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要 旨  
 

1. 米国では駐在起業家（Entrepreneur-in-Residence)と呼ばれるシニア人材が大勢いる。

これらの人達がベンチャー企業の起業を支えていることは案外知られていない。  
2. 駐在起業家という仕組みには、ベンチャー企業育成の面で、(1)スタートアップ企

業向けのマネジメント人材を貯える「人材プール機能」、(2)起業に失敗した人材を

受け入れる「人材セーフティネット機能」、(3)これから起業しようという人に必要

な知識・スキルを教育する「人材育成機能」、の三つの社会的機能がある。 
3. 米国で駐在起業家が大勢存在する理由のうち、特に(1)マネジメント人材をスター

トアップ企業に惹きつける魅力をプロデュースする組織が多く存在する、(2)功な

り名を遂げた起業家で、次のステップアップを志向する人材の層が厚い、(3)駐在

起業家を受け入れる組織が多く存在する、ことが米国固有のものである。 
4. これらを参考に、わが国固有の条件を踏まえ、「駐在起業家という仕組み」を実現

するには、(1)異業種連合によるスタートアップ企業の「魅力プロデュース力」の

向上、(2)「起業」のプロとしてより「営業」や「交渉」などのプロとしてのシニ

ア人材の活用、(3)駐在起業家を仮想的にプールする「シニア・ナレッジ・ネット

ワーク」（前号で提案）の創出、が有効と考えられる。 
5. インキュベーションというプロセスには実際の体験に基づく職人的な智恵が必要

だ。米国のシニア駐在起業家に存在意義があるのは、このような智恵を体得してい

るからに他ならない。必要なのはシニアであることでなく、新事業を軌道に乗せる

ための「プロ」としてのスキルであり、年代を超えて協働できるオープンで柔軟な

「心の姿勢」をもつことなのである。 
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１． 米国の有力ベンチャー企業に多い「駐

在起業家」出身の経営者 
 
米国では起業経験の豊富なシニアのアン

トレプレナーが、それまでいた会社を辞め

て、ベンチャーキャピタル会社などにしば

らく駐在する例がしばしば見られる。 
こ の よ う な 人 達 は 「 Entrepreneur- 

in-Residence」と呼ばれ、日本語では「駐在

起業家」「書生起業家」などと訳されている。

米国の有力ベンチャー企業には、この駐在

起業家出身の経営者が意外と多い。例えば、

企業間取引のマーケットプレース構築ソフ

トで有名なアリバ会長のキース・クラック

は、大手ベンチャーキャピタル会社ベンチ

マーク・キャピタルの駐在起業家出身であ

る。また、小型情報端末パームの共同開発

者でハンドスプリング会長のジェフ・ホー

キンズも同じくベンチマーク・キャピタル

の駐在起業家出身である。 
 
２． 「駐在起業家」の三つの形態 

 
実は、この「駐在起業家」には三つの形

態がある。 
一つ目は、ベンチャーキャピタル会社に

おけるもので、駐在起業家とは本来、この

場合を指している。シリコンバレーでは、

それまで他の企業のマネジメントをしてい

たエグゼクティブが、休養をとるためにそ

の会社を辞めてぶらぶらする場面がしばし

ば見られる。そのような期間にベンチャー

キャピタル会社が「じゃあ、ちょっとうち

で様子をみないか？」という感じで声をか

け、駐在起業家として籍をおいてもらう。 
駐在起業家となったエグゼクティブは、

オフィスと電話を与えられて、そのベンチ

ャーキャピタル会社の出資先候補企業のデ

ュー・デリジェンス（事業の適正評価）な

どを手伝う。そして、ベンチャーキャピタ

ル会社は、支援先のスタートアップ企業に

マネジメント人材を送りこむ必要が発生し

た時に、その駐在起業家をＣＥＯまたはそ

れに順ずる人材として送り込む、というの

が通常のパターンである。この意味におい

てベンチャーキャピタル会社の駐在起業家

は「ＣＥＯ予備軍」と呼ばれている。 
二つ目は、大企業における駐在起業家で

ある。大企業における駐在起業家とは、そ

の大企業が、社外の起業プロフェッショナ

ルを自社に招聘し、起業の専門家として駐

在してもらう場合をいう。 
例えば、ルーセント・テクノロジーの「ニ

ューベンチャー・グループ」では自社のベ

ンチャーキャピタル部門に、大手投資顧問

会社など社外から辣腕実務家を招き、籍を

置いてもらっている。大企業が駐在起業家

を置く理由は、外部の起業プロフェッショ

ナルを活用することで、その企業が保有す

る技術を用いた事業化のスピードや成功確

率を上げるためである。 
三つ目は、ビジネススクールにおける駐

在起業家である。この場合の駐在起業家は、

学生向けの「起業家教育担当教官・アドバ

イザー」である。 
ビジネススクールの駐在起業家は、実際

に起業して功なり名を遂げた起業家が引退

後、ボランティアとして着任する場合が多

い。また、多くの場合、そのビジネススク

ールの卒業生である。駐在起業家は、将来

起業家を目指す学生のために、自らの実体

験をもとに、机上の空論ではない実践的な

教育を行うのが役割である。 
 
３． なぜ、米国では駐在起業家が増えてい

るのか？ 
 
米国ではここ数年駐在起業家が増えてい

る。先の三つの場合それぞれに異なる事情

がある。 
 
（1）ベンチャーキャピタル会社の場合 
ベンチャーキャピタル会社では、いざと

いう時に出資先のスタートアップ企業に優
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れた経営トップやシニアマネジメント人材

を送り込めることが他社に対する大きな差

別化となる。また、既に実績のある有能な

人材を送り込むことで、新事業の成功確率

を高めることができる。 
しかし、米国でもスタートアップ企業向

けの有能なマネジメント人材は常に不足し

ている。特に近年のネットビジネス立上げ

競争は、その裏で激しい人材獲得競争を引

き起こしていた。ネットバブルの崩壊とと

もに、安易な会社立上げ競争は沈静化の方

向に向かったが、逆にきちんとした収益構

造を構築できるマネジメント手腕を持つ人

材への需要はますます高まる方向にある 
このような背景から、ベンチャーキャピ

タル会社は有能なマネジメント人材を手駒

として囲っておくために、自社内にプール

しようとする。その人材が駐在起業家なの

である。 
 

（2）大企業の場合 
一方、大企業においては、多額の投資を

して研究開発した自社技術の商品化や事業

化のスピードと成功確率を上げることがま

すます求められている。先に挙げたルーセ

ント・テクノロジーはその課題に直面して

いる代表的な大企業である。 
ルーセント・テクノロジーは、近年業績

を落とし、市場での評判はあまり良くない。

しかし、これまでにノーベル賞受賞者を十

二人輩出し、先端技術の宝庫となっている

ベル研究所を擁する名門企業である。かつ

て、マイクロソフトのビル・ゲイツは「私

が五十年前に生まれていたら一番欲しい会

社はベル研究所である」と語っていたとい

う。このエピソードに代表されるように他

の企業から見れば技術開発力においては依

然ルーセントは羨望の的となっている。 
しかし、そのような先端技術を豊富に持

つ大企業は、逆に自社開発した技術の商品

化・事業化が不得手な場合が多い。そこで、

外部の起業のプロを社内に取り込むことで、

事業化に関する専門スキルを活用しつつ、

官僚的な社内の雰囲気に刺激を与え、事業

化のスピード・成功確率の向上を狙う。 
 

（3）ビジネススクールの場合 
ビジネススクールでも他校に対する差別

化競争は激しくなっている。このため、実

績ある著名な起業家を駐在起業家として招

聘することで、自校へ学生を惹きつけるた

めの目玉にすることができる。また、著名

起業家が持つ多くの人脈を活用し、実業界

とビジネススクールとの関係を強化し、寄

付金や研究委託費の拡大を図ることもでき

る。企業側も起業家教育を受けた優秀な学

生をリクルートするためのチャネルとして

駐在起業家を活用できるメリットがある。 
 

４． 「駐在起業家という仕組み」の社会的

機能は何か？ 
 
米国における駐在起業家という仕組みは、

ベンチャー企業育成の面で三つの社会的機

能を持っているといえる。それは(1)スター

トアップ企業向けのマネジメント人材を貯

える「人材プール機能」、(2)起業に失敗した

人材を受け入れる「人材セーフティネット

機能」、(3)これから起業しようという人に必

要な知識・スキルを教育する「人材育成機

能」である。 
 

（1）人材プール機能 
スタートアップ企業における創業期の代

表的な課題は、資金繰りと有能なマネジメ

ント人材の確保であるが、前者より後者の

方がしばしば重要となる。その理由は、資

金の確保に比べて、起業段階に必要なマネ

ジメント能力のある人材の確保は米国でも

容易ではないからである。 
例えば、ネットスケープが創業した時に

人材供給面においてベンチャーキャピタル

会社が果たした役割は伝説となっている。

創業者のジム・クラークから相談を受けた
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ベンチャーキャピタル会社クライナー・パ

ーキンス・コーフィールズ＆バイヤーズ（Ｋ

ＰＣＢ）のジョン・ドーアは、創業から二

ヶ月の間に、社長と四人の副社長を手当て

し、ネットスケープに送り込んだ。その時、

社長として送り込まれたのは巨大企業ＡＴ

＆Ｔワイヤレスの前ＣＥＯジム・バーグス

デールだった。 
このような第一級のマネジメント人材を、

創業間も無いスタートアップ企業に送り込

むことのできるところに、米国の一流ベン

チャーキャピタル会社の凄みがある。ジ

ム・バーグスデールは駐在起業家ではなか

ったが、ＫＰＣＢは多くの「ＣＥＯ予備軍」

を駐在起業家として確保している。 
 

（2）人材セーフティネット機能 
 シリコンバレーのある若手起業家が、ベ

ンチャーキャピタル会社からベンチャーキ

ャピタリストのポジションをオファーされ

ていながら他のスタートアップ企業に行っ

た。しかし、その経営に失敗して、もう一

度ベンチャーキャピタル会社に拾ってもら

い、駐在起業家になった。 
この例に見られるように、駐在起業家と

いう仕組みは、起業に失敗した人材でも、

社会的な疎外を受けること無く、その失敗

を糧にして次の挑戦ができるよう支援する

機能といえる。米国と日本との起業環境の

最も大きな差は、このような「人材セーフ

ティネット機能」の有無であるといえよう。 
 

（3）人材育成機能 
すでに述べたように、駐在起業家は、ス

タートアップ企業の若手経営者、大企業の

新事業開発担当者、将来起業を目指すビジ

ネススクールの学生に対する起業家教育を

担っている。 
  

５． なぜ、米国では駐在起業家が大勢存在

するのか？ 
 

米国で駐在起業家が大勢存在する理由は

次の六つに整理される。 
 

(1) マネジメント人材を必要とするスター

トアップ企業が多く存在する 
(2) 自ら起業を志向する人材の層が厚い 
(3) エグゼクティブクラスの人材の流動性

が高い 
(4) マネジメント人材をスタートアップ企

業に惹きつけるだけの魅力をプロデュ

ースする組織（ベンチャーキャピタル

会社など）が多く存在する 
(5) 功なり名を遂げた起業家で、次のステ

ップアップを志向する人材の層が厚い 
(6) 駐在起業家を受け入れる組織（ベンチ

ャーキャピタル会社、インキュベータ、

大企業のベンチャーキャピタル組織、

ビジネススクール）が多く存在する 
 
これらの理由のうち、特に(4)、(5)、(6)

が米国固有のものである。とりわけ一般の

日本人の感覚で理解しにくいのは、なぜ、

米国では功なり名を遂げた起業家が成長す

る会社を辞め、駐在起業家になるのか、と

いうことであろう。 
その最大の理由は、起業家というのは常

にさらなるステップアップの機会を求める

傾向が強いことである。 
起業家には、会社の立上げプロセスを作

り、自らその中心に立つことが好きな反面、

会社が成長し、大組織になると、組織のマ

ネジメントを好まないタイプの人が多い。 
米国のベンチャー企業には、起業した会社

が成長し、ある段階になると、その組織の

規模に応じた経営のプロを外部からスカウ

トし、その人に経営を任せる例がしばしば

見られる。 
例えば、ヤフーの創業者はジェリー・ヤ

ンだが、株式公開後に外部からスカウトし

たティム・クーグルに社長の座を譲った（現

在はテリー・セメルに代わっている）。先に

挙げたネットスケープも、創業者はジム・
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クラークとマーク・アンドリーセンだが、

前述の通りジム・バーグスデールに社長の

座を譲っている。 
これらの背景には、創業者が必ずしもプ

ロの経営者とは限らないため、自分が社長

のポジションに相応しくないと判断したら、

他のプロ経営者にその座を譲ることをよし

とする「起業家文化」の存在が大きい。ま

た、創業者である起業家の意志よりも、そ

の会社に対し資金を供給し、会社の成長を

早め、大きな果実を得ることを目的として

いるベンチャーキャピタル会社やインキュ

ベータの影響力が大きいことも背景にある。 
また、ベンチャーキャピタル会社へ駐在

起業家として参画することが、さらなるス

テップアップを目指す起業家にとって大き

なメリットとなる。特に一流のベンチャー

キャピタル会社には有望案件に関する様々

な最新情報が集まってくる。駐在起業家と

して籍をおくことで、起業家はそのような

情報を入手しやすくなる。そして、複数の

有望案件に関与することで、自分の専門知

識や視野を広げることができる。さらに、

起業の初期段階から関わることで、その有

望案件のマネジメントとして参画できる可

能性が高まるのである。 
 

６． わが国で「駐在起業家という仕組み」

を実現するには何が必要か？ 
 
前述の米国で駐在起業家が大勢存在する

六つの理由を見ると、まず「(1)マネジメン

ト人材を必要とするスタートアップ企業が

多く存在する」ことについては、米国だけ

でなく、わが国でも事情は同じである。 
次に「(2)自ら起業を志向する人材の層が

厚い」ことについては、米国とわが国とで

大きな差がある。しかしながら、前号で報

告のとおり、わが国でも中高年の起業希望

者の割合は確実に増えてきており、今後は

日米の格差は小さくなるものと予想される。 
さらに、「(3)エグゼクティブクラスの人

材の流動性が高い」ことについては、50 歳

以上のシニア層に関する限り、日米の差は

小さくなっていくものと思われる。その理

由は、定年退職制度の崩壊が進展し、従来

の退職年齢の 60 歳以前に、退職する人の割

が今後飛躍的に増え、人材の流動性が高ま

ると予想されるからである。 
一方、「(4)マネジメント人材をスタート

アップ企業に惹きつけるだけの魅力をプロ

デュースする組織（ベンチャーキャピタル

会社など）が多く存在する」「(5)功なり名を

遂げた起業家で、次のステップアップを志

向する人材の層が厚い」「(6)駐在起業家を

受け入れる組織（ベンチャーキャピタル会

社、インキュベータ、大企業のベンチャー

キャピタル組織、ビジネススクール）が多

く存在する」ことについては、日米で大き

な差がある。 
このため、米国の事情を参考に、わが国

固有の条件を踏まえると、日本で「駐在起

業家という仕組み」を実現するには、(1)異
業種連合によるスタートアップ企業の「魅

力プロデュース力」の向上、(2)「起業」の

プロとしてより「営業」や「交渉」などの

プロとしてのシニア人材の活用、(3)駐在起

業家を仮想的にプールする「シニア・ナレ

ッジ・ネットワーク」（前号で提案）の創出、

が有効と考えられる。 
 

（1）異業種連合によるスタートアップ企業

の「魅力プロデュース力」の向上 
 
ＫＰＣＢや前回紹介したテックファーム

など、米国の有力なベンチャーキャピタル

やインキュベータの底力は、「このベンチ

ャー企業」と決めたところに対して徹底的

に支援することだ。特に、その事業と事業

を推進するベンチャー企業のビジョン、事

業戦略を含めた「企業の魅力」という資産

価値をプロデュースすることである。この

プロデュース力こそが、米国でベンチャー

企業が次々と生まれてくる牽引力となって
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いる。残念ながら財務支援が中心のわが国

のベンチャーキャピタル、インキュベータ

ではこのようなプロデュース力を持つ組織

がまだ少ないのが現状である。 
しかし、一方でイービストレードのよう

に商社、システム会社、金融機関などで異

業種連合を形成し、財務支援にとどまらず、

ベンチャー企業の営業支援やＣＩの構築か

ら会社のロゴつくりに至るマーケティング

支援にまで深く関与し、実績を上げつつあ

る新しいタイプのインキュベータも登場し

ている。 
この例のように、既存のベンチャーキャ

ピタルやインキュベータ単独では不可能な

事業プロデュース力を、異業種連合により

高める戦略が、わが国では有効と考えられ

る。イービストレードでは、母体企業単独

ではできない機能を持ったことで、逆に母

体企業からの評価が高まっているとのこと

である。 
 

（2）「起業」のプロとしてより「営業」や

「交渉」などのプロとしてのシニア人

材の活用 
日本では功なり名を遂げた起業家がその

会社を辞して、ベンチャー企業に移る人は、

いくつかの例を除き、まだ少ない。 
例えば、イーアクセスというＡＤＳＬサ

ービスで有名なベンチャー企業のＣＥＯで

ある千本倖生氏は、かつてＮＴＴを飛び出

し、第二電電（現ＫＤＤＩ）を立ち上げた

あと、慶応ビジネススクールで起業家教育

に取り組み、風力発電会社への出資を行う

など多くの起業実績をお持ちの方である。

しかし、千本氏のような例はわが国ではま

だ少数派である。 
一方、起業家経験は少ないかもしれない

が、「熟練の営業マン」や「契約交渉のプロ」

のような一芸に秀でたビジネスマンであれ

ば人材の層は厚くなる。したがって、「起業」

のプロとしてより「営業」や「交渉」など

のプロとしてシニア人材をインキュベーシ

ョンチームに組み込むことがむしろ有効と

考えられる。大企業で百戦錬磨の営業マン

は、たとえ経営者になれなくてもベンチャ

ー企業が最も求めている営業支援者として

活躍の余地は大きいからである。 
したがって、ここでいう駐在起業家の意

味は、米国での意味と少し異なる。つまり、

起業経験が少なくても、わが国においてベ

ンチャー企業のインキュベーションに有用

なプロフェッショナルが駐在起業家という

ことになる。 
 

（3）駐在起業家を仮想的にプールする 
「シニア・ナレッジ・ネットワーク」 
の創出 

これまで日本のベンチャーキャピタル会

社やインキュベータでは、起業に役立つ「プ

ロ」の人材を組織的にプールするという考

えがなく、せいぜい自社の社員を社外取締

役として兼務で派遣する程度にしか、出資

先企業に対して人的支援ができていないの

が実状である。 
これらをふまえると、日本では大企業で

それなりに事業化実績を上げ、退職を迎え

ようとしている人材を「シニア駐在起業家」

として活用することが有望である。これは

前号で提案した「シニア・ナレッジ・ネッ

トワーク」の応用である（この詳細につい

ては前号を参照されたい）。最近の企業退職

者は、報酬は少なくても継続して働くこと

を希望することが多くなっている。ビジネ

スマンとしての修練をきちんと積んできた

人であれば、体力は多少衰えても、知力は

全く低下していないばかりか、むしろ深ま

っている。これらの意欲と能力のあるシニ

ア人材にリーズナブルなコストで活躍して

もらうのが極めて有益である。 
しかし、一方で、このようなシニア人材

は「扱いにくい」という意見も根強い。そ

の大きな理由は、前職の大企業時代のワー

クスタイルが体に染み付いており、新天地

にいっても、そのワークスタイルを踏襲す
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る傾向があり、受入先から煙たがられるこ

とが多いためである。 
したがって、大企業時代に培った事業化

ノウハウを新天地のベンチャー企業で活か

すためにも、大企業時代に溜まった垢を捨

て、ベンチャー企業の「協働プロデューサ

ー」としてのマインドセットが必要となる。 
もっと根本的には、ベンチャー企業のス

タートアップに相応しいワークスタイルを、

大企業に在職している段階から身につける

ための修練がこれからは重要になろう。そ

うでなければ大企業を飛び出してもベンチ

ャー企業の支援は不可能である。 
インキュベーションというプロセスには

実際の体験に基づく職人的な智恵が必要だ。

米国のシニア駐在起業家に存在意義がある

のは、このような智恵を体得しているから

に他ならない。必要なのはシニアであるこ

とでなく、新事業を軌道に乗せるための「プ

ロ」としてのスキルであり、年代を超えて

協働できるオープンで柔軟な「心の姿勢」

をもつことなのである。 
 

（2002.3.28） 
 
このレポートに対する感想、ご意見をお待ちし

ております。メールアドレスは次のとおりです。 

hirmurat@softbank.co.jp 
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