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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２２年度 実施計画書 

 
 
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．採用年度 
 平成 ２０年度（  ３年度目） 
 
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）： 

大学院国際開発研究科・研究科長・成田 克史 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院国際開発研究科・教授・岡田 亜弥 
 協力機関：東京大学総合文化研究科、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 
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 事務組織：研究協力部研究支援課、文系事務部経理課 
 
相手国側実施組織（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）Graduate Program in Development 
Studies・Director・Ngin Chanrith 
協力機関：（英・和文）Royal University of Agriculture・王立農業大学 

 
（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・Chalaiporn Amonvatana  
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）National University of Laos 

      （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 Law and Political Science・
Associate Professor・Viengvillay Thiengchanhxay 
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 ・ベトナム国立大学ハノ

イ校 
 
（５）国（地域）名：インドネシア 
拠点機関：（英文）Gadjah Mada University 
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      （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 Social and Political Science・

Lecturer・Nanang P.Megasejati 
協力機関：（英・和文）Research Center for Indonesian Institute of Sciences・インドネ

シア科学研究所研究センター 
 
（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 

 
（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 Affair・Associate Professor・Aser B. Javier 
 
（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 Institute of Development Studies・マドラス開発研究所、

Tata Institute of Social Sciences・タタ社会科学研究所 
 
（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・Associate Professor・Lim Songsoo 
協力機関：（英・和文） Korean Institute of Industrial Economics・韓国産業研究所 

 
（10）国（地域）名：シンガポール 
拠点機関：（英文）National University of Singapore 
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      （和文) シンガポール国立大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） Department of Business Policy 
NUS Business School・Associate Professor・Toh Mun Heng 
 
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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
本事業の第２年度である平成２１年度までに、以下の研究交流活動を行った。 
目標達成状況 
①国際共同研究・研究者交流：「開発のためのアジア学術ネットワーク（ANDA）」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２０

年度に開始し、２１年度に継続して実施した。本事業で設定した３つの研究課題のうち、

２０年度は、１）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

後発途上国の経済社会構造の変容パターンの解明（R-2）に焦点を当てた国際共同研究を

開始した。具体的には、R-1、R-2 について、それぞれ４つずつ、以下のサブ・テーマを

設定した。 
1) R-1「国際分業体制の再編のアジア諸国へのインパクト」：a) 農林水産業、b) 製造業、

c) サービス業 (観光業)、d) サービス業(教育産業)、 
2) R-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」：a) 地域統合、b)労
働市場、c) ガバナンス、d) 貧困削減 
これら、８つのサブ・テーマごとに、それぞれを担当する多国籍かつ学際的な研究チー

ムを編成し、研究体制を組織した。 
後述のとおり、２０年度に開催された第 1 回ＡＮＤA 国際セミナーでは、上記Ｒ－１,

Ｒ－２のそれぞれの中間成果として、１７本の論文発表が、８つの学術セッションにお

いて報告された。具体的には、農業グループは、今後のアジアにおける農業の重要な課

題である、農業部門の貿易自由化と農業の非市場的多機能化の動向と後者の計測、なら

びにメコン流域圏諸国６カ国における農業を取り巻く環境変化と農業開発戦略を考察し

た。製造業グループは、途上国製造業の国際化ならびに技術導入パターンの変化をイン

ドＩＴ産業の事例を中心に考察し、また、製造業におけるアウトソーシングの動向とそ

の生産性へのインパクトについて、シンガポール製造業の事例を中心に明らかにした。

サービス部門では、アジア諸国において重要な成長産業となっている観光業と教育サー

ビス産業を取り上げているが、前者については、近年の経済危機が観光業に及ぼす影響

と観光産業の持続可能性について考察し、アジアで近年急成長するエコツーリズム振興

のための戦略について、フィリピンの事例を中心に検討した。教育サービス産業につい

ては、近年、ＡＳＥＡＮ諸国において急速に進展する高等教育の普及と各国の高等教育

機関（大学）のハーモナイゼーション（調和化）の動向、また、アジア諸国に顕著な私

立大学の急速な増加がもたらす課題について、カンボジアの事例を中心に考察した。地

域統合グループは、グローバル化の進展によるアジア諸国への外国資本流入パターンの

増大がもたらすアジア経済へのインパクトを明らかにするとともに、東アジア・東南ア

ジアの自由貿易交渉・経済連携協定交渉の分析を行った。労働市場グループは、人口動

態変化と労働者の教育水準の変化が労働市場にもたらす影響を、インドとタイを中心に

分析した。ガバナンスグループは、グローバリゼーションがアジア諸国のガバナンスお
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よび制度構築にもたらす含意を考察した。貧困削減グループは、アジア諸国の貧困削減

への取り組み状況を、カンボジアとタイを中心に考察した。 
２１年度には、上記 R-1 、R-2 の国際共同研究をそれぞれ継続するとともに、これら

の中間成果を踏まえて、３つ目の研究課題である R-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」の国際共同研究を着手した。 
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： 本事業の第 1年度である平成２０年度に、本事業の研究実施体制として、

参加拠点大学を中心に、「開発のためのアジア学術ネットワーク（Academic Network for 

Development in Asia: ANDA）」を構築し、平成２１年 1 月に開催したバンコック国際セミ

ナーにおいて、正式に発足させた。平成２１年度には、これを発展・強化させた。また、

ＡＮＤＡホームページを構築した。これによってウェブベースで研究交流を発展できるイ

ンフラが整備され、参加研究者間の交流ならびにＡＮＤＡの広報体制が強化された。 
（URL: http://www2.gsid.nagoya-u.ac.jp/blog/anda/）。 

なお、第 1 年度においてはＡＮＤＡメンバー校であり、海外拠点大学の一つであるタ

イ・チュラロンコン大学との共催で、バンコックにおいて第 1 回ＡＮＤＡ国際セミナ

ーを開催したが、平成２１年度１０月には、チュラロンコン大学学長および国際連携

担当副学長らが、名古屋大学を表敬訪問し、両大学の学術交流の一層の推進について

協議が行われ、ＡＮＤＡを生かした国際的研究協力のさらなる推進についても双方か

ら積極的な提案と支援の表明が行われた。 

 

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

を図った。平成２１年 1 月にバンコックで開催した第１回 ANDA 国際セミナーでは、

２つの学生セッションを設け、それぞれ３名ずつ博士課程学生がそれぞれの博士論文研

究について発表をし、参加研究者からコメントを得る機会を設けた。同様に、平成２２

年１月にプノンペンで開催した第２回ＡＮＤＡ国際セミナーでは、３日目に、学生セッ

ションが４つ設けられ、名古屋大学、王立プノンペン大学、インド工科大学ボンベイ校

およびフィリピン大学ロスバニョス校の博士課程院生を中心とする大学院生１０名が

各自の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。

さらに、JSPS「平成２１年度若手研究者交流支援事業―東アジア首脳会議参加国からの

若手研究者招聘」事業の採択を受け、平成２２年５月にＡＮＤＡ海外拠点大学のうち、

同事業の対象国８カ国の拠点大学８大学から若手研究者２名ずつを名古屋大学に招聘

し、研究能力の向上を図るためのプログラムを実施する予定であるが、同セミナーの３

日目に開催された第 2回ＡＮＤＡ運営会議では、各大学からどのような基準で招聘若手

研究者を選考するか、また、具体的にどのようなプログラムを実施するかについて詳細

な議論を行った。 
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④ 国際フォーラムやセミナーの開催：平成２１年度には、名古屋大学と拠点機関のひとつ

であるタイ・チュラロンコン大学との共催で、第 1 回 ANDA セミナーを１月２３日―

２５日の３日間、バンコックで開催した。参加拠点機関を中心に９カ国から合計６８名

の参加を得た。研究者に加えて、協力機関である ILO や JICA から職員がオブザーバー

として参加した。本セミナーでは、上記国際共同研究の研究課題 R-1 と R-2 のそれぞれ

４つのサブ・テーマごとにセッションを設け、各セッションでは、それぞれ２名ずつ中

間報告を行い、続く質疑応答では、活発な議論を行った。本セミナーでは、さらに、上

記のとおり、２つの学生セッションを設け、合計６名の博士課程院生による報告の機会

を設けたほか、本事業を通じて構築した「開発のためのアジア学術ネットワーク

（ANDA）」の第１回運営会議を開催し、本ネットワークの今後の運営方法や事業につ

いて議論した。 
第２年度である平成２１年度は、同じく海外拠点大学の一つである王立プノンペン

大学と共催で、プノンペンにて、ＡＮＤＡメンバー１１カ国すべてから拠点大学・協

力大学が参加して、第２回ＡＮＤＡ国際セミナーを開催した（詳細は以下の関連項目

を参照）。同セミナーは９２名の参加を得て、第１回セミナー同様、盛会かつ成功裡に

修了したが、このような本格的で大規模な国際学術会議が開催されるのは、カンボジ

アでははじめてのことである。この会議には、王立プノンペン大学の学長をはじめ教

員・学生や、他のカンボジアの大学・研究機関も多数出席し、論文発表を行ったり、

議論に参加したが、この国際セミナーの準備・運営にかかわり、また学術セッション

に参加したことは、王立プノンペン大学、ならびに個々の研究者のキャパシティ・デ

ィベロプメントへの大きな貢献となった。 

なお、この国際セミナーを契機として、名古屋大学は、１９９８年に国際開発研究

科が王立プノンペン大学と締結していた部局間学術交流協定に代わり、新たに大学間

学術交流協定を締結することとなり、本セミナー開催中には、Lav Chhiv Eav 王立プノ

ンペン大学学長ならびに濵口道成名古屋大学総長による同協定書の署名式が執り行わ

れ、両大学の学術交流は、今後、ＡＮＤＡのみならず、より幅広い分野で一層活発に

推進されることが期待される。 

 

学術面の成果 

上記のとおり、１月８－１０日に開催された第２回 ANDA 国際セミナーでは、約９０名

が参加し、３日間にわたるセミナーの第１，２日目に行われた１０の学術セッションで、

合計２３本の論文が報告された。これらは、セミナー論文集としてまとめられ、セミナー

参加者および関係者に配布された。この中にはフル・ペーパーも多くあり、学術的に高い

水準にある論文も数多い。これらをもとに、各セッションでは参加者による活発な議論が

行われ、積極的な学術交流ならびに知見の交換が行われた。 
また、本セミナーでは、最終年度である平成２２年度にまとめる成果についても具体的
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な検討が行われ、セミナー２日目午後には、本事業の成果として英文３巻からなる叢書シ

リーズを出版することが合意され、３巻のそれぞれの概要や各章の執筆者などに関する具

体的な打ち合わせを行うため、グループ会議が行われた。３日目には、第２回 ANDA 運営

会議が開催され、グループ会議の結果があらためて発表・共有された。 
 

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 

  平成２１年度論文総数    ２６本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ７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  ２５本 

 
７．平成２２年度研究交流目標 
第３年度（最終年度）である平成２２年度には、以下の研究交流目標を設定する。 
１）国際共同研究・研究者交流：「開発のためのアジア学術ネットワーク」のメンバー校の

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継続して実

施し、研究成果をまとめる。具体的には、上記のとおり、Ｒ－１、Ｒ－２、Ｒ－３のそれ

ぞれのサブ・テーマ毎に設定した項目（Ｒ－１については、セクター別、Ｒ－２について

は、イッシュー別、Ｒ－３については、アクター別の 4 項目ずつ）について、①アジア全

体の状況について俯瞰する分析と、②特に興味深い個別事例の双方についてまとめる。本

事業の成果として英文叢書３巻（Ｒ－１、Ｒ－２、Ｒ－３のそれぞれについて一巻ずつ）

の出版に向け、執筆を進める。ANDA ホームページ等を通じた研究成果の公表に一層努め

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：本事業において、平成２０年度に構築した、「開発のためのアジア学術

ネットワーク（ANDA）」をさらに発展・強化し、また、ウェブやメーリングリストを

活用し、同ネットワークを通じた参加研究機関間の研究交流活動をさらに活発化させる。 
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。また、博士課程学生ら若手研究者に、国際セミナーでの研究発表の機会を与える。

さらに、上述のとおり、JSPS「平成２１年度若手研究者交流支援事業―東アジア首脳会議

参加国からの若手研究者招聘」事業の一環として、本事業における海外拠点大学１０大学

のうち、対象国８カ国８大学より、若手研究者各２名を名古屋大学に招聘し、彼らの研究

能力向上のための短期プログラムを実施する。この招聘を通じ、名古屋大学の若手研究者

にも、彼ら招聘若手研究者と研究交流し、知見の交換や議論をともに行うことによって、
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国際的なレベルで活躍できる若手研究者の育成を図る。さらに、ＡＮＤＡホームページを

生かして、若手研究者の研究成果の公表・国際的発信の機会を拡充する。 
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

ーラムを開催し、国際的な発信を行う。平成２２年度においては、第３回 ANDA 国際セミ

ナーを名古屋において開催し、本事業で実施している国際共同研究の成果を発表する機会

とする。 
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。具体的には、上記のとおり、英文叢書 3 巻の出版を通じ

た発信や、下記のとおり、国際セミナーの開催を通じた発信を通じて政策提言を行う。さ

らに、これらをベースに、将来的には、各国の参加者が自国においてセミナーや政策担当

者との政策協議などの場を通じて政策提言を行うことが期待される。 
 
８．平成２２年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

本研究では、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、

（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）グローバル化時代におけるアジア後発途上国の産業人材育成戦略の検討を行う。３

年目である平成２２年度には、これらの研究成果をまとめる作業を行う。具体的には、本

事業の成果としての英文叢書３巻の出版に向け、執筆を進める。ANDA ホームページ等を

通じた研究成果の公表に一層努める。 
 
８－２ セミナー 

１．拠点機関から参加する主要な研究者によって実施される国際共同研究の成果報告と、

成果の国際的な発信に向けて、執筆した原稿を最終化するためのコメントを相互に与

えるために、第３回 ANDA 国際セミナーを、名古屋大学において開催する。このセミ

ナーには、日本の援助機関や、国際機関担当者も招聘し、研究成果の発信を通じた政

策提言を図る。 
２．上記国際セミナーには、拠点機関の研究者のほか、「開発のためのアジア学術ネットワ

ーク」のメンバー機関の代表者（関連分野の研究者）など合計７０名が参加する予定

であるほか、アジア開発銀行（ADB）、UNESCO、JICA 等の関連機関から関連分野の

担当職員の参加を予定している。さらに、拠点大学の若手研究者、特に博士課程院生

にも参加の機会を与える予定である。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

上記国際共同研究ならびに国際セミナーの実施に加え、以下の研究者交流を計画している。 

１．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：初



10 
 

年度である平成２０年度に、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、本事業の参加拠点大学をメンバーとして、アジアに「開発

のためのアジア学術ネットワーク（ANDA）」を構築した（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）。第１年度である平成２０年度には、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

成果の発表の場を提供するためのインフラ整備を行った。また、事務局を名古屋大学

に設置した。第２年度である平成２１年度には、ウェブサイトの充実化を図った。第

３年度である平成２２年度には、これらウェブサイトやメーリングリストを活用した

ネットワーキングを展開し、活動をさらに活発化させる。さらに、本事業を通じた研

究活動の活発化と研究成果の公表・普及を図るために、ANDA ディスカッション・ペ

ーパーシリーズを軌道に乗せ、ホームページ上で掲載を増やす。 
２．上記「開発のためのアジア学術ネットワーク（ＡＮＤＡ）」参加校を結び TV 会議シス

テムを活用した、講義・セミナーの配信：「開発のための学術ネットワーク（ＡＮＤＡ）」

参加校を結んで、本事業の研究課題に関連するテーマのセミナー・講義を、TV 会議シ

ステムを活用して配信し、双方向型の知的交流機会を増やす。 

３．本事業終了後のネットワークの維持・発展に向けた体制づくり：本事業の終了後、「開

発のためのアジア学術ネットワーク(ＡＮＤＡ)」をいかに拠点大学間で、いかに維持・

発展させていくかは大きな課題である。最終年度である平成２２年度には、そのため

の体制づくりを図る。 
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９．平成２２年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

   派遣先 

派遣元 
日本 

カンボジ

ア 
タイ ラオス ベトナム 合計 

日本  
4/18 

（2/10）
2/8 2/8  1/5 

9/39 

(2/10) 

カンボジア 3/14     3/14 

タイ 
4/12 

（2/8） 
    

4/12 

（2/8） 

ラオス 3/12     3/12 

ベトナム 1/4     1/4 

インドネシア 1/4     1/4 

中国 2/6     2/6 

フィリピン 2/8     2/8 

インド 2/8     2/8 

韓国 
1/3 

(1/3) 
    

1/3 

（1/3） 

シンガポール 1/3     1/3 

合計 
20/74 

(3/11) 

4/18 

（2/10）
2/8 2/8 1/5 

29/113 

(5/21) 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

14/32  <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流計画状況 

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 

Lekuthai Phaisal・Chulalongkorn University, Faculty of Economics・

Associate Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

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

（人／人日）

ベトナム 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本  （2/10） 1/5 1/5 (2/10)

合計  （2/10） 1/5 1/5 (2/10)

② 国内での交流       1 人／2人日 

２２年度の研究

交流活動計画 

 

本研究では、２０年度・２１年度に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、各国の研究者と意見交換を行い、アジア各

国の実証的なデータに基づき、分析を行った。本年度は、これらを踏ま

え、参加研究者間で議論しながら、研究成果としてまとめる。R-１の研

究成果は、第３回ＡＮＤＡ国際セミナーで発表されるほか、ＡＮＤＡホ

ームページを通じて発信される予定である。 
期待される研究

活動成果 

 

 

21 年度には、20 年度に設定した４つのサブ・セクター（農業、製造業、

サービス業（１）（観光産業）、サービス業（２）（教育産業））について

アジアの最新状況を分析した。22 年度には、これら４つのサブ・セクタ

ーについて、（１）アジア全体の状況の俯瞰的分析、（２）国毎の状況の

ケーススタディを行い、これらの分析結果を論文として執筆し、英文叢

書第 1 巻としてまとめる。これらの分析結果は、アジア全体の産業発展

のダイナミズムの理解と、今後、アジアの持続的な成長を可能にするた

めの方策の検討に資すると考えられる。 
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日本側参加者数  

２２ 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 

７ 名 （１３－２ カンボジア国側参加者リストを参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

９ 名 （１３－３ タイ国側参加者リストを参照） 

（ラオス）国（地域）側参加者数 

３ 名 （１３－４ ラオス国側参加者リストを参照） 

（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者リストを参照） 

（中国）国（地域）側参加者数 

０ 名 （１３－７ 中国側参加者リストを参照） 

（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者リストを参照） 

（インド）国（地域）側参加者数 

１ 名 （１３－９ インド国側参加者リストを参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

２ 名 （１３－１０ 韓国側参加者リストを参照） 

（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・准教授 

（英文）Yoshiaki Nishikawa・ Graduate School of International 

Development, Nagoya University・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Viengvillay Thiengchanxay・ラオス国立大学・准教授 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

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 ラオス カンボジア 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本  2/8 2/8 4/16 

合計  2/8 2/8 4/16 

② 国内での交流       2 人／4人日 

２２年度の研究

交流活動計画 

 

 

 

 

アジア後発途上国の経済社会構造の変容パターンを分析する。20年度は、

インドシナにおける現状分析を行い、21 年度は、カンボジア、ラオス等

を事例に取り上げ、（１）産業構造、貿易パフォーマンス、投資状況の変

化、（２）社会インフラの整備状況、（３）労働市場の変化、（４）ガバナ

ンス、（５）貧困・経済格差、(6)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。第 3 年度であ

る 22 年度は、これらを踏まえて、研究成果をまとめる。R-2 の研究成果

は、第３回ＡＮＤＡ国際セミナーで発表されるほか、ＡＮＤＡホームペ

ージを通じて発信される予定である。 

期待される研究

活動成果 

 

 

 

 

Ｒ－２は、イッシュー別にアプローチしており、特に地域統合、労働市

場、ガバナンス、貧困削減の４つのイッシューに焦点を当てる。それぞ

れのイッシュー毎に、１）アジア全体の状況を俯瞰する分析、２）個々

の国の状況に関する詳細なケーススタディの２つの面から分析結果をま

とめ、英文叢書の第 2 巻として出版すべく執筆する。これらは、アジア

の持続的発展のための課題の整理と貧困削減のための具体的方策の検討

に資すると期待される。 

日本側参加者数  

２２ 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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２ 名 （１３－２ カンボジア国側参加者リストを参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

１０ 名 （１３－３ タイ国側参加者リストを参照） 

（ラオス）国（地域）側参加者数 

５ 名 （１３－４ ラオス国側参加者リストを参照） 

（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者リストを参照） 

（中国）国（地域）側参加者数 

２ 名 （１３－７ 中国側参加者リストを参照） 

（フィリピン）国（地域）側参加者数 

２ 名 （１３－８ フィリピン国側参加者リストを参照） 

（インド）国（地域）側参加者数 

３ 名 （１３－９ インド国側参加者リストを参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

２ 名 （１３－１０ 韓国側参加者リストを参照） 

（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者リストを参照） 
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整理番号 R－３ 研究開始年度 平成 21 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グローバル化に対応した産業人材育

成 

（英文）Skills Development in Asian Late Developing Countries in the 

Global Age 

日本側代表者 

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 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Ngin Chanrith・ Graduate Program in Development Studies, Royal 

University of Phnom Penh・Director 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

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 タイ 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 1/5 2/8 3/13 

カンボジア 

<人／人日> 

0/0    

タイ 

<人／人日> 

(2/8） 

 

  （2/8） 

合計 

<人／人日> 

(2/8) 1/5 2/8 3/13 

(2/8) 

② 国内での交流      4 人／8人日 

２２年度の研究

交流活動計画 

引き続き、アジア後発途上国を中心に、今後持続的成長と貧困削減とい

う２つの開発目的を達成するために、どのような産業人材育成政策を実

施すべきかについて、上記「ANDA」参加校の大学研究者から成る学際

的チームにより多面的に分析する。特に、アジア各国の産業人材育成政

策・制度、技術職業教育機関ならびに高等教育機関における人材育成の

仕組み、実績、労働市場への対応状況、課題などを包括的に検討する。

また、政府や援助機関、ＮＧＯs などによって貧困削減を目的として実施

される技能訓練の実績、貧困削減への効果、課題についても考察する。

また、こうしたアジア諸国の産業人材育成の実態が、R-1 で分析したグ

ローバル化によるアジア諸国を巻き込んだ国際分業体制の変化に対応し

ているか、そして、R-2 で分析したアジア後発途上国における社会経済

構造の変容に対応しているかどうかを明らかにし、どのような対応が必
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要であるかを考察する。R-3 の成果は、第３回 ANDA 国際セミナーで公

表する。 
期待される研

究活動成果 

 

Ｒ－３については、１）学校教育制度におけるＴＶＥＴ、２）産業人材

育成における産業・企業の役割、３）貧困削減のための技能訓練、４）

産業人材育成のための政府と民間の連携、の 4 点に焦点を当てて分析す

る。また、Ｒ－１、Ｒ－２の分析結果から導出されるアジア諸国の今後

の産業人材ニーズを考察する。これらの結果を英文叢書第 3 巻として出

版すべく、執筆を進める。これらの分析結果は、今後のアジア諸国の産

業人材育成政策を検討する上の重要な示唆を提示しうると期待される。 

日本側参加者数  

８ 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 

６ 名 （１３－２ カンボジア国側参加者リストを参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

６ 名 （１３－３ タイ国側参加者リストを参照） 

（ラオス）国（地域）側参加者数 

３ 名 （１３－４ ラオス国側参加者リストを参照） 

（ベトナム）国（地域）側参加者数 

０ 名 （１３－５ ベトナム国側参加者リストを参照） 

（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者リストを参照） 

（中国）国（地域）側参加者数 

２ 名 （１３－７ 中国側参加者リストを参照） 

（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者リストを参照） 

（インド）国（地域）側参加者数 

３  （１３－９ インド国側参加者リストを参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

０  （１３－１０ 韓国側参加者リストを参照） 

（シンガポール）国（地域）側参加者数 

１  （１３－１１ シンガポール国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施する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）第３回日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業

「開発のためのアジア学術ネットワーク」国際セミナー 
（英文）The 3rd JSPS AA Science Platform Program Academic 
Network for Development in Asia (ANDA) International 
Seminar 

開催時期 平成  23 年 １月 23 日 ～ 平成 23 年 １月 25 日（ ３

日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、名古屋市、名古屋大学 
（英文）Japan, Nagoya, Nagoya University 

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 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（日本） 

日本 
<人／人日> 

A. 4/12
B. 2/6
C. 10/30

カンボジア 

<人／人日> 

A. 3/14
B. 0/0
C. 0/0

タイ 

<人／人日> 

A.             4/12
B. 0/0
C. 0/0

ラオス 

<人／人日> 

A. 3/12
B. 0/0
C. 0/0

ベトナム A. 1/4



 
 

19 
 

<人／人日> B. 0/0
C. 0/0

インドネシア 

<人／人日> 

A. 1/4
B. 0/0
C. 0/0

中国 

<人／人日> 

A. 2/6

B. 0/0

C. 0/0

フィリピン 

<人／人日> 

A. 1/4
B. 0/0
C. 0/0

インド 

<人／人日> 

A. 2/8
B. 0/0
C. 0/0

韓国 

<人／人日> 

A. 1/3
B. 0/0
C. 1/3

シンガポール 

<人／人日> 

A. 1/3
B. 0/0
C. 0/0

合計 
<人／人日> 

A. 23/82
B. 2/6
C. 11/33

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 本国際セミナーは以下の目的を達成するために実施される。第１

に、３年間にわたって実施した国際共同研究の成果報告を行い、

到達点を確認し、共有する。また、成果の国際的発信に向けて、

分担執筆者の原稿を共有し、コメントを相互に与えることで、最

終化のためのインプットとする。第２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、構築された「開発のためのアジ

ア学術ネットワーク」の第３回会議として、ネットワークの 22 年

度の活動内容をレビューする。また、ウェブサイトやメーリング

リストの設定など、具体的な運営方法などについて見直し、改善

方法を検討する。第３に、本事業の終了後、どのように、このネ

ットワークを維持・発展していくかについての具体的な方策を検

討する。 
期待される成果 本事業の初年度である平成２０年度に正式に発足した「開発のた

めのアジア学術ネットワーク」の強化と本ネットワークを通じた

研究交流活動のさらなる進展に資する。また、本ネットワークに

参加する研究機関に所属する研究者が共同して実施するアジアの

開発に関する国際共同研究の最終的な研究成果の公表へ向けて、

参加研究者ならびに外部の研究者・関連機関の代表者からコメン

トを得て、成果として出版される予定の 3 巻からなる英文叢書の

各章の最終化を図るためのステップとなる。具体的には、Ｒ－１

の成果をまとめる第 1 巻では、セクター毎、つまり、①農業、②

製造業、サービス業（③観光産業と④教育産業）ごとに組織され

た４研究チームが 2 章ずつ（1 章は、アジア全体の動向を俯瞰する

論文、もう１章は、アジアにおいて特筆すべき事例の詳細なケー

スススタディを取り上げた論文）執筆する。Ｒ－２の成果をまと

める第２巻では、アジアにおいて重要な開発イッシューである①

地域統合、②労働市場、③ガバナンス、④貧困削減の４つのイッ

シューごとに組織された４研究チームが上記と同様に２章ずつ執

筆する。Ｒ－３の成果をまとめる第３巻では、上述のとおり、①

教育制度におけるＴＶＥＴ、②産業人材育成における企業・産業

の役割、③貧困削減のための技能訓練、④産業人材育成における

政府と民間の連携、の４点のそれぞれについて組織された４つの

研究チームが上記と同様に２章ずつ執筆する。本セミナーは、各

執筆者がドラフトを持ち寄り、他の参加者からコメントを得る機
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会となる。さらに、関連機関や日本の開発関連の研究者に本事業

で行った研究活動を周知する機会となる。加えて、若手研究者に、

国際会議に参加する機会を提供することにより、彼らの研究能力

の向上に資する。 

セミナーの運営組織 本国際セミナーは、本事業の日本側拠点大学である名古屋大学が

受入れ機関となって開催される予定である。運営主体は、名古屋

大学大学院国際開発研究科である。その他の参加者は、本事業の

拠点大学である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、フィリピン大学ロスバニョス校、ガジャマダ大学、

シンガポール国立大学、清華大学、高麗大学、インド工科大学ボ

ンベイ校の各拠点大学コーディネーターならびに拠点機関・協力

機関の研究者であり、その他、オブザーバーとして、ADB、

UNESCO、ILO、JICA ら関連機関の職員数名や日本の他大学の

研究者の参加を予定している。日本で開催するので、本セミナー

の開催については、関連学会メーリングリスト等で広く案内する。

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 国内旅費             16.5  万円 

   外国旅費          220 万円 
   謝金、消耗品費 その他等 92.5 万円 
      合計              329 万円 

（  ）国（地域）側    負担なし。 

（  ）国（地域）側          
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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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

フィリピン

<人／人日> 

カンボジア

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 0/0 1/5 1/5 

フィリピン 

<人／人日> 

1/4  0/0 1/4 

カンボジア 

<人／人日> 

0/0 0/0  0/0 

合計 

<人／人日> 

1/4 0/0 1/5 2/9 

②  国内での交流       3 人／6人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

Aser B. 
Javier・
Associate 
Professor・
Philippines 

日 本 ・ 名 古

屋・名古屋大

学 

2010 年 5 月 若手研究者育成に関する協議・意見交換

上智大学総合

人間科学部教

育学科・准教

授・ 

北村友人 

カンボジア・

プノンペン・

王立プノンペ

ン大学 

2010 年 8 月 若手研究者育成・学術交流のためのシス

テムづくりに関する協議 

琉球大学観光

産業科学部・教

授・西村美彦 

日 本 ・ 名 古

屋・名古屋大

学 

2010年10月 農業チームの研究成果の取りまとめに

関する協議・打ち合わせ 

大阪大学人間

科学研究科・講

師・森田敦郎 

日 本 ・ 名 古

屋・名古屋大

学 

2010 年７月 Ｒ－３に関する研究成果の取りまとめ

に関する協議・打ち合わせ 

上智大学総合

人間科学部教

育学科・准教

授・北村友人 

日 本 ・ 名 古

屋・名古屋大

学 

2010 年 7 月 Ｒ－１に関する研究成果の取りまとめ

に関する協議・打ち合わせ 
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１１．平成２２年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費  495,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 3,402,000

謝金   300,000  

備品・消耗品購
入費 

  200,000  

その他経費   418,000  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

   185,000  

計 5,000,000
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料   500,000
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。

合  計 5,500,000  

 

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 500,000 3/10 

第２四半期 1,300,000 7/27 

第３四半期 150,000 4/8 

第４四半期 3,050,000 29/100 

合計 5,000,000 43/145 

 


