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世界経済における
日米経済パートナーシップ

「リーマンショック後の世界経済における日米経済パートナーシップ」
Looking Ahead: Japan-U.S. Economic Partnership in the Post-Lehman World

　21世紀となってすでに10年が経ち、世界情勢がますます流動化す
る中、日米両国はより緊密に意見交換を行い、協力しながら世界が直
面する多様な課題に応えていくことが必要とされています。笹川平和
財団とウッドロー・ウィルソン国際学術センターは、このような共通
の問題意識を背景として、日米を取り巻く問題のみならず、グローバ
ルな問題について議論を深め、両国の協力、協働の基盤づくりに貢献
することを目指して2009年より「日米共同政策フォーラム」をスター
トさせました。「核のない世界」についての議論を行った昨年に引き続
き、2年目となる本年は「経済」をテーマに議論します。
　2008年のリーマンショック後、世界経済は大きな打撃を受けまし
た。米国の相対的な力の低下と中国の台頭は、ドルを基軸通貨とする
現在の米国中心の経済・金融体制の見直しの議論を生み、G20 をはじ
めとする新たな世界の経済・金融枠組みが模索されています。今後の
世界経済はどのような方向に進むのか、経済面でのグローバルガバナ
ンスのあるべき姿はどのようなものか ―日米間で議論を深め、コン
センサスを構築し、連携を図るべきテーマは数多く存在します。本
フォーラムでは日本とアメリカに今後課される役割と課題、経済面で
のパートナーシップについて議論していきたいと考えます。

 Ten years into the 21st century, with the global situation becoming increas-
ingly fluid, Japan and the United States must coordinate closely to improve 
their cooperation and tackle the myriad challenges the world faces today. 
Within this context, The Sasakawa Peace Foundation, in cooperation with 
the Woodrow Wilson International Center for Scholars, launched the 
Japan-U.S. Joint Public Policy Forum in 2009, aiming to provide a basis for 
cooperation between Japan and the United States to enhance discussion 
and cooperation on not only U.S.-Japan relations, but also global issues. 
Following our initial forum last year on Japan-U.S. partnership toward “A 
World Free of Nuclear Weapons,” our second forum will discuss Japan-
U.S. economic partnership after the global financial crisis. 
 The world suffered a major blow after the so-called “Lehman Shock” in 
2008. The relative decline of U.S. power and the rise of China have 
generated discussion to reassess the current dollar-based global 
economic/financial system and search for a new global economic/financial 
framework such as the G20. Where is the global economy headed? What 
is the ideal form of global governance in the economic realm? These are 
two of the many questions that demand further discussion, consensus-
building, and coordination between Japan and the United States. This 
forum will address Japan-U.S. economic partnership, including the 
expected roles and issues that these countries will face in the coming years.

笹川平和財団は、日本財団およびモーターボート競走業界からの拠出金により、
1986年9月に設立された民間財団です。国際理解・国際交流および国際協力の推
進を目的として、アメリカ、アジア太平洋地域を中心に、世界各国の団体と協力
しながら、調査・研究、人材育成、人物招へいと派遣、国際会議開催などの事業の
実施および助成を行っています。

笹川平和財団：〒107-8523　東京都港区赤坂1-2-2　日本財団ビル4階
■TEL:03-6229-5400（代表）　■FAX: 03-6229-5470
■E-mail:spfpr@spf.or.jp　
■URL: http://www.spf.org/

The Sasakawa Peace Foundation was established in September 1986 as a 
private nonprofit organization with an endowment from the Nippon Founda-
tion and the Japanese motorboat racing industry. To achieve our goals of 
fostering international understanding, exchange, and cooperation, we 
encourage surveys and research, develop human resources, invite and 
dispatch personnel, organize international conference and other forums for 
discussion in cooperation with grantee organizations in the world.

The Sasakawa Peace Foundation, The Nippon Foundation Bldg., 
4th Fl.1-2-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan
■TEL:81-3-6229-5400　■FAX: 81-3-6229-5470
■E-mail:spfpr@spf.or.jp　
■URL: http://www.spf.org/e/

ウッドロー・ウィルソン国際学術センター
ウッドロー・ウィルソン国際学術センターは、米国議会の要請によって、ウッド
ロー・ウィルソン元米国大統領を記念し、1968年に設立されました。ワシントン
DCを拠点とし、自由、オープンかつ非公式な対話を行うために、無党派のフォー
ラムを形成してきました。また、中立的機関として、公的また私的な資金助成を
得ながら、米国の国内問題および国際問題についての研究に携わっています。

The Woodrow Wilson International Center for Scholars, established by 
Congress in 1968 and headquartered in Washington, D.C., is the living, 
national memorial to President Wilson. The Center establishes and 
maintains a neutral forum for free, open, and informed dialogue. It is a 
nonpartisan institution, supported by public and private funds and 
engaged in the study of national and world affairs.

The Woodrow Wilson International Center for Scholars, Ronald Reagan 
Building and International Trade Center
One Woodrow Wilson Plaza 1300 Pennsylvania Ave., NW, Washington, 
DC 20004-3027
■Tel: 1- 202-691-4000
■URL: http://www.wilsoncenter.org/

イーストウェストセンターフェロー
オーストラリアにあるアジア研究センター、香港中文
大学アジア太平洋研究センターおよび上海社会科学
院のフェローを務めた。シアトルのワシントン大学に
て博士号取得（政治学）。Chinaʼs Emergent Political 
Economy—Capital ism in the Dragonʼs Lair 

（Routledge, 2008年）な ど4冊 を 編 集。The China 
Quarterly、Business and Politics、Comparative 
Social Researchなどへの学術論文、政策分析・論説
記事も多数執筆。　

CHRISTOPHER A. MCNALLY is a fellow at the East-West Center in Honolulu. He 
has also held fellowships at the Asia Research Center in West Australia, the 
Institute of Asia Pacific Studies at the Chinese University of Hong Kong, and the 
Shanghai Academy of Social Sciences. He received his Ph.D. in political science 
from the University of Washington in Seattle. He has edited four volumes, includ-
ing China’s Emergent Political Economy—Capitalism in the Dragon’s Lair
(Routledge, 2008) and has also authored over a dozen academic articles in 
journals such as The China Quarterly, Business and Politics, and Comparative 
Social Research, as well as numerous policy analyses and editorials.

パネリスト：クリストファー・マクナリー／Panelist: Christopher A. McNally

京都大学公共政策大学院教授
サウスカロライナ大学大学院博士号（国際関係学）取得。
ノーステキサス州立大学助教授、関西学院大学総合政
策学部助教授・教授、京都大学法学研究科教授、東京大
学社会科学研究所客員教授、文部科学省学術調査官を
歴任し、現職。専門は国際政治経済学。日本学術会議連
携会員。近著に『平和と安全保障－シリーズ国際関係
論』（東 京 大 学 出 版 会、2007年）、"The Politics of 
Coordination and Miscoordination in the United 
States-Japan Alliance,” (International Relations of 
the Asia-Pacific, Vol. 10 2010年9月)。

MOTOSHI SUZUKI is a professor of the Graduate School of Government at Kyoto 
University. He is also an associate member of the Science Council of Japan. In the 
past he has served as a professor of Faculty of Law at Kyoto University, a visiting 
professor of the Institute of Social Science at Tokyo University and a senior 
program officer at the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technol-
ogy. Suzuki specializes in international political economy. Most recently he has 
written Peace and Security: Series on International Relations Theory (Tokyo Univer-
sity Press, 2007) and “The Politics of Coordination and Miscoordination in the 
United States-Japan Alliance,” (International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 10 
September 2010).

パネリスト：鈴木　基史／Panelist: Motoshi Suzuki

ウッドロー・ウィルソン国際学術センター
アメリカ／グローバルエコノミープログラム部長
現在、同センターの議会プログラム部長も務める。過去
に、米商務省陪副長官、民間主導の米競争力評議会会長
等、数々の米議会上級職を歴任。著作に『米国競争力戦
略の革新―進化する産業政策の展望』 （東洋経済新報
社、2006年）。セントルイスのワシントン大学にて経済
学博士号取得。ハーバード・ロースクールにて法学博士
号取得。

KENT H. HUGHES is the director of the Program on America and the Global 
Economy at the Woodrow Wilson Center, and oversees the Wilson Center on the 
Hill program. Prior to joining the Center, Hughes served as associate deputy secre-
tary at the U.S. Department of Commerce, as president of the private sector Coun-
cil on Competitiveness, and in a number of senior positions with the U.S. 
Congress. He is the author of Building the Next American Century: The Past and 
Future of American Economic Competitiveness (Wilson Center Press, 2005). He 
holds a Ph.D. in economics from Washington University in St. Louis, and a law 
degree from Harvard Law School. 

パネリスト：ケント・ヒューズ／Panelist: Kent H. Hughes



基調講演 ／Keynote Speeches

ニューヨーク・タイムズ記者
米紙ニューヨーク・タイムズのM&A担当主任記者、ビジネ
ス・金融担当副編集長。2001年に立ち上げた同紙の日報金融
ブログ「DealBook」の編集長も務める。著作の『リーマン
ショック・コンフィデンシャル（上・下）』（早川書房、2010年）
は、英誌エコノミスト、米紙ファイナンシャル・タイムズおよ
び米誌ビジネスウィークにより、2010年最優秀ビジネス本
に選出。ビジネス、金融および経済の理解推進に多大な貢献
を果たしたとされるジャーナリストに贈られるGeraldo 
Loeb賞、アメリカビジネス編集者・著者学会賞を二回受賞。
2007年、世界経済フォーラムの「ヤング・グローバル・リー
ダーズ」に選出。

ANDREW ROSS SORKIN is chief mergers and acquisitions reporter, colum-
nist and an assistant editor of business and finance news with the New York 
Times. He is also the editor of DealBook, an online daily financial report he 
started in 2001, and the author of Too Big to Fail (Viking, 2009), named by 
The Economist, Financial Times, and BusinessWeek as one of the best 
business books of 2010. He is a recipient of the Gerald Loeb Award, honor-
ing journalists who make significant contributions to the understanding of 
business, finance and the economy, and twice won the Society of American 
Business Editors and Writers Award. In 2007, the World Economic Forum 
named him a Young Global Leader.

パネリスト：アンドリュー・ソルキン／ Panelist: Andrew Sorkin

（株）ドリームインキュベータ代表取締役会長
兵庫県生まれ。東京大学法学部卒。ハーバード・ビジネスス
クール経営学修士取得、「ベーカー・スカラー」称号受賞。メ
リーランド州立大学留学。読売新聞社、三菱商事勤務後、ボス
トンコンサルティンググループ（BCG）代表取締役社長とし
て11年間勤務後、2000年6月にドリームインキュベータ設
立。BCGでは、製造業およびサービス業の幅広い業種にわた
り、内外の一流企業に対し、経営戦略の策定、競争上の優位性
の構築を支援。著作に『日本の成長戦略』（PHP研究所、2010
年）など57冊。

KOICHI HORI is chairman and representative director of Dream Incubator 
(DI), Inc. Prior to founding DI in June 2000, he served as president of the 
Boston Consulting Group Japan (BCG) for 11 years. At BCG, he formulated 
numerous business strategies and provided implementation support in such 
areas as sales/marketing, e-commerce, and medium-term strategies in many 
sectors, including the financial, high-tech, consumer goods, leisure, and 
amusement industries. Previously, he also worked for the Yomiuri Shimbun 
and Mitsubishi Corporation. Hori graduated from the Faculty of Law, Univer-
sity of Tokyo. He received an MBA with High Distinction from Harvard 
Business School and his Ph.D. from Newport Asia Pacific University. He is an 
author of 57 books.

パネリスト：堀　紘一／ Panelist: Koichi Hori

パネルディスカッション／ Panel Discussion

ブルッキングス研究所非常勤研究員
1987年に米紙ワシントンポストに入社し、アジア経済担
当の東京特派員として勤務後、同紙の国際経済担当記者
として活躍。2010年には、ウッドロー・ウィルソン国際学
術センターの公共政策担当研究員。過去に、米紙ウォール・
ストリート・ジャーナルの経済担当主任記者、経済誌フォー
ブスの記者を務める。ビジネス、金融および経済の理解推
進に多大な貢献を果たしたジャーナリストに贈られる
Geraldo Loeb賞 受 賞 者。著 作にMisadventures of the 
Most Favored Nations（Public Affairs, 2009年）など。

PAUL BLUSTEIN is a nonresident fellow at the Brookings Institution. In 2010 
he was Public Policy Scholar at the Woodrow Wilson Center. From 1987, 
Blustein worked at the Washington Post, where he was Asian economics 
correspondent in the Tokyo Bureau, and subsequently international economics 
correspondent. He has also worked as chief economics correspondent at the 
Wall Street Journal and as a writer at Forbes Magazine. He is a recipient of 
the Gerald Loeb Award honoring journalists who make significant contribu-
tions to the understanding of business, finance and the economy, and the 
author of several books, including Misadventures of the Most Favored 
Nations (PublicAffairs, 2009).

パネリスト：ポール・ブルースタイン／ Panelist: Paul Blustein

慶應義塾大学法学部教授、国際政治学、国際政治経済学専攻
1956年大阪生まれ。1979年京都大学法学部卒、京都大学大
学院、ロンドン・スクール・オブ・エコノミックスに学ぶ。京都
大学助手、防衛大学校教授などを経て、2002年4月より現職。
著書に『国連財政』（有斐閣、1996年）、『戦後日本外交史』（共
著、有斐閣、1999年、吉田茂賞受賞）、『アメリカを超えたド
ル』（中央公論新社、2001年、サントリー学芸賞）、『パクスブ
リタニカとロイヤルネイヴィ』（編著、有斐閣、2006年）『国際
政治経済学』（名古屋大学出版会、2008年）など。日本国際政
治学会、国際安全保障学会、日本国際法学会に所属。

MASAYUKI TADOKORO is professor of International Relations of Keio Univer-
sity. Born in Osaka, he attended Kyoto University and London School of 
Economics for postgraduate studies. Previously he was a professor at the 
National Defense Academy. In 1988-89, he was a fellow at American Council 
of Learned Societies in Washington, D.C. In 1991, he taught for a semester as 
Fulbright Scholar in Residence at the University of Pittsburgh. His main field is 
international political economy. He also works on Japanese foreign and security 
policy and international organizations. Publications include: The Realities of the 
UN: A Budgetary Analysis (Yuhikaku, 1996); Foreign Correspondents in Tokyo
(co-authored with Masato Kimura, NHK Publishing Co., 1998); The Dollar goes 
beyond “America” (Chuokoron Shinsha, 2001); and International Political 
Economy (Nagoya University Press, 2008).

パネリスト：田所　昌幸／ Panelist: Masayuki Tadokoro

日中産学官交流機構特別研究員
1958年生まれ。東京大学法学部卒、1982年大蔵省入省。在中
国日本国大使館経済部に一等書記官・参事官（ʼ96–ʻ00）とし
て勤務。帰国後、財務省主計局主計官（ʼ00–ʼ03）、信州大学経
済学部教授（ʼ03–ʼ05）、内閣府参事官（ʼ05–ʼ07）を歴任。東京
大学客員教授（ʼ09年4月–9月）、EMP講師（ʼ09年10月–）。学
術博士（東京大学）。著作に、『検証　現代中国の経済政策決定
－近づく改革開放路線の臨界点－』（日本経済新聞出版社、
2008年アジア・太平洋賞特別賞受賞）、『中国第10次5 ヵ年
計画－中国経済をどう読むか？ー』（蒼蒼社、2001年）など。

OSAMU TANAKA is special researcher at the Japan-China Organization for 
Business, Academia & Government Partnership. Prior to his current position, 
he was visiting professor at the University of Tokyo (2009); counselor of the 
Cabinet Office in charge of basic principle on the budget (2005-2007); 
professor at Faculty of Economics, Shinshu University (2003-2005); and 
budget examiner and director for fiscal affairs, Budget Bureau, Ministry of 
Finance (2000-2003). He also served as first secretary and counsellor at 
Embassy of Japan in People’s Republic of China. He spent most of 1990s in 
the Ministry of Finance as deputy director. He earned his Ph.D. from the 
University of Tokyo.

パネリスト：田中　修／ Panelist: Osamu Tanaka

東京大学大学院法学政治学研究科教授
ハーバード大学にてPh.D.取得後、プリンストン大学助教授、
青山学院大学助教授・教授を経て、2007年より現職。主要
業績はLegalization and Japan: The Politics of WTO 
Dispute Settlement (2006年)、 International Monetary 
Cooperation among the United States, Japan, and Ger-
many (1999年)他、論文多数。現在の研究テーマは、東アジ
アにおける地域統合の政治、世界における紛争解決制度の
比較研究、金融・通貨危機をめぐる政治経済など。

KEISUKE IIDA is professor in the Graduate School for Law and Politics at the 
University of Tokyo. He holds a Ph.D. from Harvard University and has 
formerly taught at Princeton University and Aoyama Gakuin University. His 
major publications include Legalization and Japan: The Politics of WTO 
Dispute Settlement (2006) and International Monetary Cooperation among the 
United States, Japan, and Germany (1999). His current research interests 
include the politics of regional integration in East Asia, the comparative study 
of dispute-settlement institutions in the world, and the political economy of 
financial and currency crises. 

モデレーター（基調講演＆パネルディスカッション）：飯田　敬輔／Moderator (Keynote Speeches and Panel Discussion): Keisuke Iida

東京大学大学院総合文化研究科教授
神戸市生まれ。東京大学教養学部教養学科卒業、東京大学大
学院修士課程修了、プリンストン大学にてPh.D.（政治学）取
得。専門は国際関係論、国際政治経済学。國學院大学法学部
専任講師、助教授、東京大学大学院総合文化研究科助教授を
経て、1999年より現職。主な著書に『相互依存と国家－国際
収支不均衡是正の政治経済学』（木鐸社、1996年）、『国際政
治講座　第3巻　経済のグローバル化と国際政治』（編著、東
京大学出版会、2004年）、『日本の国際政治学　第2巻』（共編
著、有斐閣、2009年）。

YOSHIKO KOJO is professor of International Relations, Department of 
Advanced Social and International Relations, University of Tokyo (International 
Relations, International Political Economy). She obtained her Ph.D. (Politics) from 
Princeton University, M.A. from Princeton University and University of Tokyo, 
and B.A. from the University of Tokyo. She was a visiting scholar at Princeton 
University and Johns Hopkins University. Professor Kojo’s main research interests 
are the effect of international economic interdependence on state policy, and 
institutionalization in global economy. Her recent publications include Kokkyo 
naki Kokusai seiji [International Politics Beyond Borders] (Yuhikaku, 2009), and 
“Kokusaiseiji ni okeru Global Issue to Kigyo” [Global Issues and Business] 
(Kokusai Seiji, 153, 2008) among others.

モデレーター（パネルディスカッション）：古城　佳子／Moderator (Panel Discussion): Yoshiko Kojo

デイビッド・ウェッセル／David Wessel

榊原 英資／Eisuke Sakakibara

米紙ウォール・ストリート・ジャーナル経済担当エディ
ター
1984年に米紙ウォール・ストリート・ジャーナルに入社
し、現在同紙の経済担当編集長。編集長就任前は、ワシン
トン支局副支局長。著書『バーナンキは正しかったか？
FRBの真相』（朝日新聞出版、2010年）はベストセラー。
1980－81年、コロンビア大学のビジネス・経済ジャー
ナリズムのナイト・バジョット（Knight-Bagehot）フェ
ロー。ボストンに根付く人種偏見（ボストン・グローブ紙、
1983年）および企業の不正行為（ウォール・ストリー
ト・ジャーナル紙、2002年）に関する報道で、ピューリッ
ツァー賞を二度共同受賞。

DAVID WESSEL is economics editor of the Wall Street Journal, 
and the author of the best-selling book In Fed We Trust: Ben 
Bernanke’s War on the Great Panic (Crown/Random House, 
2009). Wessel joined the Wall Street Journal in 1984, and 
prior to his current position was deputy chief of the Washington 
bureau. He was Knight-Bagehot Fellow in Business & Economics 
Journalism at Columbia University in 1980-81. He has shared 
two Pulitzer Prizes, one for the Boston Globe stories in 1983 on 
the persistence of racism in Boston, and the other for stories in 
the Wall Street Journal in 2002 on corporate wrong-doing.

青山学院大学教授
1941年生まれ。東京大学経済学部を卒業し、1965年大
蔵省入省。ミシガン大学に留学し、経済学博士号取得。
1994年に財政金融研究所所長、1995年に国際金融局長
を経て1997年に財務官に就任。1999年に大蔵省退官。
慶應義塾大学教授、早稲田大学教授を経て、2010年4月
から現職。近著に『フレンチ・パラドックス　経済の新世
界勢力図』（文藝春秋社、2010年）、『ドル漂流』（朝日新聞
出版、2010年）、『龍馬伝説の虚実　勝者が書いた維新の
歴史』（朝日新聞出版社、2010年）、『日本人はなぜ国際人
になれないのか　翻訳文化大国の蹉跌』（東洋経済新報
社、2010年）、『君たちは何のために学ぶのか』（文藝春秋
社、2009年）、『大不況で世界はこう変わる！』（朝日新聞
出版社、2009年）など多数。

EISUKE SAKAKIBARA has been a professor of Aoyama Gakuin 
University since April 2010. From 1997-1999, he was Japan’s 
vice minister of Finance and International Affairs. Prior to that, 
he held many government positions including that of director-
general of the International Finance Bureau; president of the 
Institute of Fiscal and Monetary Policy; Director of the Treasury 
Division, Financial Bureau, Ministry of Finance; and special 
advisor to the President, Japan Center for International Finance.  
He has also served as associate professor of Economics, 
Institute for Policy Science, at Saitama University and visiting 
associate professor of Economics, Economics Department, at 
Harvard University. Sakakibara is the recipient of numerous 
awards, including the Taylor’s Award from the University of 
Michigan and the Bintang Mahaputra Utama from the Govern-
ment of The Republic of Indonesia. He holds a B.A. in Econom-
ics from Tokyo University and a Ph.D. in Economics from the 
University of Michigan.



基調講演 ／Keynote Speeches

ニューヨーク・タイムズ記者
米紙ニューヨーク・タイムズのM&A担当主任記者、ビジネ
ス・金融担当副編集長。2001年に立ち上げた同紙の日報金融
ブログ「DealBook」の編集長も務める。著作の『リーマン
ショック・コンフィデンシャル（上・下）』（早川書房、2010年）
は、英誌エコノミスト、米紙ファイナンシャル・タイムズおよ
び米誌ビジネスウィークにより、2010年最優秀ビジネス本
に選出。ビジネス、金融および経済の理解推進に多大な貢献
を果たしたとされるジャーナリストに贈られるGeraldo 
Loeb賞、アメリカビジネス編集者・著者学会賞を二回受賞。
2007年、世界経済フォーラムの「ヤング・グローバル・リー
ダーズ」に選出。

ANDREW ROSS SORKIN is chief mergers and acquisitions reporter, colum-
nist and an assistant editor of business and finance news with the New York 
Times. He is also the editor of DealBook, an online daily financial report he 
started in 2001, and the author of Too Big to Fail (Viking, 2009), named by 
The Economist, Financial Times, and BusinessWeek as one of the best 
business books of 2010. He is a recipient of the Gerald Loeb Award, honor-
ing journalists who make significant contributions to the understanding of 
business, finance and the economy, and twice won the Society of American 
Business Editors and Writers Award. In 2007, the World Economic Forum 
named him a Young Global Leader.

パネリスト：アンドリュー・ソルキン／ Panelist: Andrew Sorkin

（株）ドリームインキュベータ代表取締役会長
兵庫県生まれ。東京大学法学部卒。ハーバード・ビジネスス
クール経営学修士取得、「ベーカー・スカラー」称号受賞。メ
リーランド州立大学留学。読売新聞社、三菱商事勤務後、ボス
トンコンサルティンググループ（BCG）代表取締役社長とし
て11年間勤務後、2000年6月にドリームインキュベータ設
立。BCGでは、製造業およびサービス業の幅広い業種にわた
り、内外の一流企業に対し、経営戦略の策定、競争上の優位性
の構築を支援。著作に『日本の成長戦略』（PHP研究所、2010
年）など57冊。

KOICHI HORI is chairman and representative director of Dream Incubator 
(DI), Inc. Prior to founding DI in June 2000, he served as president of the 
Boston Consulting Group Japan (BCG) for 11 years. At BCG, he formulated 
numerous business strategies and provided implementation support in such 
areas as sales/marketing, e-commerce, and medium-term strategies in many 
sectors, including the financial, high-tech, consumer goods, leisure, and 
amusement industries. Previously, he also worked for the Yomiuri Shimbun 
and Mitsubishi Corporation. Hori graduated from the Faculty of Law, Univer-
sity of Tokyo. He received an MBA with High Distinction from Harvard 
Business School and his Ph.D. from Newport Asia Pacific University. He is an 
author of 57 books.

パネリスト：堀　紘一／ Panelist: Koichi Hori

パネルディスカッション／ Panel Discussion

ブルッキングス研究所非常勤研究員
1987年に米紙ワシントンポストに入社し、アジア経済担
当の東京特派員として勤務後、同紙の国際経済担当記者
として活躍。2010年には、ウッドロー・ウィルソン国際学
術センターの公共政策担当研究員。過去に、米紙ウォール・
ストリート・ジャーナルの経済担当主任記者、経済誌フォー
ブスの記者を務める。ビジネス、金融および経済の理解推
進に多大な貢献を果たしたジャーナリストに贈られる
Geraldo Loeb賞 受 賞 者。著 作にMisadventures of the 
Most Favored Nations（Public Affairs, 2009年）など。

PAUL BLUSTEIN is a nonresident fellow at the Brookings Institution. In 2010 
he was Public Policy Scholar at the Woodrow Wilson Center. From 1987, 
Blustein worked at the Washington Post, where he was Asian economics 
correspondent in the Tokyo Bureau, and subsequently international economics 
correspondent. He has also worked as chief economics correspondent at the 
Wall Street Journal and as a writer at Forbes Magazine. He is a recipient of 
the Gerald Loeb Award honoring journalists who make significant contribu-
tions to the understanding of business, finance and the economy, and the 
author of several books, including Misadventures of the Most Favored 
Nations (PublicAffairs, 2009).

パネリスト：ポール・ブルースタイン／ Panelist: Paul Blustein

慶應義塾大学法学部教授、国際政治学、国際政治経済学専攻
1956年大阪生まれ。1979年京都大学法学部卒、京都大学大
学院、ロンドン・スクール・オブ・エコノミックスに学ぶ。京都
大学助手、防衛大学校教授などを経て、2002年4月より現職。
著書に『国連財政』（有斐閣、1996年）、『戦後日本外交史』（共
著、有斐閣、1999年、吉田茂賞受賞）、『アメリカを超えたド
ル』（中央公論新社、2001年、サントリー学芸賞）、『パクスブ
リタニカとロイヤルネイヴィ』（編著、有斐閣、2006年）『国際
政治経済学』（名古屋大学出版会、2008年）など。日本国際政
治学会、国際安全保障学会、日本国際法学会に所属。

MASAYUKI TADOKORO is professor of International Relations of Keio Univer-
sity. Born in Osaka, he attended Kyoto University and London School of 
Economics for postgraduate studies. Previously he was a professor at the 
National Defense Academy. In 1988-89, he was a fellow at American Council 
of Learned Societies in Washington, D.C. In 1991, he taught for a semester as 
Fulbright Scholar in Residence at the University of Pittsburgh. His main field is 
international political economy. He also works on Japanese foreign and security 
policy and international organizations. Publications include: The Realities of the 
UN: A Budgetary Analysis (Yuhikaku, 1996); Foreign Correspondents in Tokyo
(co-authored with Masato Kimura, NHK Publishing Co., 1998); The Dollar goes 
beyond “America” (Chuokoron Shinsha, 2001); and International Political 
Economy (Nagoya University Press, 2008).

パネリスト：田所　昌幸／ Panelist: Masayuki Tadokoro

日中産学官交流機構特別研究員
1958年生まれ。東京大学法学部卒、1982年大蔵省入省。在中
国日本国大使館経済部に一等書記官・参事官（ʼ96–ʻ00）とし
て勤務。帰国後、財務省主計局主計官（ʼ00–ʼ03）、信州大学経
済学部教授（ʼ03–ʼ05）、内閣府参事官（ʼ05–ʼ07）を歴任。東京
大学客員教授（ʼ09年4月–9月）、EMP講師（ʼ09年10月–）。学
術博士（東京大学）。著作に、『検証　現代中国の経済政策決定
－近づく改革開放路線の臨界点－』（日本経済新聞出版社、
2008年アジア・太平洋賞特別賞受賞）、『中国第10次5 ヵ年
計画－中国経済をどう読むか？ー』（蒼蒼社、2001年）など。

OSAMU TANAKA is special researcher at the Japan-China Organization for 
Business, Academia & Government Partnership. Prior to his current position, 
he was visiting professor at the University of Tokyo (2009); counselor of the 
Cabinet Office in charge of basic principle on the budget (2005-2007); 
professor at Faculty of Economics, Shinshu University (2003-2005); and 
budget examiner and director for fiscal affairs, Budget Bureau, Ministry of 
Finance (2000-2003). He also served as first secretary and counsellor at 
Embassy of Japan in People’s Republic of China. He spent most of 1990s in 
the Ministry of Finance as deputy director. He earned his Ph.D. from the 
University of Tokyo.

パネリスト：田中　修／ Panelist: Osamu Tanaka

東京大学大学院法学政治学研究科教授
ハーバード大学にてPh.D.取得後、プリンストン大学助教授、
青山学院大学助教授・教授を経て、2007年より現職。主要
業績はLegalization and Japan: The Politics of WTO 
Dispute Settlement (2006年)、 International Monetary 
Cooperation among the United States, Japan, and Ger-
many (1999年)他、論文多数。現在の研究テーマは、東アジ
アにおける地域統合の政治、世界における紛争解決制度の
比較研究、金融・通貨危機をめぐる政治経済など。

KEISUKE IIDA is professor in the Graduate School for Law and Politics at the 
University of Tokyo. He holds a Ph.D. from Harvard University and has 
formerly taught at Princeton University and Aoyama Gakuin University. His 
major publications include Legalization and Japan: The Politics of WTO 
Dispute Settlement (2006) and International Monetary Cooperation among the 
United States, Japan, and Germany (1999). His current research interests 
include the politics of regional integration in East Asia, the comparative study 
of dispute-settlement institutions in the world, and the political economy of 
financial and currency crises. 

モデレーター（基調講演＆パネルディスカッション）：飯田　敬輔／Moderator (Keynote Speeches and Panel Discussion): Keisuke Iida

東京大学大学院総合文化研究科教授
神戸市生まれ。東京大学教養学部教養学科卒業、東京大学大
学院修士課程修了、プリンストン大学にてPh.D.（政治学）取
得。専門は国際関係論、国際政治経済学。國學院大学法学部
専任講師、助教授、東京大学大学院総合文化研究科助教授を
経て、1999年より現職。主な著書に『相互依存と国家－国際
収支不均衡是正の政治経済学』（木鐸社、1996年）、『国際政
治講座　第3巻　経済のグローバル化と国際政治』（編著、東
京大学出版会、2004年）、『日本の国際政治学　第2巻』（共編
著、有斐閣、2009年）。

YOSHIKO KOJO is professor of International Relations, Department of 
Advanced Social and International Relations, University of Tokyo (International 
Relations, International Political Economy). She obtained her Ph.D. (Politics) from 
Princeton University, M.A. from Princeton University and University of Tokyo, 
and B.A. from the University of Tokyo. She was a visiting scholar at Princeton 
University and Johns Hopkins University. Professor Kojo’s main research interests 
are the effect of international economic interdependence on state policy, and 
institutionalization in global economy. Her recent publications include Kokkyo 
naki Kokusai seiji [International Politics Beyond Borders] (Yuhikaku, 2009), and 
“Kokusaiseiji ni okeru Global Issue to Kigyo” [Global Issues and Business] 
(Kokusai Seiji, 153, 2008) among others.

モデレーター（パネルディスカッション）：古城　佳子／Moderator (Panel Discussion): Yoshiko Kojo

デイビッド・ウェッセル／David Wessel

榊原 英資／Eisuke Sakakibara

米紙ウォール・ストリート・ジャーナル経済担当エディ
ター
1984年に米紙ウォール・ストリート・ジャーナルに入社
し、現在同紙の経済担当編集長。編集長就任前は、ワシン
トン支局副支局長。著書『バーナンキは正しかったか？
FRBの真相』（朝日新聞出版、2010年）はベストセラー。
1980－81年、コロンビア大学のビジネス・経済ジャー
ナリズムのナイト・バジョット（Knight-Bagehot）フェ
ロー。ボストンに根付く人種偏見（ボストン・グローブ紙、
1983年）および企業の不正行為（ウォール・ストリー
ト・ジャーナル紙、2002年）に関する報道で、ピューリッ
ツァー賞を二度共同受賞。

DAVID WESSEL is economics editor of the Wall Street Journal, 
and the author of the best-selling book In Fed We Trust: Ben 
Bernanke’s War on the Great Panic (Crown/Random House, 
2009). Wessel joined the Wall Street Journal in 1984, and 
prior to his current position was deputy chief of the Washington 
bureau. He was Knight-Bagehot Fellow in Business & Economics 
Journalism at Columbia University in 1980-81. He has shared 
two Pulitzer Prizes, one for the Boston Globe stories in 1983 on 
the persistence of racism in Boston, and the other for stories in 
the Wall Street Journal in 2002 on corporate wrong-doing.

青山学院大学教授
1941年生まれ。東京大学経済学部を卒業し、1965年大
蔵省入省。ミシガン大学に留学し、経済学博士号取得。
1994年に財政金融研究所所長、1995年に国際金融局長
を経て1997年に財務官に就任。1999年に大蔵省退官。
慶應義塾大学教授、早稲田大学教授を経て、2010年4月
から現職。近著に『フレンチ・パラドックス　経済の新世
界勢力図』（文藝春秋社、2010年）、『ドル漂流』（朝日新聞
出版、2010年）、『龍馬伝説の虚実　勝者が書いた維新の
歴史』（朝日新聞出版社、2010年）、『日本人はなぜ国際人
になれないのか　翻訳文化大国の蹉跌』（東洋経済新報
社、2010年）、『君たちは何のために学ぶのか』（文藝春秋
社、2009年）、『大不況で世界はこう変わる！』（朝日新聞
出版社、2009年）など多数。

EISUKE SAKAKIBARA has been a professor of Aoyama Gakuin 
University since April 2010. From 1997-1999, he was Japan’s 
vice minister of Finance and International Affairs. Prior to that, 
he held many government positions including that of director-
general of the International Finance Bureau; president of the 
Institute of Fiscal and Monetary Policy; Director of the Treasury 
Division, Financial Bureau, Ministry of Finance; and special 
advisor to the President, Japan Center for International Finance.  
He has also served as associate professor of Economics, 
Institute for Policy Science, at Saitama University and visiting 
associate professor of Economics, Economics Department, at 
Harvard University. Sakakibara is the recipient of numerous 
awards, including the Taylor’s Award from the University of 
Michigan and the Bintang Mahaputra Utama from the Govern-
ment of The Republic of Indonesia. He holds a B.A. in Econom-
ics from Tokyo University and a Ph.D. in Economics from the 
University of Michigan.
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日   時： 2010年12月8日（水）15:30-17:30、9日(木)13:00-17:00
場  所： ホテル・ニューオータニ　
 ガーデンタワー宴会場階　「翠鳳（すいほう）の間」

第２回　日米共同政策フォーラム

リーマンショック後の
世界経済における
日米経済パートナーシップ

「リーマンショック後の世界経済における日米経済パートナーシップ」
Looking Ahead: Japan-U.S. Economic Partnership in the Post-Lehman World

　21世紀となってすでに10年が経ち、世界情勢がますます流動化す
る中、日米両国はより緊密に意見交換を行い、協力しながら世界が直
面する多様な課題に応えていくことが必要とされています。笹川平和
財団とウッドロー・ウィルソン国際学術センターは、このような共通
の問題意識を背景として、日米を取り巻く問題のみならず、グローバ
ルな問題について議論を深め、両国の協力、協働の基盤づくりに貢献
することを目指して2009年より「日米共同政策フォーラム」をスター
トさせました。「核のない世界」についての議論を行った昨年に引き続
き、2年目となる本年は「経済」をテーマに議論します。
　2008年のリーマンショック後、世界経済は大きな打撃を受けまし
た。米国の相対的な力の低下と中国の台頭は、ドルを基軸通貨とする
現在の米国中心の経済・金融体制の見直しの議論を生み、G20 をはじ
めとする新たな世界の経済・金融枠組みが模索されています。今後の
世界経済はどのような方向に進むのか、経済面でのグローバルガバナ
ンスのあるべき姿はどのようなものか ―日米間で議論を深め、コン
センサスを構築し、連携を図るべきテーマは数多く存在します。本
フォーラムでは日本とアメリカに今後課される役割と課題、経済面で
のパートナーシップについて議論していきたいと考えます。

 Ten years into the 21st century, with the global situation becoming increas-
ingly fluid, Japan and the United States must coordinate closely to improve 
their cooperation and tackle the myriad challenges the world faces today. 
Within this context, The Sasakawa Peace Foundation, in cooperation with 
the Woodrow Wilson International Center for Scholars, launched the 
Japan-U.S. Joint Public Policy Forum in 2009, aiming to provide a basis for 
cooperation between Japan and the United States to enhance discussion 
and cooperation on not only U.S.-Japan relations, but also global issues. 
Following our initial forum last year on Japan-U.S. partnership toward “A 
World Free of Nuclear Weapons,” our second forum will discuss Japan-
U.S. economic partnership after the global financial crisis. 
 The world suffered a major blow after the so-called “Lehman Shock” in 
2008. The relative decline of U.S. power and the rise of China have 
generated discussion to reassess the current dollar-based global 
economic/financial system and search for a new global economic/financial 
framework such as the G20. Where is the global economy headed? What 
is the ideal form of global governance in the economic realm? These are 
two of the many questions that demand further discussion, consensus-
building, and coordination between Japan and the United States. This 
forum will address Japan-U.S. economic partnership, including the 
expected roles and issues that these countries will face in the coming years.

笹川平和財団は、日本財団およびモーターボート競走業界からの拠出金により、
1986年9月に設立された民間財団です。国際理解・国際交流および国際協力の推
進を目的として、アメリカ、アジア太平洋地域を中心に、世界各国の団体と協力
しながら、調査・研究、人材育成、人物招へいと派遣、国際会議開催などの事業の
実施および助成を行っています。

笹川平和財団：〒107-8523　東京都港区赤坂1-2-2　日本財団ビル4階
■TEL:03-6229-5400（代表）　■FAX: 03-6229-5470
■E-mail:spfpr@spf.or.jp　
■URL: http://www.spf.org/

The Sasakawa Peace Foundation was established in September 1986 as a 
private nonprofit organization with an endowment from the Nippon Founda-
tion and the Japanese motorboat racing industry. To achieve our goals of 
fostering international understanding, exchange, and cooperation, we 
encourage surveys and research, develop human resources, invite and 
dispatch personnel, organize international conference and other forums for 
discussion in cooperation with grantee organizations in the world.

The Sasakawa Peace Foundation, The Nippon Foundation Bldg., 
4th Fl.1-2-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan
■TEL:81-3-6229-5400　■FAX: 81-3-6229-5470
■E-mail:spfpr@spf.or.jp　
■URL: http://www.spf.org/e/

ウッドロー・ウィルソン国際学術センター
ウッドロー・ウィルソン国際学術センターは、米国議会の要請によって、ウッド
ロー・ウィルソン元米国大統領を記念し、1968年に設立されました。ワシントン
DCを拠点とし、自由、オープンかつ非公式な対話を行うために、無党派のフォー
ラムを形成してきました。また、中立的機関として、公的また私的な資金助成を
得ながら、米国の国内問題および国際問題についての研究に携わっています。

The Woodrow Wilson International Center for Scholars, established by 
Congress in 1968 and headquartered in Washington, D.C., is the living, 
national memorial to President Wilson. The Center establishes and 
maintains a neutral forum for free, open, and informed dialogue. It is a 
nonpartisan institution, supported by public and private funds and 
engaged in the study of national and world affairs.

The Woodrow Wilson International Center for Scholars, Ronald Reagan 
Building and International Trade Center
One Woodrow Wilson Plaza 1300 Pennsylvania Ave., NW, Washington, 
DC 20004-3027
■Tel: 1- 202-691-4000
■URL: http://www.wilsoncenter.org/

イーストウェストセンターフェロー
オーストラリアにあるアジア研究センター、香港中文
大学アジア太平洋研究センターおよび上海社会科学
院のフェローを務めた。シアトルのワシントン大学に
て博士号取得（政治学）。Chinaʼs Emergent Political 
Economy—Capital ism in the Dragonʼs Lair 

（Routledge, 2008年）な ど4冊 を 編 集。The China 
Quarterly、Business and Politics、Comparative 
Social Researchなどへの学術論文、政策分析・論説
記事も多数執筆。　

CHRISTOPHER A. MCNALLY is a fellow at the East-West Center in Honolulu. He 
has also held fellowships at the Asia Research Center in West Australia, the 
Institute of Asia Pacific Studies at the Chinese University of Hong Kong, and the 
Shanghai Academy of Social Sciences. He received his Ph.D. in political science 
from the University of Washington in Seattle. He has edited four volumes, includ-
ing China’s Emergent Political Economy—Capitalism in the Dragon’s Lair
(Routledge, 2008) and has also authored over a dozen academic articles in 
journals such as The China Quarterly, Business and Politics, and Comparative 
Social Research, as well as numerous policy analyses and editorials.

パネリスト：クリストファー・マクナリー／Panelist: Christopher A. McNally

京都大学公共政策大学院教授
サウスカロライナ大学大学院博士号（国際関係学）取得。
ノーステキサス州立大学助教授、関西学院大学総合政
策学部助教授・教授、京都大学法学研究科教授、東京大
学社会科学研究所客員教授、文部科学省学術調査官を
歴任し、現職。専門は国際政治経済学。日本学術会議連
携会員。近著に『平和と安全保障－シリーズ国際関係
論』（東 京 大 学 出 版 会、2007年）、"The Politics of 
Coordination and Miscoordination in the United 
States-Japan Alliance,” (International Relations of 
the Asia-Pacific, Vol. 10 2010年9月)。

MOTOSHI SUZUKI is a professor of the Graduate School of Government at Kyoto 
University. He is also an associate member of the Science Council of Japan. In the 
past he has served as a professor of Faculty of Law at Kyoto University, a visiting 
professor of the Institute of Social Science at Tokyo University and a senior 
program officer at the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technol-
ogy. Suzuki specializes in international political economy. Most recently he has 
written Peace and Security: Series on International Relations Theory (Tokyo Univer-
sity Press, 2007) and “The Politics of Coordination and Miscoordination in the 
United States-Japan Alliance,” (International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 10 
September 2010).

パネリスト：鈴木　基史／Panelist: Motoshi Suzuki

ウッドロー・ウィルソン国際学術センター
アメリカ／グローバルエコノミープログラム部長
現在、同センターの議会プログラム部長も務める。過去
に、米商務省陪副長官、民間主導の米競争力評議会会長
等、数々の米議会上級職を歴任。著作に『米国競争力戦
略の革新―進化する産業政策の展望』 （東洋経済新報
社、2006年）。セントルイスのワシントン大学にて経済
学博士号取得。ハーバード・ロースクールにて法学博士
号取得。

KENT H. HUGHES is the director of the Program on America and the Global 
Economy at the Woodrow Wilson Center, and oversees the Wilson Center on the 
Hill program. Prior to joining the Center, Hughes served as associate deputy secre-
tary at the U.S. Department of Commerce, as president of the private sector Coun-
cil on Competitiveness, and in a number of senior positions with the U.S. 
Congress. He is the author of Building the Next American Century: The Past and 
Future of American Economic Competitiveness (Wilson Center Press, 2005). He 
holds a Ph.D. in economics from Washington University in St. Louis, and a law 
degree from Harvard Law School. 

パネリスト：ケント・ヒューズ／Panelist: Kent H. Hughes



12 月 9 日（木）   パネルディスカッション「世界金融危機以後の世界」 （於 翠鳳の間）

〈プログラム〉

12 月 8 日（水）   基調講演 （於 翠鳳の間）

15:30～15:40 開会挨拶  茶野　順子　
   笹川平和財団常務理事

15:40～16:10 基調講演１  「世界金融危機：発生、現況と将来」
   デイビッド ・ ウェッセル　
   ウォール・ストリート・ジャーナル経済担当エディター

16:10 ～16:40 基調講演2  「世界同時不況の可能性」
   榊原　英資　
   青山学院大学教授

16:40 ～17:25 質疑応答  デイビッド ・ ウェッセル　
   榊原　英資　
 モデレーター  飯田　敬輔　
   東京大学大学院法学政治学研究科教授

17:25 ～17:30 閉会挨拶

13:00～13:05 開会挨拶

13:05 ～14:50 パネル1  「ドル基軸通貨体制と日米の役割」 
 モデレーター  古城　佳子　
   東京大学大学院総合文化研究科教授

 パネリスト   アンドリュー・ソルキン　
   ニューヨーク・タイムズ記者

   堀　紘一　
   株式会社ドリームインキュベータ代表取締役会長

   ポール・ブルースタイン　
   ブルッキングス研究所非常勤研究員

   田所　昌幸　 
   慶應義塾大学法学部教授

14:50～15:05 コーヒーブレイク

15:05 ～16:50 パネル2  「グローバルガバナンスと日米関係」 
 モデレーター  飯田　敬輔　
   東京大学大学院法学政治学研究科教授

 パネリスト   田中　修　
   日中産学官交流機構特別研究員

   クリストファー・マクナリー　
   イーストウェストセンターフェロー

   鈴木　基史　
   京都大学公共政策大学院教授

   ケント・ヒューズ　
   ウッドロー・ウィルソン国際学術センターアメリカ／グローバルエコノミープログラム部長

16:50 ～17:00 閉会挨拶  ロバート・ハサウェイ　
   ウッドロー・ウィルソン国際学術センターアジアプログラム部長



13:00-13:05 Opening  Remarks 
13:05-14:50 Panel 1 “The future of the dollar-based financial system, and the post-crisis role of the United States and Japan”  

Moderator  Yoshiko Kojo
Professor of International Relations, Department of Advanced Social and International Relations, University of Tokyo

Panelists Andrew Sorkin
Chief Mergers and Acquisitions Reporter/Columnist/Assistant Editor of Business and Finance News, The New York Times

  Koichi Hori
 Chairman and Representative Director, Dream Incubator, Inc

  Paul Blustein
 Non-resident Fellow, Brookings Institution

  Masayuki Tadokoro
 Professor of International Relations, Keio University

14:50-15:05 Coffee Break
15:05-16:50 Panel 2 “The future of global governance and the U.S.-Japan relationship” 

Moderator  Keisuke Iida
 Professor, Graduate School for Law and Politics, University of Tokyo 

Panelists  Osamu Tanaka
 Special Researcher, the Japan-China Organization for Business, Academia & Government Partnership

  Christopher McNally
 Fellow, East-West Center

  Motoshi Suzuki
 Professor, Graduate School of Government, Kyoto University

  Kent Hughes
Director, Program on America and the Global Economy (PAGE) , Woodrow Wilson International Center for Scholars

16:50-17:00 Closing Remarks  Robert Hathaway
 Director, Asia Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars

15:30-15:40 Opening Remarks  Junko Chano
 Executive Director, Sasakawa Peace Foundation

15:40-16:10 Keynote Speech 1 “World Financial Crisis: Outbreak, Present and Future”
  David Wessel 

 Economics Editor, Wall Street Journal 

16:10 -16:40 Keynote Speech 2  “The Possibility of Global Recession”  
  Eisuke Sakakibara 

 Professor, Aoyama Gakuin University

16:40-17:25 Q & A  David Wessel 
 Eisuke Sakakibara

Moderator  Keisuke Iida
 Professor, Graduate School for Law and Politics, University of Tokyo

17:25-17:30 Closing Remarks

Program

December 8, 2010, At Conference Room “SUIHO”
<1st Session: Keynote Speeches>

December 9, 2010, At Conference Room “SUIHO”
<2nd Session: Panel Discussions "The World After the Global Financial Crisis">


