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コーポレート・ベンチャーキャピタル（CVC）とユニコーン
―メガCVCの「戦略性」をめぐって―

澤　田　貴　之

１．ベンチャーキャピタルとコーポレー
ト・ベンチャーキャピタル

　近年における時価評価額 10 億ドル以上のユ
ニコーンの急増は，AI，ブロックチェーン，
新しいアプリ，フィンテックなどの IT 関連の
技術革新に起因し，従来以上に多くのスタート
アップ企業が生まれていることを背景としてい
る。ただし技術革新はあくまでも外部的な背景
であって，より大きな直接の要因は従来以上に
容易になった資金調達にある。
　2019 年 7 月現在で米国のユニコーンは 180
社に迫ろうとしている。そして中国のユニコー
ンも 120 社を超えている。10 年前には滅多に
見ることのできなかった幻の一角獣は，幻や伝
説にふさわしく米国ではわずか 9 社にすぎな
かった。ところが現在ではユニコーンの総数は
世界で 370 社を超えるまでになっている。米国
と中国を筆頭に欧州，イスラエルそしてイン
ド，韓国，東南アジア，南米諸国などの新興諸
国にも広く見られるようになっている。
　こうした世界的なユニコーンの急増は，同時
にそれらの予備軍であるスタートアップ企業の

増加と，ユニコーン，スタートアップにとって
資金調達が容易になっていることも意味してい
る。世界のベンチャーキャピタル（VC）投資は，
ここ 10 数年の間に飛躍的に増加してきた。特
にリーマンショック以後の新興の未公開企業，
いわゆるスタートアップ企業への投資の伸びに
は著しいものがある。VC の最大投資国米国で
は，2018 年の投資総額は 1000 億ドル超（約 11
兆円）にも上っている。VC とスタートアップ
においては不毛とも言われ続けた日本でも投資
額や件数においては同じく増加傾向が続いてい
る。
　 日 本 に お け る VC 投 資 総 額 は 2018 年 で
1,361 億円（前年比 8.3% 増），1,287 件（前年比
11.8% 増）を記録しており，2013 年が 660 億円，
680 件だったことを考えれば，投資額・件数共
に倍増しており，世界的な VC とスタートアッ
プのブームが日本にも押し寄せてきていること
がわかる（数字データはベンチャーエンタープ
ライズセンター調べ）。それでも投資規模では
米国にははるかに及ばない状況である。過去
の 10 億ドル以上の企業価値を持つユニコーン
企業の輩出数の少なさ，国内 VC だけでなく国
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外 VC にとっても日本は有望な投資対象国とは
なっていない。
　VC の中でも独立系 VC とは異なって，既存
企業が自らの資金で組成するファンドをコーポ
レート・ベンチャーキャピタル（以下 CVC）
と呼んでいる。必要に応じて他企業や VC など
の投資家をファンドに加えることもあり，規模
は大小さまざまである。VC も CVC も歴史的
にはシリコンバレーを中心に 1970 年代頃から
スタートアップ企業の財政的支援と育成に関
わって本格的に登場しているが，順番としては
スタートアップからグローバル大企業に発展を
遂げた側が有望なスタートアップを見出して出
資するという循環・エコシステムが形成されて
いる。このことからエコシステム自体 VC の後
に形成発展を遂げたものとして捉えることがで
きよう。
　近年における CVC によるディール件数と投
資額の増大によって，CVC に関する研究論文
も増加傾向にあり，このトピックへの一般的な
関心もユニコーン，スタートアップの増加に関
連して高まっている。CVC に関する多くの先
行研究論文は独立系 VC との違いとして，投資
目的の違いを指摘し双方を比較したものが多
い。それらの研究で共通して強調されているの
は「戦略性」の有無である。
　むろん CVC の具体的な目的とゴールは個別
企業ごとに具体的には異なってはいるが，大別
すればキャピタルゲインの獲得か事業戦略の一
環かということになる。未公開株式を投資対象
とするプライベートエクイティファンドである
限り，独立系 VC は IPO や M&A によるキャ
ピタルゲインを目指すのが自然であり，CVC
のゴールも同じであることには変わりがない。
ただし出資の段階から母体企業の「戦略性」が
強く表れているという違いがある。
　例えば，Compers and Lerner（1998）と
MacMillan，Roberts，Livada and Wang（2012）

は，比較的早い段階に外部 R&D 活用によるイ
ノベーションの追求，CVC の戦略性の強さと
投資先企業との相互の戦略的一致と補完関係が
投資として成功する要因であることを指摘して
きた。また Maula，Autio and Murray（2005：
p.116）によれば，VC はポートフォリオの中の
企業に対して新しい資金調達や鍵（キー）人材
の確保や企業組織の発展に対してサポートする
のに対して，CVC は母体企業との関係から内
外の顧客獲得や技術開発に対して強力なサポー
トを行うという違いが見られる。
　戦略面で CVC の場合，出資側と投資対象企
業であるスタートアップの間には相互に親和性
とメリットがあることは，「戦略性」に注目し
た先行研究の中で述べられており，Park and 
Vermeulan（2015）が指摘しているように，
CVC の母体企業である多国籍企業はスタート
アップとのナレッジコアの共有，スタートアッ
プへの流通チャンネルの提供，スタートアップ
からは母体企業に対して，イノベーションの
フィードバックが期待される。
　このように VC と区別する上で「戦略性」
をキーワードとした研究が CVC に関しては主
流を占めているようで，Armel，Gbadji and 
Gailly（2009）が指摘するように，CVC は大企
業がスタートアップを資金・技術面で支援する
コーポレート・ベンチャリングの一つの形で
あって，コーポレート・ベンチャリング自体は
社内ベンチャーからジョイントベンチャー，企
業間提携までも含む幅広いものである。また福
嶋（2018）のように CVC を社内ベンチャーの
代替もしくは発展シフトしたものとして捉える
研究もある。
　多くの関連研究は CVC による投資が本来戦
略的であると定義づけることでは共通してい
る。ではそうした成果はどうなっているのだ
ろうか。成果の計測基準を何に求めるかで変
わってくるが，それが実際にイノベーション
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を創出しているか，という問題提起が一つで
あろう。こうした研究では CVC が投資した企
業の R&D とそれ以外の独立した企業による
R&D 活動の相関分析が試みられてきた。検証
の結果，Hirukawa and Ueda（2013）および
Chemmanur， Loutskina and Tian（2014）は，
CVC が支援した R&D ではアウトカムの指標
の一つであるパテントの増加を肯定している。
後者の研究ではそうした理由として母体企業と
スタートアップの技術的な類似性や相対的に失
敗に寛容である点も指摘されている。
　CVC の戦略的な成功は組織自体の機能に依
存しているとして，CVC への母体企業の権限
委譲と同時に企業によるコミットメントの深化
が求められるとする倉林（2016）の研究も示唆
的であるが，他方で CVC をはじめとした投資
側の観点からでなく，近年のユニコーンとス
タートアップの増加に注目して，個別事例な
どを除けば，サンプリング調査などを通じて
Branko（2018）のように，ユニコーンがどの
ようにして形成されているのか，起業家の特質
に焦点を当てたものや，林（2017）のように，
ユニコーンの増加が ICT に集中していること
からこの分野での技術革新が背景にあると指摘
する研究もある。また多くの関連記事は ICT
だけでなく，ヘルスケアのようなユニコーン，
スタートアップについてもバブル的な状況を呈
しており，科学的データや査読論文のような裏
付けがないケースも少なくないとしている。
　いずれにしてもユニコーンの急増はユニコー
ン自体という独立変数によるものではなく，
VC，CVC の増加と投資増，相互関係の強化に
よってもたらされたもので，両者の間には比例
関係が成立していることは明白である。当然の
ごとく CVC の規模が大きくなり投資件数が増
えれば，R&D の外部化や母体企業との連携・
協業を通じた本来の「戦略性」は後景に退き，
キャピタルゲイン，財務的リターンを目的とす

る方向に変わるのではないか，そうした疑念も
沸いてこよう。
　ハーバードビジネスレビュー誌で Chesbrough

（2002）は，マイクロソフトやインテルなどの
CVC を念頭に置きながら，投資を①母体企業
の既存ビジネスに関係するドライビング，②既
存ビジネスに補完的と考えられるインエーブリ
ング，③新規ビジネスの探索・潜在性を探るエ
マージェント，④財務的リターンの獲得を目指
すパッシブというように 4 つに分類し，戦略的
リターンと財務的リターン，オペレーティング
の強弱で分けた投資モデルを用いることを提唱
した。言うまでもなく①が戦略的リターン，オ
ペレーティングの度合いが高く，④が最も低い
ものである。いわば CVC のための最適なポー
トフォリオを求めるものであった。
　実際のサンプリング調査とインタビューを
通じて，Rolfes（2016），Rolfes and Pentland

（2016）は，既に伝統的な VC と同様キャピタ
ルゲインの獲得に偏る傾向が出ていることに警
鐘を鳴らしてきた。こうした市場規模の拡大に
伴って，未公開市場というブラックボックスで
企業評価価値が決定されるというユニコーンの
形成過程は，従来の直接金融構造を大きく変え
ようとしている。日本も含めて銀行系 VC が増
えているのはその証左の一端にすぎない（1）。
　本稿では CVC に関する先行研究で示されて
きた「戦略性」という特質を踏まえた上で，
CVC が形成されていった経緯と一つの技術革
新的なユニコーンから，CVC と母体企業がど
のような戦略的な行動をとるのか，最も顕著な
例としてウーバーを取り上げる。そして，これ
に関連して大型化・巨大化した CVC として，
短期間でユニコーンと未公開市場に大きなイン
パクトを与えるようになったソフトバンク・グ
ループ（以下 SBG）の CVC と戦略的な活動を
中心的に取り上げることにする。
　なお中国を中心としたアジア地域がユニコー
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ンに対する投資額では米国に拮抗するように
なっているため，ここでは近年注目を浴びつつ
ある東南アジアのユニコーンと CVC について
も検討していきたい。以上の概観と考察を経て，
CVC の「戦略性」が母体企業の新たな多角化
戦略を反映したものであることを明らかにして
いきたい。

２．シリコンバレーとCVCの系譜・エ
コシステムの形成

　今日，世界のハイテクと起業の中心地となっ
ているシリコンバレーはどのようにして形成さ
れたのだろうか。その名前からして元々多数の
半導体メーカーが集まっていたことに由来して
おり，アップル，インテルなどからグーグル，
フェイスブック，イーベイ，テスラなど当地を
拠点とする世界的企業は枚挙に暇がない。言う
までもなく半導体からソフトウェアやインター
ネット関連企業などの IT 企業の一大集積地と
なっている。
　その発展理由について，Saxenian（1994）
が シリコンバレーと東海岸のボストンを中心
とするエリア，ルート 128 との対照性と比較を
示し，前者のネットワークとしての先進性とイ
ノベーションの創出と後者の主として大企業中
心・垂直統合型（旧式）によるイノベーション
創出には差があるとした。結局のところ，今日
のシリコンバレーの繁栄が示す通り，前者に対
する後者の優位を説明した研究はその後の産業
集積研究に大きなインパクトを与えた。
　当時のミニコン製造の大手企業がルート 128
に集中していたことも，シリコンバレーにとっ
ては PC 時代の幕開けに対応したアップルなど
の企業を生み出す契機となった。どちらもイノ
ベーションを生み出すアクターとして，大学・
研究機関，大手企業が存在していたにもかかわ
らず，シリコンバレーでは投資家と VC による

投資の好循環が生み出されていた。いわばその
後のエコシステムの形成につながるものであっ
た。
　両者の差は 2000 年前後のドットコム好況の
際に顕著になった。シリコンバレーには，ルー
ト 128 の 1.7 倍にあたる 36 万人の雇用が創出
され，その後，シリコンバレーの VC の投資
額は全米の投資と連動するようになっていっ
た（2）。つまりシリコンバレーでの VC 投資は，
米国の VC 投資そのものを集約的に表している
と言っても過言ではない。
　シリコンバレーの発展については Saxenian

（1994）以来，多くの研究者が発展とイノベー
ションのアクターとそれらのネットワーク研究
に関心を集中させてきた。宍戸（2011）は，特
にベンチャービジネス（VB）と VC の関係を
調整し全体の経済成長に好影響をもたらしてい
るものを「シリコンバレーシステム」と呼ぶな
らば，さらに VB と VC の関係に周囲の大学や
法律事務所などを含めた一種の生態系（venture 
habitat）が存在していると指摘している。
　そもそも「シリコンバレーシステム」は，機
関投資家，ベンチャーキャピタリスト，起業家
によって構成されるだけでなく，第一にスタン
フォード大やカリフォルニア大バークレー校な
どの有力大学が人材や技術を輩出しているこ
と，第二に，アップル，インテル，シスコ・シ
ステムズなどの元ベンチャーの大企業が有望な
VB を買収して育てるという VB に対して IPO
だけでなく，大企業による M&A というイグ
ジット（出口）を提供していること，第三に法
律事務所が起業家と VC の仲介者となっている
こと，そしてこれらに加えて流動的労働市場と
豊富な人材プールの存在を挙げられよう（3）。
　ここで注目しておきたいのは，どのアクター
が最重要であるかということではなく，アク
ター間のネットワークの存在である。先端産業
についての産業集積に関する著名な先行研究
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は，私たちの前に重要なロールモデルを提示
してきた。そしてシリコンバレーは同じ新興国
のハイテク産業集積のチャレンジに直面してい
る。ただし後発の産業集積においてはかなり状
況が異なっている。
　中国北京の中関村，上海，深圳，シンガポー
ルのノースワン地区などでは大学・研究機関の
役割は言うに及ばす，シリコンバレーのアク
ターだけにとどまらず，より政府の役割は重要
になっている。つまり政府が補助金などを用い
てインセンティブを高めることは，後発のハイ
テク産業集積にとってとりわけ重要であるこ
とを示している。これらの集積では大学や研究
機関も北京大学，精華大学，シンガポール国立
大などすべて国立である。北京や深圳であるな
らば，多くの大手 IT 系企業が集中しており，
VC，CVC などのファンド資本が定着している
ことから米国に次ぐユニコーン企業を生み出す
源泉地となっている。
　成長し全体のスケールが大きいことはネット
ワーク効果も大きいことを意味し，より多くの
人材（起業家，技術者，労働者）を呼び込み好
循環を生み出せることを示している。シリコン
バレーの場合はインド系や台湾系・中国系の人
材，そして外資系企業をも呼び込めるほどに
なっていった。そして VC も特定の地域から形
成されるようになっていくのである。
　特定の産業集積地における VC の嚆矢はシリ
コンバレーにおいて創設されたドン・バレンタ
インのセコイア・キャピタルと 4 人の創設者の
名前を合成したクライスナー・パーキンスの 2
つの VC である。どちらの創設者たちも，いわ
ゆる金融畑を歩んできたわけではなく，半導体
に関わる産業キャリアを持ったベンチャーキャ
ピタリストであった。例えばドン・バレンタイ
ンの場合はナショナルセミコンダクターの創業
者の一人であった。クライスナー・パーキンス
の創設者たちも似たようなキャリアを経てい

る（4）。
　こうした初期のベンチャーキャピタリストた
ちの産業経験を有したキャリアは，投資先企業
に対して取締役就任という形で直接経営にタッ
チする「ハンド・オン」型投資を定着させていっ
た。これら初期の VC はアップルをはじめグー
グル，シスコ，オラクル，Airbnb，インスタ
グラムなどシリコンバレー発のグローバル企
業に投資しており，現代の代表的な VC である
フェノックスを加えて，シリコンバレーの（同
時に世界の）三大 VC と呼んでも差し支えなか
ろう。
　セコイア・キャピタルの場合，インド，シン
ガポール，イスラエル，中国，香港にも拠点を
持っており，有望なスタートアップ企業の掘り
起こしが地理的にも広範囲に行われている。セ
コイアは米国以外では特にアジア地域のスター
トアップに関心を寄せているが，これは近年の
大手 VC に共通しており，セコイアの米国以外
の拠点と投資が集中している国・地域が重なっ
ている。
　過去にセコイアが投資しグローバル企業と
なったアップルからはスティーブ・ジョブス，
グーグル創業者のラリー・ペイジなどがセコイ
アのパートナーとして投資する側に回ってお
り，実績と歴史を積み重ねた世界的な VC の場
合，VC 投資と企業の成長の好循環によって，
VC そのものの投資規模が拡大するとともに，
起業家・経営者からキャピタリストへ転じた
パートナーたちを加えることで，投資対象企業
に対する「目利き力」も備えるようになっている。
　こうした VC はスタートアップ創業期（シー
ド）・中間的な成長期（アーリー）・上場前（レ
イト）の発展期など段階ごとに投資するか，ま
たは全期間において投資しており，当該 VC の
投資方針や状況によって異なるが，上場以外に
株式の途中売却，M&A などによって投資収益
を回収するのが通例となっている。
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　エコシステムの形成を時系列で見れば，こ
うした独立系 VC の発展後，かつてのスタート
アップ企業がグローバル企業，多国籍企業と
なって，そこから CVC が組成され増えていく
ことになる。その増加傾向は比較的新しいもの
で，図―1 のように投資件数・投資額とも近年
において著しくなっている。
　増加の背景と要因は，冒頭でも述べたよう
に母体企業における資金的な余裕と R&D の
外部化，投資先企業との戦略的な連携，新規
事業の掘り起こしなどが主なものだった。CB 
INSIGHTS（2018）とそのデータによれば，世
界全体の VC 投資額中 CVC は 2013 年に 16%
を占め，2018 年には 23% に増え全体増に貢献
しており，2018 年の投資件数において際立っ
ていたのはインテル・キャピタル，SBI インベ
ストメント，M12（マイクロソフト傘下），GV

（グーグル系，アルファベット傘下），バイドゥ・
ベンチャーズ（北京）で，いずれも 10 件以上
で，これらの投資対象のほとんどは AI 関連企
業だった。
　後述するように VC と事業会社の投資も含め

れば，ユニコーンとスタートアップへの全体の
投資額はさらに大きくなる。そして中国を中心
としたアジア勢の VC，CVC，事業会社の未公
開市場でのプレゼンスが高まりつつある。現
在は独立系の VC に加えて，CVC や事業会社
の投資の増加と大型化が進展している段階に
ある。こうした CVC の進展がユニコーンやス
タートアップにどのような影響を与えているの
かを次に見ていくことにしよう。

3．CVCの台頭とユニコーン

　現在までのところ，スタートアップ企業に関
する明確な定義はない。一般的な定義として
は，ベンチャー企業との区別をつけるためにイ
ノベーションや新しいビジネスモデルを構築し
ていること，設立から概ね 5 年以内などとされ
ているが，実際には民間調査機関ごとの定義・
基準によって統計数値も異なってくるし，ほと
んどベンチャー企業（この言葉自体日本での造
語である）と違わないのが実態である。
　シュンペーター（Schumpeter（1912）清成

図―1　世界における CVC の投資件数と投資額（億ドル）

出所）CB INSIGHTS，The 2018 Global CVC Report，8.
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編訳（1998））が定義したように，事業機会を
見つけ出しイノベーションを遂行する企業家精
神（アントレプレナーシップ）を備えたアント
レプレナー（企業家）は，資本主義の動態的な
成長発展に欠かせないものであると同時に，成
長期・発展期のシンボリックな存在でもある。
　シュンペーターによる経済発展論は，イノ
ベーションを引き起こす企業家と銀行信用が結
びついて資本主義経済そのものが拡大発展して
いく状況を説明したものだが，シリコンバレー
以降の現代のエコシステムはこれと異なった発
展プロセスを生み出した。単に間接金融から直
接金融へのシフトというだけでなく，既に見て
きたように現代のエコシステムでは，有望なス
タートアップを見出し，資金だけでなく多岐に
わたるサポートを提供する VC，CVC が未公
開市場を支える重要なアクターとなっている。
　スタートアップの中でも時価評価額が 10 億
ドルに達するユニコーンは一貫して増加してお
り，CB INSIGHTS のユニコーンリストによれ
ば，2019 年下半期には世界全体で 370 社を超
えており，時価総額は 1 兆 1,650 億ドルを超え
る規模となっている。ユニコーンにとって IPO
はイグジットの一つであるため，公開市場の規
模と比較することに大きな意味はない。とりわ
け時価総額においてはそうだが，企業数につい
ては参考になると思われるので言及しておくな
らば，ナスダック市場の上場企業数と比較すれ
ば約八分の一でしかないが，香港の GEM 市場

（創業版）や日本のマザーズ市場の上場企業数
は既に上回っている。少なくとも企業数におい
ては一国レベルの新興公開市場を上回っている
ほどである。
　CB INSIGHTS は企業価値 10 億ドル以上の
ユニコーン企業のリストとランキングを常時発
表している。表 1 は時価評価額の上位 10 のユ
ニコーンと主な投資家を示したものである。
全体で上位にくるユニコーン企業の国籍は，米

国，中国，イギリス，インド，ドイツ，韓国と
なっている。2019 年前半期（3 月 19 日現在）
において，米国は 160 社，中国は 90 社を数え
ており，ヨーロッパは全体で 30 社前後である
が，アジア地域ではインドが三番目で 14 社で
あった。過去トップ 10 入りした著名な米国企
業にはウーバー，AirBnB，スペース X，ピン
タレストなどがある。
　日本は過去に 1 社入る程度で，2019 年はさ
らに追加される可能性が高い。過去にメルカ
リ（現在上場）がランクインしたことから，未
公開企業の規模や期待値をうかがうことができ
るが，未公開企業・スタートアップで 10 億ド
ルは元々かなりハードルが高かった。2019 年
3 月現在ではプレハードネットワークス（イン
ターネットソフトウエア，サービス，20 億ド
ル）の 1 社のみである。中国企業の場合，トッ
プ 10 及び上位に複数企業が名前を連ねるのは
もはや当たり前となっている。配車サービスの
滴滴出行，携帯のシャオミー，陸金所（金融）
などが代表的なユニコーンである。
　2012 年に設立されたニュースアプリの
Toutiao（今日頭条）は短期間にランキング 1
位に昇りつめており，その評価額は 750 億ドル
でユニコーン時代のウーバーを上回っている。
親会社はショート動画アプリ TikTok（ティッ
クトック）で有名なバイトダンスである。2018
年の 8 月中旬時点と比較しても，中国は約 20
社新たにランクインしている。他方，米国は
約 40 社が新たにランクインしており，米中に
おける有望スタートアップ企業への VC，CVC
を通じた投資熱は非常に高いようである。
　これら米中のトップクラスの企業は公開市場
を通さず，すなわち上場せず，いずれも莫大な
資金調達を行い，グローバル企業への道を歩ん
できた。CVC の投資件数自体は先の図―1 に見
るように増加しているが，VC 全体の投資件数
はむしろ低迷気味で，これは 1 件当たり，もし
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くは 1 回当たりの投資ラウンドの投資額が増大
していることによるものである。
　CVC が VC よりも本来戦略的な目的を持っ
ているとしても，ファンドマネージャーへのア
ンケート結果は戦略的目的とキャピタルゲイン
の獲得目的の両方に集中する傾向があり，また
イグジットのみ捉えれば，IPO も M&A も結
果的にはキャピタルゲインの獲得を目的とする
ものである。個々の CVC が投資先企業と行う
R&D や事業提携・協業は，外部からは合弁企
業や事業提携などのプレスリリースを通じて知
ることになり，大半の戦略的な協業や母体企業
からの資金以外のサポートは，水面下にあって

外部からは見え難いものとなっている。
　CVC は主に母体企業の資金によって組成さ
れるために，ファンド規模としては本来中小型
の規模となる。中堅企業だけでなく大企業の場
合でもポートフォリオに組み入れるスタート
アップは，数社に限定したところから投資をス
タートさせるのが定石となっている。早期にス
タートアップを見つけ創業をサポートするシー
ドの段階での投資額は小さく，成長期のアー
リー，IPO 前の発展段階にあるレイトステージ
に向かうにつれて投資額が増えていくのが通例
である。
　しかし，CVC の規模が大きくなった場合，

表 1 　ユニコーンリスト上位 10 社

会社名 時価評価額
10 億ドル

リスト入りし
年月日 国 業種・事業 主な投資家

バイトダンス 75 2017.4.7 中国
AI．動画アプ
リ Tik Tok 運
営

セコイア・キャピタル・チャイ
ナ．SIG アジアインベストメン
ト．シナ・ウェルボ．SBG

滴滴出行（ディ
ディチューシン） 56 2014.12.31 中国 運送・物流．配

車サービス
マトリックス・パートナーズ．
タイガー・グローバルマネジメ
ント．SBG

ジュールラブス
（JUUL Labs） 50 2017.12.20 米国 小売り タイガー・グローバルマネジメ

ント

ウ ィ ワ ー ク
（Wework） 47 2014.2.3 米国 レンタルオフィ

ス
T・ロウ・プライス．ベンチ
マーク・キャピタル．SBG

Airbnb 29.3 2011.7.26 米国 旅行サイト．民
泊

ゼネラル・カタリスト・パート
ナーズ．アンダーセン・ホロ
ビィツ．ENaC ベンチャーズ

ストライプ 22.5 2014.1.23 米国 フィンテック
コーシア・ベンチャーズ．ロー
ワヘケース・キャピタル．キャ
ピタル G

スペース X 18.5 2012.12.1 米国 民間ロケット
ファンダーズ・ファンド．ドレ
パー・フィッシャー・ジャーベ
ストン．ローゼンバーグ・ベン
チャーズ

エピックゲームズ 15 2018.10.26 米国 ゲーム開発 テ ン セ ン ト．KKR． ス マ ッ
シュ・ベンチャーズ

グラブ 14.3 2014.12.4 シンガポール 物流・配車サー
ビス

GGV キャピタル．バーテック
ス・ベンチャー・ホールディン
グス．SBG

ドアダッシュ 12.6 2018.3.1 米国 物流・配送 SBG．セコイア・キャピタル．
コーシア・ベンチャーズ

出所）CB INSIGHTS，The Global Unicorn Club，2019.7.14 現在，各社 HP より作成。
注）SBG はソフトバンク・グループ
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ポートフォリオに組み込まれるスタートアップ
は増え，アーリーステージ以降からも投資する
VC や事業会社による投資も追加されるため，
また複数回にわたる投資ラウンドで投資額が増
大することで評価額も高まることになる。投資
パフォーマンスが良好な限り，CVC はさらに
1 号ファンドから 2 号，3 号へと新しいファン
ドを組成することが多く，結果的に CVC の投
資額全体も件数も増加し大型化することによっ
て，多くの投資先企業についてはモニタリング
程度の関与しかできなくなる。
　Cruncbase News によれば，投資ラウンド 1
億ドル未満の中小型投資が 2008 ～ 09 年には
投資ラウンド全体の約 90% を占めていた。と
ころが 2008 年から 2018 年の 10 年間にこうし
た中小型投資は趨勢的に減っていき，2018 年
には 43% にまで減少してしまった。代わって
1 億ドル以上の大型案件が全体の半分以上を占
めるまでになったのである（5）。こうした 1 億ド
ル以上の案件をスーパージャイアント案件と呼
び，案件の大型化は VC，CVC の大型化によ
るものである。
　有望なスタートアップ企業の数が有限である
ことも一案件当たりの投資額を増大させること
につながったが，表 1 の上位ユニコーンリスト
に見られるように，スーパージャイアント案件
にはセコイアやタイガーグローバルなどのトッ
プクラスの VC，SBG のような超大型 CVC に
限定されるようになっている。投資ラウンドを
重ねれば投資額も膨らみ，従来よりもユニコー
ンが速く形成されるようになったわけだが，
ポートフォリオ全体を別にすれば，投資案件の
スーパージャイアント化と CVC の大型化は，
次に見るウーバーと SBG の事例から必ずしも
CVC の「戦略性」を喪失させるものではない
ことも示している。

４．CVCとユニコーン「戦略性」をめぐ
る葛藤

　CB INSIGHTS は毎年投資件数を指標にし
て，最も活動的だった CVC のランキングも
発表している。CVC の投資は持続的に増加し
ているだけでなく，2018 年には新たに 264 の
CVC が投資をスタートさせていた。2017 ～
18 年の上位 10 位圏の CVC には GV（旧グー
グル・ベンチャーズ），インテル・キャピタ
ル，マイクロソフト・ベンチャーズ，セールス
フォース・ベンチャーズ，クアルコム・ベン
チャーズなどおなじみの米国勢が定着している。
　2016 年にはアジアの CVC は一つだけでサム
スン・ベンチャーズが 9 位だった。これに対し
て中国のレジェンド・キャピタル（レノボグ
ループ系），製薬・不動産事業からコングロマ
リットに成長した復星国際系のフサン RA キャ
ピタル，韓国からカカオ・インベストメントが
顔を出すようになった。また日本勢も 2018 年
に SBI と三菱 UFJ が顔を出しており，後述す
る SBG 同様，急速に日本の CVC の投資活動
も活発になっていることがわかる。アジア勢の
台頭については後述することにして，ここでは
CVC の投資件数増と大型化が，CVC に本来備
わっている「戦略性」を毀損するものなのかと
いう問題提起からはじめていくことにしよう。
　こうしたランキングが示すように CVC 全体
の投資額が増加しているということは，新規参
入増に加えて既存の CVC がますます大型化し
ているということであって，ポートフォリオの
投資対象会社数も増えているということを示唆
している。同時に有望な技術や R&D，ビジネ
スモデルなどを備えた有望なスタートアップの
数は実際には限られており，増加し大型化した
CVC，VC の投資先企業は多くの場合重ならざ
るをえない。ここにユニコーンも急増し大型化
するという連動が見られる。そして時価評価額
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も投資家間の競争で上昇しがちである。
　こうした状況下で CVC は果たして投資先企
業との間で戦略的な，互恵的な関係を構築して
いけるのだろうか。グーグルの持ち株会社アル
ファベットが 2009 年に GV を設立してから，
投資したスタートアップは累計 45 億ドル以上，
400 社以上に達している。成果としてのイグ
ジットでは過去 IPO で 20 社，M&A で 100 社
に達している（6）。輝かしい成果には違いないが，
これらの投資は他の VC，CVC，事業法人と重
なっており，M&A は他社が買収したことを示
している。当然，多くの投資先企業に対して戦
略的協業関係を持つことは不可能に近くなる。
　1991 年に設立されたインテル・キャピタル
も同じ問題に直面していた。日経紙が 2017 年
11 月にインタビューしたウェンデル・ブルッ
クス社長（当時）は，「2 年半前にこの役割を
引き受けた時，インテルは年間 60 社に新規投
資をしていたが，『セカンドシート』が多かっ
た。16 年は 70% でリードとなった」と語って
いる（7）。インタビュー時の 2017 年時点で投資
額は累計 122 億ドル，出資した会社は約 1,500
社にもなっていた。事業提携をしない出資だけ

の会社が増えていたのである。
　また CVC として重視することについて，ブ
ルックス社長（同時に当時のインテル副社長）
は「インテルにとって将来を探る目であり耳に
なることだ。…投資する企業とはインテルの知
見や顧客基盤を使い，どうやって事業面で協力
ができるか，投資先の企業にどう価値を足せる
のかを考えている」と答えている（8）。この言葉
は単なる理念でなく，CVC の特性をストレー
トに言い表したものである。かつてインテルは
PC 向け半導体の売り上げに依存していたが，
今日データセンター向けなど半導体にシフトし
ている。顧客・技術革新・コア事業そのものの
変化を見据える最前線に立っているのが CVC
なのである。
　むろん大型 CVC にとって母体企業・CVC・
スタートアップの連携と協業は，冒頭で紹介し
た Chesbrough（2002）が行った投資分類が示
しているように，すべてのポートフォリオ内の
投資先企業に適用されるものではない。特定技
術で投資対象企業を絞り込めば，既に指摘した
ようにスタートアップ，ユニコーンへの投資
が他の VC，CVC と重ならざるをえないし，

表 2　世界で最も活動的だった CVC（2017―18 年）

2017年 CVC 2018年 CVC

1 GV（グーグル系）（米） 1 GV

2 インテル・キャピタル（米） 2 セールスフォース・ベンチャーズ（米）

3 セールスフォース・ベンチャーズ（米） 3 インテル・キャピタル（米）

4 クアルコム・ベンチャーズ（米） 4 バイドウ・ベンチャーズ（中）

5 GE ベンチャーズ（米） 5 レジェンド・キャピタル（中）

6 レジェンド・キャピタル（中） 6 SBI インベストメント（日）

7 マイクロソフト・ベンチャーズ（米） 7 アレクサンドリア・ベンチャー・インベストメント（米）

8 カカオ・インベストメント（韓） 8 カカオ・インベストメント（韓）

9 フサン RZ キャピタル（中） 9 三菱 UFJ キャピタル（日）

10 サムスン・ベンチャーズ（韓） 10 フサン RZ キャピタル（中）

出所）CB INSIGHTS，The Most Active Corporate VC Globally，March 28, 2019 より作成。
注）投資件数をベースとして 2018 年時点で 773 の CVC から集計。
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CVC 1 社当たりの出資額も大きくなりやすい。
代わって膨れ上がった投資先企業の評価額は，
M&A によって巨額のキャピタルゲインを生む
ことになる。こうした実績によって CVC はさ
らなるファンド組成への誘惑に駆られることに
なる。戦略的な目的と財務的リターンの獲得の
両方を大型 CVC が挙げるのは実情に沿ったも
のなのである。
　ユニコーン側の実例から，ここでよく知られ
ている配車サービス・アプリのウーバーのケー
スを見ておこう。ウーバーは 2019 年の春には
待望のニューヨーク証券取引所に新規上場を果
たしユニコーンを卒業している。ウーバーはユ
ニコーンとして先駆的であると同時に，ユニ
コーンそのものの共通性も示してきた。一つに
は IPO を果たすまでに比較的長い時間を要し
ていることであり，設立から約 10 年かかって
いることである。「長すぎた春」を通じて公開
時に公募価格を下回ってしまった。これは決し
て意外なことではなく，他のユニコーンにおい
ても生じていたことで，公開市場で投資家たち
が新規銘柄として飽きてしまったこと，裏を返
せば「長すぎた春」の間に過剰に企業評価価値
が膨らんでしまったことにある。
　ウーバーは 2009 年サンフランシスコでトラ
ビス・カラニックとギャレット・キャンプに
よって創設された。そのビジネスモデルについ
てはここで改めて説明するまでもなかろう。そ
のビジネスモデルはまたたくまに世界各国に広
がり，2016 年に中国事業を滴滴出行へ，2018
年には東南アジア事業をグラブに売却してい
る。この 2 社はアジアのユニコーンとしてその
成長モメンタムを引き継いでいる。
　2017 年末までにウーバーに出資していた
CVC，VC は，SBG，ドラゴニア・インベスト
メント，TPG キャピタル，セコイア・キャピ
タル，テンセントなどで 17.5% の株式保有比率
に達していた。2019 年上半期現在までに SBG

の保有比率は 15% を超え，新興の独立系 VC
ベンチマーク（1995 年設立）も 10% 以上保有
しており，創業者，アルファベット（グーグル
の親会社），スタートアップスタジオの Expa
などが主要株主となっている（9）。
　上場時には VC や一部株主については制限条
項がついており，IPO 後，半年経過しないと株
式の売却はできない。これは上場後も VC は投
資対象企業の経営オペレーションにしばらく関
与せざるをえないことを意味している。ただし
未公開の段階においても多くのユニコーンの事
例は，CVC，VC 側の「ハンド・オン」の維持
もしくは強化を示している。
　「ハンド・オン」型とは通常の投資ファンド
の「モノ言う投資家」とは別物であって，経営
オペレーションを兼ねた投資家のことである。
経営権においては創業者のそれを上回ることは
珍しいことではない。このことはウーバーの
ケースが端的に物語っている。2017 年経営陣
をめぐって不祥事が相次いだため，投資家連
合が創業者のトラビスの CEO 解任を行ってい
る。その後トラビスは取締役会には残ったが，
後任の CEO にはダラ・コスシャヒ（元大手旅
行サイト，エクスペディアの CEO）が投資家
連合に指名されている。
　この CEO 交代劇はユニコーンに対する
CVC，VC の経営権の強さを浮き彫りにした象
徴的な出来事だった。CVC，独立系 VC の違
いを問わず，スタートアップからユニコーンの
イグジット近くに至るまでに大規模な CVC，
VC は投資規模を拡大させ，創業者の出資比率
はこれら VC に比較すれば相当低くなっている
のが通例である。むろん未公開企業であるた
め，種類株として創業者が保有する 1 株当たり
の議決権を複数設定することも可能である。そ
れでも複数ラウンドの増資を繰り返すうちに創
業者保有分が希薄化することは避けられまい。
　ウーバー自体は単に配車サービス・アプリと



48 第 20 巻　第 2 号

いう技術革新とその先駆者に止まるものではな
い。例えばシェアエコノミーの進展と EV の技
術進歩によって，多くの IT 系企業が自動走行
技術の開発を進めてきた。2019 年 6 月にウー
バー傘下の自動運転技術開発会社アドバンス
ト・テクノロジーズ・グループに日本のトヨ
タ，デンソー，SBG が 10 億ドルの出資を決め
ている。これだけでユニコーンとなる出資額だ
が，出資の目的は自動運転車両を使ったライド
シェアの実現にあるという（10）。
　AI を利用した自動走行技術やフィンテック
なども，同様に既存の法制度に先行するほど開
発の速度が速まっているが，その背景には上述
のように一つのユニコーンからさらに関連技術
を通じて，（ユニコーンの）系列企業やジョイ
ントベンチャー，スタートアップのスタジオも
しくはアクセレーター，あるいはそうした機能
を担った元ユニコーンによって CVC が形成さ
れていることにある。こちらは「間接的な関連
事業の普及効果」と言えるものである。
　ウーバーの大株主として，また CVC として
もそのプレゼンスを強く示してきたのが SBG
のビジョンファンドである。独立系最大手のセ
コイア・キャピタルをも出資額で凌駕するビ
ジョンファンドは他の大型 CVC，VC と比較
しても群を抜く巨大ファンドである。この 10
兆円ファンドが組成されたのは 2017 年の上半
期のことであったから，2019 年下半期現在で
わずか 2 年しか経過していないのである。既存
の大型 CVC に比較してポートフォリオの投資
企業数は多くないため，先の第 2 表の CVC 上
位ランキングには出ていない。しかし，その規
模とファンドの歴史の浅さから，ビジョンファ
ンドが世界におけるユニコーンのレイトステー
ジでの評価額形成に大きく関わってきたことは
間違いない。
　レイトステージに至るまでのユニコーンの場
合，多い場合は資金調達ラウンドは 10 回を超

えることは珍しくなく，レイトステージにおい
て大型 VC の出資が行われれば，未公開市場株
だけに評価額はさらに吊り上がることになる。
他方で資金調達という面ではこの段階でほぼ満
たされており，先に見たように IPO の資金調
達機能そのものが損なわれることになる可能性
も浮上している。これらはユニコーンへの過剰
投資・過大評価額を通じてユニコーンバブルに
もつながっている。
　SBG は CVC としては明らかに新規参入組で
はあるが，日本の CVC はトヨタやソフトバン
クなどの事例からも戦略的な目的で設定されて
いることは明らかである。こうした CVC によ
る戦略的な投資は，キャピタルゲイン，そし
て財務的リターンの獲得も含めた上で，清水

（2009）によれば，2010 年以前にも NEC やリ
クルート，日立製作所の CVC などに見られた
ものである。多くは 50 ～ 100 億円前後からス
タートしている。
　SBG も，出資先の滴滴出行と 2019 年に北海
道に配車サービスの合弁企業を設立している

（地元タクシー会社と提携）。過去における投資
先企業との合弁や提携はこれだけではない。そ
もそも孫正義会長は CVC を組成する以前から
投資家としての才を示してきた。もはや語り継
がれる事例となってしまったアーリーステージ
でのアリババへの出資は代表的と言えよう（た
だしアリババはユニコーン以前の企業である）。
アリババ，そして鴻海とは盟友的とも言える提
携関係を構築してきた。
　IT から AI まで事業領域を広くとらえてい
るこれらアジア系 3 社（SBG，アリババ，鴻海）
は，近年においては出資先のユニコーンが重複
することも珍しくない。アリババや鴻海などの
既存企業は他の VC に出資する間接的な投資形
態とともに事業法人として出資する場合がある
が，後者の場合はより戦略的な色彩が濃くなっ
ている。
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　ソフトバンクのビジョンファンドに関する開
示資料から，2019 年上半期現在における 10 億
ドル以上の主な出資先を挙げるならば，インド
ネシアの旅行 EC サイトのトコペディア，滴滴
出行，グラブ，韓国のクーパン（EC サイト），
中国の Ele. me（食配サービス），動画共有ア
プリ Tik Tok を運営するバイトダンスなどが
ある。ソフトバンクによる 10 億ドルの出資だ
けでユニコーンの最低評価額に達してしまう
が，複数の VC が出資していることは言うまで
もない。
　10 億ドル以下の投資先一覧を見た場合でも，
ネット・アプリ関係を中心とした業種・事業が
多く，技術提携や資本提携によって日本国内外
の市場で事業展開を可能とさせるポートフォ
リオを構築していることを特徴としている。こ
のようなソフトバンクの事業投資会社的な性格
は，既に述べたように持ち株会社 SBG（1981
年設立）を 1998 年に上場させたときにまで遡
ることができよう。グループ傘下に多彩な事業
会社を擁しており，海外への事業投資について
も孫会長は積極的だった。
　ソフトバンクによる出資先の代表的なイグ
ジットについては，先に見たように上場を果た
したウーバー，M&A によるイグジットはイン
ドのフリップカート（最大手 EC サイト）で，
ウォルマートによるフリップ買収によってソフ
トバンクは約 40 億ドルの利益を得ている（11）。
こうした成功体験は，2019 年にビジョンファ
ンドの 2 号にあたる新たな 10 兆円ファンドの
組成にもつながってきた。
　2018 年 8 月の SBG 連結決算発表の場で，孫
会長は投資しているユニコーン企業を将来，グ
ループ化したいと語っていた。こうした戦略的
な取り込みは，インド最大の電子決済プラット
フォーム Paytm への出資によくあらわれてい
る。2018 年 12 月ソフトバンクとヤフーが合弁
でスタートさせた日本の電子決済 Pay Pay は，

Paytm の QR コード認証技術を用いたもので
ある。
　SGB は自社資金だけでなく，その多くをサ
ウジアラビアの政府系ファンドなど外部から調
達しており，ビジョンファンドの自己出資は 3
割程度である。SBG のケースは，CVC に政府
系ファンドや巨大なスポンサーが出資すれば，
またたくまに巨大 CVC コンプレックスが組成
され，未公開市場とユニコーンに大きなインパ
クトを与えることを如実に示していると言えよ
う
　IPO よりも件数がはるかに多い M&A にお
いて，大型 CVC はキャピタルゲインを得てい
るが，他方で投資先の絞り込みによって「戦略
性」も維持していることは確認できよう。この
ように母体企業の「戦略性」が反映されている
ことは，インテルやグーグルなどの大型 CVC
だけでなく，日本の SBG にも見られるが，ファ
ンドの「巨大化」，外部資金への依存は，母体
企業そのものを事業投資会社にシフトさせてい
く可能性とリスクの増大という問題も残してい
る。

５．東南アジアのユニコーンとCVC

　ユニコーン数とそれらに限定した投資額だけ
でなく，CVC を含む VC によるスタートアッ
プ企業への投資額という点まで広げて見てみる
と，中国はより米国に接近しており，欧州以外
の新興国では中南米，東南アジアへの投資額
も大きくなっている。中国においてはそれだ
けユニコーン予備軍となるスタートアップ企
業が多いことを示しており，2018 年の VC に
よる投資額はフィンテックのアントフィナン
シャルへの投資増が影響して，700 億ドルを超
え，前年比 53％増を記録した（数字は Xinhua 
2019.2.1）。
　表 2 で見たように，中国では VC 同様，CVC
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も活発な投資を行っており，韓国もサムスンや
カカオ・インベストメントなどの投資活動が知
られている。財閥系のサムスングループは複数
の CVC を運用している。アジア地域ではセコ
イアやタイガーグローバルのように米国系 VC
のプレゼンスが高いが，ユニコーンや有望ス
タートアップを輩出している国では，規模こそ
小さくなるものの地場の VC や CVC の投資活
動も盛んである。図―2 のように CVC のアジア
地域への投資件数は既に米国に接近したものに
なっている。
　Rin（2016: 20）によれば，特にアジア地域
では中国，インドにおける VC の活動が活発だ
が，対照的に日本はその GDP の大きさに対し
てそれほど活発ではない。逆に GDP 規模に対
してシンガポールは非常に活発である。日本で
活発でない理由として文化的要因とアウトサイ
ダーを排除する傾向が強いことを挙げている。
恐らく議論のあるところであろうが，VC，
CVC が増え大型化しているにもかかわらず，
国際比較で見たアントレプレナーシップの弱さ
を示す調査結果もある（12）。有望なスタートアッ
プの数そのものに限界があって，国内では米中
に対して極端に低い投資総額となっている。
　アジアで VC による投資が集中する国につ

いては，先駆的に同地域の VC によるイグ
ジットと活動を計量的に分析した Dai，Jo and 
Kassicieh（2012）が指摘しているように，外
資系 VC にとっては投資に適した法整備のフ
レームワーク，株式市場の規模，企業の情報開
示と透明性およびモニタリングが十分実施でき
ることに加えて，そしてこれらの条件と関連す
ることであるが，イグジットとしての IPO と
M&A が円滑に進められる国でなければならな
いという。ユニコーンリストの上位にある国は
こうした条件を満たしているわけだが，ここで
は事例として近年成長著しい東南アジアを取り
上げてみよう。
　東南アジアで上述の条件を満たしている国と
してはシンガポールの名前が真っ先に挙がる。
ただし，表 3 に見るように，東南アジアのユニ
コーン数は 6 社に過ぎず，現状ではインドや韓
国におよぶところではない。ユニコーンとス
タートアップ，そして VC とのネットワークと
活動が最も盛んな国はシンガポールだが，東南
アジアでも VC 市場として先行しており，既に
ユニコーンのイグジットが複数生じているため
に，表 3 の 2019 年現在にはグラブが 1 社のみ
リスト入りしているだけである。
　シンガポールのユニコーンは，実は 2018 年

図―2　地域別 CVC の投資件数比率
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末時点でグラブ以外にもゲーム・電子決済・
EC の Sea（旧称 Garena），EC のラザダ，ゲー
ムのレイザーの 3 社がリスト入りしていた。
ゲーム事業からスタートした Sea は，シンガ
ポールの政府系ファンド，テマセクから出資
を受け EC・デジタル決済へと事業を多角化し
NY 証券取引所に 2019 年初頭に上場を果たし
た。ラザダは東南アジア最大級のショッピング
サイトを運営しており，テマセクや国際的な小
売り大手テスコ（英）などの出資を受け，東南
アジアのアマゾンと称され，最終的にアリババ
が経営権を取得している。
　レイザーはシンガポールに事業拠点を持ち，
シンガポール人のミン・リアン・タンが買収し
香港証券取引所に上場している。シンガポール
の場合，政府系ファンドをはじめとして内外の
投資家ネットワークの存在という優位性に支え

られて，スタートアップとユニコーンの育成に
ついては東南アジアでは突出しているために，
上場もしくは M&A という形でイグジットを
遂げている。
　設立からいずれも 10 年前後でイグジットを
遂げているが，シンガポールのユニコーン，ス
タートアップを除けば，表に見る通り近年では
インドネシア発のユニコーンが突出しているこ
とがわかる。2019 年上半期現在でイグジット
を遂げたユニコーンはないが，出資側を見ると
ゴジェックにはセコイア，ウォーバーグ・ピン
カスといった大手米国 VC が，トコペディアに
はセコイア，SBG，アリババが出資している。
SBG とアリババの場合，後で見るように東南
アジア一の消費市場を拠点とするユニコーンに
対する戦略的な投資であることは明らかである。
　グラブはウーバーから事業譲渡を受けた形で

表 3　東南アジアのユニコーン企業と VC

企業名 評価額
10 億ドル

ユニコーンリスト
入りした日付 国 業種 VC など投資家

グラブ 14 2014 年 12 月 シンガポール 輸 送・ 配 車
サービス

GGV キャピタル，バーテックス・
ベンチャー・ホールディングス

（シンガポール），SBG

ゴジェック 10 2016 年 8 月 インドネシア
輸 送・ 配 車
サービス，サ
プライチェー
ン，物流

フォーメーション・グループ（韓
国），セコイア・キャピタル・イ
ンディア，ウォーバーグ・ピンカ
ス

トコペディア 7 2018 年 12 月 インドネシア
EC，ダイレ
クト・トウ・
コンシューマ

SBG，アリババ・グループ，セコ
イア・キャピタル・インディア

トラベロカ 2 2017 年 7 月 インドネシア 旅行

グローバルファンダーズ・キャピ
タル（EU），イースト・ベンチャー
ズ（シンガポール），エクスペディ
ア，GIC（シンガポール政府投資
公社）

レ ボ リ ュ ー
ション・プレ
クラフテッド

1 2017 年 10 月 フィリピン プレハブ建設 K2 グローバル（UK），500 スター
トアップス

ブカラパク 1 2017 年 11 月 インドネシア
EC，ダイレ
クト・トウ・
コンシューマ

500 スタートアップス，バルテビ
ア・インキュベーター，エムテッ
ク・グループ

出所）CB Insights，The Global Unicorn Club 2019.6.25 時点より作成。
注）SBG ＝ソフトバンクグループ，米国以外の投資家の国籍に（　）で示した。
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シンガポール以外にも東南アジアで事業展開し
ているが，グラブと競合するためか，ゴジェッ
クには出資者として SBG の名前は見当たらな
い。同じく事業譲渡した滴滴出行には既に見た
ように出資している。当初のウーバーへの投資
から派生的に形成されたユニコーンに SGB は
投資を広げてきたことがわかる。ゴジェックの
場合，ジャカルタのようにモータリゼーション
の急速な普及に伴い，極度の交通混雑を避ける
ために機動的なバイク便を主流としていること
で差別化を図ってきた。
　オンライン・トラベルエージェント（OTA）
のトラベロカは 2012 年に米国留学した三人の
インドネシア人によって設立され，OTA 世界
的大手エクスペディアの出資も得ている。イ
グジットはインドネシア証券取引所（IDX）へ
の IPO を目指しているとされる。他方ベトナ
ムの VNG は米国ナスダック市場への上場を目
指していることが 2017 年以降伝えられてきた
が，2019 年上半期現在まだ IPO を達成してい
ない。ナスダックの場合，上場基準が厳しく簡
単にそうした基準をクリアできていないことが
要因として挙げられよう（13）。
　ユニコーンリストだけを見る限り，米国
系 VC，アジア系 CVC のバーテックス・ベン
チャー・ホールディングス（テマセック傘下），
SBG，アリババ・グループなどの外資大型 VC
と CVC の独壇場に見えるが，実際にはローカ
ル VC，CVC も投資活動を活発化させている。
外資系の大型投資の陰に隠れた形になっている
が，出資比率がより小さい形でユニコーンに投
資するか，ポストユニコーンなどの有望スター
トアップへの投資が行われてきた。しかもス
タートアップの早い段階で出資が行われている。
　2011 年以降 2017 年までに創業時でのシード
ステージで CVC を含む VC から投資を受けた
インドネシアのスタートアップ企業は，2011
年の 5 倍の約 1,300 社に達し，投資額は 150 億

ドルになったと Bain & Company（2018）のレ
ポートは見積もっており，次の 5 年で 700 億ド
ルに到達するであろうとしている。
　シードもしくは初期の成長段階であるアー
リーステージでの投資にもローカル CVC は熱
心で，東南アジアで 2000 年代に先行したバー
テックスやシンガポールテレコム系 CVC の前
例は，スタートアップの成長から得られる利益
だけでなく母体企業に対しても相乗的な利益
をもたらすことを示した，インドネシアでは
2014 年に同国最初の合弁 CVC ソフトバンク・
インドサットが設立されると，翌年に MDI ベ
ンチャーズ（通信大手のテレコムインドネシア
系），2016 年にはマンディリ・キャピタル・イ
ンドネシア（大手行バンク・マンディリ系）が
次々と設立され，スタートアップへのローカル
CVC による投資が本格的にスタートすること
となった（14）。
　ローカル VC，CVC の組成は主に 2010 年以
降に集中しており，2000 年代に創業したユニ
コーン，つまり当時のスタートアップの成長
は，外資系 VC，CVC による投資に大きく依
存していた。この点は現状においても同じだが，
2000 年代においては創業からレイトステージ
に至るまで投資可能なローカル VC，CVC は
なかった。こうした外資系 VC，CVC の投資
とスタートアップのビジネスパフォーマンスに
インドネシアの研究者が注目するようになった
のは最近のことにすぎない。
　Benedictus and Rikumahu（2018）は，外資
系 VC 投資後のスタートアップのビジネスパ
フォーマンスに正の相関関係があることをト
コペディアの事例から導き出した。これは一
事例にすぎないが，投資額だけでなく CVC と
スタートアップとのパフォーマンスについて，
Widyasthana，Wibisono，Purwanegara and 
Siallagan（2017）は，より多くの事例（アプリ・
デジタル広告企業）からシミュレーションモデ
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ルを用いて，株主間における相互作用（インタ
ラクション）が創業後のビジネスパフォーマン
スの決定因だとしている。
　外資系 VC，CVC による出資は投資家間の
情報ネットワークを通じて，次期投資ラウンド
に新たな VC，CVC を呼び込むことにもつな
がる。こうしたケースを図―3 のトコペディア
のケースで見てみよう。シードの段階で出資し
たのはインドヌーサ・ドウィタマだけだった。
創業時は既に述べたようにスタートアップへ
の VC 投資とエコシステムが形成される前だっ
た。インドヌーサ・ドウィタマは鉱山採掘など
を行うローカル企業グループの持ち株会社であ
る。
　アーリーステージに入ったところでイース
ト・ベンチャーズが出資してから状況は変わっ
ていくことになる。日本も拠点としているイー
ストが出資するとサイバーベンチャー，ソフト

バンクが出資者となり，遂にアリババ・グルー
プが大規模な出資を実施し，インドネシア最
大の e- コマースプレイスを傘下に置くことに
なった。共に CtoC のコマースサイトに強みを
持っており，この時点で両社の提携を通じた資
源ベースでの潜在的な可能性が認識されると時
価評価額はゴジェックに次ぐ 70 億ドルに膨れ
上がったのである。
　2009 年のシード段階での有望なスタート
アップを発掘することは，外資系 VC，CVC
には困難であったろう。インドネシアの CVC
の母体企業は財閥・コングロマリットであり，
2010 年以降，そうした CVC がシード，アーリー
ステージのスタートアップへの投資を増やし
ていくことになった。2010 年設立の GDP ベン
チャーズは煙草をコア事業としたジャルム・グ
ループが，2014 年設立の SMDV は製紙・パル
プのシナルマス・グループが，2015 年設立の

　シード

投資ラウンド 投資家（VC，CVC） 出資額

2009年（創業） インドヌーサ・ドウィタマ（Indonusa Dwitama）（ローカル） 25 億ルピア（約 2000 万円）

　アーリーステージ

第 1 ラウンド
2010 年

イースト・ベンチャーズ（インドネシア，シンガポール，日本） 非公開

第 2 ラウンド
2011 年

サイバーエージェント・ベンチャーズ 70 万ドル

第 3 ラウンド
2012 年

ビーノス・パートナー（米） 非公開

第 4 ラウンド
2013 年

ソフトバンク・ベンチャーズ・コリア 非公開

　レイトステージ

第 5 ラウンド
2014 年

ソフトバンク・テレコム，セコイア・キャピタル 1 億ドル

第 6 ラウンド
2016 年

ホライズン・ベンチャーズ（香港） 1 億 4,700 万ドル

第 7 ラウンド
2017 年

アリババ・グループ 11 億ドル

図―3　トコペディアの資金調達プロセス

出所）Benedictus and Rikumahu（2016）Table 4.1 を修正して作成，トコペディア，VC の HP も参考にした。
注） 投資ラウンドについてトコペディアの場合，投資ラウンドは ABCDE シリーズと表記，本図では第 5 ～ 7 は E

シリーズに相当。
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ベントーラ・キャピタルは金融コングロマリッ
トのリッポー・グループが，2017 年設立のセ
ントラル・キャピタルはインドネシア最大手の
銀行 BCA がそれぞれ母体企業である。
　これら母体企業グループのほとんどは経営
トップの世代交代を経た財閥・コングロマリッ
トであって，オンライン，ネット関係の系列会
社を傘下に持っている場合も少なくない。アー
リーステージまでの IT，フィンテック，AI な
どのハイテク企業投資に集中しており，2010
年代に入って外資系 VC，CVC の呼び水とも
なっている。財閥の多角化志向が強いことか
ら，母体企業側からすれば CVC の組成と運用
も多角化戦略の一環という見方もできよう（15）。
　以上見たようにシンガポールのユニコーンを
除けば，インドネシアのユニコーンが多いが，
ユニコーンリストを見る限り，現状では上位国
に比較して目立った存在とは言えない。しかし
ながら，先に述べたようにスタートアップのユ
ニコーン予備群が多いのも確かである。Bain 
& Company（2018）によれば，このスタートアッ
プも含めた投資額ではベトナムも VC にとって
有望市場になっており，東南アジアへの投資は
フィンテック，AI 関連，ブロックチェーンな
どの技術関連投資が大半を占めている。
　2019 年以前にユニコーンリスト入りしてい
たベトナムの VNG は同国初のユニコーンであ
る。2004 年に創業しオンラインゲーム，ソー
シャルメディア事業を中心にベトナムで人気の
チャットライン Zalo を提供していることで知
られている。VNG はイグジットとしてナスダッ
ク上場を目指してきたため，2017 年以降内外
で話題となった企業である。2010 年からは日
本のサイバーエージェントの CVC であるサイ
バーエージェント・ベンチャーズが出資してい
る。この他にもベトナム関連としては通信キャ
リア大手の持ち株会社にも出資している。
　サイバーエージェントのような CVC の投資

規模は，老舗 VC や SBG のような巨大 CVC
と比較すれば，自ずと限られたものとなるが，
通例出資比率や投資額などは公表されないこと
が多い。また 2019 年にトヨタのグラブへの出
資，三菱自動車やヤマハ発動機のゴジェックへ
の出資など追加出資も含めて自動車関連メー
カーの投資が相次いだ。東南アジアではこの
2 社をめぐって国外の VC，CVC，自動車メー
カーなどが巨額の出資を行っており，特に自動
車関連メーカーと IT 系企業のライドシェアリ
ングビジネスへの関心は高い。
　こうした東南アジアのユニコーンに対する
CVC，事業法人の投資は明らかに戦略的な投
資に分類されるものであろう。先に述べたよう
に，こうした投資ネットワークを前提として派
生的にジョイントベンチャーなどが形成される
傾向がある。またこうした東南アジアの企業
が，ASEAN 6 億人の成長市場で大きなシェア
を持っていることも投資誘因の一つになってい
るようである。

６．結論

　2019 年に入ってから世界の VC 投資に鈍化
の兆しが見られるが，CVC の投資意欲は依然
として強い。母体企業側にとっては，技術革新
とビジネスモデルに対して先行投資的な意味合
いも持っているからである。本稿では主として
ユニコーンの事例からその投資目的に着目して
CVC とユニコーンの双方にどのような効果を
及ぼすのか論じてきた。その結果，CVC の台
頭は，CVC 側については従来の多角化戦略（関
連多角化と異業種への進出）や事業ポートフォ
リオに，ユニコーン，スタートアップ企業側に
は資本市場における資本調達の在り方に大きな
影響を与えてきたことを強調してきた。
　まず CVC 側については，当該企業が CVC
を組成するのは戦略的目的とキャピタルゲイ
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ン・財務的リターン獲得という二つの目的を含
んでいるが，VC と異なり前者の目的が勝って
いる場合が多い。それはプロダクト，サービス，
技術などの点で関連しているだけでなく，それ
らを併せ持った事業が当該企業の将来的な新規
事業につながる側面を持っているからである。
次期事業の発掘という点も含めて，多角化戦略
の最も合理的な形態に近いと言える。その意味
で母体企業の事業戦略であるとともに全社戦略
と見なすことも可能である。
　関連多角化と新規事業を目指す場合，子会社
の設立は本社と距離を置くことができ，責任問
題とリスクを切り離すことができるが，ジョイ
ントベンチャーを除けば，人材・技術・ノウハ
ウは一から立ち上げなければならないグリーン
フィールド型であるため，既に参入者が存在し
ている事業領域では周回遅れになりかねない。
また M&A は一般に言われるように成功率が
低くリスクが高い。M&A 終了後に双方の組織
的な違いなど不具合が生じるケースも多く，見
えない経営資源に関して事前の予期・対応が困
難である。
　ひと頃ブームとなった社内ベンチャーという
方法を採る場合では，主として内部資源に頼る
ために人材面での制約，技術面での限界に加え
て資本面での制約もあり，指揮系統問題と「社
内」規模の制約も受けやすい。これら子会社，
M&A，社内ベンチャーに対して CVC はあく
までも外部からの投資という形を採って，関連
事業・技術を持つスタートアップを複数ポート
フォリオに組み込むことでリスク分散を行うこ
とができる。そして他の VC と機関投資家など
が出資すれば当該企業のリスク分散が強化され
るだけでなく，スタートアップ側の資本と経営
規模も拡大しやすくなるのである。
　基本的に CVC は「ハンド・オン」型である
ため，VC と異なり当該企業側にとって R&D
などの外部資源へのアクセスや協業だけでな

く，内部の透明性も確保できることでリスクを
減らしやすい。仮に当該企業自身がイグジット
として自ら出資比率を増やして子会社化したと
しても，最初に外部情報に依存した M&A を
行うよりも失敗の可能性は低くなろう。
　次に CVC をめぐる問題点として，ファンド
そのものの規模の拡大や巨大化を挙げることが
できる。CVC そのものの数と投資額が増えて
いることから，基本的に手元キャッシュが豊富
な多国籍企業・大企業だけでなく，中堅企業も
CVC を組成する傾向が見られる。元々技術志
向性や関連多角化を念頭に置いたケースが多い
ことと，手元キャッシュの範囲内から数社への
集中的な投資という形が主流であった。この点
からソフトバンクの事例は最も顕著であるが，
海外の政府系ファンドなどの出資も募って 10
兆円規模の CVC を組成し投資対象も増やすと
いう巨大 CVC が出現したことで，世界の未公
開株市場に与えたインパクトには計り知れない
ものがある。
　既に巨大企業となったシリコンバレーのイン
テルやグーグルの CVC に加えて，アジアでは
中国のバイドウ・ベンチャーズ，日本の SBG
などが世界，とりわけ中国，アジアにおいてプ
レゼンスを拡大しており，シリコンバレーのエ
コシステムがアジアにまで拡大しつつある。
こうした巨大 CVC の活発な投資活動は，ユニ
コーンやスタートアップに対して，VC や事業
法人の出資も加わったより複合的な投資家グ
ループを形成することになり，短期間に多くの
ユニコーンを創造する源泉となってきた。
　特定のイノベーションに投資が集中する傾向
があるものの，未公開市場においてユニコーン
やスタートアップが十分な資金調達を行えるの
ならば，公開市場の意義と機能は狭いものとな
りかねず，直接金融の在り方にも関わってくる
ことになろう。その意味で CVC 主導の未公開
市場の活性化は，CVC の母体企業と投資先企
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業に対して戦略的な Win-Win の関係をもたら
す一方で，SBG のように巨大化した CVC はす
べての投資先企業を戦略的に取り込むことが難
しくなるため，結果的にキャピタルゲインによ
る投資パフォーマンスを追求することで，リス
クを増大させ母体企業を投資事業会社化する道
につながる可能性も大きいのである。

注
⑴　榊原（2016）は，Chesbrough（2002）の分類を

ベースにしてよりシンプルな投資分類を行ってい
る。CVC ごとのポートフォリオは，ファンド大規
模化と投資件数増によって母体企業の既存・コアビ
ジネスや取締役派遣を通じたハンド・オンから乖離
せざるをえない。ポートフォリオ内でキャピタルゲ
イン，財務リターンを目的とした投資対象会社が増
えたとしても，戦略的な投資は当初の利益率が低い
ことも少なくないため，利益率を均衡させるポート
フォリオ構築は必要となる。

⑵　浜松（2009：128）参照。質的な違いを別にすれば，
データー比較では浜松はそれほど大きな優位ではな
いと批判的である。

⑶　宍戸（2011: 23）
⑸　Jason D. Rowley, Q4 2018 Closes Out A Record 

Year For The Global VC Market January7,2019,
（https://news.crunchbase.com/news/q4-2018-
closes-out-a-record-year-for-the-global-vc-market/）
2019. 7. 21 閲覧。

⑹　GV ホームページ（https://www.gv.com）より。
2019. 7. 21 閲覧。

⑺　米インテル，スタートアップ投資に反攻託す「日
経産業新聞」2017.11.2。

⑻　同上。
⑼　スタートアップスタジオは VC に似ているもの

の，その定義は確定していない。インキュベーター
としての機能を併せ持っており，実績のある起業家
集団によるスタートアップ育成組織と考えてよかろ
う。

⑽　「ウーバーに大規模出資を決定したメーカーの思
惑」ダイヤモンド・オンライン，2019. 6. 1（https://
diamond.jp/articles/-/204989）。近年のユニコーン
は「長すぎた春」を通じて，IPO 後，株価が低迷

するか，初値が公募価格を下回ることも珍しくなく
なった。このため 2019 年 6 月にはビジネス対話ア
プリのスラックが NY 証券取引所で資金調達しな
い直接上場を果たした。直接上場の場合，VC など
の既存投資家は上場後一定期間の売却規制の適用を
受けないことから，IPO 自体が既存投資家に対する
利益確定のための換金の場に変質する危険性も指摘
されている。日経新聞「ユニコーン上場　換金目的
に変質」2019. 6. 22

⑾　アマゾンによるフリップカート買収の意思表示
も，ウォルマートによる買収額を引き上げる要因と
なった。ウォルマートはインドの小売り自由化を念
頭に，2007 年に中堅財閥バーティ・グループと提
携し，2009 年から会員制卸売り形態のベスト・プ
ライス・モダン・ホールセールを出店している。

⑿　Amway（2014）は，アントレプレナーシップに
関する国際比較調査（サンプル数約 4 万人，38 ヵ
国対象）を行い，「アントレプレナーシップが社会
において好意的に受け取られているか」ではデン
マーク，スウェーデンが最上位，日本は 28 位，「ア
ントレプレナーシップを養成できるか」という項
目ではトップが中国（84%），米国（68%）は 13 位
で，日本は 40% で最下位だった。文化論やエート
ス論を一定程度後押しするような結果が出ていると
言えよう。世界銀行刊行の Doing Business 2019 に
よれば，「起業のしやすさ」では最新版でも日本は
190 ヵ国中 93 位となっている。VC，CVC の数は
多いものの，米中に比較して国内投資額が桁違いに
少ないことや国際比較での起業率の低さが反映され
ていると言える。

⒀　中国のユニコーンの場合，香港証券取引所に上場
する場合もあるが，多くはナスダックでの IPO を
目指す場合が多い。あえて香港よりも上場基準が厳
しいナスダックを目指すのは，資本調達の規模と米
国を含むグローバル市場での認知度を高めること以
外に香港証取が種類株を認めていないことも要因と
してしばしば指摘されることである。1 株当たりに
複数の議決権を付与した種類株の発行によって，
創業者・経営者の「所有と経営権」を持続させやす
いからと思われる。ただし現在までのところ東南ア
ジアのユニコーンには自国証取も含めた選択肢があ
る。自国証取市場の活性化という課題もあって，中
国のユニコーンのように過度にナスダックを目指す
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という傾向は見受けられない。
⒁　Corporate funds will shake up Indonesian VC 

mode（Nicko Widjaja）, Nikkei Asian Review, 
April 22, 2018.

⒂　インドネシアおよび東南アジアの財閥の多角化戦
略については，澤田（2017）第 5 章を参照のこと。
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