
住友ベークライト株式会社

2018年1月30日

石井正純
Managing Director – AZCA, Inc.

シリコンバレーの現状と

新事業開発の考え方について



企業は成長しなければならない？
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▪ 企業は現状維持で日銭を稼ぎ、社員が飯を食っていければ
それで良い？
• 既存顧客との取引が維持されれば良いが、既存顧客の業績はコント
ロールできない➔顧客の業績が悪くなれば取引も減少

• 競合他社は既存顧客を奪う （３Cモデル）？
• 社員は考えて成長する努力をしなくなる？
• 結局は売り上げ減少➔つまり「現状維持」は「衰退」を意味する

▪ B2Bの企業はこのような考えに陥りがち （reactive vs. 

proactive)

▪ 成長すべき積極的な理由
• 社会に対してより多くの貢献
• 社員が将来の夢を持って仕事ができる環境
• 予期せぬリスクに対応できる体制（利益を再投資）
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Silicon Valley* は長径50マイルの楕円

2*- “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
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シリコンバレーの特質
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優秀な大学・
研究機関

文化的多様性

豊富な資金源
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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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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
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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)

Pierre Omidyar
(French-born Iranian-American )

Larry Ellison

Steven Jobs

Bill Gates

William Shockley

Sergey Brin

Jerry Yang

Mark Zuckerberg
Reid Hoffman
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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

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

・インキュベーター
・アクセラレーター
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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
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VC投資の行き先 - カリフォルニア州が独り勝ち

8出典： NVCA
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シリコンバレーが先導する世界の急速な動き

• 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

9
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あらゆる分野でデジタルトランスフォーメーションが進行

1. AI Foundation • 新たなビジネスモデルの構築、意思決定プロセ
スなど、あらゆる分野にAIが浸透

2. Intelligent Apps and 
Analytics

• あらゆるアップのバックグラウンドでAIが使わ
れアップはインテリジェントにになる

3. Intelligent Things • 多くのモノ(例：掃除ロボット）がAIと機械学習に
よって自律的に動く

4. Digital Twins • 実世界をデジタルで表現、機械設備の予兆診
断など

5. Cloud to the Edge • データ処理がクラウドに送られる代わりにデー
タに近いところで行なわれる

6. Conversational Platform • システムとのインターフェースが会話型になる

7. Immersive Experiences • Conversational platformと組み合わされ、
AR/VRがより本格的になる

8. Blockchain • 自律的に管理される分散型台帳技術

9. Event-Driven • AI、IoT、その他の技術の進化により、様々なイ

ベントがより早く検知され、意思決定に使われ
る

10. Continuous Adaptive 
Risk and Trust assessment

• CARTAによる新しいセキュリティの在り方

Intelligent

Mesh

Digital

Source: Gartner; AZCA

化学・素材産業も例外ではない
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新事業創出の考え方
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新
規

既
存

技術

市場

既存 新規

技術のS-カーブ

新しいアプリ
ケーションへ
の横展開

既存事業

将来の
新規事業

既存の枠組織・枠組みの
中で可能（「抵抗勢力」の
扱いが課題）

既存の組織をベースに
社内外の組織とも共同し
て開拓

新たな枠組み・組織が
必要

ストラテジック・ゲームボード
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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
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コーポレートベンチャリングの手法
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長期
結果が出る
までの時間

買収
既存VCにLP

投資

技術ライセンス

CVC

合弁

ベンチャーに
直接投資

共同開発

社内プロジェ
クトのスピン
アウト

事業化段階

短期

事業

技術
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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
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オープンイノベーション
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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
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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。

16

©2018 AZCA, Inc.



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
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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
イノベーションエコシステム

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
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シリコンバレーの重要性

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。

19
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）
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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、まず技術を知りたがる。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

21

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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他社の例
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