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本研究は今日世界的に注目されているスタートアップ・エコシステム（起業エコシステム）の

研究の先行研究を整理した上で、東京スタートアップ・エコシステムを対象として、主に
ネットワーク分析を用いた研究の方向性を提示しようとするものである。
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1 研究背景 

アントレプレナーシップは経済発展を駆動する原

動力である(Shumpeter, 1912)。スタートアップによ

る雇用やイノベーションの創出に注目が集まり、世界

各国においても政策支援が強化されている。 

日本でも2013年の成長戦略（日本再興戦略）以降、

スタートアップ支援が政策の柱に掲げられ、制度や資

金面での支援が強化された。景気の回復に伴う大企業

のスタートアップ投資の増加もあり、日本のスタート

アップをめぐる環境は活況を呈し始めている。スター

トアップ投資額は近年最高額を更新し続け、2018 年

度は3,880億円となっているし、新興市場への上場件

数も好調である。 

しかし、日本の開業率や起業活動指数は未だに世界

的に低く（GEM, 2018）、スタートアップへの資金投資

総額やユニコーン(1)の数で米中に大きく引き離され

ている。2017年のスタートアップ投資額は、米国が9

兆円超、中国は3兆円超で、それぞれ日本の30倍、1 

図1 日米中のスタートアップ投資額の推移 

出所）Entrepedia社、ベンチャープライズ社の資料から筆者作成 

0倍の規模である（図１）。2019 年2月時点での世界

のユニコーン総数は310 社で、米国110 社、中国 82

社に対し、日本は1社のみである。日本が緩やかに改

善している間に、米中はじめ各国は急激な加速をして

いるのである。 

そのような中、日本でアントレプレナーシップを更

に推し進めようとする新しい議論が高まっている（統

合イノベーション戦略推進会議、2018-2019）。 

アントレプレナーシップの議論の中心はもともと、

個人としてのアントレプレナー（起業家）であった。

孫正義や三木谷浩史のような特別な起業家が急成長

のスタートアップを生み出し成長させるとの考え方

である。しかし昨今は、議論の中心として、スタート

アップのみならず、ベンチャーキャピタル(VC)、アク

セラレータ(2)、大学、大企業、政府機関などの様々な

主体、そしてそれらがある特定の地域に備わったシス

テムとしての「スタートアップ・エコシステム（起業

エコシステム）」が注目されている。起業家ではなく

スタートアップ・エコシステムが注目される背景には、

急成長するスタートアップがシリコンバレーや北京

のような特定の都市に集中する現象が見られること

がある。世界銀行が 2019 年に出したレポートによれ

ば、米国のユニコーン企業の80％、中国のユニコーン

企業の83％が3-4都市に集中している。 

日本では、2018 年 6 月に内閣府に置かれた統合イ

ノベーション戦略推進会議を中心に、スタートアッ

プ・エコシステム拠点形成の議論がなされており、

2019 年度中にスタートアップ・エコシステム拠点都

市が選定される予定となっている（統合イノベーショ

ン戦略推進会議2019年6月11日発表）。 

このように注目される一方、スタートアップ・エコ

システムの研究は世界的にも緒に就いたばかりであ



る。「どの主体がエコシステムを形成するのか」「エコ

システムの域内ダイナミクスとはどのようなもので、

どのように働くのか」「何がそれらを成長させ持続的

にさせるのか」「なぜいくつかのエコシステムが他よ

り効果的で成功するのか」など明らかになっていない

論点が多数存在している（Autio, et al., 2018; 世

界銀行, 2018a）。 

本研究は、これらの論点を明らかにするために、日

本を代表する都市である東京スタートアップ・エコシ

ステムに関して、ネットワーク分析の手法を用いて、

スタートアップ・エコシステムの成功に影響する構成

要素やそれらの形成プロセスを明らかにしようとす

るものである。 

日本のスタートアップは、東京に集中する傾向にあ

る。2018 年も投資額の 77.4％が東京の企業に投資さ

れている（exptrepedia, 2019）。日本全体に対する東

京の人口の割合10.8%（2016年度数値）(3) 、GDPの

割合19.6%(2016年度数値)から見ても、スタートアッ

プが東京に極めて集積していることがわかる。さらに、

近年、東京各所（渋谷、大手町・丸の内、六本木・虎

ノ門、日本橋）では、大手不動産会社によるスタート

アップ向けのインキュベーション施設が開設され、大

企業によるオープンイノベーションを模索したアク

セラレーション・プログラム(2)が立ち上がっている。

また、シリコンバレーで成功したアクセラレータの日

本進出などが相次いでいる。東京大学、早稲田大学、

慶応大学など主要大学の周辺でもスタートアップ創

出が活気づいている。さながら「東京スタートアップ・

エコシステム」が拡大されつつある。現時点において、

東京のエコシステムの分析を進めることは、今後の東

京及び日本各所のエコシステムの発展において極め

て重要と考える。 

 

2 先行研究 

2.1 スタートアップ・エコシステムの定義と構成要素

の分類 

スタートアップ・エコシステムの定義はまだ確立さ

れたものがないが、Spigel(2017)によれば、地理的特

殊なシステムであり、その場所にある主体（アクター）

や要因（ファクター）が相互作用しながら、急成長ス

タートアップを支援するものである。 

Brown & Mason（2017）によると、スタートアップ・

エコシステムの主要構成要素は、アクター、起業プロ

セス、支援制度である。またアクターには、起業に直

接関係するものだけでなく、地域企業、大学、公的セ

クター、株式市場などの多様なものが含まれる。

Spigel（2017）はそれら構成要素について分類とモデ

ル化を行った（図2）。 

 

図2 スタートアップ・エコシステムの構成要素の

三階層モデル（Spigel, 2017) 

 

このモデルによると、スタートアップ・エコシス

テムの構成要素は、文化的特性（地域における支援文

化、起業家精神の歴史）、社会的特性（投資資本、メン

ター＆ロールモデル、人材、人的ネットワーク）、物質

的特性（政策・政府、大学、アクセラレータやインキ

ュベーション拠点等の支援サービス、インフラ、開放

的市場）の3つに分類される。またこれらの特性は階

層的な関係にあり、単独で存在するのではなく相互作

用関係にあるとされている。つまり、起業を支援する

文化-社会的な素地と効果的な公的プログラム・組織

各要素が相互作用することによってスタートアップ・

エコシステムが持続的に発展するのである。 

2.2 研究手法 

スタートアップ・エコシステムの研究は萌芽的研

究が多く、少数事例によって定性的にスタートアッ

プ・エコシステムの構成要素を抽出し分類しようとし

たものが多い（Spigel, 2017; Thompson, Purdy and 

Bentresca, 2018; Goswami, Mitchell and 

Bhagavatula, 2018 ）。一方、大規模データ分析を行

った定量分析も見られる（Motoyama and Knowlton, 

2016; World Bank, 2018a, 2018b）。定量分析の中で

も、ネットワーク分析を行うと、スタートアップ・エ

コシステムの各アクター（スタートアップ、ベンチャ

ーキャピタル、アクセラレータ、インキュベーション

拠点、ミートアップイベント、大学、大企業等）の中

でどれが中心となっているのかや、その繋がりの様子

が数値としてもビジュアルとしても明らかになる。ま

た経年で分析することで、スタートアップ・エコシス

テムの発展の様子を確認したり、都市間比較によって

各都市の特徴を明らかにすることができる。 

2.3 スタートアップ・エコシステムが連続的にスター



トアップを生み出す理由 

スタートアップ・エコシステムの地理的な集積が

スタートアップの連続的創出を後押しする理由とし

ては主に以下三点が発見されている。 

第一にスタートアップにとって重要な資源へのア

クセスが容易となる点が挙げられる。重要な資源には、

人材、資金だけでなく、既に創業経験がある者や大学

へのアクセスによって得られる知識やノウハウ、仲間

の起業家やメンター等との会話によって得られるア

イデア（創造性やイノベーション）創出機会も含まれ

る(Spigel and Harrison, 2018) 。 Spigel and 

Harrison(2018)はこれら資源の「リサイクルシステム」

こそがスタートアップ・エコシステムにおけるスター

トアップの連続的創出の要因だと主張する。 

第二に創業経験者たちに会う機会が得られる点が

挙げられる。創業ストーリーが身近で語られることで

リスクテイクの態度が醸成されたり、事業計画への適

切な助言/メンタリングが得られたりする。そのこと

がスタートアップの創出を後押しする（Motoyama and 

Knowlton, 2017）。 

第三に地理的集積は信頼構築を促進し、アクター

間の取引コストを低くする点が指摘できる(Autio, 

Nambisan and Thomas, 2018)。地理的に近接し頻繁な

対面コミュニケーションが可能になることで、取引関

係や協力関係が生まれやすくなる。Katz and 

Wagner(2014)はコミュニケーション可能な距離に注

目し、シリコンバレーのような「地域」ではなく、も

っと狭い「地区(districts)」単位でイノベーション

創出単位を設定し分析する重要性を主張している。 

なお、これらの多くがその地域にいるとアクセス

容易となる公共性の高いものである。そのことをもっ

て、スタートアップ・エコシステムには社会関係資本

(Social Capital)(Coleman, 1988)が蓄積されると考

えることができる。 

2.4 スタートアップ成功に寄与するアクターとは 

スタートアップ成功に寄与するアクターやその要

素については、世界銀行が9都市2,887社を対象にし

て行った大規模調査が代表的なものである(世界銀行, 

2018a)。この調査では、資金調達をスタートアップ成

功を計測する従属変数であると定義した上で、起業家

属性や企業属性、そして関与したサポートプログラム

を説明変数と置き、相関関係を定量的に分析している。

その結果、①アクセラレータへの参加は効果があるが、

インキュベーション施設への参加には効果が見られ

ない、②創業経験者によるメンタリング、特にエンジ

ェル投資を伴うメンタリングは効果があるが、創業経

験のないメンタリングは効果がない（それどころか負

の影響が見られる）、③創業チームの専門性と高い学

位は資金調達に効果が高い、といったことが発見され

た。しかしながらこの世界銀行(2018a)の調査対象エ

コシステムのほとんどは新興国でありスタートアッ

プ・エコシステム全体の傾向を示すには十分なものと

は言えない。この調査の中で、ユニコーン企業を輩出

しているスタートアップ・エコシステムは、ニューヨ

ークしか含まれていない。 

2.5 スタートアップ・エコシステムの形成プロセス 

スタートアップ・エコシステムがどのように形成

されるかについてのプロセス研究の代表的なものが、

Spigel(2017)である。Spigel(2017)は上述したように、

スタートアップ・エコシステムの構成要素を3階層に

分類した上で複数スタートアップ・エコシステムの定

性研究を行った。その結果、スタートアップ・エコシ

ステムの形成プロセスの様子が明らかにされた。すな

わち、スタートアップ・エコシステムには、下位の階

層から上位の階層が形成されるものと、上位の階層が

先に形成され下位の階層がその後に形成されるもの

とがあるということである。この研究を踏まえ、

Watanabe and Ashizawa(2019)が東京スタートアッ

プ・エコシステムの調査を行ったところ、東京スター

トアップ・エコシステムは上位の階層から下位の階層

へとの形成過程をたどっていることが確認された。こ

の違いは、元々その地に「起業の文化」が醸成されて

いるかによるものと考察される。大企業が多く立地し

中小企業が少ない場所には、起業の文化が弱く、上位

階層の政府や大学等の権威的アクターがトリガーと

なってスタートアップ・エコシステムが形成されると

考えられるのである。 

2.6 スタートアップ・エコシステムのネットワーク分

析 

Motoyama and Knowlton(2017)は米国セントルイ

スのスタートアップ・エコシステムのネットワーク分

析を行っている。それによる主要な発見事項は、セン

トルイスのスタートアップ・エコシステムでは、起業

家に加えて、支援組織としてのアクセラレータ、ベン

チャーキャピタルが重要な役割を担っているという

ことであった。 

 

3 本調査の概要 

3.1 リサーチクエッション 



先行研究を踏まえて、本調査の対象は東京スター

トアップ・エコシステムの特徴と発展要因とする。リ

サーチクエッションは以下である。 

- 東京スタートアップ・エコシステムの中心となる

アクター/ファクターは何か 

- 他のエコシステムと比較して東京スタートアッ

プ・エコシステムの特徴は何か 

- 成功するスタートアップとしての特徴はどのよ

うなものか（誰と繋がりそこから何を得て成功に

至るのか） 

- エコシステム内ダイナミクスとはどのようなも

のか。エコシステムを成長、継続、発展させるア

クター/ファクターは何か 

3.2 データ 

本研究では東京スタートアップ・エコシステムを

対象にしたネットワーク分析を行う。ネットワーク分

析の対象（ノード）は東京都に本社を置くスタートア

ップと、支援組織としてのベンチャーキャピタル、ア

クセラレータ、インキュベーション拠点、ピッチイベ

ント等とする。 

データの収集は、過去のMorning Pitch(4)の登壇企

業及びInnovation Leaders Summit 2018(5)参加企業

に質問票を配布して行う。Morning Pitchは2013年1

月から開始し、2018年12月時点で全250回超、累計

1,200社超のベンチャー企業の登壇実績のあるピッチ

イベントである。その規模の大きさから、東京スター

トアップ・エコシステムの全体像を捉えるには適切な

母集団の1つと考えられる。登壇企業リストはホーム

ページで公開されていて入手可能である。Innovation 

Leaders Summitは2014年から開催されているスター

トアップと大企業のアジア最大級のマッチングイベ

ントで 2018 年の来場者は１万人超。参加のスタート

アップは国内外の主要VC等で構成するILSアドバイ

ザリーボードが推薦する約500社。これらのスタート

アップ企業の中からは上場企業も複数出ている一方、

資金調達に困難を抱えている企業も含まれているた

め、スタートアップの特徴を捉える母集団としても適

切である。 

3.3 変数 

従属変数は、世界銀行(2018a)の調査との都市間比

較可能性を持たせるために、世界銀行（2018a）の 

資金調達及び従業員に関する項目を用いる。さらに

設立後3年、5年、10年経過時点での資金調達額類型

額、上場やトレードセールといったエグジットの有無

を追加的に加える。 

説明変数については、起業家属性、企業属性、スタ

ートアップ・エコシステム内の支援アクター/ファク

ターとの関係の情報を収集する。これも設立後 3 年、

5 年、10 年経過時点でのデータとして収集を試みる。 

 

4 検討事項 

本調査は世界的に注目されているスタートアップ・

エコシステムに関して、東京スタートアップ・エコシ

ステムを対象としたネットワーク分析を通じて研究

蓄積に貢献し、新たな発見事項を得て学術的かつ実務

的に寄与しようとするものである。 

東京スタートアップ・エコシステムの形成/発展は

急速に進んでおり、今回の調査は一時点にとどまらず、

3 年後、5 年後と継続的に行われることが重要と考え

る。また日本および世界の各拠点との比較可能性の観

点を考慮し、世界銀行他、各地のデータベースとの連

携を視野に入れて研究することが重要であると考え

ている。 

�

【注】 

(1) ユニコーン企業とは、評価額10億ドル以上の非上場、設立10

年以内のスタートアップを言う。 

(2) アクセラレータ(アクセラレーションプログラム）とは、バッチ

ベースのプログラムでメンター、教育、資金提供を含むプログラム。

参加にあたっては書類等の選抜が行われることが一般的であり、そ

のことで一定のスクリーニング機能が備わっている。2週間以上の期

間で行われるが 1 年以内のものがほとんどである。なお、拠点ベー

スの支援が行われ期間が設定されないインキュベーション施設とは

異なる支援プログラムである。 

(3) 日本の人口は2016年10月末時点、東京の人口は2016年12月

末時点の数値を使って計算している。 

(4) Morning PitchのURLはhttp://morningpitch.com/about/ 。 

(5) Innovation Leaders Summit のURLは

https://ils.tokyo/ 
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