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どう育てるか、
遠州のイノベーション・エコシステム

～シリコンバレーからの示唆～



自己紹介

 東京大学工学部（計数工学科）、スタンフォード大学大学院(Computer Science)

 日本IBMにてシステム開発、システムズエンジニアリング

 30年にわたる経営コンサルティング（McKinsey & Co.にて日米欧のクライエントに対してグ
ローバル戦略の支援、AZCAにて日米ハイテク企業の新規事業開発支援）

 15年以上のVC経験（Pacific Technology Venturesの取締役、Sierra Ventures、
Sofinnova 、Techno Venture のアドバイザー、Noventi のManaging Director および
Venture Partner）

 これまでLogitechやIA Global など多数のベンチャー企業および上場企業の役員経験

 PARC (Palo Alto Research Center）のSenior Executive Advisorとして日米間のオープ
ン・イノベーション推進

 静岡大学工学部大学院および早稲田大学ビジネススクールにて客員教授としてイノベー
ションとアントレプレナーシップ担当

 日米起業協議会 （US-Japan Innovation and Entrepreneurship Council）や文部科学省大
学発新産業創出拠点プロジェクト (START）の推進委員会のメンバーとして日本におけるア
ントレプレナーシップ推進

 北加日本商工会議所（2007年会頭）、The Japan Society of Northern California などの理

事。
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Silicon Valley* の立地

*- “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。

80 Km

©2015 AZCA, Inc.
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他地域では見られないシリコンバレーの特質

3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
 $23.4BのVC投資 - 全米$48.4Bの48%以上（2014年）
 300社以上のベンチャーキャピタル会社 - 全米874社の34％以上（2014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％(2013年）

©2015 AZCA, Inc.



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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出典：AZCA

http://www.public.iastate.edu/~mikedx42/past4t.gif
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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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AZCA

William Hewlett &
David Packard

Elon Musk

Andy Grove
(3rd employee)
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SVのイノベーション・エコシステム*
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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.

起業家
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大学・
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弁護士事務所

会計事務所

コンサルタント
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etc.

イノベーション・エコシステム

・インキュベーター
・アクセラレーター

©2015 AZCA, Inc.

* - エコシステム: 「共存共栄するさまざまなプレーヤーとプレーヤーが置かれている環境を一つのシステムとして捉える生態系」



インキュベータ: “Silicon Valley in a Box”
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Y Combinator
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出典：AZCA
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シリコンバレーを支える基盤(カルチャー）

©2015 AZCA, Inc.

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） 8



Y Combinator

©2015 AZCA, Inc.
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要するに・・・

©2015 AZCA, Inc.

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

10



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
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急速な世界の動き

 ICT化、ディジタル化

• 製造分野: 家電、個人用機器（スマホ、PCなど）、産業機器

• 非製造分野: 金融、流通、サービス、ヘルスケア

 丸抱えから水平分業へ

• 垂直統合やBlack-Box化では投資効率、開発スピードで他国に後れを
取る

• 自社はコア・コンピテンスに集中、その他は外部からベストのものを調達

• オープンイノベーションで連携

 グローバル化

• ほとんどの製品は対象市場がグローバル

• 多くの企業がグローバル規模で水平分業

12
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日本が直面している深刻な状況

 日本企業の多くは世界的な産業構造の変化について行けていない

• 「ものづくり」の成功体験から脱却で来ていない

 付加価値が急速に減少

• 「匠の技」が通用する分野は大きな成長が望めない

• 持続する保証はない外的要因（円安など）への依存は危険

 世界的なICT化と水平分業の波に乗った台湾、韓国、中国、インドに対し
て競争力が急激に低下

 世界的なICT化と水平分業をリードした欧米企業との距離はさらに拡大

13

©2015 AZCA, Inc.

遠州は？



米国企業（ICT関連）との差は急拡大

 昔はモノづくり

 今は付加価値の大半はIT、インターネット、プラットフォーム

14

©2015 AZCA, Inc.

出典： ブレークスルーパートナーズ
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「IT」 x 「データ」 x 「プラットフォーム」 x 

「ネットワーク化」されたハードウェアの
イノベーションによる数百兆円に及ぶ産
業創造
1. ウェアラブル
2. IoT

3. デジタルヘルス
4. コネクテッド・カー、自動走行車
5. ロボティックス
6. ビッグデータ
7. 3Dプリンティング、メーカーズ革命
8. クラウドファンディング
9. 共有経済、共有サービス
10. セキュリティ、プライバシー



日本企業が抱えている課題
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大企業  高度成長時代に作れば売れる右肩上がりで業績を伸ばしてきた
 古い経営基盤
 成長について多くが「成り行き予測型」
 中小・ベンチャー企業との連携に関して

• オープンイノベーションは掛け声だけ？
• 上からの目線？
• 取れる情報だけ取って、あとはポイ？
• トップが決めても下が動かない
• 意思決定が遅い

中小企業  経営者は本気で改革しようとしているか？
 製品ラインが単一？
 モノづくり、ハードが頼り、ITに強いか？
 人材不足？
 グローバル化していない？

ベンチャー企業  社長のエゴが障害になっていないか？
 経営力が決定的に欠如？
 急成長する市場の変化に対応できない？
 人材不足？



静岡県の場合 － 企業と立地
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出典： 浜松ソフト産業協会
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静岡県の場合 － 大学・大学院
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静岡大学・大学院

総合研究大学院大学

浜松医科大学・大学院

静岡県立大学・大学院

静岡文化芸術大学・大学院

静岡英和学院大学

静岡産業大学

静岡福祉大学

静岡理工科大学・大学院

順天堂大学

聖隷クリストファー大学・大学院

東海大学・大学院

東京女子医科大学

常葉大学・大学院

浜松学院大学

日本大学・大学院

光創成大学院大学

法政大学大学静岡サテライトキャンパス

静岡大学・大学院

出典： 静岡県

浜松

静岡

袋井
磐田

三島

焼津掛川



イノベーションのエコシステム

ベンチャー企業のライフサイクル
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株式公開

M&A

清算

ベンチャー
キャピタル

機関投資家

大学・研究機関

大企業
中小企業

LP投資



イノベーションのエコシステム

ベンチャー企業と産学官連携
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政府・地方自治
体・商工団体

VC投資

技術提携

提携・買収

ベンチャー企業

ベンチャー
キャピタル

大学・研究機関

大企業

産学連携

専門家（法律、会
計、人事、コンサ

ルなど）

支援

支援

連携



遠州のイノベーション・エコシステムを育てるために （１）

 大学発ベンチャーの促進

• 経営力を外から導入（大学の先生が社長になること、とは限らない、優れた研究成果は
ベンチャー成功条件の１つに過ぎない）

• 産学連携のスキルを持った人材を産学連携センターなどに採用

 大企業と中小・ベンチャー企業との連携、M&A促進

• M&Aにより、おカネ、技術、人が循環する

• 大企業と対等に渡り合えるよう中小・ベンチャー企業も交渉力を強化

 エコシステム醸成を地方自治体、商工団体、大学が連携して推進

• 公開セミナー（大学キャンパス、公の会場、民間企業の会場）

• ビジネスプラン・コンテスト

 シリコンバレーとのネットワーク促進（頭脳循環）

• インターンシップ・プログラム

• ビジネスプラン・コンテスト上位入賞者をシリコンバレーに派遣

• シリコンバレーでの企業も積極的に支援
20
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大学関係者の意識（潜在意識）？
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©2013 AZCA, Inc.

学生の意識（潜在意識） • 「未来は明るくない。日本経済低迷の中で育った。新しいことをやってダメ
になったら僕はどうなるんだろう？」

• 「海外留学なんかしたら、帰ってきてから就職できなくなってしまう。」

• 「わがまま、自己中、協調性が無い？社会性に欠ける？」 （「ゆとり教育」
の弊害？）

• 「シリコンバレーに一人で来て自分で開拓する子もいる。」

教員の意識（潜在意識） • 「競争が少ない中でキャリアを積んだ。」
• 「自分の研究分野だけに没頭出来ればそれでいい。」

• 「他の事をやっている人に対する尊敬の念、関心が少ない？異分野との
融合は？」

• 「年配の教員： 我々は今すぐ世の中に役立つようなことでなく、もっと先
のことをやっているんだよ。」

• 「そう言われればビジネスマインドはあまり無いね。」

事務方（TLO、産学連携セン
ターなど）の意識（潜在意識）

• 「教育サービスを提供する法人としての経営があるべき姿で行なわれてい
るか？（国立大学の場合）事務系の人事権と教員の人事権が別」

• 「（産学連携を進めるスキルはないけど）安住の地が得られた。」
• 「プロセスはしっかり通さねば・・・。」
• 「経営のうまくいっている私大などは事務方が教員に協力的。」

文部科学省の意識 • 「大学側から見ると文部科学省が長期的にどうしたいのかが見えない。」
• 「教育の問題が雇用の問題になってしまっている。」

出典： 大学関係者へのヒアリング

大学関係者の方達との雑談から・・・



遠州のイノベーション・エコシステムを育てるために （２）
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「やらまいか」の
カルチャー

 オープンネス

 やり直しがきく
環境（失敗に
寛容）

＝



ディスカッション
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