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1960 年 2 月 

1976～77 年 

1984 年 5 月 

1984 年 9 月 

 

1985～86 年 

1986～87 年 

 

 

1986～87 年 

 

1987 年  5 月 

1987 年  4 月 

1992 年  2 月 

1993 年 12 月 

1994 年  1 月 

1994 年  8 月 

1998 年 10 月 

2004 年 10 月 

2007 年  5 月 

2007 年 10 月 

2009 年 5 月 

米国カンザス州ローレンス市で生まれ 満５１歳 

オーストリア・ウイーンの国立高等学校 BundesrealgymnasiumXV に留学 

オクラホマ州立大学東亜研究学科卒業 Magna Cum Laude で学士号取得 

スタンフォード大学大学院東亜研究学科入学 

（National Resource Fellowship 奨学生） 

日本研究センター 留学 （日本国際交流基金奨学生） 

東京大学大学院相関社会科学学科 大学院研究生（文部省奨学生） 

（佐藤誠三郎教授の指導の下で中曽根康弘の政治史を研究し、 

スタンフォード大学の修士論文を作成） 

通産省大臣官房企画室でアルバイト（国際会議「政界の中の日本を考える懇談会」

のプレゼンテーション資料や報告書を翻訳） 

スタンフォード大学大学院東亜研究学科 修士課程修了 

三菱商事株式会社 入社 化学品グループに勤務 

山口昌子と結婚 

三菱商事株式会社 退職 

山口建設株式会社 入社 

日本国籍 取得 

山口建設株式会社 代表取締役 就任 

山口アセット・マネジメント株式会社 代表取締役 就任 

上記二社を合併させ、（株）山口コーポレーション 代表取締役 就任 

株式会社トラベル東北 代表取締役 就任 

日本ソフト・パワー研究所 設立 代表に就任 

mailto:steve-yamaguchi@jsoftpower.org


レクチャー 「Why You Need More Soft Power」（なぜ自分のソフト・パワーを強化すべきか） 

   平成２２年１１月２４日、東京大学工学部講義 

「無責任国家日本」から「ソフト・パワー大国日本へ」 

平成 21 年 6 月 30 日、慶應義塾大学ｼｽﾃﾑ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 

「ジョセフ・ナイ教授とオバマ政権のソフト・パワー外交」 

平成 21 年 5 月 25 日、早稲田大学大学院公共経営研究科 

 

学術論文 A Political History of Nakasone Yasuhiro 1947-1982 

  （中曽根康弘の政治史） 

  Bureaucratic Agrarian Policy and the Problem of Tenancy in Japan, 1895-1945 

  (日本の農業政策と小作問題) 

  The Post-Mao Industrial Economic Reforms: A Bibliographical Essay 

  （ポスト毛沢東の産業経済改革） 

  The Ritsuryo System of Production and the Fate of the Bureaucratic State 

  （律令制における農業生産体制と官僚国家の命運） 

  Myth and Madness: Japanese Imperial Mysticism and National Destruction 

  1868-1945  （国家神道の狂いと日本国家の崩壊） 

  Nichiren, Nichiren Shoshu, Sokagakkai, Komeito and the State 

  （日蓮、日蓮正宗、創価学会、公明党と日本国家との関係について） 

  China’s Campaigns for Official Relations with Japan 1949-1972 

  （日本との国交正常化に向けて：中国の取組み、1949-1972） 

  United States China Policy and the Problem of Taiwan in the Reagan  

  Administration （レーガン時代における米国の対中国政策と台湾の問題） 

 

新聞記事 『「脱依存」の東北復興を目指す』 

2011/6/25 朝日新聞「フロントランナー」 

「脱公共時代へ。元土建会社社長が考える地方「自立」の道」 

2009/12 朝日新聞 GLOBE 

  「山形見つけた」連載 (8 回) 

山形新聞特別企画 2008 年 

 

テレビ出演 「サキどり」 

NHK 総合、2011/6/26 

  「Mr.サンデー」 

   フジテレビ、2011/7 

「黒岩祐治の人材発掘：国づくりは人づくり」 

シアター・テレビジョン 2010/7,8 月 



  「山口スティーブトラベル東北社長が野村証券山形支店長と対談」 

YTS Gojidas, 2010/7 

  「突破する力」 

テレビ朝日、2010/6/27 

  「米国人社長の山形再生論」、 

テレビ東京 Morning Satellite「地方の底力」2010/4/8 

 

シンポジウム  「地域観光と地方の真の自立」 

   22 年 10 月 17 日、朝日新聞 GLOBE ライブ（東京国際フォーラム） 

 

所属団体  Phi Beta Kappa 

「伊達な観光圏推進協議会」委員 

大崎市商工会議所（宮城県） 

最上町商工会（山形県） 

最上国際交流協会 （発起人） 

最上町フィルム・コミッション（発起人） 

最上着たび実施協議会 副会長(2008～2009) 

  山形県建設業協会最上支部 （1998 年～2007 年） 

  秋田林業土木協会 （1998 年～2007 年） 

 

所属委員会等 びゅうーみのりの会 委員（JR 陸羽東線沿線観光を促進する会） 

  最上地域誘客推進委員会 委員 

最上町経済活性化対策会議 委員 

宮城県栗原市総合政策委員会  （2006 年～2007 年） 

国土交通省東北地方整備局 地域づくりレポーター (2002 年～2003 年) 

山形県最上総合支庁 ﾓﾃﾞﾙｴｺﾀｳﾝ実現ﾌﾟﾗﾝ推進研究会 （2002 年～2003 年） 

宮城未来フォーラム（自由民主党宮城県連の下部組織）副会長 （1995～1996 年） 

 

その他活動 朝日新聞 GLOBE リサーチャー 

自由民主党宮城県連首都機能移転海外先進首都調査団 企画実施担当（1996 年） 

山形県警察本部通訳嘱託 

 

家族   ヤエ子（義母、7９歳）昌子（妻、４３歳）智仁（長男、1８歳）恵美（長女、１１歳） 

 

言語  ドイツ語、日本語、英語 

 

趣味   登山、キャンプ、スノーモビール、バイオリン演奏、写真、木工、自転車旅行等 


