4・5月のセミナー
参加ご希望の皆様へ
会場の席数に限りがございますので、ホームページ（http://www.jcer.or.jp/）または裏面のFAX申込書で事前お申
し込みをお願いします。セミナーの追加や日時の変更の場合もありますので、ホームページでご確認ください。
■会費

会員無料、一般は１回8,000円（税込）

■入場 先着順（セミナー開始の30分前より受付を始めます）

■会場

東京：日本経済新聞社東京本社（東京都千代田区大手町1‒3‒7）
大阪：日本経済新聞社大阪本社１階・カンファレンスルーム（大阪市中央区高麗橋1‒4‒2）
※地図はホームページをご覧ください

≪特別連続セミナー  どうなる財政 どうする財政≫

東京

4月10日⺼ 14:00 ～ 15:30
＊日英同時通訳付き
＊会場：日経東京本社ビル６階・カンファレンスルーム

日本の債務残高は名目GDP比で200％を超え、主要７カ
国で最悪の水準にあります。消費増税を先送りするなど、
抜本的な財政再建策に踏み込めずにいる日本。財政危機は
本当に来るのか。財政が破綻すれば、どのような事態に陥
るのか。社会保障政策も含め、どう対応すべきか。識者に
語ってもらいます。

緊急告知

東京

3月28日㊋ 10:00 ～ 11:30
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

日本の財政赤字の背景には高齢化に伴う社会保障費の急
増があります。財政再建のためには、経済成長、歳出と歳
入の改革が不可欠となっています。人口減少下で経済成長
のカギを握るのはイノベーションです。イノベーションを
進めるにはどうすればよいのか、日本が取り組むべき政策

通商政策とグローバル化の行方
トランプ政権の通商政策が米国内と貿易・投資の相手国
を揺さぶっています。既存の多国間の枠組みに対する厳し
されています。同政権の通商政策の意図、実現の可能性、
そして日本を含む国際的な貿易・投資活動への影響をソリ
ス氏が解説します。
ミレヤ・ソリス・米ブルッキングス研究所上級研究員兼日本研究部長

1998年ハーバード大学で政治学博士号を取得。アメリカン大
学やブランダイス大学で准教授を務めた。2012年から現職。主
な研究テーマは日本の政治や外交、東アジアの域内関係など。
リージョナリズムについての著作も多い。メキシコ出身

大阪

4月12日⺢ 14:00 ～ 15:30

課題などについて、財政の視点から吉川教授が論じます。
よしかわ

吉川

ひろし

洋・立正大学経済学部教授

1974年東京大学経済学部卒、78年米イェール大学経済学博士。
東京大学教授を経て、2016年から現職。04年日本経済研究セン
ター理事。10年財政制度等審議会会長。東京大学名誉教授
かわごえ

まさあき

司会）河越

徹底研究トランプ政権≫第４回

い非難や、中国との対決を辞さないかのような姿勢が警戒

財政再建と日本経済

第1回

≪シリーズ

正明・日本経済研究センター主任研究員

＊会場：日経大阪本社ビル１階・カンファレンスルーム

働き方改革の行方
―同一労働同一賃金と長時間労働
2016年９月に設置された「働き方改革実現会議」では、
多様な働き方やダイバーシティーなど「働き方改革」が議
論され、17年３月に方針が取りまとめられます。本会議の
委員である水町教授が、同一労働同一賃金や長時間労働是

東京

4月14日㊎ 14:00 ～ 15:30
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

第2回
い とう

伊藤

財政再建と経済再生
もとしげ

元重・学習院大学国際社会科学部教授

正に関する法制度導入、今後の動向を解説します。働き方
改革による生産性の向上や柔軟な働き方など、企業や個人
に及ぼす影響もお話しします。
みずまち

ゆういちろう

水町 勇一郎・東京大学社会科学研究所教授

1990年東京大学法学部卒、東北大学法学部助教授、東京大学
社会科学研究所准教授等を経て、2010年から現職。11年からパ
リ西大学客員教授兼任。パリ第10大学客員教授、ニューヨーク
大学ロースクール客員研究員を歴任
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東京

≪シリーズ

4月12日⺢ 15:00 ～ 16:30

スタートアップ経済≫

＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

人工知能が変える10年後のビジネス
第３次AI（人工知能）ブームが到来しています。人類
知を超えるシンギュラリティが取り沙汰されますが、今世
紀中には到達しないと見る野村氏。AIが引き起こす本質
的な変化とは何か。AIを有用な道具としてどのように取
りこめばよいのか。MITでAIの父、マービン・ミンスキ
ー氏から薫陶を受けた野村氏が、AIは社会、企業、ビジ
ネスをどう変えていくのかを見通します。
の むら

なおゆき

野村 直之・メタデータ社長

1984年東京大学工学部卒。NEC C＆C研究所、マサチューセ
ッツ工科大学（MIT）人工知能研究所客員研究員などを経て、
2005年メタデータ創業。法政大学大学院客員教授も務めた。02
年九州大学理学博士

東京

4月21日㊎ 14:00 ～ 15:30
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

≪シリーズ

徹底研究トランプ政権≫第5回

アジア・中国政策はどう変わるか
トランプ大統領の下、米国の対アジア・中国政策が変化
しつつあり、米中関係の行方が注目されます。中国政府は
どう対応するのか。また、貿易不均衡や南シナ海、朝鮮半
島など米中の懸案事項や中国のアジア外交、日中関係にど
う影響するのか。昨年９月からジョージ・ワシントン大学
で研究生活を送られている青山教授が解説します。
あおやま

る み

青山 瑠妙・早稲田大学教育・総合科学学術院教授

1999年慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程修了。法
学博士。スタンフォード大学客員研究員などを経て、2007年か
ら現職

東京

米国ではグーグル、アマゾンなどのハイテク新興企業が
イノベーションを牽引、新技術・新サービスを生み出す装
置としてスタートアップ（起業）が注目されています。日
本でも大企業が新技術の芽をスタートアップに求める動き
が活発化しています。本シリーズでは、スタートアップの
国内外の最新事情を紹介するとともに、スタートアップの
創出に何が必要なのかを探ります。

4月13日㊍ 10:00 ～ 11:30

東京

＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

第1回

 学発ベンチャーと
大
イノベーション・エコシステム

ユーグレナ、ペプチドリーム、プリファード・ネットワ
ークスなど、東京大学発ベンチャーは280にも及び、新市
場を切り拓いています。その分野は生命科学、環境、IoT
など多岐にわたります。社会に革新をもたらすことが期待
されるスタートアップはどのようして生まれるのか。大学
発のスタートアップをいかに育成するか。産業界との連携
はどうあるべきか。東大発ベンチャーの立役者である各務
教授が論じます。
かがみ

しげ お

各務 茂夫・東京大学教授・産学協創推進本部イノベーション推進部長

一橋大学商学部卒。1986年コーポレートディレクション創業。
2004年東京大学教授・産学連携本部事業化推進部長就任。13年
から現職。スイスIMD経営学修士、米ケース・ウェスタン・リ
ザーブ大学経営大学院経営学博士

4月18日㊋ 14:00 ～ 16:00
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

原子力に未来はあるのか―存続・脱原発それぞれの課題
再稼働差し止めの仮処分判決や、原発立地県で脱原発を掲げる首長が誕生するなど、原子力は強い逆風に見舞われていま
す。福島の原発事故の処理費用が膨れ上がったことも原子力の将来に不安を投げかけています。原子力を維持するには、ど
のような課題があり、信頼回復や資金調達を支える方策が必要なのか。一方、世論の支持が高い脱原発もエネルギーの安全
保障や地球環境問題への対応など課題が多いと考えられます。エネルギー、原子力政策の第一人者を招き、原子力のエネル
ギー源やビジネスとしての将来性について討論します。
きっかわ

たけ お

やま じ

けん じ

すず き

たつ じ ろう

橘川 武郎・東京理科大学大学院イノベーション研究科教授
山地 憲治・地球環境産業技術研究機構理事・研究所長
鈴木 達治郎・日本経済研究センター特任研究員、長崎大学核兵器廃絶研究センター長・教授
こばやし

司会）小林

6

たつ お

辰男・日本経済研究センター主任研究員
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大阪

4月24日⺼ 15:00 ～ 16:45

東京

5月12日㊎ 14:00 ～ 16:00

＊会場：日経大阪本社ビル１階・カンファレンスルーム

北東アジアの地政学的変化
―朝鮮半島情勢を読み解く
朝鮮半島情勢が注目されています。ミサイルなどで挑発
を繰り返す北朝鮮に、政治の混迷が続く韓国。それらに対
して日本や中国はどのように関与するのでしょうか。中国、
朝鮮半島、日本の３つのナショナリティーをもつ李教授が
朝鮮半島の現状を解説し、中国からの視点も紹介します。

＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

徹底討論ASEAN経済
―シンガポール＆マレーシア編
成長力に富む東南アジア諸国連合（ASEAN）のビジネ
スセンターとして斬新な国家戦略を相次いで打ち出すシン
ガポール、念願の高所得国入りに向けて経済開発に力を入
れるマレーシア。「海のASEAN」に属する両国の政治、
経済がどのような状況にあるのか。わが国を代表する専門

後半では伊集院首席研究員が、当センター「アジア研究」

家が現状や課題を独自の視点から解説、討論します。

のエッセンスを報告します。

くまがい

り

さとる

熊谷 聡・日
 本貿易振興機構アジア経済研究所

新領域研究センター経済地理研究グループ長

そうてつ

李 相哲・龍谷大学社会学部教授

1982年北京中央民族大学卒、中国黒竜江日報記者。87年来日、
95年上智大学新聞学博士。龍谷大学社会学部助教授などを経て、
2005年から現職。ジョージア大学地球問題研究所研究員、中国
復旦大学客員教授など歴任
いじゅういん

あつし

伊集院 敦・日本経済研究センター首席研究員

東京

4月25日㊋ 14:00 ～ 15:30

1996年アジア経済研究所入所。経済統合研究グループ長など
を経て、2013～15年までマレーシアに駐在。15年から現職。04
年ロンドン大学（LSE）修士
こばやし

こう じ

小林 公司・みずほ総合研究所上席主任研究員

1994年みずほ総合研究所入社。日本経済、米国経済、欧州経
済担当、外務省および農林水産省出向を経て、2008年よりアジ
ア経済担当。15年から現職
うしやま

モデレーター）牛山

＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

大阪

≪日経センター「アジア研究」報告≫

転機の朝鮮半島

朝鮮半島情勢が大きな転機を迎えています。北朝鮮の相
次ぐ実験で、核・ミサイルの脅威は新たな段階になりまし
た。トランプ政権の発足で国際関係に変化が生まれ、韓国
政治の先行きも不透明です。焦点となる米朝の対立は今後、
どう展開するのか。直近の情勢を分析したアジア研究報告
書の内容を報告するとともに、各国の事情に詳しい内外の

お ぐら

かず お

ヤン・C・キム・米ジョージ・ワシントン大学名誉教授
いそざき

あつひと

礒﨑 敦仁・慶應義塾大学法学部准教授
いじゅういん

司会）伊集院

あつし

敦・日本経済研究センター首席研究員

隆一・日本経済研究センター主任研究員

5月18日㊍ 10:30 ～ 12:00
＊会員、一般とも無料
＊会場：日経大阪本社ビル１階・カンファレンスルーム

景気点検講座
日本銀行の金融政策は、マイナス金利に加え、長期金利
の操作目標も導入されるなど、その展開が注目されていま
す。経済、物価の現状と先行きなどについて、日本銀行大
阪支店の渡辺課長が最新の見方を解説します。
※本セミナーは「聴くゼミ」、「読むゼミ」、資料のホーム
ページ掲載は致しません。

専門家が朝鮮半島の今後を展望します。
小倉 和夫・元駐韓大使、青山学院大学特別招聘教授

りゅういち

わたなべ

しん ご

渡辺 真吾・日本銀行大阪支店営業課長

1995年東京大学経済学部卒、日本銀行入行。2009年ミシガン
大学博士課程修了（Ph.D.）。日本銀行国際局企画役、経済協力
開発機構エコノミスト、日本銀行企画局企画役などを経て、16
年６月から現職

東京

5月29日⺼ 10:00 ～ 11:30

会員限り

要申込

＊会場：日経東京本社ビル６階・カンファレンスルーム

大阪

5月30日㊋ 14:00 ～ 15:30

会員限り

＊会場：日経大阪本社ビル１階・カンファレンスルーム

日経センター短期経済予測説明会

予測期間：2017年４‒６月期～2019年１‒３月期
さ

さ

き

ひとし

佐々木 仁・日本経済研究センター短期経済予測主査
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03(6256)7925
大阪のセミナーは… 06(6222)1010
東京のセミナーは…

日本経済研究センター
Japan Center for Economic Research

ホームページまたはFAXでお申し込みください。

2017年4• 5月のセミナー
TOKYO

月

FAX ■ご希望のセミナーに○をしていただき、必要事項を
ご記入のうえ、このページをお送りください。

＊詳細はホームページをご参照ください。＊■は会員限定セミナーです。

日

曜日

開催時間

10

月

14:00〜15:30

12

水

15:00〜16:30 人工知能が変える10年後のビジネス

13

木

10:00〜11:30

4 14

金

14:00〜15:30

18

火

14:00〜16:00

21

金

14:00〜15:30

25

火

14:00〜15:30

12

金

14:00〜16:00

29

月

10:00〜11:30 日経センター短期経済予測説明会

5

OSAKA

月

日

日

3 28

≪シリーズ

徹底研究トランプ政権≫第４回

通商政策とグローバル化の行方

≪シリーズ

ミレヤ・ソリス 氏
野村直之 氏

スタートアップ経済≫第１回

大学発ベンチャーとイノベーション・エコシステム
≪特別連続セミナー

各務茂夫 氏

どうなる財政 どうする財政≫第２回

財政再建と経済再生

伊藤元重 氏

原子力に未来はあるのか ― 存続・脱原発それぞれの課題

橘川武郎 氏、山地憲治 氏、鈴木達治郎、小林辰男
≪シリーズ

徹底研究トランプ政権≫第５回

アジア・中国政策はどう変わるか

青山瑠妙 氏

≪日経センター「アジア研究」報告≫

転機の朝鮮半島

小倉和夫 氏、ヤン・C・キム 氏、礒﨑敦仁 氏、伊集院 敦

徹底討論ASEAN経済 ―シンガポール＆マレーシア編

熊谷 聡

開催時間

氏、小林公司 氏、牛山隆一

佐々木 仁

セミナー名

14:00〜15:30 働き方改革の行方 ― 同一労働同一賃金と長時間労働

月

15:00〜16:45 北東アジアの地政学的変化 ― 朝鮮半島情勢を読み解く

木

10:30〜12:00 景気点検講座

火

14:00〜15:30 日経センター短期経済予測説明会

曜日

開催時間

火

10:00〜11:30

水町勇一郎 氏
李

相哲 氏、伊集院 敦

佐々木 仁

セミナー名
≪特別連続セミナー

どうなる財政 どうする財政≫第１回

財政再建と日本経済
会

社

吉川

洋 氏、河越正明

名

名

ＴＥＬ
＊皆様の個人情報は上記セミナーに関する確認のほか、
日経センターの事業のご案内にのみ使用いたします。

参加希望

所属・役職
氏

ＦＡＸ

Mail

セミナーに関するお問い合わせは

JCER LETTER 2017.4

参加希望

渡辺 真吾 氏

TOKYO

4• 5月のセミナー参加申込

8

参加希望

水

緊急告知
月

セミナー名

＊詳細はホームページをご参照ください。＊■は会員限定セミナーです。

曜日

12
4
24
18
5
30

http://www.jcer.or.jp/

ホームページ

東京 TEL：03−6256−7720

大阪 TEL：06−7639−6660

