
日米同時開催国際セミナー

外国人起業家を輩出するシリコンバレー
ハイテク聖地の最新レポート

2009 年 9月 18 日 ( 金 )

場所 法政大学市ヶ谷キャンパス　ボアソナード ・ タワー２６階スカイホール

時間 9:３０～１２:３０ （開場 9:00 ～）　【アメリカ時間 1７:３0 ～２０:30】

司会

主催

協力

【米国側】田口博雄

【日本側】田路則子

ハイテク・ベンチャーの起業家 Vol.3

法政大学地域研究センター

法政大学情報技術 (IT) 研究センター、法政大学エクステンション・カレッジ

（本学社会学部教授）

（本学経営学部教授）

9:30 開会挨拶 日本側司会 ： 田路　則子 （本学経営学部教授）

   米国側司会 ： 田口　博雄 （本学社会学部教授）

9:35 講演①  日本側 ： 吉川　欣也 （ミゼルＣＥＯ）

10:25 質疑応答

10:35 講演②  米国側 ： Jupe　Ｔａｎ

    （プラグアンドプレイ

    インターナショナル ・ ビジネス ・ リレーションシップ ・ マネージャー）

10:55 講演③  米国側 ： 川鍋　仁

    （サンブリッジ ・ パートナーズ

    シニア ・ テクノロジー ・ アナリスト兼インキュベーション ・ マネージャー）

11:15 質疑応答

11:25 休憩

11:35 パネルディスカッション

12:25 閉会挨拶 田路　則子

タイムスケジュール



吉川欣也 /Yoshikawa Yoshinari
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講演者プロフィール

　1990 年法政大学法学部法律学科卒業後、日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現大和 SMBC キャピタル）に入社。

その 5 ヵ月後に、同社を退職。

　その後、独立系シンクタンク「プロトコル」に転職し、当時で言う「ニューメディア」関連のビジネスに関する知見を得る。

プロトコルでの経験を踏まえ 1994 年、独立。翌 1995 年に、デジタル・マジック・ラボ（DML）を設立し、代表取締役社

長に就任。コンパック、FedEX、ファミ リーマートなど大手企業の WEB 構築を手がける。

　DML の社長・会長を歴任し 2001 年 7 月退社。DML の CTO だった石黒氏と共にシリコンバレーに渡り、ルーター開発

ベンチャーの「ip infusion」( 次世代ネットワークソフトウエア開発 ) を設立。現地のベンチャーキャピタルから約 20 億円

の資金調達に成功。2006 年に同社を ACCESS に売却（EXIT）する。

　その後、2008 年４月に Miselu　Inc を Mountain View, CA に設立。シリコンバレー在住。

　1989 年日本大学農獣医学部卒業後、株式会社 CSK( 現株式会社 CSK ホールディングス ) において、CASE ツールをはじ

めとする多くのソフトウェア開発およびオペレーティングシステムの移植作業等を担当後、同社研究開発部門でインターネッ

トの研究および社内ネットワークのインフラ構築、管理に従事。

　1994 年日本オラクル（株）入社後、担当製品の開発の為、渡英。2000 年帰国後は主に US 本社と連携し、多くの製品の

開発、品質管理、リリース・マネージメント、およびメンテナンスのプロセス改善を手掛ける。

　また、製品担当部長として国内大手メーカーとの連携に貢献。2005 年米国ベンチャー企業アイピーロックスに入社後、本

社開発本部長として渡米、ソフトウェア開発部門の立て直しと新バージョン開発を指揮。

　2009 年よりベンチャー・キャピタルである米国サンブリッジ・パートナーズ（SunBridge Partners Inc.）において、日

本オラクル初代代表のアレン・マイナーとともに、インキュベーション・ビジネスの立ち上げおよび日本企業の米国参入支援

を行っている。

International Business Relationship Manager – Plug and Play Tech Center 

Jupe is a Business Relationship Manager with Plug and Play Tech Center, where he works with high tech start-ups to help 

accelerate their growth and enable their success. 

At Plug and Play, Jupe is also responsible for international relationships and partnerships with government agencies, incubators 

and universities and is also President of the Plug and Play EXPO series, a premier Silicon Valley showcase for emerging 

companies. 

Prior to Plug and Play, Jupe worked for National University of Singapore (NUS). At NUS, Jupe was Program Director of NUS 

College in Silicon Valley, where he was responsible for managing the Silicon Valley operations for NUS Overseas Colleges, a 

unique overseas experiential learning and internship program where 50 students per year from Singapore come to Silicon 

Valley for a 12 month internships in high tech startups.

Jupe holds a BA in Economics from National University of Singapore.

Jupe Tan

川鍋　仁 /Hitoshi Kawanabe
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