
出演者 プロフィール
ゲストスピーカー①
日本医療機器開発機構
野口昌克氏
事業開発シニアディレクター

日本医療機器開発機構にて、医療機器の開発～販売、医療機器スタートアップへの投資・メン
ターを務める。前職Abbottでは、日本およびAPACにおいて、医薬品、診断薬・機器開発、医
療ITのプロジェクトマネジメント等に従事。ドリームインキュベーターでは、ビジネスプロ
デューサーとして、ベンチャー投資、大企業のコンサルティング、産業プロデュースを担当。

ゲストスピーカー②
George Arnold
Managing Principal
Knightsbridge Advisors

George is actively involved in all aspects of portfolio management, including all investment DD and decision-
making processes at Knightsbridge. He joined the firm from Citigroup PE where he was Director and Head of 
Venture/Growth Equity Fund Investments. At Citigroup, George was responsible for more than 100 fund 
relationships with commitments of $1.3 billion.

ゲストスピーカー③
帝人ファーマ 今井 豊氏
シニア・プランナー

帝人ファーマ（株）戦略企画部にて、デジタルヘルス等のプロジェクトを担当。ヘ
ルスケア事業子会社（SF近郊）に6年間勤務。また、戦略的VC投資のためボストン
のヘルスケアVCに駐在し、単独LPファンド立ち上げを推進。

帝人ファーマ前田明寛氏
在宅医療事業企画部 担当課長

インタビュアー ズ

帝人ファーマ（株）にて、在宅医療機器に関する日本市場へのライセンス活動に従
事するほか、コーポレートベンチャーキャピタル活動に関する日本側窓口を主導。
2014年から2019年まで、北米における戦略的パートナーの探索を目的に、同社の
カリフォルニアオフィスに勤務。

秦 由佳氏ファンド投資室長
産業革新投資機構

国内外のPE/VCのファンド投資に長年携わる。今般、国内のPE/VCのエコシステム
醸成のため産業革新投資機構に参画。

Devang Thakor
President, Anioplex, LLC

Devang provides strategic, technical, and business advisory to startups, multinational corporations, 
VCs and universities, enabling them to deploy groundbreaking "deep-techs.” He previously 
developed gene therapy and regenerative medicine technologies at HMS, Kyoto U. &   UCLA.

瀬尾享 氏 ファイザー社

ワールドワイドビジネスデベロップメント
Scout & EvaluationのAPAC統括

ファイザー社の日本におけるオープンイノベーションの推進、ベンチャーなどのエコシステム構築に携

わる。

アストリア 沼澤 成男
(コーホスト)
(株)デンソー 担当部長(兼務)

アストリアのコーポレートベンチャリングアドバイザリー部門長兼チーフストラテ
ジスト。（兼務）デンソー東京支社勤務。デンソー にて、多分野の新規事業創出、
グローバルなオープンイノベーションを歴任

総合司会森本 晴久 (主催)
アストリア MD

BornGlobal Forum (2016-)とAstoria Investor Forum (2001-)の主催者。
政策研究大学院大学 黒川研究室 客員研究員

George Arnold
Knightsbridge

野口昌克
JOMDD

秦由佳氏
産業革新投資機構

8:30 ‒ 9:15  Part I: ボーングローバル研究交流会インタビュー①
日本初の医療機器インキュベーターとしてのJOMDDの挑戦
日本医療機器開発機構 野口昌克

9:15-10:00
11:30- 12:30
バーチャル・ラウンジ
• バーチャル・ネット
ワーキング

• ゲストスピーカーと
の面談

10:00 ‒ 10:45 Part-II: ボーングローバル研究交流会インタビュー② 英語インタビュー
Bird’s-eye View of Global VC Markets by George Arnold, Knightsbridge
10:45 ‒ 11:30 Part-II: ボーングローバル研究交流会インタビュー③
新たな在宅医療ソリューション創出を目指した、コーポレートベンチャー(CVC)の取り
組み 帝人ファーマ 今井 豊・前田明寛

コーホスト
沼澤成男

アストリア/デンソー

総合司会
森本晴久
アストリア

ボーングローバル
タウンホール・ミーティング 7

11 / 11 （水）

2020

8:30  ~  11:30
ラウンジ ~12:30

• 日本初の医療機器インキュベーターとしてのJOMDDの挑戦
• Bird’s-eye view of global VC markets
• 新たな在宅医療ソリューション創出を目指した コーポレート
ベンチャー(CVC)の取り組み
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日本にいながら世界のエコシステムと出会える、それがボーングローバル
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アストリアコンサルティンググループについて

アストリアコンサルティンググループは2001年から、日本の年金基金および機関投資家を対象に、アストリアＰ
Ｅ投資フォーラムの主催をしています。2002年より現在に至るまでの10年間、毎年2回開催する『アストリアPE
投資フォーラム(APEF)』に加え、機関投資家（LP）とPE・VCファンドのマネジャー（GP）を招いた『アストリ
アLP/GP円卓会議』の開催や、年金向けのアストリア年金円卓会議などを毎年追加で開催しています。また、機
関投資家のプライベート・エクイティ運用に関連するリサーチ活動もカンファレンスの企画・開催と平行して日本
で展開しています。フラッグシップイベントのAPEFは2012年より『アストリアインベスターフォーラム(AIF)』
とリブランドされて今に至ります。

2016年からは、企業の世界エコシステムへのWIN-WIN参入をトータルに支援する事業を開始し、戦略的事業法人
と、VC、そしてその出資先スタートアップのコラボレーションをプロデュースする『ボーングローバル事業』の
開発に従事しています。具体的には投資フォーラム、ピッチイベント、バーチャル・ネットワーキング、バーチャ
ルセミナーなどを新たな事業ラインナップに加えた事業を提供しています。

2017年からは本拠地をアメリカ・カリフォルニア州に移しシリコンバレーに代表される北米のスタートアップ・
エコシステムと日本をつなげる事業開発支援に邁進しています。

事業構成
2020年以降、アストリアの事業ラインナップは、下記の事業から構成されます。
アストリア投資フォーラム： 機関投資家とファンドマネジャーのための投資運用の啓蒙とベストプラクティスの
研究を目的にしたリアルイベント（講演、パネルディスカション、ネットワーキング）
ボーングローバル・ネットワーク：バーチャル研究交流会 (2020年からヘルスケア分野で設立)" を通して戦略的
投資家（事業法人）とファンドマネジャー・出資先スタートアップをバーチャル（とリアル）につなげるプラット
フォーム・ビジネス（フォーラム、ウェビナー、バーチャルネットワーキング、SNS）
個別コンサルテーション : オープンイノベーションによる戦略立案、R&D支援、新事業創出支援
ファンド投資・事業開発支援事業 (準備中) : グローバルStartupソーシング&投資、CVC支援を総合的に備えた
革新的なビジネスモデルの投資事業 (マッチング、ビジネスデベロプメント、POC)

事業の沿革
2000年9月アメリカNYにて創業。
2001年1月にアストリアコンサルティンググループLLC 東京事務所を開設。同年11月に金融財務研究会と共同
で「オルタナティブ投資フォーラム」開催しました。翌年2002年9月に国内初めての機関投資家向け、プライ
ベート・エクイティ投資に特化した「アストリアPE投資フォーラム」を開催しました。
2004年にはPE業務委託とLLC東京支店が共同で経済産業省から委託調査「ベンチャーキャピタルの情報開示等の
あり方に関する調査研究（H15)」を受託しています。
2008年より、新たにアストリアコンサルティング株式会社(アストリア㈱）を日本に設立し、日本におけるカン
ファレンス事業の受託と事務局業務およびリサーチ・コンサルテーション業務をアストリアLLC東京支店から引き
継ぎました。
2011年9月以降、『アストリア インベスターフォーラム』と『ボーングローバルフォーラム』の運営業務をアス
トリア㈱が担当しています。米国アストリアLLCは、引き続き企画開発および協賛営業を担当しています。
2016年からは戦略的投資家とスタートアップの事業コラボレーション開発を目的にした『ボーングローバル・
フォーラム』を開始し、日米欧の国際イベントをバーチャルにビデオ会議を活用しています。
2019年にはバーチャルの参加者とリアル（会場）参加者をイベント開催日以降もアプリ上でつなげ続けるSNSア
プリを試験的に導入し、継続的なエンゲージメントが可能であることを実証しました。この経験を元に、2020年
以降のバーチャルイベント開発に向けた重要な一歩を踏み出しました。

会社所在地・代表
商号 アストリアコンサルティンググループLLC (北米)
住所 1076 Carol Lane, Suite 41, Lafayette, CA 94549, USA
電話 +1-917-318-7527
代表者 森本晴久
メールアドレス：hm@astoriacg.com
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