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News Release

世界のスタートアップとテクノロジーの情報を一元的に
検索、分析できるプラットフォーム「TechHarbor」を開発
グローバルオープンイノベーションの実現による企業の Exponential な成長を支援
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社（東京都千代田区、代表執行役社長 近藤 聡 以下 DTC）は、グ
ローバルオープンイノベーションのキーとなる世界のスタートアップの企業情報、テクノロジー情報を一元的に検
索、分析できるプラットフォーム「TechHarbor」を開発しました。
「TechHarbor」は主要なスタートアップの情報を有する世界の主要なデータベース「crunchbase」「IVC」「Tech
in Asia」と連携します。「crunchbase」（CrunchBase 社）は米国を中心にグローバルのスタートアップを網羅する
世界最大級のデータベースで、「IVC」（IVC Research Center 社）は第 2 のシリコンバレーともいわれるイスラエ
ルのスタートアップの情報に秀でたデータベースです。そして「Tech in ASIA」（Tech in ASIA 社）はシンガポール
を拠点にアジア全域のスタートアップ情報をカバーします。「TechHarbor」はこれら 3 つのデータベースが有する
世界のスタートアップ企業情報を網羅します。
さらに「TechHarbor」には世界のデロイトのメンバーファームやベンチャーキャピタル、大学などから得られる
情報も追加され、世界のスタートアップ企業の企業データ、資金調達状況、製品、 AI やロボティクスなどの
Exponential Technology（指数関数的に技術進化とコスト低減が進む技術）に関連する情報を一元的に検索、
分析できるようになります。
DTC の「TechHarbor」によって、世界のスタートア
ップが有する技術トレンド分析や市場モニタリングが
可能となり、従来マンパワーで行っていた先端テクノ
ロジーのトレンドや戦略領域のプレーヤーを把握す
る作業の精度を飛躍的に向上させ効率化させます。
これにより、デロイト トーマツ グループの DTC とトー
マツ ベンチャーサポート株式会社（TVS）が、「グロー
バルオープンイノベーションサービス」として提供して
いる新規事業／技術戦略支援や現地スタートアップ
のスカウティングサポートを、さらに迅速に広く展開
することが可能になります。
技術開発サイクルの加速や、それに伴う新しい産業領域、及び破壊的な技術の誕生などがある中、世界のイ
ノベーションクラスターの斬新なアイデアやビジネスモデルの活用がいよいよ企業の競争力・収益性に甚大な差
をもたらし始めます。そのような中で現地の生きた技術トレンドや市場状況を活用した新規事業、サービス開発を
「TechHarbor」とグローバルオープンイノベーションサービスにより実現し、企業の Exponential な成長を支援し
ます。
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【TechHarbor 概要】
1．対象国・地域：米国（シリコンバレーなど）、中東（イスラエルなど）、ヨーロッパ、アジアを含む世界各国
2．保有機能
 ランドスケープ（業界俯瞰地図）
 ヒートマップ表示機能（投資領域・規模の可視化）
 ソーシャルグラフ表示機能（関連プレーヤーの相関図）
 トレンドマップ表示機能
 企業詳細情報
 企業比較チャート（散布図）
など
3．提携データベース
 crunchbase （運営 CrunchBase 社、米国を中心に世界全体を網羅： www.crunchbase.com）
 IVC
（運営 IVC Research Center 社、イスラエル企業を網羅：www.ivc-online.com/）
 Tech in Asia （運営 Tech in ASIA 社、アジア全体を網羅：www.techinasia.com）
（※今後更に拡大していく予定）
4．その他
本プラットフォームは以下のグローバルオープンイノベーションサービスにおいて当社が活用するもので、プ
ラットフォーム自体の利用サービスの提供は現時点では予定しておりません。

TechHarborの分析機能
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【ランドスケープ
（業界俯瞰図）】

各ビジネス領域をマッピングし、
代表的な企業をリストアップ

【ヒートマップ
（投資領域・規模の可視化） 】

投資家種別に投資金額と投資領
域をマッピング
xxx

xxx

xxx
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【ソーシャルグラフ
（関連プレーヤーの相関図）】

ビジネス領域の関連プレーヤー
の関係性をマッピング

xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

IoT
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xxx
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【投資トレンドマップ／
企業・イベントマップ】

地域別の投資状況や、現地開催
イベントなどを地図上に表示
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【企業詳細情報】

VB個社の詳細な情報を表示

ABCDEF Co., Ltd.
[xxx]
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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【企業比較チャート（散布図）】

特定のビジネス領域に関して企
業の比較ができるチャートを表示

【グローバルオープンイノベーションサービス概要】
1.新規事業／技術戦略立案
 世界の技術やビジネスモデルなどのトレンド調査、新規事業コンセプト・注力すべき技術領域の特定
 自社リソースで不足する技術/ビジネス領域の特定と、スカウティング実行に向けたプランの立案
2.スカウティング
 連携候補先となりうるベンチャー企業/大学/研究機関等の探索から提携交渉後の共同プロジェクト立ち
上げ、プロジェクトマネジメントまでを一貫サポート
 特定領域の 3 か月ローリングによる継続的スカウティング体制構築も提供
3.トランザクションアドバイザリー
 ベンチャー企業等との連携の深化に向けた、出資、買収、技術ライセンス取得等のトランザクションに
おける包括的アドバイザリー支援
 対象企業／技術のデューデリジェンス、企業価値評価、条件交渉支援、投資後の PMI（Post Merger
Integration）までを一貫サポート
4.ビジネスインテリジェンスサービス
 スタートアップ企業の情報アップデートや技術トレンドの分析とモニタリングを実施
5.オープンイノベーション推進体制
 スカウティングを実施する機能・組織設計、ベンダーセレクション、実行体制構築支援、組織内制度の
改革
 CVC（Corporate Venture Capital）投資に特化した、組織設計から立ち上げ、運用の支援
6.海外現地拠点設立
 継続的なスカウティングや R&D を推進するための拠点設立に向けたロケーション(国、都市)とパート
ナー選定、拠点機能設計
 現地イノベーションエコシステムへの円滑な浸透による現地拠点立ち上げ支援（採用、戦略策定・実行
にかかる初期のリソース提供含む）
 政府補助等のインセンティブ獲得支援
（グローバルオープンイノベーションサービス支援イメージ）

※グローバルオープンイノベーションサービスの概要はデロイト トーマツ グループウェブサイトもご覧ください。
http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/strategy/solutions/cbs/drive-open-innovation.html
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＜企業様からのお問い合わせ先＞
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
イノベーションストラテジーチーム
Tel: 03-5220-8600
Email: innovation-techharbor@deloitte.com
トーマツ ベンチャーサポート株式会社
事業統括本部長 斎藤祐馬
Tel. 03-6213-2000
Email: tvs-tokyo@tohmatsu.co.jp
＜報道機関の方からのお問い合わせ先＞
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
マーケティング＆コミュニケーション 高橋、真木
Tel: 03-5220-8600
Email: DTC_PR@tohmatsu.co.jp

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびそのグループ法人
（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人
および DT 弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの
適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内約 40 都市に約 8,700 名の専門家（公認会計
士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト
（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。
Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービスを、さまざまな業
種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビ
ジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune Global 500® の 8 割の企業に提供していま
す。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 225,000 名の専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構成するメンバ
ーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または
“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about を
ご覧ください。

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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