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1 事業の目的 
1.1 事業の目的 

本事業は、起業家、大企業等の社内起業家候補といったイノベーション創出の候補者及びベン

チャーキャピタル、インキュベーター等のイノベーション人材の支援者を米国シリコンバレーや

東海岸等へ派遣した。 
日本発イノベーションを創出するために、まず実行者となる次世代のイノベーション人材の育

成が重要となる。インパクトの大きいビジネスを生み出すことができるイノベーション人材を育

成するため、起業家、大企業等の社内起業家候補に対し、事前にイノベーションを起こすための

有効なメソッド・ノウハウを提供し、シリコンバレーのイノベーターや支援者との対話、プレゼ

ンテーションへのフィードバックを通じ、事業目線を高め、イノベーターとして最も重要なマイ

ンドセットの体得を目的とした。 
一方、イノベーションを創出する環境面からは、イノベーション人材の支援者の育成のため、

VC/CVC の担当者についてもシリコンバレーへ派遣を行い、現地のキャピタリストの考え方に

触れ、情報交換、交流を行い、支援能力とマインドの向上を図ることとした。 
 
2 米国シリコンバレー派遣プログラム 
2.1 プログラム全体像 
 米国シリコンバレー派遣プログラムは、大きく分けて 2 つのプログラムで構成した。 
① 国内プログラム及びシリコンバレープログラム（起業家、大企業等の社内起業家候補）での

構成される研修・派遣プログラム 
② 現地イベントプログラム 

研修・派遣プログラムは、以下のスケジュールで実行。 

 
③ については、応募専用 Web サイトを設営し、イベント周知・応募期間を設けて開催（詳細

は、「2.2.2 シリコンバレープログラム（ベンチャーキャピタリスト）」、「2.4.2 周知その他」

を参照 ） 
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2.2 国内プログラム 
2.2.1 目的及び概要 
 国内プログラムでは、起業家等を事業目線の高い次世代のイノベーション人材として育成する

ために、以下のカリキュラムを提供した。 
 
開催概要 (1) プログラム参加者 

一次審査にて応募者の中から選考された 120 名が国内プログラムに参加 
(2) 開催期間 

説明会：2015 年 6 月 19 日（金） 
国内カリキュラム(全 6 回)：2015 年 7 月 4 日（土）～9 月 26 日（土） 

(3) 開催場所 
虎ノ門ヒルズ又は六本木ヒルズ 

国内カリキ

ュラム 
(1) 習慣強化セッション 
イノベーターの習慣「観察力・実験力・質問力・ネットワーク力・関連づ

ける力」を各自で習慣化。 
(2) 事業強化セッション 

イノベーターのメソッドを実体験し、イノベーターの目線で事業化を推

進。 
(3) 始動カフェ 
サポーターの協力を仰ぎながら、参加者自身で「知の融合・振幅・実践」

環境を創造していく場を提供。「知の探索」「知の深化」型テーマサロンの運

営を通じて、サポーターに相談できる場を共創する。 
 
2.2.2 プログラム参加者公募 
(1) 公募概要 
 ①公募期間：2015 年 5 月 1 日（金）～5 月 31 日（日） 
 ②公募方法：本事業専用の Web サイトを制作し一般公募すると共に、運営事務局である株式

会社 WiL、有限責任監査法人トーマツのネットワークを介して起業家、大企業、自治体への周

知活動を行った。さらに経済産業省関係団体への周知活動を実施すると共に、Facebook 専用ペ

ージを設定し、周知拡散を実施した。 
（応募資格：年齢 20 歳以上、かつ、日本語での聴講やワークショップへの参加が可能で、プロ

グラム全日程への参加が可能な方） 
 
(2) 応募状況 

日本全国から、起業家、大企業の新規事業担当者、VC、自治体の新事業施策の企画担当者

など多様なバックグラウンドを有する人材から合計で 367 名の応募となった。 
 
① 地域別の応募数 
 地域別にみると、関東地区（首都圏）が 81%、東海・中部地区が 5%、その他各地区から

1%の応募率となっている。関東地区（首都圏）が中心となったが、運営事務局が有する全
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大企業
中小企業・
ベンチャー

自治体 学生 その他 総計

件数 221 105 9 12 20 367

大企業

60%

中小企業・ベン

チャー
29%

自治体

3%

学生

3%

その他

5%

企業属性構成比

大企業

中小企業・ベンチャー

自治体

学生

その他

国ネットワークを活用し、また、経済産業省の関連団体への周知などにより広く全国各地か

らの応募が集まった。 

 
 
② 企業属性別の応募数 
 応募者のバックグラウンドは、大企業が 60%、中小企業・ベンチャー企業が 29%となっ

た。大企業からは新規事業開発担当者が多く、中小企業・ベンチャー企業では、特にベンチ

ャー企業役員の応募が主要であった。比率については、大企業が 60%と高い結果となった。

要因としては、3 ヶ月の国内研修及び 2 週間のシリコンバレーへの全日程参加が条件である

ため、起業家含め広く募集を行ったが、比較的週末の時間を確保できる大企業所属者が多く

なったと推察される。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

応募数 応募数
北海道 2 中国 4
北海道 2 広島県 3

東北 3 鳥取県 1
青森県 1 関西 26
宮城県 2 京都府 9

関東（首都圏 297 大阪府 10
東京都 225 兵庫県 6
神奈川県 49 奈良県 1
埼玉県 14 四国 1
千葉県 9 高知県 1

関東（その他 5 九州 5
茨城県 2 福岡県 4
群馬県 2 大分県 1
栃木県 1 沖縄 1

東海・中部 19 沖縄県 1
静岡県 5 その他 3
愛知県 11 アメリカ 1
三重県 1 不明 2
山梨県 2 全国合計 367

北陸 1
福井県 1

地域 地域

北海道

1%

東北

1%

関東（首都圏）

81%

関東（その他）

2%

東海・

中部
5%

北陸

0%

中国

1%

関西

7%

四国

0%

九州

1%
沖縄

0%
その

他
1%

地域構成比

北海道

東北

関東（首都圏）

関東（その他）

東海・中部

北陸

中国

関西

四国

九州

沖縄
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③ 応募者の男女構成 
男性応募 88%、女性応募 12%となった。比率では圧倒的に男性からの応募が多い結果とな

ったが、女性からの応募が 44 名という結果から、近年の女性起業家や大企業所属の女性が

持つイノベーションやアントレプレナーシップへの関心の高まりを示していると推察され

る。 

 

2.2.3 一次審査によるプログラム参加者選定 
 A.解決しようとしている課題、B.事業整合性・論理性、C.熱量・モチベーションなどの選定評

価項目に基づき、審査会を 6 月 12 日（金）に開催し、応募者 367 名の評価・選定を行った。結

果、120 名のプログラム参加者を選定した。 
 
① 地域別の選定通過数 

選定通過者を地域別にみると、関東地区（首都圏）が 79%、関西地区が 8%、東海・中部地

区が 3%、その他地区合計が 10%といった構成となった。関東地区（首都圏）以外の地区か

ら 21%が通過しており、首都圏だけではなく、地方にもイノベーションを担う事業アイディ

アを有する人材が多く存在することを示唆している。 

（単位：人）
男性 324
女性 44

男性

88%

女性

12%

男女比

男性

女性
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大企業
中小企
業・ベン
チャー

自治体 学生 その他 総計

件数 94 18 3 1 4 120

大企業

78%

中小企業・ベン

チャー
15%

自治体

3%
学生

1%
その他

3%
企業属性構成

大企業

中小企業・ベンチャー

自治体

学生

その他

 

 
② 企業属性別の選定通過数 
選定通過者のバックグラウンドは、大企業が 78%、中小企業・ベンチャー企業が 15%となっ

た。応募母集団の構成比率が、大企業からの応募が多い結果であったため、選定通過の構成割合

もほぼ同様の結果となった。 
 
 
 

 

③ 選定通過者の男女構成 
 男性通過 93%、女性通過 7%となった。比率では圧倒的に男性からの通過が多い結果となった。

応募 12%から 5 ポイント減少ではあるものの女性通過は 9 名という結果となった。女性特有の

課題認識やニーズへの対応といった点が評価されたアイディアもあり、近年の女性起業家や大企

通過数 通過数
北海道 2 中国 4

北海道 2 広島県 3
東北 0 鳥取県 1

青森県 0 関西 10
宮城県 0 京都府 5

関東（首都圏） 95 大阪府 4
東京都 73 兵庫県 1
神奈川県 18 奈良県
埼玉県 3 四国 0
千葉県 1 高知県 0

関東（その他） 0 九州 1
茨城県 0 福岡県 1
群馬県 0 大分県 0
栃木県 0 沖縄 1

東海・中部 5 沖縄県 1
静岡県 2 その他 2
愛知県 2 アメリカ 1
三重県 1 不明 1

山梨県 0 全国合計 120

北陸 0
福井県 0

地域 地域

北海道

2%

関東（首都圏）

79%

東海・中部

4% 中国

3%
関西

8%

九州

1%

沖縄

1% その他

2%
地域別構成

北海道

関東（首都圏）

東海・中部

中国

関西

九州

沖縄

その他
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業所属の女性のイノベーションやアントレプレナーシップに関する期待も見受けられる。 

 
 
 
2.2.4 国内プログラム実行 
(1) 「始動 Next Innovator 2015」のセミナーカリキュラムの実施 
①実施概要 

 
 
キックオフイベントとして、「始動 Next Innovator 2015 開催式・説明会」を開催した。開会

式・説明会ではプログラム参加者のほか、サポーター・メンターに就任頂いた大企業役員、先輩

起業家、ベンチャーキャピタル等の支援家など多数の来賓が出席し、事業としてのプログラムの

意義やこれから実行していく国内プログラム、シリコンバレープログラムについて説明を行った。 
 「始動 Next Innovator 2015」は、全 6 回の国内プログラム及びシリコンバレープログラムで

構成し、国内プログラムでは、本事業の目的でもある事業目線の高い起業家等の育成と大企業か

らの新事業創出の担い手たる「次世代のイノベーション人材」を育成する、全 6 回の 3 ヶ月間

のカリキュラムを実行した。本カリキュラムは「課題設定、解決方法の策定」「総合的な経営視

点の体得」「事業化促進のノウハウ獲得」をテーマとした。 
 
  

男性 113
女性 9

男性

93%

女性

7%

男女比

男性

女性

応募・選定 
始動 Next 

Innovator 2015 
開催式・説明会 

国内プログラム 
（全6回） 

シリコンバレー
プログラム 
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②各回の開催内容 
■始動 Next Innovator 2015 開催式・説明会 
概要 
日時：2015 年 6 月 19 日（金） 
開催場所虎ノ門ヒルズフォーラム「ホール A」 
出席者： 
 プログラム参加者 113 名 
 来賓 57 名 
 出席メディア→朝日新聞メディアラボ、日経新聞、読売新聞、日本テレビ、TheBridge 

内容 

時間 内容 

説明会   

18:30-19:00 開場 

19:00-19:10 
開会の挨拶 

（経済産業省 経済産業政策局長 菅原郁郎氏） 

19:10-20:00 
プログラム説明 

（WiL 共同創業者CEO 伊佐山元、WiL 共同創業者 松本真尚） 

20:00-20:10 
協賛挨拶 

（森ビル株式会社 副社長執行役員 北林 幹生氏） 

20:15-20:25 
閉会の挨拶 

（有限責任監査法人トーマツ パートナー 吉村孝郎） 

20:20-20:30 会場移動 

懇親会   

20:30-20:35 
乾杯の挨拶 （クオンタムリープ株式会社 代表取締役ファウンダ

ー & CEO 出井伸之氏） 

20:35-20:40 挨拶 （株式会社セールスフォース・ドットコム 常務執行役員 

経営企画・営業戦略担当 伊藤孝氏） 

20:40-21:55 懇親会 
 

当日の様子 

●開会の挨拶（経済産業省 経済産業政策

局長 菅原郁郎氏） 

 

主催者挨拶として、「シリコンバレーと日

本の架け橋プロジェクト」を受けて次代の

イノベーター育成への重要性とプログラ

ム参加者への激励を述べられた。 
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●プログラム説明（WiL 共同創業者CEO 

伊佐山元、WiL 共同創業者 松本真尚） 

 

運営事務局として、今後のカリキュラム

を説明すると共に「ThinkerからDoer」を

キーワードに、日本から世界を見据えて

のイノベーション創出人材の必要性と重

要性を説明。 

 

●協賛挨拶（森ビル株式会社 副社長執行役

員 北林 幹生氏） 

 

協賛会社として、本事業に参画することの

意義と重要性を大企業の立場から挨拶さ

れ、プログラム参加者に激励を送られた。 

 

●閉会の挨拶（有限責任監査法人トーマツ 

パートナー 吉村孝郎） 

 

事務局としての役割の他に、支援家として

の役割に触れ、本事業を通して支援してい

く意気込みとプログラム参加者への激励の

挨拶を送った。 

 

 
■第 1 回 国内プログラム 
概要 
日時：2015 年 7 月 4 日（土） 
開催場所虎ノ門ヒルズフォーラム「ホール B」 
出席者： 
 プログラム参加者 120 名 
 出席メディア：日本テレビ 
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内容 
 

時間 内容 

国内プログラム 
 

10:00-11:15 オリエンテーション 

11:15-13:00 昼食 

13:00-17:45 
課題を発見する「耳を澄ます」 

IDEO Tokyo 野々村 健一氏ほか 

17:15-17:30 会場移動 

懇親会 
 

17:30-20:15 懇親会 

当日の様子 
●オリエンテーション（株式会社 WiLｘ 

難波俊充氏、近藤正拡氏） 

 

事務局から、本事業の目的、ゴール、国

内プログラム全 6 回概要や今後の習慣強

化カリキュラムとしての宿題事項、始動

カフェや二次審査からシリコンバレー派

遣プログラム概要について説明を行っ

た。その他、本プログラムを受講するに

当たっての留意事項等を伝達した。 
●課題を発見する「耳を澄ます」（IDEO 

Tokyo 野々村健一氏ほか） 
「課題を発見する」をテーマに、虎ノ門ヒ

ルズ内でフィールドワークを行った。参加

者はどのような課題が認識されるか、また

はどのような課題を来館者が感じるかな

どの各々自発的に参加者間で協議を行い、

聞き取り調査をするなど様々な対応をと

っていた。 
フィールドワークから得た課題を解決す

るためにアイディアの発散と収束を如何

に繰り返すか、アイディアをどのように

プロトタイプするかなどレゴを用い、主

観や直感の重要性を持ち、視覚的・右脳

的な思考訓練を通じて 0→1を生み出すノ

ウハウをプログラム参加者は学んだ。 
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■第 2 回 国内プログラム 
概要 
日時：2015 年 7 月 25 日（土） 
開催場所虎ノ門ヒルズフォーラム「ホール B」 
出席者： 
 プログラム参加者 114 名 
 出席メディア→なし 
内容 
 

時間 内容 

国内プログラム   

10:00-11:00 習慣強化ワークショップ「観察力」 

11:00-12:00 
事業強化ワーク１.田子流「うまい棒ワークショップ」 

講師：田子学氏（以下、同様 

12:00-13:00 昼食 

13:00-13:30 事業強化ワークショップ2.「うまい棒の未来ワークショップ」 

13:30-18:00 
事業強化ワークショップ3-5「雨具を作る」 

・コンセプトワーク、・デザインワーク、・プロトタイプワーク  

18:00-18:30 発表 

18:30-20:30 懇親会 

当日の様子 
●ソリューションをつくりだす（株式会社エムテド 田子学氏） 
 
馴染みのあるうまい棒を使用し、「子供になる」

を意識的に行い、これまでの先入観や固定観念で

観ていた対象を如何に五感を使い、その対象がも

つビジネス特性を新たに思考する訓練を短時間

で行った。 
上記の訓練を基礎に、馴染みのある「傘」に対し

て「観察力」を用い、どのような新しい用途や可

能性、仮設が生まれるか、傘を通じてどのような

潜在的な課題を認識し解決できる製品・サービス

を創出するか一連のワークショップを実施した。

プログラム参加者からは IoT を有するアイディ

ア、放置される傘という社会課題に対して流通さ

せる仕組みを導入するアイディアなど IT のみで

はないアイディアも多様に創出された。 
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■第 3 回 国内プログラム 
概要 
日時：2015 年 8 月 8 日（土） 
開催場所：六本木アカデミーヒルズ タワーホール 
出席者： 
 プログラム参加者 108 名 
 出席メディア→なし 
内容 
 

時間 内容 

国内プログラム   

10:00-11:00 習慣強化ワークショップ「実験力」 

11:00-12:15 
レクチャー「イノベーションのジレンマ」 

講師：西村尚宏氏（以下、同様）  

12:00-13:00 昼食 

13:00-14:00 
ソニー株式会社 新規事業創出部長 小田島伸至氏 講演 

「組織のジレンマ・アイデアのジレンマ」 

14:00-16:30 
ワーク「自分のアイディアを見直す」「ビジネスモデルキャンバ

ス」 

16:30-18:00 ワーク「組織アセスメント結果の共有」 

レクチャー「ジレンマの解決策」 

18:30-20:30 懇親会 

当日の様子 
●レクチャー「イノベーションのジレンマ」

（一般社団法人 Japan Innovation Network 
西口尚宏氏） 
「大企業からイノベーションを興し続ける」

ことをミッションとしている支援者の立場

から、組織内、特に大企業の中で事業を起こ

す事業創造ステージにおいて、イノベーター

のほかにどのような障害要因、例えば、前例

主義や現状維持主義の上司など、があるかを

認識し、自身のポジション戦略をとるかを学

んだ。 
次に、事業創造ステージにある課題発見、コ

ンセプト化、事業モデル化をワークショップ

を通じて短時間で構築しビジネスモデルキ

ャンパスへのアウトプットを実施。プログラ

ム参加者のビジネスアイディアよりビジネスモデルへ整理し落とし込むための磨きを掛

けた。 
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●ソニー株式会社 新規事業創出部長 

小田島伸至氏 講演 
 
小田島氏が実際に、ソニー株式会社にて

如何に新規事業を推進したかといった経

験を中心に講演。組織からイノベーショ

ンを生み出すために、組織のジレンマを

如何に解消する仕組みを作るか、例えば

①具体的なステップフロー、②教育制度を整えるなどの実際の取組が紹介された。プロ

グラム参加者がイノベーター個人として奮闘するだけでは限界があり、如何に組織や人

を巻き込み新規事業を推進するかを学んだ。 
 
 
■第 4 回 国内プログラム 
概要 
日時：2015 年 8 月 22 日（土） 
開催場所：虎ノ門ヒルズフォーラム「ホール B」 
出席者： 
 プログラム参加者 109 名 
 出席メディア→なし 
内容 

 
 
 
 
 

時間 内容 

国内プログラム   

10:00-11:00 習慣強化ワークショップ「質問力」 

11:00-12:15 
レクチャー「起業家はなぜ事業を起こすことができるか」 

事業強化ワーク1「原体験ワークショップ」 

12:15-13:15 昼食 

13:15-15:45 
事業強化ワーク２.「原体験からミッションを探る」 

レクチャー「数字のロジック」 

15:45-16:30 
事例紹介（ 株式会社サイバーエージェント・クラウドファンデ

ィング 中山亮太郎氏） 

16:30-18:00 レクチャー「政治のロジック（内外関係者の巻き込み）」 

18:30-20:30 懇親会 
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当日の様子 
●レクチャー「原体験ワークショップ」「原体

験からミッションを探る」「数字のロジック」

「政治のロジック」（トーマツベンチャーサポ

ート株式会社 斉藤祐馬） 
 
個人がイノベーターとして起業や新規事業開

発を行なっていく上で、5 年以上続けていく

ことができる活動や熱量の源泉、マインド、

そこから生み出されるミッションについて原

体験ワークショップを通じてプログラム参加

者は自分自身を深く考える機会を提供した。 
次に、ワークショップで気付いたことが組織

に合致しているかについて、ワークショップ

を通じて相関関係を整理し、どのように自身

がやりたい活動を進めていくかの戦略を学ん

だ。そこには「数字のロジック」として売上

金額以外の数値でインパクトを出すかといっ

た方法や組織内外で如何にステークホルダーを巻き込むかについて学び、プログラム参加

者はグループワークで自身の現状を踏まえて気付きを共有するグループワークを実施し

た。 
 
●事例紹介 株式会社サイバーエージェン

ト・クラウドファンディング 中山亮太郎氏 
 
新商品を開発する上で、実績や市場確度など

組織内を説得する材料が無いことが多い。こ

れに対して、クラウドファンディングを用

い、消費者からの需要を見える化し、同時に

開発資金を得るなどの事例を学んだ。プログ

ラム参加者は、如何に小さく始め、実際に事業や製品・サービスを前進させ小さな成功を

生み出すかの一手法を学んだ。 
 
■第 5 回 国内プログラム 
概要 
日時：2015 年 9 月 5 日（土） 
開催場所：虎ノ門ヒルズフォーラム「ホール B」 
出席者： 
 プログラム参加者 111 名 
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 出席メディア→NHK、日本テレビ 
内容 

 
 

時間 内容 

国内プログラム   

10:00-10:30 習慣強化ワークショップ「ネットワーク力」 

10:30-10:50 Day6に関する事務連絡 

11:00-12:00 
講義「ネットワーク力」 

講師：プロフェッショナル・コネクター 勝屋 久氏 

12:00-13:00 昼食 

13:00-14:00 
事業強化ワークショップ１講演「実現性を高める」 

C Channel株式会社 代表取締役 森川 亮氏 

14:00-14:20 休憩 

14:20-17:30 事業強化ワークショップ２「シンプルに考える」 

講師：C Channel株式会社 代表取締役 森川 亮氏 

17:30-18:00 森川氏による総括、Q&A 

18:00-21:00 懇親会 

当日の様子 
●講義「ネットワーク力」プロフェッショナ

ル・コネクター 勝屋 久氏 

 
イノベーターとして、新規事業を推進する上で

多様なネットワークを構築していくことが重要

である。一方で、「ネットワーク力」をどのよう

に構築するのか、ネットワーキングをする上で

心がけることを勝屋氏のキャリアや経験を通じ

て、プログラム参加者は学んだ。人脈ではない

「仲間つくり」、「人を動かす力は、自分自身の

楽しさや歓び」など打算ではない何かを成し遂

げるマインドからネットワークが広がる機会を

学んだ 
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●事業強化ワークショップ２ 「シンプル

に考える」（C Channel株式会社 代表取

締役 森川 亮氏） 

 
森川氏が手掛ける C-Channel での動画撮影

を最終アウトプットとするワークショップ

を実施した。女子高生をターゲットという知

見が少ない領域で如何にシンプルにターゲ

ットニーズを検討し、それに対するプロダク

トのアイディアを出し、ビジネスモデルを創

り、1 分という PR 動画を作成した。 
プログラム参加者はこれまでインプットし

た経験を基に、ゼロから如何にターゲットニ

ーズをシンプル（本質的）に捉え、短時間で

サービスまで作り込むかを体験した。 
 
 
 
 
■第 6 回 国内プログラム 
概要 
日時：2015 年 9 月 5 日（土） 
開催場所：虎ノ門ヒルズフォーラム「ホール B」 
出席者： 
 プログラム参加者 109 名 
 出席メディア→NHK、日本テレビ、日経新聞 
内容 

 

時間 内容 

国内プログラム   

10:00-11:30 １分間ピッチ 

11:30-13:30 昼食 

13:30-14:00 代表者発表（３名） 

14:00-17:30 
事業強化セッション「事業を伝える」 

日産自動車株式会社 志賀俊之氏 

17:30-18:00 シリコンバレー派遣者発表 

17:55-18:00 国内プログラム閉会挨拶  経済産業省 石井芳明氏 

18:00-21:00 懇親会 
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当日の様子 
●１分間ピッチ 
 
プログラム参加者は、3 グループに分かれ、こ

れまでのプログラムで学んできた結果を踏まえ

ての事業計画をピッチした。各グループごとに、

参加者同士が評価をし合い、午後に志賀氏の前

で発表するプレゼンターを選出した。選出され

た 3 名は、全員の前でピッチを行い、ビジネス

面、伝え方、市場性など広く志賀氏からフィー

ドバックを受けた。 
＜選出プレゼンター3 名＞ 
・山下亜莉紗 
・梅田実 
・立石剛史 
 
●講義「事業を伝える」日産自動車株式会社  

志賀俊之氏 

 
「事業を伝える」というテーマで、聞き手が変

われば伝える内容や伝え方は変わる点が強調さ

れた。冒頭は、自身をプログラム参加者に伝え

るために、原体験やこれまでの経験やキャリア

を伝え、次に現在日産自動車で新規事業を取組

む想いや熱量を伝え、自身の一つながりのスト

ーリー「リーダーシップジャーニー」を話した。 
次にワークショップにて、「社長」「投資家」「顧

客」のそれぞれに対してピッチを行い、それぞ

れに如何に伝えるべき視点や共感を呼ぶ話し方

を多様なキャリアを積んだ志賀氏の知見から学

んだ。 

●シリコンバレー派遣者発表 

志賀氏より、シリコンバレーへ派遣する 20 名の

発表がなされた。 
3 ヶ月間に渡り、ワークショップや懇親会を含め

交流を深めた参加者同士のつながりは強く、派遣

対象者となった 20 名に向けて多くの激励が交わ

される場面となった。 
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※20 名の選定については、「2.3.1(2) 二次審査による派遣メンバーの選定」参照。 

●国内プログラム閉会（経済産業省 経済産

業政策局 新規産業室 新規事業調整官 石

井芳明氏） 

 

石井氏より、プログラム参加者 120 名に向け

て 3 ヶ月のプログラムを終えた労いと今後の

活躍を期待する激励がなされた。また、シリ

コンバレーに派遣される 20 名に対して更な

る成長の機会となるよう激励がなされた。 
 
 
 
 
(2) 始動カフェの実施 

サポーターや専門家を講師として招聘し行う「知の探索」「知の深化」型テーマサロンを実施

した。多様なテーマに触れることで「知の融合・振幅・実践」をプログラム参加者自身が学び、

気付きを得る機会を提供した。 
 
 

年 月日 曜 講師 テーマ 

2015 7/13 月 株式会社クラウドワークス  
代表取締役社長 兼 CEO  
吉田 浩一郎氏 

－ 

  7/15 水 森・濱田松本法律事務所   
パートナー弁護士 増島 雅和氏 

大企業とベンチャーのコラボレ

ーション〜オープンイノベーシ

ョンを実現する資本業務提携

（仮題） 
  7/22 水 早稲田大学ビジネススクール 

准教授 入山 章栄氏 
世界の経営学の最新動向にみる

イノベーション潮流 
  7/27 月 本荘事務所  

代表 本荘 修二氏 
Fireside chat with 吉田就彦 

ヒットより大切なこと！？ 
  7/29 水 シンガーソングライター  あなたは本当の自分の声で表現
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発声表現研究家  
楠瀬 誠志郎氏 

していますか？ 

  8/1 土 始動カフェ＠関西 
朝日放送 

－ 

  8/03 月 シンガーソングライター  
発声表現研究家  
楠瀬 誠志郎氏 

「あなたは本当の自分の声で表

現していますか？」 

  8/5 水 株式会社クラシック・キャピタ

ル・コーポレーション  
代表取締役 チーフ・エグゼクティ

ブ・パートナー   
山本 一彦氏 

ビジネスプラン入門 

  8/17 月 本荘事務所  
代表 本荘 修二氏 

「うんこ学会＆ヘルスケア

Hack」 
  8/19 水 株式会社クラシック・キャピタ

ル・コーポレーション  
代表取締役 チーフ・エグゼクティ

ブ・パートナー 山本 一彦氏 

事業計画相談 

  8/24 月 株式会社 MAK コーポレーション  
代表取締役社長  
有馬 誠氏 

IT 革命の激流の中で、イノベー

ションを起こし続けて勝者とな

るために必要な企業文化とは？ 
  8/26 水 経済産業省 経済産業政策局 新

規産業室 新規事業調整官  
石井 芳明氏 

日本のベンチャーとオープンイ

ノベーションの動向 

  8/31 月 株式会社ソラコム  
代表取締役社長  
玉川 憲氏 

プラットフォームビジネスの創

り方 

  9/2 水 株式会社ヘッドライン 代表取締

役社長 
2020 オリンピック招致推進委員

会 事業広報アドバイザー 
一木 広治氏 

JAPAN MOVE UP!TEAM2020 

  9/7 月 株式会社セプテーニ・ホールディ

ングス  
代表取締役社長  
佐藤 光紀氏 

上場企業の社長がマンガ編集を

手がける理由 
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  9/9 水 マシ・オカ氏 Yes And(※) 
 
（※セミナー詳細） 
・4 人単位、最大 16 人程度で行

う参加型/体験型ワークショッ

プ 
・椅子は使用せず、体を動かし

て全員が参加するスタイル 
・相手の意見を否定せずに、肯

定した上でさらに前向きな提案

を積み重ねて行くコミュニケー

ション話法のワークショップ 
・期待される効果：絶対に否定

されない空間のパワーを体感で

きる、チームワークや信頼関係

の向上、アイディア作りの発想

方法 
  9/14 月 株式会社サミーネットワークス 

社外取締役 
株式会社アイレップ 社外取締役 
杉山 全功氏 
 
（元株式会社 enish 執行役員管理

本部長） 
松本 浩介氏 

ベンチャー起業におけるマネー

ジメントの役割 

  9/16 水 フィデリティ・インターナショナ

ル社外取締役（元特許庁長官 元日

産自動車副会長） 
伊佐山 建志氏 
 
東北大学 国際集積エレクトロニ

クス研究開発センター（CIES) 
戦略企画部門 部門長・教授 博士 
大嶋 洋一氏 

日米ベンチャー企業の知財マイ

ンドから見た比較 - 日本のベ

ンチャーがグローバルで成功す

るための知財マインドとは 

 
(3) 「WIRED.A.I.2015 TOKYO SINGULARITY SUMMIT #1」セミナー 

本事業の一環として、「日本再興戦略」改訂版においても重点項目として掲げられている人工

知能やビックデータを活用した新事業の創出を促進するセミナーを開催した。 
本イベントでは、人工知能の世界的研究者、異分野の研究者、ビジネスや行政のトッププレイ

ヤーを招聘し、最先端の研究成果や、ビジネス導入・活用事例を、基調講演、 トークセッショ
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ン形式にて実施し、プログラム参加者の人口知能分野における事業企画を構想するための基本的

知識、ノウハウを学び「知の融合・振幅」を促進すると共に、経済産業省が行うベンチャー支援

政策を広く PR した。 
 

開催概要 
日時：2015 年 9 月 29 日（火）13：00〜19：00（懇親会 19：00〜20：30） 
会場：虎ノ門ヒルズフォーラム 
来場者数：590 名（一般・学生 436 名／ゲスト 89 名／始動参加者 65 名） 
共催：経済産業省、『WIRED』日本版 
協賛：マイクロソフト、ブロードバンドタワー、UBIC、森ビル、米国大使館 
プログラム 
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時間 内容 

13:00 ご挨拶 若林恵（『WIRED』日本版編集者） 

13;05 
【開会の辞】「シンギュラリティへといたる道」 

松田卓也（宇宙物理学者／神戸大学） 

13:20 
「シェフ・ワトソンと創造性の未来」 

ラヴ・ヴァーシュニー（イリノイ大学） 

14:00 
「AI社会の未来図」 

ベン・ゲーツェル（AI研究者） 

14:40 
「Windows10 もっと自然に、人間らしく」 

三上智子（日本マイクロソフト） 

15:00 休憩 

15:15 「汎用人工知能はオープン・コミュニティから生まれるか」 

山川宏（ドワンゴ人工知能研究所） 

15:45 「人間のようなAI：本質的危険性と安全性」 

一杉裕志（産業技術総合研究所 人工知能研究センター） 

16:15 「生命科学がAIにもたらすもの」 

上田泰己（東京大学／理化学研究所）、一杉裕志 

16:55 「人工知能に“世界”を救えるか」 

武田秀樹（UBIC） 

17:10 休憩 

17:25 「日本がAI先進国になるために」 

井上博雄（経済産業省）、松尾豊（東京大学）、服部桂（編集者

／科学ジャーナリスト） 

17:55 「プレ・シンギュラリティの衝撃」 

齊藤元章（PEZY Computing／ExaScaler） 

18:25 「AIの未来についてのいくつかの回答」 

松田卓也、ベン・ゲーツェル、山川宏、一杉裕志、上田泰己、松

尾豊、齊藤元章、若林恵 

18:55 ご挨拶 若林恵 

 
2.2.5 アンケート分析 
(1) 始動 Next Innovator 2015＋始動カフェ 
①習慣強化系セッション 
 イノベーターが強みとして有している「観察力」「実践力」「質問力」「ネットワーク力」「関連

付ける力」を各自で習得するため、各回でプログラム参加者に「習慣強化系セッション」を行っ

た後、宿題事項として課し、普段の生活で実践を促した。実践した活動や効果、気付きなどを国

内プログラムの集合研修の各回において共有する場を設けた。 
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「観察力」「実践力」「質問力」「ネットワーク力」「関連付ける力」ともに、事業強化セッション

との関連性があることが、プログラム参加者の気付きや学びの機会として有効であり、各回とも

に 80％近くの気付きや理解の促進を達成した。 
 高い気付きを引き出した一方で、一部、「グループワーク以外の共有の機会が少ない」「習慣な

ので習慣化されるまでは役立つか分からない」と言った意見や特に Day4「質問力」では、「質

問力という定義が参加者間でバラバラであった」「どのような質問を習慣化するのがよいか分か

らない」と言った意見もあり、一部気付きを得るための指針をより明確にする対処が必要でる点

が伺えた。 
 
② 事業強化セッション 

国内カリキュラムである Day1 から Day6 の講義を通しての充実度や理解度については、各回

共に 80%を超える参加者が充実度と理解度について満足している結果となった。Day1、Day2
については、フィールドワークやデザイン思考といった普段からは学ぶ機会が少ないカリキュラ

ム内容であったため、「とても充実していた」が多い結果となった。Day3～Day6 については、

「とても充実していた」の比率は下がったものの、トップランナーからの講義や普段からは考え
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ない視点での気付きも多くあることから「充実していた」との評価は高い結果となり、全体とし

て各回共に高い満足度を得た結果となった。 
一方で、一部の講義において、「やや物足りない」の評価が生じた。これは、起業家と大企業

等の社内起業家候補が混同であるなかでどちらかに完全に整合していない場合やアウトプット

の発表がある際に時間の関係で発表の機会が少ないことが起因しており、特に発表の機会を積極

的に設けフィードバックを行える環境づくりは次年度以降の改善が必要である。 
 

 

 
 
(2)「WIRED.A.I.2015 TOKYO SINGULARITY SUMMIT #1」セミナー 
 各プログラムごとの満足度アンケートを実施した。各プログラムともに 10 段回評価に対して

平均 8 として非常に高い満足度の結果となった。国内外の登壇者に係らず、人口知能に関する

トッププレイヤーや研究者の最新の情報や将来予測などを広く共有されるプログラムであった

ことが一因といえる。 
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2.2.6 総括及び次年度に向けた改善提案 
(1) 今年度の実施における総括 

今年度の人材育成プログラムの核としていた「知の振幅」、「知の融合」、「知の実践」のうち、

「知の融合」は非常に効果があり、大企業及びベンチャー、起業家問わずそれぞれコミュニケー

ションを取りながら課題に取り組む姿勢が見られ、更に自社の強みを生かして不足部分や＋αを

補うことを進んで実行した。 
 また、本年度のプログラムは上記に掲げている 3 つの課題を繰り返し行うことで当初の事業

計画書に磨きをかけることも目的としており、「知の実践」というプログラムの内に組み込んで

いたワークショップでは様々なテーマに於いて実践を重ね、多くの受講生が講師からの助言を基

に幅広い視点を持つことで計画書をブラッシュアップし、応募前より事業計画の内容がよりレベ

ルの高いものへ仕上がった。 
 「知の振幅」を目的とした始動カフェでは各回、講師及びテーマを変えて抽選にて参加者を応

募した結果、多くの受講生から反響があり、非常に意欲を感じるコンテンツとなった。始動カフ

ェにおいては東京での開催が多かった為、地方の方々が参加することが困難であり参加機会の公

平性に欠けていた。 
 
(2) 次年度に向けた改善提案 
 一つ目の課題は、教育性を重視した「人材育成」と、ワークショップや事業計画を作りあげる

為のエッセンスを伝え実践を重ねる「事業計画のブラッシュアップ」のどちらを重視するかとい

う点である。今年度は前文の二点を融合してプログラムを組んだが、次年度に関しては受講生が

事業計画を作成するにあたり、アイディアの提案だけでなく、「人材育成」にも注力し、様々な

視点を持つことでより実現性を持たせることが求められるのではないか。 
 二つ目は、前項でも記載をしている平日の就業後の時間帯に行った始動カフェに参加機会の公

平性を保つという点。本コンテンツにおいては今年度のプログラムを遂行するにあたってコミュ

ニティ形成の機会の創出という側面もあったので多くの方が参加できる環境にする必要がある。

次年度以降、開催地を東京のみならず、地方でも開催し、地方で活躍している大企業の方やベン

チャー、起業家の講演を組み込むなど、参加地域の裾野をさらに広げていく必要があると考える。 
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2.3 シリコンバレープログラム 
2.3.1 シリコンバレープログラム（起業家、大企業等の社内起業家候補） 
(1) 目的 

自ら立案・策定した事業計画を持って、イノベーションが創出されている最先端の地シリコン

バレーで、現地メンターや起業家に対するピッチ、そして対話を通じて国内で得たスキルセット

と気づきをリアルな場で実践し、イノベーターとしてのマインドセットを体得することを目的と

した。なお、本プログラムは、国内プログラムにて選抜されたメンバーに本プログラムを提供し

た。 
 
(2) 二次審査による派遣メンバー選定 
① 審査方法 
国内プログラムに参加した起業家や大企業等の社内起業家候補など 120 名が、3 か月間のプロ

グラム受講を通じて、磨きをかけた自らの事業プランに基づいて、講師・経済産業省・運営事務

局からなる審査委員会による二次選考を実施し、「始動 Next Innovator 2015」のシリコンバレ

ープログラム選抜者 20 名を選定した。 
なお、二次審査に当たっては、国内プログラム Day5 の終了時点での事業計画を基に審査会に

よる選定を行い、Day6 にて派遣メンバーを発表した。 
 
② シリコンバレープログラムの 20 名選抜結果 
■選抜者属性 
選抜された 20 名の属性分類は下記の通り。 
 
中小企業・ベンチャー企業 大企業 総計（内、女性数） 
4 名 16 名 20 名（4 名） 
関東地区（首都圏） その他地区 
16 名 4 名 
 
 
 
■選抜 20 名リスト（氏名 五十音順） 
氏名 社名 事業プラン名 

石井創久 ㈱ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝｽﾞ “技術コミュニケーションサービス” 

泉川晴紀 ㈱KDDI 研究所 
アクティブシニア向けゆるい見守りサービス ”ゆ

るみま” 

井上寛子 東京急行電鉄㈱ 
Fuluro 流浪するけどいつかは不・流浪（=超計画

的さすらいの旅） 

小川達 ﾌｭｰﾁｬｰｱｰｷﾃｸﾄ㈱ ファッション関連サービ 

清上博章 トヨタ自動車㈱ FCVの普及に向けたビジネモデル 
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島原佑基 エルピクセル㈱ 
人工知能によるがん診断ソフトウェア 人工知能

が医療を救う 

嶋本英剛 ㈱SCREEN ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 
人体外での臓器保存システム 産学連携テーマの

事業化 

高木宏徳 ㈱大和証券 
お釣り貯金・運用アプリ ～釣りも積もれば山と

なる～ 

立石剛史 appArray㈱ 
“日本発”人工知能語学学習システム Project 

Edison“  

千木良康子 ㈱東芝 
Open Nail働く女性のためのパーソナルネイルチッ

プサービス 

坪井聡一郎 ㈱ニコン 
写ベジ N（シャベジン）＜毎日の野菜選びで健康な

生活に！＞ 

長塚康介 日本たばこ産業㈱ 
ヒトトキファーム 農業を守る人・農業を志す人

のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 

新田泰義 日産自動車㈱ カーシェアリングサービス 

野尻増俊 ㈱カネカ 
グリーン・サステイナブルアグロソリューション

事業 

野村伊生貴 森ビル㈱ 
hOur Office オフィスを企業＆個人とつなぐﾌﾟﾗｯ

ﾄﾌｫｰﾑ事業 

吹野豪 リンクウィズ㈱ 
Realization of Robot Network(ロボットネットワ

ークの実現) 

目黒友佳 日本電気㈱ バイオメトリクス技術を用いたリング型端末 

山下亜莉紗 テルモ㈱ Hi, My Doctor！-患者が医療を自分で選ぶ時代に- 

山下福太郎 西日本電信電話㈱ 
眠りの質にこだわるプロフェッショナル向けスマ

ートマットレスを用いた睡眠サポートサービス 

山田智樹 ㈱セブン銀行 Ｃａｓｈ Ｐｏｉｎｔ Ｓｅｒｖｉｃｅ 

 
 
(3) プログラム実施 
① 実行概要 

2 週間の実行期間で、以下のプログラムを実行した。 
1. イノベーション創出の取り組みを推進している現地大企業や現地先輩起業家を訪問し意

見交換を行う全体行動の「団体カリキュラム」 
2. 現地ベンチャーキャピタル、大企業新規事業開発担当者、先輩起業家等のサポーターへの

個別メンタリングや個別訪問による事業計画のブラッシュアップを行う 1～3名程度で行

動する「個別カリキュラム」 
3. その他、現地で活躍しているベンチャーキャピタル、起業家等を招聘し、シリコンバレー

で活動する上で実体験や現地企業がシリコンバレー特有の仕組みなど第一線で活躍して

いる講師としての講義を提供し、よりイノベーション創出の最先端の地を理解する「ゲス

ト講義」 
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概要 

始動 Next Innovator 2015 シリコンバレープログラム 

日時：2015年10月26日（月）〜11月6日（金） 

場所：102 University Ave 1A Palo Alto (WiLシリコンバレー本社)ほか  

実施結果概要 

1. 団体カリキュラム 

a. ピッチ大会（10/26 6pm-9pm@WiLシリコンバレー本社） 

20名それぞれが始動オフィシャルサポーターに対して2分ピッチ + QA2分 

b. 団体訪問先：10社 x 60分~90分 

• スタンフォード大学キャンパスツアー後、アジア太平洋研究所櫛田先生に

よる「スタンフォード大でのイノベーション」 

• LinkedIn社にてPeter Ombres氏（VP of Corp Dev） 

• Whill社にてCEO杉江氏 

• Salesforce社にて共同創業者Parker Harris氏と伊佐山元との対談 

• Plug and Play Centerオフィス見学 

• ChatWork社にてCEO山本氏 

• Drivemode社にて共同創業者上田氏 

• Citrix社にてDiana JosephとChika Andoによる「Citrix社でのイノベーシ

ョン」 

• 500Startups社にてパートナーMarvin Liao氏 

• IDEO社にて共同創業者Tom Kelly氏 

c. ゲスト講師：5名 x 90分 

• エンジェル投資家 リチャード・チェン氏 

• サンリオ常務取締役 鳩山玲人氏 

• SearchMan創業者 柴田尚樹氏 

• スタンフォード大学研究員 朝倉祐介氏 

• Wasabi Ventures クリス・イェ氏 

d. 日米VCカンファレンス Moment 2015（10/30-31@スタンフォード大学） 

e. 事業計画発表会（11/6 1pm-5pm@WiLシリコンバレー本社） 

20名それぞれが始動事務局メンターに対して事業計画説明5分 + QA5分 

2. 個別カリキュラム 

a. 始動事務局との個別メンタリング 

• のべ個別メンタリング数：51セッション x 30分 

• 事務局メンター：伊佐山 (WiL)、松本 (WiL)、難波 (WiL)、琴 (WiL)、奥

本 (WiL)、岩上 (WiL)、河瀬 (トーマツ)、西山（トーマツ）、丹下（INC

J）、大島（INCJ） 

b. 始動事務局がアサインした45名の始動サポーターとの個別面談 

• のべ113個別面談 x 60分 

c. 始動参加者が独自にアポ取りした個別訪問 

• のべ55訪問 x 60分 

3. 参加者 

a. 始動参加者 20名 

b. 関係者 WiL9名、トーマツ3名、INCJ2名 
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c. 始動オフィシャルサポーター  

d. 始動サポーター（個別面談） 45名 

 

 
② 実行プログラム 
1.団体カリキュラム 
 10/26（月） スタンフォード大学アジア太平洋研究所  

バークレー国際経済研究所 櫛田 健児氏 
 
「シリコンバレーのエコシステム、

バイカルチャー」をテーマに、シリ

コンバレーの歴史や文化、シリコン

バレーというアントレプレナー、大

企業、大学が集積することとなった

経緯の講演を受けた。受講生は、シ

リコンバレーという土地、スタンフ

ォード大学から生まれるイノベーションや文化や日本との比較をより理解する

ことにより、日本でイノベーションを起こす上での知識インプットを行った。 
 

10/27（火） LinkedIn VP of Corp Dev 
Peter Ombres 氏 
 
世界最大のビジネスネットワークを

構築する Linkedin が考えるビジョ

ン・ミッションを知り、市場への提供

価値の設定や提供プロダクトをどの

ように開発しているかを講師からの

説明プレゼンから学んだ。特にサービ

スユーザーのそれぞれ（プロフェッシ

ョナル、企業）に対して合った仕様や

プロダクトとするためにどのように

開発し、社内でマネジメントしている

かも学ぶ機会となった。 
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10/28（水） WHILL, Inc 
CEO 杉江 理氏 
 
不可能と言われたアイディアをスタ

ートアップで実現する姿勢や意志を

これまでの経験と経緯から話を聞

き、その後シリコンバレー現地でど

のように取り組みの状況や現地にて

わかる日本人として気付いた点・感じた点について意見交換を行なった。 
 今後、どのように自分の事業計画を実行に移すか、または、現地でどのよう

に対応するかのイメージを深める機会となった。 
salesforce.com, Inc. 
共同創業者 Parker Harris 氏 
 
多くの企業のイノベーション創出に

貢献しており、自らもイノベーショ

ンを創出する取り組みや体制構築を

実行している Salesforce.com にて、

共同創業者である Mark 氏から大企

業内からイノベーションを興すための意見交換を行った。 
大企業内の経営トップ層の理解だけではなく、従業員と経営トップ層との人と

アイディアをつなげるための組織内の仕組みや体制の重要性をプログラム参加

者は学んだ。 
10/29（木） Plug and Play Center 

オフィス見学＆概要説明 
 
シリコンバレーを代表するコワーキ

ングオフィス、アクセラレーション

施設であるPlug and play Centerを
訪問。シリコンバレースタートアッ

プがどのようにアクセラレーション

を受けて成長しているかを学び、 
現地スタートアップエコシステムを肌で感じる機会となった。 
日本にはないプログラムも有しているため、プログラム参加者は非常に真剣に

ガイダンスを聞き、質疑応答も活発になされた。 
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ChatWork 株式会社 
CEO 山本 敏行氏 
 
日本からアメリカに挑戦する好事例

として山本氏からの話を聞く会とな

った。普段、日本でネット情報だけで

は知り得ない米国やシリコンバレー

の文化や戦い方を学ぶ機会となった。

ここで、得た内容を残りのメンタリングプログラムやプログラム終了後の日本

で活動し米国とつながり続ける助けになるよう、日本と米国の違いをリアルな

体験談として意見交換が行なわれた。 
 
Drivemode, inc 
Co-founder HK Ueda 氏 
 
初期のテスラでギガファクトリー

建設のプロジェクトマネジメント

を経験し、自動車関連ベンチャーに

て起業した上田氏を訪問。いまやメ

ガベンチャーとなったテスラを退

社し起業したポイントや BtoC サー

ビスをグローバル市場で開発する上で、どのように活動してきたか、プログラ

ム参加者に学びにと気付きを与える機会となった。 
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11/2（月） Citrix Systems, Inc. 
Diana Joseph 氏/Chika Ando 氏 
 
イノベーションを創出するために

取組んでいる社内体制や活動につ

いて意見交換を行い、それを実現

させるためにどのようなオフィス

環境を作っているかオフィス見学

を行なった。また、イノベーショ

ン創出を実現するために、従業員

から多様なアイディアやそれをチ

ャレンジするための研修プログラ

ムや実行プログラムが行なわれて

いるかを学んだ。 
 

 500Startups 施設ツアー 
 
実際に入居しているスタートアッ

プのピッチを聞き、どう言ったビジ

ネスアイディアを考え、どのように

ピッチアピールするかの現地のノ

ウハウを学んだ。また、ピッチに対

しての質疑応答を交えながらビジ

ネスピッチの聞き手としての視点

やアイディア構築の過程を考える

機会となった。 
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11/3（火） IDEO 
創業者 Tom Kelly 氏 
 
グローバルデザインファーム

IDEO にて、「シリコンバレーの特

徴」について講演頂いた。シリコ

ンバレーでの失敗を許容する文

化、ユーザー目線でのプロダクト

開発、ユーザーに届けるためのス

トーリー展開について、実例を交

えたお話を伺うことで、受講生は

失敗を恐れず挑戦することの重要

性ならびにプロダクトアウトにな

らないためにユーザーニーズをし

っかり理解した上でプロダクト開

発することの重要性をインプット

した。 
 
 

2.個別カリキュラム 
 － 現地ベンチャー企業、大企業新規事

業開発担当者、先輩起業家を訪問又

は招聘し、メンタリングを実施。運

営事務局が調整したメンターのみな

らず、プログラム参加者 20 名が現地

で得た出会いやネットワークを活用

し、新規の訪問アポイントを獲得し

ていた。 
また、数多くのメンターから多様な

意見を得たことで国内プログラムにてインプットした知見等を活用しながら事

業計画をブラッシュアップした。 
 

3.ゲスト講義 
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 11/2（月） エンジェル投資家 
リチャード・チェン氏 
 
シリコンバレーで活動している個

人投資家としての立場から、今シリ

コンバレーがどのように動いてい

るかを含め、投資家視点の意見をイ

ンプットした。日本のスタートアッ

プを多く見てきた中で気付いた点

や投資家との付き合い方など広い

意見交換がなされた。 
 
株式会社サンリオ 
常務取締役 鳩山 玲人氏 
 
株式会社サンリオの米国展開を

どのように行なってきたか、そ

の過程で積み上げてきたノウハ

ウや戦略について意見交換を行

い、企業内の既存事業や新規事

業の米国展開へのヒントについ

て広くインプットする機会とな

った。 
 

11/3（火） SearchMan 
CEO 柴田 尚樹氏 
 
柴田氏が楽天時代にどのよう

に新規事業や新たなビジネス

を打ち出してきたか等失敗談

を交えながらの講演となった。

多くの新規事業をお輿し失敗

し、成功事例もでき、そこにど

のような取り組み姿勢をとっ

てきたか、会社へどのような影響を与えたかどを知る機会となった。その後、

シリコンバレーへ活動の拠点を移し、起業する中での気付きなどについて意見

交換を行なった。 
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株式会社ミクシィ 
元 CEO 朝倉 祐介氏 
 
最初の起業の体験談やその後就

任したミクシィ CEO 時期に直

面した課題やそれに対する改革

などについて講演を受け、広く

意見交換を行なった。組織の体

制や役員の係り方がどのように

新規事業やビジネスや組織に影

響を与えており、それをどのように克服するかといった点を学ぶ機会となった。 
 

11/4（水） Wasabi Ventures 
クリス・イェ氏 
 
人材の流動化が高いシリコンバ

レーの中で、イノベーション創

出に重要な人材を如何に自社や

事業に参画しコミットしてもら

うかについて、シリコンバレー

の雇用やイノベーション人材を

多く見てきた「The Alliance」
の共同著者であるクリス氏か

ら、雇用のアライアンスを形成しイノベーションを創出するための人事知見を

学ぶ機会となった。 
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4.その他 
 10/26（月） ピッチ大会 

 
プログラム初日にプログラム参

加者 20 名は、ピッチ大会を行な

った。ピッチ会の前までに運営事

務局からのメンタリングを受け

ながら、事業計画にさらに磨きを

掛けた。 
ピッチ大会では、プログラムサポ

ーターからフィードバックを受

け、これから始まる 2 週間でメン

タリングを受けるにあたっての

最初のヒントになる機会となっ

た。 
 

11/6（金） 事業計画書発表会 
 
プログラム最終日に、多くのメン

タリングを受け、磨きを掛けた事

業計画をピッチ発表した。ピッチ

スライド、ビジネスモデル、ター

ゲットをより絞り込んだ参加者、

事業計画をピボットした参加者、

2 年～3 年の事業展開戦略を練り

直した参加者など多様な変化が

見受けられた。 
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(4) アンケート分析 
企業訪問やゲスト講義について、5 段階評価のアンケートにて満足度調査を行った。20 名の

平均評価 4～5 の「満足であった」の評価は、20 行程中 17 行程あり、平均評価 3 は 20 行程中 3
行程という結果になった。 
 団体カリキュラムでは、イノベーション創出に関して独自の取り組みや取り組みの結果として

成長を遂げているベンチャー企業、大企業を訪問し、一定の役職者や共同創業者などから直接意

見交換ができる機会となったことが、多くの気付きを得、高い満足度に繋がったと推察する。一

方で、時間の制約によるディスカッション不足や有名な企業などで既に見聞きできている企業へ

の訪問などでは、満足度が一定程度低下する結果となった。 
 ゲスト講義では、多様なバックグラウンドを有しシリコンバレーや米国現地で活動している

方々、かつ、有名だが会うことが難しい講師がほとんどであったため、20 名の平均評価も 4.0
～4.75 と満足度の高い結果となった。例えば、「エンジェル投資家」という単語は理解している

が実際に会ったことがない。エンジェル投資家の Chen 氏からどう言った思考やロジックでベン

チャー投資を考えているかを知る機会があったことや、実際に楽天で新規事業を立ち上げて後シ

リコンバレーで挑戦をしているサーチマン柴田氏から実際に新規事業を立ち上げた経験を共有

する講義となったことが、プログラム参加者の中で多くの気付きと共感に繋がる機会となった。 
 外部・内部サポーターからのメンタリングを受ける個別カリキュラムでも、5 段階評価の 20
名の平均評価は 4.7 と高い満足度となった。直接、自身の事業アイディアをアウトプットする機

会であり、また、大企業における起業家候補者にとっては自身のポジションなどについてキャリ

アのメンタリングを受けられる機会が多くもてたことが高い満足度に繋がった。一方で、シリコ

ンバレー現地のネイティブや起業家のメンタリングの選択肢がやや少ない点で低い評価となっ

た場合も見受けられた。 
 総じて、シリコンバレーの第一線で活躍する方々と直接多様なディスカッション等を行い、そ

れを自身の事業計画のブラッシュアップにつなげる場となったことが本事業で個々人の事業目

線やキャリア目線を高める機会となったといえる。 
 
(5) 総括及び次年度に向けた改善提案 
① 今年度の実施における総括 
今年度に実施するに当たり、シリコンバレーでイノベーティブな取り組みを行っている企業を訪

問し、直接話を聞き意見交換をすることで、これまで個人が書籍や人から聞いた知識を実際に現

地で肌で感じ、インプットした結果からグローバルでの視点、事業目線を高める機会を目指した。

この点では、非常にプログラム参加者にとっては多くの学びと気付きの機会になった。また、個

別カリキュラムでは、あえてサポーター訪問を全て事務局で埋めず、現地で得たネットワークか

ら広げていくことをプログラム参加者に求め、参加者自らアサインした面談数が合計 55 件とな

った。シリコンバレー現地でのネットワーキングのスピードや Give and Take により積極的に

情報交換の機会が持てるという気付きや参加者個人の自信と経験を得ることに有効なプログラ

ムとなった。 
 
② 次年度に向けた改善提案 
第一に、国内プログラム実行中におけるメンタリングをよりきめ細やかに行うことが必要と考
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えられる。現地サポーターからのメンタリングの際に論点となる事項の洗い出しを行い、ディス

カッションを活性化する工夫を事前に図る必要がある。 
 第二に、現地のサポーターに対するメリットの享受が必要と考えられる。これまで、日本がシ

リコンバレーに入り視察や面談を行う場合に、教えてもらう姿勢が強いため現地訪問先やサポー

ターから良い印象を与えていない背景があるため、プログラム参加者に日本のビジネスや市場に

関する情報やネットワークを整理・インプットする等、訪問先にメリットをより与える必要があ

る。 
 第三に、プログラム全体として、スケジュールに余裕を持つ必要があると考えられる。より自

由時間や現地個別メンタリングの時間を確保するとともに、参加者同士のチームビルディングや

意見交換をもてるようにし、現地での気付きを共有し、自身の事業計画にアウトプットする時間

を有効に活用することにより参加者間の相乗効果を期待したい。 
 
2.3.2 シリコンバレープログラム（ベンチャーキャピタリスト） 
(1) 目的 

現在、日本のベンチャー投資家にとって、本場シリコンバレーのベンチャーキャピタリストと

交流し、米国流の投資ノウハウやイノベーションの手法を学ぶ機会は十分とはいえない現状であ

る。意欲ある日本のベンチャー投資家に、シリコンバレーのトップクラスのベンチャーキャピタ

リストとの交流を通して、米国流イノベーション創出や投資手法からの「気づき」と「学び」を

得る機会を提供し、同時に、米国のベンチャーキャピタリストが日本のベンチャー市場や投資機

会について理解を深めることで、日本のベンチャー企業への投資の活性化につなげ、ベンチャー

エコシステムの形成・拡大を目指すことが目的である。 
 
 
(2) イベント開催概要 
世界最高峰の起業家とベンチャーキャピタリストが集まるイノベーションの聖地「シリコンバレ

ー」が今、再び世界中から熱い注目を浴びている中、数多くの起業家を輩出してきたスタンフォ

ード大学にて、日米ベンチャーキャピタルカンファレンス『MOMENT 2015』として開催した。

世界のベンチャー投資をリードするシリコンバレーのベンチャーキャピタリスト、日本を代表す

るベンチャー投資家など幅広い参加者が集い、ベンチャーの未来を語るイベントとなった。 
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概要 
VCカンファレンス「Moment2015」 

日時：Day1；2015年10月30日（金）、Day2；10月31日（土） 

場所：米国・スタンフォード大学 ARILLAGA ALUMNI CENTER 

Day1 プログラム概要 
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時間 内容 

9:00 

開会の挨拶 

・スタンフォード大学ショーレンスタインアジア太平洋研究センター（A

PARC）ディレクター 星 岳雄氏 

・経済産業省 経済産業政策局 新規産業室 新規事業調整官  

石井芳明氏 

9:15 

ファイヤーサイド・チャット「ベンチャーキャピタルの新潮流―Andree

ssen Horowitzの現在と未来」 

・Andreessen Horowitz,COO Scott Kupor氏 

・WiL,共同創業者CEO 伊佐山 元氏（モデレーター） 

9:44 

パネル・ディスカッション「大学とVCの共生ーWinWinな関係構築に向け

て」 

（パネリスト） 

・東京大学エッジキャピタル 郷治 友孝氏 

・みやこキャピタル 岡橋 寛明氏 

・カリフォルニア大学 Martin Kenney氏 

（モデレーター） 

・スタンフォード大学 アジア・米国技術経営研究センター 

Richard Dasher氏 

 

10:35 休憩 

10:50 
キーノート「ベンチャー経営における挫折と成功」 

・Accel Partners, Managing Partner Andrew Braccia氏 

11;10 

パネル・ディスカッション「既存産業における破壊的イノベーションとV

Cの役割」 

（パネリスト） 

・Shasta Ventures, Rob Coneybeer氏 

・Khosla Ventures, Keith Rabois氏 

・伊藤忠テクノロジーベンチャーズ, 中野 慎三氏 

（モデレーター） 

・WiL、Partner 琴 章憲氏 

12:00 昼食 

13:10 キーノート「シリコンバレーの歴史と未来」 

・DCM, Co-Founder & Partner Emeritus Dixon R. Doll氏 

13:30 

パネル・ディスカッション「企業のベンチャー活用と成功するCVC」 

（パネリスト） 

・IBM Venture Capital Group, Claudia Fan Munce氏 

・Meritech, Craig Sherman氏 

・NTTドコモ・ベンチャーズ, 秋元 信行氏 

（モデレーター） 

・Draper Nexus Ventures, 北村 充崇氏 
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時間 内容 

14:20 休憩 

14:40 

キーノート「日本のスタートアップー現在と未来」 

グロービス・キャピタル・パートナーズ, 一般社団法人日本ベンチャー

キャピタル協会会長 仮屋薗 聡一氏 

15:00 

パネル・ディスカッション「ユニコーンへと導くVCとしての役割」 

（パネリスト） 

・Bessemer Venture Partners, Ethan Kurzweil氏 

・August Capital, Howard Hartenbaum氏 

・Index Ventures, Mike Volpi氏 

・グロービス・キャピタル・パートナーズ, 高宮 慎一氏 

（モデレーター） 

・WiL, 共同創業者CEO 伊佐山 元氏 

15:50 休憩 

16:10 

キーノート「二刀流組織」 

・Stanford University, Ph.D., Director of the Leading Change and 

Organizational Renewal Executive Program, 

Charles A. O'Reilly III氏 

16:30 

パネル・ディスカッション「これからの成長産業とＶＣの関わり方」 

（パネリスト） 

・SoftTech VC, Jeff Clavier氏 

・Mayfield, Tim Chang氏 

・インキュベイトファンド, 本間 真彦氏 

・産業革新機構, 安永 謙氏 

（モデレーター） 

・Translink Capital, 大谷 俊哉氏 

17:20 

閉会の挨拶 

・スタンフォード大学ショーレンスタインアジア太平洋研究センター（A

PARC）, ディレクター  星 岳雄氏 

 
Day2 プログラム概要 
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時間 内容 

9:30 

開会の挨拶 

・経済産業省 経済産業政策局 新規産業室 新規事業調整官  

石井芳明氏 

9:40 

ゲストスピーチ「間違いだらけのシリコンバレー理解 - 本物の

事業創造・事業イノベーションのために」 

・Net Service Ventures, 校條 浩氏 

10:10 
ゲストスピーチ「テスラでの創業経験とDrivemode起業」 

・Drivemode, 上田 北斗氏 

10:40 休憩 

11:00 

ゲストスピーチ「日本企業にとってのシリコンバレー活用」 

・Honda Silicon Valley Lab, 杉本 直樹氏 

・ヤマハモーターベンチャーズ＆ラボラトリーシリコンバレー, 

西城 洋志氏 

11:50 

ゲストスピーチ「SaaSベンチャーCEOから見たシリコンバレーの

風景」 

・TreasureData, 芳川 裕誠氏 

12:20 昼食 

13:15 ゲストスピーチ「日本におけるVCの環境変化」 

・インキュベイトファンド・ジェネラルパートナー,  

村田 祐介氏 

13:30 パネル・ディスカッション「日本人VCによるシリコンバレー裏事

情」 

（パネリスト） 

・Translink Capital, 大谷 俊哉氏 

・Draper Nexus Ventures, 北村 充崇氏 

・Scrum Ventures, 宮田 拓弥氏 

（モデレーター） 

・WiL, 共同創業者CEO 伊佐山 元氏 

14:30 ゲストスピーチ「日本発世界とはーiPS研究の最先端」 

・東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター センター長・

教授/スタンフォード大学教授 中内啓光氏 

15:15 閉会の挨拶 

・WiL, 共同創業者CEO 伊佐山 元氏 

(3) プログラム実行 
① 2015 年 10 月 30 日（金）：Day1 
■開会の挨拶 
星氏から経済産業省と WiL による本 VC カンファレンス「MOMENT 2015」の紹介がなされ、

主催者である経済産業省 石井氏から開会の挨拶を頂いた。 
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1) 「シリコンバレーと日本の架け橋を築くこと」を目指し、安倍首相の新施策や日本の新しい

変化を紹介。 
2) ユーグレナや Spiber、Cyberdyne などの日本の優良ベンチャー、現在のトレンドや注目テ

ーマを解説。 
3) シリコンバレーのベンチャーキャピタリスト及び日本から来たベンチャー関係者に向け、日

本からのイノベーション創出やベンチャーエコシステム創生への期待を込めたメッセージ。 
 
■ファイヤーサイド・チャット「ベンチャーキャピタルの新潮流ーAndreessen Horowitz の現

在と未来」 
有力 VC の Andreessen Horowitz の COO である Scott Kupor 氏から以下の点が話された。 
1) これまでの活動創業の理念や経緯 
2) 投資において重視している点 
3) 投資先へのサポート体制と内容 
4) 投資意思決定のプロセス 
その中で、一見バカげたアイディアに見えるが実はいいアイディアを見出し、それを実現でき

るユニークな経営チームを評価することが肝要であり、適切なサポート水準や自身が逃した投資

案件を交えて話した。 
また、現在は、ライフサイエンス分野とソフトウェアが融合する分野に注目していると言及した。

さらに、日本のスタートアップエコシステム構築に向け、”flexibility to fail, flexibility to try”
の失敗を許容する文化構築をアドバイスとして言及した。 
 
■パネル・ディスカッション「大学と VC の共生ーWinWin な関係構築に向けて」 
スタンフォード大学 アジア・米国技術経営研究センター Richard Dasher 氏をモデレーター

とし、東京大学エッジキャピタル 郷治友孝氏、みやこキャピタル 岡橋寛明氏、カリフォルニ

ア大学 Martin Kenney 氏をパネリストに迎え、以下のポイントを中心にディスカッションが

行われた。 
1) 大学発ベンチャー成功のポイント 
2) 大学の VC 投資への関わり方 
3) アカデミックな技術シーズの切り出し方と事業化の要諦 
4) 特許の取り扱いや技術移転における、大学とスタートアップの共生の仕組み、スキームにつ

いて 
その中で、大学と実業界の人材と情報の行き来を促進すべきことの意見が出た。大学発ベンチ

ャーは、経営者不在のケースが多く、投資におけるボトルネックとなっていることから、人材育

成が急務であることが重要となる。その他、政府が学部生のインターン制度の充実支援を行うこ

とで、スタートアップへと起業への関心を醸成し、経営者育成に繋がるのではと言ったアイディ

アが壇上で上がった。 
 
■キーノート「ベンチャー経営における挫折と成功」 

Accel Partners, Managing Partner Andrew Braccia 氏のキーノートでは、ゲーム事業で失敗

しコミュニケーションツールに大転換して成功した Slack の事例をもとに、ベンチャー経営の
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挫折と成功の要諦の紹介がなされた。その中で、成功の要因として、以下の点が述べられた。 
1) 失敗を受け止め、徹底的に考え抜くことで過去の経験を活かして再スタートを切る。 
2) 困難が経営チームを育て、経験が再成長の糧になる。 
3) 従業員や株主など支援してくれる関係者に丁寧に接する。 
4) 諦めない、燃え尽きない起業家の想いが成功につながる。 
 
■パネル・ディスカッション「既存産業における破壊的イノベーションと VC の役割」 

WiL、Partner 琴 章憲氏をモデレーターとし、Shasta Ventures, Rob Coneybeer 氏、Khosla 
Ventures, Keith Rabois 氏、伊藤忠テクノロジーベンチャーズ, 中野 慎三氏を迎えて、IoT、フ

ィンテック、ヘルスケアの３分野における破壊的イノベーション事例と注目分野について日米ベ

ンチャーキャピタリストが議論を行った。 
 総論として、破壊的イノベーションは、徹底した顧客目線でのサービス設計と課題解決が基礎

となるとの言及がなされた。また、各分野については以下の意見がでた。 
 
IoT：注目分野であるが製品出荷までチャレンジが多く注意深く進める必要あり。Connected 
Hardware は BtoB 分野に市場機会が多い。 
Fintech：今後もサブプライム層向けサービスに注目だが、スケールする分野はそれほど多くな

い可能性がある。 
ヘルスケア：高齢化が進む日本で特にニーズが高く、センサーを用いた新サービスの登場に期待。 
 
■キーノート「シリコンバレーの歴史と未来」 

DCM 共同創業者でシリコンバレーVC の大御所 Dixon Doll 氏によるキーノートを実施した。

シリコンバレーは世界のロールモデルとしてイノベーションフレンドリーな環境であ流転が紹

介された。 
1) 成功する起業家に共通する特性を紹介。 
・Passion for winning 
・Integrity character 
・Positive attitude/high energy 
・Self confidence 
・Ability to inspire trust 

2) 最近の VC 環境は 2014 年の過熱から 2015 年へ減速傾向にあると指摘。 
3) 構造的な変化は CVC の増加と国際化。CVC の成功には企業トップのコミットメントと優

秀人材を動機付けと指摘。VC 投資のみならず、スタートアップの市場開拓及び人材リソー

スとして、インドやイスラエルなど海外市場の成長が著しい点を指摘。 
 
■パネル・ディスカッション「企業のベンチャー活用と成功する CVC」 

Draper Nexus Ventures, 北村 充崇氏をモデレーターとし、IBM Venture Capital Group, 
Claudia Fan Munce 氏、Meritech, Craig Sherman 氏、NTT ドコモ・ベンチャーズ, 秋元 信
行氏を迎えて、日米有力 CVC による CVC 成功に向けた提言と、VC からみた CVC との共生に

おける期待と課題についてディスカッションした。その中で、以下の点について意見が出された。 
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1) VC は共同投資する CVC に新たな顧客獲得を期待するが、投資先を縛りすぎると価値を毀

損しエグジット可能性を阻害する点は留意が必要。 
2) CVC はスタートアップ企業とネットワーキングするのと同じぐらい本社関係者と時間を使

う必要。 
3) CVC の意義は戦略的なシナジーか、フィナンシャルなリターンは不要か、その両立は可能

か。正解は無いが目指すところを明確にし、皆が理解を共有する事が重要。 
 
■キーノート「日本のスタートアップ－現在と未来」 

JVCA 会長仮屋薗聡一氏が、日本の VC 市場とスタートアップ業界の成長について講演。 
1) 間接金融中心の日本の企業金融は、2000 年の IT バブルを契機に本格的な VC 市場が育って

きた。 
2) アベノミクスの経済成長の過程の中で、独立系 VC の増加と資金調達規模の拡大などエコシ

ステムが整備されつつあるなど５つのテーマ（Fintech、Edtech、Healthcaretech、Biotech、
Cartech、Hometech）毎に代表的なスタートアップを紹介。 

3) 日本はベンチャー投資の宝庫(treasure island)と魅力をアピール。 
 
■パネル・ディスカッション「ユニコーンへと導く VC としての役割」 

WiL, 共同創業者 CEO 伊佐山 元氏をモデレーターとし、Bessemer Venture Partners, 
Ethan Kurzweil 氏、August Capital, Howard Hartenbaum 氏、Index Ventures, Mike Volpi
氏、グロービス・キャピタル・パートナーズ, 高宮 慎一氏を迎え、ユニコーンに関して以下の

点が出された。 
1) 10 億ドル以上のバリュエーションで評価された未上場ベンチャーを架空の珍獣に因んでユ

ニコーンと呼ぶが、いまやユニコーン企業は 142 社に上る。 
2) 一方で、現在の市場はバブルではないにしても実力以上の価値がついているスタートアップ

が散見され、VC は投資にあたり一定の規律をもって臨んでいる。 
3) ユニコーン企業を生み出す上で、起業家へのアドバイスとして、背伸びしたバリュエーショ

ンをつけすぎないこと。仮に付いたとしても将来のどの期待まで織り込んだ価格であるかを

意識すべきである。 
4) ユニコーン企業への投資はいかに次のトレンドをタイミングよく捉え、momentum を逃さ

ないで評価できるか、がポイントとなる。 
 
また、各登壇者から関心分野として、以下の分野が言及された。 
1) Mesh networking technology 
2) Developer platform 
3) Video 
4) Data service 
5) PC サービスの Mobile 化 
6) Traditional industry の IT 化 
 
■キーノート「二刀流組織」 
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Charles Oreilley 氏から、「二刀流組織」をテーマに、衰退する企業、生き残る企業の共通点や

「両利きのリーダーシップ（Ambidextrous Leadership）」理論について、以下の点で解説され

た。 
1) 社会の変化が加速し、変化に適応したもののみが生き残る。 
2) Exploitation(開発)と Exploration（探索）を同じ組織で同時追求は不可能で、成長事業と

成熟事業では組織マネジメントがまったく異なる。 
3) 明確な戦略意図、手の届く先にある経営ビジョン、一枚岩の経営層、組織設計、を意識した

マネジメントが必要。 
 
 
■パネル・ディスカッション「これからの成長産業とＶＣの関わり方」 
Translink Capital, 大谷 俊哉氏をモデレーターとし、SoftTech VC, Jeff Clavier 氏、Mayfield, 
Tim Chang 氏、インキュベイトファンド, 本間 真彦氏、産業革新機構, 安永 謙氏を迎え、「こ

れからの成長産業と VC の関わり方」について、IoT を中心に成長産業と VC の役割について、

IoT の代表的成功事例である Fitbit の事例を交えながら議論がなされた。 
主に以下のような言及があった。 
1) IoT は大きな可能性を秘めるが広範な領域で自社はどこにポジションし何を価値として提

供するのかを明確にすべき。 
2) 大企業とスタートアップがどのように共生できるのか、いかに提携の成果を生むのか、ポイ

ントは提携のタイミングと共通利益の追求。 
3) スタートアップは成長を求めて市場だけでなく、Founder 含む経営チームやリソースもグ

ローバル化が急速に進んでいる。東南アジアでの投資は経営チームの多様な縛グラウンドの

ミックスの重要性が高い。 
■閉会の挨拶 
スタンフォード大学ショーレンスタインアジア太平洋研究センター（APARC）, ディレクター  
星 岳雄氏より、本カンファレンスの振り返りとクロージングが行われた。 
 
② 2015 年 10 月 31 日（土）：Day2 
■開会の挨拶 
主催者である経済産業省 石井氏から開会の挨拶がなされた。ベンチャーを支援するために、

イノベーション施策とベンチャー施策が政策の柱となる「シリコンバレーとの架け橋プロジェク

ト」を紹介するとともに、以下の 3 点をテーマとした施策を説明された。 
1) ベンチャー・起業家のコアを作っていく 
2) エコシステムを視野に入れた政策 
3) 海外とつながっていく 
 
また、クローニングシリコンバレーの世界的な取り組みや成功しているイスラエルと台湾の事

例から学べるのは、人のつながりが鍵ということを話されると共に、Day1 で印象に残った”

Flexibility to take risk””Leadership, Strategy, Execution”を紹介された。 
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■ゲストスピーチ「間違いだらけのシリコンバレー理解 - 本物の事業創造・事業イノベーショ

ンのために」 
Net Service Ventures, 校條 浩氏が、シリコンバレー11 年の経験から、シリコンバレーとベ

ンチャーについての見解を下記の点を中心に解説。 
 

1) ベンチャー企業は通過点であり、志は大企業になること。たまたま今は小さいだけ 
2) シリコンバレーのエコシステムは仕組みではなく、人であり心 
3) ベンチャー型事業創造と MBA 型事業経営を比較。ベンチャーでは、既存の経営の常識やノ

ウハウが通用しない 
4) ベンチャーの良識は、現代日本の良識に反する。「人に迷惑をかけない」ということ自体が

既存事業を破壊するベンチャーやイノベーションの考えに反する 
5) シリコンバレーの表面を真似るより、利用しよう 
 
■ゲストスピーチ「テスラでの創業経験と Drivemode 起業」 

テスラモーター初期からイーロンマスクに仕えた Drivemode, 上田 北斗氏が、自身のテスラ

モーター時代に学んだ以下の点を交えながら、その経験を生かして起業した経緯を解説し、シリ

コンバレーの起業家としての Drivemode での思いと活動を紹介した。 
1) 誰もやったことないことは不可能と同義ではない（If it’s physically possible, then it’s 

possible）。ゼロから考える(First Principal Approach)。 
2) テスラで成功する人は２種類—Unlearn できるエキスパートか、何も知らない若者。 
3) 管理の目的は失敗の確率を下げるのではなく成功の確率を上げること、等のテスラ流経営を

紹介し、テスラで学んだこと、その経験を生かして起業に至った 
 
■ゲストスピーチ「日本企業にとってのシリコンバレー活用」 

Honda Silicon Valley Lab, 杉本 直樹氏、ヤマハモーターベンチャーズ＆ラボラトリーシリコ

ンバレー, 西城 洋志氏をゲストとして迎え、両人からシリコンバレーでの活動が紹介された。 
＜Honda Silicon Valley Lab 杉本 直樹氏＞ 
HSVL のミッション”Open Innovation”と開発領域（Connected Vehicle、Human Machine 
Interface、Big Data、Apps/Content）の説明と Honda Excelerator の紹介を紹介。出てきたア

イディアでお客さまが望んでいるものはすぐ実行に移すよう本社を強力に動かす体制にしてお

り、HSVL の徹底したオープンイノベーションによる成果と、全社での位置付けなどの仕組み

つくりを紹介した。 
 
＜ヤマハモーターベンチャーズ＆ラボラトリーシリコンバレー西城洋志氏＞ 
シリコンバレー流の新事業開発について、事業開発専任会社「YMVSV」創立経緯と理念を交

えながら新たな事業化のプロセスを紹介した。 
1) 新事業開発を行うにあたってトップに「自分に傷を負ってでもやる覚悟はあるか」「千三つ

であることを理解しているか」を必ず確認する 
2) 異分野からのみの担当者からなるエイリアンチームの組成、半歩外の事業領域選定を行う 
3) そして「ちょっと面白いと言ってもらえる」ことから解決のヒントを紡いでいくなど 
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■ゲストスピーチ「SaaS ベンチャーCEO から見たシリコンバレーの風景」 

TreasureData, 芳川 裕誠氏が、シリコンバレーでのベンチャー経営や資金調達の要点を具体

的エピソードを交えながら以下の内容を中心に解説した。 
1) 資金調達は創業者の Credibility が重要であり、VC はブランドではなくパートナーとの相

性を重視して選定すべき。 
2) シリコンバレーの利点として、バリュエーションの一貫性、人材の豊富さ、アクセス可能な

グローバル市場の市場規模などを指摘。 
3) これからシリコンバレーを目指す起業家に向け、英語の習得、資本政策上の注意や優秀な経

営チームの組成、日本であることをレバレッジする等の実務的なアドバイス 
 
■ゲストスピーチ「日本における VC の環境変化」 

インキュベイトファンド・ジェネラルパートナー, 村田 祐介氏から、成長著しい日本の VC
投資環境の現状についての解説がなされた。 
1) 新規ファンドレイズ額の推移において、ここ 3 年、年間 1000-2000 億の範囲に一気に増加

している点 
2) 独立系 VC 中心に投資額が拡大しており、10 億円以上の大型調達も増加し米国のシリーズ

B 手前ぐらいの規模までは日本で実行可能である点 
3) CVC は独立 GP を設置し外部 LP からの調達を行うなど事業会社の一部門であったこれま

でとは異なってきており進化しつつある点 
4) JVCA として①ベンチャーエコシステム構築、②ファンドエコシステム構築、③オープンイ

ノベーション創出、への尽力している点の報告 
 
■パネル・ディスカッション「日本人 VC によるシリコンバレー裏事情」 

WiL, 共同創業者 CEO 伊佐山 元氏をモデレーターとし、Translink Capital, 大谷 俊哉氏、

Draper Nexus Ventures, 北村 充崇氏、Scrum Ventures, 宮田 拓弥氏を迎え、シリコンバレー

の第一線で活躍する日本人ベンチャーキャピタリストがシリコンバレーの今を本音で語る場と

なった。主なディスカッション内容が以下の通り。 
1) 守秘義務契約ひとつで会社が倒産する訴訟社会、起業家が投資家を値踏みしてくる逆転現象

など。 
2) ダメな案件の切り方がうまい VC、一流 VC は専門的な業界にも理解が深い、起業経験があ

るベンチャーキャピタリストが多い点など。 
3) 米国 VC は実力以上に自分を良く見せるマーケティングがうまく、喋るのがうまい。 
4) ボードミーティングのレベルが高く、議論に参加するのも大変。一方でアウェイな環境でも

Survive していれば受け入れてくれる素晴らしさはある。 
5) 野球とベースボールの違いを理解しておくのが肝要。 
6) 小さなコミュニティであり全ては人間関係で成り立っている。進出する際は我々をうまく使

って同じ失敗をしないようにしてほしい 
 
■ゲストスピーチ「日本発世界とはーiPS 研究の最先端」 
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・東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター センター長・教授/スタンフォード大学教授 

中内啓光氏 
 
(4) アンケート分析 

VC カンファレンス「MOMENT2015」について、アンケートを実施し各プログラムの満足度

調査を実施した。米国からのネイティブ参加者が事後的にアンケートに回答する文化がない点、

及び日本からの参加者からの回答状況が悪い点から、Day1 が 35 件、Day2 が 23 件のアンケー

ト回収結果となった。 
 回収したアンケートの結果からは、両日ともに 8 割を越えて「良かった」以上を評価してお

り、満足度の高いカンファレンスであったと推察される。 
 

 
  

＜Day1＞

プログラム
「良かった」以
上の満足度

とても
良かった

良かった 普通 良くなかった
全く

良くなかった
その他

イベント全体 87.5% 0 14 1 0 1 0

ファイヤーサイド・チャット「ベンチャーキャピタ
ルの新潮流ーAndreessen Horowitzの現在
と未来」

80.0% 15 13 5 0 0 2

パネル・ディスカッション「大学とVCの共生ー
WinWinな関係構築に向けて」

71.4% 9 16 7 1 0 2

キーノート「ベンチャー経営における挫折と成
功」

85.7% 9 21 4 0 0 1

パネル・ディスカッション「既存産業における
破壊的イノベーションとVCの役割」

71.4% 6 19 9 0 0 1

キーノート「シリコンバレーの歴史と未来」 62.9% 12 10 6 4 1 2

パネル・ディスカッション「企業のベンチャー
活用と成功するCVC」

62.9% 11 11 10 1 0 2

キーノート「日本のスタートアップー現在と未
来」

68.6% 6 18 8 0 0 3

パネル・ディスカッション「ユニコーンへと導く
VCとしての役割」

48.6% 7 10 16 0 0 2

キーノート「二刀流組織」 71.4% 17 8 6 0 0 4

パネル・ディスカッション「これからの成長産
業とＶＣの関わり方」

68.6% 8 16 9 0 0 2

＜Day2＞

プログラム
「良かった」以
上の満足度

とても
良かった

良かった 普通 良くなかった
全く

良くなかった
その他

イベント全体 100.0% 20 3 0 0 0 0

ゲストスピーチ「間違いだらけのシリコンバ
レー理解 - 本物の事業創造・事業イノベー
ションのために」

91.3% 14 7 1 0 0 1

ゲストスピーチ「テスラでの創業経験と
Drivemode起業」

100.0% 19 4 0 0 0 0

ゲストスピーチ「日本企業にとってのシリコン
バレー活用」

91.3% 14 7 2 0 0 0

ゲストスピーチ「SaaSベンチャーCEOから見
たシリコンバレーの風景」

73.9% 8 9 6 0 0 0

ゲストスピーチ「日本におけるVCの環境変
化」

60.9% 5 9 8 0 0 1

パネル・ディスカッション「日本人VCによるシ
リコンバレー裏事情」

82.6% 14 5 3 0 0 1

ゲストスピーチ「日本発世界とはーiPS研究
の最先端」

73.9% 14 3 4 1 0 1
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(5) 総括及び次年度に向けた改善提案 
①今年度の実施における総括 
イベント開催後、「日本政府の掲げる“架け橋プロジェクト”の一環としての産官学連合のカ

ンファレンスが、シリコンバレーのエコシステムの中心であるスタンフォード大学で開催された

ことは非常に画期的で、意義が深く、多くの学びがあった」というフィードバックが多くの参加

者から寄せられた。 日米合わせて 400名と予想以上の集客ができたのも、充実したプログラム、

著名かつ多彩な日米 VC 登壇者によるところが大きい。 
このイベントが日米 VC の繋がりのきっかけとなり、シリコンバレーと日本のベンチャーエコ

システムによるベンチャー創造の好循環のきっかけとなることを期待する。また、シリコンバレ

ーにおいて、日本は他のアジア諸国に比較して理解度、マインドシェアの点で劣っているのが現

状である。このようなイベントを通して日本からの情報を発信することにより、シリコンバレー

における日本の存在感を向上させたい。このイベントは、「日本にイノベーションの風を吹き込

みたい」という志をもったシリコンバレーの日本人が一堂に会するまたとない機会となった。 
 

② 次年度に向けた改善提案 
米国 VC の日本市場への理解、興味をより一層惹きつけるアジェンダ（例：米国スタートアッ

プ日本進出成功例、日本市場機会）を組み入れ、米国参加者にとってもさらに意義のある内容に

する必要がある。 
なお、日米のカルチャーの違いから、米国のカンファレンス形式に慣れた米国参加者から以下

の意見が寄せられた。 
•女性の登壇者が少ない（備考：米国では女性・マイノリティーの機会創出の機運が高まってい

ることから、カンファレンス登壇者は女性が増加傾向） 
•朝食がない、昼食が足りない（備考：米国でのカンファレンスには朝食、昼食はつきもの、多

くのネットワーキングパーティではワイン、オードブルが供される） 
 
2.4 周知活動 
2.4.1 「始動 Next Innovator 2015」「Moment2015」成果発表会 
(1) 目的 
シリコンバレーと日本の架け橋となるグローバル起業家等育成プログラム  始動  Next 
Innovator 2015 について、本事業に関与した関係者の方々を集めて、本事業の成果報告を目的

として、成果報告会を開催した。 
 
(2) イベント開催概要 
 
概要 
日時：2015 年 11 月 17 日（火）17:30 受付開始 

成果報告会 18:00 開始 19:30 終了 
懇親会 19:30 開始 

開催場所：六本木ヒルズ 「タワーホール」 
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出席者： 
 プログラム参加者 81 名 
 プログラム参加者の関係者 26 名 
 来賓 66 名 
 出席メディア→日本経済新聞社、日刊工業新聞、朝日新聞社 
内容 
 

時間 内容 

成果報告会 
 

17:30 開場 

18:00-18:05 
開会の挨拶 
（経済産業省 経済産業政策局長 柳瀬 唯夫氏） 

18:05-18:20 
国内プログラムおよび SV プログラムの振り返り 
（WiL 共同創業者 CEO 伊佐山元） 

18:20-18:35 
VC カンファレンスの振り返り 
（日本ベンチャーキャピタル協会 会長 仮屋薗 聡一 氏） 

18:35-19:10 
 

SV 派遣者の紹介 
および代表者プレゼンテーション（5 名×5 分） 

 
講師 5 名動画＋志賀様メッセージ 

19:10-19:15 
全体総括 
（経済産業省 新規産業室 新規事業調整官 石井 芳明氏） 

19:15-19:20 
閉会の挨拶 
（有限責任監査法人トーマツ パートナー 吉村孝郎） 

19:20-19：30 会場移動 

懇親会 
 

19:35-19:40 乾杯の挨拶  

19:40-20:40 懇親会 

20:40-20:45 中締め（有限責任監査法人トーマツ 佐藤史章） 
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(3) 事業報告 
●開会の挨拶 

（経済産業省 経済産業政策局長  

柳瀬 唯夫氏） 

 

主催者挨拶として、「シリコンバレーと日

本の架け橋プロジェクト」の内、本プログ

ラムがどのような位置づけのものであった

か、政策的にどのような意味があったのか

を説明。 

●国内プログラムおよびSVプログラムの振

り返り 

（WiL 共同創業者CEO 伊佐山元） 

 

運営事務局として、本プログラムの振り返

りを行いました。これまで一緒に学んでき

たこの仲間を大切にしていくこと、特に大

きなメッセージとして、プログラム開始時

点から本プログラムのコンセプトであった

「ThinkerからDoerへ」を、受講者に向けて念押しし、これからがむしろスタート

であることを激励のメッセージとしてスピーチした。 

 

●講師5名動画＋志賀氏メッセージ 

 

1回目～5回目のカリキュラムの講師を務めた方々からのビデオメッセージを流し

ました。最後には志賀社長が直接会場にて、プログラム受講者を激励を送られた。 

 

●VCカンファレンスの振り返り 

（日本ベンチャーキャピタル協会 会長 仮屋薗 聡一 氏） 

 

今回シリコンバレーでのVCカンファレンス「Moment2015」について、日本からイベ

ントへ参加したベンチャーキャピタルの代表として、JVCA会長の仮屋園氏が振り返

った。 
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特に、「米国VCの投資家の高い目線や事業

の目利きポイントなどについて、日系VCに

も大きな良い影響を与えられた。また、日

本から離れてVC同士が集まることで、日系

VC同士の団結力も増した」と振り返った。 

 

 

 

 

●SV派遣者の紹介および代表者プレゼンテーション（5名×5分） 

 

シリコンバレープログラム最終日プレゼンを聞いたメンター陣の評価に基づいて、

シリコンバレーを通して磨いた自らの事業についてプレゼンテーションを行った。 

 

 リンクウィズ株式会社 吹野豪 

 エルピクセル株式会社 島原佑基 

 株式会社SCREEN ホールディングス 

嶋本英剛 

 株式会社ニコン 坪井聡一郎 

 テルモ株式会社 山下亜莉紗 
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2.4.2 その他 
(1) 米国シリコンバレー派遣プログラム 
①事業ブランディング 
 本事業を一つのプラットフォームとして継続するため、国内プログラム及びシリコンバレープ

ログラム（起業家、大企業等の社内起業家候補）を「始動 Next Innovator」と銘打ち事業ブラ

ンディングを図った。また、シリコンバレープログラム（ベンチャーキャピタル）についても

「MOMENT2015」と銘打ち事業ブランディングを図った。 
 
■始動 Next Innovator ロゴ 

 
■MOMENT2015 

 

 

●全体総括 

（経済産業省 新規産業室 新規事業調整官 石井 芳明氏） 

 

プログラムの経済産業省の担当として全体の総括を行った。 

近年のベンチャーへの期待が高まっている背景を振り返り、本プログラムの関与者

の方々に感謝の念を伝え、参加者たちの志の共有とネットワークの構築が、この事

業の成果であったと全体を総括した。 

●閉会の挨拶 

（有限責任監査法人トーマツ パートナー 

吉村孝郎） 

 

閉会にあたって、是非今回のプログラムでで

きた仲間を大切にしてほしいことを受講者

に送った。 
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② 事業周知活動 
 プログラム参加者の公募時点で、専用のWebサイトの設営やFacebookページの説明を行い、

SNS 上でより広く周知した。また、運営事務局のネットワークや経済産業省の関連団体へ情報

を周知する活動を実施した。 

 
 
③ プログラム参加者の自主活動による周知活動 
 プログラム参加者が自主的に社内において本事業の紹介をすることを制約していないことか

ら、本事業での学びや気付きを自発的に周知していた。 
 
(2) 経済産業省の取り組み紹介 
「WIRED.A.I.2015 TOKYO SINGULARITY SUMMIT #1」セミナー、『WIRED』の雑誌、ウ

ェブサイトにて、「始動 Next Innovator 2015」の取組紹介等広く周知を行った。 
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3.米国東海岸等派遣プログラム 

3.1 事業目的 

近年、日本からグローバル規模での成長ビジネスが多く生まれていない理由のひとつに、高い

技術力を持つ中小・中堅・ベンチャー企業がノウハウやチャネル等の不足によって、十分に世

界展開が出来ていないことが挙げられる。そこで、中小・中堅・ベンチャー企業の経営者等を

公募の上で選定し、イノベーション先端地域であるアメリカの西海岸（サンフランシスコ、ロ

サンゼルス周辺）や東海岸（ニューヨーク、ボストン周辺）、テキサス州オースティンに派遣

し、現地のベンチャー関係者からのアドバイスや意見交換などによって、派遣された企業経営

者等が自身の事業をグローバルの視点から磨くと共に、世界展開の知見とネットワークを獲得

する機会を提供することを目的として、「グローバル起業家等育成事業米国派遣プログラム*」

（以下「本プログラム」）を実施した。 

*米国東海岸等派遣プログラムの公募にあたっては、協議の上、米国東海岸に加えて、西海岸およびテキ

サス州オースティンについても派遣者を募ることとしたため、対外的には「グローバル起業家等育成

事業米国派遣プログラム」と呼称した。 

 

3.2   募集・審査の経緯 

3.2.1募集 

募集要項に則り、公募を行った結果、計 43件の応募があった。募集の概要は以下の通りであ

る。 

■募集期間：平成 27 年 12 月 1日（火）～平成 28年 1月 8日（金）正午 

■募集対象： 

グローバルビジネスを視野にいれている中小・中堅・ベンチャー企業の経営者等 

※派遣エリアごとにコースを設定し、各コースの「推奨応募者」として当該エリアで

盛んな業種や受け容れられやすい企業特性等を紹介 

■プログラム内容： 

 １）西海岸派遣コース 

 サンフランシスコやロサンゼルスで技術力の高い製造企業の商機を探る 

 ２）東海岸派遣コース 

 特有の起業文化のあるニューヨークやボストンで世界ビジネス展開を学ぶ 

 ３）サウスバイサウスウェスト派遣 

 トレードショー出展によってグローバル展開と販路獲得等を目指す 

■募集人数：各コース 10名程度 

■経費負担条件 

・航空券代・宿泊代の半額を事業費で、もう半額を参加者自身が負担する。 

・「サウスバイサウスウェスト派遣コース」のみ、トレードショー出展料と、1名分の出展

者パス（展示会場のみアクセス可能なチケット）の料金を事業費で負担する。 

 

応募者属性の内訳は以下の表の通りである。 
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応募者内訳 

  西海岸コース 東海岸コース SXSWコース 

応募件数 13 17 13 

所在地 
首都圏(*1) 9 6 12 

地方 5 11 1 

設立年(*2) 

平均 1985 2006 2006 

最古 1920 1980 1970 

最新 2015 2015 2015 

資本金(*2) 

(万円) 

最高 79,325 49,840 399,900 

最低 500 100 100 

社員数 

(人) 

最大 250 35 803 

最小 3 1 2 

(*1)東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 

(*2)非営利法人、個人事業主除く   

 

3.2.2審査 

審査は、事務局による事前評価と外部有識者を含む米国派遣プログラム審査委員会での協議の２

段階で行い、結果として、次ページの米国派遣プログラム採択企業一覧の通り、計１８社を派遣

した。 

 

(1)事務局による事前評価 

技術力、製品・サービスの優位性、海外展開の実効性・実現可能性・継続性、海外市場の分析、

海外展開や事業規模拡大に対する熱意等の審査基準に基づき、協議のための事前評価を行なった。 

(2)米国派遣プログラム審査委員会での協議 

平成２８年１月１２日（火）の審査委員会にて、事業趣旨に適う応募者について各コースごと

に協議し、１８社の応募者の派遣を決定した。 

 

米国派遣プログラム審査委員会名簿 

委 員 

（座長） 

各務 茂夫 東京大学 産学連携本部 

イノベーション推進部長 

委 員 長谷川 博和 早稲田大学大学院ビジネススクール 

教授 

委 員 オードリー 木村 株式会社 ASADA 

取締役 

委 員 石井 芳明 経済産業政策局 新規産業室 

新規事業調整官 

委 員 斎藤 祐馬 トーマツベンチャーサポート株式会社 

統括事業本部長 
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米国派遣プログラム採択企業一覧 

 

  

イマジン・グローバル・ケア
株式会社

「世界の健康寿命を延ばす」というミッションのもと、東京大学と共同で、世界初の免疫活性成分
「ブロリコ」のサプリメントを販売。リピート率は91％、販売開始から4年で累計60万個。特許を取得
し、日本だけでなくアメリカ、韓国にも広がっています。我々は栄養学の分野で イノベーションを起こ
し、今後も新しい製品を開発し、世界で販売していきます。

http://www.imagine-gc.com/

グリッドマーク株式会社

見えないドットコードをタッチすると容易にコンテンツを閲覧でき、教育、観光、セキュリティ、ゲーム
など、幅広く活用されています。大手塾の公文の音声ペンやドット印刷した透明シートにペンで手書
きできる電子黒板、スマホにタッチして様々なサービスを利用できるデジタルスタンプ等、弊社特許
技術に基づく製品でIoTを実現します。

www.gridmark.co.jp/

SOINN株式会社
東工大発ベンチャーによる国産学習型汎用人工知能を用いた物事の知能化。モデルを自動で獲得
する人工脳「SOINN」を用いたカスタマイズ受託開発/アプリ・Webサービス展開/機械学習ツール提
供を行います。

http://soinn.com/index.html

太洋工業株式会社

太洋工業では、高精細で屈曲性に優れるFPC（フレキシブルプリント配線板）の試作品製造に特化
した事業を中心に、関連する様々な事業を行っています。当社のFPCは、メーカーや研究機関で開
発される新しい電子機器の多様なニーズに対応する事で、小型軽量化、高機能化の実現に役立つ
技術を提供し続けています。

http://www.taiyo-xelcom.co.jp

ツバメ無線株式会社

65年以上の稼業である可変抵抗器製造技術を応用して断線の心配なく固定体から回転体へ信
号、電源の供給を可能にできる薄く小型のスリップリングを開発しHD-SDI監視カメラ、アミューズメン
ト、家電、ロボット、介護医療機器等の部品として使われています。昨年FranceのMetz市 にoffice
を開設。主生産工場：べトナム。

http://www.tbm-japan.com/

株式会社DG TAKANO

卓越した金属切削加工技術により、洗浄力はそのままに水の使用量を約90％削減する節水洗浄ノ
ズル「バブル90」の開発・製造・販売を展開しています。世界中の水不足が深刻化する中、米国や
中東、アジア、ヨーロッパからも注目を集めており、世界を節水するため海外進出の予定です。2015
年「働きたいベンチャー企業ランキング」で第1位に輝きました。

http://www.dgtakano.co.jp

株式会社　西野精器製作所

精密部品総合試作、プレス・板金・機械加工部品を１ケから作ります。業界としては自動車のパワ
－コネクタや板金のケ－ス・半導体装置のアルミ切削部品・コネクタ-・複写機の板金部品・医療器
の微細切削加工部品など。チタンなどの難削材の加工や恒温室での高精度の加工、微細加工レ
－ザにより金属板へのΦ0.1の穴あけ加工など。

http://www.nisinoseiki.com

エス株式会社

ラクサスは、世界中のブランドバッグが月額定額6800円で無制限に使い放題になる全く新しいレン
タルサービスです。往復送料無料。キズ保証付きなので安心。ヴィトンから、エルメスやシャネル（も
ちろん新作あり）にいたるまで、全て無期限・個数無制限で使い放題。手元のバッグに飽きたら、新
しい人気・新作バッグに交換可能。

http://laxus.co/

株式会社クラウドリアルティ

国内外の不動産を対象とした直接金融型の投資型クラウドファンディングプラットフォームの運営を
行います。商業用不動産や、民間主導の遊休不動産の再生・まちづくり等、不動産が係る幅広い
資金需要と投資家の資金をクロスボーダーで結び付けるだけでなく、投資家間のセカンダリー取引
にも対応した新たな資本市場の創出を目指します。

http://crowd-realty.com/

株式会社TRINUS

「優れた技術」と「優れたデザイン」の出会いの場をウェブ上に提供するとともに、そこで生まれた商
品構想を「自社製品として」試作・開発し、量産資金と顧客を確保する「クラウドファンディング」を活
用した上で「ECを中心に販売」を行うという、これまでと全く異なるオープン型のものづくりバリュー
チェーン構築事業です。

https://trinus.jp/

株式会社花助

全国フラワーコンシェルジュとして、お客様へ花贈りのアドバイスを行い、全国の厳選した生花店か
ら最適な花をお届けします。お客様の個別ニーズから着想を得た新商品・新サービスで新たな花贈
りを提案します。近所の花屋より安心感があり、フラワーネットワークより利便性が高い、これがフラ
ワーコンシェルジュです。

http://www.hanasuke.jp/

特定非営利活動法人
まちづくりGIFT

全国各地の地域PR及びブランディング・マーケティング支援事業を展開し、商品開発やワークショッ
プも開催しています。地域の魅力を「発見」「磨く」「発信」で、地域資源を活かしたビジネスを創出
し、持続可能なまちづくりの実現を目指します。

http://goo.gl/EKdWob

株式会社Waris

知識・経験を活かして自由に働きたい！「週5日・フルタイム」という「当たり前の働き方」を変えた
い！ こうした想いを抱える総合職女性と企業とを「週３」「リモート」などの柔軟な形を中心にマッチン
グ。一人一人が自らの能力を生かし、自分らしく私らしくイキイキと働き続けられる社会を実現しま
す。

http://waris.co.jp

株式会社アクアビット
スパイラルズ

スマートプレートは、スマホをかざすだけで、特別なアプリをインストールすることなくあらゆるコンテン
ツを瞬時にスマホに配信する「モノのブックマーク」です。誰でも簡単な操作でモノや場所をネットと
つなげられるスマートプレートは、検索に頼らない新しい情報配信を可能にします。ググらせない！

http://spirals.co.jp/smartplate

株式会社　ALE

人工流れ星で夜空をキャンバスにするプロジェクト「Sky Canvas」。任意の時間・場所に流れ星を長
し、夜空をキャンバスにすることで、数百万人の人々に、同時に、様々な体験を与えるプロジェクト、
それがSky Canvas（スカイキャンバス）です。半径数十kmの範囲で楽しめる流れ星は、地上の見る
場所の風景やイベントで、多様なエンターテインメントを提供します。

http://www.star-ale.com/

株式会社16Lab

超小型ウェアラブル端末シリーズで、ご自宅だけでなく、街中、オフィス等、あらゆる場所でコン
ピュータの未来を実現します。基幹部品の多くを専用設計品にすることで、超小型化と高い安全性
を両立させています。すべての技術領域で世界トップレベルの開発パートナーが続々と集結してい
ます。

http://16lab.net/

株式会社Ｎｅｘｔｒｅｍｅｒ

世界的にし烈な開発競争が繰り広げられる人工知能テクノロジー、中でも言語や画像の認識技術
を取り入れた対話システムを開発するスタートアップです。AIテクノロジーを用いた自社エンジンの
開発や大企業とのオープンイノベーション事業を通し、企業の枠を超えた革新的なイノベーションを
提供します。

http://www.nextremer.com/

FULLER株式会社
千葉県柏を拠点とし、人々にとって分かりやすく、生活にとけ込む「モノ」づくりを目指し、スマートフォ
ン向けアプリの開発・運営や、アプリ利用動向分析サービス「App Ape」を展開しています。世界一
愛される企業になるべく、地方からグローバルな事業の展開を進めています。

http://fuller.co.jp/

西海岸派遣コース

東海岸派遣コース

サウスバイサウスウェスト派遣コース
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3.2.3採択結果通知から派遣までの準備期間 

コースごとに事前説明会を開催し、事業趣旨や予定している訪問先に関する説明を行なった後、

個別ヒアリング等を行い、派遣予定者の意向を取り入れながら、プログラムの準備を進めた。 

 

[SXSW展示に向けた事前説明会] 

・日時：平成 28 年１月２３日（土）１８～２１時 

・場所：パシフィックセンチュリービル丸の内 11階 

 

[米国東海岸派遣に向けた事前説明会 概要] 

・日時：平成 28 年２月１３日（土）１０時～１２時 

・場所：パシフィックセンチュリービル丸の内 

 

[米国西海岸派遣に向けた事前説明会 概要] 

・日時：平成 28 年２月１３日（土）１４時～１６時 

・場所：パシフィックセンチュリービル丸の内 
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3.3  派遣先での活動内容 

3.3.1東海岸 

(1)東海岸派遣コース概要 

日時：平成 28年 3月 6日（日）出発〜平成 28年 3月 13日（日）帰着 

      （現地活動は 7日（月）〜11日（金）） 

行先：ニューヨーク、ボストン 

メンバー（敬称略、以下同様）： 

株式会社クラウドリアルティ 鬼頭 武嗣 

株式会社 TRINUS 佐藤 真矢 

エス株式会社 児玉 昇司 

特定非営利活動法人まちづくり GIFT 齋藤 潤一 

株式会社花助 宮内 志保 

株式会社 Waris 田中 美和 

トーマツベンチャーサポート株式会社 金澤 靜香（事務局） 

トーマツベンチャーサポート株式会社 納富 隼平（事務局） 

 

(2)コース総括（事務局考察コメント） 

今回の派遣では主に A.アメリカのベンチャー企業、B.エコシステム関連施設に訪問した。 

A.ベンチャー企業訪問の目的は、アメリカでも成長性の高い企業を訪問し、その企業理念、

ビジネスモデル、オフィス環境、アメリカでの起業等についてヒアリングすることである。

特に、東海岸は一般に、「メディア」「ファッション」「FinTech」が強いとされる地域であり、

この分野を重点として訪問先のアレンジを行なった。 

本プログラム参加者は日本で既に起業している者であり、アメリカでの成功例、先行例に刺

激を受けて海外展開の意欲を強めることを期待して訪問・視察を行なった。特に、アメリカ

で既に活躍している日本人経営者の話は、日米起業環境の違いや雇用等ビジネスの話からビ

ザの問題等事務的な話にも及び、これからアメリカ進出を企画している参加者にとって非常

に有益だったことがアンケート回答結果から伺える。また、アメリカ進出に際しての先輩起

業家とのネットワークが出来たことも、参加者の米国進出プランの具体化に繋がっている。 

 

他方で、B. エコシステム関連施設への訪問目的は、アメリカの起業環境を理解することに

ある。一般に、アメリカは日本よりも開業率が高く、ベンチャー企業に対しても寛容と言わ

れる。 

例えば、自身が「ユニコーン」と呼ばれるメガベンチャーでもある、コワーキングスペース

を運営する”WeWork”1つを例に取っても、内装のデザインが高い、来訪者と使用する会議

室が多いなど、ベンチャーを受け入れる風土が感じられ、参加者もその創造性を刺激する仕

組みに心動かされた様子であった。 

また、起業家教育で全米 No.1と言われる Babson大学にも訪問したが、大学内の広大な施設

がインキュベーション施設として利用されており、教育から起業家を生み出そうとしている

ことがはっきりと感じられた。起業家教育という点では、座学ではなくビジネス実践を教育

としていることは、プログラム参加者の社内教育にもいい影響を及ぼすと感じられた一方で、
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社内外の教育を行なうフェーズに無い参加者にとっては、起業家教育の見学よりも、むしろ

失敗学などのアメリカでも最先端の起業家教育の一端を、自分たち自身が講義として受けた

かったという声も聞かれた。 

 

（プログラム詳細は次項参照） 

 

 

▲訪問先分類 
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(3)プログラム内容詳細 

≪DAY 0: 3月 6日(日)≫ 

■集合時間：17時 30分 

■集合場所：成田国際空港第 2旅客ターミナル 3 階国際線出発ロビー北団体カウンター21-24 番  

■フライト情報 

航空会社・番号 成田出発時刻 ニューヨーク到着時刻 

日本航空 JL-004 便 3/6(日) 19:30 3/6(日)18:25 

■3/6 スケジュール 

SCHEDULE MEAL 

 成田 成田国際空港 集合➔チェックイン  

19:30 成田発 成田国際空港 出発（JL-004）  

↓ ↓ 日付変更線通過  

18:25 ニューヨーク JFK国際空港着  

19:15- ニューヨーク 各自にてホテルへ  

 HOTEL チェックイン  

ニューヨーク

泊 
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≪DAY 1 : 3月 7日(月)≫ 

■スケジュール 

SCHEDULE 

8:20 Hotel ホテル出発 

8:20-9:00 移動 

行動開始 クラウド 

リアルティ 

TRINUS まちづくり GIFT エス Waris 

9:00 

 

 

 

13:00 

①VentureOut 

○Basic of Launching a Japanese Startup in the US 

○U.S. Expansion Strategy Panel 

○The NYC Startup Community & Resources 

○Fundamentals of Lean Method 

13:00-14:00 ランチ 

14:00 

 

 

 

17:40 

VentureOut 

○Design Thinking Workshop 

○The Sales Process & Art of Closing Deals 

○Q&A 

17:40-19:00 移動 

19:00-21:00 ②Meetup by Japan NYC startups 

ニューヨーク泊  

 

■主要訪問先 

 ①VentureOut 25 Broadway, 9th Floor, NY, NY 10004 

②Meetup by Japan NYC startups： 

＠Pivotal Labs 625 Avenue of the Americas, NEW YORK, NY 
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Day1  

● ① VentureOut (lecture & discussion) 

<参加者> 

株式会社クラウドリアルティ 鬼頭 武嗣 

株式会社 TRINUS 佐藤 真矢 

エス株式会社 児玉 昇司 

特定非営利活動法人まちづくり GIFT 齋藤 潤一 

株式会社 Waris 田中 美和 

株式会社花助 宮内 志保 

JETRO NEW YORK EXECTIVE DIRECTOR 河本 雄 

トーマツベンチャーサポート株式会社 金澤 靜香（事務局） 

トーマツベンチャーサポート株式会社 納富 隼平（事務局） 

<訪問先> 

 VentureOut Brian J. Frumberg氏 

 

《活動概要》 

VentureOut は、ニューヨーク外のベンチャーがニューヨーク進出する際の、ニューヨーク

紹介プログラムを提供している企業で、ニューヨークに進出する海外ベンチャーのために、

これまでに数多くの国々に対してプログラムを行った実績がある。なお、日本からの参加者

は今回が初めてということであった。また本来は１週間程度のプログラムを提供することが

多いが、今回はイントロダクションということもあり、１日のプログラムを提供していただ

いた。プログラム詳細は以下の通り。 

Basics of Launching a Japanese Startup In the US 

（日本のベンチャーがアメリカ進出する上での基本的事項） 

U.S. Expansion Strategy Panel 

（US進出戦略についてのパネル・ディスカッション） 

The NYC Startup Community & Resources 

（NYのスタートアップコミュニティとリソースの集め方） 

Design Thinking Workshop（デザインシンキングワークショップ） 

Fundamentals of Lean Methodology（リーンメソッドの基礎） 

The Sales Process & Art Closing Deals（営業と商談のプロセス） 

 

<参加者のアンケートより（抜粋）> 

 一般的に質より量と言われますが、社内でアイディアを出す際グループディスカッシ

ョンではなく、個々で考え、量を出すことで新たな発見が生まれる。現在のお客様を

通して別の方がお客様になる可能性までを考え、マーケティングや見せ方の仕方を考

える必要がある。 
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 米国の VCが出資を検討する際は、日本の本体ではなく自分たちに知見や人脈等がある

米国のビジネスのポテンシャルを中心にバリュエーションする点は、言われてみれば

至極当然なのですが、改めて気づかされた。 

 講義の中で複数回出てきた、「Get Out of the Building」という言葉が印象的だった。

創業当初こそ、自身で営業やカウンセリング等のすべての現場業務を行っていたが、

最近は社員に任せる部分も増えてきており、それに伴ってどうしても顧客やご登録者

と接する機会が減ってきてしまっているなと、気づかされた。 

 米国でピッチをする際は、主語やストーリーのプライオリティを米国に置き換えて説

明していこうと思う。 

 言語を超えてもビジネスの基礎となる考え方は同じであると気づかされた。 

 日本のスタートアップは、アメリカの真似事が多いように思われているが、日本はも

っとスタートアップ文化に誇りとプライドを持って行くべきと思う。講演やイベント

で伝えていきたい。 

 

<プログラムの様子> 

  

 

● ② Meetup by Japan NYCstartups（イベント参加） 

<参加者> 

株式会社クラウドリアルティ 鬼頭 武嗣 

株式会社 TRINUS 佐藤 真矢 

エス株式会社 児玉 昇司 

特定非営利活動法人まちづくり GIFT 齋藤 潤一 

株式会社 Waris 田中 美和 

株式会社花助 宮内 志保 

JETRO NEW YORK EXECTIVE DIRECTOR 河本 雄 

トーマツベンチャーサポート株式会社 金澤 靜香（事務局） 

トーマツベンチャーサポート株式会社 納富 隼平（事務局） 

<訪問先> 

 Japan NYC Startups 奥西正人氏 

 Meetup 参加者約 70名 

《活動概要》 

本イベントはニューヨークで、日本とニューヨークのテックコミュニティを繋ぐミートアッ

プ、Japan NYC Meetupsを運営している奥西氏らが月に 1度程度の頻度で開いているネット



67 
 

ワーキングイベントである。5 社程度がサービスをピッチ形式で紹介し、参加者 70 名程が

聴講。その後、参加者は気になるサービスについて詳細な話を聞くというスタイルをとって

いる。今回は本プログラム参加の 6社がプレゼンテーションした。 

 

<参加者のアンケートより（抜粋）> 

 ニューヨーカーのスタートアップ企業への関心の深さ、積極的に自分をアピール、紹

介できる力が参考になった。 

 ディスカッションや QA主体のミートアップの運営方法は新鮮でした。経営者が一方的

にプレゼンをするよりも、濃いコミュニケーションができ、新しい気付きが生まれや

すいのではないかと感じた。 

 英語が完璧であるということよりも、ビジネスをシンプルに伝えることのほうが大事

だと感じた。 

 ピッチの後、想像以上に多くの人に集まっていただけた。アメリカ人は、日本の地方

やソーシャルエンタープライズに興味がある。 

 思ったよりも事業内容に関心を持っていただけたのが、シンプルに嬉しかった。日本

人と外国籍の方の比率が半々くらいで、あのようなコミュニティの場があるというこ

と自体が新鮮だった。 

 

<プログラムの様子> 
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≪DAY 2 : 3月 8日(火)≫ 

■スケジュール 

SCHEDULE 

9:20 Hotel ホテル出発 

9:20-10:00 移動 

行動開始 クラウド 

リアルティ 

TRINUS まちづくり

GIFT 

エス Waris 

10:00 

 

 

12:00 

WeWork 

①EastMeetEast Session by Mariko Tokioka 

Casual Discussion with WeWork Startups 

Mr. Will 

Heishment 

ランチ 

13:00 

 

 

 

14:40 

②Material Wrld 

Rie Yano 

  -Material Wrld Co-founder 

 

現地人材派遣会 

15:00 

 

 

 

 

18:00- 

③Morgan, Lewis & Bockius LLP 

○15:00-17:00 Coaching Session (15-20 minutes per company) 

○17:00-18:00 "What Startups Need to Know" Legal Presentation 

○18:00- Networking Reception (open to larger group) 

ニューヨーク泊  

 

■主要訪問先 

① Mariko Tokioka -Founder & CEO, EastMeetEast  

  @WeWork  110 Wall Street, New York N.Y. 10005 

  ②MaterialWrld  254 36th Street, Suite #6C Brooklyn, NY 11232 

  Rie Yano -Material Wrld Co-founder 

③Morgan, Lewis & Bockius LLP  101 Park Avenue | New York NY 10178-0060 

Bradley Edmister 
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Day2 

● ① EastMeetEast 時岡 真理子氏訪問 

<参加者> 

株式会社クラウドリアルティ 鬼頭 武嗣（個別アポのため途中退席） 

株式会社 TRINUS 佐藤 真矢 

エス株式会社 児玉 昇司 

特定非営利活動法人まちづくり GIFT 齋藤 潤一 

株式会社 Waris 田中 美和 

株式会社花助 宮内 志保 

トーマツベンチャーサポート株式会社 金澤 靜香（事務局） 

トーマツベンチャーサポート株式会社 納富 隼平（事務局） 

<訪問先> 

 EastMeetEast 時岡 真理子氏 

 

《活動概要》 

EastMeetEast（http://www.eastmeeteast.com/）はニューヨークを拠点とするベンチャー企

業で、代表の時岡氏は日本人である。恋人や結婚相手を探すマッチングサービスでは欧米人

には広まっているものの、アジア人にはまだ広がっていないことから、アジア人版マッチン

グサービスを作成している。 

参加者からは、EastMeetEast のビジネスそのもの以外に、日本人がニューヨークで働く上

での注意事項や、日本との差などについての質問が多く見られた。 

特に採用において、日本人は謙虚な部分があるが、アメリカ人は過大に能力を表現すること

があるためテストが重要、という話は、日本での採用に活きる部分もあり、海外進出に際し

ての参考ともなった。 

また、参加者によるピッチでは、WeWork Wall Street に入る時岡氏の起業家仲間、マイク

氏などにも事業アイディアを聞いていただき、ニューヨーカーの感覚で各社の事業プランに

フィードバックを頂いた。 

 

<参加者のアンケートより（抜粋）> 

 開発中の製品の写真等の見せ方について具体的に意見をもった。 

 空間のセンスの良さ。あれだけ大規模でかつハイセンスなコワーキングスペースは東

京でも見たことがなく、非常に勉強になった。 

 新しいオフィスの形。企業サイズの変化に合わせて借りる部屋の大きさは容易に変え

る事ができてすばらしい。 

 5年契約など長期間契約が多いがシェアオフィスを利用するという選択肢を検討した

い。 

 今度、起業家向けのコワーキングスペースをつくるために大変参考になりました。ど

んな場所であるかも重要ですが、「誰がそこに入っているのか？」をさらに強化して、

日本国内ので起業家育成に役立てたい。 

http://www.eastmeeteast.com/
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 今後、自社のオフィスを拡大していく際に、機能性だけではなく、社員全員のモチベ

ーションや創造性を刺激する空間を意識していきたいと感じた。 

 

<プログラムの様子> 

  

 

● ② Material Wrld 矢野 莉恵氏訪問 

<参加者> 

株式会社 TRINUS 佐藤 真矢 

エス株式会社 児玉 昇司 

特定非営利活動法人まちづくり GIFT 齋藤 潤一 

株式会社 Waris 田中 美和 

株式会社花助 宮内 志保 

トーマツベンチャーサポート株式会社 金澤 靜香（事務局） 

<訪問先> 

 Material Wrld 矢野 莉恵氏 

 

《活動概要》 

Material Wrld（https://www.materialwrld.com/）は、ニューヨークを拠点としてラグジュ

アリーファッションの下取り事業を展開するベンチャー企業である。代表の矢野氏は日本人

で、現地の百貨店等と提携し、ファッションの二次流通に取り組んでいる。Material Wrld

はラグジュアリーファッションアイテムを買い取り、その買い取り額を現金ではなく

Bloomingdales等現地の有名百貨店やブランドのギフト券の形で提供するシステムから、人

気百貨店とのアライアンスを組むことに成功した。またその新しい決済方法でも注目を浴び

ている。矢野氏からはニューヨークでのアライアンス作りのヒントや、そのためのプレゼン

テーション、マーケティングにも及び、ニューヨークでビジネスをする上での人脈の大切さ、

ジョブディスクリプションを細部まで作りこむことの重要性、敏腕弁護士を顧問とする事で、

アメリカならではの従業員との訴訟問題を避ける方法等について説明を受けた。 

<参加者のアンケートより（抜粋）> 

 エンジニアリングを任せられるパートナーの発見。そのための良いネットワークづく

り。パートナーになるためには、自分自身のスキルを高め、実績をしっかり見える化

していくことも重要。 

 海外展開を視野に入れる場合、その土地の方々のライフスタイル、価値観等について

フォーカスインタビューを行っていきたいと思う。 

https://www.materialwrld.com/
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 常に新しい情報取得の努力をする。一つの広告方法に固持せず、継続的に新しい広告

方法を試していく。 

 ターゲットユーザーを設定してそこに支持されるブランディングに集中する姿勢（い

ろいろやり過ぎない） 

 起業家精神の重要性。ビジネスモデルを作りすぎるのではなく、事業を進めながら構

築していく事。ベンチャーキャピタル 100社に断られても、そこから有益なネットワ

ークが得られることもあるということ。三方良しのビジネスモデルを構築する事。ビ

ジネスモデルは、いくつかの組みあせによりイノベーションが起きる事が分かった。 

 

<プログラムの様子> 

  

 

 

● ③ Morgan, Lewis & Bockius LLP (lecture & discussion) 

<参加者> 

株式会社クラウドリアルティ 鬼頭 武嗣 

株式会社 TRINUS 佐藤 真矢 

エス株式会社 児玉 昇司 

特定非営利活動法人まちづくり GIFT 齋藤 潤一 

株式会社 Waris 田中 美和 

株式会社花助 宮内 志保 

JETRO NEW YORK EXECTIVE DIRECTOR 河本 雄 

朝日新聞 朝日メディアラボ 井上 未雪 

トーマツベンチャーサポート株式会社 金澤 靜香（事務局） 

トーマツベンチャーサポート株式会社 納富 隼平（事務局） 

<訪問先> 

 Morgan Lewis & Bockius LLP Bradley K. Edmister 氏 

 レセプション参加者約 20名 

 

《活動概要》 

Morgan, Lewis & Bockius LLPは現地の法律事務所である。参加者の中には、現地での法規

制がビジネス上の大きなリスクとなりえる会社もあり、現地での法規制についてヒアリング

及びディスカッションする目的で訪問した。アメリカは州法によって、州ごとに規制内容が

異なるため、ニューヨーク現地の法務専門家から個別の事業についての知見を得たことで、
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参加者の米国進出計画がより具体的になった。また、現地の VC の方の前でプレゼンテーシ

ョンを行なって投資家の視点からのフィードバックをいただきメッセージの伝え方に磨き

をかける場となった。 

 

<参加者のアンケートより（抜粋）> 

 雇用方法、報酬の払い方などが多様化している。 

 人によって見合った報酬体系を取るべきだと感じた。 

 米国での投資スキームを組む際のポイント、デザインパテントの対象、効果、費用、

手続き等の詳細について、勉強になった。 

 米国でデザインパテントを出願することを検討したい。 

 法的な部分についてはあまり意識していなかったので、留意すべき事柄がいろいろと

あり、非常に勉強になった。海外進出の際には、現地の法律関係者との連携を必須と

していきたい。 

 

<プログラムの様子> 

  

 

■個社行動 

●  Will Heishment氏（現地アクセラレーター） 

不動産関連の現地のアクセラレーター。25 年不動産業界で活躍し、その間に自身も起業

経験あり。現在は不動産関連起業のアドバイザリーも務める。 

<参加者> 

株式会社クラウドリアルティ 鬼頭 武嗣 
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≪DAY 3 : 3月 9日(水)≫ 

■スケジュール 

SCHEDULE 

 Hotel ホテル出発 

 移動 

行動開始 クラウド 

リアルティ 

TRINUS まちづくり GIFT エス Waris 

9:00 

 

10:40 

①Buzzfeed 

 

11:00 

 

 

11:30 

 

② Narratively 

11:30 

- 

Free 

14:30 全体集合@Penn Station 

15:00 

 

18:40 

移動（Penn Station- BOS South Station） 

ボストン泊  

 

■主要訪問先 

  ①Buzfeed  Stephanie Carrizales – Public Relations 

②Narratively Noah Rosenberg - CEO 
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Day3 

● ① Buzzfeed オフィスツアー（メディアベンチャー） 

<参加者> 

株式会社クラウドリアルティ 鬼頭 武嗣 

株式会社 TRINUS 佐藤 真矢 

エス株式会社 児玉 昇司 

特定非営利活動法人まちづくり GIFT 齋藤 潤一 

株式会社 Waris 田中 美和 

株式会社花助 宮内 志保 

JETRO NEW YORK EXECTIVE DIRECTOR 河本 雄 

朝日新聞 朝日メディアラボ 井上 未雪 

トーマツベンチャーサポート株式会社 金澤 靜香（事務局） 

トーマツベンチャーサポート株式会社 納富 隼平（事務局） 

<訪問先> 

 BuzzFeed  Stephanie Carrizales氏 

 

《活動概要》 

Buzzfeed は新進気鋭のニュースメディアである。日本の団体としてのみならず、世界中の

団体として BuzzFeed新オフィスに訪問するのは我々が初めてであった。 

 

<参加者のアンケートより（抜粋）> 

 数百名という従業員数の規模になってくると、カルチャーの浸透やオフィス環境など

が重要であると感じた。 

 メディアを通して文化を創り上げていくということの意義について改めて感じた。 

 より働きやすい環境の提供、社内イベントによる社員同士の交流チャンスの提供、良

い人材を受け入れる為の仕事内容以外で職場環境によるアピールの大切さを感じた。 

 今後、自社のオウンドメディア開発に活かしていきたい。 

 働きたいと思われる職場環境を作ることにより、良い人材採用の可能性を増やしてい

きたい。社員を大切にすることで、社員からのリターンも比例すると感じた。 

 <プログラムの様子> 

  

●● ② Narratively（メディアベンチャー） 

<参加者> 

株式会社クラウドリアルティ 鬼頭 武嗣 
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株式会社 TRINUS 佐藤 真矢 

エス株式会社 児玉 昇司 

特定非営利活動法人まちづくり GIFT 齋藤 潤一 

株式会社 Waris 田中 美和 

株式会社花助 宮内 志保 

朝日新聞 朝日メディアラボ 井上 未雪 

トーマツベンチャーサポート株式会社 金澤 靜香（事務局） 

トーマツベンチャーサポート株式会社 納富 隼平（事務局） 

<訪問先> 

 Narratively Noah Rosenberg氏 

 

《活動概要》 

Narrativelyはニューヨークのメディアベンチャーである。訪問時は CEOの Rosenberg氏に

対応いただいた。オフィスはニューヨーク市が経営していてメディアベンチャーが多く入る

コワーキングスペース「MEDIA CENTER」にあり、Narrativelyの企業理念・運営方法等につ

いて説明を受けた。 

 

<参加者のアンケートより（抜粋）> 

 自分のやりたいスタイルを守るために VCからの調達を受けないという姿勢感銘を受け

た。 

 量ではなく、徹底的に質にこだわることで、メディアをブランディングしていく手法

に感銘を受けた。 

 メディアとしての立ち位置の作り方、差別化の仕方など、勉強になった。 

 ニッチなサービスでも、社会的意義を認識し、誇りをもって行っている事が大事であ

ることが分かった。 

 外部調達を検討する上でも、簡単に VCに飛びつくのではなく、本当に自社のスタイル

に共感してくれる投資家を探そうと思った。 

 自社のオウンドメディア開発においても、同様に量よりも質を追求していくことで、

ブランディング強化につなげていきたい。 

 わかりやすいサービスのコンセプトとマネタイズ方法の明確化が重要だと思った。 

 

<プログラムの様子> 
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≪DAY 4 : 3月 10日(木)≫ 

■スケジュール 

SCHEDULE 

9:00 Hotel ホテル出発 

9:00-10:00 バス移動 

行動開始 クラウドリ

アルティ 

TRINUS まちづくり GIFT エス Waris 

10:00 

 

 

 

①Babson Collge 

11:00am- intro to signature course 

lunch 

1:15pm- class visit 

15:00-15:30 移動 3:00pm- campus tour. 

16:00-17:00 Mr.Devin バス移動 

17:30 

 

19:30 

②Cambridge Innovation Center: Mass Challenge 

ボストン泊  

 

■主要訪問先 

①Badson College:  Olin Hall,  4 Babson College Drive、Wellesley, MA 02482 

Yasuhiro Yamakawa, Ph.D.   Babson College   Entrepreneurship Division 

②CIC 

 Timothy Rowe – CEO of Cambridge Innovation Center 

Kevin Wiant  -VENTURE CAFÉ FOUNDATION 

  Makiko Aikawa  -Japan Project Lead, Cambridge Innovation Center 

  Jibran Malek – Marketing Manager of Mass Challenge 
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Day4 

● ① Babson大学 

<参加者> 

株式会社クラウドリアルティ 鬼頭 武嗣 

株式会社 TRINUS 佐藤 真矢 

エス株式会社 児玉 昇司 

特定非営利活動法人まちづくり GIFT 齋藤 潤一 

株式会社 Waris 田中 美和 

トーマツベンチャーサポート株式会社 金澤 靜香（事務局） 

トーマツベンチャーサポート株式会社 納富 隼平（事務局） 

<訪問先> 

 Babson 大学 山川恭弘氏 Associate Professor of Entrepreneurship 

 

《活動概要》 

Babson 大学は全米でも起業家教育で有名な大学で、同大学で教鞭を取る山川教授の講

義”Foundation of Management & Entrepreneurship ”を聴講するとともに、本大学、本講

義、そして起業家教育の理念について説明を受けた。また、Babson 大学に通う日本人学生

を中心にキャンパスツアーをしていただいた。「成功を約束することは出来ないが、成功す

るまでのプロセスを学び、このプロセスを繰り返せばいつか成功する」という教育理念は、

参加者の印象に強く残った様子であった。 

”Foundation of Management & Entrepreneurship ”は Babson 大学に入学する学生全員が

受講するものであり、この講義を目的に来る学生も少なくない。また、本講義は起業を実践

することが主眼であり（その意味で教授の話を単に聞く「講義」ではない）、学生は起業プ

ランを作成し、教授から資金をもらい、実際にビジネスを経験する。 

聴講したプログラム参加者にとっては、大学の教育としてこのようなスタイルを取っている

こと自体が新鮮であり、また、前述の「プロセスを教える」ということの実践現場からも様々

な気づきを得た。 

 

<参加者のアンケートより（抜粋）> 

 「それが世の中にとって手痛い問題であればあるほど、それの解決がビジネスになり

うる」という先生の言葉が印象に残った。また、「Failure can be good」との言葉に

も勇気づけられた。 

 ミスを責めない、 発言を促すルールを決めるだけでなく貼りだす等、多くの気づきが

あった。  

 地方での起業家育成プログラムに適用していく。 

 日本での起業家／資金需要者の育成やエコシステム形成に役立てたいと思う。 

 自分たちの新ビジネス立ち上げ、他国でのビジネス立ち上げの際のヒントとしたい。

また、失敗を肯定的にとらえる先生の考えには、非常に励まされた。今後の指針とし

たい。 
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<プログラムの様子> 

  

● ② Mass Challenge @CIC（イベント参加） 

<参加者> 

株式会社クラウドリアルティ 鬼頭 武嗣 

株式会社 TRINUS 佐藤 真矢 

エス株式会社 児玉 昇司 

特定非営利活動法人まちづくり GIFT 齋藤 潤一 

トーマツベンチャーサポート株式会社 金澤 靜香（事務局） 

トーマツベンチャーサポート株式会社 納富 隼平（事務局） 

<訪問先> 

 CIC Timothy Rowe氏 

 CIC Makiko Aikawa氏 

 VENTURE CAFÉ FOUNDATION Kevin Wiant氏 

 Mass Challenge Jibran Malek氏 

 

《活動概要》 

ボストン市内のコワーキングスペース CIC内には、VentureCafeという、スタートアップ支

援プログラムの運営会社（CICの姉妹会社）があり、Info Tableと言う情報発信セクション

を多数用意している。当プログラムで訪れた 3 月 10 日は世界最大規模のアクセラレーター

プログラム Mass Challengeの Info Tableが設けられており、プログラムについて説明を受

けた。Mass Challenge の CIC CEO の Rowe氏から、日本企業にぜひ応募してほしいとの提案

があった。 

 

<参加者のアンケートより（抜粋）> 

 会場にいる人の目的がそれぞれ違う。今後は目的に応じた話（エレベータピッチ）を

複数用意しておこうと思う。 

 現地の人たちとたくさん接する機会があったのでテストマーケティングになった。 

 MassChallengeには是非応募したい。 

 

<プログラムの様子> 
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≪DAY 5 : 3月 11日(金)≫ 

■スケジュール 

SCHEDULE 

9:00 Hotel ホテル出発 

9:00-10:00 バス移動 

行動開始 クラウドリ

アルティ 

TRINUS まちづくり GIFT エス Waris 

10:00 

 

 

15:00 

①Cambridge Innovation Center 

イントロダクション 

ランチ 

講義、交流会 

15:00 

 

- 

Free 

ボストン泊  

■主要訪問先 

①CIC 

Kevin Wiant  -VENTURE CAFÉ FOUNDATION 

  Makiko Aikawa  -Japan Project Lead, Cambridge Innovation Center 
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Day5 

● ① Cambridge Innovation Center(CIC)訪問 

<参加者> 

株式会社クラウドリアルティ 鬼頭 武嗣 

株式会社 TRINUS 佐藤 真矢 

エス株式会社 児玉 昇司 

特定非営利活動法人まちづくり GIFT 齋藤 潤一 

株式会社 Waris 田中 美和 

トーマツベンチャーサポート株式会社 金澤 靜香（事務局） 

トーマツベンチャーサポート株式会社 納富 隼平（事務局） 

<訪問先> 

 CIC Makiko Aikawa氏 

 

《活動概要》 

CIC はケンブリッジ（ボストン）にあるコワーキングスペースである。マサチューセッツ工

科大学（MIT）に隣接していることや元々そこから派生したという歴史的背景もあり、MIT

出身の起業家も多い。2棟で運営されており述べ 700 社程が入居している。入居者が自然と

多くの会社とコミュニケーションをとる工夫が随所に見られ、参加者はコミュニティやエコ

システムの形成について、気づきやアイディアを得た様子であった。 

 

<参加者のアンケートより（抜粋）> 

 ハードではなくソフト。生態系づくりは人間中心で行うことが重要である事を感じた。 

 ボストンのスタートアップの特性、スタートアップを支えるボストンのエコシステム

の存在を感じた。 

 コワーキングスペースの運営・エコシステム形成の経緯等について、勉強になった。 

 黒字化できそうにないビジネスにもファンドが付いていることに驚いた。 

 インキューべションオフィスの創設を検討しているが、その際には誰が管理をするの

か？誰が入るのか？コミュニティの形成は慎重に進めたい。 

 海外進出の際は、土地の特性を見極めたうえで判断したい。 

 

<プログラムの様子> 

  

 

■個社行動 
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● マサチューセッツ工科大学及びハーバード大学訪問 

<参加者> 

株式会社 TRINUS 佐藤 真矢 

エス株式会社 児玉 昇司 

特定非営利活動法人まちづくり GIFT 齋藤 潤一 

株式会社 Waris 田中 美和 

 

●  workbar訪問（FinTech特化のコワーキングスペース） 

<訪問先> 

Devin Cole氏（workbarのインキュベーションマネージャー） 

<参加者> 

株式会社クラウドリアルティ 鬼頭 武嗣 
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3.3.2 西海岸 

(1)西海岸派遣コース概要 

日時：平成 28年 3月 6日(日)出発～平成 28年 3月 13日(日)帰着 

   （現地活動は 7日(月)～11 日（金）） 

行先：San Francisco & Los Angeles 

メンバー(敬称略、以下同様)： 

太洋工業株式会社 宮里 桂太 

ツバメ無線株式会社 今村 暢雄 

株式会社西野精器製作所 西野 信弘 

イマジン・グローバル・ケア株式会社 木下 弘貴、木村 衣子 

グリッドマーク株式会社 吉田 健治、普家 節夫 

SOINN株式会社 堀田 知也 

株式会社 DG TAKANO 高野 雅彰、森 之雅、林 志明 

トーマツベンチャーサポート株式会社 木村将之（事務局） 

トーマツベンチャーサポート株式会社 森 主門（事務局） 

     

(2)コース総括（事務局考察コメント） 

今回、参加者は、高い技術力を持ち、米国西海岸での製品販売・試作の受託等を目指すものづく

り企業が中心であった。派遣先においては、A.サンノゼ・サンフランシスコ近辺で、現地の製造

業環境の理解のために、受託製造企業やシリコンバレーの町工場などを訪問し、B.ロサンゼル

ス・サンディエゴ近辺では、業種特化インキュベーション施設やすでに現地進出を果たした日系

企業などを訪問し、西海岸北部とはまた違った市場での適応可能性を模索した。 

 

A. サンノゼ・サンフランシスコエリアでは、日系製造業のシリコンバレー進出を長年サポート

しているコンサルタント遠藤氏のアレンジにより、インキュベーション施設、ハードウェアスタ

ートアップ、日系製造企業、現地受託製造業、現地町工場など、ものづくりに関わる様々なプレ

ーヤーから生の声を聴く場を複数設けた。各参加者によって、関心の範囲が異なるため、自社ビ

ジネスにとっては関係が薄いプレーヤーの声には興味を覚えない参加者もあったものの、総じて、

価格、スピード、品質、アウトプットを追求する姿勢など、現地の市場感覚に関する気づきのコ

メントがアンケートでは多く見られた。 

特に、受託製造業として、現地のハードウェアスタートアップの優れたアイディアの「具現化」

を担う AQS 社（Day2 で訪問）では、対価として現金でなくストックオプションを得たり、受託

製造者が製品のアフターケアまで行なうなど、日本の商慣習とは異なるシリコンバレースタイル

のものづくりを目の当たりにした驚きと同時に、自社技術が当エリアのものづくり環境に適用で

きるのではないかという期待を感じていた。 

 

B. ロサンゼルス・サンディエゴ近辺では、カリフォルニア州知事オフィス Louis Stewart氏と

の意見交換に始まり、圧倒的な市場規模を背景として技術と市場を繋げる機能が充実した産業集

積地を視察した。 

中でも、京都府に本社を置く日系企業 HILLTOP Technology Laboratory, Inc.では、試作という
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領域で、現地ニーズに応えて成功を収めている日系企業から、現地市場調査、マーケティング、

現地進出における苦労話などを伺うことができ、積極的な質疑応答の末、サンディエゴにおける

製造マーケットに進出の可能性を強く感じていた。 

 

（プログラム詳細は次項参照） 

 

 

▲訪問先分類 
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 (3)プログラム内容詳細 

≪DAY 0 : 3月 6日(日)≫ 

■集合時間：16時 20分 

■集合場所：  

成田国際空港 第１旅客ターミナル(南ウイング)４階 Ｋ１２・１４番カウンター  

■フライト情報 

航空会社・番号 成田出発時刻 サンフランシスコ到着時刻 

ユナイテッド航空 838 便 (UA-838) 3/6(日) 18:20 3/6(日)10:35 

 

SCHEDULE MEAL 

16:30 成田 成田国際空港 集合➔チェックイン  

18:20 成田発 成田国際空港 出発（UA-838） 2 

 ↓  -日付変更線通過-  

10:35 サンフランシスコ サンフランシスコ国際空港着  

 ↓ サンフランシスコ 各自にてホテルへ  

-15:00 HOTEL チェックイン  

  ↓  自由行動  

サンフランシスコ泊   

 

■訪問先マップ :サンフランシスコ周辺  
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≪DAY 1 : 3月 7日(月)≫ 

 

SCHEDULE 

9:00 Hotel ホテル出発 

9:00-10:00 バス移動 

別行動開始 太洋 ツバメ 西野 TAKANO GRID SOINN イマジン 

10:00 

 

 

 

12:00 

①GSV LAB 

– Silicon Valley review by Jetro & office tour 

@425 Broadway St. Redwood City CA 94063 

  【JETRO師田氏】 

DeNA安田氏 

10:00-11:00 

⑤SCS Global 

10:00-11:00 

 

フリー 

 

フリー 

12:00-13:00 バス移動 

13:00 ③ Silicon Valley Trend by Yoshi Endo 

(Beans International) 

Presentation by Goro Kosaka (VUFINE) 

  @Tohmatsu San Jose Office【木村氏】 

③ 

SK Telecom 

13:00-14:00 

フリー 

④TIS 

15:00-16:00 

Genki-su 

15:00-16:00 

17:00 Discussion 

フリー フリー 

18:00-19:00 バス移動 

19:00 ホテル到着 

サンフランシスコ泊  

 

■主要訪問先 

 ①GSV LAB：425 Broadway Street, Redwood City, CA 94063 

 ②Tohmatsu San Jose Office: 225 West Santa Clara Street, Suite 600, San Jose, CA 95113-2303, United 

States 

 ③SK Telecom：310 De Guigne Dr. Sunnyvale, CA 94085 USA 

 ④TIS：5208 Tennyson Parkway, Suite 100, Plano, TX 75024 

 ⑤SCS Global：800 Airport Blvd., Suite 231, Burlingame, CA 94010, USA 
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・Day1 

●①GSV LAB 

<参加者> 

太洋工業株式会社 宮里 桂太 

ツバメ無線株式会社 今村 暢雄 

株式会社 西野精器製作所 西野 信弘 

株式会社 DG TAKANO 高野 雅彰、森 之雅、林 志明 

グリッドマーク株式会社 吉田 健治 

Beans International Corporation 遠藤 吉紀 

有限責任監査法人トーマツ 木村 将之 

<講演者> 

Japan External Trade Organization 師田 晃彦氏 

<アジェンダ> 

シリコンバレーの動向 

・地理的特性、投資動向、日本人起業家活躍の状況、物価水準、給料水準の違い 

・JETROの海外進出プログラム 

《活動概要》 

現地日系企業数は過去最高で 700社を超えている。不動産相場の下落もあり、不透明感はあるものの、

日系企業が活躍できるように JETRO が積極的にサポートを提供している現状について説明を受けた。

参加者からは、エンジェル投資家のエクジットのスピード・ヒト、モノ、カネの仕組みに関しての日

米の違い等について積極的な議論が交わされた。 

<参加者のアンケートより（抜粋）> 

● シリコンバレーの一般的な情報を得ることができた。 

● 複数のベンチャー企業が仕切りのないフロアで作業をしているので、新しいコラボレーションが

生まれる予感がした。チャンスがあれば 3 ヶ月でも試したい。オフィススペースのレンタル料も高額

でないので魅力だが、生活にかかる費用がボトルネック。寮のようなものがあって、コストをさらに

抑えることが出来れば、さらに魅力的になると思う。 

● 初めてのインキュベーション施設訪問でしたが、限られた時間で最大のアウトプットをたたき出

すための仕組みと姿に驚いた。 

● インキュベーション施設として入居を検討したい。 

 

＜プログラムの様子＞ 
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●②Presentation by Mr.Endo & Kosaka @Tohmatsu San Jose Office 

<参加者> 

太洋工業株式会社 宮里 桂太 

ツバメ無線株式会社 今村 暢雄 

株式会社 西野精器製作所 西野 信弘 

株式会社 DG TAKANO 高野 雅彰、森 之雅、林 志明 

グリッドマーク株式会社 吉田 健治 

有限責任監査法人トーマツ 木村 将之 

<講演者> 

Beans International Corporation 遠藤 吉紀氏 

VUFINE 高坂 悟郎氏 

<アジェンダ> 

テクノロジー企業の動向（自動車産業の流れから） 

現地と日系企業の違い 

VUFINEの成功ストーリー 

製品戦略（ユーザー体験からの開発） 

資金調達方法（クラウドファンディングの活用） 

デザイン、設計 

起業のストーリー 

人材採用 

《活動概要》 

シリコンバレーのトレンドについて、製造業業務に継続的な経歴を持つ Beans International Corp

社長 遠藤吉紀氏の講義を受講した。採択企業に対して、遠藤氏からコスト面、販売ルートの確立、

顧客に対するメリットの示し方等について説明があった。さらに、メガネ型ウェアブルディスプレイ

を販売する VUFINE 社 CEO 高坂悟郎氏にも登壇いただき、プロジェクトの成功ストーリーとして製品

戦略、クラウドファンディングを用いた資金調達、デザイン設計、人材採用等について説明を受けた。

講演後は、潜在顧客へのアプローチなど積極的な質疑応答が交わされ、参加企業にとって有効な情報

提供の場となった。 

 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● 日系企業のレベルの低さを感じたので、代表が積極的に取り組んでいく必要があると思う。 

● 彼らが不得意なことは何か、どのように潜在顧客に知ってもらうかに関して考えさせられた。 

●  限られた時間で最大のアウトプットを出す仕組みやシリコンバレーのものづくり             

（町工場が 2000ヶ所）もまだまだ健在である現状を知ることができ貴重な経験となった。 

● マーケティング能力次第で資金を集めることができるということが学べた。品質ありきとい

う日本の企業の考え方とは違う面を垣間見ることができた。 

● 具体的に取り組んできた経験から進出した時のイメージを膨らませることができた。 

 

●③SK Telecom 

<参加者> 
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SOINN 株式会社 堀田 知也 

有限責任監査法人トーマツ 森 主門 

<訪問先> 

SK telecom Americas 

  Joon S. Lee 氏、Sheshadri Amathndau氏、Darci Arnold 氏、Shshi Kumar氏 

<アジェンダ> 

西海岸プロジェクトのご説明 

SOINN 社による会社概要、質疑応答 

アクセラレーション施設訪問 

《活動概要》 

打合せ後、事業提携の可能性を検討するために必要資料を SK Telecom 側から求められた。他方で、

SOINN 社のアプリケーションが明確になっていない点を指摘いただき、改善点を洗い出すことができ

た。 

<参加者のアンケートより（抜粋）> 

● 米国の企業文化に通じる見せ方を勉強しなくてはいけないと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●④TIS 

<参加者> 

SOINN 株式会社 堀田 知也 

有限責任監査法人トーマツ 森 主門 

<訪問先> 

TIS R&D Center, Inc 姥谷 幸一氏、友金 正雄氏 

<アジェンダ> 

西海岸プロジェクト紹介、SOINN 社紹介、TIS 社紹介、質疑応答 

《活動概要》 

TIS社は複数の人工知能スタートアップを評価しているため、質疑応答を繰り返していく中で、SOINN

社の技術の訴求点がより明確になった。また特定産業における人工知能の普及具合などの紹介を受け、

SOINN 社の事業計画にも多くの示唆をいただいた。 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● より具体的に米国でのやり方を自社でも行えるように社内展開をしていきたい。 
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●⑤SCS Global 

<参加者> 

イマジン・グローバル・ケア株式会社 木下 弘貴、木村 衣子 

有限責任監査法人トーマツ 森 主門 

<訪問先> 

SCS Global Proffessionals, LLT 北見 彰浩氏 

<アジェンダ> 

西海岸プロジェクトのご説明 

イマジン社の概要 

SCS社サービスの紹介・情報交換、 

同社クラウドサービスについて、人事・経理担当者などの雇用について 

《活動概要》 

スタートアップや中小企業向けに最適化させたサービスを提供している会計事務所 SCSと情報交換

を行った。 

 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● アメリカ現地側の売り上げ拡大に伴う会計方法の相談、マーケティング方法、リテール販売方法

を相談できた。 

● 会計のクラウド化について理解を深めることができた。 

● 「沖縄」「日本」ブランドの健康イメージの高さに気付くことができた。 
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≪DAY 2 : 3月 8日(火)≫ 

 

SCHEDULE 

8:30 Hotel ホテル出発 

8:30-10:00 バス移動 

10:00 

 

12:00 

①Draper Nexus 

 -Participants presentation @Draper Nexus 

   @55 East 3rd Ave. San Mateo, CA 94401 【北村 充崇氏】 

12:00-13:30 バス移動 移動 

別行動開始 太洋 ツバメ 西野 TAKANO GRID SOINN イマジン 

13:30 

 

 

 

15:00 

 

②AQS Electronic Manufacturing Solutions 

– Factory Tour @401 Kato Terrace, Fremont, CA 94539

【Mr. John Park】 

フリー フリー 

④ 

The Vault 

14:00-15:0

0 

15:00 

 

15:30 

 

バス移動 

フリー DeNA 

安田氏

15:00-15:3

0 

15:30 ③ADEM LLC 

- Factory Tour @ 1040 Di Giulio Ave., Santa Clara, 

95050【Mr. Boris】 

Seratis 

15:30-16:0

0 

-19:00 バス移動 フリー フリー 

19:00 

21:00 

Dinner 

21:00-22:00 バス移動 

サンフランシスコ泊  

 

■主要訪問先  

① Draper Nexus：55 East Third Avenue, San Mateo,CA 94401, USA 

① AQS Electronic Manufacturing Solutions：401 Kato Terrace Fremont, CA 94539   

④ ADEM LLC    ：1040 Di Giulio Avenue, Santa Clara, CA 95050, USA 

⑤ The Vault   ：One Post Office Square, Suite 3600, Boston, MA 02109 USA 
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・Day2 

●①Draper Nexus 

<参加者> 

太洋工業株式会社 宮里 桂太 

ツバメ無線株式会社 今村 暢雄 

株式会社西野精器製作所 西野 信弘 

株式会社 DG TAKANO 高野 雅彰、森 之雅、林 志明 

グリッドマーク株式会社 吉田 健治、普家 節夫 

SOINN 株式会社 堀田 知也 

イマジン・グローバル・ケア株式会社 木下 弘貴、木村 衣子 

Beans International Corporation 遠藤 吉紀 

有限責任監査法人トーマツ 木村 将之、森 主門 

<訪問先> 

Draper Nexus 北村 充崇氏 

<アジェンダ> 

各社ピッチ 5分＋質疑応答 

《活動概要》 

日米２ヶ国で IT・産業分野ベンチャーへの投資を行っている Draper Nexus社のマネージングディレ

クター北村充崇氏との意見交換会。北村氏の評価として、プレゼンは良く纏まっているとのコメント

であった。質疑応答では各社の戦略的に詰めが甘い点、海外進出する際の重要なポイント等を指摘い

ただき、活発な議論を交わした。 

 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● VC担当者にも得意領域があり、適切な担当者に彼らが望むようなプレゼンを披露する重要性を

再認識した。サービス企業は VC には好まれないので、モデルを組み立てる必要があることを学ぶこ

とが出来た。 

● VCとの関係を築くにも彼らのフォーカスがどこにあるのかを把握するようにしながら動くこと

や事例化とソリューションの確立を急ぐ必要があると思う。 

＜プログラムの様子＞ 
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●②AQS Electronic Manufacturing Solutions 

<参加者> 

太洋工業株式会社 宮里 桂太 

ツバメ無線株式会社 今村 暢雄 

株式会社西野精器製作所 西野 信弘 

株式会社 DG TAKANO 高野 雅彰、森 之雅、林 志明 

グリッドマーク株式会社 吉田 健治、普家 節夫 

Beans International Corporation 遠藤 吉紀 

有限責任監査法人トーマツ 森 主門 

<訪問先> 

AQS Electronic Design & Manufacturing  John Park 氏、Helena Lee氏 

<アジェンダ> 

各社の製品紹介と質疑応答（各社 10分弱） 

工場見学、 

同社のシリコンバレーにおけるビジネス説明 

《活動概要》 

高品質なプロトタイプ制作から大量生産まで多種多様

なエンジニアソリューションを提供している AQS 

Electronic Manufacturing Solutions社を訪問。各社の

製品紹介を通じて、AQS 社との事業提携パートナーとし

ての可能性を感じていただき、積極的な議論が交わされ

た。AQS 社は、スタートアップと協業してそのアイディ

アを具現化することを得意としており、参加者とのジョ

イントベンチャーの可能性もあると議論が盛り上がっ

た。ものをつくるだけでなく、アフターケアまで行うシ

リコンバレースタイルを垣間見ることができた。 

 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● ものづくりをするだけでなく、アフターケアまでおこなっていることにシリコンバレースタイル

をみせつけられた。4月に再び訪問し、当社差別化商品をゆっくりと売り込みたい。 

● 弊社の技術にご興味を持っていただけたと思う。Mr. John Parkと密に連絡をとり、これからの

展開を期待したい。 

● 当社の製品にかなり可能性があることが分かったので、引き続きアドバイスを貰いながら進出準

備を進める。 
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●③ADEM LLC 

<参加者> 

太洋工業株式会社 宮里 桂太 

ツバメ無線株式会社 今村 暢雄 

株式会社西野精器製作所 西野 信弘 

株式会社 DG TAKANO 高野 雅彰、森 之雅、林 志明 

グリッドマーク株式会社 吉田 健治、普家 節夫 

Beans International Corporation 遠藤 吉紀 

有限責任監査法人トーマツ 森 主門 

<訪問先> 

ADEM, LLC  Jacob Obolsky 氏 

<アジェンダ> 

工場見学、意見交換 

《活動概要》 

製造や大量生産のみならず、デザインやエンジニアサービス等の高度先端技術を提供している ADEM 

LLCを訪問した。進出にあたっての可能性の判断のために、具体的な納期、価格等に関して意見交換

がなされた。また他の採択企業もその意見交換会に参加し、シリコンバレーの町工場の実態を垣間見

る貴重な機会になった。いかにして ADEM社と連携するかなどを各社とも熟考する様子が見られた。 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● 町工場が日本と同じレベルだったので、開発拠点にし易い環境が整っていると感じた。 

● ナノテクノロジー用の製品をきちんと短納期で精度良く作り込む姿は、素晴らしかった。 

● チャージ１時間 100 ﾄﾞﾙは凄い。輸送費をかけても勝負できる。 

 

●④The Vault 

<参加者> 

SOINN 株式会社 堀田 知也 

有限責任監査法人トーマツ 木村 将之 

<訪問先> 

   The Vault CEO Kevin Smith氏 

《活動概要》 

Work Better Togetherを企業理念に Coworking Space

を企業家にサービスとして提供している SF Vault を

訪問した。米国カルチャーを修得して息の長い事業を確立するために必要なナレッジについて、意見

交換をおこなった。興味は持ってもらえるものの、米国に通じる「見せ方」ができなければ具体的進

展は起こらないため、連絡先に利益があるよう心掛けてシリコンバレー関係者と次々交流してみると

良い等、実践的な助言を得た。 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● シリコンバレーの中の特定のネットワークに入り込むことがとても重要だということが、よ

くわかった。 
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≪DAY 3 : 3月 9日(水)≫ 

 

SCHEDULE 

 Hotel ホテル出発 

-9:00 タクシー移動 

別行動開始 太洋 ツバメ 西野 DG GRID SOINN イマジン 

9:00 

 

 

12:00 

①Toyota Innovation Hub San Francisco 

-デザイン思考ワークショップ 

@315 Bay Street, San Francisco, CA 94133【佐野 慎氏】 

9:30- 

Barclays 

Bio Lab 

12:00-13:00 フリー MODE 

ランチ 

Pasona 

12:30- 

13:00 

 

 

14:00 

 

 

15:00 

 

 

16:00 

 

 

17:00 

 

18:00 

 

②遠藤氏 個別メンタリング 

15:30-16:30 TECDIA Office 

 

フリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリー 

 

フリー 

 

 

 

 

 

フリー 

③ WSGR 

(Wilson 

Sonsini 

Goodrich 

& Rosati) 

-会社法 

③WSGR (Wilson 

Sonsini Goodrich & 

Rosati) 

-会社法 

【竹内 信紀氏】 

 

 

フリー 

③Tomita Law Office 

移民法 

【Yan Li氏】 

 

フリー 

 

フリー 

18:00- フリー AI Event 

サンフランシスコ泊  

 

■主要訪問先 

  ①Institute For Creative Integration：315 Bay Street, San Francisco, CA 94133 

 ②Tecdia Office    ：2255 S. Bascom Ave., Ste. 120, Campbell, CA 95008, U.S.A. 

 ③WSGR         ：650 Page Mill Road Palo Alto, CA 94304-1050 

Tomita Law Office：953 Industrial Ave., 102 Palo Alto, CA 94303 
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・Day3 

●①Institute for Creative Integration 

<参加者> 

太洋工業株式会社 宮里 桂太 

ツバメ無線株式会社 今村 暢雄 

株式会社西野精器製作所 西野 信弘 

株式会社 DG TAKANO 高野 雅彰、森 之雅、林 志明 

グリッドマーク株式会社 吉田 健治、普家 節夫 

SOINN 株式会社 堀田 知也 

有限責任監査法人トーマツ 木村 将之、森 主門 

<訪問先> 

Institute for Creative Integration 佐野 慎氏 

<アジェンダ> 

自己紹介 

人間中心デザイン概要 

ワークショップ 

《活動概要》 

顧客のプロジェクトへのコンサルティングやリサーチラボを提供する Institute for Creative 

Integration CEO の佐野慎氏によるレクチャーとワークショップを実施した。3 時間という短時間な

がら、デザイン思考プロセスの訓練を体験し、ワークショップでは積極的な意見交換・議論が交わさ

れた。 

 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● 頭の切り替えを促す仮想キャッチボール

は発想を豊かにするかもしれない。 

● ユーザー中心の重要性を感じると共に、

デザインファームの動向を知ることができた。 

● プロダクトアウトからマーケットインの

発想をもう少し社内に取り込めるように社内

外の関係者とともに努力していこうと思った。 

● 気づきはあるものの、実際にやってみる

にはハードルが高いとも感じている。何度か

やってみることはできても、その効果が見え

なければ、習慣的にすることはできないと思

った。 

● 「これは、ありかもしれない。」という発想はなかなかできないため今後は、おりにふれとりい

れてゆきたい。また、そもそも論についても取り入れていきたい。 
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●②遠藤氏：個別メンタリング 

<参加者> 

太洋工業株式会社 宮里 桂太 

ツバメ無線株式会社 今村 暢雄 

株式会社西野精器製作所 西野 信弘 

有限責任監査法人トーマツ 木村 将之 

<訪問先> 

Beans International Corporation 遠藤 吉紀氏 

Tecdia Inc. Vice President Shin Wolfe氏、 Director Toru Miyata氏 

《活動概要》 

Day1 に引き続いて遠藤氏と、日系企業 Tecdia 社の Wolfe 氏と共にメンタリングを行った。（部品会

社の米国運営について）現地に工場がなくても顧客を十分に引き付けることができることや、Webの

有効利用と情報の先取りができる体制を考えていく必要性などについて説明を受けた。さらに採択企

業側の電子部品の米国販売の糸口調査・Webの効果的利用の重要性も話が及び、各社の Web見直し課

題を抽出する場となった。 

 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● ホームページの引き合いについて、当社がやっていることと、方向性の一致を確認できた。 

● Webの効果的利用の重要性を理解した。当社の Web を見直す。 

● Webの有効利用と情報の先取りができる体制を考えたい。 
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●③WSGR（弁護士事務所）＆冨田法律事務所 

<参加者> 

株式会社 DG TAKANO 高野 雅彰、森 之雅、林 志明 

SOINN 株式会社 堀田 知也 

イマジン・グローバル・ケア株式会社 木下 弘貴、木村 衣子 

有限責任監査法人トーマツ 森 主門 

<訪問先> 

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 竹内 信紀氏 

冨田法律事務所 Yan Li氏 

<アジェンダ> 

会社法についての説明、相談会 

移民法についての説明、相談会 

《活動概要》 

Wilson Sonsini Goodrich＆Rosati（WSGR）を訪問。WSGRと富田法律事務所より会社法・移民法の

専門家を招き、その特徴について説明を受けた。参加者も米国進出を真剣に検討しているため、米国

での法人開設に関して積極的に質問が挙がり、各々専門家よりアドバイスを得ていた。進出における

基礎知識の習得と、今後の相談者との関係構築という意味で、参加者の進出計画の具体化に繋がった

と見受けられる。 

 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● 具体的に米国法人開設の手順イメージが湧くとともに、VISA に関しても同時に考える必要があ

ると理解できた。必要に応じて、米国進出の手段を再検討し手続きを進めたい。 

● 会社設立と税に関して勉強になった。Delawareに会社を登記することなども検討すべきか。 

● 複数の弁護士から話を聞くことでより包括的に具体的な方法を検討できた。 

● ビザの種類と取得方法について、進出準備のイメージが具体的にできた。 
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≪DAY 4 : 3月 10日(木) 移動とスケジュール≫ 

■フライト情報 

航空会社・番号 SFO出発時刻 LAX到着時刻 

ユナイテッド航空 653 便 (UA-653) 3/10(日) 11:00 3/10(日)12:29 

■訪問先マップ 〇ロサンゼルス周辺       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDULE 

8:00 Hotel ホテル出発 (※check out: 12:00まで) 

8:00-8:30 バス移動 

8:30 San Francisco International Airport 着 

11:00- 

 

 

12:29 

San Francisco International Airport 【Flight # : UA-653】 

 - Departure from San Francisco @San Francisco, CA 94128 

Los Angeles International Airport 

  -Arrival at Los Angeles @1 World Way, Los Angeles, CA 90045 

12:30-14:00 バス移動 

別行動開始 太洋 ツバメ 西野 イマジン GRID SOINN DG 

14:00 

 

15:00 

 

16:00 

①LA Cleantech Incubator -州知事オフィス 意見交換会 

@525 South Hewitt St. Los Angeles, CA 90013【JETRO川渕氏】 

 

途中退出・ 

移動 14:30- 

②Department 

of Water and 

Power15:00- 

-LACI ツアー 

16:00 解散 

16:30 

17:00 

18:00 

 

フリー 

移動  

フリー ③TECH STARS Meeting

＠Bulletproof coffee 

サンフランシスコ泊  

■主要訪問先 

①LA Cleantech Incubator：525 South Hewitt St. Los Angeles, CA 90013 

②Department of Water and Power：111 North Hope Street, Room 1213, Los Angeles, CA 90012-5701 

③TECH STARS            ：3110 Main St. Santa Monica, CA 90405 
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・Day4 

●①LA Cleantech Incubator 

<参加者> 

太洋工業株式会社 宮里 桂太 

ツバメ無線株式会社 今村 暢雄 

株式会社西野精器製作所 西野 信弘 

株式会社 DG TAKANO 高野 雅彰、 

森 之雅、林 志明 

グリッドマーク株式会社 

 吉田 健治、普家 節夫 

SOINN株式会社 堀田 知也 

イマジン・グローバル・ケア株式会社 

 木下 弘貴、木村 衣子 

VTC Manufacturing Holdings 向井 博史 

Japan External Trade Organization 川渕 英雄、吉村 佐知子、ドミニック ロブリオ 

有限責任監査法人トーマツ 木村 将之、森 主門 

<講演者> 

California Governor’s Office of Business and Economic Development 

  Deputy Director  Louis Stewart 氏 

Los Angeles Cleantech Incubator  Vice President   Mike Swords 氏 

California Manufacturing Technology Consultant CEO  James Watson氏 

<アジェンダ> 

① LACIの紹介 

② CMTC（製造業マッチングプラットフォーム）の紹介 

③ 参加企業各社のプレゼンテーション及び LACI、CNTCからの提供可能サービスの紹介 

④ 施設の見学 

 

《活動概要》 

Los Angeles Cleantech Incubator（LACI）は、クリーンエネルギーの商業化促進やロサンゼル

スの雇用創出を目的としたインキュベーション施設である。LACI では、スマートシティ及び次

世代のビル管理ソリューションを持つ企業をサポートする Social Edge Programを展開中で、ベ

ンチャー企業向けの税額控除サポート制度やサンディエゴとロサンゼルスの製造業のマッチン

グプラットフォームサービス（CMTC）のマーケティングサポートのプログラムについて説明を受

け、具体的なパートナー企業の探索方法等について活発な情報交換が行われた。この場で紹介の

あった州政府関係者による人的ネットワーク支援は、米国進出の足掛かりを模索中の参加者の目

には非常に心強く映ったようで、今後も継続して連絡を取っていきたいとの感想が多かった。 

施設見学では、エネルギー関係の企業を集めたオフィススペースや、実験スペース併設の Lab

を視察し、スポンサー企業から寄贈された 3D Printingや鉄を切れる切削機械、バイオインダス

トリー用の実験器具など、充実した設備でアイディアをすぐ実行に移せる環境に、参加者はロサ

ンゼルス市のエコシステム形成の思い入れの強さを感じていた様子であった。 
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＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● 製造関連のユースケースと必要なリクエストをまとめ、再コンタクトを試みる予定。 

● パートナー探しにも協力してもらえるのは心強い、JETRO 経由で依頼をしたい。 

● ラボもとても充実しており、雰囲気もとても良かった。 

● まさにこれからプロトタイピングの施設が充実していくところであることがわかり、それと

同時に非常に過ごしやすい環境がそこには存在し、プロトタイプ→テスト→実用に向けたコラボ

レーションまで一連の流れがそこでまとまりそうだと感じた。 

● 日本でも、ものづくりのサポートを実施する機関は多々ありますが、殆どが専門家向けに、

高価な装置の貸与や高度な試験協力などです。本施設では、ものづくりの経験のないベンチャー

企業に対して、ものづくり教育から試作の実現まで様々な支援を行った。 

● ロスのほうがシリコンバレーより製造業としてのマ－ケットは大きいような気がした。 

 

 

 

●②Department of Water and Power (DWP) 

<参加者> 

株式会社 DG TAKANO 

 高野 雅彰、森 之雅、林 志明 

Japan External Trade Organization 

 吉村 佐知子 

有限責任監査法人トーマツ 森 主門 

<訪問先> 

Department of Water & Power City of Los Angeles  Jonathan K. Leung氏他 

《活動概要》 

住宅や企業への水や電力の供給を行っているアメリカで最大の市営公共事業体を訪問。米国公務員と

の議論の中では、競合他社との比較・採用によってもたらされる恩恵を論理的に伝えていくことで、

DWP が同社の製品を採用しない理由がないという方向に進めた。DG TAKANO 社の思いも伝わり、最後

は評価を実施しようとの提案をいただき、DG TAKANO社にとって価値ある打ち合わせとなった。 

 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

●どこの国も行政の人は大変だが、次回 6月に再訪問して先方の質問事項への回答を提出する 
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●③Techstars Meeting 

<参加者> 

グリッドマーク株式会社 吉田 健治、普家 節夫 

SOINN 株式会社 堀田 知也 

Japan External Trade Organization 吉村 佐知子、川渕 英雄 

有限責任監査法人トーマツ 木村 将之 

<訪問先> 

Techstars Yohei Nakajima 氏 

《アジェンダ》 

Techstars事業とプログラムの紹介: 大企業スポンサープログラム 

SOINN＆グリッドマーク事業紹介 

フィードバック 

《活動概要》 

事業会社との提携によって、3 ヶ月メンター付きプログラムを多くのベンチャーに提供している

Techstars の Nakajima 氏を訪問。プログラム概要や採択方法後に参加するメリット（バーティカル

だとお互いの知り合いの紹介が増える、施設の使用料、充実したサポート等）について説明を受けた 

 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● Techstarsの仕組み把握とソリューション創造に向けた相談ができた。 

● 弊社が米国で展開するための情報収集をすることができたので良かった。 

● 潜在的な市場が広がっていても、どの部分から挑戦するのかが明確に絞り込めていないと話にな

らないので、そこが課題だと感じた。  
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≪DAY 5 : 3月 11日(金)≫ 

 

SCHEDULE 

別行動開始 太洋 ツバメ 西野 GRID SOINN イマジン DG 

5:30 

 

 

7:30 

 

9:00 

 

9:30 

 

 

11:00 

 

13:00 

 

 

14:00 

 

 

16:00 

 

 

18:00 

 

フリー 

 

 

フリー 

 

バン移動 

to San Diego 

(5:30-8:00) 

 

 

 

 

 

 

(LACI) 

個別行動 

バス移動 

to Irvine (7:30-9:00) 

フリー  

 

個別行動 

Or 

Hilltop 

① Biocom  

(8:30-9:30)@10096 

Torreyana Rd. 

San Diego, CA 92121 

②Hilltop (9:30-11:00) 

@9301 Irvine Blvd., Irvine, CA 

92618【鳴瀬 耕平氏】 

 

フリー 

バス移動 

Irvine to San Diego 

(11:00-13:00) 

① Janssen Labs 

@3210 Merryfield Row 

(13:30-14:00) 

Lunch (13:00-14:00) 

③Qualcomm(14:00-16:00) 

@5775 Morehouse Dr., 

 San Diego, CA 92121  

タクシ

ー移動 

14:30 

頃着 

 

 

 

フリー 

バス移動 *San Diego to LA 

※バン移動組と合流 

(16:00-18:00) 

 

フリー 

18:00 ホテル着 

サンフランシスコ泊  

 

■主要訪問先 

① Biocom       : 10996 Torreyana Road, Suite 200, San Diego, CA 92121 

Janssen Labs : 3210 Merryfield Row, San Diego, CA 92121 

② Hilltop      : 9301 Irvine, CA 92618 

③ Qualcomm  : 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/maps/place/BIOCOM/@32.904327,-117.239431,16z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x80dc06f5ec469a61:0x9b3a1d5d89980c6c!2s10996+Torreyana+Rd+%23200,+San+Diego,+CA+92121!3b1!3m1!1s0x14e4a2b681dfb1ab:0xeb3f66605090486d
https://www.google.com/maps/place/BIOCOM/@32.904327,-117.239431,16z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x80dc06f5ec469a61:0x9b3a1d5d89980c6c!2s10996+Torreyana+Rd+%23200,+San+Diego,+CA+92121!3b1!3m1!1s0x14e4a2b681dfb1ab:0xeb3f66605090486d
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・Day5 

●①Biocom ＆ Janssen Labs 

<参加者> 

SOINN 株式会社 堀田 知也 

イマジン・グローバル・ケア株式会社 木下 弘貴、木村 衣子 

NAMIKI Precision of California  Koh Moriwaki 

有限責任監査法人トーマツ 木村 将之 

<訪問先> 

  Biocom  President and CEO Joe Panetta氏、Managing Director  Tony Jiro Fujita氏 

<アジェンダ> 

Biocomの活動紹介、サンディエゴのライフサイエンスセクターの紹介 

資金調達環境 

サポートについての相談 

《活動概要》 

ライフサイエンス関連企業への資金やビジネス機会を提供している業界団体の Biocom からライフサ

イエンスセクターの紹介や堅調な資金調達環境を説明を受けた。 

 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● このような施設に入居することにより、地域の様々なリソースと連携することが可能になると思

う。現地大学などとの共同研究なども考えており、このような施設に入居することも一案。担当者と

今後も連絡を取り合う予定。 

● 連続企業家・投資家・大学／研究機関などが上手くかみ合い、関係者を巻き込み繋ぐ集積地を形

成している点が非常に興味深く、仕組みとして有効だと感じた。顧客開拓に関しては、現時点では具

体的なバリューを訪問先やその先の顧客にまで伝えきれない状況であることが改めて分かり、中々難

しい感触であった。国内外バイオ関係者の向いている方向を的確に把握し、彼らの動向に合わせ、よ

り具体的な提供価値と活用事例を固める必要があると感じた。具体例の洗い出しと既存パートナーの

事例化を進める予定。 

 

●②Hilltop 

<参加者> 

太洋工業株式会社 宮里 桂太 

ツバメ無線株式会社 今村 暢雄 

株式会社西野精器製作所 西野 信弘 

Japan External Trade Organization 

 川渕 英雄、吉村 佐知子、ドミニック ロブリオ 

有限責任監査法人トーマツ 森 主門 

<訪問先> 

Hilltop technology laboratory, inc.  山本 勇輝氏、鳴瀬 耕平氏、香川 常偉氏 

<アジェンダ> 

ヒルトップ社概要１、工場見学 
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ヒルトップ社概要２、質疑応答 

《活動概要》 

アルミ加工のプロフェッショナルとして複雑な部品制作、試作品、加工などの事業を行っている

日系企業 Hilltop社を訪問。米国進出における市場調査、現地法人設立、マーケティング、現地

製造業について知見を共有した。成功の裏に秘められた苦労話などにも意見交換が行われた。採

択企業側が最も関心のあるテーマの 1つであったので積極的な質疑応答の場となった。 

 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● 高めの値段設定をしていると感じた。 

● サンディエゴには仕事が多いことが分かった。 

● 少量の削りの分野の攻め方が見えてきた。 

● 現地コストなどを知ることができ、有益であった。 

 

●③Qualcomm  

<参加者> 

太洋工業株式会社 宮里 桂太 

ツバメ無線株式会社 今村 暢雄 

株式会社西野精器製作所 西野 信弘 

SOINN 株式会社 堀田 知也 

Namiki Precision of California  Koh Moriwaki 

明興双葉株式会社 向井 博史 

EXA Partners信原 威 

HILLTOP 香川 常偉 

NEDO 和佐田 健二 

Japan External Trade Organization 吉村 佐知子、川渕 英雄、ドミニック ロブリオ 

有限責任監査法人トーマツ 木村 将之、森 主門 

通訳 山本 陽子 

<訪問先> 

Qualcomm Incorporated Molly Gavin 氏 Sean Murphy 氏 

Qualcomm Technologies,Inc Gene Onozuka 氏、Houman Haghighi氏 

Qualcomm Labs, Inc. Siddharth Mohan氏 他 

 

<アジェンダ> 

Qualcomm 側自己紹介 

JETRO 側自己紹介 

Qualcomm Ventures 概要 

日本のロボット政策について 

ロボティクスインキュベーション施設訪問 
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《活動概要》 

半導体大手の Qualcomm 本社を訪問。近年、Qualcomm Ventures はロボティクス会社への投資を進め

ており、投資状況などについて説明を受けた。またサンノゼ地域の起業家、インキュベーション施設

運営者、エコシステム構築のため活動する NPO担当者らとの交流も行われ、終盤にロボティクスイン

キュベーション施設を視察した。投資部門（Qualcomm Ventures）担当者、AI関連の担当者、パート

ナー探し等、プログラム参加者それぞれに関心ある人物とのネットワーキングの機会となった。 

 

＜参加者のアンケートより（抜粋）＞ 

● 有意義なネットワークがあることが分かったので、4月に再訪問したいと思う。 

● 取り組みが積極的だったので、JETRO を通じてビジネスを進めていきたい。 

● サンディエゴでもビジネス可能性があると感じた。展示会への出展を検討したい。 

● 本訪問においても多岐にわたる関係者が同席しており、すべて何らかの形で関係があるため、

視野を広げて関係者を巻き込んでいく必要性を感じた。投資部門・AI 関連のキーパーソンが発

見できたため、きっかけとなる人物へのコンタクトとフォローアップ MTGにて連携を模索してい

きたい。 
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≪DAY 6 & 7 : 3 月 12 日(土) – 3月 13日(日)≫ 

■フライト情報 

航空会社・番号 成田出発時刻 サンフランシスコ到着時刻 

ユナイテッド航空 832 便 (UA-832) 3/12(土) 9:55 3/13(日)14:45 

 

SCHEDULE MEAL 

 Los Angeles 各自にて空港へ  

9:55 LAX ロサンゼルス国際空港発 (UA-832) 1 

(翌日)  - 機内泊 - 1 

14:55 成田 成田国際空港着  

到着通関後 解散 
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3.3.3 SXSW 

(1)サウスバイサウスウェスト（SXSW）派遣コース概要 

日時：平成 28年 3月 11日（金）出発〜平成 28年 3月 18日（金）帰着 

      （現地活動は 12日（土）〜16日（木）） 

行先：オースティン 

メンバー（敬称略、以下同様）： 

株式会社アクアビットスパイラルズ 萩原 智啓、他 1名 

株式会社 ALE 岡島 礼奈、他 3名 

株式会社 16Lab 木島 晃、他 2名 

株式会社 Nextremer 向井 永浩、他 6名 

FULLER 株式会社 渋谷 修太、他 4名 

トーマツベンチャーサポート株式会社 西村 洋（コーディネータ） 

 

(2)SXSW とは 

 SXSW とは、毎年 3 月にアメリカテキサス州オースティンで開催される「音楽」、「映画」、「イ

ンタラクティブ」３つのジャンルを三本柱とした大規模な祭典である。現在は開催期間全体を通じて

で約 20 万人を集める世界最大級のイベントになっている。日中はオースティン・コンベンション・

センターを中心に、街中のカンファレンス会場やホテルで 1,000以上のセミナー、パネルセッション、

ピッチが繰り広げられ、同時に 250 団体以上が出展するトレードショーが行われた。 

この内、インタラクティブという最先端の IT 関連の講演や展示会に参加できる資格を持つバッジ

の価格は「695USドル～1150USドル」となっており、他の展示会と比較すると非常に高額なチケ

ットを払って参加するため、「新しいことを生み出したい」、「イノベーションを起こしたい」と

いう熱量を持った人々が参加している。 

 SXSWのトレードショーが他の展示会と大きく異なる点は、出展者はローンチされる前の製品・サ

ービスを持っており、壮大なビジョンの実現に向けて作り上げたプロトタイプ（比較的、コンシュー

マ寄りのものが多い）を展示する場となっていることである。（下図参照） 

■SXSWのトレードショーのポジショニング 
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(3)コース総括 

今回採択された 5社は、平成 28 年 3月 13日～16日に開催されたトレードショーに 4日間展示

をした。ブースサイズは各社 2.5m×2.5m の空間となっており、各社工夫を凝らし、参加者を積

極的に呼び込んでいた。 

Day1（3月 13日）は、各ブースの展示に 300名以上が立ち寄り、Day2（3月 14日）も同様に 300

名以上と、Day1、Day2はひっきりなしに参加者がブースに訪れた。Day3（3月 15日）は 200～

300 名程度、Day4（3月 16 日）は 50～100名程度と、Day1、Day2 と比べて落ちていた。Day4の

人数が減った要因としては、SXSWの中でも IT・技術関連の参加者の多いインタラクティブの期

間（3月 11日～3月 15日）の終了と共に、トレードショーに最も興味を持つ参加者層がいなく

なったためだと考えられる。 

採択企業の展示内容は以下となっている。（詳細は(5)トレードショーの結果参照） 

① 株式会社 16Lab：3日以上充電しなくても稼動するウェアラブル型リングデバイス 

② 株式会社 Nextremer：「AI 甲冑」と音声対話が可能な次世代インタフェース 

③ 株式会社 ALE：「Shooting star, On Demand」（人工流れ星） 

④ 株式会社アクアビットスパイラル：NFCタグを活用した検索レスの情報配信システム 

⑤ 株式会社 FULLER：ウェブサイトから、iOS/Android アプリを自動生成するシステム 

 

(4)出展スケジュール 

 

≪出発 : 3月 11日(金)≫ 

スケジュール MEAL 

09:30 成田 成田国際空港 集合➔チェックイン  

11:30 成田発 成田国際空港 出発（AA－176）  

↓ ↓ 日付変更線通過  

08:10 ダラス着   

11:00 ダラス発   

12:02 オースティン着 各自にてホテルへ  

 HOTEL チェックイン後、各自自由行動  

 オースティン泊   

 

≪準備 : 3月 12日(土)≫ 

スケジュール 

11:30- Hotel ホテル出発 

行動開始 ALE アクアビットス

パイラルズ 

16Lab Nextremer Fuller 

12:00 出欠確認/Work pass配布（下記場所に集合：ホテルから車で 11分の距離） 

Hilton Austin1階の「Java Jive on Fifth（カフェ）」の入り口前 

 

12:00以降 SXSW展示準備 

オースティン泊  
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≪Trade Show 出展 : 3月 13日(日)～16日（水）≫ 

スケジュール 

 Hotel ホテル出発 

 移動 

行動開始 ALE アクアビットス

パイラルズ 

16Lab Nextremer Fuller 

 

3/13: 10:00- 

 

 

3/13: 10:30-12:00 

 

 

 

 

3/15: 18:00- 

 

 

 

3/16: 14:00- 

各日予定  

3/13: 10:00 ピッチイベントの準備 

Austin Convention Center （Trade Show - Pitch Stage - Exhibit Hall 2 ） 

 

3/13 10:30~12:00 Pitch event 

※各社２分、タイトルスライド切り替え後、１スライド/30秒で切り替え 

 

 

 

3/15: 18:00- アンケート配布/回答 

 

3/16: 14:00- 展示終了 

3/16 14:00- 撤収作業終了後各自解散  

※一度 3/16 16時頃に締め 

終日 SXSW Trade Show出展 

オースティン泊  

 

≪帰国 : 3月 17日(木)≫ 

スケジュール 

6:00 Hotel ホテル出発 

6:00-6:30 各自空港へ移動 

行動開始 ALE アクアビットス

パイラルズ 

16Lab Nextremer Fuller 

6:45 国際空港 チェックイン 

8:45- AA-1004 アメリカン航空 

オースティン空港発 

9:53 ダラス空港着 

12:25 AA-061 アメリカン航空 

ダラス空港発 

3/18 16:00 成田空港着 解散 
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(5)トレードショーの結果 

① 株式会社 ALE  

＜展示プロフィール＞ 

・展示対応者：岡島礼奈（代表取締役）、他 3名 

・出展目的： 

1．アメリカでメディアに取り上げられること。 

2．自社プロジェクトに対する反応を知ること。 

3．事業化への提携先とつながること。 

・ブースの展示物：横断幕、名刺サイズのミニパンフレット、配布用の説明資料（A3）、 

ステッカー3000 枚 

・名刺交換枚数：約 150枚 

＜展示内容と結果＞ 

株式会社ALEは、トレードショー参加者の目を惹きつけるために、「Shooting stars. On demand.」

というキャッチフレーズを掲げた横断幕と 42インチディスプレイに流れる動画をアイキャッチ

として活用した。その結果、数十社と事業提携の可能性についての意見交換を行ない、VC との

コネクションを構築することができた。10分以上、熱心に意見交換するシーンも見られ、4人で

対応しきれないほど、ブースが賑わっていた。出展者の今回の主目的の一つである「事業化への

提携先とつながること」という目標を達成することができた。 

また、NASA の宇宙飛行士（火星ミッションの訓練生）から、実筆のサインをもらい、応援の

メッセージもいただけた。 

 

株式会社 ALEの展示の様子 

＜ 以下、アンケートより抜粋 ＞ 

Q.Trade showと他の展示会を比較してよかったこと 

A.顧客層が新しく面白いものが好きな人が多いところであるということが SXSWの魅力。さらに

意思決定権者およびそれに近い方が多かったので、次へとつながる可能性が高そうである。 

Q. Trade showに出展したことによる想定外の気づきを教えてください。 

A.想定以上に高評価であった。熱心に話をきいて、長時間立ち止まってくれる人がとても多く、
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4人では対応しきれなかった。（ご飯を食べる暇がないほど） 次回以降はもっと人数が必要だ

と感じた。 人工流れ星に対して、「汚染はないのか」という質問が日本ではされない新しい視

点だなとおもった。もちろん汚染を出さないということは説明するときちんと理解していただ

けた。 

Q.Trade showで会った意外な人物や出会った人をお教えください 

A. NASA の宇宙飛行士、火星ミッションの訓練生！！ 自社のプロジェクトが宇宙関連なので、

応援メッセージをもらいとてもうれしかった！！ 

 

② 株式会社 16Lab 

＜展示プロフィール＞ 

・展示対応者：木島 晃（代表取締役）、他 2名 

・出展目的：事業提携の可能性がある企業との情報交換 

・ブースの展示物：製品のプロトタイプ、タブレット、名刺、パネル、 

・名刺交換枚数：100 枚以上 

＜展示内容と結果＞ 

16Lab は、製品のプロトタイプと説明用の動画を用いて、展示物の説明を行った。製品のプ

ロトタイプに照明を当て、ファッショナブルなウェアラブル型リングが見栄えするように工

夫を凝らしていた。事業提携に繋がる企業との関係構築だけでなく、海外の VC とのコネク

ションもでき、出展目標を達成できた。展示対応者がブースを通り過ぎる人に声を掛ければ、

ほとんどの人が足を止め、技術的な質問が飛び交ったり、NHK の方から取材を受けていた。

「会場に展示されている中で、No.1 の技術力」という賞賛のコメントも得ていた。 

 

16Labの展示の様子 

＜ 以下、アンケートより抜粋 ＞ 

Q.Trade showと他の展示会を比較してよかったこと 

A.いろいろな国の人が来ているのはよかったです。展示会から直接というわけではないですが、

採択者の皆さんのお話を伺っていろいろ勉強になりました。 
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Q. Trade showに出展したことによる想定外の気づきを教えてください。 

A.セミナーがメインの展示会だったこと。ブースの来場者の中で滞留時間が結構長い人が多かっ

たこと。 

Q.Trade showで会った意外な人物や出会った人をお教えください 

A. Microsoft Research や IBM の人が割に多かった印象。会場でダントツで No.1 の技術力と褒

めていただいた。 

 

③ 株式会社アクアビットスパイラルズ 

＜展示プロフィール＞ 

・展示対応者：萩原 智啓（代表取締役）、他 1名 

・出展目的： 

1)反応調査（技術に詳しい人々に自社プロダクトが興味を持ってもらえるか、「Free from 

Google」というコンセプトはアメリカでも受け入れられるか等） 

2)BtoC の可能性、市場性調査 

3)ポテンシャルパートナー探し、ディストリビューター探し、 

4)メンバーの意欲向上 

・ブースの展示物：動画、スライドショー、デモプレート、名刺、製品概要プリント、Brochure、

Executive Summary 

・名刺交換枚数：約 100枚  

＜展示内容と結果＞ 

アクアビットスパイラルズは、製品のコンセプトを体感できるプロトタイプ一式と共に、ア

イキャッチ用に 20インチ程度のスクリーンにプロジェクターで情報を投影し、展示を行った。

「Free from Google」というキャッチフレーズで参加者をブースに引き寄せていた。事業提

携先として繋がりを持ちたい企業（例えばトルコ空港に対してビジネスを行っている会社な

ど）と事業について情報交換を行ない、海外の VCとのコネクションもできたため、出展者の

目標を達成できた。また、来場者と対話するなかで、想像以上に Google の次のサービスが求

められているという意外な発見があった。 

 

株式会社アクアビットスパイラルズの展示の様子 
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＜ 以下、アンケートより抜粋 ＞ 

Q.Trade showと他の展示会を比較してよかったこと 

A. 文字通り世界中と繋がれた。 

Q. Trade showに出展したことによる想定外の気づきを教えてください。 

A. 想像以上にみんな Googleの次のサービスを求めてた。シリコンバレーの人が思ったより少な

かった。みんな技術に詳しい。ピッチ会場が日本人だらけ。 

Q.Trade showで会った意外な人物や出会った人をお教えください 

A. 特別な出会いは特に無かったが、MWC で毎年会うバルセロナのスタートアップと会場で会え

た。 

 

④ 株式会社 FULLER 

＜展示プロフィール＞ 

・展示対応者：渋谷 修太（代表取締役）、他 4名 

・出展目的：リリース前サービスの米国でのニーズ、反応チェック、及び顧客獲得 

・ブースの展示物：横断幕、 Tシャツ、ステッカー、 フライヤー 

・名刺交換枚数：約 70枚 

＜展示内容と結果＞ 

和をコンセプトにした展示ブースやユニフォームを用意して、参加者の目を惹くように工夫し

ていた。アイキャッチのために、サービス説明用の動画を用意するだけでなく、壁掛け可能な

巨大なターポリン（屋外広告で使う素材）を用意していた。今回の出展目的である、「海外で

サービスを展開している企業等とのコネクション構築」、「ニーズ探索」を実現できたため、目

標は達成できた。和をコンセプトにした展示ブースは、出展者自身の想像以上に来場者からの

好評を得た。 

 

株式会社 FULLERの展示の様子 

 

＜ 以下、アンケートより抜粋 ＞ 

Q.Trade showと他の展示会を比較してよかったこと 

A. SXSWの性質上、客層が他の展示会では見れない程幅広く、弊社の展示サービスとはかなり相
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性が良かった。また、展示企業も他の展示会では一緒にならないところも多く、良いネットワ

ーキングにもなった。  

Q. Trade showに出展したことによる想定外の気づきを教えてください。 

A. 米国では、弊社のサービスは想定ターゲット以上に他の層にニーズがあったことに気付けた。

また、展示ブースで表現した日本らしさが想定していた以上に好評だった。 

Q.Trade showで会った意外な人物や出会った人をお教えください 

A. 海外でサービスを展開している企業のマネージャーや海外向けイベントを運営している企業

のプランナー。 

 

⑤ 株式会社 Nextremer 

＜展示プロフィール＞ 

・展示対応者：向井 永浩（代表取締役）、他 6名 

・出展目的： 

1)プロダクトに対する市場の反応を見ること 

2)自社の市場での立ち位置を図ること 

3)チームの意識向上 

・ブースの展示物：AI-Samurai、壁・床の装飾（タペストリー）、ノベルティ（缶バッチ）、名

刺、 

・名刺交換枚数：約 200枚 

＜展示内容と結果＞ 

Nextremer は、AI-Samurai という目を惹きつけるデモを展示し、来場者の足を止めるために、

来場者の視点より高い位置にディスプレイを配置するなどの工夫をしていた。目に見えない技

術を分かりやすくするために、デモに人工知能の対話システムを搭載し、自社の強みをプレゼ

ンテーションしていた。ブース自体を手作りで 2日間かけて設営したこともあり、協業に繋が

る企業（約 2社ほど）と情報交換を行い、さらに様々なメディアの方にも着目され、スペイン

の Webメディア Cnet に掲載された。日本を象徴する 1.5m を超えるサイズのオブジェを唯一展

示していたブースということもあり、来場者が「It’s cool!」とコメントをし、デモを楽し

んでいた姿が多く見られた。 

 

図６：株式会社 Nextremer の展示の様子 
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＜ 以下、アンケートより抜粋 ＞ 

Q.Trade showと他の展示会を比較してよかったこと 

A. 自分の足で動いて情報を得る、聞く、気になったものを見にいく SXSW。普通の展示会であれ

ば受け身でも大体の情報を得られるが、積極性が求められるところが良かった。 

来場者が幅広く、一般客（学生・ファミリーなど）から企業、メディアまで様々な客層のそれ

ぞれの視点でのプロダクトに対するフィードバックが得られたこと 

 

Q. Trade showに出展したことによる想定外の気づきを教えてください。 

A.特に無し 

Q.Trade showで会った意外な人物や出会った人をお教えください 

A. ミュージシャンの方 

 

(6)考察（出展効果を上げる改善のポイント） 

A.成功した施策 

平成 28年 1月 23日に Face to Faceで採択企業の全代表とコミュニケーションを取り、SXSW

の展示のポイントを説明したことでスムーズに各社のコーディネートを実施することができた。

また、参加企業５社とコーディネーター（事務局）のコミュニケーションが取りやすいように、

専用のオンラインのコミュニケーション場所を確保したことで、展示に関する細かい質問や情報

交換が円滑に行われた。 

 

B.来場者の特性 

来場者は、数百ドル以上するチケットを購入して参加しており、他の展示会と比べて技術や新

しいサービスの情報収集だけでなく、新しいアイディアや事業を来場者自身で実現しようとする

モチベーションが高い。他の展示会（CEATEC 等）では、来場者自身の興味範囲外のデモや展示

だと声を掛けても、足を止めることは稀であるが、SXSW の来場者は、呼び込みをするとブース

に足を止める人が多く、デモや説明を真剣に傾聴する傾向にある。しかし、SXSW のトレードシ

ョーでは、ブースに人だかりができると、素通りされやすいため、興味を引きつけるアイキャッ

チを用意して、足を止めてもらう工夫が必要である。 例えば、株式会社 ALEは「Shooting star. 

On Demand.」という瞬時に理解できるキャッチコピーが記載された大きな横断幕を活用し、来場

者を留まらせることに成功していた。 

 

C.ブースの運営体制 

ブースに人をさらに呼び込むためには、CEO自らは、ブースで展示説明するだけでなく、有名

人や事業提携を希望する企業が出席するセッションやミートアップへ参加することが望ましい。

CEO は意思決定ができるだけでなく、会社のビジョンを伝えることが得意な傾向にあるため、来

場者と直接話すことで、会社の取り組みやビジョンについて相手の共感を得て、ブースに足を運

んでもらえる可能性が高い。インタラクティブは技術に詳しい人々も多く参加しているイベント

なので、CTO も同様の動きをするとより効果的だと考えられる。 

また、インタラクティブ参加者には、優良な投資家や有名人とのネットワークを持っている人
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もあり、その場でクローズドなイベントの紹介を受けたり、投資家や IT 業界の著名人などを紹

介してくれることもある。今回の参加者の中で、NASA の宇宙飛行士と繋がり、応援メッセージ

をもらうことができた株式会社 ALEの成功要因は、CEOがビジョンを熱く語り、共感を得たこと

にある。 

従って、展示人員の理想的な体制としては、ブースの説明員を最低 2名配置し、ブースに人を

呼び込む CEO、CTOがインタラクティブのチケットを持って講演やミートアップに出席するとい

う形が考えられる。 

 

D.ブースに人を呼び込む具体的な手段（ベンチャー企業側） 

ブースの来場者の中には、トレードショーの会場で開催されたピッチイベントの内容を聞いて

訪れた人々があった。従って、「C.ブースの運営体制」で記載したセッションやミートアップの

参加以外にも、ピッチやセッションに登壇することなどが、ブースに人を呼び込む有効な手段と

考えられる。ただし、SXSW公式のセッション枠で講演するためには、例年 6月までに応募資料

を提出する必要がある。また、SXSW Asia事務局の関係者によると、日本人からの応募者の半数

以上は落選してしまうため、ハードルは非常に高い。（仮に、SXSW2017で講演を希望するのであ

れば、応募期間が短いため（2016年 6月まで）SXSW Asia 事務局への早期相談が必要である。） 

 

E.ブースに人を呼び込む具体的な手段（コーディネータ側） 

今回米国派遣プログラムの内容や意義、採択基準など、「Japan METI Selection」（以下「METI

ブース」という。）の位置づけを来場者に伝えていなかったため、、「Japan METI Selection」ブ

ースの各出展者はそれぞれ個別に出展しているように来場者からは見えていたようで集客が伸

び悩む場面もあった。呼び込みを行なう中で試験的に「日本の公的な機関である経済産業省が採

択したユニークなベンチャー企業が５社出展している」旨を来場者に伝えると、METI ブースへ

の集客効果があったことから、巨大な横断幕を用意して、そこにプログラムの概要を記載する等、

来場者にとってブースの特色がわかりやすいようなブース設計（今回の場合は“経済産業省の採

択”を目立たせること）に取り組むと、より多くの来場者をブースに引き止めることができると

考えられる。 

集客に成功している他国のブース例としては、42インチほどの巨大なモニターに動画を流す

など、人目を引くアイキャッチを用意して、来場者の足を止める工夫をしていた。 
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参考：国としての印象が強かった展示（ブラジル） 

州、北米、南米など様々な国や行政機関が出展していた。特に力を入れていた国の一つにブ

ラジルがある。唯一巨大な LEDディスプレイを用意して、ブースに足が止まるように工夫を

したり、商談コーナーを設けていたりするなど、国をあげて出展者のサポートをしていた。 

 

ブラジルブースのアイキャッチ（巨大な LEDディスプレイ） 

 

 

F.コーディネーターに求められる要件（SXSW参加経験とネットワークの必要性） 

コーディネーターは、突如発生したピッチイベントの情報を入手したり、1000 以上の講演の

中から有意義な情報をスクリーニングすることによって、出展者を支援することが望ましい。特

に人的リソースが限られているベンチャー企業などに対して、コーディネーターが推奨イベント

などの情報を個別に提供すると、出展者は自社にとって有意義なセッションやミートアップに参

加しやすくなる。 

そのため、コーディネーターの要件として、自身が SXSW の参加や出展の経験を持ち、SXSW参

加経験者同士のネットワークを活用できることが求められる。この要件を満たすコーディネータ

ーであれば、SXSWに参加する人々や出展者の必要な情報と知識を持つ有識者（例えば、4年以上

連続で SXSW に参加している英語が堪能な人、SXSW 出展経験を 3 回以上のベンチャー企業など）

を集めたミートアップイベントを企画することも可能である。忙しい出展参加企業の予定にあわ

せてイベントをアレンジし、参加企業間のネットワークを形成することによって、出展効果を上

げる知見を共有する機会にもなる。 
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3.4 総括 

(1)施策評価 

当プログラムは、仮説として、各エリアとの親和性の高いビジネス領域（西海岸：ものづくり、

東海岸：ファッション、メディア、Fintech、サウスバイサウスウェスト：人目を引く新しい製

品・サービス）を持つ企業を、米国のイノベーション先進地域の現地起業家や支援組織等と引き

合わせ交流させれば、必要な知見と人的ネットワークを得て、米国でのビジネス展開や成長の加

速に繋がるのではないかというテーマ設定の上で企画した。今回は、当プログラムの実用性を検

証するにあたり、派遣直後の状態として、参加者のアンケート回答から、①ビジネス展開に必要

な知見が得られたのか、②ビジネス展開に必要な人脈、または人脈を広げるために有効なコンタ

クト先と知り合えたのか ③今後の自社ビジネスの米国展開の可能性を感じているのか、の三点

を考察した。 

①知見という観点では、参加者の大半が新たな気づきを得たと回答しており、特に、各エリアの

マーケット感覚（求めるもの、価格、スピード感等）、現地法人を立ち上げる際のビザ取得や会

社法などの実務テクニック、米国に適したプレゼンテーションや自社アピールの方法等が、次の

ステップを見出すための基礎知識となっている。 

②人脈という観点では、JETRO現地オフィス、法律事務所、現地行政関係者、インキュベーショ

ン施設等、現地進出の初期段階における相談相手や窓口を複数得たことが、参加者の米国進出プ

ランの具体化に寄与している。ただし、西海岸コースの一部参加者等からは、今回プログラムで

得た人的ネットワーク以外の人の繋がりに関する要望も挙げられており、ものづくり領域におい

ては、こうした短期の派遣事業による繋がりだけでなく、多様なプレーヤーを結びつける HUB

機能を持つ現地コーディネーターなどが求められている可能性もある。 

③自社ビジネスの米国展開の可能性については、全ての参加者が意欲的であるが、ビジネス展開

の形態や進出タイミングは様々である。すでに米国法人を持っていた企業は、オペレーションの

具体化や有力提携先の開拓を進める模様である。一方で、米国進出の検討段階にあった企業は、

さらに詳しい市場調査やインキュベーション施設の入居検討に進む参加者から、米国展開を視野

に入れつつ国内での自社ビジネスのブラッシュアップを直近のアクションプランとした者まで、

次のステップは多岐に渡った。 

 また、参加者が、プログラム終了後に感じている共通課題として、人材の確保が挙げられる。

米国拠点の立ち上げやビジネス開拓に必要な現地人材を必要とする者、当プログラムで得た米国

のコンタクト先のフォローアップを日本国内でするための体制を必要とする者等、フェーズによ

って必要人材像は異なるものの、今回得られた知見によって、必要なリソースが明らかになった

ためと考えられる。こうした課題は、JETRO をはじめとする現地機関の支援プログラムとの連携、

あるいは日本国内におけるグローバル起業家支援の取組み等との連携が、今後求められる領域で

ある。 

 総論として、当プログラムの参加者は、現地スタートアップや支援家、すでに米国進出を果た

した日系企業関係者等からのフィードバックにより、カルチャーギャップや商習慣の違いを超え

た自社ビジネスの強みと、現地で実際にビジネスを進める上での自社の課題とを明らかにするこ

とができた。また、多くが、それら課題を乗り越えるに値する魅力を米国の各エリアに対して感

じたと見受けられ、「付加価値の高い技術を世界に展開するためには、米国進出が最善」「米国で

活躍している日本人起業家を見て、大きな市場で勝つことを目標に事業を行うべきと気づいた」
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「（自社ビジネスの領域で）十分戦える」等のコメントに表れている。 

 

(2)改善のポイント 

プログラム実施上の改善可能性として、大きく次の 2点が挙げられる。 

 

①審査方法の見直し 

当プログラムは、事業の海外展開の実効性など、“参加企業”の審査を書類選考のみで行なっ

たが、現地での経験・学びをビジネスに活かすという観点では、英語でのビジネス・コミュニ

ケーション能力や、思考の柔軟性など、“参加者（人）”のヒューマンスキル面での審査論点が

必要である。人物評価は書類選考で可能な面もあるが、スケジュール上可能であれば、ヒアリ

ングや面談等の選考方法を検討するのが望ましい。 

 

②告知と募集の早期着手 

採択から現地プログラム参加までに十分な準備期間があれば、参加者自身のプレゼンテーショ

ンの事前準備（相手先の調査、資料ブラッシュアップ等）やフリー時間のアポイントやイベン

ト参加の調整等によって、滞在期間中により効率的な活動ができると考えられる。たとえば、

SXSWにおいては、期間中に行なわれている各種セミナーやミートアップイベントに参加し、ネ

ットワーキングと出展ブースの告知・集客を行なうことで、参加者の望む人・企業との繋がり

を得られる確度が高まる。 

また、募集期間の前から、当プログラムについての周知活動を行ない、広く応募者を求めるこ

とで、より大きい母集団から審査過程で選りすぐられた熱意ある参加者を派遣することが可能

となる。 

さらに、①に挙げられた審査方法改善の方針によっては、ヒアリングや面談の分、審査に要す

る期間が長くなることも考えられるため、早期の告知・募集の着手が必要である。 
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