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I. 概要 

 

本調査は、アメリカにおける Fintech および IoT の動向について、現地に赴き、ヒアリングを行っ

たものである。 

シリコンバレーでは、ＩＴに自信のある若者を世界各国から集め、様々なビジネスを発信している。

ニューヨークでは、既存の金融産業等との連携のなかで、ＩＴを活用するベンチャー（いわゆる

Fintech 企業）が台頭してきている。ボストンでは、ＭＩＴの人的ネットワークを背景に、IoT による

ハードウェア産業が起きつつある。 

さらに、各地でスタートアップ企業の成長・拡大を支える「アクセラレーター」が存在感を高めて

おり、ダイナミックなエコシステムの鍵を握っている。 

 

訪問時期：２０１６年３月１６日（水）～２６日（土）  

訪 問 先： 

［ＳＦ］ノミク（IoT） 

プラグアンドプレイ・テックセンター 

ファクトム、ウィアクト、トークン、アルカンザ（Fintech） 

ウェルズファーゴ・デジタルラボ 

プライスウォーターハウス・クーパーズ Fintech 

［ボストン］サンジェイ・サルマＭＩＴ教授 

  ドラゴン・イノベーション／ボルト 

   ＣＩＣ（ケンブリッジ・イノベーション・センター） 

［ＮＹ］アゴロ（ＩＴ） 

ウィーワーク・フルトンセンター 

ウィーラブナンバーズ（Fintech）、エントラピー（IoT） 

スタートアップ・ブートキャンプ・Fintech・ＮＹ 

バークレイズ・アクセラレーター ライズＮＹ 

訪 問 者：澤田潤一 国際ＩＴ財団代表理事 

    神成淳司 慶應義塾大学環境情報学部准教授 

              内閣官房副政府ＣＩＯ／情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室長代理 

    南 宗敏 フューチャーアーキテクト金融ビジネス本部ディレクター 

    和田翔平 フューチャーアーキテクト金融ビジネス本部シニアコンサルタント 

   齋藤奈保 国際ＩＴ財団事務局長 

    渡辺俊之 日本生産性本部経営アカデミー課長    ※役職名は当時 
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II. 訪問記録 

１. サンフランシスコ 

（１） プラグアンドプレイ・テックセンター1 

日 時：２０１６年３月１７日（木）１１：３０－１３：３０ 

対応者：Mr. Scott Robinson, Director, Fintech, PnP 
Mr. Omeed Mehrinfar, Corporate Partnership/Startup Relations, PnP 
Mr. Max Koenig, Corporate Development/ Operations, Fintech, PnP 

○ 2006 年設立。支援したスタートアップ企業数は 2,500 社に上る。入居費用は$600～。現在 400 社に

上るベンチャーがひしめき合う。キーパーソンたちとの交流による強大なネットワークがある。 

○ Fintech・アクセラレーター・プログラムは、昨年より第１・３四半期に展開。２千件の申込から、

約 70社に選抜。大企業とマッチング機会の創出に注力している。 

○ スタートアップにとって、大企業１社単独・一対一の共同開発にはリスクが大きい。複数の企業と

の接点を持ち、独立性を保つことが不可欠だという。世界各国の代表的な企業や銀行とのセッショ

ンが、テーマ分野毎に毎日数件組まれている。 

○ プログラムを運営する施設スタッフの年齢も若い。ディレクター・Scott Robinson（32 歳）を筆頭

に、部下は新卒採用。若くても毎日数件のスタートアップ希望者や大企業担当者と面談を経験、知

識やネットワークが蓄積される。 

 

エントランス風景 入居者のナショナリティを象徴する万国旗がはためく 

                                                   
1 http://plugandplaytechcenter.com/ 
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プラグアンドプレイ・テックセンターは現在、シリコンバレーの中心であるサニーベールにある。創

業者である Saeed Amidi は当初、スタンフォード大学の目抜き通りでペルシャ絨毯屋を営んでいたが、

顧客であったシリコンバレーの投資家や起業家との人脈を活かし、若い起業家に安価にオフィススペー

スを貸し出す不動産事業をスタートした2。当時入居していたのは、創生期のグーグル、Amidi が初期投

資も行ったペイパル、スイスから進出したロジテックなどであった。その後、初めて投資をしたペイパ

ルが e ベイにイグジットされたことで売却益が入り3、これを契機に元フィリップスセミコンダクターズ

の社屋であった施設（約 17,000 平米）に移転し、プラグアンドプレイ・テックセンターを設立した。後

に 900 億円を集め上場した Fintech 企業レンディングクラブも輩出し、入居企業は現在 400 にのぼる45。 

入居者は、オフィススペースや会議室、カフェテリア、受付を利用でき、マーケティングやプレスリ

リース用のビデオ制作なども含めた事業運営面のサポートを得られる。さらに、メンター制度「EIR（エ

グゼクティブ・イン・レジデンス）」があり、金融業界の長年の経験を還元したいという専門家が常駐し、

例えば、投資家の前でピッチをする場合にはどのような服装で、どのような態度で、といったことも含

めて起業家たちの育成に取組む。また、ネットワーキングの機会も大きな魅力といえる。年間 300 以上

のイベントがあり、大企業やエンジェル投資家、ベンキャピタリスト、大学がスタートアップ企業との

出会いを求めて来所する。純粋に投資を求めているスタートアップ企業もいる。実際に、投資収益が我々

の収入源でもある。投資金額は、一口 2.5 万～50 万ドルと比較的小さい。 

大企業がイノベーションを求めて来所することもある。「Fintech・セキュリティ」アクセラレーショ

ンプログラムでは、銀行や外国機関投資家（FII）、保険会社、プロセッサー（クレジットカードのデー

タ処理受託企業）、金融情報サービス企業などとコラボレートしている。このコーポレートイノベーショ

ンこそが、当社の強みであり、フォーチュン 500 などのトップクラスの大企業が、スタートアップ企業

によるソリューションを求め、当社でセッションを開催する。このセッションに参加できるのは、アク

セラレーションプログラムに選抜されたスタートアップ企業である。 

                                                   
2 Saeed Amidi’s Global Accelerator Network Plug And Play Expands To Brazil, Apr 7, 2014  

http://techcrunch.com/2014/04/07/saeed-amidis-global-accelerator-network-plug-and-play-expan

ds-to-brazil/ 
3 Meet Wall Street's favorite Silicon Valley incubator, Sep. 14, 2015  

http://www.businessinsider.com/plug-and-play-ceo-saeed-amidi-backed-paypal-2015-9 
4 現在の施設は、古さはあるが、案外にとても温かみがあり、ほっとする雰囲気がある。シリコンバレ

ーの技術者の過半が外国生まれで、「マイノリティが多数派を占めるコミュニティ」であることが凝縮さ

れている。他のアクセラレーターと比較して、３ヶ月間じっくり丁寧な支援が受けられることが利点、

というスタートアップの話を裏付けていた。 
5 All roads lead to the Valley, May 18, 2009 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0f1512ae-43c5-11de-a9be-00144feabdc0.html# 
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PnP Fintech・アクセラレーターのブース（企業パートナーシップ担当・Mehrinfar 氏） 

Fintech・アクセラレーションプログラムは現在、第 3 期を運営中である。その前の第 2 期では、824

社の応募者から、デュー・デリジェンスなどを経て 100 社に絞られ、その後は「企業パートナー」によ

って 30～40 社に選別され、4 分間の質疑応答とピッチの審査を経て、最終的に 23社に絞られた狭き門で

ある（合格率 2.7％）6。約 3 カ月のプログラムを実施する。なお、企業パートナーは現在、BNP パリバ、

サンタンデール、三菱東京 UFJ、三井住友銀行など 18 金融機関で構成されている。アクセラレーション

プログラムを通じ、スタートアップ企業と大企業を引き合わせ、単なる投資を超える付加価値を提供す

る。第 3 期は 5月 25 日迄で、最後のイベント「エキスポ」で投資家や銀行など 500 名の前で発表する。 

Fintech 以外にも、「健康」「IoT」「小売」「旅行・ホスピタリティ」など 7 分野の産業別アクセラレー

ションプログラムがある。このビジネスモデルは、フォルクスワーゲン社との経験が元になっている。

同社がイノベーションを求め、スタートアップ企業との連携を求めて来所した。我々は当初 10社のスタ

ートアップ企業を揃えたが、パイロットまで行けたのは 7 社であった。当然、残りの 3 社は、自分たち

で他社にアイデアを持ち込むことができるわけではない。そこで、我々は、大企業単体を通じた形では

なく、複数企業、すなわち産業全体と協働する現在の体制に行き着いた。これにより、我々は産業分野

全体に働きかけることができるため、スタートアップ企業が大企業一社にアイデアを取られたり、お蔵

入りしたりすることなく、産業全体を視野に、機会を見極め、事業の成長を導くことができる。 

                                                   
6 Top FinTech Startups Selected to Join Plug and Play's Financial Technology Innovation Platform, 

March 1, 2016, 

http://www.streetinsider.com/Press+Releases/Top+FinTech+Startups+Selected+to+Join+Plug+and+P

lays+Financial+Technology+Innovation+Platform/11376519.html 



5 

企業パートナーの関心の理由は、最新技術の把握が第一である。プラグアンドプレイにはエコシステ

ムの一部としてサンドボックスが完備され、活用されている。母国では競合他社である企業同士も肩を

並べて参加している。第二に、事業開発と事業認可である。クライアント企業内のソリューションの解

決から、それらを将来的に顧客ベースに共有ができるか。なお、金融機関のイノベーションチームは、

投機事業として、それ自体が M&A 目的になっていることが多い。Fintech 投資全体の 15％は銀行が占め、

内容はこのような投機事業になっている。 

第 1 四半期と第 3 四半期の年２回、各 3 か月のプログラムを行う。第１期で 29社、第 2 期で 23社と、

2015 年で計 52社をサポートしている。現在進行中の第 3 期で 22 社が加わり、開始以来の 1 年半で 74 社

となる。これを通じて、企業パートナーからの多額の資金が得られた。企業パートナーは 2種類ある。「ア

ンカーパートナー」は実際にスタートアップ企業や、プログラムで採用する技術を選抜する（年会費 20

万ドル）。「エコシステムパートナー」は、スタートアップ企業の選抜には関われないが、アクセスが得

られる（年会費 10 万ドル）。人材を常駐している企業もある。金融機関が独自でアクセラレーションプ

ログラムを行うとなると、何百万ドルもの費用がかかるのに加え、内部インキュベーターによるスター

トアップ企業の育成では市場性が低くなり、うまくいかない例が多い。これに対して、我々のエコシス

テムは比較的安価で他企業やスタートアップ企業へアクセスすることができ、スタートアップ企業の市

場での成功が最終目的となる。実際に、企業パートナーから得られる収入は我々の事業運営コストを賄

う程度であり、我々の得る利益は、スタートアップ企業への投資による ROI(投資利益率)である。 

アクセラレーションプログラムのスタートアップ企業の 3 分の 1は「シード・ステージ」「アーリー・

ステージ」で、入居もしている。残りの 3 分の 2 は、「アーリー・ステージ」や「レイター・ステージ」

で、自前のオフィスを持ち、大企業とのミーティングの都度、来所する。それらのミーティングを通じ

て、いかに適したマッチングができるが、我々が提供する価値である。 

主に「シード・ステージ」のスタートアップ企業に投資することで、我々の企業パートナーとの間で

ゆくゆくはライセンシングや投資、企業買収に至ることによって、さらに次の段階へ進むことを重視し

ている。2006 年以降、様々なアクセラレーションプログラムにより、2,500 社に上るスタートアップ企

業を支援している。スタートアップ企業への投資では、創立以来資本調達額は 4.5 億ドルに上る（創設

者アミディの私的財産の一部（1,500 万～2,000 万ドル）を毎年、投資資金に充当）。世界中の 300 企業

のほか、180 のベンチャーキャピタルパートナーがおり、ベンチャーキャピタルとはよい関係を保ってお

り、競合しない（投資の良い情報が把握できる）。スタートアップ企業の資金調達のリードも行わない。 

大学・研究機関とも提携しており、60 の提携先のうち半数は海外の大学となっている。特に学生のス

タートアップは素晴らしい ROI を上げているため、関係づくりに努めている。具体的には、学内の様々

な起業家組織やクラブと共に、年に数回ピッチ・デイを開催するなどしている。海外の提携先では、政

府機関やアクセラレーターとも協働している。インターナショナルな人たちは政府系の人たちと活動し

ている。あとは他のローカルなアクセラレーターと一緒にやっている。例えばロンドンの 2 つのアクセ

ラレーターとは我々が情報交換をして補完しあっている。 

プラグアンドプレイに来所する金融機関が持つ危機感は、まず「death by a thousand cuts」（小さな
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傷でもたくさんあれば、巨人も破滅に追いやられてしまうことを意味する慣用句）7で、例えば 1,000 の

スタートアップ企業が、それぞれ銀行の事業体系に侵食し、銀行の収入源に介入しようとしている（ス

クエア、ストライプ）。第 2 に、「Horizontal」（横展開）。ネットフリックスが登場したことで、ブロッ

クバスターが無くなった。銀行は、金融業界のブロックバスターになりたくない、時代に先んじて対応

し、アップルやグーグルにのっとられたくないと感じている。第 3 に、モバイルの普及がある。多くの

金融サービスがモバイルで可能になりつつある。アップルペイを使ってスターバックスで支払をしたり、

オフィスからモバイルでテスラを買ったりするということが起きる。需要は急速に高まっている。 

例えばイランでは、もう誰も現金は使わないという。なぜなら、テレビを買うとしたら紙幣をスーツ

ケース 2 個分も運ばなくてはならないからだ。そこでイラン中央銀行は 5,000 万枚ものデビットカード

を一つの大容量サーバーで発行した。現在、アップルペイとグーグルウォレットは、様々なプラットフ

ォームを通じて十億ユーザーがおり、銀行としては彼らが口座をつくることを恐れている。ミレニアル

世代は 92％がモバイルペイメントに頼っている。さらに、彼らの 73％はグーグルやアップルやペイパル

を信用していて、銀行にこだわりはなくなっている。そこで、ブロックチェーンによるトークナイゼー

ションが重要となる。金融業以外の分野や、スマートコントラクトなど、様々な可能性が出てきている。 

アクセラレーションプログラムでの事業アイデアは、決して誰も思いつかないようなものである必要

はない。技術も、金融機関が選ぶものでもあり、月並みであってよい。ただ、選抜過程で重視するのは、

チームである（グーグルに投資したときも、当時は検索エンジンの 13 番目であったが、今や最も成功し

ている）。チーム力として、いかに企業からの協力を引き出せるか。月並みな答えかもしれないが、よい

アイデアには、よいチームがある。選出されたスタートアップ企業には、よい人脈がある。 

運営側の体制はスコット以下、現在 9 人で、他に 9 拠点（中国、シンガポール、スペイン）にもフル

タイムのスタッフがいる。ベンチャー部門とコーポレート部門に分かれる。30 代であるスコットが年長

で、スタッフの平均年齢は、我々と同じ 26～27 歳である。スコットの前職は、コンサルティングで、プ

ラグアンドプレイではイノベーション顧問であった。当時、スコットとロジャー・ベア（ニックネーム・

ビットコインジーザス）が 2 人で、ビットコイン・ミートアップを開催した。プラグアンドプレイが世

界でも先陣を切って、ブロックチェーンの世界に接したことになる。これがもととなり、その後の数年

で現在のような効果的なプログラムとなった。スタッフのオミードは 2014 年にボストンの大学を卒業し

た際、ロンドンやニューヨークでの金融業への就職を考えていたが、最後の段階でプラグアンドプレイ

に採用され、シリコンバレーに移ってきた。マックスは、シリコンバレー出身で、スタートアップ企業

にはとても馴染んでいた。昨年大学を卒業したばかり。オミードとマックスは、毎日それぞれスタート

アップ企業 10 社、金融機関は 4 件程と面談する。それも役員や本部長、CEO である。数件のミーティン

グを掛け持ちすることもある。できるだけ多くの人々に対応することが、我々のスタートアップ企業に

対する存在価値であり、最終的には ROI となるからだ。 

Fintech は一過性のブームなのでは、という意見に対しては、結局銀行は消えることはないが、いかに

技術の変化に対応できるか、に尽きる。それに失敗すれば、行き詰まって大量解雇やレイオフにつなが

る。懸念となっているのが、小口金融で、物理的な拠点がどうなるか。そして、もう 1 つの大きな流れ

                                                   
7 CES 2015 から見えてきた「モノとマーケティングのミニマリズム」2015.01.15 

http://wired.jp/2015/01/15/ces-report/ 
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は、資産運用である。これまでのサービスは透明性が高くなく、401K はどうなっているのか、手数料は

どこへ行っているのか、全く分からなかった。親の世代はそうであったが、ミレニアル世代はその資産

を引き継いでいく。ポートフォリオがモバイルで、リアルタイムで見られることが求められる。さらに、

ブロックチェーンやビットコイン。ファクトムは不正会計に対抗する理想的なユースケースとなろう。

銀行間取引に不正があった場合、ブロックチェーンを使えば、取引履歴を全て振り返ることができ、誰

が不正を行ったかが分かる。これは社内会計報告のセキュリティとしても有効である。これについては、

会計事務所が脅威に感じている。マネーロンダリング対策をブロックチェーンで行えば、既存の会計事

務所は不要になるのだから。 

イノベーションチームや戦略チームを実際のビジネスユニットに移行させるためには、かなり詳細な

戦略の裏付けがないとうまくいかない。企業パートナーの動きは典型的に遅い。そのため、特に初期の

スタートアップ企業が、個別企業単体を相手にリソースを投入してしまうと、困難に直面する。約半年

間のプロジェクトで 6 人のメンバー、うち 3人の専任者がいるとした場合、100 万ドルの資金しかない場

合、スタートアップ企業にとっては死を意味する。おそらく、最大の課題はインフラのセキュリティ、

すなわち、金融機関のデータをスタートアップ企業がプロダクト制作に活用できる体制の如何にある。

例えば、決済機能の多くは既存の金融システムによっている。小売業ターゲットのハッキング事件、ソ

ニープレイステーションネットワークへの侵入事件も起こっている。スタートアップ企業が既存の金融

システムに対して、実用化ソフトを発明するのには長い時間がかかることは理解できるであろう8。 

メガバンクと協業する上での我々の戦略は、経営幹部層に働きかけ、その先にある未来志向の層、ベ

ンチャー部門へと影響を及ぼすことである。そうすることで、決済部門であれ貿易金融であれ、事業部

門へと波及効果を生じることができる。もうひとつの、金融分野ならではのチャレンジとしては、規制

があり、それによりイノベートできるパラダイムも変わる。たとえば Uber なら、オレゴン州ポートラン

ドなど、歓迎されておらず認可もされていない場所でも、営業自体は可能だが、金融分野でそのような

ことをすると、刑務所行きとなる。このため、我々は連邦の規制当局に働きかけ、「パーミッションレス・

イノベーション」実現へと向かっている。すなわち、当該規制の制限を受ける恐れのない、セキュリテ

ィ保護された実験環境をつくることに取組んでいる。これは、シンギュラリティ大学のブラッド・シン

グルトンが命名したもので、90 年代初頭のもので、インターネットと e コマースが生まれた当時、一般

的には、ダイヤルアップのモデムで入って、コードがかければ様々な問題解決が出来た時代。しかし、

銀行はそのようなことはない。レンディングクラブはマネーサービス・プロバイダーライセンスを得る

まで、9 か月も事業を停止した。深刻な障壁があり、規制当局とのやりとりにはコツがある。ポイントと

しては、全てをさらけ出して更に規制を高めるようなことをないようにすることである。 

アメリカの規制当局は 5つ以上ある。FinCEN（金融犯罪執行ネットワーク）、財務省、シークレットサ

ービス（金融犯罪取締当局）、財務省外国資産管理局（OFAC）の当該機関がそれにあたる。シンガポール

などの、単一金融規制当局下で、スタートアップが起業しやすい環境とは異なる。日本の規制当局は、

ビットコイン規制分野をリードしている。マウントゴックスの一件にもかかわらず、とても前向きで、

とてもやり易い環境になっているので、我々は貢献していきたい。 

                                                   
8 10 Biggest Computer Hacks Of All Time, Top Trending  

https://www.youtube.com/watch?v=oOoMqgnvZaY  



8 

現状では、我々のアプローチは、メガバンクを中心としたトップダウンのものだが、一定の段階を経

た暁には、地銀や信金へと展開したい。メガバンクとは異なる課題があると推測されるが、大きな課題

と同様、その一部となる課題についても取組んでいきたい。 

プラグアンドプレイの運営体制だが、シリコンバレーで 50 人、世界では 150 人となっている。この 3

年間で 30人から 50人へと急速に拡大した。次の半年で東京、ロンドン、パリなどに進出するつもりで、

Fintech を最優先分野としている。平均が 26～27 歳で、少なくとも最初の 1 年間は先輩の後をついて学

ぶ。海外などに展開する場合は、現地の人たちを訓練しないといけないので、担当者が乗り込んで教育

する。ドイツ・ベルリンの場合は、まず向こうからこちらに来て 8 か月間、スキルを身につける訓練を

した。東京についても、結構な道のりがある。拠点やパートナーを固めて、発表は 1，2四半期後になる

かと思う。 

Fintech という意味で我々が差別化しているのは、ペイパル、レンディングクラブ、クレジットセサミ

という会社を、この 20 年、業界や技術動向、規制の趨勢と共にずっと見てきていることである。その結

果として、成功したスタートアップ企業のコミュニティへアクセスできるという点である。ペイパルの

ピーター・ティールが、我々のポートフォリオ企業の 26（ドイツ企業）に 1 千万ドル投資する、という

ことが起きるのは、このような歴史を体現している。 

深刻な課題と思うのは、「失敗を恐れること」である。これは日本だけでなく、インドネシアやマレー

シアなども同じである。インドネシアでは、一度失敗した起業家は、キャリア全体の失敗と考えてしま

う。日本も似ている。しかしシリコンバレーであれば、失敗は名誉となる。フェイスブックに行けば、「フ

ェイル・ファースト」となる。できることは何でもやって、勉強してすぐ次に移るという文化である。

そういうマインドセットがあれば良い。日本人でここにいる人がその考えを持って帰ればよい。トラッ

クパッドというサンパウロの会社はそのうちの 1 つ。彼らはこちらに来たことにより開眼した。ここに

来れば、すぐそこにアップルの本社はあるし、グーグルやフェイスブックもある。例えばフェイスブッ

クのザッカーバーグがスウェットで歩き回っている。問題は服装ではなく、アイデアである。このこと

は、人々を勇気づける。（この文化は、）様々な先入観を取り除き、ソリューションをもたらすのである。 

 
Fintech ディレクター Robinson 氏 



9 

（２） ウェルスファーゴ 

日 時：２０１６年３月１８日（金）１０：００－１２：００ 

対応者：Ms. Marria Rhodriquez, Strategy Consultant WFVC Digital Labs 

○ 全米 39 州に 6,500 の支店を持つ地域銀行（総資産額 1.8 兆円ドル）。2007 年に米国初のモバイ

ルバンキングを開始した IT 活用のリーディング企業。同年設立の Digital Labs は、多様なデバ

イスを通じた顧客サービスの向上に取り組む。CEO 自ら、同社自体を Fintech 企業に位置付けた

いという考えだという。 

○ ラボのメンバーはストラテジスト 3名とプログラマー6名の計 9 名。全社でイノベーティブな行

動を奨励しており、他部門の技術系人材が担当業務とは別に自発的に開発に取り組むケースも多

い。アイデアのプロトタイプ化がラボの役割。実装段階の厳重なテストは、開発部門に引き渡す。 

○ 一連の取組みは社内人材が担うためか、ラボのテスト素材などに当事者意識や遊び心が感じられ

た。必要に応じてアマゾンなど社外と連携するが、あくまで社内人材がコントロール。なお、

Fintech・アクセラレーターも別部門で実施し、8 社の実績があるが、即座に自社サービスに取り

込むというより、最新技術の把握が目的の印象を受けた。 

  
Wells Fargo デジタルラボ(スマートテレビシステム) 

我々はテクノロジーを事業開発面と技術面の両面から捉え、顧客と常につながっていることを重視し

ている。店舗の現状と求められる銀行機能のギャップを埋めて顧客の利便性を高めるためには、店舗に

出向く必要がなくなることが重要である。デジタル化、とりわけバーチャル化の様々な検討をしている。

例えば、店舗に入って行うことを全てモバイル上で再現することや、「バーチャル＋バーチャル」という

ことでタブレットや TV上で銀行と対話する仕組み、さらにサードパーティと繋がるときには API 等を使

って行うなど。あくまでも顧客が簡単に使える方法を模索する。我々は全員がイノベーションについて

考え、自分のチームそして自分の責任の中でできることを考えることを求められる。そしてアイデアを

きちんと吸い上げられるよう、カンファレンスや、パートナーのエグゼクティブを招いたショーケース

を開催している。 
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デモのひとつに、運転中のモバイルアプリがある。外が暑かったり寒かったりするときは特に、わざ

わざ銀行に行きたくない。実際に、ドライブスルー・バンキングでは、ドライバー（顧客）からははる

か向こうの見えないブースのなかに銀行員がいる状況。そして顧客がスピーカーで話し、例えば小切手

を口座に入れたいときには、手元のカセットに入れて、チューブを通って銀行員に届く。このときに、

ID 確認のため、運転免許の提示を求められることがあるが、実際にはブースにいる銀行員が、ただモニ

ター越しに見ている状況で、決して望ましいやり方ではない。これを解決するため、モバイル認証がで

きるようになる。例えば、銀行に 500 ドル預金をして、35ドルの払い戻しもしたいと思っているとする。

ドライブスルー・バンキングでは車列ができてしまうこともあり、その待ち時間でのモバイル操作でも

可能である。モバイル画面では待ち時間も分かるので、他のドライブスルーに行くこともできる。取引

を承認するとパスコードが出て、これで本人であると認証できる。実際に社内の 4,000 ユーザーで検証

したが、フィードバックは良好だった。リリースは検討中である。 

次に、オキュラスのデモがある。銀行のラボ以外に所属する、技術者に協力を求めて制作している。

彼らは就業時間内でも、自分の部署の仕事ではなく、こちらに来てこの仕事をすることができる（当行

ではこのような取組みを奨励している）。日頃はバックエンドのサーバーで銀行の中心業務を行っている

のだが、通常の仕事とは別に、楽しんで取り組んでいる。実際の店舗の場面をバーチャルリアリティー

化して、銀行員が、顧客が見ているものを確認することができる。また、アップルウォッチはラボでの

最初の試みで、すでに製品化されている。「ウェルスファーゴ・アットハンド」という口座管理アプリで、

去年の夏にリリースしてから、4万ダウンロードに上る。口座の状態が分かるようになったということで、

次に何ができるようになるかをよく聞かれているので、次のバージョンを検討中である。 

このようなデモ開発には、トップのコミットメントが欠かせない。当行には、バーチャルチャネルと

いう組織があり、28 万人が関わっている。そこでは 90のビジネスラインが展開している。重要なのは、

皆が話し合い共有することであり、3 か月に 1 回、イノベーションサミットを開き、情報共有している。 

ラボのスタッフは、ストラテジスト 3 名とプログラマー6 名の計 9 名で構成されている。私ともう 1人

のストラテジストは勤続 15 年で、私はテクノロジー、マーケティング、プロダクト担当、もう 1人はカ

スタマー・エクスペリエンス、プロダクトマネジメント、ストラテジーに長けている。上司であるマネ

ジャーは外部からの転職者だが、ストラテジーとコンサルティングに長けている。全体的に当行の勤続

は長く、25～30 年で、そのまま定年を迎える。行内でローテーションし、色々な経験を積むことが大事

で、それにより、相互の信用が積み重なるので、様々な仕事の話ができるようになる。 

基本的に銀行は保守的だと思う。失敗はあまり許容されない。10 のうち幾つくらい成功するとか、そ

のあたりの明確な傾向はない。ただ、開発の評価を 3 つ定義（「実現不可能」、「もしかしたらいける」、「こ

れでいける」）して、「これでいける」と判断したものをデジタル製品マネジメント部に引き継ぐ（同部

署ではその後、数カ月をかけて製品化し、リリースまで担当する）。実際、ラボで「もしかしたらいける」

に到達するまで 2～3 年かかるものもあるが、ラボでのプロセスは、必ず 30～90 日の間に完結する。 

ラボにおいて、（行内の各部署との連携により）動く分には、フレキシビリティがある。しかし、基本

的に他社（Fintech 企業）とコラボレートすることはあまりない。プロダクトを実装するとなると、たく

さんの事業パートナーのチェックが厳しくなり、リスクマネジメントが大変になるためだ。他社とコラ

ボレートする場合は、事業構造や利益を精査して、長い時間をかけてパートナーシップを結ぶ。 



11 

 

Wells Fargo デジタルラボ（オキュラス) 

（３） プライスウォーターハウス・クーパーズ 

日 時：２０１６年３月１８日（金）１４：００－１６：００ 

対応者：Mr. Jason Zealer, Advisory, Fintech, PwC 

○ PwC は、Fintech を大きな事業機会と捉えているが、Fintech の変化のスピードは早く、分野も多岐

にわたるため、クライアント企業が自社の変革ニーズを理解することが極めて難しい（日本企業の

状況と同じ）。同社は自らの既存サービスも「ディスラプト」する態度で Fintech 事業に取り組む。 

○ クライアント企業にとって、Fintech にどう対応するかが競争優位になり、またリスク管理になる。

そのチャンスとリスクを正確に伝え、コンサルティングへとつなげるビジネスモデルを構築。その

導入部分である DeNovo は、同社独自のデータベースに、Fintech スタートアップとの直接のコンタ

クトを通じてオリジナルのコンテンツを加えた（同社はインキュベーション施設のパートナーとな

り、拠点も構え、スタートアップ企業との連携を蜜にしている）。クライアント企業は、関心トピッ

ク・技術分野、事業プロセスによりソートして情報閲覧でき、Fintech のインパクトを理解する。こ

れをもとに、ワークショップ、企業分析・コンサルティングに展開する。 

Fintech は 4 つに分類ができる。銀行や保険会社、クレジットカード会社やプロセッサー（クレジット

カードのデータ処理受託企業）、そして新しくこの分野に入ってきている企業、例えば、グーグルやフェ

イスブック、アマゾン、アップル等がある。最後にスタートアップ企業がある。3～5 年前に Fintech は

関心を浴び、一般的になってきた。スタートアップ企業は金融機関と補完するパートナーの関係になる。

グーグルやアマゾンも同様だ。バリューチェーンのなかで、クレジットカード会社は難しい局面となる。

消費者は、基本的にいいサービスを期待する、と思いがちだが、実際はそうではない。旅行に行けば、
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ホテルや飛行機のサービスに一喜一憂する。しかし金融サービスに関しては、これはショッキングなデ

ータであるが、66％が「銀行は自分達顧客の利益に一切関心がない」、44％が「銀行の広告やウェブサイ

ト情報を信用していない」。そして 80％は、「銀行とはなんなのかも考えたこともない」のである。 

クラウドやオープンデータソースがあるため、スタートアップ企業の参入コストは低くなっている。

統計によると、起業のためには 5,000 ドルあれば十分である。そして、Fintech による向こう 5 年間に予

見されるディスラプションについては、「ペイメントや国際送金」「銀行間取引」が挙げられている。さ

らに、Fintech が広がることで各企業への脅威となるのは、「マーケットシェア」や「情報セキュリティ

／個人情報漏えい」ではなく「利幅に対する圧力」が最も多くなっている（60％）。Fintech の事業への

影響については、金融機関の 75％は「顧客の新たなニーズにいかに応えるか」と答えている。 

では、いかにして可能になるか。それをトレンド別に紹介する。まず銀行は、デジタルのカスタマー・

エクスペリエンスに取組んでいくことが求められる。例えばオンラインバンキングが出てくると、お客

さんが銀行の店舗に来る機会が無くなってくる。クロスセルをしたいウェルスファーゴのような銀行に

とっては、大きなチャレンジとなる。そして、送金・ペイメント分野では、セキュリティと簡便性を考

えなければいけいない。3番目は資金運用分野である。ここでのチャレンジとしては、ロボ・アドバイザ

ーはサジェスチョンやアドバイスをするだけで、資金を動かすわけではない点で、どのようにビジネス

モデルにしていくのか、が課題となる。第 4 に、保険分野では、利用ベースの保険料設定などビックデ

ータよる新たな課題が浮かび上がっている。最後に、ブロックチェーンのインパクトは十分評価されて

いないことも大きな課題である。 

イノベーションの成功のためには、外部的ケーパビリティと内部的なケーパビリティの両方で見なく

てはならない。例えば 10 件のパイロットプログラムのうち、7 件が失敗したとする。金融業界単体で見

たら失敗なのかもしれないが、イノベーションの観点から見た場合、10 件中 3 件成功しているのは大き

な成功、といえるのである。そして、イノベーションには 4 段階ある。まず事業戦略を定義し、次にイ

ノベーション戦略を確定させる。そしてそれらを運用モデルに組み合わせて、最後に、イノベーション

エンジンとして実行する。このどれかが欠けてもイノベーションとして失敗する。我々はイノベーショ

ン運用モデルを、伝統的なものからオープンイノベーションまで、10 パターン持っている。 

DeNovo プラットフォームを紹介する。コンサルファームとしての自らの既存サービスも「ディスラプ

ト」する態度で取り組んでいる。考えたのは、レポートを作成して、それをモバイルやタブレットから

アクセスできるようにすること。そこにアップデートを加える。そして、グローバルに、PWC のすべての

顧客に会費制で提供する、ということである。ターゲットは事業部門のキーマン、CIO、CTO である。ダ

ッシュボードに5つのセグメント、38のサブセクションがあり、金融サービスのすべてをカバーする（p.14

イメージ参照）。「トピックス」でみると、大体概況が理解できる。例えば「トピック」として関心が高

いのは、「ブロックチェーン」だが、ブロックチェーン企業は 1,000 社以上あり、実際はその内の 6つの

スタートアップ企業がこの分野に影響力を持っていることが分かる。さらに6社から掘り下げてみると、

彼らに類似している会社は 22 社ある、ということが分かる。我々はこの Denovo のためにビジネスライ

ターを新たに採用している。技術とビジネス両方の知識・経験が必要なためだ。我々のリサーチアナリ

ストとのコンビネーションにより、今まで我々が作っていた分厚い資料をこの新サービスに置き換える

ことに成功した。 
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他には、例えば、スタートアップ企業がバリューチェーンの中のどこでそれが行われるか、検索によ

り見ることができる。これは他のプラットフォームではできない。さらに、どの地域でどの投資家がア

クティブに投資をしているか、ということも分かる。実際には様々なデータベースが後ろでたくさん走

っている。ただ、データをそのまま出すのだと価値が出ないので、自分達でデータを再構成している。

データベースに乗っていないものはたくさんあるので、我々の仕事の半分は、実際スタートアップに会

って、その事業内容を聞いて、情報を集めている。スタートアップ企業を見るに当たり、3 つのことを中

心に考えている。1 つは彼らがどれくらい情熱的か。2 つ目は市場性があるか。3 つ目は、この会社を興

してどのようになりたいかという、ロードマップの可視化である。 

さらに、リアルタイムにトピックを提供する（プッシュ型の）サービスもある。クライアント企業が

これを見て、この領域でこういう企業があるなら組む、ということを考える。しかし、金融サービスは

国・規制・金利等、様々な違いがある。ニーズも異なるということはあるにせよ、これをみれば、俗に

いう 5W1H のようなことが分かる。そこで、クライアント企業に対するワークショップのようなものに発

展し、我々も入っていって、きちんと始めましょうということになる。この後に続くものとして、例え

ばスタートアップ企業を支援するという意味で「アット・スケール」というプログラムを実施している。

これはスタートアップ企業を大企業と結び付けるものである。 

DeNovo は、クライアント企業にはフリー・トライアルで提供している。5 つ位のシート（出力）を超

えるとトライアル期間が終了する。その後は 1 ユーザーあたり毎月 1,000 ドルで、最低 5 ユーザーの利

用になる。これで素晴らしいと思って頂きたいのは、これらのコストは従来の 1/3 で済むことである。

Fintech 以外でこのような展開可能性のある産業分野としては、ヘルスケア、ジェネラルテクノロジー、

コンシューマー、エンターテインメント等が考えられる。 
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http://www.strategyand.pwc.com/denovo 
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（４） スタートアップ企業 

① ファクトム910 

日 時：２０１６年３月１７日（木）１２：３０－１３：００ 

対応者：Ms. Tina Laurence, CMO, Factom11 

Factom は、ビットコイン・ブロックチェーンの上のレイヤーに存在するプロトコルで、貸付記録、証

券、保険、医療などありとあらゆる書類や記録を分散的に管理、追跡、監査でき、かつ安全に確実にデ

ータ管理を行うプラットフォームである（下図参照12）。資産保持の証明をブロックチェーンに大量に、

安価に、機密は保護しつつ記録できる。特に、中国の不動産市場など、信用取引のインフラが未整備の

市場での展開を見込んでいる。ソリューションとして、「アポロ」（リアルタイム監査・認証ツール）、「ア

イリス」（顧客情報セキュリティ）、「ヘラ」（独自分散データベース管理）、「エロス」（サードパーティと

のデータ共有）を展開している。 

当社は、設立 1 年半で、プラグアンドプレイのアクセラレーター・プログラム第 2期を卒業している。

最初にプラグアンドプレイから投資も受けている。さらに、顧客開拓や事業戦略、特に中国に行ったと

きに、リソースの確保をしてもらった。現在、上海と北京にもオフィスがあり、日本にも展開したいと

思っている。従業員はこちらに 8 人、他に開発者が 25人ほど、オースティンにいる。事業開発担当が上

海に 2 人いる。ホンジュラスにも拠点がある。元々起業家で、アルゼンチン向けの旅行やハンドバック

の売買をしていたが、その後ポートランドに移り、会社を売却し、当社 CEO と知り合い、CMO となった。

銀行出身者はアドバイザーのみで、マネジメントに銀行出身者はいない。 

 

                                                   
9 「ビットコイン２．０の次の大本命? Factom って何？」HatenaBlog『ビットコインを語ろう』

http://coinandpeace.hatenablog.com/entry/2015/01/12/125858 
10 https://www.factom.com/ 
11 Plug and Play FinTech Batch 2 Testimonials2015/11/23 

https://www.youtube.com/watch?v=8XLh6TIUZrg 
12 https://raw.githubusercontent.com/.../Factom_Whitepaper.pdf 
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② ウィーアクツ13 

日 時：２０１６年３月１７日（木）１３：００－１３：３０ 

対応者：Mr. Yaser Masoudnia, CEO & Co-Founder, WiActs 

ウィーアクツは、nopassword.com を商標として持ち、スマートフォンによる「生体認証」と「位置情

報」を組み合わせた本人確認により、パスワードを用いずにあらゆるものにアクセスすることができる

技術を提供している。既に世界各国の企業との実証実験を開始するフェーズに入っている。ID 管理には

生体認証とヒドゥンマルチファクター（いくつかのコンビネーションを後ろで行う）があり、ユーザー

ネームを入れるだけで、スマートフォンに通知が入り、生体認証を使って検証する。生体認証を位置情

報（Geo-Location）と合わせることで、本人確認する。さらに場所や時間、その組み合わせによる認証

もでき、幾らでもカバーできるエリアが広がる。「シングルサインオン」では、5,000 以上あるクラウド

上のサースアプリケーション、ウェブアプリケーションにアクセス可能になる。管理者が現存のソリュ

ーションをインポートして環境を作り上げ、実際に従業員が使えるアプリケーションをアサインするこ

とにより、アプリを使用するロケーションを限定させることができる。従って部外者は入れない。出張

先など、短期的に設定することもできる。B to B、普通の SaaS モデルとして、月にユーザー数で金額を

変えるなどしている。パートナー企業には Box や AWS 等もある。グーグルとも契約中で、サービスのプ

ロバイダとして活躍すると考えている。位置情報は、AWS サーバーを使っている。セキュリティ製品なの

で、その国にサーバーを設置しなければならないという要件もあり、各国の AWS サーバーを使っている。 

 

                                                   
13 https://www2.nopassword.com/ 
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プラグアンドプレイのアクセラレーションプログラム第 3 期の最中である。現在は 4 人で、セキュリ

ティのある 3 階のクローズド・オフィスに入居しているが、1年半前は 1 つの机を他の人とシェアしてい

た。プラグアンドプレイを通じて、日本のパートナーと知り合った。ソフトバンクもニフティも NTT デ

ータも、実際に訪日して CIO 等と会って話をして、アカウントを作りトライアルを始めることに同意し

た。クレディスイスやドイツ銀行からもアクセスがある。従業員は 6 名。今月から収入が入ってくる。

自身はイランから来た。英国で修士号と博士号を取得後、MIT に移り研究員として活動、その後スタート

アップを立ち上げるに当たりベストなところということで、ここに来た。アクセラレーターのなかでも、

プラグアンドプレイは、プログラム後もいることができる。これにより得られるコネクションが大きい。 

 

③ トークン14 

日 時：２０１６年３月１７日（木）１６：００－１７：００ 

対応者：Mr. Bill York, VP Product Development, token 

シリアル・アントレプレナーで知られる Steve Kirsch が 1 年前に立ち上げた企業で、特に新しい支払

方法について取り組んでいる。アメリカではクレジットカードやデビッドカードが最も一般的に使われ

ている。しかし、これらは基本的には安全なものではない。機密性が弱く、悪意を持った者が情報やお

金を盗んだりしている。したがって、クレジットカードやデビッドカードはカスタマー・エクスペリエ

ンスが悪いことが多い。飛行機に乗り、Wi-Fi にアクセスするのにクレジットカードで決済をすることが

できる。その約 70％が漏洩してしまうという。そこで当社は、クレジットカードやデビットカードを使

うことなく、銀行間の送金やサードバーティによる銀行システムへのアクセスが可能になるソフトウェ

アを提供している。token は銀行と親和性の高いソリューションで、オープン API で、なおかつ安全な認

証機能を持っている。ビットコインとの一番の相違点は、コイン自体を代えるものではなくて、銀行の

アカウントに対して行うことである。 

米国内の銀行の他、ヨーロッパにも出ていっている（2018 年にペイメントサービスの EU指令が施行さ

れるためだ15）。EU はペイメントサービスの標準化へと進んでおり、全ての銀行が token を使わなくては

ならないというところまでいけば、当社にとって好機が見えてくるだろう。全世界、特にアジア、中国

や日本の銀行と話し合っている。未だ顧客がいるわけではない。今後売り出すところである。 

現在の規制の中でお金を銀行 Aから B に移すということだけをし、不正などを防ぐことになるので、

そういった意味で特に金融規制上の障壁はなかった。ビジネスモデルとしては、銀行に対してソフトウ

ェアライセンスを販売すること、もう 1つはパートナーと組んで取引手数料の課金が考えられる。 

顧客からみるとペイパルと似ているが、相違点がある。ペイパルは銀行 Aから自分たちがお金を預か

る、そして預かったお金を銀行 B に渡す。いわば仲介として入っており、基本的には金融会社である。

                                                   
14 http://token.io/ 
15 New Payment Services Directive will come into force in January 2016: The new EU Payment Services 

Directive (PSD2) has been published in the Official Journal of the EU (OJEU) and will come into 

force on 13 January 2016.23 Dec 2015 

http://www.out-law.com/en/articles/2015/december/new-payment-services-directive-will-come-in

to-force-in-january-2018/ 
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token は銀行 Aから B に直接渡す。この点が大きく異なる。ペイパルの成り立ちは、e ベイで買い物をす

るときに、それは危険なので、お金の受け渡しを仲介したことである。一方、token は、スタートも異な

るし、たくさん普及すると、銀行とも win-win の関係になる。しかし、ある程度シェアを取るまでが難

しい。1 つは、ec サイト・マーチャントに対して何故 token を使うことのメリットを説明しなければい

けない。同じようなことを銀行側にもしないといけない。そしてマーチャントが使わないことには、誰

も token を使えない。アメリカではマーチャントと銀行両方に、メリットを伝えなければならないとい

うのが課題である。ただ幸運なことに、ヨーロッパではペイメントサービス指令による規制が出たので、

銀行側も対応する必要を認識している。10～20 年で考えると、好機があると思っている。 

現在、従業員は 15 名である。創設者による自己資金で賄っているが、現在、プラグアンドプレイのア

クセラレーションプログラム第 3 期の最中で、ファンド募集を開始したところである。収入が入るまで

は小さい所帯でやっていくが、そのあとは急激に拡大させる予定である。地域銀行との調整を進めてい

る。また、IBM のサービスや技術が token に対応するよう、パートナーシップを組んでいる。IBM はプロ

フェッショナルサービスに関しても大所帯で金融企業にサービスを提供している。IBM のソリューション

や技術に関して、1 つのパッケージを作り、ヨーロッパ向けのものを提案をしている。オープンソースで、

ソリューションを IBM としてパッケージ化する。パブリックのブロックチェーンではなく、プライベー

トでうまくいくことがゴールとなる。銀行はプライベートだからである。ペイメントは当社が行い、そ

れ以外は IBM のハイパーレジャー（複数の産業による分散型台帳）のソリューション部隊が行う。 

CEO のスティーブは、当社以外にも oneID16という企業を持っている。oneID の技術は、セキュアに使え

る IDを提供するプラットフォームであるが、それだけではソリューションになっていない。将来、産業

別ソリューションを作るときに、ビットコインなどのテクノロジーを使いながら、ペイメントとして銀

行のソリューションを作るということで、当社のソリューションが作られている。 

 

York 氏 

                                                   
16 https://www.oneid.com/about/ 
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④ アルカンザ17 

日 時：２０１６年３月１７日（木）１７：３０－１８：００ 

対応者：Mr. Andres Villaquiran, Founder & Managing Partner, Alkanza 

資産運用のロボアドバイザーサービス。利用者の目的に応じて最適なポートフォリオを提案し、その

まま購入することができる。既に、米国やコロンビアでサービスが提供されており、750 程度が利用して

いる。自身はコロンビア出身でアメリカ在住 20年。ニューヨークにて、JPモルガンとクレディスイスで

の勤務経験を持つ。スタンフォードでファイナンシャル・マセマティックスの修士号と統計学の PhD を

持つ他、MIT で経営学など 3 つの学士・修士号。出身を活かし、南米での更なる事業展開を考えている。 

当社は数学的 4 要素をファイナンスに取り入れ、ポートフォリオマネジメントを行っている。大手の

銀行やブローカーと提携している。エントリーとしては、退職金や住宅ローン、教育ローン、家計など

について、シミュレーションをすることができる。バックグラウンドではシステム的に統計を行って、

ベストなポートフォリオをここで提供してくれる。ゴールを設けると、ゴールに対する当日付のかい離

など、状況がリアルタイムで分かる。ポートフォリオをサジェスチョンする際には、最大限の効果もし

くは最大限のリスクの幅で見ていく。ビジネスモデル的には、カスタマーの資産に 0.5%課金する。アメ

リカ、ブラジル、メキシコ、コロンビアでサービスをスタートしている。1年 3 カ月前にサービスを開始

し、現在の顧客数は 750 である。取扱資産の平均は 10万ドルで、富裕層だけをターゲットにしているわ

けではない。大変難しいと言われた昨年の 12 月～今年の 2 月の実績は、当社がずば抜けている。 

⑤ チャットワーク18（日系） 

日 時：２０１６年３月１７日（木）１４：１５－１４：３０ 

対応者：代表取締役 山本敏行氏 

日本人である山本氏による情報サービス系スタートアップ企業である。LINE を米国のコミュニケーシ

ョン・スタイルに合わせて開発・展開している。日本でビジネス・サービス系ベンチャーを立上げ上場

の後、売却し、シリコンバレーに移住。同社を立ち上げた。移住理由は、土地の魅力にひかれたからだ

という。同社の本社は日本（河童橋）に置いており、日本発のスタートアップ上場を目指している。 

 
                                                   
17 https://www.alkanza.us/ 
18 http://www.chatwork.com/ja/price/ 
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⑥ ノミク19 

日 時：２０１６年３月１７日（木）９：００－１０：００ 

対応者：Ms. Lisa Fetterman, CEO, Nomiku 

○ 2012 年設立・家庭用真空調理器メーカー。イマージョンサーキュレーター（浸すだけで湯加減の調

整を自動管理してくれる調理器具）プロダクト「Nomiku」（ノミク）を扱う。クラウドファンディン

グの代表格キックスターターのフードカテゴリーで＄586K 調達の史上最高額を記録20している。事

務所兼工場は、サンフランシスコ市内の自動車修理工場が軒を連ねる一画にある。従業員数は 8名、

売上高は 2億円に上る。 

○ 創業者兼 CEO の Fetterman 氏は、30 歳以下の変革者に送られる Forbes 30 under 30: Food and 

wine(2015)に選出されている。食に対する情熱が原動力となり、厨房の専売特許であった真空調理

を家庭に広める。（クックパッドのような）レシピサイトの機能も持ち、ハードとソフトの両面を強

みとする。 

○ 特に、日本で人口の 3 分の 1 の高齢者にはうってつけである。料理を失敗することなく、安全に自

分の力でできることは、個人の尊厳につながる。介護者の負担も減る。料理を「民主化」、ユーザー

一人一人のものにしようとする信念がひしひしと伝わった。アセンブルは同社で行うが、部品は世

界各地で製造している。アジア市場を見据え、中国への移転も考えている。 

 

キックスターター「クラウドファンディング講座」の PR ビデオに出演（Fetterman 氏） 

 

2011 年、ニューヨークのレストランで働いていた当時、食べ物が好きで、起業する意思があったわけ

ではない。起業するきっかけは、厨房に大きな水槽のような機械があり、その 7 割しか使われていなか

                                                   
19 http://www.nomiku.com/ 
20 キックスターターでは起業家向けのクラウドファンディング講座を設けている。Kickstart Your 

Business With Crowdfunding with Lisa Fetterman, https://www.youtube.com/watch?v=hDkJCR8BOf0 
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ったことに着目し（何千ドルもするこの機械を作れないかと）、当時のボーイフレンド、現在の夫に伝え

たことから始まった。彼はプラズマ専攻の博士で、この機械を作ってくれたのである。プロトタイプを

作り、それをキックスターターに掲載した。普通、起業家とはスマートな人で、Y コンビネーターの卒業

生でないといけないと思われるが、私はただ、「これがほしい」と単純に思ったからできた。キックスタ

ーターのメリットは、宣伝効果が大きいことで、その後の展開に非常に有効であった。（他の資金提供先

として）銀行から資金を貸してもらうこと自体難しい。ただ、ベンチャーキャピタルとのパートナーシ

ップは考えたし、日本のベンチャー・パートナーとも話をした。高齢人口が多い日本としてはマーケッ

トとして有り得ると考えた。日本はとても重要なマーケットという認識を持っている。日本人は実際に

家電を購入するし、受動的なモニタリングが受けるのではないか。しかもノミクは日本語「飲み食い」

由来の名前でもある。 

製造の一部は、事務所とつながる工場で行っている（特別なパーツをつくる手作業部分）。ここでのア

センブリに一台 30分を要する。中国には結構な頻度で赴き、（今の体制を作るまで）2 年かかった。現在、

アマゾンでナンバーワン・リリースとなっている。事務所にはテストキッチンも併設している。もとも

とノミクは調理するためのものだったが、飲み物を作ることもし始めている。 

今後の展開としては、中国に進出することも考えている。（類似商品の脅威については）特に何も考え

ていない。もし類似製品が出たら、もしくはもう出ているとしたら、それも成功の 1 つだと思う。我々

と同じように情熱的にそれに取組んでいるということである。知財は、実際はあるが、そこの部分は気

にしていない。むしろパテント以外のことの方が余程脅威である。例えば、2 歳の子供がいるので、（親

として）他のことには気が回らない。そして大好きなご飯のことだけが気になる。そして、もちろん従

業員の幸せも考慮に入れなければいけない。これらのことにベストを尽くすことを考えている。一番大

きな野望は、全ての人々が自社製品をもつということである。 

 

ハードウェアと、コミュニティによるレシピ情報を融合 
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２. ボストン 

（１） マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ） 

日 時：２０１６年３月２１日（月）９：００～１０：００ 

講 師：Prof. Sanjay Sarma, Dean of Digital Learning, Professor of Mechanical Engineering, Office 

of Digital Learning; Department of Mechanical Engineering, MIT21 

○ IoT は「技術」ではなく、あらゆるものをデザインする「ボキャブラリー」（語彙）。あらゆる行動

に変化をもたらすことになる。デジタルネイティブ世代は即座に理解できる。しかし日本では特に

45 歳以上の世代が政策決定の実権を握っているところがあり、変革のスピードを弱めている。 

○ 同教授が推進するプロジェクトでは、インドでは社会保障番号における指紋認証、イスラエルでは

防衛分野、ドバイは街自体の IoT 化が進む。産業分野では農業に注目している。変革が進む理由は

共通して、各国リーダーと当事者達が共有する「背水の陣」という意識。成功事例には、この意識

を共有化できるカリスマ性のあるリーダーがいて、さらに施策を具体に「デザイン」し「スケーリ

ング」（拡大）する実行力のあるリーダーがいる傾向。 

○ リーダーシップ、起業家精神は通常の学習では会得できない。ソウルで各国の起業家が集まる 6 日

間集中ブートキャンプを開催。寝食を忘れ起業家精神を養う。このような機会はとても重要である。 

 

サンジェイ・サルマ教授 

IoT の黎明期の技術ともいえる RFID（無線自動識別装置）の標準化を推進してきた Auto-ID Labs を主

導してきた。同 Labs の日本センターの代表である慶應義塾大学 村井純教授との親交が深い。現在は世

界各国の都市の IoT 化（プログラマブル・シティ）に関わっている。一方、大学の授業を WEB で公開す

る MITx および MIT オープンコースウェアも監修しており、学術研究と社会実装の両輪に取り組んでいる。

今年４月には World Wide Web(WWW)を考案したティム・バーナーズ＝リーと共に IoTx をスタートする22。 

                                                   
21 http://autoidlabs.org/wordpress_website/  

http://web.mit.edu/professional/digital-programs/courses/IoT/index.html 
22 https://mitprofessionalx.mit.edu/courses/course-v1:MITProfessionalX+IOTx+2016_T1/about 
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早速、思考実験をしてみよう。10 歳の子供に「部屋の電気を消して」と伝えると、スイッチに手を伸

ばし電気を消してくれるであろう。その子供はその何を思うか。大人たちは、ブレーカーがあって、電

線があってスイッチが作動するという理解をしている。子供たちは、どういう仕組みかな、Wi-Fi でしょ

う、というであろう。大人たちはそれを「分かってないね」という。一見その通りかもしれないが、果

たして正しいだろうか。これは、子供の方が「賢い」といえる。大人は（過去に知識で）ややこしく考

えてしまうが、確かに、Wi-Fi であればさらに各段に安価でオン・オフができる。さらにもう一例、1990

年代にいたとしよう。待ち合わせるとして、今なら相手に「あとで WhatsApp するよ」というだろう。こ

の「あとで WhatsApp するよ」の言葉、1990 年代なら全く意味不明のセンテンスだが、今なら 15 年間の

飛躍的な技術（SNS、携帯電話技術、ユビキタス、GPS チップ、電池技術や電波時計等）が凝縮されてい

るのだ。 

IoT は「技術」ではなく、あらゆるものをデザインする「ボキャブラリー」（語彙）。あらゆる行動に変

化をもたらすことになる。デジタルネイティブ世代は即座に理解できる。IoT で椅子を作るというと、笑

われるであろう。しかし今の若者は、それをどのようにするかを考えだす。重さや姿勢を図るとか。新

しいボキャブラリーには、抵抗が強くなる。なぜなら、新しい言語であるからだ。言語は 13 歳までに学

ばなければ、とても難しくなる。全てを新しい言葉で再思考しなければならないからだ。私の娘は、猫

の餌付けマシンを IoT で作る。RFID をつけて、飼い猫 2 匹各々に適した種類のフードを設定、分量もコ

ントロールする。餌付けの際の写真も撮影して、遠隔から見ることができる。このように思考できなけ

れば、Uber が登場したことによるタクシードライバーのようになる。 

私は IoT に 18 年取組んでおり、当初 IoT はマーケティング・スローガンにも思えた。しかし今、シン

ガポール、ドバイなど各国の IoT に対する危機感はすさまじい。日本では特に 45 歳以上の世代が政策決

定の実権を握っているところがあり、変革のスピードを弱めている。35 歳以下は、政府や法律を信用し

ておらず、革新的な動きがある。日本では、若者が保守的で関心が低いというが、克服するためにはデ

ジタルをセクシーにしないといけない。C.クリステンセンがいう可視化が重要だ。日本文化は美しく、

力強い。これに加えて、「新しく、革新的」になればよい。バンガロール・ボンベイ・上海も背水の陣で

臨んでいる。日本もその感覚を持たなければならない。シンガポールでは、MITと協力してSUTD（Singapore 

University of Technology and Design）を創設した。この背景には、30年前に皆起業家であった親世代

の保守化が問題となっている。一気に経済成長を成し遂げたこの数十年の間に、リスク回避、ルール統

制型の文化が根付いてしまい、大きく懸念されるためだ。ちなみに、リー・シェンロン首相は MIT 卒業

生である。私が育ったインドでも、長年腐心してデジタル化に取組んできたが、最近の 5 年間でやっと

イノベーションにつながった。ただ、バンガロール・ボンベイ・デリーなど一部の地域に限定される。 

上海は機械工学、ボストンは機械装置、ソフトウェア、ハードウェア、バイオ、神経科学、シリコン

バレーはほとんどソフトウェア、ニューヨークはメディアや小売りに特色がある。シンガポールは IoT

が始まったばかり。バンガロールでは産業というより、国のインフラに対しての IoT。私がデザインした

ソーシャルセキュリティーナンバー制度で、発行数は 9 億 8 千万枚。物理的なカードでなくて、生体認

証（指紋）で、小売り、交通にも使えるものだ。イスラエルの場合は防衛、機械工学、ドバイは街自体

を API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）化した。将来的には農業 IoT に可能性

を感じている。 
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多くの都市でさまざまなイニシアチブが取られているが、それぞれの場で「起業家のエコシステム」

を作ろうと活動している。進め方にテンプレートやシークレットはない。ただ、たくさんの要素がある。

やはり中央機能が必要で、大学機関が想定される。ボストンでは MIT が主導している。ドバイはそれが

なく、市単位がそれを担っている。次に、カリスマリーダーが大事である。ロールモデルやリーダーと

して皆が思い浮かべるような人である。第 3 に、ただ単にお金をつぎ込むのではなく、賢い投資が必要

である。選択的であることが、イノベーションに繋がる。第 4 に、マネージメント・リーダーシップも

必要である。技術知識におぼれず、しかるべき経営能力とのバランスがとれること。インドの場合は、

アメリカなどで学んだインド人がインドに戻り、現地ではやっていなかったことを敢えて行う（解雇な

ど）。インド人に限らず、アメリカ人が移住して活躍している例もある。 

MIT では、起業家精神育成のクラスがある。オンラインと、今ちょうど、韓国でブートキャンプを開催

している。参加者は韓国・日本・インド・中国・アメリカ・南アメリカ・アフリカからソウルに集まり、

6 日間集中で睡眠もとらず、クラスが行われる。IoT を学ぶ上で、「態度」が重要で不可欠である。その

「態度」がまさしく、起業家精神である。携帯電話は 25 年前に導入されたが、当時は多くが、コードレ

ス電話で事足りる、と否定的であった。IoT を言語として考え、現状を乗り越える「態度」が求められる。 

 

（２） ボルト23 

日 時：２０１６年３月２１日（月）１０：３０～１１：００ 

対応者：Ms. Beth Macdonald, VP Business Development, Dragon Innovation 

○ ハードウェアのスタートアップ企業を対象としたベンチャーキャピタル兼アクセラレーターで、創業

初期投資に注力。資金だけでなく、プロトタイピングから量産化を支援。サンフランシスコにも昨年

進出。拠点にはオフィススペースと、プロトタイピング Lab がある。Lab には、旋盤やフライス盤、

圧力成型機、環境検査機から 3D プリンターまで様々な工作機械が所狭しと設置されている。 

○ 起業家が自分の手でプロトタイピングすることが重要と強調。そのために必要な技術もここで身につ

ける。それにより自らの製品を深く理解し、信念も強まっていく。その後の戦略策定も精緻化する。

若い起業家達がラボやオフィスで没頭している光景は、ものづくりの「道場」のようであった。 

「アーリー・ステージ」かつ、ハードウェアのスタートアップ企業に特化している。ポートフォリオ

企業の 8 割がこのスペースで働いている。地下のスペースでは、週末でも夜でも常にプロトタイピング

に取組んでいる。工具や加工機械が多種揃えてある。シアーズなど大手から提供いただいている。機械

操作は、最初にトレーニングをする。トレーニングの期間はケースバイケースで、例えば 3Ｄプリンター

を少し使うならエンジニアと一緒に使ってみれば十分だが、サンフランシスコのオートデスクという別

の会社の機械を使う場合は、資格を取るくらいまでトレーニングをする。基本的には彼らが実際に手で

                                                   
23 ハードウェアのスタートアップ企業（シード段階）を対象に融資。プロトタイプ支援、製造のリスク

管理等も行う。これまで約 30企業に投資、セカンダリーファンドで 4億ドルを収集。サンフランシスコ

に進出し Yコンビネーターと提携。ボストンのハードウェアの専門的技術を西海岸に持ち込んだ。輩出

企業に、iRobot、GoPro などグローバル企業が名を連ねる。ドラゴン・イノベーションの CEO Scott Miller

（元 iRobot 技術 VP）がボルトのパートナーの一人。投資企業の多くがドラゴン・イノベーションを活用

している。https://www.bolt.io/ 
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作って、最後に卒業していく、というのが基本的な考え方である。自分で作って、失敗して体験しない

と、他の人にテストを頼んでも、本当の問題点が分からない。最初にプロトタイプをここで作って、次

に行くのがドラゴン・イノベーションで、そこから量産性などスケールの話が始まる。 

 

（３） ドラゴン・イノベーション24 

日 時：２０１６年３月２１日（月）１１：００－１２：３０ 

応対者：Mr. Thos Niles, COO, Dragon Innovation 

○ Bolt で支援を受けた企業の多くが次に量産化などの展開をする際に支援。ルンバで成功した iRobot

社 S．ミラー氏（当時副社長）らが共同創設。従業員数は４０名。ボストンには CEO、COO、ビジネス

開発、エンジニアリングチームが、中国には生産チームがいる。 

○ ハードウェアの起業にはプロトタイピングに時間がかかると思われがちだが、量産化プロセスに時間

を要するのが実態。スタートアップには情報と経験値が乏しく、製造拠点を見極める能力やスキルが

不足しているためだ。同社の量産化支援サービスは案件毎の価格設定だが、スタートアップが支払え

る価格帯に低く抑えている。なお、大企業の開発チームからのアプローチもある。スタートアップの

開発のスピード感を取り入れたいという。 

○ もう一つの収益源が、製造に必要な標準化 BOM（部品表）の公開。スタートアップ企業がインストー

ルして部品管理ができる。様々なオン・オフのラーニングコンテンツも提供し、一大学習プラットフ

ォームとなっている。なお、標準化 BOM は昨年末の公開以降 1,600 件の利用があり、その蓄積データ

が同社の強みとなる。そのため、物理的な拠点を拡充する予定はない。 

当社では、プロトタイプからどういった形で量産するかにフォーカスする。CEO Scott Miller（元 iRobot

技術 VP）は、前職の iRobot で 1 つ目のルンバのリード・エンジニアになった。それまでスコットは大き

いものしか作っていなかったが、ルンバで初めて家庭用電化製品に取組んだ。その際、彼自身が中国に

行ったり来たりする状況になり、結局、単身で中国に引っ越して、中国の深センでチームを作った。家

族もいたのでその後帰国したが、ルンバ開発以外にも携わっている。失敗例もある。スクーバはモップ

で、ルンバと同じようにスクーバもすぐに成功すると思った。ルンバは 300 ドルでも 150 ドルの製品と

競争しているのだが、スクーバは 10 ドルのモップに対する競争なので、うまくいかなかった。スコット

はアイロボットが大きくなったので、自分の起業家精神で、アイロボットを辞めた。 

2013 年にハードウェアのスタートアップ企業に大きな変化が起こり、キックスターターで色々なアイ

デアはあるが、それがデリバーできないという課題が出てきた。現実に直面した。一般に、プロトタイ

プに時間がかかると思われがちだが、実際には製造の方に時間がかかる。アイデアに頼ってプロトタイ

プを作っても、量産化の経験がないと、資金やスキルの問題も発生する。そこで、当社のビジョンは、

複雑な製造の過程を簡単に、消費者用に作ることであり、アイデアとの通訳の役割をしている。起業家

は自分たちが作りたいものは分かっている。そういうデータを情報にして工場に引き渡す。特に、キッ

クスターター等からくる人達は、ソフトウェアから来ている人が多く、ソフトウェアの人は、やりなが

ら直していくという考えがあるのだが、ハードウェアの場合はそういうことを早く見つけることにより、

                                                   
24製造過程の認証や製造管理ツール、標準ＢＯＭ（部品表；製品見積、設計、調達、製造、メンテナンス

を網羅）などを提供し、ＩｏＴの課題である量産化を支援。教育プログラムも多岐にわたる。

https://www.dragoninnovation.com/ 
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分からないことを早期解決していく必要がある。そうすることでスピードも速くなる。 

製造前のアセスメントが終わると、次は工場を見つけるサポートをする。中国も含めて、各地の工場

を見つける。当社にはアジアにプロジェクトマネージャーもいる。このスタートアップ企業と工場のマ

ッチングは出会いサイトに近いところがある。量産性だけではなく、（生産の）質も見る。すると、工場

とスタートアップ企業との長い関係が出来てくる。例えばクーラーを作る人はスピーカーの知識は全然

ない。クラウドなどのサービスがソフトウェアにはあるが、ハードウェアにはそういったものが無い。

そこで当社はそういったソフトウェアレイヤー的な役割をしたい。製造で一番大事なのは BOM。スタート

アップ企業は大企業が使うようなシステムを持っていないので、エクセルなどにアドオンで使用できる

BOM 作成システムを提供している。昨年末から試験運用をおこなっており、既に 1,600 件のインストール

がある。誰でも使えるようなツールになっている。 

従業員は全部で 40人。アメリカでは CEO、COO、事業開発、エンジニア等がいる。中国には、共同創設

者と工場ごとにプロジェクトマネージャーがいる。プロジェクトマネージャーは全員技術者である。ボ

ストンにいる理由は、西海岸より東海岸のほうが、ものづくりに関して評判が良いこと、もともと地元

出身であることがある。経営体制は、アメリカと中国に創業者がそれぞれいるので、事実上、別々に運

営されている。あとはプロジェクトマネージャーとアメリカのエンジニアがスカイプしたりしている。

中国に進出している理由も、今この会社がボストンにある理由と同じ。創立者のネットワークが中国の

香港近くにあったためである。それ以外の場所に関しては、ビジネスの理由でここに行くということは

ない。ただ、東ヨーロッパ等には製造のチャンスということは話にはよく出ている。どのようにビジネ

スモデルを拡大するのかについては、ブラウザ内で、ソフトウェアでサービスを入れることによって（収

集するデータを強みとして）そういうところに行かなくても済むようにしている。 

ビジネスモデルとしては、製造デザインのレビューなどについては使用料、そして先程の標準化 BOM

は会費制となっている。このほか、生産量が拡大した場合の課金などについては可能性があるが、スタ

ートアップ企業からの一目瞭然で、当社ならではの成果であるということを明確にする必要がある。た

だ、スタートアップ企業はそのような支払余力はない。また、スタートアップだけでなく大企業も我々

の迅速な製造プロセスに関心があり、実際にプロトタイピングの話は来ている。 

ソフトウェアが進化することはいいことだが、ハードウェアを作ることでそれがどんどんリアルにな

る。さらに、IoT ができるようになってきたので、新しい可能性、拡張性が高まっている。製造コストが

下がってきているのも 1 つである。資金調達のハードルも下がっている。この一方で、メーカーが大量

生産に行き着かないという問題が、当社が存在している理由である。 
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ドラゴン・イノベーション COO Niles 氏 

 

Bolt 会議室の壁面ディスプレイ 

 ～ドラゴン・イノベーションと Bolt でのファミリー・デイに、いろいろなものを子供に分解させて遊

び、壁に貼っていたところ、次第に企業文化の象徴になったという（右はダイソン扇風機）。～ 
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（４） ＣＩＣ (ケンブリッジ・イノベーション・センター) 25 

日 時：２０１６年３月２１日（月）１５：００－１６：００ 

対応者：Mr. Jon Curtiss, Relationship Manager, Cambridge Innovation Center 

○ 1999 年創設のコワーキング・スペース。ボストンに本拠地を置き、ビルの中の 9 フロアと一部他地

域、また海外にはオランダに拠点を置く。現在入居企業は 850 社（1社あたり 1人～50人）で、そ

のうち 500 社がスタートアップ企業。他は大企業のサテライトや専門サービス業など。ベンチャー

キャピタルも入居し、スタートアップは人脈を広げることができる。 

○ CIC のスタッフは 90 人。主に施設サービスとコミュニティづくりに取組み、ほぼ毎日交流イベント

を開催。直接的なビジネスサポートや投資はない。費用は 1人月額 425 ドル（共同スペース）から。 

1999 年の創設以来、2,500 社以上を支援。CIC を拠点とした企業は、VC および戦略的投資を通じて総

額 20 億ドルを創出している。イグジットバリューは 35 億ドルから 43 億ドルに上る26。ボストンエリア

だけでなく、国内・海外（オランダ）にも拠点がある。運営体制は、ケンブリッジだけで 90人、全体で

は 100 人超で、他のコワーキング・スペースに比べて規模が大きい。創業してからの 16年間で学んだこ

とは 5つある。1 つ目は常に起業家の文化がある街を選ぶこと、2 つ目はファイナンス、お金が集められ

る場所を選ぶこと、3 つ目はタレント、よい人が見つけられる場所であること、4 つ目は人が簡単にアク

セスできる場所であること、5つ目が既に我々のような会社がある場所には進出しないこと、である。そ

ういう意味ではサンフランシスコやニューヨークには今後も進出しない。 

850 社の内訳には傾向がある。一番多いのはハイテクのスタートアップ。次にライフサイエンスやバイ

オ・ファーマティカル、そしてファイナンス関係のエンジェル投資家などが多い。4つ目がビジネスサー

ビス・プロバイダで、いわゆる BtoB 的な要素の会社である。優秀な大学からくる学生を CIC にキープし

たいので、MIT との距離はとても大事である。500 社のスタートアップ企業以外は大企業のサテライトオ

フィスで、イノベーションがあるようなスペースに入って一緒に仕事をしているので、スタートアップ

だけの施設ではない。 

他のワーキングスペースとの違いは、料金設定がフラット（いろいろなサービスが含まれている）で

あることと、スタッフがほぼ 1対 1くらいで対応しているしている点である。（他のクールな拠点と違い）

CIC では真剣な起業家を真剣に応援している点が違う。風土の違いみたいなところだろう。料金設定の詳

細は、低価格モデルで 1人／月 425 ドル。自分でオフィススペースを持つ場合は一番小さい、2～3人の

オフィスで 2,600 ドル～3,000 ドル、それから人を増やしていく場合はおおよそ 1人につき 1,000～1,500

ドルで、オフィススペースが追加されていく。あとは窓の有無や、スペースに応じて値段は多少異なる。

入居企業の成功事例を紹介すると、アンドロイド27はこの CIC から、2人で始まった。その後、グーグル

に買収されてもここの 5階のフロアで 100 人ほどがアンドロイドのスタッフとして働いていた。また、

壁面に設置されている iPad の中にルームズイラというアプリが入っているが、ここにある 60室の会議

室の予約など管理をするために作られたプロダクトで、他のワーキングスペースや病院などにも使われ

ている、これも成功事例である。 

                                                   
25 http://cic.us/ 
26 http://cic.us/press-kit/#sthash.9Z5Idudc.dpuf 
27 https://www.android.com/ 
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３. ニューヨーク 

（１） ウィーワーク・フルトンセンター28 

日 時：２０１６年３月２３日（水）１３：００－１４：００ 

応対者：Mr. David Abramovich, Labs manager, Wework Fulton 

○ 時価総額 100 億ドルのユニコーン企業。ニューヨークだけで 30拠点、世界で 70拠点以上のコワー

キング・スペースを提供。毎月 5 カ所のペースで拡大。東京でもオープン予定。世界中で 5 万人以

上の利用者がいる。スタッフは世界で 1,500 人（1年前の 320 人から急増）。オフィスデザインは HQ

がデザイナーとコラボして行うが、全拠点に統一した雰囲気がある。 

○ フルトンセンターは、ニューヨークでも最大規模。ビルの 10 フロアを占め、入居者は計 1,700 人（ス

タートアップは 2 割）。同センターを含む 5 拠点に Wework Labs がある。選抜されたスタートアップ

企業が共同スペースで、大企業等とのコラボレーションを促す。Wework 自体は投資機能を持たない。

Labs 利用料は 1 人月額 450～500 ドルで、コワーキング・スペースより安い。 

○ Labs Manager の Abramovich 氏の前職は、二大クラウドファンディングとして Kickstarter と肩を

並べる Indiegogo。スタッフの専門性は高い。 

 

Wework Fulton マネジャー Abramovich 氏（左） 

                                                   
28 https://www.wework.com/locations/new-york-city/fulton-center  
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Wework は、「クリエーターの集まる場」をコンセプトにしている。当フルトンセンターはもともと、

Wework の本拠地である。このビルの 18～27 階を占めている。現在、ニューヨークだけで 30 拠点以上、

世界で 70拠点以上を数える。ニューヨークだけでも毎月 1 拠点、世界では毎月 4～10 拠点のペースで新

設されている。開設の条件では、基本的には地下鉄や通勤の利便性を考慮する。アジアにも事業開発チ

ームがおり、まもなく上海やソウルで新設の予定で、東京も半年以内に開設の予定である。アジアに限

らず、ロンドン、ベルリン、サンパウロ等各都市に展開している。 

当社はスタートアップ企業のための場所と思われているが、実際は 2割程度で、それ以外の入居者は

大企業やフリーランサー、税理士や法律家と様々である。現在、入居者数は 1,700 人で、世界中では 5

万人以上となっている。あまり知られていないが、実際メンバーになるとフェイスブックのような SNS

アプリの使用が出来、その中で実際にコミュニケーションを行っている。例えば自分で作ったロゴを他

のメンバーに見てもらい、それに対するコメントをフィードバックできる。そのようなことを通じて、

コミュニティの基盤ができ、それは大人数になればなるほどネットワークとして向上する。 

「Wework ラボ」は上述のコワーキング・スペースとは異なるインキュベーション・スペースで、「シリ

ーズ A」までのスタートアップ企業に特化されている。実際チームとしては 1～2 人、多くても 4～6人の

規模で、共同スペースに入る。そのことによるスタートアップ企業同士のコラボレーションを推進して

いる。私はプログラムマネジャーとして、彼らに対するイベントや投資家のサポートもコーディネート

している。ニューヨークで 30拠点以上あるが、「Wework ラボ」を設置しているのは、そのうち 5 拠点に

絞られる。理由としては、まずスペースの問題があり、オープン・スペースの確保が必要であることが

挙げられる。ラボに入る人数が全体で 800 人位ということで、そこまで拡張できる拠点はあまりない。

費用については、ラボの方が比較的安く設定されている（1人 450～500 ドル）。 

ラボ入居者の選抜においては、カルチャーに合っているかどうか、コミュニティ意識を共有できるか

を重視する。「アーリー・ステージ」のスタートアップ企業は抱えている課題も共通なので、コミュニテ

ィが課題解決・成長の鍵となる。 

コワーキング・スペースもラボも基本的には設備は同じである。24時間オフィスの使用が可能で、メ

ンバーは自分の拠点を 1つ選ぶ。会議室はアプリで管理されていて、どこにいても予約が可能である。

プリンターやキッチンの使用も全て含まれており、現金が必要なことはない。福利厚生や割引もある。 

Wework の運営体制については、1 年前には 320 人ほどであったが、現在 1,500 人と約 5 倍となった。

現在、毎週 20～30 人を新たに採用している状態である。多くはコミュニティ・マネージャーとして、各

拠点・フロア毎に 2～3 人が配置されている。ほかには、不動産業界の専門家スタッフもいる。時価総額

は、直近の資金調達により、160 万ドルとなっている29。この調達は、アジア展開のための調達である。 

Wework でインキュベーターをしているので、準備はしているのだが、まだ投資はしていない。他のコ

ワーキング・スペースとの差別化している点としては、コミュニティにフォーカスし、そのコミュニテ

ィをいかに向上できるかに腐心している。 

                                                   
29 Wework Targets Asia as Valuation Hits $16 Billion 

http://www.wsj.com/articles/wework-the-communal-office-startup-raises-new-financing-14575586

25 



31 

（２） スタートアップ・ブートキャンプ・Fintech30 

日 時：2016 年 3月 24 日（木）１０：３０－１１：３０ 

対応者：Mr. Jesse Podell, Managing Director, Startup Bootcamp Fintech New York  

○ スタートアップ・ブートキャンプは世界最大級のアクセラレーター。各国の拠点でそれぞれの分野

に焦点を当てており、ロンドン、シンガポールとともに、ニューヨークは Fintech にフォーカス。

スタッフはマネジャーの他 3 名。マネジャーは 14 年間ウォール街で働いた後コンサルティング起

業を経験。 

○ アクセラレーター・プログラムに参加できるのは年に 10 社。ニューヨークでは今回初めての取り

組みで、昨年 11 月に申し込み受付、2 月締切で 240 社が応募。うち 120 社が海外から。10 社の事

業内容は、ブロックチェーン、ビッグデータ、クラウドファンディング、BtoB、セキュリティなど。 

○ ニューヨークに拠点を置いた理由は、西海岸ではアクセラレーターの競合が多いこと、ニューヨー

クは Fintech の活動が多く、BtoB に強い地域であることによる。ヨーロッパに比べると、アーリー・

ステージでの投資が多く、短期的な成果が求められることや、リテールサービスが多いことが特徴。

また、ここではウォール街からのアドバイスも受けられるのは強み。 

○ アクセラレーターは、プログラム参加企業の 6％のエクイティを保有する。プログラム以降も投資

は可能。参加企業に対しては、生活費や法律関連費用などのために 2万ドルを用意。スタートアッ

プ企業の多くは、ただ資金を得ることが目的になってしまい、あとが続かないという。そのため、

短期的にピッチがうまくなるより、アクセラレーター・プログラムを通じじっくりメンタリングを

行い、企業として強くすることが重要と強調していた。 

スタートアップ・ブートキャンプはヨーロッパの最大のアクセラレーターで、世界各地にあるスタートア

ップ・ブートキャンプはそれぞれユニークなフォーカスを持つ。ニューヨークでは、Fintech となる。プラ

グアンドプレイと似たモデルで、企業スポンサーとして、ロイター、ドイツ銀行、マスターカード等多数か

らの出資を受けている。企業スポンサーはアクセラレーターに投資をすることで、スタートアップ企業とイ

ノベーティブな活動をしたいと思っており。毎年 10 社のスタートアップ企業がプログラムに参加し、メン

タリング、投資家との繋がり、クライアントの紹介等、我々のコーディネーションをしている。 

現在、ロンドンとシンガポールで、Fintech とインシュランス分野でのアクセラレーションを行っている。

そのモデルのアメリカでの第 1期が始まっている。昨年 11月から申込みが始まり、2月半ばに締切った。全

体で 240 社の応募があったが、うち半数は海外からのスタートアップであった。現在、最終選考が確定し、

カリキュラムを作っている。プログラム自体は 13 週間で、投資家、ベンチャーキャピタリスト、そしてこ

ういったプログラムもしくはスタートアップの経験のある起業家が参加する。 

選考課程では、第一段階で我々が 20 社にしぼり、コンペにより 10 社に絞られるが、この段階でパートナ

ー（スポンサー）の声が反映されている。この 10 社を決める際には、スポンサーが実際にスタートアップ

企業と週末一緒に時間を過ごすなど、他のアクセラレーターにはない一歩踏み込んだことを行う。 

今回選抜された 10 社31は、かねてから想定したイメージに合致している。ブログで 10 社の状況は全部見

                                                   
30 http://www.startupbootcamp.org/accelerator/fintech-new-york.html 
31 The Startups in alphabetical order, the Startupbootcamp FinTech New York Teams of 2016, 

http://www.startupbootcamp.org/accelerator/fintech-new-york.html 
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られる。基本的に、各社のビジネスプランはプログラムが始まる前に作るのが、ある程度の前提である。終

了時には 100％、顧客がいる状態、そしてできれば投資を受けられる状態にしたい。アクセラレーター側の

ゴールは、スタートアップ達が少なくとも 3～4 人のアドバイザーとの人脈を築くことである。将来的にス

タートアップ企業が自身で資金を回していけるかは未知数だが、アドバイザー陣からコーチや助言を受けた

りすることができれば様々な問題を解決していけるからだ。 

スタートアップ・ブートキャンプでは 100～250 人のメンターがいる。業界が日々変わっているので、こ

ういった方に入ってもらっている。良いメンターはコンサルティングではなくて、話すよりも良い聞き手で

あること、起業家が抱える問題に理解をしようとすることが大切である。我々がどういった形でよいメンタ

ーを見つけるかだが、基本的には人脈を駆使する。例を挙げると、多数の企業を担当する顧問や、元チェイ

スバンク社員、そしてアーリー・ステージの投資家などである（彼には早すぎるが、人助けが好きなのでメ

ンターとして入ってもらっている）。メンターのタイプは 2 つあり、1 つはその分野のエキスパートであるこ

と、2 つ目はよきアドバイザーであること。よいアドバイザーの多くは、そのままそのスタートアップ企業

のアドバイザー（顧問）として残るケースが多い。 

ニューヨークを Fintech の展開の場としたのは、サンフランシスコが既にアクセラレーターの競争が激し

いためである。またニューヨークは Fintech の BtoB 市場としても強い地域で、プログラム自体も、BtoB に

フォーカスしている。西海岸に関しては、アーリー・ステージの投資資金がかなり流通している。アクセラ

レーターからすると、（将来有望なスタートアップ企業を見つけるためには）そこが大変で、この点が他の

環境とは異なる。我々の運営体制は、私とあと 3人、ほかにパートタイムやインターンがいる。法律面や事

業開発面に関しては、ロンドンからサポートも受けている。私自身は 14 年間トレードデスクで働き、2012

年にウォールストリートでの金融業から退職。その後は企業を経て、現在に至る。スタッフで最初に採用さ

れた 1人は、プロジェクトマネージャー。コロンビア大卒（成人教育専攻）。2 人目は投資家やパートナーと

の関係担当で、元ゴールドマンサックス勤務。3 人目はイベントやマーケティング担当。デモやハッカソン

をコーディネートしている。ソーシャルメディアやブログも担当している。 

  

Podell 氏 
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（３） バークレイズ・アクセラレーター／ライズＮＹ32 

日 時：２０１６年３月２４日（木） １３：００－１５：００ 

対応者：Mr. Johnathan De Beers, Rise NY 

Mr. Stefan Dicker, Technology, Barclays 

○ ライズＮＹは、英バークレイズ33がスタートアップ支援を進めるために設立。米インキュベーター

「テックスターズ社」とのタイアップによるアクセラレーター・プログラムのほか、イベントスペ

ース、コワーキング・スペースを有する。 

○ アクセラレーター・プログラムは、6 月から 13週間行われる。10 月からは IoT のプログラムが行

われる。プログラムの後は、バークレイズのビジネスにフィットするか 1社 1 社フォローする。こ

れまでも実施にビジネスに結びついている。なお、プログラムは「テックスターズ社」とのタイア

ップだが、運営面はテック社、テクノロジーサポートはバークレイズという分担である。 

○ ライズラボという新しいプログラムもあり、大企業のイノベーションチーム（イントレプレナー）

と 6 週間一緒に働いて、専門家も入れながら、プロダクトを製作。プロダクトは大企業のビジネス

の中に入るものの、ライセンスや収入の 75％は製作者のものとなる。 

○ メガバンクがアクセラレーターとしてスタートアップを支援する 1 つの形態として参考となる。特

に、バークレイズ行内でのスタートアップとのコラボレーションや技術の導入への意識を合わせる

ため、行員が実際にライズで仕事をするようにして、コミュニティを作る努力をしている。 

3 年前、デビアース氏の前職企業（ホテル業界）にバークレイズから相談があり、スタートアップ企業

との仕事をしたいが、どこからスタートアップ企業と関係を持っていいのか分からない、ということで

あった。それが始まりのきっかけで、3つの大きなビジネスの要素に取組んだ。1 つ目はアクセラレータ

ー機能で、これはテックスター、我々が思う世界で 1 番のアクセラレーターと組んでいる。2つ目はイベ

ントスペースで、これはテック系のグループであれば無料で使うことができる。3 つ目はコワーキング・

スペースである。政府（UKTI）との関係も深い。英国以外にはアメリカ、南ア、イスラエル政府との関

係もある。ライズ NYは昨年 9 月にオープンし、イベントもすでに延べ 14,000 人程の参加となっている。 

ライズ NYでは、西洋文化の中で失われつつあるコミュニティをここから再構築していきたい。コミュ

ニティを重要視している。メンバー全員が私を知っていて、私も全員を知っているといった人間関係が

大切で、ここが他のコワーキング・スペースとの違いである。現在、メンバーは 47 社で 212 人である。 

3 つのビジネスで、アクセラレーターに関しては経験が無いということで、テックスターというところ

を使っているが、その他の 2 つに対しては、自分達で取り組んでいる。（コワーキング・スペースには）

3 つの会員の設定があり、カフェ利用のもの、固定のデスクを持つもの、オフィスを持つもので、1人 400

ドル（カフェ利用）、550 ドル（固定デスク）、650 ドル（自分のオフィスを持つ）である。共有施設では、

シアター型セミナー室、ポッドキャストをここで録音して編集もできる施設もある。アクセラレーター

のスペースでは、13 週間集中して、昼夜休みなしで働くケースもあるので、こういった形で卓球台があ

                                                   
32 https://thinkrise.com/newyork.html 
33 バークレイズ（Barclays PLC、1690 年創業）は、ロンドンに本拠地を置く世界最大級の国際金融グル

ープ。５０カ国に営業拠点を持つ。2008 年の金融危機に際し、リーマン・ブラザーズ北米事業を傘下に

収めた。従業員数は１３万人。 
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ったり、寝られたりする施設がある。従業員は 4人で、1 人はイベント担当、3人はコミュニティ・マネ

ージャーである。受付の専任者はいない。 

新しいプログラムの「ライズラボ」は、他のアクセラレーターとは異なる。アクセラレーターには時

間が費やされるので入りたくない、入れない人たちが、企業内のイノベーションチームや起業家とマッ

チングさせて、6週間そこで仕事をしてもらう。そこで、エキスパートが入ってプログラムが構成される。

このプログラムの中でプロダクトを作るのが最終目的であり、このプロダクトは企業側のためにつくる

のだが、それを作ったスタートアップ企業は権利の所有はできる。ライセンスや収入の 75％が製作者の

ものになる。 

世界の拠点として 7か所が選ばれた理由は、ニューヨークとロンドンは金融の街、ケープタウンはア

フリカへのアクセス拠点、テルアビブはサイバーセキュリティ、ムンバイと東ヨーロッパはエンジニア

リングコストの利点があることである。西海岸は、戦略上必要性があるので、選んだ。 

アクセラレーター・プログラムは、ニューヨーク、ロンドン、ケープタウン、テルアビブで運営され

ており、次のプログラムは 6 月末から始まる。プログラム運営の中心となるのはテックスターで、我々

はスタートアップ企業との関係や投資家とのプログラムを運営する。通常の流れとしては、プログラム

は開始 3 か月前から申込受付を開始し、6 週間受付をする。この間の 500～700 社の応募者から、第一段

階でテックスターが 40社まで絞る。この 40社は、バークレイズの戦略と親和性があるかどうかを基準

とする。40 社が選択された後には、バークレイズ内で事業系・技術系半々で構成する 12～15 人の委員会

を設置し、各社 20分間、全体で 2 日間にわたってピッチを行い、選抜が行われる。このように、実際に

重役などの委員が自分で直接スタートアップ企業を選ぶことにより、より良い関係が構築できる。最終

段階でさらに 9～12 社ほどに絞り、そこから 13 週間プログラムを走らせる。テックスターがメンターシ

ップやピッチ等のビジネス・アイデアの支援を担い、我々は技術面のサポートを主にしている。また、

テックスターがスタートアップ企業の 6％のエクイティを保持する。バークレイズは、特にそういったエ

クイティは取らないが、金融その他の支援を行う。我々の業務としては、バークレイズのビジネスにう

まく使えるか、関係する金融規制についてメンターすることも含まれる。例えば、金融に関わる会社を

立ち上げるとしたら、我々は 60 日程度で完了させることができる。 

プログラムの最後にはデモを行う。2 つあり、1 つ目は、バークレイズ従業員全体に対するオープンな

デモである。そうすると自分の部署に関係なくても、そのテクノロジーの有用性が確認できる。2 つ目は、

外から来る投資家に対してのデモである。シティ等の大企業も来られる。発展形として、バークレイズ

内で他の企業とパートナーを組むようなこともしている。バークレイズに来る起業家やスタートアップ

企業は、このプログラムを通すことによって企業価値が 160 倍になるという統計が出ている。なお、プ

ログラムを終了しても、卒業生ということで、毎月コンタクトを取って会話ができる。これまで 3期終

了している。また、バークレイズを卒業したスタートアップに引き続きコミットメントを課すことは基

本的には全くない。特にスタートアップは、今のところ、バークレイズの競合と取引をしてもよい。将

来我々がエクイティを握ったとしても、そういったところは変わらないだろう。ビジネスが大きくなる

ことは、バークレイズにとっても良いことである。 
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ライズ コワーキング・スペース 

 

ライズ アクセラレーションプログラム専用フロア・クローズドでバークレイズ行員も利用 
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アクセラレーションの成功例34としては、ショナリシス35というビットコイン分析をする企業がある。

ブラックマーケット内のビットコインのパターンやトレンドを見て、不正取引を分析する。これを導入

して、金融犯罪の採択のために使っている。インターポールやニューヨーク警察にも使われている。さ

らに、ウェイブ36という貿易用ドキュメントをブロックチェーンで管理する企業もある。KYC、know your 

customer という個人情報等を見る仕組みがアメリカにあるのだが、それは 1 つのソースからしか判断し

ない。それをアロイ37という企業では、たくさんの金融状況やヒストリーから判断して、その人がクレジ

ットカードの審査に通るか通らないかを見る。Fintech 以外でもバークレイズのビジネスを助けるもので

あれば受け入れている。その例を挙げると、リーマッシュ38は、多数決をテクノロジーで決めることがで

きるアプリを提供する。食事に行く際の、どんな料理を食べるかの多数決にも用いられ得るし、ビジネ

ス上の意思決定にも使える。バークレイズの導入例とすると、M＆Aの決断の時に利用できる。 

アクセラレーションの 4期を経て、我々の仕事は多いが、何よりも、バークレイズの CIO に、常にど

ういったテクノロジーの課題があるかについて話している。そして、卒業生のプロダクトを常にフォロ

ーアップしている。例えば、ニューヨークで卒業した企業が、ニューヨークですぐに展開できなくても、

バークレイズでは 16 万人の従業員がいるため、世界のどこにでもニーズはある。我々はバークレイズの

ビジネスユニットに対し、常に課題のリストを把握していて、そこでライズとバークレイズのビジネス

の関係が成り立っている。 

最初は、バークレイズが所有している古いオフィスをどのように活用していくかということで、イノ

ベーションの施設を作ることになった。そこでコ・ワーキングスペースになり、アクセラレーターにな

った。バークレイズではオープンな場所を確保し、スタートアップ企業が仕事をしやすい環境を作り、

さらにバークレイズの社員がこちらに来て、スタートアップ企業と実際に知り合い、コラボレーション

できる場所とすることで、お互いの理解が深まり、刺激になる。ライズはアクセラレーターの他にも色々

なイノベーティブなことをバークレイズのために担っている。バークレイズからライズに関わっている

のは 30 人で、ロンドン、マンチェスター、ニューヨーク、ケープタウンで活動している。4 月にはテル

アビブ、6月にはリトアニアに進出する。その時点では従業員がバークレイズから 40～45 人となる。 

Fintech 投資は、2013 年 30 億ドル、2014 年 70 億ドル、2015 年 150 億ドルということで、大変な額の

資金が動いている。それでも銀行業界は効率が良くない。例として、ベターメントという、資産運用の

スタートアップ企業は、50 億ドル位の時価総額で、銀行業務の一部を効率よく行っている。こういった

ビジネスが生まれてくることにより、大企業の一部が浸食されている。こういったトレンドは続くだろ

う。 

 

  

                                                   
34 バークレイズ・アクセラレーター（企業一覧）http://www.barclaysaccelerator.com/#/companies/ 
35 https://www.chainalysis.com/ 
36 http://wavebl.com/ 
37 https://alloy.co/ 
38 http://remesh.co/ 
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（４） スタートアップ企業 

① アゴロ3940 

日 時：２０１６年３月２３日（水）１０：００－１１：００ 

応対者：Mr. Sage Wohns, Founder & CEO, Agolo 

 

Agolo CEO Wohns 氏（右） 

インターネット上のニュースや記事などの情報から「サマリー」を瞬時（0.1 秒）に作成するエンジン

を開発し、事業化したスタートアップ企業である。2012 年設立。メンバーは 7 名で、設計から 1 年半を

かけてリリース。起業当初に楽天三木谷氏からの出資を受けている。自身は、シカゴ大卒、コロンビア

大 M&A で、楽天にエンジニアとして勤めた後に、コロンビア大学 MBA に入学した際、後に共同創業者兼

CTO となるモハメド氏に出会い、Agolo のアイデアが始まった。モハメド氏は元 IBM マシンラーニングエ

ンジニアで、コロンビア大コンピュータサイエンス博士を取得している。 

我々は、コンピューターが、今までは読み書きに留まらず、要約ができる未来を信じている。Agolo は、

リサーチをするときにインターネット上のたくさんの情報を 1 つ 1 つ読むのではなく、私達のアルゴリ

ズムを使ってその内容を要約する。結果として、人間の目線からはサマライズされたものが読めるとい

うものである。これはルールベースだが、その中で自動的に学習していく機能もある。もとの記事をま

                                                   
39 http://www.agolo.com/ 
40 同社は、サンブリッジ グローバルベンチャーズが運営するグローバル・ピッチイベント「Innovation 

Weekend」にて、5大都市のピッチイベントを勝ち抜き、東京での最終選出 11 社のなかで準優勝している

（２０１５年１２月）。「サンブリッジ GV、Innovation Weekend Grand Finale 2015 レポート！」

http://www.sunbridge-gv.jp/news/2016/01/121706.html 
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ず読んで、1 つの記事を 1 つのサマリーとして表示する。それに関係する記事を入れると、2つ目を入れ

た時点で 2 つの内容を読んで、一致したものをサマリーとして 0.1 秒で表示できる。現在、マイクロソ

フトとの検討を進めており、これが進めばオフィスの中でもっとスムーズに、シームレスにできる。 

これまでの新聞検索・整理・レポート作成という作業は必要なくなる。将来的には人間のワークスタ

イルを変えていきたいと構想している。「検索の未来」ということで話していたが、私達が（究極に）考

えているのは「未来の仕事の仕方」である。決算など、人間が時間をかけてやることを、こういったも

のを使って簡潔にサマリーとして出せるようにして、ワークスタイルを変えていきたい。 

例えばリサーチに関しては既に海外、例えばインドなどにアウトソースしている傾向があるが、海外

に出して戻ってくると、当然時間がかかる。しかし Agolo を使えば、秒単位で結果が出せる。我々とし

ても雇用が急減することは避けたいが、時間や生活の質が上がるというところで、最後に人間が決断で

きることを強調していきたい。大学からずっとエンジニアで、楽天でもエンジニアとして働いていて、

その後、ファイナンスで仕事をする機会があり、その時に「人間がする必要のないこと」がたくさんあ

ったと感じた。それをコンセプトとして、機械ができることか探すことで（起業のステップが）始まっ

た。もともとは起業を考えてなく、MBA の時に iOS アプリを作る機会もあったが、自分たちのテクノロジ

ーの方がもっと拡張性が高いと思い、iOS アプリを止めて Agolo のビジネスを始めた。 

Agolo がニューヨークにあるのは、BtoB プロダクトの供給先企業が多く、ビジネスに最適の場所であ

ったことが最大の理由である。そして、コロンビア大の人脈があることと、西海岸に比べまだ競争が激

しくないので、採用も含め、目立つのでやり易いことがある。ビジネスモデルの 1 つは API モデル。も

う１つはマイクロソフトなどクラウドベース。3 つ目は API やクラウドでなく、マイクロソフトなどの中

で動くライセンスとして検討している。 

② アルファパイプ41 

日 時：2016 年 3月 23 日（水）１３：４５－１４：００ 

対応者：Mr. Derrek Hennessy, Analyst, AlphaPipe 

AlphaPipe は、年金基金や大学などが行う投資運用のデータを統合・構造化し、クラウドベースのツール

を提供している。ブックキーピング、アカウンティングなど必要な機能オプションを顧客が選び、それ

に応じて月額使用料が決まる。従業員は 6 名で、1 名がパートナーである42。従業員のうち、3 人が事業

開発系で、3 人がエンジニアである。 

Wework Fulton の Wework Labs 設立当初（3 年前）からのメンバーである。販売、マーケティング、ビジ

ネスアプリケーション、エンジニアリングなどの面で問題をシェアし、スピード感をもって対処できる。

実際、ここで得られた関係性を基に、ビジネスパートナーになる場合もある。 

                                                   
41 http://alphapipe.com/ 
42 Charles Cassidy Joins AlphaPipe Board: Former Cambridge Associates and State Street executive 

becomes Director and Strategic Advisor, Oct 19 2015, 

http://www.prnewswire.com/news-releases/charles-cassidy-joins-alphapipe-board-300161644.html 
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AlphaPipe Hennessy 氏（右）と Wework Labs マネジャー Abramovich 氏 

③ ウィーラブナンバーズ43 

日 時：２０１６年３月２３日（水）１５：００－１６：００ 

対応者：Mr. Will Tan, Profit Coach and Founder of WE LOVE NUMBERS New York 

Mr. Amron D'Silva, Profit Coach and Founder of WE LOVE NUMBERS New York 

我々は、起業家向けの「アカウンティング」「ファイナンス」の 2 つの柱で、「スタートアップ向けの

簿記・CFO アウトソース」を行っている。日々の財務情報をクラウドでダッシュボード、グラフなどで見

える化し、投資アドバイスなどにつなげる。スタートアップ企業の日々の仕事を数字で表すことによっ

て、そこから、彼らの投資や、決断に対するアドバイスをする。2 人もアドバイザーという役割であるが、

自身も起業家として活動し、エンジェル投資もしている。そういった経験も踏まえ、起業家がビジネス

を始めるにあたってのゴールを理解しているし、経験をアドバイザーという立場に生かしている。数字

はビジネスにとって大事だが、小さな企業はそこに特化した時間を取るのは難しい。また、いわゆるフ

ァイナンシャルアドバイザーは、小さな会社の日々の活動から一緒にやるわけではない。しかし、WLN は

会社が小さなときから寄り添うビジネスを展開している点で、新たなチャンスが生まれている。 

当社はニューヨーク（Wework Charging Bull）、コロラド、オーストラリア、フィリピンに拠点があり、

全体で 12人である。フィリピンには会計チームがいる。元々、オーストラリアで設立され、現在、米国

進出後 9 か月で 15の顧客を獲得している。顧客をコミュニティのメンバーと考え、資金調達などのアド

                                                   
43 http://welovenumbers.community/ 
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バイスも行う。（規模は小さいが）状況に応じて自ら出資することもある。クラウドのサービスを使って

いるため、顧客はリアルタイムで状況を見ることができる。会計チームがデータ入力を担い、自動配信

している。実際のアドバイス（人が対応する部分）は概ね月 1 回、定期的に、または必要に応じて対応

している。全米でこのように、毎日の、リアルタイムの会計や簿記サービスをしているのは我々だけで

ある（他社は一定期間毎になる）。投資家やアクセラレーター、エンジェルとの関係性も重要視している。 

現在、我々は自己資金で運用している。ある程度の規模になると資金が必要になるが、そこにはまだ

至っていない。起業家に対するサービス提供をしているが、特筆すべきは「コミュニティ」機能だ。そ

ういったコミュニティを作ることに時間を費やしている。なぜなら、従来の会計事務所のような所は、

起業家を理解していなかった。それをできるだけ、起業家の気持ちになってサービスを行っていく。起

業家や投資家の間でマッチングメイカーのような形で繋ぐことによって、自分達のサービスも、起業家

からすると良いものになると考えている。 

ビジネスモデルとしては、月額会費となる。ソフトウェア利用だけだと 390 ドルだが、顧客は必要な

オプションを選ぶ。毎日記録に残っているので、税務申告の際にまとめて行う必要性もない。ダッシュ

ボード、グラフを毎日見ることによって、現状も分かるし、将来こういうことがまた来るであるとかが

予測でき、ビジネスにおいても役に立つ。コミュニティに関しては、例えば法律事務所だと、大体の顧

客が横並びでお客様扱いをするが、例えば税金や法律の話に関して、ネットワークでガイダンスをする

ことができる。起業家からすると、資金調達は常に頭にある。我々のサービスを使っている起業家とい

うだけで、人も知っているし、数字も理解していることを意味するので、一緒にやっている起業家は WLN

に入れるくらいのビジネスをしているのが分かる。そういった意味での繋がりは提供できている。今後

はダッシュボードを活用して、銀行と情報共有し、状況に応じたローン貸出など、展開を考えている。 

 

We Love Numbers Tan 氏（左）と D'Silva 氏 
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④ エントラピー44 

日 時：２０１６年３月２３日（水）１６：００－１７：００ 

対応者：Mr. Vidyuth Srinivasan, CEO and Co-Founder, Entrupy 

高級ブランドの真贋を判定するサービスのプロバイダである。広角レンズを備えたマイクロスコープ

によりブランド品をスキャンし検証、99％の確率で判定を行う。先月リリースし、すでにネットの中古

販売会社など 50 社が契約している。日本進出も行いたいと考えており、すでにコンタクトも始まってい

る。現在は、ルイヴィトンにしか対応できていないが、それでも、お客さんが待っている状態である。 

例えば、質屋に行ってヴィトンのバッグを売りたいとする。質屋のオーナーは、出品されたものを店

の奥に持って行って、携帯で写真を撮る。そこからサーバーに情報が行く。アプリでブランドをセレク

トし、さらに素材を選ぶ。そして写真にデバイス（写真）をかざすと照合が行われる。携帯とデバイス

は Wi-Fi で繋がる。人間の目で見ると、真贋はわからないが、25 倍に拡大され、ここまで近づくと偽物

と分かる。照合する際は、バッグの外側、縫い目、ロゴなどあらゆる部分の写真を撮る。今は外側の写

真を撮影している。照合部分は、アイテムによって変わる。今後データを蓄積して、機械学習、ディー

プラーニングが進めば進むほど精緻化する。現在、開発しているのは当社のみで、99％の正確さを誇る。

正規点で本物を買う。そのあと偽物を検証していく。検証方法は、比較というよりも本物のパターンを

勉強する。最後に、本当にそれが正しいかというときに偽物との比較をする。デバイスに搭載するソフ

トウェア、顕微鏡を全て開発し、知財も保有している。従来の顕微鏡は狭いエリアを細かく見るという

ものだが、我々の開発したものは広いエリアを細かく見るもので、できたときは周りも我々自身も驚い

た。これ自体がイノベーションである。 

現在のチームは 5 人で、4 人がアメリカ。1 人がインドにいる。インドでは工場の管理をしている。そ

の他に 9 人のパートタイムがおり、データの収集等を担当している。元々、詐欺防止技術で大きくスケ

ールできるものを考えた。あとは誰でもシンプルに、何に対しても使えるものを作りたかった。他の高

級ブランドのニーズも高い。シャネルに関しては、2～3 か月でプロダクトリリースを考えている。小売

においても、新品を購入して、その実物ではない中古か偽物を返品と称して戻しても詐欺となる。その

点にも対応できるのではないかと感じている。香港に、金曜日に発注したら月曜にはそれが着いている

くらい、偽物はだれでも作れる。偽物対策は大きな問題である。自身は、情報収集を重ね、チャイナタ

ウンの偽物を扱う商売人のファーストネームは皆知っている。 

ビジネスモデルとしては、デバイス単体では売っておらず、会費制となる。デバイス自体は 150 ドル

で、リースしている。それに加えアカウントが必要。リリースしたばかりなので、まだ様子を見ている

ところである。ミッションは詐欺を防ぐことで、顧客は BtoB にフォーカスされている。そこからのスケ

ールの仕方は色々可能性がある。BtoC は最後の方法で、現在そのパターンを検討している。というのも、

消費者レベルだと、こういったものを買う機会は人生で数少ないからだ。これが薬やタバコ等のように

日々使えるくらいまで行くと、消費者側のニーズも上がってくるだろう。ただ、BtoB での価値提供を通

じて、広告効果がでれば、一般消費者にも口コミで広がる。そこまでの段階で、製品もよくなり、シン

プルになるというビジョンを描いている。日本にもチャンスがあると認識をしている。 

                                                   
44 http://www.entrupy.com 
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Entrupy をデモする Srinivasan 氏 
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