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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

あり、
成長と安定に対するより深刻な脅威に直面しています。
一方で米国は、
他

政策フォーラム」
を開催し、地域的・世界的課題の解決に向けて日米両国の専

の主要大国に比べて恵まれた人口動態を持ちながら、
巨大なベビーブーマー

門家が議論し、政策提言する活動を推進しています。2009年以降、
６回目の

世代の社会保障財政負担が、
アジア重視政策の足かせになるかもしれません。

開催となる本年度のフォーラムでは、地球規模で進行する人口高齢化（グ
ローバル・エイジング）の外交・安全保障政策へのインプリケーションをテー
マに開催します。

このような背景のもと、本フォーラムでは、
グローバル・エイジングが先進諸
国・東アジアにおいていかに外交政策や安全保障政策に影響を及ぼすのか、
そして日米関係にどのような課題をもたらすのかを議論します。
また、将来予

今後数十年の間に、人口動態変化は、国家の地政学的関係性、安全保障を維

測される人口動態変化から派生する諸問題により効果的な備えを行うために、

持する能力と意志、そして将来の平和と繁栄の見通しに対し、大きな影響を及

日米関係を強化する戦略を探ります。

ぼすと考えられます。
中でも高齢化進行の速度や影響が大きい東アジア以上に
この問題が当てはまる地域はありません。
グローバル・エイジングの中心地と
も言うべき日本は、地域においてより大きな地政学的役割を担おうとしても、
財政・経済的制約に直面することは避けられない状況です。
また、
韓国をはじ
めとするアジア新興工業経済地域も、時間差をおいて同じ軌跡をたどること
が予想されます。中国は、発展と近代化の途上で国や社会が成熟して豊かに
なる前に高齢化の波が押し寄せ、顕在化しつつある社会・経済的矛盾に拍車
がかかると危惧されます。
ロシアは、近代国家で最も急速な人口減少の際に

The Sasakawa Peace Foundation and the Woodrow Wilson International Center for Scholars will hold the sixth annual Japan-U.S. Joint
Public Policy Forum in Tokyo. The forum series was launched in 2009
with the goal of bringing together American and Japanese experts in
order to facilitate discussion and cooperation between Japan and the
United States on issues of global importance.
This year’ s forum will focus on the foreign policy and security implications of “global aging,” the shift toward older and more slowly growing
or declining populations brought about by falling fertility and rising life
expectancy. Over the next few decades, this demographic transformation promises to have a profound impact on the relative geopolitical
stature of nations, their capacity and willingness to maintain national
security, and the prospects for future peace and prosperity.
Nowhere is this truer than in East Asia, where the extent and rapidity
of global aging is greater than anywhere else in the world. Japan,
which is “ground zero” for global aging, is sure to face new fiscal and
economic constraints even as it seeks to assume a larger geopolitical
role in the region. So will South Korea and the other Tigers, which,
with a lag, are following the same demographic trajectory as Japan;
China, whose age wave will arrive while it is still developing and modernizing, risks growing old before it grows rich, with all the social and
economic stress that may entail. Russia, which stands on the brink of
the steepest population decline of any great power in modern times,

このような試みを通して、第一に、外交・安全保障政策立案に人口動態分析を
取り入れる重要性を喚起すること、
第二に、
外交・安全保障政策が、
国防や国際
協力に充てられる財源に影響する退職政策や、出生率とそれに伴う将来の
従軍年齢人口や経済規模に影響するワーク・ライフ・バランスなど、非伝統的
懸案を含む問題であるとの認識拡大を促すこと、第三に、
日米関係のオピニ
オン・リーダーが両国や地域の外交・安全保障の再構築・強化をする際に、
人口
学的洞察も取り入れた国内政策の合意作りを行うよう促すことを目指します。

faces even more serious threats to growth and stability. Meanwhile the
United States, though its underlying demographics remain more favorable than those of any other major developed countries, may find that
the massive fiscal cost of its age wave threatens its pivot to Asia.
Based on these regional backgrounds, the forum will discuss how
global aging will reshape the foreign policy and security environment
and identify the challenges that the new environment will pose for the
Japan-U.S. partnership. It will also explore strategies for strengthening the alliance so that our two countries can cooperate more effectively in preparing for the demographic gauntlet ahead.
The forum has three related goals. The first is to call attention to the
critical importance of incorporating analysis of demographic trends
into security planning. The second is to broaden the understanding of
national security itself to include such nontraditional concerns as
retirement policy (which affects the fiscal resources available for
national defense or foreign assistance) or work-family balance (which
affects fertility rates, and hence the future size of the service-age
population and the economy). The third is to encourage thought leaders in U.S.-Japan relations to forge a domestic policy consensus with
an awareness of the importance of demographic insights around
efforts to renew and strengthen the bilateral and regional institutions
underpinning our shared security.

基調講演者 Keynote Speaker
ジム・ウェッブ

Jim WEBB

前米国連邦上院議員（ヴァージニア州）

JIM WEBB is formerly a Senator Representing Virginia, and
was also an Assistant Secretary of Defense as well as Secretary of the Navy. He is also an Emmy-award winning jour受賞したジャーナリストであり、
映画製作者、
そして10冊の著書
nalist, film maker, and author of 10 books. Having widely
をもつ執筆家でもある。
ウェッブ氏は連邦上院外交委員会アジ
traveled in Asia for decades as Chairman of the Senate
ア・太平洋小委員会委員長として何十年もアジアを広く訪問し、 Foreign Relations Committee’s Asia-Pacific Subcommittee,
米国内において東アジア再回帰を求めた指導的発信者でもあり、 he was a leading voice in calling for the United States to
同 地 域 の 主 要 指 導 者 達と頻 繁に会 合 を 重 ね てきた。
また re-engage in East Asia, meeting frequently with key national
leaders throughout the region. In 2009, he led an historic
2009年には、
米国人指導者として10年ぶりの歴史的ミャンマー
visit to Myanmar, becoming the first American leader to visit
訪問を行い、
2国間対話の再開を切り開いた。
海軍兵学校卒業後、
that country in ten years, and opening up the dialogue that
米海兵隊基礎訓練校クラス243で最優秀の成績を修めた。 resulted in the re-establishment of relations between these
ベトナム戦争従軍の際は、海軍十字章、銀星章、銅星章（２回）、 two countries. He is a graduate of the Naval Academy, and
パープルハート勲章（２回）
を受章。
ウェッブ氏はまた、
ジョージ・ was first in his class of 243 at the Marine Corps Officers’
basic school. For his service in Vietnam, he was awarded
ワシントン大学法学センターも卒業している。
the Navy Cross, the Silver Star medal, two Bronze Star
medals, and two Purple Hearts. He is also a graduate of
Georgetown University’s Law Center.
国防次官補、海軍長官を務めた経歴を持つ。
また、
エミー賞を

モデレーター Moderators
ロジャー・マーク・デ・ソウザ

Roger-Mark DE SOUZA

ウッドロー・ウィルソン国際学術センター 人口・環境安全保障・レジ
リエンス研究部長
気候変動レジリエンス、
リプロダクティブヘルス、
母性衛生、
環境安全
保障、生計に関するプログラムを統括指揮し、同センターの持続
可能性・レジリエンスプログラム、環境変化・安全保障プログラム、
母性衛生のプログラム構想もリードしてきた。
2013年に現職に就く
前は国際人口活動研究所で副理事長、気候政策部長を務めた。同研
究所にて戦略的アドバイス、技術管理、人口、
ジェンダー、気候変動、
リプロダクティブ・ヘルスに関するPAIプログラム管理を行った。
ジョージ・ワシントン大学より修士号を取得。

ROGER-MARK DE SOUZA is the Director of the Woodrow Wilson
International Center for Scholars’ program on population, environmental security, and resilience. He leads programs on climate
change resilience, reproductive and maternal health, environmental
security, and livelihoods, including the Center’s Global Sustainability and Resilience Program, Environmental Change and Security
Program, and Maternal Health Initiative. Before joining the Center in
2013, De Souza served as Vice President of Research and Director
of the Climate Program at Population Action International, where he
provided strategic guidance, technical oversight, and management
of PAI’s programs on population, gender, climate change, environment, and reproductive health. He has an M.A. from George Washington University.

リチャード・ジャクソン Richard JACKSON
地球高齢化研究所（GAI）所長
米国と世界における人口動態変化、特に人口高齢化の経済、社会、
地政学的影響について研究を行っている。
地球高齢化研究所創設者
であり現所長を務める。
また米国戦略国際問題研究所
（CSIS）
のシニア・アソシエイトであり、
2003年 から2013年 に は 同 研 究 所 の 上 級 研 究 員 も 務 め た。
1993年から2002年まではフリーランスの研究者、
執筆家、
コンサ
ルタントとして公共政策問題を幅広く調査し、1988年から1992
年にはハドソン研究所の主任研究員として活躍した。主著にThe
Global Aging Preparedness Indexや、The Graying of the
Great Powersなど。イェール大学より博士号を取得。

久保

文明

RICHARD JACKSON is the founder and president of the Global
Aging Institute (GAI), which explores the economic, social, and
geopolitical implications of demographic change, and especially
population aging, in the United States and around the world. He is
also a Senior Associate at the Center for Strategic and International
Studies (CSIS). From 2003 to 2013, Jackson was a Senior Fellow at
CSIS. From 1993 to 2002, he worked as an independent researcher,
writer, and consultant on a wide range of public policy issues. From
1988 to 1992, he was a Research Fellow at the Hudson Institute.
Jackson is the author or co-author of numerous policy studies,
including The Global Aging Preparedness Index and The Graying of
the Great Powers. He received his Ph.D. from Yale University.

Fumiaki KUBO

FUMIAKI KUBO is a Professor, Faculty of Law, the University of Tokyo,
東京大学大学院法学政治学研究科 教授
1979年東京大学法学部卒業、1989年12月法学博士(東京大学)。 who has been the A. Barton Hepburn professor of American Government
慶應義塾大学客員教授、
コ−ネル大学客員研究員、
ジョンズ・ホプキ and History at the Graduate Schools for Law and Politics, the University
ンス大学客員研究員、
ジョージタウン大学客員研究員、
メリーランド of Tokyo since 2003. He is also a visiting professor at Keio University. In
2013-2014, Professor Kubo was a Japan Scholar at the Woodrow Wilson
大学客員研究員、
パリ政治学院招聘教授なども務めた。
2013-14年
Center. He was also an invited professor at Sciences-Po in Paris in 2009.
にはジャパンスカラーとしてウッドロー・ウィルソン国際学術センター
He studied at Cornell University, at the Johns Hopkins University, at
に滞在した。著書に、
『アメリカ政治・新版』(共著、有斐閣、2010年)、 Georgetown University and at the University of Maryland as a fellow. He
『オバマ政治を採点する』
(共編著、
日本評論社、
2010年)、
『アメリカ is the author of many books which include: America and the World in the
にとって同盟とはなにか』(編著、中央公論新社、2013年)、
『アジア Age of Obama (co-author, 2010), Alliance for the U.S. Foreign Policy
回 帰 するアメリカ--外 交 安 全 保 障 政 策 の 検 証』(編、NTT出 版、 (editor, 2012), and America's Rebalance to Asia: Evaluating Foreign and
National Security Policy of the Obama Administration (co-editor, 2013).
2013年)など。
He received his Ph.D. from the University of Tokyo.

パネリスト Panelists
中嶋

圭介

Keisuke NAKASHIMA

神戸市外国語大学外国語学部 准教授
神戸市外国語大学卒（2000年）、
シラキュース大学行政大学院・
国際関係学修士（2002年）。大学院在学中に戦略国際問題研究所
（CSIS）地球高齢化部に研修生として入所。以来2014年までに、
研究助手、研究員、部長補佐＆主任研究員、非常勤研究員を歴任。
2011年、
神戸市外国語大学外国語学部専任講師に就任。
2013年、
同准教授に昇格。2014年より、地球高齢化研究所（GAI）非常勤
上級研究員を兼務。専門は、地球高齢化が、財政、経済、社会、国際
関係に与える影響分析と政策提言。共著に
『3・11で現実化した
The Global Aging
「成長の限界」
が日本を再生する』(2011年)、
Preparedness Index (2010年)、China’s Long March to
Retirement Reform (2009年)など。

KEISUKE NAKASHIMA is an Associate Professor at Kobe City University of
Foreign Studies and Non-Resident Senior Associate at the Global Aging Institute.
Prior to the current positions, he was with the Global Aging Initiative (GAI) at the
Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington, DC. He began
his tenure at CSIS in October 2002 as a Research Intern with GAI and was subsequently promoted to Research Assistant in August 2003, to Research Associate in
November 2004, to Assistant Director and fellow in January 2009. He continued
his affiliation with CSIS as adjunct fellow until January 2014. He joined Kobe City
University of Foreign Studies in April 2011 as Assistant Professor and subsequently prompted to the current position in April 2013. He writes extensively on
the economics of population aging and social security reform, especially in East
Asia, and is the author or co-author of numerous policy studies, including The
Global Aging Preparedness Index (2010) and China's Long March to Retirement
Reform (2009). Nakashima holds an M.A. in international relations from the
Maxwell School of Citizenship and Public Affairs at Syracuse University and a B.A.
in Anglo-American studies from Kobe City University of Foreign Studies.

ジャック・ゴールドストーン Jack GOLDSTONE
JACK GOLDSTONE is the Virginia E. and John T. Hazel Professor
ジョージ・メイソン大学公共政策大学院 教授
現在ブルッキングス研究所の非常勤上級研究員も務める。現職に of Public Policy at George Mason University, and a Non-Resident
就く前は、
ノースウェスタン大学とカリフォルニア大学で教鞭を取り、 Senior Fellow at the Brookings Institution. Previously, he was on the
ケンブリッジ大学とカリフォルニア工科大学でも客員研究員を務める。 faculty of Northwestern University and the University of California,
and has been a visiting scholar at Cambridge University as well as
ゴ ー ルド スト ー ン 氏 は Revolution and Rebellion in the Early
the California Institute of Technology. He is the author of Revolution
Modern Worldの著者であり、1993年にはアメリカ社会学協会の
and Rebellion in the Early Modern World, and awarded the 1993
著名な学術研究賞を受賞。その他にも、Why Europe? The Rise Distinguished Scholarly Research Award of the American Socioof the West in World Historyをはじめとする多くの著作がある。 logical Association. He is also the author of Why Europe? The Rise
ハーバード大学より博士号を取得。
of the West in World History among other publications on politics,
social movements, democratization, and long-term social change.
He received his Ph.D. from Harvard University.

大泉

啓一郎

Keiichiro OIZUMI

KEIICHIRO OIZUMI is a Senior Economist of Economics Department of
日本総合研究所調査部 上席主任研究員
1988年 京 都 大 学 農 学 部 大 学 院 修 了。2012年 京 都 大 学 博 士 the Japan Research Institute, Limited. He began his career as an
（地域研究）。1990年さくら総合研究所（現日本総合研究所）入所。 economist at the Sakura Research Institute, Limited (the Japan
専門はASEAN経済。
そのほか、
アジアの人口動態と経済発展、
都市 Research Institute, Limited today) in 1990.
His areas of expertise include demographic change and economic growth in
化と社会経済問題。著書には
『老いてゆくアジア』
（2007年：アジア
Asia, and socioeconomic issues surrounding the urbanization of Asia. He
経済研究所途上国研奨励賞）がある。
particularly focuses his research on economies of ASEAN countries. In 2007,
he published a book, Aging Asia (2007) and won the Award for the Promotion of Studies on Developing Countries, the award bestowed by
IDE-JETRO, Institute of Developing Countries Japan External Trade Organization for outstanding publications on economic and other issues concerning developing countries.
He received his Master’s degree in Agricultural Science in 1988 and
Ph.D. degree in Area Studies from Kyoto University in 2012.

マーク・L.ハース Mark L. HAAS
MARK L. HAAS is a Professor of Political Science at Duquesne
デュケイン大学政治学部 教授
元ハーバード大学オーリン戦略研究所国家安全フェロー、および University. He is a former National Security Fellow at the Olin
同大学ベルファー国際関係・科学センター国際安全保障フェロー。 Institute for Strategic Studies and an International Security Fellow
The Clash of Ideologies: Middle Eastern Politics and at the Belfer Center for Science and International Affairs, both at
Harvard University. He is the author of The Clash of Ideologies:
American Security や The Ideological Origins of Great
Middle Eastern Politics and American Security and The IdeologiPower Politics, 1789-1989等多くの著作がある。ヴァージニア
cal Origins of Great Power Politics, 1789-1989, among other
大学より博士号を取得。
publications. He received his Ph.D. from the University of Virginia.

佐藤

丙午

Heigo SATO

拓殖大学国際学部・海外事情研究所 教授
1999年一橋大学法学研究科修了。博士（法学）。筑波大学大学院、
ジョージ・ワシントン大学大学院修士課程修了。
1993年 防衛庁防衛
研究所第一研究部第一研究室助手（アメリカ・国際関係担当）、
防衛
庁防衛研究所第二研究部第一研究室主任研究官（アメリカ・国際関
係担当）、
を経て、2006年から現職。専門は国際関係論、米国政治
外交、安全保障論（軍備管理・軍縮）
など。論文に
「米国の国際的関与
と外交・安全保障政策」
（『海外事情』）、
「米国のエネルギー政策を
めぐる政治経済」
（『海外事情』）、
「防衛産業のグローバル化と安全
保障」
（『国際政治』）
など。

HEIGO SATO is a Professor, Faculty of International Studies, Institute of
World Studies, Takushoku University. He was Senior Research Fellow at
the National Institute for Defense Studies (NIDS) before joining Takushoku University. He joined NIDS in 1993 as Research Fellow. He was a
Special Adviser to Foreign Minister Katsuya Okada on disarmament and
nonproliferation. He has many publications including “Future of U.S.
International Commitment,” Kaigai Jijo (2014)“Strategic Surprise and
National Security,” Kaigai Jijo (2011). He earned his doctoral degree in
International Relations from Hitotsubashi University. He received his M.A.
in Area Studies (United States) from University of Tsukuba and Political
Science from George Washington University (Fulbright Scholarship). He
research interest includes International Relations, American Politics &
Diplomacy, Security Studies, Arms Control and Nonproliferation.

パネリスト Panelists
アンドリュー・L.オロス Andrew L. OROS
ワシントン・カレッジ国際関係学部部長 兼 政治・国際関係学 准教授
東アジアおよび先進工業民主主義国家の国際比較政治を専門とし
ており、中でも日本政治、東アジアの安全保障問題に精通。
著書に

ANDREW L. OROS is the Director of International Studies and
Associate Professor of Political Science and International Studies at Washington College. He is a specialist on the international
Normalizing Japan: Politics, Identity, and the Evolution of and comparative politics of East Asia and the advanced industrial democracies, with an emphasis on contending approaches
Security Practice（スタンフォード大学出版会、2008年）、共著作
to managing security. He is the author of Normalizing Japan:
として Global Security Watch: Japan（Praeger出版、2010 Politics, Identity, and the Evolution of Security Practice (Stanford
年）。その他多数の学術論文や論考の執筆を行い、
ワシントン、東京、 University Press, 2008), the co-author of Global Security Watch:
そして世界中でメディア、研究者、政治的指導者らに対し、
日本政治 Japan (Praeger Press, 2010), and over a dozen scholarly articles
や東アジアの安全保障に関する研究を多く発表。
コロンビア大学で and book chapters. He speaks frequently about his research on
issues in Japanese politics and East Asian security to members
博士号を取得。
of the media, fellow researchers, and policymakers in Washington DC, Tokyo, and world-wide. He received his Ph.D. from
Columbia University.

安井

明彦

Akihiko YASUI

みずほ総合研究所調査本部 欧米調査部長
東京大学法学部卒。富士総合研究所（現みずほ総合研究所）
へ入所
し、1997年より在 米 国 日 本 大 使 館 の 専 門 調 査 員として 従 事。
2007年から2012年には、みずほ総合研究所ニューヨーク事務所
長を務めた。2014年より現職。欧州・米州の経済・政治・政策分析
を統括するとともに、経済政策分析を主軸としつつ米国に関する調
査を横断的に手掛ける。
著書に、
『アメリカ 選択肢なき選択』
（日本経
済新聞出版社、
2011年）
『
、やっぱりアメリカ経済を学びなさい』
（共
著、
東洋経済新報社、
2014年）
など。

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-j/

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。

AKIHIKO YASUI is a Head of Research Department-Europe and
the Americas, Mizuho Research Institute, Ltd.
He is managing economics, politics and policy researches about
Europe and Americas. He has expertise in wide range of U.S.
issues, including economy, fiscal policy, public management and
politics, among others. Before assigned to current position in
2014, he was Head of Research Department-Public Policy. He
served at Embassy of Japan in the U.S. as a Special Assistant
to Economic Minister (1997-2000) and at New York office of
Mizuho Research (2000-2003, 2007-2012 as Director). He is the
author of United States in the Age of Few Choices (Nikkei Publishing, 2011), and the co-author of Though You should Learn
U.S. Economics (TOYO KEIZAI, 2014) and others. He received
his bachelor of Law from Tokyo University.

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 107-8523
■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/

プログラム
第6回

日米共同政策フォーラム

グローバル・エイジングと将来の日米外交・安全保障政策

基調講演
10：00 -10：10

開会挨拶

髙木

10：10 -10：50

基調講演

ジム・ウェッブ

10：50 -11：30

質疑応答

雄次

公益財団法人笹川平和財団 理事長

前米国連邦上院議員（ヴァージニア州）

モデレーター ロジャー・マーク・デ・ソウザ

ウッドロー・ウィルソン国際学術センター 人口・環境安全保障・レジリエンス研究部長

11：30-13：00

休憩

パネル・ディスカッションⅠ

先進国と東アジアにおける人口動態リスク
13：00 -15：00

モデレーター リチャード・ジャクソン

地球高齢化研究所（GAI）所長

パネリスト

中嶋

圭介

神戸市外国語大学外国語学部 准教授

ジャック・ゴールドストーン

ジョージ・メイソン大学公共政策大学院 教授

大泉

啓一郎

日本総合研究所調査部 上席主任研究員

15：00 -15：20

休憩 （コーヒー・ブレイク）

パネル・ディスカッションⅡ

老いる世界における日米パートナーシップの再構築
15：20 -17：20

モデレーター 久保

文明

東京大学大学院法学政治学研究科 教授

パネリスト

マーク・L.ハース

デュケイン大学政治学部 教授

佐藤

丙午

拓殖大学国際学部・海外事情研究所 教授

アンドリュー・L.オロス

ワシントン・カレッジ 国際関係学部部長 兼 政治・国際関係学 准教授

安井

明彦

みずほ総合研究所調査本部 欧米調査部長

17：20 -17：30

閉会挨拶

ロジャー・マーク・デ・ソウザ

Program
The 6th Japan-U.S. Joint Public Policy Forum

The Foreign Policy and Security Implications of
Global Aging for the Future of Japan-U.S. Relations
Keynote Session
10:00-10:10

Opening Remarks

10:10-10:50

Keynote Speech

10:50-11:30

Q&A
Moderator

11:30-13:00

Yuji TAKAGI

President, The Sasakawa Peace Foundation

Jim WEBB

Former U.S. Senator from Virginia

Roger-Mark DE SOUZA

Director, Program on Population, Environmental Security, and Resilience,
Woodrow Wilson International Center for Scholars

Break

Panel Discussion I

Identifying Demographic Risks in the Developed World and East Asia
13:00-15:00

Moderator
Panelists

Richard JACKSON

President, Global Aging Institute (GAI)

Keisuke NAKASHIMA

Associate Professor, Kobe City University of Foreign Studies

Jack GOLDSTONE

Virginia E. and John T. Hazel Professor of Public Policy,George Mason University

Keiichiro OIZUMI

Senior Economist, Economics Department, The Japan Research Institute, Limited

15:00-15:20

Coffee Break

Panel Discussion II

Renewing the Japan-U.S. Partnership in an Aging World
15:20-17:20

Moderator
Panelists

Fumiaki KUBO

A. Barton Hepburn Professor of American Government and History,
Graduate Schools for Law and Politics, University of Tokyo

Mark L. HAAS

Professor, Political Science Department, Duquesne University

Heigo SATO

Professor, Faculty of International Studies, Institute of World Studies,
Takushoku University

Andrew L. OROS

Director of International Studies and Associate Professor of
Political Science and International Studies, Washington College

Akihiko YASUI

Head, Research Department-Europe and the Americas,
Mizuho Research Institute Ltd.

17:20-17:30

Closing Remarks

Roger-Mark DE SOUZA

