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国際的なコンサルティング会社であるマインド・ザ・ブリッジ社は、100年以上の歴史を持ち、世界中で4,500万社以上の会員
を擁する国際商業会議所（ICC）との共同で、オープン・イノベーション活動に優れた企業を表彰する「コーポレート ・スター
トアップ・スターズ（CSS）」第６回大会の開催を発表いたしました。
CSSには、スタートアップ企業の調達、投資、そしてその買収をも含めて、様々なカテゴリーの賞が設定されています。これら
の賞を受賞する、ある意味、時代を先取りした企業は、大企業とスタートアップ企業を繋ぐ「スター」であり、オープン・イ
ノベーション活動におけるビジネス界のチャレンジャーとして、そしてビジネス上のロールモデル作りに貢献したビジネス界
の先駆者として、世界中のビジネスシーンから認められる存在となるのです。
お申し込みは企業単位で行っていただく必要があります。企業として行なっている複数のイノベーション活動全て統合した上
でお申し込みください。
【お申し込みにおける手順】
❶本案内の下にある手順に従ってフォームをご記入下さい。
※本書類はウェブ上で入力可能なPDFとなっています。ご記入の内容は保存されます。
❷ご記入後にブラウサー右上のダウンロードボタンをクリックし、書類をPCに保存してください。
❸完成した申込書類を以下のアドレスまでご送付ください。（題名：CSS 2021申込）
【お申し込み書類のご送付先】
マインド・ザ・ブリッジ schoi@mindthebridge.org; tiberio@mindthebridge.org
【お申し込みに関するお問い合わせ】
日本PR事務局 シバンズ株式会社 css@sivans.jp

mindthebridge.com
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一般
1A.

会社名 Company name

1B.

HQ所在地 Location of HQ (Country/Region)

1C.

会社WEBサイト Company's website

1D.

設立年Year of establishment of your company

1E.

業態・業種 Company's sector

1F.

担当者名Your full name

1G.

担当者の部署・役職 Your role and department in your company

1H

担当者のメールアドレス Work email

1I.

年間総売上高 Company yearly gross revenues
$0-10M
$10M-50M
$50M-100M
$100M-250M
$250M-500M
$500M-1B
$1B-10B
$10B-50B
$50B-100B
$100B+

1J.

5年前の総売上高と比較すると Compared to 5 years ago, revenues are:
増加 Increased
横ばい Stable
減少 Decreased
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1K.

社員数

Headcount

0-10
10-50
50-100
100-250
250-500
500-1K
1K-10K
10K - 50K
50K - 100K
100K +

1L.

5年前の社員数と比較すると Compared to 5 years ago, headcount is:
増加 Increased
横ばい Stable
減少 Decreased

1M.

EBITA（総売上高の％）EBITDA (as % of revenues)
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
20-30%
30-50%
50%+

1N.

5年前のEBITAと比較すると Compared to 5 years ago, EBITDA is:
増加 Increased
横ばい Stable
減少 Decreased

1O.

R&Dの年間費用（総売上高の％） R&D annual expense (as % of revenue)
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
20-25%
25-30%
30%+

1P.

5年前のR&Dと比較すると Compared to 5 years ago, R&D annual expense is:
増加 Increased
横ばい Stable
減少 Decreased
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内部

2A. イノベーションはあなたの会社のコアバリュー、ミッション・ステートメ
ントの一部ですか？Is innovation part of the core values/mission statement of your company?
言及されていない Neven been mentioned

はっきりと言及されていないが、暗示されている It is not explicitly mentioned, but implied
はい、しかし優先事項ではない Yes, but it is not among our priorities
はい、優先順位のトップ３に入る Yes, it is one of the top 3 priorities
はい、意思決定を推進するコアバリューである Yes, it is the core value driving the decision making

2B. あなたの代表取締役社長（CEO /オーナー）は、イノベーションを成長の
主要な推進力として言及していますか？
Does your company's top exec (CEO/Owner) refer frequently to innovation as a key driver of growth?
全くない Never
たまにある Occasionally
主要イベントがある時のみ Yes, but only during major events
頻繁にある Yes, frequently
いつも Yes, all the time

2C.

あなたの会社にイノベーション活動を担当する専任の人がいます
か？(無しの場合、２Fへ)
Is there a dedicated person in charge of innovation activities at your company?
いいえ Yes
はい No

2D.

彼/彼女の役職はどれですか？ Which is his/her job title?

2E.

イノベーション担当者のメール Email of the person in charge

2F.

あなたの会社は専用のオープンイノベーション・ユニットや部署を保
有していますか（または設置中）？(無しの場合、２Jへ)
Does your company have (or is setting up) a dedicated open innovation unit?
いいえ Yes
はい No

2G.

R&Dグループがイノベーション・ユニットや部署ですか？ Is the dedicated

innovation unit the

いいえ Yes
はい No

2H.

イノベーション・ユニットや部署はいつ設立されましたか？

When was the dedicated innovation unit established?
予定されている It is planned
1年未満前 Less than 1 year ago
1～3年前 1-3 years ago
3～5年前 3-5 years ago
5年以上前 5+

years ago
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2I.

オープン・イノベーション・ユニットや部署のヘッドはどこに報告します
か？Who does the head of the Open Innovation unit report to?
どこに報告するのか分からない I am not sure where it reports to
エリア・ディレクター/経営幹部の少なくとも2つの下の層の運営グループに報告する Reports to an operating group at

least two levels under the Area

エリア・ディレクター/経営幹部の1人に報告する Directors/CxOs Reports to one of the Area Directors/ CxOs
複数のCxO /エリアディレクターとの特定のイノベーション委員会へ報告 Reports to a ����innovation committe with
several CxOs/area directors

CEOに直接報告する Repoorts directly to the CEO

2J.

貴社のオープン・イノベーション活動プロセスを説明してください。
What best describes your company's process for Open Innovation activities?
（まだ）実施されていない No process in place (yet)
様々なアドホックプロセス Various ad hoc processes
確立されたプロセスはあるが、人々は認識していない An established process in place, but people are not aware of it
確立されたプロセスはあるが、人々は常にそれを使用しているとは言えない An established process in place, but people

do not always use it

確立されたプロセスがあり、組織全体的に使用されている An established process in place, that is known and used across the
organisation

2K. 貴社のオープン・イノベーション活動をどのKPIで管理しています
か？Does your company have specific KPIs to measure Open Innovation activity?
いいえ No
通常のビジネスと同じKPIを使用している We use the same KPIs as for our regular business
はい、一部の特定のKPIであるが、普遍的に適用されているわけではない Yes, some specific KPIs, but not universally applied
はい、特定の専用KPIはあるが、通常のビジネスのKPIほど関連性はない Yes, specific and dedicated KPIs but they are not as
relevant as the ones for regular business

はい、明確に構造化された関連するKPIが設定されている Yes, clearly structured and relevant KPIs in place

2L.

来年のオープン・イノベーション活動を通して調査したい分野・バーティ
カル・課題のロードマップはありますか？ Does your company have a roadmap of the
areas/verticals/challenges it wants to explore through innovation in the next year?
いいえ No
議論されているが、ロードマップでは正式化されていない It is being discussed, but not formalised in a roadmap
ロードマップはあるが、積極的に使用されていない We have a roadmap, but it is not actively used
はい、来年のロードマップは明確である Yes, we have clear a roadmap for the next year
はい、構造的に実装されている明確なロードマップがある Yes, we have a clear roadmap that is structurally implemented

2M. イノベーション活動の測定はインセンティブ報酬プログラムに考慮されて
いますか？ Are innovation measures considered in your company's incentive compensation programme?
全くない Not at all
まだではあるが、計画している Not yet, but it is planned
測定はされいるが、インセンティブ報酬プログラムには考慮されいない They are measured, but not considered in the
incentive compensation programme

はい、考慮はされているが、イノベーションに直接取り組んでいる人々のみが対象である Yes, they are considered
but only for the people directly working on innovation

はい、経営層を含めてイノベーション・ユニット/チーム以外の人々にも関連している Yes, they are included and
relevant for people beyond the innovation unit/teams, including the executive team
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2N. 社内にオープン・イノベーションに関する教育やトレーニングを行います
か？Does your company provide internal training for Open Innovation?
全くない Never
いくつかのトレーニングや主に理論的で一般的な内容の教育はある Some training, mostly theoretic, generic and ad hoc
はい、定期的なトレーニングであるが、限られた形式であり、イノベーション活動に直接適用することはでき
ない Yes, regular training but in limited formats with no direct applicability to our innovation activities
はい、イノベーション活動に直接適用できる様々な形式の定期的なトレーニングはあるが、イノベーションに
取り組んでいる人のみが参加できる Yes, regular training in various formats with direct applicability to our innovation activities, but only
open to people working on innovation

はい、イノベーション活動に直接適用できるさまざまな形式の定期的なトレーニングに組織内のすべての人が
参加できる Yes, regular training in various formats with direct applicability to our innovation activities, open to everyone in the organisation

2O. 貴社にはイノベーションの文化があると思いますか？
Do you think your company has a culture of innovation?
いいえ No
はい、しかし少数の人々に限定されている Limited to a minority of people
はい、しかし全社的に浸透されているわけではない Yes, but not everywhere in the company
はい、かなり普及されている Yes, quite widespread
はい、全社的に広く、良く普及されている Yes, excellent and widespread in the entire company

2P. 貴社は外部のイノベーション・トレンドについてどう調査していますか？
How does your company look outside for innovation trends?

社外ではトレンドを見つけていない We do not look outside for trends
計画されていない

Ad hoc, not planned

トレンドを見つけることに時間を費やす担当者もいるが、構造化されていない Some people dedicate time to spotting
trends, but it is not structured

新しいトレンドについて話し合うための会議はあるが、構造化されておらず、明示的にリソースが投入されて
いない We have meetings to discuss new trends, but it is not structured or explicitly resourced
構造化された方法で外部のトレンドを見つけるために、人/チーム/ユニットに明示的にリソースが投入されて
いる We have explicitly resourced people/teams/units to spot outside trends in a structured way

2Q. 貴社は失敗に対してどう取り組みますか？How does your company deal with failure?
失敗は許されず、失敗した人は解雇される Failure is not tolerated, who fails is fired
失敗に対する寛容はほとんどなく、失敗した人はペナルティーがある There is little tolerance for failure, who fails is penalized
失敗には中程度の許容度はあるが、公然と議論されていない There is moderate tolerance for failure, but it is not openly discussed
失敗は許容され、公然と議論されて改善のために使用されるが、構造化された方法で行われてない Failure is tolerated,
openly discussed and used for improvement, but not in a structured way

失敗は完全に受け入れられ、それを議論し学ぶための構造化されたプログラムを持っている Failure is fully accepted and
we have a structured programme for discussing and learning from it
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2R. 組織全体の新しいプロジェクトに対して大多数の従業員は内部リスク選好
をどのように説明しますか？How would the majority of employees describe the internal risk
appetite when it comes to new projects across the organisation?
ゼロに近い Close to zero
最小限の、低リスクのプロジェクトのみが考慮されている Minimal, only low-risk projects are considered
中程度の新しいプロジェクトは検討されるが、リスクはあまり推奨されていない Moderate, new projects are
considered but risk is discouraged

かなり良い。新しいプロジェクトを試す明確な意欲がある Quite good, there is a clear willingness to try new projects
高リスクのプロジェクトが奨励される傾向がある High risk projects tend to be encouraged

2S. 貴社には社内ベンチャー（intrapreneurship ）プログラムを行っています
か？もし行っている場合、どのくらい経っていますか？(無しの場
合、2.1Aへ) Does your company have an intrapreneurship (employee-led innovation) program? If yes,
how long has it been going on? (if none go to 2.1A)
いいえ

No

いいえ、しかし計画されている No, but it is planned
はい、1～3年間行っている Yes, 1-3 years
はい、3～5年間行っている Yes, 3-5 years
はい、5年間以上行っている Yes, 5 years

2T. 社内ベンチャー・プログラムはチャレンジ基盤ですか
Is the intrapreneurship program challenge-based?

いいえ、従業員はあらゆる種類のアイデアを提出できる No, employees can submit any kind of ideas
部分的に従業員は事前に特定された多数の課題に適用できるアイデアを提出できる Partially, employees can submit
ideas applicable to a broad number of �������
challenges

はい、従業員は事前に特定・選択された課題に適用できるアイデアを提出できる Yes, employees can submit ideas applicable to a
selected number of �������
challenges

2U. 社内ベンチャー・プログラムは毎年開催されていますか、それとも常に走っ
ていますか？Is the intrapreneurship program organised annually or is always open (rolling)?
チャレンジ/コンテストを時折開始する（年に1回未満） We launch challenges/contests occasionally (less than once a year)
年に1回実行する It is run once a year
年に複数回実行する It is run multiple times a year
常に開いている（ローリング） It is always open (rolling)

2V. 社内ベンチャー・プログラムに積極的に参加している従業員は何人ですか
（年間平均）？ How many employees are actively engaged in the program (average per year)?
0-5%
5-10%
10-20%
20-50%
50%+

2W. 組織従業員から提出されたプロジェクト/アイデアの数（年間平均）はい
くつですか？How many projects/ideas are submitted by employees (average per year)?
<50
50-100
100-500
500-1000
1000-2500
2500+
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2X. いくつのプロジェクト/アイデアが授与されますか（年間平均）？ How many
projects/ideas are awarded (average per year)?
<3
3-5
5-10
10-15
15-25
25-50
50+

2Y. 実際にいくつのプロジェクト/アイデアが実施されていますか（年間平
均）？ How many projects/ideas are actually implemented (average per year)?
<3
3-5
5-10
10-15
15-25
25-50
50+

2Z.. 1つ以上の成功事例を教えてください（評価にとって重要）。
Please name one or more success stories (important for evaluation)

2AA.

社内ベンチャー・プログラムに技術プラットフォームを使用していま
すか？ Does your company use a technology platform for its intrapreneurship programs?
いいえ No
いいえ、しかし計画されている No, but is planned Yes
はい Yes

2AB.

使用している場合は、技術プラットフォームの名称を教えてください。
If so, please name the technology platform(s) you are (or will be) using
社内で開発 Internally Developed
Hives
HYPE Innovation
Idea Drop
IdeaScale
Innovation Cloud
Pollen8
Qmarkets
Skipsolabs
Wazoku
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外部

3A. 年間何社のスタートアップをスクリーニングしていますか？（無しの場
合、3Eへ）How many startups does your company screen per year?
無し None
たまに数件ある Occasionally a few
10-50
50-250
250-1000
1000-2500
2500+

3B. 年間何社のスタートアップをフィルタリングしていますか？
How many startups does your company filter per year?
無し None

たまに数件ある Occasionally a few
0-10
10-50
50-100
100-200
200+

3C. スタートアップとの連絡方法を教えてください。
How does your company get in contact with those startups?
偶然的に By chance
たまたまスタートアップ関連イベントで Occasionally, during startup events
定期的にスタートアップ関連イベントで Regularly, during startup events
定期的に自社が主催するスタートアップ関連イベントで Regularly, during startup events organised by us
構造化されたスカウティング・プロセスがある We have a structured scouting process

3D. どの地域でスタートアップを探していますか？
In which geographies does your company scout for startups?
国内（自国） Domestically (your own country)
地域（自国所属の大陸内） Regionally (your own Continent)
国際（複数の大陸） Internationally (more than one Continent)
グローバル（全世界） Globally (entire world)

3E. 貴社はグローバル・イノベーション・ハブに拠点をおいていますか？（無
しの場合、3Gへ） Does your company have a presence in a global innovation hub?
いいえ No
訪問する予定である We are planning to visit
定期的に訪問している We visit regularly
拠点に担当がいる We have a person there
構造化されたイノベーション・ユニットがある We have a structured innovation unit
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3F.

コーポレート・アクセラレーター活動はどのように組織されています
か？（無しの場合、3Kへ） In which global innovation hubs do you have a structured
innovation presence (at least one full-time person, not mere sales)?
シリコンバレー Silicon Valley
イスラエル Israel
シンガポール Singapore
ドバイ Dubai
ソウル Seoul
ロンドン London
ベルリン Berlin

3G.

どのグローバル・イノベーション・ハブにイノベーション専任がいます
か？（営業ではなく、オープン・イノベーション専任の人） How are your
organisation's startup acceleration activities organised?

アクセラレーター活動はない We don't have any acceleration activities
アクセラレーター活動はないが、サードパーティ（Techstars、Startupbootcampなど）を通じて主催する予
定である We don't have any acceleration activities, but they are planned
サードパーティ（Techstars、Startupbootcampなど）を通じて主催している Organised by third parties (e.g. Techstars)
自社アクセラレーターとサードパーティ、両方で行っている A combination of our own and third party accelerator
自社のアクセラレーターがある We have our own accelerator

3H.

年間アクセラレートするスタートアップの数は？ How many startups does your

company accelerate per year on average?
None
1-10
10-25
25-50
50+

3I.

アクセラレーション・プログラムはどの応募者に開かれていますか？

Which applicants is the acceleration programme open to?

国内のスタートアップ（自国） Domestic startups (your own country)
地域のスタートアップ（自国所属の大陸） Regional startups (your own Continent)
国際スタートアップ（複数の大陸） International startups (more than one Continent)
グローバルスタートアップ（全世界） Global startups (entire world)

3J.

1つ以上の成功事例を教えてください（評価にとって重要）。

3K.

貴社にはベンチャー・ビルダーがいますか？ ある場合、それはどのく
らい続いていますか？（無しの場合、3Pへ） Does your company have a Venture

Please name one or more success stories (important for evaluation)

Builder? If yes, how long has it been going on?
いいえ No
いいえ、しかし計画中である No, but is planned

いいえ、しかしスピンオフを勧めている No, but we encourage spin-offs
はい、1～3年 Yes, 1-3 years
はい、3～5年 Yes, 3-5 years
はい、5年以上

Yes, more than 5 years
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3L.
ベンチャー・ビルダー・ユニットによっていくつのプロジェクト/ベン
チャーがインキュベートされますか（年間平均）？How many projects/ventures are

incubated by the Venture Builder unit (average per year)?)
1-3
3-5
5-10
10-15
15-25
25+

3M.

ベンチャー・ビルダーが育むアイデアはどこから生まれたのですか？

Where do the ideas that the Venture Builder incubates originate from?
外部（スタートアップ/起業家） External (Startups/Entrepreneurs)
トップ・マネジメント Top Management

従業員（社内ベンチャープログラムを通じて） Employees (through Intrapreneurship programs)
従業員（未承諾） Employees (unsolicited)
ビジネス・ユニット Business Units

3N. ベンチャー・ビルダー・ユニットに年間費用はいくらですか（人件費は
含まない）？
How many funds are allocated (average per year) to the Venture Builder unit (doesn't include personnel costs)?
$0-1M
$1-2.5M
$2.5-5M
$5-10M
$10-25M
$25-50M
$50M+

3O.

1つ以上の成功事例を教えてください（評価にとって重要）。

Please name one or more success stories (important for evaluation)

3P.
年間スタートアップと行うPOC/パイロット・プロジェクトの数は？（無
しの場合、3Uへ）
How many POCs/Pilots with startups do you run per year?
None
1-3
3-5
5-10
10-25
25-50
50+
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3Q. 年間スタートアップと行う長期コラボレーションの数は？（無しの場
合、3Uへ） How many startups have you started a long term collaboration with, per year?
None
1-3
3-5
5-10
10-15
15-20
20+

3R.

年間スタートアップから蓄積される調達（procurement）ビジネスの数は？

How much business did your organisation cumulatively procured from startups per year?
None
<$1M
$1-5M
$5-25M
$25-50M
$50-100M
$100M+

3S.

調達するスタートアップはどこに拠点を置いていますか？

Where are the startups you engaged through procurement based?

国内のスタートアップ（自国） Domestic startups (your own country)
地域のスタートアップ（自国所属の大陸） Regional startups (your own Continent)
国際スタートアップ（複数の大陸） International startups (more than one Continent)
グローバルスタートアップ（全世界） Global startups (entire world)

3T.

1つ以上の成功事例を教えてください（評価にとって重要）。

3U.

スタートアップに投資しますか？（無しの場合、3Zへ）

Please name one or more success stories (important for evaluation)

Did your company invest in startup companies?
無し Never

いいえ、しかしオープンである No, but we are open to it
過去に一件ある Once in the past
過去2年に1件 Once in the last 2 years
過去2年間に2件以上 More than once in the last 2 years
定期的に、1年に1～5件 Regularly, 1-5 per year
定期的に、年間5～15件 Regularly, 5-15 per year
定期的に、年間15件以上 Regularly, 15+ per year
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3V.

有りの場合、年間何社に投資しますか？

If so, how much does your company invest in startup companies per year?
無し None
<$1M
$1-5M
$5-25M
$25-50M
$50-100M
$100M+

3W. 専用のCVC（コーポレートベンチャーキャピタル）がありますか？有り
の場合、ファンドのサイズはどのくらいですか？
Does your company have a dedicated CVC (Corporate Venture Capital)? And if so, what is the fund size?
無し None
無し off-balance No we invest off-balance
$1-10M
$10-50M
$50-100M
$100-200M
$200M+

3X.

投資したスタートアップはどこに拠点を置いていますか？

Where are the startups you invested in based?

国内のスタートアップ（自国） Domestic startups (your own country)
地域のスタートアップ（自国所属の大陸） Regional startups (your own Continent)
国際スタートアップ（複数の大陸） International startups (more than one Continent)
グローバルスタートアップ（全世界） Global startups (entire world)

3Y.

1つ以上の成功事例を教えてください（評価にとって重要）。

3Z.

スタートアップを買収しましたか？（無しの場合、４Aへ）

Please name one or more success stories (important for evaluation)

Did your company acquire startup companies? (If no go to 4A)
無し Never
いいえ、しかしオープンである No, but we are open to it
過去に一件ある Once in the past
過去2年に1件 Once in the last 2 years
過去2年間に2件以上 More than once in the last 2 years
定期的に、1年に1～5件 Regularly, 1-5 per year
定期的に、年間5～15件 Regularly, 5-15 per year
定期的に、年間15件以上 Regularly, 15+ per year
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3AA. 有りの場合、年間場週に平均いくら費やしますか？
If so, how much did your organisation spend on average per year in startup acquisition?
None
<$1M
$1-5M
$5-25M
$25-50M
$50-100M
$100M+

3AB. 買収したスタートアップはどこに拠点を置いていますか？
Where are the startups you acquired based?

国内のスタートアップ（自国） Domestic startups (your own country)
地域のスタートアップ（自国所属の大陸） Regional startups (your own Continent)
国際スタートアップ（複数の大陸） International startups (more than one Continent)
グローバルスタートアップ（全世界） Global startups (entire world)

3AC. 1つ以上の成功事例を教えてください（評価にとって重要）。
Where are the startups you acquired based?
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