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Alexandre de Juniac, Director General and CEO

アレクサンドル・ドゥ・ジュニアック

Alexandre de Juniac became the seventh person to lead the International Air Transport Association (IATA)
when he took on the role of Director General and CEO from 1 September 2016.
De Juniac has almost three decades of experience in both the private and public sectors. This includes senior
positions in the airline and aerospace industries and the French government.
De Juniac served as Chairman and CEO of Air France-KLM (2013-2016) and prior to that as Chairman and
CEO of Air France (2011-2013). Under de Juniac’s leadership Air France and Air France-KLM underwent a
successful restructuring that improved efficiency and strengthened performance. He has also served on the
IATA Board of Governors (2013-2016).
De Juniac has broad aviation sector experience, including 14 years at French aerospace, space, defense,
security and transportation company Thales, and its predecessor companies Thompson-CSF and Thompson
SA (1995-2009). In his last position at Thales, de Juniac was responsible for the company’s operations and
sales in Asia, Africa, the Middle East and Latin America.
De Juniac has also held positions in the French government. His career began with the Conseil d’Etat (State
Council) from 1988 to 1993. Subsequently, he served in the Department of Budget (1993-1995); and in the
Ministry of Economy, Industry and Employment as Chief of Staff to then Minister Christine Lagarde (20092011).
A French citizen, de Juniac was born in 1962. He is a graduate of the Ecole Polytechnique de Paris and Ecole
Nationale de l’Administration. At IATA he will work from both the association’s main offices in Montreal,
Canada and Geneva, Switzerland.
アレクサンドル・ドゥ・ジュニアックは、2016 年 9 月 1 日から第 7 代国際航空運送協会（IATA）の事務局長兼 CEO と
して活動しております。IATA 着任以前は民間部門と政府機関の両方で約 30 年の経験を持っています。これには、航
空宇宙産業およびフランス政府の主要ポジションが含まれます。
エールフランス・KLM（2013-2016）の会長兼最高経営責任者を務め、その後エールフランスの会長兼 CEO（20112013）として務めました。ジュニアックのリーダーシップのもと、エールフランス・KLM は、効率性を改善し、業績を向
上させる構造改革を成功させました。エールフランス・KLM 在職時に IATA 理事会（2013-2016）メンバーとして活動
いたしました。
フランスの航空宇宙、宇宙、防衛、安全および輸送会社タレス(Thales)・およびその前身の企業 Thompson-CSF お
よび Thompson SA（1995-2009）での 14 年間を含む幅広い航空部門の経験を有しています。タレスの後期には、ア
ジア・アフリカ・中東・ラテンアメリカでの同社の経営部門と営業部門を担当しました。
フランス政府では、1988 年から 1993 年国務院から始まり、経済・財務省予算局（1993-1995）で勤務いたしました。
経済・財政・産業省では、クリスティーヌ・ラガルド大臣（2009 年〜2011 年）の側近として活動しました。
フランス国民であるジュニアックは 1962 年に生まれで、パリのエコール・ポリテクニークとフランス国立行政学院（略
称：ENA）を卒業しました。 IATA では、カナダのモントリオール（Head Office）とスイスのジュネーブ(Executive
Office)で業務をおこなっています。

