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シリコンバレーのイノベーション・エコシステム
の活用

～事業拡大および新規事業開拓のために～



Silicon Valley* は長径50マイルの楕円

1*- “Silicon Valley” という言葉は1971年にDon Hoeflerが雑誌 Electronic News の中の”Silicon Valley in the USA” という連載記事で初めて使用した。

50マイル



世界的に著名な企業が密集するシリコンバレー
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他地域では見られないシリコンバレーの特質
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出典： NVCA; Joint Venture Silicon Valley “The 2012Silicon Valley Index”

 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）
 LBNL、PARC、SRI Internationalなどの研究機関

 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）

 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％



シリコンバレーが源泉となるハイテクノロジーの波
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SVのイノベーション・エコシステム
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インキュベータ: “Silicon Valley in a Box”
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シリコンバレーを支えるカルチャー
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キーワード１： Openness (オープンネス）

 多様な文化的背景の人たち、初対面の人たちに対するオープンネス（肩書きや所属先
は関係ない）

 新しいアイデア（技術、ビジネスモデル）に対するオープンネス

“Out of the Box Thinking”

キーワード2： Tolerance for Failure（失敗に対して寛容）

 「失敗」は学ぶ良い機会 “Opportunity to learn”

 「1割打者でも大成功」*“Many, many attempts behind a few success”

 起業家にとってのリスクは低い “Low risk, high return”

* -山中伸弥京都大学教授、京都大学での記者会見（2012年10月9日）



新規事業開拓におけるSV活用の方法
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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（CVC)の設置

 インキュベータの設置

 既存VCにCVCをアウトソース

 既存VCへLP投資

 社内プロジェクトの切り出し

 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・
ベンチャリング



戦略立案プロジェクトとCVC – 手法と効用の比較

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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戦略立案プロジェクト
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特定のテーマ（戦略課題）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



CVC
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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

新規事業開拓のための持続的フレームワーク

出典： AZCA



研究開発とオープン・イノベーション
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方法

課題

ベンチャー企業か
ら技術ライセンス

取得

ベンチャー企業・
研究機関への
開発委託

ベンチャー企業・
研究機関との
共同開発

ベンチャー企業
買収

自主開発拠点
設置

投資金額 小 中 中 大 大

技術開発の

スピード
速 速 中 中 遅

開発リスク 小 中 中 中 大

技術の独自性 低 中 中 高 高

技術の完成度 低 中 中 高 高

オープン・イノベーション



グローバル展開を可能にするSVのエコシステム活用
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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



SVの活用における日本企業の課題
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 ベンチャー企業との意識のズレ
 日本企業はR&D主体でプロセス志向、SVのベンチャー企業はビジネス主体
で目標志向

 意思決定のスピードが遅い
 他国の競合は責任者が来ていて話を聞いてその場で決断、ビジネスのス
ピードが全く違う

 現地への権限委譲がないため、日本本社にいちいちお伺いを立てている間
に相手が興味を失う、あるいは他社に持っていかれる

 メリハリの利いた意志決定で前に進めない
 適切なリスク(calculated risk) も避けようとする

ポートフォリオの考え方の欠如
 一度足を突っ込むとずるずる深みにはまる？

 アライアンスのためのお金の使い方、位置付けが困難
 ベンチャー投資はR&D部門の探索費用？ 財務部門の関わり？



SVの有効活用にはトップのコミットメントが必須
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シリコンバレー活用にはトップマネジメント・レベルでの
持続的コミットメントが必須！！

成長を担うためのトップの役割

 現時点での中核事業はすでに稼ぐ仕組みが出来上がっているはず。放ってお
いても廻るはずのもの。

 トップは将来の収入をどう稼ぐかを考えることに集中する。

 トップにしか出来ない判断。

 既存の成功事業とは違うビジネスモデルの新事業のために新組織を作り、経営資
源を配分する判断

 既存部門の反発を抑えて新部門の後押しをするのもトップの仕事

 利益率と成長のための投資のどちらか大事かという判断

トップの強いリーダーシップのもとにトップダウンで
迅速な意志決定をしていく！！
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石井正純 略歴

1972年東京大学工学部計数工学科卒業後、1976年日本IBMからスタンフォード大学大学院に留学、コンピュータサイエンス修士号取得。

1981年McKinsey & Company 社に入社、日米欧の主要クライアントに対し、特に情報通信、エレクトロニクスの分野で多角化戦略、海外戦

略などの経営コンサルティング活動を行なう。1985年ハイテク分野での新規事業育成を目標としてシリコンバレーにAZCA, Inc. を設立。以後、

米国ハイテクベンチャー企業のアジアにおける新規市場参入、日本企業の米国市場参入および米国ハイテクベンチャーとのオープンイノ

ベーションや資本提携等による新規事業開拓と東西両国の事業展開の掛け橋として活躍。最近は特に「グローバル市場での競争力の源

泉となるイノベーション力を日本企業に如何に根付かせるか、またその力を如何に事業成長に結びつけるか」を主なテーマとして仕事を続

けている。AZCAを主宰する一方、2004年3月ベンチャーキャピタル会社Noventiにマネジングディレクターとして参画（2011年以降はベン

チャーパートナー）、シリコンバレーにおけるベンチャー企業への投資、事業開発も積極的に行なっている。2006年より2012年までPARC

（Palo Alto Research Center）のSenior Executive Advisorとして日本企業とのオープンイノベーションを推進。2005年より静岡大学工学部大学

院客員教授。2012年より早稲田大学ビジネススクール客員教授。また、現在、北加日本商工会議所（2007年度は会頭）、Japan Society of 

Northern Californiaの理事、および日米イノベーション・アントレプレナーシップ・カウンシルのカウンシルメンバー。新聞、雑誌での論文発表お

よび日米各種会議、大学等での講演多数。共著「マッキンゼー成熟期の差別化戦略」、「Venture Capital Best Practices」、「感性を活かす」な

ど。



補足資料
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経済発展に大きく寄与する米国VC
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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%



シリコンバレーのメカニズム
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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



VC投資の行き先 － カリフォルニア州が独り勝ち
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出典： NVCA



シリコンバレーの重要性
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シリコンバレーに進出している日系企業は、素材の分野（あるいはBtoB）であっても、コーポレートベンチャリングには
シリコンバレーが最適という認識を持っている。

出典： 各社インタビュー

• 「日本では進んだ技術は主として大企業から生まれるので、外には出てこない。米国では進んだ技術へのアクセスは可能でよ
り効率的。」 －Ａ社（素材系）

• 「他の地域よりシリコンバレーに居る方が、有用な情報が網に掛かりやすい。」 －Ｘ社（素材系）

• 「カネのあるところに情報が集まる。それはシリコンバレー。米国内に「素材のメッカ」は存在しないが、情報が集まる、と
いう意味では、シリコンバレーが一番。」 －Ａ社（素材系）

• 「早期の研究開発に投資するリスクマネーはシリコンバレーに多い。」 －Ａ社（素材系）

• 「ナノテク分野でも55%のお金はシリコンバレーのベンチャー企業に投資されている。Stanford 大学やUC Berkeleyから
出てくるIPの3分の1は結局は材料科学関連。スタートアップのとてつもない技術はシリコンバレーで見つかる。」 －Ｐ社
(ベンチャーキャピタル）

• 「メディカル・デバイスやメディカルの材料は9割が米国で出てくる。」－Ｔ社（素材系）

• 「東海岸は技術しかない。シリコンバレーは技術以外のインフラがある。これは材料の分野でもいえる。」 ーＸ社（素材
系）

• 「先端材料の企業は全米に広がっているが、これらの会社もシリコンバレーにやってくる。その理由は①シリコンバレーに先
端顧客が多い、②資金調達において他の地域のVCはリードインベスターになりにくい。」 －Ｐ社(ベンチャーキャピタル）

• 「『異分野との融合』によって新しいものを作っていく場合、『異分野との融合』はシリコンバレーが一番。異分野との融合
により新しい分野に入っていくチャンスを作り出す。」 －Ｔ社（素材系）

• 「先端顧客が多いシリコンバレーではアプリケーション開発が出来る。」 ーＴ社（素材系）



新規事業展開におけるSVのメリット
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シリコンバレーの
イノベーション・ネットワーク

異分野との融合により
新しい分野に入れる

先端技術、ベンチャー
企業、世の中の流れ
についての情報が集

まる

先端顧客が多いので
新しいアプリケーショ
ン開発が出来る

効率的に
新規事業開
発につなげ
られる

早期の研究開発に投
資するリスクマネーが

集まる

優れた大学・研究機関
から「とてつもない技
術」が出てくる

技術以外のインフラも
整っている

出典： 各社インタビュー；AZCA分析


