
「フランス企業の経営戦略とリスクマネジメント
ー2021年秋のフランス在外研究よりー」亀井克之（関西大学）



亀井克之の2021年10月〜12月フランス滞在から

• リスクをとる決断＝リスク感性

• リスク感性の錬磨＝異文化に触れる・アートに触れる・決断に触れる

• 事業承継
• 2011年・日仏事業承継シンポ登壇者を訪ねて

• スポーツ （マラソン 武道）

• リスクマネジメント （リスク情報開示 コロナ）

• フランス映画

• 医療機関におけるアート

• ワイン



グルノーブル

3

パリ13区

ボーヌ

ランス

ラ・ロシェル
ポワティエ

マルセイユ

６つの都市



パリ13区 ー 国立フランソワ・ミッテラン図書館
ー シモーヌ・ド・ボーボワール橋 ー 12区 シネマテック

衛生パス(Passe Sanitaire)常時携帯

https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/d8392eb25ce44f0a9d178040698a8024.jpeg
https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/eeca2ac68ec94a89a795a3cbb1403c14.jpeg


マラソンを走るのは自己責任
保険は効かない

日本とフランスのマラソンの違いは？

• 10月17日 パリ・マラソン

• 10月30日 マルセイユ＝カシ ハーフ

• 11月20日 ボーヌ ワイン競売 ハーフ

• 11月28日 ラ・ロシェル マラソン

• 40日間でフル2本 ハーフ2本



2021年10月17日 パリ・マラソン 1年半延期されて開催
2020年2月9日の京都マラソン以来1年８ヶ月ぶりの42.195キロ



シネマテークに通い
図書室で本を執筆

2021年12月12日（日） 「うず潮」上映前挨拶
ジャン＝ポール・ラプノー監督

47本映画鑑賞



リスクをとった6人

• ①伝説のスクリプター：シルヴェット・ボドロ

• ②南仏ラ・シオタ 世界最古の映画館・エデンを危機から救う：ミシェ
ル・コルニーユ

• ③フランスに日本拳法を紹介：アリ・ズビリ

• ④アントレプレナーシップ×健康の学術的研究：ロイ・チュリック

• ⑤アートセラピーとワークショップ：フロランス・ボンテ

• 医療アート：レイチェル・イーヴン

• ⑥事業承継とファミリービジネス研究の融合 英語による専門書編集
ベランジェール・デシャン



映画は投機的リスク（戦略リスク）の塊
ある日、ある名作上映に長蛇の列、作品は？





長蛇の列 フランスの老若男女で満席
ヒロシマ・モナムール（広島、我が愛）

アラン・レネ監督 1958年
来日したフランス人女優が広島で日本人と出会う話

なぜ日本文化はこんなに人気があるのか

https://blog-imgs-45-origin.fc2.com/t/a/i/tai4oyo/hiroshimamonamour-ellieetlui.jpg


フランス女優
エマニュエル・リバが
1958年 広島滞在中
に撮影した写真

2000年代
パリで発見される

http://jlggb.net/blog/wp-content/uploads/2009/05/emmanuelle-riva.jpg


シルヴェット・ボドロ
-伝説のスクリプター

1958年
アラン・レネ監督、エマニュエル・
リバとヒロシマ・モナムールの撮影
で来日



1958年 広島
Hiroshima mon amour 
撮影時

2022年 パリ シネマテック

いつも最前列で映画鑑賞



第11章 コーディネーション





1958年 広島
Hiroshima mon amour 
撮影時

2022年 パリ シネマテック

いつも最前列で映画鑑賞

調和(accord)
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19

ミシェル・コルニーユ
45ページ コラム２ 「映画のゆりかご」
ラ・シオタと世界最古の映画館エデン・テアトル
リスクテーキングと危機管理の物語



エデンを襲った危機また危機
1997年のエデン・テアトル

20



「エデンのリュミエール」（ミシェル・コルニーユ代表）
フランス映画界全体がエデン擁護に立ち上がる

21



「エデンのリュミエール」（ミシェル・コルニーユ代表）

フランス映画界全体がエデン擁護に立ち上がる

ついに２０１３年リニューアル
「世界最古の映画館」としてギネスブックに

22
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グルノーブル

24
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六つの都市

サン＝ディエ・
デ・ボージュ



フランス日本拳法連盟 アリ・ズビリ会長
「日英仏 日本拳法の基本習得教書

ー日本拳法に学ぶリスクマネジメントー」献本



柔道の市民への普及度 世界一のフランス

26

日本と
日本文化
を愛す

フランスの人

Jean-Luc 
Voubierさん
フランス柔道

重量級
元チャンピォン

ポワティエ



グルノーブル
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ワインとシャンパンの違いは何か？
シャンパンはリスクマネジメントの産物
Salon Salon 社長 ディディエ・デュポン



普通のシャンパンとSalonの違いは何か
なぜ日本がSalonの最大のマーケットなのか

Salon 社長 ディディエ・デュポン



アントレプレナーシップ
×健康の学術的研究：
ロイ・チュリック

• 2021年11月26日

• オランダ ロッテルダム

• 退官記念シンポジウム

• ハイランクの学術的ジャー
ナルへの論文掲載に情熱

https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/a1fc2f477bc24cf5b09675e33dd13d46.jpeg
https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/5c8d092f1b00407095f265454169d170.jpeg
https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/d703d04dbd4647738cac9045b13cdda1.jpeg
https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/6f732e9a280341f5851c8c946c4a6660.jpeg


グルノーブル
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『フランス医療機関におけるアート』
アートに触れる＝リスク感性を磨く

「フランス 認知症に対するアート・セラピー/ワークショップ」
2021 11/17 パリ Sainte Marie 病院 フロランス・ボンテ医師

https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/52bd426c40d54fffb3af824becadf412.jpeg
https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/9cf5513d2f1c4ec989177732e7c1d0cd.jpeg


Adrien Garcia
« Planétarium Musical Interactif » Installation audiovisuelle
2015 – CH Necker Paris et Johns Hopkins Baltimore USA 



ILLUMINART
Dispositif Nomade Interactif et immersif pour les chambres



アートに触れる＝リスク感性を磨く
Art dans la Cite によるイリュミナールの試み
Paris Armand Trousseau病院 2021年12月2日
Rachel Even氏 Raphael Vialle医師 →2022. 11/18イベント

https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/c67ecfae671846f6bab48326879c9afc.jpeg
https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/244d6ff9390e4cf48e0a58ab952f6b0a.jpeg


2011年 中小企業の事業承継日仏シンポジウム

https://www2.itc.kansai-u.ac.jp/~kamei/colloque2011/images/photo/osaka/IMG_4718.JPG
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https://www2.itc.kansai-u.ac.jp/~kamei/colloque2011/images/photo/osaka2/img_7282.jpg




⑥事業承継とファミリービジネス研究の融合
英語による専門書編集

グルノーブル大学ベランジェール・デシャン
2022年10月28日-11月5日 日本招へい 決定!!

11/1？気仙沼 11/3 東京 日仏会館 日仏シンポジウム

https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/cc75ed045d664f7cb1d7359c766e3ee2.jpeg
https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/0f780e9a1feb4300adf421d3595b5d5c.jpeg


そして ワイン



ワイン産業と6人
• ①オリヴィエ・トレス：『ワイン・ウォーズ モンダヴィ事件 グローバリゼー

ションとテロワール』

• →中小企業経営者の健康を支援する研究 AMAROK  

• →2021年秋日仏共同調査

• ②ジュリアン ・ガコン：『ワインの美学 ESTHTIQUE DU VIN』編著者

• ③ディディエ・デュポン：SALON代表取締役

• シャンパーニュで特異な存在 単一ヴィンテージ、単一品種、単一の地域、日本
への輸出量が最も多い

• ④エヴァ・ギガル：南仏コート・デュ・ローヌ最大ワインメーカー、三代目夫人、
後継者のための投資

• ⑤坂口功一：『ブルゴーニュと日本をつないだサムライ』 現在の日本のワイン
市場の礎を築く

• ⑥日本ワインに取り組む人たち



①オリヴィエ・トレス：『ワイン・ウォーズ モンダヴィ事件』
→中小企業経営者の健康を支援する研究 AMAROK  →2021年秋日仏共同調査
②ジュリアン・ガコン：『ワインの美学 ESTHTIQUE DU VIN』編著者
③ディディエ・デュポン：SALON代表取締役
シャンパーニュで特異な存在
単一ヴィンテージ、単一品種、単一の地域、日本への輸出量が最も多い

https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/1a59cd74d1194952ab221cdec5769618.jpeg
https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/c06bd66dadac4aaba5e4230f2f5c27ca.jpeg
https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/962c76a061be46d58c486f631a5728e9.jpeg


④エヴァ・ギガル：
南仏コート・デュ・ローヌ最大ワインメーカー「ギガル」
三代目夫人、後継者のための投資

https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/96c5728d35194798a10ffe4260cab1f9.jpeg
https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/ddac0a503a4a415698bc7f68de020b3a.jpeg
https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/92dae9e8d2a546a89dbb3963efcd3b33.jpeg


⑤坂口功一：
『ブルゴーニュと日本を
つないだサムライ』
現在の日本のワイン市場の礎
を築く
2021年12月3日 パリ

https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/80e0f98f6cdb4e36adab1084aaaea7e1.jpeg


2021年12月 オミクロン株 猛威

https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/a9cfc0b28dac4537a2e2f3b7bcccba68.jpeg


帰国 6日間完全隔離 8日間自主隔離

https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/90c0600913e242118823769d758458a6.jpeg
https://dojikame.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/d9c6e9e68f64479fa2c66a2b5391d7c1.jpeg
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社会安全学部 亀井克之の2021年10月〜12月 フランス滞在から

リスクとリスクマネジメント

• リスクの伝統的な２分類 （現代的３分類）

•純粋リスク（「予防すべきリスク」「外襲的リスク」）
• 事故や災害

• リスクファイナンス＝保険リスクコントロール ＝安全管理

•投機的リスク（「戦略リスク」）
・リスクテーキング ＝決断＝ 亀井克之の2021年10月〜12月フランス滞在から


