
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 名古屋大学大学院国際開発研究科 

（  カンボジア  ）拠点機関： 王立プノンペン大学 

（  タイ  ）拠点機関： チュラロンコン大学 

（  ラオス  ）拠点機関： ラオス国立大学 

（  ベトナム  ）拠点機関： ホーチミン市国家大学 

（  インドネシア  ）拠点機関： ガジャマダ大学 

（  中国  ）拠点機関： 清華大学 

（  フィリピン  ）拠点機関： フィリピン大学ロスバニョス校 

（  インド  ）拠点機関： インド工科大学ボンベイ校 

（  韓国  ）拠点機関： 高麗大学 

（  シンガポール  ）拠点機関： シンガポール国立大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：グローバル化時代のアジアにおける新たなダイナミズムの胎動と産業人材育成          

             （交流分野：国際開発協力  ）  
（英文）： Skills Development for the Emerging New Dynamism in Asian Developing 

Countries under Globalization                       
             （交流分野：International Development and Cooperation）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www2.gsid.nagoya-u.ac.jp/blog/anda/                        
 
３．開始年度 
平成２０年度（１年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：名古屋大学大学院国際開発研究科 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名） ：国際開発研究科・科長・二村 久則 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：国際開発研究科・教授・西村 美彦 
 協力機関：東京大学総合文化研究科、大分大学経済学研究科、同志社大学総合政策科学

研究科、南山大学経済学研究科、名古屋産業大学環境マネジメント研究科 
 事務組織：名古屋大学研究協力部研究支援課 
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相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：カンボジア 
拠点機関：（英文）Royal University of Phnom Penh 

      （和文）王立プノンペン大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Master’s in Development Studies 
Program・Director・Ngin Chanrith 
協力機関：（英・和文）Cambodia Development Resource Institute・カンボジア開発資

源研究所 
 
（２）国（地域）名：タイ 
拠点機関：（英文）Chulalongkorn University 

      （和文）チュラロンコン大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Faculty of Economics ・Associate 

Professor・Lekuthai Phaisal  
協力機関：（英・和文）Asian Institute of Technology・アジア工科大学、SEAMEO Regional 

Centre・高等教育地域センター、Chiang Mai University・チェンマイ大学 
 
（３）国（地域）名：ラオス 
拠点機関：（英文）Laos National University 

      （和文）ラオス国立大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Faculty of Education ・Lecturer・

Phimmakong Phouvong 
協力機関：（英・和文）Souphanuvong University・スパニュヴォン大学、Champasak 

University・チャンパサック大学 
 
（４）国（地域）名：ベトナム 
拠点機関：（英文）Ho Chi Minh City National University 

      （和文) ホーチミン市国家大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）School of Humanities and Social 
Sciences・Director・Thanh Phan 

協力機関：（英・和文）Vietnam National University, Hanoi・国立ハノイ大学 
 
（５）国（地域）名：インドネシア 
拠点機関：（英文）Gadjah Mada University 

      （和文）ガジャマダ大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） Faculty of Economics・Professor・
Mansoer Faried Wijiya 
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協力機関：（英・和文）University of Hasanuddin・ハサヌディン大学、Indonesian Institute 
of Sciences・インドネシア理工大学 
 
（６）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Tsinghua University 

      （和文）清華大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）  School of Public Policy and 
Management・Professor・Wang Ming 
協力機関：（英・和文）Fudan University・復旦大学、Shanghai University of Foreign 
Trade・上海対外貿易学院、 

 
（７）国（地域）名：フィリピン 
拠点機関：（英文）University of the Philippines, Los Banos 

      （和文）フィリピン大学ロスバニョス校 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） Institute of Development Management 
and Governance、College of Public Affairs・Professor・Mimoza C. Ocampo 
 
（８）国（地域）名：インド 
拠点機関：（英文）Indian Institute of Technology, Bombay 

      （和文）インド工科大学ボンベイ校 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） Department of Humanities and Social 
Sciences・Professor・K. Narayanan 

協力機関：（英・和文）Madras School of Economics・マドラス経済大学、Indian Institute 
of Management, Bangalore・インド経営大学院バンガロール校、Indian Institute of 
Information Technology・インド情報技術大学院、 
 
（９）国（地域）名：韓国 
拠点機関：（英文）Korea University 

      （和文) 高麗大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Food and Resource 
Economics・Moon Wanki, Associate Professor 

協力機関：（英・和文） Korean Institute of Industrial Economics・韓国産業経済研究所、

Ewha Women’s University・梨花女子大学、Gyeongsang National University・慶尚大学 
 
（10）国（地域）名：シンガポール 
拠点機関：（英文）National University of Singapore 

      （和文) シンガポール国立大学 
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 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） Faculty of Arts and Social Sciences・
Assistant Professor・Sreekumar T. T. 

協力機関：（英・和文）Singapore Management University・シンガポール経営大学 
 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
本事業の目標は、近年、グローバル化が急速に進展し、中国、インドや東南アジア諸国が

急成長を遂げる中で、狭間に位置するメコン川流域圏諸国など後発途上国を対象に、アジ

ア大学間ネットワークを通じて、アジアにおける新たなダイナミズム、特にグローバル化

および地域統合と国際分業体制の再編がこれらアジア後発途上国にもたらすインパクトを

解明し、これら諸国が貧困削減と持続的成長を達成するための産業育成、および産業開発

を推進するために必要な産業人材育成上の課題を研究するとともに、課題解決に向けて産

業人材育成のための支援を行う。すなわち、本事業の実施により、研究交流を通じて、ア

ジア後発途上国に開発のための「リサーチ＆アクション」拠点を構築することが目標であ

る。さらに、最終的には、上記国際共同研究の成果のグローバルな発信と、研究成果を踏

まえた人材育成の実践を通じて、アジア後発途上国のキャッチアップに寄与し、ひいては、

アジア地域全体の持続的な発展に貢献することを目標とする。具体的には、以下の６つの

目標を達成する。 
① 国際共同研究・研究者交流：アジア大学間ネットワークの参加校の研究者をメンバーと

する国際的かつ学際的な研究チームによる国際共同研究を実施する。 
② 名古屋大学を中核とするアジア各国大学との「開発のためのアジア学術ネットワーク」

の構築・強化：従来、本研究科の学術交流協定校や名古屋大学が主導する大学間ネット

ワークである国際学術コンソーシアム（AC21）参加校を中心に、研究交流の実績を積

み重ねてきたが、本事業では、これらを発展させ、アジアに「開発のためのアジア学術

ネットワーク」を構築、また、参加大学に拠点を形成し、実際に、アジアの持続的発展

のための政策提言や人材育成に寄与する。 
③ 若手研究者の育成・研究能力の向上：上記国際共同研究の実施において、名古屋大学お

よび参加大学の若手研究者の積極的な参加を促し、若手研究者の育成・研究能力の向上

を図る。 
④ 国際フォーラムやセミナーの開催：研究成果の発表・知見の共有のために、国際フォー

ラムやセミナーを開催し、国際的な発信を行う。 
⑤ 政策提言：研究成果の発信を通じて、アジア後発途上国の開発戦略、特に産業人材育成

政策に関する政策提言を行う。 
⑥ 「開発のためのアジア学術ネットワーク」を活かしたアジア域内の国際貢献・支援：本

事業参加大学と協働し、アジア後発途上国における産業人材育成のための教育プログラ

ム形成など大学間ネットワークを活かした支援を行う。 
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６．平成２０年度研究交流目標 
 本事業の第 1 年度である平成 20 年度には、以下の４つの目標を達成する。 
① 国際共同研究・研究者交流：アジア大学間ネットワークの参加校の研究者をメンバーと

する国際的かつ学際的な研究チームによる国際共同研究を実施する。本研究は、新たな

ダイナミズムが胎動するアジアにおいて、（１）国際分業体制の再編のアジア諸国への

インパクト、（２）アジア後発途上国の経済社会構造の変容パターンの解明を行い、こ

れらを踏まえて、（３）アジア後発途上国におけるグローバル化時代に対応する産業人

材育成上の課題を明らかにすることを目的とする。平成 20 年度には、このうち、（１）

国際分業体制の再編のアジア諸国へのインパクト、ならびに２）アジア後発途上国の経

済社会構造の変容パターンの解明を中心に実施する。これらの研究成果を踏まえ、第 2
年度にあたる平成 21 年度に、上記（３）の研究課題に取組む。 

② 名古屋大学を中核とする「開発のためのアジア学術ネットワーク」の構築・強化：本研

究科の学術交流協定校や名古屋大学が主導する大学間ネットワークである国際学術コ

ンソーシアム（AC21）参加校を中心に、積み重ねてきた研究交流を発展させ、アジア

に「開発のためのアジア学術ネットワーク」を構築する。また、参加大学に拠点を形成

する。この「開発のための学術ネットワーク」には、当面、チュラロンコン大学（タイ）、

王立プノンペン大学（カンボジア）、ラオス国立大学（ラオス）、ホーチミン市国家大学

（ベトナム）、清華大学（中国）、高麗大学（韓国）、ガジャマダ大学（インドネシア）、

フィリピン大学ロスバニョス校（フィリピン）、インド工科大学ボンベイ校（インド）、

シンガポール国立大学（シンガポール）などの拠点大学・協力大学の参加を予定してい

る（将来的には、参加大学を拡大し、ネットワークを発展させる予定）。具体的な活動

としては、「開発のためのアジア学術ネットワーク」参加機関・研究者の間で、（１）所

属大学・国を越えた多国籍・多分野の研究者から成るチームを編成し、上記国際共同研

究を実施する。（２）ウェブサイトやメーリングリストの開設など、研究情報や知見の

交換・共有、研究交流、研究成果の発表の場を設ける。（３）TV 会議システムを活用し、

講義の相互配信を行う。（４）各国の拠点大学に、「アジア開発のための学術ネットワー

ク」拠点を形成する。 
③ 若手研究者の育成・研究能力の向上：上記国際共同研究の実施において、名古屋大学お

よび参加大学の若手研究者（後期課程学生を含む）の積極的な参加を促し、若手研究者

の育成・研究能力の向上を図る。また、上記「開発のためのアジア学術ネットワーク」

を通じて、若手研究者に研究成果の発表の機会を提供する。 
④ 国際セミナーの開催：第 1 年度である平成 20 年度には、21 年 1 月に、上記国際共同研

究の参加者の中で、特にアジア各国の拠点大学からコーディネーターを招聘し、タイ・

チュラロンコン大学において 2 日間の国際ワークショップを開催する。本国際ワークシ

ョップでは、（１）上記国際共同研究の分析フレームワークおよび方法論の精緻化・確

認、（２）第 1 年度の研究の進捗状況の報告、（２）第 2 年度（平成 21 年度）ならびに

第３年度（平成 22 年度）の研究方針・到達点、研究スケジュールおよびグループ分担
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の決定・確認を行う。 
 
７．平成２０年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

本研究課題の遂行の研究協力体制として、また、今後、アジアにおける開発にかかわる諸

問題を大学間ネットワークを通じて研究し、問題解決に貢献するためのプラットフォーム

として、「開発のためのアジア学術ネットワーク（Academic Network for Development in 

Asia: ANDA） を構築した。この ANDA は、本事業に参加する 11 カ国の拠点大学機関（名古

屋大学、王立プノンペン大学、チュラロンコン大学、ラオス国立大学、ホーチミン市国家

大学、ガジャマダ大学、フィリピン大学ロスバニョス校、清華大学、インド工科大学ボン

ベイ校、高麗大学、シンガポール国立大学および各国の協力大学）を結ぶネットワークで

あり、去る 1月にバンコックで開催した第 1回 ANDA 国際セミナーにおいて、正式に発足し、

各拠点大学機関におけるコーディネーターを改めて参加者全員の合議で選出した。これら

大学のほか、将来的には、ADB、ILO、JICA、UNESCO などの国際機関・援助機関も参加の予

定である（すでに、ILO、JICA は、オブザーバーとして参加。）また、ANDA を通じた活動内

容を議論したほか、ANDA の事務局を平成 22 年 3 月まで名古屋大学大学院国際開発研究科に

置くことを決定した。ANDA は、共同研究の成果やそのほかの学術交流を通じて、アジア域

内に横断的に存在する諸問題の解決に向けて共同して貢献することを目指している。 

 

７－２ 学術面の成果 

平成 21 年 1 月 23-25 日に開催された第 1 回 ANDA 国際セミナーでは、下記８で詳述する

ように研究課題の R-1 に関する４セッション、R-2 に関する４セッション、合計８セッショ

ンが設けられ、本事業の一環として実施する国際共同研究の中間報告として、各セッショ

ンで 2 本の論文、合計 16 本の論文が発表された。さらに、3 日目には、2 つの学生セッシ

ョンが設けられ、各セッションで 3 本の論文、合計 6 本の論文が発表された。これら論文

は、セミナーの Proceedings に所収され、関係者ならびにそれぞれの国の関連分野の研究

者に配布され、研究成果を発信する役割を担った。なお、上記セミナーの各セッションで

は、参加研究者から非常に活発な質問・コメントが寄せられ、各報告者は、これらを踏ま

えて、第 2 年度以降の研究に活かす予定である。 
また、平成 21 年 3 月９・10 日に名古屋で開催された国際学会「International Conference 

on Business, Economics, and Information Technology」(主催：University of Guam, Penn 
State University, および名古屋大学)において、本事業で実施される国際共同研究について

報告を行った。また、欧米諸国、アジア諸国から参加した研究者と知見の交換を行った。 
 
７－３ 若手研究者養成 

上記のとおり、第 1回 ANDA 国際セミナーでは、２つの学生セッションが設けられ、名古屋
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大学およびチュラロンコン大学の博士課程院生 6名が各自の博士論文研究について発表し、

セミナー参加研究者からコメントを得る機会を得た。（名古屋大学から参加した院生の一部

は、「大学院教育改革支援プログラム」事業として名古屋大学大学院国際開発研究科が採択

された「国際協力型発信能力の育成」プログラムによる支援を受けて参加し「グローバル・

プラクティカム」の認証を受けた。）これは、若手研究者に国際会議で発表をする機会を与

えることにより、国際的に活躍できる若手研究者の育成と研究能力の向上に資するもので

ある。これら 2 セッションは、他の海外拠点大学から出席した参加者からも大変好評であ

り、第 2年度に開催予定の第 2回 ANDA セミナーでは、学生セッションを拡大し、ほかの拠

点大学の博士課程院生など若手研究者にも報告機会を提供する予定である。 

 

７－４ 社会貢献 

本事業を通じて構築された ANDA は、アジアの中核的大学の大学間ネットワークを通じて、

アジア諸国の開発にかかわる諸問題の解決に、共同して、単に研究だけでなく、行動する

こと（「リサーチ＆アクション」）を通じて貢献することを目指している。本事業の第 1 年

度では、今後どのような形で、アジア域内の諸問題の解決に向けて行動できるかについて、

上記国際セミナーにおいて検討した。これらの行動は、国際的な社会貢献となることが期

待される。具体的な活動については、第 2年度以降に行う。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

上記のとおり、本事業の一環として構築された「開発のためのアジア学術ネットワーク

（ANDA）」は、平成 21 年 1 月にバンコックで開催された国際セミナーで正式に発足した

が、これは、開発分野での大学間ネットワークとして、国内はもちろん、アジア地域で初

の学術ネットワークであり、大変意義深い。しかし、本事業で助成された経費では、本事

業で計画されている国際共同研究を実施するための研究費に充当することはできず、11 カ

国からの参加研究者は各自の研究資金を本事業の研究活動のために充当することが期待さ

れている。しかしながら、カンボジア、ラオスからの参加者はもとより、その他の国の参

加者についても十分な研究費をもっているわけではないため、いかに研究費ならびにその

他の活動資金を確保するかが大きな課題である。高い研究成果、事業成果をあげるために

は、各方面からの継続的な財政支援が必要である。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数     15 本 

   うち、相手国参加研究者との共著   ３本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの  15 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 
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本年度は、本事業において計画した３つの研究課題、（１）グローバル化と国際分業体制の

再編のアジア諸国へのインパクト（R-1）、（２）アジア後発途上国における経済社会構造の

変容（R-2）、（３）グローバル化時代のアジア後発途上国における持続的成長と産業人材育

成（R-3）のうち、R-1 および R-2 に着手し、国際共同研究組織を立ち上げた。具体的には、

R-1、R-2 について４つずつサブ・テーマを設け、それぞれのサブ・テーマを担当する合計

８つの多国籍かつ Multi-disciplinary なチームを編成した。すなわち、R-1 については、

①農林水産業、②製造業、③サービス業（Ａ）観光業、④サービス業（Ｂ）教育産業、の

４つのセクター別チームを編成した。サービス業については、多くのアジア途上国におい

て基幹産業となっている観光業と、グローバル化によって急速に民間セクターの参入が著

しい教育産業を事例として取り上げた。R-2 については、①地域統合、②労働市場、③ガバ

ナンス、④貧困削減、の４つのテーマ別チームを編成した。各チームには、11 カ国の拠点

機関ならびに協力機関から各々のサブ・テーマを専門とする研究者が参加することとなり、

各チームは数カ国を事例として取り上げ、比較分析を行う。2009 年 1 月に開催した国際セ

ミナーは、これらチームが実際に初顔合わせをする場となり、研究のフレームワーク、方

法論などについてそれぞれ議論を深めた。 

 また、上記の研究課題のうち、R-2①地域統合ならびに④貧困削減についての現地研究拠

点をチュラロンコン大学に、また、R-3①スキルディベロプメントについての現地研究拠点

を王立プノンペン大学に、R-2③ガバナンスについての現地研究拠点をラオス国立大学にそ

れぞれ設置した。ただし、これらは、当面、本事業経費では運営する経費が不足している

ことから、上記海外拠点大学の既存の研究資源を活用するものである。 

 さらに、上記研究課題に関する現地調査については、本事業での事業経費が不足してお

り捻出することが困難であるため、参加研究者が、科研費など各自の別研究資金を活用し

て実施した。 

 

８－２ セミナー 

2009 年 1 月 23 日―25 日の 3 日間、タイ・バンコックで、チュラロンコン大学経済学部と

の共催により、国際セミナー「グローバル化時代のアジア途上国における新たなダイナミ

ズムの胎動と産業人材育成に係る国際セミナー・アジア開発のための大学ネットワーク会

議」を開催した。本セミナーは、上記 R-1、R-2 の２つのテーマに焦点を当て、本事業に参

加する 9 カ国 12 大学・研究機関の研究者ら約 70 名が参加した（中国とベトナムからの参

加予定者は、旧正月のため欠席）。セミナーでは、開会セッションに続き、１日目・2 日目

に上記の８サブ・テーマ別に計８セッションが設けられた。２日間で合計 16 本の論文発表

が行われ、続く質疑応答では、質の高い、かつ活発な議論が行われた。3 日目には、２つの

学生セッションにおいて、名古屋大学とチュラロンコン大学の博士課程学生 6 名がそれぞ

れの博士論文研究に関する報告を行い、参加研究者がコメントを行った。続いて、本事業

を通して構築された「開発のためのアジア学術ネットワーク（Academic Network for 
Development in Asia: ANDA) 」の運営会議が行われ、今後、ANDA を通じて、参加大学
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がアジアの持続的経済成長と貧困削減の達成に向け、国際共同研究、学術交流、政策提言

など様々な活動を推進することが合意された。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

（１）上述のとおり、参加 11 カ国 11 拠点大学を中心に「開発のためのアジア学術ネット

ワーク(ANDA)」を正式に組織化し、本事業終了時まで ANDA 事務局を本学国際開発研究

科に設置することを合意した。ＨＰ上で、本事業参加者が討論・意見交換を行う場を設け

るほか、また、ANDA ディスカッション・ペーパーシリーズを開始し、ＨＰ上で公開する

こと、今後、参加大学間の研究交流・学生交流をさらに活発化させることなどを合意した。 
（２）平成 20 年 9 月 29・30 日に名古屋大学大学院国際開発研究科の教員 3 名および法学

研究科客員研究員 1 名が本事業の海外拠点機関のひとつであるラオス国立大学を訪問し、

学長および国際交流課副課長と面談し、両大学間の交流の在り方について協議を行ったほ

か、法政学部において講演を行った。さらに、両大学間の学生交流、研究者交流、国際共

同研究における「ガバナンス」グループの研究計画について詳細な協議・打ち合わせを行

った。（別経費による研究者交流） 

（３）平成 20 年度前期に、名古屋大学大学院国際開発研究科に、本事業海外拠点機関であ

るチュラロンコン大学経済学部から 1 名、海外協力大学であるベトナム国立大学ハノイ校

から 1 名を、また、後期に、海外拠点機関であるガジャマダ大学から 1 名を海外客員研究

員として招聘したほか、国内協力機関である大阪大学から 1 名を国内客員研究員として招

聘した。さらに、平成 20 年度前期に、名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研

究センター（本事業学内協力機関）に本事業の海外拠点大学であるラオス国立大学から 1

名を、また、後期に、名古屋大学高等教育センターに、海外協力大学である復旦大学から 1

名をそれぞれ海外客員研究員として招聘した。（別経費による研究者交流） 

（４）平成 21 年 3 月に、名古屋大学大学院国際開発研究科の教員 2名が本事業の海外拠点

大学である清華大学を訪問し、清華大学コーディネーター（1 月の第 1 回 ANDA セミナーに

欠席）に、会議の内容・結果について報告するとともに、ANDA への清華大学の参加内容に

ついて協議した。また、北京大学、中国対外貿易学院の研究者とも面談し、本事業ならび

に本事業で実施される国際共同研究について概要を説明し、参加・協力を要請した。 

（５）平成 21 年 3 月に、名古屋大学大学院国際開発研究科の教員 1名が本事業の海外拠点

大学である王立プノンペン大学を訪問し、来年度（平成 21 年度）にプノンペンで開催され

る予定の第 2回 ANDA セミナー（王立プノンペン大学がローカルホスト）について会場・プ

ログラムについて協議・打ち合わせを行った。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 カンボジア ラオス タイ 中国 合計 

日本 
実施計画  ４／２４ ４／２４ ４／２４ ０／０ １２／７２ 

実績 １／５ ０／０ １０／５０ ２／８ １３／６３ 

カンボジア 
実施計画    ２／８  ２／８ 

実績   ２／１０  ２／１０ 

ラオス 
実施計画    ２／８  ２／８ 

実績   ２／９  ２／９ 

タイ 
実施計画      ０／０ 

実績     ０／０ 

ベトナム 
実施計画    ２／８  ２／８ 

実績    ０／０ ０／０ 

フィリピン 
実施計画    １／３  １／３ 

実績    １／５  １／５ 

中国 
実施計画    １／４  １／４ 

実績    ０／０  ０／０ 

韓国 
実施計画    １／４  １／４ 

実績    ０／０  ０／０ 

シンガポー

ル 

実施計画    １／３  １／３ 

実績    １／３  １／３ 

インド 
実施計画    １／４  １／４ 

実績    ２／８  ２／８ 

インドネシ

ア 

実施計画    １／３  １／３ 

実績    １／５  １／５ 

合計 
実施計画  ４／２４ ４／２４ １６／６９ ０／０ ２４／１１７

実績  １／５ ０／０ １９／９０ ２／８ ２２／１０３

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 ４／８ （人／人日） １／２ （人／人日） 

 10



１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－１ 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）グローバル化と国際分業体制の再編のアジア諸国へのインパクト

（英文）The Impact of Globalization and Changing International 

Division of Labor on Asian Late Developing Countries 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）藤川 清史・名古屋大学大学院国際開発研究科・教授 

（ 英 文 ） Kiyoshi Fujikawa ・ Graduate School of International 

Development、Nagoya University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Neth Barom・Royal University of Phnom Penh・Vice Rector 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 カンボジア ラオス 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  １／６ １／６ ２／１２ 

実績 ０／０＊ ０／０＊ ０／０＊ 

 実施計画     

実績    

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画     

実績     

② 国内での交流     １人／２人日＊（＊本事業経費以外は含めない）

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

上記７および８で述べたとおり、研究体制を構築し、研究分担と担当者を

決定した。各グループごとに各自の研究資金で現地調査を実施した。アジ

ア全体の産業構造の変化、国際分業体制の再編について、特に、グローバ

ル・バリュー・チェーン分析手法を用いて、製造業のみならず、農業、サ

ービス業についても生産のみならず、研究開発から、流通、販売までを含

めた分業のあり方の変化を分析した。具体的には、国際分業体制の再編パ

ターンを、産業別に考察し、農業（コメ、果物、水産物など）、製造業、サ

ービス業（特に、多くの国で主要産業である観光産業、および近年民営化

が著しい教育産業）を取り上げ、それぞれアジア域内に生じた分業体制の

変化をバリューチェー分析手法などを用いて分析した。平成 21 年 1 月に開

催された第1回ANDA国際セミナーにおいて参加研究者による中間報告とし

て 16 本の研究報告を行い、参加研究者間で知見・情報の交換をしたほか、
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今後の研究の枠組み・方向性などについて協議を行った。また、報告され

た論文は、Proceedings にまとめられ、研究成果の発信を図った。 

日本側参加者数  

１８ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（カンボジア）国(地域)側参加者数 

３ 名 （１３－２（カンボジア）国側参加研究者リストを参照）

（タイ）国(地域)側参加者数 

２ 名 （１３－３（タイ）国側参加研究者リストを参照） 

（ラオス）国(地域)側参

加者数 

  

２ 名 （１３－４（ラオス）国側参加研究者リストを参照） 

（ベトナム）国(地域)側

参加者数 

  

１ 名 （１３－５（ベトナム）国側参加研究者リストを参照） 

（インドネシア）国(地

域)側参加者数 

  

１ 名 （１３－６（インドネシア）国側参加研究者リストを参照）

（中国）国(地域)側参加

者数 

  

０ 名 （１３－７（中国）国側参加研究者リストを参照） 

（フィリピン）国(地域)

側参加者数 

  

０ 名 （１３－８（フィリピン）国側参加研究者リストを参照）

（インド）国(地域)側参

加者数 

  

０ 名 （１３－９（インド）国側参加研究者リストを参照） 

（韓国）国(地域)側参加

者数 

  

１ 名 （１３－１０（韓国）国側参加研究者リストを参照） 

（シンガポール）国(地

域)側参加者数 

  

２ 名 （１３－１１（シンガポール）国側参加研究者リストを参

照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）アジア後発途上国における経済社会構造の変容 

（英文）Changing Socio-economic Structures in Asian Late Developing 

Countries 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）西川 芳昭・名古屋大学大学院国際開発研究科・教授 

（ 英 文 ） Yoshiaki Nishikawa ・ Graduate School of International 

Development, Nagoya University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

 Bounthavy Sosamphanh・ラオス国立大学・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 カンボジア ラオス 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  １／６ １／６ ２／１２ 

実績 ０／０＊ ０／０＊ ０／０＊ 

 実施計画     

実績    

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画     

実績     

② 国内での交流    ０人／０人日＊（＊本事業経費以外は含めない） 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

上記７および８で述べたとおり、研究体制を構築し、研究分担と担当者を

決定した。各グループごとに各自の研究資金で現地調査を実施した。20 年

度は、特に、カンボジア、ラオスの事例を中心にアジア地域における（１）

産業構造、貿易パフォーマンス、投資状況の変化を含むアジア域内の経済

統合の現況、（２）労働市場の変化、（３）ガバナンス、（４）貧困・経済格

差、(５)法制度構築などの点について分析した。分析にあたっては、マク

ロ・ミクロの両側面を考察した。平成 21 年 1 月に開催された第 1 回 ANDA

国際セミナーにおいて参加研究者による中間報告として 16 本の研究報告

を行い、参加研究者間で知見・情報の交換をしたほか、今後の研究の枠組

み・方向性などについて協議を行った。また、報告された論文は、

Proceedings にまとめられ、研究成果の発信を図った。 
日本側参加者数  

１６ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（カンボジア）国(地域)側参加者数 
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４ 名 （１３－２（カンボジア）国側参加研究者リストを参照）

（タイ）国(地域)側参加者数 

１ 名 （１３－３（タイ）国側参加研究者リストを参照） 

（ラオス）国(地域)側参加者数 

２ 名 （１３－４（ラオス）国側参加研究者リストを参照） 

（ベトナム）国(地域)側参加者数 

２ 名 （１３－５（ベトナム）国側参加研究者リストを参照） 

（インドネシア）国(地域)側参加者数 

０ 名 （１３－６（インドネシア）国側参加研究者リストを参照）

（中国）国(地域)側参加者数 

１ 名 （１３－７（中国）国側参加研究者リストを参照） 

（フィリピン）国(地域)側参加者数 

０ 名 （１３－８（フィリピン）国側参加研究者リストを参照）

（インド）国(地域)側参加者数 

０ 名 （１３－９（インド）国側参加研究者リストを参照） 

（韓国）国(地域)側参加者数 

１ 名 （１３－１０（韓国）国側参加研究者リストを参照） 

（シンガポール）国(地域)側参加者数 

０ 名 （１３－１１（シンガポール）国側参加研究者リストを参

照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－１ 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業 

「グローバル化時代のアジア途上国における新たなダイ

ナミズムの胎動と産業人材育成に係る国際セミナー・開

発のためのアジア学術ネットワーク会議」 
（英文）JSPS AA Science Platform Program “The International 
Seminar on Skills Development for the Emerging New 
Dynamism in Asian Developing Countries under 
Globalization, the first annual conference of the University 
Network for Development in Asia(UNDA) 

開催時期 平成２１年１月２３日 ～ 平成２１年１月２５日（３日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ・バンコク 
（英文）Bangkok, Thailand 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）岡田 亜弥・名古屋大学大学院国際開発研究科・教授 
（ 英 文 ） Aya Okada, Graduate School of International 
Development, Nagoya University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Chalaiporn Amonvatana 
Chulalongkorn University, Faculty of Economics, Professor 

参

加 

者

数 

① アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者  10/50 （  /  ）人/人日 25/108

（ / ）

 人/人日

（タイ）国(地域)側参加者 6/18 （  /  ）人/人日 

（カンボジア）国(地域)側参加者 2/10 （  /  ）人/人日 

（ラオス）国(地域)側参加者  2/ 9 （  /  ）人/人日 

（インドネシア）国(地域)側参加者  1/ 5 （  /  ）人/人日 

（フィリピン）国(地域)側参加者  1/ 5 （  /  ）人/人日 

（インド）国(地域)側参加者  2/ 8 （  /  ）人/人日 

（シンガポール）国(地域)側参加者  1/ 3 （  /  ）人/人日 

② 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              11 人 

29 人

（タイ）国(地域)側参加者 13 人 

(インドネシア）国(地域)側参加者              1 人 

(韓国）国(地域)側参加者              2 人 
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(ラオス）国(地域)側参加者              2 人 

① と ②の合計人数         

54 人 

セミナー開催の目

的 
本国際ワークショップは、以下の２つの目的を達成するために実施さ

れる。第 1 に、本事業を通じて、本研究科の学術交流協定校や名古

屋大学が主導する大学間ネットワークである国際学術コンソーシア

ム（AC21）参加校を中心に、積み重ねてきた研究交流を発展させ、

アジアに「開発のためのアジア学術ネットワーク」を構築するが、そ

の第 1 歩として、今後のネットワークの運営方針、活動内容、規約

などを検討する。また、ウェブサイトの構築、メーリングリストの設

定など、具体的な運営方法などについて詳細を検討する。第 2 に、

20 年度に実施する国際共同研究の到達点について参加者が報告し、

共有する。第 3 に、第 2 年度、第 3 年度における共同研究の分析フ

レームワーク、手法、研究分担、スケジュール、最終研究成果の発表

方法などについて打ち合わせを行う。 
セミナーの成果 上記７－１．及び８－２で言及したとおり、本セミナーの開催は大変

意義深いものであった。本セミナーの主な成果は以下のとおり。 
１）アジアの開発問題に正面から取り組むアジア初の大学間ネットワ

ークであり、グローバルな課題に関してアジア発の研究成果を発信す

ることをめざして、「開発のためのアジア学術ネットワーク

（Academic Network for Development in Asia: ANDA）を正式に発

足させた。本セミナーにおいて、ANDA の事務局、運営方針、活動

内容、ルール、ウェブサイトの構築・デザイン・内容、メーリングリ

ストの設定などについて詳細を決定した。 
２）国際共同研究の枠組み・領域・研究チーム・方法論について参加

研究者間で意見交換を行い、合意した。 
３）20 年度の研究活動の中間報告として、R-1、R-2 について、それ

ぞれ 4 セッションを設け、各セッションで 2 本、合計 16 本の論文発

表を行い、各発表者は、参加研究者との活発な質疑応答を通じて、多

数のコメントを得た。これらを、各発表者は、第 2 年度以降の研究

に反映させ、研究の精緻化を図る予定である。 
４）２つの学生セッションにおいて、博士課程院生 6 名がそれぞれ

博士論文研究について報告を行い、参加研究者からコメントを得た。

これは、若手研究者に国際会議での発表機会を与え、研究能力の向上

を通じて、若手研究者育成に資するものである。 
５）平成 21 年度に開催予定の第 2 回 ANDA 国際セミナーをプノン

ペンで開催することを決定し、海外拠点機関のひとつである王立プノ
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ンペン大学がローカルホストを務めることについて合意・了承を得

た。 

セミナーの運営組

織 
本セミナーは、名古屋大学大学院国際開発研究科が主催し、海外拠点

機関であるチュラロンコン大学がローカルホストを務めた。本セミナ

ーの企画は、チュラロンコン大学経済学部 MABE プログラムとの緊

密な打ち合わせ・準備によって進められた。なお、本セミナーには、

来賓として、在タイ日本大使館公使、チュラロンコン大学副学長、

JSPS バンコック事務所長が出席された。来賓も含め、約 60 名が参

加した。セミナー終了後、タイの主要経済新聞に本セミナーについて

の記事が掲載された。 
開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容             金額 3,394,000 円 
会場費、印刷費、外国旅費、通信費、車両借り上げ費等 

タイ側 内容             金額 約 200,000 円 
レセプション開催費（1 日目） 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 

カンボジ

ア 
ラオス 中国 計 

日本 
実施計画  2/12 2/12 0/0 4/24 

実績  1/5＊ 0/0*  2/8* 3/13* 

カンボジア 
実施計画      

実績     

ラオス 
      

     

中国 
実施計画      

実績     

合計 
実施計画  2/12 2/12 0/0 4/24 

実績  1/5＊ 0/0＊   2/8* 3/13* 

②  ③  国内での交流       0 人／0人日* 

＊本経費以外の研究者交流実績は多数だが、本表には含めていない。 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 ８３，９８０   

外国旅費 ２，９２５，７０９  
消費税対象額 
2,859,279 円 

謝金 ０   

備品・消耗品購入費 １１９，８６３  
消費税対象額 

2,587 円 

その他経費 １，６７６，０１８  
消費税対象額 
1,026,743 円 

外国旅費・謝金に係
る消費税 

１９４，４３０   

計 ５，０００，０００   

委託手数料 ５００，０００   

合  計 ５，５００，０００   

 
 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 ０ ０／０ 

第２四半期 ０ ０／０ 

第３四半期 ０ ０／０ 

第４四半期 ５，０００，０００ ２２／１０３ 

計 ５，０００，０００ ２２／１０３ 

 
 


