
様式９ 

アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２２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（３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）：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 
 事務組織：研究協力部研究支援課、文系事務部経理課 
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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 

      （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 
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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 

      （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 
 



 4

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、

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。 
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７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 本事業では、本事業の１年目である平成２０年度に、海外拠点大学１０大学と本学を

つなぐ大学間ネットワーク「開発のためのアジア学術ネットワーク（The Academic 
Network for Development in Asia: ANDA）」を構築し、以来 ANDA をベースに拠点大

学の研究者による研究協力体制を構築してきた。３年目（最終年度）である平成２２年

度には、これまで実施してきた国際共同研究の研究成果のまとめに向けて、この ANDA
をベースにした研究協力体制を活かして、研究交流を継続した。具体的には、本事業の

終了後、研究成果を英文叢書３巻にまとめる予定であるが、平成２１年度にプノンペン

において開催された第２回 ANDA 国際セミナーでの出版案に関する合意に基づき、２

２年度は、各参加研究者が共同研究を継続するとともに執筆を行った。各参加研究者は、

執筆したドラフトを、平成２３年３月５-７日に名古屋で開催された第３回 ANDA 国際

セミナーで発表し、他の参加研究者からコメントを得る機会を得た。また同セミナーで

は、第３回 ANDA 運営会議も開催され、本事業終了後、ANDA ネットワークをいかに

維持・発展させていくかについても、海外拠点大学コーディネーター(１１名中９名（う

ち１名代理出席）が出席)を中心に参加者間で検討を行った。その他、本事業で構築し

た ANDA ネットワークを活かし、他の研究資金を用いて、本事業に参加する本学の教

員・学生が、海外拠点大学を訪問し、学術交流を深めるための計画を議論したり、共同

研究を実施した。さらに、本研究科が毎年実施している海外実地研修を、本事業の海外

拠点大学のひとつであるガジャマダ大学と合同で１０月にインドネシアで実施するな

ど、さまざまな研究交流が展開されている。 

 

７－２ 学術面の成果 

 上述のとおり、本事業では、研究成果のまとめとして、英文叢書３巻の出版を計画して

いる。昨年度、プノンペンで開催された第２回 ANDA セミナーで大まかな出版企画案が了

承され、構成と執筆者が決定されたが、この合意に基づき、今年度は、各参加研究者が研

究を継続するとともに、担当章の執筆を行った。平成２３年３月５-７日の３日間、本学に

て第３回 ANDA 国際セミナーを開催したが、このセミナーでは、本テーマに関する専門的

な知見を共有するため、１日目に海外からの参加研究者、国内外の専門家、研究者、大学

院生、関連機関職員、一般の方々を参加者とする一般公開の国際シンポジウムを開催した。

２日目・３日目には、合計１１の学術セッションが設けられ、海外からの参加者を含む

ANDA 参加研究者が、各自の担当章のドラフトを中心に研究発表し、他の参加研究者から

コメントを得た。また、本研究科博士後期課程学生６名も、各自の研究の発表を行い、海

外の研究者を含む参加研究者からコメントを得る機会を得た。本セミナーでは、合計３０

本の論文が報告され、活発な討論が行われた。特に本セミナーでは、Ｒ－１で明らかにし

た経済グローバリゼーションの影響による、国際分業体制の変化などアジア諸国に起こっ

ている経済的変化が、産業人材の需要と供給の変化にどう関連しているか（Ｒ－３）、また、
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Ｒ－２で明らかにしたアジア諸国における社会政治構造の変容（Ｒ－２）が、産業人材の

需要と供給の変化にどう関連しているか（Ｒ－３）など、Ｒ－１、Ｒ－２のそれぞれのサ

ブテーマと、Ｒ－３で取り上げた産業人材育成の課題を関連づけることに注力した。この

ことによって、従来、産業人材育成に関する研究は、個別の産業や個別の企業を対象に行

われることが多かったが、本研究では、国際共同研究の強みを生かして、アジア諸国に起

こっている変化を俯瞰的にとらえ、同じアジア内の異なる国々の状況を比較することを可

能にすると同時に、経済的、政治的、社会的変化と産業人材育成ニーズの変化を関連づけ

て分析することができた。 
各執筆者は、このセミナーで得られたコメントを基に、出版に向けて、論文を６月末ま

でに最終化する予定である。また、研究発表を行った博士課程学生にとっては、国際会議

で研究を発表し、国内外の第一線の研究者からコメントを得るという貴重な経験を得るこ

とにより、研究能力を高めることができた。 
 
７－３ 若手研究者養成 

 本事業では、若手研究者育成を目標の一つに掲げている。上述のとおり、平成２３年

３月に開催された第３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、

合計６名の博士課程学生が、各自の研究発表を行い、国内外の参加研究者からコメント

を得る機会を得た。これを通じて、彼らは、国際学会において発表し、研究成果の向上

を図る機会を得られた。このように、本事業の実施を通じて、若手研究者の育成を図る

ことができた。 

さらに、平成２１年度に採択された「JSPS 若手研究者交流支援事業」の一環として、

平成２２年度には、本事業で構築した ANDA の海外拠点大学１０大学のうち、「若手研

究者交流支援事業」の対象国である８カ国より合計１６名の若手研究者を５月に招聘し

た。これら招聘若手研究者のほとんどは、ANDA の海外拠点大学の若手教員もしくは

大学院生であり、公開セミナーやリレーセミナーへの参加、フィールド視察、講義の受

講等から構成された２週間の招聘プログラムを通じて、これら招聘若手研究者と本学若

手教員や大学院生との研究交流の機会を深め、彼らの研究能力の向上に寄与する機会を

提供した。この事業の実施は、ANDA の研究交流活動の幅を広げ、ANDA ネットワー

クの強化に貢献した。また、ANDA の参加研究者が実施する国際共同研究に対する若

手研究者の理解を深める点でも有効であった。 

 

７－４ 社会貢献 

 上述のとおり、２２年度は ANDA 国際セミナーを初めて日本で開催したことから、一般

市民への本テーマに関する知見の共有と本事業に関する理解の促進を図るため、第１日目

に、本事業の研究課題をタイトルとする一般公開の国際シンポジウム（使用言語：英語）

を開催し、一般市民を含め約１３０名が参加した。第１部では、２つの基調講演が行われ

た。一つは、広くアジア諸国に事業展開する日本の代表的グローバル企業の一つであるト
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ヨタ自動車（株）の磯貝匡志常務役員による「World-class Human Resources for R&D in 
Asia」と題する基調講演、またもう一つは、途上国の産業人材育成分野において最も中心

的な役割を担う国連機関である国際労働機構（ILO）駐日事務所代表である長谷川真一氏に

よる「The Promotion of Decent Work and Skills Development in Asia」と題する基調講

演である。また、第２部では、「Opportunities and Challenges for Skills Development in 
Asian Developing Countries」と題するパネルディスカッションを、ゴヴィンダン・パライ

ル国連大学（UNU）副学長、廣里恭志アジア開発銀行（ADB）主席評価官、ト―・ムン・

ヘンシンガポール国立大学（NUS）准教授、K.ナラヤナンインド工科大学（IIT）ボンベイ

校教授の４名をパネリストとして実施した。ト―准教授とナラヤナン教授は、本事業の海

外拠点大学である NUS と IIT のコーディネーターであり、本事業には、第１年目より積極

的に参加し、国際共同研究においても中心的な役割を担っている。また、国連大学高等研

究所は、アジア諸国を含む途上国における科学技術の発展に関する研究プロジェクトを実

施しており、科学技術政策を専門とするパライル副学長は、アジア諸国の科学技術（S&T）
発展による産業人材育成ニーズの変化について詳しく、また、ADB もアジアにおける主要

な国際機関として、多くの国で産業人材育成分野の支援事業を展開している。さらに、シ

ンガポールは、比較的短期間のうちに知識基盤社会への移行を遂げた国であり、知識経済

化を進める上でどのような産業人材育成を進めたかは興味深い。他方、インドは近年急速

な経済成長を遂げ、アジアやグローバル経済におけるプレゼンスを急速に高めているが、

一方で依然として多くの貧困層を抱えており、産業発展のためにどのような産業人材育成

上の課題を抱えているかは興味深い。このようにパネルディスカッションでは、内外の専

門家による、さまざまな視点・立場からアジアの産業人材育成の課題と展望について議論

が行われた。このように一般市民に公開しつつ、本事業テーマに関連する最新の動向と知

見を広く発信できた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 ２２年度が最終年度であり、本事業は２２年度で一応終了する。しかし、平成２３年３

月に開催された第３回 ANDA 国際セミナーにおいて第３回 ANDA 運営会議が行われ、国

内外の参加者から、アジア１１カ国の主要大学の参加を得て実施してきた ANDA を、今後

さらに発展させたいという意見が表明され、２３年度以降、いかに ANDA を維持・発展し

ていくかについて具体的な議論を行った。その結果、各大学が毎年もしくは各年持ち回り

で、セミナーを開催することとし、第４回 ANDA 国際セミナーを２３年、インド工科大学

で開催することが決定した。年次セミナーの開催は、何とか継続できそうだが、問題は、

国際共同研究を実施するための研究費の資金的裏付けがないことであり、今後、本研究科

のみならず、各大学の参加者が積極的に外部資金を獲得し、国際共同研究を継続できるよ

う努力する必要がある。 
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７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数   ２７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 ２７本 

   

 

８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

 Ｒ－１、Ｒ－２、Ｒ－３ の３つのサブテーマの研究課題を継続した。特に、Ｒ－１で明

らかにした「アジア諸国の新たなダイナミズム」が、アジア諸国の政治的、制度的、社会

的構造に与える影響（Ｒ－２）や、アジア諸国の経済社会変化（Ｒ－１及びＲ－２）が産

業人材育成上の課題（Ｒ－３）にどのように影響しているかを明らかにし、Ｒ－１、Ｒ－

２、Ｒ－３の各サブテーマを相互に関連づけて分析することに努力した。 

また、最終年度にあたる２２年度は、研究成果としてまとめる予定の英文叢書の構成と

各章執筆担当者を決定し、各研究者が担当章を執筆した。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）執筆した。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章ずつ執筆した。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（Technical and Vocational 
Education and Training）、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章ずつ執筆した。執筆者は、担当章の初稿を、

平成２３年３月５-７日に名古屋で開催された第３回 ANDA セミナーで発表し、他の参加

研究者からコメントを得た。各論文は、セミナーで配布された Proceedings に掲載された

ほか、ANDA ホームページにも掲載予定である。第３回 ANDA セミナーにおいて開かれた

ANDA 運営会議では、各執筆者は、今回のセミナーで得られたコメントを踏まえ、平成２

３年６月末までに原稿を最終化することを合意した。 

 

８－２ セミナー 

 上述のとおり、平成２３年３月５-７日に名古屋大学において、第３回 ANDA 国際セミ

ナーを開催した。第１日目は、一般公開の国際シンポジウムを開催した。一般市民を含め

約１３０名が参加した。第１部では、２つの基調講演が行われた。一つは、広くアジア諸

国に事業展開する日本の代表的グローバル企業の一つであるトヨタ自動車（株）の磯貝匡

志常務役員による「World-class Human Resources for R&D in Asia」と題する基調講演、
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またもう一つは、途上国の産業人材育成分野において最も中心的な役割を担う国連機関で

ある国際労働機構（ILO）駐日事務所代表である長谷川真一氏による「The Promotion of 
Decent Work and Skills Development in Asia」と題する基調講演である。また、第２部で

は、「Opportunities and Challenges for Skills Development in Asian Developing 
Countries」と題するパネルディスカッションを、ゴヴィンダン・パライル国連大学（UNU）

副学長、廣里恭志アジア開発銀行（ADB）主席評価官、ト―・ムン・ヘンシンガポール国

立大学（NUS）准教授、K.ナラヤナンインド工科大学（IIT）ボンベイ校教授の４名をパネ

リストとして実施した。ト―准教授とナラヤナン教授は、本事業の海外拠点大学である NUS
と IIT のコーディネーターであり、本事業には、第１年目より積極的に参加し、国際共同研

究においても中心的な役割を担っている。また、国連大学高等研究所は、アジア諸国を含

む途上国における科学技術の発展に関する研究プロジェクトを実施しており、科学技術政

策を専門とするパライル副学長は、アジア諸国の科学技術（S&T）発展による産業人材育

成ニーズの変化について詳しく、また、ADB もアジアにおける主要な国際機関として、多

くの国で産業人材育成分野の支援事業を展開している。さらに、シンガポールは、比較的

短期間のうちに知識基盤社会への移行を遂げた国であり、知識経済化を進める上でどのよ

うな産業人材育成を進めたかは興味深い。他方、インドは近年急速な経済成長を遂げ、ア

ジアやグローバル経済におけるプレゼンスを急速に高めているが、一方で依然として多く

の貧困層を抱えており、産業発展のためにどのような産業人材育成上の課題を抱えている

かは興味深い。このようにパネルディスカッションでは、内外の専門家による、さまざま

な視点・立場からアジアの産業人材育成の課題と展望について議論が行われた。今回のセ

ミナーでは、一般市民に公開しつつ、本事業テーマに関連する最新の動向と知見を広く発

信し、関連機関や日本の開発関連の研究者、大学院生、一般市民に本事業で行った研究活

動を周知する機会となった。 

本セミナーの開催は、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

進展に寄与した。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った。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会となった。 

さらに、２つの学生セッションを設け、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貢献した。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 共同研究、セミナー以外の交流としては、「JSPS 若手研究者交流支援事業」の一環とし

て、平成２２年５月に、ANDA の海外拠点大学を中心に、同事業が対象とする８カ国の大

学から若手研究者を名古屋大学に招聘した際、リソースパーソンとして、フィリピン大学
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ロスバニョス校ハビエ准教授（本事業におけるフィリピン大学ロスバニョス校コーディネ

ーター）を招聘し、講義やセミナーにおいて講師やコーディネーターを務めてもらった。

また、同様に、同事業に参加するため、シンガポール国立大学の若手教員であるカイ・ユ

ー講師を招聘した。同講師は、同事業への参加を通じて、研究発表スキル、英語論文執筆

スキル、国際的な学術雑誌への投稿における留意点などについて学んだほか、専門分野に

応じて、本研究科教員が開講するゼミに参加し研究発表を行い、本研究科の教員・院生と

ともに、それに基づき討論・意見交換を行う機会を得た。 

 その他、本事業の枠外においても、本研究科の教員・学生が、ANDA 海外拠点校を

訪問し、さまざまな研究交流を展開した。 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

    派遣先 

 

派遣元 

日本 

<人／人日>

カンボ

ジア 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日>

ラオス

<人／人日>

ベトナ

ム 

<人／人日>

イ ン ド

ネシア 

<人／人日>

中国 

<人／人日> 

フィリ

ピン 

<人／人日>

合計 

日本 

<人／人日> 

実施

計画 

 4/18 

（2/10） 
2/8 2/8  1/5    9/39 

(2/10) 

実績 (3/16) (1/6) 0 0 (3/15) (1/6) (1/6) (9/49) 

カンボジア 

<人／人日> 

実施

計画 
3/14        3/14 

実績 1/5       1/5 

タイ 

<人／人日> 

実施

計画 

4/12 

（2/8）
       4/12 

（2/8）

実績 5/25       5/25 

ラオス 

<人／人日> 

実施

計画 

3/12        3/12 

実績 1/5       1/5 

ベトナム 

<人／人日> 

実施

計画 

1/4        1/4 

実績 (1/28)       (1/28) 

インドネシ

ア 

<人／人日> 

実施

計画 

1/4        1/4 

実績 0       0 

中国 

<人／人日> 

実施

計画 

2/6        2/6 

実績 1/5       1/5 

 フィリピン 

<人／人日> 

実施

計画 

2/8        2/8 

実績 2/11       2/11 

インド 

<人／人日> 

実施

計画 

2/8        2/8 

実績 2/10        2/10 

韓国 

<人／人日> 

実施

計画 

1/3 

(1/3) 
       1/3 

(1/3) 

実績 2/9        2/9 

シンガポー

ル 

<人／人日> 

実施

計画 

1/3        1/3 

実績 2/19        2/19 

合計 

<人／人日> 

実施

計画 

20/74 

(3/11)

4/18 

（2/10） 
2/8 2/8 1/5    29/113 

(5/21) 

実績 16/89 

(1/28)
(3/16) (1/6) 0 0 (3/15) (1/6) (1/6) 16/89 

(10/77)
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※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。） 

※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 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 14/32 <人／人日> 5／15(14/36) <人／人日> 
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１０．平成２２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 

Chalaiporn Amonvatana ・ Chulalongkorn University, Faculty of 
Economics・ Associate Professor 

交流人数 

（※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 ベトナム 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  （2/10） 1/5 1/5（2/10）

実績 0 0 0 

合計 

<人／人日> 

実施計画  （2/10） 1/5 1/5（2/10）

実績 0 0 0 0 

② 国内での交流      0/0 人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

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。２２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た。Ｒ－１の研究成果

は、第３回 ANDA 国際セミナーで発表され、ANDA ホームページを通じ

て発信された。これらの最終稿は、英文叢書にまとめられる予定である。

研究交流活動

成果 

Ｒ－１の研究成果として、７本の論文が第３回 ANDA 国際セミナーで発表

され、参加者からコメントを得た。これら事例研究から、アジア諸国の製

造業のみならず、農業も経済グローバル化の影響を大きく受け、グローバ

ルバリューチェーンに組み込まれていることが明らかになった。また、サ

ービス業のサブセクターである観光業も、人のグローバルな移動の影響を

大きく受けており、潜在的な成長力を有することが指摘されたが、同時に、

今後の成長のための諸課題も明らかになった。第２回 ANDA 国際セミナー

で発表され、既に最終化されている論文３本と合わせて最終版は、上記の

とおり英文叢書にまとめられる予定である。 
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日本側参加者数  

24 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

カンボジア側参加者数 

7 名 （１３－２ カンボジア側参加者リストを参照） 

タイ側参加者数 

9 名 （１３－３ タイ側参加者リストを参照） 

ラオス側参加者数   

3 名 （１３－４ ラオス側参加者リストを参照） 

ベトナム側参加者数   

1 名 （１３－５ ベトナム側参加者リストを参照） 

インドネシア側参加者数   

1 名 （１３－６ インドネシア側参加者リストを参照） 

中国側参加者数   

0 名 （１３－７ 中国側参加者リストを参照） 

フィリピン側参加者数   

0 名 （１３－８ フィリピン側参加者リストを参照） 

インド側参加者数   

1 名 （１３－９ インド側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数   

2 名 （１３－１０ 韓国側参加者リストを参照） 

シンガポール側参加者数   

2 名 （１３－１１ シンガポール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・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 

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

交流人数 

（※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 

インドネシア タイ フィリピン 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  - - - 

実績 （3/15） （1/6） （1/6） （5/27） 

合計 

<人／人日> 

実施計画  - - - 

実績 （3/15） （1/6） （1/6） （5/27） 

② 国内での交流     0/0  人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

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した。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、研究成果をまとめた。Ｒ－２の研究成果は、第３回

ANDA 国際セミナーで発表され、ANDA ホームページを通じて公表され

た。これらの最終稿は、英文の叢書にまとめられる予定である。 

研究交流活動

成果 

Ｒ－２の研究成果として、１１本の論文が第３回 ANDA 国際セミナーで発

表され、参加者からコメントを得た。これらの研究成果から、アジア諸国

における産業構造や、労働市場、貧困状況等に大きな構造変化が起きてい

ることが明らかになった。第２回 ANDA 国際セミナーで発表され、既に最

終化されている論文２本と合わせて最終版は、上記のとおり英文叢書にま

とめられる予定である。 
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日本側参加者数  

25 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

カンボジア側参加者数 

2 名 （１３－２ カンボジア側参加者リストを参照） 

タイ側参加者数 

10 名 （１３－３ タイ側参加者リストを参照） 

ラオス側参加者数   

5 名 （１３－４ ラオス側参加者リストを参照） 

ベトナム側参加者数 

2 名 （１３－５ ベトナム側参加者リストを参照） 

インドネシア側参加者数 

1 名 （１３－６ インドネシア側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

2 名 （１３－７ 中国側参加者リストを参照） 

フィリピン側参加者数 

2 名 （１３－８ フィリピン側参加者リストを参照） 

インド側参加者数 

3 名 （１３－９ インド側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

2 名 （１３－１０ 韓国側参加者リストを参照） 

シンガポール側参加者数 

2 名 （１３－１１ シンガポール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 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 中国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/5 2/8 - 3/13 

実績 0/0 0/0 （1/6） （1/6）

カンボジア 

<人／人日> 

実施計画 0/0  0/0 - 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 (2/8） 0/0  - （2/8）

実績 0/0 0/0 0/0  

合計 

<人／人日> 

実施計画 (2/8） 1/5 2/8 - 3/13 

(2/8) 

実績 0/0 0/0 0/0 (1/6) (1/6) 

② 国内での交流      0/0 人／人日 

２２年度の 

研究交流活動 

引き続き、アジア後発途上国を中心に、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、アジア途上国はどのような産業人材育成政策を推進

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した。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した。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した。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

な対応が必要であるかを考察した。Ｒ－３の成果は、第３回 ANDA 国際セミ

ナーにおいて発表されたほか、ANDA ホームページを通じて発信された。これ

らの最終稿は、また、英文叢書にまとめられる予定である。 
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研究交流活動

成果 

Ｒ－３の研究成果として、６本の論文が第３回 ANDA 国際セミナーで発表さ

れ、参加者からコメントを得た。アジア諸国においては、産業構造や労働市場

の変化に対応し、産業スキルの需要も変化しており、産業人材育成のための政

策も変化していることが明らかになった。その他の論文と合わせて最終版は、

上記のとおり英文叢書にまとめられる予定である。 

日本側参加者数  

10 名 （１３－1 日本国側参加者リストを参照） 

カンボジア側参加者数 

6 名 （１３－２ カンボジア側参加者リストを参照） 

タイ側参加者数 

6 名 （１３－３ タイ側参加者リストを参照） 

ラオス側参加者数 

3 名 （１３－４ ラオス側参加者リストを参照） 

ベトナム側参加者数 

0 名 （１３－５ ベトナム側参加者リストを参照） 

インドネシア側参加者数 

1 名 （１３－６ インドネシア側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

2 名 （１３－７ 中国側参加者リストを参照） 

フィリピン側参加者数 

0 名 （１３－８ フィリピン側参加者リストを参照） 

インド側参加者数 

3 名 （１３－９ インド側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

0 名 （１３－１０ 韓国側参加者リストを参照） 

シンガポール側参加者数 

1 名 （１３－１１ シンガポール側参加者リストを参照） 
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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）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 3 月 5 日 ～ 平成 23 年 3 月 7 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. 5/15
B. 0
C. 14/36

カンボジア 
<人／人日> 

A. 1/5
B. 0
C. 0

タイ 

<人／人日> 

A. 5/25
B. 0
C. 0

ラオス 

<人／人日> 

A. 1/5
B. 0
C. 0

ベトナム 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 1/3
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インドネシア 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 0

中国 

<人／人日> 

A. 1/5
B. 0
C. 0

フィリピン 

<人／人日> 

A. 1/5
B. 0
C. 0

インド 

<人／人日> 

A. 2/10
B. 0
C. 0

韓国 

<人／人日> 

A. 2/9
B. 0
C. 0

シンガポール 

<人／人日> 

A. 1/5
B. 0
C. 0

合計 
<人／人日> 

A. 19/84
B. 0
C. 15/39

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。 
セミナーの 
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

らなる進展に寄与した。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った。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）執筆した。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章ずつ執筆した。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章ずつ執筆した。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会となった。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っ

た。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貢献した。 
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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た。運営主体は、名古屋大学大学院国際開発研究

科ならびに名古屋大学である。本研究科の教員・学生、事務部門が協力

して企画・準備・運営にあたったほか、大学本部、文系事務部、国際部、

研究支援部、国際産学連携部など関係部局の緊密な連携と協力のもとに

準備・運営が行われた。主な参加者は、本事業の海外拠点大学であるチ

ュラロンコン大学、ラオス国立大学、王立プノンペン大学、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、高麗大

学、インド工科大学ボンベイ校の各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、セミナーの企画・準備は各コーディネー

ターとの調整のもとに行われた。その他、ADB、UNU、ILO、JICA、

文部科学省ら関連機関の職員数名や日本の他大学の研究者や大学院生

が参加した。 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  国内旅費          308,770 円 
    外国旅費                  2,793,560 円 
    謝金、消耗品その他    1,276,333 円 
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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> 

実施計画  0/0 1/5 1/5 

実績 0/0 (3/16) (3/16) 

フィリピン 

<人／人日> 

実施計画 1/4  0/0 1/4 

実績 1/6 0/0 1/6 

シンガポー

ル 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0  0/0 

実績 1/14 0/0 1/14 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 - - - - 

実績 ((1)/25) 0/0 0/0 ((1)/25) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/4 0/0 1/5 2/9 

実績 2/20 

((1)/25) 

0/0 (3/16) 2/20 

(3(1)/41) 

②  国内での交流      0/0 人／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, 
College of  
Public Affairs, 
University of 
the Philippines Los 
Baños, 
Associate Professor

日本・ 

名古屋

市・ 

名古屋

大学 

H22.5.9-

H22.5.14

若手研究者育成に関する協議・意見交換。 

Hsieh Kai-Yu, 
Department of 
Strategy and 
Policy, School of 
Business, National 
University of 
Singapore, 
Assistant Professor

日本・ 

名古屋

市・ 

名古屋

大学 

H22.5.9-

H22.5.22

5 月 10 日～22 日に開催された「若手研究者研

究ワークショップ」（ANDA Young Scholars’ 
Research Workshop）に参加し、研究発表ス

キル、英語論文執筆スキル、国際的な学術雑

誌への投稿における留意点などについて学ん

だほか、専門分野に応じて、本研究科教員が

開講するゼミに参加し研究発表を行い、本研

究科の教員・院生とともに、それに基づき討

論・意見交換を行った。 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 287,610  

外国旅費 3,268,480  

謝金 500,763  

備品・消耗品購入費 38,638  

その他経費 775,570  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

128,939  

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 464,360 2/20 

第２四半期 0 (1/7) 

第３四半期 0 (3/15) 

第４四半期 4,535,640 19/84(20/91) 

計 5,000,000 21/104(24/113) 

 


