
 

 

第 17 回日・EU ビジネス・ラウンドテーブル年次会合 

“EU and Japan – 新たな産業協力への道を開く” 

 

2015 年 4 月 27 日（月）、28 日（火） 

エグモン宮殿, ブリュッセル 

 

プログラム 

2015 年 4 月 27 日（月） 

17:50 マイクロバスでエグモン宮殿へ （事前登録者のみ） 

17:50 開場 ‘8 bis’ street door 

   

18:00 ドリンク・レセプション 

ゲストスピーカー：ダニエル・カレハ・クレスポ 

欧州委員会 域内市場・産業・起業・中小企業総局（成長総局）総局長      

関 芳弘 経済産業大臣政務官 

Marble Gallery 18:30 

 

20:00 公式夕食会 

ゲストスピーカー： カルロス・モエダス欧州委員会委員 

          （研究、科学・イノベーション担当） 

                                  ジャン・リュック・デマーディ 欧州委員会貿易総局 総局長 

 

Mirror Room 

 

22:00 マイクロバスで Steigenberger Grandhotel までお送り（事前登録者のみ） 

 

 

2015 年 4 月 28 日（火） 

 

8:15 マイクロバスでエグモン宮殿へ （事前登録者のみ）  

8:30 開場 ‘8 bis’ street door 

   

 ウェルカム・ドリンク (tea and coffee) Tapestry Room 

   

9:00 事前準備会合 (45 分)  

 EU 側スピーカー：ドミニク・ロンベール 欧州委員会 域内市場・産業・ 

         起業・中小企業総局（成長総局）日本担当ポリシーオフィサー 
Blue Room 

 日本側スピーカー：片上 慶一 欧州連合日本政府代表部 特命全権大使 Orange Room 

                                  伊藤 直樹 外務省 経済局審議官  

          福永 哲郎 日本機械輸出組合 ブラッセル事務所長  

   



   

10:00 開会挨拶 Arenberg Room 

  ブレジエ議長による開会ご挨拶  

  佃議長による開会ご挨拶  

   

 テーマ別討議 Arenberg Room 

10:15 Theme 1:  日・EU FTA / EPA の現状（35 分） 

進行役: ファブリス・ブレジエ 

(1) メンバーによるプレゼンテーション (日・EU 各 5 分) 
EU 側スピーカー：マーカス・ベイレール（BUSINESSEUROPE） 
日本側スピーカー：橋本 紀晃（JBCE） 
 

(2) 討議(25 分) 

 

10:50 Theme 2: （ポスト FTA 時代の）規制協力について（50 分） 

進行役: 佃 和夫 

(1) 経済産業省および欧州委員会成長総局からの報告( 日・EU 各 10 分) 

経済産業省：信谷 和重 通商政策局欧州課長 
欧州委員会：カルロ・コラッツァ 域内市場・産業・起業・中小企業総局 
      （成長総局）国際課長 
 

(2) メンバーによるプレゼンテーション  (日・EU 各 5 分) 

日本側スピーカー：川口 均（日産自動車） 
 EU 側スピーカー： ヴォルフガング・ヴェーバー（BASF） 
 

(3) 討議 (20 分) 

 

 

 
  

11:40 コーヒー・ブレイク Tapestry Room 

 

  テーマ別討議 Arenberg Room 

12:00 Theme 3: エネルギーと気候変動－COP21 での BRT の役割（20 分） 

進行役: ファブリス・ブレジエ 

(1) メンバーによるプレゼンテーション(日・EU 各 5 分) 
日本側スピーカー：岡田 秀一（日本電気） 
 EU 側スピーカー：マガリ・スメッツ（AREVA） 
 

(2) 討議 (10 分) 

 

12:20 Theme 4: 日・EU 交通・輸送分野の協力（35 分） 

進行役: 佃 和夫 

(1) メンバーによるプレゼンテーション(日・EU 各 5 分) 
日本側スピーカー：大橋 洋治（ANA ホールディングス） 
 EU 側スピーカー：エッカート・フォン・クレーデン（ダイムラーAG） 
 

(2) 討議 (25 分) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



   

12:55 共同提言書、プレスリリース、および COP21 共同声明 採択 Arenberg Room 

   

13:00 ワーキングパーティごとの昼食会 Mirror Room 

   

14:20 官民合同セッション (約 2 時間) Arenberg Room 

 (1) テーマ別討議の総括 (5 分)  

 (2) BRT 提言書の報告 (日・EU 各 WP3 分ずつ) 
進行役: 佃 和夫 

 

 WPA: 貿易・投資と規制における協力 
スピーカー: 川口 均 (日産自動車)   / ダニー・リズバーグ (EBC) 

 

 WPB: ライフサイエンス、バイオテクノロジー 
スピーカー: 永山 治（中外製薬）/  ベルント・ハリング (バイエル AG) 

 

 WPC: イノベーション、ICT 
スピーカー: 伊東 千秋 (富士通)  / ステファン・イズラエル (アリアンスペース) 

 

 WPD: 金融サービス、会計・税制 
スピーカー: 木根 真 (野村證券)  / フィリップ・アヴリル (BNP パリバ) 

 

 WPE: エネルギー、環境と持続可能な発展 
スピーカー: 岡田 秀一 (日本電気)  / マガリ・スメッツ (AREVA)  

 

   

 (3) 政府関係者からの報告 (各スピーカー5 分) 
進行役: ファブリス・ブレジエ 

 

 スピーカー：  

 関 芳弘 経済産業大臣政務官  

 ダニエル・カレハ・クレスポ 欧州委員会 域内市場・産業・起業・ 
中小企業総局（成長総局）総局長 

 

 伊藤 直樹 外務省 経済局審議官  

 マリア・アセニウス マルムストロム欧州委員会通商担当委員官房長  

 森 清 総務省 情報通信国際戦略局次長  

 ゾラン・スタンチッチ 欧州委員会 通信ネットワーク・コンテンツ・

技術総局 副総局長  
 

 ペドロ・シルヴァ・ペレイラ 欧州議員  

   

 (4) 討議 (1 時間)  

 
  

16:35 閉会 (25 分) Arenberg Room 

  BRT の将来的な役割  

  閉会挨拶  

   

17:15 フェアウェル・ドリンク(45 分) Mirror Room 

18:15 マイクロバスで Steigenberger Grandhotel までお送り（事前登録者のみ）  

 


