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I CFES-SRC共同セミナー「乗り越える
べき中ロ国境地域の争点」を終えて 
 
	 北海道大学スラブ研究センターと富山大学極

東地域研究センターが、中ロ国境地域が乗り越え

るべき諸課題に協力して取り組もうとするコラ

ボ企画第一弾として、共同セミナー「乗り越える

べき中ロ国境地域の争点」を 2013年 3月 26日
に富山大学にて開催しました。 
	 北海道大学スラブ研究センターから中ロ国境

問題や我が国の北方領土問題に詳しい岩下明裕

教授、中国からはロシア極東地域の中国人犯罪の

問題に詳しい黒龍江大学のパン・ドンメイ先生、

韓国からは中ロ国際関係問題に取り組んでいる

仁荷大学校国際研究センターのチョー・ジュンウ

ォン先生が来訪され、本センター堀江典生を加え

た計 4 名の日中韓の研究者による研究成果が披
露されました。 

 
写真 1．共同セミナー当日の様子 
 
	 こうしたテーマに関するセミナーでは、必ずと

いってよいほど、ロシア側の研究者も招聘し、い

かにロシア側が脅威を感じているかを論じても

らおうとする意図が主宰者側に生じるものです。

するとどうしても、普段はロシアにおける中国脅

威論に対して非常に冷静に対応してきたロシア

人研究者であっても、やはり脅威論についてこと

さら論じることになってしまいがちです。この共

同セミナーでは、思い切ってロシア人研究者抜き

で周辺国の研究者が中ロ国境地域の問題を語っ

てみようと企画されました。 
	 こうした意図を反映してか、ロシア側の地方政

治、移民管理、経済交流の進展、犯罪などの社会

問題の諸側面から見て、中国脅威論が先鋭化する

ことはないとの議論がセミナーにおいては展開

されました。ロシアがいかに中国を脅威と見てい

るかという議論を期待された方々にとっては、拍

子抜けかもしれませんが、日露交流が新たな段階

に入った今、ロシアが中国を脅威とするからこそ 
日本を必要としているという言説も批判的に再

検討が必要なのかもしれません。ご来場いただい

た皆様ありがとうございました。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （文責：堀江） 
 

II	 研究紹介 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 馬	 駿 

(今年度より併任教授) 
 

	 私は、「仕事」に関する研究を行っている。1980
年代の半ばごろに中国の大学で経済学を勉強し

た私は、大学の講義を通じて「終身雇用」、「年功

制」、「企業別組合」という日本的経営の「三種の

神器」について浅い知識を得た。しかし、来日後、

大学院のゼミで、それは日本企業の経営に対する

ミスリーディングだと先生から論断された。その

真実を求めるため、「組織の経済学」という 1990
年代から体系化しつつあった企業を分析する新

しいアプローチで、企業の人事データを利用して、

日本企業の雇用慣行の実態について分析を行っ

た。 
	 富山大学に赴任してからも、この研究を継続し

て進めてきた。長期的雇用システム、勤続年数を

重視する評価システムといった表現のほうがよ

り正しく日本企業の雇用慣行を説明できるので

はないかと結論付けた。ところが、この十数年間、

日本企業の雇用システムにも大きな変化が見ら

れる。この変化の背景にどのような理由があるか

について、現在企業に対するフィールド調査をし

ながら、企業内の人事データを駆使して実証分析

を行っている。 
	 一方、近年東アジアは電子機器や情報通信など

の産業において世界の製品開発の拠点として重

要な役割を果たすようになってきた。東アジアの

産業構図も大きく塗り替えられており、高い技術

力をもつにもかかわらず日本企業は世界市場で

のパフォーマンスは必ずしも芳しくなく、多くの

分野での市場シェアが韓国や中国の企業に奪わ

れつつある。これらの変化を意識し、2008 年か
ら、一橋大学の都留康教授など計６人のメンバー

と一緒に、日中韓３か国の企業に対する調査研究

を進めている。この研究において、製品開発の戦

略、製品アーキテクチャー、開発組織、プロセス

および人材マネジメントとの間の関係性という

視点から、日中韓３ヵ国の携帯電話端末、液晶テ

レビ、情報システムの代表的企業に対する聞き取

り調査を行い、さらに３ヵ国の製造業とソフトウ

ェア業の企業に対するアンケート調査も行って

きた。主な研究成果を『世界の工場から世界の開

発拠点へ』というタイトルの書物にまとめ、昨年

１０月に東洋経済新報社より上梓した。今後、日

中韓３カ国の製品開発に関わっているエンジニ

アのキャリア形成についてさらに研究を深めて

いく予定である。 
（文責：馬） 
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III セミナー報告「極東ロシア・アムール
の自然，環境，社会」 

 
	 2013年 3月 12日、富山県民会館 304号会議室
にて、極東地域研究センター主催（環日本海学術

ネットワーク特定テーマ支援事業）のセミナーが

開催されました。参加者は、一般の富山県民や富

山県内の研究機関研究者等、28名でした。本セミ
ナーは、アムール州を中心とした自然と農業や経

済について、ロシアの研究者 5 名とセンターの教
員 2 名、合計 7 名の発表者から話題提供や研究紹
介がありました。発表は逐次通訳され、両国の共

同研究に関する理解を研究者間で深めながら、同

時にセミナーに参加した一般県民の方々にも極東

ロシアの自然や経済に関する情報を提供できるよ

うに、本セミナーは実施されました。 
 

 
写真 2．研究成果を発表中のイグナテンコ・セルゲイ先生（左）
と通訳を務めたセミョーノフ・コンスタンチン氏（中央）． 

 
	 ゼイスキー自然保護区管理所・所長のイグナテ

ンコ・セルゲイ先生は「アムールの生態系変動に

及ぼす長期的な水循環の影響」について発表し、

降水量が野生動物の個体数変動を引き起こす要因

として極めて重要であることを指摘しました。ロ

シア科学アカデミー極東支部地質学・自然管理研

究所のコジゥール・イリーナ先生は「気候変動と

森林：山岳地における長期モニタリング」につい

て発表し、山岳地における永久凍土の縮小・消失

による環境変化が植生に大きな影響を与えている

ことを示しました。同研究所のブリャーニン・セ

メン先生は「アムール州北方林における火災後の

土壌特性の変化」について発表し、火災による土

壌特性の変化は植生毎に異なる可能性を指摘しま

した。極東国立農業大学のレイマー・バレリー准

教授は「ロシア極東地域と中国の国境貿易」につ

いて発表し、次いでアムール州農業省土地利用穀

物生産部・部長のネミロスティフ・ユーリ先生は

「アムール州の農業の現状と課題」と題する発表

を行いました。極東地域研究センターの串田圭司

は、森林火災と気候変動や地球温暖化について、

同センターの和田直也は、山岳植生と気候変動に

ついて、それぞれ発表を行いました。 
	 環境系と経済系の研究を総合的に実施していく

ことの重要性や共同研究の必要性が日露間で認識

できたセミナーとなりました。	 	 （文責：和田） 

IⅤ 「共鳴する北東アジア～自然と経済の
視点から」～市民講座のお知らせ 
 
	 来る 5月 25日～6月 22日の毎週土曜日 14時か
ら 15時半まで、富山大学（五福キャンパス）理学
部 2 階多目的ホールにて「共鳴する北東アジア～
自然と経済の視点から」と題する公開市民講座を

開催します。読売新聞北陸支社の共催で、極東地

域研究センターの教員が以下の日程で講演を行い

ます。ご興味のある方はぜひ聞きにいらっしゃっ

てください（1回の受講も可能です）。お申込みは
電 話 （ 076-445-6510 ） ま た は メ ー ル

（kyokuto@eco.u-toyama.ac.jp）にてお願いしま
す。 
 
5月 25日	 堀江典生 
	 「共鳴する中ロ国境地域：乗り越えるべき課題」 
6月 1日	 和田直也 
	 「北東アジアの高山植生と地球温暖化」 
6月 8日	 串田圭司 
           (本年度より日本大学生物資源科学部准教授) 
	 「北東アジアの原野・森林火災」 
6月 15日	 山本雅資 
	 「ごみはどこへ行く：東アジアの国際資源循環」 
6月 22日	 今村弘子 
	 「北東アジア：混迷からの脱却は可能か」 
 

（文責：今村） 
 

Ⅴ地域研究四方山話（8） 
 
	 中国人の女性と結婚した日本人男性の話。奥さ

んが作ってくれた夕食。少し多いなと思いながら

も、「せっかく彼女が作ってくれたのだから」と無

理して食べたところ、翌日はおかずがさらに一品

増えている。それでも無理して食べるとまた翌日

はおかずが増える、とうとう「こんなには食べら

れない。」と言うと、奥さんは「残してくれなかっ

たから、足りないと思って沢山作った。」と語った

という。 
	 中国では余るほどおかずを供するのが 高のお

もてなしだとされている。ところが今年は春節（旧

正月）前に、新聞紙上で「食糧を浪費しないよう

に」「白酒など高価な酒をあまり飲まないように」

というキャンペーンが行われた。春節明けには

「『面子』よりも『理性』」との見出しで、全部の

お皿がカラになった宴会卓の写真が新聞に掲載さ

れていたが、長い間の慣習が簡単に変えられるも

のなのだろうか。日本は環境保全の技術などとと

もに”mottainai”精神も中国に輸出する必要があ
るのかもしれない。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （文責：今村） 
 

 


