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Preparing for the paradigm shift
Globalisation and the Asian business environment
Tuesday, March 7th 2017 • The Peninsula Tokyo, Grand Ballroom, 3rd Floor
7.30am - 8.00am Registration & Breakfast • 8.00am - 10.30am Meeting & presentations
Political volatility, financial shocks and economic cycles ebb and flow but, for the
past three decades at least, a liberal consensus has provided a constant bedrock for
much of the global economy. Companies have become used to a worldview based on
a commitment to free-trade, open markets and liberal investment which will drive
economic progress and improve human welfare. Globalisation has always had its
discontents but US hegemony has promoted this paradigm and underpinned the
supporting institutional infrastructure.
No longer.
The decline of US hegemony and its ability to shape the global economy will be
hastened by Donald Trump’s protectionist and nationalist agenda to “make America
great again”. As America pivots back to the homeland, China is widely expected to
fill the void and confirm its status as an emerging global superpower: an end to USled globalisation and the start of “globalisation with Chinese characteristics”.
What will this paradigm shift mean for business in Asia? Will an increasingly
protectionist environment hurt supply chains and influence investment decisions?
Should strategy be more regional than global in outlook? And will China’s growing
global influence help or hinder the region’s underlying growth story?
Join us as we invite Joseph Lake, The Economist Intelligence Unit’s Director of
Global Forecasting, to share his analysis of the global economy and latest economic
forecasts at this critical juncture for the global economy. Florian Kohlbacher,
Director of The Economist Corporate Network, North Asia and invited guests will
also discuss the implications for the Japanese economy as well as provide insight
into the policy and business implications of these macroeconomic and geopolitical
developments.

Speakers:
Florian Kohlbacher
Director, North-Asia
The Economist Corporate Network

Joseph Lake
Director of Global Forecasting
The Economist Intelligence Unit

Masatsugu Asakawa
Vice Minister of Finance for
International Affairs
Ministry of Finance Japan
David Semaya
Representative Director & Executive
Chairman
Nikko Asset Management
Sayuri Shirai
Faculty of Policy Management
Keio University

Note: These meetings are limited to senior-level executives of an organisation. Per invitation only.

This meeting will be held in other cities across Asia during the
same period. If you’re travelling to these places or would like to
nominate a colleague of appropriate seniority, please contact us.

To register please contact
Rei Hayashi at
reihayashi@economist.com

Tokyo:...........................................................March 7th
Seoul:........................................................... March 8th
Shanghai:...................................................... March 9th
Beijing:........................................................March 10th
Hong Kong:...................................................March 14th
Kuala Lumpur:...............................................March 15th
Singapore:....................................................March 16th

アジア地域戦略予測会議

パラダイムシフト :
激動の時代がもたらす影響と対応策
グローバリゼーションとアジアにおけるビジネスの今後
2017 年 3 月 7 日 ( 火 ) ペニンシュラホテル 3F グランドボールルーム
午前 7 時半〜 8 時朝食・8 時〜 10 時半プレゼンテーション & 議論

世界はこれまで、潮の満ち引きのようにやってくる政情不安や金融ショック、経済危
機を幾度となく経験してきた。だが世界経済は過去 30 年、自由主義に基づくコンセ
ンサスに一貫して支えられていた。そして企業も、自由貿易や公開市場、自由投資の
原則が経済成長と人類の福祉向上を牽引するという価値観を前提にビジネスを発展さ
せてきた。もちろん、グローバリゼーションに異議を唱える声は常に聞かれる。だが、
この概念が米国のヘゲモニーの下で推進され、制度的インフラを下支えしてきたのも
事実だ。
しかし今、こうした流れに大きな変化の波が訪れようとしている。
米国の覇権衰退と世界経済に対する影響力低下は、ドナルド・トランプ大統領が標
榜する保護貿易政策や、“ 強いアメリカの復活 ” という国粋主義的スローガンによっ
てさらに加速する可能性が高い。米国の孤立主義の深まりによって生じる空白を埋め、
新たな超大国（global super power）として台頭することが予測されるのは中国だ。
米国主導によるグローバリゼーションの終焉と、“ 中国流のグローバリゼーション ”
のはじまりを予感させる兆しはすでに見られる。こうしたパラダイムシフトは、アジ
アのビジネスにとってどのような意味を持つのか？保護貿易主義の拡大は、サプライ
チェーンにダメージを与え、投資意思決定に影響を与えるのか？企業戦略は今後、グ
ローバル重視から地域重視へと姿を変えるのか？世界における中国の影響力拡大は、
アジアの経済成長にとってプラスとなるのか、マイナスとなるのか？
ザ・エコノミスト・コーポレート・ネットワーク（ECN）が 3 月 7 日に開催する『ア
ジア地域戦略予測会議』では、ザ・エコノミスト・インテリジェンス・ユニット（EIU）
の国別政治経済分析・予測部門グローバルディレクターを務めるジョセフ・レイクが
来日し、重要な局面に向かう今日の世界経済の動向分析と経済トレンドの最新予測を
発表します。当日は、ECN 北東アジア編集ディレクターのフロリアン・コールバッ
ハが司会を務め、パネルディスカッションでは、専門家のお２人に御登壇いただき、
パラダイムシフトが日本に及ぼす影響、そしてマクロ経済的・地政学的な動向が政策・
ビジネスに与えるインパクトについて検証を行います。会議終盤には、
対談形式のセッ
ションとして、財務省財務官の浅川氏、日興アセットマネジメント株式会社代表取締
役会長のデイビット・セマイヤ氏をスペシャルゲストとしてお迎えし、当日の議論を
踏まえながら、更に掘り下げたお話を伺う予定です。

御参加をご希望される方は、担当林 (reihayashi@economist.com / 直通 035223-2181) まで、組織名・役職・連絡先をご明記の上、ご連絡くださいますよ
う御願い申し上げます。

＊使用言語は英語のみとなります
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本会議の御参加は、御招待ベースのみ、ザ・エコノミ
ストの ECN メンバー企業様と企業の経営幹部様のみ
を対象とさせていただきます

