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コーポレートベンチャリング
～シリコンバレーの活用の仕方～



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）、
AZCA Venture PartnersのＭａｎａｇｉｎｇ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ

 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

 早稲田大学ビジネススクールおよび静岡大学工学部大学院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

 米国ホワイトハウスでの有識者会議に頻繁に招聘される。貿易協定・振興から気候変動等
の様々な分野で、米国政策立案に向けた、民間からの意見及び提言を積極的に行う
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Presenter
Presentation Notes
皆さん、こんにちは。（只今ご紹介にあずかりました）石井正純です。簡単に自己紹に留学の機会を得、帰国後2年ほどしてからマッキンゼー＆カンパニーに入社、日米欧の大企業の企業戦略立案の仕事に携わり、1985年ですから今から30年前になりますが、シリコンバレーにAZCAという会社を設立し、依頼日米企業の事業拡大や新規事業展開の支援をして参りました。一方ベンチャーキャピタルにも1987年から関与し、これまでいくつかのVCファンドの運用に関わってきております。また、早稲田大学のビジネススクールや静岡大学工学部大学院で客員教授としてイノベーション、アントレプルナーシップ、シリコンバレーなどの授業を担当しております。そのほか、文科省、経産省の様々なプログラムや委員会に関わっております。
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シリコンバレーの立地

©2017 AZCA, Inc.

*- “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。

80Km

Presenter
Presentation Notes
シリコンバレーの距離感
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シリコンバレーの特質

©2017 AZCA, Inc.

文化的多様性

優秀な大学・研究機関

豊富な資金源

Presenter
Presentation Notes
シリコンバレーの特質
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シリコンバレーのハイテクノロジーの波
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1950          1960                 1970                   1980                     1990                       2000           2005

通信・インターネット
IoT

半導体、IC

PC、コンピュータ・システム、周辺機器
ロボティックス

ソフトウェア
AI・機械学習

ヘルスケア 1.0

ナノテクノロジー

グリーンテック

世界のデファクト・
スタンダードの創生

1939

ヘルスケア
2.0

インターネット前 インターネット時代

Presenter
Presentation Notes
実際、（HPの話）シリコンチップの商業化から始まって。。。

http://www.public.iastate.edu/%7Emikedx42/past4t.gif
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世界的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)

Pierre Omidyar
(French-born Iranian-American )

Larry Ellison

Steven Jobs

Bill Gates

William Shockley

Sergey Brin

Jerry Yang

Mark Zuckerberg
Reid Hoffman

Presenter
Presentation Notes
今では、直径40キロ程度の狭い地域に、。。。
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SVのイノベーション・エコシステム

©2017 AZCA, Inc.

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

VC
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・エコシステム

Presenter
Presentation Notes
シリコンバレーのイノベーションエコシステムはこれまで60年、70年の歳月をかけて醸成されてきたものですが、その要素は、。。。
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インキュベータ: “Silicon Valley in a Box”
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Y Combinator

I/O Ventures

Plug and Play Tech Center

500 Startups

The Foundation Institute

AngelPad

nestGSV

First Floor Labs @AOL

Dog Patch Lab

GreenStart

LightSpeed Summer Fellowship

Environmental Business Cluster

Lemnos Labs

JFE Network

Triple Ring Technologies

InCube Labs

The Foundry

Coronis Medical Ventures

AZCA Venture Partners

Cirtec Medical Systems

Theranova

Fogarty Institute of Innovation

QB3@953

QB3 Garage@UCSF

Mission Bay Innovation Center

QB3 Garage@Berkeley

出典：AZCA



シリコンバレーを支えるカルチャー

キーワード１： オープンネス (Openness）
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“Out of the Box Thinking”

Presenter
Presentation Notes
これはハンバーガーの絵ではありません。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”



シリコンバレーを支えるカルチャー

キーワード2： 失敗に対して寛容（Tolerance for 
Failure）
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Presenter
Presentation Notes
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”
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シリコンバレーのメカニズム（つまるところ・・・）
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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

Presenter
Presentation Notes
また、これまでシリコンバレーのお話を差し上げましたが、結局シリコンバレーというのは、こういうメカニズムで動いているわけです。
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VC投資の行き先 -カリフォルニア州が独り勝ち

©2017 AZCA, Inc.

出典：NVCA
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California

Silicon Valley

Other California

New England

Other Region

Southwest

Texas

NY Metro

Midwest
Northwest
DC/Metroplex

Presenter
Presentation Notes
その証拠に、VCのお金を引き付けるという意味ではシリコンバレーが独り勝ち。



世界の急速な動き

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

©2017 AZCA, Inc.



ITの社会への実装
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出典： 経済産業省産業構想審議会

個別機器を独立
して使用（スタン
ドアロン）

一部機器が
ネットワークに
接続され、デジ
タルデータの流
通が開始（ネッ
トワーク化）

AＩによる価値創

造と完全自律・
自働化

データ集積・集
計・処理などの
機能が、個別
の端末からネッ
トワーク上の
データセンター
等へ移行（クラ
ウド化）

実世界をデジタ
ルデータに変換
し、そのデータ
を処理したうえ
で現実にフィー
ドバックするとい
うループの発生
（CPS）

レベル１

～1990年代後半

レベル２

～2000年代前半

レベル３

～2000年代後半

レベル４

2010年頃～

レベル５

今後

現在はCPS (Cyber-Physical 
Systems)実現の段階

Industry 4.0はCPSと概

念として同義だが、実際
には製造プロセスにおけ
る取組みが中心



Industrial IoTの活用による新事業機会の創造
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GEの例 ミシュランの例

出典：Accenture

情報
サービス

装置
サービス

定期保守
（GE

Aircraft) 

予防保守
(Telerisと
合弁）

航空機オペ
レーション
の最適化
（Telerisとの

合弁）

製品
ジェットエン
ジン（GE
Aircraft)

ジェットエン
ジン（GE
Aircraft)

既存製品ラ
イン（ディジ
タル以前）

デジタル製
品ライン

新市場セグ
メント

市
場
へ
の
価
値
提
供

市場へのアプローチ

情報
サービス

燃費削減
サービス

装置
サービス

タイヤ・ア
ズ・ア・サー

ビス
(Tire-as-a-

service)

製品 タイヤ
センサー付
きのタイヤ

既存製品ラ
イン（ディジ
タル以前）

デジタル製
品ライン

新市場セグ
メント

市
場
へ
の
価
値
提
供

市場へのアプローチ



ICTがもたらす新たなエコノミーのパラダイム
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Sharing
Economy

Pay-per-use 
Economy

Pay-per-
outcome 
Economy

： Pay-per-laugh (ICTとは言えない)

Presenter
Presentation Notes
ICTやIoTの進展に伴い、エコノミーの在り方がどんどん変わっている。Sharing Economy ：　AirBnB；Uber Lyft; Crowed Funding; ZipCarPay-per-use Economy:  自動車保険、Software Subscription (Office 365); SaaS; GE;ミシュランタイヤPay-per-outcome Economy:　「寄席に行って何回笑ったかでお金を払う」；　GE;　ミシュランタイヤ



日本企業の現状と課題

• 「勤勉」、「モノづ
くりの達人」が
「儲け」につな
がっていない

• 多くの分野で
グローバル市場
での競合地位を
失う

16
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• ピラミッド型業界構造

• 少ない企業間の差別化

• 自前主義（Closed 
Innovation)

• 過度な垂直統合

• 日本市場を優先、海外
市場は後回し

• 鈍い経営の意思決定

Presenter
Presentation Notes
翻って、日本の現状はどうか？



いま日本企業に必要なこと

• 「コスト競争力」から「付加価値競争力」へ（差別化で
きる製品力、ソリューション、サービス）

• R&Dの強化、オープンイノベーション（掛け声だけで
はダメ）

• ICTリテラシーの強化と活用

• 「垂直型」から「水平型」へ（中小企業は下請けから脱
却して自立へ）

• 積極的なグローバル展開、特に中小企業の自立した
グローバル展開

• スピーディーな経営の意思決定
17

©2017 AZCA, Inc.

Presenter
Presentation Notes
そこで、ここに出したのは6点、多すぎるかもしれませんが、私としては日本企業に提案したい点があります。
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オープンイノベーション

©2017 AZCA, Inc.

社外の技術ソース

技術供与、スピ
ンオフなど

他社の対象市場

自社の新た
な対象市場

自社の既存
対象市場

カーブアウトやバイ
バックなど

自社内の技術ソース

社外技術の導入

Presenter
Presentation Notes
最近オープンイノベーション（という言葉）が花盛りですが、実はHenry William Chesbroughが2005年に「Open Innovation: The New Imperative for Creating And Profiting from Technology」という本を書いてこの言葉が有名になったわけですが、実はすでにオープンイノベーションはずっと前から行われていました。決して彼がオープンイノベーションと言い出したので多くの企業が始めたというわけではありません。ですが、オープンイノベーションをやっている企業とそうでない、クローズドイノベーションの企業とでは明らかに企業風土が違っているので、それを理解することはかなり重要なとこだと思います。



クローズドイノベーションとオープンイノベーション

クローズドイノベーション（Closed Innovation） オープンイノベーション（Open Innovation）

業界の優秀な人達の多くは我々の会社で働
いている。

優秀な人達ばかりが我々の会社にいるわけで
はない。従って、社外の優秀な人材の経験や
専門知識にアクセスする方法を考えるべき。

R&Dの成果を享受するためには、我々が研究
開発を行ない、我々が製品を市場に出さねば
ならない。

社内のR&Dはそれなりに価値を生み出すこと
が出来るだろうが、社外のR&Dもかなりの価値
を生み出すことがあり得る。

最初に研究開発を行なえば最初に市場に到
達出来るはず。

研究開発から利益を得るには、必ずしも我々
がすべて最初ｋら生み出す必要はない。

最初に市場に出せば勝てるはず。 最初に市場に出すより、より良いビジネスモデ
ルを構築する方が良い。

我々の知恵でベストなアイデアを出せは勝て
るはず。

社内のみならず社外のアイデアも取り込んで
活用すれば勝てるだろう。

知財を強くコントロールして、我々の研究開発
成果を他社に使われないようにすべき。

他社による我々の知財の活用により、我々は
利益をこうむるべきだし、我々のビジネスモデ
ルを進化させることが出来るなら我々も他社
の知財を積極的に取り入れるべき。

19
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Presenter
Presentation Notes
ローズドイノベーションとオープンイノベーションの比較。さあ、皆さんの会社はどちらでしょうか？
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新規事業開拓におけるSV活用の方法

©2017 AZCA, Inc.

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
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研究開発とオープン・イノベーション

©2017 AZCA, Inc.

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
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戦略立案プロジェクトとCVC – 手法と効用の比較
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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

©2017 AZCA, Inc.

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



24

戦略投資VCへの参加あるいはCVC

©2017 AZCA, Inc.

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
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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？
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SVの有効活用にはトップのコミットメントが必須

©2017 AZCA, Inc.

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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新規事業展開の位置づけ比較（1）

©2017 AZCA, Inc.

本社内事業部 SV子会社 SVベンチャー

事業計画

• 作成者：事業化推進者
• 作成時点：事業化決定時
• 作成目的：事業化決定

• 作成者：事業化推進者
• 作成時点：事業化決定時
• 作成目的：事業化決定

• 作成者：CEO
• 作成時点：資金調達時

• 作成目的：合意形成、資金調
達

資金調達

• 比較的甘い審査
• 調達の機会：1回の審査

• 調達の頻度：予算制度内で
の運用

• 比較的甘い審査
• 調達の機会：1回の審査

• 調達頻度：初期投資重視；状
況次第で追加出資

• 投資側からの厳しい審査
• 調達の機会：多数のVC等
• 調達頻度：マイルストーン・

ベース；複数回（1,2年に1回）

CEO／経営陣

• CEO：内部アサイン

• 経営陣：大部分が内部アサ
イン；一部、外部からの採
用？

• CEO： 親元からの出向
• 経営陣：出向者とSVでの採

用とのMix（SV採用者の相対
的な質の問題有）

• CEO：基本的にSVで採用
• 経営陣：大部分SVで採用；但

し、CTO等は親元から移籍

事業支援／統制

• BOD : なし

• 通常の組織階層に基づくレ
ポーティング、意思決定；アド
ホック支援

• BOD : 形式的で実質的な貢
献少

• 重要事項に関する親会社側
の意向反映

• BOD : 役割大

• 戦略等の重要事項の意思決
定

• 人脈紹介
• ステークを持った支援

意思決定
• 遅い（会議の多さ）；安全指

向（他社は？）；意思決定権
限不明確＝皆で決定

• 遅くなりがち
• 重要事項は本社の決定待ち

• 迅速（Risk Taking）
• 明確（Decisive）
• 意思決定権限明確
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新規事業展開の位置づけ比較（2）

©2017 AZCA, Inc.

本社内事業部 SV子会社 SVベンチャー

技術革新／経営革新

• 重要性は理解
• 現実は革新は遠い存在

• 重要性は理解；日本人経営
陣次第で、ある程度革新推
進可能

• 起業の前提（これなしで起業
不可）

• 革新を促進／最優先とする
施策

• 革新を担う優秀人材（成功企
業に革新あり）

事業開発
• 重要性の認識は高まってい

る
• 社内人材に経験者少ない？

• 経営陣の意識に依存
• プロを雇えれば進展が早い

• アライアンス構築は前提条件
• プロが活躍（戦略、交渉、等）

市場アクセス（マーケ
ティング／営業）

• マーケッティング力や営業力
弱体

• 現地採用の米人BODメンバ

が多いほど、有効な人脈活
用可

• マーケッティングや営業のプ
ロ活用

• 人脈活用
• 外部チャネルの活用
• 営業（販売）プロセス管理
• インセンティブ

グローバル事業展開

• 当初は日本市場フォーカス
• グローバル人材少

• ある程度グローバル化が前
提（日本人経営陣に依存）

• グローバル人材一部

• 事業化当初からグローバル
展開が前提

• 殆どの社員が既にグローバ
ル人材
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新規事業展開の位置づけ比較（1）

©2017 AZCA, Inc.

本社内事業部 SV子会社 SVベンチャー

事業計画

• 作成者：事業化推進者
• 作成時点：事業化決定時
• 作成目的：事業化決定

• 作成者：事業化推進者
• 作成時点：事業化決定時
• 作成目的：事業化決定

• 作成者：CEO
• 作成時点：資金調達時

• 作成目的：合意形成、資金調
達

資金調達

• 比較的甘い審査
• 調達の機会：1回の審査

• 調達の頻度：予算制度内で
の運用

• 比較的甘い審査
• 調達の機会：1回の審査

• 調達頻度：初期投資重視；状
況次第で追加出資

• 投資側からの厳しい審査
• 調達の機会：多数のVC等
• 調達頻度：マイルストーン・

ベース；複数回（1,2年に1回）

CEO／経営陣

• CEO：内部アサイン

• 経営陣：大部分が内部アサ
イン；一部、外部からの採
用？

• CEO： 親元からの出向
• 経営陣：出向者とSVでの採

用とのMix（SV採用者の相対
的な質の問題有）

• CEO：基本的にSVで採用
• 経営陣：大部分SVで採用；但

し、CTO等は親元から移籍

事業支援／統制

• BOD : なし

• 通常の組織階層に基づくレ
ポーティング、意思決定；アド
ホック支援

• BOD : 形式的で実質的な貢
献少

• 重要事項に関する親会社側
の意向反映

• BOD : 役割大

• 戦略等の重要事項の意思決
定

• 人脈紹介
• ステークを持った支援

意思決定
• 遅い（会議の多さ）；安全指

向（他社は？）；意思決定権
限不明確＝皆で決定

• 遅くなりがち
• 重要事項は本社の決定待ち

• 迅速（Risk Taking）
• 明確（Decisive）
• 意思決定権限明確
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