
NTTコミュニケーションズ　Silicon Valley Startupの発掘とパートナリング

Silicon Valley に社員を送り
数多いスタートアップ企業から

特徴的で高い技術力を持つ企業を発掘 !!
NTT Com 社内やお客さまとの間の

新規ビジネス創出をサポート。

★迅速な新規ビジネス創出に向けた
　「PoC as a Service」を展開

●PoC を開始するための障壁を下げ、
お客さまが本来取り組むべき検証や評価に時間を
注力させます。

●日本に進出を考えている Startup の架け橋となり、
新規ビジネス創出における新たなエコシステムを
構築します。

“ピッチャー” から投げ込まれた情報を
“キャッチャー” が受け止めて

展開をサポート

N T T グ ル ー プ の 最 新 ソ リ ュ ー シ ョ ン ガ イ ド
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NTTコミュニケーションズ　Silicon Valley Startupの発掘とパートナリング

Silicon Valley の代表的なアクセラレータである Plug and 
Play（以下、PnP）を拠点に、Silicon Valley のエコシステ
ムに深く入り込みながら、Startup の技術の目利きや
Startup と連携した先進的なサービスの市場開拓に取り組
んでいます（写真 1 参照）。

NTT Com では、Silicon Valley の情報を日本サイドに
投げ込む（提案する）“ピッチャー” と、投げ込まれた
情報を受け止める（展開する）“キャッチャー” で役割
を分担し、両者が一緒になって Startup との新規ビジネ
ス創出に向けた双方向のコミュニケーションやパートナ
リング構築をサポートしています（図 1 参照）。

　

Silicon Valley には、世界規模でビジネスを展開して
いる IT 関連企業に加え、成長が期待されている数多く
の Startup が集まっています。そして Startup の周辺は、
そこに投資をするベンチャーキャピタル（以下、VC）
や共に市場の開拓を挑む大学、企業などのさまざまなプ
レイヤーにより、イノベーションを生み出すためのエコ
システムが形成されています。

Silicon Valley への進出を試みる日系企業の多くが、まず
は情報収集目的で社員を送りますが、カン
ファレンスや日本人向けコミュニティへの
参加にとどまり、真のシリコンバレーコミュ
ニティに入り込めずにいます。この原因の
一つが、おおよそ 2 〜 3 年と設定された短
い駐在期間にあり、個人として Startup と構
築した良好な信頼関係を、帰任後にうまく
継続できないことにあります。そこで NTT 
Com では、一度帰任させた同じメンバーを
再 度 Silicon Valley へ 送 り 出 す 決 断 を し、

NTTコミュニケーションズ（以下、NTT Com）
の技術開発部は、市場での競争優位を獲得でき
る技術開発戦略の策定やその戦略に沿った新技
術の開発、検証、技術者の育成などを行っていま
す。数年先を見据えた技術開発戦略の策定に向
けて、市場や最新技術の動向を調査する他、シ
リコンバレーに社員を送り、数多いスタートア
ップ企業（以下、Startup）の中から、特に特徴
的で高い技術力を持つ企業を発掘し、NTT Com
社内やお客さまとの間の新規ビジネス創出をサ
ポートする取り組みを行っています。

FAQ 検索とマニュアル検索を革新する
corevo? の技術を活用した新検索エンジンを搭載

Silicon Valley Startup とお客さまとの間の
新規ビジネス創出に向けた架け橋として
パートナリングをサポート

Silicon Valley のエコシステムに深く入り込み
Startup と連携した新規ビジネスを創出

NTTコミュニケーションズ
技術開発部 技術戦略部門 担当課長/ＣＥＳアナリスト/Forbes Japanの公式コラムニスト

★ピッチャー：小室智昭氏

★キャッチャー：金児氏・平尾氏
NTTコミュニケーションズ
技術開発部 技術戦略部門連 携

シリコンバレーのベンチャー企業との協業を推進する傍ら、シリコンバレーなどの
北米Startupの尖ったサービスや製品を日本に紹介しています。

日本サイドでStartupのデモ
やPoC推進などをサポートし
ています。

図 1　Silicon Valley Startup の発掘体制

Silicon Valley にいる
“ピッチャー”から投げ込まれた情報を

日本の“キャッチャー”が受け止めて展開をサポート

写真１　Silicon Valley にある Plug and Play（PnP）のオフィス
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要がありますが、PoC 環境の構築や PoC のゴール設定、
Startup との信頼関係の構築など PoC を進めるためには
い く つ も の 壁 を ク リ ア す る 必 要 が あ り ま す。 ま た、
Startup にとっても、日本のお客さまとの関係構築や言語
や文化の違などの障壁があり、迅速に進めることが難し
いのが現実です。NTT Com は、お客さまが PoC を推進す
るために必要なサポートを「PoC as a Service」の形で展
開しています。これにより PoC を開始するための障壁を
下げ、お客さまが本来取り組むべき検証や評価に時間を
割くことを可能とし、次の段階へとスピーディに検討を
進めやすくするための取り組みです。

今後も、オープンイノベーションの一つの方法として
Startup との協業を考えているお客さまと、日本に進出
を考えている Startup の架け橋となり、新規ビジネス創
出における新たなエコシステムを構築していきます。

Silicon Valley に常駐して “ピッチャー” を担当している
小室智昭担当課長は、PnP のイベントや全米各地で行わ
れているイベント等で Startup の発掘を行い、年間で
1,000 社を超える Startup と接しています。その中から今
後発展の可能性が高く、NTT Com やお客さまとの協業を
期待できる Startup を絞り込み、“キャッチャー” に紹介
します。“キャッチャー” は紹介された Startup の技術が、
お客さまのどのような課題を解決し、どのような活用が
考えられるのか検討を重ねてユースケースを具体化し、
営業組織と連携しながらお客さまへのデモンストレー
ションや PoC（Proof of Concept）推進をサポートします。

“キャッチャー” に紹介される Startup は年間 100 社
程度ありますが、実際にお客さまとの協業がスタートし
たり、PoC を進められる Startup は、年間を通じて 2 〜
3 社程度です（図 2 参照）。この数値は低いように感じ
られますが、Startup 投資に特化した VC ファンドが公
表している「ビジネスにつながるベンチャーと面談でき
る確率」は 1.0 〜 2.0％ですから、さらに PoC まで進む
企業の数を考えれば、決して低い数値ではありません。
これまで Startup の何社かが、NTT Com のサービスに
も組み込まれています。

Startup の技術に関心を持ったお客さまが、真に有用
な技術かどうかを評価するためには、PoC を実施する必

お問い合わせ先
NTTコミュニケーションズ株式会社　技術開発部　技術戦略部門
TEL：03-6733-9778　E-mail： ts1-usa@ntt.com

NTTコミュニケーションズ　技術開発部 技術戦略部門
【左から】担当課長 島村 健氏、主査 金児 裕美氏

平尾 明子氏、部門長 貞田 洋明氏

ビジネス創造サイクル

提案 & 紹介
（100社）

PoC & PoB（Proof of Business）

SI提供 or サービス提供 

関係構築

出会い
（1,000社）

Inbenta、Box、etc... 

Netskope
Shoof

投資家 インキュベーター コミュニティなど

イベントの開催（Meet Silicon Valley）
Startupとのビジネスマッチイベントなどを開催

図 2　Silicon Valley Startup とのパートナリングに向けた活動例

●記載されている会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

迅速な新規ビジネス創出に向けた
「PoC as a Service」を展開


