カンファレンス･スケジュール
2020 年を超えてのビジョン:日米協力に基づいたグローバル化
2015 年 11 月 9 日（月）
2:00pm – 5:00pm

ビジネス、経済、グロー バル・リーダーシップを テーマとする本会議：パート I –
ボールルーム (B2 階)

司会:

リンダ・タイラ氏 ボーイング社 防衛・宇宙・安全保障部門 コミュニケーシ
ョン担当 上級部長

開会の辞:

デニス・テラニシ氏 米日カウンシル 理事長、太平洋ハイテクセンター
(PICHTR) 社長兼 CEO

基調講演:

アンソニー・フォックス氏 米国運輸長官
平野信行氏 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 代表執行役社長兼グ
ループ CEO
サンドラ E. ピーターソン氏 ジョンソン・エンド・ジョンソン
ールドワイド・チェアマン

グループ・ワ

ビジネス、経済、グロー バル・リーダーシップを テーマとする本会議：パート II –
ボールルーム (B2 階)

パネル･ディスカッション： ビジネスのイノベーションと統合によるグローバル・リーダーシップ
o モデレーター： キャシー 松井氏 ゴールドマン・サックス証券株式会社
副会長
o 新浪 剛史氏 サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長
o ポール 与那嶺氏 日本アイ・ビー・エム株式会社 代表取締役社長執行役員
特別講演:

戸羽 太氏 陸前高田市長

閉会の辞:

アイリーン･ヒラノ・イノウエ氏 米日カウンシル 会長

2015 年 11 月 10 日（火）
9:00am – 10:15am

本会議基調セッション – ボールルーム (B2 階)

司会:

フィリス・キャンベル氏 JP モルガン・チェイス 太平洋西北地区長

特別講演:

榊原 定征氏 経団連会長（東レ相談役最高顧問）

基調講演:

室伏 広治氏 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 スポーツ
ディレクター
ギル・プラット氏 トヨタ自動車株式会社 上席技術顧問

10:45am – 12:00pm

本会議特別プログラム – ボールルーム (B2 階)

パネル･ディスカッション： 日系アメリカ人の経験：拘留者からリーダーになるまでの 70 年間
o モデレーター： ジャン･ヤネヒロ氏 ジャン･ヤネヒロ社 社長
o 特別講演：ノーマン・Y・ミネタ氏、ミネタ・アソシエーツ社長兼 CEO、
元米国運輸長官、元米国商務長官
o ドナ・フジモト・コール氏 コール・ケミカル・ディストリビューティング社
取締役社長兼 CEO
o アーネスト 比嘉氏 株式会社ヒガ・インダストリーズ 代表取締役会長
o マシ・オカ氏 ハリウッド俳優、プロデューサー、起業家

As of November 6, 2015

Page 1 of 3

12:30pm – 2:00pm

司会:
特別講演:

本会議昼食会 – ボールルーム (B2 階)

デブラ・ナカトミ氏 ナカトミ・アンド・アソシエイツ 代表取締役
安藤 裕康氏 国際交流基金 理事長
河野 雅治氏 日本国政府代表（中東地域及び欧州地域関連） 中東和平担当特使
河野 太郎氏 国家公安委員会委員長、行政改革担当大臣、 衆議院議員

パネル･ディスカッション: 在米日系人リーダー訪日プログラム（JALD）を祝して
o モデレーター： 道傳 愛子氏 国際情勢担当 解説委員・NHK ワールド
チーフ･プロデューサー
o テリー・ハラ氏 元ロサンゼルス市警 副本部長
o エミリー・ムラセ氏 サンフランシスコ市女性の地位局 局長
o ウィリアム・ツツイ氏 ヘンドリックス大学 学長
閉会の辞:

2:30pm – 4:00pm

ローヤン・K・ドイ氏 米日カウンシル 副理事長 、プルデンシャル・フィナンシ
ャル 最高倫理責任者
分科会 I

パネル･ディスカッション
地域経済の強化：知事同士の対談 – 朝霧 (B2 階)
o モデレーター： ダニエル・オキモト氏
o 阿部 守一氏 長野県知事
o デービッド・Y・イゲ氏 ハワイ州知事
o 川勝 平太氏 静岡県知事
o 湯﨑 英彦氏 広島県知事

スタンフォード大学 名誉教授

米国経済：米国における投資環境の傾向 – 白妙(B2 階)
o モデレーター： フレデリック・H・カタヤマ氏

トムソン・ロイター
アンカー兼プロデューサー
o 藤井 ダニエル氏 トラスト・キャピタル株式会社 代表取締役社長兼 CEO
o R. デイビット・ケリー氏 クリサス・アンド・カンパニー (USA) 会長兼
CEO
o シュリニバス・ラマスワミ氏

マッキンゼー・グローバル・インスティテュー

ト シニア・フェロー
三菱東京ＵＦＪ銀行 上級顧問

o 田中 正明氏

日米関係における政治的リーダーシップの成功モデル – 弥生 (B2 階)
o モデレーター： コルバート・マツモト氏 アイランド・インシュアランス社

代表取締役会長
o マイケル・ B・ハンコック氏 コロラド州デンバー市長
o 中山 泰秀氏 外務副大臣、衆議院議員
o 塩村 文夏氏 東京都議会議員
o マーク・タカイ氏 米国連邦下院議員（ハワイ州)
体験プログラム
日本のスタートアップ文化についての集中プログラム– TECH LAB PAAK @ 渋谷 (オフサイト)
4:30pm – 6:00pm

分科会 II

パネル･ディスカッション
シリコンバレーと日本：「架け橋」の構築 – ボールルーム (B2 階)
o モデレーター： 比嘉 ジェームス氏 フィランスロピック・ベンチャーズ・フ

ァウンデーション 事務局長、インデックス・ベンチャーズ メンター・イン・
レジデンス
o ジョン・V・ルース氏 前駐日米国大使
o リズ・ウェッセル氏 ウェイアップ 共同創設者兼 CEO
o 柳井 正氏 株式会社ファーストリテイリング 代表取締役会長兼社長
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日本における女性のリーダーシップへの次なるステップ – 朝霧 (B2 階)
o モデレーター： マルゴ・キャリントン氏 在日米国大使館
o
o
o
o

広報・文化交流
担当公使
川島 高之氏 NPO 法人ファザーリング・ジャパン 理事、三井物産ロジスティ
クス・パートナーズ株式会社 代表取締役社長
大河原 愛子氏 株式会社ジェーシー・コムサ代表取締役会長
大塚 幸寛氏 内閣府 大臣官房審議官（男女共同参画局担当
ケリー・R・ウェルシュ氏 米国商務省 法務顧問

21 世紀におけるフィランソロピー – 白妙 (B2 階)
o モデレーター： トッド・ガイルド氏
o
o
o
o

マッキンゼー・アンド・カンパニー

名誉役員兼シニアアドバイザー
アンディ・アンダーソン氏 テイラー・アンダーソン記念基金 共同会長
茶野 順子氏 笹川平和財団常務理事、笹川平和財団米国理事長
長谷川 閑史氏 武田薬品工業株式会社 取締役会長
ティム W. ラティモア氏 バンク・オブ・アメリカ・グループ 在日代表

文化を通じた外交による日米関係の強化 – 弥生 (B2 階)
o モデレーター： スーザン・H・ルース氏

ジオデシック・キャピタル
最高総務責任者
o 奈良橋 陽子氏（株）ユナイテッド・パフォーマーズ・スタジオ
代表プロデューサー、演出家、キャスティングディレクター、作詞家
o 西山 誠慈氏 WSJ 日本版編集長
o 千住 博氏 画家
o 田口 壮氏 野球解説者
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