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ニューノーマルにおける
レジリエンス経営とは
NOW-COVID-19影響下において、いかにリジリエ
ンス力を強化しつつ、次の布石を打つか
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医療従事者の皆さまに

心より感謝申し上げます



世界は史上最大ともいえるヘルスケア危機、経済危機に直面しています。

• Now: 命と健康と雇用を守る。ビジネスの存続、キャッシュフロー・運転資
金管理を最優先

• Next: サプライチェーン、バリューチェーン、顧客接点などを根本的に
見直し、耐久性のあるレジリエントなビジネスモデルを構築

• Beyond: 持続可能な社会のためにESG、SDGs、および長期的価値
（Long Term Value/LTV）を中心に経営戦略を実行

長期的価値（LTV）を視野にNow/Next/Beyondを考える
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この危機を経て、企業の経営課題にとっての優先順位も大きく変わる
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NOW
Safeguard business continuity through effective 

crisis response planning 

従業員の健康

事業継続性

手元流動性の強化

NEXT
Ignite recovery through business adaptation and 

stronger enterprise resilience

オペレーションの見直し
（例:コスト削減、働き方改革）

レジリエンスの強化
（例:サプライチェーンの多様化）

従業員の健康

We are here

BEYOND
Deliver long-term value creation by reframing

and transforming business

長期的価値、Purposeの再定義

ビジネスモデルの抜本的見直し

社会的貢献

Shock and re-start

The “New normal”

Continued crisis and 
slow recovery



EYの長期的価値（LTV）経営は、SDGに沿う。
Purposeとマルチステークホルダー観点を特色とする
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Context（文脈）

ガバナンス

価値の
保護

価値の
創出

ステークホルダー
（People, Customer,
Society, Financial）

ステークホルダー・アウトカム

指標

戦略実行ケイパビリティ



ご紹介
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奥村文隆 AZCA, Inc. Partner

fokumura@azcainc.com

• アーサーアンダーセン、NTTデータ経営研究所、NTT

コミュニケーションズを経て、コーポレイトディレクション
(CDI) にて技術戦略パートナー。

• AZCA, Inc. 東京事務所パートナーとして、DX-AI、デ
ジタルメディア、ポストパンデミックの事業アドバイスに
従事。

• 20年以上に亘り、日系企業のアジア進出（インドネシア、
フィリピン、台湾）の実践を支援。

• 台湾情報通信学会名誉会員。WildAid (U.S.NGO）
Advisor

• 「フェイクニュースの時代‐ポストパンデミック AIは新た
な脅威に対抗できるか？」映像新聞社 6月１日～連
載中 。

• シリコンバレーのイノベーション
エコシステム活用による新事業
創出

- 経営コンサルティング
- VC、CVC支援

• 米国市場、アジア市場参入

• グローバル人材の育成

- AZCA, Inc. -

mailto:fokumura@azcainc.com


基調対談 AZCA x EYパルテノン

2020年8月7日

奥村文隆
AZCA, Inc. Partner

ニューノーマル時代における
グローバルサプライチェーンの課題と対応

～ 複雑化するグローバルリスクマネージメントと事業推進 ～



◆ 1980年以降、多くの日系企業は収益のトップラインが伸び悩む中で、安い労働力を求めて生産拠点の
国際展開を進め、トップラインが伸びなくても利益を維持し、成長を継続していた。

◆ 1980年代 円高による中国、ASEAN進出拡大

◆ 1990年代 安価な人件費の活用を求め、主に製造拠点
として直接投資が拡大
97年のアジア通貨危機まで第2次中国ブーム

◆ 2000年代 中国のWTO加盟で2001年第3次中国ブーム

◆ 2010年代 アジア諸国の購買力増加、リーマンショック
もあり、アジアが成長市場として注目

◆ 2015年以降、AEC経済共同体の成立、インド・タイの成長
に伴い市場・製造拠点加速

◆ しかし、新型コロナ（COVID-19）の感染拡大（パンデミック）は、ロックダウン、外出規制等、政府による
経済活動への介入が起きるスキームに突入した。

◆ 特に一次感染時は、人とモノの動きを一気に停滞させ、経済活動凍結とともに、マスクやゲーム機等、
急激に需要が増した製品の国内供給不足が続くサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにした。

COVID-19は日本企業のアジア拠点のサプライチェーンの脆弱性を露呈

©2020 AZCA, Inc. 8
出典：帝国データバンク、「ASEAN 進出企業実態調査」2016、外務省 領事局政務課2018 ）



日系企業のアジア拠点（アジア国別）

出典：外務省 領事局政務課2018）

タイ、インドネシアに多元化してきたアジア拠点

2008年のリーマンショックもアジア投資で乗り越え、第四次中国ブームにより2011年には中国拠点最大化。
中国32,349拠点 アジア拠点の60％以上。インド4.806。急増するタイは3,925。
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32349, 61%
4805, 9%

3925, 7%

3%
4%
3%

中国 インド タイ インドネシア

ベトナム フィリピン マレーシア シンガポール

台湾 その他アジア

日系企業の拠点（全世界国別）



*- 成長率ではなく前年同期とのGDPの差額。小数点第2位を四捨五入しているため、端数が資料上の計算と異なる場合有り.。
出典：IMF WorLD Economic Outlook Database（2020年4月）； EY編集

米、欧等
先進国

中国、インド等
新興国

グローバル

2021年コロナ禍から世界経済回復牽引を期待されるアジア市場

©2020 AZCA, Inc. 11
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アジアでもサプライチェーン状況は大差

ロックダウンはアジアの中でもインドの様に強化の処、台湾ベトナムのように影響が少ない処等2極化

12
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出典； 米国ジョンズ・ホプキンズ大学 https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-chart-list/

◆第一波感染が拡大、経済活動に影響大：
➢ インド（ロックダウン：LD2020/3 -）
➢ パキスタン（LD2020/5 -）
➢ バングラデシュ（LD2020/4 -）

➢ インドネシア（PSBB2020/04-05,06-）
➢ フィリピン（LD2020/03-） 、等

◼ 第一波克服。経済活動再開
◼ 中国（LD2020/01-04）

◆第一波ロックダウン解除、経済再開・第二波管理
➢ シンガポール（C.ブレイカー2020/04-06）
➢ マレーシア（LD2020/03-05 ）
➢ タイ（LD2020/03-06）

➢ 日本（緊急事態宣言2020/04-06）
➢ 韓国（LDなし） 等

◆感染者が少なく、経済への悪影響が少ない
➢ 台湾 （LDなし）
➢ ベトナム、（LD2020/04-05）
➢ ミャンマー（LD2020/04-05）

373

アジア諸国の感染者状況マップ 7/18

https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-chart-list/


タイは4月に感染拡大したものの、7月以降、経済も渋滞も復帰。
課題はリーマン以上の輸出需要の落ち込み

©2020 AZCA, Inc.
13

アジア諸国毎の感染状況と対処の方向性（ （主に）製造拠点例 タイ）

◆7月1日第5フェーズ緩和。国内経済活動は、防疫規制の上で完全再開。

◆累計感染者3,227人。死亡58人。（ 7月18日） 7月市中感染が48日間ゼロから、第一波収束表明。
◆7月時点で毎0～数人前後で第二波感染をコントロール

◆中国へのサプライチェーンの停滞で「リーマン以上の打撃」
◆需要の減少により、。5月工業生産指数は悪化。前年同月比
▲25.7 。5月の自動車生産台数は5万6,035台 、
前年同月比 ▲7割

◆「稼働率は３割程度の感覚。渡航滞在が困難」

◆「COVID-19状況管理センター（CCSA）」7月入国禁止措置緩和
◆6月外出規制、移動規制を緩和
◆CCSA令で長期滞在者に14日以上の隔離を義務付け

◆7月2日、閉鎖していたタイ・マレーシア国境通行が正常化。
◆日系企業では資金繰り悪化。一部企業はレイオフを実施
◆操業はほぼ正常化。渋滞も悪化し、飲食店の賑わいも一
部で戻る。 国内観光の振興を急ぐ。

ロックダウン状況〇

感染状況 〇

市場回復状況 ●

サプライチェーン

拠点運営

操業・物流

出典 JETRO「新型コロナウィルス感染拡大に対する現地日系企業の対応」；AZCA ヒアリング 編集；

（参考）



感染増大するインドの日系企業のサプライチェーン維持は深刻さが増大

©2020 AZCA, Inc.
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アジア諸国毎の感染状況と対処の方向性（ 製造・市場拠点例 インド）

出典：「新型コロナ感染拡大続くグジャラート州、日系製造業は8割超が操業再開（インド）インド：ビジネス活動正常化に向けた基本情報」
チャートで見る世界の感染状況新型コロナウイルス 日本経済新聞 8/3日

ロックダウン状況 ●

感染状況 ●

市場回復状況

サプライチェーン ●

拠点運営

操業・物流

◆3月25日～、尚も州単位で延長されている。操業は可能。
◆自宅待機要請。車利用が制限。駐在員が自社寮に閉込

◆累計感染者93万6,181人。死亡24,309人。（ 7月18日）
◆7月時点で毎日2.8～5万人前後で第一波感染が拡大。

◆発注量が大幅に減少。本格的な操業再開には至ってない
◆20年度第1四半期は生産・販売共に▲8割

◆モディ首相は5月に製造業振興政策「メーク・」イン・インディア」の加速を表明。グローバルサ
プライチェーンの中でインドが大きな役割を果たすことに向け6月に投資誘致に向けた省庁
横断的次官級委員会が発足

◆グジャラート州産業の8割が操業を再開。一方操業に
SOP （標準作業手順書）順守の手順の混乱、及び操業規
制によるレイオフなどの問題が発生。

◆日本語受診可能な病院もなく、重症化するリスクあり。事
態がさらに悪化した場合、一時退避も視野

◆デリー等では州間の往来を度々閉鎖
◆グジャラート州アーメダバード市では、5月6日完全ロック
ダウン。従業員の健康診断結果の報告を義務化。

◆トラックのドライバーが帰郷してしまい、トラックの稼働率

が低下。コストも増。

（参考）

グジャラート州
日系２輪４輪拠点



中国は第二波感染管理（ウイズコロナ）から回復期ステージへ。
５月からほぼ拠点再開

©2020 AZCA, Inc. 15

アジア諸国毎の感染状況と対処の方向性（製造・市場拠点例 中国）

◆１月から3月まで、4月から徐々に回復され、4月8日は武漢も解除
◆2月からの制限では駐在員が週に２日のみ外出可能（買い物のみ）など厳しい規制

◆累計感染者8万5,226人。死亡4,642人。（ 7月18日）
◆7月時点で毎日0～50人前後で第二波の市中感染をコントロール

◆「7月の自動車の販売台数は昨年比較の7割以上まで回復。需要も90％以上戻ったといえる。」
◆「特にEC、スマートメディカルなどのデジタル系企業は感染防止ニーズで120％超の企業も多い」
◆「政府統計以上にショッピングセンターに行くとノーマルな日常になったと感じる。」

◆４月頃から徐々に再開。「事業再開の状況・見
通し」「ほぼ100％」が73％、「70～80％程度」が
12％。2020年末時点での操業見通しについて、
「ほぼ100％」「70～80％程度」と回答した企業
は93％（注* ）

◆感染管理は厳しく、入室には熱履歴アプリの平
熱証明など必須

◆渡航規制が厳しく、また航空運賃が値上がりし
て現地渡航は極めてしにくい

◆「従業員・駐在員の職場復帰状況」は「ほぼ
100％」とする企業が83％である一方、日本人
駐在員について「復帰できていない」とする企
業が55％を占る。 （注* ）

出典 JETRO 新型コロナウィルス感染拡大に対する現地日系企業の対応、注* JETRO 湖北省調査 5月； AZCAヒアリング 編集

ロックダウン状況 〇

感染状況 〇

市場回復状況 〇

サプライチェーン

拠点運営

操業・物流

（参考）



中国では日系企業が拠点拡大・新規投資の動き

アジア諸国毎の感染状況と対処の方向性（中国（２））
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出典：AZCAヒアリング；JETRO湖北省調査「湖北省、5Gなどデジタルインフラ整備を強化」;日本経済新聞

湖北省進出日系企業に対して、5月11日
から18日まで、事業の現状や課題などの
状況を確認、83社から回答

◆武漢のある湖北省でも92％の日系企業拠点が今後維持・拡大の方針
◆「今後の湖北省でのビジネス方針」は、「規模を拡大」20％、「当面（1～2年程度）維持」72％、

◆武漢は5G特区？として今後約375億円を投資し、2020年内に5万基以上の5G基地局を設置予定。インテリジェント・ネットワー
ク・カー、位置情報サービス、デジタル遠隔健康医療といった分野に応用を拡大方針。

◆日本企業も6月になってトヨタ、塩野義などがM&Aにより市場参入を進めている。「2021年は第五次中国ブームか」 （注）

◆トヨタは中国版ウーバーと言われる自動運転タクシーを展開するベンチャー滴滴出行DiDIに600億円を出資。製造業か
らモビリティサービスカンパニーへの変革を加速

◆丸紅は中国の車内空間のデジタル化に注力したEVの開発・製造を行うベンチャー企業BYTON社へ出資
◆塩野義は平安保険のGOOD DOCTOR（遠隔メディカルシステムに３億人のユーザデータを保有）に335億投資。データ
ドリブンの創薬・開発プラットフォームの構築等、売上1000億（2025年）を狙う

◆三井物産は中国最大の種子会社湖南湘研種業へ30%出資。中国は世界全体生産の5割超を占める最重要市場

（参考）



COVID-19 によるサプライチェーンの課題は「操業再開」から「需要創造」に

アジアのケースから抽出できるサプライチェーンの３つのステージ
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市場回復期＆
ニューノーマル市場期

ウイズコロナ変革期（注＊）

・渡航規制等、国レベルでの規制
・オンライン（省人）系経済の活性・移行

第一波（混乱）期
・ロックダウン
・家庭・地域レベルでの規制

稼働停止

感染規制での経済再開・2020年5月（中国）～7月（タイ）
国によって8か月～3年

2020年1月～
国によって3～6か月

国境県境
封鎖

需要変化
移行期

操業規制、 渡航規制

運転資金
確保

駐在員
帰国

現地化・自動化
製造委託（OEM、ODM）

製造拠点多元化、国内回帰

拠点リノベーｼｮﾝ

ワクチン・特効薬、病床などのセーフティネットがほぼ整備
デジタル通貨等、社会システム全体の省人プロセス導入

感染管理規制

（注＊） ウイズコロナ変革：第二波感染を管理しつつ自由な経済活動のための各種規制、商慣習、システムの変革

需要の変化と創造
オンライン：-20％～+100％
オフライン：-90％～+20％



短期： ①進出国事業やサプライチェーン維持のためのウイズコロナ変革期
に向けた準備

事業・拠点の凍結・縮小・統廃合 調達代替検討、情報収集、事業再計画、 等

18
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アジア諸国毎の感染対処の状況と予測

ウイズコロナ変革期第一波期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 2022  

市場回復期
＆ニューノーマル経済期

（参考）

2020

2020・7月の新規感染者順



中期： ② コロナを機会に省駐在員／デジタル拠点変革を

そもそもコロナ禍以前から「拠点の見直し」「デジタル活用」の必要性を認識。
デジタル活用でのリモート管理や現地社員活用による市場ニーズの強化に成功した拠点も

19
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輸出・海外進出拡大を図る企業の比率

◆拠点運営に変化
➢ デジタル化、インターネット（越境ECなど）を代替
➢ 「駐在員が渡航できない、安全リスクが増大。経済回
復期間が見通せない」（注*）

◆日系拠点の従来課題が顕在化
➢ 駐在向けの国際人材、資金、ノウハウ不足
➢ 拠点維持の費用対効果が見込めない
➢ 「拠点市場力を強化したいがパッチワーク的な改良ど
まり。勝ち組は少なく多くの拠点が撤退予備軍」（注*）

◆ニューノーマルに向けてニューローカライズを
➢ 「現地社員とのダイレクトなテレカンで、却って現地
ニーズを把握できるようになり、顧客開拓に希望」

➢ 「更に生産性を高められる地産地消（大規模市場に隣
接した調達・製造・流通拠点）（関税圏内調達）を推進」
（注*）

出典；JETRO 2019年 日系企業の海外事業展開に関するアンケート調査; AZCAヒアリング

◆輸出拡大を図る企業が8割を超える一方、拠点展開を
図る企業は相対的に減少してきた



◆「ニューノーマルにおいては、感染防止・省人化が基本。
デジタル導入は必須となるだろう」

◆「結果、運輸・製造業の自動化・リモートが進む。サービス
業は（教育・医療・メディア）はさらに大きな変化」（注＊）

出典；日本経済新聞経済チャートで見る新型コロナショック（7月18日） （注＊） AZCAヒアリング

造船、空運 ‐42％

鉱業 ‐40％

海運 ‐37％

石油 ‐26％

金融 ‐22％

保険、鉄鋼、製造、鉄道、繊維 ‐20％
自動車、銀行 ‐18％
電力、建設 ‐17％
不動産 ‐16％
証券 ‐15％

倉庫、水産、化学 ‐9％

精密機械、食品 ‐3％
電気機器、通信、機械 ‐１％

医療品、陸運、小売 ＋２％
商社、サービス ＋4％
ガス ＋８％

輸送用機器 ＋18％

‐40％

‐30％

‐20％

‐10％

＋10％

日本のコロナショック前からの業種別株価騰落率

◆金融市場の動揺から、今後数年間は新興国の
為替には大きな影響を与える

長期： ③コロナによる需要の変化：成長領域（サービス・製品・国地
域）への投資、事業戦略に合ったサプライチェーン再設計を

為替、株価のドラスティックな変化データ等から今後のニューノーマル経済の重要と新興国のリスクを図り、
戦略に反映する
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市場回復期
＆ニューノーマル経済期

市場回復期
＆ニューノーマル経済期

ウイズコロナ変革期第一波期

◆ロックダウン等による
経済活動の停止

◆駐在員・従業員・
ご家族の安全管理

◆運転資金のひっ迫、
レイオフ

◆（フェイク情報の氾濫）

◆国による規制（感染
管理規制、渡航規
制、操業規制・・）

◆従来の拠点マネジメ
ント手法の限界

◆既存需要の減少（中
長期）

◆感染ステージのアジア2極化
➢ 新たなカントリーリスク

◆産業レベルでの需要変化
➢ 中小企業にチャンスも
◆滴滴出行は巣ごもり需要開拓・買
い物代行サービス

◆ワークマンが健康需要・スポーツ・
カジュアルウエア+20%

◆アダストリア、林清軒もライブコマー
スにより巣ごもり需要開拓、etc

◆DXの遅れ；より安全・高パ
フォーマンスな代替製品・
サービスの普及

ニューノーマル時代に向け、サプライチェーンの課題
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Webinar

日本企業はオープンイノベーションに
どう向き合うべきか
アフターコロナを見据えたスタートアップ投資

2020年8月7日

EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社
EYパルテノン青木義則
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昨年までの盛り上がり
スタートアップとの
オープンイノベーション
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オープンイノベーションのためのスタートアップ投資

Page 25

国内で100億円前後の資金調達を行う事例が相次いでおり、多くの大企業が投資に参加している

出所：INITIAL, STARTUP DB

資金調達額の上位3社

2018年 2019年

会社名 業務内容 会社名 業務内容

資金調達額 主な出資者 資金調達額 主な出資者

Mobility Technologies
タクシー配車
アプリ スマートニュース ニュースアプリ

123億円 Kakao Mobility、NTTドコモ、

トヨタ自動車、スパークス・グループ

100億円 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム、

電通グループ、日本郵政キャピタル

folio 投資サービス フロムスクラッチ
マーケティング
プラットフォーム

70億円 LINE、三井物産、電通グループ、

DCM, SMBCベンチャーキャピタル

93億円 リンクアンドモチベーション、楽天、KKR、

グローバル・ブレイン、大和企業投資

Freee
会計・労務管理
クラウドサービス ティアフォー

自動運転
システム

65億円 LINE, ライフカード、三菱UFJ銀行 90億円 Quanta Computer, アイサンテクノロジー、

ヤマハ発動機、損害保険ジャパン、KDDI

オープンイノベーション推進の手段として、スタートアップへの投資が当たり前の時代に

1

2

3

1

2

3



新規CVCの設立

Page 26

2

8

4

6
7

15

13

17

20

17

20162010 20132011 201720152012 2014 2018 2019

国内CVCの設立件数

出所：INITIAL ”Japan Startup Finance 2019” （2020年3月27日現在）

スタートアップへの投資を円滑に行うために、コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）を設立する動きが活発化している



コロナ禍が与えた影響

Page 27



スタートアップ投資の減速

Page 28

“大企業の投資子会社などの9割が2020年の投資を19年より減らす意向を示した。

新型コロナウイルスの感染拡大で本業の業績が悪化しているためだ。近年は大企業が

国内投資をけん引しており、影響は大きい。外部の技術を自社の開発に生かす

オープンイノベーションが後退する可能性もある。

日本経済新聞（2020年4月27日）

“投資家（特にCVC）の Investment appetiteの下落、つまり資金調達の難易度が

上がることです。既にこの現象は、顕在化し始めています。直近1Q/2020のグローバル

のスタートアップ投資は、前Q比で16%減少と、過去10年で2番目に高い下落幅となって

います。特にその下落の原因となっているのが、CVC投資の大幅減少（▼18％）です。

DNX Ventures（2020年4月1日）

https://note.com/dnx_vc/n/n397a1426226f

コロナ禍の影響により、2020年は事業会社からスタートアップへの投資減速が予想されている

https://note.com/dnx_vc/n/n397a1426226f


事業会社の影響力

Page 29

出所：INITIAL ”Japan Startup Finance 2019” （2020年3月27日現在）

2018年にはスタートアップ投資の40％超が事業会社となっており、減速の影響は大きい

国内でのスタートアップへの投資額

236 402 433 401 632 790 631

1,629
2,058

1,416

2011 20172015 20192010 20142012 20162013

3,980

2018

1,096

1,400
1,180

2,318
2,574

5,025

4,743億円

その他

個人

VC

海外法人

金融機関

事業法人

40.9%

30.9%

21.6%

35.2%

24.5%

36.7%
34.0% 34.1%

40.9%

29.8%

事業法人の比率

1,796

1,091



いま、日本企業はどのように
向き合っていくべきか
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いま、日本企業はどのように向き合っていくべきか

Page 31

今後も、積極的なスタートアップへの
投資検討・協業を継続するべき

対象とする事業領域・ビジネスモデル
については、戦略の見直しが必要

積極的に取り組んでいることを、
マーケットに対して発信していくべき



積極的に取り組むべき
3つの理由
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積極的に取り組むべき3つの理由

Page 33

適切なバリュエーションで投資できるチャンスかも

2

「見えないレピュテーションリスク」を避ける

3

これから大きく成長するスタートアップが
登場する可能性

1



これから大きく成長するスタートアップが登場する可能性

Page 34

1

「変化」はチャンス。「変化」を捉えたスタートアップが飛躍的な成長を遂げる

2011/012006/01 2007/01 2008/01 2009/01 2010/01 2012/01

NASDAQ

総合指数

出所：S&P Capital IQ、各社ウェブサイトより、EY作成

リーマンショック

リーマンショック後、シェアリングエコノミーが台頭した
アフターコロナでは、どのようなトレンドが生まれるか？

Kickstarter

（クラウドファンディング）

2009年4月設立

Airbnb （民泊）

2008年8月設立
Uber （ライドシェア）

2009年3月設立



（参考） コロナ禍におけるスタートアップの資金調達状況

ページ 35

8

16

19

25

22

31

42

38

25

35 35

30

19

2018 Q12017 Q3 2019 Q22018 Q22017 Q22017 Q1 2017 Q4 2018 Q3

22社

2018 Q4 2019 Q1 2019 Q42019 Q3 2020 Q1 2020 Q2

パンデミックの影響を受けつつも、依然としてユニコーンは誕生

新規ユニコーン数の推移

出所：CB Insights

次頁に
詳細



Keep (中国) : 外出制限下、トレーニング・食事指導による健康増進
サービスを提供することで、ユーザー数2億人を突破

Quizlet (米国) : リモート学習拡大で、米国の高校生の3分の2以上
が利用、評価額が2018年から5倍と急上昇

o9 Solutions (米国) : コロナ禍でサプライチェーンの重要性が高ま
る中、AIによる高精度の需要予測を提供

Dingdong Maicai （中国）: 生鮮食品のEコマースで、外出制限下で
注文が急増

（参考） コロナ禍で登場した新しいユニコーン

Page 36

コロナ禍でも22社が新規にユニコーン入り、社会の変化を捉える企業も

5

3

3

2

2

1

6

22

2020年4-6月

ソフトウェア

その他

AI

EdTech

モバイル / 通信

Eコマース

データ管理・分析

コロナ禍での社会変化を捉えたユニコーン20年第2四半期の新ユニコーン・業種内訳

Fivetran (米国) : クラウド需要が高まる中、企業によるクラウドへの
データ転送の自動化サービスを提供

VAST Data (米国) : クラウド需要拡大で企業の扱うデータ量急増の
中、フラッシュメモリをベースにしたシンプルで割安なストレージを提供

Figma (米国) : アプリやWebサイトのUIデザインをブラウザ上で行え、
自宅やオフィスからスムーズ参加し、チームでの共同作業が可能

Workhuman （アイルランド） : SaaS型の人事管理システムで、社員
同士の感謝・お祝い・フィードバックを奨励し、Engagementを高める

出所：CB Insights、各社Webサイト、TechCrunch, Blocks and Files, Dallas News, ferret, Forbes Japan, 日本経済新聞より、EY作成



株価が低い
時に売却

株価が高い
時に投資

株価が高い
時に売却

株価が低い
時に投資

適切なバリュエーションで投資できるチャンスかも
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2

VC・CVCファンドのパフォーマンスは、投資開始のタイミングに大きく影響される
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＊日経平均株価は日本経済新聞社の著作物です

投資期間
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投資期間EXIT期間 EXIT期間



「見えないレピュテーションリスク」の回避

Page 38

3

► 大企業の立場

▸本来、オープンイノベーション
は中長期で取り組むテーマ

▸一方で、コスト削減の必要性も
→ 新規投資の停止

► 起業家・VCからの見え方

▸本気度が感じられない？

▸すぐに方針が変わるリスク？

ここで投資をストップする影響有望案件発掘のKSF

起業家・VCとの信頼関係
（インナーサークルに入る）

起業家・VCから信頼できる
協業相手と認知されないリスク

► VCや起業家から情報を得る

▸有望案件の情報は、限られた
ネットワーク内でのみ流通

► 起業家・VCから選ばれる

▸有望なスタートアップほど、
出資者を選ぶことができる

ここで投資をストップすると、投資再開後の案件発掘に支障が出るおそれも



（参考）海外Top CVCの投資状況
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65
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71
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出所： S&P Capital IQ （2020年7月21日現在）、EY分析

5
12

2

Intel Capital

GV

(Google)

Salesforce 

Ventures

景気低迷期でも、安定的に投資を継続している

ドットコムバブル崩壊 リーマンショック コロナ禍

リーマンショック後に
投資を本格化

リーマンショック後に
投資を開始



まとめ
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まとめ

コロナ後を見据えて、積極的にオープンイノベーションに取り組むべきではないだろうか

Page 41

今後も、積極的なスタート
アップへの投資検討・協業を

継続するべき

対象とする事業領域・
ビジネスモデルについては、

戦略の見直しが必要

積極的に取り組んでいる
ことを、マーケットに対して

発信していくべき

適切なバリュエーションで
投資できるチャンスかも

2

「見えないレピュテーション
リスク」を避ける

3

これから大きく成長する
スタートアップが
登場する可能性

1

どのように取り組むべきか その理由
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