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令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ７ 日 

へいわ創造機構ひろしま事務局 

広 島 県 地 域 政 策 局 

平和推進プロジェクト・チーム内  
 

 

 

 

 

 
 

 へいわ創造機構ひろしま(略称 HOPe)では，「国際平和拠点ひろしま構想」の実現のため，

「ひろしまラウンドテーブル 2021」を１２月２２日（水）に開催します。 

 本県と連携協定を締結した国連軍縮研究所（UNIDIR），ストックホルム国際平和研究所

（SIPRI），英国王立国際問題研究所（チャタムハウス）からの参加者を含む，第一線で活

躍する国内外の有識者がオンライン※１で，核軍縮など平和の問題について意見交換します。 

 １２月２４日（金）には，記者会見を実施いたしますので，是非とも取材いただきます

ようお願いします。 
※１ 本年度は，新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に鑑み，記者会見を除き，オンラインによる
Web会議により開催 

  

１ 日程 
日程（日本時間） 内容 場所 

12月 22日

（水） 

 9:30～12:45 

ひろしまラウンドテーブル 

※忌憚のない意見交換をするため， 

 会議は非公開。※２ 
オンライン 

16:00～17:30 

公開ウェビナー 

「ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）

との共同研究報告『新たな技術と核軍縮』」 

12月 24日

（金） 
15:30～16:00 

記者会見 

（議長声明発表：議論全体の概要をまとめ

た政策提言発表） 

広島県庁 

北館第１会議室 

及びオンライン 

 ※２ へいわ創造機構ひろしま代表（知事）挨拶については，挨拶終了後に資料提供 

 

２ 開催概要 

（１）主催 へいわ創造機構ひろしま 
※ひろしまラウンドテーブル…広島県が平成 23年度に策定した「国際平和拠点ひろしま構想」
に掲げる「核兵器廃絶のロードマップへの支援」の具体化に向けて開催する，東アジアの核軍
縮・軍備管理に焦点を当てた多国間協議。平成 25年度から開催しており，今回で８回目。今年
度，県から「へいわ創造機構ひろしま」の主催に変更。 

（２）参加者 

   日本，豪州，中国，韓国，ロシア，米国や，連携協定を締結した国連軍縮研究所（UNIDIR），

ストックホルム国際平和研究所（SIPRI），英国王立国際問題研究所（チャタムハウス）

等の核軍縮・国際関係の専門家・実務家 ※参加者一覧は別紙１のとおり。 

（３）会議の概要 

  【会議テーマ】「核兵器に替わる選択について」 

   （核兵器に替わる選択を提示するため，グローバルな視点と東アジア地域という具

体的な視点の双方から議論が交わされる予定） 

   議論全体の概要をまとめた政策提言「議長声明」を作成する。 

「ひろしまラウンドテーブル 2021」を開催します 
 

会議・公開ウェビナー12/22（水） 記者会見 12/24（金）15:30～ 
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３ 記者会見 

（１）概要 

 ・「ひろしまラウンドテーブル」の参加者が出席し，開催結果等を報告する。 

 ・湯﨑知事は対面での参加，藤原議長及びそのほかの参加者はオンラインでの参加。 

 ・言語：日本語・英語併用（アプリケーション interprefy（インタープリファイ）を活

用した英語・日本語の同時通訳あり。） 

 ・会場（広島県庁北館第１会議室）だけでなく，オンライン（Zoom）での取材も受け付

けます（要事前申込）。 

（２）取材申込・留意点 

 ① 広島県庁にて取材の場合 

  ・事前の取材申込は不要。 

  ・会場内ではモニターとスピーカーを用意するため，個人のパソコン等から Zoomに

接続する必要はありません。 

  ・会場内にはポケット Wi-Fiを用意します。 

 ② オンラインにて取材の場合 

  ・以下の内容をメール本文に記載の上，12月 22日（水）正午(日本時間)までにお申込

みください。お申込みいただいた方に，参加用の Zoomリンクをお送りします。 

  【記載内容】１．貴社名 ２．取材される記者の御名前・電話番号・メールアドレス 

  【申 込 先】へいわ創造機構ひろしま事務局 chiheiwa@pref.hiroshima.lg.jp 

（３）interprefy（インタープリファイ）の準備について 

  ・同時通訳を利用する場合には，あらかじめ，スマートフォン・タブレットの

interprefy専用アプリをダウンロードいただくか，または PCからブラウザでアク

セスしてお聞きください。（オンライン取材の場合は，Zoom用とは別のデバイスを

ご用意ください。） 

  ・interprefyのダウンロードリンク及び使い方は別紙２をご覧ください。 

  ・当日必要になるトークン（パスワード）は会場またはメールにてお知らせします。 

 

４ 公開ウェビナー 

（１）プログラム 

 ・ビデオメッセージ：湯﨑英彦（へいわ創造機構ひろしま代表・広島県知事） 

 ・発表：【講演者】ティティ・エラスト上級研究員（SIPRI） 

     【テーマ】SIPRI との共同研究報告「新たな技術と核軍縮」 

 ・ディスカッション：ひろしまラウンドテーブル 2021参加者 

 ・一般視聴者からの質疑応答 

  【モデレーター】藤原帰一教授（東京大学大学院法学政治学研究科） 

（２）方法：オンライン（Zoomウェビナー） 

（３）言語：英語（アプリケーション interprefy（インタープリファイ）を活用した日本

語への同時通訳あり） 

（４）申込：国際平和拠点ひろしまホームページ（12/19（日）23:59〆） 

      https://hiroshimaforpeace.com/roundtable2021-webinar/ 

     （参加申込者に対し，後日メールで視聴方法をお知らせします。） 

 

［お問い合わせ先］ 

 へいわ創造機構ひろしま（広島県地域政策局平和推進プロジェクト・チーム内） 

 Tel：082-513-2368  Email：chiheiwa@pref.hiroshima.lg.jp 

mailto:chiheiwa@pref.hiroshima.lg.jp
https://hiroshimaforpeace.com/roundtable2021-webinar/
mailto:chiheiwa@pref.hiroshima.lg.jp


（敬称略，国別，姓のアルファベット順）

国名 氏名 所属等

1 日本 阿部
ア ベ

　信
ノブ

泰
ヤス

元国連事務次長（軍縮問題担当）

2 日本 秋山
アキヤマ

　信将
ノブマサ

一橋大学大学院法学研究科　教授

3 日本 藤原
フジワラ

　帰一
キ イ チ

東京大学大学院法学政治学研究科　教授

4 日本 石井
イ シ イ

　良実
ヨシザネ

外務省軍備管理軍縮課　課長

5 日本 栗崎
クリザキ

　周平
シュウヘイ

早稲田大学政治経済学術院　准教授

6 日本 水本
ミズモト

　和実
カ ズ ミ

広島市立大学広島平和研究所　教授

7 日本 向
ムカイ

　和歌奈
ワ カ ナ

亜細亜大学国際関係学部　准教授

8 日本 髙見澤
タ カ ミ ザ ワ

　將林
ノブシゲ

前軍縮会議日本政府代表部大使

9 日本 戸
ト

﨑
サキ

　洋史
ヒロフミ

公益財団法人日本国際問題研究所軍縮・科学技術センター　所長

10 日本 湯
ユ

﨑
ザキ

　英彦
ヒデヒコ 広島県知事

へいわ創造機構ひろしま（HOPe）代表

11 豪州
ギャレス・エバンス
Gareth EVANS

オーストラリア国立大学　特別栄誉教授
元オーストラリア外務大臣

12 豪州
ラメシュ・タクール
Ramesh THAKUR

オーストラリア国立大学　名誉教授

13 中国 沈
シェン　ディンリー

　丁立 復旦大学　教授

14 中国 趙
ジャオ

　通
トン

清華カーネギーグローバル政策センター　シニアフェロー

15 韓国 金
キム

　永峻
ヨンジュン 韓国国防大学校安全保障大学院　教授

韓国大統領府国家安全保障室政策諮問委員

16 ロシア
アントン・フロプコフ
Anton V. KHLOPKOV

ロシアエネルギー・安全保障研究センター長

17 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ
ティティ・エラスト
Tytti ERASTO

ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）　シニアリサーチャー

18 スイス
ウィルフレッド・ワン
Wilfred WAN

国連軍縮研究所（UNIDIR）大量破壊兵器プログラム リードリサー
チャー

19 英国
ベイザ・ウナル
Beyza UNAL

王立国際問題研究所（チャタムハウス）国際安保部　副部長

20 米国
ジョン・アイケンベリー
G. John IKENBERRY

プリンストン大学　教授

21 米国
ジェフリー・ルイス
Jeffrey LEWIS

ミドルベリー国際大学モントレー校ジェームズ・マーティン不拡散
研究センター東アジア不拡散プログラム　ディレクター

22 米国
リン・ラステン
Lynn RUSTEN

核脅威イニシアティブ（NTI） 副会長（グローバル核政策プログ
ラム）

23 米国
スコット･セーガン
Scott D. SAGAN

スタンフォード大学　教授

24 米国
アンドリュー・ウェーバー
Andrew C. WEBER

戦略的危機評議会　シニアフェロー
元米国防次官補（核・化学・生物防衛計画担当）

25 米国
ジョン・ウォルフスタール
Jon WOLFSTHAL

グローバルゼロ　シニアアドバイザー
元米国国家安全保障会議不拡散担当上級部長

ひろしまラウンドテーブル2021参加予定者

別紙１
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interprefyの使い方

トークンは大文字、小文字まで認証しますので、入力の際は

ご注意ください。

聞きたい言語を選択してください。

①アプリをダウンロードしてください。

「Google Play Store」、または「App Store」にアクセスし、

QRコードもしくは、「interprefy」で検索して、ダウンロードしてください。

※アプリは無料でダウンロードいただけます。

※イヤホンをスマートフォンに接続し、他のアプリは可能な限り全て閉じてください。

②アプリを開き、ログインページでトークン（パスワード）を入力してください。

③言語を選択してください。

【アプリから聞く場合】

【音声確認の方法】

音声確認用トークン：

を入力すると、日本語、英語のテスト音声を聞くことができます。

④interprefyに接続されると通訳音声が流れます。

言語を変更する場合は、表示されている言語をタップすると③の言語

選択画面から変更いただけます。

音声が良く聞こえない場合は一度切断いただき、再度接続してくださ

い。

別紙２
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interprefyの使い方

【ブラウザから聞く場合】 ※アプリがダウンロードできない場合

PCからログインする場合、またはアプリダウンロードができない場合は、

QRコード、もしくはURLからログインしてください。

※ブラウザはGoogle Chromeをご使用ください。

ブラウザ用ログインページ
https://interprefy.interpret.world/user/sign-in

①ブラウザからログインしてください。

②ログインページが表示されたら、トークンを入力してセッションに接続してください。

③言語を選択してください。

④interprefyに接続されると通訳音声が流れます。

トークンは大文字、小文字まで認証しますので、

入力の際はご注意ください。

聞きたい言語を選択し、「接続」をタップしてください。

【音声確認の方法】

音声確認用トークン：simuldemo

を入力すると、日本語、英語のテスト音声を聞くこ

とができます。

言語を変更する場合は、表示されている言語の右側「V」から

変更いただけます。

音声が良く聞こえない場合は一度切断いただき、再度接続し

てください。

※一部スマートフォン・タブレットにおいて、ブラウザでご利用頂けない可能性があります。
スマートフォン・タブレットでご利用の際はアプリをダウンロードいただくことをお勧めします。

https://interprefy.interpret.world/user/sign-in

