
21世紀の都市を考える
グローバル世界におけるローカルからの応答

2019年11月28日㈭
10：00 – 18：40

日仏・仏日同時通訳付き
場所：日仏会館　1階ホール

東京都渋谷区恵比寿3－9－25
申し込み : https://frama.link/fv9ZEshh

2050年、世界人口の70％が都市に住むと予想される。しかしながら、都市の問題は世界の様々な地域において
根本的に異なる方法で突きつけられるということを認めざるを得ない。事実、現在のグローバル化という背景の
中で都市が世界的な課題に直面している一方で（大都市化、モビリティの変化、移民、気候変動など）、それらの
プロセスはしかしながら根本的に地域の現状に根差した次元を有しており、都市の地域開発にとって真の課題
となっている。
本国際シンポジウムは、フランス国立社会科学高等研究院・日仏財団(FFJ)の設立10周年を記念し、FFJ、日仏会
館・フランス国立日本研究所の共催で開催され、地域レベルから世界的なレベルにおいて、大都市がどのように
新たな課題に直面しているのかを議論し、そしてその課題に対して提示される地域からの応答の多様性を考察
することを目的とする。
学際的な視点に基づくとともに、日仏の視点を交えながら、本シンポジウムは学術界、公的機関そして民間企業
において第一線で活躍する研究者や実務家を交えて議論を行う。
 
学術委員会：エルワ・フィケ、ベアトリス・フェルナンデス、セバスチャン・ルシュヴァリエ （フランス国立社会高等研究院）

プログラム

9:15   開場 
10:00  開会の挨拶
10:20  基調演説 　ルイ・シュヴァイツァー氏
10:50  ラウンド・テーブル１「アフリカ地域における
都市化と変容」
12:50  お昼休憩

14:00  基調演説　久元喜造神戸市長
14:30  ラウンド・テーブル２「都市の活性化のために」
16:20  来賓挨拶　ローラン･ピック駐日フランス特
命全権大使
16:40  ラウンドテーブル３「大都市とグローバリゼー
ション」
18:40  閉会

Fondation
FRANCE-Japon
de l’ehess

日仏財団



10:00  開会の挨拶
福井憲彦 （公益財団法人日仏会館 理事長）　
セバスチャン・ルシュヴァリエ （フランス国立社会高等研究院・日仏財団 理事長、同研究院 教授）

10:20  基調演説 
ルイ・シュヴァイツァ ー （パリ日本文化会館運営委員会 会長） 

10:50  ラウンド・テーブル１「アフリカ地域における都市化と変容：地方と都市間の循環
と交流」
ここ二十年間の急速な都市化や複数の巨大都市の誕生が、アフリカにおける都市化の問題の最も注目すべき
側面の一つを構成しているのは、都市発展は地方の問題やその発展の問題から切り離せないからである。ラウ
ンドテーブル１では、都市と地方間の循環、モビリティそして交流というテーマに沿って考える。目的は21世紀に
おけるアフリカ地域にとっての主要課題を見出すことである。
モデレーター 

峯陽一 （同志社大学 教授）
登壇者

ジェローム クロー・ウェヤ （駐日コートジボワール共和国特命全権大使）
阿毛香絵 （京都精華大学 研究コーディネーター）
アルメル・ショプラン （ジュネーヴ大学 准教授）
ウスビ・サコ （京都精華大学 学長）
エルワ・フィケ （フランス国立社会科学高等研究院 准教授）
藤田安男 （JICA研究所 副所長）

12:50  お昼休憩

14:00  基調演説 「人口減少社会を迎えて　～神戸の挑戦～」
久元喜造 （第16代神戸市長）　

14:30  ラウンド・テーブル２「都市の活性化のために：日仏協働の貢献とは」
公共住宅、都市再開発、モビリティと交通、都市の衰退…　過去十年間の都市研究への日仏協働の貢献は数多
くまた多様である。両国に関して研究を行ってきた日本とフランスの専門家たちの視点を交えながら、ラウンド・
テーブル２では近年の主な成果にさかのぼり、日仏の視点の特性を考察した上で、今後数年間の中心となるで
あろう研究テーマに関して議論する。
モデレーター

ベルナール・トマン （日仏会館・フランス国立日本研究所 所長 、パリ東洋言語文化大学 教授）
登壇者

レミ・スコシマロ （日仏会館・フランス国立日本研究所 研究員）
ベルナール・デルマス （ミシュラン シニア・アドバイザー）
東秀忠 （山梨学院大学 教授）
ソフィー・ビュニク （日仏会館・フランス国立日本研究所 研究員）
森千香子 （同志社大学 教授）

16:20  来賓挨拶
ローラン･ピック （駐日フランス特命全権大使）

16:30  休憩



16:40   ラウンドテーブル３「大都市とグローバリゼーション：未来の都市のための進化、
課題、そしてモビリティとは」 
数年前から私たちの関心は、発展の恩恵を享受してきた場所、その国の経済的原動力、またはグローバル化の
勝者とされてきた巨大都市に寄せられてきた。しかし、日本の諸都市の例が示すように、人口増加や経済成長、
そして都市化は今日において必ずしも併存するものではない。その上、大都市は社会空間的不平等をさらに深
刻なものにしている。都市に関する新たな課題は、都市のガバナンス方法だけでなく、住民や地域に根差すアク
ターらがどのように日々の生活の中で街を形成するかという様式に至るまで重要な変化をもたらした。ラウンド
テーブル３では、学際的なアプローチに基づきながら、21世紀の都市の課題に直面している地域からの応答の
多様性を明確にすることを目指す。
モデレーター

セバスチャン・ルシュヴァリエ （フランス国立社会高等研究院・日仏財団 理事長、同研究院 教授）
登壇者

ミシェル・アジエ （フランス国立社会科学高等研究院 教授）
古賀伸彦 （トヨタ自動車  未来創生センター長）
齊藤麻人 （横浜国立大学 教授）　
中井検裕 （東京工業大学 教授）　
ベアトリス・フェルナンデス （フランス国立社会科学高等研究院 准教授）

18:40  閉会
セバスチャン・ルシュヴァリエ （フランス国立社会高等研究院・日仏財団 理事長、同研究院 教授）
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プロフィール （五十音順）

ミシェル・アジエ
開発研究所（IRD）特例クラス教授および
EHESS教授 、人類学者。関心領域は、人
類学的視点からの、人的グローバル化、モ
ビリティ、さらに新たな都市背景の形成の
関係。2000年以降、アフリカ、近東、ヨー
ロッパにおいて移民・難民に関わるフィ
ールドワークに携わり統括する。主な出
版物に『Anthropologie de la ville（都市
の人類学）』（Puf, 2015）、『Borderlands. 

Towards an Anthropology of Cosmopolitan Condition』（Polity 
press, 2016）、『L’Étranger qui vient. Repenser l’hospitalité（
来る外国人－ホスピタリティーの再考）』（Seuil, 2018）などがあ
る。日本では、『移動する民：「国境」に満ちた世界で』（藤田書店, 
2019）を出版。

阿毛 香絵 
文化人類学博士(EHESS・セネガル国立ガ
ストンベルジェ大学ダブルディグリー)。京
都精華大学アフリカ・アジア現代文化研
究センター研究コーディネーターを務め
る。2019年前期は東京外国語大学言語
文化学部非常勤講師を務め、「フランス
語で見るアフリカ」を担当。2013年から
2018年からはEHESS日仏財団において
リサーチコーディネーター務め、アジア・

アフリカ研究プログラムの責任者としてプログラム立ち上げと企
画運営全般を担当した。博士論文のテーマは「セネガルの高等
教育におけるイスラームのダイナミズム」。主な研究分野は、西ア
フリカにおける教育、近代化とイスラーム、西アフリカにおける都
市化とモビリティ、アフリカにおけるメディアとポピュラーカルチャ
ー、アジア・アフリカ間の新たな関係性等。 

ジェローム クロー・ウェヤ
駐日コートジボワール共和国特命全権大
使。オーストラリア、インドネシア共和国、
フィリピン共和国、シンガポール共和国
を兼轄。 1981年に同国外務省に入省。
外務省につづき、これまでモロッコ（ラバ
ト）、スイス（ジュネーブ）、オーストリア（ウ
ィーン）などさまざまな在外コートジボワ
ール大使館および国際機関の政府代表
部にて要職を歴任。 現職に至るまでに、

コートジボワール外務省にて官房室主席を経て、長年にわたり
歴代の外務大臣のもと官房長官をつとめる。 マルティラテラリス
ト（多国間主義者、国際協調主義者）。 これまで、国際貿易開発
会議 (UNCTAD)、国際連合工業開発機関 (UNIDO)、世界保健機
関 (WHO)、世界貿易機関 (WTO)、世界知的所有権機関 (WIPO)
などの枠組みのなかで開かれるさまざまな国際会議および国際
折衝に数多く参加。

古賀 伸彦
トヨタ自動車 未来創生センター長。東
京理科大学 工学部 機械工学科卒業。
東京大学EMP（Executive Management 
Program）修了。1991年にトヨタ自動車
入社、トヨタモーターヨーロッパで欧州技
術法規渉外マネージャ―を務め、本社に
てエネルギー研究プロジェクトリーダー、
技術統括部長を経て、現職。主な研究領
域は、モビリティインフラ、ロボット。 

齊藤 麻人 
1965年、東京生まれ。立教大学卒業、ロ
ンドンスクールオブエコノミクス大学院修
了（PhD）。シンガポール国立大学専任講
師を経て、現在、横浜国立大学都市イノベ
ーション研究院教授。専門は都市社会学、
都市政策。グローバル経済の中での都市
の役割や都市政策の形成過程について、
国家論的な視点から研究している。主要
業績として『Locating Neoliberalism in 

East Asia』 (共編著、Blackwell、2011)、 『Struggling Giants: city-
region governance in London, New York, Paris and Tokyo』 (共
著、University of Minnesota Press、2012)がある。

ウスビ・サコ
京都精華大学教授。2018年4月、同大学
学長に選任される。東南大学（南京）にお
いて最初の建築学の学位を取得後、同大
学で研究を続け、日本への進学を決意。
人間と建築空間の関係性を研究し、世
界中でフィールドワークを行いながら建
築、都市計画、社会人文科学の分野で多
くの書籍を出版。近年の関心領域はコミ
ュニティ施設や空間的変化と推移、改築

プロジェクト、建造物遺産の修復と保存。日本、中国、マリ、モーリ
タニア、ブルキナ・ファソ、そしてニジェールにおいてフィールドワ
ークを続けている。

ルイ・シュヴァイツァ ー
零細企業の起業と発展の資金援助を
目的とした非営利団体であるInitiative 
Franceの会長。1992年5月から2005年
4月までルノー会長兼CEO(最高経営責
任者)に就任。この間、2002年から2005
年には、ルノー・日産BV社の代表取締役
としても活躍。それ以前には、予算局の
官僚、その後5年間ローラン・ファビウス
氏（1981年予算相、1983年産業・研究

相、1984年から1986年まで首相）の下で官房長を歴任。



アルメル・ショプラン
2019年よりジュネーヴ大学地理学環
境学部およびグローバル研究院 準教
授。2006年の都市開発の博士号取得後

（パンテオン・ソルボンヌ－パリ第一大
学）、パリ東大学およびパリ都市計画学校
にて准教授を務めた。2016年から2018
年の間、開発研究所（IRD）の研究員とし
て西アフリカに配属される。アフリカの都
市の専門家で、関心領域は都市政策、南

の発展途上国（グローバル・サウス）における発展の社会的変化
とその課題。

レミ・スコシマロ 
トゥールーズ・ジャン・ジョレス大学日本
言語文化 准教授、地理学者。2016年よ
り、東京の日仏会館・フランス国立日本研
究所 研究員。研究領域は、日本の都市空
間の移動、特に中心部における人口の再
構成と海岸部の整備。2011年から、同年
3月11日に起きた災害（地震、津波、放射
能汚染）の研究および、被害を受けた地
域の再建の方法に関しても研究を行って

いる。フランス国立科学研究センターの支援の下、月一回日仏会
館にて同テーマにおけるセミナーを開催している。2018年『Atlas 
du Japon（日本のアトラス）』を出版（Autrement社、原書房より『地
図で見るハンドブック』シリーズにおいて日本語訳出版）。

ベルナール・デルマス 
ミシュランのシニア・アドバイザー、日産
の独立社外執行役、在日フランス商工
会議所の名誉会長、在日フランス対外
貿易委員会顧問。1977年国立高等鉱業
学校、1979年にフランス高等ビジネス
学院を卒業後、ミシュラングループに入
社しアジアにおいて数多くの役職を務
める。2007年には日本ミシュランタイヤ
代表取締役社長、及びミシュランコリアタ

イヤの代表取締役社長に就任。2016年から2018年まで、日本ミシ
ュランタイヤの会長を務める。

ベルナール・トマン
日仏会館・フランス国立日本研究所 所
長 およびパリ東洋言語文化大学 教授、
歴史学者。東京大学の招聘研究員、東京
外国語大学の招聘教授として招かれた。
研究領域は近代及び現代日本における
社会福祉と社会政策史、労働史、職業病
の歴史、そして鉱山産業における社会史
や公衆衛生史である。最新の出版書籍は

『La naissance de l’Etat social japonais 
: Biopolitique, travail et citoyenneté dans le Japon impérial 
(1868-1945)（日本社会国家の誕生：大日本帝国（1868-1945）
における生政治、労働、市民権）』（Presses de SciencePo, 2015
年）。国立研究所から資金援助を受けた研究プログラム『労働の発
展と形態 – 労働の不確実性のユーラシア比較（EURASEMPLOI）
』のリサーチコーディネーター（2016年から2021年）。

中井 検裕
1958年大阪生まれ。1986年東京工業
大学大学院 理工学研究科博士課程満
期退学。London School of Economics 
and Political Science研究助手、東京大
学助手、東京工業大学助教授などを経て
2002年から東京工業大学 教授。2018
年から同大学環境・社会理工学院長。博
士（工学）。専門は都市計画。2015年よ
り国土交通省社会資本整備審議会都市

計画・歴史的風土分科会長、2019年より同審議会住宅宅地分科
会長。公益社団法人日本都市計画学会会長（2014-2015年度）。

東 秀忠 
山梨学院大学経営学部経営学科 教授。
同大学経営学研究センターのセンター
長も務める。近年は自動運転やMaaSな
どの新たなモビリティイノベーションに
おける社会・技術・企業のダイナミズム
に着目した研究を行っている。さらに、ト
ヨタ生産方式の理論を農業の生産現場
に応用する研究を主におこなっている。
アメリカの学会「自動車とモビリティのイ

ノベーションプログラム（PVMI）」またフランスの学会「自動車産
業とその労働者の常設研究グループ（GERPISA）」の長期間に渡
る研究メンバーである。

久元 喜造
2013年から第16代神戸市長を務める。
東京大学法学部卒業後、旧自治省入省。
青森県企画課長、京都府地方課長、札幌
市財政局長、内閣官房内閣審議官、総務
省自治行政局行政課長、選挙部長、自治
行政局長などを歴任し、2012年神戸市
副市長。2013年神戸市長に当選、現在
2期目。震災から20年以上を経て、神戸
市民の生活水準・所得の向上、魅力ある

地域づくり、地域課題の解決に取り組み、持続可能な大都市経営
を目指す。

ローラン・ピック 
2017年より駐日フランス大使に就
任。INALCO国立東洋言語文化学院とパ
リ政治学院を卒業後、1993年から1995
年にかけて外務省東ヨーロッパ局にてロ
シア、CIS 独立国家共同体およびコーカサ
スの外交政策を担当。その後在バーレー
ン大使館一等書記官、在ブラッセル欧州
代表部フランス代表団一等書記官、在ニ
ューヨーク国連代表部フランス代表団二

等参事官、駐オランダフランス大使などの職務を歴任。また、大
臣官房（2001年-2002年　欧州担当大臣官房室技術官、2012
年-2014年　ジャン=マルク・エロー首相付き外交顧問、2016
年-2017年　ジャンー=マルク・エロー外務・国際開発大臣官房
室長）や首相府（2008年-2009年SGAE 欧州問題省庁間連絡事
務局次席）にて職務をつとめる。国家功労勲章シュバリエを受章。



ソフィー・ビュニク 
地理学者及び都市工学者。パリ高等師範
学校およびパリ第一大学パンテオン・ソ
ルボンヌで学び、DATAR （フランスの国
内地域計画機関）において派遣社員を
務めた後、パリ第一大学で地理学・都市
計画博士を取得。現在は日仏会館・フラ
ンス国立日本研究所 研究員および地理
学－都市研究センターの共同研究員。研
究領域は、人口衰退が進む郊外と日本の

中規模都市における都市資源（商業・サービス）の移転、転居人口
の展開、居住地の空洞化に対する政策。主に大阪と青森を対象に、
フランスの研究事例と比較しながら研究を行っている。2018年か
ら、縮小する街についての国際研究ネットワーク「Shrinking Cities 
International Research Network」の共同責任者を務める。2016
年、執筆した博士論文でフランス地方言語協会のフィリップ・エダ
ロ (Philippe Aydalot)賞およびPUCA（フランス政府の都市計画・
建設・建築局）のグランプリを受賞した。

エルワ・フィケ
EHESS 准教授。宗教社会科学研究センタ
ーに所属し、雑誌「Cahiers d’études afri-
caines（アフリカ研究評論）」の編集長も
務める。人類学の現地調査と文書の文献
研究、そして社会力学史を交差させた研
究を行なっている。主な研究対象は、17
世紀から今日までの、エチオペアにおけ
るキリスト教社会とイスラム教社会の共
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