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࠙ᶵᵓྡࠚ
᪥ᮏㄒྡ㸸᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦$61(7㸧
ⱥㄒྡ㸸1HWZRUNIRU(GXFDWLRQDQG5HVHDUFKRQ$VLD

࠙άື┠ⓗࠚ
ࠕ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦㏻⛠㸸$61(7㸧ࠖࡣࠊ᪥ᮏࢆྵࡴࢪࢆᑐ㇟
ࡍࡿ◊✲⪅ࡀ㒊ᒁࡢᯟࢆ㉸࠼࡚㞟ࡲࡾࠊ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࡸ◊✲ࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿࡓࡵタ❧ࡉࢀࡓࠋ
$61(7 ࡣࡩࡓࡘࡢ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡦࡘࡣࠊ㏆ᖺࢪ࡛ࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ⾜࠺⮬↛⛉Ꮫ
ศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆཷࡅ࡚ࠊ⌮⣔ࡢ◊✲⪅ࡀከᩘཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠊᩥᏐ㏻ࡾᩥ⌮ᶓ
᩿ᆺࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛࠶ࡿࡇࠋ࠸ࡲࡦࡘࡣࠊ⊂⮬ࡢ㒊ᒁᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ㝔࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࡶࡘᩍ
⫱ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࡇࠋ$61(7 ࡣࠊᮾிᏛࡢࢪ㛵ࡍࡿ◊✲࣭ᩍ⫱ࡢ⯆✚ᴟⓗ࡞ᙺ
ࢆᯝࡓࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

࠙௦⾲⪅ྡࠚ
 ྂ⏣ඖኵ㸦Ꮫ㝔⥲ྜᩥ◊✲⛉࣭ᩍᤵ㸧

࠙タ⨨ᖺ᭶᪥ࠚ
  ᖺ  ᭶  ᪥タ⨨

࠙ົᢸᙜ㒊ᒁࠚ
 ᮾிᏛᮾὒᩥ◊✲ᡤ

࠙ཧຍ㒊ᒁࡢᵓᡂࠚ

᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢཧຍ㒊ᒁࡣࠊ⥲ྜᩥ◊✲⛉ࠊ㎰Ꮫ⏕⛉Ꮫ
◊✲⛉ࠊᏛ㝿ሗᏛᗓࠊᕤᏛ⣔◊✲⛉ࠊேᩥ♫⣔◊✲⛉ࠊ་Ꮫ⣔◊✲⛉ࠊ⤒῭Ꮫ◊✲⛉ࠊᩍ⫱
Ꮫ◊✲⛉࠾ࡼࡧᩍ㣴Ꮫ㒊࣭ᩥᏛ㒊࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽ◊✲⛉ࡣࠊ
ࠕ᪥ᮏ࣭ࢪᏛࠖᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊ⥲ㄽ㸦⥲ྜᩥ◊✲⛉㸧
ࠊ⮬↛
⎔ቃㄽ㸦⥲ྜᩥ◊✲⛉Ꮫ⏕⛉Ꮫ◊✲⛉㸧ࠊሗㄽ㸦Ꮫ㝿ሗᏛᗓ㸧ࠊ♫ᢏ⾡ㄽ㸦ᕤᏛ⣔◊✲
⛉㸧ࠊ♫࣭ᩥㄽ㸦ேᩥ♫⣔◊✲⛉㸧ࠊᗣㄽ㸦་Ꮫ⣔◊✲⛉㸧ࠊ≉ㄽ㸦⤒῭Ꮫ◊✲⛉ࠊ⤒῭
Ꮫ◊✲⛉㸧ࠊ࠾ࡼࡧゝㄒ⛉┠⩌㸦ᩍ㣴Ꮫ㒊࣭ᩥᏛ㒊㸧ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠙⥲㛗ᐊ⥲ᣓጤဨ⤌⧊ᅗࠚ
㈨ᩱ  ཧ↷

࠙ᮾிᏛ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡෆつࠚ
㈨ᩱ  ཧ↷
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ଐஜȷǢǸǢƴ᧙ƢǔᏋᄂᆮȍȃȈȯȸǯƷඝ᪃

ᖺ
ᴫせ
 ᖺ ࣭ᮾிᏛࡢᩍဨ᭷ᚿࡢ㛫࡛ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓࡀ⏕ࡲࢀࡿ
 ᖺ ࣭ࠕ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝࠖ㸦ᗙ㛗㸸ᑠᯘṇᙪᏛ㛗㸧
࣭ࠕ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ :*ࠖ㸦ᗙ㛗㸸⩚⏣ṇ࣭ᮾᩥ◊ᩍᤵ㸧
࣭7RN\R6FKRRORI$VLDQ6WXGLHV ᵓ㸦⚾㸧㸦ྂ⏣ඖኵ࣭⥲ྜᩥ◊✲⛉ᩍᤵ㸧
࣭᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦$61(7㸧ࡢṇᘧⓎ㊊㸦ົᒁ㸸ᮾὒᩥ◊✲ᡤ㸧
࣭ྛ㒊ᒁ౫㢗ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࢆྵࡴࢪ◊✲⪅ࡢ୍ぴࢆసᡂ㸦⌮⣔◊✲⪅ࡀணࡼࡾࡶከࡗࡓࡇࡀࠊ
$61(7 ࡀᩥ⌮⼥ྜᏛ㝿ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡋ࡚≉ᚩ࡙ࡅ࡚࠸ࡃ㸧
࣭$61(7 ࣓࣮ࣜࣥࢢࣜࢫࢺࢆ㛤㏻ࡍࡿ
 ᖺ ࣭$61(7 ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㛤タࡍࡿ
࣭Ꮫෆࡢ᪥ᮏ࣭ࢪ◊✲⪅ဨࡢಶูࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ㛤ጞ
 ᖺ ࣭ᩍ㣴Ꮫ㒊࡛㸯࣭㸰ᖺ⏕ྥࡅࡢ⛉┠㛤ㅮ
࣭$61(7 ദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᮾிᏛ࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࣭ࢪ◊✲ࠖ㛤ദ㸦 ᖺ  ᭶㸧
࣭ࠗᮾிᏛ࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࣭ࢪ◊✲ ◊✲⪅ࣜࢫࢺ㸦ᬻᐃ∧㸧࠘Ⓨ⾜
 ᖺ ࣭$61(7 ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ㛤ጞ㸦 ᖺ  ᭶㸧
࣭ࠗᮾிᏛ࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࣭ࢪ◊✲ ◊✲⪅ࣜࢫࢺ࠘ࡢṇᘧ∧Ⓨ⾜㸦 ᖺ  ᭶㸧
࣭ᅜ㝿㐃ᦠᮏ㒊 $61(7 ᥎㐍ᐊタ⨨㸦ົᒁࡀᮏ㒊Ჷ⛣ࡿ㸧㸦 ᖺ  ᭶㸧
࣭ᮾிᏛ ᮾࢪ࣭࣮ࣜ࣋ࣛࣝࢶ࣭ࢽࢩࢸࣈ㸦($/$,㸧ࡢ⛉┠ᥦ౪
 ᖺ ࣭ࠗ/LVWRI-DSDQHVHDQG$VLDQ6WXGLHV5HVHDUFKHUVDWWKH8QLYHUVLW\RI7RN\R࠘Ⓨ⾜㸦 ᖺ  ᭶㸧
࣭$*6$61(77,*6 ඹദ◊✲ࠕࢪࡢ㣗ᩥࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࠖ㸦 ᖺ  ᭶㹼㸧 
࣭◊✲⛉➼ᶓ᩿ᆺᩥ⌮⼥ྜᩍ⫱ࡋ࡚ࡢࠗ᪥ᮏ࣭ࢪᏛㅮᗙ࠘ࡀ  ⛉┠࡛㛤ጞ㸦 ᖺ  ᭶㸧
 ᖺ ࣭ᮾிᏛ  ࿘ᖺグᛕᴗ
࣭ᮾிᏛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠗࢪㄒࡿᕼᮃ࣭ᖾ⚟࠘㛤ദ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
࣭ㅮㄯ♫ࠗᮾிᏛࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ࢞ࢻࣈࢵࢡ࠘㸦 ᖺⓎ⾜㸧ྲྀᮦࡉࢀࡿ
 ᖺ ࣭ࢪ࢙ࣟࣥࢺࣟࢪ࣮ᐤ◊✲㒊㛛㸦⌧࣭㧗㱋♫⥲ྜ◊✲ᶵᵓ$61(7㸧ඹദ +25,%$$358 ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘ࠕ6WUDWHJLHVIRU͆$JLQJLQ3ODFH͇1HWZRUNLQJRI-XQLRU*HURQWRORJLVWVLQWKH3DFLILF5LP
&RXQWULHVࠖ㸦 ᖺ  ᭶㸧
࣭እᅜฟ㌟◊✲⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏㐠⏝㛤ጞ㸦ᩥ⛉┬ጤクᴗࠕእᅜே◊✲⪅ࡢ᪥ᮏᐃ╔ಁ㐍ᡭἲࡢ
㛤Ⓨࠖࡢ୍⎔㸧
 ᖺ ࣭ࠗ᪥ᮏ࣭ࢪᏛㅮᗙ࠘ࡀᮾிᏛࡢᏛ◊✲⛉➼ᶓ᩿ᆺᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛⓎᒎ


࣭᪥ᮏ࣭ࢪ 6$72<$0$ ᩍ⫱ࢽࢩࢸࣈ㸦⎔ቃ┬ࢪ⎔ቃேᮦ⫱ᡂࢽࢩࢸࣈ㸸㎰Ꮫ⏕⛉Ꮫ
◊✲⛉⟶㸧ࡢཧຍ
࣭ᮾ࣭࢚࣮࣭ࣝࢽࢩࢸࣈࡢཧ⏬
࣭$61(7 ⏬⛉┠ࠕࢪ◊✲ࡢࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࠖࡢᅜෆᐇ⩦ࢆ㛤ጞࡍࡿ

 ᖺ ࣭᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ $61(7 ࡋ࡚ᏛᶵᵓⓎᒎ


࣭➨  ᅇᮾᩥ◊࣭$61(7 ඹദࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
࣭$61(7 ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢⓎ⾜ᅇᩘࡀィ  ᅇࢆ㉸࠼ࡿ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
࣭ᮾிᏛࠗᏛෆᗈሗ࠘ࠕ$6,$1 ',9(56,7<ࠖࢆ㐃㍕ࡍࡿ

 ᖺ ࣭᪥ᮏᏛ⾡⯆ࠕࢪ࣭ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᴗࠖࡢᐇ㸦 ᖺ ᖺ㸧


࣭ࠗ᪥ᮏ࣭ࢪᏛ࠘ㅮᗙࡢಟ⪅ึࡵ࡚ಟドࢆⓎ⾜ࡍࡿ
࣭ᮾᏛ㒊⏕ྥࡅࠕ᪥ᮏ࣭ࢪᏛᴫㄽ㸸ᅜ㝿♫࡛ά㌍ࡍࡿᇶ┙ࢆ㌟ࡅࡿࠖ⛉┠ࡢ㛤ㅮ
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 ᖺ ࣭ᮾᩥ◊࣭$61(7 ඹദࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദࡀィ  ᅇࢆ㉸࠼ࡿ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧


࣭$61(7 ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢⓎ⾜ᅇᩘࡀィ  ᅇࢆ㉸࠼ࡿ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
࣭᪥ᮏᏛ⾡⯆ࠕࢪ࣭ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᴗࠖࢆ⥅⥆ⓗᐇࡍࡿ㸦 ᖺ ᖺ㸧
࣭$61(7 ദࢢ࣮ࣞࢱ࣮ᮾሿࠗࢪࡢ᪂ࡋ࠸ᙧࢆᵓࡍࡿ࠘ࢆ㛤ദࡍࡿ㸦 ᖺ  ᭶㹼 ᖺ  ᭶㸧

 ᖺ ࣭$61(7 ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢ㉎ㄞ⪅ࡀ  ྡࢆ㉸࠼ࡿ


࣭$61(7 ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࠕ⮬ⴭࢆㄒࡿࠖḍࢆ㏣ຍࡍࡿ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㹼㸧
࣭᪥ᮏᏛ⾡⯆ࠕࢪ࣭ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᴗࠖࢆ⥅⥆ⓗᐇࡍࡿ㸦 ᖺ ᖺ㸧

 ᖺ ࣭ྂ⏣ඖኵ┘ಟࠊ༲⏣᐀ᖹ⦅ࠗࢪࡢ⎔ቃ◊✲ධ㛛࠘㸦ᮾிᏛฟ∧㸧ࢆห⾜ࡍࡿ㸦 ᖺ  ᭶㸧


࣭ᮾᩥ◊࣭$61(7 ඹദࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദࡀィ  ᅇࢆ㉸࠼ࡿ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
࣭$61(7 ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢⓎ⾜ᅇᩘࡀィ  ᅇࢆ㉸࠼ࡿ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
࣭*-6㸦ᅜ㝿⥲ྜ᪥ᮏᏛࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧ࡢඹദࢭ࣑ࢼ࣮ࢆጞࡵࡿ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
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#50'6 ƷᢃփۀՃ 
 $61(7 ࡣࠊ⥲㛗ᣦྡࡉࢀࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ࡢࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ᩍဨࠊᏛෆྛ㒊ᒁ
ࡽ᥎⸀ࡉࢀࡓ㐠Ⴀጤဨࡀ⏬ࡸ㐠Ⴀࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ


᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㐠Ⴀጤဨ 
࠙Ṕ௦ጤဨ୍ぴࠚ
ᡤᒓ
⫋
Ặྡ
௵ᮇ࣭ഛ⪃
Ꮫ㝔⥲ྜᩥ◊✲⛉

ᩍᤵ

ྂ⏣ ඖኵ

ጤဨ㛗

ᮾὒᩥ◊✲ᡤ

ᩍᤵ

ụᮏ ᖾ⏕

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

Ꮫ㝔ἲᏛᨻᏛ◊✲⛉



⸨ཎ ᖐ୍

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

Ꮫ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉

ᩍᤵ

Ώ㑔 ▱ಖ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ᱵᓮ ᫀ⿱

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ఀ⸨ Ẏ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

᭶ ᩄ㞝

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

Ỉᓥ ྖ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ᓥ⏣ ❳Ⓩ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

Ꮫ㝔⌮Ꮫ⣔◊✲⛉

ᩍᤵ

ከ⏣ 㝯

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

Ꮫ㝔㎰Ꮫ⏕⛉Ꮫ◊✲⛉

ᩍᤵ

ᮌ༡ ❶

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ඵᮌ ಙ⾜

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ኳ㔝 ᩥ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ᒸᓮ ဴ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

⃝⏣ ᗣᖾ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ᮧ⏣ 㞝㑻

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ᕝᓥ ┿

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ⓑ▼ ࡉࡸ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ᮤ ṇ㐃

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

Ꮫ㝔⸆Ꮫ⣔◊✲⛉

ᩍᤵ

ᢡཎ ⿱

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

Ꮫ㝔ᩘ⌮⛉Ꮫ◊✲⛉

ᩍᤵ

࢘ࣟࢵࢡࢫ ࣛࣝࣇ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

Ꮫ㝔᪂㡿ᇦᡂ⛉Ꮫ◊✲⛉

ᩍᤵ

ᡞᇽ ᗣஅ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ᰗ⏣ ㎮㞝

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ᆏᮏ 㯞⾰Ꮚ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

Ꮫ㝔ሗ⌮ᕤᏛ⣔◊✲⛉

ᩍᤵ

Ụᓮ ᾈ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

Ꮫ㝿ሗᏛᗓ

ᩍᤵ

ጧ ᑦ୰

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

⏣ ᬡ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

♫⛉Ꮫ◊✲ᡤ

ᩍᤵ

ᕝ ▱㞝

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

⏕⏘ᢏ⾡◊✲ᡤ

ᩍᤵ

┠㯮 බ㑻

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ἑ⏣ 㞝

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

➉ෆ ΅

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ᯇ᪉ Ꮚ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ᑠ㔝 ᑗ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

ୖ ᗈ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

す⏣ ࿘ᖹ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

Ꮫ㝔ᕤᏛ⣔◊✲⛉

Ꮫ㝔ேᩥ♫⣔◊✲⛉

Ꮫ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉

Ꮫ㝔⥲ྜᩥ◊✲⛉

Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉

ྐᩱ⦅⧩ᡤ

Ẽᾏὒ◊✲ᡤ
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ᆅ㟈◊✲ᡤ

ᩍᤵ

ຍ⸨ ↷அ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᩍᤵ

బ➉ 

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲

≉௵ᩍᤵ ྂ⃝ ᣅ㑻

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

≉௵ㅮᖌ

༲⏣ ᐀ᖹ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᮾὒᩥ◊✲ᡤ

ຓᩍ

Ᏻ⏣ ె௦

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ຓᩍ

ᚋ⸨ ⤮⨾

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᮾὒᩥ◊✲ᡤ

ᩍᤵ

⩚⏣ ṇ

ඖᐊ㛗࣭࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮



ᩍᤵ

Ⳣ ㇏

๓ᐊ㛗࣭࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮


ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩍဨ
ᡤᒓ

࠙Ṕ௦ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩍဨ୍ぴࠚ
⫋
Ặྡ
௵ᮇ࣭ഛ⪃

Ꮫ㝔㎰Ꮫ⏕⛉Ꮫ◊✲⛉

ᩍᤵ

ୖ ┿

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

Ꮫ㝔ᕤᏛ⣔◊✲⛉

ᩍᤵ

ᇼ ⚽அ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

♫⛉Ꮫ◊✲ᡤ

ᩍᤵ

ᕝ ▱㞝

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉

ᩍᤵ

ⓑ▼ ࡉࡸ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊

≉௵ᩍᤵ

ྂ⃝ ᣅ㑻

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

≉௵ㅮᖌ

༲⏣ ᐀ᖹ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᮾὒᩥ◊✲ᡤ

ຓᩍ

Ᏻ⏣ ె௦

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ຓᩍ

ᚋ⸨ ⤮⨾

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥



࠙᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㐠Ⴀጤဨせ㡯ࠚ
 ㈨ᩱ  ཧ↷
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ᩍ⫱άື
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Ꮛѣ
ƀଐஜȷǢǸǢܖƁᏋȗȭǰȩȠ

ࠗ᪥ᮏ࣭ࢪᏛ࠘ࡣࠊ᪥ᮏࢆྵࡴࢪࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫱άືࢆࠊ㒊ᒁศ㔝ࢆ㉸࠼࡚᪂ࡓయ
⣔࣭⥲ྜࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊពḧ࠶ࡿᏛ㝔Ꮫ⏕ࡀࠊᡤᒓࡍࡿ◊✲⛉࣭ᩍ⫱㒊ᒁᅛ᭷ࡢᩍ⫱࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ຍ࠼࡚ᒚಟࡋࠊಟࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ
 ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ⥲ྜ⛉┠⩌ゝㄒ⛉┠⩌ูࡉࢀࡿࠋ⥲ྜ⛉┠⩌ࡣࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰᰾ࢆ࡞
ࡍࡶࡢ࡛ࠊศ㔝ᶓ᩿࣭㒊ᒁᶓ᩿ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪥ᮏࢆྵࡴࢪࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋྛ◊✲⛉࣭ᩍ⫱㒊࠾࠸࡚ṇつㄢ⛬ࡢ⛉┠ࡋ࡚ᐇࡉࢀࡿᤵᴗࡀࡇࢀヱᙜࡍࡿࠋ⥲ㄽࠊ
♫࣭ᩥㄽࠊ♫ᢏ⾡ㄽࠊ⮬↛⎔ቃㄽࠊᗣㄽࠊሗㄽࠊ≉ㄽࡽ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊゝㄒ⛉┠⩌ࡣᩍ㣴
Ꮫ㒊࠶ࡿ࠸ࡣᩥᏛ㒊ࡢᏛ㒊ᚋᮇㄢ⛬㸦㸫 ᖺ⏕㸧࡛㛤ㅮࡉࢀࡿእᅜㄒ⛉┠ࡢ࠺ࡕࠊ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵
ࢃࡿࡶࡢࢆࠊពḧ࠶ࡿᏛ㝔Ꮫ⏕ࡀᒚಟࡍࡿࡇࢆዡບࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ⥲ྜ⛉┠⩌ࡢࡳࡽࠊ࠶ࡿ࠸ࡣゝㄒ⛉┠⩌⥲ྜ⛉┠⩌ࡢྜィ࡛  ༢௨ୖࢆྲྀᚓࡋࡓሙྜࠊࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࢆಟࡋࡓㄆᐃࡋࠊಟドࢆⓎ⾜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊゝㄒ⛉┠⩌ࡽྲྀᚓࡋࡓ༢ࢆࠊಟせ
௳ࡢ୍㒊ࡍࡿሙྜࡣࠊ ༢ࢆୖ㝈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ




ŠᜒᅹႸૠᲢ ࠰ࡇƔǒ  ࠰ࡇǇưᲣ
 
 ࠙⥲ྜ⛉┠⩌ࠚ   
ᖺᗘ
㛤ㅮ⛉┠ᩘ
ෆヂ
 ᖺ
 ⛉┠

⥲ㄽ㸦⥲ྜᩥ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
♫࣭ᩥㄽ㸦ேᩥ♫⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
♫ᢏ⾡ㄽ㸦ᕤᏛ⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
⮬↛⎔ቃㄽ㸦㎰Ꮫ⏕⛉Ꮫ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
ᗣㄽ㸦་Ꮫ⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
ሗㄽ㸦Ꮫ㝿ሗᏛᗓ㸧㸸 ⛉┠

≉ㄽ㸦⤒῭Ꮫ◊✲⛉࣭ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
 ᖺ
 ⛉┠

⥲ㄽ㸦⥲ྜᩥ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
♫࣭ᩥㄽ㸦ேᩥ♫⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
♫ᢏ⾡ㄽ㸦ᕤᏛ⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
⮬↛⎔ቃㄽ㸦㎰Ꮫ⏕⛉Ꮫ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
ᗣㄽ㸦་Ꮫ⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
ሗㄽ㸦Ꮫ㝿ሗᏛᗓ㸧㸸 ⛉┠
≉ㄽ㸦⤒῭Ꮫ◊✲⛉࣭ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
 ᖺ
 ⛉┠

⥲ㄽ㸦⥲ྜᩥ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
♫࣭ᩥㄽ㸦ேᩥ♫⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
♫ᢏ⾡ㄽ㸦ᕤᏛ⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
⮬↛⎔ቃㄽ㸦㎰Ꮫ⏕⛉Ꮫ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
ᗣㄽ㸦་Ꮫ⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
ሗㄽ㸦Ꮫ㝿ሗᏛᗓ㸧㸸 ⛉┠
≉ㄽ㸦⤒῭Ꮫ◊✲⛉࣭ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
 ᖺ
 ⛉┠

⥲ㄽ㸦⥲ྜᩥ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
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♫࣭ᩥㄽ㸦ேᩥ♫⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
♫ᢏ⾡ㄽ㸦ᕤᏛ⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
⮬↛⎔ቃㄽ㸦㎰Ꮫ⏕⛉Ꮫ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
ᗣㄽ㸦་Ꮫ⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
ሗㄽ㸦Ꮫ㝿ሗᏛᗓ㸧㸸 ⛉┠
≉ㄽ㸦⤒῭Ꮫ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
 ᖺ

 ⛉┠

⥲ㄽ㸦⥲ྜᩥ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
♫࣭ᩥㄽ㸦ேᩥ♫⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
♫ᢏ⾡ㄽ㸦ᕤᏛ⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
⮬↛⎔ቃㄽ㸦㎰Ꮫ⏕⛉Ꮫ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
ᗣㄽ㸦་Ꮫ⣔◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠
ሗㄽ㸦Ꮫ㝿ሗᏛᗓ㸧㸸 ⛉┠
≉ㄽ㸦⤒῭Ꮫ◊✲⛉㸧㸸 ⛉┠



  ࠙ゝㄒ⛉┠⩌ࠚ
ᖺᗘ

㛤ㅮ⛉┠ᩘ

ෆヂ

 ᖺ

 ⛉┠

ᩥᏛ㒊㸸 ⛉┠ࠊᩍ㣴Ꮫ㒊㸸 ⛉┠


 ᖺ

 ⛉┠

ᩥᏛ㒊㸸 ⛉┠ࠊᩍ㣴Ꮫ㒊㸸 ⛉┠

 ᖺ

 ⛉┠

ᩥᏛ㒊㸸 ⛉┠ࠊᩍ㣴Ꮫ㒊㸸 ⛉┠


 ᖺ

 ⛉┠

ᩥᏛ㒊㸸 ⛉┠ࠊᩍ㣴Ꮫ㒊㸸 ⛉┠

 ᖺ

 ⛉┠

ᩥᏛ㒊㸸 ⛉┠ࠊᩍ㣴Ꮫ㒊㸸 ⛉┠




  



ŠᜒᅹႸૠŴ̲ޗᎍŴҥˮӕࢽᎍૠƷ҄٭Ტ ࠰ࡇƔǒ  ࠰ࡇǇưᲣ

 






 

࠙⥲ྜ⛉┠⩌ࠚ   
  ᖺᗘ㸦ィ  ⛉┠㸧⥲ᒚಟ⪅ᩘ㸸 ྡࠊ༢ྲྀᚓ⪅ᩘ㸸 ྡ
   ᖺᗘ㸦ィ  ⛉┠㸧⥲ᒚಟ⪅ᩘ㸸 ྡࠊ༢ྲྀᚓ⪅ᩘ㸸 ྡ
   ᖺᗘ㸦ィ  ⛉┠㸧⥲ᒚಟ⪅ᩘ㸸ᮍ㞟ィࠊ༢ྲྀᚓ⪅ᩘ㸸ᮍ㞟ィ
   ᖺᗘ㸦ィ  ⛉┠㸧⥲ᒚಟ⪅ᩘ㸸 ྡࠊ༢ྲྀᚓ⪅ᩘ㸸 ྡ
   ᖺᗘ㸦ィ  ⛉┠㸧⥲ᒚಟ⪅ᩘ㸸 ྡࠊ༢ྲྀᚓ⪅ᩘ㸸 ྡ
࠙ゝㄒ⛉┠⩌ࠚ
 ᖺᗘ㸦ィ  ⛉┠㸧⥲ᒚಟ⪅ᩘ㸸 ྡࠊ༢ྲྀᚓ⪅ᩘ㸸 ྡ
 ᖺᗘ㸦ィ  ⛉┠㸧⥲ᒚಟ⪅ᩘ㸸 ྡࠊ༢ྲྀᚓ⪅ᩘ㸸ᮍ㞟ィ 
 ᖺᗘ㸦ィ  ⛉┠㸧⥲ᒚಟ⪅ᩘ㸸ᮍ㞟ィࠊ༢ྲྀᚓ⪅ᩘ㸸ᮍ㞟ィ
 ᖺᗘ㸦ィ  ⛉┠㸧⥲ᒚಟ⪅ᩘ㸸 ྡࠊ༢ྲྀᚓ⪅ᩘ㸸 ྡ
 ᖺᗘ㸦ィ  ⛉┠㸧⥲ᒚಟ⪅ᩘ㸸 ྡࠊ༢ྲྀᚓ⪅ᩘ㸸 ྡ
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ᑐ㇟

 ᖺ

 ᖺ

 ᖺ

 ᖺ

 ᖺ

 ᖺ

 ᭶ᮎ

 ᭶ᮎ

 ᭶ᮎ

 ᭶ᮎ

 ᭶ᮎ

 ᭶ᮎ

ྜ
ィ

ࢪ࢙ࣟࣥࢺࣟࢪ࣮















࣓ࢹࢥࣥࢸࣥࢶ















ࣂࣜࣇ࣮ࣜᩍ⫱
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Š#50'6 ˖ဒᅹႸᲢ#50'6 ƷՃƕ˖ဒƠƨᅹႸᲣ
$61(7 ࡛ࡣࠊྛᅜࡢࣇ࣮ࣝࢻ࡛᭱᪂ࡢㄪᰝ࣭◊✲ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿᑓ㛛ᐙࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽ࣒࢜ࢽ
ࣂࢫᙧᘧࡢ⛉┠ࢆ㛤ㅮࡋ࡚ࡁࡓࠋ㛤ㅮ⛉┠㛤ㅮᖺࠊᤵᴗෆᐜࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ


⛉┠ྡ㸸ࠗࢪࡢ⎔ቃ◊✲ࡢ᭱๓⥺㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧࠘㸦 ᖺࠊ ᖺ㸧
ࠝ㛫ࠞኟᏛᮇࠊᮌ᭙ࠊ㝈㸦㸧

ࠝᤵᴗෆᐜࠞ
ᮏㅮ⩏࡛ࡣࠊ᪥ᮏࢆྵࡴࢪᆅᇦ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ⎔ቃၥ㢟ࡑࢀ㛵ࢃࡿ᭱᪂ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊ◁₍ࡸ⏕≀ከᵝᛶࠊ⇕ᖏ㞵ᯘࡢῶᑡࠊᏛ≀㉁ởᰁࠊᗣࠊỈởᰁࠊ㣗⣊ၥ㢟ࠊ
Ẽ࡞ࡘ࠸࡚ࠊẖ㐌  ࡘࡢࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾୖࡆࠊྛᅜࡢࣇ࣮ࣝࢻ࡛᭱᪂ࡢㄪᰝ࣭◊✲ࢆᒎ㛤ࡋ࡚
࠸ࡿᮾிᏛࡢᑓ㛛ᐙࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽ࣒࢜ࢽࣂࢫᙧᘧ࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢪࡢ⎔ቃ㛵ࢃࡿ᭱᪂ࡢ◊✲ᡂᯝࢆᖜᗈࡃ⌮ゎࡍࡿࡶࠊ⎔ቃၥ
㢟ࡢᑗ᮶ࢆ⪃ᐹ࡛ࡁࡿ⣲㣴ࢆ㌟ࡘࡅࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠝᤵᴗ᪥⛬ࠞ
ྛᅇࡢㅮ⩏ࢱࢺࣝᢸᙜࡢㅮᖌ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸༲⏣᐀ᖹ㸦⏕ែே㢮Ꮫ㸧
͆⤯ᑐゎ͇࡞ࡁ⎔ቃ◊✲ࡢࡇࢀࡽ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ஂಖᝅ㸦ᆅᇦ⏕ែᏛ㸧㔛ᒣḟᯘ᳜⏕⟶⌮
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸⏣୰ồ㸦⎔ቃ♫Ꮫ㸧࣓ࣛࢿࢩ࠾ࡅࡿၟᴗఆ᥇᪥ᮏࡢ᳃ᯘ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᮏከ㸦⎔ቃᕤᏛ㸧ࢱࡢỈ⏝࣭⎔ቃởᰁᑐ⟇
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸༲⏣᐀ᖹ㸦⏕ែே㢮Ꮫ㸧୰ᅜ࣭㛗Ụ୰ὶᇦࡢ⎔ቃኚ⏕ィ⥔ᣢ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ụᮏᖾ⏕㸦⤒῭Ꮫ㸧ࢥ࣮ࣄ࣮ࡽୡ⏺ࢆࡢࡒࡃ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᒣṇᚰ㸦ẘᛶᏛ㸧⎔ቃ୰Ꮫ≀㉁Ꮫ⩦࣭ືᶵ⬟ࡢᙳ㡪
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᑠす⚈Ꮚ㸦ே㢮⏕ែᏛ㸧ࢺࣥ࢞⋤ᅜ࠾ࡅࡿ⫧‶ᰤ㣴ࠊ㣗⎔ቃ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᇼ◊㸦ᆅᇦ♫Ꮫ㸧᪥ᮏࡢࢢ࣮࣭ࣜࣥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢ⌧≧ㄢ㢟
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᫍᏊᬛ⨾㸦㒔ᕷᕤᏛ㸧ࢪࡢ㒔ᕷẼởᰁᗣᙳ㡪
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᒸᏳᬛ⏕㸦⥳ᆅᡂᏛ㸧ࣔࣥࢦࣝᅜࡢᅵᆅⲨᗫ⮬↛⟶⌮
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸Ꮫ⏕ࡽࡢ㉁ၥᩍဨࡼࡿ㏉⟅ձ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸Ꮫ⏕ࡽࡢ㉁ၥᩍဨࡼࡿ㏉⟅ղ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸༲⏣᐀ᖹ㸦⏕ែே㢮Ꮫ㸧ࢪ࡛⎔ቃ◊✲ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ຍ㈡㇂㝯㸦⏕ែᏛ㸧Ἑᕝ⎔ቃࡢேⅭⓗᨵኚᗏ⏕⏕≀ࡢᙳ㡪
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᐑᮏ᭷⣖㸦⢭⚄┳ㆤᏛ㸧ᑐࡍࡿព࡙ࡅࢆၥ࠺
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸㬼ᆏᬛ๎㸦ሗᕤᏛ㸧ࣘࣅ࢟ࢱࢫ࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢᢏ⾡ሙᡤሗࢩࢫࢸ࣒
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸Ᏻᒸ₶Ꮚ㸦ᅜ㝿ಖᏛ㸧⎔ቃᨵၿ࡛࣐ࣛࣜண㜵㸟 
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸Ᏻ⏣ె௦㸦ᅜ㝿ᨻᏛ㸧ᅜ㝿⾨⏕༠ຊࢪࡢᅜ㝿㛵ಀ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᑠ⇃ஂ⨾Ꮚ㸦⎔ቃᕤᏛ㸧ࢪࡢỈ⎔ቃởᰁᗣࣜࢫࢡ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸㩾ῲᖾ⏕㸦ἢᓊ⎔ቃᏛ㸧ᮾி‴ࠊ᭷᫂ᾏࡢỈ⎔ቃࡑࡢ⫼ᬒ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ⴗཎஂ⨾Ꮚ㸦♫Ꮫ㸧᪥ᮏࡢປാୡ⏺ࢪ࢙ࣥࢲ࣮
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸Ꮫ⏕ࡽࡢ㉁ၥᩍဨࡼࡿ㏉⟅ձ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸Ꮫ⏕ࡽࡢ㉁ၥᩍဨࡼࡿ㏉⟅ղ
 ᖺ  ᭶ୖ᪪㸸㊊ᑿ㖡ᒣࡢࣇ࣮ࣝࢻㄪᰝ
ࠝᤵᴗᙧᘧࠞ
ཷㅮ⪅ࡣẖᅇࠊ$ ୍ᯛศࡢឤ࣭㉁ၥᩥࡢᥦฟࢆㄢࡍࠋ
ᡂ⦼ࡣࠊᤵᴗࡢཧຍࡢ✚ᴟᛶࡼࡗ࡚⥲ྜⓗホ౯ࡍࡿࠋ
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⛉┠ྡ㸸ࠗ୰ᅜࢆぢࡿ║㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧࠘㸦 ᖺࠊ ᖺ㸧
ࠝ㛫ࠞኟᏛᮇࠊᮌ᭙ࠊ㝈㸦㸧

ࠝ◊✲⛉ࠞ⥲ྜᩥ◊✲⛉
ࠝᤵᴗෆᐜࠞ
ᮏㅮ⩏࡛ࡣࠊ୰ᅜ㛵ࢃࡿ᭱᪂ࡢ◊✲ᡂᯝࢆከศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽ࣒࢜ࢽࣂࢫᙧᘧ࡛Ꮫ
ࡪࠋලయⓗࡣࠊ୰ᅜࡢ㎰ᮧ㈨※⟶⌮ࡸᆅ᪉㈈ᨻࠊᕤᴗࠊゝⴥࠊₔ⏬ྐࠊ᪥ᮏࡢ࣓࣮ࢪࠊࣀ࣮࣋
ࣝᩥᏛ㈹ཷ㈹ᚋࡢἼ⣠࡞ࡘ࠸࡚ࠊẖ㐌  ࡘࡢࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾୖࡆࠊㅮ⩏㆟ㄽࢆ㏻ࡌ࡚⌮ゎࡍࡿࠋ
ࡇࡢᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ୰ᅜ㛵ࢃࡿ᭱᪂ࡢ◊✲ᡂᯝࢆᖜᗈࡃ⌮ゎࡍࡿࡶࠊ୰ᅜ᪥ᮏࡢᑗ᮶ࢆ⪃
ᐹ࡛ࡁࡿ⣲㣴ࢆ㌟ࡘࡅࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠝᤵᴗ᪥⛬ࠞ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸༲⏣᐀ᖹ㸦⏕ែே㢮Ꮫ㸧
ࠕᗎㄽ㸸୰ᅜࢆ⌮ゎࡍࡿࢥࢶࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᑿᓮᩥ㸦୰ᅜᩥᏛ㸧
ࠕࣀ࣮࣋ࣝᩥᏛ㈹ཷ㈹ࡢἼ⣠ࡑࡢ⫼ᬒࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸⋤㞷ⴍ㸦ᮾࢪᅜ㝿㛵ಀ㸧ࠕ୰ᅜࡢᩍ⫱୰ᅜேࡢ᪥ᮏ࣓࣮ࢪࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸㔝බ㈡㸦୰ᅜ㏆⌧௦ᩥᏛ㸧ࠕ୰ᅜₔ⏬ྐ࠾ࡅࡿ➉ஂክࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸๓⏣┿◁⨾㸦ㄒᏛ㸧
ࠕ⛬ᗘࢆఱ࡛⾲ࡍ̿⌧௦୰ᅜㄒࡢ⛬ᗘモࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᑠ㔝Ὀᩍ㸦୰ᅜ㏆௦ᛮྐ㸧
ࠕすὒ㏆௦♫ࢆ࠸ㄆ㆑ࡍࡿࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ຍᓥ₶㸦⤒῭ྐ㸧
ࠕᆅ᪉㈈ᨻࡽぢࡿ୰ᅜ࠸࠺ᅜᐙ̿Ṕྐ⌧≧ࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ఀ⸨ள⪷ ⤒῭Ꮫ ࠕ
ࠕୡ⏺ࡢᕤሙࠖ୰ᅜࢆゎ๗ࡍࡿࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᒣ⏣⤮㸦㎰ᴗ⤒῭Ꮫ㸧
ࠕ୰ᅜ࠾ࡅࡿ㎰ᮧ㈨※⟶⌮ࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸Ꮫ⏕ࡽࡢ㉁ၥᩍဨࡼࡿ㏉⟅ձ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸Ꮫ⏕ࡽࡢ㉁ၥᩍဨࡼࡿ㏉⟅ղ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸༲⏣᐀ᖹ㸦⏕ែே㢮Ꮫ㸧
ࠕ୰ᅜࢆぢࡿ║࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸༲⏣᐀ᖹ㸦⏕ែே㢮Ꮫ㸧
ࠕ୰ᅜேࡓࡕࡢ⾜ືࢆ⌮ゎࡍࡿࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸༲⏣᐀ᖹ㸦⏕ែே㢮Ꮫ㸧
ࠕ୰ᅜࡢ⮬↛⎔ቃࢆ⌮ゎࡍࡿࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᒣ⏣⤮㸦㎰ᴗ⤒῭Ꮫ㸧ࠕ୰ᅜࡢࠗᮧ࠘ࢆ⌮ゎࡍࡿࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᯇỌගᖹ㸦ᆅᇦ◊✲㸧ࠕ ୡ⣖ࡢ୰ᅜ㯤ᅵ㧗ཎ⏕ࡁࡿேࠎࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸୰ᮧ▱Ꮚ㸦ᩥே㢮Ꮫ㸧
ࠕす㒊㛤Ⓨᨻ⟇୰ᅜࡢᆅ᪉♫ࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᒣཱྀ┿⨾㸦ᆅᇦ◊✲♫Ꮫ㸧ࠕⱝ⪅ࡓࡕࡢ⌧௦୰ᅜ㸸㒔ᕷ㎰ᮧࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸⋤㞷ⴍ㸦ᮾࢪᅜ㝿㛵ಀㄽ㸧ࠕᡓᚋ᪥୰㛵ಀ᪥ᮏ⳹ൂࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸Ἑཎຌ㸦ྎ‴ᩥᏛ㸧
ࠕ᪥ᮏ࣭ྎ‴࡛ࡢྎ‴ᩥᏛ◊✲ࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸௵ဴ ⌧௦୰ᅜᨻ◊✲ ࠕᅵᆅࡽぢࡿ⌧௦୰ᅜࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸⛅ᒣ▱ᏹ㸦ỈᩥᏛ㸧
ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡢ࣐ࣟࣥ⌧ᐇࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸Ꮫ⏕ࡽࡢ㉁ၥᩍဨࡼࡿ㏉⟅ձ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸Ꮫ⏕ࡽࡢ㉁ၥᩍဨࡼࡿ㏉⟅ղ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸Ꮫ⏕ࡽࡢ㉁ၥᩍဨࡼࡿ㏉⟅ղ
ࠝᤵᴗᙧᘧࠞ
ཷㅮ⪅ࡣẖᅇࠊ$ ୍ᯛศࡢឤ࣭㉁ၥᩥࡢᥦฟࢆㄢࡍࠋ
ᡂ⦼ࡣࠊᤵᴗࡢཧຍࡢ✚ᴟᛶࡼࡗ࡚⥲ྜⓗホ౯ࡍࡿࠋ
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⛉┠ྡ㸸ࠗࢪࡢࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡㄽ㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧࠘㸦 ᖺ㸧
ࠝ㛫ࠞ
ኟᏛᮇࠊ㔠᭙ࠊ㝈㸦㸧
ࠝ◊✲⛉ࠞ
⥲ྜᩥ◊✲⛉
ࠝᤵᴗෆᐜࠞ
ᩥ⣔࣭⌮⣔ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ࠊࢪࢆᑐ㇟ࡋࡓࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ⌮ㄽ᪉ἲ
ᡂᯝࢆᏛࢇ࡛࠸ࡃࠋ␗ศ㔝ࡢᡭἲࢆྲྀࡾධࢀࡓ࠸Ꮫ⏕ࠊࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ⾜࠾࠺ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࠊ
࣮ࣟ࢝ࣝ࡞どⅬࡽぢࡓࢪࢆᏛࡧࡓ࠸Ꮫ⏕࡞ࠊᡤᒓࢆၥࢃࡎᗈࡃḼ㏄ࡍࡿࠋㅮ⩏㸦Ᏻᑐ⟇ࡸ
⌮ࡶྵࡴ㸧ࢆ⾜ࡗࡓ࠶ࠊᾏእ࡛ᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࠋ

➨  ᅇ㸸ࠕࣥࢺࣟࢲࢡࢩࣙࣥࠖ
➨  ᅇ㸸ࠕ࢚ࢫࣀࢢࣛࣇࢵࢡ࣭ࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡣࠖ
➨  ᅇ㸸ࠕ⪺ࡁྲྀࡾࡢ᪉ἲࠖ
➨  ᅇ㸸ࠕࣇ࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢺࡢ᭩ࡁ᪉ࠖ
➨  ᅇ㸸ࠕㄪᰝࡢࢫ࢟ࣝձ㸸ᐙ⣔ᅗࠊ⏕ᴗᬺࠊࣛࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࠖ
➨  ᅇ㸸ࠕㄪᰝࡢࢫ࢟ࣝղ㸸ᛶᕪࠊᖺ㱋ᕪࠊ㏻፧ᅪࠊື᳜≀ࠖ
➨  ᅇ㸸ࠕᴫᛕຊࢆ㘫࠼ࡿࠖ
➨  ᅇ㸸ࠕලయⓗ࡞ㄪᰝࡢࡽ᪉ἲㄽࢆᏛࡪձࠖ
➨  ᅇ㸸ࠕලయⓗ࡞ㄪᰝࡢࡽ᪉ἲㄽࢆᏛࡪղࠖ
➨  ᅇ㸸
ࠕL3DG ࢆࡗࡓ㔝እㄪᰝᴫせࠊࢹ࣮ࢱ㞟ࡢ‽ഛࠖ
➨  ᅇ㸸
ࠕL3DG ࢆࡗࡓ㔝እㄪᰝ㸸ࢹ࣮ࢱ㞟ࠖ
➨  ᅇ㸸
ࠕL3DG ࢆࡗࡓ㔝እㄪᰝ㸸Ⓨ⾲ࠖ
 ᭶୰᪪㸸ᅜෆࣇ࣮ࣝࢻᐇ⩦ 㸦⌧ሙ࡛ఱࢆࠕⓎぢࠖࡋࠊࡑࢀࢆㄪ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿ㸧
 ᭶ୗ᪪㸸ᾏእࣇ࣮ࣝࢻᐇ⩦ 㸦Ẽࡁࢆ῝ࡃ✺ࡁワࡵࡿ㸧

ࠝᅜෆእࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ᪥⛬ሙᡤࠞ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸᪂₲┴ᑠ༓㇂ᕷᑠᰩᒣ㜚∵
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᰣᮌ┴᪥ගᕷ㊊ᑿ㖡ᒣ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸༓ⴥ┴༡ᡣ⥲ᕷ༓⏫ࡢ⁺ᮧㄪᰝ
 ᖺ  ᭶  ᪥ ᪥㸸୰ᅜᾏ༡ᓥᣦᒣᕷ࣮ࣜ᪘ࡢᮧⴠ
 ᖺ  ᖺ  ᪥ ᭶  ᪥㸸࣋ࢺࢼ࣒
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸㛗Ⰻᕝ㬼㣫࠾ࡅࡿ㬼ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᇸ⋢┴⛛∗ᕷࡢᮧⴠㄪᰝ
 ᖺ  ᭶  ᪥ ᭶  ᪥㸸ிᕷ㑹እࡢᮧⴠኚᐜ㛵ࢃࡿどᐹ
 ᖺ  ᭶  ᪥ ᭶  ᪥㸸࣋ࢺࢼ࣒࣭࣮࣍ࢳ࣑ࣥࠊࢲࢼࣥࡢᮧⴠどᐹ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸᪂₲┴ᑠ༓㇂ᕷࡢᑠ༓㇂㜚∵
 ᖺ  ᭶  ᪥ ᪥㸸⚄ዉᕝ┴୕ᾆᕷ୕ᓮ⏫࿘㎶
 ᖺ  ᭶  ᪥̺ ᪥㸸࢝ࣥ࣎ࢪ
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ŠžǢǸǢƷȕǣȸȫȉȯȸǯᛯſϋٳȕǣȸȫȉܱ፼إԓᲢ৷ቦᲣ
 ڧᖺ  ᭶  ᪥㸸᪂₲┴ᑠ༓㇂ᕷᑠᰩᒣ㜚∵
$61(7 ⛉┠ࡢᏛ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮾࡢ␃Ꮫ⏕ࡶཧຍࢆࡧࡅከᩘࡢᏛ⏕ࡓࡕࡀཧຍࡋࡓࠋ⌧ᆅ
࡛ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞∵ࡢゅ✺ࡁࡢᢏ⾡ࡸࡑࢀࢆ⫱ࡴᩥゐࢀࠊࡲࡓᮾὒᩥ◊✲ᡤࡢⳢ㇏ᩍᤵࡀᡤ᭷ࡍ
ࡿࠕኳ⚄ࠖྕࢆᛂࡋࡘࡘほᡓࡋࡓࠋ








ࠕኳ⚄ࠖྕࡢᡓ࠸ࡪࡾࢆぢᏛ

 ڧᖺ  ᭶  ᪥㸸ᰣᮌ┴᪥ගᕷ㊊ᑿ㖡ᒣ
つᶍ࡞㖡ᒣ㛤Ⓨࡼࡾ↴↮ࠊ㖔ẘỈ࡞ࡢ῝้࡞⎔ቃၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋࠊ᪥ᮏࡢ⎔ቃၥ㢟ࡢཎⅬ
ࡶ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ௳ࠋ⌧ᅾࠊⲨᗫࡋࡓᒣ㛫㒊࡛ࡣ᳃ᯘࢆඖࡍࡿࡓࡵ᳜ᯘᴗ
ࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜ᪥ࡣࠊ⎔ቃ◊✲ࢆᏛࡪᏛ⏕ࡓࡕᒣ㛫㒊࡛᳜ᯘࡉࢀࡓ᳃ᯘࡢ⏕㛗ࡢ≧ἣ࡞
ࢆほᐹࡋࡓࠋ









ᒣ㛫㒊࡛᳜ᯘࡉࢀࡓ᳃ᯘࡢ⏕㛗ࢆぢᏛࡍࡿ

 ڧᖺ  ᭶  ᪥㸸༓ⴥ┴༡ᡣ⥲ᕷ༓⏫ࡢ⁺ᮧㄪᰝ
ᡣ⥲༙ᓥࡢ⁺ᮧࢆᑐ㇟ࠊᏛ⏕ࡓࡕࡣ  ேࡲࡓࡣ  ே୍⤌࡞ࡗ࡚㐣ཤᙳࡉࢀࡓ┿࡞
ࢆᡭࡀࡾ⌧ᆅࡢேࡓࡕᮧࡢṔྐࡸ㏆ᖺࡢኚࢆ⪺ࡁྲྀࡿసᴗࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢኪࠊ⪺ࡁྲྀ
ࡾㄪᰝࡼࡾ᪂ࡓⓎぢࡋࡓࢆᏛ⏕⮬ࡽࡀᙳࡋࡓ  ᯛࡢ┿ࡶሗ࿌ࡋࡓࠋ๓ຮ
ᙉ࡛ࡣീࡶ࡛ࡁ࡞ࡗࡓෆᐜࡀᏛ⏕ࡽከࡃሗ࿌ࡉࢀࠊࡓ࠸ࢇ᭷ព⩏࡞ㄪᰝ࡞ࡗࡓࠋ








ࡑࡢ᪥ࡢⓎぢࢆሗ࿌ࡍࡿᏛ⏕ࡓࡕ
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 ڧᖺ  ᭶  ᪥ ᪥㸸୰ᅜᾏ༡ᓥᣦᒣᕷ࣮ࣜ᪘ࡢᮧⴠ
ᾏ༡ᓥᣦᒣᕷࡢࡩࡓࡘࡢ㎰ᮧࡢኚࢆほᐹࡋࡓࠋࡦࡘࡣᣦᒣࡢࡩࡶ࠶ࡾほග࣭ࣞࢪ
࣮ࣕ㛤Ⓨࡀ⾜࡞ࢃࢀࡓ㎰ᮧࠋࡶ࠺ࡦࡘࡣ࠶ࡲࡾほග㛤Ⓨࡀ࡞ࡉࢀࡎࣂࢼࢼࡸࢦ࣒᱂ᇵ࡛┒ࢇ࡞
㎰ᮧࠋ⤒῭Ⓨᒎࡀⴭࡋ࠸୰ᅜᾏ༡ᓥࡢෆ㝣㒊࠾ࡅࡿࡘࡢᮧࡢ␗࡞ࡗࡓ⏕ᴗᡓ␎ࠊ⮬↛⏝ࡢ
࠶ࡾ᪉ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ








⌧ᆅࡢேࡘ࡚ࡢ↝⏿ࡢ≧ἣࢆ⪺ࡃᏛ⏕

 ڧᖺ  ᭶  ᪥㸸㛗Ⰻᕝ㬼㣫࠾ࡅࡿ㬼ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ
$61(7 ⛉┠ࡢᏛ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮾࡢ␃Ꮫ⏕ࡸゼၥᏛ⪅ࡶࡧࡅከᩘࡢேࡓࡕࡀཧຍࡋࡲ
ࡋࡓࠋ ᖺ௨ୖࡢṔྐࢆࡶࡘ㛗Ⰻᕝ㬼㣫ࠋࡣ㬼Ꮿ࡛ヰࢆ࠺ࡀ࠸ࠊኪࡣ㬼⯚ࡢୖࡽ㛗Ⰻ
ᕝ㬼㣫ࢆ㚷㈹ࡋࡓࠋ⠚ⅆࡢୗ࡛Ὃࡄ㬼ࡑࢀࢆ᧯ࡿ㬼ࠋ␃Ꮫ⏕ࡓࡕࡶ⯆῝ࡃ㚷㈹ࡋࡓࠋ








ᒣୗ㬼㬼㣫࠸⁺ࡢ⌧≧ࢆఛ࠺

 ڧᖺ  ᭶  ᪥㸸ᇸ⋢┴⛛∗ᕷࡢᮧⴠㄪᰝ
ᇸ⋢┴⛛∗ᕷࠊᰣᮏᆅ༊ࡢ㎰ᮧࢆᑐ㇟ࠊᏛ⏕ࡓࡕࡀ  ே୍⤌࡞ࡗ࡚⌧ᆅࡢேࡓࡕᮧ
ࡢṔྐࡸ⌧≧ࠊㄢ㢟ࠊ㏆ᖺࡢኚࢆ⪺ࡁྲྀࡿసᴗࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
 ⌧ᆅ࡛ࡣࠊ㞟ⴠࡢேཱྀࡀᛴ⃭ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡸࡑࢀక࠺ᑠᏛᰯࡢ⤫ᗫྜࠊ᪂ࡓ࡞㔠స
≀ࡢ᱂ᇵࠊື≀ࡼࡿ㎰స≀ࡢ⿕ᐖ࡞ࢆ⪺ࡁྲྀࡗࡓࠋࡑࡢኪࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚᪂ࡓࠕⓎ
ぢࠖࡋࡓෆᐜࢆᏛ⏕⮬ࡽࡀᙳࡋࡓ  ᯛࡢ┿ࡶሗ࿌ࡋࡓࠋ๓ຮᙉ࡛ࡣീࡶ࡛ࡁ
࡞ࡗࡓෆᐜࡀᏛ⏕ࡽከࡃሗ࿌ࡉࢀࠊࡓ࠸ࢇ᭷ព⩏࡞ㄪᰝ࡞ࡗࡓࠋ








ࡑࡢ᪥ࡢⓎぢࢆኪࡢሗ࿌࡛Ⓨ⾲ࡍࡿᏛ⏕ࡓࡕ
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 ڧᖺ  ᭶  ᪥ ᭶  ᪥㸸ிᕷ㑹እࡢᮧⴠኚᐜ㛵ࢃࡿどᐹ
ிᕷ࠾࠸࡚ᮾிᏛࡢ㝔⏕୰ኸẸ᪘Ꮫࡢᩍဨ࠾ࡼࡧᏛ⏕ࡢὶάືࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡑࡢ
ᚋࠊிᕷࡢṔྐⓗᘓ㐀≀࠾ࡼࡧ࣏ࢫࢺி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ⌧≧ࢆ⌧ᆅࡢᏛ⏕ࡓࡕぢᏛࡋࡓࠋ
᪥୰ࡢᏛ⏕ࡓࡕࡀᩘ᪥㛫⾜ືࢆඹࡋࠊዲⓗ࡛Ⓨᒎⓗ࡞㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓࠋ




 




୰ኸẸ᪘ᏛࡢᩍဨࡸᏛ⏕ὶࢆࡍࡿ



 ڧᖺ  ᭶  ᪥㸸᪂₲┴ᑠ༓㇂ᕷࡢᑠ༓㇂㜚∵
$61(7 ⛉┠ࡢᏛ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮾࡢ␃Ꮫ⏕ࡶཧຍࢆࡧࡅከᩘࡢᏛ⏕ࡓࡕࡀཧຍࡋࡓࠋ
⌧ᆅ࡛ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞∵ࡢゅ✺ࡁࡢᢏ⾡ࡸࡑࢀࢆ⫱ࡴᩥゐࢀࠊࡲࡓᮾὒᩥ◊✲ᡤࡢⳢ㇏ᩍᤵ
ࡀᡤ᭷ࡍࡿࠕኳ⚄ࠖྕࢆᛂࡋࡘࡘほᡓࡋࡓࠋ


 ڧᖺ  ᭶  ᪥ ᪥㸸⚄ዉᕝ┴୕ᾆᕷ୕ᓮ⏫࿘㎶
୕ᓮ⏫ࡢ⁺ᮧࡸၟᗑ⾤ࢆᑐ㇟ࠊ⌧ᆅࡢேࡓࡕᆅᇦࡢṔྐࡸ㏆ᖺࡢኚࢆ⪺ࡁྲྀࡿసᴗࢆ⾜
࡞ࡗࡓࠋࡑࡢኪࡢሗ࿌࡛ࡣࠊ᪂ࡓⓎぢࡋࡓࢆᏛ⏕⮬ࡽࡀᙳࡋࡓ  ᯛࡢ┿ࡶ
⤂ࡋࡓࠋሗ࿌࡛ࡣࠕ⁺ᮧࡢ⾶㏥ᫎ⏬ࣟࢣᆅࡋ࡚ࡢ⏕ࠖࡸࠕ࣐ࢢࣟ⁺ࡢ⌧≧ࠖࠊࠕఏ⤫ⓗ
࡞⾜ࠖ࡞ࠊ๓ຮᙉ࡛ࡣീࡶ࡛ࡁ࡞ࡗࡓෆᐜࡀᏛ⏕ࡽሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢᐇ⩦ࡣ $61(7 ࡢᏛ⏕ࡢࡶࠊ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉࠾ࡼࡧ┳ㆤᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡶཧຍࡋࡓࠋ









᪂ࡓⓎぢࡋࡓࢆⓎ⾲ࡍࡿሗ࿌
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 ڧᖺ  ᭶  ᪥̺ ᪥㸸࢝ࣥ࣎ࢪ
࢝ࣥ࣎ࢪ࠾࠸࡚ᾏእᏛ⏕ࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋձࣉࣀࣥ࣌ࣥ㏆㑹ࡢᮧ࠾࠸࡚
㒔ᕷ㏆㑹㎰ᮧࡢ⌧≧ㄢ㢟ࡢㄪᰝࠊղ.DPSRQJ&KQDQJ ᆅ༊ࡢ㎰ᮧ࡛⣲↝ࡁᢏ⾡ࡢᬑཬ㈋ᅔඞ᭹
㛵ࡍࡿㄪᰝࠊճ6LHP5HDS ࡢ .DQ6DHQJ ᮧ࡛ᙳ⤮ࡢಖᏑάືࢆ㢟ᮦࠊఏ⤫ⓗ࡞ᢏ⾡ࡢ⥔ᣢㄢ
㢟㛵ࢃࡿㄪᰝࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ








㎰ᮧ࠾࠸࡚⣲↝ࡁᢏ⾡ࡢᬑཬ㈋ᅔඞ᭹㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞࠺Ꮫ⏕
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Š#50'6 ᧙̞ƷƷЈ༿
⎔ࡢࢪࠕڧቃ◊✲ࡢ᭱๓⥺ࠖ⛉┠ࢆࡲࡵࡓᅗ᭩ࢆᮾிᏛฟ∧ࡽห⾜

ྂ⏣ඖኵ┘ಟࠊ༲⏣᐀ᖹ⦅ࠗࢪࡢ⎔ቃ◊✲ධ㛛㸫ᮾிᏛ࡛Ꮫࡪ  ㅮ㸫࠘
  ༢⾜ᮏ ࣮࣌ࢪࠊฟ∧♫ᮾிᏛฟ∧  
,6%1ࠊ,6%1

࠙ෆᐜࠚ
ᮏ᭩ࡣࠊᮾிᏛ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦௨
ୗࠊ$61(7㸧ࡀ⏬ࡋࡓᏛ㝔⏕ྥࡅ⛉┠ࠕࢪࡢ⎔ቃ◊✲ࡢ᭱๓
⥺ࠖࡢ  ᖺᗘࠊ ᖺᗘࡢㅮ⩏ࡢ࡞ࡽ  ㅮࢆࡲࡵࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࢪྛᆅ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿ⎔ቃၥ㢟ࡢ⌧ᐇࡣ㸽 ࡑࡋ࡚ࠊࡑ
ࢀࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡣࡢࡼ࠺࡞◊✲ࣉ࣮ࣟࢳἲࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡢ
㸽 Ꮫ㝿ⓗ࡞どⅬಠ▔ⓗ࡞どⅬࢆ⼥ྜࡋࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡀ⏕ࡁ⏕ࡁ
ㄒࡿᮾㅮ⩏ࠕࢪࡢ⎔ቃ◊✲ࡢ᭱๓⥺ࠖࢆ᭩⡠ࡋࡓࠋ

࠙┠ḟࠚ 
ࡣࡌࡵ㸦ྂ⏣ඖኵ㸧
࢞ࢲࣥࢫ ⎔ቃ◊✲ࠕ⤯ᑐゎࠖࡣ࠶ࡿࡢ㸽㸦༲⏣᐀ᖹ㸧
, ♫ࡢ࡞ࡢಶே
➨  ㅮ ࢺࣥ࢞ேࡣ࡞ࡐኴࡿ㸽㸦ᑠす⚈Ꮚ㸧
➨  ㅮ ࡣㄡࡀỴࡵࡿࡢ㸽㸦ᐑᮏ᭷⣖㸧
➨  ㅮ ⎔ቃᨵၿ࡛࣐ࣛࣜࡣண㜵࡛ࡁࡿ㸽㸦Ᏻᒸ₶Ꮚ㸧
,, ⮬↛ࡢࡿ⯙࠸
➨  ㅮ ࡞ࡐ㔛ᒣࡢ⏕≀ከᵝᛶࢆᏲࡿࡢ㸽㸦ஂಖᝅ㸧
➨  ㅮ ⃮ࡗࡓᾏࡣở࠸ࡢ㸽㸦㩾ῲᖾ⏕㸧
➨  ㅮ ேࡣ᳃ᯘ࠺ᬽࡽࡍ㸽㸦⏣୰ ồ㸧
➨  ㅮ ࢫࢠࡣἙᕝࡢ⏕≀ࡗ࡚ࠕᝏ⪅ࠖ㸽㸦ຍ㈡㇂㝯㸧
,,, ⪅ࡢࢃࡾ
➨  ㅮ ᅜ㝿ಖᴗࡢࡼ࠺ࢃࡿࡁ㸽㸦Ᏻ⏣ె௦㸧
➨  ㅮ ⅏ᐖࠕᙉ࠸ࠖ♫ࡣ㸽㸦Ⲷཎஂ⨾Ꮚ㸧
➨  ㅮ ࢢ࣮࣭ࣜࣥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡣᆅᇦ⏕ᙺ❧ࡘ㸽㸦ᇼ ◊㸧
,9 ᒎ㛤ࡉࢀࡿ▱
➨  ㅮ ࢪࡢỈࡣᏳ㸽㸦ᑠ⇃ஂ⨾Ꮚ㸧
➨  ㅮ ᪂ࡋ࠸ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢ⎔ቃࢆ㐀࡛ࡁࡿ㸽㸦㬼ᆏᬛ๎㸧
➨  ㅮ 㒔ᕷࡢẼởᰁࡣ࡞ࡐゎỴࡉࢀ࡞࠸ࡢ㸽㸦ᫍᏊᬛ⨾㸧
➨  ㅮ ࠺ࡋ࡚Ỉ㊊ࡀ⏕ࡌࡿࡢ㸽㸦ᮏከ 㸧
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ࡁ⏕ࢆࢇࡀ࡛ࢪࠕڧᘏࡧࡿࠖ⛉┠ࡢෆᐜࢆࡲࡵࡓᅗ᭩ࢆᮾிᏛฟ∧ࡽห⾜
㉥ᗙⱥஅ࣭Ἑཎࣀ࢚ࣜ⦅ࠗࢪ࡛ࡀࢇࢆ⏕ࡁᘏࡧࡿ㸫ᮾிᏛᶓ᩿ᆺㅮ⩏㸫࠘
  ༢⾜ᮏ ࣮࣌ࢪࠊฟ∧♫ᮾிᏛฟ∧  
,6%1;ࠊ,6%1

࠙ෆᐜࠚ
ឤᰁࡽ㠀ឤᰁᵓ㐀ࡀኚᐜࡍࡿ࡞㸪ࢪ࠾ࡅ
ࡿࡀࢇࡣᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ་⒪ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᨻࡸ⤒῭ࠊእࠊᩥ
࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢ㢟ᐦ᥋㛵ࢃࡿࡀࢇ㸪⚾ࡓࡕࡣࡢࡼ࠺ྥ
ࡁྜ࠼ࡤࡼ࠸ࡢࠋᮾிᏛࠕ᪥ᮏ࣭ࢪᏛࠖࡢㅮ⩏ࢆ᭩⡠ࡋ
ࡓࠋ

࠙┠ḟࠚ
ࡣࡌࡵ㸦㉥ᗙⱥஅ࣭Ἑཎࣀ࢚ࣜ㸧
ࣉ࣮ࣟࣟࢢ ࢪࡢࡀࢇࢆぢᤣ࠼ࡓࡩࡓࡘࡢࡲ࡞ࡊࡋ㸦㉥ᗙⱥஅ࣭Ἑཎࣀ࢚ࣜ㸧
➨ , 㒊 ᪥ᮏࡢ་⒪ࡢㄢ㢟ᒎᮃ
➨㸯ㅮ ࢪࡢࡀࢇࡢ≉ᚩᚋࡢㄢ㢟㸦ᇉῧᛅ⏕㸧
➨㸰ㅮ ་⒪ไᗘࡢᵓᅗ᪥ᮏࡢㄢ㢟̿̿᪥ᮏᆺ㉸㧗㱋♫ࢆ࠸㏄࠼ࡿࡢ㸦㎷ဴኵ㸧
➨㸱ㅮ 㹎㹋㹂㸿ࡢᶵ⬟ᨵ㠉ࡘ࠸࡚㸦㏆⸨㐩ஓ㸧
➨㸲ㅮ ᕷሙ⩏ࡣ་⒪ࡩࡉࢃࡋ࠸ࡢ㸦㔠Ꮚ㸧
➨ ,, 㒊 ࠊ᪥ᮏࡀ࡛ࡁࡿࡇࡣ
➨㸳ㅮ ࡀࢇ་⒪ࢪ㸦すᒣṇᙪ㸧
➨㸴ㅮ ಖ࣭་⒪ศ㔝࠾ࡅࡿඛᑟⓗᡂ⇍ᅜᐙࡋ࡚ࡢ᪥ᮏ㸦Ṋぢᩗ୕㸧
➨㸵ㅮ ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࣊ࣝࢫࡀࢇ㸦㇂ྖ㸧
➨㸶ㅮ ࢪࡶ⏕ࡁࡿ̿̿⤒῭༠ຊࡢḟ᪥ᮏࡀୡ⏺࡛㈉⊩ࡋ࠺ࡿࡇ㸦㛛㛫ྜྷ㸧
➨ ,,, 㒊 ᪂つ་⸆ရ㛤Ⓨࡢᮍ᮶
➨㸷ㅮ ࢪ࡛ࡢᢠࡀࢇ㛤Ⓨࢆࡵࡄࡿ≧ἣ〇⸆ᴗࡢ࠶ࡾ᪉㸦ᒾᓮ⏠㸧
➨  ㅮ ࢪ࠾ࡅࡿ〇⸆ᴗࡢᢠࡀࢇ㛤Ⓨ㸦㔝ᮌ᳃㞞㑳㸧
➨  ㅮ ࢪㅖᅜ࠾ࡅࡿ࢜ࣥࢥࣟࢪ࣮̿̿⮫ᗋ㛤Ⓨ࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢳࣕࣥࢫ㸦ࣃࢫ࣭࢝ࣝ
ࣜࢦࢹ㸧
➨  ㅮ ᪥ᮏ࠾ࡅࡿᢠࡀࢇࡢ㛤Ⓨ≀ㄒ㸦ᑎ⏣Ύ㸧
➨ ,9 㒊 ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢬ࣒ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ㉸ඞ
➨  ㅮ ࡀࢇ᧞⁛ࡣࢪㅖᅜ᪥ᮏࡢඹ㏻ࡢ㐃ᦠᇶ┙࡞ࡿ㸦⩏༤㸧
➨  ㅮ ࢪ༠ㄪእ࠾ࡅࡿࣜࣜࢬ࣒㸦㉿ୡᬪ㸧
➨  ㅮ ᖐளぶḢ̿̿᪥୰ࡢ㛵ಀࢆࡢࡼ࠺⠏࠸࡚࠸ࡃ㸦ຍ⸨⣫୍㸧
➨ 9 㒊 ࡀࢇᩥࢆ⪃࠼ࡿ
➨  ㅮ ࡀࢇ࠸࠺ᩥ㸦Ọභ㍜㸧
➨  ㅮ ྲྀᮦ⪅ࡋ࡚ࠊࡀࢇᝈ⪅ࡋ࡚㸦㫽㉺ಇኴ㑻㸧
➨  ㅮ Ẹ㛫ཌ⏕┬ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸦➉⨾႐㸧
࢚ ࣆ ࣟ ࣮ ࢢ  ㅮ ⩏ ࢆ ⤊ ࠼ ࡚ ̿ ̿ ᑓ 㛛 㡿 ᇦ ࢆ ㉸ ࠼ ࡚ ぢ ࠼ ࡚ ࡃ ࡿ ࡀ ࢇ ࡢ  ᪥ ⓗ ㄢ 㢟
&URVVERXQGDU\&DQFHU6WXGLHV ࡢᆅᖹࢆ┠ᣦࡋ࡚㸦㉥ᗙⱥஅ࣭Ἑཎࣀ࢚ࣜ㸧
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ࡁ⏕ࢆࢇࡀ࡛ࢪࠕڧᘏࡧࡿࠖ⛉┠ࡢෆᐜࢆࡲࡵࡓᅗ᭩ࢆ 2[IRUG8QLY3UHVV ࡽห⾜
+LGH\XNL$ND]DDQG1RULH.DZDKDUD HGV 
6XUYLYLQJ&DQFHULQ$VLD&URVVERXQGDU\&DQFHU6WXGLHV7KH8QLYHUVLW\RI
7RN\R-DSDQ$VLD6WXGLHV3URJUDP2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
       ⛉┠ᢸᙜࡢ㉥ᗙⱥஅ≉௵ᩍᤵ࠾ࡼࡧἙཎࣀ࢚ࣜ≉௵ຓᩍࡀ୰ᚰ⦅㞟



ڧ$61(7 ᚋࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢෆᐜࢆࡲࡵࡓᅗ᭩ࡢห⾜
0DNRWR,QRXHDQG*DQHVK6KLYDNRWL HGV 
0XOWLOHYHO IRUHVW JRYHUQDQFH LQ $VLD5HFRJQL]LQJ GLYHUVLW\ 6$*(
3XEOLFDWLRQV  ᖺฟ∧ணᐃ ࠊ⣙  㡫ࠊ౯᱁  
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ŠዮӳᅹႸ፭ᜒɟᚁᲢ ࠰ࡇƔǒ  ࠰ࡇᲣ  ૰  ᢅӊ  ࠰᧓ƷǷȩȐǹ
2010 ᖺᗘ ࠗ᪥ᮏ࣭ࢪᏛ࠘⥲ྜ⛉┠⩌୍ぴ
ศ㔝

⛉┠ྡ

ᢸᙜᩍဨ

⥲ㄽ

➨ḟୡ⏺ᡓᚋࡢ᪥ᮏࡢ♫ேᩥ⛉Ꮫࡢࢪㄆ㆑㸦ከඖୡ⏺ゎᯒ₇⩦

ྂ⏣ඖኵ

ϩ㸧

♫࣭ᩥㄽ

♫ᢏ⾡ㄽ

⮬↛⎔ቃㄽ

ᗣㄽ

ሗㄽ

㏻ᩥ◊✲ᇶ♏ㄽϨ

Ⳣ㇏

ே㛫⎔ቃㄽϫ

Ọ⏣῟Ⴙ

ࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸࡢᡓ␎ϩ

Ọ⏣῟Ⴙ

ࢪ◊✲ࡢࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

ụᮏᖾ⏕

᭩ࡁ┤ࡉࢀࡿ୰ᅜ㏆⌧௦ྐ㸦ࡑࡢ 3㸧㸦ᅜ㝿♫⛉Ꮫ≉ูㅮ⩏ϫ㸧

ᕝᓥ┿

୰ᮾࡢ⤒῭Ⓨᒎ࣭ᨻኚືᩥ♫ኚᐜ㸦㏻ᩥ◊✲ᇶ♏ㄽϩ㸧

㛗⃝ᰤ

ୡ࣭᐀ᩍ࣭ᅜᐙ㸦㏻ᩥ◊✲ᇶ♏ㄽϩ㸧

⩚⏣ṇ

ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ༡ࢪ㸦ẚ㍑ࢪ♫ᩥㄽ₇⩦㸧

Ỉᓥྖ

ᮾ༡ࢪ⌧௦ྐ㸦ࢪྐᏛ≉Ṧ◊✲㸧

ຍ⣡ၨⰋ

ࢪᾏᇦୡ⏺ୡ⏺ྐ㸦ẚ㍑ࢪ♫ᩥㄽ≉Ṧ◊✲㸧

⩚⏣ṇ

୰ᅜᩍᩥ⊩ㅮㄞ㸦ᮾࢪᛮᩥᏛ≉Ṧ◊✲㸧

ୣᒣ᪂

㡑ᅜᮅ㩭ゝㄒ♫≉Ṧ◊✲㸦♫ẚ㍑ㄽ㸧

ᮏ⏣ὒ

㡑ᅜᮅ㩭ゝㄒ♫≉Ṧ◊✲㸦ᩥẚ㍑ㄽ㸧

ᮏ⏣ὒ

ᮾࢪࡢ⋤ᶒ᐀ᩍ㸦ከศ㔝ὶ₇⩦㸧

ᑠᓥẎ

㒔ᕷࡢ⏕Ꮫ㸿

ᐙ⏣ோ

㒔ᕷࡢ⏕Ꮫ㹀

ᐙ⏣ோ

ࢪࡢ⎔ቃㄢ㢟࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㹀

ᑠ㈏ඖ

㔛ᒣᏛ⥲ㄽ

㯮ಇဢ

ࢪ⮬↛ඹ⏕ㄽ

㯮ಇဢ

ᗣࡽ⪃࠼ࡿ᱁ᕪⓎᒎ㸦ỗࢪ⤒῭ㄽϨ㸧

ụᮏᖾ⏕

ᑡᩘẸ᪘ࡢࠕ㈋ᅔࠖࠕ㛤Ⓨࠖ㸦ỗࢪ⤒῭ㄽϩ㸧

ụᮏᖾ⏕

ࢪࡢ㣗㎰࣭ᗣ㸦㎰Ꮫᅜ㝿≉ㄽϪ㸧

ୖ┿

ே㢮⏕ែᏛ≉ㄽϨ

Ώ㎶▱ಖ

ᅜ㝿ᆅᇦಖᏛ≉ㄽϨ

⚄㤿ᚁᓠ

་⒪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛㅮ⩏

ᮌෆ㈗ᘯ

་⒪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛᐇ⩦

ᮌෆ㈗ᘯ

ᗣಖ㝤Ꮫ㸦ᗣᩍ⫱㸦⫋ᇦ࣭ᆅᇦ㸧㸧

⏥ᩫ୍㑻

⢭⚄ಖᏛϨ㸦⢭⚄ಖࡢᏛ➨୍ḟࠊ➨ḟࠊ➨୕ḟண㜵㸧

ᕝୖ᠇ே

⢭⚄ಖᏛϩ

ᓥὠ᫂ே

ITASIA 101 Introduction to Asian Studies: History and International

Roger Smithࠊ⏣୰᫂ᙪ

Relations (Lecture)
ᩥ࣭ே㛫ሗᏛ≉ㄽϨ

┿㘠♸Ꮚ

㡑ᅜేྜ 1000 ᖺ᪥⡿Ᏻಖ 50 ᖺࢆ⪃ࡍࡿ㸦Ꮫ㝿ሗᏛᅜ㝿ඹྠ₇⩦

ྜྷぢಇဢࠊጧ᫂ồ

Ϩ㸧
≉ㄽ

᪥୰㛵ಀࡢከᵝ࡞┦ㇺ㸦ࢪ⤒῭㸧

ᕝ▱㞝

࣏ࣆ࣮ࣗࣛ࢝ࣝࢳ࣮ࣕᮾࢪ㸦ᩍ⫱ே㢮Ꮫϩ㸦ᅜẸᅜᐙࢢ࣮ࣟࣂࣝ

ⓑ▼ࡉࡸ

㸧
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2011 ᖺᗘ ࠗ᪥ᮏ࣭ࢪᏛ࠘⥲ྜ⛉┠⩌୍ぴ
ศ㔝

⛉┠ྡ

ᢸᙜᩍဨ

⥲ㄽ

ࢪࡢ⎔ቃ◊✲ࡢ᭱๓⥺㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

ụᮏᖾ⏕࣭༲⏣᐀ᖹ

ே㛫⎔ቃㄽϩ

Ọ⏣῟Ⴙ

ࢪ࡛ࡀࢇࢆ⏕ࡁᘏࡧࡿ㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

㉥ᗙⱥஅ࣭Ἑཎࣀ࢚ࣜ

⌧௦ẸᏛࡢྍ⬟ᛶㄢ㢟㸦㏻ᩥ◊✲ᇶ♏ㄽϨ㸧

Ⳣ㇏

୰➼ࡢ⤒῭Ⓨᒎ࣭ᨻኚືᩥ♫ኚᐜ㸦㏻ᩥ◊✲ᇶ♏ㄽϩ㸧

㛗⃝ᴿ

᭩ࡁ┤ࡉࢀࡿ୰ᅜ㏆⌧௦ྐ㸦ࡑࡢ㸲㸧㸦ᅜ㝿♫⛉Ꮫ≉ูㅮ⩏ϫ㸧

ᕝᓥ┿

ࢪ◊✲ࡢࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

ụᮏᖾ⏕࣭༲⏣᐀ᖹ

ࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸࡢᡓ␎ϩ

Ọ⏣῟Ⴙ

ୡ⏺ྐࢆ⪃࠼ࡿ㸦ẚ㍑ࢪ♫ᩥㄽ≉Ṧ◊✲㸧

⩚⏣ṇ

ᮾ༡ࢪ⌧௦ྐ㸦ᮾ༡ࢪᆅᇦṔྐᏛ₇⩦㸧

ຍ⣡ၨⰋ

ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ༡ࢪ㸦ẚ㍑ࢪ♫ᩥㄽ₇⩦㸧

Ỉᓥྖ

୰ᅜᩍᩥ⊩ㅮㄞ㸦ᮾࢪᛮᩥᏛ≉Ṧ◊✲㸧

ୣᒣ᪂

ᮾࢪࡢ⋤ᶒ᐀ᩍ㸦ከศ㔝ὶ₇⩦㸧

ᑠᓥẎ

ୖᗙᩍᩥ⊩◊✲

㤿ሙ⣖ᑑ

ே㢮ᏛṔྐ㸸ᮾࢪẸ᪘ㄅࡢㅖㄢ㢟Ϩ㸦㡑ᅜᮅ㩭ゝㄒ♫₇⩦㸧

ᮏ⏣ὒ

ே㢮ᏛṔྐ㸸ᮾࢪẸ᪘ㄅࡢㅖㄢ㢟ϩ㸦㡑ᅜᮅ㩭ゝㄒ♫₇⩦㸧

ᮏ⏣ὒ

ᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢศᯒ≉ㄽ

ᇼ⚽அ

ࢪࡢ⎔ቃㄢ㢟࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸦㹀㸧

ᑠ㈏ඖ

㒔ᕷࡢᣢ⥆⏕Ꮫ㸦㸿㸧

ᐙ⏣ோ

㒔ᕷࡢᣢ⥆⏕Ꮫ㸦㹀㸧

ᐙ⏣ோ

᭷ᶵ㎰ᴗᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎ㸦ỗࢪ⤒῭ㄽϪ㸧

ụᮏᖾ⏕

࣐ࣝࢸ࣭ࢭࣥࡢṇ⩏ㄽ㸦ỗࢪ⤒῭ㄽϫ㸧

ụᮏᖾ⏕

ࢪࡢ㣗㎰࣭⎔ቃ㸦㎰Ꮫᅜ㝿≉ㄽϪ㸧

ୖ┿

㔛ᒣᏛ⥲ㄽ

㯮ಇဢ

ࢪ⮬↛ඹ⏕ㄽ

㯮ಇဢ

ᅜ㝿ᆅᇦಖᏛ≉ㄽϨ

⚄㤿ᚁᓠ

⢭⚄ಖᏛϨ

ᕝୖ᠇ே

་⒪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛㅮ⩏

ᮌෆ㈏ᘯ

་⒪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛᐇ⩦

ᮌෆ㈏ᘯ

ே㢮⏕ែᏛ≉ㄽϨ

Ώ㎶▱ಖ

⢭⚄ಖᏛϩ

ᓥὠ᫂ே

ᗣᩍ⫱Ꮫ ᗣᩍ⫱㸦ᅜෆࠊᅜ㝿㸧

⏥ᩫ୍㑻

Introduction to Asian Studies: History and International Relations

⏣୰᫂ᙪ

♫࣭ᩥㄽ

♫ᢏ⾡ㄽ

⮬↛⎔ቃㄽ

ᗣㄽ

ሗㄽ

㸦ITASIA 101㸧

≉ㄽ

ᩥ࣭ே㛫ሗᏛ≉ㄽϨ

┿㘠♸Ꮚ

᪥୰㛵ಀࡢከ㠃ⓗ࡞┦ㇺ㸦ࢪ⤒῭㸧

ᕝ▱㞝

࣏ࣆ࣮ࣗࣛ࢝ࣝࢳ࣮ࣕᮾࢪ㸦ᩍ⫱ே㢮Ꮫϩ̿ᅜẸᅜᐙࢢ࣮ࣟࣂࣝ

ⓑ▼ࡉࡸ

̿㸧
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2012 ᖺᗘ ࠗ᪥ᮏ࣭ࢪᏛ࠘⥲ྜ⛉┠⩌୍ぴ
ศ㔝

⛉┠ྡ

ᢸᙜᩍဨ

⥲ㄽ

ࢪࡢ⎔ቃ◊✲ࡢ᭱๓⥺㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

ụᮏᖾ⏕࣭༲⏣᐀ᖹ

ࢪ◊✲ࡢࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

ụᮏᖾ⏕࣭༲⏣᐀ᖹ

ࢪ࡛ࡀࢇࢆ⏕ࡁᘏࡧࡿ㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

㉥ᗙⱥஅ࣭Ἑཎࣀ࢚ࣜ

⌧௦ẸᏛࡢྍ⬟ᛶㄢ㢟㸦㏻ᩥ◊✲ᇶ♏ㄽϨ㸧

Ⳣ㇏

୰ᮾࡢ♫ኚᐜ㸦㏻ᩥ◊✲ᇶ♏ㄽϨ㸧

㛗⃝ᰤ

᭩ࡁ┤ࡉࢀࡿ୰ᅜ㏆⌧௦ྐ㸦ࡑࡢ㸳㸧㸦ᅜ㝿♫⛉Ꮫ≉ูㅮ⩏ϫ㸧

ᕝᓥ┿

ே㛫⎔ቃㄽϩ㸦⌧௦♫࠾ࡅࡿ♫̿⏕ែࢩࢫࢸ࣒ኚື㸧

Ọ⏣῟Ⴙ

ࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸࡢᡓ␎ϩ㸦⌧௦♫࠾ࡅࡿ♫̿⏕ែࢩࢫࢸ࣒ኚື㸧

Ọ⏣῟Ⴙ

➨ḟୡ⏺ᡓᚋࡢ᪥ᮏࡢࢪㄆ㆑㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉Ṧ◊✲Ϩ㸧

ྂ⏣ඖኵ

ࢢ࣮ࣟࣂ࢚ࣝࢥࣀ࣑࣮ࣥࢻࡢ㛤Ⓨ⎔ቃ㸦ᆅᇦᩥ≉ูㅮ⩏Ϩ㸧

Ỉᓥྖ

ࢪᾏᇦୡ⏺ୡ⏺ྐ㸦ẚ㍑ࢪ♫ᩥㄽ₇⩦㸧

⩚⏣ṇ

ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜࢪ㸦ẚ㍑ࢪ♫ᩥㄽ₇⩦㸧

Ỉᓥྖ

♫ẚ㍑ㄽ㸦㡑ᅜᮅ㩭ゝㄒ♫≉Ṧ◊✲㸧

ᮏ⏣ὒ

ᩥẚ㍑ㄽ㸦㡑ᅜᮅ㩭ゝㄒ♫≉Ṧ◊✲㸧

ᮏ⏣ὒ

ᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢศᯒ≉ㄽ

ᇼ⚽அ

ࢪࡢ⎔ቃㄢ㢟࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸦㹀㸧

ᑠ㈏ඖ

㒔ᕷࡢᣢ⥆⏕Ꮫ㸦㸿㸧

ᕤᏛ⣔୕ᑓᨷ

㒔ᕷࡢᣢ⥆⏕Ꮫ㸦㹀㸧

ᕤᏛ⣔୕ᑓᨷ

᭷ᶵ㎰ᴗᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎ㸦ỗࢪ⤒῭ㄽϨ㸧

ụᮏᖾ⏕

࣐ࣝࢸ࣭ࢭࣥࡢṇ⩏ㄽ㸦ỗࢪ⤒῭ㄽϩ㸧

ụᮏᖾ⏕

ࢪ⮬↛ඹ⏕ㄽ

㯮ಇဢ

㔛ᒣᏛ⥲ㄽ

㯮ಇဢ

ࢪࡢ㣗㎰࣭⎔ቃ㸦㎰Ꮫᅜ㝿≉ㄽϩ㸭⎔ቃᨻ⟇≉ูㅮ⩏㸧

ୖ┿

ᅜ㝿ᆅᇦಖᏛ≉ㄽϨ

⚄㤿ᚁᓠ

⢭⚄ಖᏛϨ

ᕝୖ᠇ே

⢭⚄ಖᏛϩ

ᓥὠ᫂ே

་⒪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛㅮ⩏

ᮌෆ㈗ᘯ

་⒪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛᐇ⩦

ᮌෆ㈗ᘯ
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Ώ㎶▱ಖ

ᗣᩍ⫱Ꮫ ᗣᩍ⫱㸦ᅜෆࠊᅜ㝿㸧

ᑠᯘᗮẎ
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ᯇ⏣ᗣ༤

ᩥ࣭ே㛫ሗᏛ≉ㄽϨ

┿㘠♸Ꮚ

᪥୰㛵ಀ㸦ࢪ⤒῭㸧

ᕝ▱㞝

ᩍ⫱ே㢮Ꮫϩ㸦ẚ㍑ᩍ⫱Ꮫ≉Ṧ◊✲㸧

ⓑ▼ࡉࡸ

♫࣭ᩥㄽ

♫ᢏ⾡ㄽ

⮬↛⎔ቃㄽ

ᗣㄽ

ሗㄽ

≉ㄽ

25
− 26 −

2013 ᖺᗘ ࠗ᪥ᮏ࣭ࢪᏛ࠘⥲ྜ⛉┠⩌୍ぴ
ศ㔝

⛉┠ྡ

ᢸᙜᩍဨ

⥲ㄽ

୰ᅜࢆぢࡿ║㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

ụᮏᖾ⏕࣭༲⏣᐀ᖹ

ࢪࡢࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡㄽ㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

ụᮏᖾ⏕࣭༲⏣᐀ᖹ

ࢪ࡛ࡀࢇࢆ⏕ࡁᘏࡧࡿ㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

㉥ᗙⱥஅ࣭Ἑཎࣀ࢚ࣜ

ࢪ࡛ࡀࢇࢆ⏕ࡁᘏࡧࡿ㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

㉥ᗙⱥஅ࣭Ἑཎࣀ࢚ࣜ

⌧௦୰ᅜㄽ̿୰ᅜே║ⓗ᪥ᮏㄽ̿㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

ụᮏᖾ⏕࣭༲⏣᐀ᖹ

⌧௦ẸᏛࡢྍ⬟ᛶㄢ㢟㸦㏻ᩥ◊✲ᇶ♏ㄽϨ㸧

Ⳣ㇏

୰ᮾࡢ⤒῭Ⓨᒎ࣭ᨻኚືᩥ♫ኚᐜ㸦㏻ᩥ◊✲ᇶ♏ㄽϩ㸧

㛗⃝ᴿ

㏵ୖᅜ㎰ᮧ⤒῭ㄽ㸦ࢪኴᖹὒᩥὶㄽϩ㸧

㧘ᶫ㞝

㏵ୖᅜ㎰ᮧ⤒῭ㄽ㸦ࢪኴᖹὒᩥὶㄽϩ㸧

㧘ᶫ㞝

᫂⥔᪂ᮇࡢ᪥ᮏ㸦ࢪኴᖹὒᆅᇦᩥ₇⩦Ϩ㸧

୕㇂༤

᫂⥔᪂ᮇࡢ᪥ᮏϩ㸦ࢪኴᖹὒᆅᇦᩥ₇⩦Ϩ㸧

୕㇂༤

ᮅ㩭༙ᓥࢆࡵࡄࡿᨻ⤒῭࣭ᅜ㝿ᨻ㸦ከඖᆅᇦ༠ຊㄽϨ㸧

ᮌᐑṇྐ

ே㛫⎔ቃㄽϩ

Ọ⏣῟Ⴙ

ࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸࡢᡓ␎ϩ

Ọ⏣῟Ⴙ

➨ḟୡ⏺ᡓᚋࡢ᪥ᮏࡢࢪㄆ㆑㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉Ṧ◊✲Ϩ㸧

ྂ⏣ඖኵ

ᡓᚋ᪥ᮏ♫ࡢᙧᡂኚᐜ㸦ࢪኴᖹὒᆅᇦᩥὶㄽϩ㸧

እᮧ

㡑ᅜ♫ㄽ㸦ࢪ♫ẚ㍑Ⓨᒎㄽϩ㸧

᭷⏣ఙ

᭩ࡁ┤ࡉࢀࡿ୰ᅜ㏆⌧௦ྐ㸦ᅜ㝿♫⛉Ꮫ≉ูㅮ⩏ϫ㸧

ᕝᓥ┿

ࢪᾏᇦୡ⏺ୡ⏺ྐ㸦ẚ㍑ࢪ♫ᩥㄽ₇⩦㸧

⩚⏣ṇ

Ẹ᪘ㄅṔྐ㸦㡑ᅜᮅ㩭ゝㄒ♫₇⩦㸧

ᮏ⏣ὒ

ࣔࢲࢽࢸࡢẸ᪘ㄅ㸦㡑ᅜᮅ㩭ゝㄒ♫₇⩦㸧

ᮏ⏣ὒ

㒔ᕷࡢᣢ⥆⏕Ꮫ㸦㸿㸧

ᕤᏛ⣔୕ᑓᨷ

㒔ᕷࡢᣢ⥆⏕Ꮫ㸦㹀㸧

ᕤᏛ⣔୕ᑓᨷ

ᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢศᯒ≉ㄽ

ᇼ⚽அ

᭷ᶵ㎰ᴗᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎ㸦ỗࢪ⤒῭ㄽϪ㸧

ụᮏᖾ⏕

࣐ࣝࢸ࣭ࢭࣥࡢṇ⩏ㄽ㸦ỗࢪ⤒῭ㄽϫ㸧

ụᮏᖾ⏕

ࢪࡢ㣗㎰࣭⎔ቃ㸦㎰Ꮫᅜ㝿≉ㄽϪ㸭⎔ቃᨻ⟇≉ูㅮ⩏㸧

ୖ┿

㔛ᒣᏛᴫㄽ

㯮ಇဢ

ࢪ⮬↛ඹ⏕ㄽ

㯮ಇဢ

ᅜ㝿ᆅᇦಖᏛ≉ㄽϨ

⚄㤿ᚁᓠ

⢭⚄ಖᏛϨ

ᕝୖ᠇ே

⢭⚄ಖᏛϩ

ᓥὠ᫂ே

་⒪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛㅮ⩏

ᮌෆ㈗ᘯ

་⒪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛᐇ⩦

ᮌෆ㈗ᘯ
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ᶫᮏⱥᶞ

Information, Technology, and Society in Asia㸦ITASIA 101㸧

ᯇ⏣ᗣ༤

ᩥ࣭ே㛫ሗᏛ≉ㄽϨ

┿㘠♸Ꮚ

ࢪ⤒῭㸦᪥୰㛵ಀ㸧

ᕝ▱㞝

♫࣭ᩥㄽ

♫ᢏ⾡ㄽ

⮬↛⎔ቃㄽ

ᗣㄽ

ሗㄽ

≉ㄽ
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2014 ᖺᗘ ࠗ᪥ᮏ࣭ࢪᏛ࠘⥲ྜ⛉┠⩌୍ぴ
⥲ㄽ

♫࣭ᩥㄽ

♫ᢏ⾡ㄽ

⮬↛⎔ቃㄽ

ሗㄽ

୰ᅜࢆぢࡿ║ 2014㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏Ϩ㸧

༲⏣᐀ᖹ

ࢪࡢࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡㄽ㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

༲⏣᐀ᖹ

ࢪ࡛ࡀࢇࢆ⏕ࡁᘏࡧࡿ㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

㉥ᗙⱥஅ࣭Ἑཎࣀ࢚ࣜ

୰ᅜࡢ⎔ቃே㢮Ꮫ㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉ูㅮ⩏ϩ㸧

༲⏣᐀ᖹ

⌧௦ẸᏛࡢྍ⬟ᛶㄢ㢟㸦㏻ᩥ◊✲ᇶ♏ㄽϨ㸧

Ⳣ㇏

୰ᮾࡢ⤒῭Ⓨᒎ࣭ᨻኚືᩥ♫ኚᐜ㸦㏻ᩥ◊✲ᇶ♏ㄽϩ㸧

㛗⃝ᴿ

㏵ୖᅜ㎰ᮧ⤒῭ㄽ㸦ࢪኴᖹὒᩥὶㄽϩ㸧

㧗ᶫ㞝

᫂⥔᪂ᮇࡢ᪥ᮏ㸦ࢪኴᖹὒᩥ₇⩦ϩ㸧

୕㇂༤

᫂⥔᪂ᮇࡢ᪥ᮏϩ㸦ࢪኴᖹὒᩥ₇⩦ϩ㸧

୕㇂༤

ᮅ㩭༙ᓥࢆࡵࡄࡿᨻ⤒῭࣭ᅜ㝿ᨻ㸦ከඖᆅᇦ༠ຊㄽϨ㸧

ᮌᐑṇྐ

ே㛫⎔ቃㄽϩ

Ọ⏣῟Ⴙ

ࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸࡢᡓ␎ϩ

Ọ⏣῟Ⴙ

➨ḟୡ⏺ᡓᚋࡢ᪥ᮏࡢࢪㄆ㆑㸦ᆅᇦᩥ◊✲≉Ṧ◊✲Ϩ㸧

ྂ⏣ඖኵ

ᡓᚋ᪥ᮏ♫ࡢᙧᡂኚᐜ㸦ࢪኴᖹὒᩥὶㄽϨ㸧

እᮧ

᭩ࡁ┤ࡉࢀࡿ୰ᅜ㏆⌧௦ྐ㸦㸵㸧㸦ᅜ㝿♫⛉Ꮫ≉ูㅮ⩏ϫ㸧

ᕝᓥ┿

ୡ⏺ྐ◊✲ࡢ᪉ἲ㸦ẚ㍑ࢪ♫ᩥㄽ₇⩦㸧

⩚⏣ṇ

㏆௦ࢪࡢ㛤Ⓨ♫ኚ㸦ẚ㍑ࢪ♫ᩥㄽ₇⩦㸧

Ỉᓥྖ

ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜࢪ㸦ࢪྐᏛ₇⩦㸧

Ỉᓥྖ

♫ẚ㍑ㄽ㸦㡑ᅜᮅ㩭ゝㄒ♫≉Ṧ◊✲㸧

ᮏ⏣ὒ

㡑ᅜࡢ♫ே㢮Ꮫ㸦㡑ᅜᮅ㩭ゝㄒ♫≉Ṧ◊✲㸧

ᮏ⏣ὒ

Advanced Lectures on Sociotechnology

HORII Hideyuki

Case Studies of International Projects

HORII Hideyuki

᭷ᶵ㎰ᴗᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎ㸦ỗࢪ⤒῭Ϩ㸧

ụᮏᖾ⏕

࣐ࣝࢸ࣭ࢭࣥࡢṇ⩏ㄽ㸦ỗࢪ⤒῭ㄽϩ㸧

ụᮏᖾ⏕

ࢪࡢ㣗㎰࣭⎔ቃ㸦㎰Ꮫᅜ㝿≉ㄽϪ㸭⎔ቃᨻ⟇≉ูㅮ⩏㸧

ୖ┿

SATOYAMA Ꮫ≉ㄽ㸦⥳ᆅᡂᏛ≉ㄽ㸧

㯮ಇဢ

ᅜ㝿ᆅᇦಖᏛ≉ㄽϨ

⚄㤿ᚁᓠ

⢭⚄ಖᏛϨ

ᕝୖ᠇ே

⢭⚄ಖᏛϩ

ᓥὠ᫂ே

་⒪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛㅮ⩏

ᮌෆ㈗ᘯ

་⒪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ₇⩦

ᮌෆ㈗ᘯ
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MATSUDA Yasuhiro
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TANAKA Akihiko

International Conflict Study㸦ITASIA 124㸧

FUJIWARA Kiichi

Surviving Cancer in Asia㸦ITASIA 128㸧

AKAZA Hideyuki

Understanding Asia and Japan through Hong Kong㸦ITASIA 129㸧

SONODA Shigeto

Modern Japanese Diplomacy㸦ITASIA 131㸧

OSHIMA Shotaro
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Assimilation and Japanese Nationalism㸦ITASIA 132㸧

LEE Hyunsun

Japanese Foreign Economic Policy㸦ITASIA 133㸧

IIDA Keisuke

Understanding Taiwan and Japan in Global Settings㸦ITASIA 143㸧

SONODA Shigeto

MindHacks: Organizing Knowledge, Resources and Research in the

Micheal SCHILTZ

Internet Era㸦ITASIA 319㸧

≉ㄽ

ᩥ࣭ே㛫ሗᏛ≉ㄽϨ

┿㘠♸Ꮚ

᪥୰㛵ಀ

ᕝ▱㞝
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ŠᚕᛖᅹႸ፭ᜒɟᚁᲢ ࠰ࡇƔǒ  ࠰ࡇᲣ

 ᖺゝㄒ⛉┠ 㛤ㅮ⛉┠㸦ィ  ⛉┠㸧
Ꮫ㒊

⛉┠ྡ

ᩥᏛ㒊

୰ᅜㄒ๓ᮇ  ࠊ୰ᅜㄒ๓ᮇ㸦㸧ࠊ୰ᅜㄒᚋᮇ  ࠊ୰ᅜㄒᚋᮇ㸦㸰㸧ࠊ

 ⛉┠

ࣄࣥࢹ࣮ㄒ  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒึ⣭  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒึ⣭  ࠊ
ࣛࣅㄒ  ࠊࣛࣅㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊࢳ࣋ࢵࢺㄒ  ࠊ
ࢳ࣋ࢵࢺㄒ  

ᩍ㣴Ꮫ㒊

᪥ᮏㄒᏛϨࠊ᪥ᮏㄒᏛϩࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ

 ⛉┠

⣭㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰
⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭సᩥ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ
㸦୰⣭సᩥ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭సᩥ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭సᩥ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭ヰ㸧  ࠊ୰
ᅜㄒ㸦ୖ⣭ヰ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭సᩥ㸧  ࠊ
୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭సᩥ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭⾲⌧₇⩦㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭⾲⌧₇⩦㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭
⾲⌧₇⩦㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭⾲⌧₇⩦㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ
㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦୰⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦୰⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭
ㄒ㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦୰⣭సᩥ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦୰⣭సᩥ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ึ⣭
ヰ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ึ⣭ヰ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ
㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ୖ⣭సᩥ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ୖ⣭సᩥ㸧  ࠊࣛࣅㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࣛࣅㄒ㸦ึ
⣭㸧  ࠊࣛࣅㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࣛࣅㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࣛࣅㄒ㸦ヰ㸧  ࠊࣛࣅㄒ
㸦ヰ㸧  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊ
ࣄࣥࢹ࣮ㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊ࣐࣮࣭ࣞࣥࢻࢿࢩㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ࣐࣮࣭ࣞࣥࢻࢿࢩㄒ㸦ึ⣭㸧
 ࠊ࣐࣮࣭ࣞࣥࢻࢿࢩㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ࣐࣮ࣞㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊ࣐࣮ࣞㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊ࣌ࣝࢩ
ㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊࢩࣜㄒ  ࠊ࣊ࣈࣛㄒ  ࠊ࣊ࣈࣛㄒ  ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ
࣋ࢺࢼ࣒ㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࢺࣝࢥㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ
ࢺࣝࢥㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࢺࣝࢥㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࢺࣝࢥㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊୖᾏㄒ  ࠊୖᾏㄒ  ࠊྎ‴
ㄒ  ࠊྎ‴ㄒ  ࠊࢧࣥࢫࢡࣜࢵࢺㄒ  ࠊࢧࣥࢫࢡࣜࢵࢺㄒ  ࠊࢱㄒ  ࠊࢱㄒ  ࠊࣔࣥࢦ
ࣝㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࣔࣥࢦࣝㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࣔࣥࢦࣝㄒ  ࠊࣔࣥࢦࣝㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࣔࣥࢦࣝㄒ
㸦୰⣭㸧  
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ᩥᏛ㒊

୰ᅜㄒ๓ᮇ  ࠊ୰ᅜㄒ๓ᮇ  ࠊ୰ᅜㄒᚋᮇ  ࠊ୰ᅜㄒᚋᮇ  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ  ࠊࣄࣥࢹ

 ⛉┠

࣮ㄒ  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒึ⣭  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒึ⣭  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ୰⣭ࠊࣛࣅㄒ  ࠊࣛࣅ
ㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊࢳ࣋ࢵࢺㄒ  ࠊࢳ࣋ࢵࢺㄒ  

ᩍ㣴Ꮫ㒊

୰ᅜㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰

 ⛉┠

⣭ヰ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ୰ᅜ
ㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ
୰ᅜㄒ㸦୰⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭సᩥ㸧
 ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭సᩥ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭సᩥ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭సᩥ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭
ヰ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭ヰ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ
㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭సᩥ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭సᩥ㸧  ࠊ
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୰ᅜㄒ㸦୰⣭⾲⌧₇⩦㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭⾲⌧₇⩦㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭㸧
 ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭ヰ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭ヰ㸧  ࠊ
୰ᅜㄒ㸦ึ⣭సᩥ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭సᩥ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ึ⣭㸧
 ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦୰⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦୰⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ
㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦୰⣭సᩥ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦୰⣭సᩥ㸧  ࠊ㡑ᅜ
ᮅ㩭ㄒ㸦ึ⣭ヰ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ึ⣭ヰ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭
ㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ୖ⣭సᩥ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ୖ⣭సᩥ㸧  ࠊࣛࣅㄒ㸦ึ
⣭㸧  ࠊࣛࣅㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࣛࣅㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࣛࣅㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࣛࣅ
ㄒ㸦ヰ㸧  ࠊࣛࣅㄒ㸦ヰ㸧  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ
ࣄࣥࢹ࣮ㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊࢩࣜ
ㄒ  ࠊ࣊ࣈࣛㄒ  ࠊ࣊ࣈࣛㄒ  ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࢺ
ࣝࢥㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࢺࣝࢥㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࢺࣝࢥㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࢺࣝࢥㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊᗈᮾ
ㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊᗈᮾㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊୖᾏㄒ  ࠊୖᾏㄒ  ࠊࢧࣥࢫࢡࣜࢵࢺㄒ  ࠊࢧࣥࢫࢡ
ࣜࢵࢺㄒ  ࠊࢱㄒ  ࠊࢱㄒ  ࠊࣔࣥࢦࣝㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࣔࣥࢦࣝㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࣔࣥ
ࢦࣝㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࣔࣥࢦࣝㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࣥࢻࢿࢩㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࣥࢻࢿࢩㄒ㸦୰
⣭㸧  ࠊࣥࢻࢿࢩㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࣥࢻࢿࢩㄒ㸦ึ⣭㸧  
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୰ᅜㄒ๓ᮇ  ࠊ୰ᅜㄒ๓ᮇ  ࠊ୰ᅜㄒᚋᮇ  ࠊ୰ᅜㄒᚋᮇ  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒึ⣭  ࠊ㡑ᅜᮅ

 ⛉┠

㩭ㄒึ⣭  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ୰⣭ࠊࣛࣅㄒ  ࠊࣛࣅㄒ  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ  ࠊࣄࣥࢹ࣮
ㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊࢳ࣋ࢵࢺㄒ  ࠊࢳ࣋ࢵࢺㄒ  

ᩍ㣴Ꮫ㒊
 ⛉┠

୰ᅜㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭ㅮㄞ㸧
 ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭సᩥ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦୰⣭సᩥ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭
ㅮㄞ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ୖ⣭సᩥ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭సᩥ㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ
⣭㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ୰ᅜㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ୖ
⣭ㅮㄞ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦୰⣭సᩥ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ึ⣭ヰ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦୰⣭
ヰ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦୰⣭ヰ㸧  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ㸦ୖ⣭సᩥ㸧  ࠊࣛࣅㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ
ࣛࣅㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࣛࣅㄒ㸦ヰ㸧  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ㸦୰
⣭㸧  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊ࣊ࣈࣛㄒ  ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊ
ࢺࣝࢥㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࢺࣝࢥㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊᗈᮾㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊୖᾏㄒ  ࠊྎ‴ㄒ  ࠊࢧ
ࣥࢫࢡࣜࢵࢺㄒ  ࠊࢱㄒ  ࠊࣔࣥࢦࣝㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊࣔࣥࢦࣝㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࣥࢻࢿࢩ
ㄒ㸦୰⣭㸧  ࠊࣥࢻࢿࢩㄒ㸦ึ⣭㸧  ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  ࠊ
ඹ㏻୰ᅜㄒ  ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  ࠊඹ㏻୰
ᅜㄒ  ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊඹ㏻㡑ᅜ
ᮅ㩭ㄒ  ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊඹ㏻ࣛࣅㄒ  ࠊ
ඹ㏻ࣛࣅㄒ  ࠊඹ㏻ࣛࣅㄒ  ࠊඹ㏻ࢠࣜࢩㄒ  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ
 ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ  ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ  ࠊࢺࣝࢥㄒ  ࠊࢺࣝࢥㄒ  ࠊᗈᮾㄒ  ࠊࣥࢻࢿࢩㄒ
 ࠊࣥࢻࢿࢩㄒ  ࠊୖᾏㄒ  ࠊྎ‴ㄒ  ࠊࢱㄒ  ࠊࣔࣥࢦࣝㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊ
࣊ࣈࣛㄒ  ࠊࢧࣥࢫࢡࣜࢵࢺㄒ  ࠊᑓ㛛㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊᑓ㛛㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊᑓ㛛ࣛࣅ
ㄒ  ࠊᑓ㛛୰ᅜㄒࠊᑓ㛛୰ᅜㄒ



30
− 31 −

 ᖺゝㄒ⛉┠ 㛤ㅮ⛉┠㸦ィ  ⛉┠㸧
Ꮫ㒊

⛉┠ྡ
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୰ᅜㄒ๓ᮇ  ࠊ୰ᅜㄒ๓ᮇ  ࠊ୰ᅜㄒᚋᮇ  ࠊ୰ᅜㄒᚋᮇ  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒึ⣭  ࠊ㡑ᅜᮅ

 ⛉┠

㩭ㄒ୰⣭ࠊࣛࣅㄒ  ࠊࣛࣅㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊࢳ࣋ࢵࢺㄒ  ࠊ
ࢳ࣋ࢵࢺㄒ  

ᩍ㣴Ꮫ㒊

ඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ᩥἲ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ᩥἲ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦సᩥ㸧
㸦ึ⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ

 ⛉┠

 㸦సᩥ㸧
㸦ึ⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦సᩥ㸧
㸦୰⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦సᩥ㸧
㸦୰⣭㸧ࠊඹ㏻୰
ᅜㄒ  㸦సᩥ㸧㸦୰⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦సᩥ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦సᩥ㸧㸦ୖ⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜ
ㄒ  㸦సᩥ㸧
㸦ୖ⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ヰ㸧
㸦ึ⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ヰ㸧
㸦ึ⣭㸧ࠊඹ㏻
୰ᅜㄒ  㸦ヰ㸧㸦୰⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ヰ㸧㸦୰⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ヰ㸧㸦୰⣭㸧ࠊ
ඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ヰ㸧㸦୰⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ヰ㸧㸦ୖ⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ヰ㸧㸦୰
⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦⢭ㄞ㸧
㸦୰⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦⢭ㄞ㸧
㸦୰⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦⢭ㄞ㸧
㸦ୖ⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦⢭ㄞ㸧
㸦ୖ⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦⢭ㄞ㸧
㸦ୖ⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦⢭
ㄞ㸧㸦ୖ⣭㸧ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  㸦ᩥἲ㸧ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  㸦ᩥἲ㸧ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ 
㸦సᩥ㸧ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  㸦సᩥ㸧ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  㸦ヰ㸧ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  㸦
ヰ㸧ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  㸦⢭ㄞ㸧ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ
 ࠊඹ㏻ࣛࣅㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊඹ㏻ࣛࣅㄒ  ࠊඹ㏻ࣛࣅㄒ  㸦୰⣭㸧ࠊඹ㏻ࣛ
ࣅㄒ  ࠊඹ㏻ࣛࣅㄒ  ࠊඹ㏻ࣛࣅㄒ  ࠊඹ㏻ࢠࣜࢩㄒ  ࠊඹ㏻ࢠࣜࢩㄒ
 ࠊඹ㏻ࣛࢸࣥㄒ  ࠊඹ㏻ࣛࢸࣥㄒ  ࠊࢭࣝࣅ࣭ࢡࣟࢳㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊࢭࣝࣅ࣭ࢡ
ࣟࢳㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊࢭࣝࣅ࣭ࢡࣟࢳㄒ  㸦୰⣭㸧ࠊࢭࣝࣅ࣭ࢡࣟࢳㄒ  㸦୰
⣭㸧ࠊ࣏࣮ࣛࣥࢻㄒ  ࠊ㸦ึ⣭㸧࣏࣮ࣛࣥࢻㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊ࣏࣮ࣛࣥࢻㄒ  㸦୰⣭㸧ࠊ࣏࣮ࣛࣥ
ࢻㄒ  㸦୰⣭㸧ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ  㸦୰⣭㸧ࠊ
ࣄࣥࢹ࣮ㄒ  㸦୰⣭㸧ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ  㸦୰
⣭㸧ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ  㸦୰⣭㸧ࠊࢺࣝࢥㄒ  㸦ึ⣭㸧ࢺࣝࢥㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊࢺࣝࢥㄒ  㸦୰⣭㸧ࠊ
ࢺࣝࢥㄒ  㸦୰⣭㸧ࠊᗈᮾㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊᗈᮾㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊࣥࢻࢿࢩㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊࣥ
ࢻࢿࢩㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊࣥࢻࢿࢩㄒ  㸦୰⣭㸧ࠊࣥࢻࢿࢩㄒ  㸦୰⣭㸧ࠊୖᾏㄒ  㸦ึ
⣭㸧ࠊୖᾏㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊྎ‴ㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊྎ‴ㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊࢱㄒ  ࠊࢱㄒ  ࠊࣔࣥ
ࢦࣝㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊࣔࣥࢦࣝㄒ  㸦୰⣭㸧ࠊࣔࣥࢦࣝㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩ
ㄒ  ࠊ࣊ࣈࣛㄒ  ࠊ࣊ࣈࣛㄒ  ࠊࢧࣥࢫࢡࣜࢵࢺㄒ  ࠊࢧࣥࢫࢡࣜࢵࢺㄒ  ࠊࢩࣜ
ㄒ  ࠊᑓ㛛୰ᅜㄒ  ࠊᑓ㛛୰ᅜㄒ  ࠊᑓ㛛୰ᅜㄒ  ࠊᑓ㛛୰ᅜㄒ  ࠊᑓ㛛㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊ
ᑓ㛛㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊᑓ㛛㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊᑓ㛛ࣛࣅㄒ  ࠊᑓ㛛ࢠࣜࢩㄒ  ࠊᑓ㛛ࢠࣜࢩ
ㄒ  ࠊᑓ㛛ࣛࢸࣥㄒ  ࠊᑓ㛛ࣛࢸࣥㄒ  


 ᖺゝㄒ⛉┠ 㛤ㅮ⛉┠㸦ィ  ⛉┠㸧
Ꮫ㒊

⛉┠ྡ

ᩥᏛ㒊

୰ᅜㄒ๓ᮇ  ࠊ୰ᅜㄒ๓ᮇ  ࠊ୰ᅜㄒᚋᮇ  ࠊ୰ᅜㄒᚋᮇ  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ  ࠊࣄࣥࢹ

 ⛉┠

࣮ㄒ  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒึ⣭  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒึ⣭  ࠊ㡑ᅜᮅ㩭ㄒ୰⣭ࠊࣛࣅㄒ  ࠊࣛࣅ
ㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊࢳ࣋ࢵࢺㄒ  ࠊࢳ࣋ࢵࢺㄒ  
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ᩍ㣴Ꮫ㒊

ඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ึ⣭ᩥἲ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ึ⣭ヰ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦୰⣭ㅮㄞ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜ

 ⛉┠

ㄒ  㸦୰⣭ㅮㄞ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦୰⣭ㅮㄞ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦୰⣭ㅮㄞ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦୰
⣭ヰ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦୰⣭ヰ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦୰⣭ヰ㸧
㸦3($. ୰⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ 
㸦୰⣭ヰ㸧㸦3($. ୰⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦୰⣭ヰ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦୰⣭సᩥ㸧ࠊඹ㏻୰
ᅜㄒ  㸦୰⣭సᩥ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦୰⣭సᩥ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ
 㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ 
㸦ୖ⣭ヰ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ୖ⣭ヰ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ୖ⣭సᩥ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ୖ
⣭సᩥ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦ୖ⣭ㅮㄞ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦୰⣭ᩥἲ㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦3($. ึ
⣭㸧ࠊඹ㏻୰ᅜㄒ  㸦3($. ึ⣭㸧ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ
 ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  㸦3($. ୰⣭㸧ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  㸦3($. ୰⣭㸧ࠊ
ඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊඹ㏻㡑ᅜ
ᮅ㩭ㄒ  㸦3($. ึ⣭㸧ࠊඹ㏻㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  㸦3($. ึ⣭㸧ࠊඹ㏻ࣛࣅㄒ  ࠊඹ㏻ࣛࣅ
ㄒ  ࠊඹ㏻ࣛࣅㄒ  ࠊඹ㏻ࣛࣅㄒ  ࠊඹ㏻ࣛࣅㄒ  ࠊඹ㏻ࣛࣅㄒ  ࠊࣄ
ࣥࢹ࣮ㄒ  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ  ࠊࣄࣥࢹ࣮ㄒ  ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ  ࠊ࣋ࢺ
ࢼ࣒ㄒ  ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ  ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ  ࠊࢺࣝࢥㄒ  ࠊࢺࣝࢥㄒ  ࠊࢺࣝࢥㄒ  ࠊࢺࣝࢥ
ㄒ  ࠊᗈᮾㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊᗈᮾㄒ  㸦୰⣭㸧ࠊᗈᮾㄒ  㸦୰⣭㸧ࠊᗈᮾㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊࣥࢻ
ࢿࢩㄒ  ࠊࣥࢻࢿࢩㄒ  ࠊࣥࢻࢿࢩㄒ  ࠊࣥࢻࢿࢩㄒ  ࠊୖᾏㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊ
ୖᾏㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊྎ‴ㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊྎ‴ㄒ  㸦ึ⣭㸧ࠊࢱㄒ  ࠊࢱㄒ  ࠊࣔࣥࢦࣝㄒ
 ࠊࣔࣥࢦࣝㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊ࣌ࣝࢩㄒ  ࠊ࣊ࣈࣛㄒ  ࠊ࣊ࣈࣛㄒ  ࠊࢧࣥࢫ
ࢡࣜࢵࢺㄒ  ࠊࢧࣥࢫࢡࣜࢵࢺㄒ  ࠊࢩࣜㄒ  ࠊᑓ㛛୰ᅜㄒ  ࠊᑓ㛛୰ᅜㄒ  ࠊᑓ㛛㡑
ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊᑓ㛛㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊᑓ㛛㡑ᅜᮅ㩭ㄒ  ࠊᑓ㛛ࣛࣅㄒ  
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ᲧܖᢿဃӼƚƀଐஜȷǢǸǢܖಒᛯƁ
ࠝㅮ⩏㢟┠ࠞࠕ᪥ᮏ࣭ࢪᏛᴫㄽϪ㸸ᅜ㝿♫࡛ά㌍ࡍࡿᇶ┙ࢆ㌟ࡅࡿࠖ

ࠝ㊃᪨ࠞᮏㅮ⩏ࡣ $61(7 ཧ⏬ࡍࡿᩍဨࡼࡿࠕ᪥ᮏ࣭ࢪᏛࠖࡢᴫㄽ⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋᵝࠎ࡞
どⅬࡽࢪࢆษࡾྲྀࡿ᪉ἲㄽࡸ▱㆑ࢆᏛࡪࡇࡼࡾࠊ᪥ᮏ࣭ࢪᏛࡢ㨩ຊࢆయ㦂ࡋࠊᅜ㝿♫
࡛ά㌍ࡍࡿࡓࡵࡢࡼ࠺࡞▱㆑࣭⬟ຊ࣭ࢫ࢟ࣝࡀᚲせ࡞ࡿࡢࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ࠝ㈐௵ᩍဨࠞྂ⏣ඖኵ㸦⥲ྜᩥ◊✲⛉࣭ᩍᤵ㸧
ࠝཧຍᩍဨࠞᮌᗣ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ㸧
ࠊᇼ⚽அ㸦ᕤᏛ⣔◊✲⛉㸧ࠊ
ụᮏᖾ⏕㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ㸧
ࠊຍ⸨ᾈᚨ㸦ᕤᏛ⣔◊✲⛉㸧ࠊ
ୖ┿㸦㎰Ꮫ⏕⛉Ꮫ◊✲⛉㸧
ࠊỌ⏣῟Ⴙ㸦⥲ྜᩥ◊✲⛉㸧ࠊ
⚟ኈㅬ㸦ࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸᏛ㐃ᦠ◊✲ᶵᵓ㸧ࠊ༲⏣᐀ᖹ㸦ASNET㸧
ࠝ㛤ㅮ᪥ࠞ᭶᭙᪥㸯㝈㸦9㸸00㸫10㸸30㸧
ࠝᤵᴗࡢ┠ⓗࠊᴫせࠞ
ࢃࡀᅜࡢᅜෆ⤒῭ࡣ᭤ࡀࡾゅࢆ㏄࠼ࠊከ᪉㠃࡛ᵓ㐀ᨵ㠉ࡀྉࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ᅜቃࡢᇉ᰿ࡣࡲࡍ
ࡲࡍపࡃ࡞ࡾࠊୡ⏺ᶆ‽㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ㸧ࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࡃࡿࡶࠊ⎔ቃၥ㢟ࡢࡼ࠺
ᆅ⌫య࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟ࡶᒣ✚ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊᅜ㝿♫࡛ά㌍࡛ࡁࡿேᮦࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
 ㏆ᖺࠊࢪࡢᡂ㛗ࡣ┠ぬࡲࡋࡃࠊࢪ࠾ࡅࡿ⤒῭ࠊᨻࠊᢏ⾡ࠊ⎔ቃ࡞ྛືྥࡣࠊᅜ㝿♫
యࢆࡁࡃᕥྑࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢪࢆᏛࡪࡇࡣᅜ㝿♫࡛ά㌍ࡍࡿࡓࡵྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏㅮ⩏ࡣࠊᮏᏛࡢࠕ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ(ASNET)ࠖཧ⏬ࡍࡿᩍဨࡼࡿ
᪥ᮏ࣭ࢪᏛࡢᴫㄽ⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋᵝࠎ࡞どⅬࡽࢪࢆษࡾྲྀࡿ᪉ἲㄽࡸ▱㆑ࢆᏛࡪࡇ
ࡼࡾࠊ᪥ᮏ࣭ࢪᏛࡢ㨩ຊࢆయ㦂ࡋࠊᅜ㝿♫࡛ά㌍ࡍࡿࡓࡵࡢࡼ࠺࡞▱㆑࣭⬟ຊ࣭ࢫ࢟ࣝ
ࡀᚲせ࡞ࡿࡢࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ࠝᤵᴗィ⏬ࠞ㸦 ᖺᗘศ㸧
➨ 1 ᅇࠕ᪥ᮏ࣭ࢪᏛධ㛛ࠖ
㸦ᮌᗣᩍᤵࠊᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᇼ⚽அᩍᤵࠊᕤᏛ⣔◊✲⛉♫ᇶ┙Ꮫᑓᨷ㸧
ㅮ⩏ࡢ๓༙ࡣᮌࡀᢸᙜࡋࠊᑓ㛛ࡢ୰ᅜᩥᏛࡢ❧ሙࡽࠊ
ࠕ᪥ᮏ࣭ࢪࠖࡀ࡞ࡐ㔜せ࡞ࡢ㸽᪥ᮏ࣭
ࢪὀ┠ࡍࡿࠊఱࡀぢ࠼ࠊఱࡀศࡿࡢ㸽࠸ࡗࡓ᪥ᮏ࣭ࢪᏛ㛵ࢃࡿ࠸ࡃࡘࡢᇶᮏ
ⓗ࡞ၥ࠸⟅࠼࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏ࣭ࢪᏛࡀᣢࡘᏛၥⓗ࡞ពྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ゎㄝࡍࡿࠋࡲࡓࠊㅮ⩏
ࡢᚋ༙ࡣᇼࡀᢸᙜࡋࠊḟᅇ௨ᚋࡢᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉ࢆලయⓗㄝ᫂ࡍࡿࠋ
➨ 2࣭3 ᅇࠕࢱ㧗㏿㐨㊰ BOT ᴗ࠾ࡅࡿ⣮தࡢࢣ࣮ࢫ ࡑࡢ 1࣭ࡑࡢ 2ࠖ
㸦ᇼ⚽அᩍᤵࠊᕤᏛ⣔◊✲⛉♫ᇶ┙Ꮫᑓᨷ㸧
 1990 ᖺ௦๓༙ࢱ࣭ࣂࣥࢥࢡ࡛㉳ࡇࡗࡓࠕ➨㧗㏿㐨㊰ࠖ㛵ࢃࡿத㆟ࢆྲྀࡾୖࡆࠊᅜ㝿ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ㛵ࢃࡿ▱㆑ࠊၥ㢟ศᯒ᪉ἲ࣭⬟ຊࠊၥ㢟ゎỴ⟇❧᪉ἲ࣭⬟ຊࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ
ࠕ➨㧗㏿㐨㊰ࠖ
ࡣࠊࢱᨻᗓ᪥ᮏࡢ⇃㇂⤌ࡢ㛫࡛⥾⤖ࡉࢀࡓ BOT ዎ⣙ᴗࡋ࡚ィ⏬ࡉࢀࡀࠊࢱᨻᗓࡢ㛫
࡛த㆟ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ
㸦1㸧ࡇࡢ⣮தࡣࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆࡓࡗࡓࡢࠊ
㸦2㸧ᾏእࡢᴗࡀ⌧ᆅ㸦㏵
ୖᅜ㸧࡛ᴗࢆ⾜࠺㝿ࡢࡼ࠺࡞ࣜࢫࢡࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊ
㸦3㸧ࡑ࠺ࡋࡓࣜࢫࢡࡣࡢࡼ࠺㑊
ࡅࡿࡁ㸪㸦4㸧ࡑࡶࡑࡶ㧗㏿㐨㊰ᴗ࠸࠺බඹᴗࢆ BOT ᴗࡍࡿࡇࡀ㐺ษ࡞ࡢࠊ࠸
ࡗࡓࡇࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽࠊ㸦5㸧ࡢࡼ࠺࡞ゎỴࡀྍ⬟ࢆ㆟ㄽࡍࡿࠋ
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➨ 4 ᅇࠕࢱ࠾ࡅࡿไᗘࡢᰂᵓ㐀ࠖ
㸦ụᮏᖾ⏕ᩍᤵࠊᮾὒᩥ◊✲ᡤ㸧
 ࢱ♫ࡣࠕᰂᵓ㐀ࠖࡔゝࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋᐇࡣࠊไᗘࡶࠕᰂᵓ㐀࡛ࠖ࠶ࡾࠊே㛫㛵ಀࡼࡗ࡚ࡁ
ࡃᕥྑࡉࢀࡿࠋ1990 ᖺ௦๓༙ࢱ࣭ࣂࣥࢥࢡ࡛㉳ࡇࡗࡓࠕ➨㧗㏿㐨㊰ࠖ㛵ࢃࡿத㆟ࡣࠊࡑࡢࡇ
ࢆᆺⓗ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋBOT ዎ⣙ᴗࡋ࡚ጞࡲࡗࡓࡶࡢࡢࠊᐇ㝿㐠⏝ࡢẁ㝵⛣ࡿࠊዎ⣙ࡣ
ᨾࡉࢀࠊ⤖ᒁࠊࢱഃ㒔ྜࡢⰋ࠸᪉ྥᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࢱேࡗ࡚ࠊዎ⣙ࡶἲᚊࡶ᠇ἲ
ࡉ࠼ࡶ⤯ᑐⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ࡽࡢ┈㐺࠺ࡼ࠺ᰂ㌾ኚ࠼࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇࡀࢱࡢࠕᰂ
ᵓ㐀ࠖࡢࡋࡓࡓࡉ࡛࠶ࡿࠋ
➨ 5࣭6 ᅇࠕࣥࢻࢿࢩࡢ⎔ቃ㛤Ⓨ㸫࣐࢝ࣜࣥࢱࣥࡢ᳃ᯘ㛤Ⓨࢆᕠࡿㅖၥ㢟ࠖ
㸦ୖ┿ᩍᤵࠊ㎰Ꮫ⏕⛉Ꮫ◊✲⛉㸧
 ࡘ࡚᳃ᕝࡢୡ⏺࡛࠶ࡗࡓ࣐࢝ࣜࣥࢱࣥ㸦Indonesian Borneo㸧࡛ࡣࠊඛఫẸ᪘ࢲࣖࢵࢡேࡀ↝
⏿㎰ᴗࠊ⊁⊟᥇㞟ࠊᕝ࡛ࡢ⁺ປࠊእ㒊ୡ⏺ࡢ᫆ࡼࡗ࡚⏕ィࢆႠࢇ࡛࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ேࠎࡢ⏕
ά⎔ቃࡣࠊ1970 ᖺ௦௨㝆ࡢࠕᮌᮦ㠉ࠖࠊ
ࠕྜᯈ㠉ࠖࠊ
ࠕ㐀ᯘ㠉ࠖ࡞ࡼࡾࡁࡃኚࡋࡓࠋࡑ
ࡋ࡚᳃ᯘࡀຎࡋࡓ 2000 ᖺ௦୰㡭ࡽάⓎ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢࡀࠊࣈࣛࣖࢩ㎰ᅬ㛤Ⓨ▼Ⅳ㛤Ⓨ㸦㟢
ኳ᥀ࡾ㸧࡛࠶ࡿࠋࣂ࢜⇞ᩱཎᩱࡋ࡚ࡢά⏝ࡶど㔝ධࢀࡓࣈࣛࣖࢩ㎰ᅬ㛤Ⓨࡣࠊேࠎࡢࣛࣇ
ࢫࢱࣝࢆỴᐃⓗኚ࠼ࡿࡇ࡞ࡿࠋ➨ 5 ᅇ࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞Ṕྐⓗኚ㑄ࢆゎㄝࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊཷㅮ⪅
ࡓࡕࢆせ࡞ᐖ㛵ಀ⪅㸦ඛఫẸࠊᴗࠊ⾜ᨻࠊ⎔ቃᅋయ㸧ࡈࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ➨ 6
ᅇ࡛ࡣࢢ࣮ࣝࣉࡈ PPT ࢆ⏝ࡋࡓⓎ⾲࠾ࡼࡧ㉁ᛂ⟅ࢆ⾜࠺ࠋ᭱ᚋࡣ᪥ᮏࡢ୍ᾘ㈝⪅ࡋ࡚࠺
⪃࠼ࡿࡁ୍ே୍ேពぢࢆⓎ⾲ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ㆟ㄽࡍࡿࠋ
➨ 7 ᅇࠕࣥࢻࢿࢩࡢ㈨※㛤Ⓨ♫ኚື࣭ᆅᇦ♫ࠖ
㸦Ọ⏣῟Ⴙᩍᤵࠊ⥲ྜᩥ◊✲⛉㸧
 ࣥࢻࢿࢩࡢࢫ࣐ࢺࣛᓥ୰㒊࡛ࡣࠊ㐣ཤ 30 ᖺ㛫ࣈࣛࣖࢩ㎰ᅬ㒊㛛ࡀᛴ⃭࡞ᣑࢆࡳࡏ㸪ᆅ
ᇦࡢ⏕ែ⎔ቃࢆ୍ኚࡉࡏࡿྠ㸪ᆅᇦࡢ♫࣭⤒῭῝࠸ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋࡋྠ㒊㛛ࡢᣑ
ࡢ㐣⛬ࢆࡘࡪࡉほᐹࡍࡿࠊࣥࢻࢿࢩࡢᨻ♫ኚືࡸࠊᅵᆅ㈨※ࡢ⌧ᐇⓗ࡞ไ⣙㐃ືࡋ
࡞ࡀࡽࠊ㛤Ⓨࡢࢫࢱࣝࢆኚ࠼㸪」㞧࡞㐣⛬ࢆ⤒࡚᪥ࡢ≧ἣ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋᮏㅮ⩏࡛
ࡣࠊࣥࢻࢿࢩእᓥ㒊ࡢ㈨※㛤Ⓨ♫ኚື㛵ࢃࡿㅖၥ㢟ࢆࠊᕞࣞ࣋ࣝࡢ✵㛫ⓗ⠊ᅖࢆど㔝ධ
ࢀ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦ♫ࡢഃ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡘࡘㄞࡳゎࡃ᪉ἲㄽࢆᥦ♧ࡋࡓ࠸ࠋ
➨ 8࣭9 ᅇࠕ࣋ࢺࢼ࣒㸦ࣁࣀ㸧ࡢ㒔ᕷ㛤Ⓨၥ㢟㛵ࡍࡿࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹࡢㅮ⩏ ࡑࡢ 1࣭ࡑࡢ 2ࠖ
㸦ຍ⸨ᾈᚨᩍᤵࠊᕤᏛ⣔◊✲⛉♫ᇶ┙Ꮫᑓᨷ㸧
 ࣁࣀᕷࡢ୰ᚰ⨨ࡍࡿᪧᕷ⾤ᆅ࡛࠶ࡿ Ancient Quarter ࡤࢀࡿᆅᇦࡣ᭷ྡ࡞ほගࢫ࣏ࢵࢺ
࡛࠶ࡿࡶࠊྂࡃࡽၟᴗࡢࡲࡕࡋ࡚ᰤ࠼࡚ࡁࡓࠋ ࡇࢁࡀࠊእ㒊ゼၥ⪅ࡢቑຍࡸ᪂ࡓ࡞ၟᴗ
άືࡢཧධࡼࡗ࡚ࠊ㏻ࡀ῝้ࡋࠊࡲࡓࠊ᪤ᏑࡢṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢ◚ቯ࡞ࡢၥ㢟ࡶⓎ⏕ࡋ࡚
࠸ࡿࠋၟᴗᆅࠊほගᆅࠊ
ࠖᆅඖఫẸࡢ⏕άࡢሙ࠸࠺ᛶ᱁ࢆ࠶ࢃࡏࡶࡘࡇࡢᆅ༊ࡢⓎᒎࢆࠊࡢࡼ࠺
᪉ྥࡅࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊከࡃࡢ㆟ㄽࡸᥦࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊJICA
ࡀ 2007 ᖺⓎ⾲ࡋࡓィ⏬ㄪᰝࡢෆᐜࢆࡶࠊ(1)Ancient Quarter ᆅᇦ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟ࡢᵓ㐀
ࢆᩚ⌮ࡋࠊ(2)ከᵝ࡞ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢၥ㢟ᵓ㐀ㄆ㆑ࢆศᯒࡋࡓୖ࡛ࠊ(3)JICA ࡢᥦࡍࡿゎỴࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ᳨ウ࣭ᥦࡍࡿࠋ
➨ 10 ᅇࠕ࣋ࢺࢼ࣒♫ㄽ̿␗㉁ࡢేᏑୗࡽࡢࢽࢩࢸࣦࠖ
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㸦ྂ⏣ඖኵᩍᤵࠊ⥲ྜᩥ◊✲⛉㸧
 ᑡࡋ๓ࡢࣁࣀ࡛ࡣࠊ㒔ᕷィ⏬ࡼࡿ❧ࡕ㏥ࡁࢆᣄྰࡋ࡚ࠊࡁ࡞㐨㊰ࡢ㐍㊰❧ࡕࡩࡉࡀࡿẸᐙ
ࢆࠊࡼࡃぢࡅࡓࠋ♫⩏యไࢆࡿ࣋ࢺࢼ࣒ࡣࠊ
ࠕୖࡽࡢ⤫ไࠖࡀࡼࡃࡁ࠸ࡓ♫ᛮࢃࢀࡀࡕ
ࡔࡀࠊᐇ㝿ࡣࠊ
ࠕୗࠎࡢពᛮࠖࡸࠕୗࡽࡢࢽࢩࢸࣦࠖࡀ㔜せࡣᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ♫࡛࠶
ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒♫ࡢ≉ᚩࢆࠕ␗㉁ࡢేᏑࠖࠕୗࡽࡢࢽࢩࢸࣦࠖ࠸࠺ゅᗘࡽ᳨ウࡍࡿࠋ
➨ 11 ᅇࠕ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿ⎔ቃởᰁࡑࡢᑐ⟇㸫୰ᅜࡢ㒔ᕷ㏆㑹㎰ᴗࢆ
㸦⚟ኈㅬᩍᤵࠊࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸᏛ㐃ᦠ◊✲ᶵᵓ㸭ᕤᏛ⣔◊✲⛉㒔ᕷᕤᏛᑓᨷ㸧
 Ⓨᒎ㏵ୖᅜࡢᕤᴗ࡛㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍ㍍ᕤᴗࡢ୰ࡣẚ㍑ⓗ⎔ቃ㈇Ⲵࡢప࠸≀ࡽࠊ㘡㔠ࠊ㔠
ᒓຍᕤࠊ⸆ရࠊᗫᲠ≀ฎ⌮➼ࡢ᭷ᐖ≀㉁ࢆ⎔ቃ୰ฟࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢࡶከࡃᏑᅾࡍࡿࠋ㈨㔠
ⓗၥ㢟ࠊ᭷ᐖᛶ㛵ࡍࡿㄆ㆑㊊ࠊἲࡢ㑂Ᏺࡢၥ㢟➼ࡽ⎔ቃ୰ởᰁ≀㉁ࡀฟࡉࢀࡿࡣᑡ࡞ࡃ
࡞࠸ࠋ㞵㔞ࡢᑡ࡞࠸୰ᅜࡢ⳹ᆅᇦ࡛ࡣࠊỈࢆ㎰ᆅ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡇࡣࠊᐙᗞỈຍ࠼
࡚ࠊศᩓⓗⓎᒎࡋࡓ㔜㔠ᒓ㢮࡞ࡢ᭷ᐖ≀㉁ࢆฟࡍᕤሙ࡞ࡽࡶỈࡀὶࢀ㎸ࡴࠋ㒔ᕷ࿘㎶ࡢ࠶
ࡿ㎰ᆅࡣ㔜㔠ᒓࡢ✚ࡀほᐹࡉࢀࠊ㎰ᴗᙳ㡪ࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᛴ㏿Ⓨᒎࡍࡿ୰ᅜ⤒῭ࡣᕷẸ
ࡢព㆑ࡶኚ࠼ࠊ⎔ቃࡢಖࠊ㣗ᩱࡢᏳᑐࡍࡿព㆑ࡢ㧗ࡲࡾࡣࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ┳㐣ࡋ࡞࠸ࠋᮏㅮ
⩏࡛ࡣ୰ᅜኳὠᕷ࿘㎶࠾ࡅࡿࢆ㢟ᮦࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃởᰁࠊ㣗ᩱ⏕⏘ࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼᭱⤊ⓗ
ࡣ⳹ᆅᇦ࠾ࡅࡿ㒔ᕷ࿘㎶㎰ᴗࡢ㐠Ⴀࢆ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
➨ 12 ᅇࠕ୰ᅜࡢ⎔ቃ࣭㛤Ⓨ࣭ಖࢆ⌮ゎࡍࡿࢥࢶࠖ
㸦༲⏣᐀ᖹ≉௵ㅮᖌࠊ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧
ኳὠᕷ࠾ࡅࡿᕤᴗỈࡢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊኳὠᕷ௦⾲ࡉࢀࡿ㛤Ⓨ༊࡛⎔ቃၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿ⫼ᬒࢆࠊ
୰ᅜࡢᨻయไࡸ⎔ቃᨻ⟇ࠊ୰ᅜேࡢ⪃࠼᪉ࡽ⪃࠼ࡿࠋࡲࡎࠊ୰ᅜࡢࡢࡼ࠺࡞ሙᡤ࡛ࡢࡼ࠺࡞
⎔ቃၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࡢࢆᴫほࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊᆅᇦ㛤Ⓨࡀ᥎㐍ࡉࢀࠊ⥅⥆ࡉࢀࡿ⌮⏤ࢆᨻ⦼ไᗘ
ࡸ⼥㈨ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࠸ࡗࡓ᪥ᮏ࡛ࡣ࠶ࡲࡾ⪺ࡁ័ࢀ࡞࠸ࢩࢫࢸ࣒ࡽ⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ୰ᅜࡢ
⎔ቃၥ㢟ࡢゎỴྥࡅࡓ㐨➽ࢆࠊ†༡┬Ὕᗞ†ࡢỈ㉁ᨵၿᨻ⟇ࡸி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ㝿ࡢẼởᰁᑐ
⟇ࠊ㤳㒔ࡢỈ㊊ࢆゎỴࡍࡿ༡Ỉㄪࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࡽ᳨ウࡍࡿࠋ᭱ᚋࠊ୰ᅜேࡢ⎔ቃࡸⓎ
ᒎᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡑࡢኚࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
➨ 13 ᅇࠕ୰ᅜࡢࢆࡵࡄࡿⓎ⾲ウㄽࠖ
㸦⚟ኈㅬᩍᤵࠊ༲⏣᐀ᖹ≉௵ㅮᖌ㸧
  ➨ 11ࠊ12 ᅇࡢᤵᴗࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡲࡎ୰ᅜ࠾ࡅࡿ⎔ቃởᰁࡢ⌧≧ࡑࢀࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࣇࢡࢱ
࣮ࠊゎỴ⟇ࢆࢢ࣮ࣝࣉ㸦ࡲࡓࡣಶே㸧࡛⪃࠼ࠊᅗ♧ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊྛࢢ࣮ࣝࣉࡀࡲࡵࡓၥ㢟ࡢᵓ㐀
ᅗࢆᤵᴗ୰Ⓨ⾲ࡋࠊࡑࡢෆᐜ㛵ࡋ࡚ࡢᏛ⏕ࡸᩍဨࡶྵࡵ࡚㆟ㄽࡍࡿࠋヲࡋࡃࡣᤵᴗ୰ㄝ᫂
ࡍࡿࠋ
ࠝᤵᴗࡢ᪉ἲࠞ
1 ᅇ┠ࡢᴫᣓⓗ࡞ㅮ⩏௨㝆ࡣࠊࢱࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊࣥࢻࢿࢩࠊ୰ᅜ 4 ᅜࡢࢣ࣮ࢫࢆྲྀࡾୖࡆࠊ
ࡲࡎྛᆅ࡛ᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡸ㛤Ⓨࠊ⤒῭Ⓨᒎࡀᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿලయⓗ࡞ၥ㢟ࢆ⤂ࡋࠊࡑࢀࢆ
ࡢࡼ࠺ศᯒࡍࡿࡢࠊࡢࡼ࠺࡞ゎỴ᪉ἲࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡢࢆࠊྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࢢ࣮ࣝࣉศࢀ࡚ศ
ᯒࠊウㄽࡍࡿࠋࡑࡢࡢࡕࠊࡇࢀࡽࡢᅜࢆᆅᇦ◊✲ࡢᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿᩍဨࡼࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓࢣ࣮ࢫࡢ⫼
ᬒ࠶ࡿࡑࢀࡒࢀࡢ♫ࡢṔྐⓗኚ㑄ࡸ⌧ᅾ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟ࢆゎㄝࡍࡿㅮ⩏ࢆ⾜࠺ࠋཧ⪃᭩࣭㈨ᩱ
ࡣᤵᴗࡈ⤂ࡍࡿࠋ
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ࠝᡂ⦼ホ౯᪉ἲࠞ
ᤵᴗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ 4 ᅜࡢ࠺ࡕࡽ 2 ᅜࢆ㑅ࢇ࡛ࠊᣦᐃࡉࢀࡓㄢ㢟㛵ࡍࡿ࣏࣮ࣞࢺࢆᥦฟࡍࡿࠋ
ࡇࢀฟᖍⅬࢆຍࡋ࡚ᡂ⦼ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ


ࠝᒚಟ≧ἣࠞ
 2011 ᖺᗘ
 2012 ᖺᗘ
2013 ᖺᗘ
2014 ᖺᗘ



































ᒚಟⓏ㘓㸸36 ྡ㸦ᩥ 23 ྡࠊ⌮ 13 ྡ㸧ࠊ༢ྲྀᚓ㸸20 ྡ㸦ᩥ 12 ྡࠊ⌮ 8 ྡ㸧
ᒚಟⓏ㘓㸸46 ྡ㸦ᩥ 40 ྡࠊ⌮ 6 ྡ㸧ࠊ༢ྲྀᚓ㸸40 ྡ㸦ᩥ 37 ྡࠊ⌮ 3 ྡ㸧
ᒚಟⓏ㘓㸸27 ྡ㸦ᩥ 21 ྡࠊ⌮ 6 ྡ㸧ࠊ༢ྲྀᚓ㸸24 ྡ㸦ᩥ 19 ྡࠊ⌮ 5 ྡ㸧
ᒚಟⓏ㘓㸸31 ྡ㸦ᩥ 22 ྡࠊ⌮ 9 ྡ㸧ࠊ༢ྲྀᚓ㸸18 ྡ㸦ᩥ 15 ྡࠊ⌮ 3 ྡ㸧
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ᄂᆮȷʩ්ѣ
ி૨ᄂȷ#50'6 σ͵ǻȟȊȸƷ͵
ࠐ㊃᪨㸸ࢪ◊✲ᦠࢃࡿᮾிᏛࡢⱝᡭ◊✲⪅Ⓨ⾲ࡢሙࢆᥦ౪ࡍࡿ
ࠐ᪥࣭ሙᡤ㸸ẖ㐌ᮌ᭙᪥ࠊᮾிᏛᮾὒᩥ◊✲ᡤࠊ 㹼 

šσ͵ǻȟȊȸ͵ᚡ     ૰  σ͵ǻȟȊȸƷȝǹǿȸ

ᅇ
➨  ᅇ

ᖺ᭶᪥
 ᖺ  ᭶  ᪥

Ⓨ⾲⪅ྡ㸦ᡤᒓ㸧ࠊⓎ⾲ࢱࢺࣝ
㔠Ề⯆㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭እᅜே≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ࠾ࡅࡿ᭷ᶵ㎰ᴗࡢᙺ̿᪥ᮏ㡑ᅜࢆ୰ᚰ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ྜྷ⏣┿࿃㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ᪥⡿ྠ┕ࡢไᗘࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ụᮏᖾ⏕㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧
ࠕᗣᖾ⚟ᖹ➼ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ụᮏᖾ⏕㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧

ࠕࢥ࣮ࣄ࣮㇋ࡢᖹ➼̿࣋ࢺࢼ࣒࣭ࢥ࣮ࣄ࣮ࡢ⨾ࡋ࠸㣧ࡳ᪉㸫ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ྂ⃝ᣅ㑻㸦$61(7࣭≉௵ᩍᤵ㸧
ࠕே㛫ࡢᗣࡢ⏕ែᏛ̿ᆅᇦ◊✲ࡽ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᚋ⸨⤮⨾㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕࢫ࣮࣒ࣛࡢዪᛶほ̿⏨ዪࡢඃຎࢆࡵࡄࡿၨ♧ゎ㔘ࢆ୰ᚰ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㬼㣫ᩔᏊ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭≉௵◊✲ဨ㸧
ࠕ࢚࣑࣮࣭࢚ࣝ࢞ࣞࠗ࢜ࣜࣥࢺ࠘ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᕝㅬస㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ⌧௦ࢳ࣋ࢵࢺ◊✲௦᭰Ẹ᪘ㄅࡢၥ㢟ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

Ⳣ㇏㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧
ࠕ⚾ࡀ∵ࢆ㈙ࡗࡓ⌮⏤̿ࠗᐇ㊶࠘◊✲ࡢ⮬ᕫࡢࣥࣃࢡࢺ㛵ࡍࡿᖐⓗ◊✲ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

Ᏻ⏣ె௦㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ຓᩍ㸧
ࠕᡓ㛫ᮇᮾࢪ࠾ࡅࡿᅜ㝿⾨⏕ᴗࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ⱉ㇂ᗣኴ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ⁐ࡅྜ࠺ࣛࣅㄒリࡢᙧ̿すࢪࡽすࣇࣜ࢝ᗈࡀࡿᗈᇦ▱ⓗ㐃㛵
⥙̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

6\OYLH%HDXG㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭እᅜே◊✲ဨࣃࣜ➨  Ꮫே㢮Ꮫ⛉༤ኈㄢ⛬㸧
ࠕ%HLQJ+DQLQD0XOWL(WKQLF5HJLRQRIWKH3HRSOH̓V5HSXEOLFRI&KLQD
$Q$QWKURSRORJLFDO3HUVSHFWLYHRQWKH,QKDELWDQWVRI<DQJ]RQJ9DOOH\<XQQDQ
3URYLQFHࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

⸨Ἴఙ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ࢜ࢫ࣐ࣥ❧᠇ᨻࡢㅖၥ㢟̿ẚ㍑ྐࡢほⅬࡽ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ෆ⸨ࡲࡾࡇ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕᩥᏛࡢ㏫㐲㏆ἲ̿ẚ㍑࠸࠺᪉ἲࡢྍ⬟ᛶ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᑠすබ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ)RON0XVLFࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿ̿ࣥࢻす㒊࠾ࡅࡿⱁ⬟㞟ᅋࢆࡵࡄࡿ⌧≧
ࣔࢲࢽࢸࡢㅖ┦̿ࠖ
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➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㜿㒊ᑦྐ㸦ᮾிᏛࢢ࣮ࣟࣂࣝ &2(࣭≉௵◊✲ဨ㸧
ࠕࣇࢺࣇ࣮࣭ࣜࣁ࣮ࣥࡢẕࠊጔࠊ᎑̿ ୡ⣖ࣛࣥࡢᆅ᪉᭷ຊ⪅ࡢࠗᐙ࠘ዪ
ᛶ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᕊᓮᐶᏊ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕἲ࣭ṇ⩏ᴫᛕࡢᑂ⌮ࡴࡅ࡚̿ࢫ࣮࣒ࣛゝㄝࡢ⏝ࡿዪᛶࡢ᪥ᖖᐇ㊶
ࢆ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

༲⏣᐀ᖹ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ⎔ቃྐ◊✲ࡢྍ⬟ᛶ̿⏕ᴗᢏ⾡ࡽࡳࡿ࣑ࢡࣟ࡞ே㛫̺⎔ቃ⣔̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

⋤ᬛᘯ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭≉௵◊✲ဨ㸧
ࠕᑠ⏘ᆅࡢ㈨※ㄽ̿ᒇஂᓥࡢࡘ࠾⠇〇㐀ᴗࡢᾘ㛗᪥ᮏࡢኳ↛㈨※ᨻ⟇̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㔠㖟┾㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ㸦ࢯ࢘ࣝ㸧ࣃࢦࢲබᅬࡢㄌ⏕ཬࡧኚᐜࡑࡢ㒔ᕷྐⓗព⩏ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㔝බ㈡㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭≉௵ᩍᤵ㸧
ࠕ❧㐩Ꮫᅬ㛤᫂᭩ᗑ̿Ẹᅜᮇ▱㆑ேࢢ࣮ࣝࣉࡢ୍ࡋ࡚̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ụᮏᖾ⏕㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧
ࠕ࣋ࢺࢼ࣒࣭ࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡᐇ⩦ࢆ⤊࠼࡚ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

࣑ࣄ࢚࣭ࣕࣝࣈࣝࢳ࣮ࣕ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧
ࠕᨻゝⴥ̿୰ỤẸࠓ᪥ᮏဴᏛ࡞ࡋࠔ⪃̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ྡඞ㑻㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧
ࠕពࡢᩡࡑࡢእ㒊̿ࣛࣥࡢⴿ㏦♩ࡢኚᐜࢆࡵࡄࡗ࡚̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㤿ሙ⣖ᑑ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧
ࠕ࠾⤒ࢆࠗ⫈ࡃ࠘̿ࢪྛᆅࡢ⪷࡞ࡿḷ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㕥ᮌⱥ᫂㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ⏕ᴗ࣭⛣ືࡢࣜࢬ࣒ࡢ㐃ື≀㉁ᩥࡢ㢮ఝᛶࡽᾋࡧୖࡀࡿࣥࢻὒすᾏᇦ
ୡ⏺̿᪂ࡋ࠸ୡ⏺ྐྥࡅ࡚̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ఀ⸨ᮍᕹ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕẸ᪘ᐤᐟᏛᰯࠗᑡᩘẸ᪘࠘̿⌧௦࣋ࢺࢼ࣒࠾ࡅࡿᆅ᪉ࡢࢽࢩࢸࣈ
ேࠎࡢㄆ㆑̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

᳃ᮏ୍ኵ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧
ࠕᬑᯘ᪁㡻ಟ⾜⏕ά㢭ᮎࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ሯཎఙ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ⤒Ⴀᡓ␎࠾ࡅࡿఏ⤫ࡢᣊ᮰ᛶ̿ࠗ⪁⯒࠘ࢆࡵࡄࡿ⤒Ⴀᩥㄽ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᕝᣅ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕᮾ༡ࢪᅜ㝿㛵ಀ࠾ࡅࡿつ⠊ࢆࡢࡼ࠺⌮ゎࡍࡿ㸽̿እᙜ⪅ࡢぢ
ࡿ $6($1 ◊✲⪅ࡢぢࡿ $6($1̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㔠Ề⯆㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕᆅᇦ᰿ࡊࡍ᭷ᶵ㎰ᴗ̿᪥ᮏ㡑ᅜࡢ⤒㦂̿ࠖ


➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᚋ⸨⤮⨾㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ⮬Ⓨⓗ࡞ࣦ࢙࣮ࣝ╔⏝ࢆ࠺ㄞࡳゎࡃ̿ክ㛵ࡍࡿࠗㄒࡾ࠘ࡽࡢ୍⪃ᐹ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

Ώ㑔⚈Ꮚ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕᅜᐙᑐᓖࡍࡿ᐀ᩍ̿ࣝࢪ࢙࣭࣐࣮ࣜ࢘ࣛ༠࠾ࡅࡿࢫ࣮࣒ࣛᨻࠖ
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➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ㅋ᪩ᗤ୍㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕࣛࣥ࠾ࡅࡿࠕ᪂ኳᩥᏛࠖࡢཷᐜ̿ ୡ⣖࣌ࣝࢩㄒኳᩥ᭩ࠗᙧ㇟Ꮫヂ✏
7DUMRPH\H+HL̓DW࠘ࢆ୰ᚰ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㬼㣫ᩔᏊ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭≉௵◊✲ဨ㸧
ࠕࢪ࣏ࣕࢽࢫ࣒ࢪࢽࢬ࣒̿␗ᩥ΅ྐ◊✲ࡢ⪃̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᖹ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕே㛫㛤Ⓨࣉ࣮ࣟࢳࡢ᭷ຠᛶㄢ㢟̿ᐈほⓗᖾ⚟ᣦᶆࡢྍ⬟ᛶ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᕊᓮᐶᏊ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ⮬ᕫᢎㄆ᐀ᩍࢆࡵࡄࡿヨㄽ̿ࠕࢫ࣮࣒ࣛ㟁ヰࠖࡢ㟁ヰ┦ㄯࢆࡋ࡚ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ྂ㱟㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧
ࠕ☃ᩥࡽఱࢆㄞࡳྲྀࢀࡿࡢ㸽̿ Ⅼࡢࣃ࣮ࣛᮇ☃ᩥࢆ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

-L0HQJ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ$FRUSXVEDVHGVRFLROLQJXLVWLFVWXG\RIHDUO\PRGHUQ&KLQHVHVFLHQWLILF
WUDQVODWLRQVࠖ

➨  ᅇ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᯇ⏣ᗣ༤㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧



ࠕ࢚࣮ࣝᏛࡢ୍ᖺ㛫̿◊✲࣭ᩍ⫱࣭ᡓ␎ࡢᵓ⠏ࠖ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ụᮏᖾ⏕㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧
ࠕ࣐ࣝࢸ࣭ࢭࣥࡢࠗṇ⩏ࡢࢹ࠘ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

బ⸨ோ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧
ࠕ㈨※⤫ᅜᐙᶒຊ̿᫂᪥ᮏࢩ࣒ࣕ㸦ࢱ㸧ࡢẚ㍑ࡽ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㙊⏣㝧ྖ㸦132 ἲேࡋ࠸ᮍ᮶࣭௦⾲⌮㸧
ࠕࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᫎ⏬ࢆぢࡿ㸦➨  ᙎ㸧̿ࠗࡋ࠸ᮍ᮶㸸ࣛࢲࢵࢡࡽᏛࡪ࠘ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

➟ཎ┾ᘪ㸦ᅜ㝿᭷ᶵ㎰ᴗᫎ⏬⚍࣭㐠Ⴀጤဨ㸧
ࠕࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᫎ⏬ࢆぢࡿ㸦➨  ᙎ㸧̿ࠗࡑࢀ࡛ࡶ✀ࢆࡲࡃ࠘̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

⸨Ἴఙ㸦Ꮫ㝔⥲ྜᩥ◊✲⛉࣭≉௵ຓᩍ㸧
ࠕ࢜ࢫ࣐ࣥᖇᅜ❧᠇ᨻࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

᳃ಙ㑻㸦▼ᕳᑓಟᏛ⤒ႠᏛ㒊࣭≉ᩍᤵ㸧
ࠕ⯆ᨭࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢྍ⬟ᛶࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㭯ぢኴ㑻㸦ᮾிᏛ㸭᫂Ꮫ㝔Ꮫ࣭㠀ᖖㅮᖌ㸧
ࠕࣟࢩᖇᅜࡢࣘࢲࣖேࡀࣃࣞࢫࢳࢼࢆᚿྥࡋࡓࡁࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

6HLML6KLUDQH㸦ࣉࣜࣥࢫࢺࣥᏛ࣭༤ኈㄢ⛬㸧
ࠕ

0RQLWRULQJ

&URVV6WUDLWV

,QIRUPDWLRQ

-DSDQHVH

&HQVRUVKLS

RI

&KLQHVH/DQJXDJH3XEOLFDWLRQVLQ&RORQLDO7DLZDQࠖ
➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

<XDQFKRQJ:DQJ⋤ඖᓫ ࢥ࣮ࢿࣝᏛ࣭༤ኈㄢ⛬ 
ࠕ͆7KH&KRVđQ0RGHO͇DQGWKH5HFRQVWUXFWLRQRI͆WKH+HDYHQO\'\QDVW\͇RI
WKH4LQJ̾ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᑎ⏣ᝆ⣖㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕࣛࣥ࠾ࡅࡿ⌧௦⨾⾡̿⨾⾡㤋ࡀᫎࡋฟࡍ⥅⥆ᛶ̿ࠖ


➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ⱉ㇂ᗣኴ㸦ᮾிእᅜㄒᏛࢪ࣭ࣇࣜ࢝ゝㄒᩥ◊✲ᡤ࣭ຓᩍ㸧
ࠕࣛࣅㄒⴭసࡽㄞࡳゎࡃすࣇࣜ࢝ࡢࢫ࣮࣒ࣛࠖ
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➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

6\OYLH%HDXG㸦'RFWRUDQWHHQHWKQRORJLH 8QLYHUVLW«3DULV2XHVW1DQWHUUH̽/D
'«IHQVH /DERUDWRLUHG̓HWKQRORJLHHWGHVRFLRORJLHFRPSDUDWLYH 805
&156  5HVHDUFKIHOORZ,QVWLWXWGHUHFKHUFKHGHOD0DLVRQIUDQFRMDSRQDLVH
7RN\R 㸧
ࠕ7KHVRFLRORJLFDOFRQWH[WDWWKHRULJLQVRIWKH*XDQ6XR2SHUDLQQLQHWHHQWK
FHQWXU\<XQQDQ &KLQD ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

୰ᮧ୍㑻㸦⏕⏘ᢏ⾡◊✲ᡤ࣭≉௵ຓᩍ㸧
ࠕ ⟅⏦ࡳࡿ㒔ᕷἙᕝᗫṆㄽࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㕥ᮌၨஅ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕᢠ࠺ᕷ㛗̿ࣃࣞࢫࢳࢼ⿕༨㡿ᆅ࠾ࡅࡿᢠ㐠ືࡢ୍ᒁ㠃̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ࣥࢻ࣮࣭ࣜࣗࢥࢵࢡ㸭$QGUHZ&RFN㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ7KH&DPERGLDQ6\VWHPRI&DSLWDOLVP ࢝ࣥ࣎ࢪࡢ㈨ᮏ⩏ࢩࢫࢸ࣒ ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᏵኌἨ㸭6RQJ6KHQJTXDQ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ 7KH /LWHUDU\ &LUFOHV RI WKH (DUO\ 5HSXEOLFDQ 3HULRG DQG /LWHUDWXUH
5HYROXWLRQ㸸$&DVH6WXG\RIWKH(PHUJHQFHRI&KLQHVH:RPHQ V)LFWLRQ㸦Ẹ
ึᩥ✃ᩥᏛ㠉̾̾୰ᅜዪᛶᑠ宜⇃సⓗ⍹⏕宰㉳̿㸧ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

7KRPDV:LONLQV㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ.RUHDQ8QLILFDWLRQDQGWKH)XWXUHRI5HJLRQDO6HFXULW\2UGHUࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

-R\PDQ/HH㸦⤒῭Ꮫ㒊࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ &KLQHVHLQGXVWULDOL]DWLRQ DVYLHZHGIURPWKH-DSDQHVH HFRQRPLFVHFWRU
ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

0LFKDHO:DOWHU&KDUQH\㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭≉௵ᩍᤵ㸧
ࠕ9LOODJHZDUIDUHLQWKH%XUPD3DFLILFDWLRQ&DPSDLJQࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

∦㙠㑻㸦ᮾிᏛ࣭༤ኈㄢ⛬㸧
ࠕࠗࣥࢻὒୡ⏺࠘ࢆ㉸࠼࡚̿ ୡ⣖ࣥࢻὒすᾏᇦྐ◊✲ࡢࡓࡵ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㧘ᶫ⤮㔛㤶㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕࣇࣥࣛࣥࢻࡢぶ᪘ㆤ⪅ᨭࡳࡿ⚟♴ᅜᐙࡢㄽ⌮⠊ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᒣ㷂Ꮚ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ୰ᅜࡢ࣒ࢫ࣒࣮ࣜࣘࣛࢩࡢ㏆௦̿ ୡ⣖๓༙࠾ࡅࡿࠕᅇࠖᴫᛕࢆᡭࡀࡾ
ࡋ࡚̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ྜྷ⏣┿࿃㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ᪥⡿ྠ┕ࡢไᗘ̿᪥ᮏᨻᗓࡢྠ┕ᡓ␎ไᗘࡢㄽ⌮̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ሯཎఙ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕఏ⤫ࢆࡿேࠎ̿ᆅ᪉㒔ᕷᑠᴗ࠾ࡅࡿၟ⾜Ⅽࡢఏ⤫̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

Ᏻ⏣ె௦㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ຓᩍ㸧
ࠕᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭$61(7 ࡛ࡢ  ᖺ㛫ࢆࡾ㏉ࡗ࡚ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ ᭶  ᪥

༲⏣᐀ᖹ㸦$61(7 ᶵᵓ࣭≉௵ㅮᖌ㸧
ࠕ㬼㣫࠸㚷㈹ࡢࢸࢡࢽࢵࢡ㸦ධ㛛⦅㸧ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ ᭶  ᪥

ᮤඖᚨ㸦㡑ᅜᅜẸᏛᰯ࣭ᩍᤵ㸭ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ᪥㡑Ṕྐᦶ᧿ࡢᨻᏛࠖ


➨  ᅇ

 ᖺ ᭶  ᪥

ᒣᮏఙ⿱㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭≉௵◊✲ဨ㸧
ࠕຊᛮࡢどᗙ᳜̿ᮌ➼ࡢࢫ࣮ࢲࣛ⠇̿ࠖ
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➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

⸨ᒸὒ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭≉௵◊✲ဨ㸧
ࠕࣜࢵࢡࣛࢲ࣮ࡢክࡣ⌧ᅾ͐ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

チỌ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ୰ᅜࡢෞ፧̿⏕⪅Ṛ⪅ࡢࢃࡾ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ࣅࣝࢠࢵࢺ࣭ࢺ࣒ࣞࣝ㸭%LUJLW7UHPPO㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭እᅜே≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ+RZWRDQVZHUELJTXHVWLRQVZLWKPLFURKLVWRULFDOVWXGLHV$QRWKHUSOHDIRU
DQHZGLSORPDWLFKLVWRU\㸦ᑠࡉ࡞௳ࡽࡁ࡞ၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ̿እྐࡢྍ⬟ᛶ
̿㸧ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

బ⸨ᑦᖹ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕㄡࡀᅜࢆࡘࡃࡿࡢ㸽ఱࡢࡓࡵࡘࡃࡿࡢ㸽̿ࣛࣈ㤳㛗ᅜ㐃㑥ࡢṔྐ
ࡽ⪃࠼ࡿ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢡࣞࢢ㸭0DUVKDOO&UDLJ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ࠶ࡿᮅ㩭ேࡢ᪥グࡳࡿ⚽ྜྷࡢ༙ᓥ␎̿ ୡ⣖ᮾࢪࡢࢹࣥࢸࢸ
ၥ㢟̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᡞ⨾㔛㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭≉௵ຓᩍ㸧
ࠕ᪥ᮏ୰ୡࡢ㢼⏬࠾ࡅࡿᅗീࡢᘬ⏝ኚᐜ̿ࠕ᭶ḟ㢼ᅗࠖࡢࢥࣀࣟࢪ࣮ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᯇᮧᬛ㞝㸦ᮾிᏛ࣭Ꮫ⾡◊✲ဨ㸧
ࠕࣥࢻࢿࢩᨻࡢ୰ࡢ⳹ேࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᚋ⸨⤮⨾㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ຓᩍ㸧
ࠕࠗ᐀ᩍᅜᐙ࠘ࡢෆഃ࡛ࣦ࢙࣮̿ࣝࢆࡵࡄࡿุࡳࡿ࢚ࢪࣉࢺࡢᨻᩍ㛵ಀ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

-LPGH6ªYH .LDQ7MRQJ㸦ᫎ⏬┘╩㸧
ࠕࢪࢆ▱ࡿ̿ࣥࢻࢿࢩࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᫎ⏬ࠗ࢜ࢺࢥ㬀࠘ࡽ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

࣏࣮࣭ࣝࢡࣛࢺ࣐ࣥ㸭3DXO.UHLWPDQ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ᪥୰ᡓதᮇ࠾ࡅࡿ୕ᓙࢲ࣒ᵓ̿㇂ග⍞ࢪ࣭ࣙࣥࣝࢩ࣭ࣥࢧࣦ࢙࣮ࢪࡢ
ᙺࢆ୰ᚰ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㣤㔝ࡾࡉ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭≉௵◊✲ဨ㸧
ࠕࣛࣈྂ㡢ᴦࡢ⫈ࡁ᪉ධ㛛̿グྕㄽ࡛⫈ࡁゎࡃࣞࢵ࣏ࡢఏ⤫̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ࣞࢳ࢙࣭ࣝࢧࣥࢲ࣮ࢫ㸭5DFKHO6DXQGHUV㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕㄒࡾฟࡍ⤮⏬̿ ୡ⣖ࡢ᪥ᮏࡢ⤮ᕳࡳࡿ⋞ዔ୕ⶶࡢ≀ㄒࢆࡵࡄࡗ࡚̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᐙᖾ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕࠗୡㄝ᪂ㄒ⿵࠘ࡽㄞࡳゎࡃỤᡞ௦㸦Ụ賫௦ࠓୡ茢᪂ㄒ⿵ࠔⓗ蕦ㆫ⯅᥋ཷ㸧ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ࢧࣇ࣮࣭ࢾ࣮ࣝ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕࠗࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒࠘ࢆㄒࡿ̿ⱥ⡿࣭᪥ᮏ࣭࢚ࢪࣉࢺࡢどⅬࢆ୰ᚰ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᯇᒣὒᖹ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕࠗࢃ࠸࠸࠘ࡍࡿ⌧௦᐀ᩍ̿᪥ᮏࢆ୰ᚰ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᮒⳀ㯇㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭≉௵◊✲ဨ㸧
ࠕ㐵᫂ࡢぢࡓ㒔ᕷ̿ᑀἼ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㧗㔝ࡉࡸ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕࡃࡇ࡞࠸ࡇࡢẸ᪘ㄅࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ࣥࢻ࣮࣭ࣜࣗࢥࢵࢡ㸭$QGUHZ&RFN㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭እᅜே≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ7KH7HQVLRQEHWZHHQ6HOIVXIILFLHQF\DQG,QWHJUDWLRQLQ&DPERGLD̓V0RGHUQ
+LVWRU\㸦͆⮬Ꮡ͇͆⤫ྜ͇ࡢ࠶࠸ࡔ࡛̿࢝ࣥ࣎ࢪ㈨ᮏ⩏ࡢ㏆⌧௦ྐ̿㸧ࠖ
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➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᙇ㤾ඖ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ຓᩍ㸧
ࠕ㣗⣊⏘ᴗࡽぢࡿ୰ᅜ⤒῭ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

⍆㸭㜐⍆<DQJ4LQ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ୰ᅜⱑ᪘ࡢ⣮தཬࡧゎỴ̿㈗ᕞⱑ᪘ࡢࢆ୰ᚰ̿ ୰ᅜⱑ᪘ⓗ么也ཬゎ෩̿
௨峝ᕞⱑ᪘么也ゎ෩ᷢ̿ ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᑎෆᕥ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ࣎ࣝࢿ࢜↝⏿Ẹࡢ⏕ィᡓ␎ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

࢚࢘ࣥࢹ࣭࣮࢞ࢫ㸭:HQG\*HDUV㸦&XUDWRU7DLZDQ&HUDPLFV%LHQQDOH㸧
ࠕ$FULWLFDOUHIOHFWLRQRQ&HUDPLFV%LHQQDOHVLQ(DVW$VLD㸦ᮾࢪࡢࣅ࢚
ࣥࢼ࣮ࣞ㝡☢ჾᒎ♧㸧ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

࢚࣑࣮࣭࣍ࣥ㸭$P\+ZDQJ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ$1HZ+LVWRU\RI(DUO\&KLQHVH/LWHUDWL3DLQWLQJ㸦୰ᅜึᮇᩥே⏬ࢆ⪃ࡍ
ࡿ㸧ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

Ⳣ㇏㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧
ࠕᆅᇦᩥࡢㄞࡳྲྀࡾ᪉̿'HHSSOD\ ࡋ࡚ࡢ㜚∵ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㎷᫂᪥㤶㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕ࠸ࡋ࡚ఏグࢆⴭࡍ̿ ୡ⣖ࢥࣉࢺ⪷ேఏࡢሙྜ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

⋤Ợፍ㸭:DQJ5XMXDQ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕᏵ௦ኈኵࡓࡕࡢ⚙ᝅ̿ ⸽ᮾᆜࡢᝅ㐨ࢆ୰ᚰ㸦7KH=HQ3UDFWLFHVRIWKH
6FKRODURIILFLDOVLQ6RQJ'\QDVW\)RFXVLQJRQ6R6\RNX㸧ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

࣭࢚࢟ࣕࣛࣈ࣒ࣛࢯࣥ㸭.DUD$EUDPVRQ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ6LWXDWLQJ;LQMLDQJ6WXGLHV㸦᪂Ꮫࡢ⨨࡙ࡅ㸧ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

㉿⍧㸭=+$2<,1*㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕΎᮅࡢࠕிሗࠖእᅜேㄞ⪅̾̾ ᖺ௦ࡢୡ⏺ⓗ㣚㤡ࢆ୰ᚰࡋ࡚̿ࠖ

*-6$61(7

 ᖺ  ᭶  ᪥

ࢭ࣑ࢼ࣮
➨  ᅇ

ⱝᯇ⏤⌮㤶㸭<XULND:DNDPDWVX㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ*HQGHUDQG/LWHUDWL$UWLQWK&HQWXU\-DSDQࠖ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᙇཌἨ㸭=KDQJ+RXTXDQ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ᪥୰ࠕ㏆௦ࠖࡢពኚ㑄̿ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢどⅬ࡛ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

⸨ᒸὒ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ຓᩍ㸧
ࠕຎࡽࡳࡿࢹࢪࢱࣝࢥࣥࢸࣥࢶࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ࢣࣦ࣭࣒ࣥࣝ࣍ࣛࣥࢻ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ+RQRU$PRQJ7KLHYHV7KH7H[WXDO(YROXWLRQRI-LUDL\DPRQRJDWDUL ┐㈫ࡓ
ࡕࡢᰤ̿ࠗ⮬᮶ஓㄝヰ࠘࠾ࡅࡿࢸࢡࢫࢺࡢ㠉̿㸧ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ྂ⏣ඖኵ㸦$61(7 ᶵᵓ㛗㸧
ࠕ࣋ࢺࢼ࣒◊✲ࡢ㨩ຊࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ఀ⸨ᮍᕹ㸦ᮾிᏛᮾࢪ࣭࣮ࣜ࣋ࣛࣝࢶ࣭ࢽࢩࢸࣈ࣭≉௵ㅮᖌ㸧
ࠕ⚾❧Ꮫᰯࡣ࡞ࡐ₽ࢀࡿࡢ㸽̿⛣⾜⤒῭ᮇ࣋ࢺࢼ࣒࠾ࡅࡿබ࣭⚾㛵ಀࡢ⦅
ᡂ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

0LD00RFKL]XNL㸦1HZ<RUN8QLYHUVLW\$EX'KDEL,QVWLWXWHRI)LQH$UWV
1HZ<RUN㸧
ࠕ▮௦ᖾ㞝⨾⾡ྐ࠾ࡅࡿሙࡢၥ㢟ࠖ 

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᒣୗ㔛㤶㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆࣭≉ู◊✲ဨ㸧
ࠕࣂࣜࣥ࢞ࣝඣ❺ࡢࡇࡤ̿࢘ࣝࢻ࣮ㄒᘬ⏝ࡢࣜࣝ̿ࠖ
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➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᚋ⸨⤮⨾㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ຓᩍ㸧
ࠕᆅᇦࡢ◊✲ࠕᆅᇦ◊✲ࠖ̿ᮾிᏛ࠾ࡅࡿࡑࡢㄌ⏕ᚋࡢ⾜᪉̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

᪂ᒃὒᏊ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭&3$* ≉௵◊✲ဨ㸧
ࠕᮾすᛮࡢ㑍㏪̿ ୡ⣖ᅾ⳹࢚ࢬࢫኈࡢሗ࿌ࢆ୰ᚰ̿ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ࣜࢧ࣭࣐࣊ࣝࣥ㸭/LVD+HOOPDQ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕぢ࠼࡞࠸ዪᛶࡓࡕ̿ ୡ⣖ᗈᕞ࠾ࡅࡿ♫㛵ಀᶒຊᵓ㐀̿㸦,QYLVLEOH
ZRPHQVRFLDOUHODWLRQVDQGSRZHULQWKFHQWXU\&DQWRQ㸧ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᶫᮏᝅ㸦ࢩ࢝ࢦᏛ࣭6RFLHW\RI)HOORZV㸧
ࠕ⚗ࡌࡽࢀࡓၨⵚ̿㛫ᮾࢪẚ㍑ࡢどⅬࡽㄞࡍࡿᮤගࠗ↓࠘̿㸧

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ࣃࢺࣜࢵࢡ࣭ࢩ࢙࣐࣮ࣗ࢘㸭3DWULFN6FKZHPPHU㸦ࣉࣜࣥࢫࢺࣥᏛ㸧
ࠕ5\ĭN\ĭ3OD\LQJ&KLQDDJDLQVW-DSDQ3DLQWLQJVRI7KHDWULFDO'LSORPDF\LQ
WKH%ULWLVK/LEUDU\㸦᪥ᮏࡢ๓࡛୰ᅜࢆ₇ࡌࡿ㏆ୡ⌰⌫̿ⱥᅗ᭩㤋ⶶࠗ⌰⌫ዌ
ᴦᅗ࠘ࢆᕠࡗ࡚̿㸧ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

7KRUVWHQ3DWWEHUJ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ.QRZOHGJHLVD3RO\JORW-DSDQDQG&KLQD LQWKH*OREDO&RPSHWLWLRQIRU
7HUPLQRORJLHVࠖ  

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

%LQJ\X=KHQJ㸦ࣉࣜࣥࢫࢺࣥᏛ㸧
ࠕ'LDU\RID3RRU%DQQHUPDQ6XUYLYLQJ'D\WR'D\LQ4LQJ%HLMLQJLQWKH(DUO\
1LQHWHHQWK&HQWXU\ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ࢲࣥࣛࢵࣉె㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ%XGGKLVW(VFKDWRORJ\DQG+RSH6KLQUDQ̓V+RSHLQWKH$JHRI0DSSď
㸦ᩍ⤊ᮎㄽᕼᮃ̿ᮎἲ࠾ࡅࡿぶ㮭ࡢᕼᮃ̿㸧ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

࣮࣭࢜ࢯ࣭࢘ࢧࣥ㸭2DN6RH6DQ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ゼၥ◊✲ဨ㸧
ࠕ7KH&KDQJLQJ1DWXUHRI-DSDQ V2'$3ROLF\WRZDUGV0\DQPDUVLQFH
㸦᪥ᮏࡢᑐ࣑࣐࣮ࣕࣥᨻᗓ㛤Ⓨຓ̿ ᖺ௨㝆ࡢᨻ⟇ኚᐜࡢ㐣⛬ࡘ࠸࡚̿㸧ࠖ

➨  ᅇ

 ᖺ  ᭶  ᪥

ᙇ㤾ඖ㸦ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ຓᩍ㸧
ࠕ୰ᅜࣇ࣮ࢻ࣭ࣞࢪ࣮࣒̿㹼 ᖺ௦ࠕ༡⣊ㄪࠖࡢ⪃̿ࠖ
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,525žǢǸǢȷǢȕȪǫܖᘐؕႴ࢟ʙಅſƷܱ
࠙ㄢ㢟ྡࠚ
ࢣࣃࣅࣜࢸ࣭ࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿ㈋ᅔࡢᏛ㝿ⓗ◊✲
,QWHUGLVFLSOLQDU\6WXG\RQ3RYHUW\EDVHGRQ&DSDELOLW\$SSURDFK
࠙ᴫせࠚ
ᮾிᏛ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᑟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࠊ᪥ᮏࢱࠊࣛ࢜ࢫࠊ
࢝ࣥ࣎ࢪࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ◊✲⪅ὶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⠏ࡁࠊ
ࠕ㈋ᅔࠖࢆࢸ࣮࣐ඹྠ◊✲ࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ
ᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊάືሗ࿌ࡣ $61(7 ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛⤂ࡋࡓࠋ
࠙ᣐⅬᶵ㛵ࠚ
ᮾிᏛ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦$61(7 ᶵᵓ㸧



࠙ᐇ⤌⧊௦⾲⪅ࠚ
᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗࣭ྂ⏣ඖኵ
࠙ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠚ
᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸭ᮾὒᩥ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ࣭ụᮏᖾ⏕
࠙ᐇᶵ㛵ࠚ
2011 ᖺ 4 ᭶ࡽ 2014 ᖺ 3 ᭶
࠙ᑐ㇟ᅜ┦ᡭᅜᐇ⤌⧊ࠚ
ࠝ࣋ࢺࢼ࣒ࠞ
ᣐⅬᶵ㛵㸸Vietnam National University
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸸

Hochiminh City㸦࣋ࢺࢼ࣒ᅜᐙᏛ࣭࣮࣍ࢳ࣑ࣥᰯ㸧

Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies࣭Director࣭Tran Dinh LAM
ࠝࣛ࢜ࢫࠞ
ᣐⅬᶵ㛵㸸National Academy of Politic and Public Administration (NAPPA)㸦ᅜ❧ᨻ⾜ᨻᏛ㝔㸧
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸸
NAPPA࣭Vice President࣭Thongsalith

MANGNOMEK

ࠝ࢝ࣥ࣎ࢪࠞ
ᣐⅬᶵ㛵㸸 Royal University of Agriculture (RUA)㸦⋤❧㎰ᴗᏛ㸧
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸸 Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine࣭Lecturer࣭ Sophal
CHEAT
ࠝࢱࠞ
ᣐⅬᶵ㛵㸸 Khon Kaen University㸦ࢥࣥࢣࣥᏛ㸧
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸸 Faculty of Humanities and Social Sciences࣭Associate Professor࣭Sataporn
ROENGTAM
࠙ཧຍ࣓ࣥࣂ࣮ࠚ
ࠝ᪥ᮏࠞ
ྂ⏣ඖኵ㸦ᮾிᏛᩍᤵ࣭࣋ࢺࢼ࣒⌧௦ྐ㸧
ụᮏᖾ⏕㸦ᮾிᏛᩍᤵ࣭⤒῭㛤Ⓨㄽ㸧
Ώ㎶▱ಖ㸦ᮾிᏛᩍᤵ࣭ே㢮⏕ែᏛ㸧
༲⏣᐀ᖹ㸦ᮾிᏛ≉௵ㅮᖌ࣭⏕ែே㢮Ꮫ㸧
ᚋ⸨⤮⨾㸦ᮾிᏛຓᩍ࣭すࢪᆅᇦ◊✲㸧
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ྂ⃝ᣅ㑻㸦ி㒔Ꮫᩍᤵ࣭ே㢮⏕ែᏛ㸧
ᖹ 㸦ᮾிᏛ≉௵◊✲ဨ࣭⤒῭㛤Ⓨㄽ㸧
᪂㇂㸦ᮾிᏛ༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕࣭࢝ࣥ࣎ࢪᆅᇦ◊✲㸧
NARISSARA Charoenphan㸦ᮾிᏛ༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕࣭ࢱ⤒῭㸧
㔠 Ề⯆㸦ᮾிᏛ≉௵◊✲ဨ࣭♫ⓗᴗ᭷ᶵ㎰ᴗ㸧
RUTTIYA Bhula-or㸦ᮾிᏛ༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕࣭㎰ᮧ㛤Ⓨ㸧
ࠝ࣋ࢺࢼ࣒ࠞ
Tran Dinh LAM (Vietnam National University, Director, Economics
Than PHAN(Vietnam National University, Doctor, Cultural Anthropology)
H'wen Nie KDAM(Tay Nguyen University, Lecturer, Agricultural Economics)
Dao Thi Hoang MAI(Vietnam Academy of Social Sciences, Researcher, Rural Development)
Ho ngoc PHUONG(University of Economics Ho Chi Minh City, Senior Lecturer, Economics)
ࠝࣛ࢜ࢫࠞ
THONGSALITH Mangnomek(National Academy of Politic and Public Administration,Vice
President, Economics)
SENESATHITH Simonekeo( National University of Laos, Lecturer, Tourism)
ࠝ࢝ࣥ࣎ࢪࠞ
CHEAT Sophal( Royal University of Agriculture, Lecturer, Economic)
THY Naroeun(Royal University of Phnom Penh, Head of Sociology Department, Economic)
HENG Naret( Royal University of Phnom Penh, Lecturer, Economic)
ࠝࢱࠞ
SATAPORN Roengtam( Khon Kaen University, Associate Professor, Rural Development)
KRIANGSUK Boontian( Mahasarakam University, Lecturer, Agriculture)
RUTTIYA Bhula-or(Chulalongkorn University, Research Assistant, Economic Development)
PREECHA Piampongsan(Burapha University, Professor, Economic Development)
IMRON Sohsan(Khon Kaen University, Student, Rural development)
࠙ᶵ㛵ࢆ㏻ࡌࡓ◊✲ὶ┠ᶆࠚ
ᮾிᏛࠕ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ
㸦௨ୗࠊ$61(7 ␎グ㸧ࡣࠊᮾிᏛ࠾
࠸࡚ࢪ᥋Ⅼࢆᣢࡘ◊✲⪅ࢆࡘ࡞ࡄᏛ㝿ⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡋ࡚  ᖺጞࡲࡾࠊ ᖺᗘ
ࡽᶵᵓࡉࢀࠊศ㔝ᶓ᩿ᆺࡢᏛ㝿ⓗ࡞ࢪ◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠊࡑࢀᇶ࡙ࡃ◊✲ࡢ᥎
㐍ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓࠋ୍᪉ࠊᏛ⏕ྥࡅࡣᏛ◊✲⛉➼ᶓ᩿ᆺᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ᪥ᮏ࣭ࢪᏛࠖࢆᥦ
౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᴗࡢ┠ⓗࡣࠊࡇࢀࡽࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ $61(7 ࡀᵓ⠏ࡋ࡚ࡁࡓ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩍ
⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ◊✲άືά⏝ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࠊࡑࡢࡓࡵከᵝ࡞ศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡀཧຍࡋ࠺ࡿ㈋
ᅔၥ㢟࠸࠺Ꮫ㝿ⓗㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㈋ᅔၥ㢟ࡣࠊ ᖺ௦ࡽⓎᒎ㏵ୖᅜࡢ㛤Ⓨㄢ㢟ࡢ୰ᚰ⨨ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏᴗࡢᑐ㇟࡞
ࡿ࣋ࢺࢼ࣒࣭࢝ࣥ࣎ࢪ࣭ࣛ࢜ࢫࡣࢭࣥㅖᅜෆࡢᚋⓎᅜ࡛࠶ࡾࠊ㈋ᅔၥ㢟ࡣ῝้࡛ࠊࢭࣥᇦ
ෆ᱁ᕪࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊࢱࡣࢭࣥࡢ୰࡛ࡣඛ㐍ᅜ࡛࠶ࡿࡀࠊ㏆ᖺࠊ
ࡋࡤࡋࡤᨻᭀືࡀሗࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊᅜෆࡢ᱁ᕪၥ㢟㸦┦ᑐⓗ㈋ᅔ㸧ࡣ῝้࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
ᅜࠎࡢ㈋ᅔࢆ⥲ྜⓗᤊ࠼ࡿࡓࡵࡣࠊ⤒῭ⓗ⌮ゎࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᗣࠊᩍ⫱ࡽᨻཧຍࡲ࡛ࢆྵࡴ
ໟᣓⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࢳࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ࣐ࣝࢸ࣭ࢭࣥࡀࢣࣃࣅࣜࢸ࣭ࣉ࣮ࣟࢳࡋ
࡚ᥦၐࡋ࡚࠸ࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡾࠊᅜ㝿ຓࡢศ㔝࡛ࡣே㛫㛤Ⓨࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚ὶࡢ⪃࠼᪉࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
46
− 49 −

ᮏᴗ࡛ࡣࠊ᪥ᮏഃࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢥ࣓ࣥࣂ࣮ࡀࡇࢀࡲ࡛ᐇࡋ࡚ࡁࡓ࣋ࢺࢼ࣒࠾ࡼࡧࢱ
࠾ࡅࡿ㈋ᅔ࣭ᆅᇦ㛤Ⓨ࣭ᗣ㛵ࡍࡿ◊✲ࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡋ࡚ࡁࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᇶ♏ࡋ࡚ࠊࡲࡔ
༑ศ◊✲యไࡢᩚࡗ࡚࠸࡞࠸ࣛ࢜ࢫ࢝ࣥ࣎ࢪࡑࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᗈࡆࠊࡇࡢᆅᇦ࠾ࡅࡿ㈋
ᅔ◊✲ࢆಁ㐍ࡋࠊ≉᪥ᮏࢆྵࡴࡍ࡚ࡢཧຍᅜࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂດࡵࡿࠋࡉࡽࣛ࢜ࢫ࣭࢝ࣥ
࣎ࢪ࠾ࡅࡿᏛ⾡◊✲ࡢỈ‽ࡢྥୖᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢάືᣐⅬࡋ࡚ࠊ᪥ᮏഃࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡀࡋ࡚άືࡋ࡚ࡁࡓ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ୰㒊㧗ཎᆅ
᪉ࢆタᐃࡍࡿࠋྠᆅ᪉ࡢ୰ᚰ㒔ᕷࣂ࣓ࣥࢺ࣮ࢺ࠶ࡿࢱࢢ࢚ࣥᏛࡣᮾὒᩥ◊✲ᡤὶ༠ᐃࢆ
⤖ࢇ࡛࠾ࡾࠊྠᏛࠕᐃⅬほ

ᣐⅬࠖࢆᙧᡂࡍࡿࠋ

࠙ᐇෆᐜࠚ
2011 ᖺ 9 ᭶ 4 -11 ᪥࣋ࢺࢼ࣒࢝ࣥ࣎ࢪ࡛ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࢆᐇ
2011 ᖺ 10 ᭶ 23-28 ᪥ᮾி࡛ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࢆᐇ
2011 ᖺ 1 ᭶ 14-23 ᪥ࢱࣛ࢜ࢫ࡛ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࢆᐇ
2012 ᖺ 9 ᭶ 17-22 ᪥㸸࢝ࣥ࣎ࢪ࡚ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࡢ㛤ദ
2012 ᖺ 11 ᭶ 22-27 ᪥㸸ᮾᆅ᪉ࡢ⿕⅏ᆅ࡚ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࡢᐇ
2013 ᖺ 1 ᭶ 10-15 ᪥㸸࣋ࢺࢼ࣒࡚ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࡢᐇ
2013 ᖺ 9 ᭶ 14-23 ᪥㸸ࢱࡢࢥࣥࢣ࣮ࣥᏛ࡚ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࡢ㛤ദ
2014 ᖺ 2 ᭶ 8-15 ᪥㸸࣋ࢺࢼ࣒࡚ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࡢᐇ
2014 ᖺ 3 ᭶ 5-12 ᪥㸸ᮾிᏛ࡚ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࡢᐇ
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šᨥǻȟȊȸǍǨǯǹǫȸǸȧȳƷܱᚡ

ࡿࡅ࠾ࢪ࣒࣎ࣥ࢝ࢼࢺ࣋ۑᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢪࣙࣥ㸦 ᖺ  ᭶㸧
2011 ᖺ 9 ᭶ 4 ᪥ࡽ 11 ᪥ࡅ࡚ࠊ
ࠕࢣࣃࣅࣜࢸ࣭ࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿ㈋ᅔࡢᏛ㝿ⓗ◊✲ࠖ
㸦JSPS
ࢪ࣭ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᴗ㸧ࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ࣋ࢺࢼ࣒࢝ࣥ࣎ࢪ࡛ᐇࡋࡓࠋ
ࠝ᪥⛬ࠞ ᖺ  ᭶  ᪥ ᪥
ࠝሙᡤࠞ
7KH8QLYHUVLW\RI6RFLDO6FLHQFHVDQG+XPDQLWLHV 866+ 9LHWQDPࠋ
ࠝཧຍ⪅ࠞ
ụᮏᖾ⏕㸦ᮾிᏛᩍᤵ࣭⤒῭㛤Ⓨㄽ㸧
Ώ㎶▱ಖ㸦ᮾிᏛᩍᤵ࣭ே㢮⏕ែᏛ㸧
༲⏣᐀ᖹ㸦ᮾிᏛ≉௵ㅮᖌ࣭⏕ែே㢮Ꮫ㸧
ᖹ 㸦ᮾிᏛ≉௵◊✲ဨ࣭⤒῭㛤Ⓨㄽ㸧
᪂㇂㸦ᮾிᏛ༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕࣭࢝ࣥ࣎ࢪᆅᇦ◊✲㸧
NARISSARA Charoenphan㸦ᮾிᏛ༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕࣭ࢱ⤒῭㸧
㔠 Ề⯆㸦ᮾிᏛ≉௵◊✲ဨ࣭♫ⓗᴗ᭷ᶵ㎰ᴗ㸧
Tran Dinh LAM (Vietnam National University, Director, Economics)
Than PHAN(Vietnam National University, Doctor, Cultural Anthropology)
Ho ngoc PHUONG(University of Economics Ho Chi Minh City, Senior Lecturer, Economics)
SENESATHITH Simonekeo( National University of Laos, Lecturer, Tourism)
CHEAT Sophal( Royal University of Agriculture, Lecturer, Economic)
HENG Naret( Royal University of Phnom Penh, Lecturer, Economic)
SATAPORN Roengtam( Khon Kaen University, Associate Professor, Rural Development)
PREECHA Piampongsan(Burapha University, Professor, Economic Development)










㸦┿㸧9LHWQDP1DWLRQDO8QLYHUVLW\+R&KL0LQK&LW\ ࡛ᐇࡋࡓᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮












㸦┿㸧6RF7UDQJ7ZRQ9LHWQDP ࡛㛤ദࡋࡓࢱ࣑࣮࢘ࣥࢸࣥࢢ
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ۑᮾி࠾ࡅࡿᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢪࣙࣥ㸦 ᖺ  ᭶㸧
 ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ  ᪥ࡅ࡚ࠊ
ࠕࢣࣃࣅࣜࢸ࣭ࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿ㈋ᅔࡢᏛ㝿ⓗ◊✲ࠖ
㸦-636
ࢪ࣭ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᴗ㸧ࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᮾி࡛㛤ദࡋࡓࠋ

ࠝ᪥⛬ࠞ ᖺ  ᭶  ᪥ ᪥
ࠝሙᡤࠞᮾிᏛᮾὒᩥ◊✲ᡤ
ࠝཧຍ⪅ࠞ
ụᮏᖾ⏕㸦ᮾிᏛᩍᤵ࣭⤒῭㛤Ⓨㄽ㸧
༲⏣᐀ᖹ㸦ᮾிᏛ≉௵ㅮᖌ࣭⏕ែே㢮Ꮫ㸧
ᖹ 㸦ᮾிᏛ≉௵◊✲ဨ࣭⤒῭㛤Ⓨㄽ㸧
᪂㇂㸦ᮾிᏛ༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕࣭࢝ࣥ࣎ࢪᆅᇦ◊✲㸧
NARISSARA Charoenphan㸦ᮾிᏛ༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕࣭ࢱ⤒῭㸧
㔠 Ề⯆㸦ᮾிᏛ≉௵◊✲ဨ࣭♫ⓗᴗ᭷ᶵ㎰ᴗ㸧
Tran Dinh LAM (Vietnam National University, Director, Economics)
Than PHAN(Vietnam National University, Doctor, Cultural Anthropology)
Ho ngoc PHUONG(University of Economics Ho Chi Minh City, Senior Lecturer, Economics)
SENESATHITH Simonekeo( National University of Laos, Lecturer, Tourism)
CHEAT Sophal( Royal University of Agriculture, Lecturer, Economic)
HENG Naret( Royal University of Phnom Penh, Lecturer, Economic)
SATAPORN Roengtam( Khon Kaen University, Associate Professor, Rural Development)
PREECHA Piampongsan(Burapha University, Professor, Economic Development)

ࠝࢭ࣑ࢼ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠞ
:HOFRPHDQG,QWURGXFWLRQ 





    2SHQLQJUHPDUNV ,NHPRWR<XNLR$61(787  


0RUQLQJVHVVLRQ  
    9LHWQDP'U7UDQ'LQK/DP
 &HQWHUIRU9LHWQDPHVHDQG6RXWKHDVW$VLDQ6WXGLHV9LHWQDP 
   9LHWQDP'U+R1JRF3KXRQJ 8QLYHUVLW\RI(FRQRPLFV+&0& 
   7HD%UHDN
   7KDLODQG'U6DWDSRUQ5RHQJWDP  .KRQ.DHQ8QLYHUVLW\ 
/XQFKDQGEUHDN  
$IWHUQRRQVHVVLRQ  
  &DPERGLD'U&+($76RSKDO 5R\DO8QLYHUVLW\RI$JULFXOWXUH 
  &DPERGLD'U+(1*1$5(7 5R\DO8QLYHUVLW\RI3KQRP3HQK&DPERGLD 
   7HD%UHDN
  -DSDQ'U7DGDVKL+LUDL 7KHXQLYHUVLW\RI7RN\R 
  *HQHUDOFRPPHQWVDQGGLVFXVVLRQ
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ࠝάື┿ࠞ











㸦┿㸧⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷࡢ᭷ᶵ㎰ᴗࡢぢᏛ













㸦┿㸧ຍ⸨᠇୍ᑠ⏣ཎᕷ㛗ࡽ᭷ᶵ㎰ᴗࡢ⌧≧ㄢ㢟ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡿ



ࡿࡅ࠾ࡢࢪ࣎ࣥ࢝ۑᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢪࣙࣥ㸦 ᖺ  ᭶㸧
 ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ  ᪥ࡅ࡚ࠊ-636 ࢪ࣭ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᴗࠕࢣࣃࣅࣜࢸ࣭
ࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿ㈋ᅔࡢᏛ㝿ⓗ◊✲ࠖࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ࢝ࣥ࣎ࢪ࡛ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥ
ࢆᐇࡋࡓࠋᅇࡣࠊࢪྛᅜࡢⱝᡭ◊✲⪅Ⓨ⾲ࡢᶵࢆ࠼ࠊྛ⮬ࡢ◊✲ࡢ᪉ྥᛶ㛵ࢃࡿヰ
ࡋྜ࠸ࢆ⾜࠸ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢὶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵࡓࠋ

ࠝ᪥⛬ࠞ ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ  ᪥
ࠝሙᡤࠞ࢝ࣥ࣎ࢪ࣭Royal University of Phnom Penh
ࠝཧຍ⪅ࠞ
,NHPRWR<XNLR 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R-DSDQ 
8GD6KXKHL 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R-DSDQ 
.LP.LKXHQJ 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R.RUHD 
.R]DNDL0DNL 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R-DSDQ 
6KLQWDQL+DUXQR 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R-DSDQ 
1DULVVDUD&KDURHQSKDQGKX 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R7KDL 
'DR7KL+RDQJ0DL 9LHWQDP,QVWLWXWHRI(FRQRPLFV9LHWQDP 
7KDQK3KDQ 8QLYHUVLW\RI6RFLDO6FLHQFHVDQG+XPDQLWLHV9LHWQDP 
7K\1DURHXQ 5R\DO8QLYHUVLW\RI3KQRP3HQK&DPERGLD 
+HQJ1DUHW 5R\DO8QLYHUVLW\RI3KQRP3HQK&DPERGLD 

50
− 53 −

ࠝࢭ࣑ࢼ࣮ࡢヰ⪅ࢱࢺࣝࠞ
Shintani Haruno
:How to write the past: examining the textbook published since 1979 in Cambodia
Kozakai Maki:Situation analysis of Devastated Children in Cambodia
Narissara Charoenphandhu
: Income Distribution and Medium Term trend of Inequality in Thailand
Kim Kihueng
: Organic Agriculture and Sustainable Development: Case Study of Japan and Korea
Dao Thi Hoang Mai :Poverty in Vietnam: Selected Issues
Heng Naret:Social Vulnerability In Kampong Speu Province, Cambodia
Thy Naroeun:Road Crash Situation in Cambodia

ࠝάື┿ࠞ











㸦┿㸧ⱝᡭ◊✲⪅ࡢὶࡢᶵ࡞ࡗࡓ࢝ࣥ࣎ࢪ࡛ࡢࢭ࣑ࢼ࣮










㸦┿㸧㞄ᅜࢱ࡛ಖㆤࡉࢀࡓ࢝ࣥ࣎ࢪࡢᏊ౪ࡓࡕᵝࠎ࡞ᡭᕤᢏ⾡ࢆᩍ࠼ࡿ
1*2 ࢢ࣮ࣝࣉ

࡛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ












㸦┿㸧⪺ࡁྲྀࡾཧຍࡋ࡚ࡃࢀࡓᏊ౪ࡓࡕグᛕᙳ
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ۑᮾிᮾ࠾ࡅࡿᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢪࣙࣥ㸦 ᖺ  ᭶㸧
 ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ  ᪥ࡅ࡚ࠊ-636ࠗࢪ࣭ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᴗ࠘ࠕࢣࣃࣅࣜ
ࢸ࣭ࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿ㈋ᅔࡢᏛ㝿ⓗ◊✲ࠖࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᮾி࠾ࡼࡧᮾᆅ᪉࡛ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚
ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࢆᐇࡋࡓࠋ
ࠝ᪥⛬ࠞ ᖺ  ᭶  ᪥ ᪥
ࠝሙᡤࠞ
ᮾிᏛᮾὒᩥ◊✲ᡤ
ࠝཧຍ⪅ࠞ
,NHPRWR<XNLR 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R-DSDQ 
8GD6KXKHL 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R-DSDQ 
.LP.LKXHQJ 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R.RUHD 
1DULVVDUD&KDURHQSKDQ 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R-DSDQ 
5XWWL\D%KXODRU 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R7KDL 
6DWDSRUQ5RHQJWDP .KRQ.DHQ8QLYHUVLW\7KDL 
7K\1DURHXQ 5R\DO8QLYHUVLW\RI3KQRP3HQK&DPERGLD 
+HQJ1DUHW 5R\DO8QLYHUVLW\RI3KQRP3HQK&DPERGLD 
7UDQ'LQK/DP 8QLYHUVLW\RI6RFLDO6FLHQFHVDQG+XPDQLWLHV9LHWQDP 
6(1(6$7+,7+6LPRQHNHR 1DWLRQDO8QLYHUVLW\RI/DRV5LNN\R8QLYHUVLW\/DRV 

ࠝࢭ࣑ࢼ࣮ࡢヰ⪅ࢱࢺࣝࠞ
0V5XWWL\D%KXODRU 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R7KDL 
㸸,QHTXDOLW\DQG'LVFULPLQDWLRQDW:RUN5HYLHZ7HQGDQGFKDOOHQJHLQVHOHFWHG$VLDQFRXQWULHV
'U6DWDSRUQ5RHQJWDP 6DWDSRUQ5RHQJWDP7KDL 
㸸7KH1RWLRQRQ3URYLQFLDO6HOI*RYHUQDQFH7KDLODQG
3URI7UDQ'LQK/DP 8QLYHUVLW\RI6RFLDO6FLHQFHVDQG+XPDQLWLHV9LHWQDP 
㸸9LHWQDP¶V6:27DQDO\VLVIRUHFRQRPLFGHYHORSPHQW
'U+HQJ1DUHW &DPERGLD 
㸸6RFLDO9XOQHUDELOLW\&DPERGLD
3URI7K\1DURHXQ &DPERGLD 
㸸5RDG&UDVK6LWXDWLRQDQGVRFLRORJ\LQ&DPERGLD

ࠝάື┿ࠞ








㸦┿㸧⯆࣎ࣛࣥࢸࡢࢢ࣮ࣝࣉ⯆ᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࢆヰࡋྜ࠸ࠊᐇ㝿άືཧຍࡍࡿᮾ༡

ࢪࡢ◊✲⪅ࡓࡕ
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㸦┿㸧⯪ࡢୖࡽ⿕⅏ࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿ









 㸦┿㸧ᆅඖࡢ⁺ᖌ⿕⅏ᙜࡢ≧ἣࡸ⯆㐣⛬ࠊࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆ⪺ࡁྲྀࡿ◊✲⪅ࡓࡕ














㸦┿㸧ࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡢⓎ⾲⪅
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ࡢ࡛࣒ࢼࢺ࣋ۑᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢪࣙࣥ㸦 ᖺ  ᭶㸧
 ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ  ᪥ࡅ࡚ࠊ-636ࠗࢪ࣭ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᴗ࠘ࠕࢣࣃࣅࣜࢸ
࣭ࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿ㈋ᅔࡢᏛ㝿ⓗ◊✲ࠖࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ࣋ࢺࢼ࣒࡛ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙ
ࣥࢆᐇࡋࡓࠋ
 ᅇࡣࠊ㈋ᅔࡸ㣚㣹㛵ࢃࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ 866+ ࡛ᐇࡋࠊࡑࡢᚋ࣓ࢥࣥࢹࣝࢱᆅᇦ࠾࠸࡚ࡑࡢ
⤒῭Ⓨᒎ⎔ቃಖ㛵ࢃࡿㄪᰝࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࣋ࢺࢼ࣒࠾ࡅࡿὶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࡶ㐍
ࡵࡓࠋ

ࠝ᪥⛬ࠞ
 ᖺ  ᭶  ᪥ ᪥
ࠝሙᡤࠞ
7KH8QLYHUVLW\RI6RFLDO6FLHQFHVDQG+XPDQLWLHV 866+ 9LHWQDPࠋ

ࠝཧຍ⪅ࠞ
)XUXWD0RWRR 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R-DSDQ 
8GD6KXKHL 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R-DSDQ 
,WR0LKR 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R-DSDQ 
6KLQWDQL+DUXQR 7KH8QLYHUVLW\RI7RN\R-DSDQ 
7UDQ'LQK/DP 8QLYHUVLW\RI6RFLDO6FLHQFHVDQG+XPDQLWLHV9LHWQDP 
7KDQK3KDQ 8QLYHUVLW\RI6RFLDO6FLHQFHVDQG+XPDQLWLHV9LHWQDP 
'DR7KL+RDQJ0DL 9LHWQDP,QVWLWXWHRI(FRQRPLFV9LHWQDP 
6DWDSRUQ5RHQJWDP .KRQ.DHQ8QLYHUVLW\7KDLODQG 
7K\1DURHXQ 5R\DO8QLYHUVLW\RI3KQRP3HQK&DPERGLD 
+HQJ1DUHW 5R\DO8QLYHUVLW\RI3KQRP3HQK&DPERGLD 
ࠝࢭ࣑ࢼ࣮ࡢヰ⪅ࢱࢺࣝࠞ
3URI9R9DQ6HQ3UHVLGHQWRI8QLYHUVLW\RI6RFLDO6FLHQFHVDQG+XPDQLWLHV
㸸:HOFRPHVSHHFK
3URI)XUXWD0RWRR8QLYHUVLW\RI7RN\R
㸸7KHFKDUDFWHULVWLFVRI'RL0RLSURFHVVLQ9LHWQDP
$VVRF3URI7KDQK3KDQ8QLYHUVLW\RI6RFLDO6FLHQFHVDQG+XPDQLWLHV
㸸:HDYLQJWUDGLWLRQDOKDQGLFUDIWLQ9LHWQDP &DVHVWXG\RIWKH&KDPSHRSOHLQ9LHWQDP 
'U8GD6KXKHL8QLYHUVLW\RI7RN\R
㸸%LRGLYHUVLW\LQ/DNH%LZD-DSDQ
'U7UDQ'LQKODP8QLYHUVLW\RI6RFLDO6FLHQFHVDQG+XPDQLWLHV
㸸7KH5ROHRIWKH6WDWHLQ9LHWQDP¶V(FRQRPLF5HQRYDWLRQ
'U,WR0LKR8QLYHUVLW\RI7RN\R
㸸7KHHPSOR\PHQWRI9LHWQDPHVHJUDGXDWHVQRZDGD\V
'U'DR7KL+RDQJ0DL9LHWQDP,QVWLWXWHRI(FRQRPLFV
㸸&RPELQLQJUHVLOLHQFHZLWKKXPDQFDSDELOLWLHV$VRFLRHFRQRPLFDVVHVVPHQWRIELRIXHOSROLF\LQ9LHWQDP
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ࠝάື┿ࠞ










㸦┿㸧࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡢᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢཧຍ⪅














㸦┿㸧9R9DQ6HQ Ꮫ㛗㸦866+㸧ࡼࡿ࣋ࢺࢼ࣒⤒῭ࡢ⌧≧㛵ࢃࡿᇶㄪㅮ₇


























㸦┿㸧ྂ⏣ඖኵᶵᵓ㛗㸦$61(7㸧 9R9DQ6HQ Ꮫ㛗㸦866+㸧

㸦┿㸧࣓ࢥࣥࢹࣝࢱᆅᖏࡢᯝ≀㎰ᐙ࡛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ
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࡚࣒ࢼࢺ࣋ۑᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࡢᐇ㸦2013 ᖺ 2 ᭶㸧
  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ  ᪥ࡅ࡚࣋ࢺࢼ࣒࡚ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࢆᐇࡋࡓࠋ
ࠝ᪥⛬ࠞ
 ᖺ  ᭶  ᪥ ᪥
ࠝሙᡤࠞ
࣋ࢺࢼ࣒
ࠝཧຍ⪅ࠞ
ụᮏᖾ⏕㸦ᮾிᏛᩍᤵ࣭⤒῭㛤Ⓨㄽ㸧
༲⏣᐀ᖹ㸦ᮾிᏛ≉௵ㅮᖌ࣭⏕ែே㢮Ꮫ㸧
᪂㇂㸦ᮾிᏛ༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕࣭࢝ࣥ࣎ࢪᆅᇦ◊✲㸧
㔠 Ề⯆㸦ᮾிᏛ≉௵◊✲ဨ࣭♫ⓗᴗ᭷ᶵ㎰ᴗ㸧
Tran Dinh LAM (Vietnam National University, Director, Economics)
7KDQ3+$1 9LHWQDP1DWLRQDO8QLYHUVLW\'RFWRU&XOWXUDO$QWKURSRORJ\ 
'DR7KL+RDQJ0DL 9LHWQDP,QVWLWXWHRI(FRQRPLFV9LHWQDP 
+(1*1DUHW 5R\DO8QLYHUVLW\RI3KQRP3HQK/HFWXUHU(FRQRPLF 
7K\1DURHXQ 5R\DO8QLYHUVLW\RI3KQRP3HQK&DPERGLD 
6$7$32515RHQJWDP .KRQ.DHQ8QLYHUVLW\$VVRFLDWH3URIHVVRU5XUDO'HYHORSPHQW 



ࠝάື┿ࠞ





















㸦┿㸧↓㎰⸆࡛ࢥ࣮ࣄ࣮ࡢᮌࢆ᱂ᇵࡍࡿ㎰ᐙࡢ⪺ࡁྲྀࡾ

㸦┿㸧ᕷ⾤ᆅ࡛᭷ᶵ㔝⳯ࢆ㈍ࡋ࡚࠸ࡿᗑ⯒࡛ࡢㄪᰝ
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ۑᮾி࠾࠸࡚ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࡢᐇ㸦2014 ᖺ 2 ᭶㸧
  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ  ᪥ࡅ࡚࣋ࢺࢼ࣒࡚ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮࢚ࢡࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࢆᐇࡋࡓࠋ
ࠝ᪥⛬ࠞ
 ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ  ᪥
ࠝሙᡤࠞ
ᮾிᏛᮾὒᩥ◊✲ᡤ
ࠝཧຍ⪅ࠞ
ụᮏᖾ⏕㸦ᮾிᏛᩍᤵ࣭⤒῭㛤Ⓨㄽ㸧
༲⏣᐀ᖹ㸦ᮾிᏛ≉௵ㅮᖌ࣭⏕ែே㢮Ꮫ㸧
᪂㇂㸦ᮾிᏛ༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕࣭࢝ࣥ࣎ࢪᆅᇦ◊✲㸧
㔠 Ề⯆㸦ᮾிᏛ≉௵◊✲ဨ࣭♫ⓗᴗ᭷ᶵ㎰ᴗ㸧
ᖹ 㸦ᮾிᏛ≉௵◊✲ဨ࣭⤒῭㛤Ⓨㄽ㸧
NARISSARA Charoenphan㸦ᮾிᏛ༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕࣭ࢱ⤒῭㸧
Tran Dinh LAM (Vietnam National University, Director, Economics)
7KDQ3+$1 9LHWQDP1DWLRQDO8QLYHUVLW\'RFWRU&XOWXUDO$QWKURSRORJ\ 
'DR7KL+RDQJ0DL 9LHWQDP,QVWLWXWHRI(FRQRPLFV9LHWQDP 
+(1*1DUHW 5R\DO8QLYHUVLW\RI3KQRP3HQK/HFWXUHU(FRQRPLF 
7K\1DURHXQ 5R\DO8QLYHUVLW\RI3KQRP3HQK&DPERGLD 
6$7$32515RHQJWDP .KRQ.DHQ8QLYHUVLW\$VVRFLDWH3URIHVVRU5XUDO'HYHORSPHQW 

ࠝࢭ࣑ࢼ࣮ヰ⪅ࢱࢺࣝࠞ
'U'DR7KL+RDQJ0DL 9LHWQDP,QVWLWXWHRI(FRQRPLFV9LHWQDP   
5XUDOWRXULVPIURPWKHRU\WRSUDFWLFH
3URI7KDQK3KDQ &HQWHUIRU9LHWQDPHVHDQG6RXWKHDVW$VLDQ6WXGLHV9LHWQDP 
7UDGLWLRQDO0HWKRGVRI5LFH$JULFXOWXUHRIWKH&KDP3HRSOH   
3URI7UDQ'LQK/DP &HQWHUIRU9LHWQDPHVHDQG6RXWKHDVW$VLDQ6WXGLHV9LHWQDP 
2UJDQLF$JULFXOWXUH$Q(FRQRPLF'HYHORSPHQW6ROXWLRQ)RU6XVWDLQDEOH$JULFXOWXUH±7KH&DVH2I7KRDL
6RQ'LVWULFW
3URI7K\1DURHXQ 5R\DO8QLYHUVLW\RI3KQRP3HQK&DPERGLD 
'U+(1*1$5(7 5R\DO8QLYHUVLW\RI3KQRP3HQK&DPERGLD 
5XUDO/LYHOLKRRG,PSURYHPHQWWKURXJKOHDUQLQJDQG6KDULQJ.QRZOHGJHRI0RGHO)DUPHUVLQ&DPERGLD&DVH
6WXG\LQ.LULYRQJ'LVWULFW7DNHR3URYLQFH
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࠼إѣ
#50'6 ȡȸȫȞǬǸȳ 
 $61(7 ࡛ࡣẖ㐌㔠᭙᪥ࠕ$61(7 ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࠖࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪ࡛ࣥࡣࠊ
ࠗ᪥ᮏ࣭
ࢪᏛ࠘ㅮᗙࡢ⛉┠⤂ࡸㅮ⩏ሗࠊ᪥ᮏࡸࢪ㛵ࢃࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ◊✲ࡢ࿘▱ࠊ᪂ห
ሗࡢ⤂࡞ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ ᖺࡽ  ᖺࡅ࡚ࡣࠕࢪࡀࢃࡿࢥ࣒ࣛࠖࠊ
ᖺࡽࡣࠕ⮬ⴭࢆㄒࡿࠖࢆ㐃㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡣ  ᖺ  ᭶ࡽጞࡵࠊ ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ࡛ィ  ྕࢆⓎಙࡋࡓࠋ
 ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢ㉎ㄞ⪅ᩘࡢኚᖺ㛫Ⓨಙᅇᩘࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

 ᖺᗘᮎࡲ࡛ࡢⓏ㘓⪅ᩘ  ྡ       
  ᖺᗘᮎࡲ࡛ࡢⓏ㘓⪅ᩘ  ྡ㸦 ྡቑຍ㸧  ᖺ㛫Ⓨಙᅇᩘ  ᅇ
  ᖺᗘᮎࡲ࡛ࡢⓏ㘓⪅ᩘ  ྡ㸦 ྡቑຍ㸧   ᖺ㛫Ⓨಙᅇᩘ  ᅇ
 ᖺᗘᮎࡲ࡛ࡢⓏ㘓⪅ᩘ  ྡ㸦 ྡቑຍ㸧   ᖺ㛫Ⓨಙᅇᩘ  ᅇ
 ᖺᗘᮎࡲ࡛ࡢⓏ㘓⪅ᩘ   ྡ㸦 ྡቑຍ㸧 ᖺ㛫Ⓨಙᅇᩘ  ᅇ
 ᖺᗘ  ᭶ࡲ࡛ࡢⓏ㘓⪅ᩘ  ྡ㸦 ྡቑຍ㸧    Ⓨಙᅇᩘ   ᅇ 

$61(7 ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢࢧࣥࣉࣝ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㏦ศ㸧 
                               
$61(7 ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ
 1R6LQFH-DQ
                               
᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿሗࢆ࠾ᒆࡅࡋࡲࡍ
 ┠ḟ

࠙㸯ࠚᮾᩥ◊࣭$61(7 ඹദࢭ࣑ࢼ࣮
࠙㸰ࠚ᪥ᮏ࣭ࢪᏛㅮᗙ
࠙㸱ࠚࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘◊✲
࠙㸲ࠚ࠾▱ࡽࡏ
࠙㸳ࠚ᪂หෆ
࠙㸴ࠚ⮬ⴭࢆㄒࡿ
࠙㸵ࠚ⦅㞟ᚋグ

ۍی
࠙ۍ㸯ࠚᮾᩥ◊࣭$61(7 ඹദࢭ࣑ࢼ࣮

  ➨یᅇ*-6 ࢭ࣑ࢼ࣮ ᅇ
ᩍ⤊ᮎㄽᕼᮃ̿ᮎἲ࠾ࡅࡿぶ㮭ࡢᕼᮃ㸭%XGGKLVW(VFKDWRORJ\DQG+RSH
6KLQUDQ̓V+RSHLQWKH$JHRI0DSSR
᪥ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ሙᡤ 㸸ᮾிᏛᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫ
ሗ࿌⪅ 㸸ࢲࣥࣛࢵࣉెẶ㸦ᮾிᏛ㸧
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

  ➨یᅇ ᪥ᮏࡢᑐ࣑࣐࣮ࣕࣥᨻᗓ㛤Ⓨຓ̿ᨻ⟇ኚᐜࡢ㐣⛬ࡘ࠸࡚
7KH&KDQJLQJ1DWXUHRI-DSDQ V2'$3ROLF\WRZDUGV0\DQPDUVLQFH

60
− 63 −

᪥ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ሙᡤ 㸸ᮾிᏛᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫ
ሗ࿌⪅ 㸸࣮࣭࢜ࢯ࣭࢘ࢧࣥẶ㸦ᮾிᏛ㸧
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

  ➨یᅇ ୰ᅜࣇ࣮ࢻ࣭ࣞࢪ࣮࣒̿㹼 ᖺ௦ࠕ༡⣊ㄪࠖࡢ⪃
᪥ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ሙᡤ 㸸ᮾிᏛᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫ
ሗ࿌⪅ 㸸ᙇ㤾ඖẶ㸦ᮾிᏛ㸧
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

ᖺᗘࡢ㛤ദࣜࢫࢺࡣࡇࡕࡽ
KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

ۍی
࠙ۍ㸰ࠚ᪥ᮏ࣭ࢪᏛㅮᗙ

$61(7 ࡣࠊᮾிᏛ࠾࠸࡚ࠊᏛ㝿ⓗ࡞どⅬࡽࡢ◊✲⛉➼ᶓ᩿ᆺ
ࠗ᪥ᮏ࣭ࢪᏛ࠘ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋヲࡋࡃࡣࡇࡕࡽࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ
KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH
࠙ㅮ⩏ࠚኚ᭦ࡢ࠾▱ࡽࡏ
KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH
࠙ㅮ⩏ࠚࢪࡢ㣗㎰࣭⎔ቃ)RRGDJULFXOWXUHDQGHQYLURQPHQWLQ$VLD
㹙㞟୰,QWHQVLYH㹛㸦 
KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

ۍی
࠙ۍ㸱ࠚࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘◊✲

[(یSORULQJ9XOQHUDELOLW\DQG$JHQF\WKURXJK:RPHQ̓V1HWZRUNVLQ6DXGL$UDELD
ࢧ࢘ࢪࣛࣅ࠾ࡅࡿዪᛶࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡽ᥈ࡿ⬤ᙅᛶ࢚ࢪ࢙ࣥࢩ࣮
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ሙᡤ㸸ᮾிᏛ㥖ሙ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ሗ࿌㸸㎷ୖዉ⨾ỤẶ㸦ᮾிᏛ㸧
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

&یKDQJLQJ$WWLWXGHV7RZDUG-DSDQHVH0RGHUQLW\
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧㸸㸸
ሙᡤ㸸ᮾிᏛᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ሗ࿌㸸3HWHU1RVFR Ặ㸦8QLYHUVLW\RI%ULWLVK&ROXPELD㸧
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

ی3OHDVXUHDQG3DLQRIDQ,QGLJHQRXV3V\FKRORJLVW
$SHUVRQDOKLVWRU\RIVWUXJJOHLQLQWHUQDWLRQDODFDGHPLD
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙᡤ㸸ᮾிᏛᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ሗ࿌㸸ᒣ່ཱྀẶ㸦ᮾிᏛ㸧
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH
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  یᖺྎ‴⤫୍ᆅ᪉㑅ᣲࡢศᯒ
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙᡤ㸸᪩✄⏣Ꮫ᪩✄⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ
ሗ࿌㸸ᑠ➟ཎḠᖾẶ㸦ᮾிእᅜㄒᏛ㸧
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

⏣ྂیඖኵᩍᤵ㸸୍ࡘࡢୡ⏺ࡢ୰ࡢ࣋ࢺࢼ࣒̿̿ࠗ࣋ࢺࢼ࣒ࡢୡ⏺ྐ࠘ࡢࡑࡢᚋ
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙᡤ㸸ᮾிᏛ㥖ሙ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ෆᐜ㸸᭱⤊ㅮ⩏࣭බ㛤◊✲
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

ྐیᩱሗࡢ᪂ࡓ࡞Ⓨಙ
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙᡤ㸸ᮾிᏛᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ෆᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦㒊ไ㸧
ദ㸸ᮾிᏛྐᩱ⦅⧩ᡤ
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

 یΎᮎẸึࡢ࣑ࣜࢱࣜࢬ࣒ࡑࡢㄢ㢟
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙᡤ㸸ᮾிᏛᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫ
ㅮᖌ㸸ᑠ㔝ᑎྐ㑻Ặ㸦ᇸ⋢Ꮫ㸧
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

✲◊ࢪ̿ࢪࡃࡽࡦࠊࡧࡍࡴیᅗ᭩㤋ࡢᵓ⠏ྥࡅ࡚
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙᡤ㸸ᮾிᏛᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ෆᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦㒊ไ㸧
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

یᕝୖὈᚨẶㅮ₇ࠕ⚾ࡢ୰ᮾྲྀᮦࠖ
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙᡤ㸸ᮾிᏛᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ෆᐜ㸸ᮅ᪥᪂⪺㏥♫グᛕㅮ₇
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

 ی୰ᅜ㞧㇋◊✲ㅮ₇㸯㸮
᪥㸸 ᖺ  ᭶ ᪥ 㔠 
ሙᡤ㸸ᮾிᏛᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫ
ㅮᖌ㸸すᯝᯘẶ㸦ᮾிᏛ㸧ࠊᙇ㤾ඖẶ㸦ᮾிᏛ㸧
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

 ی$1(6& ⏕≀㈨※⎔ቃᏛࢭ࣑ࢼ࣮
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙᡤ㸸ᮾிᏛᘺ⏕࢟ࣕࣥࣃࢫ
ㅮᖌ㸸༲⏣᐀ᖹẶ㸦ᮾிᏛ㸧ࠊ࣭࢘࢘ࣝࣇࣞࢻẶ㸦࣑ࣥࢲࢼ࢜ᕞ❧
    Ꮫ㸧ࠊࣃࣛࢽࢧ࣑࣭ࢡࣃࣥࢼࣥẶ㸦ᅜ㝿Ỉ⟶⌮◊✲ᡤ㸧
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH
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ی୰ᮾᨻ࠾ࡅࡿࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒⪃
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙᡤ㸸ᮾிᏛᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ෆᐜ㸸Ỉ㇂࿘Ặⴭࠗ ୡ⣖࢚ࢪࣉࢺᛮ࠾ࡅࡿࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒࠘ྜホ
    ࠾ࡼࡧࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

⌮ྜیⓗᛮ⪃ࡢせ⣲㸸ࠗΎί㐨ㄽ࠘࠾ࡅࡿࠕࠖࡢㄝ᫂ࡘ࠸࡚
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥ 㔠 
ሙᡤ㸸ᮾிᏛᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ㅮᖌ㸸$FKLP%D\HU Ặ㸦ᮾᅧᏥᰯ㸧
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

ࡢ࣑࢘࢘یㄌ⏕ࡽࡳࡿ㬼㣫ࡢᮍ᮶
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙᡤ㸸ி㒔Ꮫ 
ㅮᖌ㸸༲⏣᐀ᖹẶ㸦ᮾிᏛ㸧
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

ی5HYLVLW0DUNHWVDQG,QVWLWXWLRQVLQ(DUO\0RGHUQ(DVW$VLD
%H\RQG([FHSWLRQDOLVPDQG*HQHUDOLVDWLRQ
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥ 㔠 
ሙᡤ㸸+DUYDUG<HQFKLQJ,QVWLWXWH 
ෆᐜ㸸ᮾࢪ⤒῭ྐ㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

ࢆ࠘↛⮬ࠗی୰ᚰࢸ࣮࣐ࡍࡿே㢮Ꮫࡢᅄ༑ᖺ

᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ሙᡤ㸸ᮾிᏛᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ㅮᖌ㸸ᯇẶ㸦ᮾிᏛ㸧
ヲ⣽ 85/㸸KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

ۍی
࠙ۍ㸲ࠚ࠾▱ࡽࡏ

ی
 

ی
 

ཧຍ⪅ເ㞟*OREDO+LVWRU\&ROODERUDWLYHࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝ 
KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH
2SHQWR5HJLVWHUQG,QWHUQDWLRQDO&RQJUHVVRI+LVWRULFDO6FLHQFHV
KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

 ی326&27-3DUN)RXQGDWLRQ5HVHDUFK*UDQWVIRU$VLDQ6WXGLHV
  KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH
 یWK&RQJUHVVRI$VLDQDQGWKH3DFLILFVWXGLHV Ⓨ⾲⪅ເ㞟 
  KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

ۍی
࠙ۍ㸳ࠚ᪂หෆ
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ۍబᘯḟ⦅ࠗ୰ୡࡢᑐ㤿̿ࣄࢺ࣭ࣔࣀ࣭ᩥࡢᥥࡁฟࡍ᪥ᮅὶྐ࠘
 ຮㄔฟ∧ ᖺ  ᭶
 KWWSEHQVHLMSLQGH[SKS"PDLQBSDJH SURGXFWBERRNBLQIR SURGXFWVBLG 
ྂࠊⴭࣉࢵࢨ࣭࢚ࣥࢢ࣭࣮࢛ࣦۍᕝஂ㞝ヂࠗឡᅜࡣఱ
 ࣦ࢙ࢺࢼ࣒ᡓதᅇ㢳㘓ࢆㄞࡴ࠘ி㒔ᏛᏛ⾡ฟ∧ ᖺ  ᭶
 KWWSZZZN\RWRXSRUMSERRNSKS"LG 
ۍᓥ⏣ṇ㑻ࠗዎᅜ 㐟∾ࡢẸ࢟ࢱࡢ⋤ᮅ࠘
 ᮾ᪉᭩ᗑ ᖺ  ᭶
 KWWSZZZWRKRVKRWHQFRMSWRKRZHEVHDUFKGHWDLO"LG  ERRN7\SH MS
ۍᰘ⏣ဴ㞝࣭ࡸࡲࡔ࠶ࡘࡋ⦅ࠗ୰ᅜ༤ぴ̿୰ᅜ  ᖺୖᾏᅜ
 ༤ぴ⮳ࡿ㐨࠘ᡂᩥᇽ ᖺ  ᭶
 KWWSZZZVHLEXQGRKFRMSSXEVHDUFKKWPO

ۍی
ࢆⴭ⮬ۍㄒࡿ 1R 

ᮧୖṇࠗΎ௦୰ᅜ࠾ࡅࡿ₇♫࠘ࢆㄒࡿ
ᮏ᭩ࡣΎ௦୰ᅜ࠾ࡅࡿ㒔ᕷ₇ࢆࠊձᨻᗓࡼࡿ₇ᨻ⟇ࠊղ㈾どࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓತඃࠊ♫ⓗ࢚࣮ࣜࢺ࡛࠶ࡿኈኵࡢ⤖ࡧࡘࡁ࠸࠺㸰Ⅼ
㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚㆟ㄽࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
㒔ᕷ₇ࡀᨻ⤡ࡳྜ࠸ࡘࡘ⏕ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࠊኈኵತඃࡀࠊ
ྠᛶឡⓗ࡞ឡࡸ㈾ど࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞ឤࢆ㘒ࡉࡏ࡞ࡀࡽ⤖ࡧࡘࡁࠊ
₇ᩥࢆసࡾฟࡋ࡚࠸ࡗࡓᵝ┦ࢆᥥࡇ࠺ヨࡳࡲࡋࡓࠋ
ᒣᕝฟ∧♫ࠊ ᖺ  ᭶
KWWSZZZ\DPDNDZDFRMSSURGXFWGHWDLO

ۍی
࠙ۍ㸵ࠚ⦅㞟ᚋグ    

ḟᅇࡢ $61(7 ඹദࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࠕᮎἲ࠾ࡅࡿぶ㮭ࡢᕼᮃ࡛ࠖࡍࠋ
ࠕᕼᮃࠖ࠸࠺⌧௦ࡢ⚾ࡓࡕࡗ࡚ࡶ㥆ᰁࡳ῝࠸ゝⴥࡘ࠸࡚ࠊ
ぶ㮭ࡢࠕຊࡢᴫᛕࠖࢆ㏻ࡋ࡚ㄽࡌࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡐࡦࡈཧ㞟ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
KWWSZZZDVQHWXWRN\RDFMSQRGH

ࠕ⮬ⴭࢆㄒࡿࠖࡣᮧୖࡉࢇ࠾㢪࠸ࡋࡲࡋࡓࠋ
᫂Ύᮇ᭱ࡢፗᴦ⏘ᴗࡔࡗࡓ࠸࠺₇ࠋࡑࢀࡲࡘࢃࡿᩥࡀ
ࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀᑀᥥࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡐࡦࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨࡀ⊛ጾࢆࡩࡿࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠾యࡣࡃࢀࡄࢀࡶ࠾Ẽࢆࡘࡅ࡚ࠊࡼ࠸㐌ᮎࢆ࠾㏄࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥ ᚋ⸨

                          
ۍ㹋㹋㓄ಙࡢṆ࣭ࢻࣞࢫኚ᭦ࡢࡈ㐃⤡ࠊ$61(7 ᑐࡍࡿࡈពぢࡸ
 ࡈせᮃࠊሗࡢᥦ౪ࡣDVQHW#DVQHWXWRN\RDFMSࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ۍ$61(7㸦ṇᘧྡ⛠㸸᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧ࡣࠊ
 ◊✲⪅ࡀศ㔝ࢆ㉸࠼࡚⧅ࡀࡾࠊࢪ㛵ಀࡍࡿᩍ⫱ࡸ◊✲ࡢ᪂ࡓ࡞
ྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿࡓࡵタ❧ࡉࢀࡓᮾிᏛࡢᶵᵓ࡛ࡍࠋ
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#50'6 ǦǧȖǵǤȈ
$61(7 ࡛ࡣ࢙࢘ࣈࢧࢺࢆ㐠Ⴀࡋࠊ
ࠗ᪥ᮏ࣭ࢪᏛ࠘ㅮᗙࡢ⛉┠⤂ࡸㅮ⩏ሗࠊ᪥ᮏࡸࢪ
㛵ࢃࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ◊✲ࡢ࿘▱ࠊ᪂หሗࡢ⤂࡞ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

     + ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ ࢡࢭࢫᩘ ィ  ᅇ
      + ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ ࢡࢭࢫᩘ ィ  ᅇ
     + ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ ࢡࢭࢫᩘ ィ  ᅇ

$61(7 ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢࢧࣥࣉࣝ㸦ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸧



































65
− 68 −














































66
− 69 −

4-3,ᮾ㸫࢙࣮࣭ࣝࢽࢩࢸࣈ
2010 ᖺࡼࡾࠊASNET ࡛ࡣᮾ㸫࢙࣮࣭ࣝࢽࢩࢸࣈࡢάືࡢ୍㒊ཧ⏬ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ᮾ㸫࢙࣮࣭ࣝࢽࢩࢸࣈࡣࠊ௨ୗࡢ⌮ᛕᇶ࡙࠸࡚ࠊ࢚࣮ࣝᏛෆእࡢ◊✲⪅ࡢ༠ྠ
ࡼࡾᐇࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫࡢㅖศ㔝࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࣭᪥ᮏ㛵㐃◊✲ࡢᾏእⓎಙࡢᙉ࠸࠺⥭ᛴࡢㄢ㢟ࢆᐇ
⌧ࡍࡿࡇࠋ
㸰㸬ᅜ㝿♫Ⓨಙຊࡢ࠶ࡿேᮦࠊ≉ⱝᡭ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࠋ
ල య ⓗ  ࡣ ࠊ ASNET  ົ ᒁ ࡀ ᮾ  㸫  ࢙ ࣮ ࣝ ࣭  ࢽ ࢩ  ࢸ  ࣈ ࡢ ࢘ ࢙ ࣈ ࢧ  ࢺ
㸦http://todai-yale.jp/index_jp.html㸧ࡢ᭦᪂᮶᪥◊✲⪅ࡢࢭ࣑ࢼ࣮࣭ㅮ₇ࡢ㛤ദ࡞ࡢ୍㒊ࢆᢸ
ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᮾ㸫࢙࣮࣭ࣝࢽࢩࢸࣈࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢᢤ⢋
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࢘ࢺ࣮ࣜࢳάືࠊࡑࡢ
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ǢǦȈȪȸȁѣŴƦƷǄƔ

ǰȬȸǿȸிؽٻƀǢǸǢƷૼƠƍ࢟ǛನेƢǔƁƷܱ  ૰  ȑȳȕȬȃȈ
ᮏㅮᗙ࡛ࡣࠊࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥ࠸࠺ᵝࠎ࡞ᅜࠎࢆྲྀࡾୖࡆࠊࢪ
ࡢⓎᒎࢆṔྐⓗࢫࣃ࡛ࣥᤊ࠼࡞࠾ࡋࠊཧຍ⪅ဨࡢウ㆟ࢆ㏻ࡌ࡚ࠕ᪂ࡋ࠸ࢪࡢᙧࠖࢆᒎᮃࡋࡓࠋ
  
ࠝㅮ⩏ࡢᴫせࠞ
 ྡ┠ *'3 ࡛᪥ᮏࡀ୰ᅜࠕ㏣࠸㉺ࡉࢀࡓࠖࡇ⮬యࡣఱࡢពࡶ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀࡣࠊ᪥ᮏ⤒῭ࡀ
ᡂ⇍ᮇࡽ⦰ᮇྥࡗ࡚࠾ࡾࠊࡧ *'3 ➇தཧᡓࡍࡿࡇࡣ᪥ᮏࡢ㐍ࡴࡁ㐨࡛ࡣ࡞࠸ࡇ
ࢆ㇟ᚩⓗ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫂⥔᪂௨㝆ࡢ᪥ᮏࡢ⤒῭Ⓨᒎࢆ═ࡵ࡚ࡳࡿࠊ㧗ᗘᡂ㛗ᮇࡣ␗ᖖ࡞ᮇ࡛
࠶ࡾࠊࡑࡢᮇసࡽࢀࡓᴦほⓗ࡞ᡂ㛗ࢩࢼࣜ࢜ᇶ࡙ࡃไᗘࡣᑗ᮶ரࡗ࡚ᣢ⥆ྍ⬟࡛࠶ࡿࡣࡎࡣ
࡞ࡃࠊࠕኻࢃࢀࡓ  ᖺࠖࡤࢀࡿࡣࠊࡑࡢไᗘࡽ⬺༷ࡋࠊ᪂ࡋ࠸ไᗘࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿ㐣⛬
ぢࡿࡁࡔࢁ࠺ࠋ
 ᪥ᮏࡀࡇࡢࡼ࠺࡞Ṕྐⓗ࡞㌿Ⅼ࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ࠊࡘ࡚ࡢᡂ㛗ࢩࢼࣜ࢜ᡠࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ
࡛࠶ࢀࡤࠊ᪂ࡋ࠸᪥ᮏࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᵓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࠕᡂ㛗ࡍࡿࢪ࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ
⨨ࠖࢆᶍ⣴ࡍࡿࡇ࡞ࢁ࠺ࠋᑗ᮶ࡀ㐣ཤࡢᘏ㛗⥺ୖ࡞࠸ࡍࢀࡤࠊ᪂ࡋ࠸ᑗ᮶ീࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᯟ
⤌ࡳ࡛ࢪࡸୡ⏺ࢆᤊ࠼࡞࠾ࡍࡇࢆᚲせࡍࡿࠋࠕ᪂ࡋ࠸ୡ⏺ྐࠖࢆᥥࡃࡇࡣࠊ᪥ᮏࢪ
ࡢᑗ᮶ീࢆᥥࡃୖ࡛ྍḞ࡛࠶ࡿࠋᮏࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࣑࣐ࣕࣥ
࣮࠸࠺ከᵝ࡞ᅜࠎࢆྲྀࡾୖࡆࠊྛᅜࡢᵝࠎ࡞ศ㔝ࡢ᭱ඛ➃ࡢ◊✲ࢆᏛࡪࡇࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࢪࡢⓎ
ᒎࢆṔྐⓗࢫࣃ࡛ࣥᤊ࠼┤ࡋࠊཧຍ⪅ဨࡢウ㆟ࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ᪂ࡋ࠸ࢪࡢᙧࠖࢆᒎᮃࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
㸨ሿ㛗㸸ྂ⏣ඖኵ㸦⥲ྜᩥ◊✲⛉࣭ᩍᤵ㸧
㸨ᑐ㇟㸸ၟ♫ࠊ㐠㍺ᴗࠊ〇㐀ᴗࠊ㣗ရ⏘ᴗ➼ࡢ♫ே
㸨᪥࣭ᮇ㛫㸸2012 ᖺᗘᏛᮇࠊ㔠᭙᪥ኪ 19 ࡽ 21 ༙

ڧ㛤ദグ㘓
 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
➨  ᅇ㸸ࠕ᪂ࡋ࠸ୡ⏺ྐࠖࡢᶍ⣴
⩚⏣ṇ㸦ᮾிᏛᮾὒᩥ◊✲ᡤᩍᤵ㸧
㏻ᖖࠊ⚾ࡓࡕࡣࠕࢪࠖࡀᏑᅾࡍࡿࡇࢆᙜ↛ࡋ࡚ࠊୡ⏺ࡢᨻࠊ⤒῭ࡸᅜ㝿㛵ಀࢆㄒࡿࠋࡋ
ࡋࠊᐇࡣࠊࢪ࠸࠺✵㛫ᴫᛕࡣࠊ㏆௦ࡢ⏘≀࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾ⚾ࡓࡕࡀࠕࢪࠖࡽ࠼ࡿ✵㛫
ࡣࠊࡶࡽ࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊసࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪂ࡋ࠸ୡ⏺ྐࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࢪࢆࡣࡌ
ࡵࡽ༊ูࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍ࡘࡢୡ⏺ࢆᐃࡋࠊࡑࡢ㐣ཤࢆᥥࡇ࠺ࡍࡿࠋ᪂ࡋ࠸ୡ⏺ྐࡢほⅬ
❧ࡘࠊ⌧ᅾࡢࠕࢪࠖ࠸࠺ᆅᇦࡢ㐣ཤࡣࠊࡢࡼ࠺ᥥࡅࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋཧຍ⪅ࡶ㆟ㄽࡋ
࡚⪃࠼ࡓ࠸ࠋ

࠙ㅮᗙձࠚ㸸ࣥࢻ◊✲ࡢ᭱ඛ➃㸸ఱࡀኚࢃࡾࠊࡇྥ࠺ࡢ㸽
ീࢆ㉸࠼ࡓኚㇺࢆ㐙ࡆࡿࣥࢻࠋఱࡀࣥࢻࢆືࡋࠊࡇࡀኚࢃࡗࡓࡢࠋࡑࢀࡣ࠸ࡘࡽጞ
ࡲࡾࠊࡇྥ࠺ࡢࠋ࠸ࡸࠊࡑࢀࡶఱࡶኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢࠋᮏㅮ⩏࡛ࡣࠊࡁࡃኚࡋࡘࡘ
࠶ࡿぢ࠼ࡿࣥࢻࢆୡ⏺ࡢ㛗ᮇኚືࡢ୰⨨࡙ࡅࠊඹࠊࣥࢻࡑࡢࡶࡢࡢ㛗ᮇኚືࡢẁ㝵
≉ᚩࢆ  ୡ⣖ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࢆᑐ㇟⤒῭ྐࡢどⅬࡽᩚ⌮ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࣥࢻࡀ㐍ࡴ᪉ྥࢆ
ᒎᮃࡍࡿࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
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➨  ᅇ㸸ࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣭࢚ࣝࢥࣀ࣑࣮ࡢᡂ❧ࣥࢻࠖ
Ỉᓥྖ㸦ᮾிᏛேᩥ♫⣔◊✲⛉ᩍᤵ㸧
 ୡ⣖༙ࡤࢆቃࡋ࡚ࠊᆅᇦู *'3 ᡂ㛗⋡ࡢᅽಽⓗ࡞ఙࡧࢆ♧ࡋࠊ୍ேᙜࡓࡾ *'3 ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
 ᖺ௦ࡽ၏୍㢧ⴭ࡞ቑຍࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࢪࡢືࡁࡣࠊ࣭࢚ࣜ࢜ࣜࣥࢺࠊࢪࡢᶒ࡞ࡢ㸽
 ୡ⣖༙ࡤࡽࡢ㏆௦ࡢືࡁࡣࠊṔྐୖࡢእ࡛࠶ࡗࡓࡢ㸽 $* ࣇࣛࣥࢡࡀ✺ࡁࡘࡅࡓࡇࡢၥ
㢟ࡣࠊ୰ᅜ୪ࡪࢪࡢ㞝ࠊࣥࢻࡢ㛗ᮇኚືࡢ୰᳨࡛ドࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋㅮ⩏࡛ࡣࠊࣥ
ࢻࡢ㏆ୡࡽ᳜Ẹᆅࡲ࡛ࡢᮇࢆᑐ㇟ࠊࢢ࣮ࣟࣂ࣭࢚ࣝࢥࣀ࣑࣮ࡢᡂ❧ࣥࢻࡀࡢࡼ࠺࡞ᙺ
ࢆᯝࡓࡋࠊ⮬ࡽ࠺ኚࡋࡓࡢࢆࠊ㎰ᮧᵓ㐀ࠊ⥥ᴗࠊᮾす᫆ࠊ᳜Ẹᆅ㒔ᕷࡢᡂ㛗ࢆࡾ࠶ࡆ࡚
ㄽࡎࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㸯㸶ୡ⣖ࡽ⌧ᅾࠊࡑࡋ࡚ᑗ᮶ཬࡪୡ⏺ࡢᵓ㐀ኚࡢ᪉ྥࠊࡑࡇ࠾ࡅࡿࢪ
ࡸࣥࢻࡢ⨨ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓ࠸ࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
➨  ᅇ㸸ࠕ᳜Ẹᆅࣥࢻ♫ࡢኚᐜࠖ
Ỉᓥྖ㸦ᮾிᏛேᩥ♫⣔◊✲⛉ᩍᤵ㸧
㏆ୡࡢࣥࢻ♫ࡢኚືࡣࠊ᳜Ẹᆅ࠺ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡢ㸽 ᳜Ẹᆅࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ពࢆࡶ
ࡗ࡚࠸ࡓࡢ㸽 ㅮ⩏࡛ࡣࠊࡣࡌࡵࠊ㛤Ⓨࠊࢪⓗᑓไㄽࠊ⚾ⓗᡤ᭷ࡢពࠊ✵㛫ࡢษ∦ࢆࢸ
࣮࣐ࡋ࡚ࠊࡇࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊ᳜Ẹᆅ࠸࠺⤒῭ⓗ࡞ᦢྲྀࡉࢀࡿ≧ἣࡢ୰࡛ࠊ࡞ࡐ⪔
ᆅࡶேཱྀࡶቑ࠼ࡓࡢ࠸࠺ၥ㢟ࢆࠊ㎰ᮧᵓ㐀ࠊ⛯㈇ᢸࠊၟேࡢືྥ㐃㛵ࡉࡏ࡚ㄽࡎࡿࠋ᭱ᚋࠊ
ேཱྀࡸ⪔ᆅࡢᣑࡀᣍ࠸ࡓ㣚㤡ࡸ⏕⏘ࡢᏳᐃࡉࡢၥ㢟ࢆ࠺ホ౯ࡍࡿ࠸࠺ၥ㢟ࢆ㆟ㄽࡍࡿࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
➨  ᅇ㸸ࠕ㒔ᕷࡢࣥࣃࢡࢺ㸸ࣥࢻࡣࡇྥ࠺ࡢࠖ
Ỉᓥྖ㸦ᮾிᏛேᩥ♫⣔◊✲⛉ᩍᤵ㸧
ࣥࢻ㎰ᮧࡣࠊ⪔ᆅᣑࡢ㝈⏺ேཱྀ⇿Ⓨࡢၥ㢟ࡢࡼ࠺ᑐฎࡋࡓࡢ㸽 ⥳ࡢ㠉ࡣ࠺ホ
౯ࡍࡁ࡞ࡢ㸽 ⓗ࡞㒔ᕷࡢᣑࡣࠊ㎰ᮧࡢࡼ࠺࡞ࣥࣃࢡࢺࢆ࠼࡚࠸ࡿࡢ㸽 ㎰ᮧ
㒔ᕷࡢ㐃㛵ࡢ୰࡛ࠊᐙ᪘㛵ಀࠊᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠊ࣮࢝ࢫࢺ㛫㛵ಀࠊ㝵ᒙ᱁ᕪࡣ࠺ື࠸࡚࠸ࡿࡢ
㸽 ㅮ⩏࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆලయⓗ࡞ࢹ࣮ࢱᇶ࡙ࡁ᳨ウࡋࠊ᭱ᚋࠊ㸰㸯ୡ⣖ࡢࣥࢻࡢᙺ
ࠊࡑࢀᑐࡍࡿ᪥ᮏࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓ࠸ࠋ

࠙ㅮᗙղࠚ㸸࣋ࢺࢼ࣒
ࣇࣛࣥࢫࡽࡢ⊂❧ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ᡓதඹ⏘⩏⤒῭ࡢΰࡢᚋࠊ ᖺࡢࢻࣔᨻ⟇ࡢ㌿
ࡼࡗ࡚⤒῭㛤ᨺᕷሙ⤒῭ࢆ㐍ࡵࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡣ┠ぬࡋ࠸⤒῭ᡂ㛗ࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓࠋ⡿ࡢ㍺ฟ࡛ࡣࢱ
ࢆᢤ࠸࡚ୡ⏺➨  ࡞ࡿゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡋࠊࢥ࣮ࣄ࣮࡞ࡢ୍ḟ⏘ရ࡛ࡶୡ⏺ࡢせ࡞㍺ฟᅜ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢඃ⚽࡞ປാຊࠊᏳᐃࡋࡓᨻ࣭♫ࠊ᪥ᮏ࣭୰ᅜ࣭$6($1 ㏆࠸࠸࠺ᆅ⌮ⓗඃ
ᛶࡼࡾࠊ୰ᅜࡢ୍ᴟ㞟୰ࢆ㑊ࡅࠊᢞ㈨ࣜࢫࢡࢆศᩓࡉࡏࡿ࠸࠺ࠕࢳࣕࢼࣉࣛࢫ࣡ࣥࠖࡢ᭷
ຊೃ⿵ࡋ࡚ὀ┠ࢆᾎࡧ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡛ఱࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆࠊ♫ࠊࢥ࣮ࣄ࣮ࠊእࡢ㠃
ࡽぢ࡚࠸ࡃࠋ


 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
➨  ᅇ㸸࣋ࢺࢼ࣒ࡢṔྐ㺃ᩥ࣭♫̿␗㉁ࡢేᏑ♫ࡢάẼ
ྂ⏣ඖኵ㸦ᮾிᏛ⥲ྜᩥ◊✲⛉ᩍᤵ㸧
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 ୡ⣖ࡢ᳜ẸᆅẸ᪘ゎᨺ㐠ືࡢᡭ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࢥࣟࢽࣝ࡞㑇⏘ࢆ⮬ࡽࡢࡾࡍࡿᅜࠊ
ୡ⣖ࡣᑐ❧ࡍࡿᴫᛕࡔࡗࡓ㈨ᮏ⩏♫⩏ࢆࠕඹᏑࠖࡉࡏࡼ࠺ࡍࡿࢻࣔࡢヨࡳࠊఏ⤫ⓗ
࡞₎Ꮠᩥᅪ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᩥᏐࢆ࣮࣐ࣟᏐࡋࡓ၏୍ࡢᅜ࡞ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㨩ຊࢆࠕ␗㉁ࡢేᏑࠖ
ぢฟࡋࡘࡘࠊᅜᐙࢆᅽಽࡍࡿ♫ࡢάຊ࠸࠺㠃ࡽ࣋ࢺࢼ࣒♫ࡢ≉ᚩࢆ⪃࠼ࡿࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
➨  ᅇ㸸࣋ࢺࢼ࣒࣭ࢥ࣮ࣄ࣮ࡽぢࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭ୡ⏺ࡢ㈋ᅔၥ㢟
ụᮏᖾ⏕㸦ᮾிᏛᮾὒᩥ◊✲ᡤᩍᤵ㸧
࣋ࢺࢼ࣒ࡣ  ᖺ௦ୡ⏺➨  ࡢࢥ࣮ࣄ࣮㍺ฟᅜⓎᒎࡋࡓࠋࡋࡋࠊࡑࡢࡇࡀ  ᖺ௦
ึࡵୡ⏺ࡢࢥ࣮ࣄ࣮౯᱁ࡢᭀⴠࢆࡶࡓࡽࡋࠊୡ⏺୰ࡢࢥ࣮ࣄ࣮⏕⏘⪅ࡀ㈋ᅔ࠶࠼ࡄࠕࢥ࣮ࣄ࣮
༴ᶵࠖࡤࢀࡿ≧ἣࢆࡶࡓࡽࡍࡦࡘࡢせᅉ࡞ࡗࡓࡋ࡚࣋ࢺࢼ࣒ࡣ㠀㞴ࡉࢀࡓࠋ࡞ࡐࡑࢀ
ᛴ⃭ࢥ࣮ࣄ࣮⏕⏘ࢆఙࡤࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࢥ࣮ࣄ࣮࠸࠺ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၟရࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭ࡢࣥࣃࢡࢺࡀᆅ᪉ࡢࢥ࣮ࣄ࣮⏕⏘⪅ࡲ࡛ᒆࡃᵝᏊࠊࡑࢀࡀࡶࡓࡽࡍ㈋ᅔ⎔ቃၥ
㢟ࠊࡑࢀࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࡢᵝࠎ࡞ᅜ㝿ⓗ࡞ᨭດຊࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
➨  ᅇ㸸࣋ࢺࢼ࣒ࡢእࢹࣥࢸࢸ࣮
ྂ⏣ඖኵ㸦ᮾிᏛ⥲ྜᩥ◊✲⛉ᩍᤵ㸧
ࢻࣔ௦ࡢ᪉እࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࢆࡵࡄࡿᅜ㝿⎔ቃࡢᖜ࡞ዲ㌿ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ୰࡛ࡶࡘ
࡚ᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡓ $6($1㸦ᮾ༡ࢪㅖᅜ㐃ྜ㸧࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ࡋࡓࡇࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᅜ㝿ⓗᆅ
ࢆᏳᐃࡉࡏࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ$6($1 ⮬యࡢᅜ㝿ⓗᙺࢆቑࡉࡏࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠕᮾ༡ࢪࡢ୍ဨࠖ
࡞ࡗࡓ࣋ࢺࢼ࣒ࡣࠊ୍᪉࡛ࠊࡑࡢಶᛶࢆ⏕ࡋࡓⓎᒎࡢࡓࡵࡣࠊࡘ࡚ࡣ₎Ꮠᩥᅪࠊᮾࢪ
ୡ⏺ࡢ୍ဨ࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ఏ⤫ࢆ㉳ࡍࡁࡔࠊ࠸࠺ኌࡀᅜෆ࡛ᙉࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ₎Ꮠᩍ⫱άㄽ࡞
ࡶᥦၐࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢ࣋ࢺࢼ࣒ࢆୡ⏺ࡢ୰࡛࠺⨨ࡅࡿࡢࠊࡑࡢࢹࣥ
ࢸࢸࢆࡵࡄࡿⴱ⸨ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ


࠙ㅮᗙճࠚ㸸ࣥࢻࢿࢩ㸫⤒῭Ⓨᒎࡢ㌶㊧ࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⏘ᴗࡢኚ㑄
 ୡ⣖ᮎࡢࢪ⤒῭༴ᶵࡢᡴᧁࡑࢀ⥆ࡃᨻኚࢆࡃࡄࡾᢤࡅࡓࣥࢻࢿࢩࡣࠊ ୡ⣖ධ
ࡗ࡚ᖺ⋡ᖹᆒ㸴㸣ࢆ㉺࠼ࡿᏳᐃࡋࡓ⤒῭ᡂ㛗ࢆ⥆ࡅࠊࡑࡢ₯ᅾຊୡ⏺ࡢὀ┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ
ࡋࡑࡢᡂ㛗ࡢ୰㌟ࢆぢࡿࠊᮾࢪࠊᮾ༡ࢪࡢࡢ᪂⯆ㅖᅜࡣᑐ↷ⓗࠊ࠸ࢃࡺࡿ㍺ฟᣦྥ
ᕤᴗࡣ࡞ࡾ␗࡞ࡿࣃࢱ࣮ࣥࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࠋὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣࠊᕤᴗ〇ရ௨ୖ᪂ࡋ࠸ࢱࣉࡢ
୍ḟ⏘ရ㍺ฟࡀዲㄪ࡛࠶ࡿࡇࠊࡲࡓෆ㟂ࡀ᪲┒࡛ࠊᅜෆ⥲⏕⏘㸦*'3㸧ᑐࡍࡿ㍺ฟ㢠ࡢẚ⋡ࡘࡲ
ࡾ㍺ฟ౫Ꮡᗘపୗࡢഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡇࡔࠋࡇࡢㅮᗙ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⤒῭Ⓨᒎࡢ㌶㊧ࢆ  ୡ⣖ᚋ
༙ࡽࡢ㏆⌧௦⤒῭ྐయࡢṔྐⓗ㐣⛬ࡢ࡞࡛⨨࡙ࡅࡓ࠺࠼࡛ࠊ୍ḟ⏘ရ㍺ฟࡢ࡞ᢸ࠸ᡭ࡛࠶
ࡿࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⏘ᴗࡢṔྐ⌧≧ࢆࠊ࠸ࡃࡘࡢ⏘ရ༶ࡋ࡚᫂ࡽࡋࡓ࠸ࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
➨  ᅇ㸸ࣥࢻࢿࢩ㏆⌧௦⤒῭ྐᴫㄽ
ຍ⣡ၨⰋ㸦ி㒔Ꮫྡᩍᤵ㸧
  ୡ⣖༙ࡤࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢࣥࢻࢿࢩ⤒῭ࡢṔྐⓗኚࢆࠊࡲࡎ࡞㍺ฟ⏘ᴗࡢኚ㑄࠸࠺どⅬ
ࡽᩚ⌮ࡍࡿࠋḟࠊேཱྀᡂ㛗⡿ࢆ୰ᚰࡍࡿ㣗⣊⏕⏘ࡢ㛗ᮇⓗ᥎⛣ࢆ═ࡵࠊࡑࢀࡀ㍺ฟ⏘ᴗࡢኚ
㑄࠺㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࢆ᳨ウࡍࡿࠋ᭱ᚋࠊ㐣ཤᩘ༑ᖺ㛫ࡢேཱྀᵓᡂࠊປാேཱྀࡢ⏘ᴗ㒊㛛ูᏛṔ
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ูᵓᡂࡢኚࠊ㒔ᕷேཱྀᐙ᪘ᵓᡂࡢኚ࡞ࢆ᳨ウࡋ࡚♫⤒῭ᵓ㐀ࡀ࠺ኚࢃࡗ࡚ࡁࡓࢆᢲࡉ
࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊ ୡ⣖ධࡗ࡚ࡽࡢ⤒῭ᡂ㛗ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡢ≉ᚩࢆ࠸ࡃࡘࡢᇶ♏ⓗ⤫ィࢹ࣮ࢱࢆ♧ࡋ
࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡍࡿࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
➨  ᅇ㸸ୡ⏺⤒῭ࣥࢻࢿࢩࡢせ㍺ฟရࡢ┒⾶㸦㸯㸧㸸ࢥ࣮ࣄ࣮ࠊ◁⢾ࠊ⡿
ຍ⣡ၨⰋ㸦ி㒔Ꮫྡᩍᤵ㸧
ࡘ࡚࢜ࣛࣥࢲ㡿᳜Ẹᆅ࡛࠶ࡗࡓࣥࢻࢿࢩ࡛  ୡ⣖༙ࡤࡲ࡛᭱ࡶ㔜せ࡞㍺ฟ⏘ရ࡛࠶ࡗࡓࢥ
࣮ࣄ࣮ࡢ⏕⏘ࡀ  ୡ⣖ᮎࡽ  ୡ⣖ึࡵࡅ࡚࠸ࡗࡓࢇ⾶㏥ࡋࡓ࠶ᚎࠎάࡋࠊୡ⏺➨㸲
ࡢ㍺ฟᅜࡢᆅࢆ☜ಖࡍࡿ⮳ࡗࡓ⤒㐣ࢆ᳨ウࡍࡿࠋḟࠊ ୡ⣖ᚋ༙ࡽ᭱㔜せ㍺ฟ⏘ရ࡞ࡗࡓ
◁⢾ࡀ 㹼 ᖺ௦ࡢ⦾ᰤࢆ⤒࡚  ᖺ௦ࡣࡁࡃᚋ㏥ࡋࠊ⊂❧ᚋ  ᖺ௦ࡽࡣቑ⏘ࢆ⥆ࡅ
ࡓࡶࢃࡽࡎ㍺ฟ➇தຊࢆ࡞ࡃࡋ࡚◁⢾㍺ධᅜ㌿ࡌࡓ㐣⛬ࢆࡾ㏉ࡗ࡚ࡑࡢពࢆ⪃࠼ࡿࠋ
 ᖺ௦ࡲ࡛ࣥࢻࢿࢩ㸦ࢪࣕ࣡㸧ࡣᮾ༡ࢪ᭱ࡢ⡿㍺ฟᆅᇦࡔࡗࡓࡀࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⏘ᴗ
Ⓨ㐩⭡  ᖺ௦ࡽ⡿㍺ධᅜኚࢃࡗࡓࡇࠊ⊂❧ᚋࡣࠕ⥳ࡢ㠉ࠖࡼࡾ⡿ࡢቑ⏘ࢆ㐩ᡂ
ࡋࡓࡀ౫↛⡿㍺ධࡣ⥆࠸࡚࠸ࡿࡇࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣ࡞ࡐ࡞ࡢࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
 
 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
➨  ᅇ㸸ୡ⏺⤒῭ࣥࢻࢿࢩࡢせ㍺ฟရࡢ┒⾶㸦㸧㸸ࢦ࣒ࣈࣛࣖࢩ
ຍ⣡ၨⰋ㸦ி㒔Ꮫྡᩍᤵ㸧
㞄ᅜ࡛࠶ࡗࡓⱥ㡿࣐ࣛࣖࡢᚋࢆ㏣࠸  ᖺ௦ࡽᛴቑࡋࡓࣥࢻࢿࢩ㸦ᙜࡣ࢜ࣛࣥࢲ㡿ᮾࣥ
ࢻ㸧ࡢኳ↛ࢦ࣒⏕⏘ࡣ  ᖺ௦ࡣ᭱㔜せ㍺ฟ⏘ᴗ࡞ࡾࠊ⊂❧ᚋࡶ  ᖺ௦ึࡵࡲ࡛ࡑࡢᆅࢆ
ಖࡗࡓࠋ ᖺ௦ᚋ༙ࡽࡣ▼Ἔࡀ᭱㔜せ㍺ฟ⏘ရ࡞ࡾࠊኳ↛ࢦ࣒ࡣྜᡂࢦ࣒ࡢ➇தᢲࡉࢀ࡚
ᅜ㝿౯᱁ࡶప㏞ࡋࡓࡀࠊ ᖺ௦ࡽࡩࡓࡓࡧୡ⏺ⓗ㟂せࡀᛴቑࡋᡂ㛗⏘ᴗࡋ࡚ࡢᆅࢆᅇࡋࡓࠋ
ࡑࢀࡣࠊୡ⏺⤒῭యࡢᵓ㐀ኚ࠺㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆほᐹࡍࡿࠋࢦ࣒௨ୖ㏆ᖺᡂ㛗ࡀ┠ぬࡲ
ࡋ࠸ࡢࡀࠊ ᖺ௦࣐࣮ࣞࢩ࡛ቑ⏘ࡀጞࡲࡾ  ᖺ௦ࡽࡣࣥࢻࢿࢩࡶࡑࢀࡀἼཬࡋࡓ
ࣈࣛࣖࢩࡢ᱂ᇵࡑࢀࢆཎᩱࡍࡿࣃ࣮࣒Ἔࡢ㍺ฟ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊࣥࢻࢿࢩࡣ࣐࣮ࣞࢩࢆᢤ
ࡁୡ⏺୍ࡢࣈࣛࣖࢩ⏕⏘ᅜ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ㐣⛬Ṕྐⓗពࢆࠊࡸࡣࡾୡ⏺ⓗど㔝ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ

࠙ㅮᗙմࠚ㸸࣑࣐࣮ࣕࣥ
࣑࣐࣮࡛ࣕࣥࡣ  ᖺࡢࢡ࣮ࢹࢱ࣮௨᮶ࠕ㌷ᨻࠖࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓࡀࠊ ᖺࡢ᠇ἲไᐃࠊ ᖺࡢ
⥲㑅ᣲࢆ⤒࡚ࠕẸᨻࠖ⛣⾜ࡋࡓࠋࡉࡽ  ᖺ  ᭶ࠊ㌷ᨻୗ࡛⮬Ꮿ㌾⚗ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓ࢘ࣥࢧࣥࢫ
࣮ࢳ࣮Ặࡀᅜ㆟ဨᙜ㑅ࡋࠊẸࡑࡋ࡚ྠ୪⾜ࡋ࡚⤒῭ࡢ⮬⏤ࡀ㞷ᔂࢆᡴࡗࡓࡼ࠺㐍ᒎࡋ
ጞࡵࡓࠋᮏㅮ⩏࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓኚࡢ⫼ᬒ⌧≧࠾ࡼࡧᚋࡢᒎᮃࢆ⤒῭ၥ㢟̿≉ேཱྀࡢ༙ࢆ༨
ࡵࡿ㎰ᮧ㺃㎰ᴗၥ㢟̿ࢆ୰ᚰ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡃࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
➨  ᅇ㸸ࣅ࣐࣑࣐࣮ࣝࣕࣥ̿ᨻ⤒῭యไࡢኚᐜ̿
㧘ᶫ㞝㸦ᮾிᏛᮾὒᩥ◊✲ᡤᩍᤵ㸧
⊂❧ᚋࡽ♫⩏ࢆᚿྥࡋࠊࣅ࣐ࣝᘧ♫⩏࠸࠺≉Ṧ࡞యไࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ࣑࣐࣮ࣕࣥࠋయไ
ࡣ࡞ࡐ⾜ࡁワࡗࡓࡢࠊࣅ࣐ࣝࡽ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᅜྡኚ᭦ࡣࢇ࡞ពࡀ࠶ࡿࡢࠊ ᖺ௨㝆
ࡢ㌷ᨻࡣ♫⩏ࢆᨺᲠࡋࡓࡢࠊ⌧ᅾ㐍⾜୰ࡢẸ⤒῭⮬⏤ࡣࢇ࡞ពࢆᣢࡘࡢࠊ࠸
ࡗࡓどⅬࡽࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᨻ⤒῭ྐࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
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 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
➨  ᅇ㸸࣑࣐࣮ࣕࣥࡢ⤒῭㎰ᴗ
㧘ᶫ㞝㸦ᮾிᏛᮾὒᩥ◊✲ᡤᩍᤵ㸧
 ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢ㎰ᴗ㒊㛛ࡣᅜẸ⥲⏕⏘ࠊປാேཱྀࠊ㎰ᮧᒃఫேཱྀ࠸ࡗࡓᣦᶆ࡛ぢࡿࠊᅜẸ⤒῭ࡢ
ᒙࢆ༨ࡵࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥ⤒῭ࡢᒇྎ㦵ࢆ⫼㈇ࡗ࡚ࡁࡓࠋ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢ㎰ᴗ࠸࠼ࡤࠊᖹཎࡸࢹࣝࢱࡀ
┤ࡄ㉳ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ከᵝ࡞ഃ㠃ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㔜せ⏘ᴗ࡛࠶ࡿࡀࡓࡵ⤒῭
యไࡁࡃస⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ࣑࣐࣮ࣕࣥ㎰ᴗࡢᆅᇦᵓ㐀ࠊ⤒῭యไ㎰ᴗࡢ㛵ಀࠊ㎰ᴗᢏ⾡య⣔
ࡢⓎᒎ࠸ࡗࡓほⅬࡽࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢ㎰ᴗ⤒῭ࢆ⪃࠼ࡿࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
➨  ᅇ㸸࣑࣐࣮ࣕࣥ㎰ᮧࡢᐇീ
㧘ᶫ㞝㸦ᮾிᏛᮾὒᩥ◊✲ᡤᩍᤵ㸧
 ᖺࡢ⥲㑅ᣲ௨㝆ࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࡣ✺↛ୡ⏺ࡢὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋᚋḢ⡿ࡢ⤒῭ไࡀ
ゎࢀࡿ୰ࠊሖࢆษࡗࡓࡼ࠺እᅜ㈨ᮏࡀὶධࡋࠊ㎰ᴗࡽၟᕤᴗࠊ㎰ᮧࡽ㒔ᕷࠊつᶍ࡞ே
ཱྀ⛣ືࡀ㉳ࡇࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡛ࡣࡢࡼ࠺࡞ேࠎࡀᮧࡽ⏫ฟ࡚ࡃࡿࡢࠋ ேཱྀࡢ  ศࡢ  ࡀ
ᒃఫࡍࡿ㎰ᮧ㒊ࡣ౫↛ࡋ࡚ሗ㐨ࡶὀ┠ࡶࡉࢀ࡞࠸ࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫ࡛࠶ࡿࠋ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢ㎰ᮧ♫
ᵓ㐀ࡣࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࡢࠊ᪥ᮏࡢᮧࡢ㐪࠸ࡣࡇ࠶ࡿࡢࠊᮧேࡢ౯್ほࡣࡢࡼ࠺
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ࠸ࡗࡓどᗙࡽࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥ㎰ᮧ♫ࡢᐇീ㏕ࡿࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
➨  ᅇ㸸ࢪࢆᕠࡿᅜ㝿ᨻ
⏣୰᫂ᙪ㸦⊂❧⾜ᨻἲேᅜ㝿༠ຊᶵᵓ⌮㛗࣭ᮾிᏛᮾὒᩥ◊✲ᡤጤკᩍᤵ㸧

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
➨  ᅇ㸸⥲ྜウㄽ㸸᪂ࡋ࠸ࢪࡢᙧࠊ᪥ᮏࡢᙺ
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#50'6 ཎКǻȟȊȸ
 $61(7 ࡛ࡣඹദࢭ࣑ࢼ࣮ࡢࠊ≉ูࢭ࣑ࢼ࣮㢟ࡋ࡚௨ୗࡢ⏬ࢆᐇࡋࡓࠋ

ࠐⱥㄒㄽᩥࡢ᭩ࡁ᪉ࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕⱥᩥᰯṇ࢚ࢹࢸ࣮ࢪࠖࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊⱥㄒㄽᩥࡢ᭩ࡁ᪉ࢭ࣑ࢼ
࣮ࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋ
࠙᪥ ࠚ   ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
࠙ ሙࠚ  ᮾிᏛ ᮾὒᩥ◊✲ᡤ  㝵 ㆟ᐊ
࠙ㅮ ᖌࠚ  ࣑ࣜࣥࢲ࣭ࣁࣝẶ
      㸦ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕞ❧Ꮫ࣭ゝㄒᏛᑓᨷ༞ࠋ
 ᖺ௨᮶ࠊ᪥ᮏ࡛ⱥㄒᣦᑟᚑࠋ
       ⌧ᅾࡣᮾிᏛ་Ꮫ㒊 㠀ᖖㅮᖌࠊ
ᮾிᕤᴗᏛ≉௵ᩍᤵ㸧
࠙ෆ ᐜࠚձ ⱥㄒㄽᩥࢆ᭩ࡃ๓ᚲせ࡞‽ഛᚰᵓ࠼
     ղ ⱥㄒㄽᩥࡢᵓᡂ᪉ἲ
     ճ ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢⱥㄒㄽᩥࢆ⏝࠸ࡓ◊✲



࠙ཧຍ㈝ࠚ ↓ᩱ 㸦せⓏ㘓㸧
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ࠐࢪࢆ▱ࡿʊ ࣥࢻࢿࢩࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᫎ⏬ ࠗ࢜ࢺࢥ㬀࠘ ࡽ

ࣥࢻࢿࢩࢆ⯙ྎࡋࡓᫎ⏬ࡢୖᫎࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ๓ࣥࢻ
ࢿࢩ◊✲⪅ࡢ㧗ᆅ⸅Ặࡢᴫㄝࢆ⪺ࡁࠊᫎ⏬ࡢど⫈ᚋேࡢ┘╩
ࡢ 4 $ ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡛ᫎ⏬ࡀࡼࡾ㠃ⓑࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࠸ࢁ࠸
ࢁ࡞ཷࡅṆࡵ᪉ࠊࡑࡋ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ゎ㔘ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸㢪࠸࡞ࡀ
ࡽసࡗࡓࠖ࠸࠺┘╩ࡢゝⴥ㏻ࡾࠊ㛤ࢀࡓᫎ⏬࡛㆟ㄽࡶᙎࡳࡲࡋࡓࠋ

࠙᪥ ࠚ   ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 
࠙ ሙࠚ  ᮾிᏛ ᮾὒᩥ◊✲ᡤ  㝵 ㆟ᐊ
࠙㢟 ྡࠚ  ࢪࢆ▱ࡿʊ ࣥࢻࢿࢩࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥ  
ࢱ࣮ࣜᫎ⏬ ࠗ࢜ࢺࢥ㬀࠘ ࡽ
⯙ྎࡣࣥࢻࢿࢩࡢࢪࣕ࣡ᓥࠋᩘ༓ࡢ⏨ࡓࡕࡀࠊ㬀ࡢධࡗࡓ⡲ࢆ
ᢪ࠼࡚㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡿࠋ➇ᢏ㛤ጞࡢྜᅗࡶ⏨㐩ࡣᆅ㠃ࡽ㸵࣓࣮




ࢺࣝࡢ⨨࠶ࡿ㬀ࡢ⡲ࢆࡺࡍࡾጞࡵࡿࠋᑂุࢆ㨩ࡍࡿ⨾ࡋ࠸㬆ࡁ
ኌࢆฟࡉࡏࡼ࠺ࡍࡿࡢࡔࠋࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜࢆࡿேࡢ┘╩ࡢど
⥺ࢆ㏻ࡌࠊᫎ⏬࡛ࡣࠊࣥࢻࢿࢩ♫ࡸࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࠊ᐀ᩍ㛵ࢃࡿ
ၥ㢟ගࡀ࠶࡚ࡽࢀࡿࠋ

࠙ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ  
 ࠕࣥࢻࢿࢩࢆ▱ࡿࡓࡵࠖ 㧗ᆅ⸅ 㸦ᮾிᏛ㸧
 ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᫎ⏬ ࠗ࢜ࢺࢥ㬀࠘ ୖᫎ
      ┘╩ -LPGH6qYH .LDQ7MRQJ
     ࣥࢻࢿࢩㄒ࣭ⱥㄒ㸦ⱥㄒᏐᖥࡁ㸧ࠊ ศࠊ ᖺ   
 ୧┘╩ࢆ࠼࡚ࡢ㆟ㄽ
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資

料

㻴㻞㻢㻚㻠㻚㻤

⥲㛗ᐊ⥲ᣓጤဨ⤌⧊ᅗ
⥲㛗ᐊ㻔ᮾ
ᮾᇶᮏ⤌⧊つ๎➨䠍䠏᮲➨䠎㡯㻕
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ૉ௴ॹ়ଁॱش৴ଢ଼ਃଡ㻔㻔㻱㻰㻵㼀㻻㻾㻵㻭㻕
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ਲஞ੦ຊে৾ଢ଼ਤ७থॱش
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㻴㻞㻝㻚㻜㻣ਝ઼

ધછை
㻴㻞㻢㻚㻜㻠ਝ઼
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ੵ৾௺ଢ଼ఐ؞௺৾ੵقੲਾ৶ੵ৾௺ಉহਜك

মਜୖ

ᮾிᏛ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡෆつ
ᖹ ᡂ 21 ᖺ 10 ᭶ 29 ᪥
⥲
㛗

ᐃ
㸦㊃᪨㸧
➨㸯᮲ ࡇࡢෆつࡣࠊᮾிᏛ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦௨ୗࠕᮏࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
ࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦┠ⓗ㸧
➨㸰᮲ ᮏࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࠊᆅᇦࡸࢹࢩࣉࣜࣥࢆၥࢃࡎࠊᗈࡃ᪥ᮏ࣭ࢪ᥋Ⅼࢆࡶࡘᩍ⫱࣭◊✲ᚑࡍ
ࡿேࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋࠊࡇࢀక࠸◊✲⪅㛫ࡢ༠ຊཬࡧὶࢆάᛶࡋࠊ᪥ᮏࢆྵࡴࢪ㛵ࢃࡿ᪂
ࡋ࠸ᩍ⫱ཬࡧ◊✲ࢆฟࡍࡿࡇࡼࡾࠊᮾிᏛ࠾ࡅࡿᩍ⫱࣭◊✲ࢪㅖᅜࡢዲࡢⓎᒎᐤࡍ
ࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
㸦ᴗົ㸧
➨㸱᮲ ᮏࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾࠸࡚ࡣࠊ๓᮲ࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊḟࡢྛྕᥖࡆࡿᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
(1) ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿ◊✲ࡢᏛ㝿ⓗ᥎㐍
(2) ࢪᆅᇦࢆಠ▔ⓗど㔝ࡽ⌮ゎࡍࡿேᮦ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡋࡓᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐠
 Ⴀ
(3) ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿ◊✲⪅ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏
(4) ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿேࡢὶಁ㐍
(5) ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿሗࡢ
(6) ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᏛⓗ࡞ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ
(7) ࡑࡢ๓᮲ࡢ┠ⓗ㐩ᡂࡢࡓࡵᚲせ࡞ᴗົ
㸦⤌⧊➼㸧
➨㸲᮲ ᮏࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊᑓ௵ᩍဨࠊව௵ᩍဨࠊ≉௵ᩍဨࠊົ⫋ဨࠊ≉௵ᑓ㛛ဨ➼ࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 ๓㡯ࡢᑓ௵ᩍဨཬࡧ≉௵ᩍဨࡢ㑅⪃ࡣࠊᮾிᏛ⥲㛗ᐊ⥲ᣓጤဨࡀ⾜࠺ࠋ
㸦ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗㸧
➨㸳᮲ ᮏࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ࡣࠊᮏᏛࡢᩍဨࡢ࠺ࡕࡽࠊ⥲㛗ࡀᣦྡࡍࡿࠋ
㸱 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ࡢ௵ᮇࡣࠊ㸰ᖺࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
㸦ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗㸧
➨㸴᮲ ᮏࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ࡣࠊᮏᏛࡢᩍဨࡢ࠺ࡕࡽࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ࡀᣦྡࡍࡿࠋ
㸱 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ࢆ⿵బࡍࡿࡶࡢࡋࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ᨾࡀ࠶ࡿࡁࡣࡑࡢ⫋ົࢆ
௦⌮ࡍࡿࠋ
㸲 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ࡢ௵ᮇࡣࠊ㸰ᖺࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
㸦㐠Ⴀጤဨ㸧
➨㸵᮲ ᮏࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊࡑࡢ⟶⌮ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㔜せ㡯ࢆᑂ㆟ࡍࡿࡓࡵࠊ㐠Ⴀጤဨࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 㐠Ⴀጤဨ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊูᐃࡵࡿࠋ
㸦ົ㸧
➨㸶᮲ ᮏࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛵ࡍࡿົࡣࠊᮾὒᩥ◊✲ᡤົ㒊࡛⾜࠺ࠋ
㸦⿵๎㸧
➨㸷᮲ ࡇࡢෆつᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊᶵᵓࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊูᐃࡵࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢෆつࡣࠊᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
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᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㐠Ⴀጤဨせ㡯
ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥
᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱
◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗 ᐃ
㸦㊃᪨㸧
➨㸯 ࡇࡢせ㡯ࡣࠊᮾிᏛ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡෆつ➨㸵᮲➨㸰㡯ᇶ࡙ࡁࠊ᪥ᮏ࣭
ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㐠Ⴀጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ᚲせ࡞㡯ࢆᐃࡵࡿ
ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦௵ົ㸧
➨㸰 ጤဨࡣࠊ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⟶⌮ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㡯ࢆᑂ㆟ࡍࡿࠋ
㸦⤌⧊㸧
➨㸱 ጤဨࡣࠊጤဨ㛗ཬࡧጤဨࢆࡶࡗ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ
㸦ጤဨ㛗㸧
➨㸲 ጤဨ㛗ࡣࠊ᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗㸦௨ୗࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆࡶࡗ࡚
࡚ࡿࠋ
➨㸳 ጤဨ㛗ࡣࠊጤဨࢆᣍ㞟ࡋࠊົࢆ⤫ᣓࡍࡿࠋ
㸦ጤဨ㸧
➨㸴 ጤဨࡣࠊḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ࡀጤკࡍࡿࠋ
 㸦㸯㸧ྛ◊✲⛉ࠊཬࡧྛ◊✲㒊᥎⸀ࡢᩍᤵཪࡣᩍᤵ ྛ㸯ྡ
 㸦㸰㸧㝃⨨◊✲ᡤ᥎⸀ࡢᩍᤵཪࡣᩍᤵ ⱝᖸྡ
 㸦㸱㸧ࡑࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛗ࡀᚲせㄆࡵࡓ⪅ ⱝᖸྡ
➨㸵 ጤဨࡢ௵ᮇࡣࠊ㸰ᖺࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
➨㸶 ጤဨḞဨࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢᚋ௵⪅ࡢ௵ᮇࡣࠊ๓௵⪅ࡢṧ௵ᮇ㛫ࡍࡿࠋ
㸦ᗢົ㸧
➨㸷 ጤဨࡢᗢົࡣࠊᮾὒᩥ◊✲ᡤ⥲ົࢳ࣮࣒࠾࠸࡚ฎ⌮ࡍࡿࠋ
㸦ࡑࡢ㸧
➨㸯㸮 ࡇࡢせ㡯ᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊጤဨࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ᚲせ࡞㡯ࡣࠊጤဨࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ
   㝃 ๎
㸯㸬ࡇࡢせ㡯ࡣࠊᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㸰㸬ࡇࡢせ㡯ࡢ⾜క࠸ࠊ㸿㹑㹌㹃㹒㐠Ⴀጤဨせ㡯㸦ᖹᡂ㸯㸵ᖺ㸯㸰᭶㸯᪥ᅜ㝿㐃ᦠᮏ㒊㛗㏻▱㸧ࡣᗫṆࡍ
ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᮏせ㡯ࡢ⾜᪥ࡢ๓᪥ࠊ㸿㹑㹌㹃㹒㐠Ⴀጤဨせ㡯➨㸴ᐃࡵࡿጤဨ࡛࠶ࡗࡓ⪅ࡢ⾜᪥௨ᚋ
ࡢ௵ᮇࡣࠊᚑ๓ࡢ௵ᮇࢆᘬࡁ⥅ࡄࡶࡢࡍࡿࠋ
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『日本・アジア学』講座シラバス（2010 年度）抜粋 … 表紙

日本・アジアに関する教育研究ネットワーク

東京大学全学研究科等横断型教育プログラム

日本・ アジア学
平成22年度シラバス

Japan-Asian Studies Program
Academic Year 2010-2011

東京大学の大学院生

参加資格 （所属研究科・教育部は問いません）
Eligibility

All University of Tokyo students
(Regardless of graduate school or educational department)

修了要件
Completion
criteria

12単位
（言語科目群は4単位まで）
12 credits
(No more than four from language-related disciplines)
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『日本・アジア学』講座シラバス（2011 年度）抜粋 … 表紙

東京大学全学研究科等横断型教育プログラム

日本・アジアに関する教育研究ネットワーク

平成23年度シラバス

Japan-Asian Studies Program
Academic Year 2011-2012

東京大学の大学院生

参加資格 （所属研究科・教育部は問いません）
Eligibility

All University of Tokyo students
(Regardless of graduate school or educational department)

修了要件
Completion
criteria

12単位
（言語科目群は4単位まで）
12 credits

そんな想いをもつあなたに。

(No more than four from language-related disciplines)

修了証
Certificate
of Program
Completion

東京大学が授与する
正式な修了証

「日本・アジア学」教育プログラムは、
文系・理系を問わず、激動するアジアを広く、
そして深く知ることができるカリキュラムです。

Certificate formally awarded
by University of Tokyo
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『日本・アジア学』講座シラバス（2011 年度）抜粋 … Students voice/Teachers voice

Students voice

生徒の声

●受講生／田口純子
●所 属／大学院工学系研究科建築学専攻修士課程
村松伸研究室

●受講生／池北眞帆
●所 属／大学院総合文化研究科地域文化専攻
修士課程１年

私 は 、修 士 課 程 の 2 0 0 9 、2 0 1 0 年 度 に か けて「 日
本・アジア学」を履修し、総論、社会技術論、自然環境論
など、様々な分野の講義を受けました。自身が建築や
都市を学びながら、現代の国際社会や環境というもの
を総合的に捉える必要を感じたことから、全学研究科
等横断型教育プログラムという形で講義を履修でき
たことは非常に良い機会でした。今、私たちに求めら
れることは、アジアをはじめとした広域の社会や環境
に向き合うこと、そして、専門領域の知識の深化のみ
ならず、学問領域を超えた知の集積に向き合うことだ
と思います。学生がよ
り広い視野を養う機
会 として、
「 日 本・ア
ジア 」学 が 今 後 も 発
展を続けることを期
待いたします。

本講義の受講の決め手となったのは、実際に現地で
フィールドワークを経験できることだ。今回滞在したベ
トナム、バンメトート市では、池本先生の調査地である
コ ーヒー 農 園 や エコツーリズムを行う 村 などを訪 れ
た。ベトナムは初めてであったが、現地に滞在経験が
ある先生方のおかげで、個人ではなかなか行けない場
所を訪問できた。さらに、ベトナムに行った学生の分野
は多岐にわたっており、大変刺激を受けた。私は普段、
スペインのムスリム移民について研究をしているが、
建築、生物などの背景を持つ参加者の視点を垣間見る
こと が で き た 。今 夏
よりス ペ イン で 1 年
間 、調 査 をする 予 定
であ る。今 回 の 経 験
を生かして調査を行
いたい。

留学生たちと
（本人は中央）

フィールドにて

Teachers voice

先生の声

●責任教員／渡辺知保（医学系研究科・教授）
●担当科目／人類生態学特論Ⅰ

●責任教員／大黒俊哉（農学生命科学研究科・准教授）
●担当科目／里山学総論

Human Ecology I

Satoyama, the traditional rural landscape of Japan

人類生態学は、ヒトの環境への
適応を研究する学問であり、近年
の環境問題・食料問題・人口問題
の 理 解 に 基 本 的 な 知 見 を提 供す
る 学 問 分 野として 期 待 されて い
る。本講義では、
「 人間活動が環境
に及ぼすインパクト」と「インパク
トを受 け た 環 境 か ら 人 間 自 身 が
受けた影響」という人間-環境系の複雑な関わりを人
口統計学や栄養学、環境保健学、精神毒性学、生態学
を切り口に読み解いていく。
アジア・オセアニア地域において進む近代化や都市
化、人口増加、自然環境の劣化、医療技術の発展、健康
転換の現状とその解決策を多面的な視点から理解し
たい学生の受講を歓迎します。我われ人類が直面する
課題をともに考えましょう。

本 講 義では 、長 い 間 日 本 人 の 暮 らしの 場であった
「里山」を対象に、自然と人間のダイナミックな関係の
変遷、多様な生きものが暮らせるしくみ、そして里山の
将来（はあるか？）について、生態学、緑地環境学、農村
計画学、社会学、人類生態学など、多様な学問領域か
らのアプローチによって紐解いてゆき、自然共生社会
を拓く
「自然との共生の智慧」を皆さんとともに考えて
いきます。最終日には東京近郊の里山に出かけ、
「 里山
のいま」を実感することができます。講義はすべて英語
で行いますので、留学生の皆さんの参加をとくに歓迎
しま す。里 山 の 問 題
を、ア ジ ア そ して グ
ローバルな視点から
分野や国境を越えて
考 えて み た い 方 、是
非ご参加下さい！
最終日の里山巡検
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『日本・アジア学』講座シラバス（2012 年度）抜粋 … 表紙

東京大学全学研究科等横断型教育プログラム

日本・アジアに関する教育研究ネットワーク

平成24年度シラバス

Japan-Asian Studies Program
Academic Year 2012-2013

東京大学の大学院生

参加資格 （所属研究科・教育部は問いません）
Eligibility

All University of Tokyo students
(Regardless of graduate school or educational department)

修了要件
Completion
criteria

12単位
（言語科目群は4単位まで）
12 credits

そんな想いをもつあなたに。

(No more than four from language-related disciplines)

修了証
Certificate
of Program
Completion

東京大学が授与する
正式な修了証

「日本・アジア学」
教育プログラムは、
文系・理系を問わず、激動するアジアを広く、
そして深く知ることができるカリキュラムです。

Certificate formally awarded
by University of Tokyo
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『日本・アジア学』講座シラバス（2012 年度）抜粋 … 受講生の声

受講生の声
●受講生／大場 寛之
●所 属／農学生命科学研究科

●受講生／波多野 綾子
●所 属／法学政治学研究科

私はインドネシアをフィールドに、人びとの生業の変
化と社会関係のあり方について研究しています。自分
がフィールドで得た知見がどのように地域固有のもの
なのか、相対的に捉えることができるよう、修士1年次
は、アジア諸国で起きているさまざまな事象を広範に
学べる科目を履修したいと考えていました。科目選択
の際、一般的に農学など
「分野」で科目が紐づけられて
いるのに対し、ここではアジアという「地域」を軸とし
て構成されていたことが、
「 多様な側面から切り取る
ことでアジアを知りたい」そんな自分の想いにマッチ
し、プログラム履修しました。講義を受けた後に国内
外でフィールド調査を経験できる科目もあり、非常に魅
力的なプログラムです。

私 は 、法 学 政 治 学 研 究 科 の 修 士 課 程（ 法 曹 養 成 専
攻）のコースを取りながら、2009〜2011年にかけて
「日本・アジア学」のコースを履修し、
メディア、環境、経
済、哲学など様々な講義を受講しました。専門研究科
で日本の法律を実体法を中心に学びつつも、アジアの
国際関係や環境問題、法整備支援に関心があった私に
とって、
「 日本・アジア学」は素晴らしいコースでした。
「アジアの環境課題とリーダーシップ」の授業では、ア
ジアをはじめ世界各国からの留学生と環境問題につ
いての議論が出来ました。
「アジア環境研究の最前線」
では、他ではなかなか受講の機会のない各分野の気鋭
の先生方に、日本やアジアの環境問題について講義い
ただきました。里山の問題などでは土地の所有権につ
いて現実に起きている法的問題を考えることもできま
した。私たちが生きる日本は，必然的にアジアの国々，
気候，文化と密接な関連をもっています。アジアという
地域ときちんと向き合い，ともに生きるために，専門領
域の知識を深めるのみならず，専門領域を超えた学際
的視点が今必要とされているのではないでしょうか。

●受講生／Robert Baum
●所 属／Graduate School of Engineering

●受講生／李 依真
●所 属／総合文化研究科

My name is Robert Baum, I am from Germany. During my three
years as a student of architecture in the doctor course at Tokyo
University I participated in seven courses offered under the
umbrella of the Japan-Asian Studies Program at five different
graduate schools. The program is a great opportunity to look beyond
the knowledge base of one's own subject and field, it is a truly
interdisciplinary learning approach not limited to but based on a
wider Asian background. As a foreign student with limited Japanese
language ability I especially appreciate that a number of courses are
offered in English, enough to fulfill the requirement for a successful
completion of the program. Furthermore, the courses offered are a
healthy mixture of full semester courses once every week and
intensive short-term courses that can be taken in the semester break
period. Many courses are some kind of lecture series presented by
changing speakers, ensuring a varied presentation of different
points of view on a common topic. I regret that I didn't have the time
to benefit from the large number of language courses offered.
However, very memorable
for me is the course
'Satoyama', that included a
field trip to a satoyama
like NPO in Yokohama.
The theoretical knowledge
presented with lectures
and
discussions
was
perfectly combined with
hands-on experience and
impressions from a real
case in this course.

ǂ 䗣 䖛ߛ䑿ⱘᅲдᴹ
ԧӮ⬄䞢䇗ᶹⱘ㊒
ǃᰃ ᴀ ᄺᳳ ៥ 䗝 ׂ
䖭䮼 䇒 ⱘЏ Ǆ䖭䮼
䇒ⱘ⡍⚍Ѣ㗕Ꮬϡ
ফ ⧚䆎 ࠊ 㑺ǃ㮝⬅ߚ
ᵤϾḜⳈߛܹⷨお
ḌᖗǄЎ⸔䆁㒗ǃ
中国海南島にて
㗕Ꮬᬭᇐ៥ӀҢḋ
ⱘ⦄䈵Ёᭈ⧚ߎড়⧚ⱘ䘏䕥ǃҢ㐕⧤ⱘ䆃ᙃ䞠ᣪᥬ┰
ⱘࡼǃ݊⌏⋐⫳ࡼⱘݙᆍҸҎ্䖲䖲Ǆ㗠ᅲ䰙䍄䆓⍋
फቯǃ⏅ܹЁᇥ᭄⇥ᮣ 咢ᮣ ⱘᴥ㨑ǃЈഎϢᴥ⇥ⱘ
ѦࡼЁሩᓔ䆓䇜ǃᰃ䍷῾⫳Ǆ⬄䞢䇗ᶹЁ᠔䘛ࠄⱘ
ᛣϢߏކǃ䛑 ᇚ៤ Ў⧚ 㾷 Ϣ ᡞ ᦵ 䆹 ഄᚙⱘމ䞡 㽕 㒓
㋶ǃܜᇚ㞾Ꮕᥣぎ㰮ᖗফᛣⱘ⋫⼐ǃॳᴹᰃ⬄䞢䇗ᶹ
ⱘϡѠ⊩䮼ǃ䖭ᰃᴀᄺᳳⱘ䇒Ё៥᠔ᄺࠄ᳔ৃ䌉ⱘ
㒣偠Ǆ

the field trip to Niiharu Citizen's Forest in Yokohama
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『日本・アジア学』講座シラバス（2013 年度）抜粋 … 表紙

平成25年度シラバス
東京大学全学研究科等横断型教育プログラム
東京大学全学研
研究科等横断型教育プログラム

Japan-Asian Studies Program
Academic Year 2013-2014
﹁日本・アジア学﹂教育プログラムは︑
文系・理系を問わず︑
激動するアジアを広く︑
そして深く知ることができるカリキュラムです︒

東京大学の大学院生

参加資格 （所属研究科・教育部は問いません）
Eligibility

All University of Tokyo students
(Regardless of graduate school or educational department)

修了要件
Completion
criteria

12単位
（言語科目群は4単位まで）
12 credits
(No more than four from language-related disciplines)

修了証
Certificate
of Program
Completion

東京大学が授与する
正式な修了証
Certificate formally awarded
by University of Tokyo
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アジア を生き抜くために︒

日本・
アジア学

『日本・アジア学』講座シラバス（2013 年度）抜粋 … 受講生の声

受講生の声
●受講生／鈴木 啓之
●所 属／総合文化研究科
「真剣に向き合うとはどういうことか」を学ぶ機会であったと思います。私が受
講した「アジア研究のフィールドワーク」は、文字通り身体を動かして学び取る講
座でした。フィールドワークといえばペンとノートでひたすら地道に記録を取る
のだろうという先入観は完全に崩れ、最新のGPS機器やソフトを活用した演習、
さまざまな 先 生 方 によ る 対 話 型 のレ クチャー が 刺 激 的 でした 。また 、最 後 の
フィールド実習では、人やモノと全身全霊で対話しながら問いを建てていく苦し
さも経験しました。偏見や先入観のもとだと否定的に考えてきた「（自分にとって
の）当たり前」という感覚が、この講座を通じて時に最も有益な羅針盤になるこ
研究で訪れたヨルダンの首都アンマンにて
とに気づかされたと思います。

●受講生／新谷 春乃
●所 属／総合文化研究科
私は、総合文化研究科の地域文化研究専攻の修士課程に在籍しつつ、2011年から2012年にかけて「日本・ア
ジア学」のコースを履修しました。
「 日本・アジア学」は、
アジアという広がりを様々な専門分野を通して学際的に学
ぶことができるコースです。私自身、専門である文献資料を主に対象としたカンボジア研究という枠組みを超えて、
講義を履修してきました。
「アジア研究のフィールドワーク」では、座学だけではな
く多様な専門の学生や留学生と共にベトナムで研修することを通し、現場を見る
目を養うことができました。
「 第二次世界大戦後の日本のアジア認識」では、日本
人のアジアへのまなざしの歴史的変遷を追うことで、
アジア研究の背後にある研
究者の意識や、研究の時代性を学ぶことができました。
アジアという視点は、今日
本で生きる私たちにとって欠かすことのできないものです。自らの専門を超え、
ア
ジアを学ぶ自らも相対化しつつ、学際的にアジアを理解する力が今求められてい
ると思います。
カンボジアでの聞き取り調査にて

●受講生／ᓴќᗱ
●所 属／ᄺ䰙ᚙᄺᑰᄺ䰙ᚙᄺϧϮ
 ϡ䆎ᰃⷨお乬ⳂǃᎹᖫঞϾҎ݈䍷ˈ
Ā᮹ᴀ噝Ѯ⌆ᄺā䛑ᰃ༥ড়៥ⱘ䳔㽕ⱘϔ䮼䆆ᑻǄ៥䗝ׂњࣙᣀѮ⌆㒣⌢ǃѮ⌆
㞾✊݅⫳䆎ǃЁϰⷨおǃ⇥֫ᄺǃഄඳ᭛࣪ⷨお⡍߿䆆Н˄⬄䯈䇗ᶹ˅ㄝ䇒ˈ䖬㦋ᕫ
њএЁ⍋फቯ咢ᮣഄऎঞ䍞फ䖯㸠⬄䯈䇗ᶹⱘᅱ䌉ԧ偠Ǆ
Ā᮹ᴀ噝Ѯ⌆ᄺā佪ܜ䅽៥㞾Ꮕᛳ݈䍷ⱘ乬Ⳃϟԧ偠ࠄњⳳℷⱘĀ䎼ᄺ⾥āǄᄺ
⾥ᬭᥜⱘᣛᇐϟˈϢⱘৠᄺϔ䍋ህѮ⌆ⱘ䯂乬ᄺд䅼䆎ǃ䖯㸠⬄䯈䇗ᶹˈᰃ䲒
ᕫⱘ㒣ग़Ǆ
ᑊϨˈĀ᮹ᴀ噝Ѯ⌆ᄺā䅽៥ࡴ⧚㾷Ѯ⌆ˈг䅽៥⏅ࠏⱘᛳফࠄˈህㅫᰃ㞾Ꮕⱘ⼪
ˈ៥ⱘњ㾷г䖰䖰ϡǄ㗠ℸ㾺ࠄⱘѮ⌆㞾✊⦃๗ǃеᴥথሩㄝ䆂乬ˈ߭Ў៥
ᣛߎњϔᴵᮄ剰Ϩؐᕫ䗑ᇏⱘ䘧䏃Ǆ
海南島リー族の村にて
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『日本・アジア学』講座シラバス（2014 年度）

平成26年度シラバス
東京大学全学研究科等横断型教育プログラム

Japan-Asian Studies Program
Academic Year 2014-2015

「日本・アジア学」教育プログラムは、
文系・理系を問わず、
激動するアジアを広く、

東京大学の大学院生

参加資格 （所属研究科・教育部は問いません）

そして深く知ることができる

Eligibility

All graduate students of University of Tokyo
(Regardless of graduate school or educational department)

カリキュラムです。
修了要件
Completion
criteria

12単位
（言語科目群は4単位まで）
12 credits
(No more than four from language-related disciplines)

修了証
Certificate
of Program
Completion
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東京大学が授与する
正式な修了証
Certificate formally awarded
by University of Tokyo

『日本・アジア学』講座シラバス（2014 年度）

Introduction

「日本・アジア学」
教育プログラムとは
日本を含むアジアについての教育活動を、部局と分野を超えて新たに体系化・総合化したもので、意欲ある大学
院学生のみなさんが、所属する研究科・教育部局固有の教育カリキュラムに加えて履修し、修了するものです。
本プログラムは、総合科目群と言語科目群に大別されます。総合科目群は、本プログラムの中核をなすもので、
分野横断・部局横断のカリキュラムを通じて、日本を含むアジアについて理解を深めるものです。各研究科・教育部
において正規課程の科目として実施される授業がこれに該当します。総論、社会・文化論、社会技術論、自然環境
論、健康論、情報論、特論からなります。また言語科目群は、教養学部あるいは文学部の学部後期課程（3-4年生）
で開講される外国語科目のうち日本・アジアと関わるものを、意欲ある大学院学生が履修することを奨励するも
のです。
総合科目群のみから、あるいは言語科目群と総合科目群の合計で12単位以上を取得した場合に、プログラムを
修了したと認定し、修了証を発行します。ただし、言語科目群から取得した単位を、修了要件の一部とする場合に
は、4単位を上限とします。

Japan-Asian Studies Program
The Japan-Asian Studies Program is an educational undertaking that
represents a new systemization and a newly comprehensive approach
to Asia, including Japan, that transcends departments and fields. It
can be participated in and completed by all graduate students
interested in it as a supplement to the specific educational curriculum
of whatever graduate school or faculty department they belong to.
The program can be broadly divided into general and
language-related subjects. The general subjects form the core of the
program, and offer a deeper understanding of Asia, including Japan,
by way of an interdisciplinary, interdepartmental curriculum.
Classes held by each graduate school and faculty as part of its
standard curriculum come under the program, which comprises
Liberal Arts and Sciences, Society and Culture, Social Technology,
Natural Environment, Health Sciences, Information Sciences, and
Advanced Studies. Furthermore, when it comes to language-related
disciplines, students who wish to do so are encouraged to take the
Asian foreign language courses offered in the Undergraduate course
senior division (third and fourth year) curriculum of the College of
Arts and Sciences and Faculty of Letters.
In the case of a total of 12 or more credits having been gained from
general theory-related disciplines only or from language-related
disciplines and general theory-related disciplines, recognition will be
given of course completion, and a certificate of completion will be
issued. However, no more than four credits may be gained from
language-related disciplines for the purposes of satisfying
completion requirements.
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総論

《

総合文化
研究科

》
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環境論

特論

《

他の研究科
・教育部

》

言語
科目群

《 農学生命科学
》
研究科

日本・
アジア学

《教養学部・文学部》
（4単位まで）

情報論

《 学際情報
学府 》

プログラム

社会
技術論

健康論

《

医学系
研究科

》

《 工学系
研究科 》
社会・
文化論

《 人文社会系
研究科 》

「日本・アジア学」
プログラム2014
Japan-Asian
Studies Program 2014

『日本・アジア学』講座シラバス（2014 年度）

Step

1
科目履修登録
Step

各研究科・学部の通常の履修手続きに従ってください。

2

科目単位認定
単位・成績の評価は、各科目に関する通常のルールに従って
授業科目ごとに行われます。

Step

3
修了証申請

修了証申請期間は、卒業、修了、あるいは単位取得退学する学期の初めです。
修了証授与を希望する学生は、UT-mate で期間中に手続きを行ってください。
プログラムによって必要な必修科目等の単位数が異なります。
詳細はプログラムウェブサイトで確認してください。

Step

4

修了証授与
各プログラムの所定の単位を取得した履修者には、
東京大学から修了証が授与されます。この修了証は、
全学の教育運営委員会で認められて大学が授与する正式な修了証です。

1

科目履修方法

2

プログラムへの参加

1. Program participation: Enrolling each course

東京大学のすべての大学院研究科・教育部に所属している
学生が履修できます。修了証の取得を目的とした履修だけでなく、個々
の科目のみを履修することも歓迎します。
履修にあたっては、UT-mate上で登録を行ってください。ただし、医学
系研究科など、UT-mateに対応していない研究科・教育部局の学生は教
務課にて手続きを行ってください。
また、履修する科目が所属している研究科・教育部の科目となってい
ない場合には「他研究科（教育部）履修」の手続きを、
また言語科目群の
履修は
「学部科目履修」
の手続きをおこなってください。

All students in the University of Tokyo’s graduate schools may take
part in the program. Students who take part not for the purpose of
gaining a certificate of completion but only for certain courses are
also welcome.
To enroll, please follow the prescribed enrolment procedures of
your graduate school. In case the course you are taking is not part of
the graduate school to which you belong, please complete the
“Other graduate school enrolment” procedures, or, for the
language-related disciplines, the “Undergraduate course enrolment”
procedures.

2. Program participation: Enrolling the program

「日本・アジア学」プログラムに参加しようと考えている方
は、下記のホームページで連絡先等の登録を行ってください。事務局か
ら、適宜、
連絡を受けることができます。

All students who wish to receive the Certificate of Completion are
required to register at the following URL. The Managing
Committee or the network office will hereafter provide you with
necessary information.

http://www.asnet.u-tokyo.ac.jp/node/6727

http://www.asnet.u-tokyo.ac.jp/node/6727

3

修

了

3. Completion

修了要件である12単位（言語科目群からは4単位まで）を満
たしたものは、
課程修了前（単位取得満期退学含む）にUT-Mateにて手
続きを行ってください。手続きの時期等は、各研究科の掲示板ならびに
ASNETのホームページにて通知されます。ただし、所属部局がUT-Mate
に対応していない場合は、所属部局の大学院係・教務係に手続きを聞い
てください。

4

注意事項

Please submit Certificate Request through UT-Mate website, if you
are able to use the UT-Mate system. Otherwise, please ask the
network office. [Note: UT-Mate is at present available only in
Japanese. Please contact the office if you cannot read Japanese].

4. Important points.

●最新情報は常にホームページで確認してください。
●何かわからないことがあれば、お気軽に事務局までご連絡
ください。

>Please check the website regularly for information updates.
>Please direct any inquiries to the network office.

http://www.asnet.u-tokyo.ac.jp/

http://www.asnet.u-tokyo.ac.jp/
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02

『日本・アジア学』講座シラバス（2014 年度）

受講生の声
●受講生／井堂 有子
●所 属／総合文化研究科
「アジア」を学ぶことはすなわち「日本」を振り返ること
勤務と留学で中東やアフリカ、欧州等に滞在して 12 年ぶりに復学した私にとって、刻々と変化する「アジア」
を学ぶことはすなわち「日本」を振り返ることでもありました。
そんな私に貴重な機会を与えてくれた本講座。2013 年度夏学期に『途上国
農村経済論』を受講、「開かれたミャンマーの農村」と「閉ざされた日本の農村」
から見えてくる多様な「農村」のあり方や、
「共同体とは何か」という永遠の問
いについて考えさせられました。また『日中関係』では、歴史学や経済学、社会
学からの様々な日中関係の「今」を覗かせて頂きました。私の指導教官である長
澤先生の『中東経済発展・政治変動と文化社会変容』も本講座の一つです。地域
概念として長年議論されてきた「中東」までも含みこんでしまう伸縮自在な「ア
ジア」。「国民国家」の枠など時に飛び越えて、複合的視点とアプローチで挑んで シリア北部アレッポのクルド人家族とともに
（内戦の早期終結を祈りつつ）
いかねばならないことを痛感しました。ありがとうございました。

●受講生／笠原 慧
●所 属／新領域創成科学研究科
研究のその先にいる人々を想像できるようになった
理系 ( 農学、生命系 ) の私が本プログラムを受講した意義はこれに尽きると思います。
「アジアのフィールドワーク論」「途上国農村経済論」では人間のありのままの姿を見聞きして、
「アマルティア・
センの正義論」
「アジアでがんを生き延びる」では今まで触れたことのない多様なものの考え方を学びました。た
とえ専門と直接関係ある分野では無くとも、新たな分野の学習は自分の専門を見
つめなおす良いきっかけになりました。
特に印象的だったのは「途上国農村経済論」で学んだミャンマーの農村です。
習ったことを確かめるべく長期休暇に訪問したのですが、
「政府に抑圧されて暮
らす農民」という先入観を打ち砕く、流動性の高い農村の姿がそこにはありまし
た。「日本・アジア学」にはこのように先入観を克服するチャンスが沢山あると
思います。日本に生きる者として、自分のバックグラウンドに＋αで「アジア」
の視点を付加することは、非常に意義のあることではないでしょうか。
ミャンマーの農村にて

●受講生／岡 美千瑠
●所 属／学際情報学府

社会情報学コース

社会人の私が感じたこと
私は社会人学生として修士課程に在籍しつつ、2013 年に『日本・アジア学』を履修しました。
当該コースの魅力のひとつは、様々なバックグラウンドや国籍の学生が参加していることです。実際
「里山学総論」
の受講生は半数以上が留学生で、多国籍な環境での討論や共同作業はとても刺激
的であるとともに、新たな視点から多様な価値観を再認識することができました。
また「アジア研究のフィールドワーク論」では世界遺産登録を目指す長良川鵜飼
の鵜匠に話を伺ったり、ベトナムや中国での海外調査に同行させていただきまし
た。自分の専門分野以外の調査手法を実地で学ぶことは修士論文の貴重な教示と
なるとともに、そうして培われた日本・アジアに対する視点や魅力的な人との出
会いは、今後の調査・研究のみならず、豊かな人生の糧になったと考えます。
03
3

ベトナムで家庭料理を手伝う
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『日本・アジア学』講座シラバス（2014 年度）

●受講生／江暉
●所 属／学際情報学府

社会情報学コース
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タイ・バンコクにて

●受講生／ Karim Honein
●所 属／ Graduate School of Agriculture and Life Science
My name is Karim Honein and I was a doctoral student at the University of Tokyo from 2010 to 2013. During those
three years, I enlisted in the ASNET Japan-Asia graduate program and had the opportunity to attend a wide range
of courses from architecture to environmental economics and history. My main incentives for joining the program
were the desire of improving my knowledge of Japan and the need of taking a break from my usual lab work
and research. Indeed, the program gave me the chance of learning a lot while moving away from my routine as a
researcher and refreshing my mind.
The program is constructed in a way that tackles many pressing issues currently facing Japan and Asia and classes
include lectures from invited speakers of different nationalities and backgrounds
allowing a truly Asian approach to the problem.
Finally, I enjoyed the fact that the classes offered us were not particularly tailored
to meet the needs of students from different backgrounds, making it all the more
challenging and interesting to attend. I strongly recommend this program for
anyone looking to make the best out of his/her time as a graduate student in the
University of Tokyo.
Trip in Yamanashi

●受講生／ Nong Yixin
●所 属／ Graduate School of Agricultural and Life Sciences
I always believe that learn from others, we can know better about ourselves. This is reason firstly drew me to this
wonderful lesson. It turned out to be one of the most rewarding experiences to me.
This lecture is nothing about the superficial phenomenon that people generally already know about China or telling
student how to judge or measure China’s relation with Japan. On the contrary, I got to learn about China from many
perspectives, modern economy and finance, traditional education system, land reform and comparison of some
typical cartoon artists between Chinese and Japan. Learning those entire inventive and fascinating topics and feeling
teachers’ passion at the same time, making me realize that Japan and China could never isolate to one another.
However, Chinese should try to open heart and learn about Japanese culture, not only modern entertaining culture
but also its traditions and essence. Another merit of the lecture is not only Japanese teacher will give us lectures, but
also Chinese teacher, really giving us a broad points of view.
There are a thousand Hamlets in a thousand people's eyes. To me, this lecture is very instructive and thought
provoking.
THE
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『日本・アジア学』講座シラバス（2014 年度）

担当教員の声
●担当教員：大黒俊哉（農学生命科学研究科）
●講義題目：SATOYAMA 学概論（緑地創成学特論）
本講義では、長い間日本人の暮らしの場であった「里山」を対象に、自然と人間のダイナミックな関係の変遷、
多様な生きものが暮らせるしくみ、そして里山の将来について、生態学、緑地環
境学、農村計画学、社会学など、多様な学問領域からのアプローチによって紐解
いてゆき、自然共生社会を拓く「自然との共生の智慧」を皆さんとともに考えて
いきます。講義だけでなく、里山巡検もあり、「里山のいま」を実感することがで
きます。最終日には国連大学高等研究所で、同大学修士コースの学生やスタッフ
とともに、里山や自然共生社会をテーマとした学生プレゼンテーションと討論を
行う予定です。講義はすべて英語で行いますので、留学生の皆さんの参加をとく
に歓迎します。里山の問題を、アジアそしてグローバルな視点から分野や国境を
里山巡検の様子・「森の工房」見学
越えて考えてみたい方、是非ご参加下さい！

●担当教員：赤座英之（先端研）・河原ノリエ（先端研）
●講義題目：アジアでがんを生き延びる

藤崎一郎上智大学特別招聘教授・前駐米大使
と受講生「日米関係からみたアジアという構
造的視点の中からアジアのがんを取り巻く状
況をユニークな授業形式で学んだ」

高齢化社会に突入していく日本とアジア。がんという共通の克服課題を通して、
高齢化、医療格差、社会的正義、死生観、グローバリズムとナショナリズムのね
じれ、など今日的な課題が浮かび上がってくる。
本講義は、がんを医学はもとより、政治・経済・文化など様々な領域から捉え
てみることを通して、外部講師の各分野の第一人者によってそれぞれの専門性の
なかから、日本とアジアのありようを読み解く授業である。
受講者は、専門分野に引き寄せて各テーマごとに深堀りされていく場所に降り
ていくことで、自らの研究の相対化に繋がる仕掛けともなっている。

●担当教員：卯田宗平（ASNET）
●講義題目：中国を見る眼 2014
中国に親しみを感じる日本人の割合が 20%を切った今日、まずは大学教育の現場から日中の相互理解を進める
必要があります。本講義は、中国に関わる最新の研究成果を東京大学等の研究者
の協力を得ながらオムニバス形式で学ぶものです。
具体的には、中国の農村資源管理や西部大開発、華僑、土地問題、沙漠化、出稼ぎ、
土地問題、文学作品などについて、毎週 1 つのテーマを取り上げ、講義と議論を
通じて考えていきたいと思います。毎回の講義後には質疑応答の時間もあります。
中国がもつ多様性やさまざまな研究アプローチを学びたい学生たちの受講を歓迎
します。講義の最終回には東京近郊に見学に行く予定です。
この授業を通じて、中国に関わる最新の研究成果を幅広く理解するとともに、
日中の大学院生交流ウォーキング in 天城山
中国と日本の将来を考察できる素養を身につけることを目指します。
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Contents
分野

目
科目名

次

担当教員

開講学期

ページ

●中国を見る眼 2014（地域文化研究特別講義Ⅰ）

卯田宗平

夏

●アジアのフィールドワーク論（地域文化研究特別講義Ⅱ）

卯田宗平

夏

赤座英之・河原ノリエ

夏

卯田宗平

冬

菅豊

夏

●中東の経済発展・政治変動と文化社会変容（通文化研究基礎論Ⅱ）

長澤榮治

夏

●途上国農村経済論（アジア太平洋文化交流論Ⅱ）

髙橋昭雄

夏

●明治維新期の日本（アジア太平洋地域文化演習Ⅱ）

三谷博

夏

●明治維新期の日本Ⅱ（アジア太平洋地域文化演習Ⅱ）

三谷博

冬

●朝鮮半島をめぐる政治経済・国際政治（多元地域協力論Ⅰ）

木宮正史

夏

●人間環境論Ⅱ

永田淳嗣

夏

●サスティナビリティの戦略Ⅱ

永田淳嗣

冬

●第二次世界大戦後の日本のアジア認識（地域文化研究特殊研究Ⅰ）

古田元夫

冬

●戦後日本社会の形成と変容（アジア太平洋文化交流論Ⅰ）

外村大

冬

●書き直される中国近現代史⑺（国際社会科学特別講義Ⅳ）

川島真

冬

●世界史研究の方法（比較アジア社会文化論演習）

羽田正

通年

●近代アジアの開発と社会変化（比較アジア社会文化論演習）

水島司

通年

●グローバル・ヒストリーとアジア（アジア史学演習）

水島司

通年

●社会比較論（韓国朝鮮言語社会特殊研究）

本田洋

夏

●韓国の社会人類学（韓国朝鮮言語社会特殊研究）

本田洋

冬

● Advanced Lectures on Sociotechnology

HORII Hideyuki

夏

● Case Studies of International Projects

HORII Hideyuki

冬

●有機農業と持続可能な発展 ( 汎アジア経済論Ⅰ )

池本幸生

夏

●アマルティア・センの正義論 ( 汎アジア経済論Ⅱ )

池本幸生

冬

井上真

集中

● SATOYAMA 学特論 ( 緑地創成学特論 )

大黒俊哉

夏集中

●国際地域保健学特論Ⅰ

神馬征峰

夏

●精神保健学Ⅰ

川上憲人

夏

●精神保健学Ⅱ

島津明人

冬

●医療コミュニケーション学講義

木内貴弘

夏

●医療コミュニケーション学演習

木内貴弘

夏

● Human Ecology Ⅰ

渡辺知保

夏

P.07
P.07
P.08
P.08
P.09
P.09
P.09
P.10
P.10
P.11
P.11
P.12
P.12
P.13
P.13
P.14
P.14
P.15
P.15
P.16
P.17
P.18
P.19
P.19
P.20
P.20
P.21
P.22
P.22
P.23
P.24
P.25
P.25
P.26
P.26
P.27
P.27
P.27
P.28
P.28
P.28
P.29
P.29
P.29
P.30

●アジアでがんを生き延びる（地域文化研究特別講義Ⅱ）
●中国の環境と人類学（地域文化研究特別講義Ⅱ）
●現代民俗学の可能性と課題（通文化研究基礎論Ⅰ）

総論
社会・文化論
社会技術論

自然環境論

●アジアの食と農・環境 ( 農学国際特論Ⅲ / 環境政策特別講義 )

健康論

●健康教育学

橋本英樹

冬

MATSUDA Yasuhiro

冬

● International Politics in East Asia(ITASIA121)

TANAKA Akihiko

夏

● International Conﬂict Study(ITASIA124)

FUJIWARA Kiichi

夏

● Surviving Cancer in Asia（ITASIA128）

AKAZA Hideyuki

冬

● Understanding Asia and Japan through Hong Kong(ITASIA129)

SONODA Shigeto

夏

● Modern Japanese Diplomacy(ITASIA131)

OSHIMA Shotaro

冬

● Introduction to Asian Studies: History and International Relations（ITASIA101）

情報論
特論

● Assimilation and Japanese Nationalism(ITASIA132)

LEE Hyunsun

冬

● Japanese Foreign Economic Policy(ITASIA133)

IIDA Keisuke

冬

● Understanding Taiwan and Japan in Global Settings(ITASIA143)

SONODA Shigeto

夏

● MindHacks: Organizing Knowledge, Resources and Research in the Internet Era(ITASIA319)

Michael SCHILTZ

夏

●文化・人間情報学特論Ⅰ

真鍋祐子

冬

●日中関係

丸川知雄

夏
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『日本・アジア学』講座シラバス（2014 年度）

分野／総論（総合文化研究科）

Field : Liberal Art and Sciences

中国を見る眼 2014

単位／ 2

Credit：2

〜地域文化研究特別講義Ⅰ〜

Advanced Lecture in Asian Studies I
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

31M/D220-1312S

使用言語

卯田宗平（ASNET）

場

Language

Shuhei Uda (ASNET)

所
Venue

夏学期、木曜日、3 限（13:00-14:30）
授業時間

Summer, Thursday（13:00-14:30）

履修上の注意

Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

Important points

本講義では、中国に関わる最新の研究成果を多分野
の専門家の協力を得ながらオムニバス形式で学ぶ。
具体的には、中国の農村資源管理や西部大開発、華
僑、土地問題、沙漠化、出稼ぎ、土地問題、文学
作品などについて、毎週 1 つのテーマを取り上げ、
講義と議論を通じて理解する。
この授業を通じて、中国に関わる最新の研究成果を
幅広く理解するとともに、中国と日本の将来を考察
できる素養を身につけることを目指す。

分野／総論（総合文化研究科）

日本語・英語

Japanese、English

東洋文化研究所三階大会議室

Meeting Room, 3rd floor, Institute for advanced Studies on Asia,
Hong Campus

受講者には毎回、A4 一枚分の感想・質問文の提出を課す。
成績は、授業への参加の積極性によって総合的に評価す
る。

講義日程
4 月 10 日／卯田宗平（生態人類学）
「中国を見る眼 2014 オリエンテーション」
4 月 17 日／卯田宗平（生態人類学）
「序論：中国社会と中国の人たちを理解する
ヒント」
5 月 8 日／山田七絵（農業経済学）
「中国の『村』を理解する―共有資源管理を
手掛かりに―」
5 月 15 日／松永光平（地域研究）「21 世紀の中国黄土高原に生きる人々」
5 月 22 日／中村知子（文化人類学）「西部大開発政策と中国の地方社会」
5 月 29 日／山口真美（地域研究 / 社会学）
「若者たちの現代中国：都市と農村」
6 月 5 日／王雪萍（東アジア国際関係論）
「戦後日中関係と日本華僑」
6 月 12 日／河原功（台湾文学）
「日本・台湾での台湾文学研究―その経緯と魅力」
6 月 19 日／任哲 ( 現代中国政治研究 )「土地から見る現代中国」
6 月 26 日／秋山知宏（水文学）「Interactions between human activities and
hydrological cycle in an arid region of China」
7 月 3 日／この科目のまとめと質疑応答
7 月 上旬／東京郊外の視察

Field : Liberal Art and Sciences

アジアのフィールドワーク論

単位／ 2

Credit：2

〜地域文化研究特別講義Ⅱ〜

Advanced Lecture in Asian Studies II
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

07

31M /D220-1322S

使用言語

卯田宗平（ASNET）

場

Shuhei Uda (ASNET)

夏学期、金曜日、3 限（13:00-14:30）
Summer, Friday（13:00-14:30）

Language

所

日本語

Japanese

東洋文化研究所三階第２会議室

Venue

Meeting Room, 3rd floor, Institute for advanced Studies on Asia,
Hong Campus

履修上の注意

成績は、授業への参加の積極性、課題発表、レポートに
よって評価する。

Important points

本講義では、アジアを対象としたフィールドワークの成果、インフォーマントとの関係、民族誌の書き方、調査の方法、iPad と
FileMaker を利用した野外情報の収集スキル、フィールドワークの経験、仮説の立て方など学ぶ。講義（安全対策や倫理も含む）
を行ったあと、日本（秩父地方など）やアジアの国（中国、ベトナム、カンボジアなど）で実習を行う予定（実習は自費）。
【協力講師】
梅崎昌裕（東京大学：人類生態学）
田所聖志（秋田大学：文化人類学）
石川正敏（東京成徳大学：情報工学）
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分野／総論（総合文化研究科）

Field : Liberal Art and Sciences

アジアでがんを生き延びる

単位／ 2 Credit：2

〜地域文化研究特別講義Ⅱ〜

Surviving Cancer in Asia
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

キーワード
Keywords

授業内容
The contents of
a lesson

31M/D220-1326S31M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

赤座英之（先端研）、河原ノリエ（先端研）

場

Hideyuki Akaza (RCAST), Norie Kawahara (RCAST)

所
Venue

夏学期、月曜日、4 限（14:50-16:20）

履修上の注意

Summer, Monday (14:50-16:20)

日本語

Japanese

Language

医学部教育研究棟第 1 セミナー室（2 階）ほか

Seminar Room 1, Faculty of Medicine Experimental Research Bldg.,
Hongo Campus

大学院生以外の聴講も可能（事前登録必要）

Important points

グローバルヘルスアジェンダ、国際共同治験、超高齢化
社会、歴史認識、癌研究国際戦略

Global health agenda ,International clinical study, Super aged society,
Understanding of history, Strategic investigation on comprehensive
cancer network

講

師

陣

赤座英之・河原ノリエ・増井徹・井上肇・堀江重郎・
高橋悟（モデレーター）

Lectures

感染症から非感染症へ疾病構造が変容する中、アジアにおけるがんは急
増している。がんという病には、遺伝的素因や生活習慣など、長い時間
軸の中でのひとのくらしの営みや文化が色濃く影を落としている。これ
までアジアは、医療水準、医療者、患者の価値観もまちまちで、データ
も単純比較できず、連携が難しい地域であった。経済成長著しい一方、
未だにこの地域に横たわる、歴史的負債は大きく、グローバリズムとナ
ショナリズムの「ねじれ」が先鋭に浮かび上がる地域である。アジアの
がん医療における、新規薬剤開発や安全かつ有効な治療法の開発などを
目指す「総合癌研究国際戦略推進」寄附研究部門は、その活動の一つと
してがんという共有課題を乗り越えることで、この「ねじれ」を超克し
ていくことを目指し、がんをグローバルヘルスアジェンダにすることな
どの政策提言活動を行ってきている。がんは政治、経済、文化など、様々
な課題と密接にかかわっている病である。それぞれの領域の第一人者に、
アジアのがんに纏わる問いを投げかけ、日本がアジアとどう向き合うべ
きなのか、対話の回路としての語りを重ねたいと考えている。
Against the backdrop of a global transformation in the structure and nature of disease,
with focus shifting from infectious diseases to non-communicable diseases, cancer
incidence in Asia is rapidly increasing. Cancer is a pernicious disease that develops over
a long period of time, affected by genetic factors and lifestyle choices. It is a disease that
casts a long, dark shadow over human culture and activities. To date in Asia there has
been great divergence in medical standards, and also in the values of physicians and
patients alike. What is more, data from Asian countries is not immediately comparable,
making cross-border cooperation and information sharing difficult. While on the one
hand Asia is experiencing astonishing economic growth, there are still historical legacies
that pervade the region and a stark disjoint between globalism and nationalism can
also be perceived. The Department of Strategic Investigation on Comprehensive Cancer
Network aims to develop new drug therapies as well as safe and effective methods of
treatment for cancer in Asia. The Asia Cancer Forum is based in this department and is
engaged in efforts overcome the regional disjoint in Asia by promoting joint action on
common issues. We are accordingly engaged in various policy proposal formulation
activities, aimed at achieving the inclusion of cancer on the global health agenda. Cancer
is a disease that is closely related to various challenges and issues, which are variously
political, economic and cultural in nature. In this course we aim to direct questions
relating to cancer in Asia to leading figures and create a forum for dialogue on how Japan
should engage with Asia in fighting cancer.

分野／総論（総合文化研究科）

〇授業計画
様々な領域の第一人者である外部講師を招聘して、
オムニバス方式で、がんを社会の中でどのように
とらえるかという思索を重ねる。高齢化社会、死
生観の多様性、医療格差を乗り越える社会的正義
など、アジアが抱える様々な今日的な課題が、浮
かびあがってくるような構成となっている。学期
末に海外大学との遠隔交流授業も予定している。
〇授業の方法：講義・討論
モデレーター 赤座英之 河原ノリエ
赤座英之（東大先端研教授）
真鍋祐子（東大東文研）
牧野 篤（東大教育学部教授）
田中英夫（地域癌登録協議会理事長）
辻 哲夫（東大高齢者総合研究機構教授）
堀江重郎（順天堂大学教授）
三宅 淳（大阪大学教授）
藤崎一郎（上智大学教授・前駐米大使）
ほか詳細は HP
www.siccn.org
〇成績評価方法
成績は、レポートと授業への参加の積極性によっ
て総合的に評価する。
〇その他
冬学期には本授業と連動した授業が開講してい
る （時間割コード 4971280）
Information, Technology, and Society in Asia
128
Surviving Cancer in Asia: Cross-boundary
Cancer Studies,

Field : Liberal Art and Sciences

中国の環境と人類学

単位／ 2

Credit：2

〜地域文化研究特別講義Ⅱ〜

Advanced Lecture in Asian Studies II
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

31 M/D220-1322W

使用言語

卯田宗平（ASNET）

場

Shuhei Uda (ASNET)

Language

所
Venue

冬学期、金曜日、3 限（13:00-14:30）
授業時間

Winter, Friday（13:00-14:30）

履修上の注意

中国語、日本語
Chinese, Japanese

東洋文化研究所三階第 2 会議室

Meeting Room, 3rd floor, Institute for advanced Studies on Asia,
Hong Campus

授業の方法：中国語論文の輪読および内容の発表、ディ
スカッション
成績：授業への参加の積極性によって総合的に評価する。
注意：授業は主に中国語でおこなう。

Semester/Time

Important points

授業内容

中国の自然環境に注目し続けてきた人類学者・楊庭碩の研究論文を精読する。彼の研究成果を通じて、中国の環境問題や人類学の
アプローチ、理論、在地の人びとの生き方、今後の課題を理解する。なお、授業は主に中国語でおこなう。

The contents of
a lesson
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分野／総論（総合文化研究科）

Field : Liberal Art and Sciences

現代民俗学の可能性と課題

単位／ 2

Credit：2

〜通文化研究基礎論Ⅰ〜

Foundation of Trans-regional Studies I
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

履修上の注意
Important points

授業内容
The contents of
a lesson

31M/D220-1132S31M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

菅豊（東洋文化研究所）

場

夏学期、水曜日、1 限（9:00-10:30）

キーワード

Language

Yutaka Suga (Advanced Studies on Asia)

所

東洋文化研究所 706 室

706 Room, Institute for Advances Studies on Asia, Hongo Campus

Venue

Summer, Wednesday（9:00-10:30）

日本語

Japanese

Keywords

民俗学、文化資源、学問の公共性、構築主義、公共民俗学、
民間学知

開講教室確定の都合のため、受講希望者は、必ず 4 月 7 日までに菅宛にメール (suga@ioc.u-tokyo.ac.jp) で連絡すること。
授業は本郷キャンパス東京大学東洋文化研究所で開講する。
〇授業の目標
本年度は、中国の言葉遊び、民間工芸、花鳥魚虫、家畜等にまつわる文化を題材に、中国文化の奇性と、それを生み出すための
認知的、物理的加工の技術について民俗学的に検討する。
〇授業の方法
教員による基本的なレクチャーをもとに、受講者は教員が設定する課題について発表し、討論する。
〇成績評価方法
評価は、出席、発表、議論への寄与、試験などをもとに行う。

分野／総論（総合文化研究科）

Field : Liberal Art and Sciences

単位／ 2

中東の経済発展・政治変動と文化社会変容

Credit：2

〜通文化研究基礎論Ⅱ〜

Foundation of Trans-regional Studies II
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

31M/D220-1141S31M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

長澤榮治（東文研）

場

夏学期、水曜日、3 限（13:00-14:30）

キーワード

Language

Eiji Nagasawa (Advanced Studies on Asia)

所

東洋文化研究所 804 室

804 Room, Institute for advanced Studies on Asia, Hong Campus

Venue

Summer, Wednesday（13:00-14:30）

日本語

Japanese

Keywords

中東、アラブ、社会変容、イスラーム
The Middle East, Arab, Islam, Social Change

〇授業の目標
中東の社会変容に関する考察を通じて、同地域が直面する様々な問題に対する客観的な分析を可能にする方法論的態度を学ぶ。
〇授業計画
中東諸国の経済発展と政治変動、およびそれに伴う文化社会変容をめぐる諸問題を多面的に考察する。
第 1 回 オリエンテーション、 第 2 回以降 文献講読
〇授業の方法
文献講読と報告、議論
〇成績評価方法
出席状況および報告内容
〇教科書
Gabriel Baer, Fellah and Townsman in the Middle East, Studies in Social History, 1982.

テキスト準備については開講時に指示する。

分野／総論（総合文化研究科）

Field : Liberal Art and Sciences

途上国農村経済論

単位／ 2 Credit：2

〜アジア太平洋文化交流論Ⅱ〜

Cultural Exchange in Asia and the Pacific Area II
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

09

31M/D220-0982S31M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

髙橋昭雄（東文研）

場

夏学期、火曜日、4 限（14:50-16:50）

キーワード

Akio Takahashi (Advanced Studies on Asia)

Summer, Tuesday（14:50-16:50）

Language

所
Venue

Keywords

日本語

Japanese

東洋文化研究所 606 室

Room 606,Institute for Advanced Studies on Asia, Hongo Campus

農村社会経済、地域発展、東南アジア、経済史、コミュニティ
Village economy, Regional development, Southeast Asia,
Economic history, Community

〇授業の目標
東南アジアを中心に、発展途上国農村の社会・経済について勉強する。「農業」経済ではなく「農村」経済であるので、当然の
ことながら、農村工業、労働移動、就業構造、都市化､ 貧困といった問題も含めて演習の課題とする。2014 年度は、スコッ
トの『ゾミア』の翻訳版を輪読し、東南アジア大陸部の政治経済に関する理解を深める。
〇授業の方法
教科書を輪読する。学生は順番に教科書の内容を報告し、疑問点や参考にすべき点等について指摘し、その後出席者で議論を進める。
〇成績評価方法
授業での報告・発言内容、平常点等
〇参考書
ジェームズ・C・スコット ( 著 ) 佐藤 仁 ( 監修翻訳 )『ゾミア― 脱国家の世界史』みすず書房
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分野／総論（総合文化研究科）

Field : Liberal Art and Sciences

明治維新期の日本
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間

単位／ 2

Credit：2

〜アジア太平洋地域文化演習Ⅱ〜

31M/D220-1002S31M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

三谷博（総合文化研究科）

場

Hiroshi Mitani (Art and Sciences)

Language

所
Venue

夏学期、水曜日、4 限（14:50-16:20）

キーワード

Summer, Wednesday（14:50-16:20）

日本語

Japanese

駒場キャンパス 12 号館 1233 号室
Room1233, Bldg.12, Komaba Campus

明治維新 幕末 明治初期 政治 革命 国際関係
聞 ジャーナリズム 公議 公論 民主化 史学史

新

Semester/Time

Keywords

履修上の注意

アジア研究の志望者以外にも勧める。今からでも遅くないので、現代の日本と深い関係を持つ地域の歴史について、最先端の知識
を身につけてほしい。

Important points

授業内容
The contents of
a lesson

〇授業の目標
日本を含む近世・近代のアジア史について、その骨子、研究状況、および研究工具を俯瞰する。取り上げる地域は日本、韓国・朝鮮、
中国、中国周辺部、東南アジア、インドで、それぞれにつき二回ずつ、若手の研究者の協力を仰いで解説してもらう予定である。
〇授業計画
第一回は趣旨説明。夏学期の第二回以後は講義。
〇授業の方法
各地域について二回ずつ連続講義を行う。毎回、質疑の時間を取るので、積極的に議論してほしい。
〇成績評価方法
出席とリポート
〇教科書
三谷博・並木頼寿・月脚達彦編『大人のための近現代史 19 世紀編』東京大学出版会

分野／総論（総合文化研究科）

Field : Liberal Art and Sciences

明治維新期の日本Ⅱ
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

Meiji restoration, revolution, Late Tokugawa period, international
relations, newspaper, journalism, public sphere

単位／ 2

Credit：2

〜アジア太平洋地域文化演習Ⅱ〜

31M/D220-1002W31M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

三谷博（総合文化研究科）

場

Hiroshi Mitani (Art and Sciences)

冬学期、水曜日、4 限（14:50-16:20）
Summer, Wednesday（14:50-16:20）

Language

所
Venue

キーワード
Keywords

日本語

Japanese

駒場キャンパス 12 号館 1233 号室
Room1233, Bldg.12, Komaba Campus

明治維新 幕末 明治初期 政治 革命 国際関係
聞 ジャーナリズム 公議 公論 民主化 史学史

新

Meiji restoration, revolution, Late Tokugawa period, international
relations, newspaper, journalism, public sphere

〇授業の目標
日本近代史に関わる基本史料を講読する。
〇授業計画
基本史料１点を、毎回、少しずつ読んでゆく。
〇授業の方法
史料解釈の基本を確認する。出席者が順番に、音読、現代語による解釈を行い、さらに背景解説、疑問点の摘出、比較、一般化
などを試みる。史料の選択については、9 月までに希望を寄せられたい。
〇成績評価方法
出欠による。
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分野／総論（総合文化研究科）

Field : Liberal Art and Sciences

単位／ 2

朝鮮半島をめぐる政治経済・国際政治
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

履修上の注意

〜多元地域協力論Ⅰ〜

31M/D220-0012S31M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

木宮正史（学際情報学府）

場

Tadashi Kimiya (Interfaculty Initiative in Information Studies)

Language

所
Venue

夏学期、火曜日、5 限（16:30-18:00）

キーワード

Summer, Tuesday（16:30-18:00）

Credit：2

Keywords

日本語

Japanese

駒場キャンパス、8 号館 210 号室
Room 210, Bldg.8, Komaba Campus

冷戦、デタント、1970 年代、米中和解、朝鮮半島
the cold war, detente, 1970s, the US-China rapprochement,
the Korean Peninsula

本授業は、大学院法学政治学研究科、大学院学際情報学府との合併授業であり、場所は駒場キャンパスで行う。

Important points

授業内容
The contents of
a lesson

〇授業の概要
1970年代の国際政治は「デタント」として特徴づけられる。1960年代の冷戦の絶頂期が70年代に入り、米中和解や米ソデタント
など、大国間国際政治のレベルで「デタント」と呼ばれる緊張緩和への動きが生まれ、それが一定程度制度化されたにもかかわら
ず、必ずしも堅固化しなかったという点に特徴があると思われる。また、大国間国際政治におけるデタントが、冷戦体制に組み込ま
れた諸地域や諸国家に対してどのような影響を及ぼし、どのような帰結をもたらしたのかに関しても、近年、外交文書の公開ととも
に研究が蓄積されつつある。本授業では、当該分野に関する最先端の研究成果を読み、1970年代国際政治に関する研究に新たな
視点を取り入れることを目指す。そのうえで、受講者の関心に沿って、1970年代国際政治に関連した事例研究を行い、発表してもら
うことも考えている。
〇授業の方法
演習（基本的には担当を決めて、内容を要約して発表、それに関する論点を提示してもらったうえで、議論を通して当該テーマ
に関する理解を深める。）
〇成績評価方法
平常点とレポートによる。
〇教科書
追って指示する。

分野／総論（総合文化研究科）

Field : Liberal Art and Sciences

単位／ 2

Credit：2

人間環境論Ⅱ
Human Geography II
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

11

31M/D282-0620S31M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

永田淳嗣（総合文化研究科）

場

Junji Nagata (Art and Sciences)

夏学期、火曜日、2 限（10:40-12:10）
Summer, Tuesday（10:40-12:10）

Language

所
Venue

キーワード

日本語

Japanese

駒場キャンパス、2 号館 202 号室
Room 202, Bldg.2, Komaba Campus

社会−生態システム変動、社会科学方法論、人文地理学

Keywords

〇授業の目標
現代社会における社会変動と生態システム変化の複雑な関係を読み解くための、現場での現象理解に立脚した方法論・手法を
受講者とともに探る。理論面とともに日本や東南アジアでの研究に基づく実践面からの検討を行う。主体的な問題意識を持ち、
インテンシブな文献購読、濃密なディスカッション、十分に準備されたプレゼンテーションに意欲を持つ者に受講を限る。
〇授業の方法
文献購読と，それに基づくプレゼンテーション，ディスカッションを中心とする。
〇成績評価方法
平常点とレポートによる。
〇教科書
特になし
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分野／総論（総合文化研究科）

Field : Liberal Art and Sciences

単位／ 2

Credit：2

サスティナビリティの戦略Ⅱ
Sustainability Strategy II
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

31M/D290-0180W31M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

永田淳嗣（総合文化研究科）

場

Junji Nagata (Art and Sciences)

Language

所
Venue

冬学期、火曜日、3 限（13:00-14:30）

キーワード

Winter, Tuesday（13:00-14:30）

日本語

Japanese

駒場キャンパス、5 号館 534 号室
Room 534, Bldg.5, Komaba Campus

社会−生態システム変動、人文地理学、社会科学方法論

Keywords

〇授業の目標
現代社会における社会変動と生態システム変化の複雑な関係を読み解くための、現場での現象理解に立脚した方法論・手法を
受講者とともに探る。理論面とともに日本や東南アジアでの研究に基づく実践面からの検討を行う。主体的な問題意識を持ち、
インテンシブな文献購読、濃密なディスカッション、十分に準備されたプレゼンテーションに意欲を持つ者に受講を限る。
〇授業の方法
文献購読と，それに基づくプレゼンテーション，ディスカッションを中心とする。
〇成績評価方法
平常点とレポートによる。
〇教科書
特になし

分野／総論（総合文化研究科）

Field : Liberal Art and Sciences

単位／ 2

第二次世界大戦後の日本のアジア認識

Credit：2

〜地域文化研究特殊研究Ⅰ〜

Advanced Lecture in Asian Studies I
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

31M/D220-1330W31M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

古田元夫

場

Motoo Furuta (Art and Sciences)

冬学期、火曜日、2 限（10:40-12:10）

Winter, Tuesday（10:40-12:10）

Language

所

日本語

Japanese

TBA

Venue

キーワード

アジア、世界史の基本法則、停滞社会、日本

Keywords

〇授業の目標
大塚久雄、竹内好、江口朴郎、上原専記禄、梅棹忠夫、遠山茂樹、田中正俊、浜下武志など、第二次世界大戦後の日本の社会人
文科学のアジア認識の変遷を代表する研究者の論文を検討する。
〇授業計画
下記のテキストを取り上げる。
大塚久雄 (1946)『生産力における東洋と西洋』
、竹内好 (1948)『近代とは何か』
、江口朴郎 (1950)『帝国主義の諸問題』、梅
棹忠夫 (1957)『文明の生態史観』、遠山茂樹 (1965)『世界史における地域史の諸問題』
、田中正俊 (1967)『アジア社会停滞
論批判の方法的反省』、浜下武志 (1990)「近代アジア史研究の課題」「朝貢システムと近代アジア」（
『近代中国の国際的契機』
）
、
川勝平太 (1997)「鎖国と近代世界システム」（『文明の海洋史観』）
、古田和子 (1994)「アジアにおける交流・交易のネットワー
ク」（平野健一郎『講座現代アジア４地域システムと国際関係』
）、中村哲 (2001)「東アジア資本主義形成史論」
〇授業の方法
テキストを参加者が分担して報告。
〇成績評価方法
通常の授業での発表。小テスト。
〇教科書
教材は授業中に配布する。
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分野／総論（総合文化研究科）

Field : Liberal Art and Sciences

戦後日本社会の形成と変容

単位／ 2

Credit：2

〜アジア太平洋文化交流論Ⅰ〜

II

科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

31M/D220-0970W31M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

外村大（総合文化研究科）

場

Masaru Tonomura (Art and Sciences)

Language

所

日本語

Japanese

TBA

Venue

冬学期、火曜日、2 限（10:40-12:10）

キーワード

Winter, Tuesday（10:40-12:10）

戦後社会、民衆生活、冷戦、経済復興、経済成長

Keywords

〇授業の概要
高度経済成長期・安定成長期を中心に戦後の日本の経済や労働、民衆生活がどのように変化していったかの理解を目指す。その
際、各時期・各分野の重要な文献、キーパーソンの回想記や証言、日本政府の行政刊行物や各種統計、社会調査など、基礎的
な史料の読解を軸に授業を進める。
〇授業計画
最初の 1，2 回は、授業参加者の問題関心を踏まえて共通認識、この時期を把握するための前提として、高度経済成長期の日本
の政治・経済についての概説と研究状況の整理を行う。それを踏まえて、共通に読むべき基礎的な史料を選定しそれに基づい
て報告と討論を行う。
〇授業の方法
基本的には共通のテキストを読み、受講者の報告をもとに討論する形式で進める。ただし受講者数が少ない場合は教員からの説
明を中心とする回も組み込む。
〇成績評価方法
通常の授業での報告および討論のあり方と学期末のレポートをもとに評価を行う。

分野／総論（総合文化研究科）

Field : Liberal Art and Sciences

書き直される中国近現代史⑺

単位／ 2

Credit：2

〜国際社会科学特別講義Ⅳ〜

Specific Lecture: International Studies Ⅳ
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

履修上の注意
Important points

授業内容
The contents of
a lesson

13

31M/D230-1140W

使用言語

川島真（国際社会科学専攻）

場

Shin Kawashima (Art and Sciences)

冬学期、木曜日、5 限（16:30-18:00）

Winter, Thursday（16:30-18:00）

Language

所

日本語

Japanese

TBA

Venue

キーワード
Keywords

国際関係史、国際政治史、東洋史、地域研究、東アジア
外交史、中国史

この講義は、ASNET「日本・アジア学」講座 2014 年度冬学期授業として、また東京大学現代中国研究拠点（社会科学研究所）
の事業として実施される (http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/kyoten/asnet/)。
〇授業の目標
この講義は、2014年度で第七回目を迎える。第一年度
（2008度）は人物評価を，第二年度（2009年度）は事
件・運動を，第三年度（2010年度）はローカルな空間や社
会集団を基軸に講義を組み立て，第四年度（2011年度）
は史料・資料に焦点を当て、第五年度（2012年度）は主
に若手研究者をゲストに招き、その視線から見た新しい研
究動向を扱い、第六年度（2013年度）は昨今進展著しい
戦後東アジア国際政治史、東アジア冷戦史について多様
な角度から検討した。その内容は、東京大学現代中国研
究拠点（社会科学研究所）ウェブサイトに掲載されている
(http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/kyoten/)。2014年度は昨
今注目が集まっている日中戦争史を扱うことにしたい。従
来、日中戦争については幾つかの面で新たな突破がある。
日本史側であれば果たして関東軍、陸軍暴走という論点
だけで説明できるのかという疑義が提起され、中国史側
であれば蔣介石日記の公開によってその内的な戦争理解
が明らかになった。さらに、アメリカ、イギリス、ソ連、ドイ
ツなどの多様な文書を組み合わせることできわめて立体
的な日中戦争像が提供されるようになった。さらに、その
戦争の記憶、あるいは戦争裁判をめぐる問題についての
研究も進展著しい。この講座では、内外の教員によって、
その日中戦争研究の先端について提供したい。
〇授業の方法
学内外の教員、ゲストによるオムニバス形式の講義。
具 体 的 な 講 義 内 容 は、http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/
kyoten/asnet/ を確認ください。
〇成績評価方法
レポートによる。
〇教科書
特に指定しない。

〇授業計画
予定されている講義は以下の通り。予定が変更になることもあるので、
詳細は下記の関連ホームページを参照されたい。
10月 9 日（木）第一回 岩谷將（防衛省防衛研究所）
・川島真（東京大学）
「ガイダンス」（川島真）
「盧溝橋から真珠湾へ―日中戦争概観―」（岩谷將）
10月16日（木）第二回 田嶋信雄（成城大学）
「ドイツから見る満洲国・日中戦争」
10月23日（木）第三回 加藤陽子（東京大学）
「何故日本は戦争しなければならなかったのか」
10月30日（木）第四回 村田雄二郎（東京大学）
「国共両党にとっての日中戦争―辺境問題から―」
11月 6 日（木）第五回 相澤 淳（防衛省防衛研究所）
「日中戦争と海軍」
11月13日（木）第六回 川島真（東京大学）
「『蔣介石日記』に見る日中戦争」
11月20日（木）第七回 白戸健一郎（日本学術振興会）
「メディア戦からみる日中戦争と満洲国」
11月27日（木）第八回 笹川裕史（上智大学）
「中国の農村社会から見る日中戦争」
12月 4 日（木）第九回 石井弓（東京大学）
「中国の農村から見る戦争の記憶」
12月11日（木）第十回 庄司潤一郎（防衛省防衛研究所）
「日中歴史認識問題」
12月18日（木）第十二回 劉傑（早稲田大学）
「漢奸裁判」
1 月15日（木）第十三回 日暮吉延（帝京大学）（交渉中）
「東京裁判をいかに捉えるか」
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分野／社会・文化論（人文社会系研究科）

世界史研究の方法
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

Field : Society and Culture

21142863

使用言語

羽田 正（東文研）

場

Language

Masashi Haneda (Advanced Studies on Asia)

担当教員

Keywords

Japanese

東洋文化研究所 806 号室

Room806, Institute for advanced Studies on Asia, Hong Campus

世界史、グローバルヒストリー
World History, Global History

Field : Society and Culture

単位／ 4

使用言語

水島 司（人文）

場

通年、月曜日、4 限（14:50-16:30）
All year, Monday (14:50-16:30)

Credit：4

〜比較アジア社会文化論演習〜

21142864

授業時間

The contents of
a lesson

日本語

世界史 / グローバル・ヒストリーの新しい潮流について理解を深めること、関連文献を読み、世界史をどのように理解し、叙述す
べきかについて、方向性を確認することを目標とする。
〇授業の方法
指定された文献（英語、日本語）を受講者全員があらかじめ読んで、授業に参加する。担当者の報告とコメントにもとづき、全
員で議論し、理解を深める。
〇成績評価方法
出席と報告の内容による。
〇教科書
最初の授業で指定し、コピーを準備する。

Tsukasa Mizushima (Humanities and Sociology)

授業内容

キーワード

All year, Friday (13:00-14:40)

Teacher

Semester/Time

所
Venue

通年、金曜日、3 限（13:00-14:40）

近代アジアの開発と社会変化
科目番号

Credit：4

〜比較アジア社会文化論演習〜

分野／社会・文化論（人文社会系研究科）

Course ID Number

単位／ 4

Language

所
Venue

日本語

Japanese

法文 1 号館 1424 研究室

Room 1426, Law and Letters Building 1, Hongo Campus

履修上の注意 ・初回は 4 月 21 日開講とする。
Important points

・演習参加者は、パソコンを用意する。

19 世紀以降のアジア諸地域における開発に関して、各国の人口統計（センサス）を演習参加者がそれぞれ担当し、現在までの人
口動向とセンサスに含まれる各種統計を利用して、開発のプロセスの特徴と共通性に関して議論する。
〇授業の方法
演習の最初の時間に、それぞれが担当する国を定める。続いて、１−２ヶ月間は関連する史料の探索、関連する研究のリスト
作成を課題にしながら、下記教科書の１にある論文を輪読する。後半は、教科書２を輪読するのと平行して、それぞれの担当
する地域のセンサスに基づき、年代を追ってその内容と時期的特徴、グローバル・エコノミーとの連関などにつき議論する。なお、
参加者は毎回それぞれの担当箇所に関する作業の進展について報告の義務を負う。
〇成績評価方法
無断欠席および３回以上欠席した場合は、単位を認定しない。評価は、ハンドアウトの内容、授業での議論への参加度、最後
に提出するレポートで行なう。
〇教科書
1．Tim Dyson (ed.), India's Historical Demography: Studies in Famine, Disease and Society, SOAS, U. of London, 1989.
2．Ravindran Gopinath, Historical Demography and Agrarian Regimes, Orient Black Swan, 2010.
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分野／社会・文化論（人文社会系研究科）

Field : Society and Culture

グローバル・ヒストリーとアジア
科目番号
Course ID Number

担当教員

使用言語

水島 司（人文）

場

Language

Tsukasa Mizushima (Humanities and Sociology)

授業時間

通年、月曜日、5 限（16:40-18:20）

授業内容
The contents of
a lesson

所
Venue

履修上の注意

All year, Monday (16:40-18:20)

Credit：4

〜アジア史学演習〜

21142855

Teacher

Semester/Time

単位／ 4

日本語

Japanese

法文 1 号館 1424 研究室

Room 1426, Law and Letters Building 1, Hongo Campus

初回は 4 月 21 日開講とする

Important points

19 世紀から本格化するグローバル・エコノミーの一体化の中で、アジア各地で従来の都市とは異質な新たな都市の形成が見られた。
本演習では、参加者がアジアの中の特定の都市を選び、その誕生から現代に至る過程を解明する。
〇授業の方法
演習開始時点から 6 月にかけて、参加者は、それぞれ自身が担当する都市に関する地図、研究論文、研究書などのリストの作
成と史料収集を行ない、毎回作業の進展状況を報告する。7 月以降は、担当する都市に関して、人口動向、空間形成、都市のレ
イアウトと各空間の機能、他の都市および地域社会との関係などをテーマにして分析し、その結果を報告する。また、こうし
た都市分析に必要となる GIS（地理情報システム）ソフトの使い方についての基礎的学習も行なう。
〇成績評価方法
無断欠席および３回以上欠席した場合は、単位を認定しない。評価は、演習での報告のハンドアウトの内容、終了時点で提出
するレポート、および演習での議論への参加度などで行なう。
〇教科書
初回に指示する。

分野／社会・文化論（人文社会系研究科）

社会比較論

Field : Society and Culture

単位／ 2

Credit：2

〜韓国朝鮮言語社会特殊研究〜

Seminar in Ethnography and History
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

15

21146504

使用言語

本田 洋（人文）

場

Hiroshi Honda (Humanities and Sociology)

Language

所
Venue

日本語

Japanese

赤門総合研究棟 赤門 723 演習室

Seminar Room 723, Akamon General Bldg., Hongo Campus

夏学期、月曜日、3 限（13:00-14:40）
Summer, Monday (13:00-14:40)

〇授業の目的
韓国朝鮮社会を対象とする民族誌的文献の講読を通じ，社会人類学の視角と方法についての理解を深めるとともに，研究対象の
同定・定義，問題設定，資料収集，分類・分析・解釈といった，社会比較を念頭に置いた質的研究の基礎的な方法を学ぶ。購
読文献としては，主に農村社会の現地調査に基づくモノグラフを扱う。韓国社会の社会経済的持続性と近代化・産業化過程で
の変化に焦点を合わせた論考が主となる。
〇授業の方法
授業は演習形式で行う。初回にガイダンスを行い，2 回目から文献購読に入る。講読する文献には一部，日本語のものも含まれ
るが，主体は韓国語と英語で書かれたものとなる。受講者は韓国語の基礎的な読解能力を具えていることが望ましいが，英語
文献の発表や討論への積極的な参加が可能であれば，必ずしも韓国語が分からなくても受講を歓迎する。また，修士課程 2 年
以上の受講者については，個人研究発表の機会も設けたい。
〇成績評価方法
平常点（出席状況，発表，討論，その他授業への参加姿勢）。
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分野／社会・文化論（人文社会系研究科）

韓国の社会人類学
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

Field : Society and Culture

単位／ 2

Credit：2

〜韓国朝鮮言語社会特殊研究〜

21146506

使用言語

本田 洋（人文）

場

Hiroshi Honda (Humanities and Sociology)

Language

所
Venue

日本語

Japanese

法文 1 号館 212 教室

Room 1212, Law and Letters Building 1, Hongo Campus

冬学期、火曜日、5 限（16:40-18:20）
Summer, Tuesday (16:40-18:20)

〇授業の目的
モダニティ（近代性）についての民族誌的研究のひとつの試みとして，担当教員が 1980 年代末から現在に至るまで韓国南西
部南原地域で行なってきたフィールドワークの成果を，朝鮮半島中・南部の農村社会を対象とした民族誌の批判的読み直しと
対照しつつ，歴史人類学的，ならびに実践理論的観点から再分析する。東アジアの一地域の農村社会に暮らす人たちが，植民
地・近代の経験，産業化の経験，ならびにグローバル資本主義の経験を織り込みつつ，家族の再生産や場所・共同性の構築を
含む生活（生き方）の諸実践をどのように組み立て，組み換えてきたのかを，民族誌資料に基づき具体的に考察するものである。
このような作業を通じて，変化に開かれた持続性の諸様相が明らかされる。
〇授業の方法
授業は基本的に講義形式で行うが，電子メールでリアクション・ペーパーを提出してもらい，授業中にそれに対する回答やコメ
ントを行うことで，相互性を確保する。初回にイントロダクション，2 回目にフィールドの概況と理論的視角について説明した
うえで，3 回目から本論に入る。本論で取り上げるトピックとしては，農村社会の歴史人類学，威信の共同体，植民地・近代
の経験，農村社会における家族の再生産，産業化過程での社会経済的変化，産業化過程での家族の再生産，地域産業の再構築，
都市から農村への移住，等を予定している。
〇成績評価方法
平常点と期末レポートによる
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分野／社会技術論（工学系研究科）

Field : Social Technology

単位／ 2

Credit：2

Advanced Lectures on Sociotechnology
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

3713-07131M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

English

Language

Professor Hideyuki Horii (Engineering)
Dr. Shunsaku Komatsuzaki (Engineering)

場

所
Venue

工学部 1 号館 17 講義室

Room 17, Faculty of Engineering, Bldg.1

夏学期、金曜日、3 限（13:00-14:40)
Summer, Friday (13:00-14:40)

Objective of the course:
Contemporary social problems, such as BSE and the Great East Japan Earthquake, cannot be solved by any single discipline and we must have a competency to
manage, or even initiate, multidisciplinary problem solving. Sociotechnology (Shakai-Gijutsu) is a means to solve societal issues by a multidisciplinary approach
using natural and social scientific knowledge and methodologies.
You students are expected to learn the abilities and knowledge of Sociotechnology by case method. In the first half of the semester, using orthodox case method,
you will learn methods to analyze problem and a logical process to reveal fundamental cause(s). In the second half, you will create new case(s) by employing
the methods and knowledge you learn in the first half. You will finally acquire the competency to practice the methods and knowledge of Sociotechnology to
solve social problems in the real world.
Related courses:
“Sociotechnology” (Undergrad, Japanese, winter semester)
“Case studies of international project” (Undergrad, Japanese, summer semester)
“Advanced case studies of international project” (Graduate, English?, winter semester)
Recommended reading (in Japanese):
“Sociotechnology: Design for Problem Solution” (Hideyuki Horii, 2012, The University of Tokyo Press)
Outline of the course:
[The First Half: Case Method]
1. Brazil Electricity Crisis (Kennedy)
Objectives:
Related courses:

Reference:

Clarify the overall structure of problem, find fundamental cause(s), policy process analysis
“Infrastructure management” (Graduate, English, summer semester)
“Project management” (Undergrad, Japanese, winter semester)
“Introduction to international project” (Undergrad, Japanese, winter semester)
“Public management” (Undergrad, Japanese, winter semester)
「発送電分離の政治経済学 ― 世界の電力セクター改革からの教訓」
（長山浩章，2012，東洋経済新報社）
「国際インフラ事業の仕組みと資金調達 ― 事業リスクとインフラファイナンス」
（加賀隆一，2010 年，中央経済社）
Shively, B. and Ferrare, J. (2010) “Understanding today’s electricity business”
Banks, J.P. (2006) “Privatization of the electricity sector in emerging markets”, The electricity journal, 19(9), 45-54.
Besant-Jones, J. and Tenenbaum, B. (2001) “The California power crisis: Lessons for developing countries”, Energy and mining sector
board discussion paper series, 1, World Bank.

2. Hurricane Katrina (A)-(C) (Kennedy)
Objectives:
Related courses:
Reference:

Clarify the overall structure of problem, find fundamental cause
“Natural Disasters and Urban Disaster Prevention” (Graduate/Undergrad, Japanese, winter semester)
“Urban Disaster Mitigation Engineering” (Graduate, English, summer semester)
「カトリーナが洗い流せなかった貧困のアメリカ」等多数．
Dyson, M.E. (2007) “Come Hell or High Water: Hurricane Katrina and the Color of Disaster”

3. Accident at Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station (UT)
Objectives:
Related courses:
Reference:

Clarify the overall structure of problem, find fundamental cause, design solution

「制度と文化：組織を動かす見えない力」
（佐藤郁哉・山田真茂留，2004 年，日本経済新聞出版社）
「津波と原発」
（佐野眞一，2011 年，講談社）
Sovacool, B. and Valentine, S.V. (2012) “The National Politics of Nuclear Power: Economics, Security, and Governance”

[The Second Half: Case Writing]
Pick up a case of any social problem and create a “case” (for case method) which will be used to teach methods/knowledge of problem analysis, decision
analysis, policy process analysis and/or solution design.
Students will be divided into groups and each group has three to five students. Case will be created through group work and must be submitted no later than
August 12th.
You can even choose a case from the following examples:
(a) Lessons learned from the disaster of 1960 Chilean Tsunami
(b) Manila Water and Aetra: What’s needed for successful water PPP project?
(c) Daiichi-Sankyo’s acquisition of Ranbaxy Laboratories: Sequel
(d) Panasonic’s acquisition of Anchor
(e) India’s National Highway Development Plan (NHDP) and PPP: Why it is failing?
(f) JICA’s Visionary Leaders for Manufacturing (VLFM) project: How it succeeded?
Grade:
Attendance
Short Report / Presentation
Case Writing (required)

30%
30%
40%

Note: This course does not allow “withdrawal”. If your grade does not reach 50, you will simply fail. Be careful of this condition when you register for this
course.
Software:
The free software below would be useful for analysis of problem.
[For Japanese Windows users]
IdeaFragment2
http://nekomimi.la.coocan.jp/freesoft/ideafrg2.htm
iEdit
http://homepage3.nifty.com/kondoumh/software/iedit.html
[For Mac OS, Linux, or international Windows users]
VUE (Visual Understanding Environment)
http://vue.tufts.edu/

17
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分野／社会技術論（工学系研究科）

Field : Social Technology

単位／ 2

Credit：2

Case Studies of International Projects
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

3713-07331M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）
Professor Hideyuki Horii(Engineering)
Professor Riki Honda (Engineering)
Professor Hironori Kato (Engineering)
Professor Tetsuya Ishida (Engineering)
Mr. Takashi Kumon (Engineering)
Dr. Shunsaku Komatsuzaki (Engineering)

使用言語

English

Language

工学部 1 号館 17 講義室
場

所

Room 17, Faculty of Engineering, Bldg.1

Venue

冬学期、水曜日、3 限（13:00-14:40)
Winter, Wednesday（13:00-14:40)

Course objectives:
We civil engineers are involved not only in construction of infrastructure but also in solving a variety of social problems. For example, the Great East Japan
Earthquake set a new task to build new embankments along the Sanriku Coast. It is not a purely technical issue but a social one as social acceptance would be
necessary to build those embankments. Even experts of structural mechanics cannot avoid or ignore it. The same thing can be said to international project; for
example, Kotopanjang Dam project in Indonesia caused a strong public opposition, which was actually evoked by NGO, and ended in court. You, as future civil
engineers, must have competencies to deal with such various aspects of international project.
Students are expected to learn the skills of problem solving (analysis, evaluation and forecast) and solution design and the professional knowledge of
international project through case method in this course. The instructors with different professional backgrounds will give you an opportunity to learn a wide
range of expertise to manage and/or initiate international project in future.
Related courses:
“Advanced Lectures on Sociotechnology” (Graduate, English, summer semester)
“Infrastructure Management” (Graduate, English, summer semester)
“Sociotechnology” (Undergrad, Japanese, winter semester)
“Case studies of international project” (Undergrad, Japanese, summer semester)
Outline of the cases:
1. Resettlement Problem in Batangas Port Development Project in Philippines (UT) = Prof. Kato
Objectives:
Related courses:
Reference:

To learn the process of consensus-building in infrastructure project in developing country
Social decision-making Theory (Prof. Kato, undergraduate, winter, in Japanese)
N/A

2. The “Miracle” of Kamaishi: The Solution that Achieved the Miracle (UT) = Dr. Komatsuzaki
Objectives:
Related courses:

Learning the problem of tsunami disaster preparation and the methods of problem analysis
“Seminar on Flood disaster mitigation” (Prof. Tajima, graduate, summer)
“Urban Disaster Mitigation Engineering” (Prof. Meguro & Ohara, graduate, summer)
N/A

Reference:

3. Congestion Pricing for Stockholm (Kennedy) = Prof. Horii
Objectives:
Related courses:
Reference:

Learning the implementation process of solution to social problem and the role of leadership
N/A
Eliasson, J., Jonsson, L., (2011). The unexpected yes!: Explanatory factors behind the positive attitudes to congestion charges in
Stockholm, Transport Policy , 18: 636-647.
Eliasson, J., (2009). Expected and unexpected in the Stockholm Trial, Congestion taxes in city traffic. Lessons learnt from the
Stockholm Trial , Nordic Academic Press

4. TBA = Prof. Ishida
Objectives:
Related courses:
Reference:
5. Unilever in India: Hindustan Lever’s Project Shakti – Marketing FMCG to the Rural Consumer (HBS) = Mr. Kumon
Objectives:
Related courses:
Reference
Grade:
Attendance
Contribution in each case

Learning BOP business, how to enter foreign market, and evaluation of strategy
N/A
N/A

30%
70%

Note: This course does not allow “withdrawal”. If your grade does not reach 50, you will simply fail. Be careful of this condition when you register for this
course.
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分野／自然環境論（農学生命科学研究科）

Field : Natural Environment

有機農業と持続可能な発展

単位／ 2

Credit：2

〜汎アジア経済論Ⅰ〜

Pan-Asian Economics Ⅰ I
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

3905125

使用言語

池本幸生（東文研）

場

Language

Yukio Ikemoto (Advanced Studies on Asia)

所
Venue

夏学期、水曜日、3 限（13:00-14:40）

キーワード

Summer、Wednesday（13:00-14:40）

Keywords

日本語

Japanese

農学部１号館９番講義室

Room9, Faculty of Agriculture, Bldg.1, Hongo Campus

持続可能な開発、有機農業、アジア

Sustainable Development; Organic Farming; Asia

〇授業の目的
本授業で取り上げる有機農業は単に農法を問題とするのではない。有機農業を支えている社会的な仕組みを経済学的に考察する
ことが目的である。有機農業に関わる人たちは、
「顔の見える関係」に見られるように人と人との結びつきを重視する。環境問
題や安全のような市場では解決できない問題を克服するために、人と人との連帯を利用していると考えられる。
従来の経済学のアプローチと異なるのは次の 2 点である。ひとつは、市場では十分に評価されてこなかった環境や健康といっ
た情報を取り込むことである。そのために、アマルティア・センのケイパビリティ・アプローチを用いる。もうひとつの点は、
経済学が想定するような利己的動機ではなく、助け合いといった利他的動機を加えることである。これは、理論的にはアマルティ
ア・センの『正義のアイデア』を応用することを意味しており、授業ではセンのケイパビリティ・アプローチを用いる。
本授業ではまず、アマルティア・センの『正義のアイデア』を参考書として用い、望ましい社会を達成するために、どうアプロー
チすべきかを考える。そして、本授業の後半では、日本およびアジア（韓国、タイ、ベトナムなど）で有機農業がどのように
実践されているかを具体的に見ていく。そして、それらを理論的に考察していく。これらを通して、持続可能な発展のあり方
について考える。
〇授業計画
理論：人間開発、ケイパビリティ・アプローチ、Well-being、フェアトレード
事例：日本、韓国、タイなどにおける「有機農業」の活動について見ていく。
〇授業方法
講義形式
〇教科書
金氣興『地域に根ざす有機農業：日本と韓国の経験』筑波書房 2011 年
〇参考書
アマルティア・セン『正義のアイデア』明石書店 2011 年
〇成績評価方法
出席およびレポート

分野／自然環境論（農学生命科学研究科）

Field : Natural Environment

アマルティア・センの正義論

単位／ 2

Credit：2

〜汎アジア経済論 II 〜

Pan-Asian Economics III
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

履修上の注意

3905126

使用言語

池本幸生（東文研）

場

Yukio Ikemoto (Advanced Studies on Asia)

冬学期、水曜日、3 限（13:00-14:40）
Winter、Wednesday（13:00-14:40）

Language

所
Venue

キーワード
Keywords

日本語

Japanese

東洋文化研究所

第２会議室

Meeting Room2, 3rd floor, Institute for advanced Studies on Asia,
Hong Campus

マルティア・セン、正義論、ケイパビリティ・アプローチ
Amartya Sen, The Idea of Justice, Capability Approach

講義形式で解説していくので、特に正義論やセンのケイパビリティ・アプローチについての知識は必要としない。

Important points

授業内容
The contents of
a lesson

19

○授業の目的
Amartya Sen, The Idea of Justice（アマルティア・セン『正義のアイデア』明石書店）を読んでいく。社会をもっと正義に適っ
たものに変えていくために、どのようにアプローチすべきかを考える。それは、
「正義とは何か」を考えるような抽象的な議論
ではなく、目の前にある問題を克服するために、どう進むべきかを考えるアプローチである。そのためには、人々の暮らしを
直接捉えようとするケイパビリティという概念を用いること、それを用いてどう社会を変えていくかに合意するために民主的
で理性的な討議を必要とすることをセンは主張する。
アマルティア・センの『正義のアイデア』は大著であるため、各章の要点を解説する形で進めていく。
〇授業の方法
講義形式
〇教科書
Amartya Sen, The Idea of Justice, Capability Approach（邦訳 アマルティア・セン『正義のアイデア』明石書店）購入にあたっ
ては割引されるケースもあるので、買う前に池本に相談してください。
〇成績評価方法
出席、授業中の発言、レポート
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Field : Natural Environment

分野／自然環境論（農学生命科学研究科）

アジアの食と農・環境

単位／ 2

Credit：2

〜農学国際特論Ⅲ／環境政策特別講義〜

Food, agriculture and environment in Asia
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

履修上の注意

3910132（農学国際特論Ⅲ）
3910217（環境政策特別講義）

使用言語

井上真（農学生命科学研究科）

場

Language

Makoto Inoue (Agriculture)

所
Venue

夏・冬、集中講義（10:00-17:00）

キーワード

Summer, Winter, Intensive

Keywords

英語

English

農学部 7 号館 B 棟講義室

Lecture room at Bldg.7B (7B-231/232),Faculty of Agriculture,
Hongo Campus

生計/地域開発/気候変動/食糧生産/家畜/生態系サービス

Livelihood/rural development/climate change/food production/
livestock/ ecosystem services

出席により評価する。単位取得のためには年間４回の出席が必要である。

Important points

Evaluation is based on the attendance. The credit requires four attendances in a year.

授業内容

〇目的 /purpose
アジアの食料、農業および環境問題の現状と解決策について、俯瞰的な視野を持つとともに、ローカルな現場のリアリティに立
脚して検討できるような複眼的な視点を養う。

The contents of
a lesson

To acquire multiple viewpoints for tackling the problems of agriculture and environment against the reality at the local as well as global scales.

〇Contents

(1) April 26, 2014: Climate change impacts on agriculture and forestry, farm forestry adaptations and management strategies: An analytical review
(by Prof. Mangala De Zoysa, Faculty of Agriculture, Ruhuna University, Sri Lanka)
(2) July 05,2014: Green economy, environmental governance and sustainable development: The way forward
(by Prof. Mangala De Zoysa, Faculty of Agriculture, Ruhuna University, Sri Lanka)
(3) October 25, 2014: Life cycle assessment of food production systems: Methodological issues and case studies
(by Dr. Mark Lieffering, AgResearch Grasslands, New Zealand)
(4) December 6, 2014: Challenges and opportunities of climate change in livestock-based production systems
(by Dr. Mark Lieffering, AgResearch Grasslands, New Zealand)
(5) January 24, 2015: Valuing Forest ecosystem services: An international perspective and case studies
(by Prof. Karachepone N. Ninan, Centre for Economics, Environment and Society, India)

〇Coordinator: Makoto INOUE（井上真）
〇授業の方法
外国人客員教員等が、上記のテーマに関して一日ずつ集中講義を英語で行う。
Intensive lecture by Visiting Professors

分野／自然環境論（農学生命科学研究科）

SATOYAMA 学特論

Field : Natural Environment

単位／ 2

Credit：2

〜緑地創成学特論〜

Landscape Ecology & Planning
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

履修上の注意
Important points

授業内容
The contents of
a lesson

3911109

使用言語

大黒俊哉（農学生命科学研究科）

場

Toshiya Okuro (Agriculture)

夏学期（集中）

Summer, Intensive (TBA)

集中講義により行う。

Language

所
Venue

キーワード
Keywords

講

師
Lectures

陣

英語

English

東大・弥生講堂アネックスほか

Yayoi Auditorium, Ichijo Hall/Annex,UTokyo

自然共生社会、生態系サービス、生物多様性

Nature-harmonious Society, Ecosystem Services, Biodiversity

大黒俊哉、パリケシット（インドネシア・パジャジャラ
ン大学）
Toshiya Okuro and Parikesit (Padjadjaran University, Indonesia)

〇授業の目的
いわゆる「里山」を「伝統的・持続的な地域資源利用・生態系管理システム」としてとらえ、自然科学的・人文社会学的側面か
らその変遷と現状についての理解を深めるとともに、21 世紀の自然共生社会を支える自然・社会システムとして国際社会に発
信するための基礎的能力を習得する。
〇授業の内容
本講義では、生態系サービス、生物多様性、資源・エネルギー、コモンズ、パートナーシップ等をキーワードに、生態学（動物、
植物、農業、景観、保全）、緑地環境学、農村計画学、社会学、民俗学、人類生態学など、多様な学問領域から里山の自然・社
会システムをとらえ、文理融合アプローチによりそれらを体系化していく。担当教員によるオムニバス形式の講義を基本とす
るが、講義においては知識の習得にとどまらず、ディスカッションやグループワークなど、アクティブラーニングの手法を取
り入れ、能動的な参加を求める。英語での講義を予定している。
〇講義日程
6/30（月）10:00 17:20 ：講義（東大・弥生講堂アネックス）
7/ 1（火） 9:00 17:20 ：講義（東大・弥生講堂アネックス）
7/ 4（金） 9:30 17:00 ：グループワーク（国連大）
7/ 5（土） 9:30 17:00 ：巡検（横浜市・新治市民の森）
〇履修後に身につく能力
里山に代表される社会生態学的生産ランドスケープの特徴を俯瞰的に捉える能力。国際的な情報発信能力。
〇成績評価方法
出席、議論への参加状況およびレポートにより評価する。
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『日本・アジア学』講座シラバス（2014 年度）

分野／健康論（医学系研究科）

Field : Health Sciences

単位／ 2

Credit：2

国際地域保健学特論Ⅰ
Special Lecture in Community Health Ⅰ
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間

41122121

使用言語

神馬征峰（医学系研究科）

場

Language

Masamine Jimba (Medicine)

夏学期、金曜日、3・4 限（13:00-14:30, 14:50-16:20）
Summer, Friday (13:00-14:30, 14:50-16:20)

医学部・教育研究棟のセミナー室（掲示を確認すること）

キーワード

グローバルヘルス、地域保健、プライマリーヘルスケア、
ヘルスプロモーション、学校保健

Keywords

受講希望者は事前に名西助教 keiko50@m.u-tokyo.ac.jp
へ連絡して下さい。
履修上の注意
Important points

Please contact Dr. Nanishi at keiko50@m.u-tokyo.ac.jp before
enrollment.

English, Japanese

所
Venue

Semester/Time

英語、日本語

Lecture Room, Faculty of Medicine Experimental Research Bldg.,
Hongo Campus

Global health, Community health, Primary health care, Health
promotion

国際協力経験豊富な講師陣
講

師

陣

Lectures

授業開始日：4 月 18 日
Starting Date: 18 April

授業内容
The contents of
a lesson

〇授業の目的／ Course Objectives
グロ―バルヘルス、コミュニティーヘルスと開発、プライマリーヘルスケアの概念を理解する。次に、健康と公正について今日
的話題を学ぶ。また、コミュニティーにおける研究手法の基本を理解する。
To understand concepts of community and global health and issues in equity and health. To understand basics in community-based health research.

〇授業日程／ Schedule
1. Concept of community and global health
What is global health?（神馬 4 月 18 日／ Jimba, April 18）
Community development and health（神馬 4 月 25 日／ Jimba, April 25）
Primary health care: past and present（神馬 5 月 16 日／ Jimba, May 16）
2. Equity in community and global health
Health and human rights（佐瀬 5 月 2 日／ Sase, May 2)
Gender and health（佐崎 5 月 23 日／ Sazaki, May 23)
Community-based disability program and development
（中西 5 月 30 日／ Nakanishi, May 30)
HIV/AIDS and migration
（沢田 6 月 5 日 木曜 13：00 から 16：20 ／ Sawada, June 5, 13：00 to 16：20)
Health care and undocumented migrants in Japan
（沢田 6 月 19 日 木曜 13：00 から 16：20 ／ Sawada, June 19, 13：00 to 16：20)
3. Research in community and global health
Community health assessment（柴沼 6 月 6 日／ Shibanuma, June 6)
Health education and social behavior theory (Yoo 7 月 4 日 )
Medical anthropology 1, 2
（松山 7 月 11 日 8:40 から 16：20 ／ Matsuyama, July 11, 8:40 to 16：20)
Qualitative research methods（佐瀬 5 月 9 日／ Sase, May 9)
4. Management and planning for community and global health
Social capital（藤澤 6 月 27 日／ Fujisawa, June 27)
〇授業の方法／ Teaching Methods
講義、ディスカッション、学生によるプレゼンテーションなど
Lecture and presentations.

〇教科書／ Textbook and Reference Books
I Rootman, S Dupere, A Pederson, & M O'Neill. 2012. Health Promotion in Canada: Critical Perspectives on Practice (Brown Bear Press)
A Banerjee, & E Duflo. 2012. Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty
(Public Affairs)
LW Green & M Kreuter. 2004. Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach
（McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages)

〇成績評価基準／ Method of Evaluation
出席、ディスカッションへの参加、プレゼンテーションによる。
Depend on attendance, participation, and presentations.
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分野／健康論（医学系研究科）

Field : Health Sciences

単位／ 2

Credit：2

精神保健学Ⅰ
Mental Health Ⅰ
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

41418211

使用言語

川上憲人（医）、非常勤講師

場

Norito Kawakami (Medicine)

履修上の注意

Summer, Tuesday (16:40-18:10)

Important points

〇授業の目的
精神保健の実態およびニーズを把握し、効果的
な第一次、第二次、第三次予防対策を立案する
ことができるようになるために、精神保健疫学
の基礎および精神保健対策の科学的根拠を知り、
地域における対策の進め方について事例（ケー
ススタディ）を通じて学ぶことで、実践的な能
力も身につけることを目的とする。
〇授業の方法
各回１テーマの講義あるいは事例研究（ケース
スタディ）
担当教員（または非常勤講師）による講義、あ
るいは学生がテーマに関して発表しこれに担当
教員が補足を行い、全員で討論（ディベート）
する。
〇教科書・参考書等
教科書は指定しない。毎回、講義資料を配付する。
〇成績評価方法
出席 (25％ )、課題発表 (25％ ) およびレポート
（50％）により総合的に評価する。

分野／健康論（医学系研究科）

所
Venue

夏学期、火曜日、5 限（16:40-18:10）

英語、日本語

English, Japanese

Language

医学部・教育研究棟 13 階公共健康医学専攻講義室

Lecture Room, 13rd Floor, Faculty of Medicine Experimental Research
Bldg., Hongo Campus

職場における精神保健対策について深く学ぶ「精神保健
学Ⅱ」と関連する。
授業開始日：4 月 8 日

〇授業日程
4月 8日
1）オリエンテーション、総論
4 月 15 日
2）精神疾患の疫学（頻度と危険因子）
4 月 22 日
3）精神健康の測定とスクリーニング
5 月 13 日
4）精神保健とサービス利用
5 月 20 日
5）精神疾患の予防
5 月 27 日
6）課題発表 1: 精神保健の科学的根拠（その 1）
6月 3日
7）課題発表 1: 精神保健の科学的根拠（その 2）
6 月 10 日
8）トピックス① : うつ・自殺対策（国および自治体の対策）
6 月 17 日
9）トピックス② : 職場のメンタルヘルス
6 月 24 日 10）トピックス③ : 精神保健行政の現状と課題
7 月 1 日 11）トピックス④ : 精神障がいからのリカバリー
7 月 8 日 12）トピックス⑥ : 国際精神保健
7 月 15 日 13）トピックス⑤ : 災害時の精神保健
7 月 22 日 14）課題発表 2: 精神保健の対策を立案する（5,6 限）※
※最終回のみ授業時間が 16:40-20:00 となるので注意すること。

Field : Health Sciences

単位／ 2

Credit：2

精神保健学Ⅱ
Mental Health Ⅱ
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

41418212

使用言語

島津明人（医）、川上憲人（医）、非常勤講師

場

Akihito Shimazu(Medicine),
Norito Kawakami(Medicine)

所
Venue

冬学期、火曜日、5 限（16:40-18:10）

履修上の注意

Winter, Tuesday (16:40-18:10)

Important points

〇授業の目的
職場のメンタルヘルスの専門職として必要とさ
れる知識・技術を、講義および事例研究とその
後の討論によって習得することを目的とする。
具体的には、制度・法規、利用者の状態および
特性を踏まえた対応、関連職種間の連携、近年
の社会経済情勢を踏まえた対策について学び、
具体的な対策を現場で進めることのできる能力
を養成する。
〇授業の方法
各回１テーマの講義あるいは事例研究（ケース
スタディ）
担当教員（または非常勤講師）による講義と全
員での討論。
〇教科書・参考書等
毎回、講義資料を配付する。
〇成績評価方法
出席（30％）、レポート（70％）により総合的
に評価する。

英語、日本語

English, Japanese

Language

医学部・教育研究棟 13 階公共健康医学専攻講義室

Lecture Room, 13rd Floor, Faculty of Medicine Experimental Research
Bldg., Hongo Campus

精神保健疫学と対策の基礎について学ぶ「精神保健学Ⅰ」
を受講していることが望ましい。
授業開始日：10 月 7 日

〇授業日程
10 月
10 月
10 月
10 月
11 月
11 月
11 月
11 月
12 月
12 月
12 月
1月
1月
1月

7日
14 日
21 日
28 日
4日
11 日
18 日
25 日
2日
9日
16 日
6日
13 日
20 日

コース概要 , 産業精神保健総論
外部 EAP によるメンタルヘルス支援
外部のメンタルヘルスサービス機関をどのように選定するか ?
メンタル不調者対応の基本的な枠組み・専門職が留意すべきこと
ワーク・ライフ・バランスとメンタルヘルス
組織・個人の活性化とポジティブメンタルヘルス
職場のいじめとメンタルヘルス
腰痛とメンタルヘルス
海外勤務者のメンタルヘルス支援
経営と産業保健は協調できるか ?
労働者の復職支援プログラム
中小規模事業所のメンタルヘルス対策
人事からみたメンタルヘルス対策
これからの職場のメンタルヘルス
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『日本・アジア学』講座シラバス（2014 年度）

分野／健康論（医学系研究科）

Field : Health Sciences

単位／ 2

Credit：2

医療コミュニケーション学講義
Health Communication Lecture
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

履修上の注意
Important points

授業内容
The contents of
a lesson

41418120

使用言語

木内貴弘（医）、石川ひろの（医）

場

Takahiro Kiuchi(Medicine),
Hirono Ishikawa(Medicine)

Language

所
Venue

Japanese

医学部・教育研究棟 13 階講義室

Lecture Room, 13th Floor, Faculty of Medicine Experimental Research
Bldg., Hongo Campus

夏学期（前半）、火曜日、3・4 時限（13:00-14:30, 14:50-16:20）
Summer, Tuesday (13:00-14:30, 14:50-16:20)

〇他の授業との関連
医療コミュニケーション学は、公衆衛生学・医学・医療のあらゆる分野と関係しているが、健康社会学、健康教育学、健康増進科学、
医療安全管理学との関係が深い。
授業開始日：4 月 8 日
〇授業の目的
〇授業日程
本講義の目的は、医療コミュニケーション（ヘルスコミュニ
日 時
内 容
担 当
ケーション）の理論と実践を体系的に学習することにある。
木内貴弘
医療コミュニケーション学（ヘルスコミュニケーション学） 4 月 8 日 ( 火 ) I. 医療コミュニケーション学総論
13:00-14:30 医療コミュニケーション学とは
とは、医療・公衆衛生分野を対象としたコミュニケーション
4 月 8 日 ( 火 ) II. 対人コミュニケーション
久田満
学であり、医療従事者間、医療従事者と患者市民間、患者市
14:50-16:20 カウンセリング入門
（上智大学）
民間等における健康や医療に関連した知識や情報などのコ
山口育子
ミュニケーションを対象とする。医療コミュニケーションは、 4 月 15 日 ( 火 ) II. 対人コミュニケーション
13:00-14:30 患者市民の立場からみた医療者との （COML）
医学・医療と社会のインターフェイスとして、パブリックヘ
関係
ルス分野において、非常に重要な意味を持っている。従来、
4 月 15 日 ( 火 ) II. 対人コミュニケーション
山口育子
ヒト対ヒトのいわゆるヒューマンコミュニケーションを主体
14:50-16:20 患者市民の立場からみた医療者との （COML）
に考えられてきたが、現在では、これに加えて、インターネッ
関係
ト、マスメディア、コンピュータ・ゲーム機等を介したコミュ
4 月 22 日 ( 火 ) II. 対人コミュニケーション
石川雄一
ニケーションの意義・役割が増大している。
13:00-14:30 個人の行動変容を促すコミュニケー （日本ヘルスサ
本講義では、個人あるいは社会としての最適な健康上のアウ
ション
イエンスセン
トカムを得るために、医学・医療に関する知識・情報を、正
ター）
確かつ効果的に伝達し、受け手に理解してもらうために必要
4 月 22 日 ( 火 ) II. 対人コミュニケーション
石川善樹
な、(1) コミュニケーションの理論体系、(2) コミュニケー
14:50-16:20 集団の行動変容を促すコミュニケー （株式会社キャ
ションの実務的方法論、(3) コミュニケーションの評価・分
ション
ンサースキャ
析方法等を取り扱うともに、医療コミュニケーションの具体
ン）
的な実践例の紹介と分析も行う（具体的な内容は下記の「授
I.
医療コミュニケーション学総論
5
月
13
日
(
火
)
石川ひろの
業計画及び内容」を参照のこと）。本講義の受講によって、
13:00-14:30 医療コミュニケーションの評価と実
医療コミュニケーションを実践し、改善していくために必要
証研究
な基礎的な知識を得ることができる。
5 月 13 日 ( 火 ) II. 対人コミュニケーション
北村聖
〇参考文献
Athena du Pre. Communicating About Health: Current Issues and
Perspectives. 4th ed.
Oxford University Press. 2013

Peter G. Northouse & Laurel L. Northouse 著 . 萩原明人
訳 . ヘルス・コミュニケーション 改訂版 .
九州大学出版会 . 2010
Debra L. Roter & Judith A. Hall 著 . 石川ひろの、武田裕子
訳 . 患者と医師のコミュニケーション―
より良い関係作りの科学的根拠 . 篠原出版新社 . 2007
藤崎和彦、橋本英樹 著 . 医療コミュニケーション研究会 編 .
医療コミュニケーション―
実証研究への多面的アプローチ . 篠原出版新社 . 2010
〇成績評価の方法
講義への出席（30％）、試験（70％）による。
〇授業の方法
・各回原則１テーマの講義を行う（２回で 1 テーマの講義も
ある）。
・テーマに基づいた追加資料の配布や実例の紹介を行うこと
がある。
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14:50-16:20 医療者のコミュニケーション教育

5 月 20 日 ( 火 )
13:00-14:30
5 月 20 日 ( 火 )
14:50-16:20
5 月 27 日 ( 火 )
13:00-14:30
5 月 27 日 ( 火 )
14:50-16:20
5 月 28 日 ( 水 )
13:00-14:30
5 月 28 日 ( 水 )
14:50-16:20

（東京大学医学
教育国際協力
研究センター）
木内貴弘

I. 医療コミュニケーション学総論
ソーシャルマーケティング入門
III. メディア・コミュニケーション 石川ひろの
エンターテインメント・エデュケー
ション
III. メディア・コミュニケーション 阿部文彦
新聞
（読売新聞）
III. メディア・コミュニケーション 市川衛
テレビ
（NHK）
III. メディア・コミュニケーション 木内貴弘
インターネット
III. メディア・コミュニケーション 岩藤重人
ヘルスキャンペーン
(AC ジャパン )

『日本・アジア学』講座シラバス（2014 年度）

分野／健康論（医学系研究科）

Field : Health Sciences

単位／ 1

Credit：1

医療コミュニケーション学演習
Health Communication Practice Training
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

履修上の注意
Important points

授業内容
The contents of
a lesson

41418122

使用言語

木内貴弘（医）、石川ひろの（医）

場

Takahiro Kiuchi(Medicine),
Hirono Ishikawa(Medicine)

Language

所
Venue

日本語

Japanese

医学部・教育研究棟 13 階講義室

Lecture Room, 13th Floor, Faculty of Medicine Experimental Research
Bldg., Hongo Campus

夏学期（後半）、水曜日、3・4 限（13:00-14:30, 14:50-16:20）
Summer, Wednesday (13:00-14:30, 14:50-16:20)

「医療コミュニケーション学」講義の受講が望ましいが、「医療コミュニケーション学」講義の知識は前提としない。
授業開始日：6 月 4 日
〇授業の目的
〇授業日程
医療コミュニケーションの実践に必要な演習を行うことに
日 時
よって、
「医療コミュニケーション学」の講義で学んだ様々
6/4
な理論や実践法に対する理解を深めるとともに、具体的な医
13:00-16:20
療コミュニケーションの場（医療機関、官公庁、教育機関、
6/11
研究機関、患者支援組織、マスコミ等）でこれらを生かすこ
13:00-16:20
とができるようにすることを目的とする。
〇授業の方法
6/18
・各回、課題にもとづいて演習・発表・討論を行う。
13:00-16:20
・演習毎にプレゼンテーション、レポート提出、相互評価等
6/25
を行う。
13:00-16:20
〇教科書・参考書等
7/2
田近秀敏：[ 実践 ] ビジネス・コーチング―プロフェッショ
13:00-16:20
ナル・コーチの道具箱、PHP 研究所、2003
園田由紀（訳）
：MBTI への招待―C.G. ユングの「タイプ論」 7/9
13:00-16:20
の応用と展開、金子書房、2002
梅田望夫：ウェブ進化論 本当の大変化はこれから始まる、 7/16
13:00-16:20
ちくま新書、2006
〇成績評価の方法
演習への参加、演習内でのプレゼンテーション、作成した資
料によって評価する。やむを得ず欠席する場合には、事前に
事情を届け出れば、別途レポートの提出に代える場合がある。 7/23

内 容
担 当
Ⅰ．対人コミュニケーション演習
佐藤憂子
（東京歯科大学）
接遇演習
Ⅱ．メディアコミュニケーション演習
木内貴弘
インターネットコミュニケーション演習（1） 石川ひろの
注意：ノート PC 必要
Ⅰ．対人コミュニケーション演習
園田由紀
MBTI に基づくコミュニケーション演習（1） ( 日本 MBTI 協会 )
Ⅰ．対人コミュニケーション演習
園田由紀
MBTI に基づくコミュニケーション演習（2） ( 日本 MBTI 協会 )
Ⅰ．対人コミュニケーション演習
園田由紀
MBTI に基づくコミュニケーション演習（3） ( 日本 MBTI 協会 )
Ⅰ．対人コミュニケーション演習
田口智博
コーチング演習
（三重大学）
Ⅱ．メディアコミュニケーション演習
木内貴弘
石川ひろの
マス・コミュニケーション演習
• 新聞記事の執筆と評価（記者会見演習）
• 既存の新聞記事の評価・分析
注意：ノート PC 必要
Ⅱ．メディアコミュニケーション演習
木内貴弘
13:00-16:20 インターネットコミュニケーション演習（2） 石川ひろの
注意：ノート PC 必要
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『日本・アジア学』講座シラバス（2014 年度）

分野／健康論（医学系研究科）

Field : Health Sciences

単位／ 2

Credit：2

Human Ecology I
人類生態学特論 I
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間

41422231

使用言語

Prof. Chiho Watanabe (Medicine),
Assoc Prof. Masahiro Umezaki (Medicine)

場

The contents of
a lesson

所

Medical Building 3 Annex, E604

Venue

Summer, Friday, 9:00-12:10

履修上の注意

Semester/Time

授業内容

English

Language

Starting Date: 18 April

Important points

The primary goal of Human Ecology is to describe the interactions between human populations and their environments, and analyze them in terms of
adaptation. The course examines such topics as population, nutrition, subsistence, disease, and environment in ecological perspectives.
The classes will be given in a combination of lectures and discussions. Basic concepts, methodologies and relevant researches will be introduced by lecture;
Depending on the topic, there will be reading assignments.
- Lectures and presentation will be done in English.
- Textbooks/ Reference Books will be announced in the lecture.
- Method of Evaluation : Attendance and participation to the class, term report.

分野／健康論（医学系研究科）

Field : Health Sciences

単位／ 2

Credit：2

健康教育学
Health Education
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

41418213

使用言語

橋本英樹（医）

場

Hideki Hashimoto (Medicine)

所

医学部教育研究棟 13 階 公共健康医学専攻（SPH）講義室

陣

橋本英樹、岩永俊博（ヘルスプロモーション研究セン
ター）、岡田加奈子（千葉大学）、戸津崎貴文（みずほ銀行）

Venue

冬学期、金曜日、1・2 限（8:40-10:10, 10:30-12:00）、8週
Winter, Friday (8:40-10:10, 10:30-12:00) 8 weeks

講

師
Lectures

英語

English

Language

SPH Lecture Room, 13rd Floor, Faculty of Medicine Experimental
Research Bldg., Hongo Campus

「健康増進科学」「社会と健康 I」などと関連する。
履修上の注意 「予防保健の実践と評価」
Important points

授業内容
The contents of
a lesson

25

授業開始日：11 月 28 日
〇授業の目的
生活習慣・健康行動変容に関する理論を講義で
まず鳥瞰した後、各理論のフレームを用いて実
践的プログラム立案を行う上での長所・短所・
限界点をクラス内ディスカッション・レポート
で深める。
〇授業の方法
講義・ディスカッション
〇教科書・参考書等
Glanz K, et al. Health Behavior and Health
Education; Theory, Research and Pracdtice.
4th eds. John Willey and Sons, 2008
畑 栄一 , 土井 由利子 . 行動科学―健康づくりの
ための理論と応用 . 南江堂 第 2 版
他、適宜配布
〇成績評価の方法
出席ならびに講義中発言 (40% )・課題およびレ
ポート (60% )

〇授業日程
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

11/28
11/28
12/5
12/5
12/12
12/12
12/19
12/19
1/9
1/16
1/16
1/23
1/23
1/30
1/30

Network for Education and Research on Asia

− 118 −

1 限 Micro-meso level of behavioral theories I
2 限 Micro-meso level of behavioral theories II
1 限 Population level of behavioral theories I
2 限 Population level of behavioral theories II
1 限 Empowerment approach in community I（岩永）
2 限 Empowerment approach in community II（岩永）
1 限 Health marketing in workplace I ( 戸津崎 )
2 限 Health marketing in workplace II ( 戸津崎 )
休講（SPH 課題発表会）
1 限 Health education at school: Case method I( 岡田 )
2 限 Health education at school; Case method II ( 岡田 )
1 限 Health literacy
2 限 Decision making and negotiation
1 限 Wrap-up and discussion
2 限 Written exam

『日本・アジア学』講座シラバス（2014 年度）

分野／情報論（学際情報学府）

Field : Information Theory

単位／ 2

Credit：2

Information, Technology, and Society in Asia 101:

Introduction to Asian Studies: History and International Relations
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

497101031M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

松田康博（情報学環）

場

Language

Yasuhiro Matsuda (Interfaculty Initiative in Information Studies)

冬学期、火曜日、5 限（16:40-18:10）
Winter, Tuesday（16:40-18:10）

所
Venue

キーワード

英語

English

東洋文化研究所 3 階、大会議室

Main Meeting Room, 3rd floor, Institute for Advance Studies on Asia,
Hongo Campus
Asia, History, International Relations

Keywords

This course will offer students a series of lectures on Asian history and international relations with the aim of providing a solid foundation in the central topics
and most recent scholarship in Asian Studies. This course is required by both M.A.S. and Ph.D. students in the ITASIA program (non-ITASIA students are also
invited) and it aims to expand students’ knowledge beyond a few specialized countries or areas in Asia by providing a broader perspective of Asia as a whole
through the study of history.
For further information, please check UT-mate.

分野／情報論（学際情報学府）

Field : Information Theory

単位／ 2

Credit：2

Information, Technology, and Society in Asia 121:

International Politics in East Asia
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間

4971210

使用言語

田中明彦（東文研）

場

Akihiko Tanaka (Advanced Studies on Asia)

Language

所
Venue

英語

English

東洋文化研究所 3 階、大会議室

Main Meeting Room, 3rd floor, Institute for Advance Studies on Asia,
Hongo Campus

夏学期、金曜日、3 限（13:00-14:30）

Semester/Time

Summer, Friday（13:00-14:30）

キーワード

International Politics, East Asia, Japan, the United States, China, Southeast Asia, Korean Peninsula, North Korea, world system, regionalism, realism, liberalism,
constructivism, power transition, balance of power, history issues, hard power, soft power, new medievalism, democratic peace, economic interdependence

Keywords

授業内容
The contents of
a lesson

This is an intensive seminar on contemporary East Asian international politics in the context of the changing world system. The seminar covers various aspects,
both theoretical and issue-based, of international politics in East Asia mainly from the 1980s to the 2010s. The following are the major subjects to be discussed in
the seminar:
1. Overview of International Politics in East Asia
2. Theoretical Perspectives of International Politics in East Asia
3. The United States
4. China
5. Japan
6. The Korean Peninsula
7. Regionalism in East Asia
8. Future of International Politics in East Asia
For further information, please check UT-mate.
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分野／情報論（学際情報学府）

Field : Information Theory

単位／ 2

Credit：2

Information, Technology, and Society in Asia 124:

International Conflict Study
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間

4971240

使用言語

藤原帰一（法学政治学研究科）

場

Kiichi Fujiwara (Graduate Schools for Law and Politics)

所
Venue

Summer, Friday（14:50-16:20）

キーワード

国際紛争 地域紛争 破綻国家 国際介入
International Conflicts, Regional Conflicts, Failed States, International Intervention

授業内容
The contents of
a lesson

法文 1 号館 3 階・第 26 番教室

Room 26, 3rd floor, Faculty of Law & Letters Bldg.1, Hongo Campus

夏学期、金曜日、4 限（14:50-16:20）

Semester/Time

Keywords

英語

English

Language

What is an international conflict? Will it be possible to discuss the origins of international conflicts in more general and abstract ways, or would it be the case
that each conflicts are so distinct in nature that rule out theoretical abstraction? Those are the basic topics that I aim to cover in this course.
International conflicts encompass a wide terrain; here I will focus on what has come to be called the new kind of wars, those in which cultural symbols and
identity play out in the development of violent conflicts, as opposed to the more traditional kind of warfare based on the acquisition of secular interests.
For further information, please check UT-mate.

分野／情報論（学際情報学府）

Field : Information Theory

単位／ 2

Credit：2

Information, Technology, and Society in Asia 128:

Surviving Cancer in Asia
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

4971280

使用言語

赤座英之（先端研）、河原ノリエ（先端研）

場

Hideyuki Akaza (Advanced Science and Technology),
Norie Kawahara (Advanced Science and Technology)

英語

English

Language

所
Venue

福武ホール B2 階・福武ラーニングシアター

Fukutake Learning Theater, B2, Fukutake Hall, Hongo Campus

冬学期、月曜日、4 限（14:50-16:20)
Winter, Monday (14:50-16:20)

Changes in the disease structure in a globalizing Asia are contributing to a rapid increase in cancer in the region. Cancer is a complex disease that is deeply related to various
factors, including genetic predisposition, living environment and lifestyle customs. Cancer represents a grave and common challenge in Asia, where social structures are
undergoing significant transformations in all aspects, including in the economy, social security and also in family relationships. What is more, the common challenge of
cancer is revealing contemporary issues for society as a whole in Asia. Advances in medicine mean that the number of people surviving cancer in Asia is also increasing and
this survivorship and the need for long-term treatment and care is impacting the welfare of patients and their families. Both medical and welfare policies cover areas in which
it is not possible to make judgments on the basis of economic considerations alone, given the ethical dimensions of such policies. The countries of Asia are now facing a period
of transition in their social structures as societies continue to age, and the very real issue of striking a balance between limited economic and social resources on the one hand
and what is acceptable in ethical terms on the other hand is an extremely difficult one to address. Given the difficulties in controlling it cancer cannot be overcome based on
global health-based logic, which has functioned to date in countermeasures against communicable diseases. Furthermore, as the economy globalizes the market for anticancer drugs is expanding rapidly. The status of drug development itself is an issue that encompasses complex and dynamic factors, with national interests at stake. As such,
the structure as it currently stands is not one that can be readily resolved by referring to conventional theories of medical sociology.
This lecture series will be held in an omnibus style, with external lecturers being invited to talk about cancer in Asia from their various expert perspectives. The lecturers will
delve into issues such as the characteristics of cancer in Asia and the various approaches for regional cooperation that will help to overcome it, examining the current status in
the Asian region and the various challenges that are currently being faced.
For further information, please check UT-mate.

分野／情報論（学際情報学府）

Field : Information Theory

単位／ 2

Credit：2

Information, Technology, and Society in Asia 129:

Understanding Asia and Japan through Hong Kong
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

授業内容
The contents of
a lesson

27

497129031M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

園田茂人（情報学環）

場

Shigeto Sonoda (Interfaculty Initiative in Information Studies)

夏学期、集中

Summer, intensive

Language

所

英語

English

TBA

Venue

キーワード
Keywords

Understanding Asia and Japan, summer program, University of
Hong Kong

This course is for those who want to understand Asia and Japan through the lens of Hong Kong by participating in joint summer program between University
of Tokyo and the University of Hong Kong in August, 2014. The content of the program has not been finalized yet, but international office at the University of
Tokyo will start to announce call for participation in summer program in mid-April through the website, when you can get the whole information including
schedule, concrete activities, lodging, transportation, and participation fee. Two credits will be offered to those who participate in the program.
(http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/administration/go-global/program/program.html)
The program will be consisted of lectures, fieldworks, and presentations. The topics in the program will include (1) history and economy of Hong Kong, (2)
Japanese popular culture in Hong Kong, and (3) Japanese company in Hong Kong under globalization. Participants will listen to the lectures delivered by
professors in the University of Hong Kong, and then participate in the fieldwork/fieldtrip. Participants in the program will form groups, each of which will
make presentation on its research findings on the last day of the program. Graduate students as well as undergraduate students will join the program and
the former will be expected to function as a leader of each group. 10 local students in the University of Hong Kong will join the program and work with the
students from University of Tokyo.
For further information, please check UT-mate.
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分野／情報論（学際情報学府）

Field : Information Theory

単位／ 2

Credit：2

Information, Technology, and Society in Asia 131:

Modern Japanese Diplomacy
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

キーワード
Keywords

授業内容
The contents of
a lesson

4971310

使用言語

大島正太郎（法学政治学研究科）

場

Language

Shotaro Oshima (Graduate Schools for Law and Politics)

所
Venue

冬学期、金曜日、5 限（16:40-18:10）

履修上の注意

Winter, Friday (16:40-18:10)

英語

English

法文 1 号館 22 番教室

Room 22, Faculty of Law & Letters Bldg.1, Hongo Campus

公共政策との合併授業

Important points

現代日本外交 近代日本外交

Modern Japanese diplomacy, Japan's foreign policy strategy

The course “Modern Japanese Diplomacy” will be looking at Japan’s “diplomacy/foreign policy in the ‘modern’ era.” It will approach this subject by asking
how major international political events/upheavals, such as wars and revolutions, shaped the strategic environment which directly or indirectly impinged on
Japan’s security, and in what manner Japan responded to such challenges.
“The ‘Modern’ era” will be defined as post-1815 period up to the present, but most of the focus will be on post-1945 world scene. It will begin by looking at the
European imperialist encroachment of Asia, which led to Japan’s “opening”, and then cover developments leading up to the Second World War. Major focus
will be on the strategic environment in this region after the Second World War until the end of the Cold War.
Much time will also be allotted to cover the Post-Cold War period until the present. In the final sessions, there will be an overall review of today’s strategic
environment and the resultant challenges facing Japan. Throughout the course, events/upheavals in the region will always be put in the context of global
strategic developments.
For further information, please check UT-mate.

分野／情報論（学際情報学府）

Field : Information Theory

単位／ 2

Credit：2

Information, Technology, and Society in Asia 132:

Assimilation and Japanese Nationalism
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間

4971320

使用言語

李賢鮮（東洋文化研究所）

場

Language

Lee Hyunsun (Advanced Studies on Asia)

所
Venue

冬学期、木曜日、3 限 (13:00-14:30)

キーワード

英語

English

東洋文化研究所 3 階、第 2 会議室

Meeting Room 2, 3rd floor, Institute for Advance Studies on Asia,
Hongo Campus
Nationalism, ethnicity, Japanese and Western societies

Semester/Time

Winter, Thursday (13:00-14:30)

授業内容

This course covers major concepts and debates about ethnicity and nationalism. Also, it focuses on nationalism and ethnicity in both contemporary Western and
Japanese societies
For further information, please check UT-mate.

The contents of
a lesson

分野／情報論（学際情報学府）

Keywords

Field : Information Theory

単位／ 4

Credit：4

Information, Technology, and Society in Asia 133:

Japanese Foreign Economic Policy
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

497133031M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

飯田敬輔（法学政治学研究科）

場

Keisuke Iida (Graduate Schools for Law and Politics)

Language

Semester/Time

冬学期、水曜日、４・5 限
(14:50-16:20・16:40-18:10)

キーワード

Foreign Policy, Trade, Foreign Direct Investment, Japan, US-Japan Relations

授業時間

Winter, Wednesday (14:50-16:20, 16:40-18:10)

所
Venue

履修上の注意

英語

English

法文 1 号館 4 階 A4 演習室

Room A4, 4th floor, Faculty of Law & Letters Bldg.1, Hongo Campus

公共政策との合併授業

Important points

Keywords

授業内容
The contents of
a lesson

The goal of this seminar is to understand how Japan's foreign economic policy is made and where its characteristics come from. This course is primarily
intended for international students wanting to understand the political and economic underpinnings of Japan's foreign economic policy, but it will be also useful
for students who anticipate practicing foreign economic policy in their professional life, or those who will help shape governmental foreign economic policy in
the private sector.
For further information, please check UT-mate.
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分野／情報論（学際情報学府）

Field : Information Theory

単位／ 2

Credit：2

Information, Technology, and Society in Asia 143:

Understanding Taiwan and Japan in Global Settings: NTU-UT Joint Summer Program 2014
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間

497143031M220-1327S（修士 master）
31D220-1327S（博士 doctor）

使用言語

園田茂人（情報学環）

場

Language

Shigeto Sonoda (Interfaculty Initiative in Information Studies)

所

英語

English

TBA

Venue

夏学期、集中

履修上の注意

Semester/Time

Summer, intensive

キーワード

Understanding Taiwan, summer program, National Taiwan University

Important points

Keywords

授業内容
The contents of
a lesson

This course is for those students who want to understand Taiwan in global settings through participating in the summer program specially tailored to students
of the University of Tokyo by College of Social Sciences, National Taiwan University in August, 2014. The content of the program has not been finalized yet,
but International Affairs Division of the University of Tokyo will start to announce call for participation in summer program in mid-April through the website,
when you can get the whole information including schedule, concrete activities, lodging, transportation, and participation fee. Two credits will be offered to
those who participate in the program.
(http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/administration/go-global/program/program.html)
The program will be consisted of lectures, fieldworks, and presentations. Participants will listen to the lectures delivered by professors in National Taiwan
University, and then participate in the fieldwork/fieldtrip. Participants in the program will form groups, each of which will make presentation on its research
findings on the last day of the program. Graduate students as well as undergraduate students (capacity: 12 students) will join the program and the former will
be expected to function as a leader of each group. Those who will join the program will be partially supported financially thanks to JASSO's scholarship. 12 NTU
students will join the program, too.
From this year, Tokyo round was created and all the students will join both Taipei Round and Tokyo Round.
For further information, please check UT-mate.

分野／情報論（学際情報学府）

Field : Information Theory

単位／ 2

Credit：2

Information, Technology, and Society in Asia 319:

MindHacks: Organizing Knowledge, Resources and Research in the Internet Era
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間

4973190

使用言語

ミヒャエル・シルツ（東文研）

場

Language

Michael Schiltz (Advanced Studies on Asia)

夏学期、火曜日、4 限（14:50-16:20）

Semester/Time

Summer, Tuesday (14:50-16:20)

キーワード

Digital humanities, learning technology, library science

所

英語

English

東洋文化研究所 3 階、大会議室

Venue

Main Meeting Room, 3rd floor, Institute for Advance Studies on Asia,
Hongo Campus

履修上の注意

Due to the collaboration-intensive nature of this seminar series, the
number of students will be limited.

Important points

Keywords

授業内容
The contents of
a lesson

The seminar series attempts to familiarize students with a wide range of freely available online tools that are specifically geared towards academic use. These
technologies include means for storing and organizing sources, visualize and ‘mine’ data, alternative search tools and sources contemplating the epistemological
consequences of so-called digital humanities.
For further information, please check UT-mate.

分野／情報論（学際情報学府）

Field : Information Theory

単位／ 2

Credit：2

文化・人間情報学特論Ⅰ

Special Seminars in Cultural and Human Information Ⅰ
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間

4917030

使用言語

真鍋祐子（情報学環）

場

Yuko Manabe (Interfaculty Initiative in Information Studies )

冬学期、月曜日、3 限（13:00-14:30）

Language

所
Venue

履修上の注意

Semester/Time

Winter, Monday (13:00-14:30)

キーワード

東アジア、ナショナリズム、グローバリズム、マイノリティ、在日

日本語

Japanese

情報学環本館、７階第一演習室

1st Seminar Room, 7 floor, Interfaculty in Information Studies Bldg.
Hongo Campus

成績評価の方法：出席状況、レポート、討論への貢献度

Important points

Keywords

授業内容
The contents of
a lesson

29

東アジアにおける戦争と植民地主義と分断の所産であり、かつ、現今のグローバリズムとナショナリズムの「ねじれ」を体現した
存在として、今年度は「在日」に焦点をあてる。在日を含む複数の外部講師を迎え、講義を聞きながら、在日の現在と展望を見す
えるための新たな理論的枠組みを模索する。
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分野／特論

Field : Advanced Studies

単位／ 2

Credit：2

日中関係（アジア経済）
Sino-Japanese Relations
科目番号
Course ID Number

担当教員
Teacher

授業時間
Semester/Time

履修上の注意

2903161-02

使用言語

丸川知雄（社会科学研究所）

場

Language

Tomoo Marukawa (ISS)

所
Venue

夏学期、金曜日、2 限（10:30-12:00）

キーワード

Summer, Friday (10:30-12:00)

Keywords

日本語

Japanese

社会科学研究所１階第一会議室

Meeting Room#1, Institute of Social Science, Hongo Campus

日中関係、日本、中国、外交、資源、投資、貿易、東南
アジア

教科書を用いて議論するので必ず教科書を入手すること。

Important points

授業内容
The contents of
a lesson

2012 年には領土問題を巡って日中関係が大きく動揺した。2010 年に中国と日本の GDP の規模が逆転したときから両国関係の
基調が変化した。本講義では最新の情勢を踏まえながら中長期的な視点で日本と中国の関係を、政治外交関係、経済関係、社会文
化関係、東南アジアからの視点など、多角的に掘り下げて分析する。
In 2012, Sino-Japanese relationship faced a major challenge triggered by territorial disputes. The basic trend of bilateral relationship
has changed since China's GDP surpassed that of Japan's in 2010. This lecture series will view Sino-Japanese relations from various
perspectives, such as political and diplomatic relationship, economic relationship, social and cultural issues, and perspectives from
South East Asia.
〇授業計画
予定しているテーマ
「日中の貿易関係と貿易摩擦」
、「日中の企業間競争と補完関係」
、「日中関係と国内政治」
、「日中間の歴史問題と国民感情」
、
「日
中間の安全保障問題と尖閣」、
「友好フレームの終焉：「民」は日中関係を改善できるか？」、
「日中ビジネス交流 30 年 (1)：日
本人ビジネスマンがみた企業内摩擦の変遷」
、
「日中ビジネス交流 30 年 (2)：対中企業進出の日韓比較」
、
「中国の対外経済関係
GMS・CAEXPO」、「アジア新興諸国の経済と中国・日本」
〇授業の方法
講義、討論
〇評価の方法
授業への積極的参加とレポート
〇教科書
『日中関係史 1972-2012』Ⅰ政治、Ⅱ経済、Ⅲ社会・文化、Ⅳ民間 東京大学出版会、2012/14 年
〇その他
詳細な日程は東京大学社会科学研究所現代中国研究拠点の ASNET 講座ウェブサイトにて公表する。
http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/kyoten/asnet/

NOTE 1 : Standard curriculum and taking part in the program

注意① ： 正規課程とプログラム履修の関係について
本プログラムの修了は正規課程の修了とは独立に認定します。
したがって、
本プログラムにおいて「他研究科（教育部）履修」
、
「学部科目履修」として取得した単位を、所属する研究科・教
育部が正規課程の単位としてどのように取り扱うかは、当該研
究科・教育部が決定します。

Recognition of completion of the program is independent of that for completion of
the standard curriculum. Therefore, decisions regarding treatment as credit of units
gained in this program from “Other graduate school (educational department)
enrolment” or “Undergraduate course enrolment” vis-a-vis the standard
curriculum of the graduate school or faculty to which the student belongs shall be
determined by that graduate school or faculty.

NOTE 2 : Treatment of credits when moving from a master’s to a doctoral program

注意② ： 修士課程から博士課程に進学した時の扱い

修士課程または博士課程在学中に 12 単位を修得した場合だけ
でなく、東京大学の修士課程から博士課程へ進学した学生は、
両課程を通して 12 単位を取得することで修了と認定されます。
ただし、東京大学の学部において言語科目群に該当する単位を
取得して、大学院に進学した場合においては、学部在籍中に取
得した単位を本プログラムの単位とみなすことは出来ません。

For students who gained 12 credits during the term of a master’s or doctoral
program, or for students at the University of Tokyo who have moved from a
master’s to a doctoral program, recognition of completion shall be given for 12
credits gained during both courses. However, for students who gained credits
for language-related courses at a University of Tokyo undergraduate faculty and
moved on to the graduate level, the credits gained by such students while enrolled
in that department may not be used as credits in this program.

注意③ ： 平成 18 年度〜 20 年度の「日本・アジア学講座」との関係
平成 18 年度〜 20 年度の期間に「日本・アジア学講座」とし
て開講された科目のうち、作業委員会が特別に認めた場合には
修了要件の単位とすることができます。

NOTE 3 : Regarding 2006 ~ 2008 Lectures on Japan-Asian Studies

If the Managing Committee gives special permission, credits gained from those
subjects taught during the Japan-Asian Studies Lectures held between 2006 and
2008 may be counted as credits.
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言語科目群

Asian Language Courses

事前に必ず、履修に当たっての注意（履修者の制限など）を、ウェブサイトならびに UT-Mate 上で確認してください。
どちらのキャンパス（本郷・駒場）の科目でも履修可能ですが、学部学生の履修状況によっては、受講できない場合もあります。

http://www.asnet.u-tokyo.ac.jp/

For detailed information in English, please visit the website.

Hongo Campus (Faculty of Letters)

本郷キャンパス【文学部開講科目】
科

目

名

科目番号

担当教員

学期 単位

目

名

科目番号

担当教員

学期 単位

04146401

邵 迎建

夏

2

韓国朝鮮語中級

04146441

五十嵐 孔一 夏

2

中国語前期 (2)

04146402

邵 迎建

冬

2

アラビア語 (1)

04146442

吉田 京子

夏

2

中国語後期 (1)

04146403

邵 迎建

夏

2

アラビア語 (2)

04146443

吉田 京子

冬

2

中国語後期 (2)

04146404

邵 迎建

冬

2

ペルシア語 (1)

04146444

渡部 良子

夏

2

ヒンディー語 (1)

04146437

町田 和彦

夏

2

ペルシア語 (2)

04146445

渡部 良子

冬

2

ヒンディー語 (2)

04146438

町田 和彦

冬

2

チベット語 (1)

04146452

星 泉

夏

2

韓国朝鮮語初級 (1)

04146439

五十嵐 孔一 夏

2

チベット語 (2)

04146453

福田 洋一

冬

2

韓国朝鮮語初級 (2)

04146440

五十嵐 孔一 冬

2

Komaba Campus (College of Arts and Sciences)

駒場キャンパス【教養学部開講科目】
科

31

科

中国語前期 (1)

目

名

科目番号

担当教員

学期 単位

科

目

名

科目番号

担当教員

学期 単位

共通中国語（1）（初級文法）

08A4001 孫 軍悦

夏

2

共通中国語（23）（上級講読）

08A4023 伊藤 徳也

夏

2

共通中国語（2）（初級会話）

08A4002 孫 軍悦

冬

2

共通中国語（24）（中級文法）

08A4024 楊 凱栄

冬

2

共通中国語（3）（中級講読）

08A4003 秋山 珠子

夏

2

共通中国語（49）（PEAK 初級）

08A4049 張 玉萍

夏

2

共通中国語（4）（中級講読）

08A4004 秋山 珠子

冬

2

共通中国語（50）（PEAK 初級）

08A4050 張 玉萍

冬

2

共通中国語（5）（中級講読）

08A4005 阿古 智子

夏

2

共通韓国朝鮮語（1）

08A8001 三ツ井 崇

夏

2

共通中国語（6）（中級講読）

08A4006 阿古 智子

冬

2

共通韓国朝鮮語（2）

08A8002 金 泰昊

冬

2

共通中国語（7）（中級会話）

08A4007 林 立梅

夏

2

共通韓国朝鮮語（3）

08A8003 金 東漢

夏

2

共通中国語（8）（中級会話）

08A4008 林 立梅

冬

2

共通韓国朝鮮語（4）

08A8004 金 東漢

冬

2

共通中国語（9）
（中級会話）
（PEAK 中級） 08A4009 孫 軍悦

夏

2

共通韓国朝鮮語（5）（PEAK 中級）

08A8005 張 銀英

夏

2

共通中国語（10）
（中級会話）
（PEAK 中級） 08A4010 孫 軍悦

冬

2

共通韓国朝鮮語（6）（PEAK 中級）

08A8006 張 銀英

冬

2

共通中国語（11）（中級会話）

08A4011 李 雲

冬

2

共通韓国朝鮮語（7）

08A8007 橋本 繁

夏

2

共通中国語（12）（中級作文）

08A4012 未定

冬

2

共通韓国朝鮮語（8）

08A8008 岩井 智彦

冬

2

共通中国語（13）（中級作文）

08A4013 柴

森

夏

2

共通韓国朝鮮語（9）

08A8009 金 東漢

夏

2

共通中国語（14）（中級作文）

08A4014 柴

森

冬

2

共通韓国朝鮮語（10）

08A8010 金 東漢

冬

2

共通中国語（15）（上級講読）

08A4015 未定

夏

2

共通韓国朝鮮語（21）（PEAK 初級）

08A8021 張 銀英

夏

2

共通中国語（16）（上級講読）

08A4016 未定

冬

2

共通韓国朝鮮語（22）（PEAK 初級）

08A8022 張 銀英

冬

2

共通中国語（17）（上級講読）

08A4017 孫 軍悦

夏

2

共通アラビア語（1）

08A9001 杉田 英明

夏

2

共通中国語（18）（上級講読）

08A4018 孫 軍悦

冬

2

共通アラビア語（2）

08A9002 杉田 英明

冬

2

共通中国語（19）（上級会話）

08A4019 姚 毅

夏

2

共通アラビア語（3）

08A9003 杉田 英明

夏

2

共通中国語（20）（上級会話）

08A4020 姚 毅

冬

2

共通アラビア語（4）

08A9004 杉田 英明

冬

2

共通中国語（21）（上級作文）

08A4021 孫 軍悦

夏

2

共通アラビア語（5）

08A9005 オダイマ ムハンマド 夏

2

共通中国語（22）（上級作文）

08A4022 孫 軍悦

冬

2

共通アラビア語（6）

08A9006 オダイマ ムハンマド 冬

2
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科

目

名

科目番号

担当教員

学期 単位

科

目

名

科目番号

担当教員

08A9417 藤井 毅

夏

2

上海語（2）（初級）

08A9454 周

冬

2

ヒンディー語（2）

08A9418 足立 享祐

冬

2

台湾語（1）（初級）

08A9457 王 嵐

夏

2

ヒンディー語（3）

08A9419 藤井 毅

夏

2

台湾語（2）（初級）

08A9458 王 嵐

冬

2

ヒンディー語（4）

08A9420 足立 享祐

冬

2

タイ語（1）

08A9461 浅見 靖仁

夏

2

ベトナム語（1）

08A9425 加藤 栄

夏

2

タイ語（2）

08A9462 浅見 靖仁

冬

2

ベトナム語（2）

08A9426 加藤 栄

冬

2

モンゴル語（1）

08A9465 荒井 幸康

夏

2

ベトナム語（3）

08A9427 藤倉 哲郎

夏

2

モンゴル語（2）

08A9466 荒井 幸康

冬

2

ベトナム語（4）

08A9428 岩月 純一

冬

2

ペルシャ語（1）

08A9469 前田 君江

夏

2

トルコ語（1）

08A9433 高松 洋一

夏

2

ペルシャ語（2）

08A9470 前田 君江

冬

2

トルコ語（2）

08A9434 高松 洋一

冬

2

ヘブライ語（1）

08A9473 飯郷 友康

夏

2

トルコ語（3）

08A9435 高松 洋一

夏

2

ヘブライ語（2）

08A9474 飯郷 友康

冬

2

トルコ語（4）

08A9436 高松 洋一

冬

2

サンスクリット語（1）

08A9477 梶原 三恵子 夏

2

広東語（1）（初級）

08A9441 吉川 雅之

夏

2

サンスクリット語（2）

08A9478 梶原 三恵子 冬

2

広東語（2）（中級）

08A9442 谷垣 真理子 夏

2

シリア語（2）

08A9482 高橋 英海

冬

2

広東語（3）（中級）

08A9443 吉川 雅之

冬

2

専門中国語（7）

08B4007 小野 秀樹

夏

2

広東語（4）（初級）

08A9444 谷垣 真理子 冬

2

専門中国語（8）

08B4008 川島 真

冬

2

インドネシア語（1）

08A9445 高地 薫

夏

2

専門韓国朝鮮語（6）

08B8006 長澤 裕子

夏

2

インドネシア語（2）

08A9446 高地 薫

冬

2

専門韓国朝鮮語（7）

08B8007 長澤 裕子

冬

2

インドネシア語（3）

08A9447 高地 薫

夏

2

専門韓国朝鮮語（8）

08B8008 崔 泰源

冬

2

インドネシア語（4）

08A9448 高地 薫

冬

2

専門アラビア語（3）

08B9003 杉田 英明

冬

2

上海語（1）（初級）

08A9453 周

夏

2

剛

剛

学期 単位

ヒンディー語（1）
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Human

Nature

History

Society

日本・アジアに関する教育研究ネットワーク
○学生のアジア理解を深める
「日本・アジア学」教育プログラム（研究科等横断）
○ウェブサイト、
メールマガジン、
メーリングリストを通じた情報・意見交換
○研究者の国際交流・分野間交流の促進

ASNETではアジアに関する情報を掲載したメールマガジンを発行しています。
どなたでも、無料で購読することができます。
ウェブサイトから購読登録をするか、事務局までメールで購読希望のメールをお寄せください。
Network for Education and Research on Asia is a virtual network for the education/studies on Asia.
The network issues an e-newsletter for exchange of information on Asia. Subscription is free.
Please register at the website or contact the network office by e-mail for the subscription.

URL：http://www.asnet.u-tokyo.ac.jp/
E-mail：asnet@asnet.u-tokyo.ac.jp
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話
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内
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⅒″⁅※″⁀‒‶※⁈‷⁄⁅※⁆⁋⅒

⅒″⁅※″⁀‒‶※⁈‷⁄⁅※⁆⁋⅒

⁀†‒‥

⁀†‒…
⇙∞⇸∞ᝃ↝ɧሁ
⃬⇿⇮⇰∆⇙∞⇸∞↝፦ԛↆⅳ↮૾⃬

ɶᓙ૰ྸ↝፦
ிʮܖٻଐஜὉỴἊỴỆ᧙ẴỦᏋᄂᆮἕἚὁὊἁ
ίᵟᵱᵬᵣᵲὸỂỊỴἊỴỆ᧙ẴỦಮẉễᄂᆮẆᏋѣ
ỆࢼʙẲềẟộẴẇிʮܖٻᵟᵥᵱẆிʮྶעܖٻਤ
ዓဦᄂᆮỶἝἉỴἘỵἨίᵲᵧᵥᵱᵇểỉσ͵ỉẐỴἊỴ
ỉ૨҄ểἂἿὊἢἼἎὊἉἹὅẑờẸỉɟếỂẴẇʻ
ׅỊᵐᵎᵏᵎ࠰ᵏᵎஉᵐᵎଐỆ͵ẰủộẲẺẆᓌᝅ൞
ίிබ૨҄ᄂᆮẆὸỆợỦẆẐɶᓙ૰ྸỉ፦ẑử
ắኰʼẟẺẲộẴẇ

ிʮܖٻଐஜὉỴἊỴỆ᧙ẴỦᏋᄂᆮἕἚὁὊἁ
ίᵟᵱᵬᵣᵲὸỂỊிබ૨҄ᄂᆮểσ͵ỂẆᡵங୴
ଐỆἍἱἜὊử͵ẲềấụộẴẇʻׅỊ൷ஜ࠳ဃ൞
ίிබ૨҄ᄂᆮẆὸỆợỦẆẐἅὊἤὊᝃỉɧ
ሁὼἫἚἜἲὉἅὊἤὊỉ፦ԛẲẟỚ૾ὼẑίᇹᵒׅ
ி૨ᄂὉᵟᵱᵬᵣᵲσ͵ἍἱἜὊẆᵐᵎᵏᵎ࠰ᵔஉᵏᵎଐ
͵ὸửắኰʼẟẺẲộẴẇ
ஔẆἫἕἛẦỤЈỦỉầᠲẟܓራỆễụộẲẺầẆภ
ẦẪềᑷẲẟἅὊἤὊử᪬ẪểẐʻଐờ᪴ࢌỦẹὲẑểẟ
ạൢਤẼỆễụộẴỈẇᅶờἅὊἤὊầڤẨỂẆἅὊ
ἤὊᝃửᝰẟỆᘍẨộẴầẆ৽ٻẆҤငỉờỉửទ
λẲộẴẇႏಮỊἫἚἜἲầɭမᇹᵐˮỉἅὊἤὊ
ЈỂẝỦẮểửắ܍ჷỂẲỢạẦᾎ

ႏಮǋǑƘƝ܍ơƷᡫǓŴɶᓙ૰ྸƴƸׄ߷
૰ྸŴ࠼ி૰ྸƳƲŴٻƖƘЎƚƯƭƷ૰ྸƕ
ƋǓǇƢŵƠƔƠŴᝅ݈ƳᲢᢠ૰ᲣƱᛦԛ
૰Ტᛦ૰ᲣǛဇƍŴٶಮƳѼɠьᲢЋᲣƱ
້ƴǑǔьᲢ້ͅᲣǛᡫơƯŴƴཋྸႎ
ьǛƢƜƱŴƷǈƳǒƣŴ૰ྸƱǛᑸᘐ
ႎƳǋƷŴॖ҉Ʒɥư࠳ᅦǛᝋࣉƢǔǋƷǁƱŴ
ᛐჷႎьǛƠƯƍƘƜƱƕŴٶƘƷɶᓙ૰
ྸƴσᡫƢǔཎᑥƩƦƏưƢŵƨƱƑƹŴҳƱ
ȏȠƴǑƬƯᰄƷ࢟ƴǒǕƨϬᓔƸŴžᰄſ
ƱƍƏ܌Ʒ᪦ƕžӴſƱƍƏ܌Ʒ᪦Ʊ˩
ƠᲢ᪦ᲣŴᰄƷॖ҉ǛƢǔƜƱƴǑƬƯŴ
ज़ेឪƞǕǔžӴᲷ࠳ᅦſǛƢǔƜƱƴƳ
ǔƦƏưƢŵǇƨɶưᧈݤƷǷȳȜȫƱƞǕ
ǔఒƴᛄǊǒǕƨ૰ྸƴƸŴᧈݤǁƷᫍƍƕᡂ
ǊǒǕƯƍǔƦƏưƢŵƦƷǑƏƳᛐჷႎƳॖ
ԛǛԛǘƏƨǊƴƸŴ૰ྸƴǇƭǘǔཋᛖǍ
נႎƳॖԛǛ࣎ࢽǔƕ࣏ᙲưƋǓŴƦƷǑ
ƏƳǛǋƱƴҢƸʴŷƷᛖǒƍƷئǁƱ
҄ƠƯƍƘƷƩƦƏưƢŵƜƜƴŴɶƷʴŷ
ƷŴŴ૰ྸŴǁƷƘƳƖ࣎ڈڤǛᛠǈ
ӕǔƜƱƕưƖǇƢŵ২ᘐǍᛐჷǛဇƍƯь
ǛьƑƯƍƘƱƍƏ࣓ӼࣱƸŴɶᓙ૰ྸƴᨂǒ
ƣŴɶƷᑸǍؾᚇŴเႆŴעםМဇŴ
ᅈ˟ǷǹȆȠƳƲƴǋᙸ᧓ǔƜƱƕưƖǔƦ
ƏưƢŵ

ἅὊἤὊᝃỉԼᆔểẲềɼễờỉỊẆỴἻἥỽᆔểἿ
ἨἋἑᆔỂẴẇỴἻἥỽỊᣠԛểᬐụầཎࣉỂẝụẆɭ
မỉἅὊἤὊᝃဃငỉኖᵑЎỉᵐửҩỜộẴẇ˂૾Ẇ
ἿἨἋἑỊᒊԛểἅἁửཎࣉểẲẆፃἅὊἤὊễỄь
ဇỆဇẟỤủềẟộẴẇẸỉẺỜငעầᘙᅆẰủỦẮ
ểờễẪẆẐἿἨἋἑỉဃငẑểẲềỉἫἚἜἲỊẸủ
ỖỄჷỤủềẟễẟỉỂẴẇ
ἿἨἋἑửьẶẵỆẆἨἻἕἁỂ᪬ẪẮểờỂẨộẴẇ
ౡൟˊעỉἧἻὅἋʴᢋỊἫἚἜἲငỉ᭗ԼឋἿ
ἨἋἑử॓ẲỚẆẸỉỚ૾ỊʻỂờἫἚἜἲỆസẾ
ềẟộẴẇẲẦẲ৽ٻỉἫἚἜἲἅὊἤὊỊộẵẪẆ
ỆἢἑὊởỽỽỼửฆặẺụẆἅὅἙὅἋἱἽἁở
ἻἲᣒửλủềớẸạỂẴẇἅὅἙὅἋἱἽἁửẺẾ
ỒụλủỦểἭἕἚἓἹἅἾὊἚỉợạễԛầẲộẴẇ
ẮẮỆέᡶểဃငểỉ᧓ỉẆኺฎщỉࠀỆợỦ
ɧሁầᙸảềẪỦỉẻẸạỂẴẇ᭗Լឋỉờỉửέ
ᡶỆЈẲẺࢸỆസẾẺឋỉफẟἅὊἤὊởẆ
ᨥᅈ˟ỉ൭ỜỆࣖẳềẐឋợụẑửᙻẲềဃငẲ
ẺἅὊἤὊửችɟấẟẲẪờạểẴỦپầẆἫἚ
ἜἲἅὊἤὊỉỚ૾ỆỊӒପẰủềẟỦẦỤỂẴẇ
ଢଐỉஔẆἅὊἤὊửộủỦᨥỆỊ᩼ẆἅὊἤὊ
ᝃỉဃငỆờ࣬ẟửᬗẶềỚềɦẰẟẇ

Ắỉᄂᆮ˟ỊẆʻࢸờಮẉễỴἊỴ૰ྸửᜭ᫆Ệ
͵ẲềẟẨộẴẇଐஜὉỴἊỴܖᄂᆮᎍἙὊἑἫὊ
Ἃ
ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᵿᶑᶌᶃᶒᵌᶓᵋᶒᶍᶉᶗᶍᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍᶂᶀᶐᶃᶅᶇᶑᶒᶐᵿᶒᶇᶍᶌ
ỆႇẲề᪬ẨẆܖϋἳὊἼὅἂἼἋἚỆႇẲề᪬Ẩ
ộẴểẆ͵కϋầấΨỆފẨộẴẇắဇɦẰẟẇ

ἍἱἜὊỉᛇኬỊɦᚡỉᵳᵰᵪửắӋༀɦẰẟẇ
ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᵿᶑᶌᶃᶒᵌᶓᵋᶒᶍᶉᶗᶍᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍᶌᶍᶂᶃᵍᵔᵗᵎᵔ
ᵟᵱᵬᵣᵲἭὊἲἬὊἊ
ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᵿᶑᶌᶃᶒᵌᶓᵋᶒᶍᶉᶗᶍᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍ

ଐஜὉỴἊỴỆ᧙ẴỦᏋᄂᆮἕἚὁὊἁ ίᵟᵱᵬᵣᵲᵇ
ܤဋ̀ˊ

ଐஜὉỴἊỴỆ᧙ẴỦᏋᄂᆮἕἚὁὊἁ ίᵟᵱᵬᵣᵲᵇ
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″⁅※″⁀‒‶※⁈‷⁄⁅※⁆⁋
⁀†‒‧

⁀†‒

Ⅴᮄ૨҄↗ⅳⅥ

ྵˊ⇧⇿⇩⇮ᄂᆮⅻପↆЈↈ
⇧⇿⇩⇮↝ٶಮࣱ

⇈⇞⇈↝ᨩʴ⇁ჷ↺‣․↝ϙჇ
≋ɶዻ≝↝‣≌

ிʮܖٻଐஜὉỴἊỴỆ᧙ẴỦᏋᄂᆮἕἚὁὊἁ
ίᵟᵱᵬᵣᵲὸỂỊிබ૨҄ᄂᆮểσ͵ỂẆᡵங୴
ଐỆἍἱἜὊử͵ẲềấụộẴẇʻׅỊ߷ٻᜐ˺൞
ίଐஜܖᘐਰᐻ˟ẆཎКᄂᆮՃᵮᵢὸỆợỦẆẐྵˊἓ
ἫἕἚᄂᆮểˊஆൟଈᛏỉբ᫆ẑίᇹᵖׅி૨ᄂὉ
ᵟᵱᵬᵣᵲσ͵ἍἱἜὊẆᵐᵎᵏᵎ࠰ᵕஉᵖଐ͵ὸửắኰ
ʼẟẺẲộẴẇ

൦ᮄỊẆɶᓙ૰ྸỆഎẦẶễẟẇ
ἏỸἀἹởἜἰἌẆἧἜẆἅỶễỄỊՓ੬ậởᔕẲᮄẆ༃
ᮄểễẾềҢửកỪẴẇםầଐஜỉኖᵐᵓ̿ờẝỦ
ɶỂỊẆ൦ᮄửỔỦ૨҄ầ᩼ࠝỆႆᢋẲềẟỦẇ

ἓἫἕἚầྵˊỆấẟềẆஇờἍὅἉἘỵἨễ؏עỉ
ɟếỂẝỦẮểỊẆἝἷὊἋởૼᎥửᡫẳềႏಮợẪ
ࣂ܍ẳỉẮểể࣬ẟộẴẇἓἫἕἚ૨҄חỊᙐૠỉྵ
ˊܼỆộẺầỦ࠼ٻễ᪸؏ử࢟ẲềấụẆẮỉٶ
ಮࣱὉᙐᩃࣱầẆἓἫἕἚửᄂᆮݣᝋểẴỦܖբ᪸؏
ỆờٻẨễࢨ᪪ửӏỗẲềẟỦẮểử˨ỪẶỦấᛅỂ
ẲẺẇ

Ắỉᮄ૨҄ỊẆẟờɦૅảẲềẟỦẇɶỂ
ỊẆʻỂờỽὁỸử̅ẾẺầӲעỂᘍỪủềẟỦẇỽ
ὁỸỊẆ൦ɶỆẆẸỉئỂờẾểờྒụởẴẟᮄửྒỦẇ
ẸỉẺỜẆẟỂỊẆɟଐỉỂྒủỦᮄầٶಮ
ỂẝỦẇẺẻẆٶẪỉ൦ᮄỆՠԼ̖͌ầẝỦẺỜẆྒ
ỤủẺᮄỊࠊئỂქẪ᧓Ệ٥ủỦẇ

ʴܖᄂᆮểỊẆྵעᛦ௹ửᡫẳềẆẸỉ؏עỉ
ٶಮࣱở୍ᢄࣱửᄂᆮẴỦܖբᄂᆮỂẴẇɶỂờẆ
ἓἫἕἚửᄂᆮݣᝋểẴỦʴܖᄂᆮỆỊẆẮỉ؏ע
ỉٶಮࣱỆࣖẳềẆီễỦᙐૠỉᄂᆮກ්ầנ܍Ẵ
ỦẸạỂẴẇἍἱἜὊỂỊẐἉỹἽἣɶ࣎ɼ፯ႎᄂᆮẑ
ểẐἻἇɶ࣎ɼ፯ႎᄂᆮẑểẟạʚếỉກ්ửӕụɥ
ậỤủộẲẺẇẐἉỹἽἣɶ࣎ɼ፯ႎᄂᆮẑỊẆἣὊ
ἽὉἤἰἻἶẝỦẟỊỶὅἛὉἤἰἻἶỉἓἫἕἚኒ˰ൟ
ỉᅈ˟ẮẸầἓἫἕἚᅈ˟ỉχỂẝỦểỚễẲẆẮỉ
עỂỉྵעᛦ௹ửờểỆἓἫἕἚᅈ˟ỉཎឋửଢỤẦ
ỆẲợạểẴỦᄂᆮỉɟỂẴẇ˂૾ẐἻἇɶ࣎ɼ፯
ႎᄂᆮẑỊẆἻἇểɶځἓἫἕἚửἓἫἕἚỉˊᘙểᙸ
ễẲếếờẆἓἫἕἚஜםỂỉྵעᛦ௹ầᩊỂẝỦ
ẺỜẆϐನႎൟଈᛏίᩊൟễỄồỉᎥẨẨỆợỦ
ഭӪỉϐನὸỆợỦᄂᆮửᘍạɟỂẴẇ

ɟ૾ẆଐஜỉỎỪฯẇấợẸᵓᵓᆔỉ൦ᮄầဃऒ
ẲềẟỦầẆՠԼ̖͌ỉẝỦᮄỊᵏᵎᆔᆉࡇỂẝỦẇˎ
ỆỎỪฯỂẟửᘍẾềờᮄỉᝰẟầᄩ̬ỂẨ
ẵẆဃಅểẲềụᇌẺễẟỂẝỨạẇ
ϙჇỊẆᣃࠊỉඕ߷Ểẟửᘍễạࠖẇᣃࠊ
˰ൟầفảẺẮểỂἅỶễỄỉᩔᙲầفảẆẟầ
ዓẬỤủỦẇɶỉẟỊẆᮄ૨҄ửᏑỆẆ
ộẻẲịỤẪỉ᧓ẆᙸỦẮểầỂẨỦẇ

ἓἫἕἚỉᙐᩃࣱỊˌɥỉᡫụẆᙐૠỉᄂᆮກ්ử
ဃỚЈẲẺỉỚễỤẵẆӲກ්ỉႻʝݣᛅửʅẲẟ
ờỉểẲềẨộẲẺẇἓἫἕἚỂỉྵעᛦ௹ầᩊỂẝ
ỦẮểửྸဌỆẆỶὅἛởἣὊἽᄂᆮỆ᧙࣎ửᆆẲ
ẺܖᎍẆộẺἉỹἽἣẮẸầἓἫἕἚửˊᘙẴỦờỉỂ
ẝụẆἒἻỶὉἻἰởἻἇỊớẲỨẆἓἫἕἚỉཎഷễᢿ
ЎẻểỚễẴܖᎍễỄẆӷẳἓἫἕἚửᄂᆮݣᝋểẲ
ếếờẆಮẉễᄂᆮἋἑỶἽởἓἫἕἚ૨҄חỉểỤ
ả૾ờኰʼẰủềẟộẲẺẇ߷ٻẰỮࣂᐯ៲ỊẆἻἇ
ỉࣂᄂᆮửᡶỜềẟỤẾẲỞỦẸạỂẴẇ
ἍἱἜὊỉᛇኬỊɦᚡỉᵳᵰᵪửắӋༀɦẰẟẇ
ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᵿᶑᶌᶃᶒᵌᶓᵋᶒᶍᶉᶗᶍᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍᶌᶍᶂᶃᵍᵔᵗᵐᵒ
ᵟᵱᵬᵣᵲἭὊἲἬὊἊ
ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᵿᶑᶌᶃᶒᵌᶓᵋᶒᶍᶉᶗᶍᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍ

૨ὉϙჇᾉҭဋܪ
ଐஜὉỴἊỴỆ᧙ẴỦᏋᄂᆮἕἚὁὊἁ
ᵆᵟᵱᵬᵣᵲᵇ
ଐஜὉỴἊỴỆ᧙ẴỦᏋᄂᆮἕἚὁὊἁίᵟᵱᵬᵣᵲὸỊẆᄂᆮᎍ
ởܖဃầЎửឬảềጟầụẆỴἊỴỆ᧙̞ẴỦᏋởᄂᆮỉ
ૼẺễӧᏡࣱửỦẺỜỆᚨᇌẰủẺೞನỂẴẇ
ỴἊỴỉẮểử࠼ẪẆขẪჷụẺẟܖဃỉႏẰỮỆᄂᆮᅹሁ್ૺ
ẐଐஜὉỴἊỴܖẑᏋἩἿἂἻἲờܱẲềẟộẴẇ

ଐஜὉỴἊỴỆ᧙ẴỦᏋᄂᆮἕἚὁὊἁ
ίᵟᵱᵬᵣᵲᵇ
ܤဋ̀ˊ

ᛇẲẪỊɦᚡỉᵳᵰᵪᾉ
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Ⅴ⇱∙⇱⇕↗⇻⇉∞∑⇯∕∞⇕Ⅵ

َ୫सोयੰৠُ

⇈⇞⇈↝ᨩʴ⇁ჷ↺‣․↝ϙჇ
≋ɶዻ≝↝․≌

॔४॔भๆয॑ੴॊූभઌ
قরবౣ؟जभكگ

ɶỂܖဃểܱ፼ỆᘍẪểẆྵעỆλỦЭỆѰỜỤủ
ỦẮểầẝỦẇẸủỊẆἝὅἝἁửỔỦẮểỂẝỦẇờẼ
ỨỮẆἝὅἝἁỉλẾẺ૰ྸửỔỦẮểỂỊễẪẆἝὅ
ἝἁửẸỉộộỔỦẮểỂẝỦẇ

রবभপ৾दଝ॑घॊधؚःणुాॉऋॊभ
ऋَਗਟຂฌਖُभਵदँॊ؛
মभኈູदमؚਗਟຂदँॊड़ड़ॡॳং५ृঈ
ঝشॠঝ॑ීపञठऋඃखथःॊ؛जखथؚฌऔ
ोञਗਟຂमؚଜ૾भ༩મधऩॊ؛

ϙჇỊẆඕ҅ႾỉᓳỆᘍẪЭẆထỉؘỂଷử
ểẾẺểẨỉờỉẇἘὊἨἽỆἝὅἝἁầỤịẾềẟỦẇ
ễặἝὅἝἁửỔỦỉẦểࢬỤỆբạểሉảỊଢࣛỂ
ẝỦẇ
Ẑෞ҄ᏡщầỴἕἩẲẆᚐẲẆ˳ờภộỦẑẇ

ऒभਵ॑घॊधؚ৾েञठमَऩछؚ୫सऩःभ
ऊُृَং५मইॼपૻसथःُधःَؚમ৶
্১॑ઇइथँऑेअ؛মदમ৶ો॑৫खञैُ
धॎोॊଜदँॊ؛

ễỦỖỄẐஜᒬዠႸẑỆờἝὅἝἁỉႸầẝụẆẸẮ
ỆỊẆỉᢲửᨊẨẆൢửൈẲẆᆝཋửෞ҄ẲẆᐃၘ
ửഥỜỦễỄỉјᏡầẦủềẟỦẇẝỦܖဃỊẆẸỉ
ئỂἝὅἝἁửᵑ̾ờỔẆἧỵὊἽἛỆᵏᵓ̾ờਤẾềẨ
ẺẇܖဃỆѰỜỤủỦầộộỆỔẺᅶỊẆʴဃỂИ
ỜềẆἝὅἝἁẻẬỂấᐃầẟẾỌẟỆễẾẺẇ

ୠেଙ௺ृেਙभਵदખघॊऋؚ৾েञ
ठभَ୫सोयੰৠُହपःणुಓऔोॊ؛
எभ੪ཱྀவदमؚड़ड़ॡॳং५भॼঞ६३॑
भകदਲ਼खथःॊऋؚড়भખૢमුः؛નऊपؚ
चढऊऎඃढञຂ॑୫सऩःभमुढञःऩःधઓअ؛
ઌमؚड़ड़ॡॳং५धग५६य़৯भॣॶॠঙधؚ
ॠॠఐঁ।ॠॠभओढञႽᓻदँॊ؛ਠ৹ਪরप
ढथाञ؛મ৶भ॥ॶमؚට॑धढञؚཤຂ
भာႝऔ້॑ඣदॉऎऒधदँॊ؛

ࢸẆᵒʴầݱẰễỆʈụẆ᧓ޛᢿửᵑ᧓ỖỄᆆ
ѣẴỦẮểỆễẾẺầẆᅶẺẼầɶỂӻẨЈẴࢍໟễ
ἝὅἝἁᐰỊʻờࣔủỦẮểầỂẨễẟẇ
ẮỉἝὅἝἁјௐỉấẦậẦẆᛦ௹ɶỆᐃửɦẴẮể
ỊễẦẾẺẇ

ஜମऋཤຠदؚऽँऽँदँढञ؛

ઌ

ϙჇ ἘὊἨἽỆፗẦủẺἝὅἝἁ

ཤຂभओढञႽ

ધ؞ઌ؟ᇁি
ম॔؞४॔पঢ়घॊઇଢ଼ॿॵॺডشॡ

૨ὉϙჇᾉҭဋܪ
ଐஜὉỴἊỴỆ᧙ẴỦᏋᄂᆮἕἚὁὊἁ
ଐஜὉỴἊỴỆ᧙ẴỦᏋᄂᆮἕἚὁὊἁίᵟᵱᵬᵣᵲὸỊẆᄂᆮᎍ
ởܖဃầЎửឬảềጟầụẆỴἊỴỆ᧙̞ẴỦᏋởᄂᆮỉ
ૼẺễӧᏡࣱửỦẺỜỆᚨᇌẰủẺிʮܖٻỉೞನỂẴẇ
ỴἊỴỉẮểử࠼ẪẆขẪჷụẺẟܖဃỉႏẰỮỆᄂᆮᅹሁ್ૺ
ẐଐஜὉỴἊỴܖẑᏋἩἿἂἻἲờܱẲềẟộẴẇ
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ِ॔४॔भ୭ଢ଼भਈّ

॔४॔भๆয॑ੴॊූभઌ
قরবౣ؟जभك
রবभഔमःणदुनऒदुశଞप॒दःॊ؛ଭ
ৎपमऎभଭऋपऩटोाؚงାघॊध
ଭधधुपखলऔोॊقઌ؛ك

॔४॔दেखथःॊ୭ਖधजोपঢ়ॎॊਈৗ
भଢ଼ਛટ॑ূؚপ৾भুଢ଼যभੈৡ॑੭
ऩऋैड़ॽং५ૄद৾लऽखञ؛

ਰؚഔभऩऊदؚஎभपౠढञরবযपَऩ
॒दऒ॒ऩप॒दःॊभऊُधୂःञऒधऋँॊ؛
घॊधؚजभउगऔ॒मَয७থॳटऊैُधढ
ञ؛ਈੂؚ୦॑ढथःॊभऊ৶ੰदऌऩऊढञऋؚ
ถखऎୂःथाॊधؚরবभଡ଼भ॑যઠद
સढञகदँढञ؛

ଝदमؚ॔४॔भেਙृᅇ఼ؚළഉؚ
৲৾ସؚ୫୭ؚপਞළഉؚଅൽఀॢؚজشথ
ॶشজ६ऩन॑ॸشঐपؚऽङؚবभইॕشঝॻ
द৹ਪ؞ଢ଼॑ன৫औोथःॊଢ଼भਵ॑ୂऌऽख
ञ؛जभँधؚ৾েऊैभସਖुਭऐહऐؚে্ु
ମपऩढथ௦इऽखञ؛
ऒभఐ৯मؚ৸৾ଢ଼ఐಉ૯ઇউটॢছध
ःअऒधुँॉؚ৾েभ௧వुੵ৾௺ؚৗ୩ୠؚؚ৾
১ఐপ৾ऩनวपநढथःऽखञ؛जभञीؚ৾
েञठभସਖुजोझोभ௧पঢ়ॎॊुभऋऎؚ
ਈभ৮मःणुాॉऋॉऽखञ؛

எঽମقऔ॒ुजअदँॊधઓःऽघऋؚكଡ଼
भ॑যઠदखञऒधऋऩऊढञभदؚਊৎؚ
ऒभَ७থॳُ॑ୂःञधऌؚऩपऊฺपହ੭ৡऋँ
ॊेअऩਂઓ৮ऩगऋखञ؛
ؚ৹सथाॊधরবभଡ଼मNPँॉؚ
যઠमਐযदँढञقফਊৎ؛كੑख
थाॊधؚऽऔपଡ଼मऱधॉ७থॳदँढञ؛
َஎमධ୫भশटُधःअउगऔ॒ऋؚऩछऒभ
க॑ੴढथःञभऊઑਖमऽॊयऊॉदँॊ؛

ଝभਈીपमؚથਃदୠણਙ৲॑ਤीॊ
൮৵ਆपৄ৾पষऌऽखञ؛
৲৾ෝમृఇ॑ઞ৷चङؚংॖड़फ़५ृ୬഻ऩ
नभঽேग़ॿঝॠ॑شਈপपেऊखऩऋै॑ਢ
ऐॊੇभपؚऒोऊैभমभभਤि॑ৄ
ऽखञ؛ऽञؚ૮ఇ৪दᅿखञෞ৪ᆹᅿඣقഐඣك
ुञःष॒उःखऎධखऽखञ؛

ठऩापমमؚੑखथाॊधؚऱधॉँञॉ
७থॳदँॊ؛মदরবযऊैَऩ॒दমभ
ਗ਼मরবपૻस૬ःथःॊभऊُधਖॎोञैَ
য७থॳटऊैُध௦इॊਃভ॑अऊऋढथःॊऋؚ
ःऽटपजभॳকথ५मਟऩः؛

૮ఇभপतऎॉ॑ৄ৾घॊਭে
ઌ

পऌऩ॑ुढञଭ
ધ؞ઌ؟ᇁি

ધ؞ઌ؟ᇁি
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᪥ᮏ࣭ࢪ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦$61(7ᶵ
ᵓ㸧ࡣࠊ◊✲⪅ࡸᏛ⏕ࡀศ㔝ࢆ㉸࠼࡚⧅ࡀࡾࠊࢪ㛵
ಀࡍࡿᩍ⫱ࡸ◊✲ࡢ᪂ࡓ࡞ྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿࡓࡵタ❧ࡉࢀࡓ
ᮾிᏛࡢᶵᵓ࡛ࡍࠋ
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ِ॔४॔दऋ॒॑েऌభलॊّ

ِّ৾

ഉඪभസृ৯ಁऽखः৽ੋனपेॉؚৈೡ৲ভ
पँॊ॔४॔मؚቅभੜपઉએखथःॊ؛ऋ॒धःअ
୰मؚಞृেણಆຯऩनभୀःपेॊୠਙभ
ਘःुभदँॉؚऩધ৲ూବ॑ुण॔४॔भऋ॒
भ॑ኇइॊऒधमखः؛
মౠ॑ਭऐणౠଢ଼मؚ॔४॔भऋ॒भ્ਙ
॑৪धૻຎਫ਼ୈघॊऒधदؚ॔४॔॑রੱधखञৗૠ
ఇද৫ृ৸ऊणથऩ১भ৫॑ଢ଼खथःॊ؛
মౠदमؚႈ୰पঢ়घॊఐ৾ੴेॉुؚऒभ
ःુથୖ॑नअ॔४॔धधुपଭॉ௭इॊसऌऩभऊؚ
॔४॔भऋ॒पᑯॎॊرऩਖः॑ऑऊऐؚਗ
ప॑ഃऌୁؚॉ॑बथःॊ؛ীभਸ਼যभ্
ञठभનऊऩཽ୷खमؚ৾ੴभ਼ੀपमऩः৬ਙ॑ु
ठؚजऒपৢೲघॊਙ॑ী॑௭इथઅइॊऒधमؚ
ৗखःੴभଡണपुᇽऋढथःऎ؛
ؚرऩજॉઠदؚ॔४॔भऋ॒धःअহ෧ऋؚ
ୁैोथःऎऒधؚ॑৵औऩઇभরदؚजभඅാःऽ
दुगढधປ॑घऽचୂःथःऎ৾েमؚਖॎोॊसऌ
ऒधम୦ऩभऊؚजोझोभ௧୩ୠपऱऌेचथؚਖ
ः॑য়थथؚపधৌਵ॑घॊ؛ऋ॒मؚশःୃা॑৽
ञऱधभऎैखभाभরपँॊ؛ఐ৾ॹॱشटऐद
मഭाੰऐफؚऒभःુથୖ॑અइथःऎ൙॑ർ
ॉਊथॊऒधमؚ॔४॔धমमनअऌ়ढथেऌభ
लथःऎभऊधःअਖःपु৫ऊोथःऎ؛

শःমযभථैखभৃदँढञَُमؚਅ
சपजभகऋৣखؚ৫पेॊଷधਹ৷ଣಣपे
ॊൽఀऋਤষखथऌऽखञ؛जभऋ০਼ؚभঽ
ேુেভभঔॹঝधखथবऩି৯॑ૐीणणँॉ
ऽघ؛આফभেਙ৺ഁ৺বভ৮&ق23كदमؚ
যधঽேभଐऩঢ়બतऎॉ॑୯घॊॉੌाधखथ
6$72<$0$ॖॽ३॔ॸॕঈऋ఼උऔोऽखञ؛
মఐ৯दमؚ॑ਢऩୠৱ౺ਹ৷؞েଙ௺ଵ
৶३५ॸधखथधैइؚঽேधযभॲॖॼॵॡऩ
ঢ়બभዮؚऩেऌुभऋථैचॊखऎाؚजखथ
भలਟपणःथؚঽேఐ৾؞যધভఐ৾भએऊ
ैቝੰःथॅऌؚঽேુেভ॑ิऎَঽேधभુেभ
ඈኢُ॑औ॒धधुपઅइॊऒध॑৯खथःऽघ؛
মఐ৯मڮभૐরଝधڭभਫ਼पेॉৰऔ
ोऽघ؛ଝदमؚেଙؚ৾୭ؚ৾੨ੑؚ৾
ভؚ৾যథেଙ৾ऩनؚऩ৾ਖ୩ୠऊैप
ऋँथैोؚजोैऋ৬௺৲औोॊेअऩଡਛधऩढथ
ःऽघ؛ਈીभਫ਼दमূؚྦྷभৄ৾पলऊ
ऐऽघ؛भঽேधেऌुभृ৳৸ણभਠৃपඡो
ॊऒधदؚકড়ृੇऩनऩ৬पेढथ੍इ
ैोथःॊَभःऽُ॑ৰघॊऒधऋदऌऽघ؛
ਭम৾ে୵ఐ৾ଢ଼ఐभाऩैङؚ௺৾ੵؚৗ
୩ୠؚ১ఐপ৾ऩनวपॎञढथउॉؚણऩ
৮ऋॉઁऑैोऽघ؛ऽञؚবভषभਦৡध
॥গॽॣش३ঙথચৡभಆ੭॑৯खؚଝ॑घसथ
ஶୁदষढथःॊधःअभुমఐ৯भ્౦दघ؛भ
ਖؚ॑॔४॔जखथॢটشংঝऩଳਡऊैীृব
॑௭इथઅइथाञः্ؚधऎप৾েभऔ॒पमउ
໗ीभఐ৯दघ؛

ে୵ఐ৾ऋऔऽकऽऩੴभଁ়॑৯खथःॊ০ؚ୩
ୠ॑௭इञଳਡभઁऋॉऒजऋؚ॔४॔भॲॖॼ६
भऩऊदؚॎोॎोऋেऌభलॊඈኢ॑ၯःदःऎमङ
दँॊ؛

৾েभସਖप௦इॊؚჟ॔५ॸছ५ଲఇقઙك
৻ഁ૽ভশقা౸௯ବك
ધ؞ઌ؟ఖਉঀজग़

ਫ਼दभঽே௴भॻ؛४ঙक़॑ർघਭেञठ؛
ق૯ଘ؞ৗড়भك
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৫ध୭৳৸ٕपणःथؚঽै৬धऩढथઅइॊਃ
ভ॑घॊؚधःअऒधदखञ؛
ऽङَؚম॔؞४ُ॔৾॑৾वਔଝपणःथฐ
ऩଝऋষॎोञॱؚॖؚॖথॻॿ३ؚ॔ঋॺॼؚ
রবभढ़বपীऊोؚবङण౸ऋষॎोऽखञ؛
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ਊथؚৱ౺ଵ৶২भَਝੑਉಋُऩनऋંऔोथऌ
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टছডঝঐথপ৾قॖথॻॿ३॔ॱॵॳؚك०থপ৾
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ౢଢ଼ఐশुఆ؛كਠमؚऒभবডشॡ३ঙॵ
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ऽञؚੲਾੵ৾ऋओ௧भલਆਫสেূقਛপ
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जभৌੁभऔऊैؚভपপऌऩ॑ଖइथः
ऎध୳औोॊऋ॒धःअহऋँवॉटघୖؚ॑ୢ
৾मुधेॉؚ؞ਗઐ؞ੋ৽؞ધ৲ऩनرऩ୩ୠ
ऊैኇइथؚীभਸ਼যपेढथؚഭाੰःथः
ऎ৴ਢౠदँॊ؛

রතपଦैोॊऒभা⎻ؚਖुः؛जोमؚ
া⎻ঽ৬म৵औःऋؚశଞपൻऩෆಎपোोैो
थःॊऒधऋःऊैदँॊ؛

বভपउःथୢमऒोऽदؚ৸৳ृग़ॿঝ
ॠشऩनभୖपऎैसँऽॉপऌऩुभदमऩऊढञ
ऋ਼ؚੀदुኤથभதৈೡ৲ভपোघॊমऋؚ
खोथৈೡ৲ভपোढथःऎ॔४॔౾বप൴द
ऌॊऒधऋँॊधघोयؚजोमؚऋ॒धःअਖपन
अয়ठऊअऊधःअᇷඈ॑ၯएऒधदँौअ؛ैो
ञୢৱ౺भরؚୢત୷ृؚଈে௴भਙ॑ଭॉ௭
इथؚযرऋؚऋ॒॑ভभরदनअኇइथেऌభलथ
ःऐयःःभऊ؛

ँॊؚমਊपଷधઓःणण௵ؚযऊैຘःञা
⎻॑ৰपढथाञ؛जभટؚা⎻भ৬म৺
য়্७থॳदؚෆಎຢभ৬म৺য়্७থॳ
टढञ؛
া⎻ऋෆಎຢपಚीॊસ়म٫दँढञ؛

প৾धःअऩக॑ુથख়इॊਃঢ়पउःथؚ
ऋ॒धःअ॔४॔भਟभਖपૢइॊ৾੦ೕभற
॑৾पଡണखथःऎਔଝमপऌः؛
মౠ॑ऌढऊऐपؚਲ॑௭इथؚম؞ব؞রব
दؚ৾বቅ৴উটॢছ॑য়ठऑؚੴુથ
੦ೕਛણ॑৯घऌऋऽढथःॊ؛

ऒअखञਠ૾॑ਭऐथقऊनअऊॎऊैऩःऋؚك
ਿमَা⎻ُૠ॑ফقফكपण
ऎढञ؛ऒभૠदमؚা⎻धຢभम७থॳਰؚ
ෆಎमऽदؚຢभતमা⎻भતभ॑தइ
ऩःऩनؚञःष॒ऊःऒधऽदीैोथःॊ؛
ऒभૠऋदऌथऊै௵ؚযऊैुैअা⎻मী
३থউঝऩुभऋऎऩढञेअऩਞऋखञ؛जोਰ
पؚෆಎेॉदखेअधःअऋੜइञभ
ऊؚਰेॉउःखऎऩढञਞुखञ؛
୦ओधुরମऋਏऩभदँॊ؛

૱ৄรਕ ଃ মবઐ७থॱش
 ق౸௯ବك

३ॽ॔؞ইख़টش
ઌ

َ৳؞ୢীपउऐॊ ਛ࿃বੇभ૽સधୖ
ُधःअदযभ৸৳भऊैؚ॔४॔भऋ
॒ୢभਟपणःथଝ॑ষअ؛
ધ؞ઌ؟ఖਉঀজग़

ẒỴἊỴỂầỮửဃẨࡨỎỦẓᜒ፯Ịᵐᵎᵏᵐ࠰ࡇờᜒẲộẴẇ
ᛇẲẪỊẆ http://www.asnet.u-tokyo.ac.jp/edu/

া⎻भ્ਝਲ਼ॉৃ
ધ؞ઌ؟ᇁি
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َম॔؞४ُ॔৾

ূমপ൜಼ऊैभ୮௪पஎञठमनअঢ়ॎॊसऌऩभट
ौअऊ؛୮௪੍ରॶشজ६मؚऎभযऋਸदऌॊ੍
ରभ্১धखथઅइैोथःऽघূ؛ஞધ৲ଢ଼ਚ؞
$61(7ુಈ७ॼشदमؚલඕ௧ఊপ৾भপਦ॑
उഃऌखؚजभ૭ચਙपणःथउਵखःञटऌऽखञ؛প
েमূؚমপ൜಼भপஸణऊैপऌऩ૩॑ਭऐञ
ଗલඕदؚ௧ীभॶشজ६भয়ৃऊै୮௪प
ঢ়ॎढथऒैोऽखञ಼؛ઉभಸऋුोॊपणोؚ
಼भਏम৲खؚਟ௰قছথॸॕ॔كभਔ
ु৲खथःऌऽघे؛ॉऎभছথॸॕ॔ऋ಼
प௰ोॊेअपघॊञीप௴ؚधছথॸॕ॔ણ॑ੌ
ा়ॎचञَছথॸॕ॔شॶ؞জ६ُमથऩ্১ट
धઅइैोथःऽघ؛ऽञ௴ؚ॑ళलिऒधमୠ
৽ੋभણਙ৲पधढथुਏऩਔ॑ढथऌऽघ؛౻৷
॑েाলखؚਓ॑୮௪घॊञीपम௴ऋਠदउস
॑ઞअऒधमਏऩऒधदघ؛ञटखؚ൜಼भ੶༨॑ພो
ऩःञीपؚ௰ਖऋᇵਔ॑घৃ॑ତघॊेअऩଦൟ
ुਏदखॆअ؛ऽञଆ಼ଢ଼ఊभेअऩदؚ൜಼भઇธ
॑েऊघலੌाुਏदखॆअ؛
௴धखथਠ॑௰ोॊऒधमؚਠभহੲ॑ੴॊध
ःअऒधपणऩऋॉऽघ؛ৗୂृॸঞঅदमਾऔोऩः
হৰुؚਠपষऎऒधपेढथੴॊऒधऋदऌؚजोम
୮௪॑ਫखःقਫଝपిढञكदऎऒधपऩॉऽघ؛
ऒभਡमؚਸ਼ુಈ७ॼَ॔شঐঝॸॕ॔؞७থभ
ِਫଝभ॔ॖॹُّ॔قফাكदॉऑञऒ
धपঢ়ॎढथऌऽघ્؛पૣਣदਠৰपକऒढथःॊ૾ய
मି৯खथःऎਏऋँॉऽघ؛
ਉपൂோघॊ৫भऋऽखःभऊधःअਡपঢ়ख
थमؚਸ਼؞भુಈ७ॼشदَॻय़গওথॱজش
॑ৄॊُधखथَဝऊखःਟ؟ছॲॵॡऊै৾वُ
قফাكधَजोदुர॑ऽऎُقফা
كधखथॉऑऽखञ ؛ऒोैभુಈ७ॼشभ
ઍपणःथम$61(7भشঌش४दَ$61(7भણਾ
ઔُधखथৄॊऒधऋदऌऽघ؛छऱओ༮ऎटऔः؛
ુಈ७ॼشदमؚ০ु൜಼୮௪पঢ়ॎॊॸشঐ॑
ॉऑथःऌञःधઓःऽघ؛
ધ؟মౘে

ূপ৾ম॔؞४॔पঢ়घॊઇଢ଼ॿॵॺডشॡ
ق$61(7كदमؚপ৾েऐଢ଼ఐ૯ઇউটॢছ
َম॔؞४ُ॔৾॑৫खथःऽघ؛ऒभ৾ઇ
॑৾েऐपुষढथाेअؚधःअ৯दؚফ২
ಒ়৾ఐ৯قব؞ୠಹَكম॔؞४॔৾
؟বভदણඩघॊ੦ೕ॑ମपહऐॊُऋফা
प৫खऽखञ؛આফ২पਬऌਢऌؚ৯भ৫दघ؛
ଝभ৯मؚপ৾पো৾खञयऊॉभः৾েपؚ
॔४॔पோघॊرऩਖٕੵ৲पेॊ୭ළഉؚব
ਁુহ॑ीएॊଥ৮ؚઐৢध৫ؚৱ౺৫
ध୭৳৸ٕपणःथؚঽै৬धऩढथઅइॊਃভ॑
घॊऒधपँॉऽघ؛ଝम$61(7भਸघॊभઇ
৩ऋ૿ਊखॱؚॖؚॖথॻॿ३ؚ॔ঋॺॼؚরবभणभ
ঃॺشपীऊोؚবङण౸ऋষॎोऽघ؛বपण
ःथमؚ৶௺भઇ৩पेॊॣش५؞ও९ॵॻ্ૄभ౸॑
ৢगथؚ॔४॔भভऋ್इॊرऩਖ॑અखञؚ
ધ௺भઇ৩ऋजभూବؚ॑ഄఴ؞ভহੲऊैੰऌ
ऊखथःऌऽघ؛
ੂଝदमؚ৺भ৾েऋૐघॊরؚଽি੪
ઇ౸ق়ધ৲ଢ଼ఐؚমఐ৯ிભઇ৩كपेॊफ़ॖॲথ
५ؚಭিਫઇ౸ূقஞધ৲ଢ଼ਚكपेॊَম॔؞४॔
৾धम୦ऊُءभଝؚजखथؚ൘੩ೢઇ౸௺৾ੵقଢ଼
ఐكपेॊॣش५؞ও९ॵॻ্ૄपঢ়घॊହऋষॎो
ऽखञ؛
ਭपँञढथमؚহपಆऋଝਜહऐैोؚউঞ८
থॸش३ঙথधॹॕ५ढ़ॵ३ঙথ॑ৢगञாऩ౸
ਸऋीैोॊऩनؚপؚ৾ফেपमॻشঁرऩ౸
ऊुखोऽच॒؛खऊखؚਭেपधढथमੴྜྷੱऋ
ऌऩःेअदؚੱपಆ॑ऒऩखؚாप౸
पਸखथःऽघ॔؛४॔पோघॊرऩਖपणःथؚ
ঽैऋ৬धऩढथ৾लؚઅइॊऒधमؚਤଡ଼৭උजखथ
లਟؚভযधखथણඩखथःऎরदؚऩ໖धऩॊऒ
धदखॆअ؛$61(7मजभ৾ॿॵॺডشॡ॑ણ৷खथؚ
০ुপ৾ઇभाऩैङؚ৾ઇपुৡ॑োोथः
ऌऽघ؛
قધ؞ઌ؟িྒྷ৻ك

পਦقલඕ௧ఊপ৾৽৾كपेॊ

ੂଝقফাكभ
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َম॔؞४ُ॔৾ଝງஂ

َম॔؞४ُ॔৾ଝງஂ

ِ॔४॔भ୭ଢ଼भਈّ

ِॢটشংঝग़॥ঀشध
ॖথॻभ৫ध୭ّ

قୠધ৲ଢ଼્શଝ⋜ك

قୠધ৲્શଝكھ
মҩ॔४॔पঢ়घॊઇଢ଼ॿॵॺডشॡमؚ
ফऊैҦ॔४॔भ୭ଢ଼भਈҧधःअఐ৯॑ৰख
थःऽघ؛
ऒभఐ৯मؚ॔४॔दেखथःॊ୭ਖधजोप
ঢ়ॎॊਈৗभଢ଼ਛટ॑ূপ৾पਚരघॊਞོभু
ଢ଼भੈৡ॑੭ऩऋैड़ॽং५ૄद৾वुभदघ؛
ফ২पॉऑञॸشঐमؚఖਆ୭ृবୋে
ষؚ೨জ५ॡؚ୭ؚঐছজؚ॔ௌ௮୭ؚ४ख़
থॲؚشป୭ؚੲਾ३५ॸऩनःङोु୭ଢ଼
दॵॺऩਵयऊॉदघ؛ऽञؚম॑मगीؚরব
ृॱॖؚঋॺॼؚংথॢছॹॕॵ३গؚ५জছথढ़ؚ
ॖথॻॿ३॔ऩन॔४॔भऎभব્ृرඉऩୠभ
হ॑ॉऑऽखञ؛
ऒभఐ৯मଢ଼ఐಉ૯दँॊञीؚ৾ृୢؚ৾
ੵؚ৾ৗ୩ୠؚ১৾ऩनऔऽकऽ௧॑ुण৾েऋਭ
खऽघ؛౸भીೕपमুଢ଼धઐघॊৎुਝ
ऐथउॉؚਭেञठमঽैभ௧पਬऌणऐञସਖ॑
खؚ৮मःणुాॉऋॉऽघ؛
$61(7ਃଡमؚ০ुِ॔४॔भ୭ଢ଼भਈّ
ఐ৯॑ਢऐॊऒधदূؚপ৾भপ৾েञठप॔४॔
भऒध॑ઁऎؚजखथऎ৶ੰखथुैःञःधઅइथ
ःऽघ؛

ઌ

َমभௌ௮਼ੀध४ख़থॲُشभଝ௯ବ
ધ؞ઌ؟ᇁি

ःలਟ਼ੀधऩॊযઠ॑થखؚ႓ဂध႓ؚൻංध
සॉؚ௹ᎈधႶᇆधःअेअऩாഈऩৌසਙ્॑ඉध
घॊॖথॻভमؚजभாഈ॑ෆၭखऩऋैਛশ॑ຄ
ऑथऌऽखञ؛ফ৻ऊैभभ୵ؚফ৻ऊ
ैभ৽ੋ৫ଣੁषभষमؚःङोुਠपඹॊऽद
ॖথॻভ॑পऌऎ৲औचथऌऽखञ؛जखथजभਛ
শम਼ؚभ਼ੀभ॑ంకघॊপऌऩਏधऩॊ
दँौअधऔोथःऽघ؛खऊखऩऋैॖথॻभ৫
ध৽ੋனऋ།؞ત୷धःअ৽ੋਖटऐदऩऎؚ
ළഉृఀಣਖऩनرऩਖ॑েକखथऌथःॊऒ
धुহৰदघ؛
মଝदमॖথॻ॑রੱधघॊવ॔४॔भ৫ध୭
भਖؚ॑ਈৗभଢ଼पజহखथःॊ৾ਗभଢ଼भ
ੈৡ॑੭थؚऔ॒धधुपઅइथःऎऒध॑৯खऽ
घ਼؛ऊैਠपඹॊ்ઁःॱॖ५ॣشঝधॢ
টشংঝग़॥ঀشभன৫पৌघॊ৶ੰ॑ीੋ৽ؚ
னध୭धःअડએऊैਠ৻ॖথॻ॑শभ
রपਜ਼઼तऐؚਠেगथःॊرऩॖ३গشधजभੰ
ৠ১पणःथ৮खऽघ؛যథؚ৾৾ੋ৽ؚഄఴؚ৾
ؚ৾४ख़থॲشऩनرऩংॵॡॢছक़থॻ॑णવ॔
४॔ଢ଼भ௧ੇ॑పधखथഃऌؚرऩ௴ਡऊै॔
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◆『学内広報』「ASIAN DIVERSITY」
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● 東文研・ASNET 共催セミナーのポスター一覧
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● 東文研・ASNET 共催セミナーのポスター一覧
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Tobunken/ASNET/GJS Seminar Series 

Ryūkyū Play-ing China against Japan:
Paintings of Theatrical Diplomacy in the
British Library
Speaker: Patrick SCHWEMMER
Ph.D. candidate, Princeton University

Time: December 18, 2014
(Thu) 5:00-6:00 pm
Location: Lobby, Ground Floor,
Institute for Advanced Studies
on Asia, University of Tokyo
Language: English
Organized by Global Japan Studies, GJS/ Network for Education and Research
on Asia, ASNET
Contact: Global Japan Studies Network, gjs@ioc.u-tokyo.ac.jp
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▼ グレーター東大塾パンフレット
XXXXXXXXXXX

平成24年度秋期開講受講生募集

グレーター東大塾
古田塾／塾長：日本・アジアに関する教育研究ネットワーク 機構長 古田 元夫
（ASNET機構）
テーマ
会

04

『アジアの新しい形を構想する』

場／東京大学本郷キャンパス伊藤国際学術研究センター

グレーター東大塾（Greater Todai Juku）
東京大学における生涯学習プログラムとして発足しました。
グレーターとは、在学教育を拡大して卒業生や社会人を対
象とすることから名付けています。先端専門性の高いテー
マをピックアップして、課題に精通する第一線教授陣を長
とする、
「塾」形式で開講します。

アジア
卒業生室
社会連携部

XXXXXXXXXXX
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▼ グレーター東大塾パンフレット
XXXXXXXXXXX

ご挨拶
江川 雅子（東京大学 理事）
Egawa Masako
グレーター東大塾は、卒業生が生涯にわたって大学と絆を持ち続け、世界
的視野に立って、公正な社会の実現や科学・文化の創造に貢献し続ける為の
仕組みとして生まれました。東大の生涯教育プログラムの中でも、グレーター
東大塾は、先端専門性に焦点を置き、現実社会の身近なテーマを取り上げて、
塾長となる教授の指導のもとに展開するユニークなものです。一般教養の講
義というレベルを超えて、大学と社会が連携して第一線の課題に取り組み、
問題解決のネットワークを構築する、それが本プログラムの目的です。

グレータ―東大塾の概要
場 所

特

東大キャンパス内

色

平日夜、19時〜21時半

先端・専門性の高い現代社会的テーマ

期 間

半期、12〜15コマ

塾長の個性を尊重した多種多様なプログラム

規 模

クラス25名程度

外部講師も含めた実践的内容

30万円前後（プログラムにより異なる）

受講生参加による共同研究・政策提言なども視野

時 間

参加費

緊密強固な絆

塾長 古田 元夫 教授

副塾長 池本 幸生 教授

〈プロフィール〉
東京大学教養学部教養学科卒業、同大学院社会学研究
科修士課程修了、学術博士（東京大学）
。東京大学助手、
同助教授を経て、現在、東京大学大学院総合文化研究
科教授、東京大学日本・アジアに関する教育研究ネット
ワーク機構長。現代ベトナムの地域研究が専門で、ドイ
モイ政策の形成過程、ドイモイ下での社会変動などの研
究を行っている。

〈プロフィール〉
京都大学経済学部卒業、京都大学博士
（経済学）
。アジア
経済研究所研究員、京都大学東南アジア研究所助教授、
東京大学東洋文化研究所助教授を経て、現在、東京大学
東洋文化研究所教授、東京大学日本・アジアに関する教育
研究ネットワーク副機構長。専門はタイの所得格差とベトナ
ムの貧困問題に関する研究で、アマルティア・センの『正義
のアイデア』の翻訳も行っている。
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▼ グレーター東大塾パンフレット
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アジアの新しい形を構想する
塾長：日本・アジアに関する教育研究ネットワーク 機構長 古田 元夫
名目 GDP で日本が中国に「追い越された」こと自体には何の意味もないが、それは、日本経済が成熟期から収縮期に向かっており、再び
GDP 競争に参戦することは日本の進むべき道ではないことを象徴的に示している。明治維新以降の日本の経済発展を眺めてみると、高度成
長期は異常な時期であり、その時期に作られた楽観的な成長シナリオに基づく制度は将来に亘って持続可能であるはずはなく、
「失われた20
年」と呼ばれる停滞は、その制度から脱却し、新しい制度を模索している過程と見るべきだろう。
日本がこのような歴史的な転換点にあり、そして、かつての成長シナリオに戻ることはできないのであれば、新しい日本のあり方を構想し
なければならない。それは「成長するアジアにおける日本の位置」を模索することになろう。将来が過去の延長線上にないとすれば、新しい
将来像は、新たな枠組みでアジアや世界を捉えなおすことを必要とする。
「新しい世界史」を描くことは、日本とアジアの将来像を描く上で不
可欠である。本プログラムでは、インド、インドネシア、ベトナム、ミャンマーという多様な国々を取り上げ、各国の様々な分野の最先端の研
究を学ぶことを通して、アジアの発展を歴史的スパンで捉え直し、参加者全員の討議を通して「新しいアジアの形」を展望してみたい。

■ 平成24年度秋期 グレーター東大塾 『アジアの新しい形を構想する』 講座予定
開催日
10月5日(金)

講座名・内容
第 1 回「新しい世界史」
の模索
通常、私たちは
「アジア」
が存在することを当然として、世界の政治、経済や国際関係を語る。しかし、実は、アジアという空
間概念は、近代の産物である。現在私たちが
「アジア」
ととらえる空間は、もとからあったわけではなく、作られたのである。
新しい世界史は、ヨーロッパとアジアをはじめから区別するのではなく、一つの世界を想定し、その過去を描こうとする。新し
い世界史の観点に立つと、現在の
「アジア」
という地域の過去は、
どのように描けるのだろう。参加者とともに議論して考えたい。

講座 1

講師
東京大学
東洋文化研究所
教授

羽田

正

インド研究の最先端：何が変わり、どこへ向かうのか？
想像を超えた変貌を遂げるインド。何がインドを動かし、どこが変わったのか。それはいつから始まり、どこへ向かうのか。いや、それとも
何も変わっていないのか。本講義では、大きく変化しつつあるかに見えるインドを世界の長期変動の中に位置づけ、と共に、インドその
ものの長期変動の段階と特徴を18世紀から現在までを対象に経済史の視点から整理することによって、インドが進む方向を展望する。

10月12日(金)

第 2 回 「グローバル・エコノミーの成立とインド」
20世紀半ばを境として、地域別GDP成長率の圧倒的な伸びを示し、一人当たりGDPについても、1970年代から唯一顕著
な増加を示しているアジアの動きは、リ・オリエント、アジアの復権なのか？ 18世紀半ばからの近代の動きは、歴史上の例
外であったのか？ A.G. フランクが突きつけたこの問題は、中国と並ぶアジアの雄、インドの長期変動の中で検証されなけ
ればならない。講義では、インドの近世から植民地化までの時期を対象に、グローバル・エコノミーの成立にインドがどの
ような役割を果たし、自らどう変化したのかを、農村構造、綿業、東西交易、植民地都市の成長をとりあげて論ずる。そして、
１
８世紀から現在、そして将来に及ぶ世界の構造変化の方向と、そこにおけるアジアやインドの位置について議論したい。

10月19日(金)

東京大学
人文社会系研究科
教授

水島

司

第 3 回 「植民地化とインド社会の変容」
近世のインド社会の変動は、植民地化とどうつながったのか？ 植民地化は、どのような意味をもっていたのか？ 講義では、
はじめに、開発、アジア的専制論、私的所有の意味、空間の切片化をテーマにして、この問題を考える。続いて、植民地化
という経済的な搾取とされる状況の中で、なぜ耕地も人口も増えたのかという問題を、農村構造、税負担、商人の動向と連
関させて論ずる。最後に、人口や耕地の拡大が招いた飢饉や生産の不安定さの問題をどう評価するかという問題を議論する。

11月2日(金)

第 4 回 「都市のインパクト：インドはどこへ向かうのか」
インド農村は、耕地拡大の限界と人口爆発の問題にどのように対処したのか？ 緑の革命はどう評価すべきなのか？
劇的な都市の拡大は、農村にどのようなインパクトを与えているのか？ 農村と都市との連関の中で、家族関係、教育
への取り組み、カースト間関係、階層格差はどう動いているのか？ 講義では、これらの問題を具体的なデータに基づ
き検討し、最後に、２１世紀のインドの役割と、それに対する日本の対応について議論したい。

講座 2

ベトナム
フランスからの独立、ベトナム戦争と共産主義経済の混乱の後、1986年のドイモイ政策への転換によって経済開放と市場経済化を進め、
ベトナムは目覚しい経済成長を遂げてきた。米の輸出ではタイを抜いて世界第 1 位になると言われているし、コーヒーなどの一次産品で
も世界の主要な輸出国となっている。その優秀な労働力と、安定した政治・社会、日本・中国・ASEANに近いという地理的優位性により、
中国への一極集中を避け、投資リスクを分散させるという「チャイナプラスワン」の有力候補として注目を浴びている。この背景で何が
起こっているのかを、社会、コーヒー、外交の面から見ていく。

11月12日(月)

第5回

ベトナムの歴史･文化・社会―異質の併存と社会の活気

20世紀の反植民地民族解放運動の旗手でありながら、コロニアルな遺産を自らの誇りとする国、20世紀には対立する概
念だった資本主義と社会主義を
「共存」
させようとするドイモイの試み、伝統的な漢字文化圏にありながら、文字をローマ
字化した唯一の国など、ベトナムの魅力を
「異質の併存」
に見出しつつ、国家を圧倒する社会の活力という面からベトナム
社会の特徴を考える。

11月15日(木)

第6回

ベトナム・コーヒーから見るグローバル経済と世界の貧困問題

ベトナムは 1990 年代に世界第 2 位のコーヒー輸出国に発展した。しかし、そのことが2000年代初めに世界のコーヒー価
格の大暴落をもたらし、世界中のコーヒー生産者が貧困にあえぐ
「コーヒー危機」
と呼ばれる状況をもたらすひとつの要因と
なったとしてベトナムは非難された。なぜそれほど急激にコーヒー生産を伸ばすことができたのだろうか。コーヒーというグ
ローバルな商品を通して、グローバル経済のインパクトが地方のコーヒー生産者にまで届く様子、それがもたらす貧困と環
境問題、それを克服するための様々な国際的な支援と努力について考える。

東京大学
総合文化研究科
教授

古田 元夫
東京大学
東洋文化研究所
教授

池本 幸生
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講義時間：90分（講義）＋60分（質疑応答）19：00〜21：30
開催日
11月30日(金)

講座名・内容
第 7 回 ベトナムの外交とアイデンティティ
ドイモイ時代の全方位外交は、ベトナムをめぐる国際環境の大幅な好転をもたらした。中でもかつて対立していた
ASEAN
（東南アジア諸国連合）
にベトナムが加盟したことは、ベトナムの国際的地位を安定させただけでなく、ASEAN 自
体の国際的役割を増大させた。こうして「東南アジアの一員」となったベトナムは、一方で、その個性を生かした発展の
ためには、かつては漢字文化圏、東アジア世界の一員であったという伝統を想起すべきだ、という声が国内で強まっており、
漢字教育復活論なども提唱されるようになっている。現在のベトナムを世界の中でどう位置付けるのか、そのアイデンティ
ティをめぐる葛藤を検討する。

講座 3

講師
東京大学
総合文化研究科
教授

古田 元夫

インドネシア−経済発展の軌跡とプランテーション産業の変遷
20世紀末のアジア経済危機の打撃とそれに続く政変劇をくぐり抜けたインドネシアは、21世紀に入って年率平均６％を越える安定した経
済成長を続け、その潜在力に世界の注目が集まっている。しかしその成長の中身を見ると、東アジア、東南アジアの他の新興諸国とは
対照的に、いわゆる輸出指向工業化とはかなり異なるパターンが見いだされる。注目されるのは、工業製品以上に新しいタイプの一次
産品輸出が好調であること、また内需が旺盛で、国内総生産
（GDP）
に対する輸出額の比率つまり輸出依存度に低下の傾向が見られるこ
とだ。この講座では、このような経済発展の軌跡を19世紀後半からの近現代経済史全体の歴史的過程のなかで位置づけたうえで、一
次産品輸出の主な担い手であるプランテーション産業の歴史と現状を、いくつかの産品に即して明らかにしたい。

12月7日(金)

第 8 回 インドネシア近現代経済史概論
19世紀半ばから現在までのインドネシア経済の歴史的変化を、まず主な輸出産業の変遷という視点から整理する。次に、人口成長
と米を中心とする食糧生産の長期的推移を眺め、それが輸出産業の変遷とどう関連しているかを検討する。最後に、過去数十年間
の人口構成、労働人口の産業部門別学歴別構成の変化、都市人口と家族構成の変化などを検討して社会経済構造がどう変わって
きたかを押さえたうえで、21世紀に入ってからの経済成長のパターンの特徴をいくつかの基礎的統計データを示しながら説明する。

12月14日(金)

第9回

京都大学
特任教授

加納 啓良

世界経済とインドネシアの主要輸出品の盛衰（１）：コーヒー、砂糖、米

かつてオランダ領植民地であったインドネシアで19世紀半ばまで最も重要な輸出産品であったコーヒーの生産が19世紀末
から20世紀初めにかけていったん衰退したあと徐々に復活し、世界第４位の輸出国の地位を確保するに至った経過を検討す
る。次に、19世紀後半から最重要輸出産品になった砂糖が 1910〜20年代の繁栄を経て1930年代には大きく後退し、独
立後1970年代からは増産を続けたにもかかわらず輸出競争力をなくして砂糖輸入国に転じた過程を振り返ってその意味を
考える。1860年代までインドネシア
（ジャワ）
は東南アジア最大の米輸出地域だったがプランテーション産業発達と裏腹に
1870年代から米輸入国に変わったこと、独立後は
「緑の革命」
により米の大増産を達成したが依然米輸入は続いていること、
そしてそれはなぜなのかを検討する。

12月21日(金)

第 10 回

世界経済とインドネシアの主要輸出品の盛衰（2）：ゴムとアブラヤシ

隣国であった英領マラヤの後を追い1910年代から急増したインドネシア（当時はオランダ領東インド）の天然ゴム生産は
1930年代には最重要輸出産業となり、独立後も1960年代初めまでその地位を保った。1960年代後半からは石油が最重
要輸出産品となり、天然ゴムは合成ゴムとの競争に押されて国際価格も低迷したが、1990年代からふたたび世界的需要
が急増し成長産業としての地位を回復した。それは、世界経済全体の構造変化とどう関連しているのかを観察する。ゴム以
上に近年成長が目覚ましいのが、1970年代にマレーシアで増産が始まり1980年代からはインドネシアにもそれが波及した
アブラヤシの栽培とそれを原料とするパーム油の輸出である。現在、インドネシアはマレーシアを抜き世界一のアブラヤシ
生産国となった。その過程と歴史的意味を、やはり世界的視野から検討する。

講座 4

ミャンマー
ミャンマーでは1988年のクーデター以来
「軍政」
が続いていたが、
2008年の憲法制定、
2010年の総選挙を経て
「民政」
に移行した。さらに2012年4月、
軍政下で自宅軟禁が続いていたアウンサンスーチー氏が国会議員に当選し、民主化そして同時並行して経済の自由化が雪崩を打ったように進展し
始めた。本講義では、こうした変化の背景と現状および今後の展望を経済問題―特に人口の大半を占める農村･農業問題―を中心に議論していく。

1月11日(金)

第 11 回 ビルマとミャンマー―政治経済体制の変容―
独立後から社会主義を志向し、ビルマ式社会主義という特殊な体制を続けてきたミャンマー。体制はなぜ行き詰った
のか、ビルマからミャンマーへの国名変更にはどんな意味があるのか、1988年以降の軍政は社会主義を放棄したのか、
現在進行中の民主化と経済自由化はどんな意味を持つのか、といった視点から、ミャンマーの政治経済史を検討する。

1月17日(木)

東京大学
東洋文化研究所
教授

高橋 昭雄

第 12 回 ミャンマーの経済と農業
ミャンマーの農業部門は国民総生産、労働人口、農村居住人口といった指標で見ると、国民経済の大層を占め、ミャ
ンマー経済の屋台骨を背負ってきた。ミャンマーの農業といえば、平原やデルタが直ぐに想起されるが、それだけで
はない多様な側面を持っている。また重要産業であるがために経済体制に大きく作用されてきた。ミャンマー農業の
地域構造、経済体制と農業との関係、農業技術体系の発展といった観点から、ミャンマーの農業と経済を考える。

1月24日(木)

第 13 回 ミャンマー農村の実像
2010年の総選挙以降、ミャンマーは突然世界の注目を集めるようになった。今後欧米の経済制裁が解かれる中、堰
を切ったように外国資本が流入し、農業から商工業へ、農村から都市へ、大規模な人口移動が起こるであろう。では
どのような人々が村から町に出てくるのか。6000万人口の4分の3が居住する農村部は依然として報道も注目もされ
ないブラックボックスである。ミャンマーの農村社会構造にはどのような特徴があるのか、日本の村との違いはどこ
にあるのか、村人の価値観はどのようなものであるか、といった視座から、ミャンマー農村社会の実像に迫る。

2月8日(金)

第 14 回

アジアを巡る国際政治

独立行政法人国際協力機構 理事長
東京大学 東洋文化研究所 委嘱教授

田中 明彦

2月15日(金)

第 15 回

総合討論：新しいアジアの形、日本の役割
※講師ならびに講座内容は変更される場合があります。ご了承ください。
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東京大学 グレーター東大塾

平成24年度秋期受講生募集要項

1．塾生対象者
商社、運輸業、各種製造業、食品産業等の法人派遣者及び本テーマに関心の強い個人

2．定員：30名
3．参加費：30万円
4．選考方法
書類審査によって入塾を決定します。
応募者多数の場合は専門分野のバランスを考慮し、事務局で選考いたします。
入塾をお断りすることもありますので、ご了承ください。

5．出願方法と出願期間
（1）出願方法
参加申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。
申込フォーム ＵＲＬ
：http://tsii.todai-alumni.jp/gtc/
（2）締切り日
２０１2年9月14日
（金）

6．審査・選考結果発表
書類審査の結果は、2012年9月20日
（木）
までにメールにて通知いたします。
選考結果通知後に参加を辞退する場合は、速やかに申し出てください。

7．参加費の納付
受講が確定した塾生に、参加費納付関連の書類、請求書を郵送いたします。納付期限は2012年9月28日(金)です。

８．個人情報の取り扱い及び注意事項
提出された書類は、いかなる事情があっても返却には応じられません。
出願により知り得た氏名、住所、その他個人情報については、参加者選考、選考結果発表、入塾手続き業務を
行うために利用します。また、同個人情報は、入塾者の教務関係や受講料徴収に関わる業務を行うために利用
します。上記各種業務は、一部を本学より受託業者に委託して行うことがあり、受託業者に対して、委託した業
務を遂行するために必要となる限度で、知り得た個人情報の全部又は一部を提供する場合があります。
本募集要項の記載内容は変更される場合があります。
お問合せ、お申込先
東京大学卒業生室内 グレーター東大塾事務局

プログラムオフィサー：覚張（かくばり） 功

〒113 8654 東京都文京区本郷 7 3 1
T E L：03 5841 1210

グレーター東大塾

FAX：03 5841 1054

開催実績

参加塾生総数

E-mail：juku@todai-alumni.jp
８２名

講座名

塾長
塾長：東京大学大学院農学生命科学研究科教授

1

H23年春

「木の社会の実現に向けて」

2

H23年秋

「深海資源戦略」

3

H24年春

「海洋生物のポテンシャルを求めて」

安藤 直人
塾長：東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

飯笹 幸吉
塾長：東京大学大学院農学生命科学研究科教授

古谷

研
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東京大学 日本・アジアに関する教育研究ネットワーク
（ASNET 機構）
情報の発信
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研究科等横断型
『日本・アジア学』講座

分野横断的
日本・アジア研究

研究所

■最寄り駅からのアクセス
丸ノ内線 本郷三丁目駅から徒歩5分
大江戸線 本郷三丁目駅から徒歩4分

学01
学07

本郷キャンパス

都02
上69

龍岡門

学01
学07

安田講堂

伊藤国際学術研究センター
春日門

都02
上69

赤門

6

懐徳門

正門

都02
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茶51
東43
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東京大学
日本・アジアに関する教育研究ネットワーク
活動報告
２０１０年４月 ２０１５年３月

－

東京大学

日本・アジアに関する教育研究ネットワーク

活動報告
2010 年 4 月－ 2015 年 3 月

