
 

 

２００６年度開催 

第８回日米安全保障戦略会議 展示会同時開催 
～新ＱＤＲ戦略と日米同盟への期待～ 

 

 

日 時 2006 年 8月 9日(水) 8 月 10 日(木) 8 月 11 日(金)  

受 付 8 時 00 分より(展示会 9 時 00 分 開場) 

会 場 キャピトル東急ホテル (定員 300 名) 

 

 

プログラム  予定案 

８月９日 (水) ※予定案 総合司会 畠山 圭一 学習院女子大学教授 
 ８：００ 開 場(受付開始) 

１０：００～１２：００ 午前の部 基調講演｢日米新ミサイル防衛構想について｣ 

 主催者挨拶 瓦  力    衆議院議員(安全保障議員協議会会長) 

 司   会 宝珠山 昇 元防衛施設庁長官 

 基調講演 石破 茂 衆議院議員（安全保障議員協議会理事） 

 基調講演 マーヴィン・Ｋ・マクナマラ 米陸軍准将 米国ミサイル防衛庁 副長官 

 基調講演 大古 和雄 防衛庁 防衛局長 

 基調講演 ベーカー・スプリング ヘリテージ財団 上級研究員 

 Ｑ＆Ａ(40 分)   

１２：００ 休 憩(６０分)   

１３：００～１５：３０ 午後の部 パネルディスカッション｢日米新ミサイル防衛構想と技術交流｣ 

 司   会 宝珠山 昇 元防衛施設庁長官 

 パネリスト ウォルター・ドラン レイセオン・カンパニー 

 パネリスト ジェームズ・J・クィン ノースロップ・グラマン・コーポレーション 

 パネリスト デビッド・キア ロッキード・マーティン・コーポレーション  

 パネリスト 西山 淳一 三菱重工業株式会社  

 パネリスト 鈴木 伸一 川崎重工業株式会社  

 パネリスト 山下 守 日本電気株式会社  

１４：００ ※途中休憩(１５分)  

 Ｑ＆Ａ(30 分)   

１５：３０ 休 憩(３０分)   

１６：００～１７：３０ 出展者によるプレゼンテーション   

  レイセオン・カンパニー 

  コンピュータ・サイエンス・コーポレーション 

  ボーイング・カンパニー 
     

※出演者等につきましては予告なく変更となる可能性がございます 

 

 

 

 

 

 

 



 2006 年度開催（展示会同時開催） 

第８回日米安全保障戦略会議

～新 QDR 戦略と日米同盟への期待～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月１０日 （木） ※予定案   総合司会 畠山 圭一 学習院女子大学教授
８：００ 開 場(受付開始) 

１０：００～１２：３０ 午前の部  基調講演 

｢新ＱＤＲ戦略と日米同盟への期待(ＧＳＯＭＩＡを含む)｣ 

 主催者挨拶 瓦  力    衆議院議員(安全保障議員協議会会長) 

 来賓挨拶 武部 勤    自民党幹事長 

 来賓挨拶 ジョセフ・ドノバン 在日米国大使館首席公使 

 来賓挨拶 木村 太郎 防衛庁副長官 

 司   会 宝珠山 昇 元防衛施設庁長官 

 基調講演 ウィリアム・コーエン  前米国防長官 

 基調講演 ジェ－ムス・E・アワー ヴァンダービルト大学 公共政策研究所 

日米研究協力センター所長 

 基調講演 久間 章生 衆議院議員（安全保障議員協議会副会長） 

 基調講演 松本 剛明 衆議院議員（安全保障議員協議会理事） 

 基調講演 西岡 喬 (社)日本経済団体連合会 副会長 

 Ｑ＆Ａ(20 分)   

１２：３０ 休 憩(６０分)   

１３：３０～１５：３０ 午後の部  パネルディスカッション 

｢新ＱＤＲ戦略と日米同盟への期待(ＧＳＯＭＩＡを含む)｣ 

 司   会 宝珠山 昇 元防衛施設庁長官 

 パネリスト ウィリアム・コーエン 前米国防長官 

 パネリスト ジェ－ムス・E・アワー ヴァンダービルト大学 公共政策研究所 

日米研究協力センター所長 

 パネリスト グレゴリー・ハイスロップ ボーイング・カンパニー 

 パネリスト 久間 章生   衆議院議員（安全保障議員協議会副会長） 

 パネリスト 松本 剛明 衆議院議員（安全保障議員協議会理事） 

 パネリスト 松村 昌廣 桃山学院大学 教授 

１４：００ ※途中休憩(１５分)  

 Ｑ＆Ａ(50 分)   

１５：３０ 休 憩(３０分)   

１６：００～１８：００ 出展者によるプレゼンテーション   

  ノースロップ・グラマン・コーポレーション 

  ＢＡＥ システムズ 

  ＩＡＩ 

  ロッキード・マーティン・コーポレーション 
     

※出演者等につきましては予告なく変更となる可能性がございます 
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８月１１日 （金） ※予定案 
 ８：００ 開 場(受付開始) 

１０：００～１２：００ 午前の部 基調講演｢ホームランドセキュリティ／ＮＢＣテロ対策問題｣ 

 開会挨拶 斉藤 斗志二 衆議院議員(安全保障議員協議会理事) 

 司   会 畠山 圭一 学習院女子大学 教授 

 基調講演 トム・リッジ 米国土安全保障省 初代長官 

 基調講演 葛西 敬之 東海旅客鉄道株式会社 会長 

 基調講演 スティーブン・リーブス 米陸軍少将 化学・生物統合防衛計画司令室司令 

 基調講演 前原 誠司 衆議院議員（安全保障議員協議会理事） 

 基調講演 杉田 和博 前内閣危機管理監 

１２：００ 休 憩(６０分)  

１３：００～１５：００ 午後の部 パネルディスカッション｢ホームランドセキュリティ／ＮＢＣテロ対策問題｣ 

 司   会 畠山 圭一 学習院女子大学 教授 

 パネリスト トム・リッジ   米国土安全保障省 初代長官 

 パネリスト スティーブン・リーブス 米陸軍少将 化学・生物統合防衛計画司令室司令 

 パネリスト 葛西 敬之 東海旅客鉄道株式会社 会長 

 パネリスト 杉田 和博 前内閣危機管理監 

 パネリスト 浦島 充佳 東京慈恵会医科大学  

臨床研究開発室 助教授 

１４：００ ※途中休憩(１５分)  

 Ｑ＆Ａ(30 分)   

１５：００ 休 憩(６０分)   

１６：００～１７：３０ FX プログラムを考える(参加企業によるプレゼンテーション) 

  ユーロファイター 

  ボーイング・カンパニー 

  ロッキード・マーティン・コーポレーション 
     

※出演者等につきましては予告なく変更となる可能性がございます 

 

 出演者の変更について 
各界ＶＩＰクラスのご出演予定のため、予告なしに出演者が変更することがございますので、予めご了承く

ださい。 

 

 展示会について 
原則として展示会へのご入場は戦略会議へご参加いただいた方のみとさせて頂きます。但し会員及び特
別招待者はその限りではありません。 

 

 お問合せ 
本戦略会議に関するお問合せは下記の開催事務局までお願いいたします。 

安全保障議員協議会 

 Tel 03-5511-2566 Fax 03-5511-2567 

(社)日米文化振興会 

 Tel 03-3595-2660 Fax 03-3595-2662 


