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＜第１回 イスラム・フィンテック・エコシステム・シンポジウム開催案内＞
― 1st Symposium on Islamic FinTech Ecosystem (IFE) ―
イスラム・フィンテック・エコシステム研究会（IFEA）

「イスラム・フィンテック・エコシステム研究会」（Islamic FinTech Ecosystem Association：IFEA）は，イス
ラム経済がグローバル経済とシームレスに繋がるエコシステム実現のため，基盤となる国際金融システム創造
研究の場として発足しました．本研究会主催の第１回シンポジウムでは，
「イスラム金融とブロックチェーンの
可能性」をテーマとして，各界の第一人者にご講演頂くとともに，皆様と活発に議論したいと思います．
イスラムの教えでは，活発な商業活動を美徳として捉え，その公正かつ透明な経済取引によって得られる利
益や所得は，経済的に恵まれない層に再分配することが奨励されます．このような理念に基づくイスラム金融
は，効率的な資金取引と透明な決済を可能とするブロックチェーン技術を用いた仮想通貨とも整合します．
すなわち，イスラム金融とフィンテックを総体的に捉えるアプローチは，経済社会の根幹を大きく変えるポテ
ンシャルを秘めています．また，日本が推進する「Society 5.0*」とも親和性が高いと言えるでしょう．
（＊Society 5.0：サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより，経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会.）

本シンポジウムのはじめに，本研究会代表の千葉工大 久保裕史 教授より，本研究会の趣旨と活動内容につ
いてご紹介致します．次いで，ご来賓の皆様より，ご挨拶と本研究会への期待について述べて頂きます．
特別講演として，仮想通貨業界の知見集約を行う日本仮想通貨事業者協会の奥山泰全 会長をお招きし，仮想
通貨の必要性，規制，リスクなど，その最新動向と今後の展望について講演頂きます．基調講演は 2 件です．
先ず，イスラム金融研究の第一人者である京都大学大学院の吉田悦章 特任准教授に，イスラム金融におけるフ
ィンテックの動向と期待についてご講演頂きます．次いで，東京大学大学院 特任研究員の Rebolledo 教授に，
AI を用いたイスラム仮想通貨の可能性についてご講演頂きます．
一方，実業界からは，マレーシア Tabung Haji の COO である Dato Adi Azuan Abdul Ghani 氏と Islamic Bank and
Finance Institute of Malaysia の Yusry Yusoff 氏，イラク・ドバイの
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株式会社 AL HANDAL JAPAN

取締役 Wadeea Noori Ayyed Al Handal 氏
代表取締役

森川尚子 氏に，両国のイスラム金融の実態とビジネス動向に

ついてご講演頂きます．本講演会の最後には，会場の皆様を交えまして，本シンポジウム締めくくりのご質疑・
ご討論をお願いする予定です． 皆様のご参加を，心よりお待ち申し上げます．
【開催要領】
・日時

：2018 年 8 月 18 日（土）13:00～17:00 （受付：12:30～）

・場所

：千葉工業大学 東京スカイツリータウンキャンパス（ソラマチ８階）
http://www.it-chiba.ac.jp/institute/access/skytree.html

・主催

：イスラム・フィンテック・エコシステム研究会（千葉工業大学）

・共催

：(株) JOA financial

・協賛

：(一社)国際 P2M 学会，(一社)日本生産管理学会 関東支部，

・テーマ

：「イスラム金融とブロックチェーンの可能性」

・参加費

：1,000 円（資料集代として，当日会場でお支払い下さい．
）

・定員

：120 名（定員に達し次第，締め切らせて頂きます．）

・意見交換会（懇親会）：会場 ソラマチ 1 階 3 番地「プロント」
，参加費 4,000 円（講演会場受付にて）．
・申込み方法

：次の URL からお申し込み下さい．

https://goo.gl/forms/UJCB7Trj3idsj5CI2

（参加申込み後に，やむを得ぬ事情により出席できなくなった場合は，必ずその旨ご絡下さい．）

・問い合わせ先 ：イスラム・フィンテック・エコシステム研究会 E-mail：islamicfintechecosystem@gmail.com
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※ 都合により，多少，プログラムが変わる可能性もございます．予め，ご承知おき下さい．

13:00 – 13:10 開会の挨拶
「イスラム・フィンテック・エコシステム研究会」発足について
本研究会発足の背景，狙い，活動内容，今後の展望を述べる．

千葉工業大学

13:10 – 13: 40 来賓挨拶

自由民主党

久保 裕史

氏

経済産業省副大臣 西銘 恒三郎 様
⽊村 哲也 様

自由民主党 衆議院議員
駐日イラク大使，

駐日インドネシア大使， 駐日バーレーン大使

駐日ブルネイ大使， 駐日モルディブ大使，

他 駐日大使館ご関係者 様

駐日マレーシア大使，駐日インドネシア大使，
13:40 - 14:40

教授

駐日バングラデシュ大使

特別講演
「仮想通貨とは」
その必要性，金融規制，リスクとマネジメントについて，最新動向と課題，展望を語る．

(一社) 日本仮想通貨事業者協会 会長，(株) マネーパートナーズグループ 代表取締役社長

奥山 泰全
14:40 -15:00

氏

休憩時間（隣室の宇宙シアターで ３D 短編映画 「宇宙 138 億年の旅」を上映．
同じフロアの千葉工大 東京スカイツリータウンキャンパス内の展示を自由にご覧頂けます．）

15:00 - 16:00

基調講演 1
「なぜフィンテックはイスラム金融との相性がいいのか」
京都大学大学院

特任准教授

吉田 悦章 氏

イスラム金融特有の仕組みと最近のフィンテックへの取り組みを紹介するとともに，グローバル
金融との連携によるエコシステム形成の発展性について言及する．

16:00-16:10

基調講演２
「AI を用いたイスラム仮想通貨の可能性」
東京大学大学院情報理工学系研究科 特任研究員，シンギュラリティ・ユニバーシティ

Jovan Rebolledo 氏
イスラム仮想通貨への AI 技術適用により広がる世界を展望する．

16:10-16:35

実業家講演１
「マレーシアにおけるイスラム金融ビジネス」
Tabung Haji COO

Dato Adi Azuan Abdul Ghani 氏

Islamic Bank and Finance Institute of Malaysia
16:35-16:45

Yusry Yusoff 氏

実業家講演 2
「イラク，ドバイにおけるイスラム金融ビジネス」
AL HANDAL International Group

取締役

Wadeea Noori Ayyed Al Handal 氏

(株)AL HANDAL JAPAN 代表取締役 森川尚子 氏
16:45-16:55

全体討論

（司会） 千葉工業大学 教授 久保 裕史 氏

16:55-17:00

閉会挨拶

(株) JＯA ホールディング 代表取締役 久米 泰貴 氏

17:30-19:30

意見交換会（懇親会）

（ソラマチ 1 階 3 番地「プロント」
）

