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GIF２０２２ 基調講演におけるご質問に対する回答 

 

みなさま 

6月 2８日に行われたGIF2022 北米・ラテンアメリカ編における Rhapsody Venture Partners パ

ートナー マイク フエストマン氏の基調講演に際し、多くのご質問が寄せられたことに感謝申し上げます。当

日は時間の都合で回答できなかった項目につき、マイクおよび日本における彼らのアドバイザーをしており

ます株式会社Blessingの中川より、回答を申し上げます。みなさまの新規事業創造活動のお役に立つこと

ができれば幸いです。 

 

ご質問１ 

投資に値するスタートアップをどういった基準（将来性、経営者の資質等）で判断しているか、ポイントをお願

いしたいです。また、投資したスタートアップには、どのように関わるのか（定期ミーティングでの報告、経営

層に人を送る等）お伺いしたいです。 

 

回答１ 

私たちは主に、新興企業が市場の重要なペインポイントに対応する差別化された技術を持っていると考えら

れるかどうかを見ています。また、業界関係者（顧客、エンドユーザーなど）がそのスタートアップとの協業に

興味を示しているかどうかも重視しています。 

 

投資先企業との関わり方は千差万別です。特に初期の段階では、毎日あるいは週に数回話をしたり、重要な

会議に同席したり、日々の業務上の意思決定を手伝ったりと、非常に深く関わっていることが多いです。新

興企業が成熟してくると、私たちの役割は少し変わり、アドバイザーや取締役会のメンバーとしての役割が多

くなります。今でもよく話をします。 

 

（Mikeの回答原文） 

We primarily look for whether we believe the startup has a differentiated technology 

that addresses critical pain points in the market. We place a lot of emphasis on 

whether industry players (customers, end users, etc.) are interested in working with 

the startup. 

  

Our amount of engagement with our portfolio companies varies quite a bit. However, 

we often are very heavily engaged with them -- to the point that we talk to them 

daily or several times a week, travel with them to important meetings, help make day-

to-day operational decisions -- especially early on. As the startups mature, our role 

changes a bit so that we are more advisors and members of the Board of Directors. 

We still speak to them quite often. 

 



ご質問２ 

製品化までの期間が長いハードテックに特化して投資していることは、どのような狙いがあるのでしょう

か？ポートフォリオが不安定にはならないのですか？ 

 

回答２ 

私たちがハードテックに投資する理由はいくつかあります。第一に、ハードテックは、気候変動の緩和、技術

の進歩、そして私たちの生活など、私たちを取り巻く世界に大きな影響を与える可能性があると信じている

からです。第二に、ハードテックは、逆張り投資家（誰もがやっていることをやろうとしない投資家）が成功を

収められる分野だと考えています。これは、異なる市場が何を求めているかを理解するために、産業界のパ

ートナーと深く関わっている Rhapsodyのような投資家に特に当てはまります。 

 

（Mikeの回答原文） 

We invest in hard tech for several reasons. First, we believe that hard tech has the 

potential to significantly impact the world around us -- to mitigate climate change, 

to advance our technologies, and to help us in our lives. Second, we see hard tech 

as a space that a contrarian investor (one that doesn't try to do what everyone else 

is doing) can find success in. That is especially true for investors like Rhapsody that 

engage heavily with industrial partners to understand what different markets are 

looking for. 

 

（中川補足） 

Rhapsody Venture Partners（以下 RVP）は元々、シード・アーリーのハードテックに投資するベンチ

ャーキャピタルでした。シード・アーリーに投資するベンチャーキャピタルからすると、投資先の価値をさらに

高めてくれるミドル・レーターステージに投資してくれるベンチャーキャピタルの存在が必須になります。

RVP は当初はこの点で苦労していたのですが、彼らの実力が認められ、またハードテックへの投資を希望す

る投資家も増加したため、昨年はRVPがミドルステージに投資するファンドを立ち上げ、現在は、ファンド総

額 270億円超の全てのステージに投資できる体制を築いています。 

 

ご質問３ 

日本ではスタートアップとの連携イコール米国シリコンバレーのスタートアップと連携するという固定観念が

まだ大きく残っていると思います。シリコンバレー以外のスタートアップ環境に目を向けるために、まずはど

のような点に注目すればよいでしょうか？ 

 

回答３（中川） 

世界の知の最高峰に触れるということに尽きると思います。世界大学ランキング第５位(2021 年)、国際特

許出願数教育機関第２位(2021 年)を誇るマサチューセッツ工科大学（MIT）はその創立経緯から、特に科

学・工学の分野で目覚ましい成果を上げています。その MIT の教員や卒業生が情熱を持って立ち上げたス

タートアップ企業が多く存在します。 



例えば、RVPのポートフォリオにある GPRというスタートアップは、MITのリンカーン研究所からのスピン

アウトです。リンカーン研究所は主に軍事技術の開発を目的に MIT と米国国防総省との共同出資で設立さ

れた研究所です。 

https://gpr.com/our-product 

 

 

〈お問い合わせ先〉 

 

北米スタートアップ全般、日本企業と海外スタートアップとのオープンイノベーション、貴社のターゲットとす

る分野にふさわしいスタートアップの紹介 など、どのようなご質問でもお気軽に下記にお問い合わせくだ

さい。 

 

Rhapsody Venture Partners   Partner Mike Fuerstman 

mike.fuerstman@rhapsodyvp.com 

 

株式会社 Blessing  代表取締役 中川 滋 

〒105-6415 東京都港区虎ノ門 1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階 

nakagawa-s@nois-ipp.com 

電話 090-6831-1866 

 

基調講演のご参加ありがとうございました。 
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