The Society of Global Business
グローバルビジネス学会

第 4 回全国大会詳細

❶日目 7 月 7 日 (土) 9:45 – 17:40 会場：早稲田大学キャンパス（井深記念ホール)
ＡＩ（人工知能）時代に向けたグローバルビジネスのあり方
午前の部

総合司会：川上 智子

(第４回全国大会実行委員長)
京都大学大学院 経営管理研究科 教授
潔司
一般社団法人グローバルビジネス学会 理事長

10:10 – 10:25

開会挨拶

小林

10:25 – 10:40

基調講演(1)

根来 龍之

10:40 – 10:55
10:55 – 11:10
11:10 – 12:30

基調講演(2)

新田 隆夫
鯉渕 健

基調講演(3)

早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授 兼

IT 戦略研究所 所長

内閣府政策統括官(科学技術・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ担当)付(総合科学技術
・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ会議事務局)参事官(社会システム基盤担当)
トヨタ自動車株式会社 先進技術開発ｶﾝﾊﾟﾆｰ 常務理事

パネルディスカッション(1)「ハイパー・グローバリゼーション時代のＡＩとビジネス」
パネリスト:

佐野 究一郎
鯉渕 健
茶谷 公之
モデレーター

12:30 – 13:30

内閣官房 日本経済再生総合事務局 参事官
トヨタ自動車株式会社 先進技術開発ｶﾝﾊﾟﾆｰ 常務理事
楽天株式会社 執行役員 AI 推進部 ｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ

関口 和一 株式会社日本経済新聞社 兼 編集委員

昼食

午後の部

13:30 – 13:45
13:45 – 14:00

招待講演(1)

14:00 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 14:50

休憩

14:50 – 16:10

パネルディスカッション(2)

駒澤大学経済学部 准教授

招待講演(2)

井上 智洋
松原 仁

招待講演(3)

稲見 昌彦

東京大学先端科学技術研究センター 教授

招待講演(4)

鈴木 晶子

京都大学大学院 教育学研究科 教授

公立はこだて未来大学 副理事長 兼 複雑系知能学科教授

「多様化するＡＩ活用の可能性と課題：経済と倫理を考える」

パネリスト:

井上
松原
稲見
鈴木

智洋
仁
昌彦
晶子

モデレーター

駒澤大学経済学部 准教授
公立はこだて未来大学 副理事長 兼 複雑系知能学科 教授
東京大学先端科学技術研究センター 教授
京都大学大学院教育学研究科 教授

池上 重輔

早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授アケル兼

早稲田ブルー・オーシャン戦略研究所 幹事

16:10 – 16:30

休憩

16:30 – 17:00

招待講演(5)

落合 陽一

17:00 – 17:30

招待講演(6)

名和 高司

17:30 – 17:40

閉会挨拶

井之上 喬

18:00 – 20:00

懇親会

会場：国際会議場第一会議室（井深記念ホール３階）

筑波大学大学院 図書館情報メディア研究科 准教授・学長補佐 兼
ﾋﾟｸｼｰﾀﾞｽﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ株式会社 代表取締役
一橋大学大学院 国際戦略研究科 教授
京都大学 経営管理大学院 特命教授 兼
グローバルビジネス学会 副会長

ＡＩ（人工知能）時代に向けたグローバルビジネスのあり方

The Society of Global Business
グローバルビジネス学会

第 4 回全国大会詳細

❷日目 7 月 8 日 (日) 8:45 – 17:40 会場：早稲田大学キャンパス（11 号館 5 階教室)
ＡＩ（人工知能）時代に向けたグローバルビジネスのあり方
午前の部

09:20 – 09:30

総合司会：中林 美恵子

第４回全国大会実行副委員長

川上 智子

開会挨拶

第４回全国大会実行委員長

特別セッション

（502 階教室)

（国際経済連携協定委員会）

09:30 – 09:35

挨拶

林 康夫

日本貿易振興機構(JETRO)顧問/元理事長

09:35 – 09:55

基調講演(1)

澁谷 和久

内閣官房 TPP 等政府対策本部 政策調整統括官（502 階教室)

09:55 – 10:10

基調講演(2)

渡邊 頼純

慶応義塾大学 総合政策学部 教授

10:10 – 11:10

パネルディスカッション 「国際経済連携協定の現状と今後を考える」 （502 階教室)

（502 階教室)

（502 階教室)

パネリスト:

澁谷 和久
内閣官房 TPP 等政府対策本部 政策調整統括官
林 康夫
日本貿易振興機構(JETRO)顧問
渡邊 頼純
慶応義塾大学 総合政策学部 教授
中林 美恵子
早稲田大学 社会科学総合学術院 社会科学部 教授
青木 康夫
一般社団法人日本自動車工業会国際統括部長
モデレーター 井之上 喬 京都大学 経営管理大学院 特命教授 兼
グローバルビジネス学会 副会長

11:10 – 11:30

特別発表

「ＡＩ時代のＳＤＧｓ活用企業戦略」

笹谷 秀光
11:30 – 12:30

（502 階教室)

株式会社伊藤園顧問 兼 第４回全国大会実行副委員長

昼食 (理事会開催)（504 階教室)

午後の部

12:30 – 14:35

研究発表会

3 教室にて 1 コマ 25 分 25 分の発表

テーマ：AI, 他 （502 階教室)
司会者：川上 智子

長寿社会,教育（503 階教室)
金森 サヤ子

地方創生（506 階教)室)
秀島 栄三

14:35 – 14:50

休憩

14:50 – 16:30

研究発表会
3 教室にて 1 コマ 25 分 25 分の発表
テーマ：AI, 他 （502 階教室)
長寿社会,教育（503 階教室)

地方創生（506 階教)室)

司会者：高村 義晴

秀島 栄三

16:30 – 16:40

休憩

16:40 – 17:40
00

年次社員総会

（502 階教室)

植松 恵理子

