
 

PROGRAMME 
 

 

 

 
 

8.00 am Registration and networking refreshments 
 

9.00 am Opening remarks 
 
Dominic Ziegler, Asia editor, The Economist 
 

9.15 am Keynote address and interview 
 
Shinzo Abe, prime minister, Japan 
 
Moderator 
Dominic Ziegler, Asia editor, The Economist 
 

10.00 am Panel discussion: Crunch time for the Japanese economy 
 
Japan’s economy eked out GDP growth of just 0.5% in 2014 despite massive 
quantitative easing, a major stimulus package, a drastically weakened yen and oil 
prices 50% off their highs. Calling this a disappointment for the government puts it 
mildly. Yet the country has recently seen trends that brighten its economic outlook: 
the Nikkei has hit an eight-year high while investment and consumption have 
picked up pace. What are the prospects for Japan’s economy in 2016? To make a 
decisive exit from recession and deal with the multiple challenges it faces, what 
does the government still need to do? 
 

 Japan’s economic outlook in 2016 
 Structural reform: How convincing are the government’s moves? 
 The labour market: reforming the workplace 
 Japan and the Trans-Pacific Partnership 
 Inbound tourism: A new opportunity for business and growth? 

 
Speakers 
Richard Katz, editor in chief, Oriental Economist 
Sayumi Iwamoto, visiting professor, Faculty of Business Administration, Osaka 
University of Economics 
Motoshige Itoh, professor, Graduate School of Economics, University of Tokyo 
 
Moderator 
Andrew Staples, director, North Asia, The Economist Corporate Network 
 

10.50 am Networking break 
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11.20 am Panel discussion: Towards a new Oil Age? 
 
The government has taken the first step towards the power industry’s biggest 
shake-up of the post-war era. Yet Japan’s tortured energy situation is no closer to 
being resolved. Will Japan’s nuclear plants ever be fully switched back on? If not, is 
the government planning appropriately for Japan’s future, or will the country return 
to its pre-1970s, pre-nuclear dependence on oil? Reforms to the national grid have 
been significant, but what more remains to be done? And why have forays into 
green energy, especially solar, been stymied by high costs, unrealistic pricing and 
shoddy practices? Where is the consideration of Japan’s responsibilities towards 
mitigating global climate change? 
 

 Global energy trends and its impact: Making the most of cheap oil? 
 The best mix for Japan: Has the country found one? 
 Power sector reform: Will it lead to a more efficient and secure system? 
 Renewables: Is Japan unprepared for greener future? 

 
Speakers 
Kimio Yamaka, president, Institute of Energy Strategy 
Joseph Bevash, office managing partner, Latham & Watkins 
Yukari Takamura, professor of international law, Graduate School of Environmental 
Studies, Nagoya University 
 
Moderator 
Andrew Staples, director, North Asia, The Economist Corporate Network 
 

12.00 pm Special Interview 
 
Anton La Guardia, deputy foreign editor, The Economist 
 
Moderator 
Dominic Ziegler, Asia editor, The Economist 
 

12.30 pm Networking luncheon 
 

1.40 pm In conversation: Reviving rural Japan 
 
It has often seemed that the vibrancy of Tokyo, and even Osaka, Fukuoka and 
Nagoya, has been at the expense of a rural hinterland abandoned by its former 
residents and the central government. Minister Shigeru Ishiba has been given the 
daunting task of revitalising the country’s neglected regions. Is revitalisation, rather 
than resignation, the appropriate policy for regions experiencing depopulation? If 
so, can Mr Ishiba come up with creative new urban concepts and business 
models, or will we just see the repackaging of old policies, which mainly benefit 
construction firms and carpet the country with concrete? Can Mr Ishiba make a 
difference? 
 
Shigeru Ishiba, minister in charge of overcoming population decline and vitalizing 
local economy in Japan and minister of state for the national strategic special 
zones 
 
Moderator 
Dominic Ziegler, Asia editor, The Economist 
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2.10 pm On the Sofa: Japan’s security challenge 
 
As 2015 marks the 70th anniversary of the end of the second world war, Japan’s 
relations with China and South Korea have been challenging even as economic 
linkages have thickened. Yet tensions over territorial claims seem to have been 
better managed of late, and diplomacy between Japan and China has warmed. 
How cannily is Japan managing the challenge of an assertive, even bullying, 
China? Can Japan’s determination to strengthen its security, which includes 
hewing even closer to the United States than before, be pursued in a way that 
reassures rather than unsettles its neighbours? How is America’s security guarantee 
in the western Pacific undermined by poor relations between Japan and South 
Korea, its two allies? 
 

 The China challenge: Is Japan right to oppose the Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB)? 

 National security: New rules, new outlook 
 Japan’s foreign policy: More autonomy, or still following in Uncle Sam’s 

footsteps? 
 
Speakers 
Tomohiko Taniguchi, special advisor to the cabinet 
Kunihiko Miyake, president, Foreign Policy Institute, research director, Canon 
Institute for Global Studies 
Jeffrey Kingston, professor and director of Asian studies, Temple University (Japan 
campus) 
 
Moderator 
Anton La Guardia, deputy foreign editor, The Economist 
 

2.50 pm Networking break 
 

3.20 pm Special interview: The future of corporate Japan 
 
Yasuchika Hasegawa, chairman, Takeda Pharmaceutical 
 
Moderator 
Andrew Staples, director, Japan, The Economist Corporate Network 
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3.50 pm Panel discussion: Corporate Japan—How companies are changing their behaviour 
 
Japan’s first code on corporate governance goes into force in June, designed to 
instigate a revolution in governance and usher in a new era for shareholders in 
Japanese firms. How much difference will the reforms make to corporate Japan’s 
risk-averse mindset? Beyond changing boardroom behaviour, what challenges 
should Japanese companies address to boost value and compete successfully in 
the global business environment? Will Japan find a way to promote 
entrepreneurialism, embrace diversity and reshape the world of work? This session 
will feature leading business experts as they map out the future of corporate 
Japan. 
 

 Corporate-governance reform: Are the changes likely to release Japan’s 
animal spirits? 

 Which sectors and companies are most likely to prosper in the new 
environment? 

 ‘Japan Brand’: how can companies turn it into a global competitive edge? 
 Women playing an equal part: pipe dream or real possibility? 
 “New wave” players: can they become genuine global contenders? 

 
Speakers 
Haruko Arimura, minister of state for women’s empowerment 
Akira Morikawa, former chief executive officer, LINE and chief executive officer, C 
Channel 
Laurent Boissart, president, Philip Morris Japan 
Takashi Mitachi, co-chairman, Japan, The Boston Consulting Group 
Masanobu Todome, president, Lenovo Japan and president, NEC Personal 
Computers 
 
Moderator 
Chris Clague, senior analyst, The Economist Intelligence Unit 
 

4.40 pm Special interview 
 
Rintaro Tamaki, Deputy Secretary General, OECD 
 
Moderator 
Dominic Ziegler, Asia editor, The Economist 
 

5.10 pm Closing keynote interview 
 
Akira Amari, Minister of state for economic and fiscal policy and Minister in charge 
of economic revitalisation and total reform of social security and tax 
 
Moderator 
Dominic Ziegler, Asia editor, The Economist 

5.40 pm Closing remarks from the chairman 

5.50 pm Networking cocktail reception 
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8.00 am 受付 

 
9.00 am 開会の辞 

 

The Economist アジア・エディター ドミニク・ジーグラー 

 
9.15 am 基調講演とスペシャル・インタビュー 

 

内閣総理大臣 安倍晋三 

 

The Economist アジア・エディター ドミニク・ジーグラー（司会） 

 
10.00 am 岐路にさしかかる日本経済とアベノミクス 

 

日銀による大規模な量的金融緩和や、政府の大胆な景気刺激策、そして円安・原油安とい

った好材料にもかかわらず、2014 年の GDP 成長率は 0.5%にとどまっており、景気回復へ

の取り組みは現在のところ期待されていたような効果を上げていない。しかし、設備投資

や消費が回復傾向にあり、日経平均株価も 4月に 15 年ぶりの高値を記録するなど、日本

経済には好転の兆しも見られる。2016 年に向けた日本経済の展望は？政府はこうした好材

料をさらなる経済再活性化につなげるために、今後どのような改革を打ち出すべきか？本

セッションでは、政府が取り組むべき 重要課題について意見交換を行う。 

 

 2016 年に向けた日本経済の展望 

 構造改革：農協改革、電力システム改革の行方は？その他の 重点分野は？ 

 労働市場と労働環境改革、求められる方策 

 日本と環太平洋戦略的経済連携協定（TPP） 

 インバウンド観光：新たなビジネスと成長の機会？ 

 

大阪経済大学経営学部 客員教授 経済評論家 岩本沙弓 

オリエンタル・エコノミスト・アラート 編集長 リチャード・カッツ 

東京大学大学院経済学研究科 教授 伊藤元重 

 

ザ・エコノミスト・コーポレート・ネットワーク ディレクター ノースアジア 

コーポレートネットワーク アンドリュー・ステープルズ（司会） 

 
10.50 am 休 憩 
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11.20 am エネルギー戦略：原油安がもたらす新たな時代？ 

 

電力小売市場の全面自由化に向けたシステム改革がスタートするなど、2015 年は国内エネ

ルギーセクターにとって大きな転機となる可能性が高い。しかし、日本のエネルギー戦略

をめぐる課題は山積しており、その将来はいまだ不透明だ。政府は今後、原発の全面再稼

働を推し進めていくのか？それを避ける適切な代替戦略を用意できているのか、それと

も、オイルショック以前の原油依存状態に立ち戻ってしまうのか？ 高額な初期投資、非

現実的な買い取り価格設定、運営体制の不備など、自然エネルギー（特に太陽光発電）の

利用拡大を阻む課題の克服のための方策とは？日本は、世界的な気候変動の緩和に向けて

どのような役割を果たすべきなのか？  

 

 世界のエネルギー動向と日本への影響 

 日本のエネルギー戦略とベストミックス 

 電力システム改革の行方と課題 

 再生可能エネルギー：利用拡大に向けた方策とは？ 

 

エネルギー戦略研究所 所長 山家公雄 

名古屋大学大学院 環境学研究科教授 高村ゆかり 

レイサムアンドワトキンス外国法共同事業法律事務所 所長 ジョセフ・ビバッシュ 

 

ザ・エコノミスト・コーポレート・ネットワーク ディレクター ノースアジア 

コーポレートネットワーク アンドリュー・ステープルズ（司会） 

 
12.00 pm スペシャル・インタビュー 

 

The Economist 国際部 副編集長 アントン・ラ・グアルディア 

 

The Economist アジア・エディター ドミニク・ジーグラー（司会） 

 
12.30 pm 休 憩 

 
1.40 pm スペシャル・インタビュー：地方創生に向けた政策とビジョン 

 

東京や大阪、福岡、名古屋をはじめとする大都市圏の繁栄は、地方の犠牲の下に実現され

てきた面がある。政府は疲弊した地方の活性化推進を重要政策にかかげ、その困難な課題

を石破茂大臣に託した。そもそも、人口流出の流れに逆らう活性化は、地方にとって適切

な政策なのか。建設業ばかりが潤うかつての公共事業の二の舞となることなく、クリエイ

ティブで新しい街づくりのコンセプトやビジネスモデルを提示できるのか。石破大臣に勝

算は？  

 

地方創生担当大臣 内閣府特命担当大臣（国家戦略特別区域）石破茂 

 
The Economist アジア・エディター ドミニク・ジーグラー（司会） 
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2.10 pm 日本の外交・安全保障戦略 

 

2015 年は、第２次世界大戦終結から 70 年の節目となる年だ。日本と中国、韓国の関係

は、経済的なつながりを深めながらも、依然として緊張をはらんだ状態が続いている。た

だ、尖閣諸島をめぐる領土問題については事態の沈静化に向けた努力が行われており、日

中関係にも改善の兆しが見えなくはない。日本の外交は、強引ともいうべき姿勢をくずさ

ない中国とわたりあえるのか？日米連携の緊密化を含む安全保障体制の強化は、近隣諸国

との関係においてプラスとなるのか、マイナスとなるのか？ともに同盟国である日韓の緊

張関係は、米国の西太平洋地域における安全保障体制にどのような影響を与えているの

か？ 

 

 対中外交の課題：日本の AIIB 参加見送りは賢明な選択か？ 

 安全保障：新たな脅威のかたちと新たな枠組み 

 日本の外交政策：自立の道を探るのか？米国の傘の下にとどまるのか？  

 

外交政策研究所 代表 キャノングローバル戦略研究所 研究主幹 宮家邦彦 

内閣官房参与 谷口智彦 

テンプル大学（日本キャンパス） 教授 ジェフリー・キングストン 

 

The Economist 国際部 副編集長 アントン・ラ・グアルディア（司会） 

 
2.50 pm 休 憩 

3.20 pm スペシャル・インタビュー：企業の未来像と日本発グローバルの可能性 

 
武田薬品工業 代表取締役会長 長谷川閑史 

 

ザ・エコノミスト・コーポレート・ネットワーク ディレクター ノースアジア 

コーポレートネットワーク アンドリュー・ステープルズ（司会） 
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3.50 pm 日本企業の新たなかたち：変革に向けた選択肢 

 

今年 6月からコーポレートガバナンス・コードが導入され、日本企業は新たな変革の時代

に直面することになった。ガバナンスの強化は、ともすればリスク回避志向が見られる日

本企業の経営姿勢を変えられるのか？日本企業が、国内市場での競争を超えて、企業価値

を高め、グローバルなビジネス環境での競争に勝つために求められるものとは？日本は、

起業を活発化し、ダイバーシティを推進し、「働くかたち」を変革する道筋を見出すこと

ができるのか。本セッションでは、民間・政府のトップリーダーを招き、対応を迫られる

課題や新たなトレンド、そして日本企業の未来像について意見交換を行う。 

 

 ガバナンス改革：経営変革の起爆剤？ 

 今後成長が期待されるセクター・企業とは？ 

 ジャパン・ブランド：国際競争力の強化に向けた活用策とは？ 

 女性活用と職場改革：実現は可能か？ 

 次世代企業：グローバル・プレーヤーとしてのポテンシャルは？ 

 

女性活躍担当大臣 有村治子 

ボストンコンサルティンググループ 日本代表 御立尚資 

LINE 元代表取締役社長 C Channel 代表取締役社長 森川亮 

フィリップ モリス ジャパン 代表取締役社長 ローラン・ボアサール 

レノボ・ジャパン 代表取締役社長 NEC パーソナルコンピュータ 執行役員社長  

留目真伸 

 

ザ・エコノミスト・インテリジェンス・ユニット  

シニア・アナリスト クリス・クレーグ（司会） 

 
4.40 pm The Economist スペシャル・インタビュー 

 

OECD 事務次長 兼 チーフエコノミスト 玉木林太郎 

 

The Economist アジア・エディター ドミニク・ジーグラー（司会） 

 
5.10 pm 基調講演とスペシャル・インタビュー 

 

内閣府特命担当大臣 （経済財政政策）  

経済再生担当 社会保障・税一体改革担当大臣   甘利明 

 

The Economist アジア・エディター ドミニク・ジーグラー（司会） 

 

5.40 pm 閉会の辞 

 

The Economist アジア・エディター ドミニク・ジーグラー（司会） 

 

5.50 pm カクテルレセプション 

 


