2019 年度 広域ヨーロッパ研究センター活動報告

講演会・研究会・ワークショップの開催
共通テーマ：画像とテキストの広域ヨーロッパ（Wider Europe through Images and Texts）
◇特別講義「映画人が愛した日欧文化交流」
講師：ダニエル・アギラル氏（映画史研究家、翻訳家）
日時：2019 年 6 月 12 日（水）9:00-10:30
場所：経営情報学部棟 4111 講義室
◇特別講義「ブリテン諸島の少数言語ウェールズ語はいかにして復興したのか」
講師：森野聡子氏（静岡大学教授）
日時：2019 年 6 月 20 日（木）14:40-16:10
場所：国際関係学部棟 3316 講義室
◇特別講義「第一次世界大戦とフランス文学」
講師：ローランス・カンパ氏（パリ第 10 大学教授）
日時：2019 年 10 月 29 日（月）13：00-14:30
場所：国際関係学部棟 3316 講義室
◇特別セミナー「持続可能な開発は現在の経済成長・マネジメントシステムと共存可能か——ドイツと日
本両国における課題——」
講師：ティム・ゴイトケ氏（ブレーメン経済工科大学教授）
日時：2019 年 10 月 30 日（水）14:40-17:00
場所：経営情報学部棟 4104 講義室
◇特別講義「エトルリアを知らずしてイタリアに行くことなかれ！ イタリアの至宝=エトルリア文明と D.H.
ロレンス」
講師：立田洋司氏（静岡県立大学名誉教授）
日時：2019 年 11 月 21 日（木）14:40-16:10
場所：国際関係学部棟 3316 講義室
◇特別講義「スペインと周辺国」
講師：ヘスス・A・バレロ＝マタス氏（スペイン国立バリャドリード大学・准教授）
日時：2019 年 12 月 10 日（火）10:40-12:10
場所：国際関係学部棟 3219 講義室
◇特別講義「英米の国民国家構築とフランクリン・イメージの変容」
講師：金井光太朗氏（東京外国語大学名誉教授）
日時：2019 年 12 月 12 日（木）14：40-16：10
場所：国際関係学部棟 3314 講義室

◇特別講義「第二次世界大戦前の日露の文化的な関係：日本正教会のエマージェンシー」
講師：オリガ・プザノヴァ氏（ロシア国立研究大学高等経済学院講師）
日時：2020 年 1 月 16 日（木）10:40-12:10
場所：経営情報学部棟 4110 講義室
◇特別講義「北から見る連合王国―魔術師と詩人たちのエディンバラ―」
講師：松井優子氏（青山学院大学教授）
日時：2020 年 1 月 16 日（木）14:40-16:10
場所：国際関係学部棟 3316 講義室
◇特別講義「アメリカとトルコの関係——揺らぐ同盟か同盟の終焉か——」（US and Turkey: a turbulent
alliance or the end of one?）
講師：ギュン・クット氏（ボアジチ大学国際関係学部教授、国際政治学者）
日時：2020 年 1 月 22 日（水）
場所：国際関係学部棟 3108 講義室
◇特別講義「ポピュリズムと抵抗の狭間にあるデモクラシーの将来」（Future of Democracy between
Populists and Protests）
講師：メルト・アルスラナルプ教授（ボアジチ大学国際関係学部、国際政治学者）
日時：2020 年 1 月 22 日（水）
場所：国際関係学部棟 2309 講義室
【WERC 協力事業】
◇京都セルバンテス懇話会第 21 回全国大会
（京都セルバンテス懇話会・ムセイオン静岡・静岡県立大学国際関係学研究科広域ヨーロッパ研究セン
ター共催）
日時：2019 年 7 月 20 日（土）12:45-17:35
場所：国際関係学部棟 3106，3107，3108 講義室
◇ふじのくにみらい共育センターCOC サロン
宮崎晋生研究員「ヨーロッパにおけるリビングラボ」
日時：2019 年 9 月 30 日 15:45～16:55
場所：経営情報学部棟 4111 講義室
◇「『羽衣』ビデオ・コンテスト」（広域ヨーロッパ研究センター後援）
日時：2019 年 12 月 16 日（月）13:00-14:30
場所：一般教育棟 2106 講義室
◇「健康食ビジネスモデル創出業務委託事業」研究会
「オランダにおける日本茶の受容」
講師：鈴木隆秀氏(ライデン大学日本語講師・茶輸入業)
日時：2020 年 1 月 29 日 13:00-15:00
場所：国際関係学部棟 4 階共同研究室

WERC 公式ウェブサイト（http:/werc.u-shizuoka-ken.ac.jp）の運営
WERC の公式ウェブサイトの内容の充実をはかり、閲覧者に提供するサーヴィス向上につとめた。
WERC 研究員に関連する情報を速報し、特別講義や講演会・セミナーの告知を行なった。また、一昨年
に お こ な っ た 過 去 10 年 間 の セ ン タ ー 活 動 報 告 書 の 公 開 に 、 2018 年 度 分 を 追 加 し た
（https://werc.u-shizuoka-ken.ac.jp/profile20100310.html）。「広域ヨーロッパ研究ツールの開発」と連携し
つつ、European Studies 共通テキストの資料編・入門編を改訂・増補した。

広域ヨーロッパ研究ツールの開発
6 年計画の広域ヨーロッパ研究ツール開発の 2 年目に入り、テーマ設定のための資料集、先行研究を
検討するためのテキスト、文献・資料等の所在のガイドブック、議論のまとめ・洗練をうながすための報
告会、執筆のためのノウハウ集などの作成を目指している。広域ヨーロッパ研究センターが研究活動の
柱としてきた、1）広域ヨーロッパを構成する個々の国家や地域、2）EU の拡大と統合／ガヴァナンス、3）
広域ヨーロッパの歴史的形成過程のうち、2）の分野に関連するセンター内の研究会を開催した。また、
研究員それぞれの専門領域の研究動向と今後の展望、学部・研究科の教育における広域ヨーロッパ研
究の成果の反映について情報の交換と共有につとめた。研究計画にあげた「広域ヨーロッパを対象とし
た、あるいは、広域ヨーロッパにかかわる研究のテーマ集」を公開することは実現せず、次年度以降の課
題である。

教育関連資料の提供
「広域ヨーロッパ研究ツールの開発」と連携しつつ、広域ヨーロッパの複眼的な理解を軸にした
「European Studies 関連（授業）科目」のウェブ版を修正した。学生の学習成果を発表する場として、「合
同ゼミ学生発表会 2019」を運営した（2019 年 12 月 3 日、発表者 8 グループ）。

「内なる国際化」および協定校との学術交流の推進
留学生と研究員・本学部学生との交流の強化と拡大に向けて、センターが開催する研究会やセンター
研究員による講義等での交流や留学生支援を充実させ、協定校との学術交流を推進した。


イタリア・パルマ大学との提携交渉を開始し、かつ教員交流を実施する（2019 年 6～8 月に実施
予定）



2019 年 9 月、森研究員がバリャドリード大学を往訪し、同大学で開催された国際学会に手研究
発表を行った（Naoka MORI,“La biografía del autor como paratexto: el caso de Federico García
Lorca”（研究発表、パラテクストとしての作者の伝記的事実－フェデリコ・ガルシア・ロルカの場
合－）, Congreso international de educación “Patorimonio, creatividad y teatro EPAC III”（国際教
育大会「文化遺産、想像力、戯曲」）、 2019 年 9 月 4 日、於 スペイン国立バリャドリード大学・ソ

リア・キャンパス）。
ボアジチ大学と参加しているメヴラナ・プログラムによる助成の獲得をめざし、継続申請の準備
をすすめた。
・2020 年 2 月、佐藤研究員がボアジチ大学を往訪し、Mehmed Ozkan 学長、Necati Aras 国際交流担



当学長補佐、Selçuk Esenbel 教授らを訪問し、また同大学の教員たちと交流事業やトルコ情勢等に
ついて意見交換を行なった。ボアジチ大学に留学中の本学学生、次年度に本学へ派遣予定の学生
とも面談した。

WERC 研究会
以下の 1 回を開催した。


梅本哲也（客員研究員）「INF 全廃条約の失効と米国の対露・対中戦略」（2019 年 11 月 11 日）

【参考】公開された研究成果（一部、五十音順）
森 直香「スペインにおける日本文学の受容概観」『スペイン学』第 22 号、京都セルバンテス懇話会、
2020 年、pp. 84-96。
森 直香「白雪姫のアダプテーション―ベルヘル『ブランカニエベス』(2012 年)－」『イスパニカ』第 63 号、
日本イスパニヤ学会、2019 年、pp. 93-113。
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国際関係学研究科特別講義 / 広域ヨーロッパ研究センター講演会
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ローランス・カンパ教授講演会

第一次世界大戦と
フランス文学の一世紀
La Grande Guerre: un siècle de litterature française

㟼ᒸ┴❧Ꮫⲡⷷ䜻䝱䞁䝟䝇
⤒ႠሗᏛ㒊Ჷ䠍㝵 䠐䠍䠍䠍ㅮ⩏ᐊ

カンパ教授の紹介：Laurence Campa、パリ第 10（ナンテール）
大学教授、20 世紀フランス文学、特にアポリネールの詩を専門
とし、第一次世界大戦百周年学術委員会メンバーでもある。
主要業績
* Guillaume Apollinaire, Gallimard, coll. « NRF biographies », 2013. Prix
de la biographie du Point 2014.
* Album Cendrars, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2013.
* Poètes de la Grande Guerre. Expérience combattante et activité
poétique, Classiques Garnier, coll. « Études de Littérature des XXe et
XXIe siècle », 2010.

๓⏦㎸せ
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䖲

ಈ؟ಯળয়পَ৾ऴगभऎपُाैःુ७থॱ&قش2&ك
日時：2019 年

10 月 28 日（月）13：00〜14：30

通訳付き

場所：3316 教室（国際関係学部棟 3 階）
詳細は剣持まで：2503 教員室 hisaki@u-shizuoka-ken.ac.jp
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3.
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4.
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ࡇࠋࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛࡛ࣥ㘓⏬ࡋࡓື⏬ࢆ࣓࣮࡛ࣝᥦฟࡍࡿ࡞ࠊࡢᥦฟᙧᘧࡶㄆࡵࡿ㸦๓┦ㄯࡍࡿࡇ
㸧ࠋࣅࢹ࢜ᙳࡢࡓࡵࡢࢥࣥࣃࢡࢺࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛࢆ㈚ࡋฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᕼᮃ⪅ࡣᐇ⾜ጤဨ⏦ࡋ
㎸ࡴࡇࠋ
 ᬯၐࡢᡭᮏ࡞ࡿ㡢ኌࢹ࣮ࢱࢆ⪺࠸࡚⦎⩦ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠋᕼᮃ⪅ࡣᐇ⾜ጤဨ⏦ࡋ㎸ࡴࡇࠋ
 ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸸
ࠗ⩚⾰࠘ࣅࢹ࣭࢜ࢥࣥࢸࢫࢺᐇ⾜ጤဨ㸦௦⾲㸸㕥ᮌࡉࡸ㸧 KDJRURPRYLGHR#JPDLOFRP
㸨ᮏࢥࣥࢸࢫࢺࡣ 2019 ᖺᗘ㟼ᒸ┴❧Ꮫᩍဨ≉ู◊✲᥎㐍㈝ࠊᗈᇦ࣮ࣚࣟࢵࣃ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋ
-------------------------------------------------------------------ษࡾྲྀࡾ⥺------------------------------------------------------------------ཧຍ⏦㎸᭩
1.

ཧຍ㒊㛛㸦࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࠐࢆࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧

2.

௦⾲⪅㸦Ꮫ⡠␒ྕ㸸

ྡ๓㸸

㸧

3.

ࡑࡢ࣓ࣥࣂ࣮ 㸦Ꮫ⡠␒ྕ㸸

ྡ๓㸸

㸧

㸦Ꮫ⡠␒ྕ㸸

ྡ๓㸸

㸧

㸦Ꮫ⡠␒ྕ㸸

ྡ๓㸸

㸧

ࢻࢶㄒ

4.

ࣇࣛࣥࢫㄒ   

ࢫ࣌ࣥㄒ         ᪥ᮏㄒ

࡞Ꮫ⩦Ṕ㸦ᑐ㇟ゝㄒ㛵ࡋ࡚ᒚಟࡋࡓ⛉┠ྡࠊ␃ᏛṔ㸦ᅜྡ࣭ᮇ㛫㸧࡞ྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧
ཧຍ⪅ဨࡘ࠸࡚グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࢫ࣮࣌ࢫࡀ㊊ࡾ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㠃ࡶ⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

∓∞∄ˌЭⅺ↸⇊⇥∐⇈ஜ≋םɼ↚⇮⇟⇑∞⇰↖≌૾עⅷᜋٶⅼӞˊ↝‒⅛⇈∐∑⇮⇎
∓∞∄↚↷→↕๒↫ↄ↻↗ᎋⅷ↸↻↕ⅳ↺⇎⇮∑∐⇈↝૨҄ᢡင↞⅚ྵˊ↝⇊⇥∐⇈↖இ↱ٻЏ↚ↄ↻↕
ⅳ↭ↈ⅛Ⅶ⇧∉⇥−⇊پʴ↝ࣾʴⅧ↖ჷ↸↻↺⇊⇔∐⇟↝ݱᛟܼ D.H.‒ ∓−∙⇟(1885-1930)↞⅚ʴဃஇࢸ↝
ᘍέ↚⇎⇮∑∐⇈⇁ᢠ↢⅚ዌᇿ↗↙→ኔᘍ૨Ⅶ⇎⇮∑∐⇈↝עⅧ↚↝᭽щ⇁ዢ→↕ⅳ↭ↈ⅛
Ⅶ⇎⇮∑∐⇈↝עⅧ⇁ᡫↆ↕∓−∙⇟ⅻᚧ↻ᢡួ⇁ᡃ↹⅚∓−∙⇟ᐯ↝ज़ࣱ↳ेⅳ⇁ᛠ↮ӕ↹↭ↈ⅛
‒


ଐᲴ2019 ࠰ 11 உ 21 ଐᲢஙᲣ14:40᳸16:10
˟ئᲴ᩺ޢჄᇌܖٻᨥ᧙̞ܖᢿ 3 ᨞ 3316 ᜒ፯ܴ
ᜒࠖᲴᇌဋබӮ൞Ტ᩺ޢჄᇌܖٻӸᛎᲣ







ƲƳƨưǋƓൢ᠉ƴƝӋьɦƞƍ
ƓբƍӳǘƤᲴᨥ᧙̞ܖᢿ ޛᲢyoneyama@u-shizuoka-ken.ac.jpᲣ



᩺ޢჄᇌ؏࠼ ܖٻȨȸȭȃȑᄂᆮǻȳǿȸ



 

 

  






㟼ᒸ┴❧Ꮫᗈᇦ࣮ࣚࣟࢵࣃ◊✲ࢭࣥࢱ࣮≉ูㅮ⩏

/DFXOWXUDHVSD³ROD\ORVSD¯VHV
OLP¯WURIHV
ࢫ࣌ࣥᩥ࿘㎶ᅜ
 ɭမɶỉܖٻỂᜒὉᜒ፯ửᘍẾềẟỦἪἋἋὉᵟὉἢἾἿᾌἰἑἋέဃỆẆἋἬỶ
ὅỉ૨҄ỴỶἙὅἘỵἘỵỉཎᑥểẸỉ࢟ᢅᆉẆẸẲềᡈᨩίỶἑἼỴẆἯἽἚỾ
ἽễỄὸỉ૨҄ỴỶἙὅἘỵἘỵểỉႻᢌໜỆếẟềẆᅈ˟ܖᎍỉᙸעẦỤấᛅẲẟ
ẺẻẨộẴẇᴾ
㸨ㅮ₇ࡣࢫ࣌ࣥㄒ࡛㏲ḟ㏻ヂࡀධࡾࡲࡍࠋ
ㅮᖌࣉࣟࣇ࣮ࣝ
࣊ࢫࢫ࣭$࣭ࣂࣞࣟ㸻࣐ࢱࢫ㸦-HV¼V$9DOHUR0DWDV㸧
ࣂࣜࣕࢻ࣮ࣜࢻᏛ♫Ꮫ࣭♫ປാᏛ⛉ᩍᤵࠋࢫ࣌ࣥᅜ❧ࢧࣥࢸࢦ࣭ࢹ࣭ࢥ࣏ࣥࢫࢸ࣮ࣛᏛ
ᐈဨᩍဨࠋ࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢯࣜࢵࢡᏛ㸦࣡ࢩࣥࢺࣥ㸧ᐈဨ◊✲ဨ࣭ᐈဨᩍဨࠋ࣓࢟ࢩࢥᅜ❧⮬Ꮫᐈဨ
ᩍဨࠋ࣏ࣝࢺ࢞ࣝᅜ❧ࣈࣛ࢞ࣥࢨᕤ⛉Ꮫᐈဨᩍဨࠋ
ᨻᏛࠊ♫ᨻᏛࠊ⛣Ẹ♫Ꮫࠊ⛉Ꮫ♫Ꮫࡀᑓ㛛ࠋ
ࢫ࣌ࣥᅜ❧࣐ࢻ࣮ࣜࢻ࣭ࢥࣥࣉࣝᏛᨻᏛ⾜ᨻᏛ㒊༞ᴗࠋᨻᏛ࣭᠇ἲᏛಟኈ㸦ᅜ㛵ಀ࣭ᖹ➼┬࣭
ᨻᏛ࣭᠇ἲᏛ◊✲ᡤ㸧
ࠋ♫Ꮫ༤ኈ㸦ࢫ࣌ࣥᅜ❧࣐ࢻ࣮ࣜࢻ࣭ࢥࣥࣉࣝࢸࣥࢭᏛ㸧ࠋ
࢚ࢹࣥࣂࣛᏛ㸦ࢠࣜࢫ㸧ࠊࢪ࣮ࣙࢪࢱ࢘ࣥᏛ㸦࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ㸧ࠊࢥࣟࣛࢻ㖔ᒣᏛ㸦࣓ࣜ࢝ྜ
⾗ᅜ㸧ࠊ࣮࢜ࢡࣛࣥࢻᕤ⛉Ꮫ㸦ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ㸧ࠊࢿࢤࣦ࣭࣋ࣥ㸻ࢢࣜ࢜ࣥᏛ㸦ࢫ࢚ࣛࣝ㸧࡞ୡ
⏺ྛᆅࡢᏛ࡛ㅮ₇࣭ㅮ⩏ࢆ⾜࠺ࠋ

国際関係学部棟3階



3314講義室

᪥  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 㝈┠    ศ㹼   ศ
ሙᡤ 㸦ᅜ㝿㛵ಀᏛ㒊Ჷ  㝵㸧
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12月12日（木）

࡞ࡓ࡛ࡶཧຍྍ⬟࡛ࡍࠋ๓㐃⤡ࡣせ࡛ࡍࠋ࠾Ẽ㍍ᚚཧຍୗࡉ࠸ࠋ

14時40分から

国します。帰国後は独立を断

死後の哀悼もフランスで啓蒙

固として主張し、支援を求め

世界の偉人として表明されま

いたフランクリンは、ジェン

る使節としてパリに派遣され

したが、しかし、アメリカで

トルマンの地位を認められ、

ました。パリでフランクリン

は忘れられてゆきました。

イギリスに渡って活躍しま

の人気は高く、それを利用し

す。本人も文明世界での生活

た彼の外交活動は多大な成果

会が資本主義的な発展を見

を楽しんでいました。しか

をあげたといえます。アンシ

せ、それが国家イメージとな

し、18世紀後半のイギリスは

アン･レジーム批判で盛りあ

るにつれてビジネスマンの典

がるサロンで、荒野から来た

型としてフランクリンが思い

哲人として、素朴で個人の活

出され、自伝がアメリカでも

躍する自由なアメリカを体現

ようやく出版されて人気を博

する存在を演じました。

してゆきます。

大ブリテンの一体性の構築を

㸨ᤵᴗ༢ࡢࡈཧຍࡢሙྜࡣࠊᩍᐊኚ᭦ࢆ᳨ウࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ๓ࡈ┦ㄯࡃࡔࡉ࠸ࠋ

﹅

金井光太朗 氏

࠾ၥ࠸ྜࢃࡏ㸸ᅜ㝿㛵ಀᏛ㒊 ᳃ ┤㤶
QDRNDPRUL#XVKLVX]RNDNHQDFMS

北アメリカに住む「イング
リッシュ」との意識をもって



﹅

推進し、アメリカを外化して
ゆきました。このうごきは、
北アメリカにいたイギリス系

東京外国語大学

建国期のアメリカ合衆国

に反発を呼び、伝統的な権利

は、共和主義の伝統を受け継

の確認を意識させます。

名誉教授

19世紀に入り、アメリカ社

ぎ、無私の公人ワシントンが

英米の抗争が深まる中でフ

代表的な人物となり、フラン

ランクリンは、帝国の融和に

クリンはその活躍にもかかわ

尽力しましたが、諦めざるを

らず、本国では評価が低く、

えなくなって戦争の直前に帰

不遇のうちに亡くなります。

問いあわせ先：栗田和典＠3512室

᩺ޢჄᇌ ܖٻཎКᜒ፯

ཤ̥ͣࡉͥႲࣣ࣭ؐġ
ȝེ͂থ૽̹̻͈ΟͻϋΨρȝġ

Russo-Japanese cultural relations before the World War ϩ. The emergence of Japanese
Orthodoxy㸸➨ḟୡ⏺ᡓ๓ࡢ᪥㟢ࡢᩥⓗ࡞㛵ಀ㸸᪥ᮏṇᩍࡢ࢚࣐࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮

ㅮ⩏ෆᐜ㸸ࣟࢩࡣ㏆ࡃ࡚㐲࠸ᅜゝࢃࢀࡲࡍࡀࠊࡑࡢ㛵ಀࡣỤᡞ௦ᚋᮇࡽጞࡲࡾࡲࡋ
ࡓࠋ᫂௦ࡣࣟࢩṇᩍࡢᕸᩍࡀㄆࡵࡽࢀࠊከࡃࡢⅬ࡛ᩥⓗࠊ᐀ᩍⓗ࡞ὶࡀ࠶ࡾࡲ
ࡋࡓࠋᅇࠊ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻᏛᏛ㝔࡛Ꮫࡪഐࡽࠊࣟࢩࡢᅜ❧◊✲Ꮫ㧗➼⤒῭Ꮫ㝔
࡛ᩍ㠴ࢆᇳࡗ࡚࠸ࡿ࣭࢜ࣜ࢞ࣉࢧࣀࣦẶࢆ࠾ᣍࡁࡋࠊ᪥㟢㛵ಀࢆ⪃࠼࠸ࡁࡲࡍࠋ
᪥㸸2020 ᖺ 1 ᭶ 16 ᪥㸦ᮌ㸧10  40 ศ㹼12  10 ศ
ሙᡤ㸸㟼ᒸ┴❧Ꮫⲡⷷ࢟ࣕࣥࣃࢫ⤒ႠሗᏛ㒊Ჷ 1 㝵 4110 ㅮ⩏ᐊ
ᑐ㇟⪅㸸ʹ͵ͪͲ

শȇĳıĳı ා Ĳ  Ĳķ Ȫ࿐ȫĲĵġĻġĵıȡĲķġĻġĲıġ ġ ġ
ٛાȇࡇؖၛఱ࣭ڠषڠ߸۾໐ Ĵ  ٴĴĴĲķ ࣒݅ġ
࣒ȇઐ֔ġ ঊঙȪ५֭ڠఱڠڠ໐ޗȫġ
ġ
ĳııĵ ාȂଲٮ͈ȶξΥΑڠസঌȷͅঐ̯̹ͦΑΛΠρϋΡ͈ਉസΟͻϋΨρȃġ
ུ࣒͉݅́Ȃ̭͈സঌͬయນ̳ͥैزȂ;σΗȜȆΑΛΠ͞ ŋįŌįυȜςϋΈ͈̈́̓ैͬ৽̈́ఴऺ̱͂Ȃ
ڠ۷͞ͺΘίΞȜΏοῧ̞̹̽ैڠ̪ͬ͛ͥ߃యഎ̈́ယ͂͂͜ͅȂġ
࡛యΑΛΠρϋΡ̤̫ͥͅ࡞ࢊ͂ΏοσȆͺͼΟϋΞͻΞͻ͈࿚ఴ̞̾̀ͅࣉ̢̳͘ȃġ
ġ

ゝㄒ㸸ㅮᖌࡣ᪥ᮏㄒࡶࡋࡷࢀࡲࡍࡀࠊㅮ⩏ࡣᇶᮏⓗⱥㄒ࡛⾜࠸ࡲࡍࠋ
⏦㎸᪉ἲ㸸࡞ࡓ࡛ࡶ⮬⏤ࡈཧຍࡃࡔࡉ࠸㸦⏦ࡋ㎸ࡳせ㸧ࠋ
ㅮᖌ㸸࣭࢜ࣜ࢞ࣉࢧࣀࣦ㸦Olga PUZANOVAʥ
⤒Ṕ㸸ᅜ❧◊✲Ꮫ㧗➼⤒῭Ꮫ㝔㸦Faculty of World Economy and International Affairs;㸧
ㅮᖌ㸦Lecturer㸧/ DPhil Candidate at University of Oxford;, Wolfson College
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̹̤̮̓̈́́͜ͅࠚܨ४̞̯ئحġ

ၥ࠸ྜࢃࡏ㸸ୖ㔝㞝ྐ◊✲ᐊ㸦㟼ᒸ┴❧Ꮫ⤒ႠሗᏛ㒊㸧TEL㸸054-264-5241ࠊE-mail㸸
ueno@u-shizuoka-ken.ac.jp

ƓբƍӳǘƤᲴᨥ᧙̞ܖᢿ ޛᲢyoneyama@u-shizuoka-ken.ac.jpᲣ


ദ㸸ୖ㔝㞝ྐ◊✲ᐊࠊඹദ㸸WERC㸦ᗈᇦ࣮ࣚࣟࢵࣃ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧

᩺ޢჄᇌ؏࠼ ܖٻȨȸȭȃȑᄂᆮǻȳǿȸ
       

SAMPLE

ઁୠи嵤нГСଢ଼ЋуЏ嵤ヴㄣㄑㄞㄏヵಈ

્શଝϋα੧

ਸ਼    ㄆعㄆヴヵ  ઇヴಹઇ༠  మヵ
ଝ৯ ΕЭФекЊаυಿϋψΟϨЗвϿйЇ嵤ϋలਟΖ


ΕϲбкϻυИлЃϋঢ়બΖ


 ফ  া  ヴヵ



ଝ৯ ΕϲбкϻυИлЃϋঢ়બ ɇ ณϦέೇΨೇϋીᬀΨΖ
ɋ86DQG7XUNH\DWXUEXOHQWDOOLDQFHRUWKHHQGRIRQH"Ɍ


્શప Ͼеу嵣ϿГИઇ౸ヴЬϲЈБপ৾বঢ়બ৾Ύব৾ヵ
3URIHVVRU*¾Q.XW%RJD]LFL8QLYHUVLW\



৾ヵ3URIHVVRU0HUW$UVODQDOS%RJD]LFL8QLYHUVLW\


ઞ৷ୁόஶୁヴৢ૮δヵ

ਸ਼ヽ  ㄆعㄆヴ ヵ  ઇヴবঢ়બ৾༠ヽమヵ



્શప блИ嵣ϲлЉйКлЧઇ౸ヴЬϲЈБপ৾বঢ়બ৾Ύব









φχμτϟਸτΪϛζ



ɋ)XWXUHRI'HPRFUDF\EHWZHHQ3RSXOLVWVDQG3URWHVWVɋ

ਖΡ়ϬθόΎবঢ়બ৾嵣ଯઢヴ PDFKLNRV#XVKL]XRNDNHQDFMSヵ㻌

㕥ᮌ㝯⚽Ặࠕ࢜ࣛࣥࢲ࠾ࡅࡿ᪥ᮏⲔࡢཷᐜࠖ

ฟᖍ⪅
 ▼ᕝ ⩏ ࠊᰩ⏣ࠊሷᓮࠊ㧗⏿ࠊᐑᓮ ᅜ ࠊゅ᭰ 㣗 

ാࡁ᪉ࡀ⮬⏤࡞࢜ࣛࣥࢲ㸸㸰㸮㸯㸴㸬㸷ࡼࡾ⹒ࣛࢹࣥ⛣ఫ
Ⲕ㍺ධᴗ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࣭᪥ᮏㄒᩍᖌ࣭Ⲕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉദ
㟼ᒸⲔࡢ㍺ධ㈍㸸ᑠつᶍ࡞ࡀࡽ㐌ᮎⲔᴗ㸸ࡇࢀࡲ࡛㸯㸳㸮NJ

࢜ࣛࣥࢲ࠾ࡅࡿࠕ࠾Ⲕࠖ㸸
Ṕྐ㸻92&ࡀ㸯㸴㸯㸮ᖺࡽⲔ㈠᫆㛤ጞࠥ୰ᅜ࣭ࣥࢻ࣭ࢫࣜࣛࣥ࢝
㸦ⱥᅜࡣ㸯㸴㸴㸷㛤ጞ㸸ᐇࡣ࢜ࣛࣥࢲࡀඛ㸧
ᩥᾐ㏱ࡋάⓎ࡞ᬑཬ
ࢫ࣮ࣃ࣮͇$OEHUW+HLMQ͆ࡢ࠾Ⲕࢥ࣮ࢼ࣮㸸ከᵝ࡞࠾Ⲕࡢ✀㢮ࠊࣃࢵࢡ࡛a(85ࡀ୰ᚰࠋࣈࣞ
ࣥࢻࢸ࣮ከᵝࠋ
୰⳹⣔㣗ရᗑࠕ⳹༡⾜ࠖ㸸୰ᅜⲔ࣭᪥ᮏⲔࢆ㈍ࠊࡸࡸ㧗㢠㸦㸯㸮(85๓ᚋ㸧ࠋከᵝ࡞✀㢮ࠋࡓࡔࡋ
᪥ᮏࡼࡾရ㉁ࡣప࠸ࠋ7HD%RXWLTXHేタࡋᑓ㛛ࢥ࣮ࢼ࣮࠶ࡾࠋ
᪥ᮏࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸Ⲕ㸸ࣃࣃࣖࡢⴥࠊࢢࣂࡢⴥ࡞ࠋ࣊ࣥࣉⲔࡲ࡛࠶ࡾࠋᗣ࡞ࡶࡢࡋ࡚ὀ┠
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰⳹⣔ࢫ࣮ࣃ࣮ࡀᮾࢪ⯡ࡢ≀ရࢆ㈍ࠋ
Ⲕᑓ㛛ᗑ㸦ࣛࢹࣥ㸧㸸ྛ⏫㸱ࠥ㸲࠶ࡾࠋᗑဨࡀࡁῧࡗ࡚ࢸࢫࢸࣥࢢࡋ࡞ࡀࡽ㈙࠺ࠋ㸯㸮㸮
✀㢮㈍㸸ୡ⏺୰ࡽⲔࡀ㞟⤖ࠋ㸦⥳Ⲕ࡛㸯㸮㸮✀㢮ࡣ㞴ࡋ࠸㸧

᪥ᮏⲔࡢ⨨ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡣ㸽
ᗑ࣒࣮ࣝࢫẶ㸦ඖ⨾⾡ၟ㸧ࡢ㸸㸯㸮㸮✀㢮ࠋຊࡣ⣚Ⲕࠊࣝ࣎ࢫࠊࢳࣕࠋ᪥ᮏⲔࡣ㸯㸮㸣ࠊ
ேẼࡣୖ᪼୰ࠋ

᪥ᮏⲔ㸦ཎ⏘ᅜࡀ᪥ᮏ㸸↦Ⲕ㸦㸱␒Ⲕ㸲␒Ⲕ㸧ࠊ࠺ࡌⲔࠊ⋞⡿Ⲕࠊ⋢㟢ࠊⲔ㸧ࡢ≉ᚩ㸸ရ㉁ࡣⰋ
࠸ࡀ್ẁࡶ㧗࠸ࠋ⣚Ⲕࡢ㸰ಸ㸦㸳⣚Ⲕ㸸㸯㸮↦Ⲕ㸧ࠊ㉎㈙ᒙ㸸ᗣᚿྥࡢ㧗㱋⪅ࡸ࣋ࢪࢱࣜࣥࠊࡋ
ࡋ୍␒Ⲕࡼࡾࡶᅄ␒ⲔࡀⰋ࠸ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏⲔࡣὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࡀၟရᵓᡂࡢ୰࡛ࡣ୍㒊ࠋ

᪥ᮏⲔồࡵࡽࢀࡿရ㉁㸸
 ࣮࢜࢞ࢽࢵࢡࡀᖖ㆑㸻ᡭࢫ࣮ࣃ࣮㸸ࢇ࡚ࡀ(8࣮࢜࢞ࢽࢵࢡㄆᐃࠊ୰⳹⣔࡛ࡶ㸶㸳㸣ࠊⲔ
ᑓ㛛ᗑ࡛㸶㸮㸣㸦ᗑ᭣ࡃ࡚࣮࢜࢞ࢽࢵࢡࠊ㸰㸮㸣ࡣㄆドࢥࢫࢺ㈇ᢸࡀ㔜࠸ᑠつᶍ⏕⏘⪅㸧ࠋ
 (8࣮࢜࢞ࢽࢵࢡㄆドࡀ࡞࠸ࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣရ㉁ド࡛᫂ಶูᑐᛂ㸦(XURILQ㸧㸸ᐈࡢഃ࡛࣮࢜࢞ࢽࢵ
ࢡ࣐࣮ࢡࡢ࡞࠸ၟရࡣ㑅ᢥࡋ࡞࠸࠸࠺ཝࡋ࠸⌧ᐇࠋ
㟼ᒸⲔࡣ㠀㏱࣭᫂ࡢ⏘ᆅࡣ㏱᫂ࣃࢵࢡ㸸㢳ᐈࡀどㄆࡍࡿࡇࡀࡁ࡞ࣆ࣮ࣝࠋ᪂つ㢳ᐈ⋓ᚓࡣ
ྍどࡀ㔜せࠋ

㈍ᣑࡢ᪉⟇㸸࠾Ⲕࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ



ᑓ㛛ᗑ࡛ࡢ㛤ദ㸸Ⲕࢳ࣮ࢬࠊ୰ᅜⲔࠊ᪥ᮏⲔ㸦Ⲕ㐨㸧㸻༺ࢆࡸࡿࡼࡾࡶ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ᪉ࡀᐇධ
ࡾࡀⰋ࠸ࠋ
ᡓ␎ᛶ㸸ẚ㍑ⓗᐩ⿱ᒙྥࡅࡢၟရᵓᡂࠊⲔᩥࡢ፹⪅ࡋ࡚ࡢࢫࢱࣥࢫ㸦ࠕ㈋ᅔᒙࡣධࡗ࡚ࡇ࡞
࠸ࠖᗑ㸧ࠊ᪂ወᛶࡸኚࢆዲࡴᩥ㸸ࢥ࣮ࢫ࡛ࢸ࣮࢝ࢹ࣑࣮ࢆᒎ㛤ࡍࡿⲔᑓ㛛ᗑ
㸱ᖺ㛫࡛㸯㸳㸮ᅇࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸸ẖ᪥᭙᪥㛤ദࠊࡢேཧຍ‶ဨᚚ♩ࠋⲔ㐨ᩍᐊ࡛ࡣ࡞ࡃ᪥
ᮏⲔࢆ㠃ⓑࡃぢࡏࡿ᪉ἲࠋⲔࠊ↦Ⲕࠊ⋢㟢HWF͐
㣧ࢇ࡛ᴦࡋࡴࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃṔྐࡶᏛࡪ࠸࠺ጼໃ
$06ࡢ࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡ࡛ࣛࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸸᪂ධ♫ဨࡣⲔ㐨ࢆ▱ࡽ࡞࠸ࠋ

ࠕࡶࡢࠖࡼࡾࠕࡇࠖ㸦᪥ᮏⲔࡣ▱ࡽ࡞࠸ࡅேࡽ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉཧຍࢆࣉࣞࢮࣥࢺࡉࢀࡓࡽ
᮶ࡓࠊ㸦ࡲࡎ࠸ࠊྰᐃⓗᛂ㸧ࣁࢵ࢟ࣜ࠸࠺࢜ࣛࣥࢲேࡀ㸧ࠊఇ᪥ࡢ㐣ࡈࡋ᪉ࠊᐙ᪘ࡢ㛫

〇ရ ᩥ㸻᪂つ㢳ᐈ㛤ᣅࠊ᪂ᕷሙ
 ࣞࢠ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࠊἲつไࠊ࣮࢜࢞ࢽࢵࢡㄆド
۵ࣘࢽ࣮ࢡ࡞ࡶࡢࡢ㛵ᚰࠊᩥࡢඹឤ

࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᩥࡀᙉ࠸㸸ࣚ࢞ࠊᢡࡾ⣬ࠊ⏕ࡅⰼࠊ᭩㐨ࠊࢳ࣮ࢬࡸࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࠊ⌧ᙺୡ௦ࡀኤ᪉
௨㝆⮬ศ࡛ຮᙉࡍࡿ㛫ࢆྲྀࡿࣛࣇࢫࢱࣝࠊ࡛⤊ࢃࡽࡏࡿࡓࡵᐦᗘࡀ⃰࠸ാࡁ᪉

(8࣮࢜࢞ࢽࢵࢡ㸸㎰⸆ᇶ‽ୗᅇࡿࡇࢆရ㉁ド᫂ࠊࡋࡋ㢳ᐈഃࡣṇ☜࡞⌮ゎࢆࡋ࡚࠸ࡿࡣ㝈ࡽ࡞
࠸ࠋࡋࡋ࣮࢜࢞ࢽࢵࢡ༳ࡀᙜࡓࡾ๓࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ☜ࠋ

࣓࣮࣮࢝ഃࡀࠕ࢜ࣜࢪࢼࣝࣈࣞࣥࢻࠖࢆࢇࢇฟࡋ࡚ࡃࡿ⹒ࠊỴࡲࡗࡓᴗ⪅ࡋཧຍࡋ࡞
࠸-(752㈍ಁ࣋ࣥࢺ
ᕞⲔ㸦ᐑᓮࠊ▱ぴ࡞㸧ࡀ᪥ᮏⲔ࡛ࡣከ࠸㸦⾜ᨻ୍య࡞ࡗ࡚(8ㄆド࡞ᨭ㸧-(752ࡢ࣋ࣥࢺ
࡛ࡶ㟼ᒸࡽࡣ≉ᐃࡢᴗࡔࡅࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡸࡾࡓ࠸ࡇࢁࡢᕪࡀฟࡍࡂ࡚ᚋⓎ⪅ࡣᡭ㐜
ࢀ࡞ࡿࠋಶู✚ᴟⓗᴗ⪅ࡣ⪔సᨺᲠᆅࡶ㈙ࡋ᪂〇ရ㛤Ⓨࠊࡑࢀࡔࡅཎᮦᩱࡋ࡚ᘬࡁྜ࠸ࡀฟጞ
ࡵ࡚࠸ࡿドᣐࠋᡭၟ♫ࡀࡑࡇධࡗ࡚࠸ࡃ୰ᑠᴗࡣཝࡋ࠸ࠋ
 ㍺ฟ㔞ࡋ࡚ࡣ᪥ᮏࡣ㸮㸬㸶㸣ࠊࢣࢽ࣭୰࣭ࢫࣜࣛࣥ࢝ࡀࡑࢀࡒࢀ㸰㸮㸣ࠋ᪥ᮏࡣ㠀ᖖᑡ࡞
࠸ࠋⲔ㐨ࡣᾏእࡢ᪉ࡀάⓎࠊ㔞ࢆࡿࡇࢆ⪃࠼ࡿࡼࡾࠊᩍ࠼࡚࠾ච≧࡛┈ࠋ࠾Ⲕᮏయ࡛ࡣ࡞ࡃ
⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࡿࡸࡾ᪉ࡣⰋ࠸ᛮ࠺ࡀඛⓎ⪅ࡀ࠸ࡿ㸦Ⲕ㐨㸧ࠋ
 ࣏ࢪࢩࣙࣥ㸸Ⲕ㐨ࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ㸦࣐ࢽࡣⰋ࠸ࡀ㸧ཷࡅධࢀࡃ࠸ࠋከᑡࡢࠕ࡛ࡗࡕୖࡆࠖࢆྵ
ࡵࡓ᪉ࡀࣉ࣮ࣟࢳࡋࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣࠋ࢜ࣛࣥࢲ࠸ࡿࡇࡣⰋ࠸Ⅼ࡛ࠊࡍࡄၥ࠸ྜࢃࡏᑐᛂ࡛ࡁ
ࡿయไࠋ

㟼ᒸⲔࡢᵓ㐀ⓗㄢ㢟
 ᪥ᮏ࡛ࡣ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࡀ〇Ⲕᴗᅽ㏕㸸⮬ศࡓࡕ࡛ᬮ࠸Ⲕࢆධࢀࡿࡢࡀᬑ㏻ࠋ
(8ᇶ‽‶ࡓࡉࡠ㟼ᒸ㸸ᅵተࡽసࡾ┤ࡍᚲせࠊᩘᖺࡢ㛫⏕⏘ࣛࣥᩚഛ࡛ᢞ㈨ࡀᚲせࠋ࣌ࢵࢺ࣎
ࢺࣝࡍࡿ㟼ᒸⲔ㸸ᡭᴗࡢ࣐ࢫ࣐࣮ࢣࢵࢺ㸦ఀ⸨ᅬ࡞㸧ࠋ

᫂௨᮶ࠊ᪥ᮏⲔࡢ㍺ฟࡣ࣓ࣜ࢝ࡀ୰ᚰ㸸⏕⣒ḟࡄ



4 $
᪥ᮏㄒ⇕㸸⊂ࠊⓑࠊࡩࡃࡵᩥⓗࢥࣥࢸࣥࢶࡢᙉࡉ㸦ₔ⏬ࠊࢽ࣓ࠊᫎ⏬࡞㸧ࡣ୰ᅜࡼࡾࡶୖᅇ
ࡿࠋ᪥ᮏே⛣ఫ⪅࡛࠾Ⲕࢆ㍈⏕ィࢆ❧࡚ࡿேࡶ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊᇶ‽‶ࡓࡉࡠ〇ရࡢ↓チྍ㈍Ⓨࡢ
༴ࡉ࠼࠶ࡿࠋ

ᶵ⬟ⓗ౯್ࡢッồ㸦ࣥࢳ࢚ࢪࣥࢢࠊ࡞㸧㸸⌧ᆅࡢ⸆ἲ࡞ࡢࢡ࡛ࣜࡁࡿ㸽









