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9:00 - 9:30 受付・ウェルカムコーヒー 

 

 
9:30 

- 10:45 
 

開会挨拶 
 

フランスと日本：共に未来を創る - 共通の未来を創造するために、1世紀にわたる協力関係と

その成果を振り返る 

 

- 在日フランス商工会議所 会頭 アルメル・カイエール 氏 

- 経済・財務大臣付 副大臣 アニエス・パニエ=リュナシェ 氏 

- 経済産業省 経済産業副大臣 関 芳弘 氏 

 

基調講演 

- ルノー 名誉会長、イニシアチブ・フランス 会長 ルイ・シュバイツァー 氏 

- 日産自動車 株式会社 代表取締役 最高経営責任者 西川 廣人 氏 

- LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン・ジャパン 株式会社 代表取締役社長 ノルベール・ルレ 

氏 

- 株式会社 ぐるなび 代表取締役会長 滝 久雄 氏 
  

10:45 
- 11:35 

 

プレゼンテーション第１部 
 

日仏経済の展望 - エコノミストによる 2019 年以降の経済予測 

 

モデレーター: ルノー 名誉会長、イニシアチブ・フランス 会長 ルイ・シュバイツァー氏 

1. ナティクシス チーフエコノミス ト・執行委員会委員 パトリック・アルテュス 氏 

2. フランス経済・財務省 国庫総省局 チーフエコノミスト ミシェル・ウドゥビン 氏 

3. 独立行政法人 経済産業研究所 理事長 中島 厚志 氏 

4. パリ・ユーロプラス 会長 オーギュスタン・ドゥ・ロマネ 氏 
  

11:35 
- 12:00 

休憩 

  
12:00 

- 12:50 
 

プレゼンテーション第２部 
 

アジアにおける日本の地政学上の立ち位置 - 世界への挑戦と対話の機会 

 

モデレーター：株式会社 日本経済新聞  本社コメンテーター 秋田 浩之 氏 

1. 内閣官房副長官補、国家安全保障局 次長 兼原 信克 氏 

2. 公益財団法人 国際問題研究所 客員研究員、 

青山学院大学 教授、青山学院大学総合研究所 所長 菊池 努 氏 

3. 国際関係戦略総局 アジア太平洋地区特別代表 ニコラ・ルゴー 氏 
   

12:50 
- 14:00 

昼食・交流会 
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14:00 
- 15:00 

プレゼンテーション１ 
 

輸送の未来 - 自動車・航空機産業の進化する科学

技術と影響 

 
モデレーター：ルノー 名誉会長、イニシアチブ・

フランス 会長 ルイ・シュバイツァー氏  

1. ボロレ・ロジスティクス アジア・太平洋地域

CEO シリル・デュモン 氏 

2. ダッソー・システムズ バイスプレジデント、戦

略的ビジネスディベロプメント日本担当、自動

車・輸送機械・モビリティ業界アジア担当 

ギョーム・ジェロンドー氏 

3. ヴァンシ・コンセッションズ CEO、 

ヴァンシ・エアポート 会長兼社長  

ニコラ・ノートバール 氏 

 プレゼンテーション２ 
 

安全と防衛 - 協力関係についての新たな展望 

 
モデレーター：ラジオ・フランス・アンテルナショ

ナル ジャーナリスト、「ジェオポリティック」 

番組プロデューサー  

マリー＝フランス・シャタン 氏 

1. キール大学 セキュリティポリシー研究機構・

アジア太平洋安全保障戦略センター長  

サラ・キルヒバーガー 氏 

2. 外務省 欧州局 局長 正木 靖 氏 

3. タレス 上級副社長 インターナショナルデベロ

ップメント  

パスカル･スーリス 氏 

    

15:10 
- 16:10 

プレゼンテーション３ 
 

小売業の未来 - 持続可能なイノベーション：変化

する消費者の期待に応えるために 

 
モデレーター：マッキンゼー・アンド・カンパニー  

パートナー ジャン＝バティスト・クモー 氏 

1. LVMHウォッチメイキング ディヴィジョン 会長 

ジャン＝クロード･ビバー 氏 

2. JapanConsuming.com 編集長、 

ワイカト大学 教授 ロイ・ラーク 氏 

3. 森ビル 株式会社 取締役副社長執行役員 

森 浩生 氏 

4. J. フロント リテイリング 株式会社  

代表執行役社長 山本 良一 氏 

 プレゼンテーション４ 
 

新エネルギー分野の課題 - 日仏両国の最先端技術

と新たなトレンド 
 
モデレーター：公益財団法人 自然エネルギー財団 

常務理事 大野 輝之 氏 

1. 日揮 株式会社 副会長 川名浩一 氏 

（オープニングスピーチ） 

2. エア・リキード グループ アジアパシフィック 

エグゼクティブ・バイスプレジデント 

フランソワ・アブリアル 氏 

3. エンジー 上級副社長 ディディエ・オロー 氏 

4. トタル・インターナショナル 日本支社 

日本首席代表 

ダニエル・ロレ 氏 
    

16:10 
- 16:40 

休憩 

    

16:40 
- 17:40 

プレゼンテーション５ 
 

2118 年に向けて：社会とビジネスの未来  

デジタル化、インダストリー4.0 と人工知能の活用 

 
モデレーター：HEC 経営大学院 MSc Finance エグゼ

クティブ・ディレクター オリビエ・ボサール 氏 

1. 富士通 株式会社 代表取締役社長 田中 達也 氏

（オープニングスピーチ） 

2. Institution for a Global Society 代表取締役

社長兼創立者、慶應義塾大学 経済学部 特任教

授 福原 正大 氏 

3. コニカミノルタ株式会社 取締役会議長  

松﨑 正年 氏 

 プレゼンテーション６ 
 

ジャパニーズ・モデルの回復力 

イノベーションと協力関係の育成 

 

モデレーター：独立行政法人経済産業研究所  

理事長 中島 厚志 氏 

1. ナティクシス チーフエコノミスト、 

執行委員会委員 パトリック・アルテュス 氏 

2. 文部科学省 科学技術・学術政策研究所  

主任研究官 栗林 美紀 氏 

3. ヴェオリア・ジャパン 株式会社  

代表取締役社長 野田 由美子 氏 

4. オレンジ 国際戦略本部長  

ベルナール・イヴト 氏 
    

17:45 
- 18:00 

総括 
 

- 在日フランス商工会議所 会頭 アルメル・カイエール 氏 
 



.皆様に心より感謝致します
スポンサー企業 後援

クロエ・クヴァル
03.3288.9624 
c.queval@ccifj.or.jp

アニエス・サルフレイ
03.6824.9142

a.salfray@ccifj.or.jp

お問合せ
在日フランス商工会議所


