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「シニア・ナレッジ・ネットワーク」がベンチャー企業を支援する

－ 「シニア力」を活用したインキュベーションの新たな仕組み－

ソフィアバンク　ディレクター　　村田 裕之

要 旨

1. ベンチャー企業を支援するインキュベーション施設が近年増えている。一方、ベ

ンチャー企業が起業後に成長できず、苦戦する例は多い。主な理由は①営業力の

不足、②マネジメント力の不足、③特定分野における専門力の不足である。

2. わが国の従来のインキュベーション施設が提供するのは、オフィススペースが中

心だが、実は上記の３つを支援するソフト面でのサービスの充実が求められてい

る。

3. 米国に目を向けると、有名なフェアチルドレンの一人であるゴードン・キャンベ

ルが経営する「テックファーム」や多くのベンチャー企業を生み出したことで有

名な「アイデアラボ」などは、これらのサービスを充実し、ベンチャー企業から

高い評価を得ている。

4. 一方、わが国でも最近単なるオフィススペースの提供にとどまらず、営業支援な

どのソフト面でのサービスで付加価値を高めている例が見られる。特に大阪のイ

ンキュベーション施設「SOHO＊egg」の方法は注目に値する。

5. SOHO＊egg が成果を上げている理由は、若年者に比べ人脈力、判断力、専門力

などの面で秀でているシニアが若手中心のベンチャー企業を積極的に支援する体

制をつくっていることにある。

6. これを踏まえると、企業人として長いキャリアをもち、何らかの能力を有するシ

ニアを「シニア・ナレッジ・ネットワーク」として組織化し、ベンチャー企業成

長の支援者として活躍できる仕組みをつくることが、ベンチャー企業とシニアの

双方にとって有益と考えられる。

7. 「シニア・ナレッジ・ネットワーク」の拡大は、若手のベンチャー企業の成長を

加速するとともに、シニアの能力を発揮する機会の拡大にもつながるであろう。
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１． 起業後のベンチャー企業が直面する

課題

ベンチャー企業を支援するインキュベー

ション施設が近年増えている。その一方で、

ベンチャー企業が起業後に成長できず、苦

戦する例は多い。

苦戦の主な理由として、第一に知名度、

信用度が低いため、有力な販路や取引先が

獲得できない「営業力の不足」が挙げられ

る。特に大手企業に対する有効な販売チャ

ネルの獲得、キーパーソンとのコンタクト

の確保に苦労する場合が多い。

第二に業務が拡大段階に入る時に、必要

な能力を持つスタッフを確保できない「マ

ネジメント力の不足」が挙げられる。

第三に創業者の得意分野以外の他分野に

おける「専門力の不足」である。創業者は

商品に関する技術については詳しいが、経

営や経理・法務に関して知識や経験がほと

んどないというケースがよく見られる。

起業後のベンチャー企業は、おおむね以

上の課題を抱えており、これらに対する支

援サービスの充実を求めている。しかし、

わが国の従来のインキュベーション施設が

提供するのは、オフィススペースが中心で

あり、ベンチャー企業のニーズに応えきれ

ていないのが現状である。

２． 従来型インキュベータの現状

(1) スペース・インフラ提供が中心のイン

キュベーション施設

自治体が提供するインキュベーション施

設には、このパターンが多い。東京の臨海

副都心にある「タイム 24 ビル」はこの代

表例である。

基本はオフィススペースの提供だが、各

種編集装置や、大型モニターを備えた講義

室など最新の情報設備に重点が置かれてい

る。東京都が賃貸料の半額を負担するなど、

スペースと設備を求める企業にはよい条件

ではあるが「ハコ型インキュベーション施

設」の典型といえる。

(2) 資金提供中心のベンチャーキャピタル、

インキュベータ

施設は提供しないがベンチャー企業の資

金ニーズに応えるベンチャーキャピタル、

インキュベータは、日本に 150 社程度存在

すると言われる。しかし、資金は出すもの

の、出資先企業に対する営業支援などほと

んどないベンチャーキャピタル、インキュ

ベータも依然として多い。なかには出資し

た後は決算報告書の郵送だけで出資先企業

の状況をみるベンチャーキャピタルも存在

する。

３． 「ハンズオン」の手厚い支援をおこ

なう米国のインキュベータ

一方、米国に目を向けると、前掲のベン

チャー企業の弱みである「営業力の不足」

「マネジメント力の不足」「特定分野にお

ける専門力の不足」を支援するサービスを

充実し、ベンチャー企業から高い評価を得

ている例が見られる。

たとえば、有名なフェアチルドレン（シ

リコンバレーで伝説となっているインテル

創業メンバー）の一人であるゴードン・キ

ャンベルが経営するインキュベータ「テッ

クファーム」は、出資先企業に対し、手厚

い営業支援・交渉支援をおこなうことで有

名である。

キャンベルの豊富な人脈と起業経験をも

とに、単なる営業の口利きにとどまらず、

出資先企業の代理人としてハードな交渉を

おこない、ビジネスを成立させる。クライ

ナーパーキンスやセコイアキャピタルのよ

うな大手のベンチャーキャピタルにはでき

ない手厚い「ハンズオン」の営業支援、経

営支援を出資先企業に対しておこなってい

る。

また、多くのベンチャー企業を生み出し
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たことで有名な「アイデアラボ」では、入

居している異分野のベンチャー企業どうし

が自然に交流しやすい工夫が随所に見られ

る。

カリフォルニア州パサディナにある平屋

建てのインキュベーション施設では複数の

ベンチャー企業が低いパーティションを介

して大部屋で同居しており、互いの専門分

野の情報交換をしたり、励ましあったりす

る雰囲気がある。

また、業務の拡大に伴う人材の補強や弁

護士、税理士などの専門家への相談も単な

る紹介ではなく、専任者がおり、対応する。

さらに、施設内に共通のコミュニケーショ

ン・スペースをいくつか設け、施設内外の

人たちどうしで自然に情報が交換しやすい

仕組みになっている。

４． ビジネス経験豊富なシニアによるベ

ンチャー企業の成長支援

一方、わが国でも最近単なるオフィスス

ペースの提供にとどまらず、営業支援など

のソフト面でのサービスで付加価値を高め

る例が見られる。特にインキュベータ

「SOHO＊egg」の方法は注目に値する。

大阪市西本町にある SOHO＊egg は、建

築、広告の企画、ネット通販などのベンチ

ャー企業 20 社以上が入居する会員制イン

キュベーション施設である。

この施設の特徴は、長年食品会社や建設

会社での営業経験で培った豊富な人脈をも

つシニアの社長が、入居しているベンチャ

ー企業の営業支援や経営アドバイス、入居

企業どうしの仲立ちを積極的に行っている

ことである。

その結果、入居企業は、大手企業との販

路を得られ、直接取引をする機会が増えて

いる。一方、大手企業は、代理店などを通

さずに直接ベンチャー企業とやり取りする

ことができ、コストを抑えることができる。

SOHO＊egg が成果を上げている理由は、

若年者に比べ①人脈力（企業や団体などの

キーパーソンに口利きができ、調整でき

る）、②判断力（様々なビジネスシーンで

の勘所を心得ており、ビジネス感覚に優れ

る）、③専門力（特定分野に関する専門知

識が豊富で、目利きができる）、などの面

で秀でているシニアが、大企業とベンチャ

ー企業との架け橋の役割を果たし、若手中

心のベンチャー企業を積極的に支援する体

制をつくっていることにある。

一方、今後入居者であるベンチャー企業

の業務拡大に伴い、このような支援が可能

なシニア人材が必要になってくる、とのこ

とである。

５． 「シニア・ナレッジ・ネットワーク」

によるシニア力の活用

米国の先駆事例や SOHO＊egg の例を見

ると、ベンチャー企業の成長支援にシニア

の能力が発揮できる余地が大きいことがわ

かる。

東京都八王子にある「プロテック」は、

ベンチャーキャピタルが投資する際の判断

材料となる新技術や新製品の評価やコンサ

ルティングを行うベンチャー企業である。

ユニークなのは、プロテックに参加して

いるメンバーの大半が日立製作所のＯＢだ

という点である。長年、日立製作所で研究

員、技師、工場長として従事してきた技術

者約 80 人が参加している。

ベンチャーキャピタル、証券会社、銀行

は、出資候補先企業の財務評価はできても、

専門技術の評価を自社でできない場合が多

い。プロテックはこのような専門技術の「目

利き」を低額で提供する。

とはいえ、一昔前と異なり、技術の進歩

は日進月歩であり、先端技術の陳腐化速度

はますます速くなっている。昔の現役時代

の専門知識では役に立たないのではないか

という疑問ももたれる。

しかし、プロテックの優れているのは、
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JICST（日本科学技術情報センター）の技

術文献抄録集の作成を仕事としており、常

に世界の最新技術動向に関する知識をイン

プットしていることである。このため、今

も現役の研究者以上に先端分野に関する嗅

覚を維持できている。

プロテックの動きは、豊富な人脈と専門

技術知識、技術に関する勘をもつシニアが

ネットワークを構築し、自身がベンチャー

企業であり、かつ金融系企業やベンチャー

企業を支援している好例である。

以上を踏まえると、プロテックの仕組み

を発展させ、企業人として長いキャリアを

もち、何らかの能力を有するシニアを「シ

ニア・ナレッジ・ネットワーク」として組

織化する。そして、このネットワークを活

用し、SOHO＊egg のように若手のベンチ

ャー企業との協働機会をつくることが、ベ

ンチャー企業とシニアの双方にとって有益

と考えられる。

SOHO＊egg の運営者であるスタイリン

グ研究所の澤地社長は、「若い人と協働で

きる場をつくれば老ける暇などない」と語

っている。また、入居しているベンチャー

企業も親分肌の年輩者と共に動くことで単

にサービスを受けているという次元にとど

まらず、次々と出くわす経営上の課題に対

処するための「暗黙知」をつかむことがで

き、年輩者を慕う気持ちも強まってくる。

「シニア・ナレッジ・ネットワーク」の

拡大は、若手のベンチャー企業の成長を加

速するとともに、シニアの能力を発揮する

機会の拡大にもつながるであろう。

（2002.3.8）

このレポートに対する感想、ご意見をお待ちし
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