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AZCA レジデンシー・プログラムのご紹介



AZCAレジデンシー・プログラム

弊社AZCA（アズカ）は1985年設立以来、ここシリコンバレーを拠点に日本企業の新規事業開拓のための戦略構築とその実施を
顧客企業に密着した形（「ハンズ・オン」）で支援してきました。

AZCAレジデンシー・プログラムはこれらのコンサルティングによる支援を更に一歩進め、新規事業展開のための戦略立案、自
社からの新規事業案件の切り出し、米国の先端的ベンチャー企業との戦略的提携などを通して新規事業開拓を目指す意欲的な企
業に対して、信頼出来るパートナーとして、更に密着した形で、国際的に通用するグローバル人材の育成と共に、新規事業開拓
の支援を行なうプログラムです。

顧客企業から派遣された優秀でポテンシャルのある担当要員がAZCAの事務所に一定期間常駐し、AZCAからの直接の指導とサ
ポートを受けながら、米国ベンチャー企業のインフラを学び、ベンチャー企業との付き合い方を身に付け、最終的に自社の新規
事業展開のための戦略構築、自社からの新規事業案件の検討、新規事業のシーズの探索、評価、戦略的提携の締結などを通して
新規事業の構築を目指します。
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新規事業開拓における課題

これまで多くの日本企業がシリコンバレーのインフラを活用し、新規事業案件の自社からの切り出し、米国先端企業との戦略的
提携などを通して新規事業の開拓を試みてきましたが、適切な｢水先案内」なしには必ずしも効果的に成果をあげることが出来た
とは言えません。

 現地駐在の担当者は新規事業展開の戦略構築や新規事業シーズの探索のミッションを負いながらも、兼務であるためにな
かなか本来の作業に専念出来ない。

 日本の大企業のメンタリティとのギャップが多く、米国、特にシリコンバレーの企業の行動規範を理解しにくい。そのた
め、ベンチャー企業との提携交渉がうまくいかない。

 独自での人脈作り、情報ネットワークへのアクセスには3年以上の年月がかかる。担当者は成果が出せないまま日本に帰
任。何年経っても組織としてシリコンバレーのインフラを活用出来るスレッシュホールド(閾値）に達しない。
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プログラムの目的

AZCAではこのような障害を取り除き、約一年で米国ベンチャー企業との提携や自社からの新規事業案件の育成を成功裡に達成出
来る人材を育成し、さらに具体的な新規事業開拓の成果に結び付けます。

 米国における企業のインフラ、ベンチャーキャピタル・ベンチャービジネスの仕組み、シリコンバレーのベンチャー企業
の考え方、行動規範などを理解する。

 独自では短期間に達成不可能な人脈作り、情報ネットワーク作り。ベンチャーキャピタリスト、ヘッドハンター、法律家、
会計士などプロフェッショナル・コミュニティへのインサイダー化の促進。さらに現地ベンチャー企業家との人脈も構築
する。

 新規事業展開のための戦略立案、新規事業案件の探索、評価などを行ない、提携交渉からアライアンス関係の構築を実現
する。あるいは、自社からの新規事業案件をシリコンバレーを拠点に育成する。
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プログラムの概要

１．レジデンシー・プログラムによって遂行するプロジェクトの設定

新規事業開発の検討とコンサルティング・ニーズの認識に基づき、レジデンシー・プログラムの適切性を判断し、約一年の期間
で達成するプロジェクトの目的、期待される成果、作業の進め方などを検討し、定義します。

テーマの例

 米国のハイテクインフラを活用した研究開発戦略の立案

 特定技術を保有する米国企業の探索、抽出

 米国企業との戦略的業務提携の検討、実施

 米国企業の買収、合併を含む投資案件の探索、評価

 北米市場参入に関するフィージビリティ・スタデイと市場参入戦略立案

 米国支店および駐在事務所の開設、業務立ち上げ

 米国子会社のリストラクチャリングに関する検討と実施
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２．レジデンシー・プログラム担当要員(アサイニーあるいはレジデント）の選定

顧客企業はAZCAの推奨する選定基準を参考にアサイニーを選定します。アサイニーはAZCA事務所に派遣、約一年間常駐。
AZCAはサンフランシスコ空港の南約30分、シリコンバレーの非常に便利な場所に位置しています。

5
©2015 AZCA, Inc.



３．AZCA常駐によるプロジェクトの推進

 顧客企業からのアサイニーはAZCAに常駐し、AZCAの担当エンゲージメント・ディレクターおよびアソシエートとと
もにシリコンバレーにおけるチームを組み、日本本社サイドの担当チームとの連携で作業を進めます。

 プロジェクトの作業プランを作成し、それに従って作業を進め、また進捗状況をチェックします。

 作業を進めるに当たって、必要に応じて日本本社サイドのサポートを受けます。

 また、定期的に日本サイドのチームと電話会議、TV会議、必要に応じて日本で報告会などを行ない、プロジェクトの
円滑な進捗を図ります。
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４．プロジェクトの完了、フォローアップ

 レジデンシー・プログラムの最終ステップとして、日本の本社においてプロジェクトの最終報告会を行ない、プロ
ジェクトの成果を報告します。報告内容は通常、プロジェクトの具体的な成果と共に、アサイニーが一年間のシリコ
ンバレー駐在を通して、何を学んだか、どのような新たなスキルを身に付けたか、なども報告します。

 米国におけるベンチャー企業との戦略的提携は、提携関係を樹立した時点で本当のチャレンジが始まります。提携関
係から確実に新規事業の成果を生み出していくために、通常アサイニーは帰国後も本プロジェクトのインプリメン
テーションとフォローアップに従事します。

 また、必要に応じて、別途契約のもとにAZCAもフォローアップの支援を提供します。
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契約の概要

本プログラム参加企業はAZCAと通常のコンサルティング契約を結びます。そして、コンサルティング契約書の中にレジデン
シー・プログラム固有の条項が付け加えられます。

 契約期間： － 通常１年間

 コンサルティング・フィー： － 毎月のリテーナー・フィー

－ AZCAスタッフのコミットメントの度合いにより調整

 経費： － 通常のコンサルティングに関わる経費

－ 別途、事務所スペース使用料

－ アサイニーの生活費、住居、車、その他の経費は顧客企業が別途負担
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プログラム発足までのプロセス
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プロジェクト提案書

ＸＹＺ株式会社
AZCA, Inc.

プロジェクトの背景

アプローチ、作業内容
目的と期待される成果

作業スケジュール、期間

費用見積り

顧客企業

AZCA, Inc.

レジデンシー・プ
ログラムの適切性
判断

レジデンシー・プ
ログラム提案書作
成依頼

レジデンシー・プ
ログラム提案書素
案の提出

素案の検討

レジデンシー・プ
ログラム提案書最
終案の提出

新規事業開発の検
討とコンサルティ
ング・ニーズの認
識

意思決定

顧客とのプロジェ
クト・チーム編成

プログラム
の発足
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これまでの実例（１）
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企業概要
• 大手システムズ・インテグレータ

事業展開上の課題
• 今後の事業の発展のためには決済ビジネスおよびその関連分野において日本の顧客に対する新しいビジ
ネス提案が火急の課題となっている。

プロジェクトの成果
• 先端的ベンチャー企業１社と提携、
日本語化および日本でのマーケティ
ングを実施

• アサイニーは本プログラム終了後、
さらに9ヶ月自社のシリコンバレー事
務所で他の事業機会も含め検討

• 本プロジェクトのアプローチをさら
にヨーロッパに拡大

プロジェクトの期間
• 12ヶ月

プロジェクトの目的
• 新規決済ビジネスを主眼とした米国企
業とのアライアンスの検討およびビジ
ネスモデルの提言

プロジェクト体制
• 米国サイド： AZCA に担当要員一名
派遣、常駐

• 日本サイド： 決済ビジネス事業部か
ら日本チームを構成。随時日本市場に
関する調査などでサポート
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これまでの実例（２）
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企業概要
• 大手電機メーカ

事業展開上の課題
• 日本国内移動体通信基地局用フィルターの用途のために他社に先駆けて極低温冷凍機を開発したが、３G
携帯市場が予想通り立ち上がらない。

プロジェクトの成果
• 本製品の米国市場での用途分野に関
する理解が深まる。ただし、米国市
場での事業化は断念

• 本技術を日本国内にて温存。2002年
9月1日に開始し、2003年2月28日頃
アサイニーは本プログラム終了後、
日本国内にて製品改良

• 日本国内での新世代移動体通信の展
開に伴い需要拡大

プロジェクトの期間
• 6ヶ月

プロジェクトの目的
• 開発した極低温冷凍機の用途を米国市
場で発掘する

プロジェクト体制
• 米国サイド： AZCA に担当要員一名
派遣、常駐

• 日本サイド： 開発現場で米国市場の
要求仕様に対応できるか検討。随時日
本市場に関する調査などでサポート
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これまでの実例（３）
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企業概要
• 大手化学品メーカ

事業展開上の課題
• 米国での研究開発体制の整備が遅れており、特にIT、エレクトロニクスとの業際領域でのシリコンバ
レーのハイテク・インフラをいかに活用するかが大きな課題となっている。

プロジェクトの成果
• 担当要員は比較的短期間で自立、新
規開発テーマの発掘など強力に推進

• 2007年12月から本格的な研究開発戦
略のプロジェクト発足（これもレジ
デンシー・プログラムとして進行）

プロジェクトの期間
• 12ヶ月

プロジェクトの目的
• 担当要員のシリコンバレーにおけるイ
ンサイダー化を図り、今後の本格的な
プロジェクトに備える

プロジェクト体制
• 米国サイド： 現地事務所に担当要員
一名派遣、AZCAで定期的にミーティ
ング

• 日本サイド： シリコンバレーにおけ
る活動状況の詳細を定期的に報告
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これまでの実例（４）
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企業概要
• 大手化学品メーカ

事業展開上の課題
• 環境経営宣言に基づき、将来の事業の柱となりうる次世代の化学品を非可食性のバイオマスから生成す
るプロセス確立のためのオープンイノベーションの企画・提案。

プロジェクトの成果
• 担当要員はシステマティックな問題
解決の手法を習得

• オープンイノベーションの対象企業
の抽出、提携関係樹立のために折衝
開始

プロジェクトの期間
• 12ヶ月

プロジェクトの目的
• 経営課題に対する担当要員の問題解決
能力向上を図るとともに、シリコンバ
レーにおけるインサイダー化を図り、
今後の本格的なプロジェクトに備える

プロジェクト体制
• 米国サイド： 現地事務所に担当要員
一名派遣、AZCAで定期的にミーティ
ング

• 日本サイド： シリコンバレーにおけ
る活動状況の詳細を定期的に報告
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これまでの実例（５）
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企業概要
• 大手発動機・制御機器メーカ

事業展開上の課題
• 日本で農薬散布を中心に展開している無人ヘリコプター事業の米国市場での用途開発と市場参入を実現
したい。

プロジェクトの成果
• 担当要員はAZCAの指導のもとで、シ
ステマティックな問題解決の手法を
習得。

• 新規事業機会の抽出と事業計画、ビ
ジネスプランの作成、日本本社への
提案。

• 担当要員を中心に米国本社をベース
に戦略実施。

プロジェクトの期間
• 約７ヶ月

プロジェクトの目的
• 無人ヘリコプター事業の米国市場参入戦
略の立案

プロジェクト体制
• 米国サイド： 現地事務所に担当要員一
名派遣、AZCAで定期的にミーティング、
必要に応じて、米国本社の支援を受ける

• 日本サイド： 担当部署のメンバーで
チーム結成、米国チームと協同作業
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お問い合わせ先

本社： AZCA, Inc.
525 Middlefield Road, Suite 120
Menlo Park, CA  94025
U.S.A.
Tel: +1-650-324-9100
www.azcainc.com
代表取締役社長： 石井正純 (mishii@azcainc.com)
オフィスマネジャー：Teruyo(照代) Wilson (twilson@azcainc.com)

東京事務所： アズカ・インク東京事務所
〒107-0052 東京都港区赤坂 8-1-22

赤坂王子ビル 5F
担当： 津山学 (mtsuyama@azcainc.com) 直通： 080-3737-6156
事務担当： 間宮加愛 (kmamiya@azcainc.com)

電話： 03-3404-9828 ファックス： 03-5411-2178
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