
H01A 前近代東アジア国際貿易の管理システム 彭　浩　PENG HAO 日本語

H02A 廖承志と日中国交正常化 王　雪萍　WANG XUEPING 日本語

H03A 日中対照による若者語研究―ネット・ケータイ用語を中心に―（１） 包　聯群  BAO LIANQU 日本語

H04X 日中対照による若者語研究―ネット・ケータイ用語を中心に―（２） 包　聯群  BAO LIANQU 日本語

H05A アジアの思想文化と未来 高　熙卓  Hee-Tak Koh 日本語

H06A 国民形成における文化の役割　ー日本とインドネシアを中心としてー ミヤ・ドゥイ・ロスティカ　MYA DWI

ROSTIKA

日本語

H07A アジアの戦後処理と歴史和解 小菅信子 Kosuge Nobuko 日本語

（中国語、English可）

H08X 東アジアの近代と思想 林少陽・りん　しょうよう 日本語

H09X 近現代文学に描かれる東アジアという表象――日本文学・文壇との連関を視座と

して

謝惠貞　XIE, HUI-ZHEN 日本語

H10A 変容するエクリチュール――翻訳からみる日本表象文化（俳句・アニメ・児童文学）

の伝播と受容

張桂娥  CHANG KUEI-E 日本語

H11A 近代日本人の中国認識（1862～1945） 徐静波  Xu jingbo 日本語

H12A 文学作品の翻訳は可能なのか――日本文学の中国訳を中心に 施　小煒   SHI Xiaowei 日本語

H13A 歴史からみた東アジアの交流と衝突 金 キョン泰　Kim Kyongtae 日本語
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H14A 「反日」と「親日」の間　～　東アジアの日本観 林　泉忠　John Chuan-Tiong Lim 日本語

H15A 中国を画く－日本美術における中国美術の受容と認識 リオ　アーロン　M  Aaron M. RIO 日本語

（中国語、English可）

H16A 近現代アジアにおける宗教的ネットワーク エリック・シッケタンツ  Erik

Schicketanz

日本語

N01A 環境・エネルギー問題へのさまざまな取り組み（１） 福田　収一　Shuichi FUKUDA English

N02X 環境・エネルギー問題へのさまざまな取り組み（２） 施建明 English

N03H 新エネルギーの動向・マイクログリッドシステム モスタファ　アル　マムン　MOSTAFA

AL MAMUN

English

N04A Designing the Sustainable Environment Stephanie N. Gilles English

N05A Social Impact and Housing Sustainability Development in Developing 
Country, Indonesia

Dr. Budi Faisal English

N06A Urban Infrastructure and Energy Planning & Development Pawinee Iamtrakul English

N07A 建築・都市環境に関わる持続可能性 周　典　Zhou Dian English

N08A Regional water environment and energy supply
地域水環境及びエネルギー供給

韋　新東  WEI Xindong English

N09A Design,  Urban and Social Aspects Prof. Dr. Mohd Hamdan Ahmad English

N10A Urban Environment and GIS Technology 官冬杰   GUAN Dongjie English
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N17A Asian Environmental Observation and Advanced Technology Development Josaphat Tetuko Sri Sumantyo ヨ

サファット　テトォコ　スリ　スマンティヨ

English

S01A 東北アジア地域における経済開発と多国間協力 李　鋼哲　 LI KOTETSU 日本語

S02H 現代アジアの課題に対する方法論を考える：日中台の環境、農業、人口と安全保

障へのアプローチ事例から

香坂　玲　Kohsaka Ryo 日本語、English

S04A 周辺地域と中国の関係：協力とその障害 李　彦銘　LI Yanming 中国語

S05H 新しい教育環境に対応した学校建築の在り方 朱　庸善　JOO, Yongsun 日本語

S06A Entrepreneurship and Innovation 趙　長祥　ZHAO CHANGXIANG English

S07A 女性雑誌とライフスタイル:日本、中国、イギリスのグローバル・トレンドとロカールな

特徴

オリガ・ホメンコ　Olga Khomenko English

S08A 留学生受入れによる地域活性化

Revitalization of Rural/Regional Areas through an Increase in International Students
佐藤　由利子  Sato Yuriko English

S09A 東アジアの工業化と地場企業の発展 平川　均　HIRAKAWA Hitoshi 日本語

S10A Urban-Rural Gap and Sustainable Shared Growth
都市・農村格差と持続可能な共有型成長

Ferdinand C. Maquito  フェルディナ

ンド・C・マキト

English

S11A 東アジアの発展と東アジア共同体論 楊　棟梁　Yan, Dong Lin 日本語

S12A ２１世紀に向けたアジアの教育の在り方を考える シム　チュン　キャット  SIM   Choon

Kiat

日本語

S13A Ｇ２時代における地域協力と日本研究の新たなパラダイムの模索 金雄熙　Kim Woong Hee 日本語
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S14A 日中関係と朝鮮半島：国際社会の形成から共同体の構築へ 南基正 日本語

S15A モンゴルの資源開発をめぐる国際協力とその展望 ボルジギン・フスレ（呼斯勒）  Husel

Borjigin

日本語、中国語

S16A 東アジア共同体の可能性 宋　剛  SONG GANG 日本語

S17A アジアにおける医療現場の国際化と新しい文化的健康観 金　外淑 Woe Sook Kim 日本語

（English、中国語可）
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H01A 前近代東アジア国際貿易の管理システム 日本語

彭　浩　PENG HAO 日本学術振興会外国人特別研究員

東アジア世界の国際貿易は8世紀に遡ることができるが、19世紀後半までは近代的な国際貿易機関や通商条約体制は存在しなかっ

た。そのため渡海してきた異国商人に対して、現地政権は入国の審査・輸出入品の統制・取引紛争の処理などの面で様々な対策を講じ

ていた。その背後には外交文書のやりとりもあり、貿易と外交は裏表一体の関係であった。こうした複合的な貿易管理の仕組みについ

て、時代ごとに研究が積み重ねられてきたが、時代区分を超える議論はあまり見られない。本セッションでは焦点を日中関係に当て、各

時代の最先端の研究成果をまとめたうえで、前近代東アジアの貿易管理システムにおける各時代の特質と関連性について議論したい。

鄭　淳一　CHONG SOONIL(chair person)
座長

日韓文化交流基金・研究フェロー

(contact person)
連絡責任者
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H02A 廖承志と日中国交正常化 日本語

王　雪萍　WANG XUEPING 東京大学教養学部講師

建国初期から日中国交正常化に至るまで、中国の対外政策の最高政策決定者は一貫して毛沢東であったが、1952年に廖承志が中国

政府の対日政策担当者に指名された。以後、1983年に亡くなるまで、文革中の一時期を除いて、中国の対日政策の実務レベルにおけ

る業務担当者は一貫して廖承志であった。本セッションは、3名の報告者は中国外交部档案館などの一次史料、当時の対日業務担当者

に対して聞き取り調査の記録を利用した実証研究の成果を報告し、中国建国から1972年の日中国交正常化までの中国の対日政策に

おいての廖承志らの日本専門家集団が如何なる役割を果たしたのかを解明し、今日の日中関係への影響を討論したい。

胡　鳴　HU MING(chair person)
座長

浙江旅遊職業学院副教授

(contact person)
連絡責任者
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H03A 日中対照による若者語研究―ネット・ケータイ用語を中心に―（１） 日本語

包　聯群  BAO LIANQU 東京外国語大学AA研　研究員

日中対照に基づく、若者の、ネット用語の使用状況・使用意識、コミュニケーションの志向性などに関する検討から、若者の情報行動に

関する新たな理論提示を目的とする。具体的には、若者語・ネット用語などの語彙的・形態的特徴、年代差・地域差、使用状況・使用意

識を調査し、日中の共通性や相違の背景にある要因を論ずる。また、メールテキストの性格を｢打ちことば｣として位置づけるとともに、中

国国内で次々と生まれる｢～体｣と名付けられるテキストの性格を明らかにする。そして、メール・ケータイがコミュニケーションのありよう

をどのように変化させたかを明らかにし、コミュニケーションの現在について論じる。

徐　大明  DAMING XU(chair person)
座長

南京大学文学院教授・中国言語戦略センター主任

(contact person)
連絡責任者
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H04X 日中対照による若者語研究―ネット・ケータイ用語を中心に―（２） 日本語

包　聯群  BAO LIANQU 東京外国語大学AA研　研究員

日中対照に基づく、若者の、ネット用語の使用状況・使用意識、コミュニケーションの志向性などに関する検討から、若者の情報行動に

関する新たな理論提示を目的とする。具体的には、若者語・ネット用語などの語彙的・形態的特徴、年代差・地域差、使用状況・使用意

識を調査し、日中の共通性や相違の背景にある要因を論ずる。また、メールテキストの性格を｢打ちことば｣として位置づけるとともに、中

国国内で次々と生まれる｢～体｣と名付けられるテキストの性格を明らかにする。そして、メール・ケータイがコミュニケーションのありよう

をどのように変化させたかを明らかにし、コミュニケーションの現在について論じる

友定　賢治  TOMOSADA Kenji(chair person)
座長

県立広島大学・教授

(contact person)
連絡責任者
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H05A アジアの思想文化と未来 日本語

高　熙卓  Hee-Tak Koh 延世大学政治外交学科研究教授

２１世紀アジアの世界的重要性は、経済面においても政治面においても、これからさらに増していくだろう。それにつれて、アジア国同士

の相互理解とそれにもとづいた地域協力はより強く求められるだろう。

そのような状況を鑑み、本セッションでは、これまで歩んできたアジア近現代の経験をアジアの思想文化の視点から再検討することを目

的とする。それは、現在化しているナショナリズムのぶつかり合いを相対化するためにも、よりアジア地域に根付いた未来への展望を創

造するためにも欠かすことのできない作業であると考える。

高　熙卓  Hee-Tak Koh(chair person)
座長

延世大学政治外交学科研究教授

(contact person)
連絡責任者
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H06A 国民形成における文化の役割　ー日本とインドネシアを中心としてー 日本語

ミヤ・ドゥイ・ロスティカ　MYA DWI

ROSTIKA

国士舘大学　学生

日本以外のアジアの国々、建国後の歴史も浅く、また国民が多民族によって構成されているため、現在においても国民統合の上で多く

の問題を抱えている。一般に多様な民族文化はある特定の伝統や文化の価値原理に基づいてまとまっている。各々の民族の間に分裂

と対立を生み出す傾向がある。他方、民族を超えて成立した国民文化は、人々の意識のなかに一体としての共通感情と信頼関係に基

づいた国民としてのアイデンティティを確立し、国民統合の基盤を形成することになる。問題は、どのようにすれば各民族ごとに分裂して

いる異なった諸文化に調和を与え、統一をもたらし、一つの国民文化を形成することができるのかということにある。

本セッションでは、服飾、思想、政治制度、教育という異なった視点からインドネシアと日本の比較を中心にして発表を行う。

戸津正勝　Masakatsu TOZU(chair person)
座長

国士舘大学政経学部　教授

(contact person)
連絡責任者
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H07A アジアの戦後処理と歴史和解 日本語

（中国語、English可）

小菅信子 Kosuge Nobuko 山梨学院大学教授

このセッションでは、第二次世界大戦後のアジアにおける日本の戦後処理と歴史問題をめぐる「和解」について、テーマの問題性と重要

性をあらためて提示したうえで、①李恩民教授に「花岡和解」を事例に中日関係を、②岸俊光毎日新聞編集委員に「慰安婦」問題とアジ

ア女性基金の取組を事例に和解の理念・実践面における日独比較を、③根本敬教授に東南アジア諸国とくにビルマを事例に泰緬鉄道・

戦後賠償に見るマルチナショナルな関係史を、さらに④沼田貞昭氏（元パキスタン／カナダ大使）にはアジアで捕虜・抑留者となった欧

米人との「和解」について元外交官としての立場から報告していただきます。そのうえでフロアを開いて〈歴史対話〉を実践します。

This session is attempting to discuss the very significant subject of "Postwar Peacemaking in Asia and Historical Reconciliation"
after the Second World War.  Ambassador Sadaaki Numata, who worked in  Canada and Pakistan and have ever concerned for
Japan's reconciliation with its victims after the war, will act as a Chairperson at this session; Professor Enmin LI is talking on 
paths to China-Japan reconciliation, taking the example of "Hanaoka wakai."  Mr. Toshimitsu KISHI the Columnist of the
Japanese national newspaper Mainichi Shinbum is making a comparative research on Germany and Japan, especially on how 
each of them have practically struggled with each "bitter past."  Professor Kei Nemoto is talking on the Southeast countries, in
particular Burma (Myanmar) taking the example of the Japanese construction of The Thai-Burma Railway (The Death Railway) 
and aftermath; Professor Nobuko Kosuge on British civilian internees of the Japanese in China.

沼田貞昭  Numata Sadaaki(chair person)
座長

元パキスタン／カナダ大使

(contact person)
連絡責任者
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H08X 東アジアの近代と思想 日本語

林少陽・りん　しょうよう 香港城市大学  City University of Hong Kong

中文翻訳及語言学系准教授

２１世紀アジアの世界的重要性は、経済面においても政治面においても、これからさらに増していくだろう。それにつれて、アジア国同士

の相互理解とそれにもとづいた地域協力はより強く求められるだろう。

そのような状況を鑑み、本セッションでは、これまで歩んできた東アジア近現代の経験を東アジアの思想文化の視点から再検討すること

を目的とする。このセッションは｡｢もう一つのセッションである｡ｸｫ｢ｫｸｫ｢ｪﾎﾞﾖﾟﾌﾙ館ｪﾈﾚｱﾀｴ｡ｹと連続的に行い呼応する予定である。

韓東育　　かんとういく(chair person)
座長

中国東北師範大学歴史学院院長・教授

(contact person)
連絡責任者
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H09X 近現代文学に描かれる東アジアという表象――日本文学・文壇との連関を視座

として

日本語

謝惠貞　XIE, HUI-ZHEN 日本・帝京科学大学　講師

東アジアにおける近現代文学を論じるには、日本語圏と中国語圏間の越境・交流・記憶・葛藤を語らなければならない。本セッションで

は、「帝国日本」による軍事的文化的侵略を背景に、この時代に生きた夏目漱石、林京子、佐藤春夫、太宰治、劉吶鴎がいかに東アジ

アの土地と遭遇し、多様な体験や受容をし、さらにそれをいかに表象したのかを考察し提示したい。作家たちは「日本文学・文壇」といっ

た文化資本を共有する一方、テクストの表象と〈現実〉との間の亀裂もそれぞれ見せている。その中では、中心と周縁、文明と野蛮、侵略

者と被侵略者などの上下価値を時には露呈し、時には逆転することさえある。このような考察を通して、今後の東アジア文化交流に、理

解促進のヒントの一端を提示することを目的とする。

賴錦雀　LAI JIIN CHIUEH(chair person)
座長

台湾・東呉大学教授

(contact person)
連絡責任者
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H10A 変容するエクリチュール――翻訳からみる日本表象文化（俳句・アニメ・児童文

学）の伝播と受容

日本語

張桂娥  CHANG KUEI-E 台湾・東呉大学助理教授

ここ数十年、グローバリゼーションの浸透化に伴い、東アジアにおける異文化間の交流が盛んになりつつある。９０年代に入り、台湾の

＜哈日族＞（ハーリーズ）ブームをはじめ、世界にも広がるクールジャパン現象、日本やアジアを風靡した華流・韓流ブーム、そして最近

の中国語学習熱など、全世界の東アジア文化圏へ向ける眼差しにはかつて無いほど熱いものがある。

本セッションでは、今日のクールジャパン現象を根付かせた日本語教育の普及によって深化された日本文学・日本語の伝播と受容に焦

点を当てながら、翻訳という言葉の置き換え作業を経た文芸作品（俳句、小説、アニメ、児童文学)のエクリチュールの変容をそれぞれ考

察し分析すると同時に、持続可能な東アジア文化交流圏の形成に新たな可能性を見出すことを目的にしている。

曽秋桂  Tseng Chiu Kuei(chair person)
座長

台湾・淡江大学教授

(contact person)
連絡責任者
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H11A 近代日本人の中国認識（1862～1945） 日本語

徐静波  Xu jingbo 復旦大学教授

1862年、日本が開国後初めて中国への官船「千歳丸」を派遣して以来、さまざまな日本人またさまざまな形で中国へ渡航してきた。近代

の日本人は中国で何を見てきたのか。当時の中国を如何に理解したのか。近代日本人の中国認識は近代日本の対中政策をどの程度

まで左右したのか。近代日本人の中国認識は今日の日本人の中国認識とはどのようなつながりがあるのか。中国と日本との相互認識

が如何に正しく樹立すべきか。それらの問題をめぐって論議し、健全的な中日関係を模索して行く。

(chair person)
座長

(contact person)
連絡責任者
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H12A 文学作品の翻訳は可能なのか――日本文学の中国訳を中心に 日本語

施　小煒   SHI Xiaowei 杉達大学日本語科主任教授

今更問い質すのは如何かと思われるかも知れぬが、考えてみれば、我々は実は歴史において、文学作品の翻訳が可能か否かという検

証手続きを経ることなく、翻訳作業を続けてきたのだ。まるで当たり前、または予定調和、のように。

翻訳の、こうした来し方を考えると、その正当性は、未検証のままがために、今一つ説得力に欠けると言わざるを得ない。ましてや、原作

がたった一つのみであるに対して、訳文は無限に有りうるという、翻訳の不確定性などを視野に入れれば、当然ながらその市民権に疑

念を呈して然るべきだろう。

翻訳の必要性を認めつつも、その限界性を見詰め、翻訳の可能性について、考察・議論を進めていく必要があることは、自明である。

(chair person)
座長

(contact person)
連絡責任者
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H13A 歴史からみた東アジアの交流と衝突 日本語

金 キョン泰　Kim Kyongtae 高麗大学校韓国史研究所研究員　高麗大学校大学院博士課程

日中韓三国は、数々の歴史を共有する中で「交流と衝突」を繰り返してきた。三国は人的・物的交流が増加する中で、伝統的な中華秩序

に基づく東アジアにありながらも、互いの緊張や認識のレベルが違うことを確認した。それは、戦争や開港・開国という経験を通してより

顕著になった。その中で自身の影響力を拡大しようとしたり、それに抵抗したりすることにより多くの衝突が生した。

本セッションは、中華秩序に改編の兆しが生じ、日中韓各々が近代条約体制に収斂されていく時期に現れた「交流と衝突」を考察する。

具体的には、壬辰戦争から開港・開国期に至る個別事例を、国際関係の視点から三国の緊張と認識の違いに着目しながら検討する。

(chair person)
座長

(contact person)
連絡責任者
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H14A 「反日」と「親日」の間　～　東アジアの日本観 日本語

林　泉忠　John Chuan-Tiong Lim 台湾・中央研究院近代史研究所副研究員

明治維新以降の日本は、近代化そしてやがて戦争化の道を歩み始めてから、周辺アジア諸国にとって憧れ、そして脅威となった。戦後、

経済力で再びアジアのNo.1になった日本は、またアジアに絶大な影響力を及ぼし続けている。アジアにとって常に話題の中心である日

本は、アジアの人々にいかなるイメージを持たれてきただろうか。本セッションは、多くの面からアジアの「日本観」に迫る。

(chair person)
座長

(contact person)
連絡責任者
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H15A 中国を画く－日本美術における中国美術の受容と認識 日本語

（中国語、English可）

リオ　アーロン　M  Aaron M. RIO コロンビア大学員美術史考古学部博士候補生・学習院大学客員研究員

古代から今日にかけて、日本美術には、地理・文化的な意味を持つ中国、そしてより象徴的な「中国」が、至るところに偏在している。本

パネルでは、日本美術史にとって最も重要な他国文化である「中国」を美術史的視点から考察する。中国美術の伝播と受容、そして日本

美術の中で読み取れる「中国イメージ」を取りあげながら、日本美術における「中国」のかたちを探っていきたい。

佐野みどり 　Sano Midori(chair person)
座長

学習院大学教授

(contact person)
連絡責任者
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H16A 近現代アジアにおける宗教的ネットワーク 日本語

エリック・シッケタンツ  Erik

Schicketanz

東京大学人文社会系研究科・特任研究員

現在、アジアにおける諸宗教伝統は古来にわたっている宗教的交流の産物である。国境を超えたネットワークが知識、人とモノのパイプ

として、諸宗教伝統の形成を促した。このような宗教的ネットワークと交流の存在は今後もアジア諸国における宗教に大きな影響を与え

ていく。越境した交流の中で、各国の宗教団体が相互にどう絡み合うか、どの影響を与え合うか。または、宗教的ネットワークが社会の

他の領域とどう関わっており、現在のアジアが直面している諸問題の解決に向かってどのように取りかかっているのかというのが宗教的

ネットワークの意味を考える際、重要な課題として浮かんでくる。

島薗進  Shimazono Susumu(chair person)
座長

東京大学人文社会系研究科・教授

(contact person)
連絡責任者
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N01A 環境・エネルギー問題へのさまざまな取り組み（１） English

福田　収一　Shuichi FUKUDA Consulting Professor, Stanford University

環境・エネルギー問題はこれまでの問題とは異なり、関係する分野が非常に広い。そのためどのような取り組みがなされているのか関

係者でさえも十分に知らないのが実状である。さらに、アジアはきわめて多様性に富んでおり、課題、解決方法もそれぞれの国によって

異なると考えられる。そこでさまざまな取り組みの現状を紹介し、各国でこれからどのような展開が可能かについて考え、アジア全体とし

てどのように協力してゆくべきかを議論したい。

福田　収一　Shuichi FUKUDA　／　施

建明　Jianming Shi
(chair person)

座長

Consulting Professor　Stanford University　／　室蘭工業大学　教授

(contact person)
連絡責任者
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N02X 環境・エネルギー問題へのさまざまな取り組み（２） English

施建明 室蘭工業大学

環境・エネルギー問題はこれまでの問題とは異なり、関係する分野が非常に広い。そのためどのような取り組みがなされているのか関

係者でさえも十分に知らないのが実状である。さらに、アジアはきわめて多様性に富んでおり、課題、解決方法もそれぞれの国によって

異なると考えられる。そこでさまざまな取り組みの現状を紹介し、各国でこれからどのような展開が可能かについて考え、アジア全体とし

てどのように協力してゆくべきかを議論したい。

福田　収一　Shuichi FUKUDA　／　施

建明　Jianming Shi
(chair person)

座長

Consulting Professor　Stanford University　／　室蘭工業大学　教授

(contact person)
連絡責任者

AFC 2013 List of Sessions 
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N03H 新エネルギーの動向・マイクログリッドシステム English

モスタファ　アル　マムン　MOSTAFA

AL MAMUN

Ｒ＆Ｄエンジニア、TMEIC.

ITを活用して電力需給情報をリアルタイムにやり取りすることにより、発電や送電などをスマートにコントロールする機構を組み込んだ次

世代の電力網は、スマートグリッドという。スマートグリッドにより、電力網の信頼性向上、発電効率向上によるCO2排出削減、太陽光発

電、風力発電のような自然エネルギー発電時の電力安定供給などの効果が期待されている。

モスタファ　アル　マムン　MOSTAFA

AL MAMUN
(chair person)

座長

Ｒ＆Ｄエンジニア、TMEIC.

(contact person)
連絡責任者
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N04A Designing the Sustainable Environment English

Stephanie N. Gilles Architect/ Teaching Associate

(University of the Philippines , College of Architecture)

In the Philippine setting, the current environmental issues brought about by climate change and social disparity have been a
cause for concern and an urgent call to action. In response to these rising challenges, there are 7 design and planning
professionals, who will tackle issues regarding sustainability as applied to landscapes, sites, planning housing communities,

use of materials, waste management, water recycling, etc. and in some instances addressing the need for disaster
management and risk reduction.

(chair person)
座長

(contact person)
連絡責任者
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N05A Social Impact and Housing Sustainability Development in Developing 
Country, Indonesia

English

Dr. Budi Faisal Lecturer

Dr. Budi Faisal, MlLA, MAUD(chair person)
座長

Lecturer

(contact person)
連絡責任者
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N06A Urban Infrastructure and Energy Planning & Development English

Pawinee Iamtrakul Lecturer, Thammasat University

This section is aimed to cover the issues related with the urban infrastructure and Energy. The planning and development play 
a key role for all both local and national level to identify the unconventional approach to identify the sustainable solution of
energy efficiency under the pressure of climate change. Then, there will be 6 papers to demonstrate several approaches of
urban infrastructure planning and development in the consideration of energy efficiency which will provide a useful guideline for
all related stakeholders and bring about the application for concerned sector of urban infrastructures.

Pawinee Iamtrakul(chair person)
座長

Lecturer, Thammasat University

(contact person)
連絡責任者

AFC 2013 List of Sessions 
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N07A 建築・都市環境に関わる持続可能性 English

周　典　Zhou Dian 西安交通大学　教授

都市は高度な社会経済活動と居住の場を提供する一方、資源・エネルギー等の大量消費を通じ、その結果、様々な環境問題が発生し、

都市住民の生活にも多大な影響を与えている。人と環境が共存する都市をつくるには，サステイナブルシティあるいはその実現をめざす

サステイナブルなまちづくりは都市環境改善においてとりわけ重要な理念である。

本セッションでは、建築や都市の環境に関わる持続可能性を保つためには、先進国からのハード、ソフト両面での知識・技術の移転とと

もに、アジア諸国同士の相互情報交流と学習の場とする。

顧兆林 Gu Zhaolin(chair person)
座長

西安交通大学　教授

(contact person)
連絡責任者
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N08A Regional water environment and energy supply
地域水環境及びエネルギー供給

English

韋　新東  WEI Xindong 吉林建築工程学院・教授

Many areas lack of water resources in developing countries and there are serious water pollution problems including sewage
treatment which is a worldwide issue. This study aimed to explore the development and use of innovative water treatment 
technology and water resources management system; In addition, in order to solve the problem of global warming, it is very
important to develop renewable energy and energy-saving technology, this study aimed to explore energy supply technologies
optimization which can use energy efficiently and reduce environmental load for people’s livelihood sector.

発展途上国において水資源が欠乏している地域が多く、また水環境の汚染が深刻化するなど、下排水処理を含め「水」問題は、世界的

課題であり、本セッションは将来さらに深刻化すると予想される国内外の様々な水問題への適応策となる革新的な水処理技術や水資源

管理システムを目指す研究である。また、地球温暖化問題に対応するためには、再生可能エネルギーへのシフト及び省エネルギー技術

の開発が重要であり、本セッションは民生部門に焦点を当て、快適性、経済性、セキュリティの確保に留意しながら、エネルギーの有効利

用、環境への影響を軽減した「エネルギー供給技術の最適化」を提案し、その具体像を明らかにする研究である。

(chair person)
座長

(contact person)
連絡責任者
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N09A Design,  Urban and Social Aspects English

Prof. Dr. Mohd Hamdan Ahmad Executive Director ISI

Eight (8) presenters from Universiti Teknologi Malaysia will tackle on connections between academia world with professional
industries.  For instance on design, urban and social aspects. 

Prof. Dr. Mohd Hamdan Ahmad(chair person)
座長

Executive Director ISI

(contact person)
連絡責任者

AFC 2013 List of Sessions 
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N10A Urban Environment and GIS Technology English

官冬杰   GUAN Dongjie 重庆交通大学河海学院 教授

In recent years, urban environmental issues associated with rapid economic development are becoming critical concerns 
suffered by the national and local governments. Aiming at promoting economic development, as well as public awareness of
environmental issues, local authorities have been undertaking the enhanced pressure for effective response to these concerns.
In general, a reliable path for dealing with this dilemma is to frame effective environmental management regulations and policies 
for a region-specific system. This decision-making process requires well understanding of the significant contributors to regional 
environmental problems and of the way that the environmental management system will react to particular policies. During this
process, it’s essential to understand the interactions among a number of related social, economic, environmental, managerial,
regulatory, and lifestyle factors. These interactions are complicated, not only because they simultaneously involve various
system components but because they dynamically change over time. GIS technology is an extensively used computer-based
tool to deal with spatial issues. Especially, GIS technology integrates common database operations, such as query and
statistical analysis, with the benefits of unique visualization and geographic analysis offered by maps. These abilities make GIS
technology valuable in explaining events, predicting outcomes, and planning strategies, etc. 

(chair person)
座長

(contact person)
連絡責任者
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N17A Asian Environmental Observation and Advanced Technology Development English

Josaphat Tetuko Sri Sumantyo ヨ

サファット　テトォコ　スリ　スマンティヨ

千葉大学環境リモートセンシング研究センター准教授

Recently Asian economy is growing fast and has big impact to human activity and the environment. This region is also known
as disaster belt with various natural and manmade disaster. In this session, we will discuss about the environmental problems in 
Asian region and technique to observe the environmental change and the impact, including development of advanced 
technology to observe this area. This session also discuss the experiences on disaster, management and recovery in Asian 
countries.

Josaphat Tetuko Sri Sumantyo ヨ

サファット　テトォコ　スリ　スマンティヨ

(chair person)
座長

千葉大学環境リモートセンシング研究センター准教授

(contact person)
連絡責任者
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S01A 東北アジア地域における経済開発と多国間協力 日本語

李　鋼哲　 LI KOTETSU 北陸大学　教授

東アジア地域、とりわけ東北アジア地域における開発と協力は、地域共同体のビジョンにおいてキーポイントになります。図們江地域開

発における多国間協力問題、日中韓３国間のFTA締結問題、域内経済貿易関係の強化、そしてそのための法律制度の整備問題などを

議題に、若手中堅研究者を中心に知的交流を通じて、東アジアにおける「共通の知」を創出することを目指します。

山下　直治　NAOJI YAMASHITA(chair person)
座長

北陸大学　教授

(contact person)
連絡責任者
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S02H 現代アジアの課題に対する方法論を考える：日中台の環境、農業、人口と安全

保障へのアプローチ事例から

日本語、English

香坂　玲　Kohsaka Ryo 金沢大学大学院　准教授

環境、人口、安全保障などの現代的な課題の「国際性」に対し、国境を越えた地域間の協力と、具体的な問題解決に向けた異分野間の

科学者と様々なステークホルダー間の連携・融合、すなわち「学際性・超学際性」の実践が重要になってきている。このような背景のなか

で、持続可能性に代表される概念が、環境、人口、農業など異なる課題でどのように議論され、分析されているのかを追い、アジアにお

ける科学者同士の連携に必要となる要素を考え、定性的・定量的方法論を展開する。日本、中国（上海近郊）台湾等の東アジア圏での

事例を中心として、統計・解析学のアプローチと、社会学と政治学の分析事例を交互に発表した上で、総合討論を行いたい。

香坂　玲　Kohsaka Ryo(chair person)
座長

金沢大学大学院　准教授

(contact person)
連絡責任者
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S04A 周辺地域と中国の関係：協力とその障害 中国語

李　彦銘　LI Yanming 慶應義塾大学法学研究科助教

本セッションのテーマは2000年代に入ってから中国の周辺地域と中国の関係である。2000年代に入って「中国脅威論」と「チャンス論」は

交互して国際社会とくに周辺地域で見受けられ、こうした地域と中国の間はさまざまな場面で摩擦が起こっていた。

そこで、まず発表者がそれぞれの研究分野（インド、日本、そして台湾）におけるケーススタディの検討を通じ、社会レベルと二国政治交

渉の視点から中国に対する認識の変化とその影響要素を探る。それから中国側に視点に移し、周辺地域に対する反応をふくめ「国際責

任」に対する中国での認識を検討する。相互的な視点に立つ議論を通じ中国と周辺地域の協力関係の構築、またその主な障害を明ら

かにしたい。

(chair person)
座長

(contact person)
連絡責任者
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S05H 新しい教育環境に対応した学校建築の在り方 日本語

朱　庸善　JOO, Yongsun 日本設計インターナショナル

　知識だけではなくて社会性を皆と共に学ぶところとして重要な役割を担っている学校は、近年、多価値社会、情報化、グローバル化と

いった社会的変化に対応できる教育と環境が必要とされている。それは、従来に基礎学力の向上に重点をおいた一斉教育方式ではなく

て、思考力、応用力の培養、そして、主体的に学ぶ力を養えることに重点をおいた教育方式が重要になってきている。建築計画において

も、新しい教育方式を反映し、従来の廊下に教科教室が並べられただけの教育環境から、総合学習の進展等に対して柔軟に対応でき

る教育環境作りが模索され始めている。

　また、新しい教育環境作りは、教育指導の面からの教育指導の有効性だけではなく、児童生徒から落ち着いて勉強できる環境といっ

た両面からの総合的なアプローチが重要である。この為、児童生徒が心身ともに成長を遂げる場として「優しい」建築環境を提供する

為、順応性が高い木を主な建築材として使用するなどの模索が注目されてそして、学校は、年齢・世代を超えた多くの地域住民の活動・

交流の場となっていて、特に日本での多くの学校は、災害時には地域の防災拠点となっているなど、単なる教育施設の機能を超えて重

要な公共施設としての役割も担っている。

　このような教育学、社会学、建築学などの様々な分野と密接な関係にある学校建築において、教育者、学生、研究者、建築設計者か

らの先進の研究を合わせ多角面から議論し、新しい教育環境の在り方について考える機会とする。

朱　庸善　JOO, Yongsun(chair person)
座長

日本設計インターナショナル

(contact person)
連絡責任者
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S06A Entrepreneurship and Innovation English

趙　長祥　ZHAO CHANGXIANG 独立学者

Since 2008 Subprime Crisis hit all over the world, world economy is getting much delicate, now European debts strengthen
world recession. Therefore it’s very clear we can say Keynesian economic governance goes to the end. And let us know the
fragility of globalization. Nowthedays, in order to recovering economy many nations of the world are trying to change, such as
transferring life style to low carbon, establishing flat organization, innovating technologies, and rebuilding their policies,.etc. At
the same time many startups are using their unique management model and technologies to carry out disruptive innovation. As
you know Google and Apple are transcending IBM and Microsoft, and Facebook is overriding Google. Why these achievements
did happen? And how to happen? Innovation in all fields is waking up new entrepreneurship. Thereby, match on the time
changes, through discussions of this topic we are aiming to create prosperous localization and close the gap with globalization.

2008年から米国発端の金融危機が世界を席巻し、ヨーロッパ債務危機による世界リーセッションは回復の見通しが未だに立たない。そ

こで、グロバーリゼーションの脆弱性を明確し、ケインズ的な経済ガバナンスも失敗の証となる。現在、世界各国は経済を回復するため、

庶民の生活スタイルから組織、技術、国の政策まで様々な分野でイノベーションしようとしている。そして、新モデル、新技術などを駆使し

たスタートアップは世界を覆す。GoogleとAppleはIBMとMicrosoftを、Face bookはGoogleをさらに凌駕しているほど。あらゆる分野でのイ

ノベーションは新しい起業家精神を呼び起こしている。従って、時代変化に適してこのトピックの議論を通じてローカルをさらなる豊かに

し、グロバリーゼーションとのギャップを埋め、世界経済発展と地域協力を促す。

(chair person)
座長

(contact person)
連絡責任者
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S07A 女性雑誌とライフスタイル:日本、中国、イギリスのグローバル・トレンドとロカール

な特徴

English

オリガ・ホメンコ　Olga Khomenko Kiev Mohyla National University, Ukraine 講師

日本、中国とイギリスの最近の雑誌を比較して、女性の「自己」＝セルフが描かれていることに注目して議論する。日本では長い歴史が

ある「婦人公論」、「主婦の友」、「クロワッサン」、「AnAn」など戦前や戦後から様々な雑誌があって、その中で幸せな主婦像から、素敵な

母親像、また独身で行動的な助成など様々な女性モデルが描かれ、「新しい女性の形成」に関わった。最近の10年間で女性の「自分」は

話題にされ、この5年間の新しいトレンドとしては、「悦己self」という日本の雑誌が2012年4月に5周年を迎えることができた。5冊ぞろいの

特集号も出して元気な女性のメディアである。Vogueのように富裕層向けではない20-30台の都市生活者の女性向けの雑誌は中国版も

ある。イギリス、日本の雑誌を調べてどのような女性像が描かれているか注目する。またどのようなライフスタイルが紹介されているかも

研究する。そして中国版はどう違うか比較する。

(chair person)
座長

(contact person)
連絡責任者
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S08A 留学生受入れによる地域活性化

Revitalization of Rural/Regional Areas through an Increase in International Students
English

佐藤　由利子  Sato Yuriko 東京工業大学留学生センター准教授

　地方は大都市圏に比べ、高齢化、雇用確保などの課題を抱え、留学生の獲得においても不利な場合が多い。他方、物価の安さ、地域

文化、豊かな自然、行政・教育機関・産業界が一体となった支援など地方ならではのメリットも数多く存在する。自治体の中には地域振

興策の一環として、大学等と協働して留学生の受入れや定着（就職）支援に取組む事例が見られる。本セッションでは、立命館アジア太

平洋大学設立以降、留学生が29倍に増加した別府における社会変化と観光開発への影響、「鳥取大学国際戦略」を掲げ、県や市と連

携して留学生支援を推進する鳥取の事例と海外の取組みの比較を通じ、留学生受入れによる地域活性化の特徴と課題を検討する。

(chair person)
座長

(contact person)
連絡責任者

AFC 2013 List of Sessions 

 
For more information, see Session Profiles attached to this list.



S09A 東アジアの工業化と地場企業の発展 日本語

平川　均　HIRAKAWA Hitoshi 名古屋大学経済学研究科教授

東アジアの発展は国際的な枠組みの中で達成されてきた。その構造及び実態は、1960年代～70年代の低賃金による労働集約的製造

業による単純な生産と輸出からより高度で複雑な製品の生産と国際分業の展開によって大きく変化してきた。東アジアの発展に伴ってこ

の地域の産業・企業および国際分業がどのように変化・発展してきたのか、そして今後の方向はどのような方向に向かおうとしているの

かを本セッションにおいて検討する。

平川　均　HIRAKAWA Hitoshi(chair person)
座長

名古屋大学経済学研究科教授

(contact person)
連絡責任者
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S10A Urban-Rural Gap and Sustainable Shared Growth
都市・農村格差と持続可能な共有型成長

English

Ferdinand C. Maquito  フェルディナン

ド・C・マキト

SGRA Member,  Lecturer, University of the Philippines
SGRA会員 フィリピン大学講師

For most developing countries, this session's basis is the thinking that the urban-rural Gap is the result of too much emphasis 
on "efficiency", while sacrificing "equity" and the "environment". This session aims to look at how sustainable shared growth
could be achieved from different aspects."

本セッションでは、都市と農村の格差が「効率」を重視しすぎた結果であって、「公平」や「環境」を犠牲にしがちなこれまでの成長のあり方

に問題があるのではないかという視点から、持続可能な共有型成長を成し遂げるにはどうすれば良いか、様々な角度から検討する。

フェルディナンド・C・マキト　Ferdinand

Maquito
(chair person)

座長

SGRA会員・フィリピン大学講師

(contact person)
連絡責任者
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S11A 東アジアの発展と東アジア共同体論 日本語

楊　棟梁　Yan, Dong Lin 南開大学歴史学院院長・教授

東アジア地域経済の発展に伴い、地域統合論が主要な課題として登場する時代になった。しかしそれは旧秩序と新しく登場しつつある

秩序とのせめぎ合いの中にある。東アジア共同体はそうした中にあって現在、どのように議論されているのだろうか。東アジアの平和と

繁栄のための共同体論について考察する。

莽　景石　Mang Jingshi(chair person)
座長

南開大学日本研究院教授

(contact person)
連絡責任者
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S12A ２１世紀に向けたアジアの教育の在り方を考える 日本語

シム　チュン　キャット  SIM   Choon

Kiat

日本大学・非常勤講師

国際的な交通・物流網が発達し、インターネットやスマートフォンなどの電気通信技術が社会の隅々まで浸透しつづけている今日の世界

では、ヒト、モノ、カネ、情報、そして文化までが簡単に越境移動してしまい、国境などもはやあってないようなものになりつつある。こうし

た中で、自国民の「社会化」を重要な役割の一つとして機能してきたそれぞれの国の学校教育の在り方についての再考が求められてい

る。このセッションでは、アジアの教育制度を比較することに基づいて、アジアの視点から２１世紀に向けた教育の在り方を考える手がか

りを得ることを目標とする。

(chair person)
座長

(contact person)
連絡責任者
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S13A Ｇ２時代における地域協力と日本研究の新たなパラダイムの模索 日本語

金雄熙　Kim Woong Hee 仁荷大学教授

戦後日本は主として「日米同盟の中の高度成長」というパラダイムのもとで理解されてきた。しかし、20年間の長期不況、深刻な財政赤

字と少子高齢化、東日本大震災と原発問題、中国の浮上は、新たなパラダイムの模索が必要な状況を生み出している。新しい国際政治

経済的な環境の中で日本の国際的展開を理解するうえで地域主義的なアプローチが一つのパラダイムとして考えられている。また、国

内的には、新たな成長を推し進めようとする成長主義的な考え方に対する対抗的な考え方として、より効果的でバランスの取れた政治

経済システムをどのように構築していくかという脱成長主義的な立場は新たなパラダイムの重要なポイントであるといえる。このように２１

世紀Ｇ２時代における日本の位置づけ、東アジア協力のあり方などを的確に捉えるための新たなパラダイムを、具体的な争点を通して

模索してみるのが本セッションの狙いである。

(chair person)
座長

(contact person)
連絡責任者
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S14A 日中関係と朝鮮半島：国際社会の形成から共同体の構築へ 日本語

南基正 ソウル大学日本研究所副教授

本セッションでは、日本と中国、そして朝鮮半島の二つの国による多層の二国間関係の歴史と現在をいかに評価すべきかを論じる。座

長を兼ねた代表者が日中関係と朝鮮半島のかかわりを概観し、四人の報告者がそれぞれ次のようなテーマについて語る。日中関係の

展開と北朝鮮問題、中国・台湾から見た沖縄返還問題、東アジア共同体と日中関係、歴史問題と日中韓関係、などである。安全保障、

経済、歴史などを問題領域とする多層的両者関係を検討し、東アジアの現在が「非均質的な構成員たちの規則作りとしての国際社会の

形成」から「均質的な構成員たちの制度作りとしての共同体の構築」への道程にあることを検証したいと思う。

南基正 NAM Ki Jeong(chair person)
座長

ソウル大学日本研究所副教授

(contact person)
連絡責任者
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S15A モンゴルの資源開発をめぐる国際協力とその展望 日本語、中国語

ボルジギン・フスレ（呼斯勒）  Husel

Borjigin

東京大学・学術研究員

史上空前の大変動期をむかえている、資源大国モンゴルは、中国、ロシアとの密接的な関係を維持しながら、アメリカや日本、韓国、

ヨーロッパ諸国、オーストラリアなどの国との友好的な関係をも推進している。しかし、モンゴルの資源開発をめぐって、関係諸国の間、さ

まざまな矛盾や葛藤を抱えており、相互関係はますます複雑になっている。本セッションはモンゴルの資源開発をめぐって、北東アジア

の地域秩序はこれからどのように構築していくか等を中心に、特色ある議論を展開することを目的とする。

村田雄二郎  Murata Yujiro(chair person)
座長

東京大学教授

(contact person)
連絡責任者
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S16A 東アジア共同体の可能性 日本語

宋　剛  SONG GANG 北京外国語大学日本語学部専任講師

歴史、文化、経済、外交、メディアの五つの面から、中国、日本、韓国三カ国共同体の構築の可能性を探り、提言を行いたい。

(chair person)
座長

(contact person)
連絡責任者
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S17A アジアにおける医療現場の国際化と新しい文化的健康観 日本語

（English、中国語可）

金　外淑 Woe Sook Kim 兵庫県立大学　看護学部心理学系教授

アジアにおける医療現場の国際化により、日本も「新成長戦略」の一環で近隣諸国からの患者受け入れに積極的になるとともに、高度

医療水準を求めて日本へ渡航する人に対して医療環境を整備しつつある。逆に、低価格の医療を求めて日本から近隣諸国へ出かける

人も増加している。一方、近隣諸国で教育を受け、かつその国の医療現場で働いた経験を持って、その後日本で教育を受け、日本の医

療・介護現場や大学教育に関わっている人も珍しくない。医療・介護現場の国際化が進んでおり、日本もその影響を受けて新しい健康文

化が生まれつつある。アジア諸国は健康観、健康問題、治療について、ある程度類似したものを持っているが、文化、経済、社会的背景

などが大きく異なり、広い視点からそれぞれが独自の健康文化の再認識と再構成が求められる時期でもある。健康問題の発生とその対

応をめぐって、病気の症状からダイレクトに健康を考える健康観と、心理面を重視し総合的に健康観を論じる健康文化の連続性の中で、

我々が学びあえ共有できる問題は何なのか。本シンポジウムでは、比較文化的な発想と価値観が異なる立場からの視座を取り込むこと

によって、近隣国と日本の文化的健康観についてより幅広い議論をしたい。この議論に参加する演者たちは、かつてアメリカで教育を受

けた者と、中国や韓国から留学生として来日し、日本の大学や医療現場などで活躍している者である。

岡元行雄　Okamoto(chair person)
座長

兵庫県立大学教育開発センター教授

(contact person)
連絡責任者
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