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本報告書は、 公益財団法人アジア成長研究所（ A GI ） の研究プロジェ クト 「 アジアと
日本における半導体・ 次世代産業の新展開」 （ 2017 年度実施） の成果である。 近年、 経
済のグローバル化・ デジタル化に伴い、 ビジネスのあり 方が根本的に変容し、（ 特にア
ジアの）新興国の台頭と日本の地位の相対的低下が顕著となっている。過去数年間、A GI
の研究プロジェ クト あるいは科研費等のプロジェ クト を通じ、主に台湾の半導体・ 電子
産業に焦点を絞り 分析してきた（ その成果として、 昨年、 拙著『 台湾半導体企業の競争
戦略−戦略の進化と能力構築−』 日本評論社が刊行された） 。 本プロジェ クト では、 こ
れを踏まえ、 台湾を含むアジア（ 主に中国） と日本の半導体・ 次世代産業の新たな動向
について研究することを課題とする。ただし、こう した広範囲にわたるテーマは、単年
のプロジェ クト では到底し終えることは出来ず、今後数年間をかけて、若干フォーカス
をシフト させつつ探究する必要がある。 そこで 2017 年度は、 台湾における次世代産業
推進の取組を中心に研究した。
台湾は、 過去 30 年ほど半導体産業を含むエレクト ロニクス産業（ ハード ウェ アの製
造業中心） を主な原動力として成長してきた。近年、こう した成長モデルにやや陰り が
みえ、 次世代産業育成の必要性が叫ばれている。 なかでも、 IoT やインターネッ ト ・ ビ
ジネスは、台湾にとっても今後大きなビジネスチャンスをもたらすものとして重視され
る。 加えて、 新産業の担い手としてベンチャー企業の育成が強調されている。 その際、
その国・ 地域特有の「 ベンチャーエコシステム」 に注目すべきことが、 近年の関連分野
の研究で指摘される。ベンチャーエコシステムとは、様々な関連支援アクター（ 大学/研
究機関、 経営支援専門家、 ベンチャーキャピタル、 既存大手企業、 政府の支援策等） に
よって構成される起業家・ ベンチャー企業の立ち上げと順調な成長をサポート する仕組
みである。これを踏まえ、本報告書では、台湾におけるベンチャーエコシステムの発展
を次世代産業推進の取組と関連させて詳細に分析する（ 第 2 章） 。
ところで、こう した研究をするにあたって、ベンチャービジネスの聖地ともいう べき
米国シリ コンバレーの状況に関心を持つに至った。当地のベンチャーエコシステムは既
に戦前から発展が始まっており 、以来数十年の間に幾度かの転機を経て、新たな手法を
生み出し世界に広めつつ発展してきている。台湾のハイテク産業の成長も実はシリ コン
バレーとの国際的リ ンケージを梃子に実現された部分が多く ある。そこで（ 本プロジェ
クト は主にアジア・ 日本の研究が課題ではあるが） 、 先ず、 シリ コンバレーの状況を体
系的に理解することが望ましいと判断し、 別に 1 章を設けることとした（ 第 1 章） 。
本プロジェ クト の実施にあたって、各章で言及した企業や専門家、団体関係者の方々
に多大なご協力をいただいた。また、当研究所事務局職員からもプロジェ クト の運営に
関して継続的な協力を得た。 ここに記して、 深甚なる感謝の意を表したい。
平成 30（ 2018） 年 3 月
プロジェ クト 責任者 岸本 千佳司
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第 1 章 シリ コンバレーにおけるベンチャーエコシステムの発展
1

はじめに
米国シリ コンバレーは、ベンチャービジネスの「 聖地」 として世界中から注目され続

けている。シリ コンバレーにおけるベンチャー推進の活動は既に戦前から始まっており 、
その後長い年月をかけ、何度か転機を経験し、その都度新たな産業・ イノ ベーショ ンや
ビジネスモデルを生み出しながら世界をリ ード してきた。シリ コンバレーの起業家・ ベ
ンチャー企業およびそれを支援する各種アクターについては、既に多く の研究がなされ
ている（ 例えば、 サクセニアン, 1995; リ ー他, 2001, ケニー, 2002; ピシオーニ, 2014; 櫛
田, 2016）。 また、 シリ コンバレーの重要統計指標を提示した資料として「 Silicon Valley

Indicators＜http://siliconvalleyindicators.org/ ＞が整備されている。
ところで、 ケニー＆ブルグ（ 2002） によれば、 シリ コンバレーにおける連続した起業
と新産業発展の波を理解するには、起業家・ ベンチャー企業による通常の経済活動のみ
ならず、その新企業の創造と成功を後押しするよう な制度インフラにも注目する必要が
あるという（ 前者は、「 第一経済」、後者は「 第二経済」 と呼ばれる）。「 第二経済」 には、
基本的なインプッ ト である起業家に加え、それを支援する専門家や機関が含まれる。即
ち、 ベンチャーキャピタルをはじめ、 法律事務所、 会計事務所、 人材供給会社、 コンサ
ルタント などである。より 体系的にいえば、地域の大学/ 研究機関、経営支援専門家（ イ
ンキュベータ、 法律家、 会計事務所等）、 資金提供者（ ベンチャーキャピタル等）、 大企
業が含まれるである。
これを踏まえ、 本研究では、 ベンチャーエコシステムを「 起業家・ ベンチャー企業」
と「 支援アクター」 との間の循環で構成されるものと想定する（ 図 1）。発展したエコシ
ステムでは、両者間に活発で大規模な相互作用があり 、これを梃子にそれぞれの内部で
もアクターの層の厚みが増し、これがまた全体としての循環を効果的に促していると考
えられる。シリ コンバレーでさえ、 1950 年代には、ベンチャー企業は存在したが、それ
らを支える「 支援アクター」（「 第二経済」） は存在しておらず、 その後、 次第に形成さ
れ厚みを増していったのである。現状では、シリ コンバレーがこう した発展のサイクル
が最も発達したモデルケースを考えられ、次章で台湾のエコシステムを分析する際にも、
準拠すべきモデルとなる。
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図 1 ベンチャーエコシステムの概念図
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注） 実線矢印（
） は起業家/ベンチャー企業（ あるいは、 その他のアクター） の成長・ 移動・ 連携の
流れを、 破線矢印（
） は支援/リ ソース/見返り の流れを表している。
出所） 各種資料を参考に筆者作成。

図 2 ベンチャーエコシステムを取り 巻く 要素
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さらに、こう したベンチャーエコシステムの動きは、実際にはこの中だけで自己完結
するのではなく 、他の要素の影響を受けながら展開していく（ 図 2）。主なものとして、
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先ず、域外/海外リ ンケージがあげられる。エコシステムはある地域に固着する傾向があ
るものの、必要な人材や企業（ サプライヤーや下請け等） が全て域内で賄えるとは限ら
ない。 その発展の過程で、 外部（ 国内、 海外） から新たな要素を取り 込み、 域内の企業
間関係やビジネス環境を再編していく であろう 。閉鎖的なエコシステムは停滞を余儀な
く される恐れがある。次に、起業の動向やビジネスチャンスの有無は、実際はその地域
を支える主な産業の性質により 左右される。端的にいって、シリ コンバレーが長期にわ
たって繁栄しつづけたのはエレクト ロニクス・ IT 産業（ 半導体、コンピュータ、通信、
インターネッ ト ） が豊富な技術的可能性を秘めた産業だったからである。最後に、政府
の支援も、多く の場合、特定産業の優遇・ 育成といった直接的支援のほか適切なルール
作り 等の間接的な関与も含め、エコシステムの発展に無視しえない影響を与えると思わ
れる。
以下では、 先ず、 米国シリ コンバレーのベンチャーエコシステムを「 起業家・ ベンチ
ャー企業」 と「 支援アクター」 に分けて分析する。 さらに、域外/海外リ ンケージ、 産業
の性質、および政府の支援の 3 要素の其々についても検討し、シリ コンバレーのエコシ
ステムの実態を明らかにしていく 。
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起業家・ ベンチャー企業： 起業を促す仕組み
本節では、ベンチャーエコシステムの中の
「 起業家・ ベンチャー企業」部門について、

起業文化、 技術コミ ュニティ 、 および近年の起業環境の整備の 3 側面から分析する。

2.1

起業文化

「 Global Startup Ecosystem Report 2017」（ https://startupgenome.com/report2017/ ） によれ
ば、シリ コンバレー（ ベイエリ ア） には 1 万 2,700〜1 万 5,600 ものベンチャー企業が活
動し、 およそ 200 万人の技術労働者が次なるメ ジャーなビジネスチャンスを窺ってい
る。 世界のユニコーン（ 企業価値 10 億ド ル以上のベンチャー企業） の 4 分の 1 以上は
ここに立地する。同様に、世界のアーリ ーステージ・ ベンチャー企業への投資の 28％は
シリ コンバレー企業が獲得しており 、世界のベンチャービジネスの聖地としての存在感
を示している。
シリ コンバレーのベンチャーエコシステムは、先ず、チャレンジ精神とオープン性と
いう 気質によって特徴づけられる。チャレンジ精神は、西部開拓時代にまで遡るとされ、
「 世界を変えたいという 強い願い」 を持ち、リ スクを恐れずイノ ベーショ ンに挑む姿勢
である。ただしイノ ベーショ ンは一朝一夕に成し遂げられるわけではなく 、多く の失敗
を乗り 越えた結果達成さ れるものである。 したがって、「 シリ コンバレーでは失敗の数
が名誉の印」 といわれるよう に、失敗に寛容であり 、強い情熱を持ち失敗に挫けないこ
とが、 起業家の資質として重視される（ ピジオーニ, 2014, 第 6 章）。 同時に、 柔軟性も
重要である。最初の計画が上手く いかない時には方向転換し、そのテクノ ロジーの活用
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法を様々な側面から再検討する「 ピポッ ト 」 戦略がよく 使われる（ 同, 第 7 章）。以下で
解説するよう な公式・ 非公式なサポート システムが発達し、再度の挑戦が許されるので
る。
成功の暁には、ハード ワークが巨万の富の獲得で報われる。シリ コンバレーではベン
チャー企業の創業当初の社員が自社株を有しており 、巨万の富は、ほぼ全て株の値上が
り を通じて得られたものである。 例えば、 企業価値が 10 億ド ルを超えれば、 創業時の
メ ンバーにもそれぞれ数百万〜数千万ド ルが入るのであり 、大きなインセンティ ブとな
る（ ピジオーニ, 2014, 第 7 章））。こう して大金を得た起業家（ もしく は創業メ ンバー）
は、次なる起業に挑戦し、あるいはエンジェ ル投資家として後進の支援にあたることで
起業家のプールが常に満たされていく 。加えて、ベンチャーキャピタル等の支援アクタ
ーたちも、大なり 小なり 株式を有しており 、成功時に得られるキャピタルゲインこそが、
ベンチャーエコシステム全体の発展を支える燃料と なるのである（ ケニー＆ブルグ,

2002）。
ただし、 激しい競争もシリ コンバレーの一面であり 、 負け組（ もしく は、 産業構造の
変化などにより 戦力外とされた人） は去ることを余儀なく される。一部は、域内の他の
企業に居場所を得られるが、そう でない場合は、別の土地に移ったり 、外国人なら本国
に帰ったり することで新陳代謝が進むのである。また、域内でも、多数の億万長者が生
まれ、能力の高い人材の給料がう なぎ上り になったことで家賃や地価が高騰し、従来住
んでいた住人達が良い場所を失い、 最悪ホームレス化するといった現実もある（ 櫛田,

2016, pp. 54-55; 宮地, 2016）。
チャレンジ精神と並んで、オープン性もシリ コンバレー気質の特徴である。ここでは、
起業家は互いに信頼し取り 組んでいることを話しあう 。 情報やデータを隠匿するより 、
その共有・ 交換を積極的に行う 方が、急速に変化するテクノ ロジーへの対応や戦略・ 製
品の致命的な欠点の回避において有利だからである。また、著名な起業家や経営者とも
直接顔を合わせるチャンスが多く ある（ ピジオーニ, 2014, 第 10 章）。 同様に、（ 後述す
るよう に） 企業の壁を越え、競争しながらも協力し合い、後継者を育てることへも積極
的にコミ ッ ト する。
こう して、シリ コンバレーには多く の起業家が育ち堆積している。起業家にも幾つか
のタイプがあるが、 代表的には以下の 4 種である（ 以下、 リ ー, 2001 による）。
① 長期ビジョ ン起業家：

このタイプの起業家は、会社を設立し新しいビジョ ンを世

界へ示すプロセスに重きを置き、 金儲けや権力（ 経営権） 保持には必ずしもこだわ
らない。 Yahoo の J．ヤンと D ．フィ ロイがその例である。彼ら創業者は、一緒に楽
しく 挑戦するプロジェクト として起業した。会社を家族とみなし、若いエンジニア
に対して、創造し、貢献し、帰属することができる居場所とのイメ ージを提供する。
創業者自身が経営に適していないと自覚すると、経営権は他社に委ね、自らは会社
とそのビジョ ンの伝道活動、 あるいは会社のコア技術の推進に当たった。
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② 連続起業家：

彼らは、 会社を設立し、 一定のところまで成長させると次の会社を

興すために動く 。ベンチャー企業を同時に何社も経営するか、しばらく して専門家
を集め経営を引き継がせる。常に新しいアイディ アを思いついて新しいビジネスに
乗り 出す並外れたエネルギーと情熱を持ち、しかも自分の限界を知っている。シリ
コン・ グラフィ ッ クス、 ネッ ト スケープ・ コミ ュニケーショ ンズ、 ヘルシオン、 マ
イ CFO を立ち上げた J． クラーク（ James H. Clark ） がその例である。
③ 変革起業家：

変革起業家は、 成熟したハイテク系ベンチャー企業が、 これまで会

社の成長を支えた事業環境や技術の潮流が変化したのに応じ、会社を再構築する役
目を果たす。 シリ コンバレーにおける変革のプロセスを担う 重要なプレーヤーで、
サンマイクロシステムズの S． マクニーリ がその例である。 彼は、 ワークステーシ
ョ ンやネッ ト ワークサーバーを核としてきたサンの活動を、インターネッ ト を中心
とした新たなビジョ ン追及へと転換し、 新たなプログラミ ング言語の Java を導入
した。
④ 買収起業家：

彼らは、壮大なビジョ ンを描き、自らは研究開発せず、多数の会社・

技術の買収によってパーツを調達し、そのビジョ ンを実現する。自らは詳細な事業
計画を描かず、 むしろ、 買収した企業に埋もれている新たなアイディ アの発見・ 促
進、 買収した企業の同化・ 統合と人材の活用（ 経営陣の構築にも利用する） が得意
である。 時に、 事業機会を探るコスト として（ 失敗もある程度覚悟して） 重複ある
いは相反する事業を買収することもある。シスコシステムの J．チェ ンバース（ John
Chambers） がその例である。 シスコが買収する企業の多く はシリ コンバレー域内に

あり 、 こう した起業家は、 ベンチャー企業の出口戦略を広げる上でも重要である。
成功した起業家（ あるいは起業チームの主要メ ンバー） は、 エンジェ ル投資家に
なり 、 あるいは企業のアド バイザーや株主、 ベンチャーキャピタリ スト 、 インキュ
ベータのメ ンターや投資家に転ずる（ これらの複数の地位を兼任することもある）
といった具合に、エコシステムの中での人材循環や新陳代謝を促進する役割を担っ
ていく 。

2.2

技術コミ ュニティ ： 競争と協力、 人材の流動

シリ コンバレーのビジネス文化では、一方でリ スクを恐れない起業家精神と激しい競
争をともなう 個人主義を礼賛しながらも、他方で地域固有の協力の慣行もあり 、競争と
協力の並存が顕著である。 既存研究では、「 シリ コンバレーのパラド ッ クスは、 競争し
てゆく ためには不断の技術革新が必要であり 、そして技術革新のためには企業同士の協
力が必要だという ことだった」（ サクセニアン, 1995, p. 91） と説明される。 企業間の協
力は、この地域の半導体・ エレクト ロニクス産業の構造が多く の専門企業による極度の
細分化によって特徴づけられ、如何なる企業も単独では成長力を維持できないことによ
る。企業間の協力には、クロスライセンスや二次供給契約（ 同等の製品を 2 社以上から
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入手可能であることを顧客が望んだため）、 技術交換契約や合弁事業など様々な形があ
る。
加えて、企業の壁を越えた技術者同士のインフォーマルな情報交換や相互学習も盛ん
である。これはスタンフォード 大学等の同窓会的繋がり を含め、地域の技術者・ 起業家
たちが有する教育や職業経験の同質性が一つの土台である。また、当地では転職率が極
めて高く（ 多く の関連企業が地理的に近接しているため転職が簡単であるという 事情も
あり ）、職探しのネッ ト ワークとしても個人的繋がり が重視された。その結果、「 シリ コ
ンバレーの技術者の間では、個々の企業や産業に対する忠誠より 、仲間に対する忠誠や
技術の進歩という 大義に対する忠誠の方が強く なっていった」（ サクセニアン, 1995, p.

75） といわれる。シリ コンバレーのパイオニアたちが辺境の地で新たな技術領域を探検
するという チャレンジの中で育んだ共通の技術文化とコニュニティ 的感覚が、こう した
企業間および個人間のネッ ト ワークとして発展し、当地の柔軟で活力のある産業システ
ムを支えていったのである（ 以上、 サクセニアン, 1995, 第二章を参考にした）。
こう した競争と協力の並存には、シリ コンバレーにおける労働者の流動性の高さとそ
れが域内で還流する傾向があるという 背景がある。これは、小企業が経験のある労働者
を容易に地元の労働市場から雇用できるという メ リ ッ ト をもたらすと同時に、域内企業
間で技術的成功や失敗の経験が共有され（ 個別企業内ではなく ） 地域の生産ネッ ト ワー
クに蓄積されることにつながる（ エンジェ ル, 2002, 第三章）。 同様に、 シリ コンバレー
のベンチャーキャピタリ スト の多く が、この地域の技術系企業でキャリ アを積んだため、
東海岸の同業者より もずっとビジネスの技術的側面に通じており 、支援企業の戦略や経
営判断に深く コミ ッ ト し得たのである（ コーエン＆フィ ールズ, 2002, p. 236）。
人材流動性の高さは、各分野のト ッ プレベル人材でも当てはまる。例えば、Google の

G メ ールを開発した P． ブッ クハイト （ Buchheit） と B ． テイラー（ Taylor ） らは Google
を去り FriendFeed（ ソーシャル Web アプリ ケーショ ン統合サービスを提供） を立ち上
げ、 Facebook に買収された。 ブッ クハイト はその後 Facebook を離れ、 アクセラレータ
ーの Y Combinator に投資家として参加した。 テイラーは Facebook の CTO を務めた後、

Quip（ テキスト やフォルダを複数人で共有・ 編集ができるツールを提供）を立ち上げた。
このよう に図 1 の「 起業家・ ベンチャー企業」 と「 支援アクター」 の間、 あるいは其々
の内部で人材の行き来があり 、 自然と新陳代謝が起きるのである（ 櫛田, 2016, pp. 52-53
など）。以上のよう なことが、オープンイノ ベーショ ンの活発化の背景ともなっている。

2.3

近年の起業環境の整備

近年の顕著な変化として、起業サポート インフラの整備が進み起業のコスト が激減し
たことが指摘される。 1 具体的には、 次のよう なことである。
1

例えば、 マーク・ アンド リ ーセン氏（ ネッ ト スケープコミ ュニケーショ ンズ創設者、 現在著名
なベンチャーキャピタリ スト ） によれば、 ネッ ト 系企業の起業コスト は 1990 年代と比べ 100 分
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・

クラウド ファンディ ングの登場による資金調達の多様化した（ 後述）。

・

コワーキングスペース（ 複数企業が入居する共同オフィ ス） やアクセラレーターの
よう な起業家支援施設
（ および支援プログラム）が充実し、もはや
「 ガレージ創業」
のイメ ージが時代遅れとなった（ アクセラレーターについては後述）。

・

加えて、 学生や若者自身が、 自身の特技（ プログラミ ングやインターネッ ト サイト
の作り 方など） を実践的に教える講座を開き、 場合によっては、 これが起業につな
がる（ 宮地, 2016, 第 5 章）。

・

A pple により アプリ 開発を社外に求める戦略が採用され、 アプリ 開発の裾野が広が
った。これにより 独立系プログラマーに限らず、学生や企業などのこれまでアプリ
開発の経験がない個人・ 団体が参加できるよう なった。 A pple はアプリ 開発者向け
に、 SDK（ ソフト ウェ ア開発キッ ト ） などを公開し、また、 審査を通過し A pp Store
での販売が決定した開発者には売上の 70％を支払う という 収益配分システムが設
定した（ 雨宮, 2015, pp. 90-92）。

・

A mazon Web Service（ AWS） のよう な低コスト のクラウド コンピューティ ングサー
ビスが提供され、 小企業でも大企業並みのデータセンターの活用が可能となった。

AWS は 2006 年に開始され、 A mazon が保有している膨大なコンピュータリ ソース
を、 使用量に応じた従量課金制で提供するものである。 サービスの内容は、 コンピ
ューティ ング、スト レージ、データベース、ネッ ト ワークとコンテンツ配信、分析、
機械学習、 IoT 等々多岐にわたる（ https://aws.amazon.com/jp/products/ ）。
・

ソーシャルメ ディ アを通して、 情報交換や人脈の開拓、 宣伝・ 販売促進などが無料
で手軽に出来るよう になった。

・

同様に、クラウド ソーシングを通じて、自身の不得手な仕事を外部の専門家/フリ ー
ランサーにアウト ソーシングし、自身の専門分野に集中できるよう になった（ ピシ
オーニ, 2014, 第 1 章）。

・

起業の方法論として「 リ ーンスタート アッ プ（ lean startup）」が考案された。これは、
コスト をあまり かけずに最低限の機能を持った製品・ 試作品やサービスを短期間で
作り 、 顧客（ 初期採用者） に提供しフィ ード バッ クを得る。 その結果を分析し、 市
場価値の判断（ 価値がなければ早期撤退） や製品・ サービスの改良を行い、 再び顧
客に提供する。このサイクルを繰り 返すことで、起業や新規事業の成功率が飛躍的
に高まるという ものである（ リ ース, 2012）。
こう したことを背景に、シリ コンバレーでは、若者の間では起業がもはや「 ポッ プカ

ルチャー」 のよう になっているという 。この動きは、シリ コンバレーを震源地として世
界各地に広がっている。

の 1 以下になったという（「 特集 シリ コンバレー4.0−変貌する革新の聖地−」『 日経ビジネス』
2014 年 1 月 20 日, p. 29）。
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3

支援アクター
本節では、ベンチャーエコシステムの「 支援アクター」 について、大学/研究機関、経

営支援専門家、 資金提供者（ ベンチャーキャピタル等）、 および大企業に分けて検討す
る。

3.1

大学／研究機関

スタンフォード 大学は 1891 年の創設以来、 シリ コンバレーの発展にとって人材育成
と技術的シーズの供給において不可欠の役割を果たしてきた（ 以下、スタンフォード 大
学に関する記述は、 ピシオーニ, 2014, 第 2 章・ 第 3 章; サクセニアン, 1995, 第一章に
よる）。 3,310ha のキャンパスを持ち、 大学職員数 2,118 人、 学生数 1 万 5,877 人（ う ち
大学院生 8,897 人） を数える（ 2014 年の数値）。 学部学生の約 60％と大学院生の半数以
上がア非白人（ アジア人、 アフリ カ系アメ リ カ人、 ヒスパニッ ク、 アメ リ カ先住民） で
ある。学生や教師の多く はキャンパス内の居住エリ アに住み、このことが縦と横の協力
関係の強化に貢献している。
同大学は創設初期から「 立身と実学」 を教育理念とし地域の産業とのパート ナーシッ
プを重視していたが、「 シリ コンバレーの父」 とも呼ばれるフレデリ ッ ク・ ターマン教
授の時代（ 1925 年に教授陣に加わり 、電子工学部学部長、副学長を歴任、1965 年引退）
に産業界との連携が一層強化された。 ターマンは、 自分の教え子によるヒューレッ ト ・
パッ カード 社の創設（ 1937 年） を後押ししたことで有名だが、学生と教師に起業を奨励
した他、教授陣による企業コンサルティ ングも奨励した。産業界との繋がり は有望な学
生への研究費や奨学金支給の手段としても効果的と考えたためである。
こう した方針の下、 同大学では 1950 年代に、 次の 3 つの（ 当時としては） 革新的な
制度が打ち出された。①「 スタンフォード 研究所」 −防衛関係の研究および西海岸の企
業へのサポート の実施が任務。②「 特別協力プログラム」 −地域の企業に大学の授業を
開放した。テレビ・ ネッ ト ワークによる授業や企業の技術向けの大学院コース開設であ
る。 ③「 スタンフォード ・ インダスト リ アル・ パーク」（ 現「 スタンフォード ・ リ サー
チ・ パーク」） −米国初の大学付属の工業団地で、 GE、 イースト マン・ コダッ ク、 HP、
ロッ キード 等の大手も入居した。
ターマンの方針は今日に至るまで保持されており 、同大学は発明や技術革新があった
時にパート ナーシッ プを育み易い環境にある。近年までに、同大学は、イノ ベーティ ブ
な企業およそ 6,000 社の誕生に貢献してきた。
ところでシリ コンバレーおよびその周辺エリ アには、スタンフォード 大学以外にもカ
リ フォルニア州立大学を含む他の大学・ 高等教育機関が幾つかあり 、人材育成や地域社
会との連携のための様々な活動を行っている。ちなみに産業界への人材育成・ 供給の面
に限ると、シリ コンバレーおよび周辺地域の大学が授与した科学・ 技術系学位は、 1995
年の約 9,500 から 2016 年の約 1 万 7,700 へと増加している（ 図 3）。
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図 3 シリ コンバレーおよび周辺地域における科学・ 技術系学位授与数（ 学部・ 修士・
博士の合計）
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注） 以下の大学・ 高等教育機関の学位授与数の合計： M enlo College, Cogswell Polytechnic College, University
of San Francisco, University of California (Berkeley, Davis, Santa Cruz, San Francisco), Santa Clara University, San
Jose State University, San Francisco State University, Stanford University, and Golden Gate University。 2015 年以降
は以下を 加えた： California State University-East Bay, International Technological University, Northwestern
Polytechnic University, Notre Dame de Namur University 。
出所）「 Silicon Valley Indicators」 のデータ（ Data>People>Talent Flows & Diversity >Total Science & Engineering
Degrees Conferred） に基づき筆者作成。

その中でも、スタンフォード 大学や UC バークレーのよう な優秀な大学の役割は、人
材育成・ 供給だけでなく 産学連携にもあるのだが、大学と民間企業の間にダイナミ ッ ク
な人材循環があることが特徴である。それには以下のよう なものがある。①研究者が意
識して、理論的ブレークスルーがあれば学術的にもビジネス的にも発展があるハイレベ
ルな領域を研究する（ 例えば、応用物理学上の進展が半導体産業の発展に寄与するとい
ったこと）。 ②大学の研究ラボが産業界から研究者・ 資金・ 機材を受け入れ共同研究す
る。企業にとっては次期製品開発とともに人材発掘（ ラボの大学院生のリ クルート ） の
機会ともなる。③大学のラボから教授・ 研究者・ 大学院生が独立しベンチャーを立ち上
げる、 あるいは（ 時にひとまとまり で） 企業に引き抜かれる。 そして産業界に移った後
も研究を続け、再び大学に戻ることもある。④優秀な企業人が教授と共同で実務に直結
する授業を担い、あるいは成功した経営者が教壇に立つことも珍しく ない。⑤教授や研
究者がサバティ カルを利用してベンチャーの技術開発に協力する（ 例えば、Google の検
索連動型広告のオークショ ンメ カニズムは、UC バークレーの経済学者 H. Varian がコア
部分を開発した）。 ⑥大学主催の（ 投資家や起業家が関心を持つよう な） 公開フォーラ
ムやイベント で、 現地のコミ ュニティ づく り に貢献する（ 櫛田, 2016, pp. 187-195）。
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3.2

経営支援専門家

経営支援専門家には、 ベンチャー企業や V C に詳しい法律家、 会計士、 コンサルタン
ト 、ヘッ ド ハンター、調査会社など多様なアクターが含まれるが（ ピシオーニ, 2014, 第

9 章参照）、 ここでは特に「 インキュベータ（ incubator ）」 に注目する。 インキュベータ
とは、起業家にビジネスや研究開発を行う スペースを提供し、各種の経営的・ 技術的支
援や（ 場合によっては） 自身のファンド を持ち入居企業に投資もする機関である。イン
キュベータのスポンサーとしては、政府機関や非営利事業体、大学、民間事業体と様々
で、「 全米ビジネス・ イ ンキュ ベーショ ン協会（ NBIA : National Business Incubation

A ssociation）」（ 1985 年設立） と呼ばれる業界団体も存在する。これに加え、 2000 年代に
入ると、（ 広義にはインキュベータに含まれるが）「 アクセラレーター」（ accelerator） と
呼ばれるやや異なるタイプの支援機関が登場し注目を集めている。
アクセラレーターとは、 広義には V C の一種ともいえるが、 その出資額は 2 万〜5 万
米ド ルと少額で株式所有も数％にとどめる。しかし独自の支援プログラムを持ち、数ヵ
月間、 集中的に指導や訓練を行い、 最終的には「 デモ・ デイ」（ Demo Day ） と呼ばれる
イベント で投資家を前にプレゼンを行わせ追加出資を募る。シード アクセラレーターに
はメ ンターが名を連ね、起業家に包括的なアド バイスを与え、より 市場ニーズに合った
完成度の高いビジネスモデルへと迅速に磨き上げる。 通常のインキュベータと異なり ，
必ずしも物理的なオフィ ス・ 作業空間の提供は伴わない。メ ンターとは，起業成功者や
現役経営者を中心に特定領域における知識・ スキル・ 人脈を豊富に持ち、起業家に指導・
助言する人物である。
シリ コンバレーのアクセラレーターで著名なものは、 Y Combinator、 500 Startup、 Plug

and Play の 3 つである。 Y Combinator は、 Lisp（ プログラミ ング言語の一種） プログラ
マーであり 、 世界で初めて A SP（ A pplication Service Provider ） サービスを作ったことで
知られる Paul Graham などにより 2005 年に設立された。 ベンチャー企業に対し小額（ 2
万ド ル前後） を投資し、 3 ヵ 月の「 Startup School 」 を通じて集中的に指導し、 他のベン
チャーキャピタルから投資を受けられる状態まで育成する。 支援対象企業には A irbnb、

Dropbox 、 Heroku などが含まれ、 一般公開された企業は、 2017 年時点で約 1,600 社ある
（ http://www.ycombinator.com/companies/ ）。 近年、「 Startup School （ M OOC）」 や「 Startup

School Founders Track 」 といった（ 10 週間程度の） オンラインプログラムを打ち出し、
世界中の起業家が毎年数千人規模で参加できるよう になった（ https://techcrunch.com/

2017/06/16/startup-school/?ncid=mobilenavtrend）。
500 Startups は、 Dave M cClure 氏により 2010 年に設立され、 現在では、 米国以外にも
日本、東南アジア、韓国、タイ、ト ルコ、中南米において地域ファンド を組成している。
累計 60 ヵ 国 1,900 社以上のシード 投資実績がある。投資先には Twilio、GrabTaxi 、Credit

K arma といったユニコーン（ 評価額 10 億ド ルを超える） 企業や、 Viki （ 楽天により 買
収） や M akerBot（ 同 Stratasys）、 Wildfire（ 同 Google）、 Sunrise（ 同 M icrosoft） といった
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大型 M & A による Exit に成功した企業が含まれる。 世界中に 300 名以上のメ ンターと

3,000 名以上の起業家のネッ ト ワーク があり 、 コ ミ ュ ニティ 構築に注力し ている
（ https://500startups.jp/about-2/ ）。

Plug and Play Tech Center は世界最大級のテクノ ロジーアクセラレーター兼投資家であ
る。創業者の Saeed A midi 氏は、 1980 年ごろ自らが所有するパロアルト の小さなオフィ
スビルをベンチャー企業に貸す事業を始め、L ogitech や PayPal 、Google のよう な後に大
成功する企業がここから誕生した（ 石井, 2017）。 この経験をもとに、 2006 年に Plug and
（ ）。それ以来、ポート フォリ オのスタート アッ プ企業は 60 億ド ル
（ 6,600
Play を創立した
億円超） の資金調達に成功している。 この数年間の間で 2,000 以上のベンチャー企業を
支援し、常時約 400 社以上のベンチャー企業がシリ コンバレー本社内にオフィ スを構え
ている。 米国、 ブラジル、 欧州、 アラブ首長国連邦、 中国、 日本、 シンガポール、 イン
ド ネシアにわたり 世界 26 ヵ 所に拠点を持ち、 全世界 240 社以上のグローバルな大手企
業がパート ナーとして参画し、プログラムを通して毎年 400 社以上のスタート アッ プを
支援している（ http://japan.plugandplaytechcenter.com/ ）。

3.3

資金提供者（ ベンチャーキャピタル等）

ここでは主にシリ コンバレーにおけるベンチャーキャピタル（ 以下 V C と略記） の発
展について述べる。ベンチャーキャピタリ スト は、単に資金を提供するだけでなく 、自
分の選んだ投資家のコーチ役も務める。起業家との密接な関係を重視するため、投資先
を車で 2 時間以内にある企業にとどめている。そのため、シリ コンバレーの V C はシリ
コンバレーの外にはめったに投資しないといわれる。これは、当地域に投資案件が豊富
に存在することに加え、ベンチャーキャピタリ スト が、投資対象の起業家を支援するに
際して、彼らと同様ベンチャー支援のノ ウハウを持つ当地の投資銀行、法律事務所や会
計事務所、コンサルティ ング会社、ヘッ ド ハンター、エンジェ ル投資家といった他の専
門的支援者との協力が必要だからである（ ヘルマン, 2001, pp. 124-132）。 近年では、 経
済状況の変化と IT 技術の発達により 、 中国、 イスラエル、 インド といった海外に投資
先を探す V C が増え始めているが、それでもこれが地域内の投資先の数に追い付く こと
はないだろう と指摘される（ ピシオーニ, 2014, pp. 231-232）。
シリ コンバレーの V C は、当地のエレクト ロニクス産業を中心とする技術的・ 起業家
的発展とシンクロしながら進化した。1950 年代には、サンフランシスコ・ ベイエリ アに
は、 組織化された V C はほとんど存在しなかった。 例外は、 カリ フォルニア初の民間資
本の V C である「 ド レイパー・ ゲイサー＆アンダーソン（ DGA ）」（ 1957 年設立、パロア
ルト ） で、軍需メ ーカーのレイセオンなどに出資し始めた。 DGA は、今日の V C 業界の
スタンダード の基礎を定めた。 V C はゼネラルパート ナー（ GP） とリ ミ ッ ティ ド パート
ナー（ L P） のパート ナーシッ プとなり 、 ベンチャーキャピタリ スト は GP となり 、 ファ
ンド を管理しファンド 総額の 1〜2.5％の管理手数料を受け取った。投資先企業を現金化
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できたとき 20〜30％の成功報酬が GP に支払われ、 残り を L P が分配した。 1959 年に
は、フランク・ チェンバーズにより「 コンチネンタル・ キャピタル・ コーポレーショ ン」
が設立され、 ハイリ スク・ ハイリ ターン投資の草分けとなった。 さらにアーサー・ ロッ
クは、フェアチャイルド・ セミ コンダクター設立の資金を募ったことで有名だが、 1961
年にサンフランシスコに移住し、 ト ーマス・ デイヴィ スと「 デイヴィ ス＆ロッ ク」 を設
立し、 サイエンティ フィ ッ ク・ データ・ システムズ（ 科学計算機専門のコンピュータ企
業で、 ゼロッ クスに高値で買収された） への投資で成功した。 ロッ クは、 その後、 イン
テルやアッ プルへも投資し大成功を収めたことで知られる
（ ピシオーニ, 2014, 第 8 章、
他）。
ベイエリ アのベンチャーキャピタリ スト が達成した高いリ ターン率は、さらに多く の
投資家を引き寄せた。 V C の組織形態としては、 富裕な個人が家族等より資金を集め投
資するという 初期の形態から、専業の投資家を有する「 中小企業投資公社（ SBIC）」 2 に
発展し、 さらに 1970 年代初頭までには「 リ ミ ッ ティ ド パート ナーシッ プ（ L PS）」 が標
準形態となった。また起業家が自社の株式の主要な割合を保持すべきであるという 原則
も確立された。

1960 年代末から 70 年代半ばまでに V C の数が急増し、 シリ コンバレーでは約 30 の
新たな（ あるいは再構築された） V C 事業が開始された。 既存の V C ファンド がスピン
オフして新たなファンド を生み落としたのに加え、成功した起業家や経営者たちの一部
はベンチャーキャピタリ スト となったためである。例えば、フェ アチャイルド 設立メ ン
バーであったユージン・ クライナーによる「 クライナー＆パーキンス」（ 1972 年）、同じ
く 同社卒業生のド ナルド ・ バレンタインによる「 セコイヤ・ キャピタル」（ 正確には、
その前身の会社）（ 1972 年） 設立である。 加えて、 シリ コンバレーの V C 業は、 他地域
に本社のある V C の支店を引き付けることによっても成長した。 1970 年代後半には、

V C 業発展を後押しする公共政策の二つの変更があった。 第 1 に、 キャピタルゲイン税
率の引き下げ（ 49.5％から 28％へ） による投資家へのインセンティ ブ強化であり 、 第 2
に、 年金基金投資のルール緩和による V C への莫大な資金流入である。

1980 年代初めはジェ ネティ ッ クやアッ プル・ コンピュータにリ ード された力強い株
式公開市場の存在により 、 V C 業の成長が刺激された。 ただしその後、 ハード ディ スク
ド ライブやコンピュータシステムをはじめとする多く の部門への過剰投資が起こり 、多
く のベンチャー企業の崩壊につながった。1980 年代には、利用可能な V C の絶対量は増
加し続けたが、産業の成熟化も進んだ。過剰投資は、多すぎる資本が少なすぎる投資先
を追った結果であった。 1980 年代には、 メ ガファンド の登場とベンチャーファンド の
階層化という 動きもあった。

2

1958 年に連邦政府はスモールビジネス法を通過させ、 中小企業投資公社を設立したい個人・
組織による投資 15 万ド ルに対して、 最大 30 万ド ルまでの政府のマッ チング資金を提供するこ
とにした。 また様々な税制上の特典があった（ ケニー＆フロリ ダ, 2002, p. 77）。
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1980 年代の困難は 90 年代前半まで続いたが、90 年代半ば以降は、インターネッ ト の
商業化により 「 IT 革命」 が本格化した。 1990 年代には、 メ ガファンド の重要性も高ま
り 続け、他方で、比較的小さなファンド の多く も事業を継続し、豊富な資金的選択肢を
提供した。加えて、事業で成功した富裕な個人がシード 投資するエンジェ ル投資家とし
て再登場した。 IT 革命では、 Yahoo、 Google、 eBay をはじめとする「 ド ッ ト コム企業」
が多数登場し、投資環境の過熱化により後に「 IT バブル」 と呼ばれることとなった。 IT
バブルは、2001 年に崩壊し多数のド ッ ト コム企業を押しつぶした（ 以上の記述は、特に
断り のない限り 、 ケニー＆フロリ ダ, 2002 を参考とした）。
その後のシリ コンバレーおよびサンフランシスコにおける V C 投資の推移は、図 4 の
通り である。 2000 年から 2001 年にかけて大きく 落ち込み、 その後次第に回復し、 リ ー
マンショ ッ クに際してまた低迷したものの、ここ数年は高い水準に達している。シリ コ
ンバレーとサンフランシスコの合計値が米国の V C 総投資額に占める割合は、 2000 代
初めの 30％前後から次第に増加し 2000 年代末以降は 40％前後で推移している。
図 4 シリ コンバレー（ およびサンフランシスコ） におけるベンチャーキャピタル投資
額の推移
10億米ドル

％

50

50

45

45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5
0

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

シリコンバレー＋サンフランシスコ（左軸）
シリコンバレー（左軸）
シリコンバレ＋サンフランシスコの米国総投資額中のシェア（右軸）

出所）「 Silicon Valley Indicators」 のデータ（ Data>Economy>Innovation & Entrepreneurship > Venture Capital
Investment） に基づき作成。

図 5 はセクター別 V C 投資額シェ アの推移を示したもので、エレクト ロニクスやコン
ピュータハード ウェ ア＆サービスのよう なかつてのリ ーディ ングセクターが次第に比
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重を落とす一方で、 インターネッ ト 、 ヘルスケア、 ソフト ウェ ア、 モバイル＆テレコミ
ュニケーショ ンといった分野が主力となっていることが分かる。
図 5 グレーター・ シリ コンバレーにおけるセクター別ベンチャーキャピタル投資額シ
ェ アの推移
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注）「 グレーター・ シリ コンバレー」 とは、 北部カリフォルニア、 ベイエリア、 沿岸地域を含む。
出所）「 Silicon Valley Indicators」 のデータ（ Data>Economy>I nnovation & Entrepreneurship > Venture Capital by
Industry ） に基づき作成。

近年の注目すべき動向とし ては、 極めて初期段階の起業家の資金集めの手段と し て
「 クラウド ファ ンディ ング（ Crowdfunding）」 がクローズアッ プされてきたことがあげ
られる。 起業家が起業計画（ もしく は、 製品プロト タイプ等） をウェ ブページに掲載す
ることにより 、不特定多数の有志より 少額ずつ事業資金を募るのである。そのプラッ ト
フォームとして Indiegogo（ 2008 年設立、 サンフランシスコ） や K ickstarter （ 2009 年設
立、 ニューヨ ーク） などが著名である。 例えば、 K ickstarter では、 プロジェ クト への資
金調達活動
（ 事前の審査で承認される必要がある）は最長で 60 日間続けることができ、
目標額の資金が得られれば K ickstarter はその 5％を徴収する。 起業家には出費が生じな
い。 しかも、 起業家にとっては、 資金の他に、 製品の発表と販促の機会が得られ、 製品
の改良のためのフィ ード バッ クも得られるという 利点がある。 K ichstarter の資金調達額
合計は、 2009 年 4 月の設立以来、 4 年 10 ヵ 月（ 2014 年 3 月） で 10 億ド ル、 その後僅
か 1 年 7 ヵ 月（ 2015 年 10 月） で 20 億ド ルに達した（ http://jaykogami.com/2015/11/

12262.html ）。世界的にみてもクラウド ファンディ ングの調達資金額は急速に伸びており 、
（ http://crowd-investing.link/crowdfunding-surpass2016 年にはV C のそれを越えるとされる

venture_capital-on-2016/310/ ）。 V C 業にとっては、競合という より、むしろ有望な起業家
を選別する第一関門のよう なものとして V C 業を強化するものとみなされる（ ピシオー
ニ, 2014, 第 8 章）。
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3.4

大企業

ベンチャーエコシステムが展開するのは、出口戦略として IPO の他に Buyout があり 、
有望なヴェ ンベンチャーを高額資金で買収してく れる大企業があるからである。ちなみ
にシリ コンバレーおよびサンスランシスコにおける M & A の件数は図 6 に示される。

2011 年から 2017 年にかけては、 毎年合計で 1,000 件前後から多く て 1,500 件ほどの間
で推移している。
図 6 シリ コンバレーおよびサンフランシスコにおける M & A 件数（ 単位： 件）
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出所）「 Silicon Valley Indicators 」 のデータ （ Data>Economy>Innovation & Entrepreneurship > M ergers &
A cquisitions: Number of Deals and Share of California Deals） より。

事業拡張・ オープンイノ ベーショ ンの手段としてベンチャー企業の買収を積極的・ 戦
略的に行っている大企業もある。例えば、 Google は、新分野での製品・ サービスの開発
に着手する際、そのために必要な技術を企業買収により 周到に集めていく 。具体体には、

Google M ap の製品化のために、 ZipDash（ GPS 機能を使い道路の渋滞状況を携帯電話画
面上に表示する技術を有する） や Where2（ ウェ ブマッ ピング技術を有する）、 K eyhole
（ 道路地図情報や建物、企業情報などを組合わせたデータベースや、これらをウェ ブア
プリ で提供できる技術を有する） を買収している。またスマート フォン事業を立ち上げ
るため、 A ndroid、 Skia、 allPAY GmbH 、 bruNET GmbH 、 Zingku、 Jaiku などを買収してい
る。 これらの企業は、 OS やグラフィ ッ クエンジン、 モバイルソフト 、 モバイル SNS、
モバイルブログなどの技術を保有していた（ 雨宮, 2015, pp. 146-148）。

M & A によって大企業に取り 込まれたベンチャー企業の人材が、 その後、 さらに独立
してベンチャー企業を立ち上げたり 、大金を手にして今度は投資家として後輩起業家の
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支援にあたるといったことも多く 、 ベンチャー企業と大企業の間でも人材循環がある。
また、 米国の起業家の平均年齢は 40 歳前後であり 、 多く は大企業で経験を積んでから
起業している。起業家の基礎を築く 場所としても重要である（ 櫛田, 2016, pp. 106-107）。

4

域外/海外リ ンケージ
本節では、シリ コンバレーのベンチャーエコシステムに影響を与える要素のう ち域外

/ 海外リ ンケージを取り上げる。 人材流入と生産熱とワークの 2 面から分析する。
4.1

人材流入

シリ コンバレーへの海外からの移民の数は、 2001〜2017 年の合計で約 30 万人、 2017
年単年で 2 万 2,000 人強に上る。 産業セクター別の外国生まれ従業員の比率は、 コンピ
ュータ＆計算機器で 66.0％、建築＆エンジニアリ ングで 60.7％、自然科学で 44.8％、医
療＆健康サービスで 45.2％、金融サービスで 41.8％、その他で 42.1％、全体で 45.8％と
かなり の高水準である（ 16 歳超、2016 年の数値）。外国生まれの内訳は、メ キシコ 18％、
その他の米州 9％、 中国 17％、 インド 13％、 フィ リ ピン 11％、 ベト ネム 11％、 その他
のアジア 12％、 欧州 8％、 アフリ カ＆オセアニア 3％（ 以上、 Silicon Valley Indicators の
データベースより ＜http://siliconvalleyindicators.org/ ＞。このデータで「 シリ コンバレー」
とは、 カリ フォルニア州サンタクララ郡・ サンマテオ郡を指す）。
歴史的変遷をみると、1950 年代と 60 年代のシリコンバレーの開拓者は、ほぼ全てが、
東部と西部から来た白人エンジニアであったが、 1970 年代・ 80 年代を通じてエレクト
ロニクス産業における人材需要が急増するにともない移民も急増した。 1990 年頃には
当地の科学者・ 技術者の 3 分の 1 は移民であった（ う ち 3 分の 2 はアジア系で、大多数
は中国とインド 系）。 当時シリ コンバレーの中国人とインド 人の労働者は白人に比べ相
対的に教育水準が高かったが、当地の技術コミ ュニティ では部外者的立場であった。こ
れに対応する動きとして、自身で起業する、および集団的に組織化するという ことがあ
った（ サクセニアン, 2001）。
先ず移民による起業に関して、 1980 年代・ 90 年代には、 著名なハイテク企業のなか
にアジア人の創業者・ 共同設立者が現れはじめた。例えば、サンマイクロシステムズの
ヴィ ノ ッ ド ・ コースラ、 エヌビディ アのジェ ン・ スン・ ファン、 ブロード ビジョ ンのピ
ーホン・ チェン、 ヤフーのジェ リー・ ヤン、 キバソフト ウェ アのケン・ リ ム、 ジュニパ
ーネッ ト ワークスのプラディ ープ・ シンド ゥ、ユーチューブのスティ ーブ・ チェ ンであ
る。 彼らは、 互いに支援し合い、 次世代の移民起業家を励ました。 ある調査では、 2007
年には、シリ コンバレーで移民（ アジア系以外も含む） が設立したスタート アッ プの割
合は 52.4％であったという （ ピシオーニ, 2014, 第 4 章）。
移民起業家の中でもとり わけインド 系の存在感が大きい。例えば、シリコンバレーで

2006〜2012 年に設立された外国人創業者がいる IT 系企業のう ち 32.0％がインド で、 中
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国と英国がそれぞれ 5.4％、 日本が 4.8％であったという （ 宮地, 2,016, pp. 51-52）。
次に集団組織化について言及すると、インド 系では、シリコンバレー・ インド 専門家
協会（ SIPA

1991 年設立）、 ザ・ インダス・ アント レプレナー（ TiE 1992 年設立） が

ある。 とり わけ TiE は、 南アジア系起業家に資金調達、 メ ンター、 戦略パート ナー、 出
口戦略にいたる幅広い支援獲得の機会を提供することが目的である（ ピシオーニ, 2014,
第 4 章）。 2015 年時点で、 会員はシリ コンバレー近辺で数千人規模に達し、 全世界では
約 1 万 4,000 人、約 20 ヵ 国に支部がある。加えて、インド 最高峰の工科大学である「 イ
ンド 工科大学（ IIT ）」 の同窓会ネッ ト ワークも、もう 一つの重要なパイプである（ 宮地,

2016, 第 1 章）。
中国系団体では、チャイニーズ・ インスティ テュート・ オブ・ エンジニアズ
（ CIE
年設立）、 中国エンジニア協会（ SCEA
（ CA SPA
（ CITA

1989 年設立）、 中国アメ リ カ半導体専門家協会

1991 年設立）、 北米台湾エンジニア協会（ NATEA

ネッ ト ワーキング協会（ CINA

1979

1991 年設立）、 中国情報

1992 年設立）、中国インターネッ ト ・ テクノ ロジー協会

1996 年設立）、 北米中国半導体協会（ NA CSA

1996 年設立） 等がある。 イン

ド 系団体と同様、専門技術的な発展の後押しと起業家精神や経営に関する情報や支援が
主目的である（ サクセニアン, 2001）。
こう した移民技術者・ 起業家の流入は、人材供給面でシリ コンバレーの発展に大きく
貢献したのみならず、彼らが母国との絆を維持することで、シリ コンバレー企業のビジ
ネスネッ ト ワークの海外展開でも一役買っている。台湾の新竹科学工業園区やその周辺
地域に集積する半導体・ エレクト ロニクス企業との連携、あるいはインド のバンガロー
ルのソフト ウェ ア企業との取引がその顕著な実例である（ サクセニアン, 2001）。

4.2

生産ネッ ト ワーク

A . サクセニアンは、 1980 年代シリ コンバレーにおけるコンピュータ企業の成長を支
える生産ネッ ト ワークについて以下のよう な記述を残している（ 以下の記述は、特に断
り のない限り 、 サクセニアン, 2001 に主に依拠している）。 サンマイクロシステムズの
よう な「 シリ コンバレーのシステム企業は、自社が最も得意とすることに集中し、その
他の部品は全て、地元の供給業者の濃密なインフラや外部から獲得している」（ 同, p135）。
そして、「 供給者の（ 地域内外の） ネッ ト ワークに頼ることによって、 シリ コンバレー
のシステム会社は、ますます洗練された製品をこれまでにないスピード で導入するため
の柔軟性を得るのである。」（ 同, p. 139）。 このよう に当時は、 コンピュータシステムの
主要部品のう ちの（ 全てではないにしても） かなり の部分が域内の専門業者から供給さ
れ、 彼らとの密接なパート ナーシッ プが、 競争力の源泉の一つであったのである。
周知のよう に、 この部品供給者とのパート ナーシッ プは、 1990 年代以降、 急速に海
外、とりわけ日本・ 台湾・ 韓国のよう なアジア企業に拡大していった。例えば、 2012 年
発売の A pple の iPhone 5 に搭載されている電子部品とその供給メ ーカーには、以下の表
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1 にみられるよう に米国企業以外にも日本やアジア企業が多数含まれている。現状では、
A pple のよう に成功しているシリコンバレー企業の競争力と利潤の源泉は、 高いブラン
ド 価値、 プラッ ト フォーム構築（ コンテンツ提供）、 キーテクノ ロジー掌握を核としつ
つ、グローバルなサプライヤーネッ ト ワークを有効に管理する能力に帰されるといえよ
う。3
表 1 A pple iPhone 5 搭載の電子部品とその供給メ ーカー（ 一部）
供給メーカー

電子部品
プロセッサ

サムスン（韓）

フラッシュメモリ

東芝（日）、SK Hynix（韓）

DRAM

エルピーダメモリ（日）、サムスン（韓）

電源制御 IC

Qualcomm（米）、Dialog Semiconductor（米）

タッチパネル機能付き
液晶パネル

ジャパンディスプレイ（日）、シャープ（日）、LG ディスプレイ（韓）

通信処理 LSI

Qualcomm（米）

送受信 IC

Qualcomm（米）

電力増幅器

Avago Technologies（米）、Skyworks Solutions（米）、TriQuint Semiconductor（米）

アンテナ切替器

村田製作所（日）

フィルタ

村田製作所（日）、TDK （日）

タッチパネル制御 IC

TI （米）、Broadcom（米）

加速度センサー

STM icroelectronics（伊仏）

画像センサー

ソニー（日）

水晶振動子

セイコーエプソン（日）、日本電波工業（日）

オーディオアンプ IC

Circuit Logic（米）

音声符号化 IC

Circuit Logic（米）

プリント配線基板

イビデン（日）、Oriental Printed Circuits（香港）

電池

ソニー（日）、Tianjin Linshen Battery（中国）

カメラレンズ

LARGAN （台）、GSEO（台）

コネクタ

Foxlink（台）

出所）「 世界のスマート フォンを支える日本の部品メ ーカー」『 InfoCom モバイル通信 T& S』 2013 年 5 月号
（ 通巻 290 号） の「（ 表１ ）『 i Phone5 』 に搭載さ れている 電子部品と 供給メ ーカ ー」 を ベースに
一部加筆・ 修正し た。

部品・ 材料供給メ ーカーとのパート ナーシッ プに加え、シリ コンバレーでは、1980 年
代以降、生産工程の一部をアウト ソーシングするト レンド も現れ、やがて、電子機器受
託製造サービス（ EM S） や半導体受託製造サービス（ ファウンド リ 等） の興隆へと繋が

3

iPhone の販売収益分配の内訳は、A pple が 58.8％、A pple 以外の米国企業 2.4％、EU 企業 1.1％、
台湾企業 0.5％、 日本企業 0.5％、 韓国企業 4.7％、 その他 5.3％、 加えて、 原材料コスト 21.9％、
労働コスト（ 中国） 1.8％、労働コスト（ 中国以外） 3.5％である（ K raemer, L inden, Dedrick, 2013）。
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っていく 。
先ず前者（ EM S） について、その源流は、エレクト ロニクス製品のプリント 基板組み
立てのアウト ソーシングにある。元々、これは最も労働集約的で低付加価値のフェ ーズ
で、 その請負い業者は、 1960 年代・ 70 年代は、 アジアやラテンアメ リ カの低賃金国へ
シフト した。 1980 年代になると、 この流れが逆転し、 HP や A pple のよう なシステムメ
ーカーは、より 短い製品サイクルに応えるため地元の契約製造業者とのビジネスを拡大
した。これに伴い、契約製造業者も技術と経営をアッ プグレード していく 。業務の内容
は、かつての顧客支給の部品による基板の組立とテスト から、電子部品の選別・ 購買
（ つ
まり 部品全体の品質と機能に責任を持つ）や基板設計サポート も含む完成品引き渡し製
造へと進化した。このため顧客システムメ ーカーと契約製造業者の間に、密接で長期的
な交流が必要となり 、 地理的な近接性が重視された。 また、 基板組立では、 当時先端的
で難易度の高かった表面実装技術（ SM T ） が多用されるよう になり 、 SM T 生産ライン
構築のために契約製造業は資本集約的ビジネスへと変貌していった。これを背景に、シ
リ コンバレーではフレクト ロニクスやソレクト ロンといった契約製造業メ ーカーが成
長し、単なる下請けの域を脱し、 EM S 業界のけん引役となっていく 。ただし、この分野
でも、その後、とく に 2000 年代以降では、 EM S の担い手は鴻海精密工業（ Foxconn） を
はじめとする台湾・ アジアの新興企業に重点がシフト していく 。
後者の半導体受託製造サービスでは、 1980 年代にファウンド リ （ ウェ ハプロセスの
受託製造業） の活用が急速に成長した。 ファウンド リ は、 契約製造業者に比べ、 一層技
術的に洗練された資本集約的なものであり 、顧客との関係も比較的対等で補完的な技術
革新に繋がるものであった。 例えば、 システムメ ーカーの HP は、 当時キーパツである

IC の自製のため生産ラインを有しており 、 IC 設計専門企業のウェ イテクにファウンド
リ ・ サービスを提供した。 HP のワークステイショ ンにはウェ イテクの超高速「 数字記
憶」 チッ プが採用されていたが、 その性能を十分引き出すために HP の高度な IC 生産
工程の使用が必要とされたのである。
これはシステムメ ーカー自身が IC も内製しており 、 その生産ラインを部分的にファ
ウンド リ として開放した例であるが、周知の通り 、その後、IC は専門企業が主力となっ
ていく （ 1980 年代には、 日本では依然総合電機メ ーカーの一部門としての半導体企業
が主力であったが、 1990 年代以降は、 衰退傾向となる）。 IC 業界の中でも、 一方で、 設
計から製造（ 前工程、後工程） を全て自社内で行う「 垂直統合型企業（ IDM ）」 と、他方
で、設計開発専門のファブレスとファウンド リ 等の専業受託製造業者の分業体制の二つ
に分離していき、次第に後者が主流となっていく 。この後者の分業体制で台湾の新興 IC
企業が台頭していき、今日では世界的な存在感を示している。とり わけ、ファウンド リ
業界では TSM C や UM C のよう な台湾の専業企業が圧倒的なシェアを有し、シリ コンバ
レーの有力ファブレス（ クアルコム、 ブロード コム、 エヌビディ アなど） の不可欠なパ
ート ナーとなっていく 。
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5

産業の性質
ある地域の産業・ 社会構造や成長と変化の速度は、その地域の専門性を決定づけてい

る産業の性質によって左右される。例えば、自動車産業地区と鉄鋼産業地区、高級ファ
ッ ショ ン産業地区などは、それぞれの内部での国・ 地域ごとの相違より も産業地区間で
の相違の方が大きいという（ コーエン＆フィ ールズ, 2002）。 ベンチャーエコシステムにお
けるアクター間の関係やビジネスチャンスの多寡も、相当程度は当地の主力産業や技術
の性質によって影響されると考えられる。ここでは、シリ コンバレーの勃興を支えた主
要産業である半導体・ エレクト ロニクス産業の発展を概観する。
シリ コンバレーの産業発展の歴史は、 1937 年のヒューレッ ト ・ パッ カード （ HP） の
設立とともに始まったといってよい。 HP の初期の成長は軍需向けの電子機器（ レーダ
ー信号の探知・ 解析に使う 電子機器や受信器） に支えられた。 HP の他、 軍用エレクト
ロボッ ト ニクス・ システムのリ ッ ト ン・ インダスト リ ーズ（ 1932 年設立のガラス製真空
管メ ーカーのリ ッ ト ン・ エンジニアリ ング・ ラボラト リ ーズを前身とする）、 1948 年設
立のバリ アン・ アソシエイツ（ 対空・ 対潜レーダー用のマイクロ波送受信装置クライス
ト ロン管を製造） のよう な企業があり 、創業者はいずれもスタンフォード 大学の関係者
である。軍用エレクト ロニクスの契約の大半は東海岸に流れていたものの、こう した企
業が成長したこともあり 、第 2 次世界大戦中には、サンフランシスコ湾一帯の軍需関連
産業に続々と人が集まってきた。 また、 サンタクララ郡のパロアルト にはモフェ ッ ト ・
フィ ールド 海軍航空基地があり 、何千人もの軍関係者が働いていた。その後、同基地の
敷地には国家航空諮問委員会（ 後の NA SA ） によってエイムズ研究センターが設立され
（ 1939 年）、 航空宇宙研究の中心地となっていく 。
戦後も軍事費が引き続き流れ込み、加えて、スタンフォード 大学のフレデリ ッ ク・ タ
ーマン教授らの活躍により （ 詳しく は 2.2 節参照）、 1950 年代以降もこの地域の産業活
動は急成長した。例えば、ロッ キード・ エアロスペースによる研究所設立（ 1956 年、ス
タンフォード 工業団地） やミ サイル・ 宇宙開発部門の新設（ 1957 年、 サニーベール）、
ウェ スティ ングハウスやフィ ルコ・ フォード 、 シルベニア、 レイセオン、 ITT 、 IBM に
よる研究所や製造施設の設置（ 1950 年代・ 60 年代）、ゼロッ クスのパロアルト 研究所設
立（ 1970 年） がある。この結果、サンタクララ郡は、エレクト ロニクス産業と航空宇宙
産業で著名な土地となる（ 以上、 サクセニアン, 1995, 第一章）。
「 シリ コンバレー」 という 呼称は 1970 年代初めに出されたもので、 当初はサンタク
ララ郡北端のパロアルト（ スタンフォード 大学が隣接する） から南のサンノ ゼまでの比
較的小さい地域を指していた。シリ コンは半導体の主な原料で、半導体
（ 集積回路： IC）
関連産業は、同地域を代表する産業となる。この地での半導体産業は、ショ ッ クレー半
導体研究所の設立（ 1955 年、パロアルト ） と同研究所からのフェ アチャイルド・ セミ コ
ンダクターの分裂（ 1957 年） に端を発する。フェ アチャイルド の当初の成長は主に軍需
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向けで支えられた。その後フェ アチャイルド からは、多く の半導体企業がスピンオフし、

1960 年代にはインテル、 アド バンスト ・ マイクロ・ デバイシズ（ A M D ）、 ナショ ナル・
セミ コンダクターをはじめとする 30 社以上がシリ コンバレーで誕生した。 これを機に
同地域が米国の半導体産業のメ ッ カとなっていく 。
半導体産業は、多く の経済分野を派生させ、新たなビジネスチャンスが繰り 返し生み
出されていった。例えば、半導体企業は当初製造装置を自製していたが、1960 年代後半
から 1970 年代になると専門の製造装置・ 材料産業が育ってきた。 アプライド マテリ ア
ルズ（ 1967 年創業）、 K L A （ 1976 年創業）、 テンコール（ 1976 年創業）、 ラムリサーチ
（ 1980 年創業）、ノ ベラス（ 1984 年創業） といった現在における世界的な主要装置企業
もシリ コンバレーを拠点としている。 別の例は、 コンピュータによる IC 設計支援ソフ
ト ウェ ア（ EDA ツールと呼ばれる） の開発である。 これは IC 設計が複雑化しエラーが
容認できないレベルになったことへの対策であり 、 1960 年代には大手半導体企業がそ
の開発に着手し始めた。1980 年代には、EDA ツールのベンチャー企業が多数設立され、
現在業界最大手のケイデンスやシノ プシスも登場した（ ケニー, 2008）。
大手の半導体メ ーカーの技術者たちが独立してこう した専門的企業を設立し、これが
逆に半導体メ ーカーの負担を軽く し、新企業の登場を容易にするという 好循環が働いた。
半導体・ エレクト ロニクス技術のもたらす無限とも思える機会を活かし、各社が製品や
技術を差別化しニッ チを開拓していったため製品やサービスが増々専門化・ 細分化して
いった。こう した分散型産業システムは、シリ コンバレー特有の協力と競争が両立する
慣行によって柔軟性と弾力性を保つことができた（ 以上、サクセニアン, 1995, 第二章を
参考にした）。
半導体産業は、現在に至るまでシリ コンバレーの重要産業の一つとしての地位を保っ
ているが、その内容は時代により 変化してきている。1950 年代には、ほとんどの半導体
企業が軍需向けのカスタム・ デバイスを少量ずつ生産していた。1960 年代は、民生市場
が拡大してきたが、設計や製造技術のイノ ベーショ ンが続いており 、また顧客の機器メ
ーカーが製品差別化のために自社専用 IC を好んだこともあり 、 カスタム L SI （ 大規模
集積回路） が主流であった。 ただしカスタム IC は、 個々の製品の用途が狭く 市場が限
られており 、 IC の集積度が上がり 複雑化するにつれてコスト が上昇し、 一層市場が限
定されるという 問題があった。 そこで 1970 年代になると、 標準デバイス（ メ モリ 、 マ
イクロプロセッ サ） の大量生産が主流となっていった。
ところで IC 産業の長期間にわたる持続的成長を説明するものとして「 ムーアの法則」
と呼ばれるものがある。これは、ウェ ハプロセスの微細加工技術（ ウェ ハ上に細かな回
路パターンを作り 込む技術）の進歩により IC の 1 チッ プに載る素子数は 18 ヵ 月ごとに

2 倍になるという 経験則である。 これにより IC の集積度が幾何級数的に向上し、 動作
速度の向上と消費電力の減少を伴う 。 要するに IC の高性能化が爆発的に進むことを意
味しており 、 これが IC を搭載した様々なエレクト ロニクス製品の開発と改良の土台と
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なる。
微細化の進展は IC の設計と製造の複雑化・ 高コスト 化をもたらし、 また標準デバイ
スの大量生産へのト レンド もあって、 1980 年代には、 資本集約的な大企業の存在感が
増大した。 シリ コンバレーでは、 フェ アチャイルド 、 インテル、 ナショ ナル・ セミ コン
ダクター、 A M D などの企業が急成長する一方で、 多数の小規模企業が淘汰されていっ
た。この中で、これまで当地を特徴づけていたオープンな交流と非公式な協力ネッ ト ワ
ークに支えられた分散型産業システムが廃れていった。これに、量産技術を絶えず強化
していける仕組みを備えた日本半導体企業との競争が加わり 、メ モリ 事業での敗退によ
り 、シリ コンバレーはかつてない不況に突入した（ 以上、サクセニアン, 1995, 第四章を
参考にした）。
ただし、 1980 年代には、 サイプレス・ セミ コンダクターズ、 サイラス・ ロジッ ク、 マ
キシム・ インテグレイティ ッ ド・ プロダクツなどの新しいタイプの半導体企業も登場し、
シリ コンバレーの再活性化をリ ード していった。利幅の低い標準品の量産では日本企業
に対抗できないと考えた新たな起業家たちは、設計が複雑で付加価値の高いカスタム／
セミ カスタムのデバイスか、 特定用途向け（ 例えば、 カメ ラ用、 通信機器用、 電子レン
ジ用、ファッ クス用など） の専用デバイスに向かった。これらは顧客の機器メ ーカーと
共同開発された。 一旦廃れた（ セミ ） カスタム IC が復活した背景には、 先ず上述した

EDA ツールの進化により 大規模な IC の設計が容易になったこと、次に半導体の生産工
程を細分化し（ 大手メ ーカーが全工程を自社内に統合したのに対して） 何れかの部分に
特化したことがある。当時、シリ コンバレーの新たな半導体企業の約 3 分の 2 は自社工
場を持っていなかった。 いわゆる「 ファブレス」（ IC 設計開発専門企業） の先駆けであ
る（ 以上、 サクセニアン, 1995, 第五章を参考にした）。
かく して半導体業界は、量産標準型デバイスと少量高付加価値型デバイスの 2 つの分
野に分かれたが、1980 年代を通して前者から後者へ収益の重点がシフト していった（ サ
クセニアン, 1995, 第五章）。 その後の経緯をいう と、 前者の代表的企業はインテルであ
り 、 一旦日本企業との競争に敗れメ モリ事業から撤退し（ 1985 年）、 PC 用の CPU （ 中
央演算回路） とチッ プセッ ト に集中して復活した。 PC の世界的普及による市場拡大を
追い風に近年に至るまで半導体業界売上高 No. 1 の地位を維持してきた。 後者は、 多数
のファブレスによって担われ、 その後各種 IT 製品、 デジタル家電、 モバイル機器等の
応用分野の登場により、 特定用途向け IC にフォーカスした企業が急成長していった。
携帯・ スマホ用 IC のクアルコム、ネッ ト ワーク機器向け IC のブロード コム、画像処理
用 IC のエヌビディ アなどが有名であり 、 世界の有力ファブレスの大半は米国（ 主にシ
リ コンバレー） 企業である。
ファブレスの成長は、IC 製造を請負う 企業が存在してこそ可能となるのだが、当初、
エリ ア内あるいは国内の半導体メ ーカーに委託していた製造が、 1990 年代以降、 アジ
アの新興企業に託されることとなった。とり わけ台湾には、IC の前工程（ ウェ ハプロセ
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ス） および後工程（ パッ ケージ、 テスト ） にそれぞれ特化した専業受託製造企業が創設
され、 米国のファブレスと二人三脚で成長していく こととなる。

6

政府の支援
本節は、ベンチャーエコシステムに対する政府の支援の影響をみる。シリ コンバレー

の発展において、 とり わけ比較的初期の段階で、 政府は直接・ 間接の支援を行った。 そ
れには、 以下のよう なものがある。
①ルール作り を通しての支援
・

キャピタルゲインへの最高税率の引き下げ（ 1978 年に 49.5％から 28％へ、 1981 年
に 20％へ） によるベンチャー投資へのインセンティ ブを高めた。

・

スト ッ クオプショ ンへの課税を、オプショ ンが与えられた時ではなく 行使された時
に適用されるとした。

・

年金基金による V C ファンド への投資への制約を緩和し（ 1978 年）、 それ以降、 年
金基金が V C ファンド の主要な資金源となった。

・

その他、 起業や V C 投資を促すルール作り （ V C の GP が投資先企業の取締役にな
ることを認める、 L P の責任をその投資額に留める、 パート ナーシッ プを非課税と
する、企業の財務状況を透明化する会計基準、倒産した起業家の再起を不能にする
ほど負担を重く しない倒産法、株式上場に際して長期間の利益を必要としない、等）。

・

カリ フォルニア州では、労働契約における競争企業への転職禁止条項が執行不可能
であり 、 これが域内での人材移動を後押ししている。

・

特許制度の改革により 、知的所有権の保護を手厚く し、これが技術革新を促進した。

・

上場基準が既存の株式取引所より 緩やかな NA SDA Q の設立（ 1971 年開設）。

・

連邦政府資金による研究の知的財産権の管理を大学や小企業や非営利組織に任せ
る「 バイ・ ド ール法」 の施行（ 1980 年） により 、 大学による知的財産権の管理や活
用が促され、 産学連携が活発化した。（ ピシオーニ, 2014, pp. 105-106）。

②連邦政府の政府購買を通しての支援
・

1950 年代後半から 60 年代前半にかけてのシリ コン・ ト ランジスタの主な市場は、
空軍の航空電子工学システムやミ サイル誘導制御システムだった。

・

スーパーコンピュータでは、 国家公安局（ NSA ） や核兵器の研究所が主要な顧客で
あった。

③研究開発への関与と資金提供を通しての支援
・

連邦政府は、 1970 年代から、半導体や電気通信技術を含む電気工学の研究に、年間

10 億ド ル余り の資金援助を続けた。大部分は、大学や民間の研究者に配分された。
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・

こう した助成は、大学における当該分野の研究費の約 70％を占め、人材の育成にも
寄与した。 1997 年には、 電気工学とコンピュータ・ サイエンスの大学院生の 27％
が連邦政府からの資金援助を受けていた。ベイエリ アでは、スタンフォード 大学と

UC バークレー校が政府や国防総省の研究費を多く 獲得した。
・

1990 年代初頭にはインターネッ ト が形成されたが、 これは 1960 年代半ば、 国防総
省から出されたコンピュータ・ ネッ ト ワークの活用に関する構想に端を発する。当
初、科学研究サポート の道具として構想されたが、やがて電子メ ールやファイル交
換機能などが追加された。 1980 年には、全米科学財団やエネルギー・ 宇宙関連の他
の連邦政府部局もこれに参加することになった。

・

1958 年の中小企業法により 、政府資金と民間資金との共同出資の形で「 中小企業投
資公社（ SBIC）」 を設立できることとなった。 SBIC は、 1970 年代初頭に「 リ ミ ッ テ
ィ ド パート ナーシッ プ（ L PS）」 が一般的になるまで、ベンチャーキャピタル投資の
過渡的な組織形態として重要な役割を果たした。

・

「 スモール・ ビジネス・ イノ ベーショ ン開発法」（ 1982 年制定） による「 SBIR（ Small

Business Innovation Research）」 プログラムの開始。 この制度の特徴は、 第 1 に、 米
国連邦政府の外部委託研究費（ extramural research budget ） の一定割合をスモールビ
ジネスのために拠出することを義務づけている点である。 第 2 に、 3 段階の選抜方
式で「 賞金」（ award） の授与者を決定するという ことである。 この過程で、 無名の
科学者が起業家へと鍛えられていき、毎年多数の技術ベンチャーが生まれた。また、
国防総省やエネルギー省などの場合、生まれた新製品を各省庁が政府調達して、強制的
に市場を創出する。これが SBIR 採択企業の成長のきっかけとなるという 仕掛けである
（ 山口, 2016, 第二章）。

以上は、特定の地域のみを対象としたものではないが、シリ コンバレーの発展にとっ
て（ とり わけ、 比較的初期段階で） 重要な刺激となったことは間違いない（ 以上は、 特
に断り のない限り 、 ローエン, 2001 を参考にした）。

7

まとめ
以上、 シリ コンバレーのベンチャーエコシステム（ 起業家・ ベンチャー企業、 支援ア

クター）、 およびそれに大きな影響を与える要素（ 域外/ 海外リ ンケージ、 産業の性質、
政府の支援） を各々詳しく 検討した。各分野での、主要アクターの成長と様々な取組が
済み重なり 、 相互に影響し合いながら、（ 1937 年 HP 創設を起点とするなら） 80 年ほど
の歳月をかけてベンチャービジネスの「 聖地」 としての現状を形作ってきたことが明ら
かにされた。 その間に、 何度か、 転機を経験し（ 例えば、 半導体中心の産業構造からか
ら多様なエレクト ロニクス製品およびインターネッ ト 関連産業の創生に伴う 構造転換）、
域外/海外とのリ ンケージも発展させつつ、 多様な生態系が発展してきたのである。
シリ コンバレーには、こう した歴史的展開に裏付けられた唯一無二といってよい条件
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が整っており 、他の場所でこれをコピーしよう とする試みは、通常困難に直面する。近
年、 世界中で、 ベンチャー企業育成、 エコシステム構築への取組がなされているが（ 例
えば、「 Global Startup Ecosystem Report 」 ＜https://startupgenome.com/ ＞参照）、シリ コンバ
レーをモデルとしつつも、各国・ 地域特有の歴史的条件や社会経済状況を十分踏まえた
取組が不可欠である。第 2 章では、本章の分析枠組みを踏まえつつ、台湾におけるベン
チャーエコシステムの分析を試みる。
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第 2 章 台湾におけるベンチャーエコシステムの発展：
次世代産業（ インターネッ ト ・ I oT ） 推進との関連で
1

はじめに
台湾は、 過去 30 年ほど半導体産業を含むエレクト ロニクス産業（ ハード ウェ アの製

造業中心） を主な原動力として成長してきた。近年、こう した成長モデルにやや陰り が
みえ、 次世代産業育成の必要性が叫ばれている。なかでも、インターネッ ト や IoT 産業
は、台湾にとっても今後大きなビジネスチャンスをもたらすものとして重視される。加
えて、こう した新産業の担い手として、とり わけ若年層によるベンチャー企業が輩出す
ることが期待されて、 近年、 官民挙げて様々な支援の取組が実施されている。
本章では、 第 1 章冒頭で提示したベンチャーエコシステムの分析枠組み（ 第 1 章図 1
と図 2） を念頭に、 台湾におけるベンチャーエコシステムの発展状況、 およびインター
ネッ ト ・ IoT ビジネスを中心とする次世代産業推進への各界の取組を分析する。
以下では、 第 2 節は起業家・ ベンチャー企業の現状、 第 3 節で支援アクター、 第 4 節
は海外リ ンケージ、第 5 節は産業の性質、第 6 節は政府の支援について各々上述し、第

7 節はまとめである。

2

起業家・ ベンチャー企業
本節では、台湾における起業家文化の現状、および近年の起業家（ インターネッ ト 科

学技術系ベンチャー企業） の概況について説明する。

2.1

起業文化の伝統

1980 年代以降離陸し 1990 年代に本格化したハイテク産業の発展に伴い、 台湾では多
数の著名な創業者・ 企業家が輩出した。例えば、エレクト ロニクス産業分野に限ってご
く 一部をあげるとしても、 A cer （ 宏碁） の施振榮氏、 A SUS（ 華碩電脳） の施崇棠氏、

HTC（ 宏達國際電子） の王雪紅氏、 M ediaTek （ 聯發科技） の蔡明介氏、 Foxconn（ 鴻海
精密工業） の郭台銘氏、Delta（ 台達電子） の鄭崇華氏、L iteOn（ 光寶科技） の宋恭源氏、

A SE（ 日月光半導體） の張虔生・ 張洪本氏、 PTI（ 力成科技） の蔡篤恭氏、 A aeon（ 研揚
科技） の荘永順氏、 Largan（ 大立光電） の林耀英・ 陳世卿氏、 Chicony（ 群光電子） の林
茂桂氏等々、各分野で世界的な企業を育て上げている。こう した企業の多く は、創設当
初はベンチャー・ 中小企業であり 、創業し一国一城の主となることは、台湾においては
望ましい人生設計として普遍的に価値を持っている。 1
1

例えば、 Global Entrepreneurship M onitor （ GEM ） レポート の「 総合起業活動指数｣（ total earlystage entrepreneurial activity: TEA 。 18–64 歳人口 100 人に対して、 起業準備中の人と起業後 3 年未

27

ベンチャー企業の輩出により 産業に活力が吹き込まれた最も顕著な例は半導体
（ 集積
回路＝IC） 設計業である。 1987 年の専業ファウンド リ （ IC 前工程受託製造サービス）
の TSM C の創設を背景に、 1980 年代後半には矽統科技（ SiS）、 瑞昱半導體（ Realtek ）、
凌陽科技（ Sunplus） など現在まで存続する設計企業（ ファブレス） のいく つかが開業し
た。 ちなみに 1991 年時点で設計企業の数は 57 社で、 1995 年に 66 社、 2000 年に 140
社、2005 年には 268 社へと一貫して増加している。同産業の成熟に伴い、企業数もやや
減少し（ 2015 年で 245 社）、 参入障壁も高く なったが、 かつては、 業界経験者のスピン
オフや米国留学・ 就労経験者による帰国・ 創業が頻繁に観察された。
加えて、 台湾最大の政府系研究機関である「 工業技術研究院（ ITRI: Industrial

Technology Research Institute）」（ 1973 年設立、 応用研究重視） も、 台湾のハイテク産業
の揺り 籠として、技術・ 人材供給面で重要な役割を果たした。1970 年代以降の数次にわ
たる半導体技術開発プロジェ クト による同産業の立ち上げは特に著名な貢献である。こ
う した活動に伴い、ITRI 研究者のスピンオフも含め、多く の起業家や企業人材を輩出し
た。
ただし、 近年は、 半導体・ 液晶ディ スプレイ・ PC 周辺・ ICT 機器（ 特にハード ウェ ア
の製造）といったこれまでのリ ーディ ング産業が成熟し、後発の中国の追い上げもあり 、
次世代産業の推進とその担い手となる起業家の育成が重要課題とされてきている。
従来型ハイテク企業が成長し大企業化するに及んで、台湾の勤労者の間でも、必ずし
も自身で起業せずとも、 こう した大手企業に就職し、（ 少なく とも） 中堅幹部職にまで
昇進することで、悪く ない人生設計が描けるという「 寄らば大樹の陰」 的な発想も広ま
ってきた。 他方で、 近年、 特に若年層の雇用状況の悪化を直接的な原因として、 学生も
含めた青年による起業への関心が非常に高まっている。より包括的な背景として、消極
的要因（ 雇用の不安定性） と積極的要因（ 失敗を恐れない風土） の 2 面がある。
先ず、消極的要因（ 雇用の不安定性） については、以下のよう な事情がある（ cier-2015,

tier-2017, iasp-2015 など）。
・

労働基準法の保護はあるものの、一定額の解雇手当を支払えば従業員を解雇するこ
ともさほど難しく ない（ 勤続年数 5 年なら 5 ヵ 月分の給料を支払う 、 など）。

・

給料は基本的に年功制ではなく 能力主義で、長く 勤続したからと言って高い給料に
なるわけではない。 むしろ中途採用組の方が給料が高く なることもある。

・

加えて、 台湾の会社は大手でさえ、 日本企業ほど従業員（ 正社員） への保障が手厚
く なく 、 何時解雇されるか分からないので、「 寄らば大樹の陰」 的な発想は日本ほ
ど強く ない。

・

台湾の会社は歴史が浅く 、 日本のよう に創立 100 年以上のよう な会社はない。 1 つ

満の人が合計何人いるかを表すでは、 2012 年の値で、台湾は 7.5％（ 日本と米国は各々、 4.0％と
12.8％） とイノ ベーショ ン主導型経済 32 ヵ 国中 8 位（ 日本は最下位、 米国は 1 位） に位置して
おり、 同レポート 中のその他の指標でも高位置にある（ V EC, 2013 参照）。
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の会社に人生を捧げるよう な発想は台湾人には少ない。
次に積極的要因（ 失敗を恐れない風土） には次のよう なことがある。
・

台湾の若者も当然有名な大手会社に入社し、安定した収入を得る生活を望むものが
大勢いるが、 他方で、 起業する若者も増えている。 理由は、 ①台湾では起業して失
敗しても、 必ずしも経歴の疵にならない。「 誠実な失敗なら OK 」「 経営者の苦労を
理解できる」 としてかえって評価され、 就職先を見つけるのも困難ではない。 ②2
度、 3 度、 4 度と失敗し、 数回目に成功するという 例も少なく ない。 ③近年、 若者
の就職率が悪く 、「 自分の仕事は自分で創ろう 」 と いう 機運が出ている。 大学が学
生の起業を奨励するよう になったのも同様の背景である。

・

周囲に起業し成功した例（ 家族、同窓生、元の同僚等） が多く いて、「 自分もやれば
できるかも」 という 感覚を持ちやすい。特に若者の場合、 Web アプリ の開発などで
起業する世界的な潮流の影響を受け、 最近、 非常に盛り 上がっている（ ただし、 若
者の起業の多く は失敗する）。

2.2

近年の起業家の概況

近年の起業家のより 具体的なイメ ージについては、『 數位時代』（ Business Next） の起
業家調査（ 2016 年） が参考になる。 2 これによれば、 最近の台湾のベンチャー企業（ ネ
ッ ト ワーク・ 科学技術系小型企業） の主な特徴は以下のよう になる（ 郭芝榕, 2016a）。
①企業基本情報
・

企業創設からの時間：

1 年以下21％、1〜2 年31％、3〜4 年23.4％、5〜6 年14.1％、

7〜10 年 5.1％、 10 年以上 5.1％であり 、 2 年までの若い企業が 52％を占めている。
・

資本金額：

100 万台湾元（ 以下、 単に「 元」 と記す） 以下 28％、 101 万〜300 万

元 17.1％、 301 万〜500 万元 13.8％、 501 万〜800 万元 7.8％、 801 万〜1,000 万元

5.4％、 1,001 万〜2,000 万元 8.4％、 2,001 万元以上 19.2％であり、 300 万元以下が
45.1％を占めている。
・

ビジネスモデル：

製品販売 55.4％、 有料サービス 41.5％、 カスタム・ プロジェク

ト 29.2％、 プラッ ト フォーム/手続き料 24.3％、 広告 14.7％、 その他 5.7％で、 製品
販売が過半である。
・

業種：

e コマース 18％、 スマート ・ ハード ウェア 9.9％、 文化創意メ ディ ア娯楽

9.9％、 クラウド /ビッ グデータ 9％、 マーケティ ング広告 PR6.3％、 モバイル通信コ
ミ ュニティ 5.7％、 O2O 5.7％、 IT ソフト ウェア・ ツール 5.4％、 その他 30.1％であ
る。大部分はモバイル/インターネッ ト 系、ソフト ウェ ア、コンテンツ関連だが、ス
2

『 數位時代』「 勇闖世界！2016 台灣創業大調查」（ https://www.bnext.com.tw/article/41843/startupsurvey-taiwan-policy ）。調査期間は 2016 年 9 月 22 日〜10 月 10 日、調査対象は台湾のインターネ
ッ ト 科学技術系小型企業（ 創業者が台湾人、もしく は台湾で登記している、あるいは本社が台湾
にある、 という 項目の少なく とも 1 つに合致する）。 回収した回答は 355 部で、 う ち有効回答は
332 部（ 創業者もしく は CEO が回答）。
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マート ・ ハード ウェ アも約 10％あり 、 その他の中にはバイオ医療 4.2％や食品農業

2.7％といったものも含まれる。
②創業者の情報
・

性別： 男性 84.3％、 女性・ その他 15.7％で、 男性が中心である。

・

年齢： 21〜25 歳 4.2％、 26〜30 歳 12.9％、 31〜35 歳 30.1％、 36〜40 歳 25.6％、 41
〜45 歳 16.8％、46 歳以上 10.2％である。換言すると、20 歳台
（ 21〜30 歳）が 17.1％、

30 歳台（ 31〜40 歳） が 55.7％、 40 歳台以上（ 41 歳以上） 27.0％で、 30 歳台が過半
を占める。
③資金調達
・

外部資金調達：

調査対象企業のう ち、創業以来外部から資金調達したことのある

ものは 31.6％のみである。 ただし、 将来 1 年間で、 外部からの資金調達実施を考え
ている企業数では 66.2％となっている。
・

資金源（ 複数選択可）：

自己資金 95.1％、 親戚友人 33.1％、 政府補助 25.3％、 エ

ンジェ ル投資家 24.3％、銀行ローン 24％、ベンチャーキャピタル 14.1％、企業投資

13.8％、 戦略的同盟パート ナー9％、 インキュベータ /アクセラレーター4.2％、 クラ
ウド ファンディ ングング 3.3％、 その他 1.2％である。 上述のよう に、 創業以来外部
から資金調達したことのない企業が約 7 割を占めることもあり 、依然、大半は自己
資金や親戚友人といった伝統的資金源に依存している。他方でエンジェ ルやベンチ
ャーキャピタルからの資金調達は、政府補助や銀行ローンと比べても同等かそれ以
下である。
・

投資獲得企業の業種：

2015・ 2016 年に外部からの資金調達をした企業（ 調査対象

企業の 26.8％） の業種比率は、e コマース 17.9％、スマート ・ ハード ウェ ア 15.7％、
クラウド /ビッ グデータ 11.2％、 モバイル通信コミ ュニティ 7.8％、 O2O6.7％、 文化
創意メ ディ ア娯楽 6.7％、 ゲーム 6.7％、 バイオ医療 6.7％、 その他 20.6％である。
④海外展開
・

海外支社（ 分公司） の設立：

・

海外市場開拓：

海外支社を有している企業は 17.1％である。

調査対象創業者の約 7 割は海外市場展開を予定している（ 厳密に

は、海外市場拡張の方針が確定したものは 46％、計画中は 27.1％で、計 73.1％であ
る）。 拡張先としては、東南アジア 56.2％、中国・ 香港・ マカオ 54.9％、米国・ カナ
ダ 41.1％、 東北アジア 32％、 欧州 28.1％、 その他 7.1％（ 海外市場拡張が確定した
企業のう ちの比率。 複数選択可）。
・

業種：

海外市場拡張の企業を業種別にみると、 e コマース 17.6％、 スマート ・ ハ

ード ウェ ア 13.7％、文化創意メ ディ ア娯楽 9.1％、クラウド /ビッ グデータ 8.4％、モ
バイル通信コミ ュニティ 8.4％、 マーケティ ング広告 PR5.8％、 IT ソフト ウェ ア・
ツール 5.2％、 旅行・ 観光 5.2％、 その他 26.6％である。
⑤企業の将来
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・

出口戦略：

「 企業の独立経営維持を希望」 47.5％、「 IPO」 26.8％、「 M & A（ 買収さ

れる）」 25.6％である。

IPO の予定：

・

170 名の創業者に 3 年以内の IPO の予定を問う たところ、「 ない」

51.2％、「 ある」 17.7％、「 未定」 31％という 結果であった。
大企業に M & A された場合の影響について：

・

「 創新あるいは事業転換に資する」

50％、「 評価不能」 20.4％、「 経営統合は困難」 15.3％、「 短期的には大した助けにな
らない」 14.1％であった。
以上の結果を要約すると、企業の基本情報では、企業設立から 2 年までの若い企業が
半ばを占め、資本金額は半数近く が 300 万元以下、ビジネスモデルでは半数余り が製品
販売、業種では大部分がモバイル/ インターネッ ト 系、ソフト ウェ ア、コンテンツ関連だ
が、スマート ・ ハード ウェ アも約 10％ある。創業者に関しては、大半が男性で、年齢は

30 歳台が過半を占める。 資金調達では、 これまで外部資金調達をしたことのある企業
が 3 割ほどで、資金源としては自己資金や親戚友人が多く 、エンジェ ル投資家やベンチ
ャーキャピタルはそれほど多く ない。 2015・ 2016 年に外部資金を獲得し た企業の業種
別では、e コマース、スマート・ ハード ウェ ア％、クラウド /ビッ グデータが比較的多い。
海外展開に関しては、海外支社を有している企業は 2 割足らずだが、今後海外市場拡張
を予定しているものは約 7 割を占める。拡張先としては東南アジア、中国大陸、北米が
多い。 業種別では、 e コマース、 スマート ・ ハード ウェ アが比較的多い。 企業の将来に
ついては、 IPO や M & A より も独立経営維持の希望が多く 約半数を占めた。 3 年以内の

IPO をしない企業が約半数で、未定を合わせると 8 割強となる。ただし、大企業に M & A
された場合の影響については、創新・ 事業転換に資するという プラスの予想が半数を占
めた（ なお、 2018 年 3 月 23 日の為替レート は 1 元＝約 3.6 日本円である）。

3

支援アクター
本節では、台湾のベンチャー支援アクターについて、大学／研究機関、資金提供者
（ ベ

ンチャーキャピタル等）、経営支援専門家（ アクセラレーター等）、および大企業の順に
解説していく 。

3.1

大学／研究機関

ベンチャーエコシステムにおける大学の役割は、人材育成・ 供給が中心である。この
点に関して、 簡単な国際比較を示したものが表 1 と表 2 である。 これは、 台湾に加え、
日本、中国、米国といった台湾と関係の深い主要国の大学以上の卒業生数を専門分野ご
とに示したものである（ 2016 年データ）。台湾は、 29.2 万人（ う ち理学＋工学のみは 9.9
万人。 以下同じ） に対し、 日本 65.4 万人（ 14.9 万人）、 中国 413.7 万人（ 168.0 万人）、
米国 270.2 万人（ 47.0 万人） であり 、 やはり 主要国とは大差がついている。 ただし、 人
口 1 万人当たりで計算すると、台湾 123.9 人
（ 42.0 人）に対して、日本 51.2 人
（ 11.7 人）、
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中国 29.5 人（ 12.0 人）、 米国 83.9 人（ 14.6 人） となり 、 台湾はむしろ主要国を上回って
いる。
表 1 2016 年台湾および主要国の大学以上卒業生数（ 単位： 人）

台湾
日本
中国
米国

合計
291,792
653,649
4,137,462
2,702,465

理学
工学
14,164
84,733
26,590
122,367
304,488 1,375,367
199,105
271,303

農業
6,338
22,903
81,196
43,067

医学
19,788
65,757
286,519
314,501

人文
社会
37,214
129,555
199,188
216,844
916,394 1,173,498
940,921
933,568

出所） 科技部（ 2017） の「 II-16. 主要國家大學以上畢業生人數−依科技領域區分」 より筆者作成。

表 2 2016 年台湾および主要国の大学以上卒業生数（ 人口 1 万人当たり ）（ 単位： 人）

台湾
日本
中国
米国

合計
123.9
51.2
29.5
83.9

理学
6.0
2.1
2.2
6.2

工学
36.0
9.6
9.8
8.4

農業
2.7
1.8
0.6
1.3

医学
8.4
5.1
2.0
9.8

人文
15.8
15.6
6.5
29.2

社会
55.0
17.0
8.4
29.0

注） 2016 年各国人口は、 台湾 2、 355.7 万人、 日本 1 億 2、 774.9 万人、 中国 14 億 350.0 万人、 米国 3 億 2、
218.0 万人（ https://www.globalnote.jp/post-1555.html より ）。
出所） 表 1 と同様（ ただし、 各国人口については、 上記の注参照）。

大学/研究機関によると産学連携および起業家支援は、従来は主に「 中小企業創新育成
センター」（ 以下、 育成センターと略記。 http://incubator.moeasmea.gov.tw ） を通して行わ
れていた。經濟部中小企業處は、 1997 年以降「 中小企業発展基金」 を運用し、新規企業
育成と既存中小企業のアッ プグレーディ ングのために、大学・ 研究機関、民間組織に対
して育成センターの設立を奨励してきた。 2017 年 8 月 10 日時点で、 全国に 140 ヵ 所以
上の育成センターがあり（ う ち中小企業處の補助を受けたことのあるセンターは 128 ヵ
所）、その大分部が大学付属とみられる。3 1997 年以来 2017 年 8 月 10 日までの累計で、
補助金投入金額は 32.5 億元、 誘発した投資・ 増資金額は 1、 428 億元、 育成企業数は 1
万 3、 844 社（ う ち新規企業は 8、 052 社）、 育成企業による特許取得件数は 4、 300 件、

3

最近のデータは手元にないが、 2012 年のデータでは、 全国に 130 ヵ 所以上の育成センターが
あり、 母体となった機関からいう と、 大学が 98 ヵ 所（ 75.4％）、 財団法人が 13 ヵ 所（ 10.0％）、
政府機関 13 ヵ 所（ 10.0％）、 民間団体が 6 ヵ 所（ 4.6％） で、 大半は大学付属である。 対象となる
産業領域でいう と、情報処理／電子が 28.5％、バイオテクノ ロジーが 14.8％、機械／電機が 13.4％、
教育／文化／芸術が 5.7％、 環境保全が 4.7％、 マルチメ ディ ア／マスメ ディ アが 4.4％、 原材料
が 4.1％、 医療が 3.8％、 民生工業が 3.7％、 その他が 16.9％である。 情報処理／電子、 バイオテ
クノ ロジー、 機械／電機の 3 分野が中心だが、 いわゆるハイテク的でない分野もカバーしてい
（ 44.6％）、中部 28 ヵ 所
（ 21.5％）、南部 38 ヵ 所
（ 29.2％）、
る。地域的分布では
（ 図 2）、北部 58 ヵ 所
東部 6 ヵ 所（ 4.6％） である（ 中小企業處, 各年版の 2012 年版, pp. 262-263 により 整理）。
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育成企業への技術移転件数は 1,990 件、 育成企業の IPO（ 上市/ 上櫃） 件数は 113 社であ
る（ https://www.moeasmea.gov.tw/fp.asp?xItem=625& ctNode=613& mp=1）。
育成センターが入居企業に提供するサービスは、スペース・ 設備支援、ビジネス支援、
行政支援、 技術・ 人材支援、 情報支援である。 表面的にみたサービスメ ニューはどの育
成センターでも大差はないが、母体となる大学・ 研究機関等の得意分野や資源の豊富さ、
立地条件等に応じ、 サービスの内容・ 質、 重点対象分野は異なる。 そのため、 台湾大学
や交通大学、あるいは（ 大学ではないが） 工業技術研究院などのリ ソースの豊富な大学

/ 研究機関の付属のセンターを除き、数年前より 、育成センターの差別化・ 特色化の推進
が課題となっていた。 現状では、 重点育成対象・ 分野として、 青年創業、 女性創業、 イ
ノ ベーショ ン応用（ 母体機関からの研究開発成果・ ライセンス・ 技術移転重視）、 国際
化（ 海外市場開拓・ 海外進出などの支援重視）、 社会的企業、 地域連携（ 近隣地域の育
成センター同士の連携重視）、 プレ育成コミ ュニティ （ 育成センターに入居する手前の
起業家の支援） があげられ、 こう し たプログラムを持つセンタ ーに補助を与えている
（ https://incubator.moeasmea.gov.tw/incubator-service-2/subsidies.html ）。
次に、大学の教員・ 学生による創業の現状について解説する（ 以下は、主に ntu-2013,

iaps-2015, tier-2017 に基づく ）。 国立大学の教員は、 制度上は公務員で退職後も終身俸給
が与えられる。従って民営企業の創設者になるのは禁止されていた。投資者・ 顧問には
なれる。 その後、 大学で行政管理職を担当していない場合（「 技術的公務員」 の扱い）、
民営企業の創業者になっても良いという 方便が設けられた（ 持株シェ アは 10％を超え
てはならない。 バイオは例外）。 起業の際、 本業を何年か休んで企業に派遣される形を
とる。
近年、大学による学生による起業が奨励されている。理由としては、以下のよう なこ
とがあげられる。①政府はベンチャーを通して経済成長を刺激したい。就職難への解決
にもなる。②台湾の大学は政府の保護の下にあるが、予算がどんどん減っている。ベン
チャー設立を通して、将来株式を保有し、技術移転をし、学校の収入源を増やすことを
期待する。 ③現在の若者は、 グローバルな影響を受けている。 Google や Facebook のよ
う な大学卒業後創業し成功した事例を多く 見ており 、起業のハード ルが以前より 低く な
っている。サクセススト ーリ ーの影響を受け、あるいは先輩の起業成功経験の影響を受
けて、 自分も起業しよう と思う よう になる。
大学教授が幾人かの弟子に卒業後、育成センター内に企業設立するよう 勧める。経営
に直接あたるのは卒業生（ および学生） のチームだが、 教授が背後で訓練・ 助言、 ある
いは指令・ 指導するといった事例もある。
学生により 起業を支援するために、大学に起業家向け基礎的教育課程が開講されるよ
う になった。元々、大学には起業について専門的に教える教員はいなかったため、基礎
的な講義の他は、比較的広範囲に柔軟に外部の専門家・ 業界人を招いて講師を担当させ
ている。
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近年、台湾大学、交通大学、政治大学のよう な国内著名大学が自身のベンチャーキャ
ピタルあるいはエンジェ ル・ ファンド をもち投資活動を行っている｡学生の起業を鼓舞
する仕組みとして、例えば、台湾大学では、 2012 年に「 台湾大学創業連合会」 を設立し
た。起業に向けた交流・ 情報交換促進、年々の「 NTU（ National Taiwan University ） Startup

Day 」 の開催（ 起業家チームによるビジネスプランの発表や製品・ サービスの展示会）、
ベンチャーキャピタルやメ ンターとの連携、および大手会計事務所との提携（ 大学の起
業チームに対して一定の範囲内で無料のコンサルティ ング・ サービスを提供してもらう ）
などの活動を学校ぐるみで推進している。

3.2

資金提供者（ ベンチャーキャピタル等）

（ 1） 従来型ベンチャーキャピタルの貢献と近年の活動停滞
台湾はベンチャーキャピタ ル（ 以下、 V C） の活動でも国際的評価が高い。 例えば、
『 2016-2017 世界競争力報告』 で参考にすると、「 ベンチャーキャピタルの利用可能性」
では、 台湾は世界ランキング 13 位（ 中国 14 位、 香港 11 位、 日本 26 位、 米国 4 位）。
台湾におけるベンチャーキャピタル（ 以下、 V C と略記） 業界の始まり は、 1982 年に
行政院・ 李國鼎政務委員らが米国シリ コンバレー等を視察し V C の重要性を指摘したこ
とに遡る。 1984 年には台湾初の民間 V C（ 宏大創業投資公司） の設立がみられた。 1990
年代後半は、 台湾 V C 業の成長期で、 新設 V C 会社数も 1999 年に 46 件を記録しピーク
に達した（ 運営中の会社数では 2005 年の 231 社がピーク）。当時は、IT 、電子、半導体、
光電子、通信等のハイテク産業の成長期で、台湾の V C 会社は、 1996〜2000 年までに合
計 5,926 社のハイテク企業に投資し、 これらは次々と IPO した。 即ち、 V C 会社は、 成
長期にあった台湾のハイテク産業に各界から募集した遊休資金を集中投資し、その発展
に大きく 貢献したのである。 しかし、 2001 年以降、 V C 業は成熟期に入り 、 V C 投資金
額・ 案件数も 2000 年をピークに減少傾向に転じた。

V C 投資額の趨勢を台湾ハイテク産業の主要 6 業種に関してみてみよう（ 図 1）。 1996
〜2011 年までのデータしか得られないが、当初、情報処理と半導体が主要投資先で、情
報処理はその後比率を趨勢的に下げ、半導体は主要投資先としての地位を保持している。
続いて通信と光電子の比率が増加したが、 通信は 2002 年を境に降下し、 電子は大きく
変動しながらも主要投資先の 1 つに。 電子は、 概ね 10％前後で安定的に推移し、 バイ
オは 2000 年代の半ば以降存在感を増している。
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図 1 台湾ベンチャーキャピタルの投資対象主要産業別比率（ 金額ベース） の変遷
（％）
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注） バイオの数値は、 2003 年までは「 生物科技」 、 2004 年以降は「 生物科技與製薬」 の産業名で
表示されており 厳密には内容が少し異なる可能性がある。
出所) 中華民國創業投資商業同業公會 (各年版) の 2004 年版 p. 62、 および 2012 年版 p. 84 より 筆者
作成。

近年は、 台湾 V C 業の活動が低迷していると指摘されており 、 その内容・ 背景として
次の 5 つがある。
・

海外資金導入の不足：

海外投資家からみて投資先として台湾が魅力に欠ける。

・

リ ーディ ング産業の世代交代の遅れ：

従来台湾の経済成長をリ ード してきた半導

体・ 液晶や IT 機器の製造業が成熟し、 これに代わる有力な次世代産業がみえてこ
ない。
・

国内ビジネスチャンスの不足とアジア（ 主に中国） への投資シフト ：

こう したこ

とを背景に、 企業・ 人材・ 資金のアジア（ 主に中国） へのシフト が進む趨勢がみら
れる。
・

初期ステージ企業4 への投資比率の低さ：

初期ステージ（ シード ／スタート アッ

プ） 企業への V C 投資の比率が非常に低く 、 初期ステージ起業家が資金調達難に陥
4

ベンチャー企業の発展ステージは、 以下のよう に区分される。「 Seed」 ＝創業者が有望なアイ
ディ ア、技術、チームを有しているのみで、製品の研究開発と企業設立のための資金を必要とし
ている段階。「 Startup」 ＝製品開発は完了したものの本格的な商品化には至っておらず、 製造設
備や販売、 企業組織管理制度の構築のための資金が必要な段階。「 Expansion」 ＝製品が市場に受
け入れられ、 一層の製品開発、 設備拡充、 量産、 在庫計画、販売強化のために追加資金が必要な
段階。「 M ezzanine」 ＝売上が成長し収益を確保し始め、 上場に向けた準備をする段階。 生産能力
拡充や影響力ある組織・ 個人を株主とし て引き入れ企業の知名度向上を図るための資金需要が
ある。
「 Turnaround」 ＝企業経営が困難に直面し、事業再生や業績改善のために資金調達する段階
（ 中華民國創業投資商業同業公會 HP＜http://www.tvca.org.tw/＞より ）。初期ステージ起業家とは、
このう ち主に Seed と Startup を念頭に置いている。
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っている。
・

ハンズオン支援の不足：

一般的に、 台湾 V C は出資先企業への経営に深く 関与し

支援することに積極的ではないとみられる。とり わけ、インターネッ ト やソフト ウ
ェ ア、 文化創意などの新興産業に対しては、 V C 投資家が十分な理解がなく 、 投資
や経営支援に二の足を踏む傾向がある（ 以上、 詳しく は、 岸本, 2015 参照せよ）。
最後の点を敷衍すると、 インターネッ ト 産業では、 米国の Uber や A irbnb の例を見て
も分かるよう に、新たなビジネスチャンスを見出したなら、如何に急速に顧客を開拓し
市場を一定の規模にまで拡張し、そのフィ ード バッ クを受けながらビジネスモデルを練
り 上げていく かが勝負で、そのためには適宜 V C から大量の資金が調達できることが不
可欠である。米国や中国では、自身が起業し成功した経験のあるエンジェ ル投資家やベ
ンチャーキャピタリ スト が多数おり 、 これがインターネッ ト 産業の繁栄を支えている。
台湾では、 かつて半導体や ICT 業界経験者がベンチャーキャピタリ スト となり 、 V C と
ハイテク産業界の間に密接な交流があった。他方、インターネッ ト 関連ビジネスに関し
ては 2000 年代初頭の IT バブル崩壊でこう した産業が下火となり、産業界と V C との人
材循環が途切れる事態となったのである（ appw-2017）。
台湾では、エンジェ ル投資家に成り う る資産家が欠如している訳ではないが、実際に
はエンジェ ルおよび初期ステージのベンチャーへの投資が非常に不足しているのは、こ
う した背景からである。 他方で、 近年、 徐々に 2010 年前後に創業した新産業分野の企
業へのまとまった投資案件も出てきている。 例えば、 2016・ 2017 年には、「 創意引晴」
による 1,000 万米ド ル（ 以下、 単に「 ド ル」 と記す） 調達、「 M 17」 による 4,000 万ド ル
調達、「 Gogoro」 による 3 億ド ル調達、「 A ppier 」 による 3,300 万ド ル調達、「 Shopback 」
による 2,500 万ド ル調達などが報道された。 これらベンチャー企業への投資家は、 海外
の V C も多く 含まれているが、台湾の投資家からの投資も徐々に増えてきている模様で
ある（ 郭芝榕, 2016a, Huang, 2017）。
（ 2） 近年の投資家の概況
近年の投資家の具体的なイメ ージについては、『 數位時代』（ Business Next） の投資家
調査（ 2016 年） が参考になる。 5 これによれば、 最近のネッ ト ワーク・ 科学技術系ベン
チャー企業に投資したこと のある台湾投資家の主な特徴は以下のよう になる（ 郭芝榕,

2016b）。
・

投資家の類型：

類型別には、 V C が 66.6％、 企業の投資 16.6％、 エンジェ ル投資

家 8.3％、 アクセラレーター8.3％である。

5

『 數位時代』「 解密台灣投資者樣貌」（ https://www.bnext.com.tw/article/41945/2016-investor-surveystartups-need-angel-investment）。 調査期間は、 2016 年 9 月 22 日〜10 月 10 日。 調査対象は、 この
2、 3 年にインターネッ ト 科学技術系ベンチャー企業に投資したことがあると公表している投資
家。 回収した回答は 36 件で、 全て有効。
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・

投資ファンド の規模：

調査対象投資家の 69.5％が投資ファンド を有しており 、規

模としては、 500 万〜1 億元 8％、 1 億〜5 億元 8％、 5 億〜10 億元 20％、 10 億〜20
億元 20％、 20 億〜30 億元 12％、 30 億〜40 億元 12％、 40 億元以上 20％であり 、 20
億元以下が 56％を占める。
・

選好する投資対象業種（ 複数選択可）：

ビッ グデータサービス 52.7％、 スマート

ホーム 44.4％、 クラウド サービス 44.4％、 車載ネッ ト ワーク 41.6％、 スマート 物流

41.6％、 フィ ンテッ ク 38.8％、 バイオ医療 36.1％、 スマート ウェ アラブル 30.5％、
企業 IT ソリ ューショ ン 30.5％、 その他である。
・

投資先企業の国籍：

台湾と海外の起業家チームの両方に投資した投資家の割合が、

80.5％であった。
・

選好する投資対象市場（ 複数選択可）：

投資先企業の市場として投資者が選好す

るのは、 台湾 88.8％、 中国 55.5％、 米国・ カナダ 55.5％、 東北アジア 25％、 東南ア
ジア 25％、 欧州 16.6％、 インド 11.1％、 その他 5.5％であり 、 台湾の他、 中国と北
米が多い。
・

投資先企業の成長段階（ 複数選択可）：

プレ種子輪 27.7％、 種子輪 58.3％、 天使

輪 36％、 プレ A 輪 61.1％、 A 輪 63.8％、 B 輪 50％、 C 輪 33.3％、 D 輪以降 22.2％
である。 6 台湾では、 初期ステージへの投資が不足しているとしばしば指摘される
が、 この数値を見る限り 、 各ステージにバランスよく 配分されている様である。
・

一つの起業家チームに対する平均投資額（ 複数選択可）： 500 万〜1,000 万元、 1,000
万〜2,000 万元、 2,000 万〜3,000 万元、 3,000 万〜5,000 万元がそれぞれ 30％強で多
い。

・

過去 5 年の投資総額： 3,000 万元以下 13.8％、 3,000 万〜1 億元 8.2％、 1 億〜5 億元

22.2％、 5 億〜10 億元 11.1％、 10 億〜20 億元 25％、 20 億〜30 億元 8.3％、 30 億〜
40 億 2.7％、 40 億〜50 億元 2.7％、 50 億元以上 5.5％となっている。 1 億元以下が
22.0％、 5 億元以下が 44.2％、 10 億元以下が 55.3％である。
・

過去 5 年の投資先企業総数： 10 個以下 33.3％、11〜20 個 27.7％、21〜30 個 11.1％、

31〜50 個 13.8％、 51〜70 個 5.5％、 70 個以上 8.3％である。 20 個以下が約 6 割を占
める。

6

「 種子輪」 とは、 企業が単にアイディ アのみを持ち具体的な製品・ サービスを持たない段階、
あるいは、創業者が技術的発明と起業の構想を有するも投入資金が欠如している段階。
「 天使輪」
とは、企業が初歩的製品・ ビジネスモデルを有し、コアとなる顧客を開拓している段階。
「 A 輪」
とは、企業の製品開発が成熟を見せ、経営が軌道に乗って一定期間経ち、ビジネス・ 利益獲得モ
デルが詳細に形作られ、 業界内で一定の地位と評判を得るに至った段階である。「 B 輪」 とは、
一旦集めた資金を使い尽し、企業がやや大きく 発展する段階で、一部は既に収益を上げ始め、ビ
ジネス・ 利益獲得モデルに問題もなく 、新事業打ち出しや新領域開拓が必要とされるケースもあ
る。 ちなみに「 C 輪」 とは、 企業が非常に成熟し、 IPO も遠く ない段階である（ この説明は、 以
下による。 http://www.9900.com.tw/talk/BBSShow.aspx?stype=E81A & jid=b7bdd20c-e2dc-1033-a2248b4ee5933035）。
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以上を要約すると、台湾投資家の類型としては V C が約 7 割で、調査対象投資家の約

7 割が投資ファンド を有しており、 ファンド の規模は 20 億元以下が過半を占める。 投
資対象業種としては、ビッ グデータサービス、スマート ホーム、クラウド サービスが上
位 3 つを占めている。 投資先企業の国籍では約 8 割が台湾と海外の両方に投資してい
る。 投資先企業の市場として重視するのは、 台湾の他に中国、 北米が多い。 投資先企業
の成長段階では、概ね各ステージにバランスよく 配分されている。一つの投資先に対す
る平均投資額は、 500 万元〜5,000 万元の間のものが多い。 過去 5 年の投資総額では 10
億元以下が過半であり、 過去 5 年の投資先企業総数では、 20 個以下が約 6 割を占める
（ なお、 2018 年 3 月 23 日の為替レート は 1 元＝約 3.6 日本円である）。

3.3

経営支援専門家

経営新専門家には、 法律事務所や会計事務所のよう な従来からのアクタ ーもあるが、
ここでは、新規起業家の後押しや初期ステージのベンチャー企業の経営支援を主な専門
とする支援機関として近年注目されているコワーキングスペース（ Coworking space） や
アクセラレーター（ A ccelerator ） に焦点を絞る。
（ 1） 台湾のコワーキングスペース、 アクセラレーター概観

2010 年前後から台湾においてもコワーキングスペースやアクセラレーターのよう な
新しいタイプの起業家支援施設が登場しはじめ、近年急速に数を増やしている。表 3 は、

2016 年 11 月 18 日付の雑誌記事に紹介された主要な施設である（ 郭芝榕, 2016a）。 それ
によれば、 台湾には 86 ヵ 所のコワーキングスペース（ 表中は一部のみ）、 10 ヵ 所余り
のアクセラレーターがある。ただし、こう した施設は、ここ数年で台湾各地に設立され
急速に数を増やしている模様である。 7
アクセラレーター（ 中国語では「 加速器」） について、 台湾においては、 政府により

2012 年から育成加速器の仕組みが構築され、 2013 年には「 新興産業加速育成計画」 が
打ち出された。この中で、工業技術研究院（ ITRI ）、国立交通大学、国立中原大学を各々
核とし、 創新育成センター、 法人企業、 専門的支援機関が参画する「 育成聯盟」 が 3 つ
形成された（ 各々、「 A 、 B 、 C 聯盟」 と称し、 欧米市場、 アジア市場、 新興市場の開拓
を目指す）。 そして、 有望ベンチャーに対して、 メ ンタリ ング、 早期資金提供（ エンジ
ェ ル、 V C、 大手企業投資部門とのマッ チング）、 および国際ネッ ト ワーク形成支援を通
じて、迅速な成長と国際市場への進出を促すものである。特徴的な取り 組みとして、
「 大
企業オリ エンテーショ ン育成」（「 大企業定向育成」） と呼ばれるものがある。 これは、
新創企業と大企業との間に 1 対 1 の子弟関係を設定し集中的に指導を行い、並びに大企

7

こう した支援施設に加え、 ベンチャー関連のイベント 、 政府政策、 投資家・ 資金調達先、 教
育プログラム、 起業家の交流コミ ュニティ などを一応網羅したデータベースとして、「 新創圓夢
網」 ＜http://sme.moeasmea.gov.tw/startup/＞「 創業生態圏」 の頁がある（ ただし中国語）。
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業のバリ ューチェ ーンへ参入させることを通して成長加速を実現するものである。
表 3 台湾における主なコワーキングスペースやアクセラレーター
Coworking space（共同工作空間）
台北
・Changee
・CIT 台北創新中心
・CLBC Coworking Space
・FutureWard 未來產房
・Impact Hub Taipei
・KICK OFF Coworking Space
・臺北創新實驗室
・三創育成基金會Star Rocket
・卡市達創業加油站
・趣工作
・濕地Venue
・創立方

新北市
・新北創力坊
・創夢市集
新竹
・StarFab 創新加速器
台中
・漢揚創業育成中心
・夢種子應諾創客社區
・光明頂創育智庫
台南
・胖地
高雄
・DAKUO 高雄市數位內容創意中心
台東
・邸Tai Dang

Accelerator （加速器）
・AppWorks加速器
・Garage+
・MOX
・OrangeFab
・StarFab 創新加速器
・TA 台灣創速
・TXA 創新加速器
・新興產業加速器（資策會）
・交大產業加速器
・眾力加速器
・虛擬加速器Spring Drive

出所） 郭芝榕（ 2016a） より 作成。

こう した政府主導の仕組みの他に、民間のシード アクセラレーターも登場した。最初
期のものは、 2010 年創設の A ppWorks（「 之初創投」） で（ 後に詳述）、その後、 民間のア
クセラレーターが急速に増加している。 とり わけ、 既存事業会社（ 特に大手企業） によ
るベンチャー企業への投資・ 買収は、自身の事業の拡大や再編の手段として以前から盛
んに行われていたが、近年はインキュベーターやアクセラレーターの運営による起業家
のより 直接的な支援に乗り 出し ている。 台湾の著名企業 20 社あまり が出資する
「 Garage+ 」 がその代表であろう 。 Garage+ は「 時代基金會（ Epoch Foundation）」 を母体
とし（ 時代基金會自体は、 2000 年代初頭より 人材育成事業に携わっていた）、 2012 年か
ら起業家育成事業を開始した。 TSM C、 Delta Electronic、 Quanta Computer 、 M ediaTek な
どの台湾の代表的企業多数からの支援により 2014 年、 台北市繁華街に 200 坪のスペー
スを持つ現在のキャンパスを開設した。 資金提供（ 最高 10 万米ド ルの起業シード 基金
提供）、 ト レーニングコース、 スペース（ 7 組分の独立オフィ ス、 40 席分のコワーキン
グスペース）、 メ ンタリング（ 70 名以上の起業家、 法律・ 会計顧問、 業界専門家、 エン
ジェ ル投資家による指導）、 および国際交流といった支援サービスがある。 海外のスタ
ート アッ プを招致し 、 台湾の産業リ ソ ースと 結び付け支援するプログラ ムも ある
（ Garage+ の HP＜http://www.garageplus.asia/ ＞等より ）。
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（ 2） アクセラレーターの事例： AppW orks

A ppWorks（「 之初創投」） は、民間の運営する台湾最大のアクセラレーターで、著名な
投資家・ 林之晨（ Jamie L in） 氏により 2010 年に創設された。 台湾のアクセラレーター
としては最初期に開設されたものであり 、支援対象領域はモバイルとインターネッ ト ／

IoT である。台北市内に位置し（ 住所： 台北市信義區基隆路一段 178 號 6 F）、 250 坪の
オープンスペース（ アクセラレーター＋コワーキングスペース）、 11 個の大小会議室、
カフェ などの施設に高速無線ネッ ト ワーク、 コピー・ FA X ・ プリ ンターといった備品・
設備があり 24 時間開放である。 正確には、 シード ステージの起業家を対象とするアク
セラレーター、 およびその後を対象とする V C としての 2 つの機能を持つ。 以下、 其々
について説明する（ 以下の記述は、 特に断り のない限り 、 A ppWorks の HP による）。
アクセラレーター（「 A ppWorks A ccelerator 」） としては、 2010 年から支援プログラム
を開始した。 半年ごとに 35 個程度の創業チームが入居し、 育成支援とメ ンターによる
指導が無料で受けられる。 50 名ほどの最高レベルのネッ ト ワーク起業家がメ ンターと
して参与している。 加えて、 特定の法律家・ 会計士とも提携し、 会社登記・ 財務会計・
法務に関して起業チームを支援する。 最終的には Demo Day が開催され、 そこでプレゼ
ンし追加出資を募る機会を得る。 支援内容は詳しく は以下の通り である。
・

Weekly Demo： 毎週月曜朝、 全てのチームが進捗状況を報告し相互に意見を言う 。

・

Training Tuesday： 毎週火曜日朝、 ネッ ト ワーク事業の実践的教学を進める（ データ
収集分析、 広告リ リ ース等）。

・

Speaker Series： 毎週水曜日朝、 メ ンター1 名を招き講演を聞く 。

・

Happy Hour： 毎週金曜日夕方開催。 ビールとピザが供され、 通常素晴らしい訪問客
がある。

・

Office Hours： 4 名の A ppWorks パート ナー、 および多数のメ ンターとの一対一の面
談を行う 。

・

Reunions： 毎月定期的に OB を招き、後輩たちと近況を分かち合い、切磋琢磨する。

・

Workshops： AWS（ A mazon Web Services）、 Google、 Facebook 等の Web プラッ ト フ
ォームから定期的に人が派遣されワークショ ッ プを開催。システムとマーケティ ン
グの最適化に向けて協力を得る。

・

M entor Day： 毎期開始 1 ヵ 月後に全てのメ ンターを招いて開催され、 マッ チングを
行う 。

・

Demo Day： 毎期開始約 4 ヵ 月後に開催。千人近い投資家、業界代表、メ ディ ア関係
者が出席する。
支援を受けた起業チームの大半は卒業後も事業を続けており 、現在までに（ 2017 年 3

月時点の HP 記事参照）、 305 社のベンチャー企業、 660 名の創業者からなる A ppWorks

Network が形成されている。 これはアジアでは最大級のアクセラレーターの OB ネッ ト
ワークである。このなかで同窓生同士の継続的な相互支援の文化が形成されていること
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が、 何にも増しての価値である。
次に、 投資事業（「 A ppWorks Funds」） については、 アクセラレーター・ プログラムで
支援した起業チームが成長し一定規模に達した際に、更なる資金調達需要に応えるため
に行われている。 株主となることで、 長期・ 相互信頼・ 共創価値のパート ナー関係にな
ることが期待される。 現在総額 18.2 億元（ 約 6、 100 万米ド ル） の投資ファンド を管理
しており 、 モバイル、 e コマース、 IoT 、 広告科技、 ゲーム、 ネッ ワークサービス、 デジ
タルコンテンツ等のネッ ト ワーク関係事業を専門分野にしている。
「 シード あるいは『 A
輪』 ステージから投資を始め、『 B 輪』 ステージに至るまで支持し続ける」 という 。 8 毎
回の投資金額は、600 万元から 1.5 億元で、株式の 10〜20％を保有し、取締役（「 董事」）
の席を 獲得する が、 会社の経営には介入し ない（ 以上、 A ppWorks の HP ＜

https://appworks.tw/ ＞等より ）。
3.4

大企業

ベンチャーエコシステムにおいて既存大企業は、投資・ 買収・ 事業提携等を通してベ
ンチャー企業推進の役割を果たす。 ここでは、 投資・ 買収、 および電子機器受託製造サ
ービス（ EM S: electronics manufacturing service） 大手によるベンチャー・ 新事業推進の取
り 組みについて解説する。
（ 1） 既存企業によるベンチャー企業への支援・ 投資・ 買収
先ず、台湾のエレクト ロニクス産業分野における既存企業によるベンチャー・ 新企業
への投資・ 支援の一般的状況を時系列的にみてみる。 1990 年代はエレクト ロニクス企
業に外部へ投資する余力が少なく 、 新企業への投資はベンチャーキャピタル（ V C） が
多く 担っていたとみられる。2000 年代に入ると既存エレクト ロニクス企業も大型化し、

V C と協力して
（ 自社のバリ ューチェ ーンを補完する、もしく は新事業展開につながる）
ベンチャー・ 新企業を取引先として開拓し、あるいは投資するよう になった。2000 年代
後半になると、エレクト ロニクス産業の主要企業は真の大企業となり 、資金・ 販路等す
べて自前で賄えるよう になり 、 自社の戦略に沿って有望なベンチャー・ 新企業に投資・
支援するよう になった（ appw-2017）。

2000 年代後半の状況を当時の記事に基づき紹介すると、 TSM C（ 台積電）、 UM C（ 聯
電）（ 以上 IC ファウンド リ ）、 A UO（ 友達）、 Chimei（ 奇美）（ 以上、 液晶ディ スプレイ・

8

「 A 輪」 とは、 企業の製品開発が成熟を見せ、 経営が軌道に乗って一定期間経ち、 ビジネ
ス・ 利益獲得モデルが詳細に形作られ、 業界内で一定の地位と評判を得るに至った段階であ
る。「 B 輪」 とは、 一旦集めた資金を使い尽し、 企業がやや大きく 発展する段階で、 一部は既に
収益を上げ始め、 ビジネス・ 利益獲得モデルに問題もなく 、 新事業打ち出しや新領域開拓が必
要とされるケースもある。 ちなみに「 C 輪」 とは、 企業が非常に成熟し、 IPO も遠く ない段階
である（ この説明は、 以下による。 http://www.9900.com.tw/talk/BBSShow.aspx?stype=E81A & jid
=b7bdd20c-e2dc-1033-a224-8b4ee5933035）。
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メ ーカー）、 および Hon Hai （ 鴻海）（ EM S） という 各々年売上高 2 兆台湾元以上の最大
手 5 社をはじめ、多く の大型企業が存在し、企業集団化しつつあった。集団化には 2 つ
のルート がある。①既存企業から内部事業をスピンオフ・ 独立させる場合である。UM C
による IC 設計会社（ ファブレス） のスピンオフ（ 聯發科、 聯詠、 智原、 聯陽） が有名
な事例である。②技術・ 市場の変化が加速する中で自前の事業育成では間に合わず、外
部の有望なベンチャー・ 新企業と戦略的同盟・ 出資（ private equity ） を通して、 事業拡
大のために必要な技術・ 人材を手に入れるという 場合である。当時、投資先として有望
視された業種は、 IC 設計業、 液晶ディ スプレイ関連部品やタッ チコント ロール・ パネ
ル、 および L ED 分野である（ 郭庭昱, 2007）。
とり わけ、 IC 設計業は最も注目される投資先業種で、 詳しく は幾つかのタイプに分
かれる。①システム
（ 最終製品）メ ーカーもしく は主要モジュール・ メ ーカーの大手が、
キーパーツである IC 設計会社（ ファブレス） に出資しグループ内に取り込むパターン
である。 被投資企業にとっては、 販路確保と（ 大手をバッ クにしたことにより ） 上場し
た際の株価上昇が期待できるといった利点がある。例えば、液晶ディ スプレイ・ メ ーカ
ーA UO によるディ スプレイ Driver IC 企業（ 瑞鼎、 矽達、 旭曜） への投資である。 ②半
導体（ IC） 製造企業による投資、もしく は内部事業のスピンオフである。例えば、M X IC
（ 旺宏） による兆宏、宏暘、全宏の子会社化である。③IC 設計業の中で大手ファブレス
による小型ファブレスへの投資・ 買収で、 M ediaTek（ 聯發科技） による曜鵬、 揚智、 絡
達等の買収が例である（ 王玫文, 2007）。 台湾ファブレスは、 従来「 選択と集中」 を基本
戦略としてきたが、大手ファブレスの間では、 製品ライン拡大と SoC（ 多機能のワンチ
ッ プ化） ト レンド に応えるために M & A が増えてきた。
（ 2） EM S によるベンチャー・ 新事業推進： 鴻海の事例
上述のよう に、既存大企業によるベンチャー企業への投資・ 買収は、自身の事業の拡
大や再編の手段として以前から盛んに行われていたが、近年はインキュベーターやアク
セラレーターの運営による起業家のより直接的な支援に乗り 出している。
ただし、 ここでは、 台湾の電子 ICT 産業の重要な担い手であった EM S 企業による取
り 組みに焦点を絞る。 上述のよう に、 EM S 型ビジネスがあまり に成功したことが台湾
の産業転換・ アッ プグレード にとってかえって足枷になっているとの見方があるなか、
近年、 EM S 企業の間でも起業家への支援や投資が活発になっている。 EM S 企業の利益
率が次第に低減し、加えて中国系競合の追い上げにあい、将来性あるベンチャー企業と
の連携が新たな成長への突破口として重視されるよう になったのである。 台湾 EM S 大
手の鴻海（ Foxconn）、英業達（ Inventec）、廣達（ Quanta）、仁寶（ Compal ）、緯創（ Wistron）
は、近年、大なり 小なり ベンチャーへの支援や投資・ 連携に向けた施策を打ち出してい
る。 9 ここでは、 EM S 最大手で、ベンチャー支援・ 連携に最も積極的な鴻海の取り 組み
9

例えば、仁寶は、2015 年に英国スタート アッ プによるモジュール型スマート ウォッ チ
「 BL OCK S
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を紹介する。
鴻海は、 先に交通大学 IA PS との関連で紹介したものの他に、 次のよう な取り 組みを
行っている。
① K ick2Real （「 富夢網科技服務公司」）： K ick2Real は 2014 年 4 月開設された起業家支
援施設で、非常に初期の起業家ではなく 既に一定程度の成熟段階に達したものを支
援対象にしている。製品プロト タイプ／サンプルが出来上がっており 、ビジネス計
画や製品規格も相当程度練り 上げられ、クラウド ファンディ ングやエンジェ ル投資
家等からの資金調達も行っているよう なチームが（ あるいは、既に製品を市場で販
売し、 フィ ード バッ クを得て更に改良しよう とするよう なケースも含め）、 これか
ら試作や量産、 販売に進もう とする段階で EM S のノ ウハウを活かしたサポート を
行う のである。即ち、 DV T（ design validation test ） ®PV T（ production validation test ）

®M P（ mass production） ®Ship の流れの中で、 製造プロセス専門家の指導、 販売ル
ート 開拓扶助、より 大規模な投資の獲得、必要なリ ソースとのリンクといった形で
支援する。必要に応じて、適切な協力者とのマッ チングや他のアクセラレーターや
育成センターへの紹介も行える。その中には、前出の交通大学 IA PS や「 DOIT 共創
公域」（ 青年起業志望者向けの交流イベント ・ プラッ ト フォーム）、さらには、「 北京

InnoConn」、「 杭州創業孵化基地」 のよう な中国の施設も含まれる。
② Star Rocket（「 三創育成」）： 2015 年 5 月、 鴻海グループにより 、 台北市の光華市場
（ 台湾の代表的電気街） の傍らに 3C（ コンピュータ、 通信、 家電） 製品の 12 階建
て大型販売店「 三創生活園区」 がオープンされた。 これは、 地下 6 階、 地上 12 階
建て延べ床面積 12 万坪で、 1〜2 階には鴻海の顧客である大手ブランド （ A pple、

Intel 、 A cer、 A SUS、 HTC、 SONY 等） などの売り 場が入り 、 3〜4 階は撮影機材の
売り 場と短編映画の撮影スペース、5〜6 階は音響、アニメ 、漫画ショ ッ プ、7〜8 階
は親子で楽しめる体験施設、 9 階は書店とレスト ランといった具合で、 デジタルラ
イフ園区の位置付けである。 10 「 Star Rocket」（「 三創育成」） は、 この建物の 10〜

11 階に設けられた起業家支援施設で、 3C の売り 場と近接するユニークな立地であ
る。

Wearables」 の生産請負で協力した。 緯創は、 2015 年に Innovation Integration Center（ IIC） を設立
し、 メ イカー向けの迅速な製造サービスを提供している。 廣達は、 2015 年にスタート アッ プに
よるスマート 科技製品のプロト タイプ作成から量産までを支援するプラッ ト フォームを打ち出
すと伝えられた（ 翁書婷, 2017）。
10
鴻海による一般消費者向け販売・ 娯楽施設の開設について、
「 三創園区は台北市と BOT（ 建設、
運営、 譲渡） 契約を結んでおり、 運営者は鴻海傘下の三創数位、 投資額は 38 億台湾元（ 約 150
億円） だ。 鴻海は 2009 年以降、 中国で大型店や従業員向け小型店などさまざまな方式で 3C 販
売に参入し、EM S（ 電子機器受託製造サービス） から販売まで顧客への一貫サービスを狙ってい
たが、 14 年 6 月に撤退しており 、台湾でリ ベンジを図る格好だ」 という 説明がある（「 体験型 3C
販売、 鴻海の三創園区オープン」 Y ’s consulting Group「 経済ニュース」 2015 年 5 月 14 日記事
https://www.ys-consulting.com.tw/news/56977.html ）。
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詳しく 紹介すると、 10 階には、 コワーキングスペース、 6 つの独立オフィ ス、 会
議室、 シャワールーム、 キッ チンがある。 11 階には、 2 つのイベント スペース（ 各

80〜100 人収容可）、 メ イカースペース（ 3D プリ ンター、 レーザーカッ ターのよう
なデジタル工作機械を設置）、 スタート アッ プ・ カフェ が設置されている。 24 時間
年中無休で開放される。入居した起業家チームは、鴻海内部の専業知識を有する人
員から教育訓練が受けられるのに加え、有名企業家との接触の機会も得られる（ 以
上、 Star Rocket の HP＜http://www.starrocket.io/ ＞と各種報道より ）。
③ 「 淘富成真」： 2015 年、 中国の e コマースサイト 「 淘宝網（ Taobao.com）」 などを運
営する「 阿里巴巴（ A libaba）」 と鴻海が提携し、 Intel 等の協力者も得て、 草の根ベ
ンチャー企業（ メ イカー） を支援するために立ち上げたられたものである。 創業支
援メ ニューには、基礎的サポート（ 3 年間のオフィ ス家賃免除など）、メ ンターによ
る指導、 クラウド サービス、 生産設計、 資金調達、 クラウド ファンディ ング、 ネッ
ト 販売市場、工業設計、技術指導・ 開放実験室がある。鴻海は、 EM S のノ ウハウを
活かし 、 生産設計や技術指導などで貢献する（ 以上、 主に淘富成真の HP ＜

https://chuangke.aliyun.com/markets/aliyun/taofuchengzhen＞による）。
鴻海は、こう した起業家への支援・ 投資の他に、社内人材育成や産学連携にも注力し
ている。 社内人材育成については、 次の二通り の仕組みがある。 (i) 優秀な社員を選別
し、 国内外の大学（ 例えば、 米国 M IT 、 Carnegie M ellon University ） に送り 込み、 半年か
ら 1 年半研究をさせる（ 2001 年より 2016 年 1 月時点までに M IT に 81 名送り 出した）。

(ii) 35 歳以下の若手で成績優秀な社員が申請し、 郭台銘会長および各事業グループ長の
面前でプレゼンし、優秀と認められれば、経営幹部の傍に配属され経営ノ ウハウを学習
する機会を得られる。あるいは、プレゼン内容が革新的であれば、内部創業を含めたそ
の実現のための支援が与えられる。
加えて、 産学連携については、 早く も 2001 年より 産学連携計画が開始され、 共同研
究と人材育成で、 米国 M IT や Carnegie M ellon University 、 国内の台湾大学、 清華大学、
交通大学などと協力している。共同研究の成果として、例えば、北京の清華大学とは 10
年以上にわたり カーボンナノ チューブの基礎研究を行い、タッ チパネルへの応用といっ
た実用化にも繋げている。 人材育成面では、 60 名のベト ナム学生を台湾の高雄應用科
技大學（ 金型分野で優れている） 修士課程に留学させ、 卒業後、 鴻海のベト ナム工場で
勤務させるといった取り 組みがある（ 以上、鴻海の人材育成と産学連携については、詹
子嫻, 2016 を参考にした）。
ただし、EM S によるベンチャー推進は、幾つかの困難が予想される。先ず、EM S は、
自身の発展経路自体を A pple や HP のよう な（ エンド ユーザーを掌握する） 大手ブラン
ド 顧客に左右される境遇であるため、他者の発展をサポート するよう なマインド セッ ト
を持つことは過大な要求であるという 指摘である。次に、エレクト ロニクス・ ハード ウ
ェ ア製造に特化してきた企業が、インターネッ ト ・ ビジネスを理解しているどう かとい

44

う 懸念である。 さらに、 鴻海では、 投資部門と社内研究開発部門が別々であり 、 折角外
部のベンチャー企業に投資しても内部の研究開発とう まく 連携できていないと いう 指
摘もある（ cier-2017）。

4

海外リ ンケージ
ここでは、人材移動と生産ネッ ト ワークの各々について、台湾ベンチャーエコシステ

ムの海外リ ンケージの特徴を検討する。

4.1

人材移動

かつては、米国等に自ら留学しそのまま当地で就職・ 居住する台湾系華人のプールが
帰国起業人材の重要な供給源であった。近年留学する若者の比率が減少し、こう した自
前の国際経験・ 人脈を持たない若手起業家の国際展開を支援することもエコシステムの
重要な役割となっている。本節では、台湾と米国シリ コンバレーやその他の地域との人
材移動・ 交流の推移と現状について解説する。
（ 1） シリ コンバレーとの国際リ ンケージ／人材環流
新竹科学園区は、 1980 年代から 1990 年代にかけての台湾 IC（ およびハイテク） 産業
の勃興期・ 成長期に海外の先進地域、とく に米国シリ コンバレーからの人材誘致（ 頭脳
流出の逆転現象） で大きな役割を果たした。台湾政府による海外留学人材の帰国と創業
支援の政策もあり 、 1990〜1997 年にかけて帰国者数が急増し、 2001 年末時点までで新
竹科学園区と（ 隣接する） 工業技術研究院で創業もしく は就業した海外華人の帰国者数
は累計 4、 500 人以上に達した。また同じく 2001 年末までの累計で、新竹科学園区に進
出した企業 305 社のう ち、海外留学帰国者による創業の企業は 100 社以上（ 園区企業総
数の 40％） に達した（ 陳家聲・ 徐基生, 2003）。
さらに、台湾への永住帰国者に加え、台湾とシリ コンバレーの間を頻繁に行き来する
企業経営者やエンジニア、個人投資家やベンチャーキャピタル関係者の存在により 情報
や技術的知識の流れができ、両地域に跨る国際的コミ ュニティ が形成された。これによ
り シリ コンバレーで生まれた新技術を台湾で製品化するという 固有の分業関係が形成
されたという （ サクセニアン, 2000）。
このよう に、かつては台湾の優秀な若者は、国内の著名な大学を卒業後に海外（ 米国
が中心） に留学し、大学院学位を取得して当地で就職・ 居住するという パターンが多か
った。こう して形成された台湾系在米華人のコミ ュニティ が、ハイテク産業発展期に先
進的技術・ 人材の供給源として、およびシリ コンバレーとの国際人脈の担い手として重
要な役割を果たしたのである。 ただし、 米国留学生数は 1990 年代前半をピークとして
減少傾向に転じている（ 図 2）。 同様に、 台湾の留学生総数も、 絶対数としては 2000 年
代以降も相当の値を維持しているものの（ 概ね、 3 万〜4 万人の間）、全学生数に占める
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比率では 1991 年をピークに減少傾向に転じ、 とり わけ 2000 年代以降は 2〜3％程度で
推移している（ 図 3）。 11
図 2 台湾の米国留学生数（ 単位： 人）
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出所） 2000〜2016 年は、https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Placesof-Origin/Leading-Places-of-Origin/2000-01； 1950〜1999 年は、 http://english.moe.gov.tw/public/Data/
New72817222271.jpg

11

例えば、「 30 年前には清華大学や交通大学を卒業した学生は、 90％が米国など外国の大学院
に留学したが、 現在では国内の大学院が充実し、 海外へ留学する学生は 5〜10％程度である」
という （ 鹿住, 2010, p. 135）。
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図 3 台湾の留学生数と全学生中の比率（ 単位： 人、 ％）

出所） Nakahara（ 2017, p. 49） の Fig. 4.3 を引用。

（ 2） 近年にけるシリ コンバレーとのリ ンケージ再構築
台湾政府の高官によれば、 シリ コンバレーには台湾からの（ かつての） 留学生が大
勢居住しており 、 彼らの一部は、 かつて現地の技術系企業で上級幹部の地位にまでの
ぼり 、 優良な人脈や産業ネッ ト ワークを有している。 彼らは、 現在、 引退かそれに近
い年齢になっており 、 そのネッ ト ワークが消失しないう ちに、 台湾とシステマティ ッ
クに連結させたい、 といった状況にあるという （ asvda-2017） 。
そこで近年、シリ コンバレーとのリ ンケージを再強化するための政府プロジェ クト の
一環として、「 台湾創新創業センター」（ 台灣創新創業中心、 英語名は Taiwan Innovation

and Entrepreneurship Center: TIEC） の設立（ 2015 年） がみられた（ TIEC は、 後述する
TRIPL E とセッ ト になっている）。 12 その活動の主眼は、 台湾の起業家チームをシリ コ
ンバレーに派遣し、 2 ヵ 月以上の滞在期間の中で、 現地の起業家、 アクセラレーター、

V C 等とのネッ ト ワーキングを促し、 その雰囲気を体得させることである。 起業家チー
ムが当地で会社設立を望むならそれを認め、そう でないなら、シリ コンバレーで受けた
感化を、帰国後同僚や関係者に広げ、台湾での起業エコシステムの形成促進につなげる
ことを狙いとする。
派遣する起業家チームの選抜については、台湾に既に多数存在する育成センター（ イ
ンキュベーター） やアクセラレーターと協力し、そこで訓練されたチームが候補者とし
12

ここでの TIEC についての解説は、 筆者自身による面談調査記録（ tiec/triple-2017）、 羅一中
（ 2016）、 および TIEC の HP＜https://www.tiectw.com/ ＞によっている。
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てあがってきたら、 選抜のプロセスに入る。 審査委員会には、 シリ コンバレーの V C や
業界関係者、企業の経営者、アクセラレーターの創設者が加わっており 、候補者が米国
に行って発展できそう かを考慮して選抜する。候補者に年齢制限はないが（ 企業として
は設立 5 年以内のものが対象）、 これまで選抜されたチームは比較的若者層が多い。 ま
た、重点産業分野は特に指定されていないが、単なるアプリ ケーショ ンソフト の開発や
流行の文化創意産業で技術開発への取り組みが少ないものは選ばれにく い
その後は、 選抜された起業家チームが、 シリ コンバレーでの活動経験が（ ほとんど）
ない場合は、当地の提携しているアクセラレーターに送り 込み、そのネッ ト ワーク、ト
レーニングコース、メ ンターを活用させてもらう 。そこから、さらに別のネッ ト ワーク
に繋げることもある。チームが既にシリ コンバレーでの活動経験がある場合は（ 留学経
験者等）、 アクセラレーターへ入居するする必要はなく 、 自由に活動しビジネスチャン
スを開拓してよいとされる。
なお、 TIEC 自体はアクセラレーターやインキュベーターではなく 起業家のト レーニ
ングを行う こともない。シリ コンバレーにオフィ スを有しており（ カリ フォルニア州サ
ニーベール）、 あく までもプラッ ト フォームとして、 起業家を当地に派遣し、 彼らのネ
ッ ト ワーキングをサポート するのが役目である。そのために、現地でアクセラレーター
（ Plug & Play 、 Founder’s Space、 500 Startups 等）、 V C や著名企業（ IBM 、 M icrosoft 等）
と協力してイベント を頻繁に開催するなどして、創業チームが当地の関係者と迅速に連
結できるよう にする。 TIEC プロジェ クト の運営を担当している ITRI は、かねてより 在
米のインキュベーターや出先機関（ カリ フォルニア州サンノ ゼ） を有しており 、 当然、

TIEC の活動とリ ンクしている。 シリ コンバレーには華人系住民が多く 関連団体も多数
あるため（ 例えば、 矽谷台美産業科技協會、 美西玉山科技協會、 華美半導體協會、 矽谷
美華科技商會、 矽谷科技華商協會、 北美工程師協會、 華人生技科學協會、 中工會、 矽谷
台灣天使投資者聯盟など。「 矽谷」 はシリ コンバレー）、当初ネッ ト ワーク開拓に際して
は華人人脈に依存していたが、13 その後、それを介して他のコミ ュニティ にも拡大する
ことが課題とされている。
（ 3） APEC を舞台とする国際リ ンケージ構築
台湾は、 A PEC（ A sia-Pacific Economic Cooperation アジア太平洋経済協力） を舞台と
するスタート アッ プ推進活動の国際化にも熱心に取り 組んでいる。先ず、インターネッ
ト 分野での台湾最大のスタート アッ プ・ カンファレンス「 IDEA S Show （ 網路創意展）」
である。 フォーラム、 交流・ 展示、 製品・ サービス・ 事業計画の発表、 ビジネスコンテ
13

シリ コンバレーの華人コミ ュニティ では、 かつては台湾出身者が多数派だったが、 10 年ほど
前から中国出身者の数が上回るよう になっている。 台湾では政治的領域では中国関係者との接
触は非常に制限されている。 ただし、 海外では台湾人と中国人の区別はそれほど重要ではなく 、
起業やビジネスチャンス開拓に関しては、 ともに交流しネッ ト ワーキングしているという（ tier2017, tiec/triple-2017）。

48

スト 、 および投資家とのマッ チングが行われ、 起業家チーム育成のアクセラレーター・
プログラムも有している。 米国、 中国、 日本、 韓国、 シンガポールなどの諸外国の起業
支援プラッ ト フォームと の交流も進められている。 經濟部（ 日本の経済産業省に相当）
の主催で 2008 年より 始まり 毎年 1 回開催されている。 2016 年までの実績（ 累計） で、
参加人数（ のべ） 1 万 7、400 人以上、出展チーム数 418、コンテスト 参加チーム数 301、
投資促進効果 82 億台湾元である。 2016 年には A PEC の認可を得て「 IDEA S Show @

A PEC Social e-Commerce」 と題するスタート アッ プの国際交流イベント を台湾で開催し
た。 14
加えて、2014 年、台湾が主導する形で「 A PEC A ccelerator Network (A A N) for Early-Stage

Investment 」 プロジェ クト が開始された。15 アジア太平洋地域には全部でおよそ 50 個の
アクセラレーターがあるとみられるが、従来往々にして自国の案件のみにフォーカスし
ていた。 そこで、 A A N の下、 これらのアクセラレーターを連携させ、 各国の起業家チ
ームが国際的視野を持ち、互いに国際的にリ ソースを探究できるよう にするのが狙いで
ある。同プロジェ クト により 、一連の国際フォーラムやサミ ッ ト が開催され、各国から
選抜された起業家チームに加え、アクセラレーター関係者、成功した起業家、エンジェ
ル投資家、 著名な V C が招かれ、 講演やデモ、 コンテスト 、 交流、 マッ チングが行われ
る。台湾は、これを通して東南アジア諸国に加え中国ともアクセラレーター間の連携を
進めている（ 以上は、 tier-2017 に基づく ）。
（ 4） 中国への人材移動

2000 年代以降、台湾企業の中国拠点設立（ 当初は輸出用製造拠点として、後には中国
国内市場開拓へ目標がシフト ） が加速し、近年では中国で働く 台湾人が数十万人はいる
と見積もられている。また、台湾企業は一般に国際的ブランド 力が弱いと指摘されてい
るが、実は、中国市場に進出し、一定のブランド 知名度を獲得した台湾企業も数多く あ
る（ 詳しく は、 岸本, 2012 参照）。
近年は、 中国側も台湾の起業家（ 特に青年起業家） に招致に注力し、 創業ファンド や
事業スペースの提供などの支援策を打ち出しており 、実際に、中国で起業し成功した事
例も報告されている（ 深圳市育山科技協會, 2016）。 ただし、 台湾の政府としては、 台湾
の若者が中国で起業することを推奨しておらず、この方面のまとまった統計データも見
当たらないため、 実態が詳しく は把握できない。
大学レベルの中台交流は既に少なからず実施さ れているとみられ、 16 中国で学ぶ台
14

IDEA S Show のウェ ブサイト より（ http://www.ideasshow.org.tw/index.htm）。
以下の A A N について解説は、 主に台湾専門家との面談（ tier-2017）、 およびフォーラム開催
資料（ “ A PEC A ccelerator Network Forum II From Start-up to Scale-up” 、 2015 年 9 月フィ リピンの
イロイロ市で開催） による。
16
例えば、 国立交通大学付属のアクセラレーター（「 交大產業加速器中心」 略称 IA PS） での面
談によれば、 中国・ 台湾で計 5 つの「 交通大学」 があり 、 その間で創業コンテスト を開催して
15
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湾人学生も増加している。 17 また、近年、台湾の景気が低迷し特に若年層の雇用状況が
悪化し ていること や中国がベンチャー活動の世界的中心地の一つとし て台頭し てきて
いることを考慮すると、今後、台湾の若者による中国留学、および中国での就職や起業
が盛んになると予想される。

4.2

生産ネッ ト ワーク

台湾のリ ーディ ング産業であるエレクト ロニクスや半導体企業は、相当部分は、米国
その他のベンチャー企業の発展を支える製造委託先として成長してきた。とり わけ電子
機器受託製造サービス（ EM S） と半導体（ IC） ファウンド リ（ 前工程の受託製造サービ
ス） の分野で台湾のシェアが圧倒的である。1980 年代にこう した業態が登場した頃は、
担い手の台湾企業自体が弱小の下請け的存在と目されていたが、 現在では、 EM S やフ
ァウンド リ の主要企業は世界的大企業へと成長した。
さらに近年、 台湾は、 過去 30 年以上にわたって蓄積してきたエレクト ロニクス・ ハ
ード ウェ ア製造の基盤（ 部材サプライヤーや人材の蓄積を含む） と経営ノ ウハウを活か
し、 IoT 等の次世代産業分野のベンチャー企業を設計・ 部材調達・ 試作・ 量産等の面で
サポート する製造支援プラッ ト フォームとして世界的な存在感を示している。以下では、
順次これを解説する。
（ 1） EM S、 ファウンド リ

EM S 業界における台湾企業の存在感は非常に大きく 、例えば、2014 年の EM S 売上高
世界上位企業ランキングで、 台湾企業は Top 20 に 8 社（ う ち 7 社は Top 10 以内） がラ
ンクインした。 台湾企業の売上高合計は Top 20 企業の総売上高の 79.1％を占め、 とり
わけ Top 企業の Foxconn（ 鴻海精密工業） は 1 社だけで Top 20 企業総売上高の 40.0％と
圧倒的である（ 表 4）。顧客としては、 例えば、 Foxconn は、任天堂の Nintendo Switch や
ソニーの PlayStation の他マイクロソフト の X box といったゲーム機、 A pple の iPhone お
よび iPad、 ノ キアやファーウェ イのスマート フォン、 ヤフーBB のモデムなどの生産を
請負っている。 また、 Pegatron、 Quanta、 Compal 、 Wistron、 Inventec はノ ート PC の受託
製造で主要な地位を占め、 HP、 Dell 、 A pple、 A cer 、 L enovo 等の大手ブランド 企業を支
えている。

いる（ かなり 以前からあり、 ほぼ毎年開催される）。 あるいは、「 上海市科技創業中心」 と「 上
海市漕河涇創業中心」 には台湾の起業チームを推薦・ 進駐させ（ 優遇あり ）、 会社設立や市場開
拓を支援するという （ iaps-2015）。
17
中国で学ぶ台湾人学生の数は、 2011 年約 6,000 人から 2017 年の 1 万人以上へと増加したと
いう （「 読売新聞」 2018 年 3 月 19 日）。
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表 4 2014 年 EM S 売上高世界 Top 20 企業
企業名

国

売上高（百万米ドル）

1 Foxconn (Hon Hai Precision Industry)

台湾

138,690

2 Pegatron

台湾

33,559

3 Quanta Computer

台湾

30,491

4 Compal Electronics

台湾

27,850

5 Flextronics

シンガポール

26,471

6 Wistron

台湾

19,493

7 Jabil Circuit

米国

16,701

8 Inventec

台湾

14,346

9 Sanmina

米国

6,441

10 New K inpo Group

台湾

6,280

11 Celestica

カナダ

5,631

12 Universal Scientific Industrial

台湾

3,501

13 BY D Electronic

中国

3,228

14 Benchmark Electronics

米国

2,797

15 Shenzhen K aifa Technology

中国

2,596

16 Plexus

米国

2,378

17 V enture

シンガポール

2,024

18 SIIX

日本

1,979

19 Zollner Elektronik

ドイツ

1,210

20 UM C ELECTRONICS

日本
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出所「
） EM S 業界の世界ランキング」
『 ビジネス＋IT 』
（ 2017 年7 月4 日）
（ https://www.sbbit.jp/article/cont1/33768）
より。

半導体（ IC） 分野でも、 台湾企業は専業受託製造企業として大きな存在感を示す。 先
ず、 台湾の IC ファウンド リ 世界市場でのシェ アは（ 筆者の手元の資料で確認できる限
り で） 2000 年から 2015 年まで、 一貫して 60％台〜70％台であり 国別で第 1 位である。
とり わけ TSM C はファウンド リ業界では断ト ツの Top 企業で、 例えば 2015 年には世界
シェ アの 54.3％を占め、 UM C を含めると台湾大手 2 社だけで 63.6％である（ 図 4）。 同
様に、 IC パッ ケージ／テスト 業（ 後工程） の受託ビジネスでも、当該分野の世界市場シ
ェ アは、 台湾企業の合計で（ 手元にデータのある 2008〜2015 年において） 50％台を占
める（ IEK , 各年版より）。とりわけ、日月光半導体（ A SE） と矽品精密（ SPIL ） は、各々、
売上高第 1 位（ 世界シェ ア 9.6％） と第 3 位（ 同 5.1％） である（ 2015 年のデータ、

http://news.mynavi.jp/news/2016/05/31/034/ ）。 顧客ベースと して、 ファウンド リ に関し て
は、北米の割合が大きく（ 台湾ファウンド リ の総売上高のシェ アで、2000 年代初頭まで
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は概ね 40〜50％台、その後 2010 年までは 60％台、それ以降は手元にデータがないが同
等の水準と思われる）、 端的にいって米国シリ コンバレーのファブレス（ IC 設計開発専
門企業） の発展と共に成長してきたことが窺われる（ IEK , 各年版）。
なお、 こう した IC 受託製造企業の成長は、 台湾内部のファブレスの成長ともシンク
ロしていた。 すなわち、 台湾は、 半導体設計業のみのデータで、（ 筆者の手元の資料で
確認できる限り で） 2000 年から 2015 年まで、 ほとんどの年で 20％台のシェ アであり 、
国別では米国に次ぐ第 2 位である。世界のファブレス売上高上位企業ランキングにも台
湾ファブレスは米国に次いで多数ランクインしている。18 かつては、ファブレス業こそ、
ベンチャー企業の参入分野として主要なものの一つであった。台湾ファブレスの顧客分
布をみると、 当初は台湾国内が約 60％を占め、 2000 年代半ば以降は 30％強と次第に比
重を下げている。 他方、 香港／中国は当初 10 数％だったが次第に比重を上げ、 2000 年
代半ば以降は 50 数％となっている（ ただし、 データは、 2010 年までしか手元にない。

IEK , 各年版）。 台湾ファブレス企業は、 むしろ中国市場（ 台湾システムメ ーカーの中国
拠点も含む） を主要な顧客として成長してきたことが分かる。
図 4 2015 年世界ファウンド リ 市場における主要企業のシェ ア

その他
16.9%

SM IC
4.6%

Samsung
5.3%

TSM C
54.3%
UM C
9.3%

Globalfoundries
9.6%

出所） http://nna.jp/free/news/20140207twd003A .html （ 元データは IC Insights） より作成。

（ 2） 製造支援プラッ ト フォーム： T RI PL E 、 H W Trek
台湾によるエレクト ロニクス・ ハード ウェ ア製造支援プラッ ト フォーム事業の代表例
として、 公的プロジェ クト の「 台湾ラピッ ド ・ イノ ベーショ ン・ プロト タイピング連盟

18

例えば、2013 年の世界ファブレス売上高Top 25 に、台湾企業は5 社入っている
（ 4 位M ediaTek 、
11 位 Novatek 、 13 位 M Star、 16 位 Realtek 、 19 位 Himax ）。 ちなみに、 Top 25 社の内訳は、 台湾
企業 5 社のほか、 米国企業 14 社、 中国企業 2 社、 欧州企業 2 社、 日本企業 1 社、 シンガポール
（ https://www.semiconportal.com/archive/editorial/market/140509-fablessranking.html ）。
企業1 社である
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（ TRIPL E）」 と民営の「 HWTek 」 の 2 つを取り上げる。

i ） 台湾ラピッ ド ・ イノ ベーショ ン・ プロト タイピング連盟（ T RI PL E ）
「 台湾ラピッ ド・ イノ ベーショ ン・ プロト タイピング連盟」（ 臺灣創新快製媒合中心、
英語名 Taiwan Rapid Innovation Prototyping L eague for Entrepreneurs: TRIPL E ） は、 2015 年

3 月に設立された製造支援プラッ ト フォームで、 ITRI によって運営されている。 19 ウ
ェ ブサイト によれば、 5 つのサービス（ プロト タイピング、 設計支援、 マーケティ ング
支援、 研究開発支援、 起業育成支援、 その他） を提供しており 、 各分野にそのサービス
を提供できる会員（ 企業、 研究機関、 大学） が多数登録されている。 会員数は 2017 年

3 月初め時点で 416 社であり 、全て台湾の企業・ 団体である（ 少数の外資系企業も含む。
台湾に企業を設立していれば会員になれる） 。会員の内訳は、中小企業が 73％、（ 比較
的） 大企業が 21％、 その他が 6％である。 起業家をサポート し、 少量多品種製品を製造
することを主な使命としているため、 鴻海などのト ッ プクラスの EM S は会員に含まれ
ていない（ 今のところ、 大型のオーダーがないため） 。
運営方式は次のよう になる。 先ず、 起業家が入会申請し、 ニーズを提出すると、 その
内容に応じてマッ チングが行われる。 TRIPL E には産業界で 10 年以上の経験を積んだ
プロジェ クト ・ マネージャー（ PM ） が 4 名おり（ 2017 年 3 月初頭時点） 、 案件ごとに
担当の PM が進行をフォローする。数日後に適当な会員企業を 3 社紹介し、起業家が適
宜交渉して条件が合った企業と M OU（ 了解覚書）か NDA（ 秘密保持契約）を締結する。

TRIPL E の仕事はここまでで、 その後問題が発生した場合（ 製品の仕上がり 品質不良や
予算オーバーなど） は、 基本的に当事者間で解決すべきとされる。 設立以来 2017 年 3
月初頭までに 300 件余り の案件が寄せられ、 う ち 257 件が正式立案された。 その中で、
成功案件（ 双方が仕事を進めて行く ことに同意し M OU ／NDA を締結したものを指す）
は 58 件である。 案件の出所では、 成功案件のう ち、 64％は国内から、 36％は国外（ 米
国、 香港、 シンガポール、 欧州等） からである。

TRIPL E は、 政府プロジェ クト として運営されているため、 マッ チング・ サービス提
供は無料である（ 案件の出所が国内・ 国外を問わず） 。 TRIPL E は、 元々、 台湾と米国
シリ コンバレーとの連携強化のための政策で「 台灣創新創業センター」（ 台灣創新創業
中心、英語名 Taiwan Innovation and Entrepreneurship Center: 称 TIEC）と対になっており 、

TIEC で起業チームの派遣事業を通じてシリ コンバレーとのリ ンケージを作り 、 それに
よって当地のプロト タ イピング等のニーズを探り TRIPL E につなげることが狙いであ
る。 シリ コンバレー以外にも、 欧州、 日本、 シンガポール、 香港、 タイ等へも、 当地の
アクセラレーターやインキュベーターを通し、会員企業を引き連れて訪問する。台湾の
製造支援の能力を宣伝し、 TRIPL E へ案件を引き付けよう としている。
19

ここでの TRIPL E に関する解説は、 筆者自身の面談調査記録（ tiec/triple-2017） と TRIPL E の
HP＜https://www.triplelinkage.com/＞に主によっている。

53

なお、 中国・ 深圳も電子・ IT モノ づく り 企業の集積地として非常な発展を見せてお
り 、 TRIPL E と類似のプラッ ト フォームもある。 この面で中台間の競合がみられるが、
一般に見積価格の安さでは中国業者が優位である反面、台湾側には次のよう な長所があ
る。 ①約 30 年におよぶ OEM ・ ODM の経験により 、 製造に加え製品設計開発の能力も
蓄積されており 、設計改良も含めた各種提案が出来る。②知財保護の面でも信頼性が高
い（ 中国では、製造請負業者を通してアイディ アが流出し、類似品が先に製品化される
恐れもある）。

ii） H W Trek
類似のプラッ ト フォームとして、 2013 年設立で民営の HWTrek（ ハード ウェ ア・ ト レ
ッ クと読む） がある。 20 HWTrek は、 IoT 分野（ ウェ アラブル、 スポーツ用、 玩具、 ス
マート ホーム、産業用、ヘルスケアなどを広く カバーする） に特化したインターネッ ト
上の B2B 協業プラッ ト フォームとしては世界でも最大級のもので、 世界のハード ウェ
ア系スタート アッ プ等と中国・ 台湾・ 日本などの主にアジアのサプライチェ ーンのリ ソ
ースを結びつけ、 その製品開発プロジェ クト の順調な進展をサポート するものである。

HWTrek に登録する際には Creators か Experts かどちらかの立場を選ぶ。 Creators は、
IoT のハード ウェ ア製品の開発者で、登録数は 1 万件を超えている（ 数値は 2017 年 3 月
初頭時点のもの。 特に断り のない限り 、 以下同じ）。 Experts は、 その製品開発・ 商品化
に対して様々なリ ソースを提供できる企業で、受託製造業者の他、IC デザインハウス、
部品・ モジュールメ ーカー、 マーケティ ング・ 流通関連業者、 V C、 コンサルタント 等
様々な専門業者が含まれ、2、200 件余り の登録がある。進行中のプロジェ クト は 2、800
件余り で、 発案者の分類では、 大まかにスタート アッ プが 70％、 中小企業が 25％、 大
企業が 5％（ 既存企業では、 他業種からの多角化、 内部開発プロジェ クト のスピンオフ
といったケース） で、 趣味の作品創り ではなく 商業用のものが中心である。
上述の TRIPL E は、基本的に台湾のスタート アッ プの製品化支援、もしく は台湾のモ
ノ づく り 企業と海外の起業家との連結による台湾のリ ソースの活用を主眼としている。
これに対して、 HWTrek のビジネスは、 台湾発のプラッ ト フォームではあるものの、 む
しろ、 電子 IT ハード ウェ ア製造に長けたアジア（ 特に、 台湾と中国・ 深圳） とスター
ト アッ プの活発な欧米をカバーする世界的な IoT 製品化支援のコミ ュニティ 形成を志
している。 21 すなわち、 登録された Creators の国・ 地域別配分でいえば、 大まかに米国

20

ここでの HWTrek に関する解説は、 筆者自身の面談調査記録（ hwt-2017） と HW Trek の HP
＜https://www.hwtrek.com/＞からの情報に主によっている。
21
例えば、 筆者による面談では、「 台湾の製造業者にだけフォーカスするのではなく 、 深圳、 上
海、サンフランシスコにもフォーカスする。例えば、サンフランシスコのスタート アッ プが製品
作る必要があるとき、多く の場合、先ずローカルでプロト タイプを作り 、その後アジアの製造業
者に量産を委託するという ふう に考えるので、我々は、Expert のプールを至る所に持つ必要があ
る」 と述べていた（ hwt-2017）。

54

が 40％、 欧州が 30％、 その他（ インド 、 シンガポール、 アフリ カ等） が 30％となって
いる。とり わけ、米国では、シリ コンバレーやニューヨ ーク、テキサス州オースティ ン、
コロラド 州ボルダーといったスタート アッ プの多い都市・ エリ アでの関連イベント の開
催・ 参加や米国の著名クラウド ファンディ ング（ K ickstarter や Indiegogo） との協力を通
してプロモーショ ンを行っている。他方、 Experts の所在地では、大まかに中国・ 深圳が

50％、台湾が 25％、その他が 25％である。 この中には、 台湾の大手から中小の EM S を
はじめ、IC・ 電子部品メ ーカー、Intel や NX P のよう な海外の大手半導体（ モジュール）
メ ーカー、さらにはパナソニッ クや村田製作所のよう な日本の著名企業も名を連ねてい
る（ 日本企業の登録数は 60 件ほど）。 こう したメ ーカーにとっては、 IoT 製品は多種多
様であり 、かつ急速に発展しているため、HWTrek に参加することでその方向性を探り 、
また社内に埋もれている IoT 向け技術の活用を実現できるといった利点がある。

HWTrek の運営は、 創設者で CEO の王仁中（ L ucas Wang） 氏をはじめとする約 50 名
のスタッ フが担っており 、台湾オフィ スに 30 数名、中国・ 深圳オフィ スに 10 数名配置
されている。運営方式について詳しく 述べれば、先ず、製品開発者（ Creators） が登録段
階で提起した情報に基づき、プロジェ クト が現在どのよう な段階で、どのよう なリ ソー
スが必要なのかを HWTrek のスタッ フがチェ ッ クし、 適当な Experts を紹介する。 この
プラッ ト フォームでは、アイディ アの製品設計としての具現化、必要な部品・ モジュー
ルの調達、 試作から量産、 オンライン販売サイト （ A mazon の L aunchpad や Softbank の
＋Style のよう な IoT 製品専門のスト ア） での取り 扱い、 さらにはクラウド ファンディ
ング（ K ickstarter や Indiegogo など） や V C との提携による資金調達面でのサポート も得
られる。 22

Creators と Experts はプラッ ト フォームを通じて自由にアプローチすることもできる
が、他の類似のプラッ ト フォームと比較した HWTrek の特徴は、マッ チング・ サービス
が充実していることである。 すなわち、 スタッ フ 50 名のう ち 15〜20 名は業界で 10 年
以上の経験を積んだ PM 人材であり 、登録された各プロジェ クト に 2 人の PM を付けて
いる（ 1 人は Creator 側、 もう 1 人は Expert 側の面倒を見る）。 これによって、 プロジェ
クト のステージに合わせて適切なマッ チングを提案し、またコンサルティ ング・ サービ
スも提供する。 IT 電子ハード ウェ ア製造の 2 大集積地である台湾と中国・ 深圳をバッ
クヤード としてし、豊富な PM 人材、および設計開発やエンジニアリ ングの人材プール
を持つことが同社の強みである。 ただし、（ Creator と Expert の間で） ト ラブル発生の場
合は、 HWTrek は初めのマッ チングの際に複数の候補を紹介する、 プロジェ クト の進行
をモニターし、必要があれば途中で別のパート ナーを紹介するといったサポート を行う
22

台湾の V C は IoT 等の新興産業への投資を躊躇する傾向があるといわれるが、HW Trek には海
外の V C の登録が多い（ 米国、 中国、 シンガポール、 香港、 ロシア等）。 V C にも専門性があり 、
有望な IoT 製品プロジェ クト を推薦して欲しいと海外の V C から定期的にアプローチがある。ま
た、V C は自身が投資しているスタート アッ プの製品化が実現できてこそ利益を得られるわけで、
そのためにも HWTrek を活用する動機があるという （ hwt-2017）。
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ものの、 基本的に当事者間で解決すべきとされる。
このよう に、HWTrek は、台湾起業家の支援を主な目的とするものではないが、今後、
台湾から Creators の登録が増える可能性もある。 また、 台湾だけでなく 中国・ 深圳のモ
ノ づく り 業者をプラッ ト フォーム上に多く 抱えることで一見台湾の比重が下がるよう
にもみえるが、それによって世界的な IoT 製品化支援コミ ュニティ としての存在感を増
し、 結果的に台湾系企業をその中にしっかり と位置付けるといった効果もあるだろう 。
23

5

産業の性質
台湾では、 1980 年代にハイテク産業が離陸し、 1990 年代に本格的な成長の段階に入

った。 それ以降、 半導体、 PC・ 周辺機器、 液晶ディ スプレイ、 デジタル家電、 通信・ モ
バイル機器といった主にエレクト ロニクス・ ハード ウェ ア製造業で次々と新分野が立ち
上がり 、多く の新企業の設立がみられた。近年では、こう した従来型のハイテク産業が
成熟し、とり わけ EM S（ 電子機器受託製造サービス業） 型の成長モデルがボト ルネッ ク
に直面している中で、 次世代産業の推進が喫緊の課題となっている。
本節では、次世代産業の代表の一つとみなされるインターネッ ト 関連ビジネスに焦点
を絞り 、 台湾での同産業の発展状況、 およびインターネッ ト ・ IoT 産業推進のための政
府の計画について解説する。

5.1

インターネッ ト 産業の発展状況

ここでは、次世代産業の代表の一つとみなされるインターネッ ト 産業の発展状況につ
いて、 同産業の起業家育成に特化するアクセラレーターである A ppWorks での面談（ お
よび、 関連資料） に基づき解説する。
先ず、 A ppWorks 創設者の林之晨（ Jamie L in） 氏の経歴を紹介する。林之晨氏は、 1978
年に有名な医師の家庭に生まれた。1999 年、台湾大学 3 年時に、同窓生と B2C の PC 小
売販売 Web サイト 「 哈酷網」 を立ち上げたよう に、 本人も若く して起業経験がある。
大学卒業後、 New York University Stern School of Business に留学した。 2006 年には、 ニ
ューヨ ークで、 友人と共同で旅行者 SNS の「 Sosauce」 を創設し、 2008 年には、 それが

3D ゲーム製作会社の
「 M use Games」に生まれ変わった。自身で起業するのと前後して、
HSS Ventures や A ll A sia Partners などの V C で勤務した経験も持つ。 ニューヨ ークに住
み iPhone や A ndroid といった Web プラッ ト フォームが勃興し起業チャンスの波が訪れ
たことを感じ取った同氏は、2010 年に帰国し A ppWorks を立ち上げた（ 以上の経歴紹介
は、 主に＜http://mrjamie.cc/about/ ＞による）。
さて、 1990 年代後半に米国シリ コンバレーを中心にインターネッ ト ・ ビジネスが急
23

深圳のモノ づく り 企業の集積については、 北野（ 2017）、 高須＋ニコニコ技術部深圳観察会
編（ 2016） が詳しい。
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成長し、 1990 年代末から 2000 年代初期に「 インターネッ ト ・ バブル」 といわれるほど
に過熱した。台湾でも、そのころまでは米国とほぼ同調してインターネッ ト ・ ビジネス
が成長していたが、 2001 年のバブル崩壊を機に減速し長らく 停滞局面に入った。 ちな
みに日本では、バブルの時代に「 Yahoo! Japan」 や「 サイバーエージェ ント 」 等が創業し
上場した。そこが資金・ 人材の供給源となり インターネッ ト 業界が成長していった。ま
た、 中国でも、 1999 年に「 アリ ババ（ 阿里巴巴、 A libaba）」 が創業した。 しばらく の間
は、「 C to C（ Copy to China）」（ 中国は政府が国内市場を保護して米国のアイディ アをコ
ピーし ているだけ） と揶揄・ 批判されたが、 現状では、「 アリ ペイ（ 支付宝、 A lipay ）」
や「 ウィ ーチャッ ト （ 微信、 WeChat）」 のよう な独自のサービスが発展し、 今や世界最
先端と言っても過言ではない状況である。他方、台湾では、上述のよう に、 2010 年前後
から、 インターネッ ト ・ モバイル系のベンチャー企業が成長し出した（ appw-2017）。

A ppWorks はソフト ウェ アやネッ ト ビジネスでの起業促進を専門とするが、 この背景
として、インターネッ ト ・ ビジネスは一般に必要な初期投資額が小さく かつリ スクが低
いからという こと以外に、台湾の次世代リ ーディ ング産業の発展を促すという 狙いもあ
る。 2013 年 6 月当時の林之晨氏のインタビュー記事によれば、 次のよう な考えが示さ
れている。 即ち、 PC などのハード ウェ アはコモディ ティ 化が進み、 その後最大価値を
生み出すよう になったのがインターネッ ト 企業である。シリ コンバレーでは、Google や

Facebook のよう なインタ ーネッ ト 企業やソフト ウェ ア企業が現在最大価値を生み出し
ている。 これに加え、 台湾の状況として、 台湾には優れたエンジニアの文化があり、 ま
た台湾のエンターテイメ ント 産業は世界に影響を与える力を持っている。台湾でインタ
ーネッ ト 産業が発展すれば、エンターテイメ ント 、文化創意などの産業をも推進するこ
とにも繋がる。総合的にみて、インターネッ ト 産業は台湾の産業全体を活性化させる上
で、 非常に有効なビジネスと言える、 という ことである（ 林之晨, 2013）。
同様に、 2016 年 4 月当時の詹益鑑氏（ 林之晨氏と共に A ppWorks を創設した人物） の
インタビュー記事では次のよう な趣旨のことが述べられている。即ち、ネッ ト ワーク／
インターネッ ト 産業は知識集約型で、小国であっても優秀な人材を投入すれば強い競争
力を持てるチャンスがある。台湾のハイテク製造業は次第に台湾の経済成長を牽引する
力がなく なってきており 、牽引力はネッ ト ワーク産業へと移ってきている。新たなイノ
ベーショ ン・ エコシステムを造成し、台湾をネッ ト ワーク強国に発展させることが急務
である。新たな経済は、ネッ ト ワーク駆動型もしく はデジタル駆動型経済である。そこ
で重視されるのは、「 群衆の知恵」（「 群眾智慧」） と「 データ活用能力」（「 運用數據的能
力」） であり 、 群衆の参画による創造という 側面を持つネッ ト ワークの開放された環境
で、 その資源とデータを活用し最終消費者のニーズを理解できる「 i 人才」 が重要とな
る。 24
24

なお「 i 人才」 の育成をするなら、 大学からでは遅く 、 小学校もしく はそれ以前から開始され
るべきであるという 。 世代的にいえば、 30 歳以下の若者は子供時代から自然にネッ ト ワークや
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他方、 従来台湾の経済成長を牽引してきた EM S のビジネスモデルは、 最終消費者よ
り も顧客（ ブランド 機器メ ーカー） に向き合い、コスト 主導型で規模の経済を追求する
ことが中心である。 台湾は EM S 型ビジネスであまり に成功したため、 その弊害で最終
消費者のニーズとマーケティ ングが理解できる人材が不足している。これが台湾の産業
の転換・ アッ プグレード が迅速に進まない理由のひとつである。しかも現状では、台湾
においては、ネッ ト ワーク業は重視はされているものの最重要産業とは看做されておら
ず、若く 優秀な人材への吸引力も強く はない。これが、米国や中国で最優秀人材がGoogle
や Facebook あるいは百度や阿里巴巴へ就職したがることと異なる点である。 こう した
状況下で、A ppWorks が当に行っているよう に、起業家を支援し、人材と資金を吸引し、
ネッ ト ワーク産業のインキュベータ ーの役割を果たすことが民間のなすべきことであ
るという （ 以上、 詹益鑑, 2016）。
一般に、ベンチャーエコシステムの発展では、初期の成功した起業家や成功した企業
の幹部社員が自らファンド を設立する、ベンチャーキャピタリ スト に転身する、連続起
業家となる、あるいはメ ンターとなって後輩起業家を後押しするといった人材・ 資金の
循環がある。台湾でも、かつてエレクト ロニクスや半導体産業ではそう した循環がみら
れた。ところがインターネッ ト 産業では、2000 年初頭にビジネスが一旦下火になり 、人
材・ 資金の循環も途切れてしまった。 A ppWorks の目的は、 そう した循環を再起動させ
ることである。

5.2

I oT 産業の振興：「 アジアのシリ コンバレー計画」

現在の民進党・ 蔡英文政権の産業政策「 5 大イノ ベーショ ン計画」（ 後に詳述） の中
で、 IoT やスマート 技術の活用による産業構造高度化およびベンチャー企業育成を通じ
た経済成長推進を企図するものとして「 アジアのシリ コンバレー計画」 がある。具体的
な応用分野としては、 モバイルライフ（ 電子決済等）、 A I 、 自動運転、 A R/V R（ 拡張現
実/ 仮想現実）、サイバーセキュリ ティ ーが含まれており 、同計画を通して、台湾の EM S
型産業からの転換とデジタル経済主要国への発展を目指している。具体的な推進策の内
容は以下の四つである。 25
（ 1） I oT のベンチャー推進エコシステムの構築
アジアのシリ コンバレー計画では、 IoT 産業推進と並んで、 ベンチャー支援が柱の一

モバイル機器に親しんできており デジタル世界への直観的な理解を有している。 これが 40 歳以
上の世代にない生まれつきの優位性だという （ 詹益鑑, 2016）。 このためか、 A ppWorks の支援対
象の起業家チームはもとより 、支援をする側の創設者・ 林之晨氏をはじめとする経営チームのほ
とんどは、 HP をみる限り 若年世代と思われる。
25 以下の解説は、 特に断り のない限り 、「 アジアのシリ コンバレー」 HP（ https://www.asvda.org/
chi/index.aspx ）、 および筆者自身による「 アジアのシリ コンバレー計画執行センター」 （ A sian
Silicon V alley Development A gency ） での面談記録（ asvda-2017） に基づく 。
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つである。ベンチャーエコシステムの主要構成要素は、ベンチャー・ 中小企業の他に大
企業、 学校、 研究機構（ ITRI 等） だが、 政府は以下の方面でこの発展を支援する。
① 人材面での支援で、 主な内容は、 台湾とシリ コンバレーの間での人材の交換・ 国際
交流、 ソフト ウェ ア人材や越境的人材（ 複数の分野に跨って活躍できる人材） の訓
練・ 育成である。
② 資金上の支援（ 後述）。
③ 法規制改革の面で、 サイバーセキュリ ティ ーや個人情報保護、 フィ ンテッ ク、 シェ
アエコノ ミ ー、 E コマース等に関する法整備、 企業法や科学技術基本法などでの法
規改正（ もしく は運用上の工夫） である。 規制の緩和と学術界・ 産業界・ 起業家の
間の連結促進が主な狙いである。
④ コミ ュニティ 支援で、一方で台湾各地で簇生している起業家支援・ 交流促進のため
の活動を後援し、他方で海外の有力なアクセラレーターとの連携等を通して国際的
創新コミ ュニティ の構築を目指す。
ここで資金上の支援についてやや詳しく 説明しよう 。 投資先ベンチャー企業の成長
段階に応じて以下のよう な基金が新設された。
・

シード /スタート アッ プ段階向けでは、 「 金融監督管理委員会エンジェ ル・ ファン
ド 」（ 「 金管會天使基金創新創業基金」 ） がある。 元々、 類似のものとして「 行政
院国家発展基金（ NDF: National Development Fund）」 の「 創業天使計畫」 がある
が、 これは補助であって投資ではない。 新設ファンド は。 投資と株式取得、 エン
ジェ ル・ クラブとの協力（ 彼らも投資している） を通して、 投資先企業の成長を
サポート し続ける。

・

エクスパンショ ン/メ ザニン（ IPO 準備期） 段階向けでは、 国家級投資会社の「 台
杉公司」（「 台杉投資管理顧問股份有限公司」） がある。 100 億台湾元の資金を管理
し、 一方でエンジェ ル・ ファンド が支援している企業が有望ならこれに投資して
（ 投資金額は比較的大きい） 国際展開を促し、 他方でシリコンバレーのベンチャ
ー企業に投資・ 買収し台湾との連携を形成することが使命である。

・

上場（ 上市・ 上櫃） 企業あるいは伝統的産業の既存企業向けには、 「 産業創新転
換ファンド 」 （ 「 産業創新轉型基金」 1,000 億台湾元） がある。 こう した企業の多
く は成長鈍化段階に達し（ あるいは、 2 代目が企業を継ぎたがらないので） 転換
が必要であり 、 当基金でそれを支援する。
実は、 台湾には各成長段階のベンチャー企業向け基金が既に数多く 存在するのだ

が、 必ずしも当計画の政策目標と共調するよう な運営がなされていないために、 これ
らのファンド が新設されたのである。
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（ 2） イノ ベーショ ン・ 研究開発基地の建設
「 アジアのシリ コンバレー」 の要点は、 シリ コンバレーやイスラエル等の世界的な
イノ ベーショ ン・ コミ ュニティ （ エコシステム） との連結により 、 次世代 IoT 産業の
標準策定とビジネスチャンス獲得で有利な立場を得ることである。 「 IoT 創新研究開
発センター」 （ 「 物聯網創新研發中心」 ） がそのハブとなる。 同センターは、 桃園国
際空港付近に立地し、 IoT 展示センターや人材交流センターも併設されることになっ
ている（ 2019〜2020 年頃完成予定） 。 26 同センターの役割は、 世界の先進的イノ ベー
ショ ン・ コミ ュニティ から人材・ 技術・ 資金を誘致する単一窓口となり 、 台湾の優良
なものづく り 基盤を活用し製品の試作・ 製造を支援する。 また、 国内外の研究開発と
イノ ベーショ ンのリ ソースを統合し、 加えて、 テスト と実証実験の場を設立し IoT オ
ープン・ プラッ ト フォーム（ 「 物聯網開放共通平台」 ） と産業標準を生み出す、 とい
ったことである。

IoT オープン・ プラッ ト フォームとは、 IoT 活用システムのいわば公開見本のよう な
もので、 IoT ビジネスに参入する企業は、 これをベースに調整・ 応用することによ
り 、 開発のコスト と時間を節約しながら、 交通、 電力ネッ ト ワーク等々の様々な分野
で応用できるという ものである。
シリ コンバレーとの連携の具体的な方法は、 以下のよう である。 ①先ず、 当地に
「 連合オフィ ス」 （ 科技部、 外貿協会、 中華電信を含む一部企業のリ ソースを結合）
を設立し、 台湾の学術単位、 企業、 研究機構のハブとすることを希望する。 ②シリ コ
ンバレーの一部のシンクタンク（ 会員制） と協力（ 加入） し（ 当該シンクタンクも台
湾に支部設置を希望） 、 政策上で同調する。 ③「 アジアのシリ コンバレー計画執行セ
ンター」 （ 2016 年 12 月 25 日設立。 国家発展委員会の下部組織） の投資長と技術長が
シリ コンバレーと台湾の間を頻繁に行き来し（ 1 ヵ 月のう ち半分はシリ コンバレー、
半分は台湾にいる） 、 当地のベンチャー企業等の訪問や最新情報の獲得、 および逆に
台湾の最新発展状況の当地での宣伝を進め、 協力の機会を探究する。 ④上述の国家級
投資会社（ 台杉公司） を通してシリ コンバレーの多数のベンチャー企業やイノ ベーシ
ョ ン活動に投資し、 彼らの活動・ サプライチェ ーンが台湾とリ ンケージを持つよう 促
す。
（ 3） I oT バリ ューチェ ーンの完備
これには次の 4 つのパート がある。
① 学術資源の活用によるソフト ウェ ア能力の強化。 台湾大学、 清華大学、 交通大学、
26

「 アジアのシリコンバレー計画執行センター」 での面談によると、 IoT 創新研究開発センター
が桃園国際空港付近に立地する理由として、「 南アジアあるいは東南アジアから北米に向かう 航
空機の多く は桃園国際空港でト ランジッ ト するので、その際に、交流があることを期待する。そ
して徐々に、 アジア最重要の IoT 人材交流センターあるいはハブが形成されることが狙いであ
る」 との発言があった（ asvda-2017）。
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成功大学、中央大学を補助してソフト ウェ ア課程の増設を促す。これらの大学と協
力しソフト ウェ アおよびソフト ・ ハード を跨ぐ領域でのバーチャル学院（ 共通の学
習プラッ ト フォーム） を構築する。大学や ICT 企業（ M icrosoft、Cisco 等と交渉中）
が良質の課程を有していればこのプラッ ト フォーム上に置き、希望者はこれを通し
て学習することで（ 正規の教育にのみ依拠するのに比べ）素早く 人材育成が出来る。
② 大学・ 研究機関の IoT 研究成果の産業化。 ITRI 等の研究機関は、 既に一定の IoT 関
連の研究成果がある。これをベンチャー企業設立や新事業創設に繋げ、産業発展の
モデルとなす。
③ キーテクノ ロジー不足への対処。エッ ジ・ コンピューティ ングやネッ ト ワーク転送、
サービス・ プラッ ト フォームなどの重要項目で産業標準策定や特許取得を進め、産
業競争力の基盤を構築する。 ITRI 等の研究機関がサポート する。
④ IoT 産業バリ ューチェ ーン建設。 IoT 応用とそのキーパーツ（ IC、ディ スプレイ、セ
ンサー、 光電子部品） 、 およびクラウド 、 ビッ グデータ等の他のキーテクノ ロジー
のイノ ベーショ ン推進。ならびに業者による関連領域を跨ぐ統合を援助し IoT シス
テムのバリ ューチェ ーンを建設する。
なお、 上述の産業創新転換ファンド（ 産業創新轉型基金） は、 民間資金と共同投資す
ることで、国内の既存ハード ウェ ア企業がシステム・ インテグレーショ ン創新へ転換す
るのを後押しすることも想定されている。
（ 4） 実証実験モデル地区提供
中央政府と地方政府および国際企業が連携し、実証実験モデル地区を設け、アジア太
平洋地域の IoT テスト センターとなる。医療介護のよう な全世界
（ アジア） 共通の課題・
ニーズと台湾の優勢分野掛け合わせ、 IoT の世界的ビジネスチャンスの獲得を目指す。
モデル地区のタイプには、①台湾全体（ A R/V R、 e コマース等）、②特定エリ ア（ スマー
ト 物流、 スマート 医療、 スマート シティ 、 従来型工業園区のスマート 化、 スマート グリ
ッ ド 等）、 ③広域エリ ア（ 基隆・ 台北・ 桃園・ 新竹のスマート 交通、 中部のスマート 製
造、 南部のスマート エネルギー、 東部のスマート 観光） の三つがある。
アジアのシリ コンバレー計画推進のために
「 IoT 産業大連盟」（「 物聯網產業大聯盟」）
が設立され、 2017 年 9 月時点で 230 以上の企業と業界団体等が参加している。 同連盟
には 9 個の分科会（ 交通、 物流、 製造、 エネルギー/環境、 商業、 家庭、 農業、 医療、 セ
キュリ ティ ） があり 、年 2 回ミ ーティ ングが開催される。そこで各分野の参加企業がア
イディ アを提示し討議を行い、政府や公的研究機関が必要に応じて各種支援（ 実証実験
エリ ア、 法規制緩和、 キーテクノ ロジー開発、 補助金） を提供する。 こう した参加企業
間での討議を通して、 チームワークの促進、 産業標準の形成、 政府への政策提言、 産業
発展と政策との擦り 合せが可能になると期待される。
参加企業には、 各分野で優位性を持つ多数の企業含まれる。 例えば、 IC 産業の
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M ediaTek 、 TSM C、 UM C 等、 液晶ディ スプレイの A UO、 INNOL UX 等、 光電子部品の
Optotech、 Everlight、 EPISTA R 等といった各分野の主要企業がある。 海外企業の参加と
貢献も多い。 例えば、 M icrosoft（ 台湾に IoT の研究開発センター設立）、 Qualcomm（ 自
動運転車等々で 5G のソリ ューショ ンを提供）、 A mazon Web Services（ AWS）（ ウェ ブサ
ービスのプラッ ト フォーム提供）、 Cisco（ デジタルのハード インフラでの貢献、 サイバ
ーセキュリ ティ ー等でも連携の計画） であり 、欧州からは、 Siemens（ スマート 製造、ス
マート マシーン発展で貢献） も参加している。

6

政府の支援
本節では、 政府の役割について、 ハイテク産業推進体制の基本形、 産業政策の推移、

（ 近年の） ベンチャー推進政策の順に解説していく 。

6.1

ハイテク産業推進体制の基本形

1970 年代・ 80 年代の台湾のハイテク産業立ち上げ期においては、 政府の産業政策が
重要な役割を果たした。とり わけ、「 新竹科学工業園区開設」（ 1980 年）、「 工業技術研究
院（ ITRI ）」 設立（ 1973 年）、「 創業投資（ ベンチャーキャピタル） プロジェ クト チーム」
発足（ 1982 年） の 3 つが、その後のハイテク産業推進体制の基本形を形作ったといえる
だろう 。 ベンチャーキャピタル（ V C） について既に言及したので、 ここでは、 ITRI と
新竹科学園区について敷衍しよう 。
（ 1） 新竹科学工業園区
先ず、 1980 年開設の新竹科学工業園区（ サイエンスパーク） は、アジアのハイテク産
業クラスターの先駆けであり 、海外先進地域（ 特にシリ コンバレー） との人脈および生
産ネッ ト ワークの結節点として（ 4.1 節で言及した） 、 シリ コンバレーをモデルに設計
された。先進的施設と緑地帯の多い開放的な空間、海外帰国者への配慮（ 子弟のために
バイリ ンガル学校を設置） により 恵まれた労働・ 住環境を提供するものであった。園区
内に立地する企業に対しては、 5 年間にわたる法人税の免税、 輸入機械・ 材料に対する
関税免除（ 最終製品が輸出される場合） 、土地のリ ースへの補助金等各種インセンティ
ブが用意されていた（ 優遇政策の内容は、 その後、 変化している） 。
新竹園区の近隣には、 台湾最大級の政府系研究機関の ITRI と理工系では台湾ト ッ プ
クラスの交通大学、 清華大学が隣接し密接に連携している。 新竹園区は半導体や PC 周
辺機器、光電子などのハイテク産業の揺り 籠としての役割を果たしていく が、この成功
を受けて、 姉妹園区として 1996 年には「 南部科学園区」 が、 2003 年には「 中部科学園
区」 が開設され、さらに其々の下に、若干異なる開発コンセプト の実現や特定業種振興
のために、 幾つかのサテライト 園区が建設されていった。
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（ 2） 工業技術研究院（ I T RI ）

ITRI は、 1973 年、 非営利目的団体（ 自身の事業収入はある） として設立された台湾
最大級の政府系研究機関（ 応用研究重視） である（ 図 5） 。 27 活動内容は、 先端的な
科学技術の研究開発に基づく 産業創出、 産業界向けサービス、 特許ビジネス／ベンチ
ャー事業で、 例えば、 2015 年の収入は 199.97 億元（ 約 6 億米ド ル） である。 う ち

48％は政府の研究開発プロジェ クト 、 44％は産業界向けサービス（ ビジネスコンサル
ティ ング、 教育・ 訓練、 技術支援など） 、 7％は技術移転収入であり 、 同年には、 1 万

5、 351 社への産業サービス提供、 642 件のライセンシグを行った。
ITRI は人材・ 技術の宝庫でもあり 、 研究開発・ 管理人材は 5、 938 人（ う ち博士 1、
403 人、 修士 3、 340 人） 、 ITRI 出身の産業界等人材は 2 万 4、 047 人、 加えて台湾ト
ッ プクラスの特許取得数（ 累計 2 万 5、 204 件） を誇る（ 2016 年 10 月時点） 。 また、
新産業・ 新ハイテク・ ベンチャー企業のゆり かごとして、 スピンオフとインキュベー
ショ ン支援の企業が合計 240 社ある（ 2015 年 12 月時点までの累計） 。
図 5 工業技術研究院（ ITRI ） の組織
工業技術研究院（ITRI）

創新工業技術移転股份有限公司（ITIC）

産業学院
技術移転サービスセンター（TTSC）
産業サービスセンター
国際業務センター

バイオ医療＆医療器材研究所
電子＆光電システム研究所
情報＆通信研究所
機械＆メカトロニクス・システム研究所
材料＆化工研究所
グリーンエネルギー＆環境研究所

行政サービスセンター
会計部
ITサービスセンター
人材部

映像ディスプレー科技センター
サービスシステム科技センター
スマート機械科技センター
産業経済＆趨勢研究センター（IEK）
量測技術発展センター
スマート・マイクロシステム科技センター
ビッグデータ科技センター
レーザー＆付加製造科技センター

ITRI南部分院
ITRI中部分院

出所） ITRI の HP（ 2017 年 1 月 23 日閲覧） 等より。

27

以下の ITRI についての記述は、 ITRI の HP＜https://www.itri.org.tw/＞、 および岸本（ 2011）
に基づく 。
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海外ネッ ト ワークも構築され、 米国（ シリ コンバレー） 、 日本（ 東京） 、 欧州（ ド
イツ、 オランダ） 、 ロシア（ モスクワ） に拠点を置き、 海外の 150 以上の研究機関・
企業との間に協力関係を結ぶ（ 例： M icrosoft、 Qualcomm、 Stanford University 、 Oxford

Instrument、 Sony 、 A IST 、 東京大学等） （ 2016 年 10 月現在のデータ） 。
ITRI は、独自のベンャー・ 新事業育成施設である「 開放実験室／創業育成センター」
（ 技術移転サービスセンターの下部組織） と V C 子会社の「 創新工業技術移転股份有限
公司（ ITIC）」 を擁し 、 本業である産業技術の研究開発と合わせ、 三位一体で台湾の新
産業・ ベンチャー推進体制をリ ード してきた。以下、開放実験室／創業育成センターと
創新工業技術移転股份有限公司について簡単に紹介する（ 以下、主に ITRI と ITIC の HP
に基づく ）。
①開放実験室（ OpenL ab） ／創業育成センター（ Incubator ）：
・ ITRI OpenL ab／Incubator の 2 つの機能： (a) 既存企業（ 国際企業含む） との共同研究
プロジェ クト 、 (b) ハイテク・ ベンチャーの育成（ 台湾初の創新育成センター）。
・ OpenL ab： 1996 年 7 月設立以来、 342 社から 9、 316 人以上が参加。 現在、 70 社か
ら 1、 006 人が駐在（ 2013 年末まで）。
・ Incubator： 185 社の start-ups を支援、う ち 48 社は科学工業園区に進出し、18 社は株
式公開。払込資本金は 21.4 億 USD 、雇用創出効果 1 万 9、100 人（ 2013 年末まで）。
・ A A BI（ アジア・ ビジネス・ インキュベーショ ン協会） と NBIA （ 全米ビジネス・ イ
ンキュベーショ ン協会） から年間最優秀インキュベータ賞を受賞（ 各々、2005 年と

2006 年）。
・ ITRI Incubator は、 IPO 比率は他の育成センターより ずっと高く 、失敗率は非常に低
い。
②創新工業技術移転公司（ ITIC： Industrial Technology Investment Corporation）
・ ITIC は、 ITRI の V C（ 100％出資） として、 1979 年に設立された。 半導体、 オプト
エレクト ロニクス、 バイオ等分野で台湾の代表的企業の立上げに関与した。
・ ITRI からのスピンオフや技術移転の支援が主要業務の一つ。技術の商業化の可能性
について評価し、投資やアド バイスを行う 。また、 ITRI からの技術移転先企業に対
し 、 定期的に訪問し評価報告を行う などの役割も果たす。 単独で行う のではなく 、
民間 V C や関連企業との連携を重視している。

6.2

産業政策の推移

工業技術研究院（ ITRI ） を技術・ 人材の供給源とし科学工業園区を舞台としたハイテ
ク産業育成策の最初で最も代表的なものは、半導体（ IC） 産業の振興である。 1974 年か
ら政府主導で、 IC パイロッ ト プラント 計画が始動。 1980 年に ITRI からのスピンオフの
形で台湾初の本格的 IC メ ーカーの UM C（ 聯華電子）が設立・ 事業化された。その後も、
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第 2 期計画（ 1979〜1983 年）、 V L SI 計画（ 1983〜1988 年）、 サブミ クロン計画（ 1990〜

1995 年）、 ディ ープサブミ クロン計画（ 1997〜2000 年） と国家プロジェ クト が続いた。
このう ち特に重要なのは、 V L SI 計画の成果が世界初の専業ファウンド リの「 台灣積體
電路製造（ TSM C）」 設立として事業化されたことである。 1987 年設立以来、 かつて米
国 TI 社半導体部門の責任者であった張忠謀氏の指揮の下、 TSM C は台湾独自の専業フ
ァウンド リ（ ウェ ハプロセスの受託製造）のビジネスモデルを打ち出し急成長を遂げた。
加えて、台湾の国家プロジェ クト は、当初から製造だけでなく 設計部門の育成も視野に
入れていたが、 ファウンド リ の登場により 、 1980 年代後半以降 IC 設計専門企業（ ファ
ブレス） の設立が刺激された（ 詳しく は、 佐藤, 2007; 朝元, 2011, 第 3 章を参照）。 その
後、 民間企業の成長により 政府と ITRI の先導的役割は低下していったが、 それでも新
産業立ち上げ期には、ITRI がキーテクノ ロジー開発で少なからぬ貢献をなしている（ 例
えば、 液晶パネル産業に関しては、 朝元, 2011, 第 4 章参照）。

2000 年代以降の産業政策をみると、2000 年 5 月に成立した民進党・ 陳水扁政権の下、
2002 年の「 挑戦 2008・ 国家発展重点計画」 の中で「 両兆双星産業」 構想が打ち出され
た。 これは、「 両兆」、 すなわち、 半導体産業と液晶産業がそれぞれ生産額 1 兆台湾元に
なるよう に推進し、「 両星」、すなわち、デジタルコンテンツ産業とバイオテクノ ロジー
産業が将来の台湾を支える基幹産業となることを期待するものであった。 この他、 ICT
産業に関するものとして「 産業高度化計画」 と「 デジタル台湾計画（ e 台湾計画）」 も含
まれていた。これは半導体と液晶という 既に成長軌道に乗っている産業を柱としながら
も、他の幾つかの次世代産業（ とり わけエレクト ロニクス・ ハード ウェ ア製造以外の産
業） を育成し、 リ ーディ ング産業の多様化と産業構造高度化を図ろう としたものだが、
いずれも予定通り の効果は出ておらず産業構造も大きな変化は生じ なかった（ 村井,

2007 他）。
2008 年 5 月に成立した国民党・ 馬英九政権の下では、 一方で、 中国との「 和解」、 経
済交流の「 正常化」 が進み、2010 年 6 月には「 海峡両岸経済協力枠組み協定」（ Economic

Cooperation Framework A greement: ECFA ） の締結がみられた。 他方で、 産業政策・ 国家
建設計画の分野では、引き続きエレクト ロニクス・ ハード ウェ ア製造に偏った産業構造
の転換と新たなリ ーディ ング産業の探究のために、 インフラ整備（「 愛台 12 建設」） と
産業構造多様化策（「 六大新興産業」「 四大新興インテリ ジェ ント 産業」「 十大重点サー
ビス業」）、ベンチャー奨励策などが実施された。ただし、こう した数多く のプロジェ ク
ト も、 実際には「 それほど積極的・ 戦略的に推進していたよう には見えない」 という 指
摘もあり（ asvda-2017）、産業構造転換と次世代リ ーディ ング産業推進の課題は、その後
に持ち越されることとなった。 中国との「 和解」・ 連結による台湾の経済発展実現とい
う 戦略も、 期待されたほどの効果がなく 、 専門家からは「 馬政権の 8 年間、 台湾は卑屈
に中国に接してきたが、それによって経済条件が好転することはなかった」 という 評価
がなされている（ tier-2017）。
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表 5 「 5＋2」 産業イノ ベーショ ン計画
計画名

主な産業分野

主な産業
集積地

主な内容

5 大イノベーション計画

アジアのシリ IoT 、 ス マ ー ト 桃園市
コンバレー
技術の 実証、
スタートアップ
育成

IoT とスタートアップ育成を主軸に、モバイルライフ、AI 、
自動運転、AR/VR、サイバーセキュリティー等の応用サ
ービスを推進。台湾の EM S 型産業からの転換とデジタル
経済主要国への発展を目指す。

スマートマシ 高付加価値型 台中市
ーン
工作機械、スマ
ートマシーン

台湾が競争力を持つ精密機械と ICT 技術を結合し、台湾
をスマートマシーンとハイエンド設備・キーパーツの研究
開発・製造基地にする。

グリーンエネ 再生可能エネ 台南市
ルギー
ルギー、新エネ
ルギー事業

2025 年までに太陽光発電システム 20GW 分設置、風力
発電 4.2GW 分設置、2024 年までに 300 万戸のスマートメ
ーター設置が目標。「沙崙グリーンエネルギー・サイエン
スシティ」（台南市）の建設を計画中。

バイオ医療

医療器材、製
薬

台 北 市 、 台湾は医療・介護水準は高いが、バイオ医療産業では、
新竹市
近隣先進国（日本、シンガポール等）ほどの存在感がな
い。そこで、特色ある産業の推進（医療健康分野のビッグ
データ運用、オーダーメイド医療など）等を軸に世界的競
争力の強化と高齢化社会への対策を進める。

国防産業

軍用 船舶 、 航 台 北 市 、 国防産業での一定の自主化を目指す。将来、一部は民生
空機、サイバー 台 中 市 、 用へ転化する可能性もある。とりわけ、サイバーセキュリ
セキュリティー 高雄市
ティーは、IoT での応用が見込まれる。
＋2 産業

循環型経済

石油化学等

―

CO2 排出と汚染度の高い石油化学から着手し、廃棄物と
排熱の循環利用を図る。これを他の産業へも広げていく。

新農業

輸出向け農業

―

地域経済統合の潮流の下、農業分野での市場開放を見
越して、守りの農政から攻めの農政（輸出産業化）へ転換
する。

出所） 国家發展委員会「 協調推動產業創新計畫」（ https://www.ndc.gov.tw/Content_list.aspx?n=9D024A
4424DC36B9& upn=6E972F5C30BF198F）、 asdva-2017 などに基づき筆者作成。

これを背景に政権交代が起こり 、2016 年 5 月には民進党・ 蔡英文政権が成立した。蔡
政権は、 経済政策の根幹として「 5＋2」 産業イノ ベーショ ン計画を打ち出している。 こ
れは「 5 大イノ ベーショ ン計画」 に新農業と循環型経済の 2 つを加えたものである（ 表

5 参照）。これは、 これまで台湾経済を牽引してきた成長パターン（ エレクト ロニクス・
ハード ウェ ア製造と EM S 型業態への偏り 、 中国への依存） がいよいよボト ルネッ クに
直面してきており 、 しかも新産業創出が進んでいないことを背景としている。 加えて、
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台湾が抱える幾つかの社会経済的課題、 すなわち、 若者の雇用条件の悪化、 環境保護・
低炭素社会建設、 高齢化社会の到来、 国際リ ンケージの不足、（ 産業クラスターを通じ
た） 地域新興などへの対応も意図されている。

6.3

ベンチャー推進政策

以上で検討した産業政策は、一部は起業促進を意図したものもあり 、あるいは、新産
業の担い手としてベンチャー企業が想定されていたものもあったが、必ずしもベンチャ
ー企業育成を前面に押し出したものではない（「 アジアのシリ コンバレー」 は除く ）。ベ
ンチャー支援を主な課題とする政策としては、経済部中小企業處（ 日本の経済産業省中
小企業庁に相当） を中心に、 1996 年以降、ベンチャー・ 中小企業の創業・ 新事業創出促
進環境の整備に取り 組み、 年々、 施策を充実させてきた。 2012 年開始の「 創業台湾計
画」（ Start-Up Taiwan）は、それまでの多様な施策を受け継ぎより 体系化している。近年、
とり わけ若年層による起業の奨励を意図した施策が強化されている。例えば、次のよう
な内容である（ 以下、台湾の中小企業處『 中小企業白皮書』 2014 年版・ 第 10 章より ）。
・

創業コンサルティ ング： 創業希望者に基本的な情報・ アド バイスを提供するサービ
ス。創業希望者は無料電話相談および専用ウェ ブサイト「 青年創業・ 夢ネッ ト 」（ “ 青
年創業及圓夢網” ） を通じて全国 100 名を超える創業顧問からコンサルティ ングを
受けられる。 face-to-face での相談も可能。

・

創業者向け教育課程： 創業に向けた基本的な訓練・ 知識の取得や適性判断の機会を
提供（ 各県市によるクラス開講、業界エリ ート の講演会）。デジタル・ ラーニングの
環境整備「 中小企業インターネッ ト 大学」 の開設。

・

有望ベンチャー向け支援： 中小企業處は
「 創業夢計画」
（ “ 創業圓夢計畫” ）を実施し、
主に成立 3 年以内のベンチャー企業で発展可能性のある新事業を対象に、創業顧問
による 1 対 1 の現場診断指導などの支援を提供。

・

大卒者創業支援： 行政院教育部（ 文部科学省） の「 大卒者創業サービス計画」（ U-

STA RT 、 2009 年開始） を土台とし、大学の創業チームにコンテスト の後、補助金を
支給。」 産学連携と学校における起業文化普及を図る活動も。
・

資金獲得支援： 創業に関する各種資金的支援。例えば、「 青年創業・ スタート 資金ロ
ーン」、「 中小企業ベンチャー発展プロジェ クト ローン」。 銀行ローンを自力で受け
る場合に比べ審査条件や貸付金額、 融資条件において有利。 また、 幾つかの協力銀
行があり 、 起業家による相談に対して積極的に応じる。
近年の施策としては国家発展委員会が主導する「 創業拔萃方案（ HeadStart Taiwan）」

（ 実施期間は 2014〜2016 年） がある。 主な内容は、 次の 3 つである（ 以下は、 主に、
國發會産業發展處, 2014; 国家発展委員会 HP の「 創業拔萃方案」 https://www.ndc.gov.tw/

Content_L ist.aspx?n=D4D256529BD9C841 による）。
① ベンチャー・ 中小企業の発展を促すための法規制改革： 主なものは、 株式型クラウ
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ド ファンディ ング、 リミ テッ ド パート ナーシッ プ、 および閉鎖性株式会社という 3
つの制度の導入である。 これらは、 基本的に米国等先進国の制度（ 事実上の国際標
準） に倣おう とする性質のものである。
② ベンチャー企業の資金獲得支援： これは国内の V C が新産業への投資に尻込みし、
海外のV C は台湾に関心が薄いという 状況に対して、
「 行政院国家発展基金
（ National

Development Fund）」 を活用して、国内外の V C と協力し特に初期ステージのベンチ
ャー企業への投資を促そう とするものである。 海外からは、 500 Startups、 本誠創業
投資、 TransLink Capital Partners、 Infinity e.ventures A sia、 華美科技創業投資との共同
投資案件があり 、 136 億台湾元の資金調達に成功した。
③ 国際リ ンケージ強化支援： 国際創業創新園区の設立により 、国内外のアクセラレー
ター、V C、メ ンター等のリ ソースを引きつけ新起業チームに包括的な支援サービス
を与える。 将来は、 シリ コンバレー、 ロンド ン、 シンガポール等の海外の先進的地
域ともネッ ト ワークを構築し、ベンチャー企業の国際展開をサポート する。国際創
業創新園区としては、具体的には 2015 年、台北市に
「 台灣新創競技場
（ Taiwan Startup

Stadium: TSS）」 が設立された（ https://www.startupstadium.tw/ ）。

7

まとめ
以上、 本章では、 台湾のベンチャーエコシステムの構成要素（ 起業家・ ベンチャー企

業、 支援アクター）、 およびその発展に大きな影響を与える要素（ 海外リ ンケージ、 産
業の資質、 政府の支援） について、 各々、 詳細に解説した。
各分野で、大なり 小なり 、海外の先進地域、とり わけシリ コンバレーとのリ ンケージ
を踏まえ、もしく はその動向に影響されつつ展開してきたことが明らかにされた。近年
は、シリ コンバレーとの連結を戦略的に再構築する試みもなされている。その意味では、
台湾のベンチャーエコシステムは、シリ コンバレーの姉妹エコシステムともみなされる。
これは、単に従属的・ 付随的な立場という ことではなく 、シリ コンバレーの発展を人材
供給と生産システム（ とり わけ委託製造先として） の面で支えるという 重要な役割を演
じてきたことも示唆している。すなわちシリ コンバレーも含め、各国・ 地域のエコシス
テムは、当該地の資源状況や歴史的経緯に規定されながらも、実は国際的なリ ンケージ
の中で、 其々の役割を担いつつ発展してきたことが窺い知れるのである。
台湾におけるインターネッ ト ・ IoT のよう な次世代産業推進は、 よう やく ここ数年本
格化した。主要国が類似の産業政策を打ち出す中、台湾が、こう したグローバルな文脈
における自身の位置付けを踏まえ、自国の強みを最大限活かせるポジショ ンの開拓・ 確
保に成功するかどう か、 今後の展開を見ていく 必要がある。
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