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産業育成,急 速な開発に伴う環境劣化等の諸問題があり,ア ジアの持続的な発展に向けては様々な課題が山積している1)。日本は
アジア経済の中核 に位置して,そ の発展に大きな影響を及ばしてきた。 日本とアジアとの相互依存関係はかつてないほど高まってい
る2)。 日本はアジアの持続的な発展に向けて積極的に取り組んでいく必要がある。産業育成,急 速な開発に伴う環境劣化等の諸
問題があり,ア ジアの持続的な発展に向けては様々な課題が山積している1)。日本はアジア経済の中核に位置して,そ の発展に大
きな影響を及ぼしてきた。 日本とアジアとの相互依存関係はかつてないほど高まつている2)。 日本はアジアの持続的な発展に向け
て積極的に取り組んでいく必要がある。
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将来 へ の展望 な ど

総合大学である名城大学には, 自然科学,社 会科学,人 文
科学,総 合学術 など多面的な研究蓄積 がなされています。学
内の知的 シーズや要素技術 を活用 し,ア ジア をフィール ドと
して応用展開 し,国 際的 な学術 ・研究交流の拠点 を形成 して
い きます。
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Abstract
This is Asia Kenkyuu Mihon.Mih9n no abStract.Kono maiha mihon desu.Oubun mihon oubun mttino mihOn nano de naト
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