第5回

日米共同政策フォーラム
The 5th Japan-U.S.
Joint Public Policy Forum

アジア太平洋地域における
日米のリーダーシップ
その展望と課題

Japan-U.S. Leadership
in the Asia-Pacific
OutlookAsia-Pacific
and Challenges Ahead
共催：公益財団法人 笹川平和財団

ウッドロー・ウィルソン国際学術センター

Co-organized by the Sasakawa Peace Foundation and the Woodrow Wilson International Center for Scholars

日時：2013年10月2日
（水）10:00-17:30
Date : October 2, 2013 10:00-17:30

場所：ANAインターコンチネンタルホテル東京「プロミネンスⅡ」

Venue : ANA InterContinental Tokyo,“PROMINENCE II”

地域の平和、安定、繁栄を支えるリーダーシップの推進
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、毎年「日米共同
政策フォーラム」
を開催し、地域的・世界的課題をテーマに取り上げ、
その解
決に向けて日米両国の専門家が議論を進め、政策提言を行うことを推進して
います。2009年以降、
５回目の開催となる本年度のフォーラムでは、
アジア
太平洋地域の安全保障環境と日米のアジア政策を改めて検証し、
この地域
の平和、安定および繁栄を支える日米の協力強化と課題解決のリーダーシッ
プを推進するため、
「アジア太平洋地域における日米のリーダーシップ」
を
テーマに開催します。
中国、
インド、
インドネシアを含む人口大国を抱えるアジア太平洋地域は、
世
界人口の５割、世界経済の２割を占め、世界の重心となりつつあり、
今後の世
界の平和、
安定および繁栄の鍵となる重要な地域です。
しかし、21世紀のア
ジア太平洋地域の安全保障環境は、依然として不確実性に満ちています。
北
朝鮮の核・弾道ミサイル開発による脅威および中国の軍事力増強に対する
懸念は深刻さを増し、
大量破壊兵器とその運搬手段の不拡散、
テロ対策、
海
賊対処、
災害対応、
原子力安全を含むエネルギー問題、環境問題への対処な
ど、
多くの課題が山積し、
宇宙・サイバー空間の防衛などの新しい課題も顕
在化しています。特に、
アジア太平洋地域の人口増加と経済活動の拡大を背
景に、
エネルギー、鉱産、
食糧、人材を含む資源の管理が必須の課題となって
います。
日米両国は、
アジア太平洋地域の安全保障環境の変化を観察し、適応してい
くだけではなく、
航行の自由と貿易の自由など、
日米の国益と国際秩序の発
展を推進する環境の形成に主体的に取り組み、あらゆる課題に積極的に対
処していくことが期待されています。同時に、能動的な外交政策と地域的取
組みは、民意を尊重する民主主義の政治体制と厳しい財政状況のもとで推
進することが求められています。
こうした背景のもと、
本フォーラムでは、
アジア太平洋地域の安全保障環境
とその不確実性の要素を見直し、
日米両国がこの地域の平和、安定および繁
栄の担い手として率先して取り組むべき最優先課題について議論します。
ま
た、
政治動向や経済成長の見通しなど、
日米両国の国内情勢の視点からも、
課題解決に向けた日米のリーダーシップ行使の実現可能性を検証します。
そ
して、
既存の地域協力の枠組みの有効性や、新たな枠組みを構築する可能
性を含め、
日本と米国が単独あるいは協働して課題に対処していくための政
策提言を行うことを目指します。

With the world’s most populous countries including China, India, and
Indonesia, and accounting for 40 per cent of global growth in 2012, the Asia
Pacific region represents half of the world’s population and serves as an
engine for global economic growth. While Japan, the United States, and the
world at large have a major stake in ensuring peace, security and prosperity
in the Asia-Pacific region, the region’s security environment is characterized
by many uncertainties. In addition to the North Korean nuclear and missile
threats and China’s growing military might, Japan and the United States
continue-face issues of proliferation of weapons of mass destruction,
terrorism, and piracy, as well as emerging issues of space and cyber
security. The region’s growing population and economic activities have also
present challenges of serious issues of securing and managing competition
over vital resources.
The Sasakawa Peace Foundation, in cooperation with the Woodrow Wilson
International Center for Scholars, will hold the fifth Japan-U.S. Joint Public
Policy Forum for a day-long discussion on the outlook and challenges ahead
for Japan and the United States to take leadership in the Asia-Pacific region.
This forum was launched in 2009 to strengthen cooperation between Japan
and the United States on issues of regional and global importance by
facilitating policy dialogues between Japanese and American experts.
Previous forums covered topics including bilateral cooperation on nuclear
non-proliferation (2009), economic partnership following the global financial
crisis (2010), Japan-U.S. cooperation after the Great East Japan Earthquake
(2011), and the future of energy (2012).
The 2013 forum will open with a keynote speech by former U.S. Assistant
Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, Dr. Kurt Campbell, who
will address the way forward for U.S. “rebalance” toward Asia and the
U.S.-Japan alliance. The keynote session will be followed by two panel
discussions, each bringing together two American and two Japanese
experts. In the first panel, panelists will identify current and emerging
regional security and economic challenges and assess the effectiveness of
existing institutions and mechanisms in dealing with those challenges. The
second panel will focus on the domestic challenges that Japan and the
United States face and how the two countries can sustain domestic support
for active diplomacy and regional leadership.Through these discussions,
the forum will seek to explore how Japan and the United States can work
independently and collaboratively toward continued peace, security and
prosperity in the Asia-Pacific.

基調講演 Keynote Speaker
カート・ Ｍ. キャンベル
Kurt M. CAMPBELL

The Asia Group会長兼CEO ／
前米国務次官補（東アジア・太平洋担当）
2009年〜 2013年、米国務次官補（東アジア・太平洋担当）
を務め、
オバマ政権のアジア回帰政策（Pivot to Asia）の構築
に貢献。2013年、米国務省特別勲功賞受賞。現在は、
アジア太
平洋地域を専門とする戦略的アドバイザリー兼投資会社「The
Asia Group」の会長・CEO。共同創設者である新アメリカ安全
保障センター（CNAS）の共同議長、英ファイナンシャル・タイ
ムズ紙のコラム・書評の定期寄稿者も務める。英スタンダード
チャータード銀行およびニューヨークのメトロポリタンライフ生
命保険会社の取締役員、
カルフォルニア州サンディエゴ校国際
関係・環太平洋研究大学院およびマーシャル奨学生協会の諮
問委員など、多数の役職を兼務。外交問題評議会、
ロンドン国際
戦略研究所、日米欧三極委員会のメンバー。
国務次官補就任前は、CNASのCEO、
アスペン戦略グループ
のディレクター、Washington Quarterly誌編集委員長を兼
任。その前は、米国防次官補代理（アジア太平洋地域担当）、国
家安全保障会議（NSC）
スタッフ・ディレクター、北米自由貿易
協定（NAFTA）大統領特別顧問代理、財務省ホワイトハウス・
フェローなどを歴任し、米戦略国際問題研究所の上級副所長／
国際安全保障部長／ヘンリー・A・キッシンジャー・チェア、米
ハーバード大学ケネディ行政大学院の准教授を務めた。外交・
安全保障に関する著書8冊を執筆・共著。現在、第１期オバマ政
権 の 国 務 次 官 補 とし て の 経 験 を 綴 っ た
『The Pivot:
America s Recovery of the Asia-Paciﬁc Century
（仮）』
を執筆中。
マーシャル奨学生として英オックスフォード大学で国際関係論
博士課程を修了。旧ソ連時代にアルメニアのエレバン大学の音
楽科および政治哲学科を修了。

KURT M. CAMPBELL is Chairman and Chief Executive Officer of The Asia
Group, LLC, a strategic advisory and investment group specializing in the
Asia Pacific region. He is also Co-Chairman of the Board of the Center for
a New American Security (CNAS) and writes a regular column and book
reviews for the Financial Times of London. From 2009 to 2013, Dr. Campbell served as the Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific
Affairs, where he is widely credited as being a key architect of the “pivot to
Asia.” He was awarded the Secretary of State’s Distinguished Service
Award in 2013. Previously, he was the CEO and Co-Founder of CNAS and
concurrently served as the Director of the Aspen Strategy Group and
Chairman of the Editorial Board of the Washington Quarterly. Prior to that,
he was Senior Vice President, Director of the International Security
Program, and Henry A. Kissinger Chair at the Center for Strategic and
International Studies. He was also Associate Professor of public policy
and international relations at the John F. Kennedy School of Government.
Dr. Campbell is on the Board of Directors for Standard Chartered Bank of
London and MetLife Insurance in New York, and on the board of a number
of organizations including the Advisory Board of the UC San Diego School
of International Relations and Pacific Studies, the Association of Marshall
Scholars, among others. He is a member of the Council on Foreign
Relations, the International Institute for Strategic Studies in London and
the Trilateral Commission. He has author or co-author eight books on
foreign policy and national security. He is currently writing a book about
his experiences in the Obama Administration working on Asia, tentatively
entitled The Pivot; America’s Rediscovery of the Asia-Pacific Century.
Dr. Campbell received his B.A. from the University of California, San Diego,
a Certificate in music and political philosophy from the University of Erevan
in Soviet Armenia, and his Doctorate in International Relations from Brasenose College at Oxford University where he was a Distinguished Marshall
Scholar.

モデレーター Moderators
神谷

万丈

Matake KAMIYA

防衛大学校総合安全保障研究科・国際関係学科教授
専攻は国際政治学・安全保障論。東京大学卒業後、
コロンビア大
学大学院（フルブライト奨学生）
を経て1992年防衛大学校助
手。2004年より現職。
この間、ニュージーランド戦略研究所特別
招 聘 研 究 員 等 を 歴 任。現 在、海 外 向 け 政 策 論 調 発 信 誌
『Discuss Japan』
（www.japanpolicyforum.jp/en/）編集委
員長、日本国際フォーラム客員上席研究員、国際安全保障学会
理事も務める。共編著『新訂第4版 安全保障学入門』
（北京の
世界知識出版社より中国語版も刊行）、共著『アメリカにとって同
盟とはなにか』など。

植木

千可子

Chikako UEKI

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授
マサチューセッツ工科大学（MIT）政治学博士。上智大学外国語学部
フランス語学科卒業、同大学にて修士号取得（国際関係論）。国際関
係論、安全保障論を専門とし、主な研究テーマは東アジアの国際関係
と安全保障、戦争の原因と予防、台頭国と現状維持国の関係、脅威認
識の形成過程。主な著書に『北東アジアの「永い平和」―なぜ戦争は
回避されたのか』
（勁草書房、2012年）、
『アクセス安全保障論』
（日
本 経 済 評 論 社、2005年）他 多 数。MIT提 出 博 士 論 文は、2006年
Lucian Pye賞を受賞。

ロバート・ Ｍ. ハサウェイ

MATAKE KAMIYA is Professor of International Relations at the National Defense
Academy of Japan. He is also Editor-in-Chief of Discuss Japan - Japan Foreign
Policy Forum (www.japanpolicyforum.jp/en/) and visiting superior research fellow
at the Japan Forum on International Relations. Previously, he was Distinguished
Research Fellow at the Centre for Strategic Studies in New Zealand and Adjunct
Research Fellow at the Japan Institute of International Affairs. He is Co-Editor of
Introduction to Security Studies, 4th edition (Tokyo: Aki-shobo, 2009), the most
widely read textbook on security studies in Japan (Chinese translation available),
and author of over 250 articles, book chapters and other works in the areas of
international relations and international security. Born in 1961 in Kyoto, he is a
graduate of the University of Tokyo, School of Liberal Arts, and Columbia University, Graduate School of Arts and Sciences as a Fulbright grantee.
CHIKAKO UEKI is Professor of the Graduate School of Asia Pacific Studies at Waseda University. Dr. Ueki holds a Ph.D. from the Massachusetts
Institute of Technology (MIT). She received her master’s and bachelor’s
degrees from Sophia University, Tokyo. Her field of specialization is international relations, security studies, and political science. Her research
themes are international relations and security of Asia-Pacific, rising
powers and international system, and threat perception. She has numerous publications including “Strategy, Military Power and Security," in
Access Anzenhoshoron (2005) and "China — In Search of New Thinking”
in East Asia Strategic Review (2004). Her dissertation at MIT received the
2006 Lucian Pye Award for best dissertation in Political Science.

Robert M. HATHAWAY

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
1999年より、現職。現職に就く前は、米国のアジア政策を専門に米
下院外交委員会のプロフェッショナル・スタッフ・メンバーを12年間
務めた。過去に、歴史スタッフのメンバーとして米中央情報局（CIA）
に勤務し、ジョージ・ワシントン大学、バーナード大学、ミドルベリー大
学 お よ び ウィル ソン・カレッジ で 教 鞭 を とる。共 編 著 に『New
Security Challenges in Asia』
（ Woodrow Wilson Center
Press/Johns Hopkins University Press、2013年）。
ノ ー ス・
カロライナ大学にて博士号取得（米国外交史専攻）。

ROBERT M. HATHAWAY has been Director of the Asia Program at the
Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, D.C.
since 1999. Prior to joining the Wilson Center, he served for twelve
years on the professional staff of the Foreign Affairs Committee of the
U.S. House of Representatives, specializing on U.S. policy toward Asia.
Dr. Hathaway has also been a member of the History Staff of the Central
Intelligence Agency, and has taught at George Washington University
and at Barnard, Middlebury, and Wilson Colleges. His most recent book
is the co-edited New Security Challenges in Asia (Woodrow Wilson
Center Press/Johns Hopkins University Press, 2013). He holds a Ph.D.
in American diplomatic history from the University of North Carolina.

パネリスト Panelists
デビッド・ゴードン

David GORDON

ユーラシア・グループ 研究部門兼グローバルマクロ分析部門ディレクター
現職に就く前は、安全保障を専門とする複数の米政府の上級職を務
めた。コンドリーザ・ライス国務長官（当時）の下で政策企画本部長を
務め、アフガニスタンやパキスタン政策から、米国の東アジア外交ま
で、幅広い分野の政策立案において主導的役割を果たした。過去に、
米国家情報会議（NIC）や米中央情報局（CIA）に務め、米下院外交委
員会の上級スタッフとしても活躍。ボードイン大学卒業。ミシガン大
学の修士号および博士号（政治学および経済学）取得。

飯尾

潤

Jun IIO

政策研究大学院大学教授
1962年神戸市生まれ。東京大学法学部卒業。東京大学大学院修
了、博士（法学）。埼玉大学助教授、政策研究大学院大学助教授などを
経て、2000年より現職。この間、ハーバード大学客員研究員、政策研
究大学院大学副学長、政府の東日本震災復興構想会議検討部会長、
復興推進委員などを歴任。専攻は政治学、とりわけ現代日本政治論を
専 門 と す る。主 な 著 書 は『現 代 日 本 の 政 策 体 系』(ちくま 新 書、
2013)、
『日本の統治構造』(中公新書、2007)、
『政局から政策へ』
（NTT出版、2008）など。

中西

寛

DAVID GORDON is the Head of Research and Director of global
macro analysis at the Eurasia Group. Prior to his appointment, he
held numerous senior posts with the U.S. government related to
national security. He served as the Director of policy planning under
then-Secretary of State Condoleeza Rice, playing a leading role in
developing policy ideas ranging from Afghanistan and Pakistan to
U.S. engagement in East Asia. He was also at the National Intelligence Council as well as the CIA, and was a Senior Staff Member on
the foreign affairs committee of the U.S. House of Representatives,
among other positions. Dr. Gordon received his B.A. from Bowdoin
College, and completed both his M.A. and Ph.D. in political science
and economics at the University of Michigan.

JUN IIO is a Professor of Government at the National Graduate Institute for
Policy Study (GRIPS). Dr. Iio is a well-known political scientist and political
commentator, with a special expertise on contemporary Japanese politics and
administration, and has served on several governmental advisory groups. Dr. Iio
has been in his corrent position since 2000. From 2009 to 2011, he was Vice
President of GRIPS. Dr. Iio is a recipient of the prestigious Yomiuri-Yoshino
Sakuzo Award and Suntory Academic Awards. He graduated from the faculty of
law of the University of Tokyo and holds Ph.D. and M.A. degrees in political
science from the University of Tokyo. Dr. Iio served as Chairman of the Study
Group of the Reconstruction Design Council in Response to the Great East
Japan Earthquake, which was commissioned by the Government of Japan. Dr.
Iio has published various books and articles on Japanese politics in Japanese
language.

Hiroshi NAKANISHI

京都大学大学院法学研究科教授
京都大学法学部卒業。同大学大学院修士課程修了、博士後期
課程退学。1988年〜1990年シカゴ大学歴史学部博士課
程に在籍。京都大学法学部助教授、大学院法学研究科助教授
を経て2002年より現職。その間、安全保障の法的基盤に関
する懇談会委員、安全保障と防衛力に関する懇談会委員、新
たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会委員、国家戦略
会議フロンティア分科会平和部会部会長等を歴任。主著に読
売・吉野作造賞を受賞した
『国際政治とは何か−地球社会にお
ける人間と秩序』
（中公新書、2003）、他多数。

イーライ・ラットナー

Ely RATNER

新アメリカ安全保障センター（CNAS）
アジア太平洋安全保障プログラム副部長兼フェロー
前職では、米国務省の政務担当の主任書記官として中国のア
ジア外交を担当。国務省の職に就く前は、
ランド研究所の政治
学者を務めた。
フォーリン・アフェアーズ誌、
フォーリン・ポリ
シー誌、
ワシントン・クォータリー誌、
ナショナル・インタレスト
誌、
デモクラシー誌、中国国際政治ジャーナルの他、紛争解決
や国際関係の専門誌に論文・解説を寄稿。過去に、米上院外
交委員会の専門家スタッフも務めた。
プリンストン大学ウッド
ロー・ウィルソンスクール（公共国際政策学部）卒業。
カリフォ
ルニア大学バークレー校にて博士号取得（政治学）。

ヴァンス・サーチャック

HIROSHI NAKANISHI has served as Professor for International Politics at Kyoto
University since 2002, after serving as associate professor from 1991. His major
interests are historical development of theories on international order and system,
international history of the 20th century, with particular interest on Japanese foreign
and security policy in the Showa Era, and current Japanese foreign and security
policy. He has numerous publications including Kokusaiseiji-toha Nanika
(Chuokoronshinsha, 2003, Yomiuri-Yoshino Sakuzo prize winner), a chapter on
Yoshida Shigeru in Conflicting Currents: Japan and the United States in the Pacific,
Williamson Murray and Tomoyuki Ishizu eds. (Praeger, 2010), a chapter on 1970s in
The Diplomatic History of Postwar Japan, Makoto Iokibe ed., Routledge, 2011)
(translated and annotated by Robert D. Eldridge), among others. He received his
Master’s from Kyoto University in political science and studied in the doctorate course
of the History Department at the University of Chicago from 1988 to 1990.

ELY RATNER is Deputy Director of the Asia-Pacific Security Program
at the Center for a New American Security (CNAS) based in Washington, D.C.. He recently served in the State Department as the lead
political officer covering China’s external relations in Asia. Prior to
joining the State Department, Dr. Ratner was an Associate Political
Scientist at the RAND Corporation. His commentary and research
have appeared in Foreign Affairs, Foreign Policy, The Washington
Quarterly, The National Interest, Democracy, Journal of Conflict Resolution, International Studies Quarterly and Chinese Journal of International Politics. He previously worked as a Professional Staff Member
on the U.S. Senate Foreign Relations Committee. Dr. Ratner received
his Ph.D. in Political Science at the University of California, Berkeley.

Vance SERCHUK

KKRグローバル研究所常務理事／ KKR社プリンシパル
現職に就く前は、外交問題評議会の日立フェローとして日本に滞在
し、ワシントン・ポスト紙のコラムニストとして毎月論説記事を寄稿。
それ以前は、
６年間、ジョゼフ・リーバーマン上院議員（当時）の外交政
策担当上級アドバイザ−および米上院国土安全保障・政府問題委員
会のプロフェッショナル・スタッフ・メンバーを務めた。ワシントン・ポ
スト紙の他、ニューヨーク・タイムズ紙、ウォール・ストリート・ジャーナ
ル紙、ロサンジェルス・タイムス紙を含む多数のメディアに登場して
いる。プリンストン大学卒業後、エール大学ロースクールのJD（法学
博士）の学位取得。フルブライト奨学生としてロシアに滞在し、米海軍
予備役の情報将校も経験。

VANCE SERCHUK is the Executive Director of the KKR Global Institute and a Principal at KKR, a leading global investment firm. Prior to
joining KKR, Mr. Serchuk lived in Japan as a Council on Foreign
Relations-Hitachi International Affairs Fellow, where he was also a
monthly columnist for the Washington Post. He previously served for
six years as the Senior Foreign Policy Advisor to Senator Joseph
Lieberman and as a Professional Staff Member on the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee. In addition to the
Washington Post, his writings have appeared in the New York Times,
Wall Street Journal, Los Angeles Times, and other publications. He
received a B.A. from Princeton University, holds a J.D. from Yale Law
School, and was a Fulbright scholar in Russia. Mr. Serchuk also
served in the U.S. Navy Reserve as an Intelligence Officer.

パネリスト Panelists
ブルース・ストークス

Bruce STOKES

ピュー・リサーチ・センター国際経済世論調査部門ディレクター
現職では、経済情勢、価値観や政策に対する一般市民および
専門家の視点を検証。過去に、National Journal誌の国際
経済担当記者、米ジャーマン・マーシャル基金（GMF）のシニ
ア・トランスアトランティック・フェロー、
米外交委員会の上級
研究員を務めた。CNN、BBC、NPR、NBC、CBSおよびABC
を含む数々のテレビ番組に出演し、世界の主要会議で頻繁に
講演。
ジョージタウン大学外交政策学部およびジョンズホプキ
ンス大学高等国際関係大学院卒業。

渡邊

頼純

Yorizumi WATANABE

慶應義塾大学総合政策学部教授兼政策メディア研究科研究委員
上智大学大学院国際関係論専攻、博士後期課程終了。上智大
学文学部卒業後、ベルギー政府給費留学生としてCollege
of Europeに留学。南山大学経済学部助教授、同大学ヨー
ロッパ研究センター長、大妻女子大学比較文化学部教授を経
て、現職。国際政治経済論、GATT/WTO法、欧州統合論を専
門とし、欧州委員会域内市場総局研修員、在ジュネーブ国際
機関日本政府代表部専門調査員、GATT事務局経済問題担
当官、欧州連合日本政府代表部専門調査員、外務省大臣官房
兼経済局参事官、外務省参与を含む実務経験を持つ。著書は
『TPP参加という決断』
（ウェッジ、2011年）、他。

吉崎

達彦

BRUCE STOKES is Director of Global Economic Attitudes in the Pew
Research Center’s Global Attitudes Project, where he assesses public
and expert views about economic conditions, values and policies. He
formerly served as International Economics Correspondent for
National Journal, Senior Transatlantic Fellow at the German Marshall
Fund, and Senior Fellow at the Council on Foreign Relations. He has
appeared on numerous television and radio programs including CNN,
BBC, NPR, NBC, CBS and ABC and is a frequent speaker at major
conferences around the world. Mr. Stokes is a graduate of Georgetown University’s School of Foreign Service and Johns Hopkins
University’s School for Advanced International Studies (SAIS).

Tatsuhiko YOSHIZAKI

㈱双日総合研究所副所長／チーフエコノミスト
1960年富山県生まれ。1984年一橋大学卒、日商岩井㈱入社。
広報誌『トレードピア』編集長、米ブルッキングス研究所客員研究員、経済同友会代表幹
事秘書・調査役などを経て企業エコノミストに。日商岩井とニチメンの合併を機に
2004年から現職。関心領域は日本経済、貿易動向、米国政治、外交・安全保障論など。
著書は『アメリカの論理』、
『1985年』
（新潮新書）、
『オバマは世界を救えるか』
（新潮
社）、
『溜池通信 いかにもこれが経済』
（日本経済新聞出版社）など。産経新聞「正論」、
毎日新聞「時論フォーラム」、北日本新聞「時論」などのメンバー。テレビ朝日『サンデー
プロジェクト』やテレビ東京『モーニングサテライト』、文化放送『くにまるジャパン』など
でコメンテーターを務める。ウェブサイト『溜池通信』
（http://tameike.net ）を主宰。

公益財団法人 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。
公益財団法人 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 ■日米交流事業E-mail: japan-us@spf.or.jp
■URL: http://www.spf.org/ ■日米交流事業URL: http://www.spf.org/jpus/

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。

YORIZUMI WATANABE has been Professor of International Political Economy
at Keio University since 2005. Previously, he served at the Ministry of Foreign
Affairs as Director-General of the Economic Affairs Bureau, Chief Negotiator for
the Japan-Mexico EPA and the Working Party on Russia’s Accession to the
WTO, and Special Assistant to the Minister. He has engaged in all the major
bilateral and multilateral trade negotiations involving Japan in the past two
decades, as policy advisor to relevant Ministers and in Japan's diplomatic
missions in Brussels and Geneva. Professor Watanabe obtained his Bachelor’s
and Master’s degrees, and was a Ph.D. candidate in International Relations, at
Sophia University, Tokyo. He also studied at the College of Europe in Bruges
under Belgian Government Scholarship. He has authored numerous publications on GATT/ WTO and other trade agreements such as Japan’s Economic
Partnership Agreements (EPAs), including a best-selling book on TPP.

TATSUHIKO YOSHIZAKI is Chief Economist, and Executive Vice
President of Sojitz Research Institute Ltd. Mr.Yoshizaki joined Nissho
Iwai Corporation in 1984 after graduating Hitotsubashi University. He
was a Visiting Scholar of the Brookings Institution in Washington D.C.
and a Senior Research Fellow of the Keizai Doyukai, one of the most
influential business organizations in Japan. He has been in the current
position since 2004, and worked for Sojitz Group, Japan’s large trading company. He is also well known as a commentator of Japan’s TV
program “Sunday Project” and “Morning Satellite”, and author of a
number of books on U.S. politics and Japan’s economy.

The Sasakawa Peace Foundation was established in September 1986
as a private nonproﬁt organization with an endowment from the
Nippon Foundation 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
■Japan-U.S. Exchange Program Email: japan-us@spf.or.jp
■URL : http://www.spf.org/e/
■Japan-U.S. Exchange Program URL: http://www.spf.org/jpus/

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/
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プログラム
基調講演

「米国のアジア・リバランス政策と日米関係」

10:00-10:10

開会挨拶

10:10-10:50

基調講演

カート・ M. キャンベル

10:50-11:30

質疑応答

カート・ M. キャンベル
モデレーター ： 神谷 万丈

11:30-13:00

髙木 雄次

笹川平和財団理事長

The Asia Group会長兼CEO ／前米国務次官補（東アジア・太平洋担当）

防衛大学校総合安全保障研究科・国際関係学科教授

昼食休憩

パネル・ディスカッションⅠ

「アジア太平洋地域の不確実要素と日米のリーダーシップによる対応策」

13:00-15:00

モデレーター : 植木 千可子

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授

パネリスト :

イーライ・ラットナー

新アメリカ安全保障センター（CNAS）アジア太平洋安全保障プログラム副部長兼フェロー

中西 寛

京都大学大学院法学研究科教授

デビッド・ゴードン

ユーラシア・グループ研究部門兼グローバルマクロ分析部門ディレクター

渡邊 頼純

慶應義塾大学総合政策学部教授兼政策メディア研究科研究委員

15:00-15:20

コーヒー、休憩

パネル・ディスカッション Ⅱ

「日米両国内の政治経済と日米リーダーシップの実現可能性」

15:20-17:20

モデレーター : ロバート・ M. 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

パネリスト :

ヴァンス・サーチャック

KKRグローバル研究所常務理事／ KKR社プリンシパル

吉崎 達彦

（株）双日総合研究所副所長／チーフエコノミスト

ブルース・ストークス

ピュー・リサーチ・センター国際経済世論調査部門ディレクター

飯尾 潤

政策研究大学院大学教授

17:20-17:30

閉会挨拶

ロバート・ M. ハサウェイ
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Program

Keynote Session “U.S.Rebalance toward Asia and U.S.-Japan Relations”
10:00-10:10 Opening Remarks Yuji TAKAGI

President, The Sasakawa Peace Foundation

10:10-10:50 Keynote Speech

Kurt M. CAMPBELL

10:50-11:30 Q&A

Kurt M. CAMPBELL
Matake KAMIYA

Moderator :

Chair and CEO, The Asia Group/former U.S. Assistant Secretary of State (East Asia and Pacific)

Professor of International Relations, National Defense Academy of Japan

11:30-13:00 Lunch Break

Panel DiscussionⅠ “Sources of Uncertainties in the Asia-Pacific Region and
Opportunities for Japan and U.S. Leadership”
13:00-15:00 Moderator : Chikako UEKI

Professor, Graduate School of Asia-Pacific Studies (GSAPS), Waseda University

Panelists : Ely RATNER

Fellow and Deputy Director of the Asia-Pacific Security Program, Center for a New American Security (CNAS)

Hiroshi NAKANISHI
Professor for International Politics at Kyoto University

David GORDON
Head of Research and Director, Global Macro Analysis, Eurasia Group

Yorizumi WATANABE
Professor of International Political Economy, Keio University

15:00-15:20 Coffee Break

Panel DiscussionⅡ “Domestic Challenges Ahead for Japan and the United States and
their Impact on Japan and U.S. Leadership”
15:20-17:20 Moderator : Robert M. HATHAWAY

Director of the Asia Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars

Panelists : Vance SERCHUK

Executive Director of the KKR Global Institute and a Principal at KKR

Tatsuhiko YOSHIZAKI
Chief economist and executive vice president, Sojitz Research Institute

Bruce STOKES
Director, Global Economic Attitudes, Pew Research Center

Jun IIO
Director of Policy Professionals Program and Professor of Political Science, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

17:20-17:30 Closing Remarks Robert M. HATHAWAY

