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なぜベンチャーなのか？
〜日米のベンチャー比較から見える課題



	  1,240	  	  vs	  	  29,700	  

2011年度の日本のVCの投資額と、米
国のVCの投資額（億円単位）。GDPで
は2.5x、VCの投資額は24x!!	  



	  1,240	  	  vs	  	  53,000	  

米国のエンジェルの投資額は年間２
兆円規模。リスクマネーの供給量
43x!!!	  



	  <0.2%	  	  →	  21%	  
年間GDPの0.2%以下の投資が、GDPの
21%の価値を生んでいる！	  
	  
民間の雇用数の11％！	  
	  



	  650	  	  →	  340,000	  
The	  Home	  Depotの上場時と現在の従業員数	  
	  



	  138	  	  →	  31,500	  
	  2,521	  	  →	  160,000	  
	  1,153	  	  →	  97,000	  
	  3,021	  	  →	  53,861	  



	  20代  vs	  	  40代    

ベンチャーを起業する平均年齢	  



	  38兆円  vs	  	  11兆円

2014/1/17　現在



	  23兆円  vs	  	  11兆円

2000年以降に創業した	  
代表的なベンチャー

2014/1/17　現在



	  38兆円  vs	  	  89兆円
  時価 会社名 兆円

1 トヨタ自動車(株) 21.38

2 ソフトバンク(株) 10.67

3 (株)三菱ＵＦＪ  FG 9.62

4 (株)三井住友  FG 7.60

5 (株)ＮＴＴドコモ 7.59

6 ホンダ 7.50

7 日本電信電話(株) 6.62

8 ＪＴ 6.37

9 ＫＤＤＩ(株) 5.65

10 (株)みずほFG 5.62

合計 88.6	  

2014/1/17　現在



	  105兆円  vs	  	  89兆円

1995年以降に創業した	  
代表的なベンチャー

  時価 会社名 兆円

1 トヨタ自動車(株) 21.38

2 ソフトバンク(株) 10.67

3 (株)三菱ＵＦＪ  FG 9.62

4 (株)三井住友  FG 7.60

5 (株)ＮＴＴドコモ 7.59

6 ホンダ 7.50

7 日本電信電話(株) 6.62

8 ＪＴ 6.37

9 ＫＤＤＩ(株) 5.65

10 (株)みずほFG 5.62

合計 88.6	  

2014/1/17　現在



	  >	  1兆円	  in	  10y

Motorola	  Mobility	  AcquisiOon	  was	  $12.5B	  in	  2011	 



データから見る日本のベンチャー育成のための視点

１）　リスクマネーの“絶対的な”供給不足

２）　経済成長の牽引にはベンチャーは効果的

３）　ベンチャーは雇用を生む

４）　ベンチャーは若者の特権ではない

５）　ベンチャーが大企業に代わる産業を生む

６）　大企業はベンチャーを取り込むことでイノベーションを加速する



日本式ベンチャー育成の仕組み
〜大企業との連携にむけて



これまでの日本のイノベーション

•  大企業が年間数千億単位の
研究開発費と優秀な人材の
力で、日本のイノベーションを
牽引（クローズドイノベーショ
ン）

•  ベンチャーはまだ社会の少数
派。イノベーションの担い手に
なっていない。大半のベン
チャーはリソース（ヒト・モノ・
カネ）不足に悩む

順位 社名 2013年度（計画）
研究開発費（億円）

１ トヨタ 9,000

２ ホンダ 6,300

３ 日産 5,080

４ パナソニック 4,900

５ ソニー 4,600

６ 日立 3,630

７ デンソー 3,500

８ 東芝 3,450

９ 武田薬品 3,400

１０ キャノン 3,100

年間1,000億円以上の研究開発費を
投じている企業は25社以上！



これまでの日本のイノベーション

しかし、大企業の現場では

•  イノベーションのサイクルは短縮化の傾向に。既
存の仕組みにとらわれない、ベンチャー的なス
ピード感が必須。

•  イノベーションのジレンマの問題。異業種との連
携も必要に。

•  コストセンターとしての研究開発（知財）から、ビジ
ネス化による収益源化へという課題。

•  多くのコーポレートベンチャー投資は不機能。



これからの日本のイノベーション

順位 社名 2013年度（計画）
研究開発費（億
円）

１ トヨタ 9,000

２ ホンダ 6,300

３ 日産 5,080

４ パナソニック 4,900

５ ソニー 4,600

６ 日立 3,630

７ デンソー 3,500

８ 東芝 3,450

９ 武田薬品 3,400

１０ キャノン　　　　 3,100

１％（約500億円）でもリスクマネーに転換でき
た場合のインパクトは巨大！

１）自前主義からの脱却

２）ベンチャーの活用

３）グローバル基準

４）シリコンバレーの活用



これからの日本のイノベーション

l 大企業はベンチャーを巧く活用することで、
1.  研究開発の効率化・スピード化
      （オープンイノベーション）
2.  イントレプレナー（企業内起業家）と経営者の育成
3.  新しいテクノロジーや領域へのアクセス

l ベンチャーは大企業のリソース（資金）を受けることで、
1.  優秀な人材の確保
2.  グローバル規模のベンチャー構築
3.  世界標準の製品・サービス開発



WiLの活動について



WiLのミッション

大企業でのオープンイノベーションを促進し、

次世代を担う日本人起業家を育てるプラットフォーム

第一の課題：　日本のベンチャーと大企業
•  いまだに多くの大企業は自前主義(クローズド・イノベーション）
•  ベンチャーは社会のマイノリティーでリソース不足（ヒト・モノ・カネ）

第二の課題：　日本のベンチャーと海外のベンチャー
•  国内しか見ていない日本のベンチャー（ガラパゴス）
•  海外ベンチャーにとってハードルの高い日本市場（文化の壁、言語の壁等）

第三の課題：　大企業と海外のベンチャー
•  あらゆる産業がIT化の波に（”Internet  of  Things”の時代に）
•  優良海外のベンチャーは、大手の提携先やJVのパートナーを求めている

	 



WiLの活動

1)  大企業のCVC（コーポレートベンチャー
キャピタル）的機能
•  大型資金の提供
•  買収も含めたコラボレーション

2)  日米のベンチャーの架け橋
•  投資家としての役割

3)  大企業の資産を活用した新規事業
•  カーブアウト
•  インキュベーション

4)  日本のためのシリコンバレー拠点
•  人材育成・ベンチャー教育
•  情報の収集と発信
•  イノベーションセンター


