
AIスタートアップ
エコシステムの発展と協力
本郷・東京ーWaterloo・Torontoを結ぶ
スタートアップピッチセッションとシンポジウム

日 　 時：202３年1月26日（木）8:00ー11:30（JST）
会 　 場：オンライン開催（Zoomウェビナーを使用）
　　　 ＊同時通訳あり（日本語／英語）
主     催：東京大学未来ビジョン研究センター
   　　　 三井不動産東大ラボ
後  援：在日カナダ大使館
　　　　 独立行政法人 日本貿易振興機構(JETRO)
　　　　 一般社団法人 HONGO AI
参 加 費：無料

事前申込制

お申込はこちらを
クリック
または下記
QRコードから

カナダのトロントとウォータールー地域の大学からは、多くのハイテク人材が輩出され、
世界屈指のAIや量子の研究活動、そしてその研究成果に基づくスタートアップの創出
が行われてきました。一方、東京の本郷地区では、過去 10 年で東京大学を中心としたAI
スタートアップのエコシステムが形成され、複数の上場企業も輩出しており日本の AI
イノベーションをけん引しています。

このたび「三井不動産東大ラボ」(https://mfut-lab.ducr.u-tokyo.ac.jp/  東京大学の
産学連携プロジェクト）では、この 2 つのエリアのエコシステムの発展に着目し、両地域
のエコシステムの調査研究を行い、AI を中心としたエコシステムの発展のカギと、2つの
エコシステム間の連携の可能性を探ってきました。

本シンポジウムでは、カナダと東京をオンラインで結び、両地域のAI関連スタートアップや
VC、アクセラレーター、インキュベーターを紹介するピッチセッションを実施する予定です。
このピッチセッションにより、両地域のエコシステムの活況を来場者に体感していただく
ことができると考えています。ピッチイベント終了後、トロントとウォータールーの支援者
の活動を紹介するとともに、訪問調査の分析結果を報告します。その後、この2つの地域が
どのように交流していくべきか、具体的な提言を行う予定です。

開催概要

お問い合わせ
東京大学未来ビジョン研究センター  産学及び社会連携システム研究ユニット事務局
Email : wlab＠ifi.u-tokyo.ac.jp

https://ifi.u-tokyo.ac.jp/event_form/14433/


プログラム

8:00-8:10　オープニング

8:10-9:50　ピッチセッション

相原 博昭　　 東京大学理事・副学長
Nadin Nanji カナダ大使館  参事官（科学、技術、イノベーション）
橿本 英吾　　 JETROイノベーション・知的財産部長

9:50-11:30　シンポジウム

ピッチセッション・プレゼンテーション参加者の企業名をクリックすると
各Webサイトがご覧いただけます

ピッチセッション

Chun Yu
Visiontif 

Co-founder & CEO

石渡 祥之佑
MANTRA

Co-founder & CEO

Jacky Ho
BIO UNION

Founder & CEO

那須野 薫
Deep X

Founder & CEO

Komal Talwar
xlscout 

Co-founder

Jitin Talwar
xlscout

Co-founder

Sandeep Singh
xlscout
CTO

松田 尚子
bestat 

Founder & CEO

ピッチセッション・シンポジウム

Thomas Park
BDC Deep Tech Fund

パートナー

Sherif El Tawil
DMZ

シニアディレクター

Lilia Jemai
Mitacs

シニアアドバイザー

Adrien Côté
Velocity

エグゼクティブディレクター

ピッチセッション

郷治 友孝
東京大学エッジ

キャピタルパートナーズ
代表取締役社長

古川 圭祐
東京大学

協創プラットフォーム開発
パートナー

大堀 誠
東京大学

協創プラットフォーム開発
パートナー＆ライフサイエンスCIO

シンポジウム 挨 拶

山田 あゆみ
JETROトロント事務所

ディレクター

渡部 俊也
東京大学未来ビジョン
研究センター 教授

福嶋 路
東北大学大学院
経済学研究科 教授

相原 博昭
東京大学
理事・副学長

橿本 英吾
JETROイノベーション・
知的財産部長

Nadin Nanji
カナダ大使館
参事官

（科学、技術、イノベーション）

湯川 俊一
三井不動産ソリューション
パートナー本部

三井不動産東大ラボ長

Shane Gu
東京大学未来ビジョン
研究センター  客員准教授

OPEN AI

松尾 豊
東京大学大学院
工学系研究科  教授

登壇者

イントロダクション
渡部 俊也 　　　　東京大学未来ビジョン研究センター 教授 /
　　　　　　　　  東京大学執行役・副学長

プレゼンター
Chun Yu　　　 Visiontif 　 Co-founder & CEO
石渡 祥之佑　　 MANTRA 　 Co-Founder & CEO
Jacky Ho　　　 BIO UNION　Founder & CEO
那須野 薫             DeepX 　　　Founder & CEO
Komal Talwar　 xlscout　　  Co-founder
Jitin Talwar　　 xlscout　　  Co-founder
Sandeep Singh xlscout　　 CTO
松田 尚子 　　　 bestat 　　　 Founder & CEO

ジャッジ
郷治 友孝 　　　 東京大学エッジキャピタルパートナーズ 代表取締役社長
古川 圭祐 　　　　東京大学協創プラットフォーム開発  パートナー
大堀 誠 　　　　 東京大学協創プラットフォーム開発  
　　　　　　　　　パートナー＆ライフサイエンスCIO
Thomas Park 　 BDC Deep Tech Fund  パートナー 
Sherif El Tawil DMZ 　　　 シニアディレクター
Lilia Jemai 　　 Mitacs 　　　 シニアアドバイザー
Adrien Côté 　 Velocity 　　 エグゼクティブディレクター

コメンテーター
松尾 豊　　　　　　東京大学大学院工学系研究科  教授

イントロダクション
福嶋 路  東北大学大学院経済学研究科 教授

【1】ウォータールー/トロントのAIエコシステテムムににに関関すするる
　 トトーククセセッシションン

プレゼンテーション
Thomas Park BDC Deep Tech Fund   パートナー
Sherif El Tawil DMZ 　　　 シニアディレクター
Lilia Jemai　　　 Mitacs 　　　シニアアドバイザー
Adrien Côté　　 Velocity  　 エグゼクティブディレクター

コメンテーター
山田 あゆみ　　　 JETROトロント事務所   ディレクター

【2】本郷郷・・東東京～ウォォータールー・トトロントののAAIIススタタートトアアップププ・
エコシステムの比較と連携  研究報告連携ステ 較と とインプリケーションン

「研究報告」   福嶋 路　　東北大学大学院経済学研究科  教授
「政策提言」  渡部俊也 東京大学未来ビジョン研究センター 教授

コメンテーター
Shane Gu　　　　東京大学未来ビジョン研究センター 客員准教授 /
　　　　　　　　  OPEN AI

【3】クロージングセッション
湯川 俊一　　　　 三井不動産株式会社ソリューションパートナー
　　　　　　　　　本部産学連携推進部長 / 三井不動産東大ラボ長

https://www.visiontif.com/
https://mantra.co.jp/
https://www.bio-union.io/
https://www.deepx.co.jp/
https://xlscout.ai/
https://xlscout.ai/
https://xlscout.ai/
https://www.bestat-data.com/
https://www.bdc.ca/en/bdc-capital/venture-capital/funds/deep-tech-venture-fund
https://dmz.torontomu.ca/
https://www.mitacs.ca/en
https://velocityincubator.com/
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