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2019年度　アジア研究センター活動報告 2019年 10 月～2020年 3 月

※所属・職名は 2020年 3 月現在

●アジア研究センターのシンポジウム
◆2019年 11月 16 日（土）

　日韓建築シンポジウム
　『専門家が語る韓国と日本の近代建築史研究の魅力－研究の回顧と展望』

　13:00  開会・主催者あいさつ
　13:10  第 1 部「研究の回顧」

　　尹仁石（成均館大学校）
　　内田　青蔵（神奈川大学）

　14:20  第 2 部「新たな研究の展開」
　　安昌摸（京畿大学校）「都市と建築で再解釈する大韓帝国史」
　　徐東千（漢陽大学校）「1882-1910年ソウルの激変
　　　　　　　　　　　　  ：雑居と宗教の流入」
　　文智恩（名古屋大学）「地方都市・群山の魅力」
　　西澤　泰彦（名古屋大学）「燃えない街：1900‐10 年代の建築規則」
　　砂本　文彦（神戸女子大学）「住まいと生活の変容からみ見た近代」
　　安箱　　敏（呉工業高等専門学校）「近代ソウルの児童公園」

　16:40  第 3 部「研究の展望」
　　登壇者によるパネルディスカッション

◆2019年 11月 28 日（木）

　日韓建築シンポジウム
　『外国人労働者の受け入れと共生～韓国と日本の事例から～』

　第一部：13:50～15:10
　テーマ：「外国人労働者受け入れの背景と政策」
　●13:50-14:20　スピーカー１：朴　孝淑（神奈川大学法学部准教授）
　　日韓両国における外国人労働者受け入れの背景
　　　～少子高齢化の観点から
　●14:20-14:45　スピーカー２：ソル・ドンフン（韓国移民学会会長）
　　韓国の外国人労働者受け入れ政策と実態
　●14:45-15:10　スピーカー 3：小川　玲子
　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉大学社会科学研究院准教授）
　　日本の外国人労働者受け入れ政策と実態

　第二部：15：20～16：30
　テーマ：「外国人労働者との共生」
　●15:20-15:50　スピーカー 4：コ・ジェフン
　　　　　　　　　　　　　　　　（全北大学社会科学研究所専任研究員）
　　外国人労働者の受け入れと共生～韓国の事例
　●15:50-16:10　スピーカー 5：鳥井　一平
　　　　　　　　　　　　　　　　（NPO法人 移住連代表理事）
　　外国人労働者の受け入れと共生～日本の事例

　●16:10-16:30  総括・質疑応答

◆2019年 12 月 4 日（水）13:00-18:00
　アジア知識基盤型経済移行国際シンポジウム
　会　場：横浜キャンパス宮陵会館 B101（30号館 1 階）
　報告 1：平川　均（神奈川大学経済学部非常勤講師、名古屋大学名誉教授）
　　　　　問題提起  アジアの発展における多様性と今後の展望
　報告 2：Ferdinand C. Maquito (Assistant Professor, The University 
　　　　　of the Philippines Los Baños) フィリピン科学・技術省の
　　　　　研究機関の組織構築分析
　報告 3：Kulkarni Mandar Vijay (Faculty Member, International 
　　　　　Institute of Information Technology, Bangalore:IIIT-B, India) 
　　　　　インドの IT スタートアップス

　報告 4：徳丸　宜穂（名古屋工業大学教授）
　　　　　＜包括的オフショアリング＞の新段階：ベトナム金型産業・
　　　　　市場の自立化と日本企業・地場企業の適応
　報告 5：Nguyen Thi Bich Ha（Associate Professor, Foreign Trade 
　　　　　University, Hanoi, Vietnam）ベトナム ICT産業の現状と課題
　報告 6：遠藤　美純（前・科研基盤研究 A, 研究員）
　　　　　グローバルなソフトウェア開発のトレンドと日本の ICT産業

◆日　時：2020年 3 月24日（火）15:00～17:00
　会　場：1号館 502室
　テーマ：「Green energy and transition
　　　　　 to low-carbon economy in Japan」
　報告者：ゾーヤ・ポドバ先生
　　　　　（サンクトペテルブルク国立大学准教授、経済貿易研究所客員研究員）

●研究グループ：「アジアの政治発展」
◆日　時：2019年 11 月 13日（水）
　会　場：8号館 814教室
　テーマ：「新しい世界の話をしよう」－フェイクニュース、デジタルポピュ
　　　　　 リズム、デジタル権威主義の輸出がもたらす世界－
　報告者：一田　和樹（『フェイクニュース』『犯罪事前捜査』の推理作家）

◆日　時：2019年 12 月 9 日（月）
　会　場：3号館 206教室
　テーマ：「朝鮮半島関連の戦後補償問題について」
　報告者：金昌浩（弁護士）

●研究グループ：「東アジアの国際経済・ビジネスの変還と現状
　　　　　　　　 そして今後の展望」
◆日　時：2019年 10 月 30日（水）
　会　場：アジア研究センター（16号館108号室）
　テーマ：「アセアンにおけるサービス貿易の可能性
　　　　　  －物流業に関する規制の調査報告－」
　報告者：魚住　和宏（経済学部非常勤講師）

◆日　時：2019年 1 月 22日（水）
　会　場：アジア研究センター（16号館108号室）
　テーマ：「中国におけるネット通信販売の変遷と展望」
　報告者：孔令建（常州機電職業技術学院専任教師）

●研究グループ：「植民地国家と近代性：アジア諸国を中心とする
　　　　　　　　　比較研究」
◆日　時：2019年 11月 9 日（土）
　会　場：神奈川大学宮陵会館 B101（30号館 1 階）
　テーマ：アメリカ植民地期のフィリピンにおける農業発展 1898-1946
　報告者：包　茂紅先生（北京大学歴史学系教授）

●研究グループ：「アジアの社会遺産と地域再生手法」
◆日　時：2019年 12月 4 日（水）
　会　場：8 号館 843教室
　テーマ：「タイ  バンコク周辺地域の脆弱街区再生事例に関する調査報告」
　報告者：吉岡　寛之（神奈川大学工学部特別助教）

◆日　時：2020年 1 月 20 日（月）
　会　場：8 号館 843教室
　テーマ：「津波のあいだ、生きられた村」
　報告者：饗庭伸 （首都大学都市環境科学研究科教授）

シンポジウム

アジア研究センター共催講演会

共同研究グループ主催による公開研究会
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　東アジアでは、中国の WTO 加盟以降から中
間財貿易が拡大し、2018年には15,129億ドルと
2000年対比3.1倍増加となっており、その比率は
東アジア域内で取引される全体貿易額の64.6％
を占めている。すなわち、東アジアでは国際分業
が進み、域内諸国間を結ぶグローバル・サプライ
チェーン（以下、GSC という）が拡大している。し
かし、その一方では2011年に起きたタイの大洪水
や今日の新型コロナウィルスなどのように GSC
を脅かす様々なリスクに遭遇する可能性も増え
ている。グローバル展開している企業にとってサ
プライチェーンリスクへの対応は、企業の収益は
もとより、顧客からの信頼性や競争力にも大きな
影響を与える重要な経営課題となっている。 
　GSC の寸断をもたらすリスクは、環境要因や
地政学的要因、経済的要因などのさまざまな要因
が想定される。そのなかでも GSC の寸断に最も
大きい影響を与えている要因として自然災害が

指摘されている1）。2019年に発生した自然災害
のうち、20.9％（92件）が東アジア地域で発生し
ているなど2）、東アジアに広がる GSC への影響
が懸念されている。 
　こうした状況を踏まえて本研究では、国連大学
が発表した「World Risk Report 2020」を基に東
アジアにおける自然災害リスクの評価を行った。
評価においては、自然災害の発生頻度を表す危険
度と自然災害発生後の対応能力を表す脆弱性を
用いて東アジア諸国の自然災害リスクの評価を
分析した（表1）。その結果、国別では自然災害リ
スクに遭遇する可能性に差があるものの、東アジ
アに広がる GSC が複数の東アジア諸国に跨って
いることを考慮すれば、どこかの国で自然災害が
発生すれば、GSC が寸断される可能性が高くなっ
ていることがわかる。 
　自然災害に遭遇するリスクが高い東アジアに
おいて効率的かつ強靭な GSC を実現するうえで、

客員研究員　九州産業大学商学部准教授　　魏　鍾振

東アジアにおけるグローバル・サプライチェーンの
リスク評価と対応策に関する考察 
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　「アジアの社会遺産と地域再生手法」公開講演会報告　　　　　　　　 上野 正也

《調査報告》 
　「令和元年台風19号による丸森町の水害被災地を訪れて」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荏本 孝久　佐藤 孝治　落合 努
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自然災害に備えた体制づくりが不可欠である。そ
のためには、サプライヤーを含む海外拠点の機能
や、それが停止した場合の影響を事前に把握し、
それに沿ったリスク対応目標を設定することが
必要である。その設定においては、GSC を構成す
るメンバーの利益や顧客信頼、復旧コストなどの
観点から事業復旧までのタイムリミットや復旧
レベルなどの目標を明確にしなければならない。
また、対応目標は個別拠点の対応目標とGSC全体
の対応目標を設定することも必要である。個別拠
点の対応目標は、個別拠点の事業再開に必要な事
項を目標として設定し、GSC 全体の対応目標はサ
プライチェーンを止まらせないためのシステム
的な事項を目標として設定しなければならない。 

　この次のステップとしてリスク対応目標を指
標としたアクションプランを用意することが必
要となる。東アジア諸国の自然災害への対応能力
は国によって大きく異なるため、自然災害のレベ
ルや被害規模、進出国の対応能力などを考慮した
複数のアクションプランを用意し、多様な形態で
発生する自然災害に対応することが東アジアに
広がるGSCの国際競争力向上につながる。 

1）World Economic Forum（2012）“New Models for 
Addressi

2）Asian Disaster Reduction Center（2021）“Natural 
Disaster Data Book 2019 An Analytical Overview”, 
pp.18~19. 

国名 危険度 脆弱性 リスク指標

韓国 11.3% 27.7% 3.1% very low 
日本 38.7% 24.9% 9.6% high 
中国 14.3% 40.9% 5.8% medium 
シンガポール 8.9% 29.0% 2.6% very low 
ブルネイ 57.6% 38.7% 22.3% very high 
フィリピン 42.3% 49.6% 21.0% very high 
カンボジア 26.8% 58.8% 15.8% very high 
ラオス 8.0% 55.8% 4.5% low 
インドネシア 21.0% 49.5% 10.4% high 
マレーシア 19.1% 40.5% 7.7% high 
ベトナム 22.0% 46.8% 10.3% high 
ミャンマー 13.0% 55.4% 7.2% medium 
タイ 14.8% 44.1% 6.5% medium 
東アジア平均 22.9% 43.2% 9.9% high 

表 1　東アジア諸国における自然災害リスクの評価 

注：very low-0.31〜3.29、low-3.30〜5.49、medium-5.50〜7.51、high-7.52〜10.61、
　　very high-10.62〜56.71。 
資料：United Nations University “World Risk Report 2020” を基に筆者作成。 


