
  

   

 
 

 

「アジアの企業家が展望する未来」 

〜FPT創業者チュオン・ザー・ビン氏を迎えて〜 

日時：2019年 7月 10 日（水）19:00〜21:00 

場所：ＩＳＬ至善館キャンパス（日本橋 髙島屋三井ビルディング） 

 
 

21 世紀の新しいビジネス・リーダーシップ教育を目指す大学院大学至善館（しぜんかん）はその提携校であ

る IESEビジネスクール（スペイン・バルセロナに本拠を置く世界を代表するビジネススクール）と連携し、イノベ

ーションやリーダーシップに関するフォーラムを定期開催しています。 

 

今回のフォーラムでは、ベトナムのビル・ゲイツ氏と評されるベトナム最大の ICT企業 FPTコーポレーションの

チュオン・ザー・ビン会長をお迎えします。ビン会長が率いる FPT は、オフショア開発での実績を土台に、AI、

IoT、スマートファクトリーを成長エンジンと位置づけ、さらには自動運転技術にも力をいれるベトナム最大のグ

ローバル ICT企業です。 

 

近年大きな発展を遂げるアジアでは、日本において戦後、松下幸之助、本田宗一郎、井深大等が経済成長

を牽引したように、スケールの大きな骨太のリーダーが登場し、その国のみならず近隣諸国を股にかけながら、

未来図を次々に実現しています。技術イノベーションは、企業の発展のみならず、国家の反映に貢献する大

きな原動力であると信じるビン氏は、ベトナム政府の IT 関連政策を積極的に推進するのみならず、自らが国

家規模での人材育成にも力をいれる情熱と志にあふれたリーダーです。 

 

ビン氏をスピーカーに迎え、アジアの企業家、リーダーのビジョンと志、生き方を伺います。アジアの企業家が、

どのように未来を展望しているのか、そしてその展望の集積が、逆にアジアをどのように動かし、イノベーショ

ンと成長へのエネルギーを作り出しているのか、日本のリーダーがかつて持っていたもの、そして今の私達が

失ってしまったものはなにか、をビン氏との対話を通じて学ぶ貴重なフォーラムです。 

 

アジアの今、そして未来を肌に感じたい方々、企業家の志、ビジョン、構想力を学びたい方々に是非ご参加

を賜れましたら幸いです。（※同時通訳での開催となります） 

 

チュオン・ザー・ビン氏（FPT コーポレーション会長） 

1956年生まれ。留学先の旧ソビエト連邦（現：ロシア連邦）で数学の博士号を取得した際、母国ベトナムを貧

困から救い出すような事業を行いたいとの思いを抱く。1988年、12人のベトナム人技術者と共に、FPT コー

ポレーションを設立。「技術イノベーションによって会社を発展することで高い顧客満足度を実現し、国家の繁

栄に貢献する。社員には、専門性や能力を存分に発揮できる環境を提供し、個々が充実した生活を営めるよ

うにする」。これをビジョンに掲げ、FPTにおいて実践する。 

ビン氏の強力なリーダーシップのもと、デジタルトランスフォーメーションを入り口に、FPTは世界 21カ国に拠

点を持つ、ベトナム最大のグローバルな ICT企業へと成長。2013年には、自らのグループ企業のみならず、

ベトナムの ITビジネスの発展にも貢献したとして、日経アジア賞経済発展部門を受賞。2017年度売上高：約

20億ドル。従業員数：32,000人。 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

【開催概要】 

 
 

■日時：   2019年 7月 10日（水） 

■時間：   19:00-21:00（受付 18:30） 

■場所：   大学院大学至善館 

東京都中央区日本橋二丁目 5番 1号 

日本橋髙島屋三井ビルディング 17階  

■スピーカー：     チュオン・ザー・ビン（FPT コーポレーション会長） 

■モデレーター：  野田智義（大学院大学至善館 理事長、ISL創設者，元 INSEAD経営大学院助教授） 

■司会：        加賀谷順一（IESE ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ ｱｼﾞｱ統括） 

■参加費：    無料（招待制） 

■定員：    100名 

■使用言語:     英語（日本語への同時通訳あり） 

            ※大変恐縮ながら、日英同時通訳をご希望の方は同時通訳機器利用費として 

               当日受付にて 1000円をお支払い下さい。 

■申込方法：   お申し込みはこちら（https://forms.gle/zzfFfr8T1DsrukiU7）からお願いいたします。 

尚、満席になり次第受付を終了させていただきます。 

■お問合せ：    大学院大学至善館 TEL：03-6281-9011 

■主催：     IESEビジネススクール 

      大学院大学至善館 

    全人格リーダーシップ教育機関 ISL（アイ・エス・エル） 

 

  



  

   

 

 

 

 

“Future Prospects of Asian Entrepreneurs” 

Truong Gia Binh, Founder and Chair of FPT Corporation  

Joint Forum of Shizenkan University and IESE Business School 

Date: July, 10th 19:00〜21:00 

Venue： ISL/Shizenkan Campus (Nihonbashi Takashimaya Mitsui Bldg.) 
 
The Graduate School of Leadership and Innovation, Shizenkan University, in pursuit of a new paradigm of 
business and leadership education has partnered with IESE Business School based in Barcelona, one of 
the leading business schools in the world, to host forums on innovation and leadership.  
 
This time we welcome Mr. Truong Gia Binh, the so-called “Bill Gates of Vietnam” and Chairman of FPT 
Corporation, Vietnam’s biggest global ICT company. Being greatly successful in the field of offshore 
development, FPT is currently focusing on AI, IoT and smart factory as the main drivers for its growth with 
the emphasis on autonomous driving technology. 
 
In recent years, Asia has been facing significant development guided by new strong leaders whose influence 
reaches far beyond their own countries. Just like Konosuke Matsushita, Soichiro Honda and Masaru Ibuka, 
who led Japan’s economic growth during post-war times, these leaders appear to realize their vision of the 
future. 
  
Mr. Binh believes that technical innovation not only contributes to company growth, but also to the image of 
a country. That is why he, as a passionate and determined leader, takes the initiative to promote national 
IT policies in Vietnam, as well as focuses on the development of human resources on a national level. 

 
In his talk, Mr. Binh will share his views on the ambitions and life-style of Asian entrepreneurs and 
leaders. What are the future prospects of Asian entrepreneurs, and how will these accumulated 
prospects influence and “move” Asia? How will they create the energy to drive innovation and growth? 
What did Japanese leaders once own and have now lost? These are the questions to be discussed 
with Mr. Binh during the forum. 
 
We welcome all who care about Asia’s today and tomorrow, who want to learn about the ambition, 
vision and creative imagination of an entrepreneur, to join us. (* Simultaneous translation is available.) 
 
Truong Gia Binh (Chairman of FPT Corporation) 
 
Born in 1956, he founded FPT (Food Processing Technology) Corporation in 1988 together with 12 
Vietnamese scientists. After receiving his doctoral degree in mathematics while studying abroad at the 
former Soviet Union (present Russian Federation), Mr. Binh realized the necessity of starting a business in 
able to save his home country from poverty. Mr. Binh’s vision is “to realize the highest level of customer 
satisfaction and to contribute to the nation’s prosperity by enhancing social progress through technological 
innovations.” He aims “to provide employees with the most favourable work environment, enabling them to 
reach their full potential in terms of their careers and personal lives.” To realize his vision Mr. Binh founded 
FPT Corporation.  
Under the strong and powerful leadership of Mr. Binh, with digital transformation as the starting point, FPT 
grew to be the biggest global ICT company in Vietnam with bases in 21 countries. In 2013 Mr. Binh was 
awarded the Nikkei Asia Award in the category of regional growth for having contributed not only to his own 
business growth but also to the development of Vietnam’s IT business in general.  

The sales in fiscal year 2017 are USD 2 billion.  

The total number of employees in 2017 is 32,000. 



  

   
 

 

 
■Date：    July, 10th, 2019 

■Time：    19:00-21:00（registration starts at 18:30） 

■Venue： Graduate School of Leadership and Innovation Shizenkan University 

2-5-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 
Nihonbashi Takashimaya Mitsui Bldg. 17F 

 

■Speaker：      Truong Gia Binh (Chairman, FPT Corporation) 

 

■Moderator：   Tomo Noda, Chair, Shizenkan University 

■Facilitator：   Junichi Kagaya, Managing Director, IESE Business School 

 
■Language: English (Simultaneous translation in Japanese is available*) 

*Participants who would like to use the translation device are kindly requested to pay JPY 
1,000 upon check-in. 

 

■Capacity： 100 people 

■Sign-up： https://forms.gle/zzfFfr8T1DsrukiU7 

■Contact: Shizenkan University Tel: 03-6281-9011 
■Organizers: Shizenkan University, Institute for Strategic Leadership (ISL), IESE Business School 

 


