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改革を先導し、行動する政策集団

　公益社団法人経済同友会は、終戦直後の1946年、日本経済の堅実な再建のため、当時の新進気鋭の中堅企業人有志83名が結集して誕生しまし
た。以来、一貫してより良い経済社会の実現や国民生活を充実させるための諸課題に率先して取り組んでまいりました。 企業経営者が個人として参
加し、自由社会における経済社会の牽引役であるという自覚と連帯の下に、一企業や特定業種の利害を超えた幅広い先見的な視野から、変転きわま
りない国内外の諸問題について考え、議論し政策提言を行うところが、経済同友会最大の特色です。
 　本会の各分野にわたる討議・調査・研究などの成果は、企業経営者の確固たる意思と良心、時代を見通した先見性の表明として世に問われ、政策
当局や産業界はもちろんのこと、各政党、行政当事者、労働団体などの社会諸集団と意欲的かつ柔軟な対話活動を積極的に展開し、広く社会に対し
て大きな影響を与えています。
　また、国際社会に対して常に明確な問題意識を持ち、世界各地域との交流、相互理解促進のための多角的な事業を展開しています。 　
　経済同友会は、優れた発想と時代感覚に富んだ企業経営者の積極的な参画を得ながら、国民生活の豊かさと世界経済の調和ある発展を目指して、
常に新しい時代に向けた果敢な挑戦を続けています。

公益社団法人経済同友会について



　経済同友会では、2019年度の事業計画において、若手経営者や起業家等の新しい発想を

本会活動等に取り込み、本質的で先進的な提言の立案・実現、発信力強化に取り込むことを

基本方針の一つに掲げ、起業家・ベンチャー企業、大企業の若手・中堅経営者が参画する

「日本の明日を考える研究会」を設置しております。このたび、本研究会の企画・運営により、

大企業とベンチャー企業の経営者が一堂に会し、産業や政策等の幅広い視点から、今後の

日本のあるべき姿について議論する「ラウンドテーブル2019 ～未来を探る円卓会議～」

を開催することといたしました。

　本フォーラムでは、本会会員である経営者、非会員のベンチャー企業経営者等が参加し、

産業や政策等の幅広い視点から、今後の日本のあるべき姿について多数のテーマに関して

議論いたします。

　本フォーラムは、経済人として新生日本の構築に貢献する「知のプラットフォーム」を創

出するとともに、大企業とベンチャー企業の双方が刺激し合い、交流を深めながら、本会

ならではの価値を創出してまいります。

ラウンドテーブル 2019　開催趣旨
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9:00 受付開始・開場

9:30 オープニングセッション ●ボールルームイースト

金丸恭文開会宣言 経済同友会副代表幹事・日本の明日を考える研究会委員長／フューチャー 代表取締役会長兼社長 グループＣＥＯ

櫻田謙悟代表幹事挨拶 経済同友会代表幹事／SOMPOホールディングス グループCEO 取締役 代表執行役社長

杉本真樹特別講演 医師、医学博士／Holoeyes COO, Cofounder／帝京大学冲永総合研究所 特任教授　　

●ボールルームイースト

11:00～12:00

●ボールルームイースト

「産業の未来１」　分科会１

「産業の未来３」　分科会3

12:15～13:15 ランチセッション

13:30～14:30

14:45～15:45

「産業の未来２」　分科会2

1-A分科会 1-B分科会 1-C分科会 1-D分科会
サルビア アネモネ ネクサスフィールド ネクサスウインド

モデレーター
轟麻衣子
ポピンズ 代表取締役社長

モデレーター
間下直晃
ブイキューブ 代表取締役社長CEO

モデレーター
秋好陽介
ランサーズ 代表取締役社長CEO

モデレーター
佐々木紀彦
NewsPicks studios CEO
NewsPicks 取締役（新規事業担当）

パネリスト
冨山和彦
経営共創基盤（IGPI）
代表取締役社長 ＣＥＯ

パネリスト
出雲充
ユーグレナ 代表取締役社長

パネリスト
東良和
沖縄ツーリスト 代表取締役会長

パネリスト
宮澤弦
ヤフー 常務執行役員 メディアカンパニー長

吉田慎一
テレビ朝日ホールディングス
代表取締役社長・COO

山口文洋
リクルート 執行役員 教育・学習事業担当

島田太郎
東芝 執行役常務

米良はるか
READYFOR 代表取締役CEO

藤森義明
日本オラクル 取締役会長
LIXIL グループ 相談役 
CVCキャピタル・パートナーズ ジャパン 最高顧問

山野智久
アソビュー 代表取締役社長

2-A分科会 2-B分科会 2-C分科会 2-D分科会
サルビア アネモネ ネクサスフィールド ネクサスウインド

モデレーター
吉松徹郎
アイスタイル 代表取締役社長 CEO

モデレーター
髙島宏平
オイシックス・ラ・大地 代表取締役社長

モデレーター
須田将啓
エニグモ 代表取締役 最高経営責任者

モデレーター
辻庸介
マネーフォワード 代表取締役社長CEO

パネリスト
北川拓也
楽天 常務執行役員 CDO（チーフデータオフィサー）
グローバルデータ統括部ディレクター

パネリスト

茂木修
キッコーマン 取締役常務執行役員
国際事業本部長

パネリスト
松本恭攝
ラクスル 代表取締役社長CEO

パネリスト
小澤隆生
ヤフー 取締役専務執行役員
コマースカンパニー長 コマースカンパニー
ショッピング統括本部長小泉文明

メルカリ 取締役社長兼COO

橋本舜
ベースフード 代表取締役社長

小林晋也
ファームノートホールディングス 代表取締役

山内雅喜
ヤマトホールディングス 取締役会長

東和浩
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長玉塚元一

デジタルハーツホールディングス
代表取締役社長 ＣＥＯ

舛田淳
LINE 取締役CSMO

3-A分科会 3-B分科会 3-C分科会 3-D分科会
サルビア アネモネ ネクサスフィールド ネクサスウインド

モデレーター
山岸広太郎
慶應イノベーション・イニシアティブ　
代表取締役社長

医療の未来テーマ オフィスの未来テーマ コンテンツの未来テーマテーマ

小売・流通の未来テーマ 食・農業の未来テーマテーマ テーマ

モデレーター
井上高志
LIFULL 代表取締役社長

モデレーター
里見治紀
セガサミーホールディングス　
代表取締役社長グループＣＯＯ

金融の未来②
（証券・運用）

モデレーター
渋澤健
シブサワ・アンド・カンパニー 代表取締役
コモンズ投信 取締役会長

パネリスト
岩﨑真人
武田薬品工業 取締役
ジャパンファーマビジネス ユニット 
プレジデント

パネリスト
河野貴輝
ティーケーピー 代表取締役社長

パネリスト

吉田 眞市

パネリスト

柴山和久
ウェルスナビ 代表取締役CEO

赤池敦史

豊田剛一郎
メドレー 代表取締役医師

伊達美和子
森トラスト 代表取締役社長
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ 代表取締役社長

荒木英士
グリー取締役上級執行役員
Wright Flyer Live Entertainment 
代表取締役

國光宏尚
gumi 代表取締役会長 / Founder & CEO

田代桂子
大和証券グループ本社 執行役副社長 取締役
大和証券 代表取締副社長

フェイス取締役副社長最高執行責任者COO
兼日本コロムビア 取締役副会長兼ドリー
ミュージック取締役副会長

金融の未来①
（フィンテック）

物流の未来
（シェアリング エコノミー）

教育の未来 地方創生の未来テーマ メディアの未来テーマ テーマ テーマ製造業の未来
（IoT、AI）

シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン
代表取締役社長 パートナー 
ハウテレビジョン 社外取締役
ココナラ 社外取締役

※パネリストは全て氏名五十音順
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17:15～18:20 クロージングセッション ●ボールルームイースト

小泉進次郎

髙島宏平

鼎談 衆議院議員

金丸恭文 経済同友会副代表幹事・日本の明日を考える研究会委員長／フューチャー 代表取締役会長兼社長 グループＣＥＯ

田中良和閉会挨拶 経済同友会幹事・日本の明日を考える研究会副委員長・ラウンドテーブル2019統括／グリー 代表取締役会長兼社長

南壮一郎 経済同友会幹事・日本の明日を考える研究会委員・ラウンドテーブル2019運営責任者／ビズリーチ 代表取締役社長

経済同友会幹事・負担増世代が考える社会保障改革委員会委員長／オイシックス・ラ・大地 代表取締役社長

18:35～20:30 ディナーパーティー

16:00～17:00 「企業経営の未来」　分科会4

4-A分科会 4-B分科会 4-C分科会 4-D分科会
サルビア アネモネ ネクサスフィールド ネクサスウインド

モデレーター
鉢嶺登
オプトホールディング
代表取締役社長 グループ CEO

モデレーター
佐藤光紀
セプテーニ・ホールディングス　
代表取締役 グループ社長執行役員

モデレーター
宇佐美進典
CARTA HOLDINGS
代表取締役会長（CEO）

モデレーター
麻野耕司
モチベーションエンジニア／
リンクアンドモチベーション 取締役
オープンワーク（旧ヴォーカーズ） 取締役副社長

パネリスト
寺田親弘
Sansan 代表取締役社長

程近智
アクセンチュア 相談役

パネリスト
上野山勝也
PKSHA Technology 代表取締役

パネリスト
伊佐山元
WiL General Partner & CEO

パネリスト
大西賢
日本航空 特別理事楢﨑浩一

ＳＯＭＰＯホールディングス　
グループＣＤＯ執行役常務

竹内真
ビズリーチ 取締役 CPO兼CTO

渡部一文
アマゾンジャパン バイスプレジデント

小柴満信
ＪＳＲ 代表取締役会長 白石徳生

ベネフィット・ワン 取締役社長

鈴木純
帝人 代表取締役社長執行役員

AI・データの未来テーマ テーマ 働き方改革テーマ テーマデジタルトランスフォー
メーション

オープン
イノベーション

Floor Map

●グリーンウィンド
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デジタル変革がもたらす
医療健康産業の未来

1996年 帝京大学医学部卒業。専門は外科学。帝京大学医学部附属病院外科、国立病院機構

東京医療センター外科、米国カリフォルニア州退役軍人局Palo Alto病院客員フェロー、神戸大

学大学院医学研究科消化器内科 特務准教授、国際医療福祉大学大学院 准教授を経て現職。

医用画像解析、VR/AR/MR、3Dプリンターによる生体質感臓器造形、手術支援など医療・

工学分野での最先端技術の研究開発や、医療機器開発、医工産学連携、医療ビジネスコンサル

ティングなど精力的に行っている。

12:15からボールルームイーストにてお飲み物と昼食をご用意しております。
ご自身のネームプレートに掛かれた番号のテーブルにご着席ください。

杉本 真樹
医師、医学博士
HoloEyes株式会社 COO, Cofounder
帝京大学冲永総合研究所 特任教授

特別講演

オープニングセッション
会場：ボールルームイースト

Session
●昼食

会場内では受付で配布したネームプレートを必ず首から下げてください。
またお帰りの際は受付までご返却をお願いいたします。

●ネームプレート

各セッション中の写真撮影・録音・録画・SNSへの投稿はお控え下さい。
セッション外での写真撮影に関する規制はございません。

●写真撮影・録音・録画

会場内ではマナーモードに設定の上、セッション中の通話はお控え下さい。

●携帯電話
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パネリスト

モデレーター

分科会 1-A

産業の未来 1 Session11:00-12:00分科会 1

※パネリストは全て氏名五十音順

会場：サルビア

2006年リクルート（現・リクルートホールディングス）入社。
進学事業本部の事業戦略・統括を担当し、2011年の新規事業プランコンテスト「New RING」でグランプ
リを受賞し、「受験サプリ」を立ち上げる。
2012年10月、『ゼクシィ』『スタディサプリ(旧受験サプリ）』『カーセンサー』を扱うリクルートマーケティン
グパートナーズの執行役員に就任。
2015年4月、リクルートホールディングス執行役員及びリクルートマーケティングパートナーズ代表取締役
社長に就任。2018年4月、リクルート執行役員に就任（現任）。

1960年生まれ、東京大学法学部卒、スタンフォード大学経営学修士(MBA)、司法試験合格。
ボストンコンサルティンググループ、コーポレイトディレクション代表取締役を経て、2003年に㈱産業再生
機構設立時に参画しCOOに就任。解散後、IGPIを設立、数多くの企業の経営改革や成長支援に携わり、
現在に至る。パナソニック㈱社外取締役、東京電力ホールディングス㈱社外取締役、経済同友会政策審議会
委員長。その他、政府の審議会等委員を多数務める。

母、中村紀子が1987年に設立した「働く女性を支援する」株式会社ポピンズに入社、2012年に取締役就
任、2018年4月1日に代表取締役社長に就任。経済同友会会員、経済産業省産業構造審議会2050経済
社会構造部会委員。
12歳からイギリスの全寮制私立学校に単身留学し、ロンドン大学King's Collegeに入学。1998年に
Merrill Lynch Internationalのロンドン支店に勤務、2002年からCHANEL Corporation（パリ・東
京）、2006年からGraff Diamonds Ltd. （ロンドン）、De Beers Diamond Jewellers Ltd. （ロンドン）
に勤務。25年間の海外生活（英・仏・シンガポール）を経て、2012年に日本に帰国。INSEADのMBAの
学位を取得。

教育の未来

山口 文洋
株式会社リクルート　
執行役員  教育・学習事業担当

株式会社経営共創基盤（IGPI）
代表取締役CEO

株式会社ポピンズ　
代表取締役社長

冨山 和彦

轟 麻衣子
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パネリスト

モデレーター

分科会 1-B

産業の未来 1 11:00-12:00分科会 1

製造業の未来 （IoT、AI） 会場：アネモネ

駒場東邦中・高等学校、東京大学農学部卒業後、2002 年東京三菱銀行入行。
2005 年株式会社ユーグレナを創業、代表取締役社長就任。同年 12 月に、世界でも初となる微細藻類ミ
ドリムシ（学名：ユーグレナ ）の食用屋外大量培養に成功。世界経済フォーラム（ダボス会議）Young 
Global Leaders 、第一回日本ベンチャー大賞「内閣総理大臣賞」 （2015年）受賞。著書に『僕はミドリム
シで世界を救うことに決めた。』（小学館新書）がある。

1990年4月 新明和工業株式会社 入社、1991年2月 ボーイング社出向、1994年9月 マクドネル・ダグラ
ス社出向、1999年9月 SDRC（Structural Dynamics Research Corporation）入社（後に UGSコーポ
レーションおよびシーメンスAGと合弁）。2005年10月 UGS コーポレーション　プロダクト＆インダストリー
マーケティング部 部長、2007年1月 シーメンス インダストリーソフトウェア株式会社　ビジネスコンサルティ
ング部部長。2008年10月 シーメンス インダストリーソフトウェア株式会社　エンタープライズセールス本部
本部長、2010年3月 シーメンス インダストリーソフトウェア株式会社　日本法人の代表取締役社長兼米国本
社副社長に就く。2014年3月 シーメンス AG 出向、2015年9月 シーメンス株式会社 専務執行役員、デジ
タルファクトリー事業本部長、プロセス＆ドライブ事業本部長を経て、2018年10月 より、株式会社東芝に移
り、 コーポレートデジタル事業責任者に就任。2019年4月より、執行役常務　最高デジタル責任者 Chief 
Digital Officer、サイバーフィジカルシステム推進部担当、サイバーフィジカルシステム推進部長を務める。

1977年生まれ、慶應義塾大学大学院修了。慶應義塾大学在学中の1998年に、Webソリューション事業
を行なう有限会社ブイキューブインターネット（現：株式会社ブイキューブ）を設立。その後、ビジュアルコ
ミュニケーション事業へ転換し、2008年よりWeb会議市場における国内シェアナンバーワンを獲得、その
後も12年連続で首位を獲得している。Evenな社会の実現をミッションに掲げ、大都市一極集中、少子高齢
化社会、長時間労働、教育／医療格差など、ビジュアルコミュニケーションを通じて解決し、社会を担うすべ
ての人が機会を平等に得られる社会の実現を目指す。2013年12月に東京証券取引所マザーズ市場へ上
場。2015年7月に東京証券取引所市場第一部へ市場変更。2015年に株式会社センシンロボティクス
（旧：株式会社ブイキューブロボティクス）を設立し、ドローンなどのロボティクスを活用したソリューション展
開にも取り組む。経済同友会幹事、規制・制度改革委員会委員長。

出雲 充
株式会社ユーグレナ 
代表取締役社長

島田 太郎
株式会社 東芝
執行役常務

1975年日商岩井（現 双日）に入社。1986年に日本GEに移り、1997年米GEカンパニー・オフィサー、
2001年にはアジア人初のシニア・バイス・プレジデントなど要職を経て、2008年、日本GE会長兼社長兼
CEOに就任。その後、2011年に株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEOおよび中核事業
会社である株式会社LIXILの代表取締役社長兼CEOに就任。2016年6月までの約5年間にわたり、LIXIL
グループのグローバルな事業拡大をけん引した。2016年6月より現職。
そのほか、現在は、武田薬品工業社外取締役、ボストン・サイエンティフィックコーポレーション社外取締役、
CVCキャピタルパートナーズ日本法人最高顧問、日本オラクル株式会社取締役会長を務めている。
東京大学工学部卒、米カーネギーメロン大学にて経営学修士（MBA）取得。カーネギーメロン大学ボードオ
ブトラスティー。

藤森 義明
日本オラクル株式会社 取締役会長
株式会社 LIXIL グループ 相談役 
CVCキャピタル・パートナーズ ジャパン 
最高顧問

間下 直晃
株式会社ブイキューブ　
代表取締役社長 CEO
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パネリスト

モデレーター

分科会 1-C
Session

1987年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。2011年に日本初・国内最大のクラウドファンディングサー
ビス「Readyfor」の立ち上げを行い、2014年より株式会社化、代表取締役に就任。
World Economic Forumグローバルシェイパーズ2011に選出、日本人史上最年少でダボス会議に参
加。現在は首相官邸「人生100年時代構想会議」の議員や内閣官房「歴史的資源を活用した観光まちづく
り推進室」専門家を務める。

1960年　那覇市生まれ。
1983年　早稲田大学卒業後、日本航空株式会社勤務を経て米コーネル大学ホテルスクール大学院に留学
（ホスピタリティ経営学修士）。90年に沖縄ツーリスト株式会社入社、2004年に代表取締役社長就任、
2014年から現職。
沖縄県教育委員会委員（2006～2009年）、日本ユネスコ国内委員会委員（2013年～2015年）等を歴任。
現在は、観光庁 VISIT JAPAN 大使、一般社団法人日本旅行業協会理事、公益社団法人日本ユネスコ協
会連盟理事、公益社団法人経済同友会幹事、沖縄経済同友会副代表幹事、一般社団法人アレルギー対応沖
縄サポートデスク代表理事、那覇市国際通り商店街振興組合連合会理事長等を務める。

1981年大阪府生まれ。2005年、ニフティ株式会社 新卒入社。2008年､「ランサーズ株式会社（設立時株
式会社リート）」を創業。テクノロジーで個のエンパワーメントを実現する「オープン・タレント・プラット
フォーム」の推進を掲げ、副業・フリーランス向けマッチングサービスや企業のスマート経営を推進する人材
サービスを展開。
『超集中ハック! 習慣マニアの経営者が実践する100のライフハック』（著）
（一社）熱意ある地方創生ベンチャー連合　共同代表理事

会場：ネクサスフィールド地方創生の未来

米良 はるか
READYFOR株式会社
代表取締役CEO

アクティビティ・体験教室・レジャーチケットなど「遊び」や「体験」の予約ができる日本最大級のマーケット
プレイス「asoview!（アソビュー）」や、思い出をプレゼントする「asoview! GIFT」などWEBサービスを
運営。
また、行政とベンチャー企業の垣根をなくし、共に地方創生を実現することをミッションとした一般社団法人 
熱意ある地方創生ベンチャー連合を設立し、共同代表理事に就任。
観光庁のアドバイザリーボード・各種委員を歴任するなど多方面で活動している。
1983年千葉県生まれ。明治大学法学部法律学科卒。
新卒にて株式会社リクルートに入社。2011年アソビュー株式会社を設立。

山野 智久
アソビュー株式会社
代表取締役社長

東 良和
沖縄ツーリスト株式会社　
代表取締役会長

秋好 陽介
ランサーズ株式会社　
代表取締役社長CEO
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パネリスト

モデレーター

分科会 1-D

産業の未来 1 11:00-12:00分科会 1

メディアの未来 会場：ネクサスウインド

1982年生まれ、北海道出身。2004年、東京大学農学部卒業後、株式会社シリウステクノロジーズを創業
し代表取締役に就任。2010年、ヤフー株式会社のシリウステクノロジーズ買収。2011年、ヤフー入社。
2014年4月、執行役員 検索サービスカンパニー・カンパニー長に就任。2018年4月、現職の常務執行役
員　メディアカンパニー長に就任。

１９５０年、群馬県出身。７４年、東京大学法学部卒業。９０年、ハーバード大学ケネディ行政大学院卒業。７４
年、朝日新聞社入社、福島支局員配属。７９年、東京本社政治部。９１年、ワシントン特派員。９７年～９９年、
東京大学法学部と客員教授（「政治とメディア」担当）２００３年、取締役東京本社編集局長。０５年、常務取
締役編集担当。１１年、日本記者クラブ理事長。１４年、テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長
（現任）。
１９７８、９５年の２回、日本新聞協会賞を受賞。主な著書は「木村王国の崩壊」。

1979年福岡県生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業、スタンフォード大学大学院で修士号取得(国際政
治経済専攻)。東洋経済新報社で自動車、IT業界を担当後、「東洋経済オンライン」編集長に就任。2014
年、NewsPicksに移籍。初代編集長として、NewsPicksを国内最大規模の経済ニュースプラットフォーム
に育てる。2018年、映像コンテンツのプロデュースを手掛けるNewsPicks Studiosを設立。著書に『編
集思考』『米国製エリートは本当にすごいのか？』『5年後、メディアは稼げるか』『日本3.0』がある。

宮澤 弦
ヤフー株式会社　
常務執行役員 メディアカンパニー長

吉田 慎一
株式会社テレビ朝日ホールディングス
代表取締役社長・ＣＯＯ

佐々木 紀彦
NewsPicks Studios CEO
NewsPicks 取締役（新規事業担当）
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パネリスト

モデレーター

分科会 2-A

産業の未来 2 13:30-14:30分科会 2 Session

小売・流通の未来 会場：サルビア

ハーバード大学で物理学科博士課程を修了。物性物理の理論物理学者として、『Science』などの学術雑誌
へ20本以上の論文を出版。楽天ではデータサイエンスの組織を立ち上げ、現在は、CDO（チーフデータオ
フィサー）として、日本だけでなく、アメリカやインド、フランス、シンガポールを含む海外拠点の組織も統括
し、研究開発を含むグループ全体のAI・データ戦略の構築と実行を担う。

2003年早稲田大学商学部卒業後、大和証券SMBCにてミクシィやDeNAなどのネット企業のIPOを担
当。2007年よりミクシィにジョインし、取締役執行役員CFOとしてコーポレート部門全体を統轄する。
2012年に退任後はいくつかのスタートアップを支援し、2013年12月株式会社メルカリに参画。
2014年3月取締役就任、2017年4月取締役社長兼COO就任。

1962年生まれ。慶應義塾大学卒業後、旭硝子株式会社（現AGC株式会社）に入社。
株式会社ファーストリテイリング代表取締役社長兼COOに就任。その後、事業再生、経営支援を手がける
株式会社リヴァンプを設立、代表取締役に就任。2014年株式会社ローソン代表取締役社長に就任、2016
年より同社代表取締役会長。2017年6月株式会社デジタルハーツホールディングス代表取締役社長CEO
に就任。現在に至る。
ヤマハ発動機株式会社、ラクスル株式会社、トランスコスモス株式会社の社外取締役も務める。

東京理科大学基礎工学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア)を経て、1999年7月に
アイスタイルを設立。代表取締役社長就任。同12月、コスメ・美容の総合サイト「＠cosme」オープン。
2012年、東証一部上場。現在はアイスタイル芸術スポーツ振興財団を通じ、芸術・スポーツ分野への助成
支援なども行う。

北川 拓也
楽天株式会社　常務執行役員
CDO（チーフデータオフィサー）
グローバルデータ統括部　ディレクター

小泉 文明
株式会社メルカリ
取締役社長兼COO

玉塚 元一
株式会社
デジタルハーツホールディングス
代表取締役社長 CEO

吉松 徹郎
株式会社アイスタイル
代表取締役社長 CEO
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パネリスト

モデレーター

分科会 2-B

産業の未来 2 13:30-14:30分科会 2

物流の未来（シェアリングエコノミー） 会場：アネモネ

1984年富山県生まれ。慶應義塾大学卒業後、A.T.カーニーに入社。コスト削減プロジェクトに従事する中
で、6兆円の市場規模がある印刷業界に効率化が行われていないことに注目し、インターネットの力で印刷
業界の仕組みを変えるべく2009年9月にラクスル株式会社を設立。印刷機の非稼働時間を活用した印刷
のシェアリングプラットフォーム事業「ラクスル」を展開する。2015年12月からは物流のシェアリング
プラットフォーム事業「ハコベル」も開始。2018年、Forbes JAPAN誌が選ぶ「日本の起業家ランキング」
で1位獲得。

1984年４月ヤマト運輸株式会社入社。2005年４月同社執行役員東京支社長、2005年11月同社執行
役員 人事総務部長。2007年3月ヤマトホールディングス株式会社 執行役員 人事戦略・経営戦略担当を
経て、2008年4月ヤマトロジスティクス株式会社 代表取締役社長 兼 社長 執行役員に就任。2011年
4月ヤマト運輸株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員。2011年6月より、ヤマトホールディングス
株式会社 取締役執行役員を兼務。2015年４月、ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長 兼 社長
執行役員を務める。2019年４月同社取締役会長に就任、現在に至る。

慶応義塾大学院　修了後、博報堂のマーケティングプランナーを経て、2004年にエニグモを創業。
2005年にソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA(バイマ)」のサービスを開始。
2012年にマザーズ市場に上場。世界経済フォーラム(ダボス会議) Young Global Leader選出。
その後、英語版BUYMAを開始、グローバル事業展開を行い2018年にBUYMA TRAVELにて旅行事業
に参入。
2019年に東証一部上場を果たす。
プライベートでは、水戸市活性化のため起業家支援事業・エムワーク設立。

松本 恭攝
ラクスル株式会社
代表取締役社長CEO

山内 雅喜
ヤマトホールディングス株式会社
取締役会長

須田 将啓 
株式会社エニグモ
代表取締役 最高経営責任者
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パネリスト

モデレーター

分科会 2-C
Session

食・農業の未来 会場：ネクサスフィールド

1988年生。東京大学教養学部卒。DeNAに新卒入社し、新規事業を担当。
2016年6月に独立し、ベースフードを創業。「主食をイノベーションして健康をあたりまえに」をミッ
ションとし、自身で100回以上の試作をして、世界初の完全栄養の主食 BASE PASTA を作り上げ
る。現在、BASE BREAD も好評販売中。ICC 2018 FUKUOKA スタートアップ・カタパルト準優
勝。2018年12月にガイアの夜明けで紹介。D2C/FoodTech企業としてメディア掲載多数。

1979年生まれ、北海道帯広市出身。旭川工業高等専門学校卒、機械工学専攻。機械部品商社に
入社し、FA(ファクトリーオートメーション)分野で精密機械の拡販を担当。2004年帯広市に有限会
社スカイアークシステム（現 株式会社スカイアーク）を創業。大手企業へのCMS・ブログシステム・
社内SNSの普及に貢献。「世界の農業の頭脳を創る」という想いから2013年に株式会社ファーム
ノート、2016年にファームノートホールディングスを創業。2016年、日経ビジネス「次代を創る
100人」に選出。2019年、日経BP社主催「第17回日本イノベーター大賞・日経ビジネスRaise
賞」の他、経産省・農水省主催「第5回 日本ベンチャー大賞・農林水産大臣賞」を受賞。

1990年3月、慶応義塾大学法学部法律学科卒業。1993年5月、ウィスコンシン大学（ミルウォー
キー校）経営学修士。
1993年6月、Price waterhouse 入社、シカゴ事務所（現、Pricewaterhouse Coopers LLP）。
1996年10月、キッコーマン株式会社に入社、プロダクトマネジャー室配属（しょうゆ事業担当）。
2002年7月、経営企画室配属（資本業務提携担当）。2006年10月、海外事業部配属企画１G長
（米州担当）。2011年7月、理事　海外事業部長代理。2012年6月、執行役員海外事業部長。
2013年4月、執行役員　国際事業本部長補佐 兼 海外事業部長。2014年11月、執行役員　国
際事業本部副本部長 兼 海外事業部長 兼 海外営業部長。2015年6月、常務執行役員　国際事
業本部副本部長。2017年6月、取締役常務執行役員　国際事業本部長。

1973年神奈川県生まれ。東京大学大学院工学系研究科情報工学専攻修了後、マッキンゼー日本支
社勤務を経て、2000年6月にオイシックス株式会社を設立。2013年3月に東証マザーズに上場。
2017年10月には「大地を守る会」と、2018年10月にはらでぃっしゅぼーや（株）との経営統合
を実現し、食材宅配3ブランドを擁する新会社社長に就任。その他、2007年、世界経済フォーラム
Young Global Leadersに選出。2018年7月より一般社団法人日本車いすラグビー連盟 理事長
に就任し、競技の認知度向上や組織運営に携わる。

橋本 舜
ベースフード株式会社
代表取締役社長

小林 晋也
株式会社ファームノートホールディングス 
代表取締役

茂木 修
キッコーマン株式会社
取締役常務執行役員　国際事業本部長

髙島 宏平
オイシックス・ラ・大地株式会社　
代表取締役社長
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パネリスト

分科会 2-D

産業の未来 2 13:30-14:30分科会 2

1999年創業の㈱ビズシークを2001年に楽天㈱に売却し2003年のビズシークの吸収合併により楽天に
入社、オークション担当役員に就任、楽天イーグルス立ち上げ。2006年に退社後は個人としてスタートアッ
プベンチャーへの投資やコンサルティングを展開。
2009年から2012年までは楽天顧問。
2011年に設立したクロコスをヤフー㈱に売却し2012年に入社。2013年よりヤフー執行役員としてヤフー
ショッピングを担当、2018年4月より常務執行役員コマースカンパニー長に就任し、eコマース、トラベル
事業、金融事業を管轄。
2019年6月にヤフー㈱取締役 専務執行役員に就任。一休取締役会長。

2008年10月にネイバージャパン株式会社（現：LINE株式会社）に入社、事業戦略室長／チーフスト

ラテジストとして従事。2012年1月、グループの経営統合に伴い、NAVER・livedoor・LINE、3ブラ

ンドの事業戦略・マーケティング責任者として執行役員 CSMOに就任。2014年4月、上級執行役員 

CSMOに就任、2015年4月、取締役 CSMOに就任し、現在に至る。

1982年 埼玉銀行入行、2003年りそなホールディングス  執行役財務部長、 2009年りそなホールディン
グス  取締役兼執行役副社長、2013年りそなホールディングス  取締役兼代表執行役社長に就任し、現在
に至る。　
※りそな銀行 取締役会長兼代表取締役社長兼執行役員を兼務

2001年京都大学農学部卒業、2011年ペンシルバニア大学ウォートン校MBA修了。ソニー株式会社、
マネックス証券株式会社を経て、2012年株式会社マネーフォワード設立。
お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』、ビジネス向けのクラウドサービス『マネーフォワード クラ
ウドシリーズ』などを提供し、2017年9月に東京証券取引所マザーズ市場へ上場。
一般社団法人新経済連盟 幹事。シリコンバレー・ジャパン・プラットフォーム エグゼクティブ・コミッティー。

金融の未来① （フィンテック） 会場：ネクサスウインド

小澤 隆生
ヤフー株式会社
取締役専務執行役員
コマースカンパニー長
コマースカンパニーショッピング統括本部長

舛田 淳
LINE株式会社 取締役 CSMO
(Chief Strategy & Marketing Officer)

東 和浩
株式会社りそなホールディングス  
取締役兼代表執行役社長

辻 庸介
株式会社マネーフォワード
代表取締役社長CEO

モデレーター
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パネリスト

分科会 3-A

産業の未来 3 14:45-15:45分科会 3 Session

東京大学医学部卒業。聖隷浜松病院での初期臨床研修、NTT東日本関東病院脳神経外科を経て、米国の
Children’ s Hospital of Michiganに留学。
2013年よりマッキンゼー・アンド・カンパニーにて主にヘルスケア業界の企業へのコンサルティングに従事。
2015年2月から現職。著書に「ぼくらの未来をつくる仕事」。

1985年に当社に入社し、医薬営業本部で営業・マーケティングに関する要職を歴任してきた。
2003年には製品戦略部の循環器および代謝に関する戦略計画マネージャー兼プロジェクト・リーダー、
2008年に製品戦略部長、2010年にコーポレート・オフィサーに就任。
2012年にはChief Medical & Scientific Office オフィス長に就任後、医薬営業本部長に就任。2012
年以降、当社の取締役を務めている。
また、2015年にはジャパンファーマビジネスユニットのプレジデントに就任。
岩﨑は順天堂大学で医学の博士号を、東京薬科大学で薬学の修士号を取得している。

慶應義塾大学のVC「慶應イノベーション・イニシアティブ」（KII）の設立時より代表取締役社長を務める。
45億円の1号ファンドを運用。
KII以前は、日経BP編集記者、CNET Japan編集長を経て、グリーを共同創業。副社長として事業部門な
どを統括（現在は非常勤取締役）。
慶應義塾大学経済学部卒。

会場：サルビア

豊田 剛一郎
株式会社メドレー　
代表取締役医師　

岩﨑 真人
武田薬品工業株式会社
取締役
ジャパンファーマビジネスユニット 
プレジデント

山岸 広太郎
株式会社慶應イノベーション・
イニシアティブ
代表取締役社長

モデレーター

医療の未来
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パネリスト

モデレーター

分科会 3-B

産業の未来 3 14:45-15:45分科会 3

1972年生まれ、大分県出身。1996年に慶應義塾大学商学部卒業後、伊藤忠商事株式会社為替証券部を
経て、日本オンライン証券株式会社（現・カブドットコム証券株式会社）設立に参画する。イーバンク銀行株
式会社（現楽天銀行株式会社）執行役員営業本部長等を歴任。2005年8月株式会社ティーケーピーを設
立、代表取締役社長就任、現在にいたる。2017年3月に、東京証券取引所マザーズ市場へ上場。2018年
6月には起業家のための表彰制度「EY World Entrepreneur Of The Year 2018」に日本代表として
出場。

東京都出身。慶應義塾大学大学院修了。
総合コンサルティング会社勤務を経て、1998年森トラスト入社。2011年には森トラスト・ホテルズ＆リゾー
ツ社長に就任。2016年6月から森トラスト代表取締役社長を務める傍ら、公益社団法人経済同友会幹事、
一般社団法人東京ビルヂング協会理事など数々の団体役員を務めている。オフィス事業においては、現在、
虎ノ門「神谷町」エリアで進行する大型都市開発「東京ワールドゲート」や、赤坂ツインタワー跡地における
「赤坂二丁目プロジェクト」を推進している。

1997年株式会社ネクスト（現LIFULL）を設立。インターネットを活用した不動産情報インフラの構築を目指
して、不動産・住宅情報サイト「HOME'S（現：LIFULL HOME'S）」を立ち上げ、掲載物件数No.1(※)の
サイトに育て上げる。現在は、国内外併せて約20社のグループ会社、世界63ヶ国にサービス展開してい
る。
※産経広告社調査（2019.2.13）

会場：アネモネオフィスの未来

河野 貴輝
株式会社ティーケーピー
代表取締役社長

伊達 美和子
森トラスト株式会社　代表取締役社長
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 
代表取締役社長

井上 高志
株式会社LIFULL
代表取締役社長
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パネリスト

モデレーター

分科会 3-C
Session

金融の未来② （証券・運用） 会場：ネクサスフィールド

東京大学法学部、ハーバード・ロースクール、INSEAD卒業。
日英の財務省で合計9年間、予算、税制、金融、国際交渉に参画。その後マッキンゼー・アンド・カンパニー
に勤務し、10兆円規模の機関投資家をサポート。
2015年4月にウェルスナビ株式会社を創業、2016年7月にロボアドバイザー「WealthNavi」をリリース。
リリースから約2年11カ月となる2019年7月に預かり資産1600億円、運用者数15万口座を突破した。

早稲田大学政治経済学部卒業、大和証券入社。91年スタンフォード大学MBA取得。
シンガポール、ロンドン、ニューヨーク駐在を含め様々な役職を歴任し、国内では99年からIR室長、05年
から11年はオンライン及びコールセンターの支店外チャネル拡大とグループのリテール事業のビジネスモデ
ル定義を担う。
11年には金融市場担当執行役員、13年に米国現地法人の会長、16年に大和証券グループ本社　取締役
専務執行役・大和証券専務取締役（海外担当）、19年より現職。

JPモルガン、ゴールドマンサックスなど米系投資銀行でマーケット業務に携わり、96年米大手ヘッジファンド
に入社、97年から東京駐在員事務所の代表を務める。2001年に独立し、シブサワ・アンド・カンパニー
株式会社を創業。07年コモンズ株式会社を創業（08年コモンズ投信（株）に改名し、会長に就任）。経済同
友会幹事、アフリカ委員会副委員長など務める。外務省ＳＤＧｓ達成のための新たな資金を考える有識者懇
談会座長。著書に『渋沢栄一100の訓言』、『あらすじ 論語と算盤』ほか。

柴山 和久
ウェルスナビ株式会社
代表取締役CEO

平成11年7月 プライスウォーターハウスクーパース（アメリカ ニュージャージー州）入社
平成12年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社
平成14年4月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合 入社
平成27年4月 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 入社：代表取締役社長パートナー 
（現任）
平成29年4月 株式会社ハウテレビジョン 社外取締役（現任）
平成30年8月 株式会社ココナラ 社外取締役（現任）

赤池 敦史
シーヴィーシー・アジア・パシフィック・
ジャパン株式会社 代表取締役社長 
パートナー 
株式会社ハウテレビジョン 社外取締役
株式会社ココナラ 社外取締役

田代 桂子
大和証券グループ本社 執行役副社長
取締役
大和証券（株）代表取締役副社長

渋澤 健
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社
代表取締役
コモンズ投信株式会社 取締役会長
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パネリスト

モデレーター

分科会 3-D
Session産業の未来 3 14:45-15:45分科会 3

2005年、慶應義塾大学環境情報学部在籍時代に、複数のスタートアップの創業に参加。事業売却後、大学
を卒業し、4人目の正社員としてグリー株式会社に入社。事業責任者兼エンジニアとして、モバイル版
GREE、ソーシャルゲーム、スマートフォン向けGREE等の立ち上げを主導した後、2011年から北米事業を
立ち上げ。2013年に日本に帰国し、グリー株式会社 取締役に就任する（現任）。2014年にゲームスタジ
オWright Flyer Studiosを立ち上げ（現WFS）代表取締役に就任（現任）。2018年にはVTuber事業を
担うWright Flyer Live Entertainmentを立ち上げ代表取締役に就任（現任）。

1991年慶應義塾大学卒業後、伊藤忠商事株式会社に入社。鉄鋼・自動車分野で国内外の事業経営に従
事。2003年 株式会社ブロッコリーに転じ代表取締役社長に就任。アニメ、ゲーム、音楽などのコンテンツ
企画事業を推進。
2009年音楽配信を主力事業とするフェイス・グループに参画。グループ会社（フェイス・ワンダワークス、
ウェブマネー、日本コロムビア）の代表取締役社長を歴任。2017年8月より現職。

1979年生まれ。01年国際証券（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社。04年サミー、05年セガ
を経てSEGA of America入社、デジタル配信ビジネスを立上げる。12年米UCバークレー大学経営大学
院（MBA）卒業後帰国、グループ会社社長を歴任。17年セガサミーホールディングス取締役社長に就任、
現在に至る。
16年6月経済同友会入会。規制・制度改革委員会副委員長を務める。ヒューマン・ライツ・ウォッチ東京
委員会メンバー。　

会場：ネクサスウインドコンテンツの未来

荒木 英士
グリー株式会社 取締役上級執行役員
株式会社Wright Flyer Live 
Entertainment 代表取締役

國光 宏尚
株式会社 gumi
代表取締役会長 / Founder & CEO

吉田 眞市

里見 治紀
セガサミーホールディングス株式会社　
代表取締役社長グループCOO

株式会社フェイス 取締役副社長 最高
執行責任者COO 兼 日本コロムビア
株式会社 取締役副会長 兼 株式会社
ドリーミュージック 取締役副会長

2007年6月に株式会社gumiを創業し、代表取締役社長に就任。モバイル端末向けSNSの開発から始ま
り、モバイルオンラインゲームの開発・運営を推進。また、投資事業を通じて日米韓を中心とした世界各国の
VR/AR・ブロックチェーン関連のスタートアップを支援。2018年7月、株式会社gumi代表取締役会長に
就任（現任）。足許ではブロックチェーン技術を活用したドリーム・シェアリング・サービス「FiNANCiE」を
手がける株式会社フィナンシェを創業。
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パネリスト

モデレーター

分科会 4-A

企業経営の未来 16:00-17:00分科会 4 Session

デジタルトランスフォーメーション 会場：サルビア

慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、三井物産株式会社へ入社。情報産業部門に配属された後、米国・
シリコンバレーでベンチャー企業の日本向けビジネス展開支援に従事する。帰国後は、社内ベンチャーとして
データベースソフトウエアの輸入販売を行う部門を立ち上げる。その後、関連会社に出向し、経営企画・
管理業務を担当。2007年、Sansan株式会社を創業する。

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、シリコンバレーに通算１２年在住。シリコンバレー等の
ソフトウェア関連のスタートアップ企業5社の最高執行責任者（COO）、CEOを歴任。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。米MBA、
米CPAに加え、ICT関連の資格を多数保持。

1967年千葉県出身。91年早稲田大学商学部卒。森ビル勤務の後、米国で急成長しているダイレクトマー
ケティング業を日本で展開するため、94年（株）オプト（現（株）オプトホールディング）設立。その後、
eマーケティング支援にとどまらず、大企業のデジタルシフト支援全般に業務を拡大。全国の中小企業向け
にもサービス提供エリアを広げている。また、次代の繁栄の為には、次々と新事業を創造することが必要
と考え、未来のデジタル事業の立上げ やベンチャー企業の投資育成に努め、グループ全体で未来の新事業
創造に挑戦している。

寺田 親弘
Sansan株式会社　
代表取締役社長

楢﨑 浩一
SOMPOホールディングス株式会社
グループCDO　執行役常務

1982年米国スタンフォード大学工学部卒業。同年アクセンチュア株式会社に入社。1991年米国コロン
ビア大学経営大学院にて経営学修士（MBA）を取得。1995年にパートナーに就任。2006年4月から
2015年8月まで代表取締役社長として日本市場を統括。その後、 取締役会長、取締役相談役を歴任。
2018年7月より現職。東京大学経営協議会委員、早稲田大学客員教授、経済同友会副代表幹事、複数社
の社外取締役および顧問を務める。

程 近智
アクセンチュア株式会社
相談役

鉢嶺 登
株式会社オプトホールディング　
代表取締役社長グループＣＥＯ
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パネリスト

モデレーター

分科会 4-B

企業経営の未来 16:00-17:00分科会 4

1997年東京大学法学部卒業後、日本興業銀行に入行。法人営業、及び市場業務に従事。
2001年スタンフォード大学ビジネススクールに留学し、2003年より米大手ベンチャーキャピタルDCMの
パートナーとして、シリコンバレーと日本を中心にベンチャー企業の発掘と投資・育成に注力。2013年に
WiLを創業。
日本にベンチャー精神を普及させるため、多数メディアへ寄稿する他、政府委員・有識者会議等でのベン
チャー振興を提言している。

1955年東京生まれ。千葉大学工学部卒業、同大学院修了。米国ウィスコンシン州立大学大学院材料科学
科在籍の後、1981年に日本合成ゴム株式会社（現ＪＳＲ株式会社）に入社。研究所にて半導体材料の開発
に従事。1990年に米国シリコンバレーにあるグループ会社JSR Micro Inc. に赴任、半導体材料事業の米
国市場での地位確立に尽力。帰国後、2004年に取締役、2006年に常務取締役に就任、半導体材料事業
拡大を推進し、2008年に専務取締役、2009年社長就任を経て２019年6月より現職。 

愛知県出身。1972年生まれ。早大商卒後、会計事務所系コンサルティング会社を経て1999年にアクシブ
ドットコム（現 VOYAGEGROUP）を友人と創業。
2014年に東証マザーズ上場、2015年東証一部上場。2019年より電通100%子会社であるCCIと経営
統合し、持株会社であるCARTAHOLDINGSを立ち上げ、代表取締役会長（CEO）に就任。インターネット
広告関連事業を幅広く行う。

会場：アネモネオープンイノベーション

伊佐山 元
WiL, LLC
General Partner & CEO

小柴 満信
JSR株式会社 
代表取締役会長

宇佐美 進典
株式会社CARTAHOLDINGS
代表取締役会長（CEO）
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パネリスト

モデレーター

分科会 4-C
Session

1955年生まれ。東京大学工学部卒業。1978年日本航空株式会社入社、整備本部を中心に従事。安全
運航等に関わる現場の経験・見識を極めて高いレベルで習得し、また、航空機メーカー、エンジンメーカー、
整備事業者等との渉外業務を通じて、航空業界における多くの知見・人脈を獲得してきた。2010年社長、
2012年代表取締役会長、2014年取締役会長、2018年特別理事（現任）。

2003年、慶應義塾大学法学部卒業。株式会社リンクアンドモチベーション入社。
2010年、中小ベンチャー企業向け組織人事コンサルティング部門の執行役員に当時最年少で着任。
2013年、成長ベンチャー企業向け投資事業立ち上げ。全く新しい投資スタイルで複数の投資先を上場に
導く。2016年、国内初の組織改善クラウド「モチベーションクラウド」立ち上げ。2018年、同社取締役に
着任。同年オープンワーク株式会社取締役副社長を兼任。国内最大級の社員クチコミサイト「OpenWork」
を展開。2019年には社内コミュニケーションプラットフォーム「コミュニケーションクラウド」オールインワン
コラボレーションツール「チームワーククラウド」をリリース。国内HRTechの牽引役として注目を集めてい
る。著書に『THE TEAM～ 5つの法則～』など。

働き方改革

大西 賢
日本航空株式会社　　
特別理事

1989年に拓殖大学政経学部を卒業後、1996年パソナグループの社内ベンチャー第1号としてビジネ
ス・コープ（現 ベネフィット・ワン）を設立。
JASDAQ、東証二部を経て2018年に東証一部上場を果たす。
「サービスの流通創造」を経営ビジョンに、ユーザー課金型の定額制割引・予約サイト「ベネフィット・ステー
ション」を運営。
EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2018 ジャパン「Exceptional Growth 部門」大賞受賞。

白石 徳生
株式会社ベネフィット・ワン　　
代表取締役社長

1958年東京都生まれ。1981年東京大学理学部卒業。1983年東京大学大学院理学系研究科動物学専攻
修士課程修了後、帝人株式会社入社。1996年医学博士。2002年創薬評価研究部長、2003年帝人
ファーマ株式会社創薬推進部長、2006年事業開発部長、2007年医薬企画部長、2008年医薬開発研究
所長、2009年医薬医療企画部長、2011年帝人グループ駐欧州総代表、2012年４月帝人グループ執行
役員、マーケティング最高責任者。2013年4月帝人グループ常務執行役員、高機能繊維・複合材料事業
グループ長、6月取締役常務執行役員、2014年４月から現在に至る。

鈴木 純
帝人株式会社
代表取締役社長執行役員

麻野 耕司
モチベーションエンジニア／　
株式会社リンクアンドモチベーション
取締役／
オープンワーク株式会社
(旧株式会社ヴォーカーズ)取締役副社長

会場：ネクサスフィールド
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パネリスト

モデレーター

分科会 4-D

企業経営の未来 16:00-17:00分科会 4 Session

2007年 東京大学大学院工学系研究科修了後、ボストンコンサルティング グループに入社。
大手ネット企業の米国シリコンバレーオフィス立上げを経て、東京大学大学院に復学。同大学院松尾研究室
にて博士（機械学習）取得後2012年、 現・ PKSHA Technology 創業。
松尾研究室特任助教を経て、現在同社代表取締役。
2017年 9 月に東京証券取引所マザーズ上場。

2001年、電気通信大学情報工学科を卒業後、富士ソフトABC株式会社（現・富士ソフト株式会社）に入社
し、エンタープライズサービスを中心にさまざまなソフトウェアを開発。2007年に富士ソフトを退職した後
は、フリーエンジニアとして株式会社リクルートの基盤フレームワーク開発などに従事。2008年には株式会
社ビズリーチの創業に参画し、CTOとしてサービス開発を手掛ける。また同年、Web開発・制作会社であ
る株式会社レイハウオリを設立し、代表取締役に就任。2010年、株式会社ルクサ創業に伴い、同社CTOと
して約1年半の間、立ち上げに従事。現在は株式会社ビズリーチの取締役、CPOを務める。社外では、
mobyletメインコミッターなどのOSS活動や、各種講演会やセミナー講師としても活躍。

1997年　（株）セプテーニ・ホールディングスに新卒で入社。1999年　新規事業責任者としてインター
ネット広告事業を立ち上げる。
2006年　持株会社体制移行に伴い、（株）セプテーニの代表取締役社長に就任。
2009年　セプテーニ・ホールディングス代表取締役（現任）社長に就任。
2017年　委任型執行役員制度の導入に伴い、グループ社長執行役員に就任（現任）。
2019年　（株）電通との資本業務提携契約締結に伴い電通の執行役員に就任（現任）。

会場：ネクサスウインドAI・データの未来

上野山 勝也
株式会社PKSHA Technology
代表取締役

竹内 真
株式会社ビズリーチ 
取締役 CPO兼 CTO

住友電気工業株式会社、ベイン・アンド・カンパニーを経て、2001年ゼネラルエレクトリック（GE）に入社。
2006年よりGEヘルスケア・バイオサイエンス株式会社 取締役副社長。
2008年アマゾンジャパンに入社し、書籍およびメディア事業の統括事業本部長を歴任。書籍、音楽・映像、
ビデオゲームなどの事業を統括。デジタルコンテンツ事業・広告事業の立ち上げを主導。
2014年より現職。家電、コンシューマー IT、携帯、カメラ、オフィス、楽器などの事業を統括。

渡部 一文
アマゾンジャパン合同会社
バイスプレジデント
ハードライン事業本部 統括事業本部長

佐藤 光紀
株式会社セプテーニ・ホールディングス
代表取締役　
グループ社長執行役員
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登壇者

登壇者

クロージングセッション（鼎談）

閉会挨拶

会場：ボールルームイースト

会場：ボールルームイースト

神戸大学工学部卒。1989年にフューチャーシステムコンサルティング（現フューチャー）を設立。2016年に
持株会社体制に移行し会長兼社長グループCEOに就任。
内閣府 規制改革推進会議 議長代理・農林WG・水産WG統括、内閣官房 未来投資会議 議員、経済産業
省 IoT推進ラボ　IoT支援委員会 委員、厚生労働省　オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直し
に関する検討会　構成員、文部科学省 未来の学びコンソーシアム運営協議会委員、公益社団法人 経済同
友会 副代表幹事、公益財団法人NIRA総合研究開発機構 理事長、東京都ハンドボール協会 会長などを務
める。

自民党厚生労働部会長、衆議院議員（4期）。
1981年4月14日、横須賀市生まれ。関東学院大学卒業後、米国コロンビア大学にて政治学修士号を
取得。米国戦略国際問題研究所（CSIS）研究員を経て、2009年より衆議院議員を務める。
2011年、自民党青年局長に就任。2013年に内閣府大臣政務官・復興大臣政務官に就任し、東日本大震
災からの復興に全力を尽くす。2015年から自民党農林部会長として農政改革に取り組む。また、同年には
ポスト2020年代に向けた社会保障改革を提言。2018年10月からは「進もう、人生100年時代へ。」を
キャッチフレーズに、新たな社会保障の実現に取り組んでいる。

1973年神奈川県生まれ。東京大学大学院工学系研究科情報工学専攻修了後、マッキンゼー日本支社勤務
を経て、2000年6月にオイシックス株式会社を設立。2013年3月に東証マザーズに上場。2017年10月
には「大地を守る会」と、2018年10月にはらでぃっしゅぼーや（株）との経営統合を実現し、食材宅配3ブ
ランドを擁する新会社社長に就任。
その他、2007年、世界経済フォーラムYoung Global Leadersに選出。2018年7月より一般社団法人
日本車いすラグビー連盟　理事長に就任し、競技の認知度向上や組織運営に携わる。

1999年、日本大学法学部を卒業後、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現：ソニーネットワー
クコミュニケーションズ株式会社）を経て、2000年2月、楽天株式会社に入社。2004年2月に個人の趣味
としてGREEを開発。同年10月、楽天株式会社を退社。同年12月、グリー株式会社を設立し、代表取締役
に就任。2014年9月、代表取締役会長兼社長に就任。

1999年、米・タフツ大学を卒業後、モルガン・スタンレー証券に入社し、2004年には楽天イーグルスの創
業メンバーとなる。その後、株式会社ビズリーチを創業し、2009年に即戦力人材と企業を直接つなぐ転職
サイト「ビズリーチ」を開設。現在は、人材活用クラウドや事業承継M&Aプラットフォーム事業なども運営。
テクノロジーの力を活用して、日本経済の生産性向上に取り組む。世界経済フォーラムの「ヤング・グローバ
ル・リーダーズ」、日経ビジネスが選ぶ「次世代を創る100人」にも選出。

金丸 恭文
経済同友会副代表幹事
日本の明日を考える研究会委員長　
フューチャー株式会社　
代表取締役会長兼社長 グループＣＥＯ

小泉 進次郎
衆議院議員

髙島 宏平
経済同友会幹事
負担増世代が考える社会保障改革委員会委員長　
オイシックス・ラ・大地株式会社 代表取締役社長

田中 良和
経済同友会幹事
日本の明日を考える研究会副委員長
ラウンドテーブル2019統括　
グリー株式会社 代表取締役会長兼社長

南 壮一郎
経済同友会幹事
日本の明日を考える研究会委員
ラウンドテーブル2019運営責任者　
株式会社ビズリーチ 代表取締役社長
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アンケートのご協力をお願いします。
ROUND TABLE 2019に関するご意見をお聞かせください。




