
SiEED STRIPE intra & Entrepreneurship 
Empowerment and Development

Conference  2019
4月6日(土)   15:30～18:30 
 

岡山大学創立五十周年記念館 金光ホール 
参加無料  / 開場・受付開始:  15:00            レセプション: 18:30 ～ 19:30

オープニングに岡山大学長 槇野博史による変革に挑む岡山大からのメッセージの後、第1部では「シリコンバ
レーのスタートアップの今」をテーマに、世界のイノベーションの今の語り部として、シリコンバレーを代表す
る連続起業家の一人、Evernote元CEOのPhil Libin(フィル・リービン)が登壇。女性起業家である大同門(株)代
表取締役のフォーリー淳子との対談を通じて、世界を変えるイノベーションの実像と未来について議論します。

故人のDNAを樹木に移植し記念碑とする作品等、科学とアートが交わる作品に挑むバイオアーテイストの福原
志保、そして投資銀行の最前線でご活躍後、自然豊かな白馬の地で新しいインターナショナルスクール設立に
挑む草本朋子が登壇。モデレーターには、シリコンバレーで起業後、現在サンフランシスコにてスタートアッ
プへの投資・支援にあたるSiEEDエグゼクティブ・アドバイザーの外村仁を迎え、「思考の幅を拡げる新たな
挑戦」をテーマに、未来を考える視点について、斬新な角度からの議論を行います。

SiEED発起人である(株)ストライプインターナショナル代表取締役社長 石川康晴が起業の歩みと事業ビショ
ン・SiEED創設の想いを、SiEED講座代表の那須保友が岡山大のSiEEDへの期待とビジョンを語ります。 
SiEEDディレクターを務める山下哲也のSiEEDプログラムの詳細解説後、昨年、SiEED試行講義に参加された
Tú Hoàngさん、Pandita Suthampornさんを交えて、SiEEDの方向性とこれからの学びについて議論します。
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プログラム

第1部
オープニング : 槇野 博史 (岡山大学 学長) 
  

スピーカー: Phil Libin モデレーター: フォーリー淳子 
  All Turtles  創業者・CEO   大同門(株)  代表取締役社長 
  Evernote  元CEO   シルバーエッグ・テクノロジー(株)  共同創業者

第2部
スピーカー: 福原 志保 モデレーター: 外村 仁 

  バイオアーテイスト   SiEEDエグゼクティブ アドバイザー      
草本 朋子   スクラムベンチャーズ パートナー 
  白馬インターナショナルスクール 
  設立準備財団 代表理事

　アートパフォーマンス: 山地 真美 (2018 Okayama Award 受賞)  ピアノ演奏

第3部
スピーカー: 石川 康晴 モデレーター: 山下 哲也 

  (株)ストライプインターナショナル   SiEEDディレクター 
  代表取締役社長 兼 CEO    SVVI LLC 日本代表 
那須 保友  
  岡山大学 SiEED 講座代表 
Hoang Tanh Tu、Pandita Suthamporns  ( 岡山大 Global Discovery Program 留学生 )3

- “シリコンバレーのスタートアップの今” -

- “思考の幅を拡げる新たな挑戦” -

- SiEED Programとは -
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15:30 ～ 16:20

16:40 ～ 17:25

17:35 ～ 18:30

未来創造に向けた学びの場として、岡山大学と株式会社ストライプインターナショナルは、起業家精神Entrepreneurshipと改革者精神
Intrapreneurshipを学ぶSiEED (STRIPE Intra & Entrepreneurship Empowerment and Development) プログラムを創設しました。岡山大学では全
学対象の教養教育として、2019年4月よりSiEED基礎プログラム4科目を開講致します。本講座は、現代のEntrepreneurshipとIntrapreneurshipの基礎
について、現代社会と技術革新との関係をもとに理解し、両者を涵養する視点と考え方を学ぶ、大変ユニークな科目です。


SiEED Conference 2019は、本講座のビジョン・コンセプトに触れる場として、世界・各分野で活躍するイノベーターと聴衆を交えた自由討議を通
じて、新たなZeitgeist (時代精神)を語り合うユニークなカンファレンスです。未来を創造する新しい形と力に触れる3時間。ぜひお楽しみください。

休憩 : 16:20 ～ 16:25

休憩 : 17:25 ～ 17:35

16:25 ～ 16:40



1970年岡山市生まれ。岡山大学経済学部卒。京都大学大学院経営学修士
（MBA）。94年、23歳で創業。95年クロスカンパニー（現ストライプイン
ターナショナル）を設立。99年に「earth music&ecology」を立ち上げ、
SPA（製造小売業）を本格開始。現在30以上のブランドを展開し、グルー
プ売上高は1,300億円を超える。公益財団法人 石川文化振興財団の理事長
や、現代アートの国際展覧会「岡山芸術交流」の総合プロデューサーも務
め、地元岡山の文化交流・経済振興にも取り組んでいる。

石川 康晴 
(株) ストライプインターナショナル代表取締役社長 兼 CEO 
公益財団法人石川文化振興財団 理事長

昭和56年岡山大学医学部卒業。専門は泌尿器科学で、遺伝子治療、内視鏡
手術（腹腔鏡、ロボット手術）に積極的に取り組んでいる。我が国初の前
立腺がん遺伝子治療を岡山大学で実施した。現在は、母校の教授を務めな
がら研究科長として医療系キャンパスの教育・研究の先頭に立つ（4月1日
より、研究担当の理事・副学長）。岡山大学発の遺伝子治療薬の開発を目
指し、ベンチャー（桃太郎源社）の立ち上げに・運営に深く関与したこと
をきっかけにSiEEDにかかわるようになった。

那須 保友 
SiEED-Okayama 起業家精神養成学 育成講座 代表

NEC・Motorolaにて携帯電話システムの設計・開発及び国際標準化、NTT 
docomoではi-modeの開発・各種戦略提携・スマートフォン導入を担当。 
2012年に山下計画株式会社を設立。スタートアップに対するメンタリング、
戦略設計・実行のサポートを提供。神戸市と500Startupsによるアクセラ
レーター「500KOBE」のLiaison Officerを務める他、Siliccon Valley Venture 
and Innovationの日本代表として国内外のスタートアップ支援を提供。2016
年よりSiEEDディレクターとして、プログラム設計及び講師を担当。 
筑波大学社会工学類卒、MIT Sloan Fellows MBA。

山下 哲也 
SiEED ディレクター,  SVVI LLC 日本代表 

アーティスト、研究者、開発者。2001年ロンドンのセントラル・セント・
マーチンズ卒業、2003年ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修了。2004年
ゲオアグ・トレメルとアーティスティック・リサーチ・フレームワーク
「bcl」を結成。以後、特にバイオテクノロジーの発展が与える社会へのイ
ンパクトや、水環境問題について焦点を当てている。また、それらにクリ
ティカルに介し、閉ざされたテクノロジーを人々に開いていくことをミッ
ションとしている。

福原 志保 
Bio-Artist

東京大学経済学部卒。モルガン・スタンレー東京支店、NY 本社勤務後、
カリフォルニア大学バークレー校で経営学修士号(MBA)を取得。ゴールドマ
ン・サッ クス東京支店、NY本社のプライベートエクイティ部門で投資業務
に従事。出産を機に金融業界を引退後、3児の母となる。長野県白馬村の
大自然に魅了され、子育てのため2009 年より白馬在住。 

草本 朋子 
白馬インターナショナルスクール 設立準備財団代表

ベイン＆カンパニーを経て、アップル社で市場開発やマーケティング本部
長職などを歴任。2000年シリコンバレーにてGeneric Mediaを共同創業、資
金調達から売却までを経験。First Compass Groupを創業し現地スタート
アップと日米提携案件を複数実現。2010年からはEvernote Japan会長とし
て、ドコモ・日経との大型資本/業務提携を実現、同社のユニコーン企業へ
の成長に寄与。シリコンバレー起業家ネットワーク（SVJEN）の初代代
表。未踏プログラムや異能vationプログラムのアドバイザー等も歴任。 
東京大学工学部卒。スイスIMD MBA。

外村 仁 
スクラムベンチャーズ パートナー

１９４８年岡山県生まれ。１９７５年岡山大学医学部医学科卒業、岡山大
学医学部助手、同教授など経て２００１年に同大大学院医歯学総合研究科
教授。２００９年から大学院医歯薬学総合研究科長を努めた。２０１１年
から岡山大学病院長、同大理事を歴任し、２０１７年４月より岡山大学長
（第１４代）に就任。就任時よりＳＤＧｓの各プロジェクトと岡山大学の
活動を連動させ、社会課題解決のプロセスを実質化していくことを表明し、
同年１２月には第１回ジャパンＳＤＧｓアワード特別賞「ＳＤＧｓパート
ナーシップ賞」を受賞。

槇野 博史 
岡山大学 学長

シリコンバレーを代表する連続起業家の一人。現在 CEO を務める All 
Turtles は2017年の創業で、自らの4回目の起業に当たる。同社はサンフラ
ンシスコ、東京、パリに拠点を有すベンチャー支援や新規プロダクト創造
をするユニークな事業会社。

All Turtles 創業直前は、米シリコンバレーの大手VCである General Catalyst 
の Managing Director として活躍。それ以前は、世界的なクラウド・サービ
スである Evernote を含む IT 企業３社の創業者・CEO として、起業から商
業的な成功に至るまで事業拡大を牽引。

Phil Libin  Evernote 元CEO,  All Turtles 創業者

神戸女学院大学卒。大阪府知事付通訳として勤務後、同時通訳者として活
動。33 歳で起業、 英国オンラインデータベースの会社 MAID 社の日本総代
理店、㈱メイド・ジャパンを設立。同社事業売却後、1998 年にAI技術の会
社シルバーエッグ・テクノロジー㈱をト－マス・フォーリー氏と設立。専
務取締役＆COOとして同社の事業構築に携わる。2016 年 9 月に東証マザー
スに上場。2010 年に、民事再生にてファンドの手に渡った家業のレストラ
ン・チェーン「焼肉の大同門」を買戻し、社長に就任。2015年シルバー
エッグ・テクノロジー共同創業者就任。大阪スタートアップコミュニティ
で積極的に活動中。

フォーリー淳子 
大同門(株) 代表取締役社長 
シルバーエッグ・テクノロジー(株) 共同創業者

岡山大学法学部出身の、情景描写ピアニスト。

日本各地域の美しい情景を音楽に写し、全国・世界へ・未来へと魅力発信
していく活動を進める。

関東、岡山、そして海外公演を中心に活動しており、これまでにカンヌ映
画やテレビ番組のテーマ曲・CM等へ音楽を多数提供している。

オカヤマアワード２０１８特別音楽賞を受賞。おかやま観光特使。

山地 真美 
情景描写ピアニスト

ベトナム出身。広島YMCA専門学校で1年間日本語を学習し、現在は岡山大
学グローバルディスカバリープログラムに在学中。

将来、母国でコミュニティラーニングセンターを設立するという目標があ
る。社会イノベーションや非営利活動に興味を持ち、少しでも社会に貢献
したいと考え、様々なボランティア活動に参加している。2016年に広島留
学大使として任命され、その後六か月間ボランティアとして日本語の教師
を勤めたり、通訳やイベントのお手伝いなどの活動を行っている。

Hoang Tanh Tu (ホアン・タン・トゥ) 
岡山大学 Global Discovery Program 二年生

タイ(バンコク)出身。海外生活の経験を通じ、高校生の頃より深く考え自己
実現を目指す様になった。イタリアとの交換留学生のAFS (American Field 
Service) タイの前代表を務め、UWC-ISAK Japanを卒業。現在は、岡山大学
グローバルディスカバリープログラム二年生として、社会革新と起業家精神
を探求中。社会革新を推進する立場から、誰もが自らのポテンシャルを最
大限活かせる様な革新の実現を目指している。これまでの多様な文化・人・
場所での経験が私の力を引き出してくれたことから、次は自らが多くの人
の力となり、革新を生み出す契機となりたいと願っている。

Pandita Suthamporn (パンディタ・スサムポン) 
岡山大学 Global Discovery Program 二年生

登壇者 プロフィール ( 順不同・敬称略 )


