
ワシントン駐在 活動記録 
令和２年(2020 年) ３月１日（日）～３月 31 日（火） 

1 国防総省訪問 

(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 3 日（火）10:00～10:30 

(2)場 所：国防総省 

(3)面談者：海兵隊総司令官付外交政策アドバイザー（国務省から出向） 

(4)内 容：離任挨拶等 

 

2 国務省訪問 

 (1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 3 日（火）14:00～14:20 

(2)場 所：国務省 

(3)面談者：日本部長代理 

(4)内 容：米海兵隊ヘリからの標的物落下事故に関する申し入れ等 

 

３ 有識者との面談 

(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 3 日（火）15:30～16:30 

(2)場 所：所内 

(3)内 容：在沖米軍基地問題全般に関する意見交換 

 

４ 上院軍事委員会海上戦力小委員会公聴会の傍聴 

 (1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 4 日（水）10:00～12:30 

  (2)場 所：上院軍事委員会小委員会室（デービッド・パーデュー委員長） 

(3)議 題：「Navy Shipbuilding Programs」 

 (4)参考人：①Honorable James F. Geurts, Assistant Secretary of the Navy for 
  Research, Development, and Acquisition 

      ②Lieutenant General Eric M. Smith, USMC, Commanding General, 
 Marine Corps Combat Development Command, Deputy Commandant 
 for Combat Development and Integration 

       ③Vice Admiral James W. Kilby, USN, Deputy Chief of Naval  
Operations for Warfighting Requirements and Capabilities 

※ 2021 年度版 NDAA における米海軍の造船計画に関する質疑。 

※ 委員長より、中国軍事力の著しい進歩に対応するため、海軍として中期的に

保有すべき艦船数や海兵隊との役割分担を早期に明確化する必要性が指摘さ

れた。 

※ 海軍は海兵隊とともに戦略報告書を作成中であり、可能な限り早期に議会へ



提出することを約束した。 

 
５ ジョージワシントン大学訪問 
(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 4 日（水）15:00～15:20 

(2)場 所：GWU ゲルマン図書館内 

(3)面談者：所長 

(4)内 容：次年度事業計画等 

 
６ 有識者会議打ち合わせ 
(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 4 日（水）15:45～17:00 

(2)場 所：GWU 校内会議室 

(3)内 容：有識者会議開催準備状況確認等 

 

７ 上院軍事委員会公聴会の傍聴 

 (1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 5 日（木）09:30～11:30 

  (2)場 所：上院軍事委員会室（ジェームス・インホフ委員長） 

(3)議 題：「Posture of the Navy」 

 (4)参考人：①Honorable Thomas B. Modly, Acting Secretary of the Navy 
      ②Admiral Michael M. Gilday, USN, Chief of Naval Operations 
       ③General David H. Berger, USMC, Commandant of the Marine Corps 

※ 2021 年度版 NDAA における米海軍の造船計画に関する質疑。 

※ 米海軍モドリー長官より、中国海軍の軍艦が過去 10 年間で 262 艦から 335

艦に増加し、民間船舶の建造数も 2007 年から 2017 年の間に 60%増加している

こと等、安全保障環境の変化が説明された。 

※ その上で、米海軍の保有艦船数を 355 艦に増加させる必要性、海兵隊との役

割分担の明確化、装備の近代化、人材育成の必要性等が示されたほか、次世代

においても軍事力の優位性を保つために、2031 年までに海上核戦力として大

陸間弾道ミサイルを搭載可能なコロンビア級原子力潜水艦を就役させる方針

が改めて示された。 

※ 海軍は海兵隊とともに戦略報告書を作成中であり、可能な限り早期に議会へ

提出することを約束した。 

 

８ 上院議員補佐官との面談 
(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 6 日（金）11:00～11:30 

(2)場 所：上院議員会館 

(3)面談者：環境問題担当補佐官 



(4)内 容：在沖米軍基地周辺の水源汚染に関する情報提供 

 
９ SAIS 学生レク 
(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 6 日（金）13:30～15:30 

(2)場 所：所内 

(3)来訪者：SAIS 学生等３名 

(4)内 容：在沖米軍基地問題等 

 

10 日本大使館公使との面談 

(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 9 日（月）10:30～11:00 

(2)場 所：日本大使館 

(3)面談者：公使 

(4)内 容：離任挨拶等 

 

11 日本大使館公使及び参事官との面談 

(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 9 日（月）14:00～14:30 

(2)場 所：日本大使館 

(3)面談者：公使、参事官 

(4)内 容：離任挨拶等 

 

12 上院軍事委員会所属議員補佐官との面談 

(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 10 日（火）9:30～10:00 

(2)場 所：上院議員会館 

(3)面談者：軍事立法補佐官 

(4)内 容：辺野古新基地建設の問題点に関する情報提供等 

 

13 安全保障シンポジウムの傍聴 

(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 10 日（火）12:00～13:30 

 (2)場 所：Stimson Center （1211 Connecticut Avenue, Washington, DC） 

(3)議 題：「Key Challenges in Japan’s Defense Policy: Views from 

 the Next Generation」 

(4)登壇者：①Takahisa Kawaguchi, Tokio Marine & Nichido Risk Consulting 

      ②Masashi Murano, Fellow, Hudson Institute 

       ③Taro Sato, Nonresident Fellow, Stimson 

      ④Yoshimitsu Sato, Nonresident Fellow, Stimson 

      ⑤Ayumi Teraoka, Ph.D. Candidate, Princeton University 



※ アジア太平洋地域の安全保障環境の変化に対応した装備の近代化や日米防

衛協力の必要性、超高齢化社会における自衛隊員確保など、今後の課題に関す

る発表とパネルディスカッション。 

 

14 日本大使館参事官との面談 

(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 10 日（火）14:00～14:30 

(2)場 所：所内 

(3)面談者：参事官 

(4)内 容：離任挨拶等 

 

15 上院議員事務所補佐官との面談 

(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 12 日（火）10:30～11:10 

(2)場 所：上院議員会館 

(3)面談者：立法補佐官、立法アシスタント 

(4)内 容：辺野古新基地建設の問題点に関する情報提供等 

 

16 報道関係者との面談 

(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 12 日（木）15:00～16:00 

(2)場 所：米国時事通信社（NY） 

(3)内 容：離任挨拶等 

 

17 NY 総領事館大使との面談 

(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 13 日（金）11:00～11:30 

(2)場 所：NY 総領事館 

(3)面談者：大使 

(4)内 容：離任挨拶等 

 

18 国連本部事務次長との面談 

(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 13 日（金）12:30～13:00 

(2)場 所：NY 国連本部 

(3)面談者：国連事務次長（軍縮担当上級代表） 

(4)内 容：沖縄全戦没者追悼式への来賓出席依頼等 

 

19 有識者会議（第３回）の開催 

(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 17 日（火）15:00～17:00 

(2)場 所：電話会議 



 

(3)参加者：有識者９名 

(4)内 容：辺野古新基地建設の新たな問題点と今後の対応方法について 

 

20 ニュースレターの発信 

(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 23 日（月） 

(2)送信先：連邦議会関係者、有識者等 362 名 

(3)内 容：日本政府が発表した辺野古新基地建設の新たな問題点について 

 

21 連邦議会議員補佐官への働き掛け 

(1)日 時：（米東部）2020 年 3 月 24 日（火）11:30～11:40 

 (2)手 法：電話 

(3)対象者：上院軍事委員会所属議員事務所軍事立法補佐官 

 (4)内 容：国防権限法案の沖縄条項に関する働き掛け等 

 
22 書面公聴会の開催に関する上院軍事委員会の発表 
(1)情報源：米上院軍事委員会ホームページ 
(2)掲載日：（米東部）2020 年 3 月 25 日（水） 
(3)見出し：「新型コロナウイルス感染症対策としての当面の上院軍事委員会公聴会

実施方法」 
Committee Releases Details for Updated Hearing Process in Response to 
COVID-19 Recommendations 

(4)内 容：新型コロナウイルス感染症対策として公聴会を書面で実施する旨の 
声明文 

 


