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公益目的事業 １：「日本の対外関係の強化と地球的課題への貢献」 

 

日本の対外関係を維持・強化し、また、人間の安全保障の視点に立った地球的課題の

解決やこの分野における日本の国際貢献を促進するため、政策研究・対話、政策提言、

国際交流、寄付活動等の国際貢献の推進、情報発信、ネットワーク構築等を行う事業 

 

Ａ. 特定テーマをめぐる政策研究・対話・交流 

１．日本・ASEAN 戦略的パートナーシップに関する知的対話 

2013 年、日本と ASEAN は両地域国間で初めての非公式対話「日・ASEAN 合成ゴムフォー

ラム」発足から 40周年を迎えた。その間、米国のアジア回帰、中国やインドの台頭、2005

年の東アジア・サミット開始、アジア太平洋経済協力機構（APEC）、ASEAN 地域フォーラム

（ARF）等の地域組織の新たな展開など、さまざまな変化が見られている。 

こうした変化を踏まえ、当センターとインドネシアの戦略国際問題研究センター（CSIS）

は、インドネシア外務省の委託（日・ASEAN統合基金）を受け、日本・ASEAN 協力の戦略的

な価値の再定義を試みる 2カ年の研究・対話事業を 2012年 7月から実施している。第一期

では、経済、政治・安全保障、社会文化の 3 つの側面から ASEAN 統合プロセスにおける日

本の役割を検討し、今年度開始した第二期では、日本・ASEANが 東アジア及びグローバル・

ガバナンスに対してどのような戦略的な連携・協力が可能か検討している。 

2013年 6月 10-11日にはジャカルタで第一期目の最終座長会合が持たれた。日本・ASEAN

首脳会議並びに日本・ASEAN特別首脳会議に対する政策提言案に基づき、関係者及び、ASEAN

常駐代表委員会メンバーと議論を深め、公開シンポジウムでも 100 名を超える研究者・実

務家と意見が交わされた。最終提言書は 8 月に日本及び ASEAN 諸国の外務省に提出され、

2013 年 11 月 11 日には、同提言書を踏まえて、スリン・ピツワン前 ASEAN 事務局長の参加

も得て、慶應義塾大学東アジア研究所との共催により、日・ASEAN 友好協力 40 周年記念シ

ンポジウム「2015年以降の日 ASEAN関係―民主主義・平和・繁栄の地域を目指して」、政策

コミュニティとのラウンドテーブルを開催した。さらに、国会議員ともの朝食会を持ち、

政策提言を広く共有した。 

さらに、6 月 12-14 日には二年目の研究会の第 1 回会合をバリで開催し、（１）東アジア

における日・ASEAN協力、（2）グローバル・ガバナンスにおける日・ASEAN協力の可能性を

テーマに 2 つの研究会が組織され、研究枠組み及び各研究会メンバーが執筆するテーマを

議論した。2014 年 2 月 18-19 日にはジャカルタで第 2 回会合を開催し、各研究者がドラフ

トを持ち寄り、研究会ごとにドラフトの査読とペーパー間の調整を行った。最終提言書は、

2014年 6月の最終座長会合並びに政策コミュニティとのラウンドテーブルを経て、2014年

夏に刊行予定である。 
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本事業では、ユスフ・ワナンディ CSIS財団副理事長、田中均シニア・フェローがスーパ

ーバイザー、リザル・スクマ CSISジャカルタ所長、添谷芳秀慶應義塾大学教授が研究共同

主査を務めており、2 年間で総勢 44 名の日本と ASEAN の研究者が参加した。なお、本事業

は、スリン・ピッツワン ASEAN 事務局長の提案により、当センター初代理事長の名前にち

なんで通称「ヤマモト・プロジェクト」と呼ばれている。 

 

[2 期目研究会メンバー] 

【東アジア共同体構築における日・ASEAN協力】 

＜共同座長＞ 

メリー・カバレロ・アンソニー 南洋理工大学ラジャラトナム国際関係大学院准教授、 

非伝統的安全保障研究センター所長 [ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ] 

植木千可子 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 

 

地域安全保障 

カビ・チョンキッタヴォン チュラロンコン大学戦略国際問題研究所シニア・ 

フェロー [ﾀｲ]  

サイバー・セキュリティ 

エリーナ・ヌア マレーシア戦略国際問題研究所外交・安全保障研究部 

部長補佐 

コネクティビティ 

グエン・アン・ドン 中央経済管理研究所マクロ経済政策研究部副部長  

[ﾍﾞﾄﾅﾑ] 

海洋協力 

ペンギラン・ダトゥー・パドゥカ・オスマン・パトラ ブルネイ外務通商省前事務次官 

災害 

佐橋 亮 神奈川大学法学准教授、（公財）日本国際交流センター  

リサーチ・フェロー 

市民社会及び人的協力 

メイディヤタマ・スリョディニングラト ジャカルタ・ポスト編集長 [ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ] 

多国間主義 

タン・シー・セン 南洋理工大学ラジャラトナム国際関係大学院多国間 

主義研究センター所長 [ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ] 
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地域統合 

寺田 貴 同志社大学法学部政治学科教授 

 

【グローバル・ガバナンスにおける日・ASEAN協力】 

＜共同座長＞ 

ジスマン・シマンジュンタク プラセティヤ・ムルヤ財団理事長兼教授【共同座長】 

[ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ]  

星野俊也 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授 

貧困削減 

ラファエリータ・M・アルダバ フィリピン開発研究所シニア・リサーチ・フェロー 

国際貿易 

ヨーゼ・リザル・ダムリ インドネシア戦略国際問題研究センター経済部長 

テロ 

本名 純 立命館大学国際関係学部国際関係学科教授 

移民 

ウー・チー・ミン ミャンマー戦略国際問題研究所メンバー 

非核 

大庭 三枝 東京理科大学工学部教養准教授 

法に基づくガバナンス 

サイモン・テイ シンガポール国際問題研究所（SIIA）会長 

食糧・水安全保障 

トラン・ビエット・タイ ベトナム外交学院外交戦略研究所地域・外交政策研究 

センター所長 

金融、保健 

スティーブ・CM・ウォン マレーシア戦略国際問題研究所経済上席部長 

 

２．地域安全保障協力に対する非政府組織の貢献強化 

マッカーサー財団が立ち上げた大型プロジェクト「アジア安全保障イニシアティブ」の

一環として 2009年から実施されている事業。東アジアにおける広義の安全保障協力におけ

る、非政府組織の活動状況を把握した上で、今後、非政府組織が域内の安全保障協力に一

層貢献して行くための方途を探っている。2013年 3月には、環境、人身取引、グローバル・

ヘルス、海賊、災害・人道支援、安全保障概念の変遷に関する事例研究の成果を、Growing 

Force: Civil Society's Role in Asian Regional Securityとして刊行したが、本年度は、

グローバル・ヘルス、海賊、そして総論としての広義の安全保障協力における非政府組織
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の貢献について、ハワイの東西センターから政策ブリーフを発表した。 

 

３．日米同盟と人道支援・災害救援（HA/DR)プロジェクト 

2004年のスマトラ島沖地震と津波被害、そして 2011年の東日本大震災において、米軍と

自衛隊は実務レベルで協働を積み重ねてきた。しかし、そうした協働活動を総合的な政策

分析・提言としてまとめられることはこれまでなかった。そこで、本事業では、過去の

HA/DR(Humanitarian Assistance / Disaster Relief) 活動を通じて培われた知見や経験を、

米軍、自衛隊、そして日米双方の民間レベルについて調査し、民軍連携の可能性も含む HA/DR

における日米同盟のあり方を検討する。本事業は、公益財団法人笹川平和財団、国際交流

基金日米センターからの助成を得た全米アジア研究所（National Bureau of Asian 

Research）のカウンターパートとして、2013 年度より 2 年間のプロジェクトとして運営す

るものである。トマス・ファーゴ前太平洋軍司令官（退役海軍大将）、山口昇 防衛大学校

教授・危機管理センター長（退役陸将）がシニア・アドバイザーを、アブラハム・デンマ

ーク全米アジア研究所ヴァイス・プレジデント（元国防総省長官府中国部長）と佐橋亮 当

センターリサーチ・フェロー（神奈川大学法学部准教授・スタンフォード大学アジア太平

洋研究センター客員准教授）が研究共同主査を務める。 

具体的な研究活動としては、第１回ワークショップを 2013 年 9 月 12 日－13 日に米国に

て、第 2 回ワークショップを 2014 年 3 月 8 日－9 日にシンガポールにて実施した。今後の

予定としては、2014 年度中に東京にて専門家を広く招聘して国際会議を開き、政策提言を

英語・日本語にて発表する。 

 

４．政治リーダーシップ・プロジェクト 

これまでの日本における政治リーダーシップの不在は、一国のガバナンスの問題を超え

て、東アジア、国際社会への影響も看過できないものとなっている。本研究プロジェクト

では、30代から 40代の若手研究者をメンバーに、政治リーダーシップのあり方につき次世

代からの提言を行うことを目的に 2012 年度より実施している。政策研究の成果とともに、

日本の若手研究者が米国の研究者とネットワークを構築し、国際的な政策論議に参加する

機会を設けることで、グローバルに通用する人材育成もその目的とする。本研究プロジェ

クトは、スミス・リチャードソン財団および（財）エム・アール・エー・ハウスの助成を

得ている。 

本プロジェクトでは、執筆者会議に加え、外部有識者を招いてのワークショップ、政府

高官経験者へのインタビューを通じて、日本政治の問題点（選挙制度、両院制、議会運営、

官邸機能、政官関係等）を洗い出し、弱い統治が外交に与えてきた問題点を整理し、さら

に、米国での議会関係者との対話を通じ、その処方箋を検討した。 

2013 年度は、4 月下旬から 5 月初旬にかけて訪米プログラムを再度実施し、ニューヨー
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ク及びワシントンで議会関係者や研究者、財団関係者との会合を持った。ワシントンのプ

ログラムには、「日米議員交流プログラム」参加議員も合流し、研究の成果について国会議

員から直接フィードバックを得る機会ともなった。現在、論文の校正を進めており、最終

報告書（英文）は 2014年 10月に刊行予定。 

 

＜メンバー＞  

内田 優香  元外務大臣・国務大臣秘書官、元民主党国際部主査（幹事） 

越智 隆雄  衆議院議員 

斉藤 淳 元衆議院議員、ロゴス・エデュケーション代表 

佐橋 亮  公益財団法人日本国際交流センター リサーチ・フェロー、神奈

川大学法学部准教授（幹事） 

竹中 治堅  政策研究大学院大学教授 

細谷 雄一  慶應義塾大学法学部教授 

森  聡   法政大学法学部教授 

ジェームス・ギャノン 米国法人日本国際交流センター事務局長（幹事） 

 

＜シニア・アドバイザー＞ 

田中 均  公益財団法人日本国際交流センター シニア・フェロー 

ジェラルド・カーティス コロンビア大学教授 

 

５．山本正記念セミナー 

外交問題評議会より、故山本正前理事長のイニシアティブによる国際社会、日米関係への

貢献を記念しその遺志をつないでいくために、ワシントンの同評議会において定期的に政

策対話記念セミナーを開催しようとの働きかけに応じて実施することになった事業。第 1

回目にあたる本年度は、5月 2日に同評議会において、政治リーダーシップ・プロジェクト

関係者、日米議員交流プログラム訪米議員の参加を得て、「アジアにおける米国と日本」を

テーマに開催し、70名を超える議会関係者・専門家が参加した。 

 

開会リマークス 

シーラ・スミス 外交問題評議会日本研究シニア・フェロー 

ペギー・ブルーメンソール 米国法人日本国際交流センター会長、国際教育協会(IIE) 

上級顧問 

 

政策・政治改革 

ジェームス・ギャノン 米国法人日本国際交流センター事務局長（チェア） 
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竹中 治堅 政策研究大学院大学教授 

越智 隆雄 衆議院議員 

木原 誠二 衆議院議員 

 

リーダーシップと外交 

シーラ・スミス 外交問題評議会日本研究シニア・フェロー（チェア） 

細谷 雄一 慶應義塾大学法学部教授 

佐橋 亮 公益財団法人日本国際交流センターリサーチ・フェロー、神奈川大学 

法学部准教授 

森  聡 法政大学法学部教授 

 

次世代の政治家との対話 

ジェラルド・カーティス コロンビア大学教授（チェア） 

越智 隆雄 衆議院議員 

木原 誠二 衆議院議員 

足立 康史 衆議院議員 

 

６．日本の外交再構築 — 麻布田中塾Ⅵ 

2006 年度よりこれまで 5 期にわたり、田中均シニア・フェローを塾頭とし、各界の将来

を担う次世代実務リーダー約 20 名を対象に、「新しい能動的外交」、「台頭する東アジアと

日本の外交構想」、「能動的対外関係に従事するプロフェッショナルの育成」、「日本の対外

関係の総点検と能動的外交の再構築」、「日本外交の再設計」をテーマとする各期 8 回にわ

たる研究会を日本の各界の将来を担う若手リーダー育成の場として、塾生同士の異業種間

の交流を促進し、知的な生産活動を通じて異なる視点から対外関係についての理解を深め、

また、ネットワーキングの醸成･強化を目的として実施してきた。安倍政権に交代以後、そ

れまでの「ジャパンナッシング」から、日本がいかなる経済政策、対外政策を取るのか、

内外から大変注目されており、日本はいかに対外関係に能動的にかかわるべきか、課題を

含めて理解を深め、なおかつ、自身の意見として対外的に発信する能力を高める必要があ

る。第 6期 麻布田中塾では、日本を取り巻く地政学的なリスクを中心に取り上げ、全８回

の講義の２回を戦略的考え方および世界の構造変化と世界のリスクという大きなテーマで

議論し、その後６回の講義では具体的に６カ国(地域)を取り上げ、リスクを回避して行く

ための戦略的考え方について議論を行った。特に朝鮮半島のリスク、中国のリスク、ロシ

アのリスクの講義では、講義期間中に実際に起こったニュースをもとに将来を見据えての

戦略や能動的な対外関係をいかに築いていくか、活発な討議が行われた。 

本塾は公益財団法人渋沢栄一記念財団および(財)エム・アール・エー・ハウスの助成を
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得て実施。 

 

［講義テーマ］ 

第 1回：戦略的考え方 

第 2回：世界の構造変化と世界のリスク 

第 3回：日本リスク 

第 4回：中国リスク 

第 5回：朝鮮半島リスク 

第 6回：東南アジアリスク 

第 7回：インドリスク 

第 8回：ロシアリスク 

 

［第６期受講生］ 

遠藤   弦 読売新聞東京本社論説委員 

鹿島  綾乃 NHK アナウンス室専任アナウンサー 

加藤  兼司 株式会社日立製作所営業統括本部地域戦略本部企画部長 

倉元  大介 三菱商事株式会社グローバル渉外部グローバル調査チーム部長代理 

齋藤  雅治 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン事業部次長 

佐竹  知彦 防衛省防衛研究所兼防衛政策局国際政策課部員 

鈴木  俊行 株式会社国際協力銀行業務企画室企画課長 

高井  裕之 株式会社住友商事総合研究所代表取締役社長 

竹原  成悦 独立行政法人国際協力機構企画役 

中原  廣道 経済産業省大臣官房総務課課長補佐 

野木  正弘 トヨタ自動車株式会社海外渉外部第２地域室豪亜中近東グループ長 

浜出   真 ＡＮＡホールディングス株式会社主席部員（アジア戦略部） 

林   弘毅 外務省総合外交政策局総務課課長補佐 

疋田  多揚 朝日新聞政治部記者 

福田   円 法政大学法学部准教授 

山中  秀紀 アステラス製薬株式会社法務・コンプライアンス部課長 

湯澤   武 法政大学グローバル教養学部准教授 

 

７．「East Asia Insights」の出版   

東アジアの発展についての関心が一層高まりつつあるなかで、東アジアをテーマとする

日本の論議が諸外国に十分紹介されていない状況に鑑み、田中均シニア・フェローを主査

に、主要な日本の論調、分析等を発表する場として、ウェブサイトおよびプリントの二つ

の媒体により、約 2 カ月に１回の頻度で「EAST ASIA INSIGHTS」を出版している。内外か
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ら多くの関心が寄せられ、海外だけでなく、国内の読者も増えている。東アジア諸国の関

係者およびその他の地域の東アジアに関心を持つ研究者・実務家とのやり取りを通じて、

国際社会での東アジアをめぐる対話に積極的な貢献を目的として、8 年目となる 2013 年度

は以下の 4本を刊行した。 

 

 “Moving Beyond East Asia's Confrontational Postures” (2013 年 6 月) 

 “China and Shared Regional Prosperity: Five Risk Factors” (2013 年 9月) 

 “The Future of East Asia: Four Risks to Long-Term Stability” (2013 年 12月) 

 “Japan’s Debate on Constitutional Reinterpretation: Paving the Way for 

Collective Self-Defense” (2014 年 2月) 

 

Ｂ. 定期的な政策対話・研究・交流 

１．三極委員会（トライラテラル・コミッション） 

 2013年度事業であるが、前倒しで 2013年 3月 15日～17日にかけて、ドイツ・ベルリン

において総会を開催。（2012年度に実施されるが、2013年度の事業とする。） 

テーマとして「EUとユーロゾーン危機」、「三極委員会４０周年グローバル・チャレンジ、

優先課題とソリューション」、「中国の台頭とグローバルおよび地域における政治的・経済

的影響」、「米国」、「エネルギー・セキュリティと気候変動」、「変動する中東情勢」、「国際

貿易に関する 21世紀の課題」、「地政的対立に関する問題：中東問題」等が討議され、三地

域からメンバー約 250 名が参加した。 

当センターが事務局を務めるアジア太平洋委員会では、小林陽太郎アジア太平洋委員長、

ホン・ソクヒュン副委員長、ユスフ・ワナンディ副委員長のもとで、アジア太平洋委員会

の強化を図るためリフレクション・コミティを設置して議論を重ねてきた。ベルリン総会

では、アジア太平洋後任委員長として長谷川閑史武田薬品社長の就任、およびアジア太平

洋委員会の改革案を報告した。より活性化に向けての改革案に沿って具体的に実行に移す

とともに、三極委員会全体の使命、運営の改善等の将来課題に関しても今後も検討を続け

改善策を模索する予定。 

また、12 月には、地域会合がマニラで行われ、フィリピンからのゲスト参加者も含め約

45 名が参加し、「アジア太平洋地域の経済発展」、｢アジア太平洋地域のエネルギーおよび環

境問題｣、「アジア太平洋地域における政治および安全保障問題」、次回ワシントン総会で取

り上げられるタスクフォース報告「ロシア」に関して意見交換、アジア太平洋委員会の将

来に関しても討議がなされた。夕食会では、アジア開発銀行中尾武彦総裁およびラモス前

フィリピン大統領によるスピーチが行われた。 
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２．日英 21世紀委員会  

 日英 21世紀委員会は、1984年に中曽根康弘首相とマーガレット・サッチャー首相との間

で合意され、翌 85年に正式に設置された民間レベルの政策対話フォーラム。合同会議にお

いて両国委員が議論し日英関係のあり方についての提言をまとめ、それぞれの首相に報告

している。当センターは日本側事務局として企画・運営にあたっている。2012 年 12月に行

われた衆議院選挙によって日本の政権が交代したことにより、2013 年度より新たに日本側

座長に塩崎恭久衆議院議員が就任し、英国側のハワード卿上院議員とともに共同座長につ

いた。第 30 回合同会議は、2013 年 5 月１日～5 日にかけて、ロンドンおよびウィルトン･

パークにおいて約 45 名の両国参加者を得て、合同会議を開催した。「英国の現状と課題」、

「日本の現状と課題」、「緊縮か停滞か？日本の失われた数十年からの教訓」、「気候変動と

エネルギー政策」、「東アジアと中東における地政学上および安全保障課題への挑戦」、「欧

州と日本:貿易および投資の将来」、「コーポレート･ガバナンスと 21世紀の資本主義：日英

共通課題」、｢日英の国際開発協力｣に関して討議を行った。合同会議に先立ち、ヘイグ外相

表敬訪問、外務連邦省主催レセプション、ジャパンソサエティ主催昼食会も行われた。 

 

セッション１：日本の現状と課題-国内政治情勢と経済の展望 

ｽﾋﾟｰｶｰ： 小泉 進次郎 衆議院議員(自由民主党) 

前原 誠司 衆議院議員（民主党） 

セッション２：英国の現状と課題-国内政治情勢と経済の展望 

ｽﾋﾟｰｶｰ：フィリップ・スティーブンス フィナンシャルタイムズ 

アソシエイト・エディター 

セッション 3：緊縮または停滞か？：日本の失われた数十年からの教訓 

日本側：会田 弘継 共同通信社論説委員長 

英国側：アンドリュー・スミサーズ スミサーズ・アンド・ 

カンパニー会長 

セッション４：気候変動とエネルギー政策 

英国側：ロビン・グリムス 英国外務連邦省首席科学顧問 

日本側：黒川 清 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（国会事故

調）委員長（2011-2012年）；特定非営利活動法人日本医療政

策機構代表理事；政策研究大学院大学アカデミック･ 

フェロー、教授 

セッション５：東アジアと中東における地政学上および安全保障課題への挑戦 

日本側：田中 均  (公財)日本国際交流センターシニア･フェロー； 

(株)日本総合研究所国際戦略研究所理事長 



 10 

英国側：ジョン・スウェンソン＝ライト ケンブリッジ大学； 

富士銀行日本政治及び国際関係特別講座専任教授、 

英王立国際問題研究所アソシエート・フェロー 

セッション６: 欧州と日本：貿易および投資の将来 

英国側：チャールズ・グラント 欧州改革センターディレクター 

日本側：田辺 靖雄 （株）日立製作所執行役常務 

セッション７: コーポレート・ガバナンスと 21世紀の資本主義:日英共通課題 

英国側： ジョーンズ卿 英国産業連盟（CBI）元ディレクター 

日本側： 平野 博文  (株)KKR ジャパン代表取締役社長 

セッション８: 日英の国際開発協力 

日本側：竹田 いさみ 獨協大学教授 

英国側：テレンス・ジャガー クラウン・エイジェンツ取締役 

日英二国間協力の現状と将来への展望 

英国側：マコネル卿 

日本側： 塩崎恭久 

 

３．日独フォーラム  

日独フォーラムは、1992 年の宮沢喜一首相とヘルムート・コール首相による日独首脳会

談により設立が合意され、翌年 2 月に発足した民間レベルの対話フォーラムである。茂木

友三郎キッコーマン株式会社取締役名誉会長、ベルンハルド・ショイブレ、ベルリン日独

センター評議会議長（前メルツ社 CEO）が共同座長を務めている。日独知的交流の中心的役

割を果たすべく、両国間の相互理解の増進と協力関係強化を目的として、年 1 回の合同会

議を日独それぞれ交互に開催している。2013 年度は第 22 回合同会議を 10 月 29 日～30 日

の日程で東京にて開催した。今回のフォーラムにおけるセッションテーマは、「グローバル

社会における国内政治課題の設定」、「金融、財政政策に依存する持続可能な経済成長の課

題」、「米中関係と日独両国への影響」であり、それぞれのセッションで活発な議論があっ

た。29 日には菅義偉官房長官への表敬訪問の機会が設けられ、同日夜には岸田文雄外務大

臣主催によるレセプションが開催された。会議終了後、座長による共同座長声明が取りま

とめられ、日独両国首相に提出された。 

 

10 月 29 日（火） 

両座長による開会挨拶 

スピーチ：エミリー・ハーバー外務次官 

セッション 1：グローバル社会における国内政治課題の設定 
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小坂 憲次  参議院議員（自由民主党）、元文部科学大臣 

城内 実  衆議院議員（自由民主党） 

玄葉 光一郎  衆議院議員（民主党）、前外務大臣 

マリオ・シュミット  北ドイツ放送（NDR）時事編集部長 

日独若手リーダーによるプレゼンテーション: “新興諸国へのパワーシフト”  

モデレーター:ハンス・マウル  トリア大学教授 

セッション 2：金融、財政政策に依存する持続可能な経済成長の課題 

加藤 出  東短リサーチ株式会社代表取締役社長兼チーフエコノミスト 

ゲアハルト・ヴィースホイ  バンクハウス・メッツラー パートナー、日独産業協会

理事長 

 

10 月 30日（水） 

セッション 3： 米中関係と日独両国への影響 

国分 良成  防衛大学校長 

ザビーネ・シュトリッカー＝ケレラー  フレッシュフィールズ・ブルックハウス・ 

デリンガー法律事務所 中国問題シニア・

カウンセル 

 

４．日韓フォーラム  

日韓フォーラムは、1993 年に行われた細川護煕総理大臣と金泳三大統領との日韓首脳会

談に基づき設置された民間レベルの政策協議のためのフォーラム。現在、茂木友三郎キッ

コーマン株式会社取締役名誉会長・取締役会議長と柳明桓（Yu Myung Hwan）元外交通商部

長官が共同議長を務めている。日米間の民間レベルの会議である「下田会議」をモデルと

し、「未来志向」の新しい日韓関係のあり方を検討するために、両国のオピニオン・リーダ

ーの参加を得て、1993 年以来、毎年開催されている。2013 年度の第 21 回日韓フォーラム

は 8月 22日から 24日にかけ、韓国・ソウルにて開催された。 

今回のフォーラムの参加者は過去最多となる 69名（韓国側 34名、日本側 35名）に達し、

膠着した日韓関係に対する深い関心と懸念を反映したフォーラムとなった。両側参加者の

間では、北東アジアの安全保障情勢変化と米日韓協力、新政権の下での日韓両国の国内政

治情勢と政策課題、歴史摩擦の中の日韓関係、グローバル経済環境の変化と東アジア地域

経済などをテーマに、活発な討議・意見交換が展開された。今次フォーラムでは、日韓両

国は国交正常化 50周年に向けてより未来志向で様々なレベルの対話チャンネルを強化しな

ければならず、環境づくりに積極的に努力する必要があるとのことから、「第 21 回日韓・

韓日フォーラム 共同声明」が発表された。 
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8 月 22日(木) 

開会挨拶： 柳明桓  韓国側議長 

      茂木友三郎  日本側議長 

特別講演： 福田康夫  元内閣総理大臣 

      孔魯明  韓日フォーラム顧問・前外務部長官 

セッション 1： 北東アジアの安保情勢変化と日韓米協力 

尹德敏  国立外交院院長 

国分良成  防衛大学校長 

尹炳世外交部長官主催歓迎晩餐会 

8 月 23日(金) 

セッション 2：日･韓新政権の発足：国内政治情勢と政策課題 

 －朴槿惠大統領政府の政治基盤と今後の展望 

沈允肇  国会議員（セヌリ党） 

 －国内政治構造の変化と安倍政権の課題と今後の展望 

薬師寺克行  東洋大学教授 

柳現錫韓国国際交流財団理事長主催午餐会 

セッション 3：日韓関係の現状と未来 

（1）歴史摩擦の中の日韓関係 

李元德  国民大学日本学研究所所長 

小此木政夫  九州大学特任教授 

（2）総合討論：国交正常化 50周年に向けて 

朴喆熙  ソウル大学日本研究所所長 

五百旗頭真  熊本県立大学理事長、前防衛大学校長 

柳明桓韓国側議長主催歓迎晩餐会 

8 月 24日（土） 

セッション 4： グローバル経済環境の変化と東アジア地域経済 

安世榮  西江大学国際大学院教授・国際通商協商専門家 

深川由起子  早稲田大学教授 

閉会式 
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Ｃ. 人間の安全保障や地球的課題への国際貢献 

 

１．世界基金支援日本委員会   

 2000年の G8九州・沖縄サミットにおける提唱が発端となりジュネーブに設立された世界

エイズ・結核・マラリア対策基金 (世界基金)からの協力依頼を受け、同基金を支援する日

本の民間組織「世界基金支援日本委員会」を 2004年 3月に発足させた。ボードメンバーは、

立法府、行政府、学界、経済界、労働界、NGOなど各界の有識者（下記）で構成されており、

当センターが事務局を務める。国会議員や政府関係者、企業、メディアなど日本の各界の

リーダーのグローバルな感染症問題と世界基金への理解と支援を増進し、国連ミレニアム

開発目標（MDGｓ）の一つに掲げられている感染症の蔓延防止に向けて日本がより大きな国

際的役割を果せるよう環境づくりを行う。また、ジュネーブの本部以外に支部を持たない

世界基金事務局と日本の国内関係者の連絡調整のための通年活動を行う。本事業は、ビル

＆メリンダ・ゲイツ財団、国連財団、オープンソサエティ財団等からの多年度にわたる助

成を受けて実施するものである。2013年度は、以下の活動を行った。 

 

逢沢 一郎 衆議院議員 [共同議長] 

古川 元久 衆議院議員 [共同議長] 

渋澤 健 公益財団法人日本国際交流センター理事長 [ディレクター] 

稲場 雅紀 特定非営利活動法人アフリカ日本協議会国際保健部門ディ

レクター、世界基金理事会先進国NGO 代表団理事メンバー

(2004-2009) 

岩本 愛吉 東京大学医科学研究所先端医療研究センター感染症分野 

教授 

牛尾 光宏 厚生労働省大臣官房審議官 

尾身 茂 年金・健康保険福祉施設整理機構理事長、名誉世界保健機関

（WHO）西太平洋地域事務局長 

木原 正博 京都大学大学院医学研究科社会疫学分野教授 

黒川 清 政策研究大学院大学アカデミックフェロー、特定非営利活動

法人日本医療政策機構代表理事 

小寺 清 独立行政法人国際協力機構理事 

島尾 忠男 公益財団法人エイズ予防財団代表理事、公益財団法人結核 

予防会顧問 

高木 剛 公益財団法人国際労働財団顧問、連合顧問 

高橋 睦子 日本労働組合総連合会（連合）副事務局長 



 14 

樽井 正義 特定非営利活動法人AIDS&Society 研究会議副代表、 

慶應義塾大学文学部名誉教授 

鶴岡 公二 内閣審議官、元外務審議官 

西本 麗 住友化学株式会社常務執行役員 

野村 吉三郎 全日本空輸株式会社特別顧問 

樋口 達夫 大塚製薬株式会社取締役 

平野 克己 日本貿易振興機構アジア経済研究所地域研究センター上席

主任調査研究員 

クリストファー・ホフマン 武田薬品工業株式会社 コーポレート・コミュニケーション

部長 

堀内 光子 公益財団法人アジア女性研究・交流センター理事長、前国際

労働機関（ILO）駐日代表及びジェンダー特別アドバイザー 

茂木 友三郎 キッコーマン株式会社取締役名誉会長・取締役会議長 

(2014 年 3月現在) 

（１）議員タスクフォース 

2004年以来、委員会のもとに超党派の国会議員25名による議員タスクフォースを組織し、

世界基金関係者との会合、現地視察、様々な情報提供を通じて世界基金およびグローバル・

ヘルス問題に対する日本の国会議員の理解促進をはかっている。本年度は以下を実施した。 

 

第16回タスクフォース会合 （2013年5月31日） 

ゲストブリーファー：  

アワ・マリー＝コールセック  セネガル共和国保健・社会活動大臣 

ピーター・ピオット  ロンドン大学衛生熱帯医学大学院学長、前国連合同エイズ計画 UNAIDS

事務局長、第２回野口英世アフリカ賞受賞者 

マーク・ダイブル  世界エイズ・結核・マラリア対策基金事務局長 

 

第17回タスクフォース会合 (2013年10月18日) 

ゲストブリーファー：  

ドゥニ・ブルーン  ユニットエイド（UNITAID）事務局長 

 

ミャンマーの成長と保健医療課題 （2013年 9月 2日～8日） 

民主化と経済改革に取り組むミャンマーでは、日本のODAによるインフラ整備や日本企業

による投資や進出が活発であるが、そのような投資と車の両輪になるのは、国の成長を担

う人材育成等に直結する保健や教育など、ソフト面のインフラを支える支援である。本プ

ログラムでは、ミャンマーに大きな負荷を与えているエイズや結核、マラリアなどの感染

症への対応策、それを支える保健システムの強化、経済界の取り組みなどを実地で学ぶ機
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会をもった。6名の国会議員、5名の企業経営者の参加を得て、世界基金との共催事業とし

て実施した本視察では、ミャンマーにおける世界基金の役割や感染症対策を含む保健医療

サービスの実情の視察、ペ・テ・キン保健大臣、アウン・サン・スーチー国民民主連盟（NLD）

党首、その他国会議員や政府関係者のほか、国際機関、開発援助機関、国際NGO、ミャンマ

ーのNGO、企業経営者など様々なセクターの人々との懇談の場を設けた。 

 

[参加者] 

逢沢 一郎 衆議院議員（自民党）、FGFJ議員タスクフォース代表幹事、 

日本ミャンマー友好議員連盟会長（団長） 

古川 元久 衆議院議員（民主党）、FGFJ議員タスクフォース代表幹事 

徳田 毅 衆議院議員（自民党）  

大串 正樹 衆議院議員（自民党）、FGFJ議員タスクフォースメンバー 

江田 康幸 衆議院議員（公明党）、FGFJ議員タスクフォースメンバー 

福山 哲郎 参議院議員（民主党）、FGFJ議員タスクフォースメンバー 

加藤 直二 株式会社 ニチレイフーズ取締役副社長  

堀本 善雄 プロモントリー・フィナンシャル・ジャパン 専務取締役  

原田 憲太郎 スチールプログループ 社長兼グループ代表、国際青年会議所（JCI） 

元会頭 

大久保 和孝  新日本有限責任監査法人CSR推進部長シニアパートナー、新日本サステ

ナビリティ株式会社常務取締役  

近藤 康之 不二熱学工業株式会社代表取締役副社長、公益社団法人日本青年会議所

監事 

 

（２）アフリカ開発会議におけるサイド・イベント 

2013 年 6 月１～3 日に日本政府等が開催した第 5 回アフリカ開発会議（TICAD V）は、

アフリカ 51 カ国の元首・閣僚、国際機関の長を含む 4500 名が参加し、日本におけるアフ

リカ開発の方向性を議論する重要な機会となった。当センターでは、参加した世界基金関

係者とともに TICADサイド・イベントとして以下の三事業を開催した。 

 

ハイレベル・パネル「岐路に立つ世界の感染症対策―九州沖縄サミットからの前進を明日

へつなぐ―」（2013年 6月 2日、横浜） 

主催：世界エイズ・結核・マラリア対策基金、国際エイズワクチン推進構想（IAVI） 、 公

益財団法人日本国際交流センター／世界基金支援日本委員会、 ロールバック・マラリア・

パートナーシップ（RBM）、国連合同エイズ計画（UNAIDS） 
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この 20 年余りの間、科学技術の進歩と感染症対策への多額の資金投入によって、エイズ、

結核、マラリアの三大感染症への対策は、大きな進展をとげてきた。しかし、感染症対策

は今きわめて重要な岐路に立っている。進展しているがために、今、対策の手を緩めれば、

感染症は再び拡大の勢いを増しこれまでの努力が無に帰すことになるからである。本ハイ

レベル・パネルは、感染症対策の第一線で活躍するパネリストが一堂に会し、変化するグ

ローバル・ヘルスのプライオリティの中で感染症対策の必要性をどう理由づけ、厳しい財

政状況の中で投資の効果をどう高めていくべきかについて議論した。 

開会  

 渋澤 健  日本国際交流センター理事長、世界基金支援日本委員会ディレクター 

ご挨拶  

 森 喜朗  元内閣総理大臣、世界基金支援日本委員会顧問 

基調スピーチ  

 ジャカヤ・ムリショ・キクウェテ  タンザニア連合共和国大統領 

パネル・ディスカッション  

モデレーター  

 ローリー・ギャレット  外交問題評議会シニア・フェロー 

パネリスト  

 マーク・ダイブル  世界エイズ・結核・マラリア対策基金事務局長 

 マーガレット・マックグリン  国際エイズワクチン推進構想（IAVI）プレジデント

兼 CEO 

 ファトゥマタ・ナフォ・トラオレ  ロールバック・マラリア・パートナーシップ（RBM） 

事務局長 

 ジャン・ビーグル  国連合同エイズ計画（UNAIDS）事務局次長 

 尾身  茂  年金・健康保険福祉施設整理機構理事長、名誉世界保健機関（WHO） 

西太平洋地域事務局長 

閉会  

 逢沢 一郎  衆議院議員、元外務副大臣、日本・アフリカ連合（AU）友好議員連盟

会長、 世界基金支援日本委員会共同議長 

 

国際シンポジウム「エイズを考える：アフリカと日本の共通課題」（2013年 6月 1日、 

横浜） 

主催：外務省 協力：日本国際交流センター、TICAD V 学生プロジェクト 

TICAD V配偶者プログラムの一環として開催された安倍昭恵内閣総理大臣夫人主催の同シン

ポジウムにおいて、アジェンダ設定やパネリストの選定に協力した。このシンポジウムは、

安倍夫人のエイズ問題に対する深いご関心を受けて開催されたもので、ナミビアのポハン



 17 

バ大統領夫人（エイズと闘うアフリカ・ファーストレディーの会 OAFLA会長）、潘淳沢国連

事務総長夫人、林文子市長、ビーグル UNAIDS事務局次長、ダイブル世界基金事務局長、日

本からは、日本国内でエイズ対策の最前線で活躍する大木幸子氏、長谷川博史氏、TICAD V

学生プロジェクト代表の前田実咲氏がパネリストとして登壇した。 

 

マラリアと開発課題に関するハイレベル・レセプション（2013年 6月 2日、横浜） 

TICAD期間中、世界基金とロールバック・マラリア・パートナーシップ(RBM)の共催でマラ

リアと開発課題に関するレセプションが開催され、当センターも日本側事務局として協力

した。レセプションには開発・国際保健に関わる参加者約 80名の参加を得て、潘基文国連

事務総長、リベリアのエレン・ジョンソン・サーリーフ大統領、逢沢一郎衆議院議員（世

界基金支援日本委員会共同議長）、MDG担当国連事務総長特別顧問のジェフリー･サックス教

授、RBM親善大使のイボンヌ・チャカチャカ氏が挨拶し、マラリア対策への支援を訴える機

会となった。 

（３）企業の感染症問題への取り組み促進 

感染症の流行は、経済活動の担い手である人材の喪失、市場の縮小など経済に大きな打

撃を与えており、企業が国際ビジネスを展開する上で、深刻なグローバル課題となってい

る。日本企業の感染症やグローバル・ヘルスに関する理解の促進は、委員会の活動の主要

な柱の一つである。2013年度は、2013年 1月から日本医療政策機構及び日本創生ビレッジ

（三菱地所運営）との共催で実施してきた連続講座「アフリカ経済成長の鍵：グローバル・

ヘルス」の第 4 回及び第 5 回を 4 月に開催し、さらに 6 月の TICAD の機会を捉えその直前

の 5月 31日に下記の国際シンポジウムを東京で開催した。アフリカと日本の企業経営者と、

官民パートナーシップの国際機関のスピーカーを招き、企業がアフリカの人々の健康増進

にどのように関われるか、様々な連携事例を紹介し議論を深めた。 

 

国際シンポジウム「アフリカ経済成長の鍵―健康への投資」（2013年 5月 31日） 

 主催：日本医療政策機構、日本国際交流センター/世界基金支援日本委員会 

開会挨拶 

黒川 清 政策研究大学院大学アカデミックフェロー、日本医療政策機構代表理事 

 

パネル 1：企業のコア・コンピタンスを活かした健康改善への取り組み 

 リチャード・カセセラ 世界基金支援アフリカ委員会東アフリカ代表（モデレーター） 

企業のナレッジを医薬品のサプライチェーンに活かす  コカ・コーラの事例 

 クリストフ・ベン  世界エイズ・結核・マラリア対策基金渉外局長 

低所得層の健康改善をはかる民間投資ファンド  アフリカ・ヘルス・ファンドの事例 

 シャキル・メラーリ  アブラジ・グループ パートナー（ケニア） 
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地域の人々の健康に関する意識啓発 

 アイビー・アペア・オウス  セイラス石油 CEO（ガーナ） 

 

パネル 2：保健医療テクノロジーの開発と普及に向けた官民パートナーシップ 

  村上 博美  日本医療政策機構エグゼクティブ・ディレクター、 政策研究大学院 

大学助教授（モデレーター） 

アフリカの栄養改善 

ビルギット・ポーニアトフスキー  グローバル・アライアンス（GAIN）投資・ 

パートナーシップ部長  

佐次本 英行  DSMニュートリションジャパン株式会社ヒューマンニュートリ 

ション本部取締役本部長 

日本の医薬品研究開発の知見・技術を活かす 

マーガレット・マックグリン  国際エイズワクチン推進構想（IAVI） プレジデ 

ント兼 CEO  

長谷川 護  ディナベック株式会社（DNAVEC）代表取締役社長 

途上国向け医薬品開発 

小沼 士郎  外務省国際協力局国際保健政策室長、グローバルヘルス技術振興 

基金（GHIT Fund）理事 

ラップアップセッション 

渋澤 健  日本国際交流センター理事長、世界基金支援日本委員会ディレクター 

リチャード・カセセラ  世界基金支援アフリカ委員会東アフリカ代表 

村上 博美  日本医療政策機構エグゼクティブ・ディレクター 

 

（４）日本企業と世界基金のパートナーシップ促進 

世界基金の資金源は主として各国政府からの拠出金であるが、近年、民間からの資金調

達も拡大している。また、世界基金とグローバル企業が途上国の感染症プログラムに共同

で資金を供与する例や、企業が持つ物流やビジネスノウハウを世界基金支援事業に活かす

例も増えてきている。こうした世界基金と企業セクターのパートナーシップ促進のため、

当センターでは、日本企業と世界基金事務局との間のコーディネーションを行っている。 

2010 年には当センターの仲介により、武田薬品工業株式会社が 2019 年までの 10 年間に

毎年 1 億円を世界基金に寄付をすることを発表しており、当センターが日本国内における

寄付の受け入れ機関となっている。同社の寄付金は、世界基金を通じてナイジェリアのエ

イズ対策、タンザニアのマラリア対策、セネガル･ケニアの結核対策に充てられ、特に医師

や看護師、コミュニティ・ヘルスワーカーなどの保健医療人材の育成・強化を支援してい

る。2013年度には、第 5回目の資金を受け入れ世界基金に拠出した。また、2014年 3月 17

～21 日にかけて武田薬品コーポレート・コミュニケーション部シニア・マネジャーととも
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に、タンザニアを訪問し、世界基金や JICAの支援による保健人材育成や官民連携の事例を

中心に、タンザニアの保健システムの実態を広く視察した。 

（５）イサンゴ・アンサンブルによるオペラ「ラ・ボエームAbanxaxhi」東京公演 

東京芸術劇場、世界基金、当センターとの共催で、12月19日～22日にかけて、南アフリ

カ共和国のオペラ団イサンゴ・アンサンブルによる「ラ・ボエーム」の招聘公演を行った。

世界基金とイサンゴのパートナーシップにより誕生した創作オペラで、ヒロインが結核で

命を落とすプッチーニの名作「ラ・ボエーム」を現代アフリカ版に生まれ変わらせた作品

である。2012年にケープタウンで世界初演後、今回、アジア初演として東京に招聘した。

南アフリカ気鋭のアーティストによる優れたオペラを紹介するとともに、タウンシップ（旧

黒人居住区）を舞台に若者たちの苦悩を描くことで、アフリカで猛威をふるう結核の現状

を広く知らしめることを目的とした。初日公演は、結核予防会総裁の秋篠宮妃殿下と安倍

昭恵内閣総理大臣夫人のご臨席を得て開幕し、22日までの間に5公演、述べ2500名の来場を

得ることができた。また、このオペラに合わせてメディア各社にアフリカの結核について

の現地取材の機会を提供したところ、10月～1月にかけて新聞およびテレビで数回にわたり

取り上げられ、芸術を入口としつつアフリカや結核について意識を喚起することができた。 

（６）通年活動 

増資に向けたアドボカシー 世界基金は3年に一度のサイクルで増資（各国・企業・財団か

らの拠出による資金調達）を行っている。2013年は2014～16年の間の3年間の資金を募る年

にあたり、世界基金事務局との連絡調整や、国内外のNGOと協働で増資に向けた働きかけを

行った。 

広報・意識啓発 官民パートナーシップで成り立つ世界基金の革新性、途上国の人命救援

に果している役割などが、多くの人に理解されるよう、セミナー、出版物、ウェブサイト、

フェイスブックなど様々な手法で情報を提供している。ウェブサイトとフェイスブックは、

世界基金に関する最新情報が日本語で入手できる最大の情報源となっており 2013年度もそ

の充実に努めた。また、日本のメディアによる世界基金幹部への取材、TICAD を控えてアフ

リカでの世界基金支援事業の現地取材なども世界基金と共同でコーディネートした。 

 

２．グローバル・ヘルスと人間の安全保障プログラム 

 第 4回アフリカ開発会議（TICAD IV）、G8北海道洞爺湖サミットを翌年に控えた 2007年

9 月、グローバル・ヘルスをめぐる国際的な政策論議を喚起することを目的に、官民の代

表者からなる「国際保健の課題と日本の貢献」研究会（主査：武見敬三シニア・フェロー）

を立ち上げた。サミット後は、そのフォローアップとして、G8 への提言書『G8 北海道洞

爺湖サミット・フォローアップ：保健システム強化に向けたグローバル・アクション』を
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日本政府およびイタリア政府に提出した。2009年 8月、日本の外交方針の柱である「人間

の安全保障」の視点から、外交課題としてのグローバル・ヘルスをより一層推進すること

を目的に、これまでの研究会を「グローバル・ヘルスと人間の安全保障」プログラム運営

委員会として改編強化し、2011年 2月には、外務省、厚労省、財務省の副大臣から構成さ

れる保健外交連絡会議が設置され、2012年 6月まで三副大臣出席のもと運営委員会が開催

された。2013年度は、官邸主導でグローバル・ヘルスを含む健康・医療戦略が推進される

ようになったことを受けて、内閣官房の健康・医療戦略室関係者の参加も得て運営委員会

を開催している（運営委員リスト参照）。本委員会を通じて、グローバル・ヘルスに関わ

る諸課題に関する情報共有及び連携を推進すると共に、①日本の知見に基づく対外戦略の

策定、②グローバル・ヘルスをめぐる国際対話の推進、③保健に対する人間の安全保障ア

プローチの普及の 3つのテーマについて、以下の事業を実施している。 

 

[運営委員] 

委員長： 武見 敬三 参議院議員、（公財）日本国際交流センターシニア・ 
フェロー 

 

（五十音順） 

池上 直己 慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授 

石井 澄江 （公財）ジョイセフ代表理事 

石井 正三 日本医師会常任理事 

牛尾 光宏 厚生労働省大臣官房審議官（がん対策、国際保健担当） 

尾身  茂 （独）年金・健康保険福祉施設整理機構理事長、名誉世界保健機関（WHO）
西太平洋地域事務局長 

香川 剛廣 外務省地球規模課題審議官（大使） 

春日 雅人 （独）国立国際医療研究センター総長 

勝間  靖 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科（GSAPS）国際開発プログラム委
員長、教授 

黒川  清 政策研究大学院大学アカデミックフェロー、日本医療政策機構代表理事 

小寺  清 （独）国際協力機構理事 

小松 親次郎 文部科学省研究振興局長 

笹川 陽平 日本財団会長 

渋澤  健 （公財）日本国際交流センター理事長 [幹事] 

渋谷 健司 東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学教授 

神馬 征峰 東京大学大学院医学系研究科国際地域保健学教授 

高須 幸雄 国際連合事務次長(管理局長) 

武内 良樹 財務省国際局審議官 

内藤 晴夫 エーザイ株式会社代表執行役社長 兼 最高経営責任者（CEO） 
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中村 安秀 大阪大学大学院人間科学研究科教授 

野木森 雅郁 アステラス製薬株式会社代表取締役会長、国際製薬団体連合会（IFPMA） 
副会長 

長谷川 閑史 武田薬品工業株式会社代表取締役社長、経済同友会代表幹事 

松谷 有希雄 国立保健医療科学院院長 

薬師寺 泰蔵 （公財）世界平和研究所研究顧問、科学技術振興機構地球規模課題対応
国際科学技術協力事業運営統括 

（2014 年 3月現在） 

（１）ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）に関する日本・世界銀行共同研究プログ

ラム日本事例研究 

本プログラムは、すべての人が適切な予防、治療、リハビリなどの保健医療サービスを、

必要な時に支払い可能な費用で受けられる状態（UHC）を実現・維持していくためのアプロ

ーチについて、保健財政と保健人材（サービス提供）の両面から包括的に検討することを

目的に、2012年 1月に開始した事業である。日本及び 10カ国の中・低所得国において事例

研究が行われ、当センターは日本事例研究と日本で実施される諸会合の事務局を担った。 

日本事例研究は、池上直己 慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授を主査に、日

本の①医療制度の政治的・歴史的背景、②ユニバーサル・ヘルス・カバレッジを維持する

ためのマクロ経済的な状況と課題、③社会保険制度間の財政不均衡、④介護保険制度－中

所得国への教訓、⑤診療報酬改定による医療費の抑制、⑥診療報酬の政治経済学、⑦医師

の配置を規定する要因、⑧准看護師、⑨国立病院改革：成果と課題、⑩保健所を通じた公

衆衛生の向上への取り組みについて教訓がまとめられた。 

7月 9日には、シドニーで開催された第 9回国際医療経済学会（iHEA）において、タイ公

衆衛生省とともに研究成果を発表した。12 月 5-6 日には、当センター協力の下、東京で日

本政府及び世界銀行共催により国際会議（テクニカル・ラウンドテーブル及び閣僚級会合）

が開催され、世界銀行キム総裁、WHOチャン事務局長、麻生財務大臣、田村厚生労働大臣や

エチオピア、ガーナ、ミャンマー、セネガル、ベトナムの閣僚等が登壇し、各国の保健制

度について議論が交わされた。また、12月 9-17日に世界銀行、日本政府（外務省、財務省、

厚生労働省）、（独）国際協力機構と UHCをテーマとする研修「WBIフラッグシップ・コース」

を共催し、中・低所得国 23カ国から約 90名の行政官・実務家が参加した。 

（２）健康と人間の安全保障プロジェクト 

本プロジェクトは、「健康」を切り口に政策概念としての「人間の安全保障」の付加価値

を明らかにし、概念と実践を繋ぐガイドラインの策定を目指して 2011年に開始した。初年

度はアフリカに焦点を当て、第 3回 TICAD閣僚級フォローアップ会合（5月 1-2日、セネガ

ル）に合わせてサテライト・セミナー（5 月 2-3 日）を開催した。 二年目は、汎米保健機

関（PAHO）との共催、JICA の後援により、ペルー・リマにて「米州における健康と人間の

安全保障」に関する公開セミナー及びワークショップ（2012 年 9 月 6-7 日）を開催した。
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本年度はアジアにおける事例研究を進めると共に、継続して実施しているアフリカ（ナイ

ジェリア保健科学研修・研究・開発センター：CEHSTRAD）と中南米（PAHO 及びメキシコ環

境財団）での事例研究の成果を踏まえて、第 5 回アフリカ開発会議（TICAD V）の直後の 6

月 3日にワークショップを開催し、ガイドラインについての議論を深めた。また、TICAD V

のサイド・イベントとして 6 月 2 日に日本政府主催で実施された人間の安全保障シンポジ

ウム「人間の安全保障：力強い個人と明るい未来を築く」に協力し、ローラ・ダレ CHESTRAD 

CEOがパネリストとして登壇し、アフリカでの事例研究の成果を報告した。 



 23 

公益目的事業 ２：「日本の国際化とシビル・ソサエティの推進」 

 

日本の国際化および国内外のシビル・ソサエティやフィランソロピー活動を推進する

ため、研究・対話、国際交流、助成･表彰事業への協力、情報発信等を、国内外の NPO・

NGO、財団、企業、政府機関等と連携して行う事業 

 

Ａ．市民社会とフィランソロピーの推進 

１．東日本大震災に関わる支援活動 

（１）東日本大震災 NGO支援国際基金  

東日本大震災の復興活動にあたる日本の NGO・NPOの活動を支援するため、2011年 3月に

米国法人日本国際交流センター内に「東日本大震災 NGO 支援国際基金」を設置した。米国

からの寄付の受け皿として、全米各地の日米協会や、日系企業・企業財団、在米邦人らに

よるファンドレイジングイベント等を通じて集められた寄付金が寄せられている。 

同基金では、1)地域の絆の回復、2)雇用の創出と地域経済の再生、3)高齢者の生活支援

の三分野で、被災地の人々とともに中長期の復興活動にあたる民間非営利団体に対して、

最長 3 年間にわたる計画助成を行っている。2013 年度は下記 5 団体に対して約 1,200 万円

を助成した。 

 

2013 年度助成団体一覧 

 

・一般社団法人 地域創造基金みやぎ 3,170,000円 

コミュニティ財団としての基盤強化プロジェクト （3年目） 

 

・特定非営利活動法人 高木仁三郎市民科学基金 3,200,000円 

地域での放射能測定調査の研究交流プロジェクト （2年目） 

 

・特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて 2,721,748円 

芽でるカープロジェクト 

 

・一般社団法人 WIA 2,000,000円 

震災復興のために活動する社会起業家のためのプラットフォームの構築 

 

・特定非営利活動法人 陸前高田市支援連絡協議会（AidTAKATA） 1,000,000円 

陸前高田さいがい FM放送 
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（２）米国からの寄付のファシリテーション 

被災地支援の一環として震災直後に米国のラルフ・ローレン社から 150 万ドル（約 1.1

億円）の寄付を受けた米国のユナイテッド・ウェイと、後者の日本での提携先である中央

共同募金会の間のコーディネーションを行い、「東日本大震災における被災者の精神的充足

の為の市民活動推進プログラム」として被災者のメンタルケア支援にあたる助成プロジェ

クトを形成した。2013 年にはさらに追加助成金と別の企業からの参加も得られ、助成額が

大幅に増加し、助成期間が当初の 3年間から 6年間（2012年 4月から 2018年 3月）に延長

されることになった。活動内容は、（1）地域で活動するソーシャルワーカーの支援と研修

のパイロットプログラム、（2）学びの部屋の運営と子どもの精神的ヘルスケアのプロジェ

クト、（3）ボランティア活動コーディネーター育成のパイロットプロジェクトを柱に据え、

4 団体を支援している。2年目に入り、活動の一部はモデル事業として他での応用も開始さ

れた。 

 

助成団体一覧 

・特定非営利活動法人 さくらネット 

・特定非営利活動法人 くらしのサポーターズ 

・一般社団法人 子どものエンパワメントいわて 

・社会福祉法人 釜石社会福祉協議会 

 

（３）東日本大震災におけるシビル・ソサエティ活動への日米協力推進プロジェクト 

米国法人 JCIEとの協力で、震災を契機として結びついた日米のシビル・ソサエティ間の

連携の更なる発展のために、震災に関する米国からの民間寄付活動についての調査及び情

報発信を国際交流基金日米センターの助成を受け 3 年計画で行っている。2 年目にあたる

2013年度は、11月に「災害時における海外 NGO とのパートナーシップ：東日本大震災から

学ぶ」と題してセミナーを開催した。国際協力 NGO の代表をはじめ、政府、民間セクター

からの参加者も含め 60名以上が集い、2011年 3月の東日本大震災以降、日本と海外の NGO

が連携して被災地の救援にあたった経験から得た学びや反省を共有し、国際的なパートナ

ーシップをより強固にする具体的な方策について活発な意見交換が行われた。 

 

２．ティファニー財団賞－日本の伝統文化と現代社会－ 

米国ティファニー財団との協力により、伝統文化を活かした地域社会の活性化に功績のあ

る団体に対して顕彰を行うことを目的に 2008年度から開始されたプログラムで、当センタ

ーはその事務局を担当している。第 6回は 67件の応募の中から、ティファニー財団賞伝統

文化大賞に「一本杉通り振興会」（石川県七尾市）を、同伝統文化振興賞に「ENVISI」（宮

城県仙台市）をそれぞれ選出した。授賞式は 2013年 11月に初めてニューヨークで開催し、



 25 

各団体にティファニー製トロフィーと賞金 200 万円が授与され、自治体国際化協会

(JLGC/CLAIR)との共催で受賞団体の活動についてのプレゼンテーションの場として、パブ

リックセミナーを開催した。また、受賞者は廃線となった鉄道高架線を活用した遊歩道公

園であるハイラインやミュージアムオブアーツアンドデザインの見学、さらに郊外のロッ

クフェラー邸などハドソンバレーの視察を行った。なお、本賞の表彰は今年度をもって終

了となった。 

 

［選考委員会（敬称略、50音順）］ 

隈 研吾 建築家、東京大学教授 

田中 優子 法政大学教授 

南條 史生 森美術館館長（委員長） 

日比野 克彦 アーティスト、東京藝術大学教授 

 

Ｂ．日本の国際化による地域活性化の推進 

１．多文化パワーモデルプロジェクト 

東芝国際交流財団の助成を受けて、外国人受け入れに向けての可能性を考察し、研究す

ることを目的として実施された。その研究成果としての報告書「定住化への道－外国人受

入れ体制の確立に向けて」を発表した。報告書では、外国人を受け入れる際の４つの柱と

して、（１）入国管理設計（２）移民ソフトランディング（３）日本人の新意識の醸成（４）

将来日本のビジョンを提示した。また（２）の移民のソフトランディングについては多文

化共生事業として日本では一定の経験を積んでいるものの、（１）入国管理設計の議論が

進んでいないこと、さらに、移民受け入れの前提となる日本人の意識変革のための政策や

移民受け入れ後の日本社会のビジョンの提示がなされていないことについて言及している。 

  2014年になり人口減少についての危機感が国内で高まるとともに、移民受け入れについ

ての議論が徐々に活発化するようになった。そうした状況を踏まえ、この報告書の発表の

機会として、3月 28日にセミナー「定住化への道―外国人受け入れ体制の確立に向けて」

が開催された。 

  本セミナーでは、以下の様な専門家、財団、学識経験者、メディア、現場で活躍する NPO、

国際交流協会らの参加を得て活発な議論が展開された。なお報告書は日本国際交流センタ

ーの HP上で公開されている。 
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[参加者]（50音順） 

有田 哲文 朝日新聞編集委員 

石井 宏明 難民支援協会常任理事、事務局次長 

石川 えり 難民支援協会事務局長 

石原 進 移民情報機構 代表取締役 

李 惠珍 一橋大学大学院博士後期課程 

麻植 茂 未来を創る財団理事、事務局長 

太田 公一 新宿区地域文化部多文化共生推進課課長 

大野 由希子  国際交流基金欧州・中東・アフリカチーム 

岡本 富美子 笹川平和財団主任研究員 

鈴木 江理子 国士舘大学准教授 

戸田 佑也 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 

堀永 乃 グローバル人財サポート浜松代表理事 

村田 敦史 武蔵野市国際交流協会 

毛受 敏浩 日本国際交流センター 執行理事 

森野 周 NHK 報道局社会部 記者 

柳澤 あゆみ NHK 報道局国際部 記者 

 

 

２．日本・フィリピンコミュニティ連携活性化プロジェクト｢アジア青年移民受け入れ

事業｣ (北海道滝川市との共同提案) 

日本の人口減少を克服するため、アジアの青年を日本の農村地域に移民として受け入れ

る事業。政府の国家戦略特区の事業として提案を行い、第一次審査を通過したが、３月２

８日の政府による第一次指定地域からは漏れた。採択の可能性については未定。 

本事業ではアジア青年の日本への受け入れのパイロットプロジェクトとして、フィリピ

ン人青年を北海道滝川市で受け入れる。現在の入国管理法では認められていない農業従事

者の定住化を求める事業である。フィリピンの送り出し側では、日本の NGO「アクション」

が派遣者の選別を行い、日本側では滝川市役所が受け入れ窓口となってフィリピン青年の

地域社会への定住化を目指す。毎年 3～5名の受け入れを想定している。 
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公益目的事業 ３：「政治・議会関係者交流の推進」 

 

国際相互理解と協力関係の強化のため、政治、経済、社会、地球的課題などの国際関

係や国内課題について、日本と諸外国の超党派の政治家や議会関係者の政策対話と交

流を行う事業 

 

１．日米議員交流プログラム  

当センターでは 1968 年に日米議員交流プログラムを実施して以来、延べ 206名の連

邦議員の訪日、179名の国会議員の訪米プログラムを実施してきた。民間レベルでの議

員同士の交流により、互いの立場と課題についてのインフォーマルな場での率直な議論

を通じて相互理解を深めるだけでなく、そこで培った人的ネットワークにより、これま

で多くの二国間問題の解決を図ってきたが、近年は両国の政治日程、国際社会の様々な

事件等の影響により実施が困難な状況が続いてきた。 

今年度は、昨年の日米両国における選挙で多くの新人議員が当選したことも踏まえ、

若手に焦点を当て、1 期生、2 期生の国会議員 3名の参加を得て、「政治リーダーシップ」

研究プロジェクトとの合同で 4 月 30 日から 5 月 3 日の日程で訪米プログラムを実施し

た。下院議員や元下院議員、議会スタッフ、ブルッキングス研究所や米国戦略国際問題

研究所（CSIS）といったシンクタンクの研究者、多分野の若手リーダーと、日米関係、

日米中関係や米国のリバランス政策などの外交問題、そして日米の政策策定過程におけ

るリーダーシップについて対話を行なった。また、本年度から外交問題評議会と当セン

ターとの共催で毎年開催されることになった「山本正記念セミナー」にも参加し、ジェ

ラルド・カーティス コロンビア大学教授をモデレーターとするパネル・ディスカッシ

ョンに参加し、日本の政治状況について議論を行なった。 

 

[参加者] 

足立 康史  衆議院議員（維新） 

越智 隆雄  衆議院議員（自民） 

木原 誠二  衆議院議員（自民） 

 

２．米国議会スタッフ交流プログラム  

 米国連邦議会では、法案作成、政策決定において、議員補佐官や委員会スタッフが果た

す役割が極めて大きい。米国議会スタッフ交流プログラムは、これら議員補佐官や委員会
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スタッフを日本に招き、彼らの日本についての理解を深めると同時に、米国の政策課題や

政策過程について日本側関係者と意見交換を行うことを目的として 1982年より実施してい

る。2013 年度の実施については、6 名が 8 月 4 日から９日の日程で来日し、東京プログラ

ムおよび東日本大震災の被災地･岩手県を訪問した。代表団は、東京において日本の外交、

政治・経済・金融社会の諸課題について専門家からブリーフィングおよび懇談の機会を持

ち、二国間の課題だけではなく、日本の政治、アベノミクス経済の現状、東アジアの安全

保障、TPP等の国際社会の共通の課題、東アジアの今後の日米関係のあり方等に関し活発な

議論が行われた。また、岩手県陸前高田市および釜石市を 2日間にわたり訪問し、自治体、

NGO等関係者による東日本大震災後の復興状況のブリーフィング・視察や市民と直接懇談す

る機会を得た。最終日には、米国海軍横須賀基地の視察も行われた。 

 

[参加者] 

アリス・ジェームズ リンゼイ・グラハム上院議員（共和党・ｻｳｽｷｬﾛﾗｲﾅ州）付 

（Alice James） 報道担当官 

ブライアン・オシャクースキー  ダン・リピンスキー下院議員（民主党・ｲﾘﾉｲ州）付  

（Brian Oszakiewski） 立法担当ディレクター 

マイケル・ラトナー 米国議会調査局 エネルギー政策担当専門官 

（Michael Ratner） 

ローラ・スワンソン ティム・ジョンソン上院議員（民主党・ｻｳｽﾀﾞｺﾀ州）付 

（Laura Swanson） 上院銀行・住宅・都市問題委員会次席スタッフ・

 ディレクター 

メーガン・タイラ チャック･シューマー上院議員（民主党・ﾆｭｰﾖｰｸ州）付 

（Meghan Taira） 上席立法補佐官 

メーガン・ホイットモア  エリック･カンター下院内総務（共和党・ｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ州）付 

（Megan Whittemore）  報道担当官 

 

３．日米青年政治指導者プログラム 

1973年より米国青年政治指導者会議（ACYPL）との共催事業として継続的に実施している。

1992年より国際交流基金日米センターの資金援助を受けて行なっており、両国の若手政治

指導者に対して、同盟国である日米の関係の現状と課題、互いの政治システムにおける政

策決定過程、経済・社会情勢、種々の政策課題について見識を深める機会を提供する。ま

た参加者同士が交流し互いに理解を深め、将来にわたるネットワークと信頼関係を醸成す

ることに寄与している。訪米団及び訪日団はいずれも 25歳から 40歳の地方議会議員、国

会議員秘書、政党の政策スタッフなど超党派で構成される。 
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（１）日本代表団訪米プログラム 

2013年度は、4月 27日から 5月 11日かけて、6名の訪米団が、ワシントン D.C.、ロード

アイランド州（プロビデンス・ニューポート）、コロラド州（コロラドスプリングス・デン

バー）を訪問した。ワシントン D.C.では、佐々江賢一郎在米日本国特命全権大使との懇談

や国務省、シンクタンク、企業、政治団体、連邦上院議員事務所を精力的に訪問し、意見

交換した。ロードアイランド州では、州政府高官、州・市議会議員との懇談、州議会傍聴

を行った他、ブラウン大学や地元のチャータースクール訪問などを通じて、米国の教育事

業に関する知見を深めた。コロラド州では、州・市議会議員との交流、大野郁彦在デンバ

ー総領事と懇談したほか、州裁判所での裁判傍聴の機会を得て米国司法制度の実際を目の

当たりにした。参加者は、以下の通りである。 

 

阿部 理絵子   民主党本部国際局主査 

小西 啓樹 自由民主党本部組織運動本部 地方組織・議員総局主事

兼団体総局主事 

髙野 洋介 熊本県議会議員（自由民主党） 

中谷 一馬 神奈川県議会議員（民主党） 

日吉 淳哉 公明党本部広報宣伝局広報部主任 

山元 あき 京都市議会議員（自由民主党） 

 

（２）米国代表団訪日プログラム 

2013 年度は、9 月 28 日から 10 月 11 日かけて、6 名の訪日団が来日した。東京のほか、

熊本、横浜を訪問した。東京プログラムでは、有力政治家および財界関係者との懇談、米

国大使館/外務省関係者との意見交換、日米関係の専門家からのブリーフィングなどが実施

された。また、過去の訪米プログラム参加者との懇親会も実施され、交流を深めた。 

熊本では、県庁でのブリーフィングや県議会傍聴を行ったほか、陸上自衛隊視察と関係

者との懇談があり、地方行政システムおよび自衛隊の役割についての理解を深めた。神奈

川では、県議会議員や横浜市議会議員との交流、厚木基地視察、神奈川の観光への取り組

み現場を視察した。また、科学技術施設や日産訪問など日本の技術に触れるプログラムを

実施した。さらに、東京では、墨田区を訪問し、より小さい行政単位である区政の実際に

関する知見を得た。参加者は以下の通りである。 

 

エミリー・クレイマー 

(Emily Cramer) 

カトラー市現地募金コーディネーター（メイン州、民主党） 
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スコット・ホルコム 

(Scott Holcomb) 

ジョージア州下院議員（ジョージア州、民主党） 

アイリーン・ケニー 

(Aileen Kenney) 

ボーイング社ビジネス開発リーダー（ワシントン,D.C.、民主党） 

エリザベス・ペレス 

(Elizabeth Perez) 

GCグリーン社 CEO・創業者（カリフォルニア州、無所属） 

ジム・ホールデン 

(Jim Holden) 

インディアナ州財務庁副局長・総括顧問（インディアナ州、 

共和党）  

ダニエル・マレー 

(Daniel Murray) 

独立事業者全国連盟カンザス州ディレクター（カンザス州、 

共和党） 
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パブリック・アウトリーチ活動 

 

１．2013 年度出版物・レポート 

Beyond 2015: ASEAN-Japan Strategic Partnership for Democracy, Peace, and 

Prosperity in Southeast Asia  

Rizal Sukma and Yoshihide Soeya  

   

Beyond 2015: ASEAN-Japan Strategic Partnership for Democracy, Peace, and 

Prosperity in Southeast Asia-Policy Recommendations  

Rizal Sukma and Yoshihide Soeya  

   

「2015 年を超えて：東南アジアの民主主義、平和、繁栄のための日本・ASEAN 戦略的パ

ートナーシップ」（非出版） 

ASEAN 共同体構築における日本・ASEAN 戦略的パートナーシップ研究会 

   

East Asia Insights 

“Japan’s Debate on Constitutional Reinterpretation: Paving the Way for Collective 

Self-Defense” (February 2014)（Vol. 9 No. 1 ) 

“The Future of East Asia: Four Risks to Long-Term Stability” (December 2013)  

（Vol. 8 No. 4 ) 

“China and Shared Regional Prosperity: Five Risk Factors” (September 2013)  

（Vol. 8 No. 3 ) 

“Moving Beyond East Asia's Confrontational Postures” (June 2013) （Vol. 8 No. 2 ) 

   

Civil Society Monitor 

"US Giving for Japan Disaster Reaches $730 Million" (March 2014) 

「東日本大震災への米国からの寄付が 7 億 3000 万ドルに」（2014 年 3 月） 

 

２．JCIE の事業に言及された記事および、コーディネートした記事掲載・放映 

人手不足の解消に「外国人実習生」  

2014 年 3 月 26 日 NHK 総合「ニュースウォッチ９」  

   

熱帯びる"移民開国"論議  

2014 年 2 月 6 日 テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」  
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（＠南アフリカ）南アで見た結核撲滅へのメッセージ  

2014 年 1 月 21 日 朝日新聞デジタル  

   

アフリカで猛威ふるう結核 その現状と課題  

2014 年 1 月 20 日 NHK BS「ワールドウェーブモーニング」  

   

アフリカの結核対策：南アフリカの現状 

2013 年 12 月 29 日 NHK 総合テレビ「海外ネットワーク」  

   

移民 地方を救うか―農村定住の「特区」案 

2013 年 12 月 20 日 朝日新聞  

   

ASEAN は新時代を切り開けるか？ 

2013 年 12 月 17 日 NHK BS1 「ASIAN VOICES」  

   

ビル・ゲイツ氏 世界の課題と日本を語る 

2013 年 9 月 20 日 NHK BS1 「ワールド Wave Tonight」  

   

金言: 民間対話が必要だ 

2013 年 8 月 30 日 毎日新聞 西川恵専門編集委員  

   

日韓フォーラム閉幕 村山談話の再確認と対話強化を 

2013 年 8 月 25 日 朝日新聞  

   

「互いの立場配慮を」＝日韓フォーラム声明 

2013 年 8 月 24 日 時事ドットコム  

   

反韓、反日では「未来に禍根」 福田元首相、日韓フォーラムで強調 

2013 年 8 月 23 日 産経新聞  

   

「反日」と「反韓」どう改善？ 日韓フォーラム、多数の政治家参加へ 

2013 年 8 月 23 日 産経新聞  

   

Respect key to Korean ties: experts 

The Japan Times, August 26, 2013  

   

Ex-Prime Minister Fukuda urges Japan, S. Korea to quell nationalism 

The Asahi Shimbun, August 23, 2013  

   

Strong ASEAN-Japan Ties Important to Global Stability 

The Jakarta Post, June 12, 2013  
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「アフリカ経済成長の光と影」(Diamond Online) 

第１回 急成長するアフリカ経済の光と影 残された格差、貧困、感染症問題  

2013 年 05 月 31 日 ダイアモンドオンライン 

   

第 3 回 世界から集まるカネ、知識、人、薬、コンドーム……それでも解決遠い HIV/ 

エイズ問題の根底にあるもの  

2013 年 06 月 14 日 ダイアモンドオンライン 

   

第4回 貧しさとカネと暴力が絡み合う混沌の売春街 HIV感染リスクを負いながらもがく

女性たち  

2013 年 06 月 21 日 ダイアモンドオンライン 

   

第 7 回 「治療の技術は夢で神から教わった」 祈祷師も活躍するタンザニア結核治療 

最前線  

2013 年 07 月 11 日 ダイアモンドオンライン 

   

第 9 回 毎日 1 万人以上が感染症で死んでいく 先進国からの支援はまだまだ必要です—— 

國井修・世界基金戦略投資効果局長インタビュー  

2013 年 11 月 06 日 ダイアモンドオンライン 

 

３．ソーシャル・メディアへの対応 

 YouTube 上の JCIE 専用ページ「JCIE GlobalStudio」の新規掲載 

− TICADIV 公式サイドイベント ハイレベルパネル動画（2013 年 6 月） 

− UHC に関する日本・世銀共同研究：成果発表国際会議 （2013 年 12 月） 

 オンラインニュースレター 「JCIE eNews」の定期発信の開始（2014 年２月） 

------------------------------ 

 米国法人 JCIE によるフェイスブック開始(2014 年 3 月) 

 

４．個人会員制度 

日本国際交流センターに関心を持つ個人を対象に、JCIE の活動についての理解と支援を

得ることを目的として、2011 年 11 月に個人会員制度が創設された。会員のための事業とし

て年に数回、麻布グローバルサロンが開催されており、本年度については２回実施した。 

2013 年 5 月 23 日に実施された麻布グローバルサロンでは、毛受敏浩執行理事が話題提

供者となり「移民は日本の活力源？―人口減少下の日本の選択」をテーマに発表と意見交

換が行われた。12 月 3 日には国際文化会館において若宮啓文シニア・フェローを講師とし

て「安倍政権とアジア外交」 をテーマとする麻布グローバルサロンが実施され、多くの会

員が参加した。 


