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関西日米交流フォーラム 30 周年記念大会

アジア太平洋新時代
Asia-Pacific New Era

関西日米交流フォーラム 30 周年記念大会が開催されます！
30 周年記念大会概要
1. 開 催 日 ： 2021 年 7 月 18 日（日）
2. 場

所 ： 大阪観光大学 3 号館 311 教室
（ 大阪市泉南郡熊取町大久保南 5 丁目 3-1）
（ https://www.tourism.ac.jp/concept/access）

3. テ ー マ ： アジア太平洋新時代（Asia-Pacific New Era）
4. タイムスケジュール
13 ： 00 ～ 13 ： 20 開会の辞 関西日米交流フォーラム会長 ・ 佐藤 晶子（大阪観光大学）
13 ： 20 ～ 15 ： 10 30 周年記念講演 司会 ・ 藤重 仁子（森ノ宮医療大学）
13 ： 20 ～ 13 ： 50 村山 裕三（同志社大学）
経済安全保障から読み解く米中の技術覇権競争

Economic

Security and Competition for Technological Hegemony
between the U.S. and China
13 ： 50 ～ 14 ： 20 大津留（ 北川） 智恵子（関西大学）
アメリカで進む社会的分断

Deeping Cleavages of American Society
（14 ： 20 ～ 14 ： 40 休憩）
14 ： 40 ～ 15 ： 10 ロバート ・ D ・ エルドリッヂ （エルドリッヂ研究所）
インド太平洋地域の安全保障と日米同盟の役割

Security in the Indo-Pacific Region and the Role of the U.S.Japan Alliance
15 ： 10 ～ 15 ： 50 Q&A コーナー ファシリテーター ・ 佐藤晶子
15 ： 50 ～ 15 ： 55 閉会の辞 関西日米交流フォーラム副会長 ・ 楠本 政幸（歴史街道推進協議会）

30 周年記念講演要旨
村山裕三

（同志社大学教授）

経済安全保障から読み解く米中の技術覇権競争
Economic

Security and Competition for Technological Hegemony between the U.S. and China

関西日米交流フォーラムが始まった 1990 年代の初めと比べて、 現代のアジア太平洋を取り巻く国
際環境は大きな変化を遂げた。 その最も大きな変化が、 米中間における技術覇権競争の始まりである
が、 本発表では、 この関係を「 経済安全保障」 をキーワードにして読み解き、 今後の日本のあり方を
考える。
The last thirty years saw great changes in international relations in the Asia-Pacific
region. The most distinct change is the start of the severe competition between the
United States and China regarding the technological hegemony. This presentation
will offer interpretation of the two nation’ s rivalry from the perspective of economic
security and try to seek Japan’ s path under this new international environment.

大 津 留（北川）智 恵 子

（関西大学教授 ・ 副学長）

アメリカで進む社会的分断
Deeping Cleavages of American Society


2016 年大統領選は、 アメリカが目指してきた多文化共生社会に対して、 潜在的に疎外感が持たれて
いたことを表面化させた。 その後の 4 年間でさらに深化した社会的分断を、 アメリカはどのように修復
していけるのか。 国際社会でアメリカが対峙する課題とも連動する社会的分断の問題を、 アジア太平
洋という文脈の中で検討したい。
The Preside ntial Elections of 2016 revealed that Americas cumulative efforts to form
a multicultural society had left certain parts of the society excluded. As the following
four years further deepened such cleavages, the United States is now faced with the
challenges of building back the society better. Let us discuss how American society can
cope with such internal challenges, which are not independent of its external
challenges, especially in the context of Asia Pacific region.
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ロバート・D・エルドリッヂ

（エルドリッヂ研究所 ・ 代表）

インド太平洋地域の安全保障と日米同盟の役割
Security in the Indo-Pacific Region and the Role of the U.S.-Japan Alliance

日本とアメリカは 1951 年 9 月に最初の二国間の安全保障条約に調印した。 この 70 年間、 日米
同盟は、 日本の防衛のための基地協定から国際社会のための利益に役立つより強固なものへと変わっ
た。 本報告では、 インド太平洋地域が直面している新しい課題、 そして日米同盟がどのように対応す
べきかを探る。 特に、 他国の軍隊との拡大している関係の重要性と、 新しい能力を開発する必要性に
ついて論じる。
The United States and Japan signed their original bilateral security treaty in
September 1951. During the past 70 years, the relationship was transformed from
a simple basing arrangement for the defense of Japan to a more robust alliance
serving the interests of the global community. This presentation explores the current
challenges and issues facing the region and how the alliance can and should respond.
In particular, it discusses the importance of the growing relationship with the militaries
of other nations and the need to develop new capabilities.

30 周年記念大会へのご参加について
今大会は会場と ZOOM でのハイブリッド開催になります。 以下の参加申し込みフォームよりお申込み下さい。（ 6
月 27 日に会長より送信されましたメールに記載のものと同じですので、 すでにそちらで申し込みいただいた方
は不要です。）

https://forms.gle/by63ENoTCdfoLdKk7
会場・ZOOM どちらも参加費は無料です。
＊コロナウイルス感染防止の観点から、 会場には入場者制限があります。
＊会場入場者は、 先着 40 名とさせて頂きます。
＊ ZOOM 参加の方は人数制限はありません。
＊ ZOOM でご参加の方は大会前日に ZOOM 参加の URL を送付させて頂きます。

＜お問い合わせ＞
代表者 E-mail ： a-sato@tourism.ac.jp（関西日米フォーラム会長 ・ 佐藤晶子）
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会場案内
アクセス方法

会場 ： 大阪観光大学 3 号館 311 教室
住所 ： 大阪府泉南郡熊取町大久保南 5 丁
目 3-1
URL ： h ttps://www.tourism.ac.jp/
concept/access
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会費納入のお願い
このフォーラムは会員の皆様の会費により運営されています。 年会費 (¥3,000) 未納の方は下記口
座にお振り込み下さいますようお願い申し上げます。
三井住友銀行 梅田支店（ 店番号 127）
口座番号

4587472

口座人名義

藤重仁子

年会費

3,000 円

振込通知書をもって、 領収書とさせていただきます。

関西日米交流フォーラム今年度例会について

第４回例会

１０月 22 日

（原則年４回、 １月、 ４月、 ７月、 １０月の第４金曜日の予定）

話題提供者：未定
午後７時～ スピーチ（話題提供） ６０分
午後８時～ 質疑 ・ 討論 ３０分
・ 会員の皆様の積極的な参加をお願い申し上げます。
・ 話題について会員の皆様からの希望をお知らせください。
・ 話題提供して頂ける方は会長（佐藤） までご連絡ください。

関西日米交流フォーラム HP のご案内

関西日米交流フォーラムの HP を開設しております。 過去の例会の情報や、 今後の例会情報などを掲
載していきますので、 是非一度 HP を閲覧してみて下さい。「関西日米交流フォーラム」 で検索して頂
くか、 URL「https://kansaiforum-juie.org/」 を入力して下さい。
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