
 

CEAR ニューズレター Newsletter｜ 1111 

 

DEC. 2013  No.3 

 

Newsletter 

 
CEAR 

 

国際教養大学東アジア調査研究センターニューズレター 
CEAR (Center for East Asia Research, Akita International University) 

目次 

 報告・お知らせ 

 コラム・海外レポート 

 

・・・・・・・・・・1－２ 

・・・・・・・・・・3－４ 

 ロシア極東連邦大学（FEFU）訪問団が本学を１０月

２１日と２２日の２日間訪問しました。 

 訪問団は FEFU の学生６名と引率職員１名の計７名

で、１日目はキャンパスツアー、日露関係をテーマに

したワークショップ、FEFU 学生による大学紹介、本

学学生との交流会、２日目は学長表敬訪問、茶道教

室、日本語＆マナー講座のプログラムに参加しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加者のヴェラ・ヴォスチャノヴァさんは「AIU の

学生や教職員と、政治、教育、将来のことなど、多く

の有意義な話ができた」、引率のウリアナ・ザクレフ

スカヤさんは「鈴木学長がとても和やかな雰囲気で、

親しく接してくれたのに驚いた」と語っていました。 

 極東連邦大は 1899 年に設立された、ロシア東部で

最も歴史ある大学で、学生数は約４万人、うち留学生

は約 500 人です。昨年行われたアジア太平洋経済協

力会議（ＡＰＥＣ）の首脳会議が行われたウラジオス

トク市郊外にあるルースキー島にキャンパスを移した

ばかりです。 

 極東連邦大と本校は 2010 年２月に交流提携を結ん

でおり、今後、より多くの学生が互いに交流すること

が期待されます。 

  A Delegation of the Far Eastern Federal University 

(FEFU) of Russia visited AIU on October 21st and 22nd. 

  The delegation consisted of seven members, six 

students and a staff member.  On the first day, they joined 

a campus tour, a workshop on Japan-Russo relations, a 

presentation about the FEFU and a welcome party.  The 

following day they visited the Rector, joined a tea 

ceremony lesson, and a Japanese language and etiquette 

lesson.  

  A participant from FEFU, Ms. Vera Vostyanova said, 

“It was worth to talk with AIU Students, professors and 

staffs about politics, education, future life plans and so 

much more”. And the leader, Ms. Uliana Zakrevskaya said, 

“The President Suzuki was really relaxed and informal, we 

were very surprised!” 
 

 
 

  FEFU was established in 1899, the biggest and oldest 

university in eastern Russia. There are about 35,000 

students, included 500 foreign students. The campus is in 

Russky Island, in the suburbs of Vladivostok City. It is 

known that the facility was originally built for the APEC 

Summit last year. 

  AIU and FEFU entered into an international 

partnership in February, 2010. More exchange students 

are expected to visit each other’s university in the future. 
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people joined the lecture. The open lecture was on 
Saturday, October 26

th
. The speaker was Dr. Yuichi 

Takayasu, Professor in the department of Economy at 

Daito Bunka University. He spoke about “Korean Economy 
from Data”. Fifty four people joined the lecture which was 
held at the College Plaza. 

  The speaker of the seventh lecture was Mr. Akinori 
Hori, the Chairman and the Managing Director of the 
Hopewill Group (Holdings) Ltd., located in Hong Kong. The 

guest lecture was held on Friday, November 8
th

 at AIU and 
the topic was “Any Gap in the world is a big chance for 
breakthrough – Looking back at my 17 years in Hong Kong-

“. Sixteen students joined the lecture. The open lecture 
was on Saturday, November 9

th 
at Yugakusha, the topic 

was “Japanese, Chinese, and Overseas Chinese – the 

Similar and Different Points”. Fifty two people joined the 
lecture. 
  The guest lectures at AIU were held in English. 

 

 「秋田から東アジアを考える Looking into East 

Asia from Akita」第 6 回が開催されました。学内

特別講座は 10 月 18 日（金）、講師は神田外国語

大学外国語学部の阪田恭代教授、テーマは「朝鮮半

島の安全保障：日韓関係の課題」で、12 名が参加し

ました。公開セミナーは 10 月 26 日（土）、講師

は大東文化大学経済学部の高安雄一教授、テーマは

「データが語る韓国経済の姿」で、会場のカレッジ

プラザには 54 名が参加しました。 

 また第 7 回は、香港のホープウィルグループ（ホ

ールディングス）有限公司代表の堀明則代表取締役

会長を講師に、学内特別講座は 11 月 8 日（金）、

公開セミナーは 9 日（土）に遊学舎で開催されまし

た。学内講座のテーマは「Any Gap in the world is 

a big chance for breakthrough –Looking back 

my 17 years in Hong Kong-」で、16 名が参加

しました。公開セミナーのテーマは「日本人と中国

人・華人の共通点と違い-中国ビジネスを通じて知り

得たこと」で、52 名が参加しました。 

 なお、学内特別講座は英語で行われました。 
 
  The sixth lecture of the series “Looking into East Asia 
from Akita” was held. The guest lecture in AIU was on 

Friday, October 18
th 

and the speaker was Ms. Yasuyo 
Sakata, Professor in the department of International 
Communication at Kanda University of International 
Studies. She spoke about “The Security on the Korean 
Peninsula: Task for Japan-South Korea Relations”. Twelve 

 

 Open & Guest Lectures in October & November  学内特別講座・公開セミナー（10・11 月） 

Lecture Report＞ ＜講座報告 

 

堀会長堀会長堀会長堀会長のののの公開公開公開公開セミナーセミナーセミナーセミナー    
Guest lecture by Mr. Akinori Hori 

 Open Lecture Series “Looking into East Asia from Akita” 公開セミナー「秋田から東アジアを考える」 

Information＞ ＜お知らせ 

 下記の日程で公開セミナーを開催します。 

 

○第 9 回＜1 月 23 日（木）15:30～17:30＞ 

 講師：セルゲイ・ヤーセノフ 在新潟ロシア総領事 

 テーマ：「日露関係と地域協力」 

 

○第 10 回＜３月 1 日（土）14:00～16:00＞ 

 講師：栗林 純夫 東京国際大学経済学部教授 

 テーマ：「モンゴル経済の諸相」 

 

 会場はいずれもカレッジプラザ（秋田市中通）講堂

です。参加をご希望の方は、東アジア調査研究センタ

ーに電話またはファックス、メールで事前にお知らせ

ください。どなたでも参加できます。 

  CEAR will hold the following Open Lecture 
Series, ”Looking into East Asia from Akita”. 
 
#9 <15:30-17:30, Thursday, January 23

rd
> 

 -Speaker: Mr. Sergey Yasenev 
                   (Consul -General of Russia in Niigata) 
 -Theme: “Russo-Japan Relations and Regional Cooperation” 
 
#10<14:00-16:00, Saturday, March 1

st
> 

 -Speaker: Professor Sumio Kuribayashi 
                   (Tokyo International University) 
 -Theme: “The Various Phases of Mongolian Economy” 
 
  The above lectures will be held at the College Plaza 
(Nakadori, Akita City). To attend a lecture, please resister 
by telephone, facsimile, or e-mail to CEAR beforehand. 
Anyone interested can attend. 

Tel: 018-886-5844  Fax: 018-886-5807  Mail: cear@aiu.ac.jp 
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 うだるような暑さの今年８月４日、東京・渋谷駅の

ハチ公前広場で秋田犬との触れ合いイベントが行わ

れ、子犬も含めて１０頭の秋田犬が登場、秋田犬に触

ろうと大変な人だかりになったそうです。秋田犬保存

会東京都支部の協力で実現したもので、外国人も多数

集まり、「ＡＫＩＴＡ！」と叫ぶ女性もいたと「週刊

朝日」（９月６日号）が伝えています。  

 保存会東京都支部長の川北晃右さんは同誌に対し、

「保存会に純血種として登録されている頭数は、昭和

４０年代には４万頭を超えていましたが、最近では２

千頭台にまで減りました」と話しています。日本には

今、推定 600 万頭の犬がいるといわれており、２０

００頭とすれば０・３３％にすぎません。  

 住宅環境から大型犬を飼いにくい日本では、秋田犬

は減る一方ですが、海外では逆に秋田犬人気が急上昇

中です。  

 ロシアでは昨年、保存会ロシア支部となる「ロシ

ア・アキホ・クラブ」が発足。昨年に続いて今年９月

もモスクワ郊外で秋田犬フェスティバルが開かれ、約

１５０頭が参加したそうです。  

 ウクライナのドニエプロペトロフスクでも８月に秋

田犬大会が開催され、日本の保存会の役員も出席し、

品評会を開いています。ウクライナの秋田犬クラブの

ＨＰはロシア語ですが、なかなか充実しています。

http://akita-inu.org.ua/  

 ロシアやウクライナで秋田犬人気が高いのは、佐竹

敬久秋田県知事が昨年、ロシアのプーチン大統領に秋

田犬のゆめちゃんをプレゼントしたことが大きく報道

されたこともありますが、一昨年、リチャード・ギア

主演のハリウッド映画『ハチ－約束の犬』が上映され

たことも大きいようです。「ペットが大好きなロシア

人は映画を見て涙を流した」とロシア人が話していま

した。  

 多くの国民が郊外に別荘を持つロシアでは、寒さに

強く、忠誠心をモットーとする秋田犬は格好のペット

のようです。動物市場では一匹平均１５万円と平均給

与の２か月分で売られており、ネットを通じた売買も

盛んです。  

 秋田犬人気は現在、ロシアなど旧ソ連のほか、スペ

イン、ドイツ、イタリアといった欧州で特に高いよう

です。欧州のペット愛好家は犬に哲学を見出す人が多

く、歴史を持つ秋田犬は他の犬に比べて底が深いこと

が人気を呼ぶようです。  

 ウクライナ秋田犬クラブのサイトには、「日本最古

の犬種である秋田犬は、自制的で用心深く、おとなし

い性格という点で、他の犬種より格段にすぐれてい

る」「発祥の地、秋田は日本北部に位置し、秋田犬は

１７世紀からサムライらに飼われ、数世紀間その形を

変えていない」と紹介されています。  

 先日会った東海林洋・秋田県議会議員は「秋田は秋

田犬の聖地であることをもっと国際的に売り込むべき

だ。秋田の発展に秋田犬を利用しない手はない」と力

説されていましたが、当センターとしても考えている

ところです。  
 

 

 
<Summary> 

  Akita's original breed of dog, the Akita-inu is not so 

popular in Japan and its numbers have been decreasing for 

decades, mainly because of housing conditions. However, the 

Akita-inu has become increasingly popular in 

foreign countries, especially in Europe. 

  The first Russian branch of the Akita-inu Hozonkai was 

established last year and they held a second Akita-inu 

festival this September. A similar Akita-inu contest was also 

held in Dniepropetrovsk, Ukraine. 

  The Akita-inu is now popular in the former Soviet area 

because the Akita governor, Norihisa Satake, presented the 

Akita-inu "Yume" to the Russian president, Vladimir Putin. 

Moreover, the Hollywood movie "Hachi: A dog's tale", starred 

by Richard Gere, also spurred the popularity. 

  According to Russian pet lovers, the characteristics of the 

Akita-inu, such as feelings of loyalty, resistance to the cold 

and a sense of discipline are very attractive to them. 

  Akita is a holy ground for Akita-inu and we should take 

advantage of it in planning local diplomacy and economic 

development. 

名越健郎特任教授 

岡山県出身。東京外国語大学ロシア語科卒。時事通信社でワシン

トン支局長、モスクワ支局長、外信部長、仙台支社長を歴任。

2012 年より拓殖大学海外事情研究所教授、国際教養大学東ア

ジア調査研究センター特任教授。国家基本問題研究所客員研究

員。 

Select Professor Kenro Nagoshi 

Born in Okayama Prefecture. B.A., Contemporary Russia Studies, Tokyo 

University of Foreign Studies. Former Chief of Washington D.C. and 

Moscow Bureau of Jiji Press Ltd. Professor, Institute of World Studies 

at Takushoku University (2012- ). Select Professor, CEAR at AIU (2012-). 

Visiting Fellow, Japan Institute for National Fundamentals. 

 “Why is the Akita-inu popular in Europe?” by Select Professor Nagoshi 秋田犬人気、欧州で急上昇（名越健郎特任教授） 

Column＞ ＜コラム 

ウクライナのドニエプロペトロフスクでウクライナのドニエプロペトロフスクでウクライナのドニエプロペトロフスクでウクライナのドニエプロペトロフスクで８８８８月月月月にににに開開開開かれたかれたかれたかれた

秋田犬秋田犬秋田犬秋田犬フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル    
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 本年４月の台湾での現地調査に続き、今回は 10 月

30 日から 11 月 2 日までシンガポールを訪問し、介

護事情・制度等について、施設の視察、関係者へのイ

ンタビュー等の調査を行いました。 

 シンガポールは 2012 年の 1 人あたり GDP（国

民総生産）が 52051US ㌦で世界第 9 位（日本は

46706US ㌦、世界 12 位）と欧米諸国を上回る経

済規模を有する反面、「高齢化社会（総人口に占める

65 歳以上の老年人口割合 7％超）」から「高齢社会

（同 14％超）」（平成 25 年版内閣府高齢社会白書

より）への移行は急速で、日本が 1970 年から

1994 年まで 24 年かかったのに対し、シンガポー

ルは 2000 年から 2016 年までわずか 16 年の見通

しです。また平均寿命は日本の 83 歳の２歳差に迫る

81 歳とアジア第 2 位、合計特殊出生率は日本の 1・

39 人に対して 1・20 人と、日本以上に少子高齢化

の進展が速い国です。その要因は学歴社会の浸透や女

性の社会進出と考えられています。一方、シンガポー

ルには公的な介護保険制度がなく、老親の介護は家族

に頼らざるを得ません。そのため働く女性に負担がか

かってくる可能性も指摘されています。 

 社会保障制度は、全てを税金で賄おうという北欧や

民間に委ねるアメリカとも異なり、小さな政府ながら

中央積立基金（CPF）というイギリス植民地時代の

1955 年に導入された制度で、国民は月額給与の一

定割合を口座に積み立てることが義務付けられていま

す。住宅購入資金や教育費、医療費、老後の年金はこ

こから充当される仕組みです。 

 1995 年には「両親扶養法」が制定されました。

子が親を扶養しない場合に親が子を相手に申し立てで

きるという世界でも珍しい制度で、子は親の生活費を

負担することが義務付けられ、従わない場合は禁固、

もしくは罰金が科せられるという厳しいものです。 

 急速な高齢化で老いた親の面倒を見るのは高齢化す

る国にとって共通の課題です。シンガポールもかつて

の日本同様、東アジア的な家族主義が深く根付いてお

り、中華圏（中国や台湾）の介護に対する考え方に類

似しているといえます。 

 小規模な多民族国家で、移住者が多く、介護労働力

も移住労働者に依存する面が大きく、インドネシア、

フィリピン、ミャンマー等から多くの外国人介護労働

者を受け入れています。ただし施設介護の利用者の多

くは華人であり、文化や習慣の違い、言語の違い等に

よりコミュニケーションが取れず、介護する上で難儀

するケースも多く見受けられるといいます。 

 日本でも同様に EPA（経済連携協定）でインドネ 

シアからの看護師、介護福祉士の受入れを実施してい

ますが、日本語や業務スキルの習得等で多くの候補生

たちが困難に直面している事例もみられます。迫りく

る「超高齢社会」における労働力の確保と人材育成の

問題は、東アジア地域の国々の共通の重要課題のよう

です。 

 労働力の多様化のメリットとデメリットをシンガポ

ールの事例から学び、他の東アジア諸国の事例も参考

にしながら、日本における介護人材確保と育成を論じ

る必要性を学ぶことができた非常に良い機会となりま

した。 

 

 
 
<Summary> 
  It was a very good visit to the “St Luke’s ElderCare” and “Peace 
Heaven Nursing Home” in Singapore in October. The purpose of this 
visit was to conduct research on long-term care for elderly people in 
Singapore by observing those facilities and collecting information. 
  Singapore is one of the most typical “Aging society” nations in East 
Asia with a birth rate of 1.20 in 2012 (even lower than Japan). It is also 
known as one of the most affluent countries in the world with a per 
capita GDP of US$ 52,051 in 2012, ranked 9th in the world (while Japan 
is 12th with US$ 46,706). 
  We may perhaps attribute the extremely low birth-rate in 
Singapore to the fact that many female citizens who are highly educated 
usually get jobs outside and have less opportunity to give birth to 
babies. 
  Several characteristics of the social welfare/elder care policy in 
Singapore are as follows; 1) “Maintenance of Parents Act” enacted in 
1995. Under this law, it is the duty of all Singapore citizens that children 
have to take care of their parents. If children fail to do so they could be 
punished. Perhaps this concept is strongly influenced by the Chinese 
culture. I also found the same type of thinking in Taiwan. 2) A large 
number of foreign care workers from neighboring countries. Most of 
them are from the Philippines, and because of the differences in 
language and culture, communication with the elderly is sometimes 
difficult. 
  In the Economic Partnership Agreements, Japan has accepted care 
workers and nurses from Indonesia and the Philippines since 2008, and 
worked also have difficulty in understanding the Japanese culture and 
language. Developing human resources and ensuring care are common 
issues in East Asia. 
  Having observed these characteristics in Singapore and abroad, we 
may further discuss how to utilize human resources from abroad by 
carefully analyzing the positive and negative effects of foreign workers. 

渡辺利之研究員 

1979 年生まれ。明治大学商学部卒（商学士）。2002 年北都

銀行入行。2012 年４月より当センター研究員。 

Fellow Toshiyuki Watanabe 

Born in 1979. B.A., Trade, Meiji University. Joined Hokuto Bank (2002- ). 

Fellow, CEAR, AIU (2012- ). 

シンガポール中心部のデイケアセンター St Luke’s ElderCare 

 シンガポールでの介護事情調査報告（渡辺利之研究員） “Elderly Care in Singapore” by Fellow Watanabe 

Overseas Report＞ ＜海外レポート 
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