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知事のシンガポール渡航中の行事結果について 

2022 年８月 19日（金）午前、知事はシンガポール人材開発省において、第二貿易

産業大臣兼人材開発大臣であるタン・シー・レン氏と面談を行い、シンガポールの

先進的な知見の共有や、双方のスタートアップ支援施策に関する意見交換を行いま

した。 

その後、シンガポール財務省において、副首相兼経済政策調整大臣であるヘン・

スイキャット氏と 2019 年以来３年ぶりの面談を行い、シンガポールと愛知県との交

流・連携強化に向けた意見交換を行いました。 

 午後には、政府主導によるスタートアップ支援機関であるACE
エース

を訪問し、CEO のフ

ローレンス・ネオ氏などとスタートアップ支援における政府との連携に関する意見

交換を行いました。 

また、世界有数のビジネススクールであるINSEAD
インシアード

（アジアキャンパス）を訪問し、

フィリップ・アンダーソン教授、サミール・ハシジャ教授と今後の連携の方向性に

関する協議を行いました。 

 

１ 第二貿易産業大臣兼人材開発大臣 タン・シー・レン氏との面談 

（担当課：スタートアップ推進課） 

（１）日時 

2022 年８月 19日（金）午前９時から午前９時 50分まで 

（日本時間８月 19 日（金）午前 10時から午前 10時 50 分まで） 

（２）場所 

シンガポール人材開発省 

（３）面談者 

第二貿易産業大臣兼人材開発大臣 タン・シー・レン氏 

貿易産業省北東アジア課長 タン・ルイ・ハイ氏 

貿易産業省北東アジア副課長 クリストファー・タン氏 

貿易産業省北東アジア課長補佐 デービット・アン氏 

貿易産業省北東アジア課アナリスト レニー・ニオ氏 

（４）愛知県側出席者 

大村秀章知事 

 

2022 年８月 20日（土） 

愛知県経済産業局革新事業創造部 

スタートアップ推進課海外連携グループ 

担当 林、堀部 

内線 5180、5181 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 052-954-7474 
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（５）内容 

知事からは、愛知県の強みである自動車産業・ロボティクス産業の概要説明や、

2024 年 10 月の開業に向けて準備を進めている STATION Ai を中心に、「Aichi-

Startup 戦略」に基づく本県のスタートアップ施策やシンガポール国立大学（以下

「NUS」という。）との連携事業について説明しました。また、NUS と連携してい

る国立長寿医療研究センターに関する話題に触れ、イノベーションの力で高齢化

の進展に伴う社会課題の解決を目指すことに言及しました。さらに、今秋にオープ

ンするジブリパークについて紹介し、来県を呼び掛けました。 

タン大臣からは、愛知県の取組を非常に前向きと讃（たた）え、NUS との連携に

ついて全力でサポートする旨の発言がありました。また、ロボティクスを活用した

高齢化への対処について、今後、愛知県との連携が可能との提案がありました。 

この提案を受け、知事からは愛知県も高齢化に関してはシンガポールと同様に

重要な課題と認識しており、ロボットを使って高齢者を支援するプロジェクトを

進めていることを紹介しました。その上で、この課題は私たちがしっかりと連携し

ていくことが大切であると、更なる連携強化の要請を行いました。 

タン大臣は、愛知県とシンガポールが力を合わせることで、世界をリードするこ

とができると賛同の意を表しました。 
 

タン大臣との面談の様子 タン大臣との記念撮影 

 

 

 
 
２ 副首相兼経済政策調整大臣 ヘン・スイキャット氏との面談 

（担当課：スタートアップ推進課） 

（１）日時 

2022 年８月 19日（金）午前 10時 30 分から午前 11時 30 分まで 

（日本時間８月 19 日（金）午前 11時 30 分から午後０時 30分まで） 

（２）場所 

シンガポール財務省 

（３）面談者 

副首相兼経済政策調整大臣 ヘン・スイキャット氏 

私設秘書 ウォン・カン・ジェット氏 

副私設秘書 アルバート・ペク氏 

外務省副ディレクター（北東アジア担当）リウ・リー・リン氏 

外務省担当官（北東アジア担当）レジーナ・ウン氏 
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（４）愛知県側出席者 

大村秀章知事 

（５）内容 

初めに知事から、愛知県の産業特性や STATION Ai を核とした県のスタートアッ

プ支援策、NUS との連携事業の成果を中心に、海外スタートアップ支援機関との

連携状況について説明を行いました。加えて、今秋オープンするジブリパークに

ついても紹介し、来県を呼び掛けました。 

ヘン副首相からは、愛知県の取組に対し非常に魅力的であるとの発言の後、シ

ンガポールが抱えている問題として、環境問題や新型コロナウイルス感染症対策、

高齢化への対応を挙げ、その解決のためには世界が一丸となって取り組む必要が

あり、愛知県とシンガポールとの連携もその一つとして大変心強いと感謝の意を

述べられました。 

あわせて、こうした課題の解決にはロボットや AI等のテクノロジーの発展が欠

かせないとして、そのためには事業会社とスタートアップとの連携をグローバル

に進めていく必要があるとの発言がありました。 

それを受け、知事から、今回の BLOCK71 Nagoya の開設を契機に、シンガポール

及び日本のスタートアップと事業会社との交流をますます活性化させていきた

いと抱負を述べたところ、ヘン副首相からはサポートを惜しまないとの発言があ

り、両者が協力体制を継続させていくことに合意しました。 
 

ヘン副首相と記念撮影① ヘン副首相と記念撮影② 
写真 写真 

 
 
 
 

３ ACE
エース

訪問                  （担当課：スタートアップ推進課） 

（１）日時 

2022 年８月 19日（金）午後１時 30分から午後２時 20分まで 

（日本時間８月 19 日（金）午後２時 30 分から午後３時 20分まで） 

（２）場所 

ACE 
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（３）面談者 

CEO フローレンス・ネオ氏 

企業イノベーション・スタートアップ振興副ディレクター ルシアン・コー氏 

コミュニケーション・エンゲージメント担当 ジョセフ・コング氏 

スタートアップ振興担当 ジェリック・ティー氏 

（４）愛知県側出席者 

大村秀章知事 

（５）内容 

   最初に知事から、2024 年 10 月の開業に向けて準備を進めている STATION Ai を

中心に、NUS を始めとする海外の支援機関との連携事業について説明しました。 

   その後、コー副ディレクターから、シンガポールにおけるスタートアップの状

況や、スタートアップ・エコシステム構築に向けた ACE の取組について説明があ

りました。また、ネオ CEO から、BLOCK71 が NUS の関連機関であることに対し、

ACE は政府とのつながりが深く、「シンガポールのスタートアップ・エコシステム

に関する国民の代弁者」という理念の下、様々なスタートアップ支援事業を通じ

て政府にフィードバックを行う役割を担っているとの発言がありました。 

   知事からは、愛知県はスタートアップ支援においてグローバルのネットワーク

を広げたいと考えているので、是非協力いただきたいと要請しました。 

 

ネオ CEO との面談の様子 ネオ CEO（右から４人目）との記念撮影 

 

 

 

 

【ACE の概要】 

〇設立：2003 年 

○所管：タン・シー・レン第二貿易産業大臣兼人材開発大臣 

〇運営：設立当初は貿易産業省が運営し、2014 年に NPO に移行。 

〇会員：スタートアップ 1,300 社以上 

〇支援実績：スタートアップ 176 社（2021 年１月～2021 年６月） 

〇事業内容：起業家精神の促進、スタートアップの新たな成長機会の創出、 

スタートアップの規模拡大に向けた支援。 
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４ INSEAD
インシアード

（アジアキャンパス）訪問     （担当課：スタートアップ推進課） 
（１）日時 

2022 年８月 19日（金）午後３時から午後５時 20分まで 

（日本時間８月 19 日（金）午後４時から午後６時 20分まで） 

（２）場所 

INSEAD（アジアキャンパス） 

（３）面談者 

教授 フィリップ・アンダーソン氏 

教授 サミール・ハシジャ氏 

（４）愛知県側出席者 

大村秀章知事 

（５）内容 

 まず知事からは、製造業の世界的な集積を誇る愛知の強みを今後も成長させる

ためには、グローバル化、デジタル化、カーボンニュートラルへの対応が不可欠と

の問題提起をしました。両教授も、知事の問題意識に同意の上、これらの課題を解

決するためにはスタートアップなど新たな担い手の育成が必要であるとともに、

既存の大企業や中堅企業とスタートアップのネットワーキングが効果的ではない

かとの意見を述べられました。加えて、現在の連携事業であるオープンイノベーシ

ョンプログラムの拡大など、愛知県との連携を増やしていきたいとの提案があり

ました。 

この提案を受け知事からは、INSEAD のグローバルな知見を本県と共有していた

だきたいと述べ、今後の連携強化に合意しました。 

面談後、PRE-STATION Ai に入居している本県スタートアップ２社によるオンラ

インピッチを行い、フィリップ教授やサミール教授が直接アドバイスするととも

に、知事からは、それぞれのスタートアップに対して応援メッセージを送りまし

た。 

 

 

 

【INSEAD の概要】 

〇設立：1957 年 

○学生数：約 1,200 人  

○卒業生：約 58,000 人 

○特徴 

・本校（本拠地）はフランスにある世界トップクラスの経営大学院 

・MBA ランキング：Financial Times Global MBA ランキング１位（2021 年） 

・フランス、シンガポール、アブダビにもキャンパスを構える世界最大級で唯一

のマルチキャンパス 

・本県の連携事業として、2020 年度からイノベーション人材育成プログラムを

実施しており、アジアキャンパスが担当している。 
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フィリップ教授、サミール教授 

との面談の様子 施設見学の様子 

  

 

共同イベントの様子 フィリップ教授、サミール教授との 
記念撮影 

 

 

 



 
 

 
 

シンガポール渡航日程の概略 

 

日程：8/17（水）～8/20（土）（２泊４日） 

日時 主な行事 宿泊地 
行事結果 
配布予定 

8/17(水) 10：30 

16：05 

中部国際空港発（SQ671） 

シンガポール・チャンギ空港着 

シンガ

ポール 
- 

8/18(木) 09：00 

 

 

 

 

13：00 

 

15：00 

 

シンガポール国立大学訪問 

・タン・エン・チャイ氏（シンガポール

国立大学総長）との面談 

・「BLOCK71 Nagoya」合意書署名式 

・BLOCK71 訪問（視察） 

シンガポール航空訪問（エアポートセー

ルス） 

ピーター・オン氏（エンタープライズ・

シンガポール（シンガポール企業庁）最

高責任者）との面談 

シンガ

ポール 

8/19（金） 

午前 11 時 

8/19(金) 09：00 

 

10：30 

 

13：30 

15：00 

タン・シー・レン氏（貿易産業省第二貿

易産業大臣兼人材開発大臣）との面談 

ヘン・スイキャット氏（副首相兼経済政

策調整大臣）との面談 

ACE 訪問 

INSEAD（アジアキャンパス）訪問 

機内泊 
8/20（土） 

午前 11 時 

8/20(土) 01：20 

09：05 

シンガポール・チャンギ空港発（SQ672） 

中部国際空港着 
- - 

＊各行事の日程等は調整中のため、今後変更になる可能性があります。 

＊行事の予定時間は現地時間、行事結果の県政記者クラブへの配布予定時刻は日本時間で

す。 

シンガポール：日本時間－１時間 

 
 


