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医療系スタートアップが集う「日本橋ライフサイエ
ンスビルディング」や、事業経験を積んだ「大人起業
家」向けのワークプレイスなど、三井不動産は東
京・日本橋エリアで次 と々新たな拠点を開いている

三井不動産が展開するオフィスビル
日本橋に「起業の拠点」が増えている

1100社以上ある。
　22年6月下旬。米調査会社CBイ

ンサイツがまとめた「ユニコーン企
業完全リスト」を眺めると、企業価
値上位10社の輩出国は上から次の
ような顔ぶれだった。中国、米国、中
国、米国、スウェーデン、オースト

　日本は経済大国だ──。そう言わ
れて久しい。国内総生産（GDP）は
2010年に中国に抜かれたものの、米
国、中国に次ぐ世界3位を維持する。
しかし、その経済規模とは裏腹に、一
向に増えないデータがある。ユニコ
ーン企業の数だ。

韓国の背中を追う日本

　ユニコーン企業とは、企業価値10
億ドルを超える未上場企業のこと。
ユニコーンという幻の生き物に例え
られるほど、かつては珍しい存在だ
ったが、年々増え続け、今や世界に

世界有数の大都市・東京がビジネスで世界に後れを取っている。
国の成長をけん引するユニコーン企業の輩出数が相対的に少ないのだ。
成長企業を増やすために、どう動くか。「再起動」の舞台裏を追った。

後れを取った東京
起業の街へ巻き返し

ユニコーン企業の“揺りかご”に

THE E.A.S.T. 日本橋富沢町

日本橋ライフサイエンスビルディング
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ラリア、英国、米国、米国、英国……。
　Japan（日本）を探すも、なかなか
見つからない。最初の一社が確認で
きたのは400位台に差し掛かったこ
ろだった。結局、1100社超が名を連
ねるリストに日本のユニコーンは6
社しか含まれていなかった。
　米国は600社を超え、中国は200
社に迫ろうとしている。それに続く
のはインド、英国、ドイツ、フラン
ス、イスラエル。アジアではシンガ
ポールや韓国が2桁に乗せ、日本の
少なさが目立っている。
　勢いのあるスタートアップを生み
続けられなければ、日本経済は早晩、

尻すぼみになるだろう。その先に待
つのは、新興国に追い抜かれる未来
だ。最悪のシナリオを回避するには
人材と資本が集まる首都・東京から
変化を起こさなければならない。
　起業家を生み、育てるスタートア
ップエコシステムの構築へ。劣勢か
らの巻き返しに向け、東京のあちこ
ちで「スタートアップ倍増計画」の
のろしが上がっている。

「大人起業家」が集う日本橋

　東京都心の日本橋エリア。江戸時
代から五街道の起点として栄え、老
舗企業が立ち並ぶこの場所が、「日本

橋バレー」とも称されるスタートア
ップの街に若返り始めている。路地
裏には、ここ5年ほどでスタートア
ップ向けのオフィスが急増。その大
半を運営しているのが、日本橋を創
業の地とする三井不動産だ。
　同社が「E.A.S.T.（イースト）構想」
を発表したのは18年のこと。若き起
業家たちが集まっていた渋谷や五反
田、六本木など東京の西側に対し、日
本橋を中心とする東京の東側を「国
内最大のスタートアップ集積地に
押し上げる」とぶち上げた。
　掲げたのは、「大人起業家」という
キーワードである。大企業などで事

　世界の主要都市を対象に米調査会
社が発表した「スタートアップエコシステ
ムランキング」で東京は12位。2021年
の9位から後退し、韓国ソウル（10位）
に抜かれました。東京は世界有数の経
済規模を誇り、決して起業しにくい街と
は思えません。なぜ、ユニコーン企業が
なかなか生まれないのでしょうか。
　背景の一つに、大企業が強すぎるとい
う側面があると思います。大木が森のよ
うにそびえ立っているので、日の当たる場
所が少ない。だから競争を避けて、非常
にニッチなジャンルを選ぶ中小企業やベ
ンチャーが多いと感じます。
　米国では既存の業界をディスラプト
（破壊）するスタートアップが次々と現れ、
産業構造そのものが変化しています。グ
ローバルで勝つという視点はもちろん重
要ですが、日本・東京の中で企業の新陳
代謝をいかに進めるかという議論をもっと
したほうがいいでしょう。

　私が今、力を入れているのは大企業か
ら30代社長を300人輩出するプロジェ
クトです。大企業の資本力や人材輩出
力を生かして社内ベンチャーをつくり、大
きく育てる。優秀な人材が大企業に残っ
ているからこそできる、日本ならではの起
業の形ではないでしょうか。
　社内ベンチャーといっても、5年間で
売上高を100億円にするぐらいの高い
目標設定が必要です。5年で100億円
ならば、10年で1000億円も狙える。そ
うなれば、役員も本気になって後押しす
るでしょう。大企業は新規事業をどんど
ん起こし、若い人材に任せたらいい。
　私も27歳のときに、デロイトトーマツグ
ループの社内ベンチャーとして現在の会
社を立ち上げました。若手に任せるカル
チャーが大企業にあれば、みんな頑張る
し、優秀な人材が集まってくる。「人材
輩出企業」に生まれ変わることが
できるのです。

　もう一つ重要なのは、小学生や中高
生のうちから起業家教育を行うことです。
会社を興すことが進路の一つとして認知
されれば、新卒で起業する若者はもっと
増えるでしょう。新しい産業を生み出す
成功例が出るかもしれません。
　様々な手を尽くして時価総額1兆円
を超える企業をこの先の10年間でどれ
だけ生み出せるか。日本、そして東京の
未来を左右する、最も重要なテーマだと
考えています。  （談）

大企業を「人材輩出会社」に変えよう
斎藤祐馬 デロイトトーマツベンチャーサポート社長
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Shibuya Startup Deckの組織図

スタートアップ育成
100社超が連携

業経験を積み、専門性を身に付けた
会社員が、業界の課題を解決するた
めに独立する。その後押しをするこ
とで、スタートアップを爆発的に増
やそうと考えたのだ。
　起業家支援を手掛けるプロトスタ
ー（東京・中央）と組み、30代、40
代の「大人起業家」を育成するプログ
ラムを19年9月に発足。既に10社
以上のスタートアップが巣立った。
「ほとんどの方が会社員として働き
ながら、サイドプロジェクトで事業
を起こし、軌道に乗ったら会社を辞
めて独立している」。イースト構想を
主導する三井不動産ベンチャー共
創事業部の塩畑友悠氏は、そう語る。
　フィンテック企業のKAERU（東
京・中央）もその一社だ。共同創業者
の福田勝彦COO（最高執行責任者）
は、京都市役所からボストンコンサ
ルティンググループなどを経て、メ
ルカリに移った経歴を持つ。「誰もが
買い物を楽しみ続けられる世の中」
を目指し、高齢者や認知症患者向け

の決済サービスを展開。22年3月に
は、ベンチャーキャピタルなどから
総額1億円超の資金調達に成功した。
　経済産業省の補助金制度を活用し、
大企業に在籍したまま「出向起業」す
る例も生まれている。テレワークの
浸透で使われなくなったオフィスの
スペースを、外部の事業者に貸し出
す、Officefaction（オフィスファク
ション、東京・江東）だ。
　三井不動産はイースト構想とは別
に、ライフサイエンス系の医療スタ
ートアップを呼び込むプロジェク
トも推進している。日本橋に製薬大
手が集積していることに着目し、産
官学による共創で、新たなイノベー
ションを生み出す試みだ。
　日本橋を含む東京駅周辺は、世界
的に見ても大企業の密集度が極めて
高い。「就業人口が多い分、コミュ
ニティーをつくりやすい」（塩畑氏）
というメリットがある。しかし、起
業家を増やす取り組みは緒に就いた
ばかりで、ユニコーン企業を生み出

すには、まだ時間がかかりそうだ。

国際化に踏み出した渋谷

　1990年代後半から「ビットバレ
ー」と呼ばれ、日本におけるIT企業
の総本山となった東京・渋谷も大き
な課題に直面している。スタートア
ップの数は多いが、国際競争力のあ
る企業が生まれないのだ。世界を席
巻するテック企業がなかなか現れな
いのは、起業の街としての渋谷の勢
いに陰りが見えている証左でもある。
　渋谷を国際的なスタートアップ
の街にする──。そんな使命を帯び
て渋谷区役所内に立ち上がったのが、
グローバル拠点都市推進室だ。初代
室長として招へいされたのは、米サ
ンフランシスコ日本総領事館に8年
半勤務し、シリコンバレーの動向を
つぶさに見てきた田坂克郎氏である。
　田坂氏は2020年1月に着任する
と、すぐさま区内のスタートアップ
150社にアンケートを取った。見え
てきたのは起業に必要な環境すら整

幹事会員

正会員

特別会員

部会に参加
部
会

スタートアップビザを活用し
て起業を目指す外国人が、
渋谷に集まり始めている
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っていない日本の厳しい現実だった。
　特に多かったのは、「企業としての
認知度が低いため、法人口座を開設
できない」「オフィスを借りようとし
てもオーナーが貸してくれない」と
いう声。諸外国では考えられない話
だった。「海外ではスタートアップ
への融資に特化した銀行がたくさん
ある。オフィスも、ストックオプシ
ョン（株式購入権）を渡せば、ただで
入居できるなど、企業が成長する過
程であまり出費せず事業に集中でき
る環境がある」（田坂氏）
　起業にまつわる課題を解
消すべく、まずはコンソー
シアムを設立した。20年11
月、「Shibuya S ta r tup 

Deck」（通称・シブデック）
というスタートアップの支
援組織を発足。みずほ銀行
と共に、法人口座が最短1
週間で開設できるサービス
を始めたり、不動産会社と
連携して居抜きで転入転居

できるガイドラインを策定したりと、
渋谷区内外の100社を超える支援企
業と共に、スタートアップが育ちや
すい環境整備に力を注ぐ。
　渋谷の国際化に向けてはスタート
アップビザという切り札を投入した。
1年以内に渋谷区で起業することを
条件に外国人に在留資格を付与する
制度で、1年間で500件を超える申
請が寄せられた。渋谷区は14社の起
業家にスタートアップビザを発給。
ビジネス目的の入国が解禁された

22年3月以降、ビザを付与された外
国人が次々と「渋谷入り」している。
　世界から起業家を呼び込めば都市
の活力が増す。事実、シリコンバレ
ーは世界中から優秀な人材を集める
ことで躍進を遂げた。アジアでは、
Web3（ウェブスリー）といわれる次
世代型インターネットをめぐる人材
争奪戦で、シンガポールが独り勝ち
の様相を呈している。
　「東京のテック企業は、お金の出入
りがすべて東京で完結しているとい

う課題がある」（田坂氏）と
いう。東京で起業し、東京
のベンチャーキャピタルか

ら資金調達して成長し、雇
用を創出する。「日本でIPO

（新規株式公開）して、六本
木ヒルズに住んだら幸せと
思わせてはいけない。ちゃ
んと（米国市場の）ナスダ
ックまで行くぞ、世界に出
ていくぞという企業を生ま
ない限り、日本の国力は上

プロジェクトチーム プロジェクトチーム プロジェクトチーム

事務局

環境整備

不動産 人材 スマート
シティー

オープン
イノベーション

グローバル部会文化

金融

実証・実装 グローバル化

部会運営／コミュニティー形成

会員企業は各部会
に分かれてプロジェク
トを形にしていく

LegalForceは総額約179億円を調達し、米国進出を発表した
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コクヨ東京品川オフィス（右）もイ
ンファームを導入し、育てた野菜
やハーブの販売を始めた

がらない」と田坂氏は警鐘を鳴らす。
　世界展開を狙うスタートアップ
も芽吹き始めている。22年6月、国
内外から約137億円の資金調達を発
表したのは、LegalForce（リーガル
フォース、東京・江東）。契約書に潜
むリスクを、AI（人工知能）が洗い出
して可視化するサービスを手掛け、
累計調達額は約179億円となった。
　「北米を中心にリーガルテックへ
の投資は進んでいるが、その北米の
企業と比較しても弊社の累計調達額
は上位に食い込める規模になってい
る」。同社の角田望CEOはそう手応
えを語り、米国進出を表明した。
　岸田文雄首相は22年を「スタート

アップ創出元年」と位置づけ、スタ
ートアップを今後5年で10倍に増
やすと宣言した。リーガルフォース
のように、世界に挑む企業をどこま
で増やせるかが、今後の焦点だ。

東京に攻め込むユニコーン

　東京から世界を目指す企業が少な
い一方、海外のユニコーン企業はこ
ぞって東京に攻め込んでいる。未開
拓の巨大市場が広がっているからだ。
　ファーミングユニットという“農
場”を店頭に置き、育てた野菜をそ
の場で売る。「店産店消」という都市
型農法を提唱するInfarm（インファ
ーム）は、アジア初の進出地に日本を

選び、東京・渋谷に拠点を構えた。
　ドイツ・ベルリンで創業し（現本社
はオランダ・アムステルダム）、イン
ファームをユニコーン企業に導い
たエレズ・ガロンスカCEOは、日本
の生鮮野菜の高い需要に目を向けた。
　「特に東京は世界的に有名な食の
街で、若者が多く、活気に満ちてい
る。テクノロジーを活用した屋内農
業は、若者にとって就農の新たな選
択肢となり得る。異常気象や自然災
害のリスクは年々高まっているが、
当社の栽培システムを導入すれば、
気候に左右されず、化学農薬を一切
使用しない新鮮な野菜を、年間を通
じて供給できる」（ガロンスカ氏）

　店内が畑になる。「ファーミングユニット」と呼ばれる水耕栽培装
置を導入することで、気候に左右されることなく、いつでもどこでも
野菜を育て、収穫できるようにしたのが Infarm（インファーム）だ。
2013年、ドイツのベルリンで創業し、21年12月には2億ドルの
資金を調達してユニコーン企業の仲間入りを果たした。
　インファームの強みは、圧倒的な栽培効率にある。土で育てる農
業と比べて、水の使用量は95％減。あまり場所を取らず、化学農
薬も使わない「エコ栽培」が売りだ。21年以降、都内のスーパー
を中心に日本でも導入先が増えている。エレズ・ガロンスカCEO（左
写真中央）は「東京は、新しい食料供給システムを構築するという
野心的な挑戦をする上で非常に魅力的な街だ」と語る。

　自社のEC（電子商取引）サイトに、他社の商品を組
み込める。「フレンチテック」の一角として急成長している
のがMirakl（ミラクル）だ。日本法人の佐藤恭平社長（写
真）は、米アマゾン・ドット・コ
ムでも楽天市場でもない、新
しいECの形を示すことで
「日本のEC市場に風穴を
開けたい」と意気込む。

　イスラエル発祥の米WalkMe（ウォークミー）は19年、
東京に進出し、この3年間で70社を超える日本企業に
導入された。ウォークミーは次に何をすべきなのか、ポッ
プアップで示すことで、ど
んな業務用ソフトでも難な
く使いこなせるようにした。
DXに悩む企業の救世主
になっている。

次々と東京入りする欧米スタートアップ
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　既にスーパーの紀ノ国屋、サミッ
トの一部店舗、文具大手コクヨの東
京品川オフィスなどに導入先が広が
っている。食料価格が高騰している
こともあり、一定量を安定的に生産
できるインファームの“店内農場”へ
の引き合いは増す一方だ。
　東京・六本木。超高層ビル「東京ミ
ッドタウン・タワー」の18階に、世
界的なスタートアップが集うシェ
アオフィスがある。海外企業の日本
進出を支援するジャパン・クラウド・
コンピューティング（東京・港）と合
弁で立ち上げられた日本法人が、こ
こに続々と入居しているのだ。
　フランス発のMirakl（ミラクル）
も22年5月、このフロアで業務を始
めた。ミラクルはフランス政府認定
の「フレンチテックNext40」に選ば
れ、企業価値は35億ドルと、フラン
ス国内でもかなり上位に入る。
　事業内容は、マーケットプレイス
と呼ばれるEC（電子商取引）サイト
の構築支援だ。評価されているのは、
その独特なビジネスモデルにある。
　ECを始めるには、米アマゾン・ド
ット・コムや楽天市場といった巨大
ネットモールに出店するか、自社商
品だけを扱うサイトを自前で立ち上
げるのが一般的だった。ミラクルを
導入すれば、世界約5万社から取り
扱いたい商品を選び、自社商品と組
み合わせて自社サイトで販売できる。
　東京オフィスは仏パリ、米ボスト
ンに続く「本社」という扱いで、期待
値は高い。「日本のEC化率は世界と
比べて非常に低い。その分チャンス
は大きく、日本のEC市場に風穴を開
ける存在となり得る」とミラクル日
本法人の佐藤恭平社長は語る。
　ミラクルと同じく、ジャパン・ク

ラウドの支援を受け、19年に東京オ
フィスを構えた米WalkMe（ウォー
クミー）は、大手企業を中心に日本
で70社超の導入実績を積み上げた。
ウォークミーは例えるなら「DX（デ
ジタルトランスフォーメーション）
専用のカーナビ」だ。業務ソフトを
立ち上げると、画面上のどこをクリ
ックして、何を入力すればいいのか
をポップアップで教えてくれる。こ

れにより、社内研修をすることなく、
誰でもソフトを使いこなせるように
なる。DXがなかなか進まない日本だ
からこそ、重宝されている。
　3社に共通するのは、日本の弱点
をくみ取り、ビジネスチャンスに変
えている点にある。東京で育まれた
スタートアップが世界に羽ばたくた
めには、広い視野で世界のニーズを
把握することから始める必要がある。

　銀行、クレジットカード、電子マネー、
ポイント、マイル、証券……。複数の金
融サービスを一元管理できる家計簿ア
プリなどを展開するマネーツリー（東京・
港）は今年、創業10周年を迎えました。
　オーストラリアで生まれ育った私は、高
校と大学の時期に1年ずつ日本に留学
しました。その後、母国で起業を経験し、
29歳のとき、社会人として再び日本に
戻ってきました。人材紹介会社の IT部
長に就任して、そこで出会った外国人の
同僚2人とともに立ち上げたのが、マネ
ーツリーです。
　正直、若い頃は米シリコンバレーに憧
れを抱いたこともありました。しかし、そ
れ以上に日本文化に魅せられ、離れが
たいと感じるまでになった。オーストラリア
は英語圏なので、渡米しても新たな言
語は学べないし、文化的にもさほど違い
はないだろう。それよりは日本語を習得し、
日本のことをもっと知りたいという思いが
勝ったのです。
　私は、日本からグローバルリーディング
カンパニーが創出できると思っています。
10年前と比べると、格段に起業しやす
くなり、資金調達の環境も整ってきまし
た。特に東京は「近距離にあらゆる業界

の企業が集まっている」という強みがあ
る。スタートアップを育む上で、これほど
恵まれた環境を持つ都市は世界でも数
少ないでしょう。
　シリコンバレーの企業から学ぶことがあ
るとすれば、試行錯誤を繰り返し、何度
でもシュートを放ち続ける起業家精神で
す。シュートを放った数だけ、成功に近
づくことができる。私自身もこの10年の
経験を東京で起業する後進に伝えたい
と考えています。  （談）

あらゆる企業が集積する東京の強み生かせ

ポール・チャップマン マネーツリーCEO

様々な金融機関の口座
情報を一元管理できる
家計簿アプリを提供


