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今回は、2018年7月号の米国シリコンバレーリポートに続く、第2弾。
2018年10月２日から7日にかけてビジネスで訪れた
ニューヨークをレビュースタイルで紹介したい。

ニューヨークでも
ベンチャー企業や市場が活況
ニューヨークの経済概要およびベ

ンチャーリサーチ調べ）で、日米の
データを比較すると、ニューヨーク
都市圏への投資規模（円ベース）

ンチャー市場の概略をあらためて

は日本国内の資金調達額の約 4 倍

紹介すると、ニューヨーク都市圏の

である。

GDP（国内総生産、
2016 年）は 1.6

世界のスタートアップ・エコシス

兆ドルであり、カナダ（1.5 兆ドル）
、

テムを比較・分析しているスタート

韓国（1.4 兆ドル）
、ロシア（1.3 兆

アップ・ゲノム社の「グローバル・

ドル）、メキシコ（1.0 兆ドル）を上

スタートアップ・エコシステム・レ

回る規模である。経済は底堅く、
リー

ポート」によると、世界 20 都市の

マン・ショックからの回復速度は米

うち、ニューヨークはシリコンバレー

国平均を上回った。

に次いで世界第 2 位に評価されて

ニューヨーク市では金融・保険、

いる。マンハッタンを中心に高所得

メディア、不動産などサービス産業

者層が居住しており、巨大市場で

の比率が米国平均に比べ高い。家

のビジネスを目的に進出・起業する

計の年間支出額を見ると、ニュー

ベンチャー企業が多い。

ヨークは住宅関連支出が非常に大

ユニコーン企業として知られ、先

きいのが特徴だ。ニューヨーク都市

般、ソフトバンクの孫正義氏が大型

圏の市場規模は他の主要都市圏よ

出資（44 億ドル）を発表した「We

りも圧倒的な規模を誇り、日本に比

Work」もニューヨーク発の企業で

べて若者や学生も多く、他地域より

ある。WeWork のビジネスモデルの

高所得者層の絶対数が多い。また、

本質は不動産の仲介業であり、不

人種も多彩である。

動産オーナーから借り上げた遊休

米国におけるベンチャーキャピタル

資産を魅力的なコワーキングスペー

（VC）の投資動向を分析した「マ

スに仕立て、幅広いビジネスパーソ

ネーツリー・リポート」によれば、

ンに貸し出している。

2016 年のニューヨーク都市圏への

金融、不動産、ファッション、メディ

投資額は 81 億 5593 万ドル（1 ド

ア、大学 ( 主にニューヨーク大学や

ル＝110 円換算で 8971 億 5230 万

コロンビア大学 ) など、多様な分野

円）と、サンフランシスコの 211 億

で事業パートナーや顧客となり得る

3923 万ドル（同 2 兆 3253 億 1530

企業が存在しており、人材も人種、

万円 ）に次ぐ全米第 2 位である 。

性別を超えたダイバーシティー & イ

一 方、2016 年 の日本 にお ける

ンクルージョンが都市として成熟し

ベンチャー資金調達規模は前年比

ているのだ。結果、IT と他産業を

22.3％増の 2099 億円（ジャパンベ

組み合わせて新しいビジネスサービ
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スを創造する「×Tech ( クロステッ

冒頭に述べた通り、ニューヨーク

の大きな特徴は２つあり、コールセ

は全米第 2 位のベンチャー企業へ

ンターにアクセスするユーザーの認

今回の出張ではコロンビア大学に

の投資額を誇る。そのニューヨーク

証システムの開発と、
コールセンター

も訪問したが、キャンパスに世界中

を拠点に、アクセラレーターとして

のマニュアルの適正化である。

から学生が集まっている光景を目に

スタートアップを支援している ERA

さらに、同社は AI を用いた分析

した。大学関係者にインタビューを

社を紹介したい。アクセラレーター

システムの開発にも着手しており、

してみると、留学生の多くは中国系

とはスタートアップ企業に資金や人

コールセンターに集まったカスタ

やインド系の学生であり、日本から

脈などの面で援助し、ビジネス拡大

マーデータを AI で分析し、企業の

の留学生はめっきり減っているとの

をサポートする機関のことである。

ブランディングや売上高の向上に役

ク）」企業が多く生まれている。

ことであった。ともあれ、米国では

同社は年 2 回、投資先の選定と

身近なものとしてダイバーシティー

育成を目的に、4 カ月間のアクセラ

が存在しているのだ。

レーションプログラムを立ち上げて

次に Bikky 社はフードテックのス

いる。1 回当たりの投資金額は 10

タートアップ企業であり、特にフー

万ドル規模であり、約 1000 社の応

ドデリバリーを利用するカスタマー

募から同社に選定された 10 〜 15

データのアナリティクスを提供するシ

デジタルトランスフォーメーション

社に資金が振り分けられる仕組み

ステムを開発している。例えば、席

とは、AI、IoT、クラウドなどの最

になっている。ニューヨークをベー

待ちの客に対して、スマートフォン

先端 ICT によりビジネスモデル変革

スに活動する同社は、金融関係の

で登録してもらうと行列に並ぶこと

や新規事業創出を目指すことであ

スタートアップを選定することも多い

なく呼び出しをすることができるシス

る。金融街で知られるニューヨーク

そうだ。

テム。実は、席待ち解消の登録シ

×Techがデジタル
トランスフォーメーションを加速

提供も行っている。

の「×Tech」は日本でもおなじみ

選定されたスタートアップは同社

のフィンテックがけん引し、デジタル

のオフィスで働くことができる。先に

メールや SNS で情報発信をすると

トランスフォーメーションを加速させ

紹介した WeWork と同様にシェアオ

いう仕組みだ。

ている。

フィスを運営しているのだ。同社の

また、デリバリーサービスを使用

当然と言えば当然なのだが、デジ

厳しい審査に合格した Woveon 社

するカスタマーの注文状況の履歴

タル、金融、ブランド、人材などの

と Bikky 社の CEO に話を聞くこと

を利用した注文トレンドのビジュアラ

資源が全てそろっているのがニュー

ができたので紹介する。

イゼーションから配達地区のマッピ

ヨークだ。シリコンバレーとの違い、

5

立つアナリティクス（解析方法）の

まず Woveon 社は、法人のコー

ステムが顧客会員化を同時に行い、

ングまで、視覚的に捉えることがで

個性がここにある。東京オリンピッ

ルセンター向けのソリューションを開

ク・パラリンピック後の目指すべき

発する創業８カ月（当時）のスター

2 社のスタートアップ企業の事例

姿のひとつがニューヨークにはある。

トアップ企業である。ソリューション

を挙げたが、両社に共通している
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きる分析ツールも提供している。

