IoT Lab Selection
第３回先進的 IoT プロジェクト選考会議
一次・二次審査 委員
（敬称略・順不同）

伊佐山 元

株式会社 WiL Co-Founder & CEO

漆原 茂

ウルシステムズ株式会社 代表取締役社長

江幡 智広

KDDI 株式会社 戦略推進部長 兼 KDDI∞labo 長

岡島 博司

トヨタ自動車株式会社 先進技術統括部 主査 担当部長

小澤 尚志

オムロンベンチャーズ株式会社 代表取締役社長

片岡 晃

独立行政法人情報処理推進機構 IT 人材育成本部 イノベーション人材
センター センター長

川原 圭博

東京大学大学院 情報理工学系研究科 准教授

木村 尚敬

株式会社経営共創基盤 パートナー・取締役・マネージングディレクター

小泉 寧

凸版印刷株式会社 ビジネスイノベーション推進本部戦略投資担当部長

坂本 教晃

株式会社東京大学エッジキャピタル プリンシパル

都築 直史

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 IoT 推進部 部長

夏野 剛

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特別招聘教授

原田 達也

東京大学 情報理工学系研究科 教授

藤川 佳則

一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 准教授

森川 博之

東京大学 先端科学技術研究センター 教授

渡邉 佑規

株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ シニア・アソシエイト

先進的 IoT プロジェクト選考会議 委員
（敬称略・順不同）

＜座長＞

冨山 和彦

株式会社経営共創基盤

代表取締役 CEO

＜IoT 支援委員会委員＞

江田 麻季子

インテル株式会社 代表取締役社長

ウド・ヴォルツ ボッシュ株式会社 代表取締役社長

馬場 渉

SAP ジャパン株式会社 バイスプレジデント Chief Innovation Officer

仮屋薗 聡一

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 会長

小出 伸一

株式会社セールスフォース・ドットコム 代表取締役会長兼 CEO

島田 太郎

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/プロセス&
ドライブ事業本部長

鈴木 和洋

シスコシステムズ合同会社 戦略ソリューション 事業開発担当 専務
執行役員

田中 正明

PwC インターナショナル シニア グローバル アドバイザー

辻井 潤

国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター所長

長崎 忠雄

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 代表取締役社長

夏野 剛

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特別招聘教授

原田 達也

東京大学 情報理工学系研究科 教授

ピーター・フィッツジェラルド

ポール・ドーアティ

グーグル株式会社 代表取締役

Accenture plc Chief Technology Officer

＜審査委員・支援機関代表＞

赤木 浩一

株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業本部） 新事業室 室長

伊佐山 元

株式会社 WiL Co-Founder & CEO

伊藤 毅

Beyond Next Ventures 株式会社 代表取締役社長

伊藤 正敏

株式会社日本政策投資銀行

漆原 茂

ウルシステムズ株式会社 代表取締役社長

江幡 智広

KDDI 株式会社

大澤 弘治

GLOBAL CATALYST PARTNERS JAPAN マネージング・ディレクター
兼 共同創設者

産業調査部 ソリューション企画室長

戦略推進部長 兼 KDDI∞labo 長

大櫃 直人

株式会社みずほ銀行 イノベーション企業支援部長

小笠原 治

株式会社 ABBALab 代表取締役

岡島 博司

トヨタ自動車株式会社 先進技術統括部 主査 担当部長

荻原 紀男

CSAJ スタートアップファンド投資事業有限責任組合・一般社団法人コン
ピュータソフトウェア協会

無限責任組合員・会長

小澤 尚志

オムロンベンチャーズ株式会社 代表取締役社長

柏木 英一

株式会社三菱 UFJ フィナンシャルグループ 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
デジタルイノベーション推進部長

片岡 晃

独立行政法人情報処理推進機構 IT 人材育成本部 イノベーション人材
センター センター長

木村 尚敬

株式会社経営共創基盤 パートナー・取締役・マネージングディレクター

小泉 寧

凸版印刷株式会社 ビジネスイノベーション推進本部戦略投資担当部長

小森 敦夫

株式会社日本政策金融公庫（国民生活事業本部） 創業支援部 部長

鈴木 啓之

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO） 知的財産・イノベーション
部長

瀧口 匡

ウエルインベストメント株式会社 代表取締役社長

都築 直史

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 IoT 推進部 部長

長井 延裕

株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 執行役員投資
連携・促進グループ 統括部長

中嶋 淳

アーキタイプ株式会社 代表取締役

服部 結花

インクルージョン・ジャパン株式会社 代表取締役

浜辺 哲也

株式会社産業革新機構（INCJ) 専務取締役

丸 幸弘

株式会社リバネス 代表取締役 CEO

三好 啓介

株式会社ジャフコ 取締役

