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2022 年の白書第 3 章では各方面から 5 人の専門家の方々にご寄稿いただいた。 

「ベンチャー企業―起業の動機は世のため人のため」 

2022 年 6 月に公表された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」において、ス

タートアップの創業促進と大企業によるオープンイノベーションの環境整備が政府の最重要政

策になったことは将来に向けて大いに期待ができることである。

日本で起業が少ない最大の原因として、「失敗に対する危惧（起業に失敗すると再チャレンジ

が難しい等）」を挙げるベンチャー企業経営者が最多の 47.9％（2022 年）にも達しており（「ベ

ンチャー白書 2022」第 2 章、図表 2- 7）、こうしたマイナス要因を除こうとする努力が従来から

なされている（個人保証の課題等への対応）。

起業を増やすためには、日本の若者へのアントレプレナーシップ教育（＝起業力教育）が肝

要であり、世の中の課題の発見とその解決に重きを置いた教育の必要性が広く認められてきて

いる。日本の高専・大学・大学院において起業力教育が行われているが、高校生への教育の重

要性にも関心が寄せられ、民間でも実施されている（注）。 
（注）「ベンチャー白書 2016」＜学び方革命＞Ⅰ- 141頁,「同白書 2019」Ⅰ- 88～100頁 

日本においては、「経済的な成果を得たい」が起業の動機として 4 位に挙げられてはいるが、

継続してトップ（73.0％ 2022 年）を占めている動機は「社会的な課題を解決したい、社会の役

に立ちたい」（＝世のため人のため）である。志が感じられて勇気づけられるだけではなく、真

に幸いなことでもある（「ベンチャー白書 2022」第 2 章、図表 2- 2）。欧州の起業力教育におい

ても「Value for Others」に力点が置かれている（注）。多くの業界業種で ESGや SDGsを意識した

企業行動が日本において増えつつあることにもマッチしていると言えよう。

(注)「ベンチャー白書 2018」<ヨーロッパにおける起業家教育事情>Ⅰ- 100頁、「君と世界はビジネスでつながって

いる」66頁 

鎌田富久氏（東京大学大学院情報理工学系研究科 特任教授・TomyK 代表）には『スタート

アップが先導する「ソーシャルインパクト・ファースト」の未来』をご寄稿いただき、利益第

一主義からソーシャルインパクト・ファーストへの転換・変革をリードするのが「スタート

アップ」の役割であることを述べていただいた。

【前書き】スタートアップへの期待とオープンイノベーションの発展 
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「先端技術系ベンチャー企業」 

日本の産業・日本経済の成長のために望ましいのは、グローバルに競争し展開できるような

ベンチャー企業、将来日本経済を牽引するようなベンチャー企業の創業であろう。そうすれば

日本では極端に少ないユニコーンが生まれる可能性も大きくなろう。これはベンチャー企業が

M&A を受ける場合にも妥当しよう。 
日本の優れた技術力を活用して、産学連携を軸に、大学・大学院・研究所等における質の高

い研究成果をベースにした先端技術（ディープテック）系のベンチャー企業を伸ばすことが有

力な方策ではないだろうか。ディープテック系ベンチャー企業は投資すべき金額も多く投資期

間も長いだけに協力する民間分野の本格的な支援だけではなく、政策支援が必要なケースがあ

ろう。

松尾豊氏（東京大学大学院工学系研究科 教授）には「スタートアップ育成の仕組み化」を

ご寄稿いただき、東京大学工学系研究科の松尾研究室において研究室の専門分野である「AI」
領域に特化してスタートアップを設立・育成する仕組みの要諦をコンパクトにご紹介いただい

た。大学におけるアントレプレナーシップ教育を考える際の参考にしていただければ幸いとの

ご趣旨である。

CVC
コーポレート

ベンチャーキャピタル

ベンチャーエコシステム 生態系（主な資金の流れ）

LP投資

投資 スピンアウト
（分離・独立）

投資 スピンアウト
（分離・独立）

EXIT Ｉ
Ｐ
Ｏ

清
算

Serial Entrepreneur
（連続起業家）

VC
ベンチャーキャピタル

設立・LP投資

設立／LP投資／投資
スピンアウト(分離・独立)

M&A 合併・買収
IPO 新規上場
キャピタルゲイン
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「オープンイノベーション①」 

大・中堅企業とすでに協業している、あるいは将来協業したいと思っているベンチャー企業

（＝協業に積極的なベンチャー企業）は全体の91.6％（2022年）に上っている（「ベンチャー白

書 2022」第 2 章、図表 2- 15）。 
大企業がベンチャー企業とともにオープンイノベーションを実施すれば、大企業の持つ資

本・多様な人材・販路がベンチャー企業の成長に大いに有益であろう。他方、大企業ではベン

チャー企業の新しい仕組み・技術・考え方に刺激されて、新たな業務展開が促され、大企業内

の社内起業活動が活発化しよう。 
投資家がベンチャー企業の開発した新たな技術等を自ら目利きできることは大事なことであ

るが、社内に擁する専門家を活用してそれが可能な大企業もあるだろう。 
 

合田ジョージ氏（株式会社ゼロワンブースター代表取締役）には「進化し続けるオープンイ

ノベーション」において、大企業が主役となって運営されるコーポレートアクセラレータープ

ログラム（CAP）のお陰で大企業とスタートアップの「協業」が促進され、また、大企業の社

内起業プログラムとオープンイノベーションのミックスが生まれ、最近では Startup Studio が勃

興する等の多様化した展開がみられることを述べていただいた。 
 

「オープンイノベーション②」 

最近では、日本各地において、信用・人材・販売力を有する地場中堅企業が、ベンチャー企

業とのオープンイノベーションのお陰でベンチャー企業の新鮮なアイディアを得て活性化され、

他方、ベンチャー企業も各地方の既存企業の多くのメリットの受益者になるようなコラボレー

ションが盛んになってきた。こうして各地の企業とベンチャー企業（本社所在地に関わらず）

とのコラボレーションが日本の地域振興の有力な役割を果たしている。 
 
水野智之氏（Creww 株式会社 取締役 COO）には「スタートアップと事業会社によるオープ

ンイノベーションの 10 年の変革と今後の展望」をご執筆いただいた。事業会社によるスタート

アップとのオープンイノベーションは、かつてのような大企業だけではなく、日本全国の様々

な業種の地場中堅企業が取り組んでいること等を述べていただいた。 
 
大手の事業法人とベンチャーキャピタル（VC）が協働してベンチャー企業への投資を進める

ケースはかなり以前からみられるが、事業法人の子会社である CVC を VC が支援するケースも

ある。いずれも、両者の専門性・長所を生かしたコラボレーションであろう。 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ - 88

第3章　スタートアップへの期待とオープンイノベーションの発展



なお、ベンチャー企業に対する事業法人（子会社の CVC を含む）からの投資に対して

は、2020 年度から「オープンイノベーション促進税制」が創設され、ベンチャー企業の

株式を事業法人が取得する場合、事業法人である投資家に対して株式の取得価額の 25％
を所得控除するという税制上の優遇措置がスタートしている。2022 年度にはこの税制措

置の条件が緩和され延長された。2020 年度の制度創設以来、2022 年 3 月までの 2 年間で

合計 152 件・約 427 億円の出資金額についてこの税制適用に必要な証明書が経済産業大

臣から交付されている（経済産業省）。

「ピボットへの提言」 

創業中のみならず、創業後においても、事業モデルの転換に至る事例は少なくないと言われ

てきた。実際、特に消費者向けのサービスでは、複数回のピボットの後に事業を軌道に乗せた

例が目立つようである。

琴坂将広氏（慶應義塾大学総合政策学部 准教授）と津覇悠野氏（慶應義塾大学総合政策学

部）には「事業転換（ピボット）にどう向き合い、どう活用すれば良いのか」をご執筆いただ

いた。

日本・中国・韓国におけるピボットの現状をみて、最近盛んになりつつあるピボットの学術

研究を紹介するとともに、現実にピボットを経験した起業家の意見を紹介して、ピボットに対

する関係者の支援の在り方を検討し提言していただいた。

「ベンチャー投資の資金面等」 

ベンチャー投資の資金面の環境については、ベンチャー白書 2022（第 1 章 -（1）- ⑦）で詳

しく述べた通りである。

VC のベンチャー投資、政府・地方公共団体等からの LP 出資やベンチャー投資とともに、事

業法人が日本の GDP に迫るような巨額の内部留保を利用してベンチャー投資に振り向けること

が期待される。投資・出資のルートとしては、①VC への LP 出資、②事業法人からの直接投資、

③事業法人の子会社である CVC からの投資、等がある。

なお、日本の事業法人の海外への投資・海外における投資に比べて、国内投資が活発ではな

いことが、令和 4 年版の経済財政白書の中で懸念されている（注）。幸い、急速に広がっている

DX の推進等を契機に、事業法人の将来の主要業務となる可能性のある、ベンチャー企業への

投資が急拡大することを期待したい。

（注）「令和 4年版経済財政白書」196頁 
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大きな変化の波が我々に迫っている。モノ消費の拡大が支えた経済成長の時代は終わり、再

生可能エネルギーへのシフト、地球環境の保全を前提として、新たな豊かさを模索する時代と

なる。いわば「利益第一主義」から「ソーシャルインパクト・ファースト」への転換だ。そし

て、人口減少による社会構造の変化に対応するために、AI やロボット、オンラインを本格的に

取り入れて、少ない労働力でも回る社会を構築する必要がある。これまでの常識はくつがえり、

パラダイム・チェンジが起きる。これは、なにもビジネスに限ったことではない。新たな価値

観のもと、すべての組織や活動において、これまで当たり前だったことを見直して、未来から

見て最適な方法に変えていく必要がある。これまでの延長線上ではなく、ゼロから作り上げる

ことに近い。こうした変革をリードするのが、スタートアップだ。本稿では、未来に向けて、

加速する社会の変革とスタートアップの役割、期待について述べる。

1. 世界に先駆けて課題に直面する日本
現状、日本の人口減少のスピードはかなり速い。図 1 に示すように、明治維新から 150 年間

右肩上りに増えてきた日本の人口は、2008 年の 1 億 2,808 万人をピークにすでに減少カーブに

なっており、2100 年には、5,000 万人を切るかもしれないという予測もある[1]。出生率は 1.30
と下がり、少子化が加速している状況である。このまま行けば、22 世紀には、江戸時代に逆戻

りということになる。単に人口が減るというだけではなく、人口構成が江戸時代とはまったく

異なる。

スタートアップが先導する「ソーシャルインパクト・ファースト」の未来

東京大学大学院情報理工学系研究科 特任教授 / TomyK 代表 

鎌田 富久 

REPORT 

鎌田 富久（かまだ とみひさ）

東京大学大学院 理学系研究科情報科学 博士課程修了。理学博士。東京大学在学中にソフトウェアのベン

チャー企業 ACCESS 社を設立。組み込み向け TCP/IP通信ソフトや、世界初の携帯電話向けウェブブラ

ウザなどを開発。携帯電話向けのコンパクトな HTML 仕様を W3C（World Wide Web Consortium）に提案

するなど、モバイルインターネットの技術革新を牽引。2001 年に東証マザーズに上場し（現在、東証プ

ライム）、グローバルに事業を展開。2011年に退任。その後、スタートアップを支援する TomyK を設

立し、ロボット、AI、人間拡張、宇宙、ゲノム、医療などのテクノロジー・スタートアップを多数支

援。東京大学大学院情報理工学系研究科 特任教授。2020年より、LPIXEL Inc. 代表取締役も務める。 
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図 1 日本の人口の推移・持続可能な社会の構築へ 

 

 
このまま行けば、子供が減り、高齢者が増え、生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満の人口）、

いわゆる働く人の割合が、著しく減少することになる。現在でも、働く人 2 人で 1 人の子供も

しくは高齢者を支える2対1の割合になっており、すでに高齢化社会は進んでいる状態である。

さらに 2060 年には、働く人の人口が全人口の約半分となり、働く人と支えられる人（子供、高

齢者）の割合は 1 対 1 となる。このときの高齢化率（65 歳以上の人口の比率）は、約 40％にも

なる。 
今や 65 歳以上でも多くの人はまだまだ元気に働けるが、それにしても、この数字は少子高齢

化の課題の大きさを端的に示している。本来働ける人が、育児や介護に時間を使うことになれ

ば、誰も働けないことになる。極めて深刻な状況だ。人口も経済も右肩上がりに伸びていた状

況から、完全に潮目は変わっている。この流れは二度と戻ることはない。 
これは日本に限った話ではない。国連の人口推移の予測（World Population Prospects）によれ

ば、世界の人口は、2022 年 11 月には 80 億人に達し、2050 年には 97 億人、2100 年には 104 億

人に達すると予測されている。その後、増加率は減少し、世界全体が高齢化社会に向かう[2 ]。
成熟した社会で人口が自然減するというのは、人類史上はじめてのことである。日本は、世界

に先んじて、今後人類が抱える大きな共通課題に直面しているという訳である。 
 
2. 今なぜスタートアップが重要なのか 
どんな国でも、人口増加と経済成長がシンクロし、豊かになっていく段階がある。この時期

は、国として製造業や建設業などのモノづくりを支援して、行政主導で生活インフラ（電気、

水道、ガス、通信など）や交通網（道路、鉄道、空港、港湾など）を整備していくことで経済

は活性化していく。経済の成長に伴い「衣食住」が充実し、国民の生活レベルは上がっていく。
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そして、保健、医療、福祉を整備していくことで、国民の健康レベルも上がっていく。 
この右肩上がりのモノ経済の成長期には、大企業が資本を投入し、より生産を拡大していけ

ば良い。製品開発や製造プロセスの改良・改善によって、品質や生産性を継続的に上げていく。

国民一人当たりの所得が大幅に増え、その分消費も増える。家電製品や自家用車、マイホーム

とほしいモノがいっぱいあるので、需要が経済を引っ張ってくれる。大量生産・大量消費をど

んどん拡大していく。日本の GDP の推移を見てみると、1960 年から 1975 年の間、実質 GDP の

平均成長率が 8.1％という驚異的に経済が成長する時代があった。まさにモノ経済の拡大型成長

である。将来の見通しは明るく、国全体が豊かになり、国民全員にメリットがあった。拡大路

線は、ある意味やりやすい。 
一方、人口減少の局面では、需要が伸び続けていた右肩上がりの時とはまったく違うロジッ

クになる。一人当たりの消費が増えない限り、人口が減った分単純に国内の消費が減り、経済

は縮小する。我々は、1日 3 食しか食べないし、服も倍はいらない、家も 1つあれば十分だ。す

でに必要なモノはだいたい揃っている。むしろ、モノを所有するより、シェアする時代だ。仮

に個人の所得が増えたとしても、モノ消費を増やすことは難しい。衣食住以外で、さらに人々

がほしいものを提供するしかない。人口増加に頼れない状況では、新たな価値を生み出すとい

う難題に正面から取り組むしかない。 
モノの充実では、もはや幸福度は上がらない。GDP 成長を指標とする従来型の考え方では限

界がある。モノ経済の既存産業は、これまで拡大してきた体制や組織を大幅に見直す必要に迫

られる。しかし、これには反対する人が出てくる。右肩上がりの成功体験が邪魔をする。「まだ

大丈夫だろう」と思いたい気持ちが決断を遅らせる。結果、どうしようもなくなってから手を

打つことになりがちだ。大きな船が進路を変えるのには時間がかかるし、既存の組織が自ら変

革を起こすのは難しい。 
この環境変化にいち早く対応して、いわば外から壊すアプローチがスタートアップという訳

である。新しい発想で、これまでにない製品やサービスを開発する。デジタル技術や AI などの

新しいテクノロジーによって、インパクトのある破壊的イノベーションを引き起こす。これま

での延長線上に我々の未来はない。これからの変化の時代、今まで以上にスタートアップの活

躍は重要になる。 
 

3. AI・ロボットを使い倒せ 
すでに労働力不足は多くの業種で深刻になりつつある。農業従事者の高齢化や配送のドライ

バー不足、建設業の職人や作業者の不足、地方の医師不足、飲食やサービス業・介護分野など

の人手不足といった問題が、メディアでもたびたび取り上げられている。人口の右肩下りの状

況、特に働く人の割合が減少する中で、労働力不足の難題を乗り越えるには、少ない労働力で

生産性を上げる必要がある。タイミング良く AI やロボットの技術が進化して、実証段階から実

用化に進みつつある。日本は、こうした先端テクノロジーの格好のターゲット市場ということ

になる。我々は、今後より一層進む労働力不足を見越して、いち早く AI やロボットをあらゆる

分野で活用し、自動化、無人化、最適化を進め、生産性を桁違いにアップさせる必要がある

（図 2）。 
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図 2 AI・ロボットをあらゆる分野で活用して社会を最適化する 

 
 
AI・ロボットの徹底活用は、日本が豊かさを維持していくためには必須に思える。農業など

の一次産業、製造業や物流、ヘルスケアや医療・介護の現場、飲食や接客、建設やインフラ点

検、警備や清掃、あらゆる分野が対象だ。AI・ロボットを本格的に導入した新しい社会を構築

できれば、少ない労働力で豊かな社会を実現する次世代の社会システムで、日本は世界をリー

ドできることになる。少し遅れて、世界の各国でも同じ少子高齢化の課題に直面するからだ。

まさに、「ピンチ」を「チャンス」に変える絶好の機会である。 
そのためには、当初は多少問題があったとしても、ロボットをリアルな現場で実際に使って、

産業を育てていくというマインドが重要である。また、AI・ロボットを組み込んだ社会システ

ムの構築には、ルール作りや法整備も必要になる。国の取り組みが後手に回らないように期待

したい。日本では、時に過剰な品質の高さを要求して、新しい技術の導入に対して保守的にな

りがちだ。開発者とユーザー（作り手と使い手）、そして行政が一体となって、製品やサービス

を迅速に進化させていくプロセスが必要である。 
これまで見てきたように、我々に選択の余地はない。じっくり時間をかけて検討する、とい

う余裕もない。実際、新型コロナウイルスへの対策で、オンライン予約や受付の自動化、オン

ライン診療やオンライン教育、ビデオ会議などが急速に進んだ。前に進める意志があれば、一

気に進むということが分かった。最新技術を積極的に取り入れ、新しいやり方で試行錯誤しな

がら前に進むしかない。前例がなくてもやってみる。イノベーションにとって大切なのは、そ

れを前に進めようという人々の強い意志である。失敗を恐れず、挑戦し続けることが未来を創

ることにつながる。 
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4. 新たな豊かさの創造 
日本は、モノ的に豊かになった成熟した国として、新たな目標をめざす段階に入っている。

市場のニーズも大きく変化しつつある。日本を含めた先進国では、人々の関心は、大量生産品

ではなく、自分の好みに合った特別な製品やサービスに向いている。その製品やサービスの背

後にある作り手の思いやストーリーに共感することで、より興味が湧いてくる。これを実現す

るには、多品種少量の柔軟で機動力のある開発体制、ユーザーとの対話やパーソナライズが必

要になってくる。こうした新たなスタイルのビジネスはスタートアップが得意な領域だ。 
モノ的に満たされた社会では、自分を成長させてくれる体験や、人とのつながり、興味の湧

くテーマや新たな発見といったものを人々は望んでいる。そうした体験は日常生活をより自分

らしく楽しくしてくれるし、人生を豊かにしてくれる。また、より健康で長生きしたいという

願いは、人間としては根源的なものだ。時間を有効に使いたいという意識も強くなっている。

イキイキと充実した生活をおくるために、人々は何を望むのか。作り手側には、いわば「新た

な豊かさの創造」が求められている。 
大量生産や従来製品の改良・改善は、大企業が得意なところだ。既存の市場であれば、分析

もしやすい。豊富な経験と蓄積が物を言う。しかし、これから人々がほしいモノは、ユーザー

自身も見たことがないモノになる。さらに、多様性が広がり、一律にはニーズは図れない。競

争のパラダイムが変わり、新たな製品やサービスは、多くのチャレンジの中から生まれて来る。 
こうして見ていくと、モノ消費の量が増えなくても、製品やサービスの中身によって、人々

の幸福感は増していくはずだ。また、共感やつながり、誰かの役に立つ達成感とか、健康と

いった無形の価値が幸福感につながる（図 3）。GDP では測れない。我々は、そろそろ GDP の

成長を豊かさの指標とすることから卒業する時期に来ているのではないだろうか。新たな時代

をつくって行くことになる。まさに、スタートアップ的な未来を創る挑戦である。 
 

図 3 新たな豊かさの創造（健康、人とのつながり、新たな発見、自己実現、誰かの役に立つ） 
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5. ソーシャルインパクト・ファーストで考えよう 
100 年前から比べると人類ははるかに豊かな生活を送ることができるようになった。しかし、

世界中が一様に豊かになった訳ではない。さまざまな格差が存在する。また、経済成長が地球

環境に及ぼす影響が大きくなり、CO2 の排出や環境破壊といった人類が先送りにしていた課題

が退っ引きならない状況まできている。そして、我々は未来に向けてどんな社会を目指して行

くのか。解決すべき難題が山積している。 
世界の人口は今後も少なくとも数十年間は増え続ける状況にある。人口が増加する新興国で

は、食料・飲料水の不足、医療の不足、未整備のエネルギーなどのインフラ、不十分な教育と

いった深刻な問題がある。あらゆる分野で、格差が存在しているのが実情で、これらの課題の

解決にイノベーションが望まれている。今後、世界をより良い方向に変えていくには、新しい

アイデアや斬新な発想、それを実現する情熱とスピードが必要である。 
20 世紀型の大量生産・大量消費による経済成長は、物質的な豊かさと引き換えに環境破壊を

もたらし、地球温暖化など新たな課題を引き起こした。これまでは市場経済は概ねうまく機能

してきたが、需要は永遠に増え続ける訳ではないし、資源も無限にある訳ではないことは明ら

かだ。行き過ぎた資本主義は、修正を迫られている。これからは、環境にやさしく持続可能な

節度ある成長、必要な人に必要なモノを結びつけて無駄をなくし、社会全体で最適化して行く

ことが必要である。 
国連が掲げるSDGs（持続可能な開発目標）は、世界が抱える課題をまとめたもので、すべて

の企業、個人が意識すべき課題である。図 4 にあるように、SDGs の目標を、これまでに人類が

積み残してきたマイナスとなっている課題、地球環境との調和、そしてこれから目指すべき新

たな豊かさの創造という 3 つのグループに分類してみた。 
 

図 4 社会課題の分類（ビジネスで社会課題を解決しよう） 
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（1） マイナスをなくす 

貧困や飢餓、健康や水、教育格差などの発展途上の国々の課題を解決する。人種、民族、国

籍、宗教、性別、ジェンダーなどの差別をなくし、世界中のあらゆる不平等、不自由、不公正

をなくす。ネットを活用して、課題を持つ人々、地域をつないで、世界全体で解決したい。 
 

（2） 地球環境との調和 

化石燃料から持続可能なエネルギーへの転換、気候変動への対策、海洋汚染、森林破壊など

をなくし、地球環境を保全する。人類も地球の生態系の一部であり、地球環境との調和なくし

て、長期的な繁栄はありえない。先端テクノロジーを活用して、大きな課題を解決したい。 
 

（3） 新たな豊かさの創造 

これまでのやみくもな経済成長、利益最優先から卒業し、効率的な産業と技術革新の基盤を

つくり、持続可能な社会を構築する。新しい働き方、組織のあり方、経済モデル、街づくり、

社会システムが必要になる。スタートアップがリードして変革していくことを期待したい、 
 
企業は、単に利益を追求するだけでなく、こうした課題にどう取り組んでいるかが、問われ

る時代になってきた。むしろ、ソーシャルインパクト・ファースト、いかに社会課題を持続可

能な事業として解決して行くかが重要である。投資家も ESG（Environment, Society, Governance
の頭文字）に注目して、投資先を選別し始めた。ESG は企業の長期的な成長に欠かせない要素

となっており、経営者は、どんな未来を実現したいのかをミッションとして発信し、共感を醸

成していくことが必要である。 
 

6. スタートアップが地球を救う 
カーボンニュートラルや環境問題、原材料の生産現場での児童労働や低賃金などの問題は、

ほとんどすべての企業に関係がある。既存の事業者にとっては、何らかの対策を進めると、単

純にコストアップになってしまい、対応が難しい問題である。大企業にとっては、課題は認識

しつつも、急には抜本的に改革できない場合が多い。そこで、スタートアップの出番となる。

しがらみなく、ゼロから何が理想かを考えることができるため、大企業が取り組みにくい分、

スタートアップにチャンスがある（図 5）。 
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図 5 スタートアップが社会課題の解決に挑む 

 
 
未来からあるべき理想の姿を考えることが重要だ。たとえ技術的に難しい課題があったとし

ても、ニーズが大きければ、技術進化は加速するため想像以上に早く解決できることが多い。

挑戦しがいのあるテーマには、優秀な人材が集まりやすい。逆説的だが、難しい課題ほどス

タートアップに向いている。さらに、スタートアップが得意な以下のような手法が、課題解決

の役に立つ。 
 

 データから課題を分析 

データを見える化し、課題を分析する。具体的なデータとして扱えると、目標を設定しやす

いという利点がある。トライ＆エラーの評価を迅速に行うことが可能になり、早く良い解決策

にたどり着ける。CO2 の排出量や電力消費量、医療や教育、どんな問題も KPI（Key 
Performance Indicator）をうまく設定して解決策を進める、スタートアップが得意なやり方だ。

投資家や外部のプレーヤーにとっても、KPI によって事業の進捗を理解しやすい。 
 

 世界をつないでパワーをつくる 

我々が抱えている地球規模の問題の解決には、全人類の協力が必要なものが多い。多くの人

が共感して同じ方向を向くことが重要だ。プラスチックゴミの問題や海洋汚染、エネルギー消

費、フードロス、さまざまな差別、80 億人の少しの努力がとても大きな力となる。そのための

ツールとして、世界をつなぐネットを活用できる。しかし、現在の SNS では、むしろフェイク

や中傷がたびたび問題になっている。Web3 時代の信頼できる新たなツールが望まれる。 
 

 若い世代を味方につけよう 
日本のような先進国では、人口構成的になかなか若者の意見が通らない。どうしても保守的

な意見が強くなる。スタートアップは、未来のマジョリティを味方につけるべきだ。大きな社
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会課題の解決には時間がかかるが、世代はいずれ交代していく。最初は小さな動きでも、10 年、

20 年経過すれば、当時の若い世代が、社会の中心になる。長期的な戦略で、理想に向かって粘

ることが成功のヒケツだ。 
 
社会課題の解決に取り組む事業は持続的である。つまり、長期的に成長が期待できるビジネ

スとも言える。実際、ソーシャルインパクトを重視する投資家、ベンチャーキャピタルも増え

ている。 
 
以上、これまで見てきたように、我々は不確実で見通しにくい新たな時代の入り口にいる。

「未来についてわかっている唯一のことは、今とは違うということだ」とは、マネジメントを

体系化した経営学者、ピーター・ドラッカー（Peter Drucker, 1909-2005）の言葉だ。人口減少社

会の課題や地政学的なリスク、未知のウイルス感染症や気候変動がもたらす未曾有の自然災害、

まさに未来は予測不能である。そんな時代を生き抜くためには、すべての人が「スタートアッ

プ」的なマインドを持つ必要がある。そして、誰もがスタートアップや起業家を応援すること

で、社会課題の解決を後押しすることができる。ソーシャルインパクト・ファーストの未来に

向けて、革新的なテクノロジーと新たなビジネスモデルを生み出し、地球的課題に挑戦するス

タートアップに大いに期待したい。 
 
 
 

注1 平成 29年（2017年）4月の国立社会保障・人口問題研究所の推計では、従来の推計よりも少しゆるやかな人口

減少の予測になっているが、出生数の減少がすでに推計よりも大幅に早く進んでいるので、本稿では、平成 27

年版厚生労働省白書の図を参照することにした。 

注2  国連の予測よりも、もっと早く 2050年には世界人口は減少に向かうという予測もある。筆者も同意見である。

ダリル・ブリッカー、ジョン・イビットソン（倉田幸信 訳）「2050年 世界人口大減少」文藝春秋、2020年 
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東京大学工学系研究科松尾研究室では、スタートアップ育成の取り組みを行っている。その

成り立ちと、現在の仕組み、将来の構想についてここでは紹介したい。 
 
スタートアップ育成の起点となったのは、松尾が 2005 年から 2007 年まで、スタンフォード

大学に客員研究員として滞在したことである。そこでウェブに関する研究をしながら、Google
や Facebook の興隆を間近でみて、また、シリコンバレーのベンチャーキャピタリストに同行し

てスタートアップを回るような経験をするなかで、シリコンバレーのようなエコシステムを作

りたいと思ったことがその動機である。2007 年に帰国してからは、毎年のように学生をシリコ

ンバレーに連れて行った。学生を数人、多いときには 20 人ほどを連れていき、さまざまな起業

家に会わせる、Google やスタンフォード大学のキャンパスを訪問するなどを行った。数日から

1 週間の滞在で学生たちは非常に大きな刺激を受ける。また、学内でも、スタンフォード大学

の講義をお手本に、ウェブ工学とビジネスモデルという講義を開講し、ウェブ技術による事業

化に関しての知識を伝え、事業プランを学生に発表させるような講義を行った。 
 
そのなかで学んだ学生がチームを組んで作ったのが、グノシーというサービスである。スマ

ホをターゲットとして、ニュースを収集し、ユーザに届けるサービスであり、立ち上げ当初か

らかなり多くの反応があった。当時、大学院修士課程の学生だった福島氏、関氏、吉田氏とい

う 3人の創業者たちは、2012年に株式会社 Gunosyを立ち上げ、資金調達をしながらあっという

間にユーザを拡大し、2015 年には東証マザーズに上場した。その後、事業を拡大し、2017 年に

は東証一部に市場変更した。 
 
2012 年ごろからは人工知能の分野のなかでもディープラーニング（深層学習）と呼ばれる技

術が急激に進展した。当時、松尾研究室で 1 人目の博士号を取ったのが上野山勝也氏である。

博士課程修了後に、特任助教をしながら、グローバル消費インテリジェンス（GCI）寄付講座

と呼ばれる、AI・データサイエンスの寄付講座の設立を一緒に行っていた。上野山氏は、松尾

 

スタートアップ育成の仕組み化 
 

東京大学大学院工学系研究科 教授  松尾 豊 
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松尾 豊（まつお ゆたか） 

1997 年東京大学工学部電子情報工学科卒業。2002 年 同大学院博士課程修了。博士（工学）。産業技術

総合研究所研究員、スタンフォード大学客員研究員を経て、2007 年より、東京大学大学院工学系研究

科准教授。2019 年より、教授。専門分野は、人工知能、深層学習、ウェブマイニング。人工知能学会

からは論文賞（2002 年）、創立 20 周年記念事業賞（2006 年）、現場イノベーション賞（2011 年）、

功労賞（2013 年）の各賞を受賞。2020-2022 年、人工知能学会、情報処理学会理事。2017 年より日本

ディープラーニング協会理事長。2019 年よりソフトバンクグループ社外取締役。2021 年より新しい資

本主義実現会議 有識者構成員。 
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研究室の卒業生である山田尚史氏とともに、現在の株式会社 PKSHA Technology を設立し、

ディープラーニングを含む AI・アルゴリズムを提供した。この会社も急速に成長し、2017 年に

は東証マザーズに上場した。 
 
こうして 2 件の上場が相次いだことから、スタートアップ設立の機運は松尾研究室のなかで

も急速に高まっていった。研究室に関連する企業として、株式会社 DeepX、株式会社 ACES、
株式会社 Ollo、株式会社 ELYZA、燈株式会社などが、次々と設立された。また、クラウドファ

ンディング大手の READYFOR 株式会社も、松尾研との関係のなかで設立された企業である。

他にも、株式会社マネーフォワード、ニューラルポケット株式会社、株式会社 JDSC をはじめ

多くの上場会社にも設立の早い段階から関わっている。現在では、松尾研究室に所属する学生

の多くが、スタートアップの設立やスタートアップに参加することを意識している。 
 
現在の松尾研におけるインキュベーションは次のような形である。まず、大規模に AI の講義

を提供している。前述の GCI の講義の受講生が急速に拡大しており、年間で 1000 人から 2000
人に達する。ディープラーニングの講義を含め、松尾研の講義全体で、年間に 3000人から 4000
人ちかい学生・社会人が受講をしている。そのなかで優秀な人には、共同研究・共同開発の機

会を提供する。企業とのプロジェクトが複数走っており、そのなかで実践的に AI の活用方法を

学ぶ。成長するとプロジェクトマネージャーができるようになり、チームメンバーを率いて、

企業とのプロジェクトを進めていく。これができるようになると、次は、起業準備である。事

業ドメインを決め、仲間を募り、必要な知識を身に着けて、実際に起業を行う。つまり、（i）
講義、（ii）共同研究開発による OJT、（iii）起業準備という 3 段階のステップで構成される教育

プログラムということになる。これを松尾研では、「起業クエスト」と呼んでいる。現在、この

起業クエストを通じて生み出されるスタートアップが年間で 3 社から 5 社程度であり、これを

将来的には年間 100 社まで増やしたいと考えている。 
 
その際に重要になるのが、「トップダウンスタートアップ」という構想である。B2Bのビジネ

スにおいて、学生が自ら事業領域を調査し、そこの問題点を見つけ出して、事業プランを描く

ことは相当にハードルが高い。そこで、特定の事業領域に詳しい専門家に事業プランの概要を

描いてもらい、そうして集めた事業プランのリストの中から、学生は自分のやりたいものを選

ぶという方式である。スタートアップは、市場のニーズに応じて事業内容をピボットしていく

ものであるが、初期値が悪すぎるといくらピボットしても良いところまでたどり着けない。ま

た、B2C ならまだしも、B2B において、商慣習や既得権益の構造が複雑な日本のさまざまな産

業において、学生がいちから事業プランを考えるのは相当に無理がある。トップダウンスター

トアップというのは、ある意味、起業というボトムアップの活動にトップダウンの方向性を与

えるという、逆説的な取り組みであるが、これがうまくワークすれば、日本の必要な産業に必

要なイノベーションを供給できるようになるはずである。年間 100 社のスタートアップが、日

本の必要なところに必要なイノベーションをもたらす。学生は、規模は小さくとも高い確率で

イグジットができる。こうした構想を実現すべく、活動を進めている。 
 
松尾研究室のインキュベーションの仕組みは、AI 領域に特化したものだが、他領域へ展開で

きる部分もあるかもしれない。多少なりとも大学でのアントレプレナーシップ教育を考える際

の参考になれば幸いである。 
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2018年にベンチャー白書にアクセラレーターの話を寄稿（付記 1）させて頂いてから、4年が

経ち、オープンイノベーションの世界も進化して大きく様相が変わって参りました。株式会社

ゼロワンブースター（以下 01Booster とする）は大手企業を中心とした民間企業とのアクセラ

レーターを 45 本（2022 年 8 月現在、運営中も含む）、地方自治体とのアクセラレーターやそれ

に準ずる活動を 21 本（2022 年 8月現在、運営中も含む）運営して参りました。この活動を通じ

て、民間企業や地方自治体の取組も進化してきており、ここにその概要に関してまとめておき

ます。 
 

コーポレートアクセラレータープログラムの運営 

参考として主に大手企業と共に運営されるコーポレートアクセラレータープログラム（CAP）
の代表的な運用フローを下図に示します。米国の専門家が書いた書籍「Designing the Successful 
Corporate Accelerator（https://www.amazon.co.jp/dp/B08ZHDH74K/）」によると 60％の CAP は 2 年

以内に失敗するとされております。つまり、CAP も時間を経ると、運営する企業によって成功

と失敗の明暗が大きく分かれてきたといえます。文化が大きく異なるベンチャー企業（VB）と

大手企業の連携で成果を出すためには、大手企業側の環境整備（文化・教育・仕組みの更新）

が非常に重要になります。例えば、VB 連携人材（大手企業側の VB 窓口担当）の教育や、広く

社内における啓発が必要になります。また、大手企業側としては何のため CAP の取組を行うの

かという目的（ビジョン）をできるだけ社内で意思統一しておく必要があります。これをしな

いと、経営を始めとした社内各部門との軋轢が極めて大きくなります。そのためには、例えば、

 

進化し続けるオープンイノベーション 
 

株式会社ゼロワンブースター 

代表取締役  合田（剛）ジョージ 
 

 

 REPORT 

合田（剛）ジョージ（ごうだ じょーじ） 

MBA、理工学修士。東芝の重電系研究所・設計を経て、同社でスウェーデンの家電大手との国際アラ

イアンス、中国やタイなどでのオフショア製造によるデザイン白物家電の商品企画を担当。村田製作所

にて、北米向け技術営業、米国半導体ベンダーとの国際アライアンス、Motorola の全世界通信デバイス

技術営業に携わり、その後、同社の通信分野のコーポレートマーケティングにて全社戦略策定を実施。

スマートフォン広告の IT スタートアップである Nobot 社に参画、Marketing Director として主に海外展

開、イベント、マーケティングを指揮、同社の KDDI グループによるバイアウト後には、M&A の調整

を行い、海外戦略部部長として KDDI グループ子会社の海外展開計画を策定。現在は 01Booster にて

コーポレートアクセラレーター・事業創造アクセラレーターを運用すると共にアジアを中心とした国際

的な事業創造プラットフォームとエコシステム構築を目指している。日本国内の行政や大学を含む、多

数の講演やワークショップ実施の実績あり。 
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関係者でビジョン（CAP の目的や目指す方向）を創るためのワークショップなどを行い、経営

者の了解を得るなどの取組をしっかり事前準備の間に行っておく必要があります。 
 

 
 

CAPの実績 

01Boosterは、特定業界ではなく、様々な業界の大手企業を中心とした企業とのCAPを運営し

てきました。2017～2019 年に開催した CAP 数（合計 25 回）における採択 VB、199 社の平均バ

リュエーション（企業価値評価）成長率は 623%、平均バリュエーション成長金額は約 7.7 億円

（プレスリリース情報などの Web 情報を基に当社にて独自に推計）と、CAP は VB 成長の一助

になっている事例も増えて参りました。下図は 2022 年 8 月現在までの採択 VB の属性ですが、

ヘルスケア系の比率が大きくなっておりますので、様々な企業がこの領域に興味が高いことを

表していると思います。これらの採択 VB の属性傾向は地方自治体と共に運営するアクセラ

レーターでも同様な傾向が見られました。一方で、最近は AI や Robotics を始めとしたテクノロ

ジーを軸とした VB の応募や採択数が増えているのも特徴的です。さらに、高いスキルを持っ

た人材で構成される VB チームの数も年々増えており、特に 2021 年の世界的な VB 評価額の急

激な上昇（付記 2）もあって、高度人材が VBに大きく流れている傾向が日本でも見られている

とも考えられます。 
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企業におけるアクセラレーターの採択 VBの属性 

 
（上記は特に採択が多い業種を抜粋、2022年 8月現在） 

 
次にどのような取組が企業側と起こったのかに関してですが、過去の CAP 採択 VB 企業 310

社に対し、185 社が協業などの実績を出しており、その実績の内訳を下図に示します。 
 

 

 
CAP の成果は VB と主催企業との協業が一番多くなっておりますが、これらの実績は CAP 終

了後 1−2 年程度を経て、大手企業から公表されることも多く、今後も更に協業などの実績が増

えていくと予測されます。日本では CAP を通じた出資が欧米程一般的ではなく、VB の主目的

は大手企業との協業・連携であり、その目的に沿った結果となっていることが分かります。 
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オープンイノベーションの目的の多様化 

オープンイノベーション自体は過去から広く行われてきておりますが、CAP のような形での

プログラムが日本国内で勃興したのはここ 10 年程度になります。この結果、運営経験のある企

業が増えた関係で企業側のニーズも多様化してきております。大手企業目線でみたときにイノ

ベーション施策に対しての取組を下図に示します。最近のイノベーション施策で特筆すべきは、

社内起業プログラムの実施が勃興していることで、CAPを上回る数を 01Boosterでも運営してお

ります。大手企業からみて外部連携を用いた事業開発では、社内での VB 連携の環境整備を主

体としたのが CAP であり、一般公募を主体とする CAP に加えて、最近はより事業側に寄せた

ベンチャーScouting（特定分野でのベンチャー発掘と連携支援）が増えております。さらに VB
との連携数が増えてくると（年間の VB ソーシング数が 500 以上）、社内での情報共有や VB 連

携のマネージメントが必要となり、VB 連携管理のクラウドサービス（付記 3）活用ニーズが新

しく立ち上がってきております。一方で、外部連携で事業規模を狙う場合は企業規模によって

は M&A 以外では難しいケースも多いのが実情です。しかしながら、大型の M&A は失敗する

ケースも多く、最近は小型の M&Aを繰り返して社内の環境を構築しながら、大型の M&Aの成

功を達成するプログラマティック M&A（付記 4）が有効な手段として注目されております（下

図ベンチャーScouting と M&A の中間位置）。Corporate Venture Capital（CVC）を運営している企

業も日本では特に多いのですが、CVC から M&A に至るケースは欧米企業でも多くて数％であ

り、CVC も企業側からみると探索や協業の目的が多くなると予測されます。企業としてはその

会社の状況に応じて各施策や複数の施策を組み合わせている形になります。 
 

大手企業からみたイノベーション施策 
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大手企業の社内起業とオープンイノベーションのミックス 

前図でのイノベーション施策で最近は社内起業プログラムを運営する企業が増えております

が、社内起業プログラムと CAP を同時に行っているケースもあり、その代表例として 4 期目に

入るリコーの「TRIBUS」（付記 5）などが上げられます。また、社内起業においてその実行

フェーズが社内起業チーム独自による事業立ち上げではなく、最初からベンチャーへの出資や

連携などオープンイノベーションを主軸とした取組も増えております。特に規模の大きなイン

フラ系の企業ではこの傾向が強くなります。下図に CAP と社内起業プログラムの統合プログラ

ムの代表的なフロー図を示します。社内起業チームと CAP の採択 VB との営業協力を始めとし

た連携が行われるのも特徴的であり、社内起業プログラムからスピンオフ・スピンアウトする

事例も複数みられます。社内起業プログラムは CAPと流れは似ておりますが、CAP で採択する

VB（一般的にチームアップしており、MVP（Minimum Viable Product）がある、または Early 
Stage や最近は Later Stage も多い）と異なり、相当初動のチームが殆どになりますので、事業創

造教育や検証プログラム、非採択者へのフォローアッププログラムなどが必要になります。 
 

 
 

Startup Studioの勃興 

アクセラレーターブームの次の波として、Startup Studio（SS）が世界的に勃興しております

（付記 6）。アクセラレーターは VB に主体があることに対し、SS は SS 運営側に主体がありま

す。一般的な欧米のアクセラレーターではVBはアクセラレーター運営者の出資を受けて 5-10%
程度の株式を渡すケースが多いですが、SS では SS 運営者側が 40％程度の株式を持つと共に、

事業を行うメンバーに報酬を支払い、様々な事業立ち上げそのもの（人材の調達、営業、開発

など）の支援を行う形になります。SS の方式は多々ありますが、アクセラレーターが既にチー

ムアップされた VB を扱うことに対し、SS ではこれから事業を行いたい個人を対象としている

ケースが多く、1 回に扱うチームの数はアクセラレーターが 10−20 チームに対して、SS では数

チーム程度になることが多いです。SS は様々な呼び名があり、海外では大手企業が主体となる

ケースを Venture Builder と呼んでいるケースもあります。01Booster では、事業をしたい個人

（起業家）のスタートアップ創出と、大企業の中で新規事業を企画する個人（社内起業家）の
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新規事業創出を目的とした SSを運営しており、両者が入り混じる事業創造環境を提供すること

でオープンイノベーションを促します。SS における事業創出のフロー図を下図に示します（付

記 7）。SS 側の専門チームが、下記の支援を行います。 
 
 ビジネスアイデア創出 
 ビジネスモデル検証支援 
 MVP 開発検証支援 
 事業計画作成支援 

 

 
 

横連携を進める地方自治体のアクセラレーター 

地方自治体の運営するアクセラレーターも進化しております。例えば宇都宮アクセラレー

ター2021（付記 8）では、地域の地銀を始めとする支援チームの組成や他県のプログラムと協

力した起業教育など横方向と連携して、より、VBの成長に寄与できる形に進化しております。 
 
以上、アクセラレーターを始めとするオープンイノベーションは進化しており、大手企業で

も地方自治体でも連続的な活動にすることで、環境整備を進め、VBの成長に寄与すると共に既

存企業や地域のイノベーション施策の発展に貢献しております。 
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付記1 「アクセラレーターを運営する上での留意点と具体的な活動事例」株式会社ゼロワンブースター 
共同代表 取締役 合田（剛）ジョージ I-111, ベンチャー白書〈2018〉ベンチャービジネスに関
する年次報告 

付記2 「State Of Venture 2021 Report」 https://www.cbinsights.com/research/report/venture-
trends-2021/ 

付記3 オープンイノベーションの成功確率を上げるスタートアップ連携管理クラウド「InnoScouter」 
https://www.innoscouter.com/ 

付記4 「成長機会を捉える資本配分の方法」Harvard Business Review 
https://dhbr.diamond.jp/articles/-/7650?page=3 

付記5 リコー TRIBUS 2022 https://accelerator.ricoh/ 

付記6 「The Rise of Startup Studios White Paper」https://www.gan.co/rise-startup-studios-
white-paper/ 

付記7 会社員を続けながらスタートできる！建設領域における起業の成功確率を高める「イノベーション
スタジオプログラム#1」参加者募集開始 
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000471.000016550.html 

付記8 宇都宮市と 01Boosterが運営する「宇都宮アクセラレーター2021」、成果発表会を開催 
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000450.000016550.html 
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2003 年にアメリカの経営学者のヘンリー・チェスブロウ氏が「オープンイノベーション」の

概念を発表してから、2012 年頃から日本でも企業とスタートアップによるオープンイノベー

ションの取り組みが見られるようになりました。急速なテクノロジーの発展やコロナ禍で企業

のデジタル化はまったなしの状況になり、斬新なアイデアやテクノロジーを持つスタートアッ

プと共に、新規事業の創出や自社のデジタル化を目的としたオープンイノベーションに取り組

むケースが増えつつあります。 
これまで、首都圏の大手企業の取り組みが加速する一方で、首都圏以外の取り組みは限定的

でしたが、昨今、地域の中堅・中小企業が自社のデジタル化や新規事業創出にスタートアップ

と共に取り組むケースも増加傾向にあります。また、これまでイノベーション創出を研究開発

などを通じて自前で実施してきた企業も、業種や業態に関係なくスタートアップと積極的に協

業するケースが見受けられるようになり、もはやオープンイノベーションは日本企業にとって

必須の取り組みとなってまいりました。 
 
当社はオープンイノベーションの黎明期である 2012 年から、およそ 10 年間にわたり企業の

新規事業創出とスタートアップの成長支援を目的としたオープンイノベーションプログラムを

推進してまいりました。 
 
現在、当社の累計プログラム開催数は約 270 件に及び、運営するプラットフォームには国内

に 1 万社いると言われているスタートアップの約 6 割の 6500 社を超えるスタートアップが登録

しています。国内最大級の実績を元に、昨今のスタートアップやオープンイノベーションプロ

グラムを実施する企業を取り巻く環境の転換や今後の展望についてご紹介いたします。 
 
なお、オープンイノベーションには産学連携や企業間の研究開発など様々な手法があります

が、本稿では「スタートアップと事業会社による協業を通じたオープンイノベーション」につ

いて説明いたします。  

 

スタートアップと事業会社による 

オープンイノベーションの 10年の変革と今後の展望 
 

Creww株式会社 

取締役 COO  水野 智之 
 

 

 REPORT 

Creww 株式会社 取締役 COO  水野 智之（みずの ともゆき） 

2013 年に Creww に入社。企業・自治体とスタートアップによるオープンイノベーションプログラムの

営業責任者・事業責任者を経て、現在は取締役 COO としてオープンイノベーション事業、スタート

アップスタジオ（インキュベーション）事業、スタートアップ支援事業の統括責任者を務める。 

内閣府や総務省などの行政機関との連携も図っており、全国の自治体や大学での講演も多数行っている。 
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■オープンイノベーションプログラムの変換 

企業がスタートアップと共にオープンイノベーションに取り組む目的として主に挙げられる

のは、「①合理的かつ実現可能な事業創出」、「②外部からの気づきの価値」、「③人材育成と企業

風土の変革」を実現するため、プログラムを実施するケースが多く見受けられます。 
 
往来のオープンイノベーションのキープレイヤーは、潤沢な資本や販路・人材などの豊富な

経営資源を持つ首都圏の大手企業が中心となり、自社の経営資源とスタートアップの斬新なア

イデアや革新的なテクノロジーの双方を掛け合わせて、自社の課題や社会課題の解決を目指す

事業創出に取り組むケースがほとんどでした。 
 
大手企業の業種業界は、現在は様々な企業が業種に関係なく取り組みを見せていますが、当

社創業時の 2012年頃は、コンシューマー向けのサービスを展開している企業（BtoCビジネス）

から取り組みが始まり、当時インターネット広告の台頭により変革を求められたメディア業界、

Fintech により急速な変革を求められた金融業界、電気やガス・鉄道などのインフラ業界が取り

組むケースが増え、レガシ―産業である製造業や建設業までがスタートアップとの協業による

オープンイノベーションに取り組んでいます。また、昨今、企業の環境や社会全体への配慮か

ら ESG や SDGs をテーマとしたオープンイノベーションに取り組む企業が増えてきており、往

来の産業の変革や急速な環境変化に対応するべく、スタートアップのアイデアやテクノロジー

を掛け合わせて、時代の変革に合わせた EV シフトや ESG 経営などに対応する新たな価値が生

まれています。 
 
また、オープンイノベーションのキープレイヤーである大手企業は自社課題や社会課題の解

決のため“継続的”に実施している企業が増えてきています。オープンイノベーションプログ

ラムのゴールはスタートアップとの協業・事業化ですが、プログラムという一過的な取組みで

終わるだけでなく、企業の中には新規事業部が新設され、スタートアップとの協業の経験・マ

インドを持った社員により自社単体で継続的にオープンイノベーションに取り組み、CVC の設

立や国内外のスタートアップへの出資をするケースも見受けられるようになってきました。 
 
当社は、企業とスタートアップの双方がプログラムの成功と思える結果を創出するためには、

企業が自社のステージの理解と、オープンイノベーションの継続性により、ステージを上げて

いくことが重要だと考えています。当社は、可視化できるゴールを新規事業創出に関わる会社、

社員、スタートアップの皆が捉えられる様に、7 つのステージを定義しました。企業のステー

ジによって適切な支援を提案しており、これにより継続して開催企業がイノベーションを創出

する組織になることを支援しています。 
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■オープンイノベーションの 7つのステージ 

 

 
当社は、そうした企業文化の変革を支援することにより企業がオープンイノベーションに取

り組む回数を増やすことで、スタートアップの成長機会（チャンス）をより増やしていきたい

と考えています。 
 
そのため、2019 年 11 月から目的・目指すゴールに合わせてオンラインでオープンイノベー

ションプログラムを開催できる「Creww Growth」の提供を開始しました。本サービスは、国内

でトップクラスの開催を通じたノウハウを元に、スタートアップとのマッチングや半年間のプ

ログラムを開催できます。これにより、企業の規模や在籍する地域に関係なくオープンイノ

ベーションに取り組むことが可能になりました。 
 

■日本全国へのオープンイノベーションの広がり 

AI（人口知能）やデジタル技術を通じて様々な産業が融合し産業構造の変革したことにより

既存事業のデジタル化は急務となり、またコロナ禍を経てオープンイノベーションへの取り組

みは首都圏だけでなく全国でのニーズが急速に高まっています。 
 
経済産業省は、2018 年に「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン

（DX推進ガイドライン）」を公表し、本ガイドラインにて DXを以下のように定義しています。  
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「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社

会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、

組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」 
 
DX を推進するためには、まずはデジタル化を推進する人材（デジタル人材）が必要になり

ますが圧倒的に不足しているのが現状です。全国どの地域でも、「中堅・中小企業をデジタル化

して、次世代に通用する会社に成長させること」と、「スタートアップや起業家など新しい産業

を作る人たちを育成する土壌を作ること」の 2 つが喫緊の課題であると認識されています。こ

れらを一度に解決するには、地域企業とスタートアップのマッチングが合理的です。激変する

社会情勢に対応できず、地域の企業が減ってしまうと、自治体や地方銀行も共倒れになってし

まいます。地域の経済的なハブとなっている自治体や地方銀行などが開催主体となり、地域型

のプログラムを発足させるのが重要だと考え、2020 年から地域のイノベーションをスタート

アップと共に加速する「47（よんなな）クルーズプロジェクト」を実施しています。 
 
本プロジェクトは、2017 年に神戸市と共に開催した『KOBE OPEN ACCELERATOR powered 

by Creww』を皮切りに、地方自治体や地方銀行が主体となり、地域の中核企業（複数社）とス

タートアップによるオープンイノベーションプログラムを開催しています。2020 年に開始をし

てから、約 20 の自治体・地方銀行・事業会社が主体となりプログラムを開催しております。 
 
また、2020 年に内閣府が「スタートアップ・エコシステム拠点都市の形成」に注力すること

を国家戦略として掲げ、地方自治体がオープンイノベーションに積極的に取り組み始めたこと

も、地域のイノベーション推進を後押しするきっかけの一つとなりました。 
 

■「47クルーズプロジェクト」スキーム図 
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オープンイノベーションは大企業とスタートアップの取り組みが有利だと思われる傾向があ

りますが、スタートアップのフェーズと、企業の IT リテラシーによって組むべき相手は本来違

います。 
 
例えば、すでにプロダクトが出来上がっていて、あとはマーケットに認知させるだけのス

タートアップの場合は、大きな顧客基盤を持つ大企業と組むのが良いですが、一方で、プロト

タイプはあるけれど実証実験ができていないスタートアップの場合、大きな顧客基盤よりも的

を絞った市場とスピード感が圧倒的に大事です。地域企業の場合は意思決定が早い傾向があり、

フットワーク軽くスピーディーに実証実験を進められるので、スタートアップにとっても地域

企業にとってもメリットが大きいです。 
 
また、スタートアップのサービスやプロダクトを全国に広めようと思った際に、地域企業を

エリアパートナーにするのは有効な手段です。多くのスタートアップは東京からサービスを広

めますが、全国に拠点を持つ大企業と協業できない場合、エリアパートナーがいないと全国展

開はなかなか進みません。 
 
デジタル人材不足を抱える地域企業は、すでにプロダクトやデジタル技術を持つスタート

アップと協業することで自社のデジタル化にスピーディーに取り組むことができ、地域の中

小・中堅企業は一点突破の高い技術力を持っているケースが多いので、全国に眠る技術とのコ

ラボレーションで新たな価値を創出できる可能性も高いです。 
 
日本経済の活性化はもちろん、日本の次世代につながる企業・産業を作っていくためにも、

当社は、高いコストやノウハウが必要だったオープンイノベーションを、低コストかつノウハ

ウを注ぎ込んだ仕組みをもって、全国に実装できるように取り組んでまいりました。この強み

を生かし、本気で日本経済を活性化させたいと思っています。 
 

■これまで開催したプログラム（一例） 
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■これからのスタートアップ支援の取組み 

2022年 6月に発表された新しい資本主義の実行計画において、「スタートアップの起業加速及

びオープンイノベーション」が日本の経済成長の一つの柱として盛り込まれ、スタートアップ

支援が明記されています。スタートアップに流れる資金や人材の流動性の支援をはじめ、5 か

年計画でスタートアップの投資額を 10 倍にする計画の策定を発表しています。 
 
国や行政機関をはじめ、民間企業によるスタートアップ支援により、年々スタートアップの

起業自体は増えている傾向にありますが、起業支援するだけでなく出口戦略を整備する必要が

あると感じています。 
 
一般的に、スタートアップの出口戦略は新規株式公開（IPO）もしくは、M&A が挙げられま

すが、経済産業省が公表した「大企業×スタートアップの M&A に関する報告書」によると、

日米のEXIT状況の比較において 2019年は日本が IPOが 68%でM&Aが 32%であるのに対して、

米国では IPO が 9%と M&A が 91%で圧倒的に M&A が多い傾向があります。 
 
日本での IPO に関しては、煩雑で時間のかかるプロセスをはじめ、公開価格が IPO 後の初値

を大きく下回る水準に設定される傾向があり資金調達額が抑制されていることなどが課題視さ

れているため、スタートアップの出口をさらに増やし成功体験を生むためにも、M&Aを活性化

する支援が必要だと考えています。 
 
オープンイノベーションを通じた協業の先にある投資や事業買収など、シナジーがあれば投

資や M&A の軸は、技術やノウハウ・生産性・販売チャネルの開拓など多岐にわたることが想

定されます。当社はそういった機会を創出し支援していくことで、これから日本に多く生まれ

てくることが期待されるスタートアップや、今現在活躍するスタートアップを支援していきた

いと思います。 
 
また、昨今日本のスタートアップが海外のファンドや事業会社から大型の資金調達をする

ケースも徐々に増えつつあるので、日本市場に限らず事業をグローバルに展開し地球規模の課

題をスタートアップの技術やアイデアで解決していくべきだと考えております。 
 
当社でも、台湾の政府機関と共催で現地スタートアップと日本の事業会社とのオープンイノ

ベーションプログラムを開催するなど、グローバルでの取り組みに注力しており、今後は日本

のスタートアップの海外進出を支援していく予定です。 
 
急速に変化する社会の中で次の日本経済を担うスタートアップが生まれ成長するための支援

を今後も尽力していきたいと思います。 
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Creww株式会社について 

Creww株式会社は「大挑戦時代をつくる。」をビジョンに掲げ、スタートアップ、起業家、事業会社、個人を問わず、

挑戦したいすべての人のトータルサポート企業として、それぞれのニーズにマッチした様々なサービスを提供します。 

2012年の創業以来、企業とスタートアップによる新規事業創出を目的としたオープンイノベーションプログラムを

270回以上実施し、これまで約 1000件の協業を実現しています。現在、Crewwが運営するオープンイノベーション

プラットフォームには約 6,500のスタートアップが登録しています。 

https://creww.in/ 

 

本文中で紹介したサービス・プロジェクト 

・クラウド型オープンイノベーション支援サービス「Creww Growth」：https://growth.creww.me/ 

 

本文中引用 

「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン（DX推進ガイドライン）」（平成 30年 12月） 

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx_guideline.pdf 

 

「大企業×スタートアップの M&Aに関する報告書」（令和 3年 3月） 

https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/mahoukokusyo.html 
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「ピボット」とは何か 

スタートアップの成長、特にその黎明期においては、事業転換、いわゆるピボットは場合に

よっては避けられない。しかし、ピボットに焦点を当てて議論を進めた論考は、近年に至るま

で多くは存在しなかった。起業家、支援者、研究者は、ピボットにどう向き合い、ときにどう

ピボットを活用するべきだろうか。 
ピボットは起業家にとって最も重要な意思決定の一つであり、一旦はこれまでに築き上げて

きた経営資源の多くを失う意思決定でもある。しかし、ピボットは、より可能性が高いと起業

家が信じる道に機動的に経営資源の最適配置を行う意思決定である。 
この言葉は Ries（2009）によって初めて用いられ、同氏が 2011 年に出版した『The Lean 

Startup』により、「製品、戦略、成長のエンジンに関する根本的な仮説を新たに作成し、それを

検証できる道に方向転換すること」と概念化された（Ries, 2011）。現在では、起業家、研究者

のみならず、広く一般に認知されている概念である（Kirtley & O'Mahony, 2020）。 
実際、数多くのスタートアップがピボットを経験する。不確実性が高い経営環境下で限られ

た経営資源をもって挑戦するスタートアップは、最初から最適な戦略を確立していることはほ

とんどない（McDonald & Gao, 2019）。 
国内で近年に創業したスタートアップ、例えばレシピ動画サービスを展開しているクラシル

や、サイバーセキュリティや AI サービスを展開するココン株式会社（現：株式会社イエラエセ

キュリティ）は、創業期に大幅な事業転換を経験している（堀, 琴坂, & 井上, 2020）。グローバ

ルに展開する IT企業においても、Instagram、Twitter、AirBnBなど、創業期に大きく事業モデル

を転換した事例は枚挙にいとまがない。 

 

事業転換（ピボット）にどう向き合い、どう活用すれば良いのか 
 

慶應義塾大学総合政策学部 准教授 琴坂 将広  

慶應義塾大学総合政策学部 津覇 悠野 
 

 

 REPORT 

琴坂 将広（ことさか まさひろ） 

慶應義塾大学総合政策学部准教授 兼 政策・メディア研究科委員。慶應義塾大学環境情報学部卒業。博

士（経営学・オックスフォード大学）。小売・IT の領域における 3 社の起業を経験後、マッキン

ゼー・アンド・カンパニー、オックスフォード大学サイードビジネススクール、立命館大学経営学部を

経て、2016 年より現職。上場企業を含む数社の社外役員および顧問を兼務。専門は国際経営と経営戦

略。著書に『STARTUP』『経営戦略原論』『領域を超える経営学』などがある。 

津覇 悠野（つは ゆうや） 

慶應義塾大学総合政策学部。沖縄県出身。エンジニアとして複数のハードウェアスタートアップ、イン

ターネットスタートアップの創業に関わる。琴坂将広研究会では日中韓スタートアップエコシステムの

実査を主導した。 
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本稿では、日中韓の質問票調査の結果からピボットの現状を概観し、近年に盛んになりつつあ

るピボットの学術研究を紹介する。その上で、実際にピボットを経験した起業家の声も紹介し、

どのような支援のあり方が最適であろうかを議論する。 
 

日中韓スタートアップ調査から見るピボットの現状 

筆者らは、中国、韓国の研究者と共同し、日中韓の未上場、技術集約型スタートアップ

22,154 社を対象に質問票調査を行った。本調査は 2019 年と 2021 年に同一企業を対象として行

い、公開情報によりデータを補完した上で、2,253社（中国 1,699社、韓国 417社、日本 137社）

の情報を得た。日中韓では対象企業の属性、また質問項目などを出来る限りそろえ、可能な限

り同様の調査手法で回答を収集した。 
その結果、日中韓を合計すると、2019 年から 2021 年の約 2 年間の期間で 48％の企業が 2019

年からの事業を継続していた一方、26％の企業がピボットしており、26％の企業が事業から撤

退していたことがわかった。 
この結果は、国ごとに見てみるとより興味深い。出来る限り対象となる企業の属性を参加国

で統一したにもかかわらず、図表 1 に示したように日中韓でピボット、および事業撤退した企

業の比率は大きく異なっていた。 
 

図表 1 日中韓スタートアップの 2019年から 2021年の事業ステータス変化 

 
Source：日中韓スタートアップ質問票調査から著者作成 

 
中国のスタートアップは、韓国、日本に比較して大幅に多くピボット、事業撤退を選択して

おり、韓国のスタートアップも、日本に比較して有意に多くピボット、事業撤退を選択してい

た。この結果は、データをより詳細に確認しても同様であった。 
 
図表 2 は、2019 年時点でのスタートアップ各社の事業フェーズごとに、その後のピボットの

有無などの事業ステータス変化を分析した結果である。コンセプトステージ、商品化ステージ、

成長ステージと、2019 年時点での事業フェーズを 3 段階に区切って回答を分類したところ、中

国企業は事業フェーズに関係なく、全てのフェーズでピボット、事業撤退を選択した起業家が

多かった。これは事業フェーズが進展するほどピボット、事業撤退を選択する起業数が減少す
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る傾向にあった韓国、および日本のスタートアップとは対象的である。 
一因として、プロダクトのローンチまで事業の成長可能性を把握することが比較的難しい製

造業のスタートアップが中国に多く、逆に韓国と日本ではプロダクトローンチ前にも一定の

ユーザーフィードバックを得ることができるソフトウェア・サービスを提供するスタートアッ

プの多いことが影響していると考えられる。 
また、中国のスタートアップは事業成長に対する目線がより高く、韓国、日本のスタート

アップよりも早期にピボット、事業撤退する誘因がエコシステムの構造上大きい可能性もある

だろう。 
 

図表 2 日中韓スタートアップの 2019年から 2021年の事業ステータス変化 

（2019年時点での事業ステージ別） 

 
Source：日中韓スタートアップ質問票調査から著者作成 

 
図表 3 は、回答を従業員数で分類した結果である。この回答からは、いずれの国においても

従業員数は、ピボット、事業撤退の意思決定には大きく影響していない可能性が示唆される。

事実、大型の資金調達を行うスタートアップでは、コンセプトステージにおいても多くの従業

員を抱える事例は少なくない。逆に成長ステージであっても、特にインターネットサービスの

事業領域では数人の従業員のみを雇用し、パートタイム契約や外注を活用して組織を軽く保つ

ことが往々にしてある。従って、事業ステータス変化という意味では、少なくとも従業員規模

の差異は影響していないものと考えられる。 
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図表 3 日中韓スタートアップの 2019年から 2021年の事業ステータス変化 

（2019年時点での従業員数別） 

 
Source：日中韓スタートアップ質問票調査から著者作成 

 
図表 4 のように、2019 年時点での外部資金の主要な調達先別に分類しても、大きな特徴は見

いだせなかった。一部、韓国の企業で政府基金を活用した事業は、事業を継続、ピボットして

いない事例が比較的多かった。しかし、スタートアップは多様な資金源から資金調達をするこ

とが通常であり、特定の資金の出し手から資金を得ることのみでは、ピボットや事業撤退の可

能性を大きく引き下げることには繋がっていないと思われる。 
 

図表 4 日中韓スタートアップの 2019年から 2021年の事業ステータス変化 

（2019年時点での主要資金調達先別） 

 
Source：日中韓スタートアップ質問票調査から著者作成 
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以上に概観したように、日中韓の 2,253 社（中国 1,699 社、韓国 417 社、日本 137 社）の追跡

調査（2019 年から 2021 年）の結果からは、約 2 年の期間を経て、2,253 社の約半数の企業

（1,095 社）が事業継続する一方で、四分の一の企業（578 社）はピボット、残りの四分の一の

企業（580 社）は事業撤退の意思決定をしていた。すなわち、ピボットは事業撤退と同じく、

決して珍しい例外的な意思決定ではないことがわかる。 
また、調査結果を国ごとに比較してみると、韓国、日本のスタートアップは事業フェーズが

進むにつれてピボット、事業撤退を選択した企業の割合が低下していた。対して、中国のス

タートアップは事業フェーズに関係なくピボット、事業撤退に至る企業が一定割合存在してい

た。すなわち、事業や事業環境の影響も一定程度はあると思われるが、中国のスタートアップ

はピボット、事業撤退をより戦略的に意思決定している可能性も示唆される。 
ピボットと事業撤退は、スタートアップの従業員数や資金調達元に関わらず発生しており、

創業初期以外においても、戦略的な意思決定として検討されている可能性がある。事実、ピ

ボットや事業撤退は決して単に「失敗」を意味する行動とは言えないというのが、近年の学術

研究での一般的な主張である。 
 

ピボットに関する学術研究の知見 

起業家は、仮説を検証していく中で多くの課題（ユーザーに受け入れてもらえない、競合の

出現など）に直面し、その際に、事業を継続するべきか、撤退すべきか、ピボットすべきかの

意思決定を行う（McMullen, 2015）。 
ピボットの意思決定は起業家が日常的に視野に入れている重要な戦略的意思決定であり、多

くのスタートアップが避けて通ることのできない意思決定である。Chaparro と Gomes の文献レ

ビュー（Flechas Chaparro & de Vasconcelos Gomes, 2021）によれば、ピボットを取り扱う論文が増

加し始めたのは 2018 年ごろからであるという。これらの研究は、第一に、Teece（2010）をはじ

めとする、ビジネスモデルの更新に関する研究、第二に、Sarasvathy（2001）や Baker and Nelson
（2005）にはじまる Entrepreneurial Behavior と Entrepreneurial Identity に関する研究を参照しなが

ら発展している。もちろん、こうした学術研究と並行して、Eric Ries（2009）や Blank（2012）
などの実務に関するウェブ上の情報や書籍も参照しながら、ピボットに関する活発な議論が続

いている。 
 
第一に、ビジネスモデルの更新の観点に基づいた研究は、リソースが限られている状況下で、

現在の行動方針が持続不可能であることが明らかになったときに、組織が意図的にリソースの

配置の修正を行う行動を探求する議論（特にダイナミック・ケイパビリティ―DC―）や

strategic renewal などの議論から派生している。 
DC とは、組織が意図的に資源ベースを創造・拡大・修正する能力のことである（Helfat, 

2007）。この観点から解釈すれば、スタートアップが置かれるような経営環境の変化が激しく、

不確実性が高い状況において、当初からスタートアップに最適な戦略が存在していることはほ

とんどない。こうした環境下では市場の成長とともに最適な戦略が見出されていくため、利害

関係者に対してもピボットは正当化されうる（McDonald & Gao, 2019）。 
例えば、Kirtley and O'Mahony（2020）は、エネルギーとクリーンテック領域でビジネスを展

開する 7 つのスタートアップを対象とした複数年に渡る実地調査から、ピボットを行った企業
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と行っていない企業の比較事例分析を行っている。 
この調査はプロダクトの開発過程で新たに得られる情報が次第に積み重なることで、スター

トアップはピボットの意思決定に至ると説明する。つまり、ピボットは一度の戦略的な意思決

定や一つのきっかけで達成されるのではなく、仮説検証を通じた段階的な戦略変更や追加的な

情報の蓄積、積み重ねによって達成されると主張する。 
すなわち、この考え方に立脚すれば、スタートアップのように不確実性の高い事業環境にお

いて革新的な商品やサービスを提供しようとする組織にとって、ピボットは、意図的かつ一つ

の自然な戦略的意思決定と言える。 
むしろ、ピボットを阻害したり、それを意図的に避けたりしようとすることは経営資源の効

率的な再配置を阻害することであり、戦略の刷新を阻害する。ピボットは戦略的な意思決定の

一つであり、機動的に選択するべき手段なのである。 
 
第二に、Entrepreneurial Behavior や Entrepreneurial Identity の観点からの研究では、起業家が事

業アイデアを転換する際に、起業家自身のアイデンティティがどう変化するか、また起業家が

従業員や利害関係者をいかに説得するかが探求されている。 
例えば、Grimes（2018）は、59 人の起業家を対象としたフィールド調査から、起業家の事業

アイデアは単なる経済的合理性から発明されるのではなく、起業家自身の価値観や信念に源泉

があると主張している。 
従って、起業家のアイデンティティと事業アイデアは強く結びついており、起業家は他者か

ら受けたアドバイスや批判を見過ごしたり、否定したりする可能性があるともこの論文は指摘

する。すなわち、ピボットは事業そのものの転換のみならず、起業家自身のアイデンティティ

の転換も求められる重大な意思決定であると考えられる。 
実際、Snihur and Clarysse（2022）の発見は、組織のアイデンティティが確立されることによ

り、ピボットがより困難になることを示している。 
この論文は、2006 年の創業から 2010年の清算までに 2度のピボットをしたベルギーのスター

トアップを調査している。1 度目のピボットは、経営幹部の賛同、社名の変更や社内向けメー

ルを用いた社員への説得、VC からの支援により数ヶ月の間で完了した。 
しかし、2 度目のピボットは、社員と VC からの反対により実行が遅れた。2 度目のピボット

が実行された段階においては、すでに組織のアイデンティティがより強く確立されており、そ

れに紐づく形で組織の業務の形や、従業員それぞれの役割認識も形成されていた。しかしそれ

がピボットを妨げる障壁となり、ピボットをより困難にしたという。 
 
このように、経営学研究においても、ピボットは注目を集めつつある。こうした学術的な成

果を総合すれば、ピボットは、「最適な戦略を発見するプロセス」であり、「起業家とスタート

アップのアイデンティティを変革するプロセス」でもある。 
ピボットは、長いあいだ事業計画が想定通りに進まなかったスタートアップが仕方なく、追

い込まれて実行する消極的な打ち手と見做されてきた。いわば失敗の表明とも考えられ、積極

的にピボットを理解し、それを活用しようとする動きは見られなかった。 
しかし、近年の学術研究が示すピボットの姿は、仮説検証を繰り返しながら事業に対する解

像度を引き上げ、最適な戦略を段階的に構成していく創発的な戦略構築に付随する戦略オプ

ションとしてのピボットである。 
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ピボットは起業家個人と組織としてのスタートアップの両者のアイデンティティの変革を求

めるため、起業家個人にとってのみならず、スタートアップという組織にとっても難易度の高

い戦略的手段であることも事実である。 
従って、約 2 年で半数の企業がピボットか撤退を選択するスタートアップの現実を鑑みれば、

最適な資源の再配置を図り、起業家個人と組織としてのスタートアップを再始動させるピボッ

トは、より深い探求を必要とする重要な戦略的意思決定と言えるだろう。 
 

ピボットするとき、起業家に何が起こるのか 

ピボットという意思決定の実際に迫るため、筆者らは、ピボットの経験がある起業家 6 名に

対して簡易的な聞き取り調査を実施している。聞き取りは 2022 年 5 月から 7 月に実施し、聞き

取り結果はメディアなどに掲載された公開情報と照らし合わせ、匿名化の上で分析した。 
 
結果、ピボットの意思決定に至る過程には、事業の検証を通じて事業に対する解像度が高ま

り、それにより当初描いていたような事業構築、事業成長ができないことを次第に理解してい

くプロセスが介在することがわかった。 
これは先行する学術研究の発見とも重なる事実である。例えば、「色々と営業をかけていく中

で、まだこの事業領域が市場として成熟していないことと、検証に時間がかかりすぎることが

見えてきて、事業をやめるという形にしました」（起業家 C・2018年創業）と、検証を通じて事

業の細部が見えてきてピボットに至る事例があった。 
また、「多分、僕がそこまでする、熱があるわけじゃないなって。（中略）自分がそもそも作

りたいと思って作ったものじゃなかった」（起業家 F・2020 年創業）など、事業構築を通じて、

自分自身の熱意、情熱を自分自身が理解することでピボットに至る事例もあった。 
さらには、「しっかりヒアリングをしていたのですけど、すごいバイアスのかかったヒアリン

グで、自分たちの良いようにヒアリングを切り取っていたみたいな感じだった」（起業家 B・
2021 年創業）と、創業初期のヒアリングや、プロダクト検証に一定のバイアスがあり、それが

事業の進捗につれて露呈していった事例も確認された。 
これは Kirtley and O'Mahony（2020）の調査結果とも符合する。事業開始当初には見えていな

かった事業の細部、そして自身の情熱がピボットという意思決定の誘因となっている。検証時

の意思決定の誤りが検証を重ねる中で露呈し、それがピポットにつながったことも起業家と組

織の学習の成果と捉えることもできるだろう。 
 
同様に、ピボットを意思決定したとしても、そのピボットの実行に大きな困難が伴う可能性

もこの調査からは示唆される。ピボットは全ての従業員と外部の利害当事者に関わりのある大

きな戦略的な意思決定である。起業家が決意したとしても、それがスムーズに他者に受け入れ

られるとは限らない。 
例えば、起業家 F（2020 年創業）は、一人の投資家はピボットにすぐに理解を示してくれた

一方で、別の投資家は猛反対し、その説得に苦慮したと言う。またピボットの実行においては

エンジニアを全員解雇するように強く求められるなど、受け入れが極めて難しい要請を受けた

という。このように、ピボットの実行に際しては、関係者の意向を揃えることが難しいうえに、

さらにその過程で関係者の様々な指摘や要請をくみ取る必要にも迫られる可能性がある。 
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さらに、ピボットをするという意思決定は、起業家にとって大きな重圧になるとも考えられ

る。起業家 E（2018 年創業）は、「結局、XX をやるやる言って注目を集めたはいいが、どうに

もならなかったやつっていう風に業界から見られていた。それがすごい悔しいのと同時に、も

う本当に怖くて。コンプレックスで戻りたくないってなった。あ、もう無理だよな。もう合わ

せる顔がないって考えるようになって、塞ぎ込んじゃって、業界の人と話すのやめるように

なっちゃった。」と、ピボットを実行した当時の追い詰められた心境を語っている。 
特に、自身のまわりに数多くのスタートアップ経営者がいる場合、こうした精神的な重圧、

ギャップは大きくなる。起業家D（2017年創業）は、「どうしても周り全員スタートアップじゃ

ん。スタートアップの思想で始めちゃうから、赤字出して当たり前みたいな雰囲気がある」と

いう。こうした雰囲気の中で、「海外のブランド D2C は掘るところ掘るし。みたいな知識だけ

があって」、「スタートアップといえばやっぱ 5人，4人くらいかな。そういうのもあったから、

とりあえず最初から何も考えずに人増やしてみた」という。しかし、このように思い描いてい

た理想のスタートアップ像と、実際のスタートアップの現実には大きな乖離があった。その結

果、起業家 D は資金が尽きかけた際に、感染症流行のニーズに合わせた小規模事業にピボット

し、これまでとは異なる思考の事業に進むこととなった。 
 
このように、実際に日本において近年ピボットを経験した起業家の聞き取り調査からも、先

行研究で述べられていたようなピボットの現実と困難が見てとれる。ピボットの事前予測は困

難であり、その実行には大きな障壁が伴う。ピボットの実行において起業家は精神的にも大き

な重圧を受け、ときにはこれまでの支援者から手の平を返されたかのような言動を受けること

がある。機動的な経営資源の再配置という意味合いから重要な戦略的意思決定であるピボット

は、同時に起業家個人としても、またスタートアップという組織としても極めて難易度の高い

意思決定だと言えるだろう。 
 

ピボットにどう向き合い、ときにそれをどう活用すればよいのか 

本稿は、実務家のだれもが知る概念であり、また実際は多くの起業家が直面する重要な意思

決定であるピボットについて概観した。 
日中韓スタートアップの質問票調査の結果によれば、2019 年から 2021 年の約 2年間の期間で

調査に回答した2,253社のうち、26％の企業がピボットしており、26％の企業が事業から撤退し

ていたことがわかった。すなわち、ピボットは決して珍しい意思決定ではない。 
2018 年以降、学術研究においても、ピボットの研究は盛んになりつつある。ピボットは経営

資源を機動的に活用するうえで有効な戦略的な意思決定であり、同時に起業家とスタートアッ

プのアイデンティティにも深く関係する重要な意思決定である。ピボットの実行は起業家個人

に大きな心理的な重圧を与えると同時に、そのスタートアップに関わる内外の利害関係者にも

大きな影響を与えることが理解されつつある。 
実際にピボットを経験した起業家への聞き取りからは、ピボットの意思決定が場合によって

は不可避であった事実が浮かんできた。そして、その実行が極めて大きな困難であったことも

わかった。 
では、起業家を支援する立場に立つ政策立案者、投資家、教育者、また関連する支援組織、施

設の関係者は、ピボットに対してどう向き合い、ときにはそれをどう活用すればよいのだろうか。 
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第一に、Snihur and Clarysse（2022）が示すように、確かに組織と事業の拡大によりピボット

の検討と実行が難しくなるとしても、数多くの中国のスタートアップがピボットを果敢に実行

していることにも習い、必要に応じてピボットを恐れない姿勢が重要であろう。 
特に、創業者のアイデンティティやビジョンが組織の在り方や事業の特性に強く結びついて

いる企業では、ピボットには困難が伴うことが予期される（York, O'Neil, & Sarasvathy, 2016）。 
しかし、スタートアップに集った極めて価値の高い経営資源、特に人材をいわゆる“Living 

Dead（生ける屍）”と呼ばれるような状態、事業が破綻するわけではないが、順調な成長を成

し遂げるわけでもない状態に留めておく位であれば、果敢にピボットを選択することが望まし

いのではないだろうか。 
 
第二に、ピボットに伴う大きな心理的な圧力に対する緩衝材としても、ピボットに伴う不確

実性に対して適切な支援を提供する母体としても、インキュベータープログラムやアクセラ

レーター施設など支援組織、支援者の果たす役割は大きいのではないだろうか。 
Grimes（2018）の調査結果からは、インキュベータープログラムなどに参加することで起業

家のピアグループに所属することができている起業家は、より外部からのフィードバックを柔

軟に取り入れ、実際に戦略を変化させていることが明らかになっている。 
多種多様な支援組織、支援者が、ピボットを失敗ではなく、「最適な戦略を発見するプロセス」

であり、「起業家とスタートアップのアイデンティティを変革するプロセス」でもあることを伝

え続けること、それが重要であろう。起業家が、必要と感じるとき、自然に取るべき戦略的な

意思決定としてのピボットを、日常から伝え続けることが必要ではないだろうか。 
 
第三に、起業家個人が日常から社内外の利害当事者に対して適切な説明責任を果たしていくこ

とも、ピボットの活用には不可欠となるだろう。日常から、今何を検証していて、何を明らかに

したいのか。何が満たされれば事業を前に進めようと考えていて、何が満たされないのであれば、

事業のピボットを考えようとしているのか。起業家は、自身の思考を、自身と運命を共にしてい

る社内外の利害当事者に対して、それぞれ適切な粒度で伝え続けることが重要である。 
McDonald and Gao（2019）は、米国の自動投資システムを開発する金融ベンチャー2 社を対象

としたフィールド調査から、企業はピボットの有無に関わらず、顧客や投資家を含む社内外の

利害当事者に対して適切なコミュニケーションを継続し、事業の正統性を説明し続けることが

追加的な資源獲得を容易にすると主張している。 
ピボットを行うとき、社内の利害関係者、経営陣や従業員が投じてきた時間や情熱は、かな

りの割合で成果に結びつかなくなることが確定する。ピボットを行うのであれば、社外の利害

関係者、支援者が投じてきた時間や、投資家が提供してきた資金の多くの部分は、直接的かつ

短期的には収益に結びつかない可能性が高くなる。 
従って、説明責任を果たすこと、これは第一前提条件として、起業家に課せられた責務とな

るだろう。しかし、こうした代償を支払ったとしても、それ以上の可能性のために限られた経

営資源を再投資するピボットは、ときに充分に前向きな選択肢として説明できるだろう。 
 
スタートアップにとってピボットは場合によっては避けられない。従って、起業家、支援者、

研究者は、ピボットという戦略的な意思決定に真剣に向き合い、それを深く理解し、必要な際
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に、それを機動的に活用できるよう理解を深めるべきである。 
事業規模や事業ステージに関わらずにピボットを意思決定の選択肢として持つべきであろう。

必要に応じて外部の支援者、関係者の助けも得ながら、そして日々日常から社内外の利害関係

者への説明責任を果たしたうえであれば、ピボットは中長期的な事業成果を最大化させる一つ

の経営の選択肢となるはずである。 
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