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SDGs Innovation HUB プロジェクトメニュー(案) 
 

～JC が SDGs Innovation HUB で、「地方創生 SDGs 金融フレームワーク」を起点に 
  「拡大版 SDGs アクションプラン 2019」に挑戦する日本、世界をリードしていきます～ 

 

SDGs Innovation HUB 実行委員会 
令和元年７月５日 

 

２．Innovation スタートアップ プロジェクト 

モノ･コト･カネ･新公共財づくりで経済活性（政治･経済政策提言+社会ビジネス･経済活性実証） 
 
【フェーズ１】 
（１）next CDO 研修 WS （DX (Digital Transformation)の旗頭 Chief Digital/Data Officer が講師） 

 （G20 福岡を機に世界の CDO を集めた D20 を開催した CCJ 等）（CCJ, CDO Club Japan： https://cdoclub.jp/ ） 

 
加茂 純 
一般社団法人 CDO Club Japan 代表理事 
東京大学理学部情報科学科卒、米イリノイ大学大学院アーバナシャンペーン校コンピュータサイエンス学科 AI 専攻修士。電通に入社し、インテ
ル、マイクロソフト、アップルコンピュータ（当時）の日本進出と事業拡大戦略を担当し「インテル入ってる」「Intel Inside」グローバルキャン
ペーン戦略を成功させる。電通退社後はセコイアキャピタルにて、Google を生み出したマイケル・モリッツ氏、LinkedIn を生み出したマーク・
クワミ氏、Facebook を生み出したマーク・アンドリーセン氏らから投資を受け、シリコンバレーで米 Harmonic Communications を創業し、ア
ジアパシフィック地域統括担当副社長、日本支社長に就く。PwC コンサルティング 戦略部門ディレクターに就任後、マーケティングエクセレン
スグループを創設し代表になる。立教大学ビジネススクール兼任講師（マーケティング、ブランド戦略、CSR）、CMO ワールドワイドの設立者兼
代表取締役。著書に『CMO マーケティング最高責任者』『刺さる広告』『企業の遺伝子は進化する』『インドビジネスのルール』『P&G 伝説の GMO
が教えてくれたマーケティングに大切なこと』など多数ある。2017 年 11 月一般社団法人 CDO Club Japan 代表理事就任 

 
長瀬 次英  
（JAPAN CDO of the year 2017 受賞） 株式会社 LDH JAPAN CDO 執行役員 デジタルマーケティング部 本部長 
2015 年よりデジタル戦略統括責任者／チーフデジタルオフィサー（CDO）兼エグゼクティブマネジメントコミッティーメンバーとして日本ロレ
アルに入社。その以前は Instagram の日本におけるビジネス／モネタイゼーションとプラットフォームの責任者としてインスタグラム・ジャパ
ンの日本事業代表責任者、Facebook にてブランドビジネスディベロプメント／クライアントパートナーを務め、KDDI（ワイアレスビジネス推進
部/サービス企画部）、JWT（アカウントマネジメント/ブランド戦略プラニング）、Unilever Japan/Unilever Australia（アジア地域ブランド開発
マネージャー）、NuSkin（新規事業戦略マーケティング事業部長）と様々な業態/業種にて主にブランドの戦略構築や新商品開発、そしてアジア
地域市場でのビジネスの建て直しや新事業ロンチ・収益化を手掛ける。 

 
楢﨑 浩一 
（JAPAN CDO of the year 2018 受賞）SOMPO ホールディングス株式会社 グループ CDO 常務執行役員 
1981 年早稲田大学政治経済学部卒業、同年三菱商事株式会社入社。シリコンバレー駐在を経験。ベンチャーの魅力に惹かれ、2000 年に現地で転
職後、複数の ICT 関連企業で事業開発や経営に携わり、シリコンバレーに通算 12 年在住。2016 年 5 月、SOMPO ホールディングス株式会社グル
ープ CDO 執行役員に就任、 2017 年 4 月より現職。 電気通信主任技術者、陸上無線技術士、応用情報処理技術者等 ICT 関連のプロ資格多数に
加え、米国 CPA、米国 MBA 等財務経営系の資格も有する 

 
【フェーズ２】 
（２）JC 地域金融 joint イベント（Thu./Wed. Gathering (VCT/MEGV)等と）アイディアソン/ 

ハッカソン（JC 福岡出の廣田稔社長の九州 ibb Fukuoka Project 等と）地域金融機関･創業等施設
と JC が連携 （VCT, Venture Café Tokyo； http://venturecafetokyo.org/ ）（MEGV：https://www.megv.earth ）（ibb： https://www.ibb-fukuoka.com/ ） 

 
小村 隆祐 
VCT, Venture Café Tokyo ベンチャーカフェ東京プラグラムマネジャー。 
同志社大学経済学部卒業、Babson College F. W. Graduate School of Business（MBA）。大学卒業後はメーカー系 IT 企業にて主にマスコミ業界に
おけるアカウント営業業務や映像伝送に関わるクラウド サービスの立ち上げプロジェクト等に従事。MBA 留学を経た後、株式会社グロービスに
て人材育成・ 組織開発コンサルティング部門に参画。大企業の次世代経営者育成やスタートアップの組織開発等を手掛けつつ、起業分野のコン
テンツ・教材開発も行う。その後、現職。ボストンに拠点を置く NPO 「Binnovative」立ち上げメンバー。 

 
廣岡 輝 
MEGV, Mother Earth with Geo Voice 理事/事務局長 
「学び合い」「分かち合い」「育み合い」の団地内社会実験施設 TREE のブランドディレクター。 
アースデイ東京 2019 エシカルヴィーガンプロジェクト実行委員会責任者。 
オーガニック、ナチュラル、メディカル系のコスメ、フードのブランドのトータルマネジメント、出店プロデュースに長年にわたり従事。 
原宿、表参道を中心に全国に 60 店舗以上をプロデュース。京都市生まれ。品川区在住。 

 
中澤 亮太 
Agolize Japan 代表（https://www.agorize.tokyo/ ） グローバ代表取締役 
株式会社レアジョブにて、ブラジル展開事業の立ち上げに携わる。その後、個人での企業に対するウェブマーケティング支援などを経て、株式会
社グローバを設立。開成高校、一橋大学経済学部卒。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校留学（小山八郎奨学制度）。Japan Illini Club 理事。 

 
【フェーズ３（SDGs 経済(科学)課題解決/目標達成アクション）】 
（３）地域/リアル･クラウドファンドイベント等（CePiC 連携 cybozu のちいクラ/MEGV 理事女性 

millennial の起業支援する Kanatta 等）  （cybozu ちいクラ：https://chiiki-cloud.qloba.com/ ）（Kanatta： https://kanatta-lady.jp/ ） 
 

https://cdoclub.jp/
http://venturecafetokyo.org/
https://www.megv.earth/
https://www.ibb-fukuoka.com/
https://www.agorize.tokyo/
https://chiiki-cloud.qloba.com/
https://kanatta-lady.jp/
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永岡 恵美子 
サイボウズ（株） 社長室 地域クラウド プロデューサー。第一勧業信用組合 未来開発部 創業支援室 アドバイザー。 
日本初、千葉県から地域で起業を応援する地域クラウド交流会を開始。現在はサイボウズ(株)の事業として、社長室地域クラウドプロヂューサー
として開催している。交流会型のクラウドファンディングで、地域での起業を応援したい人たちが千円の会費で参加、起業家たちがアイデアをプ
レゼンし、応援したいアイデアに投票する仕組みだ。参加費のうち 500 円が、起業家の事業資金になる。 目指すのは、地域のチームワーク。
その場だけでなく、他地域の交流会ともつながりを持つことでネットワークが形成される。また、単に資金調達だけでなく、起業に取り組む仲間
との連携や顧客の開拓につながる点もメリットだ。地域での起業は、地元特有の課題解決を目指すものが多く、地元にもメリットがある。また、
大都市での起業は埋もれやすいが、地域限定なら注目されやすい。参加者と起業家が一体化、地域活性にもつながる。 

 
井口 恵 
株式会社 AIR COO。監査法人やファッション業界での経験を経て、AIR を設立。女性がなにかに依存することなく自立して活躍できるフィール
ドを増やしてゆくことを理念に掲げ、ドローン事業やクラウドファンディングサービス『Kanatta』を展開している。「女性の夢を応援し、女性が
かつやくできるフィールドを増やし続けます」 
株式会社 AIR：http://air-works.jp/    Kanatta 公式サイト：https://kanatta-lady.jp/  

 
塗矢 眞介 
株式会社クラウドリアルティ取締役 CIO/CFO。 
慶應義塾大学商学部卒業。コロンビア大学大学院 Sustainability Management 専攻修士課程修了。 
2017 年 3 月に創業メンバーとして株式会社クラウドリアルティの経営に参画。クラウドファンディングをはじめ最新の IT 技術を駆使し個人投資
家の資金需要と、国内外の幅広い投資需要をマッチングする、P2P 型不動産クラウドファンディング・マーケットプレイス「Crowd Realty」を
運営。三菱 UFJ フィナンシャル・グループが主催する「MUFG Digital アクセラレータ」第２期プログラムにおいて、グランプリを受賞。クラウ
ドリアルティ入社以前は、メリルリンチ日本証券株式会社の投資銀行部門にて事業会社や J-REIT の資金調達及び M&A に関するアドバイザリー
業務に従事したほか、世界最大の不動産ファンド、ブラックストーン・グループの日本法人にて国内不動産投資・運用業務に従事し、多数の案件
を執行。 

 
松崎 良太 
きびだんご株式会社 代表取締役／Chief Momotaro。 
慶應義塾大学経済学部卒業。コーネル大学経営学修士（MBA）。株式会社日本興業銀行（現みずほフィナンシャルグループ）で投資銀行業務に携
わった後、ニューヨーク支店を経て 2000 年に楽天株式会社に入社。執行役員として国内外のグループ M&A 案件を多数手がける。2011 年に独立
しサードギア株式会社を設立。次世代を創るベンチャー企業の育成に務めながら、多くのエンジェル投資を自ら行う。2013 年にゴールフラッグ
株式会社を設立（現、きびだんご株式会社）。クラウドファンディングと EC を組み合わせた新しい事業エンパワーメントの仕組み「Kibidango
（きびだんご）」を通じて、事業の継続化や拡大に取り組む国内外のスタートアップを支援している。2011 年、株式会社クラウドワークス社外取
締役。2016 年、株式会社シンクロ・フード社外取締役（現任）。」 

 
（４）Xprize SDGs 賞金レース（CePiC と未来技術推進協会が Jun Sudo 氏と共催する Xprize 等） 

（Xpriza 採卵： https://www.xprize.org/  https://ja.wikipedia.org/wiki/X プライズ財団 ） 
 
Jun Suto 
XPRIZE Visioneer / Prize Developer, SingularityU Kyoto Ambassador 
大手外資系コンサルティング企業にて米国、日本を中心にグローバルに活躍。2004 年、s-cubed コンサルティングを設立。Warrent Buffet 率い
る Berkshire Hathaway、Hitachi などグローバル企業からスタートアップまで戦略実現を軸に付加価値創出をサポート。M&A、Transformation
（企業改革）、Turnaround、Corporate Governance, Change Management などを専門に活動。 
XPRIZE のプライズデザインプログラムである Visioneers では、Visioneer/Prize Developer としてチームの 2016 年「Ready-to-Launch」グラン
ドプライズ受賞に貢献。 エヴァンジェリストとして日本と XPRIZE との架け橋として活動中。人々の個々の才能が「Abundant（溢れんばかり
に潤沢な）」に豊かな世界を創生する原動力であると熱く信じ、ダイナミックな社会変革実装を試みるビジネス✖︎ソーシャル✖︎イノベーション・
エヴァンジェリスト。 
 
【XPRIZE について】 
市場規模４０兆円にまで成長した民間宇宙ビジネスを 1４年前わずか 10 億円で創成することができたのははなぜか―インセンティブを使い世界
中の知を活用し、困難な社会課題の解決に挑み続ける XPRIZE 財団 (http://www.xprize.org/)。きっかけは、創設者ピーター・ディアマンディス
（Forbes：世界の偉大なリーダー50 人に選出）が抱いていた宇宙飛行士になる夢を、 世界中の優れたエンジニアたちに託すことから 1995 年に
スタートしました。 
現在では、イーロン・マスク、ジェームス・キャメロン、ラリー・ペイジ、アリアナ・ハフィントンといった世界中のリーダーが評議会に名を連
ね、グーグル、IBM、クアルコム、シェルなどがスポンサーとなっています。2016 年には日本企業初となる ANA(全日空)が XPRIZE 財団スポン
サーとして参画。同年 10 月には、次期国際賞金レースを設計するコンペにてグランプリを「ANA AVATAR XPRIZE」で受賞、翌年 10 月には XPRIZE
財団への$22 million のスポンサーシップを発表し、201８年 3 月にレースがスタートしました。 
Google がスポンサーした賞金総額 36 億円 Google Lunar XPRIZE （民間初の月面着陸を目指すコンペ）でファイナリストに選ばれた日本チーム 
HAKUTO のコアになるスタートアップ iSpace は、2017 年 12 月に 100 億円の史上最高額のシリーズ A 調達達成に続き、2018 年 11 月には米航空
宇宙局（NASA）が計画する総額 26 億ドル（約 3000 億円）かけた月面輸送サービス「CLPS」に採択され、躍進中。 
XPRIZE についての紹介ビデオはこちら：https://www.youtube.com/watch?v=SsZev7S4Rzs  
 
【Singularity University について】 
シンギュラリティ・ユニバーシティ（Singularity University、2008 年 -）は、アメリカ合衆国シリコンバレーを拠点とする教育機関。教育、エ
ネルギー、環境、食糧、世界的な保健、貧困、セキュリティ、水資源を人類の最も困難な課題（Global Grand Challenges）と定義し、加速的に発
展する革新的技術を使ってこれらに積極的に取り組むことをミッションとしているベネフィット・コーポレーション。また、革新的技術を開発す
る企業のための、新しいスタイルのスタートアップ·インキュベーターとしても各種活動を行っている。 
同機関は未来学者であり「シンギュラリティは近い―人類が生命を超越するとき（Singularity is Near）」の著者でもあるレイ・カーツワイルと、
「楽観主義者の未来予測（Abundance）」の著者ピーター・ディアマンディスによって 2008 年に創設された。 
 
Akiko Mano (間野晶子) 
Hakuto-R 月着陸船推進系開発担当、Google Lunar XPRIZE (GLXP) HAKUTO Communication Lead 
数値解析エンジニア, PhD - Computational Fluid Dynamics (数値流体力学) 
フランス、フィンランド、日本でリサーチャーとして活躍後、起業を経て 数値解析エンジニアとして活躍する傍ら HAKUTO に参画。 
HAKUTO ではプロボノメンバーとして活動。筋金入りの”リケジョ”だが、アーティスト的な感性と文才も持ち合わせ、 グローバルな経験 も活
かし HAKUTO では Communication Lead として活躍。 
2015 年日本で開催された GLXP Global Team Summit イベントリーダーや、SNS やメールマガジン等のコンテンツの執筆、編集などを手掛ける。 
 
Tosaka Hiroyuki(登坂博行) 
(株)地圏環境テクノロジー 会長 
世界に先駆けて水・熱・物質循環の先端技術を開発・提供し、水問題解決のパイオニアになる、「もう１つの地球」をコンピューター上につくり
上げ、水資源・環境・災害に関する情報発信し、人類の未来に貢献していく、という理念のもと、 
２０００年より大学発ベンチャーの株式会社地圏環境テクノロジー代表取締役会長を兼任。 
起業から 13 年が経過し、第三者的評価組織としての形ができつつあるが、このような組織は世界的にも少数であり、そのあるべき姿については
試行錯誤の日々である。 
 
Ioan Istrate 
XPRIZE Visioneer / Prize Developer, Forbes 30 under 30, Chief Commercial Officer at CyBourn 、 
フォーブス誌 30 under 30メンバー。2016年XPRIZE Visioneersグランプリ受賞チームの一員として$10M ANA Avatar XPRIZEをデザイン。PwC, 
AT Kearney にて戦略コンサルタントとして活躍後、Deutsche Telekom にて新規事業開発 PM を担当。UCLA MBA Anderson School 在学中に
XPRIZE に参画、同時に社会インパクト高いスタートアップ ImpactX の VP、そして Brain Mapping 財団フェローを兼務。 
現在は、Managed Security Service Provider (MSSP) として最先端のテクノロジーとサイバーセキュリティ戦略コンサルティングを提供する

http://air-works.jp/
https://kanatta-lady.jp/
https://www.xprize.org/
https://ja.wikipedia.org/wiki/Xプライズ財団
https://www.youtube.com/watch?v=SsZev7S4Rzs
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CyBourn 社にて Chief Commertial Officer として活躍すると共に、母国ルーマニアと世界の生活環境改善を進めるテクノ・ソーシャル・アクティ
ビスト。 
 
Chris Blackerby(クリス・ブラッカビー) 
astroscale pte. ltd グループ COO https://www.incj.co.jp/performance/casestudy/astroscale.html  
リッチモンド大学卒業（歴史･教育）、ロードアイランド大学大学院卒業（政治学/国際関係）、ジョージタウン大学大学院（経営学 MBA）を卒業。 
2003 年から NASA 本局(DC)勤務。地球観測衛星の国際協力やアジア諸国との戦略的計画に関する調整を担当。2012 年 8 月より在アメリカ大使
館 NASA アジア代表部代表。日本の宇宙政策や NASA とアジア諸国との宇宙探査や利用における協力に関する諸事情のフォローアップ担当及び
大使の宇宙関連事項のアドバイザーを兼務。2017 年 8 月より現職。 
 
Shuichi Kusaba (草場 壽一) 
未来技術推進協会 代表理事 
大学時代、超伝導研究に携わる。大学院時代にスタンフォード大学と共同研究、特に大学の研究から事業を起こしてイノベーションにつなげる必
要性を痛感。大手電機メーカー 中央研究所にて、メタマテリアルを使用した光学迷彩の開発、新しい相変化メモリーの開発にかかわる。研究所
時代より、若手からイノベーションを起こすために、メーカーの若手で勉強会を主催。2017 年より社団法人とし、「テクノロジーによる社会課題
解決」を目的とした未来技術推進協会の設立。個人の力でイノベーションを起こすために、コミュニティーを形成、プロジェクト化をしている。 

 
（５）デジタル SDGs 金融&分権型金融システム HUB G20 セミナー分散型金融技術のガバナンスを

実現する取組と貢献する next SDGs 課題を世界に発信、G20 各国･FATF や JCI･UN 等と共創 
（G20 技術革新にかかるハイレベルセミナー「デジタル時代の未来」記事：https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-06-08/PSPYIZ6KLVR801 ） 

 

＜SDGs を達成する           プロジェクト例（各地 JC･各委員会が自由組成･推進）＞ 

 
CePiC メンター 
「日本↔世界」イン/アウトバウンド支援プログラム関係 
 
竹村 詠美 
Peatix Inc. 共同創業者兼相談役。総務省情報通信審議会委員。 
慶應義塾大学経済学部卒業。ペンシルバニア大学ウォートン校にて MBA を取得。モニター・カンパニーとマッキンゼー&カンパニー社での IT・
テレコム業界などの経営コンサルティングを経験後、黎明期の 99 年にネット業界に転身。エキサイト・ジャパン取締役。Amazon.co.jp で書籍の
販売責任者・マーケティングの責任者を歴任、同社の日本経営チームにも参画。ウォルト・ディズニーのインタラクティブメディア部門のオンラ
イン・モバイル・携帯電話サービスのマーケティング責任者を務めた後 Peatix Inc. に入社。共同創業者として CMO などを務めた後、現在は相
談役を務めている。 

 
萩生田 めぐみ 
株式会社アフリカローズ代表取締役。 
2005 年、カリフォルニア州立大学を卒業後、エーザイに入社。2011 年、同社と WHO のプロジェクトを機に退職し、ボランティアとしてケニア
へ渡る。2012 年、日本へ帰国後、ケニアの薔薇を直輸入して販売するオンラインストア「アフリカの花屋」を開設。 

 
柚木 理雄 
株式会社 Little Japan 代表取締役。NPO 法人芸術家の村代表理事。 
京都大学（学士）、京都大学大学院（修士）。ブラジルに 3 年、フランスに 1 年住み、海外を 40 カ国以上を訪問。たくさんの国を訪れる中で、日
本のために働きたいと考えるようになり、2008 年農林水産省に入省。国際交渉、経理、金融、農地、官民ファンド、バイオマス等に携わる。一
方で、東日本大震災をきっかけに草の根活動の重要性を認識。2012 年 NPO 法人芸術家の村を立上げ。空き家問題の解決や、様々な NPO の支援
に取組む。 

 
馬場 誠 
TOKYO BIKE TOUR プロジェクト主宰。スペシャライズド日本法人元代表取締役社長。 
1955 年生まれ。早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。マサチューセッツ工科大学 MBA。 1979 年富士ゼロックス入社、経営企画部門スタッフ。
1988 年マスターフーズ（現マースジャパン）ブランドマネジャー。1995 年ルイ・ヴィトンジャパンにてマーケティング＆コミュニケーション部
長。2002 年コールマン・ジャパン取締役マーケティング本部長。2005 年ウォルト・ディズニー（ジャパン）カンパニーにてライセンス部門マ
ネージングディレクター。2006 年スペシャライズド・ジャパン（米国スポーツ自転車メーカー）代表取締役社長。2014 年ワイ・インターナショ
ナル/ワイズロード（日本最大のスポーツ自転車専門小売）代表取締役社長。2016 年より TOKYO BIKE TOUR プロジェクト（サイクリングイベ
ント）を主宰。 

 
上條 由紀子 
金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科准教授。太陽国際特許事務所弁理士。首相官邸知的財産戦略本部・知的財産による競争力
強化・国際標準化専門調査会委員及び国際標準化戦略タスクフォース委員。総務省情報通信審議会専門委員など。 
慶應義塾大学大学院理工学研究科前期博士課程修了、慶應義塾中等部理科講師を経て、2000 年弁理士登録。同年、太陽国際特許事務所入所。東
京大学先端科学技術研究センター特任研究員、慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構専任講師を歴任後、2009 年 4 月より金
沢工業大学大学院准教授に着任。日本弁理士会・知財経営コンサルティング委員会委員長、知的財産戦略本部・知的財産による競争力強化・国際
標準化専門調査会委員及び国際標準化戦略タスクフォース委員、総務省・情報通信審議会専門委員、経済産業省・工業標準調査会トップスタンダ
ード制度分科会委員等を歴任。日本知財学会デザイン・ブランド分科会幹事。 

 
長谷川 純一 
日本オラクル執行役員。青山ビジネススクール非常勤講師。 
東京工業大学工学部制御工学科卒。マサチューセッツ工科大学（経営学）修士課程修了（MBA）。ニチメン（現・双日）入社。1985 年、人工知
能やコンピュータグラフィックス（CG）開発で知られる米国シンボリックス社の日本法人の設立に関与。1987 年、国際電気通信基盤技術研究所
を経て、その後ニチメンデータシステム（現・テクマトリックス）を経て、1996 年、ERP パッケージ（統合業務パッケージ）ベンダー、ピープ
ルソフトジャパン（現・日本ピープルソフト）の設立メンバーに。 2000 年 2 月、Amazon.com 日本法人、アマゾンジャパンの社長に就任し同
サービスを短期間で立ち上げた。同社を 2001 年 4 月に退任した。 2002 年 4 月、日本ピープルソフトに復帰。2005 年同社がオラクルコーポレ
ーション（Oracle Corporation）傘下に入ったため、日本オラクルに。現在は日本オラクル執行役員社長室長を務めている。訳書に『LISP マシン
プログラミング技法』ハンク・ブロムリー、リチャード・ラムソン共著（1991 年）がある。 

 
臼井 清 
SVP 東京パートナー。合同会社志事創業社代表。 
1984 年に諏訪精工舎（現・セイコーエプソン）に入社。大阪を振り出しに台湾や英国、ドイツでマーケティングと HRM 中心に経験を積む。在
職中に「会社人を社会人に」という“ソーシャルリーマンズ”のライフスタイルを社外の仲間 3 人と提唱。その活動ぶりを「日経テクノロジーオン
ライン」に連載。2014 年、ビジネス創出やキャリア開発に向け“学び”をプロデュースする「志事創業社（しごとそうぎょうしゃ）」を設立し独立。
「人生 100 歳時代、幾つになっても進行形」をモットーに Age100.ing をキーワードに大人の「志事」作りを熱烈応援中。アートエデュケーター
として「認知症の方向けの絵画鑑賞プログラム」を国立西洋美術館で実施するなど、活躍の巾を広げている。 

経済・産業・科学の叡智 

https://www.incj.co.jp/performance/casestudy/astroscale.html
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-06-08/PSPYIZ6KLVR801
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鎌田 正宏 
日本 IBM㈱エンタープライズ事業本部公共事業部官公庁統括部第一営業部部長。 
大学卒業後、同年富士ゼロックス株式会社に入社。ソリューション・コンサルティング営業として日本のトップ企業に対する ECM、BPR、ナレ
ッジマネジメント、ERP を中心とした基幹ソリューションを担当。SAP ジャパン、オープンテキスト、日本オラクルを経て、日本アイ・ビー・
エム株式会社のグローバル・ビジネス・サービス事業 公共・通信メディア公益サービス事業部のアソシエイトパートナーとしてエンタープライ
ズビジネス推進を担当。現在は、日本 IBM 株式会社エンタープライズ事業本部公共事業部官公庁統括部第一営業部部長。 

 
海野 恵一 
スウィングバイ代表取締役。アクセンチュア元代表取締役。 
1971 年東京大学経済学部卒業。1972 年アーサーアンダーセン（現・アクセンチュア）入社。 
以来 32 年間にわたり、数多くの業務革新支援や、海外展開による組織変革の手法について日本企業並び外国企業にコンサルティングを行う。ア
クセンチュア代表取締役を経て、2004 年スウィングバイ 2020 株式会社（現：スウィングバイ（株））社を設立、代表取締役に就任。日本企業の
グローバル戦略支援の一環として、主に経営者を対象に外国人との付き合いのためのグローバルネゴシエーター育成プログラムを行っている。ま
た、日本企業が海外展開するための事業支援に携わっている。 
専門分野：グローバルネゴシエーター育成研修、海外事業展開支援 
 【著書】 
『これからの対中国ビジネス』（株式会社日中出版） 
『2020 年日本はアジアのリーダーになれるか』（株式会社ファーストプレス）など。 
  
花井 厚 
(株)リコー Signage-MICE 事業室長。越境リーダーシッププロジェクト・アドバイザー。国連 GC-JN「明日の経営を考える会」6 期生。 
大学卒業後、リコー入社。入社直後に配属された販売部門の経験から、お客さま起点の事業開発の重要性を痛感した花井さんは、コピーサービス
事業、Web 写真保管サービス、オフィス向け通販 NetRICOH、アウトソーシングなど 10 の新規事業を立ち上げてきました。しかし、どの仕事も
自ら望んだものでなかったというから驚きです。自分の意図しない思わぬ仕事に就いた時、経験も知識もない事業を任せられた時、どのようにそ
れを乗り越えてきたのでしょうか？例えばリコーが最後発で参入したプロジェクター事業、当初は 2 人きりのプロジェクトチームからのスター
トだったそうです。なにもないところから事業化、組織づくり、商品開発を同時平行で進め、現在は Signage、MICE、地方創生市場の開発に従
事しています。 
成功したプロジェクト、失敗したプロジェクトの差は何か? 
サステナブルで成長し続ける事業や企業の共通項はなにか? 
事業創造の成否を握る 6 つの視点からのサポートを得られます。 

 
高岡 謙二 
エクスポート・ジャパン株式会社代表取締役。ジャパンガイド株式会社取締役。株式会社 PIJIN 取締役会長。 
徳島県出身。関西学院大学文学部を卒業後、大手食品メーカー、プロボクサー、タイ王国大阪総領事館商務部を経て、神戸大学大学院（経営学研
究科）に社会人入学。在学中の 2000 年にエクスポート・ジャパン株式会社を設立。（大学院は中退）海外向けに特化した web プロモーション企
業の草分けとして、東大阪の中小企業を世界に売込むプロジェクトや日本の観光資源を世界に紹介する活動で多数の実績を残す。正社員は、フラ
ンス、スペイン、中国、インドネシアなどの多国籍で構成され、各産業分野のトップ企業と自治体・政府機関などを顧客に持つ。また、月間で
180 万人以上が閲覧する訪日・在日外国人向けポータルサイトである japan-guide.co の取締役も兼務。2012 年に QR Translator を運営する株式
会社 PIJIN の代表取締役に就任。現在は取締役会長。著書：「世界中に販路を拡げる 海外 Web マーケティングの教科書」 

 
松田 淳 
コメルツ銀行コーポレートバンキング部部長。 
東京大学法学部卒。コロンビア大学法学修士。ニューヨーク州弁護士。24 年間、日本、米国、欧州の金融機関にて本邦企業の海外進出のサポー
トを行う。現職はコメルツ銀行コーポレートバンキング部部長。 

 
中島 周 
キユーピー株式会社取締役会長。中島骨董商店代表取締役社長。 
1983 年早稲田大学政治経済学部卒業。1989 年米コーネル大学ジョンソン経営大学院修士課程終了。1983 年−1993 年株式会社日本興業銀行入行。
興銀アセットマネジメント勤務（ポートフォリオマネージャー）。1993 年株式会社中島董商店、キユーピー株式会社入社。現在、株式会社中島董
商店取締役社長。キユーピー株式会社取締役会長。 
アヲハタ株式会社取締役。学校法人産能大学評議員。学校法人東洋食品短期大学理事。公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン理事。財団法人旗影
会理事。財団法人中董奨学会理事。 

 
残間 光太郎 
株式会社ＮＴＴデータオープンイノベーション事業創発室長。 
・1988 年北海道大学卒業 同年ＮＴＴデータに入社しシステム開発に従事。 
・1990 年より NTT データ経営研究所にて経営管理、新規ビジネス創出、マーケティング支援コンサルティングに従事。 
・1996 年より NTT データに復帰し、インターネット/モバイルバンキングの創成期における新規サービスの立ち上げ・普及、 
 さらには官民連携の新機軸サービスの立上げに多数従事。 
・2014 年より、新たな社会インフラになるような革新的な新規ビジネス創発を目指すオープンイノベーション事業創発室 
 を立上げ。ベンチャー企業×お客様（大企業）×ＮＴＴデータによるＷＩＮ－ＷＩＮ－ＷＩＮとなるオープンイノベーション 
 ビジネス創発をコンセプトに、 最先端の技術・ビジネスモデルのイノベータが集うマンスリーフォーラム「豊洲の港から」、 
 世界 15 都市開催の“グローバルオープンイノベーションコンテスト“を実施。 
・なお、OFF ではアカペラグループ「香港好運（ホンコン・ラッキーズ）」のメインボーカルとして魂の叫びを歌にして新しい 
 ゴスペルミュージックを目指し鋭意活動中。 

  
福岡 賢昌 
法政大学グローバル教養学部（GIS）准教授。十文字学園女子大学兼任講師。 
東京工業大学大学院社会理工学研究科価値システム専攻博士後期課程単位取得満期退学。修士（経営学）。博士（学術）。専門は国際経営戦略（異
文化交渉、マーケティング、地域ブランド等。最近は日台経済交流を支えた台湾経済人、台湾企業の動向、外資系企業の対日投資等について研究
している）。特定 NPO 法人日本交渉協会認定交渉アナリスト。対日貿易投資促進委員（ミプロ）。（一財）対日貿易投資交流促進協会等が主催・
後援するセミナー、ワークショップにおける講演、モデレーター、パネリスト等。異文化経営学会会員。日本 MIT ベンチャーフォーラム会員。 
大学卒業後、NTT 東日本（法人営業本部<外資系企業担当：主にアメリカ企業、ドイツ企業の製造業を担当>、経営企画部<海外マーケティング
>)、NTT コミュニケーションズ（グローバル事業本部<ロンドン、パリ、フランクフルト、デュッセルドルフ、ミュンヘン、ソウル、香港を担当
>）、十文字学園女子大学専任講師・准教授、芝浦工業大学兼任講師、台湾 Shih Chien University(summer program)客員講師を歴任。台湾国立曁
南国際大学 EMBA プログラム及び國立政治大学・淡江大学の MBA プログラムにおける特別講義の実施等。論文、著書多数。 

 
林 永健 
７２年、出雲生まれ。コーネル大学修士課程修了。ケンブリッジ大学博士課程中退。米国の大学、中国の通信社、日本の与党、英国の国際ＮＧＯ
で勤務。現在は内外の研究機関に所属。講演多数（「東アジア情勢」、「ＡＩと今後の社会と政治」、「ネット時代のメディア論」など）。 

 
吉岡 忠彦 
積水化学工業株式会社高機能プラスチックスカンパニー開発研究所開発企画部長兼開発管理部長。 
大阪大学基礎工学部化学工学科卒。積水化学工業入社後、機能性フィルムの開発、技術サービスを国内外で担当（内、米国駐在 5 年）。自動車関
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連材料のマーケティンググループ長、自動車関連材料企画室長などを経て、2012 年よりインドでの樹脂成型事業合弁会社取締役、CEO を歴任。
2016 年より現職。 

 
木全 啓 
WORKOUT COO。CIIE.asia 事務局次長。 JAPAN AT UK 共同創業者。 

 
南形 潔賜 
アクシスコーディネート株式会社代表取締役社長。 
1986 年日本電 1 装（現デンソー）入社。1992 年ドイツ駐在員事務所長  (最年少２９歳)。1996 年新事業推進部プロジェクトリーダー。デンソー
においては、非主流部門リーダーとして、自動車本業重視の経営陣を説得する術を会得。 
1999 年独立。当社創業。代表取締役就任。現在に至る。創業後は、大手企業約５０社のビジネスプロデュース、オープンイノベーション支援。 

 
高橋 一也 
工学院大学附属中学校・高等学校 中学校教頭・教諭（英語科）。 
慶應義塾大学、同大学院で学んだ後、渡米。米・ジョージア大学で「PBL（プロジェクト・ベー スド・ラーニング）やアクティブ・ラーニング
など、効果的な教育方法の設計・開発を目的と した研究に従事。「PHI KAPPA PHI」全米優等生協会にも選出される。帰国後、2008 から英 語
科教諭として中学、高校で教え始め、2015 年からは工学院大学附属中学校・高等学校に勤 務。現在は、高校の授業に加え、ハイブリッドインタ
ーナショナルクラスの担任も務めている。 2016 年、日本人として初めて、教育界のノーベル賞と称される「グローバル・ティーチャー賞」 ト
ップ 10 に選出された。著書に『世界で大活躍できる 13 歳からの学び』（主婦と生活社）。 

 
CePiC メンター 
資金調達・ビジネスモデル等支援関係 
 
渋澤 健 
コモンズ投信会長。G8 インパクト投資タスクフォース国内諮問委員会メンバー。 
テキサス大学 BS Chemical Engineering 卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校にて MBA を取得。日本の資本主義の父・渋沢栄一 5 代目子孫
として生まれる。1969 年父の転勤で渡米。1984 年財団法人日本国際交流センター入社。ファースト・ボストン証券会社（NY）入社。外国債券
担当。1988 年 JP モルガン銀行（東京）入社。1992 年 JP モルガン証券会社（東京）入社。国債担当。1994 年ゴールドマン・サックス証券会社
（東京）入社。国内株式・デリバティブ担当。1996 年ムーア・キャピタル・マネジメント（NY）入社。アジア時間帯トレーディング担当。1997
年同社東京駐在員事務所設立。2001 年シブサワ・アンド・カンパニー株式会社創業。2008 年コモンズ投信株式会社創業。  

 
福田 次郎 
横浜市役所最高情報統括責任者（CIO 補佐官）。横浜市役所総務局しごと改革室担当部長。 

 
池田 龍哉 
やまと産業創成パートナーズ代表取締役社長。公認会計士２次試験合格（公認会計士補）。 
一橋大学商学部経営学科卒業。ニューヨーク大学経営学修士（MBA）。2000 年ゴールドマン・サックス証券東京支店入社。2003 年ゼネラル・エ
レクトリック（GE 社日本法人）入社。2007 年 GE 社米国本社（コネチカット/ニューヨーク）異動。2009 年 GE 社日本法人復帰。2011 年 Delta 
Capital Investments 株式会社入社（投資先子会社代表兼務）。2013 年やまと産業創成パートナーズ株式会社創業、代表取締役に就任、現在に至る。  
著書に大村敬一先生監訳の共訳書「金融規制のグランドデザイン」（2011 年、中央経済社）がある。 

 
伊藤 智久 
滋賀大学社会連携研究センター客員准教授。滋賀大学ビジネスイノベーションスクール スクール長。明星大学経営学部経営学科准教授。NPO 法
人日本 MIT ベンチャーフォーラム理事。 
東京大学大学院学際情報学府修了後、株式会社野村総合研究所に経営コンサルタントとして入社。金融サービス、ICT・メディア、コンシューマ
ービジネスなどの業界の国内外の大企業に対して、事業戦略やマーケティング戦略などの経営コンサルティングに従事。また、経済産業省、総務
省、内閣府などの中央官庁の調査研究、政策立案・執行支援（情報通信政策、科学技術イノベーション政策、新規産業・ベンチャー政策など）に
も数多く従事。2015 年に滋賀大学ビジネスイノベーションスクールを立ち上げ、スクール長としてアントレプレナーシップ教育に取り組んでい
る。明星大学経営学部准教授（イノベーション実践論など）。獨協大学経済学部非常勤講師（ベンチャー企業論など）。 

 
伊藤 風吾 
株式会社パイプドビッツ執行役員、事業開発本部長。 
３２歳で東証一部上場パイプドホールディングスの主要会社パイプドビッツの執行役員に就任している。 

 
冬野 健司 
NPO 法人日本 MIT ベンチャーフォーラム副理事長。 
1985 年民営化と同時に日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）に入社。ニューメディア黎明期のキャプテンサービスのマーケティング・営業戦略策定
に参加。その後、マルチメディアの勃興に伴い、インターネットビジネスの幅広い投資案件実施・管理の傍ら個別案件（ネットバンク事業 ・ 情
報アグリゲーションビジネス等）の立ち上げに従事。事業立ち上げと支援の両面から事業創造を促進。ソリューション事業、SMB 事業、ファイ
ナンス事業等の新たな事業戦略策定、リセッションを実現。 
2014 年より現在は、㈱情報通信総合研究所取締役、主席研究員、新ビジネス推進担当。日本ベンチャー学会員。 
また、2005 年より、NPO 日本 MIT エンタープライズフォーラム（現日本 MIT ベンチャーフォーラム）にて、プロボノとしてメンタリングを
中心にベンチャー支援、アントレプレナーシップの醸成に取り組む。2012 年より副理事長として活動全体を促進。複数のベンチャー企業の事業
課題に奮闘中。 日本ベンチャー学会員。 

  
臼井 清 
SVP 東京パートナー。合同会社志事創業社代表。 
1984 年に諏訪精工舎（現・セイコーエプソン）に入社。大阪を振り出しに台湾や英国、ドイツでマーケティングと HRM 中心に経験を積む。在
職中に「会社人を社会人に」という“ソーシャルリーマンズ”のライフスタイルを社外の仲間 3 人と提唱。その活動ぶりを「日経テクノロジーオン
ライン」に連載。2014 年、ビジネス創出やキャリア開発に向け“学び”をプロデュースする「志事創業社（しごとそうぎょうしゃ）」を設立し独立。
「人生 100 歳時代、幾つになっても進行形」をモットーに Age100.ing をキーワードに大人の「志事」作りを熱烈応援中。アートエデュケーター
として「認知症の方向けの絵画鑑賞プログラム」を国立西洋美術館で実施するなど、活躍の巾を広げている。 

 
岡崎 透 
Daffodil Japan IT 代表取締役。バングラビジネスパートナーズ代表取締役。NOC アウトソーシング&コンサルティング執行役。 
大学在学中に公認会計士二次試験に合格。新日本監査法人入所。KPMGFAS、ブーズアレンハミルトン、三井物産のインベスト部門を経て、現職。
拓殖大学元客員教授。 

 
千保 理 
東京大学発ベンチャー、株式会社情報基盤開発 CFO（最高財務責任者）。 



6 

 

東京大学経済学部経済学科卒。東京大学大学院経済学研究科企業・市場専攻修士課程修了。 
専門はコーポレートファイナンス、インベストメント、人的資源管理。 
ニッセイ情報テクノロジー株式会社にて、生活協同組合向け共済契約管理システムの要件定義・設計・開発・テスト・保守の業務に従事。 
2010 年 7 月株式会社情報基盤開発入社。バックオフィス統括および、SI 案件の PM を担当している。 

 
塗矢 眞介 
株式会社クラウドリアルティ取締役 CIO/CFO。 
慶應義塾大学商学部卒業。コロンビア大学大学院 Sustainability Management 専攻修士課程修了。 
2017 年 3 月に創業メンバーとして株式会社クラウドリアルティの経営に参画。クラウドファンディングをはじめ最新の IT 技術を駆使し個人投資
家の資金需要と、国内外の幅広い投資需要をマッチングする、P2P 型不動産クラウドファンディング・マーケットプレイス「Crowd Realty」を
運営。三菱 UFJ フィナンシャル・グループが主催する「MUFG Digital アクセラレータ」第２期プログラムにおいて、グランプリを受賞。クラウ
ドリアルティ入社以前は、メリルリンチ日本証券株式会社の投資銀行部門にて事業会社や J-REIT の資金調達及び M&A に関するアドバイザリー
業務に従事したほか、世界最大の不動産ファンド、ブラックストーン・グループの日本法人にて国内不動産投資・運用業務に従事し、多数の案件
を執行。 

 
椿 茂実 
Ｔ共創企画代表。横断型基幹科学技術研究団体連合産学連携委員。経営情報学会代議員。日本ベンチャー学会。地域デザイン学会。元東京工業大
学非常勤講師。元筑波大学非常勤講師。 
東京大学工学系大学院情報工学専攻修了。東京工業大学経営工学科卒。 
元ソニー（株） 
多数の事業本部企画管理部長（事業戦略、経営企画管理、グローバルオペレーション、情報戦略他） 
本社Ｒ＆Ｄ企画管理部長、ベンチャー統括室室長、本社直轄プロジェクト管理室長、戦略研究所企画管理部長、ライフスタイル研究室室長 
ソニーファイナンスインターナショナル元常務取締役執行役員 
マネックス証券元社外取締役 
関係会社の非常勤取締役及び非常勤監査役多数 

 
松田 淳 
コメルツ銀行コーポレートバンキング部部長。 
東京大学法学部卒。コロンビア大学法学修士。ニューヨーク州弁護士。24 年間、日本、米国、欧州の金融機関にて本邦企業の海外進出のサポー
トを行う。現職はコメルツ銀行コーポレートバンキング部部長。 

 
岩本 隆 
慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授。 
東京大学工学部金属工学科卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）工学・応用科学研究科材料学・材料工学専攻 Ph.D.。日本モトロ
ーラ株式会社、日本ルーセント・テクノロジー株式会社、ノキア・ジャパン株式会社、株式会社ドリームインキュベータ（DI）を経て、2012 年
より慶應義塾大学大学院経営管理研究科（KBS）特任教授。 
 外資系グローバル企業での最先端技術の研究開発や研究開発組織のマネジメントの経験を活かし、DI では、技術系企業に対する「技術」と「戦
略」とを融合させた経営コンサルティングや、「技術」・「戦略」・「政策」の融合による産業プロデュースなど、戦略コンサルティング業界におけ
る新領域を開拓。KBS では、「産業プロデュース論」を専門領域として、新産業創出に関わる研究を実施。 
 株式会社ドリームインキュベータ特別顧問、リンカーズ株式会社シニア・アドバイザー、株式会社エイ・エス―・シー顧問、慶應 SFC 未来イ
ノベーション＆アントレプレナーシップ研究コンソーシアム（FINE）研究員、一般社団法人 ICT CONNECT 21 理事兼普及推進ワーキンググルー
プ座長、教育クラウド・プラットフォーム協議会普及 WG 主査、HR テクノロジーコンソーシアム会長兼代表表理事、HR テクノロジー大賞審査
委員長、一般社団法人日本 RPA 協会名誉会員、EcoDesign 2009～2017 実行委員。 
 東京大学大学院工学系研究科非常勤講師（2009 年 10 月～2010 年 3 月）、独立行政法人産業技術総合研究所研究ユニット評価委員会（集積マ
イクロシステム研究センター）委員（2010 年 4 月～2015 年 3 月）、みんなの夢 AWARD3～6 アソシエイトプロデューサー、研究・イノベーショ
ン学会ブレイクスルー研究会幹事（2012 年 12 月～2016 年 12 月）、Gadjah Mada International Journal of Business Guest Reviewer（2015 年～2016
年）、一般社団法人発明推進協会研究アドバイザー（2016 年 6 月～10 月）、HR-Solution Contest 運営委員会委員（2017 年 5 月 10 日～2018 年 3
月 20 日）兼審査員長。 

 
南形 潔賜 
アクシスコーディネート株式会社代表取締役社長。 
1986 年日本電 1 装（現デンソー）入社。1992 年ドイツ駐在員事務所長  (最年少２９歳)。1996 年新事業推進部プロジェクトリーダー。デンソー
においては、非主流部門リーダーとして、自動車本業重視の経営陣を説得する術を会得。 
1999 年独立。当社創業。代表取締役就任。現在に至る。創業後は、大手企業約５０社のビジネスプロデュース、オープンイノベーション支援。 

 
小黒 一正 
法政大学経済学部教授。 
1974 年生まれ。 
京都大学理学部卒業、一橋大学大学院経済学研究科博士課程終了（経済学博士）。 
1997 年 大蔵省（現財務省）入省後、財務省財務総合政策研究所主任研究官、一橋大学経済研究所准教授などを経て、2015 年 4 月から現職。 
財務省財務総合政策研究所上席客員研究員、経済産業研究所コンサルティングフェロー。 
鹿島平和研究所理事。専門は公共経済学。 
著書に 『財政危機の深層 増税・年金・赤字国債を問う』（NHK 出版新書、2014 年） 
『アベノミクスでも消費税は 25%を超える』（PHP 研究所、2013 年） 
『2020 年、日本が破綻する日 – 危機脱却の再生プラン -』（日本経済新聞出版社、2010 年） など多数。 

  
井上 明 
株式会社デンソー新事業統括部共創推進課長。 
早稲田大学商学部卒業後、株式会社デンソーに入社。人事戦略の策定・制度企画、自動車部品事業の事業企画を経て、2015 年、新 事業統括部
に異動。2016 年より活動拠点を東京に移し、現在は「共創推進課」にてスタートアップをはじめとする社外との連携強化に向け活動中。 

 
CePiC メンター 
会計・税務等支援関係 
 
林 伸彦 
林戦略会計事務所所長。公認会計士、税理士。NPO 法人日本 MIT ベンチャーフォーラム理事。軽子坂パートナーズ執行役員。 
大学卒業後、公認会計士試験２次試験に合格。あずさ監査法人（KPMG Japan）入所。独立して林戦略会計事務所設立、所長に就任。現在にいた
る。また、NPO 法人日本 MIT ベンチャーフォーラムの理事。 

  
尾崎 充 
アクティベートジャパンコンサルティング株式会社代表取締役。アクティベートジャパン税理士法人代表社員。東証一部上場リブセンス社外監査
役。 
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。 
KPMG ﾋﾟｰﾄﾏｰｳｨｯｸ港監査法人（現あずさ監査法人）を経てアクティベートジャパンコンサルティング株式会社代表取締役及びアクティベートジ
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ャパン税理士法人代表社員に就任。 
公認会計士、税理士、宅建主任士、ＡＦＰ。マザース～東証上場企業（現在は社外役員就任）の創業期から上場までの上場支援実績、数多くの創
業支援、弊社のお客様（法人約２６０社、個人確定申告３５０件、通算支援実績２５年）である多くの卓越企業、優良企業の支援、及び再生支援
等の実績多数。 

 
新田 誠 
新田誠公認会計士事務所代表。公認会計士三田会幹事。新日本監査法人元代表社員。 

 
加藤 暁光 
協同経理事務所所長。公認会計士白門会幹事。公認会計士、税理士。 
大学在学中に公認会計士２次試験に合格。以来、アーサーヤング、アーンスト、アーサーアンダーセン、プライスウォーターハウスクーパース、
KPMG あずさ監査法人に 23 年、公認会計士協会の IT 委員会に 14 年を経て現職。 

 
新井 佐恵子 
昭和女子大学グローバルビジネス学部教授。イオンクレジットサービス社外監査役。大日本住友製薬社外取締役。東急不動産ホールディングス社
外取締役。 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)契約監視委員会委員及び会計監査人等選定委員会委員。有限会社アキュレイ代表。公認会計
士。 
日本企業女性初 CFO。会計監査及び税務業務に従事した後、 IT 系のベンチャー企業を共同創業者と起業し、CFO 管理本部長として経理、総務、
人事システムを 一から構築、事業計画、資本政策、資金調達等に携わり、設立３年後に東証マザーズ第号上場を達成。 ホテルウェディング業、
環境エネルギー業等の CFO 及び取締役、顧問等を歴任。  
米国デューク大学経営学修士。昭和女子大学グローバルビジネス学部教授。白鴎大学経営学部非常勤講師。 年金積立金管理運用独立行政法人
(GPIF) 契約監視委員会委員及び会計監査人等選定委員会委員。 実践コーポレートガバナンス研究会会員。International Corporate 
GovernanceNetwork (ICGN)会員。イオンクレジットサービス株式会社社外監査役。大日本住友製薬社外取締役。東急不動産ホールディングス社
外取締役。  

 
メンターCePiC メンター 
法律等支援関係 
  
鳥越 雅文 
レオスキャピタルワークス。弁護士。 
東京大学法学部卒業。東京大学大学院法学政治学研究科修了。2004 年司法試験に合格。三菱信託銀行入行。2002 年から 2004 年まで日本マスタ
ートラスト信託銀行出向。柳田野村法律事務所入所。2009 年から 2012 年まで大和証券グループ本社出向。日本郵政入社。2016 年からゆうちょ
銀行出向などを経て、現在、レオスキャピタルワークス勤務。 

 
荒井 義一 
荒井義一法律事務所代表弁護士 
首都大学東京法科大学院修了。司法試験に合格。 

 
峯岸 孝浩 
武蔵浦和法律事務所代表弁護士。 
２００４年旧司法試験合格。２００６年１０月に埼玉弁護士会に弁護士登録。大倉浩法律事務所に所属し，勤務弁護士として地元企業の法務相談，
交通事故，借金問題，破産管財事件，少年事件，刑事事件，離婚，相続など，弁護士として様々なキャリアを積む。２０１２年１月，さいたま市
南区に「武蔵浦和法律事務所」を開設。埼玉弁護士会所属。埼玉弁護士会執行部調査局局長(2014 年度)，顧問(2015 年度)。子どもの権利委員会
元副委員長。速記録問題対策特別委員会元委員長。中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関。 

 
永井 和範 
永井企画 代表。KAI Anthropology COO。スウィングバイ（株）執行役員。日本ビジネスインテリジェンス協会 理事（先端技術）。国家ビジョン
研究会委員会幹事 等々。 
東京工業大学卒業。東京工業大学大学院修了。新日本製鉄株式会社入社。新日本製鉄 技術開発・技術企画・技術戦略策定／室長･部長。独立行政
法人 NEDO 省エネルギー技術開発部長。国際エネルギー機関 IEA 技術実施協定執行委員会日本代表・副議長（AMF, HPP）。内閣府総合科学技
術会議 競争的資金プログラムダイレクター会議委員、東京理科大経営工学科非常勤講師（経営工学特論） 等々を歴任。2013 年に独立し、複数
の事業や社外活動を展開中。 

  
高梨 謙一郎 
大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部 C&I センター ビジネスイノベーション本部 本部長。  
慶應義塾大学総合政策学部で主にソーシャルマーケティングを学び、1994 年に卒業後、大日本印刷に入社。得意先企業のブランディング、セー
ルスプロモーション、マーケティング等の企画や、新規事業プロジェクトに携わる。 2014 年、コーポレートコミュニケーション、空間開発を担
う CC・SD 本部本部長に就任。2017 年に、新規事業開発を担うビジネスイノベーション本部本部長に就任、現在に至る。 

 
吉岡 忠彦 
積水化学工業株式会社高機能プラスチックスカンパニー開発研究所開発企画部長兼開発管理部長。 
大阪大学基礎工学部化学工学科卒。積水化学工業入社後、機能性フィルムの開発、技術サービスを国内外で担当（内、米国駐在 5 年）。自動車関
連材料のマーケティンググループ長、自動車関連材料企画室長などを経て、2012 年よりインドでの樹脂成型事業合弁会社取締役、CEO を歴任。
2016 年より現職。 

 
天野 徹 
明星大学人文学部人間社会学科教授。 
早稲田大学卒業。東京都立大学大学院社会科学研究科社会学修士課程修了。同大学院博士課程単位取得満期退学。江戸川大学社会学部人間社会学
科助教授。2006 年より明星大学 人文学部人間社会学科教授。総務省地域メディアコンテンツ研究会委員、総務省ｅまちづくり事業評価委員会
委員、総務省 ICT 住民参画研究会 WG 委員、早稲田大学社会学学会理事などを歴任 

 
池葉 丈志 
元テレビ朝日。元 USEN。 

 

 

（以 上） 


