プログラム
５月８日（木）帝国ホテル（東京）

8:00-11:30

準備会議
テーマ：教育及び社会的企業家精神を通してのイノベーションの活性化

8:00-8:30

朝食

（8:10-8:30）

*オープニングスピーチ*
小宮山 宏 （東京大学 総長）

8:30-9:00

*スピーチ*
デイヴィッド ストラングウェイ （クエスト大学 総長）

9:00-9:50

*ディスカッション*
議長： 松重 和美 （京都大学 副学長）

9:50-10:05

*休憩*

10:05-10:35

*スピーチ*
小松 利行（キヤノン株式会社取締役 企画本部副本部長）
吉田 正寛（新日本石油株式会社 執行役員 研究開発本部 研究開発企画部長）
田辺 孝二（東京工業大学 イノベーションマネージメント研究科 教授）

10:35-11:25

*ディスカッション*
議長：納谷 廣美 （明治大学 学長）

11:25-11:30

*閉会*
猪口 孝 実行委員長（中央大学 教授）

い き な り や

５月９日（金）行形亭（料亭）（新潟市）

18:30-21:00

レセプション
*ご挨拶*
豊田 章一郎
（日本産学フォーラム 代表世話人、トヨタ自動車株式会社 名誉会長）
泉田 裕彦 （新潟県知事）

*基調講演*
チャールズ D. レイクⅡ
（アフラック 日本における代表者･副会長）

夕食
５月１０日（土）ホテル新潟（新潟市）

9:00-9:30

開会
篠田 昭（新潟市長）
ハイター ソウザ （国際連合大学 3 代目総長）

9:30-10:30

本会議
-教育及び社会的企業家精神を通してのイノベーションの活性化-

*議長*
井村 裕夫 （京都大学 名誉教授）

*基調講演者*
ジュディス コーン（コーフマン財団）
米倉 誠一郎（一橋大学 教授）

*討論参加者*
ロナルド ドーア （ロンドンスクール オブ エコノミックス (LSE)特任教授）
モンテ カセム （立命館アジア太平洋大学学長）

ニポネ スラポングラクチャロエン （Federation of Thai Industries 副会長）
マリオ セルバンテス （OECD）

10:30-11:00

休憩

11:00-12:30

第一分科会-連携してのイノベーションを活性化するにはIa; 教育を通して

*議長*
白井克彦
（日本産学フォーラム委員、早稲田大学総長）

Ib; 社会的起業家精神を通して
*議長*
フィオナ・ウッド
（Centre for Higher Education and Management policy,
School of Business, Economics & Public Policy
the University of New England）

*講演者*
ステファン フィリップ ジョンソン
（コーネル大学副学長、米国産学フォーラムメンバー）

*講演者*
チャールズ M. チャンバース
（ローレンス工科大学 元学長）

ルイス N. ウォーカー
（ローレンス工科大学 学長）

ポルンチャイ モンクハンバニット
(世界学長会議 ＜IAUP＞会長)

今枝 真一

ジェームス A. パウエル
（イギリス サルフォード大学）

（トヨタ自動車株式会社 トヨタインスティテュート 部長）

德永 保
（文部科学省 研究振興局長）

アドリアーノ デ マイオ
（The Lombardy Regional Council
for High Level Training Research and Innovation 次官）

*討論参加者*
ビル パーセル

*討論参加者*
テリー C. ピアース

（テネシー州立大学

（Naval Post Graduate School and

College of Public Service & Urban Affairs, 学部長）

the Department of Homeland Security Science and
Technology Directorate, ディレクター）

エフギニー ユディン
（ロシア モスクワ州立科学技術大学）

松村 幾敏
（新日本石油株式会社 代表取締役副社長

平山 征夫 （新潟国際情報大学 学長）
仙石 正和 （新潟大学 理事･副学長）

執行役員 新エネルギーシステム事業本部長
兼 研究開発本部長）

小松 利行
（キヤノン株式会社取締役 企画本部副本部長）

石井 雅実
（株式会社 損害保険ジャパン取締役常務執行役員）

清水 聖義 （群馬県太田市長）
横尾 俊彦 （佐賀県多久市長）
池田 弘 （学校法人新潟総合学園総長）

12:30-14:00

昼食
*基調講演者*
ジェームス Ｊ. ハーヴェイ
(エグゼクティブディレクター、 National Superintendents Roundtable)

ミンナ タカラ
（上級開発部長、ノキアコーポレーション）

14:00-16:00

第二分科会
-連携してのイノベーションが地域や企業を活性化する-

2a; 地方都市・地域の活性化
*議長*
デイヴィッド ストラングウェイ
（クエスト大学総長）

*講演者*

2b; ビジネス
*議長*
ジェラルド M. ストークス
（バテルジャパン株式会社 代表取締役社長、 CEO）

*講演者*

長田 豊臣（学校法人 立命館 理事長）

イヴ ティベルギアン （ブリティッシュコロンピア大学）

齊藤 紀彦

川上 潤三

（関西電力株式会社 取締役副社長）

御園 慎一郎
（総務省大臣官房審議官、内閣官房内閣審議官）

有信 睦弘
(株式会社東芝 執行役常務経営監査部長）

（株式会社日立製作所 代表執行役執行役副社長）

松重 和美
（京都大学 副学長）

ピーター アンドリュース
(オーストラリア クイーンズランド チーフサイエンティスト)

勝野 龍平
（経済産業省地域経済産業審議官）

*討論参加者*

*討論参加者*

ブレダ ボーヴァ
(ニューメキシコ大学)

ジェームス Ｗ．ルイス
(The National Society of High School Scholars, 会長）

フィオナ ウッド

ジャン-ルイ アルマン

（Centre for Higher Education and Management policy,

（フランス大使館 科学技術部 科学技術参事官）

School of Business, Economics & Public Policy

ゲイル ヤコブソン

the University of New England）

(ノルウェー王国大使館 通商技術部 通商技術参事官)

ソラブ シャハビ
（イラン･イスラム共和国 外務省 国際関係課）

R. A. リーバーマン
（Intelligent Optical Systems, INC. 会長＆CTO）

篠田 昭（新潟市長）
ウアズーラ M. シュタウディンガー
(Jacobs University Bremen 教授)
トム クツンスキ
（在日ポーランド大使館 二等書記官）
泉田 裕彦 （新潟県知事）

16:00-16:15

休憩

16:15-17:30

分科会報告
相澤 益男（内閣府 総合科学技術会議 議員）
猪口 孝（中央大学 教授）

17:30-17:45

総括
川口 文夫（中部電力株式会社 代表取締役会長）

18:00-

夕食及び基調講演
ロナルド

ドーア（ロンドンスクール・オブ・エコノミックス（ＬＳＥ）特任教授）

