第5回 国際シンポジウム The 5th International Symposium

アジア地域統合への展望

Objectives of the Symposium

As we enter the 21st century, although there are twists and turns in the path of history, it
is clear that cross-border activities in the economic, social, cultural and information fields are
rapidly expanding in Asia, as in the rest of the world. This has been accompanied by an
equally dramatic increase in de facto intraregional cooperation. In the economic field, multinational corporations are playing a central role in such cooperation, leading to advances in international division of labor in manufacturing, sales, and product development, and their profitmaking activities transcend national borders. On the other hand, in the security field, given the
continuing disagreements among Asian countries on interpretation of history and failure to
resolve territorial disputes and related sovereignty conflicts over maritime jurisdiction, the
creation of a security framework beyond alliances is difficult. However, progress is being made,
even in Asia, in the creation of cooperative frameworks to deal with common “global problems,” such as the issues of terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, human
rights, food shortage/distribution, the environment and energy, natural disasters, infectious
diseases and so on, which have been exacerbated by the advancement of globalization and
development of the regional economy. Bilateral, multilateral, and linkages/cooperation between
multiple regional actors in these non-traditional security areas have developed and deepened
beyond the traditional military security frameworks.
The current trends by no means represent straightforward progression towards regional
integration and remain, as before, a manifestation of a fluid and unstable evolution. It is incumbent
upon us today to to develop stable societies in Japan, in Asia, and, indeed, the world.
It is against the backdrop of these global trends and awareness of the issues concerned
that the Global Institute for Asian Integration (GIARI) program has, over the past five years
starting in 2007, conducted research related to cooperation and integration in the Asian region
and worked to cultivate human resources. GIARI has covered a broad range of fields including
diplomacy, security, trade, finances, the environment, human rights, history, and education,
and employed an interdisciplinary approach. At the same time, GIARI has worked to nurture
highly-skilled individuals who will be poised to contribute to regional cooperation and integration in Asia. The ultimate goal of this program is to understand and analyze regional integration
and regional cooperation in Asia from an interdisciplinary, holistic, and comprehensive standpoint and to synthesize this into an “Asian regional integration theory.”
This symposium represents the culmination of five years of GIARI research. Although
there will be many twists and turns on the road to regional integration in Asia, we must take on
the challenge to promote it. We are determined to make this a meaningful forum by deepening
our discussion on the current situation and future prospects of regional integration in Asia
based on the reports presented by our project researchers. We welcome your participation in
this symposium and look gratefully forward to your opinions, views, and guidance.
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12：30

開

場

13：00〜13：10

開会挨拶

鎌田

13：10〜13：30

基調報告

天児

12：30

Door opens

薫（早稲田大学総長）

13：00〜13：10

Opening Address

慧（拠点リーダー・早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授）

13：10〜13：30

Keynote Speech

Kaoru KAMATA（President, Waseda University）

Satoshi AMAKO（GIARI Project Leader; Professor,

◆第1セッション 「アジア地域統合と制度形成」 13：30〜15：40
司
21世紀に入り、歴史の紆余曲折した流れはあるものの、アジアにおいても経済、社会、文化、
情報などさまざまな分野で国境を超える活動が急速に拡大しています。それに伴って「デファ
クト」としての地域協力の進展も目覚ましいものがあります。経済分野では、多国籍企業がそ
の活動の中心となり、生産、販売、製品開発などの領域で国際分業が進み、利益創出も一国を超
えたものとなっています。一方、安全保障の分野ではアジア諸国内の歴史認識の相違が克服さ
れておらず、領土問題とそれにつながる海洋主権をめぐる葛藤も未解決であることから、同盟
関係を超えた安全保障構造の形成は難しい状況です。
しかしながら、グローバル化の進展と地域の経済発展に伴って深刻化してきた「グローバ
ル・イシュー」、すなわち、テロ、大量破壊兵器拡散、人権問題、食糧問題、環境・エネルギー問題、

会：黒田

一雄（拠点事務局長・早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授）

「アジア地域統合の展開―安全保障と地域統合」
報告者：赤羽

恒雄（モントレー国際大学教授、早稲田大学アジア太平洋研究センター客員教授）

討論者：山本

吉宣（早稲田大学アジア太平洋研究センター客員教授、東京大学名誉教授）

「グローバル化とアジア地域統合―東アジア金融と地域協力」
報告者：深川由起子（早稲田大学政治経済学術院教授）
討論者：木村

福成（慶應義塾大学経済学部教授）

「歴史の中のアジア地域統合―『アジア主義』を歴史化する」

災害、感染症といった共通の問題を解決するための協力枠組みが、アジアにおいても形成され

報告者：梅森

つつあります。このような非伝統的安全保障の分野での二国間、多国間、そして地域の多様な

討論者：平野健一郎（国立公文書館アジア歴史資料センター長、早稲田大学名誉教授）

アクターによる連携・協力は、従来の軍事的安全保障の枠を超えて発展・深化しています。
時代の流れは決して直線的に地域統合に向かっているわけではなく、依然として流動的で
不定型なままの変容ではありますが、
それゆえ、
現代を生きる我々には、
次世代の日本、
アジア、
ひいては世界をどのようにより安定した社会に共同して創造していくかが問われています。

直之（早稲田大学政治経済学術院教授）

15：15〜15：40

質疑応答

15：40〜16：00

コーヒーブレイク

ジアの地域協力・統合に関わる研究・人材育成を進めてきました。GIARIが対象とする領域は、

司

外交、安全保障、貿易、金融、環境、人権、歴史、教育等と幅広く、それらの問題について領域を超

問題提起：浦田秀次郎（拠点サブリーダー・早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授）

的として、学際的・総合的・包括的な立場から、アジアの地域統合と地域協力を理論的に理解・
分析し、
「アジア地域統合論」として体系化することを掲げています。
本シンポジウムは、
GIARIの5年にわたる研究の集大成です。
アジア地域統合の問題は紆余曲
折した困難な課題でありますが、必ず推し進めなければならないものです。アジアにおける地
域統合の現状や将来の展望について、
プロジェクトに関わってきた研究者による報告をもとに
議論を深め、
意義のある会議にしたいと思います。
皆様には、
私どものシンポジウムにぜひご参

慧

松岡

The Development of Asian Regional Integration – Security Dimension
Presenter : Tsuneo AKAHA（Professor, Monterey Institute of International Studies;
Visiting Professor, Institute of Asia-Pacific Studies, Waseda University）
Discussant : Yoshinobu YAMAMOTO
（Visiting Professor, Institute of Asia-Pacific Studies ,
Waseda University; Professor Emeritus, Tokyo University）
Globalization and Regional Integration in Asia – East Asian Financial Cooperation
Presenter : Yukiko FUKAGAWA（Professor, Graduate School of Economics, Waseda University）
Discussant : Fukunari KIMURA
（Professor, Department of Economics, Keio University）

Discussant : Kenichiro HIRANO
（Director-General, Japan Center for Asian Historical Records,

◆第2セッション 「パネルディスカッション：アジア地域統合への展望」 16：00〜17：30

ることのできる高度な人材の育成をおこなってきました。そして、本プログラムの最終的な目

MC : Kazuo KURODA（GIARI Secretary-General; Professor, GSAPS, Waseda University）

Presenter : Naoyuki UMEMORI
（Professor, Graduate School of Political Science, Waseda University）

育成拠点」
（Global Institute for Asian Integration: GIARI）プログラムは2007年から5年間、ア

えた学術的なアプローチを用いて研究を深めるとともに、アジア地域統合・地域協力に貢献す

◆Session1: Exploring Regional Integration and Institutionalization in Asia 13：30〜15：40

Asian Regional Integration in Historical Perspective – Historicizing Asian Integration

このような国際動向と問題意識の下、グローバルCOE「アジア地域統合のための世界的人材

会：天児

Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University）

俊二（拠点サブリーダー・早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授）

National Archives Japan; Professor Emeritus, Waseda University）
15：15〜15：40

Questions & Answers

15：40〜16：00

Coffee Break

第1セッションの報告者および討論者

◆Session2: Panel Discussion: Visions for Regional Integration in Asia 16：00〜17：30

17：30〜17：40

閉会挨拶

村嶋

英治（早稲田大学大学院アジア太平洋研究科長）

MC : Satoshi AMAKO
Agenda Setting : Shujiro URATA
（GIARI Project Sub-Leader; Professor, GSAPS, Waseda University）

18：00〜19：30

レセプション
国際会議場3階

Shunji MATSUOKA
（GIARI Project Sub-Leader; Professor, GSAPS, Waseda University）

第一会議室（会費制、1,000円）

Presenters and discussants of Session 1

加いただき、
さまざまな知見からのご意見、
ご指導を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

17：30〜17：40

Closing Remarks
Eiji MURASHIMA
（Dean, Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University）

18：00〜19：30

Reception : International Conferance Center, 3rd floor
（buffet style, fee 1,000 yen）
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会：黒田

一雄（拠点事務局長・早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授）

「アジア地域統合の展開―安全保障と地域統合」
報告者：赤羽

恒雄（モントレー国際大学教授、早稲田大学アジア太平洋研究センター客員教授）

討論者：山本

吉宣（早稲田大学アジア太平洋研究センター客員教授、東京大学名誉教授）

「グローバル化とアジア地域統合―東アジア金融と地域協力」
報告者：深川由起子（早稲田大学政治経済学術院教授）
討論者：木村

福成（慶應義塾大学経済学部教授）

「歴史の中のアジア地域統合―『アジア主義』を歴史化する」

災害、感染症といった共通の問題を解決するための協力枠組みが、アジアにおいても形成され

報告者：梅森

つつあります。このような非伝統的安全保障の分野での二国間、多国間、そして地域の多様な

討論者：平野健一郎（国立公文書館アジア歴史資料センター長、早稲田大学名誉教授）

アクターによる連携・協力は、従来の軍事的安全保障の枠を超えて発展・深化しています。
時代の流れは決して直線的に地域統合に向かっているわけではなく、依然として流動的で
不定型なままの変容ではありますが、
それゆえ、
現代を生きる我々には、
次世代の日本、
アジア、
ひいては世界をどのようにより安定した社会に共同して創造していくかが問われています。

直之（早稲田大学政治経済学術院教授）

15：15〜15：40

質疑応答

15：40〜16：00

コーヒーブレイク

ジアの地域協力・統合に関わる研究・人材育成を進めてきました。GIARIが対象とする領域は、

司

外交、安全保障、貿易、金融、環境、人権、歴史、教育等と幅広く、それらの問題について領域を超

問題提起：浦田秀次郎（拠点サブリーダー・早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授）

的として、学際的・総合的・包括的な立場から、アジアの地域統合と地域協力を理論的に理解・
分析し、
「アジア地域統合論」として体系化することを掲げています。
本シンポジウムは、
GIARIの5年にわたる研究の集大成です。
アジア地域統合の問題は紆余曲
折した困難な課題でありますが、必ず推し進めなければならないものです。アジアにおける地
域統合の現状や将来の展望について、
プロジェクトに関わってきた研究者による報告をもとに
議論を深め、
意義のある会議にしたいと思います。
皆様には、
私どものシンポジウムにぜひご参

慧

松岡

The Development of Asian Regional Integration – Security Dimension
Presenter : Tsuneo AKAHA（Professor, Monterey Institute of International Studies;
Visiting Professor, Institute of Asia-Pacific Studies, Waseda University）
Discussant : Yoshinobu YAMAMOTO
（Visiting Professor, Institute of Asia-Pacific Studies ,
Waseda University; Professor Emeritus, Tokyo University）
Globalization and Regional Integration in Asia – East Asian Financial Cooperation
Presenter : Yukiko FUKAGAWA（Professor, Graduate School of Economics, Waseda University）
Discussant : Fukunari KIMURA
（Professor, Department of Economics, Keio University）

Discussant : Kenichiro HIRANO
（Director-General, Japan Center for Asian Historical Records,

◆第2セッション 「パネルディスカッション：アジア地域統合への展望」 16：00〜17：30

ることのできる高度な人材の育成をおこなってきました。そして、本プログラムの最終的な目

MC : Kazuo KURODA（GIARI Secretary-General; Professor, GSAPS, Waseda University）

Presenter : Naoyuki UMEMORI
（Professor, Graduate School of Political Science, Waseda University）

育成拠点」
（Global Institute for Asian Integration: GIARI）プログラムは2007年から5年間、ア

えた学術的なアプローチを用いて研究を深めるとともに、アジア地域統合・地域協力に貢献す

◆Session1: Exploring Regional Integration and Institutionalization in Asia 13：30〜15：40

Asian Regional Integration in Historical Perspective – Historicizing Asian Integration

このような国際動向と問題意識の下、グローバルCOE「アジア地域統合のための世界的人材

会：天児

Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University）

俊二（拠点サブリーダー・早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授）

National Archives Japan; Professor Emeritus, Waseda University）
15：15〜15：40

Questions & Answers

15：40〜16：00

Coffee Break

第1セッションの報告者および討論者

◆Session2: Panel Discussion: Visions for Regional Integration in Asia 16：00〜17：30

17：30〜17：40

閉会挨拶

村嶋

英治（早稲田大学大学院アジア太平洋研究科長）

MC : Satoshi AMAKO
Agenda Setting : Shujiro URATA
（GIARI Project Sub-Leader; Professor, GSAPS, Waseda University）

18：00〜19：30

レセプション
国際会議場3階

Shunji MATSUOKA
（GIARI Project Sub-Leader; Professor, GSAPS, Waseda University）

第一会議室（会費制、1,000円）

Presenters and discussants of Session 1

加いただき、
さまざまな知見からのご意見、
ご指導を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

17：30〜17：40

Closing Remarks
Eiji MURASHIMA
（Dean, Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University）

18：00〜19：30

Reception : International Conferance Center, 3rd floor
（buffet style, fee 1,000 yen）

第5回 国際シンポジウム The 5th International Symposium

アジア地域統合への展望

Objectives of the Symposium

As we enter the 21st century, although there are twists and turns in the path of history, it
is clear that cross-border activities in the economic, social, cultural and information fields are
rapidly expanding in Asia, as in the rest of the world. This has been accompanied by an
equally dramatic increase in de facto intraregional cooperation. In the economic field, multinational corporations are playing a central role in such cooperation, leading to advances in international division of labor in manufacturing, sales, and product development, and their profitmaking activities transcend national borders. On the other hand, in the security field, given the
continuing disagreements among Asian countries on interpretation of history and failure to
resolve territorial disputes and related sovereignty conflicts over maritime jurisdiction, the
creation of a security framework beyond alliances is difficult. However, progress is being made,
even in Asia, in the creation of cooperative frameworks to deal with common “global problems,” such as the issues of terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, human
rights, food shortage/distribution, the environment and energy, natural disasters, infectious
diseases and so on, which have been exacerbated by the advancement of globalization and
development of the regional economy. Bilateral, multilateral, and linkages/cooperation between
multiple regional actors in these non-traditional security areas have developed and deepened
beyond the traditional military security frameworks.
The current trends by no means represent straightforward progression towards regional
integration and remain, as before, a manifestation of a fluid and unstable evolution. It is incumbent
upon us today to to develop stable societies in Japan, in Asia, and, indeed, the world.
It is against the backdrop of these global trends and awareness of the issues concerned
that the Global Institute for Asian Integration (GIARI) program has, over the past five years
starting in 2007, conducted research related to cooperation and integration in the Asian region
and worked to cultivate human resources. GIARI has covered a broad range of fields including
diplomacy, security, trade, finances, the environment, human rights, history, and education,
and employed an interdisciplinary approach. At the same time, GIARI has worked to nurture
highly-skilled individuals who will be poised to contribute to regional cooperation and integration in Asia. The ultimate goal of this program is to understand and analyze regional integration
and regional cooperation in Asia from an interdisciplinary, holistic, and comprehensive standpoint and to synthesize this into an “Asian regional integration theory.”
This symposium represents the culmination of five years of GIARI research. Although
there will be many twists and turns on the road to regional integration in Asia, we must take on
the challenge to promote it. We are determined to make this a meaningful forum by deepening
our discussion on the current situation and future prospects of regional integration in Asia
based on the reports presented by our project researchers. We welcome your participation in
this symposium and look gratefully forward to your opinions, views, and guidance.

Prospects for Asian Regional Integration
2011年12月2日（金）
December 2, 2011（Friday）
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