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Ⅰ. 本事業の目的と概要 

1. 本事業の目的 

本事業は、「Thinker（考える人）から Doer（行動する人）へ」をテーマに、イノベーシ

ョンの創出に挑戦する人材や大企業で新事業に挑戦する人材等を広く募集・選抜し、講演

や講義・ワークショップ、メンタリング、米国シリコンバレーの投資家や起業家との交流

を通じて、グローバルに通用する次世代のイノベーションの担い手を育成することを目的

としている。 

本事業は 2015年度から開始され、本年度で 4年目を迎えた。 

 

2. 求める人物像 

“If things are not failing, you are not innovating enough”(Elon Musk/Tesla, SpaceX)

「何も失敗ごとが起こっていないとしたら、十分にイノベーションを起こしていない証拠だ」

（イーロン・マスク－テスラモーターズ／スペース X）1 

今日の日本は、少子高齢化や産業の成熟化に加え、IT の世界が全産業を飲み込もうとし

ている未知なる社会の変化に直面している。このような社会背景においては、これまでの

やり方や既成概念に縛られず、積極的に社会の課題を発見し、その解決に挑戦する人材が

求められている。 

このような背景認識から、本事業では、受講生が普段の生活や職場で感じた課題や、思

いついたアイデアを「直ちに実践」し、実践を通じてより早く本質に近づき、好機を見逃

さない姿勢や習慣を身につけることを重視している。 

公募にあたっては、「失敗を恐れるのではなく、好機を見逃すことを恐れる」チャレン

ジ精神を持つ人材を求めた。また、企業で新規事業を担当する方、自治体などの組織で新

規事業やイノベーションの仕掛けや政策を担当する方、研究所などの組織で事業化を目指

す研究者、事業経験を持つ起業家、起業を目指す学生など、幅広い方々を対象とした。 

  

                             
1 Fast Company in 2005（https://www.fastcompany.com/52065/hondas-space） 

https://www.fastcompany.com/52065/hondas-space
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3. 本事業の全体像 

本事業は、公募・選定期間 2ヶ月とプログラム実施期間 8ヶ月、合わせて 10ヶ月にわた

って実施した。本年度は、2018 年 5 月から 6 月にかけて一般公募を実施し、厳正なる審査

のもと、応募者 345名から合格者（受講生）126名を選抜した。 

国内プログラムは 7月にキックオフを行い、講義・ワークショップやメンタリング（「メ

ンター」と呼ばれる経験豊富な熟練者が、未熟練者に対し、対話や助言によって本人の成

長や事業計画のブラッシュアップを促すこと）、ピッチ大会などを通じ、事業計画のブラッ

シュアップやプレゼンテーションスキルの向上を図った。また、国内プログラムと並行し

て希望者向けの少人数制プログラム「始動カフェ」を行い、特定のテーマについての知見

を深めた。 

2018 年 12 月 15 日に実施したピッチ大会では、書類審査とピッチ審査の総合評価によっ

てシリコンバレー派遣者 20 名を決定した。選定された 20 名は 2 週間のシリコンバレープ

ログラムに参加し、現地のスタートアップで活躍する起業家や大企業の新事業開発担当者、

ベンチャーキャピタリストを訪ね、スモールミーティングやメンタリングを通じて、自身

の事業計画の質を高めた。また、シリコンバレー非選抜者のうち 31名が「国内フォローア

ッププログラム」に参加し、国内で引き続き事業計画のブラッシュアップを行った。 

2019 年 2 月 15 日の最終成果報告会（Demo Day）では、シリコンバレー派遣者 20 名と国

内フォローアッププログラム参加者 20 名の計 40 名によるピッチを行った。Demo Day では

その他に、ゲストスピーカー講演、アルムナイによる事業紹介ブースの出展、パネルディ

スカッションなども実施した。 

 

本事業の実施スケジュール 

 

公募 SV
選抜
審査

国内プログラム

キック
オフ

Day1 Day2 Day3 Day4

選定

書類 動画
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Ⅱ. 公募～選定 

1. 公募 

本年度の公募では、2017 年度に続き、書類および動画による募集・審査を行った。書類

審査では、 

1. 事業タイトル 

2. 解決したい課題とその背景 

3. 課題解決策と提供価値 

4. ビジネスモデル 

5. 競合とリスク 

の 5つの要素からなる「事業コンセプト」を PDF ファイル 10枚程度で提出するものとし、

動画審査では、事業に対する応募者の「ビジョンや熱意」を 2 分以内の動画で提出するも

のとした。 

本年度（第 4 期）の応募総数は 345 名となり、2017 年度（第 3 期）の応募総数 243 名を

大きく上回った。 

 

応募総数 

 

 

 

2. 選定 

選定において、書類審査では、事業コンセプトにおける課題の内容や論理的思考能力、

課題と解決方法との一貫性、社会的インパクトの大きさなどを評価し、動画審査では、事

業に対する本人の意欲や意思を評価した。これらの選定基準のもと、1名の応募者につき独

期 応募総数 書類審査 動画審査

第1期 367名 ○ －

第2期 232名 ○ －

第3期 243名 ○ ○

第4期 345名 ○ ○
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立した 3名の審査員が厳正なる審査を行い、応募者 345名から合格者（受講生）126名を選

定した。 

選定された受講生 126 名のうち、女性比率は 23.8％（30 名）となり、これは 2017 年度

の 24.6％（31名）とほぼ同様の水準であった。また、大企業（従業員 300名以上）の比率

は 67.5％（85名）となり、こちらも 2017年度の 65.1％（82名）とほぼ同様の水準であっ

た。 

地域別にみると、関東圏は 75.4％（95名）となり、2017年度の 73.0%（92名）とほぼ同

水準であった。ただし、本年度は始動プログラムでは初めて東北地域からの参加者があっ

た。年齢層を見ると、30 代がもっとも多い 55.5％、20 代がそれに次ぐ 27.7％となり、20

～30代の合計で 8割以上を占める結果となった。本年度合格者の最年少は 21歳、最高齢は

58歳であった。 

 

受講生の男女比率 
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受講生の企業属性 

 

 

受講生の地域比率 
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2015年度 2016年度 2017年度 2018度

（名） （％） （名） （％） （名） （％） （名） （％）

関東 95 79.2% 95 75.4% 92 73.0% 95 75.4%

関西 10 8.3% 17 13.5% 18 14.3% 14 11.1%

東海・中部 5 4.2% 6 4.8% 10 7.9% 9 7.1%

東北 - - - - - - 2 1.6%

甲信越 - - 1 0.8% - - 2 1.6%

九州 2 1.7% 4 3.2% 4 3.2% 2 1.6%

北陸 - - 2 1.6% - - 1 0.8%

中国 4 3.3% - - 1 0.8% 1 0.8%

北海道 2 1.7% - - - - - -

四国 - - 1 0.8% - - - -

海外 2 1.7% - - 1 0.8% - -

総計 120 100.0% 126 100.0% 126 100.0% 126 100.0%

地域
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受講生の年齢層 
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Ⅲ. 国内プログラム 

1. 概要 

国内プログラムは、「意識改革」「スキル向上」「事業化促進」「成長促進」の 4 つの構成

および流れに沿って実施した。 

国内プログラムの前半では、「意識改革」と「スキル向上」を重視した。各日のプログラ

ムの基本的な構成としては、まず事業創出の実践知をもつ起業家・実業家等からのレクチ

ャー（ゲストスピーカー講演）を行い、次にそのテーマに関連したモデル事例や考え方の

フレームワークを、講師陣からケーススタディ形式で学ぶ形式とした。レクチャーとワー

クショップを同日内に行うことによって、テーマに対する理解を深めるとともに、アウト

プットを通じたスキルの定着を図った。また、チーム単位での検討をプログラムに組み込

むことによって、多様な価値観やバックグラウンドを持った受講生が互いに学びを共有し、

刺激を与え合うことも学びの要素とした。 

国内プログラムの後半では、「事業化促進」と「成長促進」を重視した。ピッチ大会と並

行して個人メンタリングを実施し、個人メンタリングにおいて受講生は、マンツーマン形

式でメンターから事業計画に対するフィードバックやアドバイスを受けた。また、「ピッチ

→フィードバック→事業計画の修正→メンタリング→ピッチ→フィードバック→…」のサ

イクルを回すことによって、事業化（本事業内では「事業資金または人材を獲得すること」

と定義している）に向けた事業計画のブラッシュアップを強力に推進するとともに、受講

生のイノベーターとしてのマインドセットとスキルの定着を図った。 

国内プログラムの総仕上げとして、2018 年 12 月 15 日に事業内容の発表（最終発表会）

を行い、事業計画の書類審査結果とピッチ審査結果との総合評価によって、シリコンバレ

ー派遣者 20 名を決定した。また、2019 年 2 月 15 日には、始動カフェプログラム、シリコ

ンバレープログラム、国内フォローアッププログラムを含む全プログラムの最終成果報告

会として、Demo Dayを開催した。 

  



9 

 

 

国内プログラムの全体スケジュール 

 

  

日程 会場

【第１ターム】 2018年7月8日(日) 東京：

意識改革 11:00～17:00 虎ノ門ヒルズフォーラム

2018年7月28日(土) 東京：

13:00～18:30 AP浜松町

【第２ターム】 2018年7月29日(日) 東京：

スキル向上 10:00～16:30 AP浜松町

2018年8月25日(土) 東京：

13:00～18:30 AP浜松町

2018年8月26日(日) 東京：

10:00～16:30 大和コンファレンスホール

2018年9月29日(土) 東京：

13:00～18:30 大和コンファレンスホール

2018年9月30日(日) 東京：

10:00～16:30 大和コンファレンスホール

【第３ターム】 2018年10月27日(土) 東京：

事業化促進 13:00～18:30 ベルサール東京日本橋

2018年10月28日(日) 東京：

10:00～16:30 ベルサール東京日本橋

2018年11月17日(土) 東京：

13:00～18:30 ベルサール東京日本橋

2018年11月18日(日) 東京：

10:00～16:30 ベルサール東京日本橋

【第４ターム】 2018年12月15日(土) 東京：

成長促進 13:00～18:30 六本木アカデミーヒルズ

2019年2月15日(金) 東京：

13:00～18:30 六本木アカデミーヒルズ

Demo

Day
最終成果報告会

Day9 収支計画・資本計画・必要なリソースの再確認

Day10 事業計画を人に伝える２ーピッチ・メンタリング

Day11 事業内容の発表

Day6 事業の実行計画

Day7 事業計画を人に伝える１ーピッチ・メンタリング

Day8 バリュープロポジション・顧客提供価値

Day3 解決したい課題の解決方法

Day4 ビジネスモデル１ 顧客と市場

Day5 ビジネスモデル２ 差別化戦略

Day2 解決したい課題の発見・定義

テーマ

キックオフ イノベーションの理解

Day1 イノベーターのマインドセット
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2. Day0（キックオフ） 

 

 

Day0（キックオフ）の開会挨拶では、経済産業省福本拓也氏が、「始動は『人』に投資す

る特別な国家プロジェクトである。事業計画を実行し事業を成功に導くと同時に、次に活

きる失敗などの『火種』を作ってもらいたい。」と受講生を激励した。また、株式会社 WiL

共同創業者 CEO の伊佐山氏は、ビデオメッセージを通じて、始動プログラム受講生が持つ

べき心得（こころえ）として、「社会的な課題を解決しているか」「学びを共有できている

か」「地球儀を見ているか」「行動を起こせているか」の 4点を紹介した。 

当日は受講生同士のネットワーキングを促すためのランチセッションののち、早稲田大

学大学院経営管理研究科准教授の入山章栄氏より「イノベーションの理解」と題した講義

をいただいた。入山氏は、「知の探索」と「知の深化」が高いレベルでバランス良く行われ

ている組織がイノベーションを起こせる組織であるとし、そうした組織においては、ダイ

バーシティや“ゆるい”ネットワークが重要な役割を果たすことなどを解説した。 

始動アルムナイによるパネルディスカッションでは、経済産業省（当時）石井芳明氏の

ファシリテーションのもと、第 1 期生吹野豪氏、第 2 期生森脇潤一氏、第 3 期生佐藤弥生

Day0：キックオフ

日時：2018年7月8日（日）11：00～17：00

会場：虎ノ門ヒルズフォーラムホールA

概要：

1 開会挨拶 福本 拓也 氏

（経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室長）

2 プログラム説明 伊佐山 元 氏（WiL GeneralPartner / CEO）

松本 真尚 氏（WiL GeneralPartner）

3 ランチセッション

「初対面の人に自分を覚えてもらう『キャッチフレーズ』＆名刺交換ワーク」

4 講義「イノベーションの理解」

入山 章栄 氏（早稲田大学大学院 経営管理研究科 准教授）

5 始動アルムナイセッション

ファシリテーター 石井 芳明 氏

（経済産業省 新規事業調整官

現：内閣府科学技術・イノベーション担当企画官）

始動第1期生 吹野 豪 氏（リンクウィズ株式会社 代表取締役）

始動第2期生 森脇 潤一 氏

（株式会社リクルートマーケティングパートナーズ

ネットビジネス推進室事業開発部 グループマネージャー）

始動第3期生 佐藤 弥生 氏

（株式会社大京グループ お客さまセンター企画課係長）

6 閉会挨拶 鈴木 潤 氏

（株式会社大和総研 執行役員 経営コンサルティング本部長）
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氏の 3名が「始動へ応募したきっかけ」「始動での学び」「始動プログラム中の時間管理」「メ

ンタリングの活用方法」「始動終了後の活動」などについて意見を交わし、第 4期受講生に

向けて激励のメッセージを送った。 

受講生からは、次のようなコメントが寄せられた。 

 始動が日本の将来を担う人材を育成する国家プロジェクトであると理解できた。そ

のようなプログラムに参加させていただいているということに留意して、アクショ

ンを起こしていきたい。 

 受身では無く、この機会を自ら積極的に活用することが求められている事が分かり

ました。 

 プログラムの内容をより深く理解でき、初日で沢山のメンバーと知り合いになれ、

話すことができたことで大いに意欲が高まった。 

 

当日の様子 
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3. Day1-2 

Day1 は「イノベーターのマインドセット」、Day2 は「解決したい課題の発見・定義」を

テーマとして、ゲストスピーカー講演、パネルディスカッションおよび講義・ワークショ

ップを行った。 

 

 

 

Day1「イノベーターのマインドセット」では、株式会社ソラコムの代表取締役社長の玉

川憲氏が、「未来のプレスリリース作成」ワークショップ（将来、事業が実現した際に出す

プレスリリースを予測に基づいて作成するワークショップ）を行った。続いて、株式会社

ユーグレナ取締役 CFO 兼リアルテックファンド代表の永田暁彦氏、セブン・ドリーマーズ・

ラボラトリーズ代表取締役社長の阪根信一氏、株式会社龍角散執行役員開発本部長の福居

篤子氏の 3名が、「イノベーターとしてのマインドセット」と題したパネルディスカッショ

ンを行った。同パネルでは、永田氏が「資金調達でも事業遂行でも『共感』を得ることが

重要。とにかく生産者に会いにいくなど、実体験を大事にしている」と述べるなど、「共感」

Day１：イノベーターのマインドセット

日時：2018年7月28日（土）13：00～18：30　

会場：コンベンションホールAP浜松町

ゲスト・講師：

玉川 憲 氏（株式会社ソラコム代表取締役社長）

阪根 信一 氏（セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ 代表取締役社長）

永田 暁彦 氏（株式会社ユーグレナ 取締役 CFO/株式会社ユーグレナインベストメント

                    代表取締役社長 /リアルテックファンド 代表）

福居 篤子氏（株式会社龍角散 執行役員 開発本部長/薬剤師 薬学博士）

プログラム概要：

1 ゲストスピーカーによるパネルディスカッション

2 ワークショップ

Day2：解決したい課題の発見・定義

日時：2018年7月29日（日）10：00～16：30

会場：コンベンションホールAP浜松町

ゲスト・講師：

田子 學 氏（株式会社エムテド 代表取締役）

松永 有理 氏

（三井化学株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報グループ課長）

プログラム概要：

1 ゲストスピーカー講演

『B2B企業とクリエイティブの出会い 部活から始めるイノベーション』

三井化学の「デザイン」の取り組み事例紹介

2 講義・ワークショップ

『Think Design』（クリエイティブにものごとを捉える）講義

『RAPID PROTOTYPING』（アイディアをカタチに変える）ワークショップ
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を作ることが周囲や上司の協力を得る上で重要であることなどが語られた。 

Day2「解決したい課題の発見・定義」では、三井化学株式会社コーポレートコミュニケ

ーション部広報グループ課長の松永有里氏が、「B2B 企業とクリエイティブの出会い～部活

から始めるイノベーション～」と題したゲストスピーカー講演を行った。その後、株式会

社エムテド代表取締役の田子學氏が「Think out of the box」と題したワークショップを

行った。ワークショップにおいて受講生は、駄菓子を食べる様子を互いに観察し、課題を

発見し、解決策のプロトタイピングを行うプロセスを体感した。 

受講生からは次のようなコメントが寄せられた。 

 プレスリリースで示すと、ロジックやハイライトしたいビジョンが明確でないこと

に気がつくことができた。自分の事業にはシンプルさが足りないと感じた。 

 先輩起業家の方々の仕事における「大義」の明確さが最も印象に残った。 

 プロトタイプを工作のようにいきなり作ったことが印象的でした。 

 デザイン思考は何回か実践しているが、マインド（子供心）が足りなかった。 

 大人の事情は言い訳であり、やると決めたら、なんでもできる。という気持ちにさ

せてくれる内容であった。 

 

当日の様子 
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4. Day3-4 

Day3は「解決したい課題の解決方法」、Day4は「ビジネスモデル① 顧客と市場」をテー

マとして、ゲストスピーカー講演および講義・ワークショップを行った。 

 

 

 

 

Day3「解決したい課題の解決方法」では、Day2「解決したい課題の発見・定義」に続き、

田子學氏のファシリテーションのもと、実践形式で、顧客の声を聴く方法、解決策や提供

価値をプロトタイピングする方法、不足の事態にチームとして対処する方法などを学んだ。 

Day4「ビジネスモデル① 顧客と市場」では、作詞家の秋元康氏が「マーケットを創出す

る」と題した講演を行った。秋元康氏は講演の中で、自身の思い込みの激しさを大切にす

ることや、それに水を差すような大人の意見に影響されないようにすること、誰かに話し

たくなるような要素があること、簡単に説明できることなどがマーケットの創造において

重要なポイントであることなどを話した。また、組織の中で企画を通すにあたり、説得で

きない人や抵抗する人が出てくる場合、そうした人々を無理に説得しようとせず、あっさ

りとひっこめることも時には大事であるとも語った。 

ビジョンプロバイダー株式会社代表取締役の磯尾克行氏は、「ミリオンセラーはなぜ生ま

Day3：解決したい課題の解決方法

日時：2018年8月25日（土）13：00～18：30

会場：コンベンションホールAP浜松町

ゲスト・講師：

田子 學 氏（株式会社エムテド 代表取締役）

プログラム概要：

1 ワークショップ「知的交配」

2 ワークショップ「デザインで社会課題を解決する」

3 チーム発表・講評

4 クロージング

Day4：ビジネスモデル① 顧客と市場

日時：2018年8月26日（日）10：00～16：30

会場：大和コンファレンスホール

ゲスト・講師：

秋元 康 氏（作詞家）

磯尾 克行 氏（ビジョンプロバイダー株式会社 代表取締役）

プログラム概要：

1 講演「マーケットを創出する」

2 講義・ワークショップ

 「ミリオンセラーはなぜ生まれたか」

 「サイエンス思考とブリコラージュ思考」
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れたか」「サイエンス思考とブリコラージュ思考」と題した講義・ワークショップを行った。

磯尾氏は、顧客目線とサイエンス思考で「ない」ものを探し、ブリコラージュ（「寄せ集め

て作る」の意）思考で新しい価値を作るという考え方のフレームワークに基づいたワーク

ショップを行った。 

受講生からは次のようなコメントが寄せられた。 

 解決したい問題があれば、何かしら解決策は作れると感じた。方法もロジックも無

限にある。あらゆる発想を捨てない子供の意識を大事にしたい。 

 万人ウケを目指すのではなく、自分が「これこそは！」と思ったサービスやプロダ

クトを作ることが大切だと、改めて感じた。 

 秋元氏の講演で感性を大事にすることの重要性、磯尾氏の講義・ワークショップで

ロジカルにマーケティングをしていく方法を学んだ。 

 

当日の様子 
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5. Day5-6 

Day5は「ビジネスモデル② 差別化戦略」、Day6は「事業の実行計画～顧客獲得戦略と必

要なリソース～」をテーマとして、ゲストスピーカー講演および講義・ワークショップを

行った。 

 

 

 

 

Day5「ビジネスモデル② 差別化戦略」では、ヤフー株式会社代表取締役社長の川邊健太

郎氏が「差別化戦略でやってきたこと、思うこと」と題した講演を行った。また、株式会

社大和総研主任コンサルタントの林正浩氏は、実在するプロジェクトである北海道北広島

市の「北海道ボールパーク構想」を題材として、差別化戦略の構築に関するチーム検討ワ

ークショップを行った。 

Day5：ビジネスモデル② 差別化戦略

日時：2018年9月29日（土）13：00～18：30

会場：大和コンファレンスホール

ゲスト・講師：

川邊 健太郎 氏（ヤフー株式会社 代表取締役社長）

林 正浩 氏（株式会社大和総研 主任コンサルタント）

プログラム概要：

1 講演：『差別化戦略でやってきたこと、思うこと』　

～会社のコアコンピタンスを活用しどのような差別化戦略をとったのか～

2 講義＆ワークショップ

a. 事業企画の全体俯瞰

b. 事業構想

c. 差別化の考え方

d. 競争・共創相手との関係

e. 儲け方の考え方

Day6：事業の実行計画〜顧客獲得戦略と必要なリソース〜

日時：2018年10月30日（日）10：00～16：30

会場：大和コンファレンスホール

ゲスト・講師：

高橋 信太郎 氏（Indeed Japan株式会社 代表取締役社長）

土屋 亮 氏（株式会社博報堂 シニアマーケティングディレクター）

プログラム概要：

1 講演：『いかに新規事業を創出・拡大し実行して来られたか』

2 講義＆ワークショップ

市場導入方法として「ペネトレーション」「スキミング」

顧客拡大方法として「イノベーション」普及論と考慮すべきポイント

3 個人ワーク：各自の事業について「顧客拡大シート」に記入
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Day6「事業の実行計画～顧客獲得戦略と必要なリソース～」では、Indeed Japan 株式会

社代表取締役社長の高橋信太郎氏が、「いかに新規事業を創出・拡大し実行して来られたか」

と題した講演を行った。また、株式会社博報堂シニアマーケティングディレクターの土屋

亮氏は、「顧客拡大の方法論」と題して、ペネトレーション（低価格で一気に市場拡大）と

スキミング（高価格から徐々に市場拡大）の成立条件の違いなどを説明しながら、ワーク

ショップ形式で講義を行った。 

受講生からは次のようなコメントが寄せられた。 

 ヤフー川邊社長の「インターネットが大好き！！！」と言っているときのエネルギ

ー量に心を動かされました。 

 市場がレッドオーシャンかブルーオーシャンか考えるよりも、その事業でどれだけ

世の中が便利になるかを考える事が大切であることに気づかされました。 

 それぞれが考えて来た事業案をいかに折衷し、削ぎ落として、価値あるものにして

いくか、ということの難しさを非常に感じた。 

 イノベーターやアーリーアダプターからアーリーマジョリティに普及させるための

顧客拡大のシナリオを考えることは、新たな視点だった。 

 

当日の様子 
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6. Day7-8 

Day7は本プログラム第 1回目のピッチ大会を行った。Day8は「事業の実現性を高める～

バリュープロポジション・顧客提供価値～」をテーマとして、ゲストスピーカー講演およ

び講義・ワークショップを行った。 

 

 

 

 

 

Day7は、本年度プログラムで初めてのピッチ大会を行った。受講生は 15名ずつ 8部屋に

分かれ、各部屋では各受講生が、3名のメンターおよびその他の受講生に対して 6分間のピ

ッチを行った。 

ピッチ終了後、3 名のメンターによる 50 分／1 テーブルのグループメンタリング、総時

間では 50分×3＝150 分のメンタリングを実施した。本ピッチ大会の実施にあたっては、総

勢 24名のメンターに協力を得た。 

 

Day7：ピッチ・メンタリング

日時：2018年10月27日（土）13:00～18:30

会場：ベルサール東京日本橋

Day8：事業の実現性を高める〜バリュープロポジション・顧客提供価値〜

日時：2018年10月28日（日）10：00～16：30

会場：ベルサール東京日本橋

ゲスト・講師：

滝山 真也 氏（株式会社ベネッセホールディングス 取締役、

株式会社ベネッセスタイルケア 代表取締役社長）

宮尾 大志 氏（アクセンチュア株式会社 製造・流通本部 マネジング・ディレクター）

プログラム概要：

1 講演「介護事業における“顧客提供価値”」

2 講義「提供価値の再定義」講義・ワークショップ

「顧客提供価値設計のステップ」

3 ワークショップ「 グループ内ピッチ＆ブラッシュアップ」
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Day8「事業の実現性を高める～バリュープロポジション・顧客提供価値～」では、株式

会社ベネッセホールディングス取締役兼株式会社ベネッセスタイルケア代表取締役社長の

滝山真也氏が、「介護事業における“顧客提供価値”」と題した講演を行った。また、アク

センチュア株式会社製造・流通本部マネジング・ディレクターの宮尾大志氏は、顕在化し

ているニーズと潜在的なニーズの違いを意識し、そのサービスが顧客の本当の痛み（ペイ

ンポイント）を解決できるのか確認する手法や考え方について解説した。 

受講生からは次のようなコメントが寄せられた。 

（Day7：第 1回ピッチ大会） 

 事業計画書とピッチ資料を分けて作ればよかった。準備してきた人としてきていな

い人とで大きく差が出た。 

 やはり Doしている人の説明は、どんなビジネスプランより説得力がある。 

 メンターの言葉は厳しいですが、それが力になると思いますし、ピッチをするとい

う一区切りあるところまで、事業計画をブラッシュアップできたことで、始動のこ

れまでの内容がグッと深くまで理解できてきました。 

（Day8「事業の実現性を高める～バリュープロポジション・顧客提供価値～」） 

 とことん顧客に向き合うことで、リスクに向き合い、最大のバリューを提供してい

るベネッセスタイルケア滝山社長のお話に感銘を受けた。 

 思い切ったターゲティングやそれに沿ったコミュニケーション施策の徹底によりこ

 各部屋のレイアウト

（1）

事業計画ピッチ
（1人6分＆QA2分）

（合計約2時間）

メンタ
リング

 タイムライン

（2）

メンタリング①
（50分）

メンタリング②
（同上）

メンタリング③
（同上）

スクリーン

２３ １

スタンバ
イメンター席

スクリーン

２３ １

メンター メンター メンター

ピ
ッ
チ
時

メ
ン
タ
リ
ン
グ
時
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んなにも大きな成果が出るものかとまざまざと見せつけられ、大きな驚きがあった。 

 事業計画をつくる上で、価値基準をどう考えるか、どうセグメンテーションするか、

競合の設定、ペインかゲインか、誰の何の課題を解決するか、基本ばかりだが、見

落としている点が多々あることに気づかされた。 

 

当日の様子 

 

 

 

7. Day9-10 

Day9 は「事業の実現性を高める」をテーマとして、ゲストスピーカー講演および講義・

ワークショップを行った。Day10は第 2回目のピッチ大会を行った。 
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Day9「事業の実現性を高める」では、株式会社資生堂チーフストラテジーオフィサー兼

株式会社 HIZZLE代表取締役社長の留目真伸氏が「新規事業・スタートアップと価値創造プ

ロセス」と題した講演を行い、レノボ・ジャパン株式会社スマート製品事業部部長の湯浅

浩一郎氏が「新規事業開発の実践とマインドセット」と題した講演を行った。また、株式

会社コンセラクス代表取締役の住友滋氏は、「顧客起点/ 課題起点の事業開発」と題した講

義・ワークショップを行った。 

Day10 は、第 2 回目のピッチ大会を行った。Day7 の初回ピッチ大会とほぼ同様、受講生

は 16 名ずつ 7 部屋に分かれ、4 名のメンターとその他の受講生に対して、1 名あたり 6 分

間のピッチを行った。Day10 では総勢 28 名のメンターに協力を得、ピッチ終了後はグルー

プメンタリングを実施した。 

受講生からは次のようなコメントが寄せられた。 

（Day9「事業の実現性を高める」） 

 「大企業が悪」ということはないのだろうけれども、新規事業・イノベーション領域

においては、難しさが大きくなることは確かで、そこでどうしていくか、外に出て

いくこと・外と繋がることも大きな選択肢だと実感しました。 

 ペルソナ探しよりも、JTBD（Jobs-To-Be-Done：顧客が片づけたい用事）で顧客を定

義し課題を解決する事が重要だという事に共感しました。 

（Day10：第 2回ピッチ大会） 

Day9：事業の実現性を高める

日時：2018年11月17日（土）13：00～18：30

会場：ベルサール東京日本橋

ゲスト・講師：

留目 真伸 氏（株式会社HIZZLE ファウンダー/代表取締役社長、

株式会社資生堂 CSO）

住友 滋 氏（株式会社コンセラクス 代表取締役）

湯浅 浩一郎 氏（レノボ・ジャパン株式会社 スマート製品事業部 部長）

プログラム概要：

1 講義　「新規事業・スタートアップと価値創造プロセス」（留目氏）

2 講義・ワークショップ　「顧客起点 / 課題起点の事業開発」（住友氏）

3 講義　「新規事業開発の実践とマインドセット」（湯浅氏）

Day10：ピッチ・メンタリング

日時：2018年11月18日（日） 10：00～16：30

会場：ベルサール東京日本橋
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 事業計画書とは別でピッチ資料を作り込み、準備通りのプレゼンテーションができ

ました。 

 ベンチャー・キャピタルの視点を学んだ。金額の根拠を根掘り葉掘り聞かれた。答

えられてないことはロジックが積み上がってないと感じた。 

 どういったデータをどう活用できるのか具体的にすることができれば、よりプレゼ

ンの精度が上がる、というご指摘を頂きました。 

 

当日の様子 

 

 

 

8. Day11 

Day11 は、第 3 回目のピッチ大会を行い、書類審査とピッチ審査との総合評価によって、

シリコンバレー派遣者 20名を決定した。さらに、株式会社三菱ケミカルホールディングス

取締役会長兼公益社団法人経済同友会代表幹事の小林喜光氏が、「地球と共存する経営」と

題した基調講演を行った。 
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シリコンバレー選抜者 20名は下表の通りとなった。 

 

 

Day11：最終発表会

日時：2018年12月15日（土）13：00～18：45

会場：六本木ヒルズ森タワー49階各セミナールーム

概要：

1 受講生による最終ピッチ

2 基調講演　『地球と共存する経営』

小林 喜光 氏（三菱ケミカルホールディングス取締役会長 / 経済同友会 代表幹事）

3 シリコンバレー選抜者発表

始動2018 シリコンバレー派遣メンバー 20名（※氏名50音順。社名・組織名、事業プラン名はSV選抜当時）

No. 氏名 社名・組織名 事業プラン名（仮）

1 新井　美月 株式会社ネクスウェイ アスヤクLABO　-製薬会社と薬剤師をつなぐプラットフォーム-

2 有川　尚志 株式会社カネカ 地球を救う天然プラスチック PHBH ～海洋ごみ問題ソリューション～

3 石倉　美和 JFEエンジニアリング株式会社 うみがめパワー 海洋プラごみ由来の電力で日本発の越境可能な環境価値市場を創る

4 乾　元英 全日本空輸株式会社
CoCo：車椅子ユーザーおよび高齢者向け

パーソナルモビリティ（電動車椅子）シェアリング旅行事業

5 岩崎　真宏 Omoi Foods株式会社
ポケベジ®「自分だけの健康管理をいつでもどこでも」を可能にする

完熟野菜カプセルを健康ニーズと自動マッチング

6 江崎　英太
ハイツー株式会社

株式会社ふるさとup
『デリトラ』：荷物の移動が見える配達管理アプリ

7 大野　次郎 ティシューバイネット株式会社 細胞だけで移植可能な細胞ブロックを作成する新技術「ネットモールド」

8 久保　昇平 関西巻取箔工業株式会社 VOCゼロを実現する「熱転写顔料箔」の提案

9 澤口　早苗 株式会社リクルートキャリア unitrade-ブロックチェーン技術による製造流通業向け SCMエコシステム

10 髙田　諭 東日本電信電話株式会社 JAPAN QUEST：ARカード「CUzo Card」を活用したインバウンド地方送客事業

11 竹之下　倫志
グロービス経営大学院

(2017期生)
【Easy Me】テクノロジーを活用したいじめ予防/対応事業

12 千野　歩 株式会社本田技術研究所 michi tech：視覚障害者単独歩行支援

13 西　光司
澤田経営道場

株式会社アグリツリー
ソーラーシェアリング：農業と自然エネルギーによる地域社会の活性化

14 西沢　眞璃奈 株式会社リクルートジョブズ Pharmony 薬局と患者をつなぐアプリケーション

15 一杉　泰仁 東日本電信電話株式会社 地下空間とドローンがもたらす物流革命 －地下配送ドローンが街角まで－

16 平野　真康
株式会社博報堂DYメディアパート

ナーズ
ユニバーサルツーリズムにおける CtoC プラットフォーム事業

17 星野　綾香 株式会社アシックス ASICARA：歩行の老化診断＆改善ができるシニア世代向け「足腰見守り AIシューズ」

18 三原　雄一 富士通株式会社
Watching Call：患者・被介護者の転倒転落を防止し、

医療・介護関係者を支援するサービス

19 宮脇　崇 株式会社ニコン AI と画像解析による食事療法支援サービス

20 森川　悠 パナソニック株式会社 Famileel(ファミリール)：難聴高齢者と家族のコミュニケーションを改善するサービス
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受講生からは次のようなコメントが寄せられた。 

（ピッチ大会） 

 準備を通じて、自分の伝えたい要点が鮮明となり、事業計画の強みや今後も見直し

が必要な点を認識することができた。そのうえで、現在のベストを尽くすことがで

きた。 

 ピッチを何度も行い準備してきたため、話したいことを伝えることができた。 

（小林喜光氏の講演） 

 一流企業のトップは思考のスケールが違うと感じた。短期思考と長期思考をしっか

り組み合わせて戦略に反映することをして行きたいと感じた。 

 デジタル化において日本が 3 周回遅れであり、それに対して有効打が打てていない

現状に危機感を感じた。 
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当日の様子 
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Ⅳ. 始動カフェ 

 

本年度始動プログラムでは、2017 年度と同様、を国内プログラムと並行して「始動カフ

ェ」を開催した。始動カフェは、20～30名程度という少人数のゼミ形式で希望者が集まり、

カフェのような雰囲気の中で、リラックスして補足学習を行う機会である。始動カフェは、

メインプログラムでの学びを自身の事業に効果的に落とし込むためのサブプログラムに位

置づけられる。 

本年度は、「グローバルの視点」「ローカルの視点」「もの作り系大企業の新規事業創出」

「ベンチャー・スタートアップの資金調達」という 4つテーマで始動カフェを開催した。な

お、第 1、2、4回始動カフェは東京、第 3回始動カフェは大阪で開催した。 

 

 

  

始動カフェ

【第1回】

 『グローバルの視点』

    ～シリコンバレー・イスラエルのイノベーション事情～

日時： 2018年8月４日（土）

会場： Ignitionlab MIRAI(WiL東京オフィス）

ゲスト： 土屋 裕樹 氏（株式会社レアネットドライブ 代表取締役社長）

【第2回】

『ローカルの視点』

   ～ローカルからのイノベーション・ビジネス事情～

日時： 2018年9月8日（土）

会場： Ignitionlab MIRAI(WiL東京オフィス）

ゲスト： 酒井 里奈 氏（株式会社ファーメンステーション 代表取締役）

酒井 浩一 氏（株式会社里灯都 代表）

米村 仁志 氏（浜松市産業部産業振興課）

麻生 柳太朗 氏（大分県商工労働部 経営創造・金融課）

【第3回】

『もの作り系大企業の新規事業創出』

   ～大企業視点でのオープンイノベーションの課題と展望～

日時： 2018年10月14日（日）

会場： 株式会社アクセンチュア大阪オフィス

ゲスト： 佐伯 隆 氏（アクセンチュア株式会社 デジタル コンサルティング本部

シニア・マネジャー/K4 Digital ディレクター）

【第4回】

『ベンチャー・スタートアップの資金調達』（＋ピッチ予行練習）

日時： 2018年11月10日（土）

会場： Ignitionlab MIRAI(WiL東京オフィス）

ゲスト：

平野 清久 氏（大和企業投資株式会社 常務取締役）

寺田 博視 氏（株式会社INCJ ベンチャーグロース投資グループV.P.）

島原 佑基 氏（エルピクセル株式会社 代表取締役）
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Ⅴ. シリコンバレープログラム 

1. 概要 

シリコンバレープログラムは、国内プログラム参加者から選抜された 20名が米国シリコ

ンバレーに渡り、2週間という限られた期間の中で、現地で活躍する起業家や大企業の新事

業開発担当者などを訪ね、「イノベーションの聖地」における考え方の文化（マインドセッ

ト）やエコシステムを体感し、さらに、そこで得られた学びを自身の事業計画に反映し、

さらなる事業化促進と成長促進を行うプログラムである。 

シリコンバレープログラムは、大きく分けて①ワークショップ、②企業訪問・ゲストス

ピーカー講演、③スタートアップ訪問、④メンタリング、⑤アウトプットの 5 つの要素か

ら構成される。 

 

シリコンバレープログラムの構成要素 

① ワークショップ イノベーション創出のために必要なマインドセット醸成ワークショップ 

② 
企業・大学訪問 

ゲストスピーカー 

エコシステムの理解、 

オープン・イノベーション、グローバル規模での視点体得 

③ 小グループ企業訪問 小グループに分かれて、最先端のスタートアップの現状を探る 

④ メンタリング シリコンバレーメンターによる個別メンタリング・直接的なアドバイス 

⑤ アウトプット ピッチ大会、シェア会、プログラム終了後の行動目標の策定 

 

本年度のシリコンバレープログラムは、前半（第 1 週目）は①～③のインプットを中心

に行い、後半（第 2週目）は④～⑤のアウトプットを中心に行った。 

 

 

2. 第 1週目（1月 21日～1月 25日） 

シリコンバレープログラム前半の実施プログラム概要は以下の通りである。 
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1月 21日（月）※米国到着日 

ワークショップ 
「Yes, and ワークショップ」 

マシ・オカ氏（ハリウッド俳優、プロデューサー、起業家） 

 

1月 22日（火） 

アウトプット シェア会（受講生同士による学びの共有） 

ゲストスピーカー 
「スタンフォード大学はなぜ凄いのか」 

梶原奈美子氏（WiL LLC Partner） 

大学訪問 スタンフォード大学見学 

ゲストスピーカー 
「SV 経済圏の真の理解と日本の付加価値想像力の未来」 

櫛田健児氏（スタンフォード大学アジア太平洋研究所研究員） 

ゲストスピーカー 木村澄人氏（Suzuki Motor of America, Inc., Director） 

アウトプット ピッチ大会 

 

1月 23日（水） 

アウトプット シェア会 

ゲストスピーカー 安武弘晃氏（元楽天 CTO 現 Junify 創業者） 

ゲストスピーカー Rob Theis 氏 （WiL LLC General Partner） 

企業訪問 Pradeep Elankumaran 氏 (CEO of FarmStead) 

企業訪問 
Brett Parker氏（Asana社, Workplace Operations Project Manager） 

山田寛久氏（Asana 社） 

 

1月 24日（木） 

アウトプット シェア会 

企業訪問 西城洋志氏（Yamaha Motor USA, GM of New Business） 

企業訪問 本間毅氏（HOMMA Inc., Founder & CEO） 

企業訪問 坪田駆氏（SAP Labs Silicon Valley, Principal） 

ゲストスピーカー Tania Coke 氏（Tellus 社, CEO） 
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1月 25日（金） 

アウトプット シェア会 

ゲストスピーカー Jim Maricondo 氏（元 ConsenSys 社） 

小グループ企業訪問 Shirley Li 氏（Facebook, Business Product Specialist） 

小グループ企業訪問 Twitter 社 

小グループ企業訪問 木村武夫氏（Intel 社, CX Group, Technical Program Manager） 

小グループ企業訪問 AirBnB 社 

小グループ企業訪問 山口敦史氏（Square 社, Globalization Lead） 

小グループ企業訪問 
Eliza King 氏 

（Salesforce 社, Program Leader, Success Center Specialists） 

小グループ企業訪問 
Hajime Matsukata 氏 

（Udemy 社, Sr. Business Development Manager） 

 

SVプログラム前半について、受講生からは次のようなコメントが寄せられた。 

 「Yes, And」を如何に続けていくか、自分の周りにそして社内への伝播の仕組みづく

りに取り組みたい。 

 （FarmStead社企業訪問について）一見、「Amazon あるじゃん」「スーパーあるじゃん」

と思ってしまうのですが、地域限定、何かを抜く（店舗、商品数を絞る）、ニーズや

回転数の多いものから始めるなど、focus 戦略の具体例を生々しく学べました。 

 Facebook、Intelの社員は、未来をどう変えるか、自分が社会にどのようなインパク

トを与えられるかを常に考えていた。このマインドセット、視座の高さが、圧倒的

なシリコンバレーの強みだと感じた。 

 Twitter や square も組織や体制は日本の大企業と一緒。大きな違いであるチーム構

成、意思決定、データ分析手法等を改善・改革すれば、格段にレベルアップできる。 

 日本は誰でもそこそこの生活が遅れる社会保障国家＆企業である一方、アメリカは

格差が激しく、日本以上に学歴社会・会社社会であると思いました。 

 「シリコンバレーでは、起業に失敗してもアントレプレナーに戻るだけ」との言葉が

印象に残った。これは日本と本当に違うし、「ただ失敗を恐れるな！」と言われるよ

りもすごく分かりやすかった。 
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シリコンバレープログラム前半の様子 

 

 

 

 

3. 第 2週目（1月 28日～2月１日） 

シリコンバレープログラム後半の実施プログラムは以下の通りである。 

1月 28日（月） 

アウトプット シェア会 

ゲストスピーカー 
「英語でのピッチの極意」 

琴章憲氏（WiL LLC Partner） 

ゲストスピーカー 
小竹貴子氏（Cookpad） 

梶原奈美子氏（WiL LLC Partner） 

ゲストスピーカー 

「グローバルリーダー論」 

中竹竜二氏（チームボックス代表取締役、 

日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター） 
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ゲストスピーカー Ramji Srinvasan 氏（ヘルスケア起業家、Counsyl 創業者） 

ゲストスピーカー 河田剛氏（スタンフォード大学 アメフトコーチ） 

 

1月 29日（火） 

アウトプット シェア会 

企業訪問 太田一樹氏（TreasureData, CTO） 

アウトプット 個人メンタリング、事業計画のブラッシュアップ 

 

1月 30日（水） 

アウトプット シェア会 

企業訪問 Rusty Schwartz 氏（Kitchen Town CEO） 

ゲストスピーカー Phil Libin 氏（All Turtles CEO、元 Evernote CEO） 

アウトプット 個人メンタリング、事業計画のブラッシュアップ 

 

1月 31日（木） 

アウトプット シェア会 

企業訪問 ED Miyazaki 氏（Plug and Play 社） 

アウトプット 個人メンタリング、事業計画のブラッシュアップ 

アウトプット ピッチ大会 

 

2月 1日（金） 

アウトプット シェア会、Touchy-Feely セッション 

アウトプット SV プログラム全体の学びの整理、帰国後の行動宣言 

ゲストスピーカー 
クロージングセッション 

（伊佐山 元氏, WiL LLC General Partner & CEO） 
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SVプログラム後半について、受講生からは次のようなコメントが寄せられた。 

 WiLの梶原さん、岩上さん、琴さんにメンタリングをしていただきました。事業計画

だけではなく、目標の立て方や、本当に自分のやりたいことをご指導いただきまし

た。事業は、事業計画よりも行動する人の姿勢が重要であることをメンタリングを

通じて学ぶことができました。 

 メンタリングを通じて、「自分が本当にやりたいことが何なのか」に真摯に向き合わ

ないといけないと痛切に感じている。 

 ベンチャーキャピタリストという人達との出会いに感謝。彼らは社会作りのサポー

ターであり、お金を提供することはそこに集まった想いを提供することで、スター

トアップにはその想いを受けとれるアイデアが必要である。 

 常に課題と向き合い、お客様が本当に求めているものを考え、それを提供するため

に諦めずに行動し続けて、お客様を幸せにするのが Next Innovator だと考えます。

国内プログラムの講師陣、シリコンバレーの講師陣ともに行動をしている方々ばか

りでした。始動のコンセプトである Thinker to Doer の意味が半年を通じて実感す

ることができました。私もメンターの方々のように行動し続けて課題を解決出来る

ような人材となりたいと思います。 

 失敗を恐れず何度でもトライし続けるのが Next Innovatorのあるべき姿と思いまし

た。一方でそれでも日本の組織に属している私にとって、日本で大きなことをする

には組織の力は重要とも思います。そのときには周りの人を巻込んで「みんなで事

を成し遂げる」気風をつくる器用さのようなものも必要と感じました。 

  



33 

 

シリコンバレープログラム後半の様子 
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Ⅵ. 国内フォローアッププログラム 

 

国内フォローアッププログラムは、惜しくもシリコンバレー選抜 20名に選ばれなかった

受講生を対象とした短期講習型の事業ブラッシュアップのプログラムである。 

プログラムは全 2回の検討会とピッチ大会から構成される。2019年１月 19日の第 1回は

「最終審査の振り返りと自身のプランの再確認」、1月 26日の第 2回は「『聴き手』の共感を

もたらすピッチの組み立て」のテーマで検討会を実施した。2月 2日の第 3 回は「Demo Day

に向けたピッチ審査会」を実施し、参加者 31名のうち受講生同士による相互評価点（ピア

評価点）の高かった 20 名を、最終成果報告会（Demo Day）にてピッチを行う者に決定した。 

 

 

 

受講生からは次のようなコメントが寄せられた。 

 国内フォローアップの実施回数は 3 回程度と少ないですが、集まっているメンバー

が始動プログラムの中でもかなり濃いメンバーでした。 

 30 名という限られたメンバーでお互いに直言し合うプログラムで、率直な意見交換

ができ、自分の思い込みや思い入れの部分を取り除く最良の期間でした。始動プロ

グラムを通じて共通の意識、信頼があってこそのプログラムだったと思います。 

  

国内フォローアッププログラム

【第１回】

最終審査の振り返りと自身のプランの再確認

日時： 2019年1月19日（土）

会場： Ignitionlab MIRAI(WiL東京オフィス）

【第2回】

「聴き手」の共感をもたらすピッチの組み立て

日時： 2019年1月26日（土）

会場： Ignitionlab MIRAI(WiL東京オフィス）

ゲスト： 田路 圭輔 氏（株式会社エアロネクスト 代表取締役CEO）

【第3回】

Demo Dayに向けたピッチ審査会

日時： 2019年2月2日（土）

会場： Ignitionlab MIRAI(WiL東京オフィス）

ゲスト： 林 正浩 氏（株式会社大和総研 主任コンサルタント）
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Ⅶ. 最終成果報告会（Demo Day） 

 

2018 年度始動プログラムの最終成果報告会「Demo Day」は、参加チケットを一般の方々

にも一定数公開し、始動としては初めての公開イベントとして実施した。内容としては、

受講生計 40名（シリコンバレー選抜者 20名＋国内フォローアッププログラム選抜者 20名）

によるピッチ大会や、シリコンバレー派遣メンバーによるシリコンバレープログラム帰国

報告会のほか、WHILL 株式会社代表取締役兼 CEO 杉江理氏による基調講演、アルムナイによ

るブース展示や、始動プログラムについてよく知らない方々に向けたステージセッション

などを行った。第 4 期受講生やアルムナイ、メンターなどの始動関係者のほか、受講生が

所属する企業の経営陣や人材育成プログラムの担当者、研究者、学生など幅広い方々に来

場いただき、総来場者数は 500名を超えた。 

 

 

Demo Day

日時：2019年2月15日（金）13：00～18：45

会場：六本木ヒルズ森タワー49階各セミナールーム

概要：

【第１部】

1 開会挨拶

福本 拓也 氏（経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室長）

2 第4期活動報告

枝廣 龍人 氏（株式会社大和総研 経営コンサルティング第一部）

3 講演

伊佐山 元 氏（WiL General Partner / CEO ）

　　 「Next Innovatorが変えるミライニッポン」

4 成果事例パネルセッション

第１期生(2015) 池田 貴裕 氏（パイフォトニクス株式会社 代表取締役）

第２期生(2016) 嶋田 光敏 氏（BizteX株式会社 代表取締役）

第３期生(2017) 金子 祐紀 氏（東芝デジタルソリューションズ株式会社

RECAIUS事業推進部 コエステーション事業プロジェクトリーダー）

モデレーター 大村 岳雄 氏

（株式会社大和総研 経営コンサルティング本部）

5 始動第４期受講生 ピッチ予選会

6 始動アルムナイブースセッション＆商談・休憩スペース

【第２部】  

1 ピッチファイナル（始動第４期 受講生６名）

2 シリコンバレープログラム報告（始動第４期受講生・シリコンバレー派遣者５名）

3 基調講演

杉江 理 氏（WHILL株式会社 代表取締役 兼 CEO）

4 表彰式

5 開会挨拶

丸尾 浩一氏（大和証券株式会社 専務取締役 企業公開担当）
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Demo Day では、40 名のうち審査員評価の高かった 6 名がステージで再度ピッチを行い、

最優秀賞 1名と優秀賞 2名を表彰した。 

最優秀者は関西巻取箔工業株式会社の久保昇平氏（事業計画タイトル「VOCゼロに貢献す

る『熱転写顔料箔』」）が受賞し、優秀賞は株式会社カネカの有川尚志氏（同「地球を救う

天然プラスチック PHBH ～海洋ごみ問題ソリューション～」）と、株式会社 NTT データ兼 Nei 

kid の野辺健一郎氏（同「『親が選択しなかった人生を歩む』新しい教育プラットフォーム

“Nei kid”」）が受賞した。 

 

当日の様子 

 

 

一般来場者、アルムナイ、受講生からは、それぞれ次のようなコメントが寄せられた。 

（一般来場者） 

 どなたも素晴らしかった。登壇者と自分との距離が想像以上で、悔しいと思った。 

（大企業 30代男性） 

 事業をする理由が個人の経験などによるものが多い印象で、それによって自分の言

葉で語られる事業提案には説得力があった。（大企業、30代男性） 
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 ピッチ予選会のレベル、熱気、人気、とても素晴らしかった。緊張感が気持ち良い

だろうと羨ましかった。（大学、40代男性） 

 男性も女性も関係なく、堂々としたピッチをしていたことが印象に残った。（大企業、

30代女性） 

（アルムナイ） 

 「考えてばかりではダメ、行動しよう」「新しいことをやるなら失敗もつきもの、失

敗を恐れるのではなくチャンスを見過ごすことを恐れよう」といった全体の空気感

がベースにあるので、あの場にいるだけで元気になれるし建設的な話が色々と出来

て、本当に最高の場だと思います。 

 ピッチ大会での「Why you？」の部分が強く、それぞれ印象的であった。 

 （ブース出展者）大手企業の執行役・開発センター長・イノベーション関連部門の部

長などに開発成果の展示について興味深く聞いていただくことができ、今後のビジ

ネスへの繋がりにも期待が持てた。 

（受講生） 

 始動同期のイキイキとした姿が印象に残った。心から世の中を良くしたい、誰かの

ためになりたいという気持ちがにじみ出ていました。また、それを真剣に聞いてい

る方々の姿がとても印象的で、想いを持って続けてきた活動は、誰かの心を動かす

ということを感じることができました。 

 最終ピッチのレベルが高くレベルの差を感じたが、彼らに負けないようにもっと成

長したいと思った。 

 4 期生として Demo Day にピッチ登壇者として立てなかったことを悔しいと思うと同

時に、同じように頑張ってきた同期がピッチしているのを見て、積極的に応援した

い、という熱い気持ちになった。 

 今までメッセンジャーや電話でしか繋がってなかった始動の先輩方に会えてよかっ

た。しかも私に会わせたい人がいるとわざわざ連れてきて頂けたのは感激でした。 

 WHILL杉江氏の講演が素晴らしかった。起業のきっかけ、スタートアップ時代のチャ

レンジ、悩み、英語の学び方、スケールの仕方、ビジョンの描き方等まさにお手本

だった。刺激を受けた。 
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Ⅷ. 事業化アンケート結果 

1. 概要 

Demo Day 終了後、始動受講生の事業化（事業資金または人材を獲得すること）の有無や

事業化以外の活動成果を確認するため、アンケート調査を行った。アンケートはアルムナ

イを含めた始動受講生 498名に発出し、279名から回答を得た（回答率 56％）。その他の概

要は下表の通りである。 

 

事業化アンケート概要 

目 的  始動プログラム終了後の事業化の有無の確認 

 事業化以外における始動プログラム成果の有無の確認 

対 象 始動受講生（第 1～4期）累計 498 名※ 

※メールアドレス変更などによりアンケートの発出ができなかった受講生も含む 

手 法 インターネット調査 

回 答 期 間 2018年 12月 17日～2019年 2月 28日 

回 答 率 合計：回答者数 279／498名（回答率 56％） 

 ・第 1期 51/120名（同 43％） 

 ・第 2期 53/126名（同 42％） 

 ・第 3期 68/126名（同 54％） 

 ・第 4期 107/126名（同 85％） 
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2. 事業化率 

「『始動』に参加した結果、何らかの形で事業化しましたか？」との質問に対し、未回答

者を分母に含めて事業化率（「事業化した・既に事業化していた」「事業化する予定」の合

計）を算出すると、2019年 2月末時点の総事業化率は 37％であった。内訳は、第 1期の事

業化率が 24％、第 2期が同 27％、3期が同 31％、第 4期が同 63％であった。 

 

 

 

出所：始動 2018事務局作成 

 

 

Ｑ：「始動」に参加した結果、何らかの形で「事業化」をしましたか？

498名

83名
（17%）

101名
（20%）

60名
（12%）

35名
（7%）

219名
（44%）

37％※

事業化した・既に事業化していた

事業化する予定

事業化する予定はない

事業化を試みたが
事業化に至らなかった

未回答

凡例：

Ｑ：「始動」に参加した結果、何らかの形で「事業化」をしましたか？

第1期
（2015年度）

第2期
（2016年度）

第3期
（2017年度）

第4期
（2018年度）

120名

事業化した
・既に事業化していた

事業化する予定 事業化する予定はない
事業化を試みたが
事業化に至らなかった

未回答凡例：

23名
（19%）

7名
（6%）

13名
（11%）

8名
（7%）

69名
（58%）

19名
（15%）

15名
（12%）

12名
（10%）

7名
（6%）

73名
（58%）

18名
（14%）

22名
（17%）

17名
（13%）

11名
（9%）

58名
（46%）

23名
（18%）

57名
（45%）

18名
（14%）

9名
（7%）

19名
（15%）

126名 126名 126名

24％ 31％27％ 63％
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また、未回答者を分母に含まずに事業化率（「事業化した・既に事業化していた」「事業

化する予定」の合計）を算出すると、2019年 2月末時点の総事業化率は 66％であった。内

訳は、第 1期の事業化率が 59％、第 2期が同 64％、3期が同 59％、第 4期が同 75％であっ

た。時間の経過とともに、事業化「予定」比率が減少し、実際に事業化「した・していた」

比率が高まる傾向がある。 

 

 

 

出所：始動 2018事務局作成 

 

 

Ｑ：「始動」に参加した結果、何らかの形で「事業化」をしましたか？

279名

83名
（30%）

101名
（36%）

60名
（22%）

35名
（13%）

66％※

事業化した・既に事業化していた

事業化する予定

事業化する予定はない

事業化を試みたが
事業化に至らなかった

凡例：

Ｑ：「始動」に参加した結果、何らかの形で「事業化」をしましたか？

第1期
（2015年度）

第2期
（2016年度）

第3期
（2017年度）

第4期
（2018年度）

51名

事業化した
・既に事業化していた

事業化する予定 事業化する予定はない
事業化を試みたが
事業化に至らなかった

凡例：

23名
（45%）

7名
（14%）

13名
（25%）

8名
（16%）

19名
（36%）

15名
（28%）

12名
（23%）

7名
（13%）

18名
（26%）

17名
（25%）

22名
（32%）

11名
（16%） 23名

（21%）

57名
（53%）

18名
（17%）

9名
（8%）

53名 68名 107名

59％ 59％64％ 75％
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事業化に対する始動プログラムの貢献については、「事業計画の質が高まった」「創業・

事業創出に係わるマインドセットが身に付いた」「事業に対する相談相手など、事業化に間

接的に貢献したネットワークが得られた」「同じく事業を推進する仲間など直接的なネット

ワークが得られた」との回答が多く寄せられた。 

これらの回答結果は、始動プログラムが、各受講生の事業計画のブラッシュアップを促

進するだけではなく、イノベーターとしてのマインドセットやネットワークの形成を促進

するプログラムであることを示している。 

 

 

出所：始動 2018事務局作成 

 

事業化した事業の従事者数（予定含む）については、始動プログラム「内」で検討した

事業と、その「外」（始動プログラム後）に検討した事業に大きな違いはなく、いずれも従

業員 5名以下の事業体が過半数を占め、従事者数の中間値はいずれも 5名であった。 

 

Q.「始動」は事業化に向けてどのような貢献をしましたか？（複数回答可）

事業計画の質が高まった

創業・事業創出に係わる
マインドセットが身に付いた

事業に対する相談相手など、
事業化に間接的に貢献したネットワークが得られた

同じく事業を推進する仲間など
直接的なネットワークが得られた

まだ具体的に事業に結びついてないが、
将来ビジネスで協力しうるネットワークが得られた

オープンイノベーションの必要性、
社内抵抗勢力への対処方法等の参考となった

世界とのレベル差を認識できた

投資家・技術開発パートナー・販売パートナー等、
本事業化に直接貢献したネットワークが得られた

実現したい事業に関連する
部署に異動・所属できた

その他

(n＝184、無回答除く）

3%

8%

22%

27%

32%

40%

57%

64%

71%

72%
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注：数字記載がある有効回答のみ集計。範囲記載（「○～○人」）の場合、平均値の小数点以下を切り上げ 

出所：始動 2018事務局作成 

 

 

事業あたりの資金規模（予定を含む）の中間値は、始動「内」で検討した事業が 3,000

万円、始動「外」で検討した事業が 4,000万円であった。 

 

 

注：数字記載がある有効回答のみ集計 

出所：始動 2018事務局作成 
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9

4 3

12

1～5名 6～10名 11～15名 16～20名 21名以上

Ｑ：現時点で事業にメインで従事する要員数を教えてください。
今後事業化する人は目標や予定も含め想定で記載してください。

始動『内』で検討 始動『外』で検討

（有効回答n＝72） （有効回答n＝52）

（件）

30

15

1
3 3

1～5名 6～10名 11～15名 16～20名 21名以上

平均値 10.7名

中央値 5名

最大値 100名

合計 765名

平均値 8.9名

中央値 5名

最大値 100名

合計 461名

（件）

Ｑ：現時点の事業資金・予算規模※についてお伺いします。
今後事業化する人は目標や予定も含め想定で記載してください。

始動『内』で検討 始動『外』で検討

（件） （件）
平均値 1億5,184万円

中央値 3,000万円

最大値 38億円

合計 95.7億円

平均値 4億2,801万円

中央値 4,000万円

最大値 100億円

合計 188億円

（有効回答n＝62） （有効回答n＝44）

19

25

7
5

7

～1千万円 ～5千万円 ～1億円 ～3億円 3億円以上

17

8

3

7

9

～1千万円 ～5千万円 ～1億円 ～3億円 3億円以上



43 

 

3. 事業化以外の活動成果 

始動プログラムの成果は、受講生（卒業生）自身の事業計画の「事業化」だけにとどま

らない。多くの始動受講生が、プログラムへの参加を契機として、自身が所属する企業の

社内イノベーション推進組織を立ち上げたり、企業同士の連携を促進したりしている。会

社の中ではなく、NPO法人や地域コミュニティなどにおいて社会課題の解決を目指す活動も

広く行われている。 

また、始動プログラム後に本人が希望する部署への異動や転職を実現することも、マク

ロの観点からは個人のパフォーマンスの最大化や経済活動の活発化につながるものであり、

始動の成果の 1つであると考えられる。 

 

事業化以外の活動成果（第 1期生） 

 

  

Ｑ：「始動」を機にした事業化以外のDoerとしての活動成果があれば、具体的に教えてください。

• 浜松ベンチャーコミュニティ「Hamamatsu Venture Tribe」形成、地域の大企業とベンチャーと行政の架け橋

• 始動での出会いをきっかけに、大阪イノベーションハブでのメンター就任

• 大阪イノベーションハブにて、大企業イントレプレナーミートアップと称し、始動メンバーで関西の大企業のイントレプレナーを育てるプログラム（約10
カ月）を3年間実施している。

• 星取県の取組みをきっかけに、宙ツーリズム推進協議会の理事に就任

• バイオベンチャー京都代表6社に選抜されBostonへ派遣（2018年2月）

• KDDI∞LaboへのJA全農の参画（アクセラレーターとして参画）、新たな仕組みづくりを行う新設部署への異動。

• 海外パートナーとの連携拡大、強化

• Google サンフランシスコに転籍

• スタートアップ出資、社内への技術トレンド等のインプット、イントレプレナーカルチャー醸成の為のイベント、ワークショップ開催

• 東大EDGE NEXTプログラムでの諮問委員・講評員、社内での新規事業創出チーム（有志）の運営

• 社内有志での新規事業創出の取組みを開始、経営層にも活動認知が広まった

• 社内のイノベーション推進組織の立上げに中心的に関与。また当該組織において社内版始動プログラムともいえるビジネスプランコンテストを企画運
営したり、始動カフェ(始動2015で開催されていた)をヒントに「イノベーション・サロン」と題したイベントを開催中。参加者に社外の知に触れる機会を
提供することで気づき・刺激を与えイノベーションをジブンゴト化することを狙っている。なお、本イベントには始動プログラムの仲間にも登壇してもらっ
ている。上述の両企画共に、当社の様な多種多様な有形無形の資産を持つ会社（丸紅株式会社）から1人でも多くの社内起業家が生まれれば
大きなインパクトを生み出すことができると考え地道に取り組んでいるもの。

• 弊社役員のシリコンバレー研修の準備実施

• 挑戦をしやすい社内風土や中期計画の策定を実施

• 新規事業推進部門の新規設立に寄与できたと考えます

ほか多数
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事業化以外の活動成果（第 2期生） 

 

 

事業化以外の活動成果（第 3期生） 

 

  

Ｑ：「始動」を機にした事業化以外のDoerとしての活動成果があれば、具体的に教えてください。

• 事業ではなくどちらかというとNPOや社会貢献に近い形だが、ミュージカルというリアルな舞台表現を通じて日本の文化芸術活動に貢献し、高品質な
エンターテインメントを創り出す、それらに関わる人々をサポートする、というところの活動を開始。現在でも始動同期との仕事を一緒にしている。

• 本業の他に、「親子の休日革命」という団体を立ち上げ、親子向けのワークショップの提供などを通じた子育てリソースシェアリングのプラットフォーム化
を目指して活動しております

• 県庁を含む市町村との連携が実現しつつある。

• 医療ベンチャー・医療機器開発支援団体への参画、関西始動コミュニティの活性化、CancerXによるコレクティブインパクト、大阪府臨床工学技士
会に医産連携委員会を発足、その他医療健康関連のコミュニティに多数声をかけて貰ってるので、これらを統合出来るような仕組みを作りたいと考
えております。

• 信金グループでOne Shinkinを立ち上げた。

• AIを活用した事業化に興味を示すメンバーを集めて、5日間連続のイベント「AIフォーラム」を日比谷ミッドタウンにて開催（2018年5月）

• 始動のメンタリング等を通して、ベンチャー企業の立ち上げの支援ができないかと考え、フリーランスとして活動することとした。縁もあり現在２社のベン
チャー企業で活動を1年以上継続することが出来た。1社では、経営企画としてNEDO等の助成事業の獲得で1億円以上の売上の計上。1社で
は、PMとしてJR駅構内での案内サイネージのPOCを実施している。

• 始動の出会いきっかけに新規事業推進へ異動となり、現金受取サービスを立ち上げた。ただ、自分のやりたいことを諦めきれず、他社で始動で検討し
ていたプランのようなものを検討していたため、転職し現在推進中。

• 社内ベンチャー制度立ち上げ運営、スタートアップへの転職

• 社内のアンオフィシャルな新規事業創出チームの活動開始⇒経営トップの公認プロジェクト化

• 社内のアンオフィシャルな新規事業創出活動の開始。所属部署を超えた会社取締役、役員との有志の意見交換会、新規事業提案の機会創出。
社内のオフィシャルな起業家プログラムの提案（承認プロセス中）。

• 始動３期生の斡旋をして２名参加させることが出来たこと。その２名と一緒に始動への参加報告を社長に実施して意義を理解してもらえたこと。

ほか多数

Ｑ：「始動」を機にした事業化以外のDoerとしての活動成果があれば、具体的に教えてください。

• 外国人労働者の受け入れプロジェクトをお手伝いしております。また、今後は地方創生のリブランディングにも携わる予定です。

• 日本でのモンゴルのスタートアップコミュニティを立ち上げ、運営開始。

• 事業ではありませんが、1ヵ月に約１回のペースで「大人の教養大学」を実施し、1年間継続的に活動してまいりました。現在、のべ500名ほどの参
加者になり、今後も、大人が教養を身につける場、社会人のリカレント教育の場、現代人のサードプレイスとして続けていくつもりです。

• 鳥取県での始動報告会の開催、山陰イノベーションプログラムのアドバイザー就任

• 始動メンバーで計画して発表した内容が実現した、調理×ロボットの店舗の出展。ビジネスの種だったものが、大手との協業が始まった。

• 始動SVプログラムでもご一緒したNTTドコモ（始動参加時はNTTデータ）の神谷さんと、両社共同でキャンペーンを実施した。拡大に向けて継続
活動中です（セブン銀行）。

• 横浜ITクラスター交流会の実行委員会メンバーとして参画

• Girls in Techでの活動、登壇・Women in Tech（日本マイクロソフト内でのinitiative）の立ち上げ、運営メンバーとしての活動・保育の
各種団体の支援(特にICT関連)

• 始動を機にポートフォリオワーカー（フリーランス）になろうと決意できた。

• 希望部署へ異動した

• グループ横断の金融イノベーションを担う組織の事務局の主担当となり、組織の見直しから着手。来期からは、社内のLab的な仕組みを立ち上げ
る予定。またSDGs 推進の立ち上げメンバーとなり、社会課題解決の視点で期間限定ながら会社としては初となる社内有志組織を設計、運営し、
経営への提言まで実行

• 大企業を退職してスタートアップに参加したこと

• 社内ビジネスコンテストを企画、運営

• 全社の有志活動で「新規事業を何が何でも実現するぞプロジェクト」を発足。始動をパクリまくってます。

ほか多数
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事業化以外の活動成果（第 4期生） 

 

 

始動プログラム後の異動、転職、独立起業などの有無 

 

出所：始動 2018事務局作成 

 

  

Ｑ：「始動」を機にした事業化以外のDoerとしての活動成果があれば、具体的に教えてください。

• 始動Demo Dayのプレゼンをきっかけに他企業がビジョンに共有し、一緒に新規を取り組みたいとお声がけをいただく機会が増えた。

• 浜松市トライアルオフィスでの成果が認められ、事業継続するとともに、業務範囲が拡大しています。その活動の中で出会った自社のビジネスと親和
性の高いSaas事業者との東海地区における提携が具体化しています。また、㈱TBMの販売代理店化の話と、それに伴う社内デザイン部門の立ち
上げが実現しました。浜松市内にコワーキングスペース立ち上げの話があり、大企業をスポンサーとした場所の立ち上げが実現しそうです。浜松地域に
おけるStartupコミュニティの創出に向け、Startup weekend浜松のオーガナイザーとなり、イベント主催していくことになっています。"

• 始動のメンタリングで分かった自分のやりたいことを行う為に、NPO法人JSBNの運営に携わるようになった。コミュニティ運営スキルを得る為に、有志
団体（ONE JAPANやFacebook Developers Circle）のメンバーとして参加。

• 副業推奨の企業に再就職した。起業家でありながら、別の会社の社員というパラレルな働き方が出来ている。土日はストアカでwebsite構築の
講師活動を始めた。

• 始動の応募を経て、自分の未来を考えました。「現状が実現したい未来に繋がっているか？」という問いで、「繋がっていない」と判断し転職しました。

• SHOWROOM株式会社へ転職し、より実装力の高い環境に身を置くことにした。

• 経営層トップを巻き込んだ、社内スタートアップ制度の立ち上げ。

• 社内で評価が高まり、様々な人から声をかけられるようになった。人事部も認知してくれている。有志活動であるものの新規事業提案のチームに加
わり、始動で得たネットワークも活用出来ている。

• 本部の、新規事業検討プロジェクトのリーダーになった。今後のスポーツビジネスの新規事業について社内に提案する予定である。現在は、チームが
確定した段階であり、開始は来年度からの予定。

• 次代のコミュニケーションの柱となりうるｘR領域のクリエイティブのパイロットチームのマネジメント担当に。

• 社内で新人事制度『社内交換留職制度』を提案し、現在詳細制度設計中。社内インキュベーションチームBOOSTを結成し新事業開発を促進
している。趣味でベンチャーを手伝い経験を得ている。（副業禁止のためボランティア）

• 社内で既に立ち上げていた価値創造/事業創出WG活動の更なる推進と拡大、社内での発信を増やすことで組織の壁を越える活動の事例とし
て労働組合で取り上げて頂いた。

ほか多数

Ｑ：「始動」応募以降、異動・出向経験はありますか？ Ｑ：「始動」応募以降、転職経験はありますか？

Ｑ： 「始動」応募以降、独立・起業経験はありますか？
共同創業も含みます。 Ｑ：「始動」応募以降、副業経験はありますか？

（すべてn=279）

1回

2回
3回
4回

ない
（0回）

1回

ない
（0回）

1回

2回

ない
（0回）

1回

2回
3回

5回以上
ない

（0回）

1回 82名 29%

2回 6名 2%

3回 1名 0.4%

4回 1名 0.4%

5回以上 - -

ない
（0回）

189名 68%

1回 30名 11%

2回 - -

3回 - -

4回 - -

5回以上 - -

ない
（0回）

249名 89%

1回 34名 12%

2回 3名 1%

3回 - -

4回 - -

5回以上 - -

ない
（0回）

242名 87%

1回 47名 17%

2回 8名 3%

3回 1名 0.4%

4回 - -

5回以上 3名 1%

ない
（0回）

220名 79%
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4. 始動の推薦度 

「『始動』を同僚や知人にどの程度勧めようと思いますか？すすめたくない「1」－すすめ

たい「10」で選択してください」とのアンケートに対し、回答者 279名のうち 232名（83％）

が 8以上を選択した。 

 

 

出所：始動 2018事務局作成 

 

8～10を選択した回答者からは、次のようなコメントが寄せられた。 

 自分自身にとって貴重な体験であったこと、今も当時の仲間との繋がりが非常に役

に立っている。 

 他のプロジェクトでは得られないサポートの厚さ、人材の豊富さ、熱量は「始動」

だけでしか経験できませんでした。 

また、7以下を選択した回答者からは、次のようなコメントが寄せられた。 

 人により合う・合わないがある。 

 絶対に自身と社会のためになる。ただし、誰にもというわけではなく、本気な人に

勧めたい。 

以上 

156

30
46

24
11 6 1 5 0 0

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Q：「始動」を同僚や知人にどの程度勧めようと思いますか？
すすめたくない「１」－すすめたい「１０」で選択してください

すすめたい すすめたくない

（n=279）8以上の合計
232名（83％）


