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安定の礎石：アジア太平洋における日米関係
Cornerstone of Stability: U.S.-Japan relations in the Asia Pacific
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、マンスフィールド財団は、下記の通り日本時間 12 月 12 日（土）午前 2 時より、「世界にお
ける日米協力：2020 年とその先」ウェビナー・シリーズ第 2 回「安定の礎石：アジア太平洋におけ
る日米関係」を開催いたします。日本時間の深夜になりますが、ご関心のある方はご参加くださ
い。また当日のご視聴が難しい場合、録画予定となっておりますので、視聴ご希望の方には、後
日動画のご案内をいたします。
本イベントでは、スピーカーに片桐範之准教授（セントルイス大学）とクリスティン・ヴェカシ准教授
（メイン大学）をお招きして、日米同盟がアジア太平洋地域での安定維持に果たす役割についてて
議論いたします。
故マイク・マンスフィールド大使はかつて、日米同盟はまさに世界の中で最も重要な二国間関係で
あるとしばしば述べていました。本イベントでは、新しい時代を迎えつつある今、二国間の安全保
障と経済の絆がどれほど強く、地域の安定と繁栄の礎を築き続けてきていたかについてスピーカ
ーがお話しする予定です。
片桐准教授は地域平和の維持に果たす日米同盟役割について、一方、ヴェカシ准教授は貿易と
政治経済といった要因がどのように二国同盟の目算に組み入れられているのかについて説明し
ます。
また片桐准教授もヴェカシ准教授も、弊財団が実施している日米次世代パブリック・インテレクチ
ュアル・ネットワーク・プログラムの第 4 期参加者です。
なお、このイベントは、在米日本国大使館のご支援のもとに行われる「世界における日米協力ウェ
ビナー・シリーズ」一環のイベントになります。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

登 録

記
日 時：
12 月 12 日（土）午前 2 時-3 時（日本時間）
12 月 11 日（金）午後 12 時-1 時（米国東部標準時間）
テーマ：
安定の礎石：アジア太平洋における日米関係
スピーカー：
片桐 範之 准教授
（セントルイス大学政治学部准教授、インターナショナル・スタディ・プログラム・コーディネーター、
アジア研究臨時ディレクター）

クリスティン・ヴェカシ 准教授
（メイン大学政治及び政策・国際関係学部准教授）
モデレーター：
ベンジャミン・セルフ
（モーリーン・アンド・マイク・マンスフィールド財団 副理事長）
言語： 英語
形式： ズーム、公開
申込方法： 以下の URL より、ご登録をお願いいたします。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_z6Hq8Ib6Tky6KCZ4f97Byg

スピーカー略歴
クリスティン・ヴェカシ准教授 （メイン大学政治及び政策・国際関係学部准教授）
研究内容は国際政治経済及び政治的紛争、外国直接投資、ナショナリズムのダイ
ナミクス。北東アジアに特化し、長年に渡り日本と中国の両方で研究を行ってきた。最近の研究で

は日本の多国籍企業がどのように中国における政治リスクを軽減するのかを分析している。2014
年、ウィスコンシン大学マディソン校にて政治学博士号を取得。メイン大学の前は、フロリダ・ニュ
ーカレッジにて教鞭をとり、東京大学にて客員研究員、東北大学にてフルブライト・フェローとして
の経験がある。

片桐範之准教授（セントルイス大学政治学部准教授、インターナショナル・スタディ・プログラム・コ
ーディネーター、アジア研究臨時ディレクター）
セントルイス大学で、国際関係・安全保障・東アジアについての教鞭をとる。同大学
では他に、インターナショナル・スタディ・プログラム・コーディネーターとアジア研究臨時ディレクタ
ーも務める。最初の著書は「Adapting to Win: How Insurgents Fight and Defeat Foreign States in
War」（ペンシルバニア大学出版会、2015 年）。現職の前は、米国及び外国の上級将校や官庁職
員のための共同軍事大学院であるアメリカ空軍大学で国際安全保障について教えた。2016 年か
ら 2018 の間には、日本の航空自衛隊目黒基地にある航空自衛隊・幹部学校の客員研究員を務
めた。サウスカロライナ大学で学士号、コロンビア大学にて修士号、そしてペンシルバニア大学政
治学部より博士号を取得。

他にも、12 月 11 日（金）午前 9 時 30 分‐11 時まで、弊財団主催同ウェビナーシリーズ「ビッグ・ア
ップデート：テクノロジー政策における 日米アライメントのための急務と方策」が予定されていま
す。こちらに参加ご希望の場合は別途登録が必要です。
モーリーン・アンド・マイク・マンスフィールド財団
日本語 HP: https://mansfieldfdn.org/jp/
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You are cordially invited to attend the following event in our U.S.-Japan Cooperation in the World: 2020 and
Beyond Webinar Series:

Cornerstone of Stability:
U.S.-Japan relations in the Asia Pacific
Friday, December 11th 12:00pm - 1:00pm (EST)
Saturday, December 12th 2:00am - 3:00am (JST)
Featuring:
Dr. Noriyuki Katagiri
Associate Professor of Political Science, Coordinator of the International Studies Program,
and Interim Director of Asian Studies,
Saint Louis University
and
Dr. Kristin Vekasi
Associate Professor, Department of Political Science
and School of Policy and International Affairs,
University of Maine

Moderated by:
Benjamin Self
Vice President,
The Maureen and Mike Mansfield Foundation

Register here

On December 11 at noon Eastern, the Mansfield Foundation will host Dr. Noriyuki Katagiri (Saint
Louis University) and Dr. Kristin Vekasi (University of Maine) for an event highlighting the role
the U.S.-Japan alliance plays in maintaining stability in the Asia Pacific Region.

Ambassador Mike Mansfield often noted that the U.S.-Japan relationship was the most
important bilateral relationship in the world—bar none. Our speakers will attest to how close
security ties and economic bonds between the two countries have continued to form the
foundation of a stable and prosperous region as we enter a new decade.
Dr. Katagiri will examine the role of the U.S.-Japan security alliance in maintaining regional
peace, while Dr. Vekasi will provide a look at how trade and political economy figure into the
calculations of the two allies.

This event is part of the Mansfield Foundation's "U.S.-Japan Cooperation in the World" webinar
series, with support from the Embassy of Japan in the United States of America

Speaker Biographies
Dr. Kristin Vekasi
Associate Professor-Political Science and School of Policy & International Affairs at the
University of Maine
Kristin Vekasi is an Assistant Professor in the Department of Political Science
and School of Policy and International Affairs at the University of Maine. Her research interests
focus on international political economy, and the dynamics of political conflict, foreign direct
investment, and nationalism. She specializes in Northeast Asia, and has spent years conducting
research in both China and Japan. Her current research looks at how Japanese multinational
corporations mitigate political risk in China. Professor Vekasi received her PhD in political
science from the University of Wisconsin, Madison in 2014. Prior to joining the faculty at
University of Maine, she taught at New College of Florida, was a visiting Research Fellow at the
University of Tokyo and a Fulbright Fellow at Tohoku University.
Dr. Noriyuki Katagiri
Associate Professor, Political Science at Saint Louis University

Nori Katagiri is associate professor of political science at St. Louis University,
where he teaches international relations, security studies, and East Asia. He is also coordinator
of the international studies program and interim director of Asian Studies at Saint Louis. His first
book is Adapting to Win: How Insurgents Fight and Defeat Foreign States in War (University of
Pennsylvania Press, 2015). Before joining St. Louis University, he taught international security at

Air War College, a joint military graduate school for senior officers and officials of the U.S.
government and foreign nations. Between 2016 and 2018, he serves as a visiting research fellow
at the Air Staff College, Meguro Base, of Japan’s Air Self-Defense Force. He received his BA in
international studies from the University of South Carolina, a Master’s degree in international
affairs from Columbia University, and a PhD in political science from the University of
Pennsylvania.
If you are interested in our series on U.S.-Japan Cooperation in the World, please also consider
registering for the series' first event, The Big Update: Imperatives & Avenues for U.S.-Japan
Alignment on Tech Policy, Thursday December 10 at 7:30pm (EST)

Maureen and Mike Mansfield Foundation: https://mansfieldfdn.org/

