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ご挨拶 

9:00 – 9:15 

ジョナサン・ドーファン 博士 沖縄科学技術大学院大学学長  

ロバート・バックマン 教授 沖縄科学技術大学院大学首席副学長 

基調講演 

9:15 – 10:45 

リタ・コルウェル 特別教授  メリーランド大学 

原山優子 博士 内閣府総合科学技術・イノベーション会議 

10:45 – 11:00  休憩 

イノベーションのメカニズム 

11:00 – 12:30 

レオン・サンドラー 氏 マサチューセッツ工科大学 

坂井貴行 教授 徳島大学四国産学連携イノベーション共同推進機構 

田村大 氏 株式会社リ・パブリック 

12:30 – 1:30  昼食 

イノベーションの分析 

1:30 – 3:00 

リリー・チャン 博士 シンガポール国立大学 

メヒア・ルイス 氏 スタンフォード大学 

大竹暁 氏 科学技術振興機構 

3:00 – 3:15  休憩 

イノベーションにおけるステークホルダー 

3:15 – 4:45 

スコット・ブラウン 博士 Nexeon 社 

松田一敬 博士 合同会社 SARR 

元山義章 特任教授 東北大学 

辻野晃一郎 氏 アレックス株式会社 

総括 

4:45 – 5:00 

リチャード・ダッシャー 特任教授 スタンフォード大学 

国際シンポジウム 

大学発のイノベーションを加速する 

 

プログラム 

 
沖縄科学技術大学院大学 

2016 年 3 月 22 日 

9:00am-5:00pm Room B250 



 

国際シンポジウム: 

イノベーティブな 

大学へ向けて 
大学のイノベーションを加速するために 
 

日付/時間: 2016 年 3月 22日、日本時間の午前 9:00-午後 5:00  

場所: 沖縄科学技術大学院大 (OIST) 

ウェブサイト: http://tinyurl.com/hmr3jnu 

参加登録: http://tinyurl.com/ju98ytd 

 

枠組 
様々な事象が次々と凝縮して起こり刻々と変化する社会において、イノベーション

は経済成長のより大きな原動力となっています。現在、世界中の大学では、（望む

と望まざるとに関わらず）イノベーションをもたらす主体としての大学の役割とそ

れが地域へもたらす経済的影響について、改めて思いを巡らせています。イノベー

ションを促し経済発展に貢献するためのメカニズムを戦略的計画に取り入れたり、

OIST のように、この使命をもとに新たに開校された大学が数多く存在します。イノ

ベーションシステムや地域経済における大学の役割という観点は、教育や研究の枠

を越え、世界的に変化しています。 

 

 

 

 

 

今回のシンポジウムでは、大学におけるイノベーションを加速するため、世界的な

知的リーダーとともに次のような点について検証し意見を交わすことを目的として

います。技術移転の基礎から、大学のベンチャー資金、概念実証プログラム（POC）、

インキュベーターなどの新たな仕組み、そして学生の「イノベーションに係る意識」

や起業可能性を高める新しい教育プログラムなどです。 

 

大学は、イノベーティブな環境へ貢献する有能な学生や研究者たちをどのように受け入れ教育するべきか? 

成功やイノベーションをどのように測り、評価するのか? 

政府は大学のイノベーションにより多くの投資をすることでどのような成果を得ら
れるのか? 

http://tinyurl.com/hmr3jnu
http://tinyurl.com/ju98ytd


プログラム 
セッション 1: 基調講演 

２つの基調講演に続いて、大学の使命におけるイノベーションの役割について対談

を行います [75分]。 

専門家の観点から、イノベーションに対して大学と政府が担っている役割について:

日本と米国のシステムの違いについて 

 

リタ・コルウェル 博士 メリーランド大学 特別教授 

原山優子 博士 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議 常勤議員 

 

モデレーター: リチャード・ダッシャー 博士 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、特任教授 

 

セッション 2: イノベーションをもたらすメカニズムについて 

大学から民間部門へイノベーションをもたらす基本的なメカニズムに関するパネル

ディスカッション [90 分] 

「基本的な」メカニズムには、大学ベンチャー資金やインキュベーター、概念実証

（POC）の実現可能性研究や事業化加速プログラム、教育及び指導体制があげられま

す。これらのメカニズムによって、民間部門で完成することが期待されるイノベー

ションの先導や移転に関して大学が担う幅広い役割が明らかになります。 

A. 技術移転の伝統的メカニズム (産業との連携、ライセンス供与、スピンアウト) 

B. 学生や研究者の「イノベーション精神」や起業能力を高める新しい教育プログ

ラム (デザイン思考、起業教育など) 

C. 大学における発見と実践的・商業的な応用の橋渡しに役立つ大学ベンチャー資

金やインキュベーター、概念実証プログラム（POC）、アクセラレーターなど

の新しいメカニズム 

 

パネリスト: 

レオン・サンドラー 氏 MITデシュパンデ技術革新センター 事務局長 

坂井貴行 博士 徳島大学 四国産学連携イノベーション共同推進機構 教授 

田村大 氏 株式会社リ・パブリック 共同代表 

 

モデレーター: 谷川徹 氏 九州大学 ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センタ

ー特命教授 

 

 

 



セッション 3: イノベーションをどのように測るか 

イノベーションの分析、測定、評価 [90 分] 

イノベーションを発展させ加速する新しいメカニズムでは、どのようにして成功を

測るのでしょうか?イノベーションそのものをどのようにして測定するのでしょう

か? 

大学におけるイノベーションを分析、測定、評価する適切な方法や評価基準、そし

て成功へ導く行程についてパネルディスカッションを行います。 

 イノベーションプログラムの評価を実際に行っている大学のテクノロジー移転

の複数の役員 

 イノベーションプログラム評価に関する政府からの支援 

 

パネリスト: 

リリー・チャン 博士 シンガポール国立大学 NUSエンタープライズ CEO 

メヒア・ルイス 氏 スタンフォード大学 技術移転オフィス 副所長 

大竹暁 氏 科学技術振興機構 上席フェロー 

 

モデレーター: ロバート・ケネラー 博士 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 

 

 

セッション 4: イノベーションの利害関係者 

社会にとってのイノベーション [90 分] 

イノベーションについての社会/利害関係者の視点；大学の外からの観点として 

 事業部門の視点:産業界が活用できるイノベーションを生み出すために大学は

何を行わなければならないのか？(大学発の起業企業だけでなくライセンスの

供与やその他の方法などを通じて)  

 投資コミュニティーからの視点 

 起業スキルを身に付けた大学卒業生から産業界はどのように恩恵を得られる

か?  

 社会的な視点:イノベーションにより多くの投資をすることで、どのように恩

恵をうけられるか? 

 

パネリスト: 

スコット・ブラウン 博士 Nexeon 代表取締役 

松田一敬 博士 合同会社 SARR CEO (元北海道ベンチャーキャピタル代表) 

元山義章 氏 東北大学 特任教授 

辻野晃一郎 氏 アレックス株式会社 CEO (元グーグル日本法人代表取締役社長) 

 

モデレーター: 加藤晴洋 氏 NEC キャピタルソリューション イノベーティブベンチャー  

ファンド パートナー、東京大学プロジェクトリーダー 



シンポジウム組織委員会 

 ロバート・バックマン 教授 沖縄科学技術大学院大学 首席副学長（沖縄の自

立的発展担当）  

 リチャード・ダッシャー 博士 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 

 ローレン・ハ 氏 沖縄科学技術大学院大学 准副学長 

 加藤晴洋 氏 NECキャピタルソリューション イノベーティブベンチャーファ

ンド パートナー 

 谷川徹 氏 九州大学 ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター  

特命教授  

 

シンポジウムの対象者は？ 

 イノベーションを作り出す機会を求められている国内外の大学の役員 

 投資家、アクセラレーターそして大学発の起業やライセンス供与活動の企業パ

ートナーなどの新興エコシステムの関係者 

 イノベーションを促進しイノベーティブな社会を重視する政府の関係者 

 

シンポジウムについて 

 本イベントは日英同時通訳で行われます 

 ウェブサイト: https://groups.oist.jp/ja/osd/international-symposium-

innovative-university 

 参加登録: https://groups.oist.jp/osd/international-symposium-

innovative-university-registration-0 

 お問い合わせ:  innovation-event@oist.jp 

 

 

https://groups.oist.jp/ja/osd/international-symposium-innovative-university
https://groups.oist.jp/ja/osd/international-symposium-innovative-university
https://groups.oist.jp/osd/international-symposium-innovative-university-registration-0
https://groups.oist.jp/osd/international-symposium-innovative-university-registration-0
mailto:innovation-event@oist.jp
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Robert Baughman, Ph.D. 
Executive Vice President, Office for Sustainable Development 
Vice-CEO, Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Japan 

ロバート・バックマン 博士 
沖縄科学技術大学院大学 主席副学長 （沖縄の自立的発展担当） 

沖縄科学技術大学院大学学園 副理事長 

Prof. Robert Baughman received his Ph.D. in chemistry at 
Harvard University, was a faculty member in the Neurobiology 
Department at Harvard Medical School, and was appointed 
Associate Director of the NIH National Institute of Neurological 
Disorders and Stroke.  At NIH he led the development of the 
trans-NIH Training Program in Neuroscience; the NIH Blueprint 
for Neuroscience; establishment of the Translational Research 
for Neurological Disorders program; the NIH Technology 
Transfer & Intellectual Property Committee; the NIH Planning 
Committee on Data Sharing and Intellectual Property; and many 
other programs.  In 2005 he became an advisor to the OIST 
Promotion Corporation, and in 2007 he joined full-time as Vice 
President and Executive Director, where he guided the 
development of OIST from the design and construction of the 
campus and laboratories to full accreditation as a graduate 
university in November 2011. Prof. Baughman served as the first 
Provost of OIST Graduate University and is now Executive Vice 
President for Sustainable Development of Okinawa.  He has a 
long standing interest in graduate education in Japan and 
lectured at Tokyo Medical and Dental University and other 
universities in Japan. 

ロバート・バックマン教授は、ハーバード大学にて化学を

学んだ後、同大学医学部にて神経生物学部門の教授を務め、

NIH国立神経疾患・脳卒中研究所のアソシエイト·ディレク

ターに任命される。NIH では NIH「神経科学交換研修プロ

グラム」や NIH「神経科学の青写真」の開発、神経疾患の

ための臨床研究プログラム、NIH「技術移転と知的財産委員

会」、NIH「データ共有と知的財産に関する計画委員会」等

も主導。2005年に独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備

機構の非常勤顧問となり、2007 年には常勤として同機構の

副理事兼エグゼクティブ·ディレクターに就任。キャンパス

や研究室の設計・建設から 2011 年 11 月の大学院大学とし

ての認定まで OISTの発展に尽力。教授は沖縄科学技術大学

院大学の初代 プロボーストを務め、現在は沖縄の自立的発

展担当首席副学長を務める。日本の大学院教育に長年の関

心を持ち、東京医科及び歯科大学、その他日本の大学にて

講義を多数行っている。 

   

   

 

 

Scott Brown, Ph.D. 
CEO, Nexeon Ltd., UK 

スコット・ブラウン 博士 
Nexeon 代表取締役社長 

Dr. Scott Brown is CEO of Nexeon, Ltd.  Nexeon is a spin-out of 
Imperial College London that originally developed a Si anode 
technology for Li-ion batteries. Since its founding in 2005, 
Nexeon has built up a patent portfolio of over 40 patent families, 
raised £40 million (JPY 7,340 million) in C series funding, and 
opened a state-of-the-art manufacturing facility with a 20 
tonne/year production capacity. Prior to Nexeon, Dr. Brown was 
Executive Vice President Commercial, IP and Research of 
Cambridge Display Technology, a spin-out of Cambridge 
University, where he played a pivotal role in its IPO on the 
NASDAQ and subsequent acquisition by Sumitomo Chemical for 
US$285 million. Dr. Brown received his Ph.D. in Chemistry from 
the University of Exeter. 

スコット・ブラウン博士は、Nexeon 社の CEO を務めてい

る。Nexeon 社は、リチウムイオン電池に用いられるシリコ

ンアノード技術を独自開発したインペリアル・カレッジ・ロ

ンドンのスピンアウト企業である。2005 年の設立以降、

Nexeon 社は 40 種類以上の特許を含む特許ポートフォリオ

を作り上げ、シリーズ C投資で 4,000万ポンド (73億 4,000

万円) を調達し、年間生産能力 20トンの最先端製造施設を

開設した。博士は Nexeon 社参加前には、ケンブリッジ大学

のスピンアウト企業であるケンブリッジ・ディスプレイ・テ

クノロジー社において商業・IP・研究部門の副代表を務め、

NASDAQへの IPO (新規上場)、およびその後に行われた住

友化学による 2億 8,500 万米ドルでの買収において、重要な

役割を担った。同博士はエクセター大学で化学博士号を取

得している。 
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Lily Chan, Ph.D. 
CEO, NUS Enterprise 
National University of Singapore 

リリー・チャン 博士 
シンガポール国立大学 NUS Enterprise CEO 

Dr. Lily Chan leads NUS Enterprise at the National University of 
Singapore (NUS).  As CEO, Dr Chan is responsible for architecting 
a holistic innovation & entrepreneurship ecosystem for the 
support of NUS’ staff, students and alumni, inclusive of 
entrepreneurial education, venture development, technology 
commercialization, and industry partnership initiatives. Under 
her stewardship, NUS Enterprise has placed more than 2000 
students in overseas start-up internships through the NUS 
Overseas Colleges program, with alumni going on to found over 
250 start-up companies.  She has played a key role in the 
establishment of Blk71, an initiative that has been instrumental 
in aggregating the start-up community in Singapore. In January 
2015, the concept of Blk71 was further evolved when Block 71 
San Francisco was set up, serving as an overseas launchpad for 
growth-stage companies, helping to link the Asian and US 
markets. Dr. Chan brings with her more than 25 years of industry 
experience, from initiating start-ups and venture investments, to 
active Board involvement in many start-up companies. She sits 
on several national-level committees on enterprise and 
innovation.  

リリー・チャン博士は、シンガポール国立大学 (NUS) にお

いて NUS Enterpriseを率いている。同博士は CEOとして、

NUS のスタッフ、学生、卒業生のサポートを目的とする、

起業家教育、ベンチャー開発、テクノロジー商用化及び産

業パートナーシップ戦略を含む総合的なイノベーションと

起業家エコシステムの企画設計の責任者である。博士の監

督の下、NUS Enterprise は NUS 海外カレッジプログラムを

通して、卒業生が海外で設立した 250 以上のスタートアッ

プ企業にこれまで2,000人以上の生徒をインターンシップと

して送りこんでいる。また博士はシンガポールのスタート

アップ・コミュニティ集約化の重要なイニシアチブである

Blk71 の創設に重要な役割を担ってきた。2015 年 1 月の段

階で、Blk71のコンセプトはサンフランシスコで Block71が

設立された当時よりもさらに発展し、アジアと米国市場を

結びつけ、成長段階の企業の海外展開のよりどころとなっ

ている。博士は 25年以上にも及ぶ産業界での経験を生かし

て、スタートアップ企業の設立およびベンチャー投資から、

多くのスタートアップ企業における取締役会の参画に至る

まで関わっている。更に博士は企業とイノベーションに関

する国レベルの複数の委員会に所属している。 

   

 

 

Rita Colwell, Ph.D. 
Distinguished Professor, University of Maryland, College Park, USA 
Distinguished Professor, Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, USA 

リタ・コルウェル 博士 
メリーランド大学 カレッジパーク校 特別教授 

ジョンズ・ホプキンス・ブルームバーグ公衆衛生大学院 特別教授 

Dr. Rita R. Colwell is distinguished university professor both at 
the University of Maryland at College Park and The Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health; senior advisor and 
chairman emeritus, Canon U.S. Life Sciences, Inc.; and president 
and chairman of CosmosID, Inc. Colwell served as the 11th 
director of the U.S. National Science Foundation (NSF), from 
1998-2004. She is a nationally-respected scientist and educator, 
and has authored or co-authored 17 books and more than 800 
scientific publications. Dr. Colwell produced the award-winning 
film, Invisible Seas, and has served on editorial boards of 
numerous scientific journals. Before joining NSF, Colwell was 
president of the University of Maryland Biotechnology Institute 
and professor of microbiology and biotechnology at the 
University of Maryland. She was also a member of the National 
Science Board from 1984 to 1990. Colwell has been awarded 57 
honorary degrees from institutions of higher education, and is 
the recipient of the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star, 
bestowed by the Emperor of Japan, the 2006 National Medal of 
Science awarded by the President of the United States and the 
2010 Stockholm Water Prize awarded by the king of Sweden. She 
is a member of the Board of Governors of OIST Graduate 
University. Dr. Colwell received a Ph.D. in oceanography from 
the University of Washington. 

リタ・コルウェル博士は、メリーランド大学カレッジパーク

校とジョンズ・ホプキンス・ブルームバーグ公衆衛生大学

院の特別教授であり、キヤノン U.S.ライフサイエンス社の

顧問兼名誉会長、CosmosID 社の社長兼取締役会会長も務め

る。また1998年から2004年までアメリカ国立科学財団 (NSF) 

の第 11代理事長を務めた。博士はアメリカ全土から尊敬を

集める科学者・教育者として知られ、これまでに共同執筆

を含め 17冊の本、800本以上の科学論文を執筆。また、映

画 Invisible Seas を製作して賞を受賞したほか、多数の科学

論文誌の編集委員も務めた。NSF に参加する以前には、メ

リーランド大学バイオテクノロジー研究所所長と同大学の

微生物学及びバイオテクノロジーの教授を務めた。更に1984

年から 1990 年までは国立科学委員会 (NSB) のメンバーで

あった。博士は母校のパデュー大学を含め、57校の高等教

育機関から名誉学位が与えられたほか、日本国天皇から旭

日重光章、2006年にはアメリカ大統領よりアメリカ国家科

学賞、2010年にはスウェーデン国王からストックホルム・

ウォーター・プライズが授与された。現在、沖縄科学技術大

学院大学理事会のメンバーを務めている。パデュー大学で

細菌学によって学士号、遺伝学によって修士号を取得し、

ワシントン大学で海洋学の博士号を取得している。 



 Symposium: Accelerating Innovation at Universities | 22 March 2016 | OIST, Okinawa, Japan 
 

Participant Biographies 
 

 

 

Richard Dasher, Ph.D. 
Director, U.S.-Asia Technology Management Center 
Stanford University, USA 

リチャード・ダッシャー 博士 
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、特任教授 

Dr. Richard Dasher is Director of the US-Asia Technology 
Management Center and Consulting Professor at Stanford 
University. In Japan, he serves on the Program Committee of the 
World Premier International Research Center Initiative for 
Japan’s Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology, on the International Advisory Committee to the 
Japan Science and Technology Agency, and as Advisor to the 
President of Tohoku University.  He is Co-Chair of the Review 
Panel of the Canada Excellence Research Chairs program. Dr. 
Dasher maintains an active business consulting practice on 
international strategy and planning, technology trend and 
opportunity analysis, and Japan market entry and performance 
improvement. He serves as advisor the KStartup Accelerator in 
Seoul and to the Draper Nexus VC Fund, as well as to several 
start-up companies in the US, China, and Japan.  From 1998 - 
2015 he was Executive Director of the Center for Integrated 
Systems at Stanford. He received his PhD in linguistics from 
Stanford University, and is fluent in Japanese.   

リチャード・ダッシャー博士は、スタンフォード大学の特

任教授及び同大学アジア・米国技術経営研究センター所長

を務める。日本では、文部科学省の世界トップレベル国際

研究拠点プログラム (World Premier International Research 

Center Initiative)のプログラム委員会や、科学技術振興機構

(JST) の国際顧問委員会のメンバー、東北大学総長特別顧問

も務める。カナダ優秀研究チェアズプ ログラムで評価委員

会の共同委員長も務める。国際戦略や 計画、技術傾向、機

会分析、日本市場への参入、業績向上に関するビジネスコ

ンサルティングを活動的に行っており、韓国で KStartup の

アドバイザーを務めるととも に、Draper Nexus VC Fund や

アメリカ、中国、日本の様々なスタートアップカンパニー

のアドバイザーでもある。1998 年から 2015 年までスタン

フォード大学集積システム研究所の業務担当所長を務めた

ほか、スタンフォード大学で言語学の博士号を取得してお

り、日本語も堪能。 

 
 

  

 

 

Jonathan Dorfan, Ph.D. 
President & CEO, Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University 
Japan 

ジョナサン・ドーファン 博士 
沖縄科学技術大学院大学 学長 

沖縄科学技術大学院大学学園 理事長 

Dr. Jonathan Dorfan is CEO and President of the Okinawa 
Institute of Science and Technology (OIST) Graduate University. 
Prior to joining OIST in 2010, Dr. Dorfan was at Stanford 
University for 34 years. He began at the Stanford Linear 
Accelerator Center (SLAC) as a postdoctoral fellow, was 
appointed Associate Professor of Physics in 1984 and Professor 
in 1989. In 1994 he became Associate Director of SLAC and 
served as Director of SLAC from 1999 to 2007. Dr. Dorfan was 
Dean and member of the Executive Cabinet at Stanford from 
1999 to 2007. In 2008, he served as a Special Assistant to 
Stanford's President, John Hennessy. Dr. Dorfan received his BSc 
in applied mathematics and physics in 1969 from the University 
of Cape Town and his PhD in experimental particle physics from 
University at California, Irvine in 1976. He is a Fellow of the 
American Association of Arts and Science and the America 
Physical Society. 

ジョナサン･ドーファン博士は、沖縄科学技術大学院大学学

長兼理事長。2010年に同大学に加わるまで、スタンフォー

ド大学に 34 年間在籍。博士はスタンフォード大学スタン

フォード線形加速器センター (SLAC) で博士研究員として

キャリアをスタートし、1984年に同大学物理学アソシエイ

トプロフェッサー、1989年に教授に就任。その後 1994年に

SLACアソシエイト・ディレクター、そして 1999年から 2007

年まで SLACディレクターを務める。また、1999年から 2007

年までSLAC所長及びスタンフォード大学エグセクティブ・

キャビネット・メンバーを兼任。2008年からはスタンフォー

ド大学総長ジョン・ヘネシーのスペシャルアシスタントを

務める。1969年ケープタウン大学で学士 (数理工学) 、1976

年カリフォルニア大学アーバイン校で博士号(素粒子物理学)

を取得。米国芸術科学アカデミー及び米国物理学会フェロー

も務める。 
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Lauren Ha 
Associate Vice President, Office for Sustainable Development of Okinawa 
Okinawa Institute of Science and Technology, Japan 

ローレン・ハ 

沖縄科学技術大学院大学 沖縄の自立的発展担当オフィス 准副学長 

Mrs. Lauren Ha is Associate Vice President in the Office for 
Sustainable Development at the Okinawa Institute for Science 
and Technology (OIST). She develops programs to foster 
innovation at OIST and in Okinawa, and supports technology 
transfer and industry collaboration activities. She began her 
management career by helping start the Molecular Sciences 
Institute (MSI) in Berkeley, California, a multidiscliplinary, 
bioengineering research institute. She served as the MSI’s Vice 
President of Administration, responsible for financial and 
administrative operations, managing a multimillion-dollar 
annual operating budget, and helped the MSI win a designation 
as a “Center of Excellence in Genomic Sciences” by the U.S. 
National Institutes of Health.  

ローレン・ハ氏は、沖縄科学技術大学院大学(OIST)で沖縄の

自立的発展担当オフィスに所属し、同校の準副学長を務め

ている。同氏は OISTと沖縄におけるイノベーションを育成

するプログラムを発展させるとともに、技術移転や産業界

との共同活動をサポートしている。同氏のマネジメントキャ

リアは、カリフォルニア州バークレーにおいて、学際的なバ

イオエンジニアリング研究を行う分子科学研究所 (MSI) の

設立に携わることからスタートし、MSI の副所長として、

年間数百万ドルの運営予算を管理しつつ、財務と管理運営

の責任者として、アメリカ国立衛生研究所による MSIの「ゲ

ノム科学における中核研究拠点」指定に携わった。 

   

   

 

 

Yuko Harayama, Ph.D. 
Executive Member, Council for Science, Technology and Innovation (CSTI) 
Cabinet Office, Governmnt of Japan 

原山 優子 博士 
内閣府 総合科学技術イノベーション会議 常勤議員 

Dr. Yuko Harayama is an Executive Member of the Council 
for Science, Technology and Innovation (CSTI) at the Cabinet 
Office. Prior to joining the CSTI, she spent two years at the 
OECD as the Deputy Director of the Directorate for Science, 
Technology and Industry (STI), and ten years at the Graduate 
School of Engineering of Tohoku University as a professor of 
Science and Technology Policy. In Japan, she served as a 
member of different commissions related to Science, 
Technology and Innovation at Cabinet Office and Ministerial 
levels. Her experience prior to Tohoku University includes 
being a Fellow at the Research Institute of Economy, Trade 
and Industry in Japan and an Assistant Professor in the 
Department of Political Economy at the University of Geneva. 
Ms. Harayama holds a Ph.D. in Education Sciences and a Ph.D. 
in Economics, both from the University of Geneva. Dr. 
Harayama received the Chevalier de la Légion d'honneur 
in 2011 and was awarded an honorary doctorate from the 
University of Neuchâtel in 2014. 

原山優子博士は、1996年にジュネーブ大学教育学博士課程

修了、教育学博士取得。1997年には同大学経済学博士課程

修了、経済学博士取得。1998年からジュネーブ大学経済学

部助教授、2001年から経済産業研究所研究員を経て、2002

年より東北大学大学院工学研究科教授に就任、科学技術イ

ノベーション政策、産学連携、大学改革などに関する教育・

研究に従事。2006年から 2008年に総合科学技術会議非常勤

議員、2009年から2010年に科学技術振興機構特任フェロー、

2010 年から 2012 年は経済協力開発機構(OECD)の科学技術

産業局次長を務め、2013年に総合科学技術・イノベーショ

ン会議常勤議員に就任。東北大学名誉教授。 
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Harumi Kato 
Partner, Innovative Venture Fund, NEC Capital Solutions, Japan 
Project Researcher, University of Tokyo 

加藤 晴洋 
NEC キャピタルソリューション イノベーティブベンチャーファンド パートナー 

東京大学 プロジェクトリーダー 

Mr. Harumi Kato is a venture capitalist with Innovative Venture 
Fund (IVF) in Japan. In addition, he has a project researcher 
position at the University of Tokyo, focusing on 
entrepreneurship education. Further, he is a Business Catalyzer 
at NEDO's Technology Commercialization (SUI) program. Before 
coming back to Japan 3 years ago, he was a venture capitalist in 
Silicon Valley for more than 10 years. Originally, he started his 
career by joining NEC Corporation as a software engineer. He 
graduated from the University of Tokyo and its Graduate School 
in Engineering.  
 

加藤晴洋氏は、イノベーティブベンチャーファンドに所属し

ベンチャーキャピタリストを務めている。また東京大学にお

いて起業家育成プロジェクトのリサーチャーも努める。更に

NEDOのスタートアップイノベータープログラムにおいて事

業カタライザーも務めている。同氏は3年前に日本に帰国す

るまで、10年以上に亘ってシリコンバレーでベンチャーキャ

ピタリストとして活躍。同氏は東京大学工学部、同大学院を

卒業後、NECのソフトウェアエンジニアとしてキャリアを開

始した。 

 
 

  

 

 

Robert Kneller, Ph.D. 
Professor, Research Center for Avanced Science and Technology 

Univeisity of Tokyo, Japan 

ロバート・ケネラー 博士 
東京大学 先端科学技術研究センター 教授 

Dr. Kneller is Professor in the Research Center for Advanced 
Science and Technology at University of Tokyo, where he focuses 
on (1) ways to foster the growth of startups based upon Japanese 
discoveries, particularly ways to help such startups to grow by 
developing international ties, and (2) ways to encourage 
inventions in Japanese universities to meet important health 
needs (invent for health). He has published studies on company 
perspectives on research collaborations with universities (PLOS 
ONE, 2014), on the importance of new companies for the 
discovery of innovative pharmaceuticals (Nature Reviews Drug 
Discovery, 2010) and on the Japanese and American 
environments for science-based entrepreneurship and the 
importance of science-based startups for innovation (Bridging 
Islands, Oxford 2007). Dr. Kneller received his MD from Mayo 
Medical School and JD from Harvard Law School. He has worked 
in the US National Institutes of Health in cancer epidemiology, 
science policy, and clinical cooperative R&D with industry to 
develop NIH cancer drugs. He has also worked in China on 
epidemiology studies and in clinical medicine and public health. 

ロバート・ケネラー博士は、大学からの研究成果を開発する

ためのベンチャー起業、アントレプレナーシップ、知的財産

管理および産学連携に焦点を当てた研究を行なっている。 

特に、バイオメディカル分野における大学の研究成果の開発

のためにこれらがどのように影響しているかを分析してい

る。これまでの主な出版物として、バイオ分野におけるアン

トレプレナーシップを取り巻く環境の日米比較分析を行い、

イノベーションのためのスタートアップの重要性を示した著

書 (Bridging Islands, Oxford)、1998-2007年にFDAによって承

認された新薬に関するデータを基に詳細な分析を行ない、新

作用機序を持つ革新的新薬の開発におけるバイオベンチャー

の貢献を明らかにした論文(Nature Reviews Drug Discovery)、

大学からの研究成果の商業化における民間との共同研究の

役割の国際比較を行ない、企業が排他的な知的財産権を持

つことが重要な場合もあれば、害を与える可能性もあること

を示した論文 (PLOS ONE)がある。 
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Ikkei Matsuda, Ph.D. 
CEO, SARR, LLC, Japan 

松田 一敬 博士 
合同会社 SARR CEO 

Dr. Ikkei Matsuda established Hokkaido Venture Capital ("HVC") 
in 2000, the first regional and independent VC in Japan. At HVC, 
he spearheaded the IPO of ICT startups on JASDAQ. In 
September 2000, he assisted in the foundation of Genetic Lab 
Co., Ltd., the first national university spin-off biotech in Japan. 
Since then, he has been involved in more than twenty of start-
ups. He has been considered as one of the pioneers on 
incubation of university spin-offs and technology incubation in 
Japan. His contribution to these fields continues on biotech for 
their listing on TSE Mothers and JASDAQ. He also promotes bio-
similar in Japan through GTS, a pioneer in bio-similar in Japan. 
He is currently in charge of Plan & Management of NEDO’s 
Technology Commercialization Program. In 2015, he established 
Kizki Accelerator in Kyoto, Japan together with Tech Ranch 
Austin. Dr. Matsuda received a BA in Economics from Keio 
University, an MBA from INSEAD in France, and a Ph.D. in 
Genetic Medicine from Hokkaido University. 

松田一敬博士は、慶応大学卒業後、山一證券㈱証券引受部

を経て、同社ロンドン現地法人にて中東、アフリカ、東欧諸

国等を担当。帰国後北海道ニュービジネス協議会を経て国

内初の地域密着型VCである北海道VC設立。2000年6月に札

幌Biz Cafeを設立、サッポロバレーのITベンチャーを支援。

2000年9月、国立大学発ベンチャー第1号(北海道大学)の設

立、国立大学発ベンチャー上場第1号(大阪大学)に関与する

等、大学発ベンチャー支援の国内の草分け。製薬企業向けマ

イルストーン契約の締結等、知財の事業化の実績を積む。

2011年4月、京都に合同会社SARR設立。起業家教育ならび

にNEDOの科学技術商業化プログラムの企画・運営等、ハイ

テクスタートアップの支援等を行っている。INSEAD(欧州経

営大学院、フランス)にてMBA取得、小樽商科大学大学院商

学研究科修士課程修了(商学修士)、北海道大学大学院医学研

究科博士課程修了(医学博士)。文部科学省科学技術・学術審

議会委員等公職多数。専門分野は、起業家支援、科学技術の

商業化、ベンチャーファイナンス、バイオ産業。 

   

 

 

Luis R. Mejia 
Associate Director, Office of Technology Licensing 
Stanford University, USA 

ルイス・メヒア 
スタンフォード大学技術移転オフィス 副所長 

Mr. Luis Mejia is an Associate Director in the Office of 
Technology Licensing at Stanford University, the Founder of the 
Stanford Innovation Farm Team Program and a Fellow of the 
Disruptor Foundation.  He leads a team of Licensing Associates 
with a technology portfolio of over 1,600 technologies ranging 
from engineering to medicine, representing 75% of Stanford’s 
license revenue. In his 28 years at Stanford, he has managed the 
University’s two biggest patents, three major patent litigations 
(including two cases argued before the US Supreme Court), 
negotiated over 250 licenses, and evaluated over 700 inventions, 
including the PageRank Algorithm which was the instrumental IP 
that led to the creation of Google. Mr. Mejia has co-founded two 
Silicon Valley start-ups and been an advisor to several startups, 
Los Alamos National Laboratory and Monterey Bay Aquarium 
Research Institute. Prior to joining Stanford, he worked on solar 
energy systems and energy management at Honeywell and 
Pacific Gas & Electric.  He is a recipient of an award for Excellence 
in Technology Transfer from the Department of Energy, Federal 
Laboratory Consortium. 

ルイス・メヒア氏は、スタンフォード大学技術移転オフィス

の副所長を務めている。また、同氏はスタンフォード・イノ

ベーション・ファーム・チーム・プログラムの設立者であ

り、ディスラプター・ファンデーションのフェローでもあ

る。工学から医薬品に至るまで、1,600種類以上の技術ポー

トフォリオを有するライセンシング・アソシエイトのチーム

を率いており、このチームによる収益は、スタンフォード大

学全体のライセンス収益の75% に相当する。28年間に亘る

経歴において、彼は同大学で最大規模となる2件の特許の取

得と、3件の大型特許訴訟 (このうちの2件は連邦最高裁まで

持ち込まれた) で指揮を取り、250件以上のライセンス交渉

と700件以上の発明の査定に携わった。これらの発明には、

後のグーグル誕生につながった有益な知的財産であるペー

ジランクアルゴリズムも含まれる。ほかにも同氏はスター

トアップ企業2社をシリコンバレーで共同設立し、複数のス

タートアップ企業、ロスアラモス国立研究所、モントレー湾

水族館研究所で顧問も務めている。スタンフォード大学に

加わる以前は、ハネウェル社及びパシフィック・ガス・アン

ド・エレクトリック・カンパニーで太陽光発電システムやエ

ネルギー部門を担当していた。アメリカ合衆国エネルギー

省、連邦研究所協議会から技術移転部門で優秀賞を受賞。 
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Yoshiaki (Jack) Motoyama 
Management Professor, Office of Innovation and Business 
Tohoku University, Japan 

元山 義章 
東北大学 事業イノベーション本部 特任教授 

As Management Professor at Tohoku University’s Office of 
Innovation and Business, Mr. Jack Motoyama focuses on 
promoting university spinout and joint venture creation with 
industry. Previously, Jack worked for Hitachi Ltd in Japan and in 
the US with leadership roles at Corporate Planning, Corporate 
Venturing, and Open Innovation. Through many venture 
business development, he established open innovation process 
based on opportunity and technology mapping, evaluation of 
early-stage outside technologies and ventures, and development 
of global business with business units. He received his BBA with 
computer science from Kobe University of Commerce and 
obtained his MBA from Johnson School of Business, Cornell 
University. 

元山義章氏は、2013年夏から東北大学事業イノベーション

本部において、大学発ベンチャーや企業との合弁事業化な

ど研究者の成果を活用した事業化を担っている。それまで

は日立製作所において本社での経営企画、シリコンバレー

でのCVC投資、オープンイノベーションによる事業開発を

推進してきた。特にベンチャー・技術の俯瞰情報に基づき

開発段階のベンチャー技術・事業の検証を行いながら、事

業部門と共にグローバル事業の開拓に導いていくベンチャー

との協業、オープンイノベーションのパターンを創り上げ

た。神戸商科大学で管理科学専攻、米コーネル大学でMBA

取得。 

 
 

  

 

 

Satoru Ohtake 
Senior Fellow, Japan Science & Technology Agency 

大竹 暁 

科学技術振興機構 上席フェロー 

Mr. Satoru Ohtake joined science and technology administration 
in the Government of Japan in 1984, just after graduating the 
Graduate School of University of Tokyo with a Master Degree of 
Science in high energy physics. In his public service career in 
science administration, he engaged in policy planning and R&D 
management; establishment of the Government’s Science and 
Technology Basic Plans (in 1996, 2001 and 2011), established 
and ran research programs and projects in photonics, 
mathematical science and engaged in the International Human 
Frontier Science Program in Strasbourg, France between 1990 
and 1992.  He has worked in international collaborations, both 
bilateral and multilateral, such as OECD Global Science Forum, 
Group of Earth Observation (GEO) and Belmont Forum. He 
worked as a Japanese negotiator for the International 
Thermonuclear Experimental Reactor Project (ITER) from 2001 
to 2005. At JST, he engages in management & planning and 
international strategy after ending his term of Senior Executive 
Director, the deputy to the President. He lectures on science, 
technology and innovation policy in Nara Institute of Science and 
Technology, University of Tokyo, Shinshu University, and others. 

大竹暁氏は、1984年に素粒子・原子核物理学実験を専攻し

大学院修士課程修了後、科学技術と社会の関係の遊離を懸

念して、科学技術行政を職として選ぶ。科学技術庁、内閣

府、文部科学省で科学技術政策の立案、研究開発プログラ

ムの企画、立案、運営、国際協力の推進などに携わる。この

間、累次の科学技術基本計画の策定に従事するとともに、

光科学技術、数理科学に関する研究プログラムの立案等を

担当。また、創造科学技術推進事業（ERATO）、フランス

にある国際ヒューマンフロンティアサイエンス機構、宇宙

航空研究開発機構(JAXA)、放射線医学総合研究所等で現場

経験を積んだ。さらに、国際熱核融合実験炉計画(ITER)の日

本の交渉担当、国際地球観測グループ等の日本代表を勤め

た。 

複数の大学で科学技術政策の講義も行っている。 

2013年 7月から科学技術振興機構理事、2015年 10月から

同機構上席フェロー(経営企画、国際戦略担当)を勤める。 
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Leon Sandler 
Executive Director, MIT Desphande Center for Technological Innovation 
Massachusetts Institute of Technology, USA 

レオン・サンドラー 
MITデシュパンデ技術革新センター 事務局長 

Mr. Leon Sandler is the Executive Director of the MIT Deshpande 
Center for Technological Innovation. He ensures the execution 
of its mission of bringing MIT technologies from the laboratories 
to commercial products, where they can have an impact on 
society. Since 2002, the Center has funded over 120 projects.  
Thirty-two of these have spun out into companies that have 
raised over $600 million in capital. Before joining the Deshpande 
Center in 2006, Mr. Sandler held senior management positions 
in companies such as Boston Consulting Group, Eastman Kodak, 
Texas Instruments and Digital Equipment Corporation. He 
founded the consulting firm Monmouth Group, co-founded a 
startup and served as the CEO of several others; and assisted 
many ventures as an interim executive or advisor. Mr. Sandler 
received his B.S. degree and his M.S. in Chemical Engineering 
from Natal University in South Africa, and his M.B.A. from the 
Stanford Graduate School of Business. 

レオン・サンドラー氏は、MITデシュパンデ技術革新センター

の事務局長として、社会にインパクトを与える商品開発の

場にMITで誕生したテクノロジーを持ち込むことを使命と

し、それを実践している。2002年以降、このセンターでは

120件以上のプロジェクトに資金を提供してきた。それらの

プロジェクトの内の32件によって複数の企業が誕生し、6億

ドル以上の資金を調達した。デシュパンデ技術革新センター

に参加する以前は、ボストン・コンサルティング・グルー

プ、イーストマン･コダック社、テキサス・インスツルメン

ツ、ディジタル・イクイップメント・コーポレーションなど

で最高幹部を務めた。コンサルティング会社であるモンマ

スグループを設立し、スタートアップ企業1社を共同設立し

たほか、複数の企業のCEOを務めた。また、その他多数のベ

ンチャー企業で常任理事、あるいは顧問を務めた。南アフ

リカ共和国のナタール大学で化学工学の学士号及び修士号

を取得し、後にスタンフォード大学経営大学院で経営学修

士号 (MBA) を取得している。 

 
 

  

 

 

Takayuki Sakai, Ph.D. 
Professor, Shikoku Innovative and Collaborative Organization for Industry, Academia and 
Government 
University of Tokushima, Japan 

坂井 貴行 博士 
四国産学官連携イノベーション共同推進機構 教授 

徳島大学 教授 

Dr. Takayuki Sakai is a Professor in the Shikoku Innovative and 

Collaborative Organization for Industry, Academia and 

Government at Tokushima University. He concurrently served as 

the president of Techno Network Shikoku (SHIKOKU TLO), the 

Technology Transfer Office of the Shikoku Region. He obtained 

his M.E. and Ph.D. (Advanced Fibro-Science) in Japan. Before 

joining the University of Tokushima, he was the Director of Kansai 

Technology Transfer Organization, the technology transfer office 

of Kyoto University, from 2006 to 2013. Prior to that, he was 

Assistant Director of the Enterprise and Commercialization 

Division of Ritsumeikan University in Shiga, Japan from 1999 to 

2006. Before he moved to Ritsumeikan University, Dr. Sakai 

worked in the International Operations Division of Mitsubishi 

Motors, as well as played rugby on their semi-professional team. 

坂井貴行博士は、同志社大学文学部卒業後、京都工芸繊維

大学工芸科学研究科博士後期課程を修了。三菱自動車工業

株式会社を経て、日本の産学連携・技術移転の黎明期であ

る1998年から立命館大学にて同業務を始める。関西ティー・

エル・オー株式会社取締役、コーネル大学TLO (Center for 

Technology Enterprise and Commercialization, Cornell 

University)Visiting Scholar を歴任後、徳島大学・四国産学官

連携イノベーション共同推進機構・教授、株式会社テクノ

ネットワーク四国・代表取締役社長に就任。現在に至る。博

士(学術)。 
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Hiroshi Tamura 
CEO, Re:Public, Inc., Japan 

田村 大 

株式会社リ・パブリック共同創設者・共同代表 

Mr. Hiroshi Tamura is Co-founder and Managing Director at 
Re:public Inc. Hiroshi also serves as Co-Founder and Executive 
Fellow at i.school of The University of Tokyo where he teaches 
innovation processes harnessing ethnographic investigation. 
Currently, Hiroshi engages in developing innovation ecosystems 
where citizen participation plays a key role for a better change. 
Hiroshi takes the directorship of the “Citizen-led Innovation” 
platform in Fukuoka City where citizens exert leadership to 
shape trans-boundary innovation teams by cutting across a 
variety of fields from government to corporations, from domain 
experts to those with no expertise in the area. 

田村大氏は、株式会社リ・パブリック共同創設者・共同代表

であり、東京大学i.school共同創設者エグゼクティブ・フェ

ローも務める。1994年、東京大学文学部心理学科卒業。 2005

年、東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学。

1994年、株式会社博報堂に入社。研究職として、ビジネスイ

ノベーションに資する質的研究手法＝「ビジネス・エスノグ

ラフィ」の体系化と普及推進を手掛け、エスノグラフィー

ブームを呼ぶ。2009年、東京大学に日本初のイノベーショ

ン教育プ ログラム「i.school」を立ち上げ、ディレクターと

してプログラムの企画・運営を指揮した。2013年、博報堂並

びに東京大学を退職。地域や組織が 自律的にイノベーショ

ンを起こす生態系づくりに向けたThink/Do Tank＝株式会社

リ・パブリックを設立。現在、市民・企業・大学・公的機関

が一体となって新事業を輩出するプラットフォーム＝「イ

ノベーションスタジオ 福岡」の立ち上げに奔走する。 

  

 

 

Toru Tanigawa 
Robert T. Huang Entrepreneurship Center (QREC), Kyushu University, Japan 
Specially-appointed Professor,  Enhancing Global Entrepreneur Program (EDGE) Program,  

谷川 徹 
九州大学/ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター特命教授 

文部科学省グローバルアントレプレナー育成促進事業(EDGE プログラム)九州大学総括リー

ダー 

Prof. Toru Tanigawa joined the Japan Development Bank (currently the 
Development Bank of Japan) in 1973. As a member of the bank, he was 
involved in various activities, including credit analysis, management 
planning, and international affairs (his assignments include Executive 
Director of the Los Angeles office of the bank). After he left the bank in 
2000, he went to the U.S. as a Visiting Scholar at Stanford University, 
where he conducted a study on business incubation mechanisms and 
industry-academia collaboration systems in Silicon Valley. While there, 
he also worked to establish a support organization for entrepreneurs and 
acted as an advisor to start-up companies. In 2003, he assumed the 
position of Professor at Kyushu University, where he took the lead in 
building industry-academia collaborations, one of which was the 
Intellectual Property Management Center. He established and led QREC, 
the entrepreneurship education and research organization, since 2010. 
As founding director of QREC, he developed the center into one of top 
entrepreneurship education entities in Japan. He officially retired from 
Kyushu University in 2015, but is continuing his efforts for 
entrepreneurship education as the leader of Enhancing Development of 
Global Entrepreneur (EDGE) Program at Kyushu University. Prof. 
Tanigawa’s fields of specialization are regional economic policy, 
entrepreneurship, and industry-academia collaboration. Prof. Tanigawa 
graduated from the Faculty of Law, Kyoto University. He is a director of 
the Japan Academic Society for Ventures and Entrepreneurs. 

谷川徹氏は、日本開発銀行(現日本政策投資銀行)出身。1973

年同行入行後審査、経営企画、国際(含ロサンゼルス首席駐

在員)ほか、様々な業務を担当した後、2000年同行退職。同

年渡米しスタンフォード大学客員研究員としてシリコンバ

レーの起業メカニズム や産学連携の研究を行うとともに、

起業家支援団体立ち上げやベンチャー企業のアドバイザー

を務める。 

2003年九州大学教授就任、知的財産本部を立ち上げて、我

が国有数の産学連携組織とする等、同大学の産学連携シス

テムの確立を担った。2010年より QREC設立と運営の責任

者として活動し、QREC初代センター長として、同センター

を日本有数のアントレプレナーシップ教育研究拠点とした。

2015 年 3 月に九州大学を定年退職し、現在は、同大学のグ

ローバルアントレプレナー育成促進事業(EDGEプログラム)

の総括リーダーとして活動中。 

専門は地域経済政策、アントレプレナーシップ、産学連携。

京都大学法学部卒。日本ベンチャー学会理事。 

  



 Symposium: Accelerating Innovation at Universities | 22 March 2016 | OIST, Okinawa, Japan 

Participant Biographies 

Koichiro Tsujino 
CEO, ALEX Corporation, Japan 

辻野 晃一郎 
アレックス株式会社 CEO 

Born in Fukuoka Prefecture. Graduated from Keio University's 
Graduate School of Engineering in 1984 and entered Sony 
Corporation in the same year. Through the company's overseas 
study program, went to the United States to study at California 
Institute of Technology's Department of Electrical Engineering. 
Developed such Sony hit products as the "VAIO" personal 
computer, the "Sugoroku" HDD DVD recorder, the "CoCoon" 
television channel server and other major products. After 
resigning from Sony in March 2006, joined Google in 2007 and 
was appointed President of Google Japan. Played a key role in 
Google's growth in the Japanese market. Resigned in April 2010 
to establish ALEX Corporation. Currently serving as the 
representative director, president and CEO of ALEX Corporation. 
Also, an outside board member of AOI Pro. Inc. Visiting professor 
of the Faculty of Commerce, Waseda University. Serving the 
government as a member of the Deregulation Committee of 
Comprehensive IT Strategy Headquarters. Wrote the books, 
Everything Needed at Google I Learned at Sony (2010, 
Shinchosha, 2013, Shincho-Bunko), Forget your Experiences of 
Success (2014, PHP), Courage to be a Leader (2016, Nippon 
Jitsugyo Publishing) 

辻野晃一郎氏は、福岡県生まれで1984年に慶応義塾大学大

学院工学研究科を修了し、ソニーに入社。1988年にカリフォ

ルニア工科大学大学院電気工学科を修了。VAIO、デジタル 

TV、ホームビデオ、パーソナルオーディオ等の事業責任者

やカンパニープレジデントを歴任した後、2006年3月にソニー

を退社。翌年、グーグルに入社し、グーグル日本法人代表取

締役社長を務める。2010年4月にグーグルを退社して独立、

アレックス株式会社を創業。現在、同社代表取締役社長兼

CEOを務める。また、2012年4月より早稲田大学商学学術院

客員教授。6月より AOI Pro. 社外取締役。2013年10月より IT 

総合戦略本部・規制制度改革分科会構成員。著書に、『グー

グルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた』（2010

年 新潮社、2013年 新潮文庫）、『成功体験はいらない』（2014

年 PHP ビジネス新書）、『リーダーになる勇気』（2016年 

日本実業出版社）。週刊文春で『出る杭は伸ばせ! 辻野晃一

郎のビジネス進化論』を連載中。その他、現代ビジネス（講

談社）『人生多毛作で行こう』、WEBRONZA（朝日新聞社）

『辻野晃一郎の経済ウォッチ』などを連載中。 

沖縄科学技術大学院大学
沖縄の自立的発展担当オフィス
https://groups.oist.jp/ja/osd




