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AZCAコーポレートベンチャリング・プログラム 

これまで多くの世界のデファクト・スタンダードを生み出して来たイノベーション（技術、ビジネスモデル）のエコシステム

（生態系）はシリコンバレーが先行しており、シリコンバレーは、多くの分野で新しい製品やソリューションが世界で最初に試

される先端市場でもあります。つまり、シリコンバレーで成功する新事業はグローバル市場でも成功する確率が高いといえます。 

従って、多くの日本企業の今後の事業成長にとって、シリコンバレーを拠点に、新会社の設立や米国ベンチャー企業、大学・研

究機関などとの投資や買収も含めた戦略的提携を通じ、シリコンバレーのイノベーション・エコシステムを活用することが必須

であるといっても過言ではありません。 

しかしながら、これらのイノベーションはほとんどが大学や研究機関あるいは水面下のベンチャー企業によって行なわれており、

通常の方法ではこれらの情報にアクセスすることは非常に困難です。 

AZCA コーポレートベンチャリング・プログラム  (AZCA CVP）はAZCAの主要メンバーがそれぞれ培ったこれらの経験をベース

に、ベンチャーキャピタルの手法を取り入れ、特に水面下にある先端的なベンチャー企業の情報へのアクセスを可能にする持続t

的なフレームワークを設定、活用することにより、既存事業の強化および新規事業の展開をハンズオンで支援するプログラムで

す。つまり、顧客企業の CVC (Corporate Venture Capital）をハンズオンで支援するプログラムといえます。 
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新規事業開拓における日本企業の課題 

これまで多くの日本企業がシリコンバレーにおいて米国先端企業との戦略的提携などによる新規事業の開拓を試みてきましたが、

必ずしも大きな成果を上げているとは言えません。それにはいくつかの理由が挙げられます。 

 グローバル市場で成長している多くの新規事業がシリコンバレーのイノベーション・エコシステムが生み出してきた

という事実に対する認識、理解が十分になされていない。 

 新規事業開拓のためにどうしたらシリコンバレーのインフラを最も効果的に活用できるかについて、本社側で十分に

理解されていない。 

 シリコンバレーのハイテク・エコシステム活用による新規事業開拓についてのコミットメントが薄く、シリコンバ

レーから発信された情報が本社側での意志決定、行動に結びつかない。また、このためシリコンバレー駐在の新規事

業開拓担当者との大きな意識のズレが生じる。 

 単発の戦略立案プロジェクトを行なうことはあっても、シリコンバレー活用の持続的なフレームワークが十分でなく、

シリコンバレー駐在の担当者は人脈や情報ネットワークを構築しシリコンバレー・モデルで仕事が出来るようになる

前に帰任する場合が多い。また、継続的に関連分野のトレンドを把握することが困難。このため、新規事業開拓のた

めの組織としてのスキル（organizational skills）が蓄積されないまま、時間が経過する。 
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新規事業開拓の方法 

新規事業開拓の方法はいろいろありますが、経営資源のコミットメントの度合いにより。得られる情報の価値は大きく異なりま

す。コーポレートベンチャリングでは戦略的に資金を使うことにより、より価値のある情報に広くアクセスすることを可能にし

ます。 

高 

低 

コミットメント
の度合い 

得られる 
情報の価値 

 コーポレートVCの設置 

 インキュベータの設置 

 VBへの資本参加、直接投資 

 既存VCへLP投資 ｰ “Window of Technology” 

 

 現地調査会社、コンサルタントの活用 

 商社・ブローカの活用 

 日本人駐在員の活用 

 出張ベースで情報収集 

 展示会、コンフェランスなどへの出席 

 公開資料へのアクセス 

 コーポレートVCの設置 

 インキュベータの設置 

 VBとの戦略提携（直接投資など） 

 既存VCへLP投資 ｰ “Window of Technology” 

 社内プロジェクトの切り出し 

コーポレートベ
ンチャリング 

新規事業開発の様々な方法 
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比較的短期間で戦略立案を行なう「戦略立案プロジェクト」と、持続的なフレームワークを設定し業界の動きを長期的に観察、

戦略の修正、具体的な新規事業案件へのアクセスを可能にするコーポレートベンチャリングの手法は企業が置かれている事業環

境によってその有効性が異なるといえます。 

戦略立案プロジェクト 

• トップダウンの手法で課題に答えを出す 
一定期間の間に無駄の少ない方法で「正
解」にたどり着く。 

• 「瞬間風速」での答え                          
急激に変化・展開する事業環境の下では
持続的な正解になりにくい。 

CVC 

• ボトムアップの手法で“データマイニング” 
世の中の大きな潮流、動きを継続的に捉
えることが出来る持続的なフレームワーク。 

• 世の中の動きに合わせて戦略をreviseでき
る。 

• ディールフローの中から具体的なアライア
ンス案件抽出のチャンス。 

• 新規参入分野での事業構築の方法として有
効。 
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特定の戦略課題に対して「瞬間風速」で戦略提言を行なうには、一定の期間で一定の答えが期待できる戦略立案プロジェクト(社

内プロジェクトあるいは社外のコンサル採用）が有効といえます。 

特定のテーマ（戦略課題）に対しての問題解決手法 

仮説を立てられるようになるだけの予備の情報収集と勉強 
（ボトムアップ） 

課題分析 （トップダウン） 
• 最上位の課題の確認 
• 最上位の課題をMECEで下位の課題群に分解 
• 必要であればさらに下位の課題群に分解 
• それぞれの課題に対して仮説を設定 

作業プランの設計 （トップダウン） 
• 仮説の証明のためにどのような分析が必要かを明らかに

する 
• それぞれの分析のために必要な情報源を特定 
• 担当者、期限などを決める 

分析作業 
• 仮説の証明のために情報を収集し、分析を行なう 
• 得られた分析結果が仮説を証明していることを確認 
• （反証が多く見つかる場合は、仮説そのものを変更す

る） 

合成作業 
• 証明できた内容は結論と位置づける 
• 結論を組み合わせて上位の課題に対する結論とする 
• 下位の課題に対する結論を統合して最上位の課題に対し

ての結論とする 

提言 

戦略課題 

分析 

合成 

出典： AZCA 
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一方、新規事業構築のための持続的フレームワークとしてはコーポレートベンチャリングあるいはコーポレートベンチャーキャ

ピタル（CVC）のアプローチは大変有効であり、すでに多くのグローバル企業が採用しています。 

持続的なフレームワークとしてのCVC設定 
• ドメインの定義 
• 投資方針・戦略（ステージ、金額、

等） 
• 組織体制 
• 投資など意志決定プロセスの定義 

設定されたCVCの認知度向上 
• ウェブサイトの充実 
• コンフェランス、セミナーなどで発表 
• 分野の識者(domain experts）との人

脈形成 
• 他VCとの人脈形成 
• 投資など意志決定プロセスの定義 

案件の収集と検討 
• ビジネスプランの検討 
• Due Diligence （技術、市場ポテン

シャル、経営陣） 
• 自社との戦略的整合性、相乗効果 

戦略投資の意志決定 
• 金額 
• 知財の扱い 
• その他の条件（Term Sheet） 

• SVでのインサ
イダー化 

• 対象分野の知
見向上・蓄積 

• 将来への潮流
の位階 

CVC - 新規事業開拓のための持続的フレームワーク 

出典： AZCA 
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AZCA CVP の目的と概要 

AZCA コーポレートベンチャリング・プログラム（AZCA CVP）は、シリコンバレーのイノベーションのエコシステム（生態系）

を最大限活用し、ベンチャーキャピタルの手法を採用することにより、御社の既存事業の強化あるいは新規事業開拓の成功確率

を高め成長を加速化するためのプログラムです。 

 CVCを立ち上げることにより、シリコンバレーのイノベーション・エコシステムの一員として活動を進める 

 コミットした資金を呼び水にして、特に水面下でイノベーションを進めるシリコンバレー、米国の先端企業の情報を

収集し、既存事業の強化あるいは新規事業展開に活用する 

 収集されたベンチャー企業情報のデータベースから関連分野の新たな大きな動き、トレンドを把握する 

 把握したトレンドをベースに、必要に応じて新規事業展開の軌道修正を行なう 

 収集されたベンチャー企業情報から具体的な新規（投資）案件を掘り起こす 

 御社内のプロジェクトをシリコンバレーに切り出し、ベンチャー企業として育成する 

 新規事業展開を有効に進めることの出来るグローバル人材の育成 

 戦略的知財マネジメントの支援、ノンコア技術アセットの売却支援 

 

本プログラムでは基本的にシリコンバレーに御社固有のCVC (コーポレートVC) を設定します。この CVC は基本的には独立した

コーポレートVCファンドとして設定しますが、案件ごとに決済を行なう本社レベルでの仕組みという設定もあり得ます。いずれ

にせよ、御社からの長期的な資金のコミットメントとその資金を使って新規事業育成を推進するための仕組みを構築します。 
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AZCA CVP - プログラムの概要 

御社の戦略目標に十分に沿うように、御社との間で検討を加え具体的な内容は決定しますが、概要は次の通りです。 

 対象領域 

 御社の関心分野： 環境・エネルギー、IT・エレクトロニクス、高機能部品・素材、医療機器・ヘルスケア関
連など 

 御社の CVC の投資・運用支援 

 御社との意思疎通を常に図り、御社の戦略目標に沿った投資を行なう 

 御社からの新規事業や米国の大学・研究機関のIPをベースに、シリコンバレーを拠点に、新会社設立、米国の
ベンチャー企業、大学・研究機関などとの戦略的提携、JVなどを通じて新事業を成長の軌道に乗せる 

 対象領域における戦略投資 

 御社に取り込めそうな技術を保有する米国ベンチャー企業（日本発IP保有企業も含める） 

 御社から切り出してSVで育てる新規事業 

 参加企業と米国企業とのJV 

 投資方針 

 投資案件の件数は資金のコミットメントにより目標を設定 

 どの発展段階の企業に投資するかは御社の戦略目標に沿った形で決定 

 基本的にシリコンバレーを中心とした案件 

 新規事業展開を有効に進めることの出来るグローバル人材の育成 

 御社から一定期間AZCA CVPに担当要員を派遣 

 担当要員は例えばアナリストとして投資案件や新会社の分析や事業育成のスキルをみがく 

 担当要員にかかる経費は御社が負担 

 御社から要請があれば、戦略的知財マネジメントの支援、ノンコア技術アセットの売却支援（有償） 
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AZCA CVP の仕組み（１） 

* - 本社内のプロジェクトを切り出し、SVでベンチャー企業として育成 

AZCA CVP 
 

御社CVC 

資金コミットメント  

戦略的提携・買収など 

大学・研究機関 米国の 
大学・研究機関 

米国のVC 
米国のVC 

戦略投資 

VC投資 

技術（IP、人） 

御社 

要員派遣 

米国（シリコンバレー） 
日本 

Deal Flow DB 
(案件データ

ベース） 

ディールフローへのアクセス 
• 業界動向の把握 
• 新規事業戦略の見直し 
• 具体的案件の掘り起こし 
• 戦略的提携(投資しない案件を含む） 

大学・研究機関 Deal Flow 
(ベンチャー企業の案件） 

 既存ベンチャー企業 
 SVで育成を目指す本社から

の事業案件* 

案件の蓄積
と検討 

投資決定 

AZCA, Inc. 

サービス契約 

CVCの運営支援 

切り出し案件* 運営子会社 

CVCの運営 

戦略支援 

AZCAは御社のCVCの運営を人材育成も含め、ハンズオンで支援します。 
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AZCA CVP の仕組み（２） 

* - 本社内のプロジェクトを切り出し、SVでベンチャー企業として育成 

AZCA CVP 
 

御社CVC 

資金コミットメント
（LP投資）  

戦略的提携・買収など 

大学・研究機関 米国の 
大学・研究機関 

米国のVC 
米国のVC 

戦略投資 

VC投資 

技術（IP、人） 

御社 

要員派遣 

米国（シリコンバレー） 
日本 

Deal Flow DB 
(案件データ

ベース） 

ディールフローへのアクセス 
• 業界動向の把握 
• 新規事業戦略の見直し 
• 具体的案件の掘り起こし 
• 戦略的提携(投資しない案件を含む） 

大学・研究機関 Deal Flow 
(ベンチャー企業の案件） 

 既存ベンチャー企業 
 SVで育成を目指す本社から

の事業案件* 

案件の蓄積
と検討 

投資決定 

AZCA, Inc. 

サービス契約 

CVCの運営支援 

切り出し案件* 
運営子会社

(GP) 

ファンド 

CVCの運営 

戦略支援 

California LLC 

California LP 

CVCはGP/LPストラクチャーという建付けで本社とは自立した運営を行なうことにより、CVCの有効性を高めることも可能です。 



御社 
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AZCA CVP の仕組み（３） 

AZCAは御社のCVCの運営のアウトソースという形で支援することも可能です。この形態は御社を含む数社と弊社のCVC部門であ

るAZCA Venture Partnersのパートナーシップ契約に基づいて運営する場合に有効です。 

* - 本社内のプロジェクトを切り出し、SVでベンチャー企業として育成 
**-  AZCA Venture Partners 

AZCA CVP 
 

AZCA VP** Fund 
資金コミットメント（LP投資） 

戦略的提携・買収など 

大学・研究機関 米国の 
大学・研究機関 

米国のVC 
米国のVC 

戦略投資 

VC投資 

技術（IP、人） 

御社 
要員派遣 

米国（シリコンバレー） 日本 

Deal Flow DB 
(案件データベース） 

ディールフローへのアクセス 
• 業界動向の把握 
• 新規事業戦略の見直し 
• 具体的案件の掘り起こし 
• 戦略的提携(投資しない案件を含む） 

大学・研究機関 Deal Flow 
(ベンチャー企業の案件） 

 既存ベンチャー企業 
 SVで育成を目指す本社から

の事業案件* 

案件の蓄積と検
討 

投資決定 

AZCA Venture Partners 
(GP) 

パートナーーシップ契約 

CVCの運営 

切り出し案件* 

戦略支援 
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AZCA CVP - プログラム発足までのプロセス 

御社の新規事業展開の戦略目標をよく理解したうえで、CVPの具体的な内容を御社とのブレーンストーミングを重ねてCVP全体

の設計を行ないます。 

AZCA CVP 提案書 
 

ＸＹＺ株式会社 
AZCA, Inc. 

背景とCVP適用性 

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 

御社 

AZCA, Inc. 

コーポレートベン
チャリング・プロ
グラムの適切性判
断 

AZCA CVP 提案
書作成依頼 

AZCA CVP 提案
書素案の提出 

素案の検討 

AZCA CVP 提案
書最終案の提出 

新規事業開発の検
討とコーポレート
ベンチャリングの
必要性の認識 

意思決定 

顧客とのプログラ
ム実施チーム編成 

プログラム 
の発足 
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AZCA CVP - 契約の概要 

コーポレートVCファンドの基本構成は具体的には御社とのブレーンストーミング、交渉を通じて決定しますが、おおよそは、次

の通りです。運用は通常の VCフ ァンドと同様の形態をとります。 

 

 コミットする資金の規模： 御社の戦略目標によるが、原則として最低 $10 Million 以上 

 コミットする期間： 御社の戦略目標によるが、原則として7年以上 

 サービス・フィー*： 最初の3年は毎年$360,000程度、4年目以降は年あたり$180,000になるまで毎年$60,000軽減 

 成功報酬： 投資を行なった企業のエグジットがあり(自社による買収も含む）、キャピタルゲインが発生した場合

15％程度。投資をしない企業との戦略的提携の場合は提携金額の5％程度 

 通常の範囲を超えてアドバイザリー・サービスを提供する場合は、上記の他に別途アドバイザリー・フィーが発生す

る場合がある 

* - 複数社共同で本プログラムを活用される場合は、社数に応じて低減 
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規事業開発を目指す日米の企業を支援。スタンフォード大学経営工学学士、ハーバードビジネススクール経営学修士号取
得（MBA）。 

ウェイン・ドイグチ （Wayne Doiguchi） 
Managing Director 
Bank of Tokyo、Union Bank of Californiaでの20年にわたるファイナンス担当。Park Plaza Investment Company、
Strata Ventures, LLC（ともに創立）において日米企業を含む投資関連分野で数多くの案件を経験。Pan Pacific Bank
の取締役兼任。UCLA政治学部卒、サンタクララ大学より経営学修士（MBA）。 

加藤晴洋 
Partner 
日本電気（NEC）の経営情報システム本部、本社企画部を経てNECのアメリカ事業統括会社に出向、Strategy and 
Business Development Division等のGeneral Managerを歴任。その後、ベンチャーキャピタル会社Dali Hook 
Partnersを経てKeyNote VenturesにGeneral Partnerとして参画。2013年よりイノベーティブ・ベンチャーファンド
のパートナーおよび東京大学産学連携本部イノベーション推進部特任研究員を兼務。東京大学大学院工学系研究科修士課
程修了。NECからマサチューセッツ工科大学経営大学院（スローンスクール）に留学。 

本プログラムの主要メンバー 
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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    

 コンタクト先：   加藤晴洋(hkato@azcainc.com) 直通： 090 7820 4602 

 事務担当：  福田昭子  (afukuda@azcainc.com)  

 電話：   03-3404-9828 

15 
Printed: 4/8/2014 



参考資料 

©2014 AZCA, Inc. 

16 



シリコンバレーのイノベーション・エコシステム 

シリコンバレーはイノベーションのエコシステムが過去60年の年月をかけて醸成されてきました。日本企業は新規事業開発のた

めにこのエコシステムを大いに活用すべきといえます。 

 

データに見るシリコンバレーの特徴              シリコンバレーのイノベーション・ネットワーク 

 多様な文化的背景 
 人口の36％が外国生まれ 
 技術系プロフェッショナルの55％が外国生まれ 
 50％が家庭では英語以外の言葉を話す 

 高い教育レベル、優秀な大学、研究機関 
 44％が大学卒以上（全米平均27％）、68%が短大

卒以上（全米平均54％） 
 トップ25の大学院のうち8校がカリフォルニア州

（Stanford University, UC Berkeleyなど） 
 LBL、PARC、SRI Internationalなどの研究機関 

 ハイテク産業のメッカ 
 15,000社のハイテク企業 
 就業人口170万人（全人口260万人）のうち45万人

がハイテクに従事 
 人口は全米の1%、特許出願数は全米の12％ 

 ベンチャー育成の豊富な資金源 
 $12BのVC投資（2011年） - 全米$28.7Bの41% 
 300社以上のベンチャーキャピタル会社 －全米842

社（2011年） 
 

出典：  NVCA; Joint Venture Silicon Valley “The 2012Silicon Valley Index” 

起業
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優れた
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研究機
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弁護士事務
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会計事務所 

コンサルタン
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ヘッドハンタ
ー 

投資銀行 

調査会社 

etc. 

起業家 

VC 優れた大学
・研究機関 

弁護士事務所 

会計事務所 

コンサルタント 

ヘッドハンター 

投資銀行 

調査会社 

etc. 

イノベーションのネットワーク 
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VCのインパクトとシリコンバレー 

VCの米国経済に与える経済効果は大きく、ＶＣ投資は地域的にはシリコンバレーを中心とするカリフォルニア州への集中度が高

まっています。 

 

 VCの経済効果 (2010年）                    地域別VC投資 

出典： NVCA 

 イノベーションの80% 

 民間雇用の11%（1,190万人） 

• ソフトウェア雇用の90% 

• バイオテクノロジー雇用の74% 

• 半導体・エレクトロニクス雇用の72% 

• コンピュータ雇用の54% 

• 通信雇用の48% 

 米国GDPの21%（$3.08Trillion = 3.08兆ドル） 

• 半導体/エレクトロニクス売上げの88%  

• バイオテクオロジー売上げの67%  

• コンピュータ売り上げの46%  

• ソフトウェア売り上げの40%  

• ITサービス売り上げの39% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

100% ($Billion) =   
  7.3           99.1       23.0        26.6         30.9       30.6         19.8        23.3        28.7 

California Silicon Valley 

Other 

California 

New England 

Other Region 

Mid West 

Texas 

NY Metro 

©2014 AZCA, Inc. 

18 



19 

©2014 AZCA, Inc. 

シリコンバレーのメカニズム：つまりは・・・ 

資金調達が常に最も重要な課題であるベンチャー企業の人材、情報、技術はカネのあるところに集まってきます。このサイクル

がうまく回っているのがシリコンバレーであり、この仕組みをうまく使うことによって、新規事業分野の業界動向を把握し、そ

の中で具体的な案件にアクセスすることが可能になります。 

カネが集まる 

• 人が集まり 
• 情報が集まり 
• 技術が集まり 

知の集積が行なわ
れる 
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グローバル展開を可能にするSVのエコシステム活用 

世界の多くの企業はシリコンバレーで成功すればグローバル市場での成功の確率が高くなることを熟知しており、シリコンバ

レーのイノベーション・エコシステムの最大限に活用することに努めています。 

イノベーション・エコシステム 

 

弁護士事務所 

会計事務所 

コンサルタント 

ヘッドハンター 

投資銀行 

調査会社 

etc. 

優れた大学
・研究機関 

起業家 

VC 

シリコンバレー
で成功すればグ
ローバル市場で
の成功の確率は
高いといえる 

 ハードウェア、ソフト
ウェアの先端技術 

 先端的なビジネスモデ
ル 

 ハード、ソフト、ビジ
ネスモデルを含むイノ
ベーションエコシステ
ムの活用 

 新しいビジネスモデル
を世界で一番最初に試
すことが出来る先端市
場 

シリコンバレーのイノベーションエコシステムの活用 
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CVC の成功の鍵 

コーポレートベンチャリングを行なうためにコミットする資金をコーポレートVCファンドという形で運用した場合、CVCの成功

の確率を高めるためにはいくつかの要件を満たす必要があります。 

 本社トップマネジメントレベルのコミットメント 

 明確なミッションと長期的なゴール 

 自律的な意思決定 

 本社トップマネジメントへのレポーティングライン 

 本社の戦略企画部門との連携 

 CVCの目標と担当者の報酬のアラインメント 

 独立系VCとの共同出資を可能とする人脈、クレディビリティ 

 シリコンバレー事情に精通したベンチャー育成の専門家の経験とスキルの活用（「目利き」、「水先案内」） 

21 
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なぜ資金のコミットメントが重要なのか 

これまでいくつかの日本企業が米国で試みた独自のコーポレートベンチャリングは必ずしも成功しているとはいえません。長期

的に資金をコミットし、ベンチャー育成の経験豊富なプロフェッショナルの支援のもとにその資金を運用してこそ、CVCによる

新規事業開拓の成長の加速し成功の確率を高めることが可能となります。 

 あらかじめ資金をコミットすることにより、設定した戦略目標に沿って長期的に新規事業に対する投資を続けること

が可能になる（利益が多く出た時だけ投資にまわすことでは長期的な成長を望めない） 

 プロフェッショナルVCコミュニティに近づくことで自社案件切り出し案件に対する他のVCからの共同出資が可能にな

ると同時に発掘案件のディール・ソーシングが容易になる 

 ベンチャーコミュニティから好ましい資金調達源と認識されることで発掘案件のディール・ソーシングが容易になる 

 案件に対してタイムリーな意思決定が可能になる 

 安定したコミットメントの中で、新規事業育成のための人材育成が可能になる 
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コーポレートベンチャリングには様々な方法があるが、留意すべき点も多くあります。 

 

コーポレートベンチャリングの手法 

社内プロジェクトの 
切り出し 

既存VCへLP投資  
VBとの戦略提携 
（直接投資など） 

インキュベータの設置 コーポレートVCの設置 

• 必ずしも自社の中核事業とは
位置づけられていない社内プ
ロジェクトを切り出す 

• 切り出したプロジェクトをシ
リコンバレーで独立したベン
チャー企業として育成 

• 米国のVCの資金も呼び込む 

• ベンチャー企業の経営は多く
の場合、ローカルの経験者 

• ベンチャー企業が育った時点
でバイバック、あるいは売却、
IPOなどによりエグジット 

 “Window of Technology” 

 主流のVCからは必ずしも歓
迎されない 

 新規VCあるいは中堅以下の
VCはコーポレート・インベ
スターを歓迎する場合がある 

 VCが投資しないVBの情報に
もアクセス可能 

 可能ならば社員を一定期間派
遣し、VCの活動を一緒に行
ない、日本とのコミュニケー
ションも図る 

状況によっては資本参加は効果
的 

 「最恵国待遇」を受けられる 

 VBの開発状況、事業の方向
についての情報が入る 

 協調関係の強化、親密化 

 通常はマイノリティ・シェア
（１０％で通常役員の座席確
保可能） 

リスクも考慮すべき 

 お互いに対する期待のくい違
いによるトラブル 

 追加投資をせがまれる 

 買収を余儀なくされる 

 VBの倒産、解消、他企業に
よる買収（提携による権利の
行方？） 

 

 VBに対し無料（ユーティリ
ティのみ）あるいは低コスト
でオフィス･スペースを提供 

 両社にとって適切ならば投資
を考える 

 シリコンバレー拠点で投資の
決定可能な資金プールを用意
する 

 日本本社での承認事項は最小
にする 

 提供できる付加価値としてブ
ランド･ネームをアピールす
る 

 「ディール･フロー」へのア
クセスはVCと同 

独立系VCとしてシリコンバレー
のゲームをプレー 

 現地の経験豊かなベンチャー
キャピタリストを採用 

 VCの目的はキャピタルゲイ
ン 

 “Window of Technology”を
活用出来るか否かは日本側本
社のコミットメント次第 

 日本、アジアへの事業展開支
援など、ユニークな付加価値
をアピール 

 一般的に早期のVBは「ヒモ
つき」のお金を嫌う 

戦略的投資を主眼とするVCとし
てアピール 

 VBにとってブランド･ネーム
が重要な場合には有効 

 最初から「ヒモつき」のお金
をアピール 

 「ヒモ」を強要しないことが
重要 

出典： AZCA 
23 


