新産業創出セミナー

新成長戦略におけるオープンイノベーションの活用
－大企業とベンチャー企業の協働による先端ビジネスの創出－
日時： 2011年1月１7日（月）
主催： 有限責任 あずさ監査法人、日本アジア投資株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
後援： 株式会社産業タイムズ社

ごあいさつ
拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、掲記主催4社は産業タイムズ社様の後援を得まして、政府の新成長戦略『「元気な日本」復活のシナリ
オ』に呼応する形で、今般、別紙のとおりオープンイノベーションセミナーを開催することと致しました。
今回は、講師に米国スタンフォード大学アジア・米国研究センター長のダッシャー教授をはじめ、実際にオープ
ンイノベーションの現場でご活躍の実務家、政府の委員会等で活躍中の専門家をお招きし、日本の新産業創
出での大企業・ベンチャー企業の協働による新たなビジネスチャンスの可能性を、ご参加の皆様とともに展望
していきたいと思います。
本セミナーにより、先端的な技術基盤やビジネスアプローチを有する皆様の新規事業育成に少しでもお役に
立てればと考えておりますので、皆様の奮ってのご参加をお待ち申し上げます。
敬具

開催概要
開催日時

※内容、日程等について今後変更される場合もございますので、ご了承ください。

2011年1月17日（月） 13:30～17:30 （12:45～受付開始）

東京会場

東京会場：あずさセンタービル 4階 研修室
〒162-8551 東京都新宿区津久戸町1-2

会

場

名古屋会場：あずさ名古屋事務所 ５階 研修室
（TV会議システム）
〒450-8565 名古屋市中村区名駅3丁目28番12号大名古屋ビル

対
参
定

加

象

新産業分野（エネルギー、ICT、バイオ）での新規事業展開をご検
討中の一般事業法人様（大企業、ベンチャー企業）

費

無料ご招待

員

120名 （1社2名様まで）

JR総武線 「飯田橋駅」東口・西口より徒歩約5分、
地下鉄 有楽町線・東西線・南北線・大江戸線、
「飯田橋駅」B4b出口またはC1出口より徒歩約3分。

定員となり次第、締め切りとさせていただきますのでご了承ください。

名古屋会場 ５階 （TV会議システム）
以下のURLよりアクセスしていただき、
必要事項を入力の上お申込みください。

申込方法

http://www.azsa.or.jp/sss_seminar/
折り返し受講票をお送りいたします。
なお、お申込みの確認の為に、当日は受付にてお名刺を頂戴して
おりますので、ご用意お願い致します。

有限責任 あずさ監査法人公開本部
お問合せ先

Tel:03-3266-7076 mail: ventureseminar@jp.kpmg.com
（担当：石井、中村）

JR名古屋駅 桜通口正面 徒歩1分

※ご提供いただく個人情報の利用目的等につきましては、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針（http：//www.azsa.or.jp/profile/privacy.html）をご覧ください。
なお、今回ご登録いただいた企業様には、今後セミナーや各種情報等のご連絡をさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
© 2010 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Program
13：30～ 13:35

13:35～ 13:40

13:40～ 14:40

※内容および講師等は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

開会の辞

セミナー開会に寄せて

15:20～ 15:30

柿原 宏充 氏

経済産業省 経済産業政策局 新規産業室 企画官

オープンイノベーションによる新事業の構築
－米国の事例を踏まえた、大企業・ベンチャーの協働－
スタンフォード大学アジア米国研究センター長

14:40 ～ 15:20

池谷 修一

あずさ監査法人 公開本部長

リチャード・B・ダッシャー 氏

ブラザーグループにおけるオープンイノベーションの活用
ブラザー工業株式会社 ＮＩＤ開発部 アライアンスGグループ・マネージャー

安井 邦博 氏

休 憩
講師によるパネルディスカッション
－日本におけるオープンイノベーションとコーポレートベンチャリング－
パネラー

15:30～ 16:40

スタンフォード大学 ／ リチャード・B・ダッシャー 氏
株式会社産業タイムズ社 ／ 泉谷 渉氏
アンカービジネスシステムズ株式会社 ／ 永田 隆一 氏
日本アジア投資株式会社 ／ 熊本 剛
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ／ 中村 昌雄

司 会

16:40～ 17:30

慶應義塾大学SFC研究所 ／ 梅嶋 真樹 氏

名刺交換会（コーヒー・ネットワーキング）

講師紹介
スタンフォード大学アジア米国研究センター長

リチャード・B・
ダッシャー 氏

1986年
1994年
2000年
2004年

米国国務省 Foreign Service Institute Advanced Training Center 所長
スタンフォード大学 アジア・米国技術経営研究センター 所長
アメリカ－日本ビジネスインキュベーションセンター アドバイザー
東北大学経営運営委員会協議会 理事 現在に至る

ブラザー工業株式会社 NID開発部アライアンスGグループ・マネジャー

安井 邦博 氏

入社後、シリコンバレーへの長期滞在時にベンチャーキャピタルとベンチャー企業とのダイナミズムを実感したことが原体験
となる。ファンドへの出資を通した、ベンチャー企業とのアライアンス活動を2006年から開始し、オープンイノベーションの活
用を推進している。

慶應義塾大学大学院政策メディア研究科 特別研究講師

梅嶋 真樹 氏

日本のオープンイノベーション研究においてベンチマーク的存在である慶應義塾大学SFC研究所の中心的研究員の一人。
アジアの主要大学とのビジネスのインキュベーション活動において指導的な役割を担っている。2009年度、次世代電子商取
引推進協議会（ECOM）はじめ政府主宰の新産業プロジェクトの委員として活躍中。

株式会社産業タイムズ社 代表取締役社長

泉谷 渉 氏

日本を代表する産業メディアの経営者として、また編集長として、各界にて活躍中。編集者として抜群の行動力と徹底した
取材をベースに先端産業の情報集積と情報発信において高い評価を得ている。著書に「日本の素材力」、「こころから感動
する会社 －この目覚ましい中小企業の底力を見よ！」、「100年企業、だけど最先端、しかも世界一」等多数。

アンカー・ビジネス・システムズ株式会社 代表取締役社長

永田 隆一 氏

東京エレクトロン、アプライドマテリアルズでの長年の勤務を経て、2003年4月技術開発およびマーケティングコンサルタント
として独立創業。奈良先端科学技術大学院大学非常勤講師、NEDO技術委員、特許庁委員、地方自治体、大学院MOTアド
バイザー、東京中小企業投資育成株式会社のアドバイザーを務める。

日本アジア投資株式会社 国内投資本部 VC投資チーム ゼネラルマネージャー

熊本 剛

日本アジア投資株式会社に入社後、主に国内ベンチャー企業への投資業務に従事。2007年4月より、ブラザー工業グルー
プと日本アジア投資株式会社にて設立された「JAIC－Atop投資事業有限責任組合」のファンドマネージャーとして、コーポ
レートベンチャーキャピタルファンドの運営に携わり、大手事業法人とベンチャー企業の協働機会の創出支援を行っている。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

中村 昌雄

法人本部 企業金融推進部企業ソリューション室 チーフ・プライマリーアナリスト
情報通信セクター担当、マルチメディアチームヘッド、投資銀行アナリスト部門リーダー、投資銀行調査部長等歴任
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