を行うことにとって、自らの事業に回す資金を増やし開業した後

の倒産リスクを減らすのが狙いである。福岡市長である高島宗一郎氏は、この「グローバ

ル創業・雇用創出特区」において、規制緩和の「本丸」と位置づけているのが大胆な法人

                                                 

25 「 経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するととも

に、国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、国が定めた国家戦略特別区域において、

規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定める。」内閣府地方創生

推進室http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/（情報最終確認日：１１月１日）参照 

26グローバル創業・雇用創出特区

http://f-tokku.city.fukuoka.lg.jp/%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e6%88%a6%e7%95%a5%e7%89

%b9%e5%8c%ba%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/ （情報通信確認日：１１月１日）を参

照 

 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/
http://f-tokku.city.fukuoka.lg.jp/%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e6%88%a6%e7%95%a5%e7%89%b9%e5%8c%ba%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/
http://f-tokku.city.fukuoka.lg.jp/%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e6%88%a6%e7%95%a5%e7%89%b9%e5%8c%ba%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/
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税減税である。福岡市の法人税の実効税率は３２・８３％（２７年度）となっている。市

は創業５年以内の企業に限定し、シンガポールより低い１５％程度にしたいと、政府に強

く働きかけているが、それが実現する目途はたっていない。この「グローバル創業・雇用

創出特区」において最も重要な政策は、創業 5年以内の新規企業への法人税の減税である

ことがわかる。ここで、高島氏の挙げているシンガポールであるが、経済成長が続いてい

るシンガポールでは、法人税率は 17％である。しかし、経済開発庁（EDB）などの政府機

関によって、認定を受けた企業に関しては、軽減税率の適用を受けることができる。シン

ガポールは段階的に法人税率を引き下げており、2001賦課年度は 25.5％、2002賦課年度

は 24.5％、2003～2004賦課年度は 22％、2005～2007賦課年度は 20％、2008～2009賦課年

度は 18％となっており、2010賦課年度より 17%に引き下げられている。 

 

 

第 4 節 情報通信ベンチャー企業特区創設 

今回の政策提言では、福岡より経済規模の大きい首都圏の政令指定都市で情報通信業の

開業を推進していく「情報通信ベンチャー企業特区」を創設することにする。創設地域は

首都圏にある政令指定都市で福岡市より規模が大きい横浜市と川崎市が挙げられる。また、

この 2つの市は交通の便もよく、羽田空港も近いので都市・交通の基盤が充実している。 

この二つの市では既に「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」27という 

特区が創設されている。これは京浜臨海部において、ライフイノベーション分野における

国際競争拠点の形成を進めていくため、平成 23年 9月に、神奈川県知事、横浜市長、川崎

市長の連名で、内閣総理大臣に対し、国際戦略総合特別区域について指定を申請し、同年

12月に指定されたものだ。ライフイノベーションに関連する事業を集中的に展開し、 

 産業及び研究開発の基盤となる技術の集積 

 国内外のネットワーク 

 研究成果の発信やビジネスの交流拠点となるコンベンション機能等 

                                                 
27京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区 https://www.keihin-tokku.jp/ （情報最

終確認日：11 月 1 日） 

https://www.keihin-tokku.jp/
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の 3点を目指す特区である。京浜臨海部に存在するさまざまな資産を活用して、「個別化・

予防医療時代に対応した、革新的医薬品・医療機器の開発・製造と健康関連産業の創出」

という目標の実現に向けた先駆的な取組を推進していく。前述のとおり、この地域は都市・

交通の基盤が充実しており、さらに慶應義塾大学、東京工業大学などの大学もあるので学

術の面でも充実している都市でもある。税制では特別償却を取得時の 50%（建物等は 25%）、

投資税額控除を施設・設備の取得価額の 15%（建物等は 8%）とする国際戦略総合特区設備

等投資促進税制、所得控除を規制等の特例措置を受けた事業による所得の 20%を課税所得

から控除する国際戦略総合特区事業環境整備税制を支援措置とし、特別償却、投資税額控

除、所得控除を事業年度ごとに選択適用することにしている。横浜市と川崎市ではこうし

た事例がすでにあることから、「情報通信ベンチャー企業特区」の創設は比較的容易では

と考えた。 

情報通信ベンチャー企業特区では京浜臨海部ライフイノベーション国家戦略総合特区と

同じ税制面での優遇を行い、福岡で実施される法人税の引き下げの両方を取り入れ、起業

家にとって情報通信事業を起こしやすくしていく。法人税の引き下げを行うと国税収入の

減少につながるが、今回引き下げを行う対象企業は、情報通信ベンチャー企業特区で新た

に開業する情報通信ベンチャー企業のみで、現在存在する企業に対して法人税などの税制

面での優遇を行うわけではないので、かえって税収は増加するものだと考えている。 

 

第 5 章 結論 

 

 まず、開業率の上昇が実質 GDPに正に影響を及ぼすのではないかと考え、我々が行った

グランジャー因果分析によって、開業率の向上が実質 GDP成長率に正の影響を及ぼすとい

うことが明らかになった。次に、GDP に最も寄与する業種が何であるのかを調べ、それが

情報通信業であることを確認した。情報通信業は、それ以外の産業が GDPに対して負の影

響を与えているときであっても、正の寄与度を持っている。つまり、情報通信業の開業率

を上げることで日本の実質 GDPを成長させることができるのではないかと結論づける。そ

のための政策提言として、情報通信業に特化した情報通信ベンチャー企業特区の設立を挙
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げる。起業家にとって、起業するための障害は資金面の問題であるから、法人税を新規企

業に対して減税することで起業のハードルを下げることを目標とする。また、「京浜臨海

部ライフイノベーション国際戦略総合特区」で行われている税制面での優遇を行うことで、

情報通信業の開業を進めていく。情報通信業の開業率が向上した場合、情報通信業は GDP

に対して正の寄与度を持っているために、日本の経済成長にプラスの影響を与えることだ

ろう。 
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http://www.stat.go.jp/data/e-census/2009/ （情報最終確認日：2015年 11月 1日） 

・総務省「ICTの経済分析に関する調査」

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/link/link03_03.html （情報通信確認日：2015

年 11月 1日） 

・中小企業庁『中小企業白書 2005年版』

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h17/hakusho/index.html （情報最終

確認日：2015年 11月 1日） 

・中小企業庁『中小企業白書 2006年版』 

 http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/h18/index.html 

（情報最終確認日：2015年 11月 1日） 

・中小企業庁『中小企業白書 2014年版』

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/h26/index.html （情報最終確認

日：2015年 11月 1日） 

・中小企業庁委託「起業に関する実態調査」(2010年 帝国データバンク) 

www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/0023223.pdf （情報最終確認日：2015年 11

月 1日） 

・天神 COLOR  http://tenjin-color.jp/ （情報最終確認日：１１月１日） 

・日本政策金融公庫ホームページ https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01.html （情

報最終確認日：１１月１日） 

・内閣府『国民経済計算』http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html （情報最終確認

日：2015年 11月 1日） 

http://www.etic.or.jp/kigyo_alp/
http://www.svju.org/
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201412/1.html
http://www.stat.go.jp/data/e-census/2012/
http://www.stat.go.jp/data/e-census/2009/
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/link/link03_03.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h17/hakusho/index.html　（情報最終確認日：2015
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h17/hakusho/index.html　（情報最終確認日：2015
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/h18/index.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/h26/index.html
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/0023223.pdf
http://tenjin-color.jp/
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01.html
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html
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・福岡市「グローバル創業・雇用創出特区」

http://f-tokku.city.fukuoka.lg.jp/%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e6%88%a6%e7%95%a5%

e7%89%b9%e5%8c%ba%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/ （情報通信確認日：１１

月１日） 

・平成２５年起業家精神に関する調査

http://www.vec.or.jp/2014/05/13/%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E5%BA

%A6%E3%80%8C%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E7%B2%BE%E7%A5

%9E%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%

BB%EF%BC%88gem%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%89%E3%80%8D/ （情

報通信確認日：2015年 11月 1日） 

・D‐egg(同志社大学連携型起業家育成施設) http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/

（情報最終確認日 11 月 2 日） 
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http://f-tokku.city.fukuoka.lg.jp/%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e6%88%a6%e7%95%a5%e7%89%b9%e5%8c%ba%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/
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http://www.vec.or.jp/2014/05/13/%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%8C%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%88gem%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%89%E3%80%8D/
http://www.vec.or.jp/2014/05/13/%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%8C%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%88gem%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%89%E3%80%8D/
http://www.vec.or.jp/2014/05/13/%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%8C%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%88gem%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%89%E3%80%8D/
http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/（情報最終確認日11月2
http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/（情報最終確認日11月2

