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アジア・オセアニア地域の平和と繁栄
および我が国との友好関係構築を求めて

Seeking Peace and Prosperity in the Asia-Oceania 
Region and Building Friendly Relationships with Japan

世界のおよそ６０％の人が住むアジア・オセアニア地域は、豊かな自然をもち、独自の歴史と文化を育んできました。

近年の急速な経済成長によりＧＤＰは世界の３分の１を占め、国際社会におけるプレゼンスは一段と高まっています。

一方我が国においては、社会の成熟化と人口減少により経済成長の停滞が続いており、将来へ向けこれまで以上に

アジア・オセアニア地域の人々と相互理解を深め、より緊密に連携していくことが求められています。当財団は、アジ

ア・オセアニア地域の平和と繁栄、そして我が国との友好関係構築へ貢献することを目指し、１９８９年りそな銀行によ

り設立されました。

財団は、設立時よりアジア・オセアニア地域の研究を行なう若手研究者への支援を続けており、これまで約３８０名

の方へ６億２千万円の助成を実施し、多くの当該地域研究の専門家を輩出してきました。企業のアジアや海外へのビ

ジネス展開、および環境問題をテーマにおこなうセミナー事業では、皆さま方のご支持を得て、昨年開催回数が５０

回を超えました。またアジア・オセアニア地域の環境保全活動への支援はまさしくＳＤＧｓ事業として、これまで３８案

件に対して１億円を超える支援をおこなってきました。

いま世界は多くの深刻な問題を抱え、新たな社会構築や国際協調ルールについて活発に議論されています。財団

はこのような国際社会の変化に順応しながら、学術（人文社会系）、経済、環境保全の３分野から交流事業を進化さ

せ、我が国とアジア・オセアニア地域の連携強化へ一層尽力していきます。皆さまからのご交誼、ご支援、ご指導を賜

りますようお願い申し上げます。

理事長 小 坂 肇

The Asia-Oceania region, where about 60% of the world’s people live, has abundant nature, and has cultivated its own 

deep history and culture. In addition, the rapid economic growth in recent years, has brought gross domestic product 

(GDP) to one-third of the world's total, further increasing its presence in the international community. On the other 

hand, in Japan, economic growth is stagnant due to social maturity and population decline, and it is required to 

deepen mutual understanding with the region and cooperate more closely for the future. Our foundation was 

established in 1989 by the Resona Bank with the aim of contributing to the peace and prosperity of the Asia-Oceania 

region and the building of friendly relations between the region with Japan.

Since its establishment, we have continued to support young researchers studying the Asia-Oceania region. So far, we 

have provided a total of 620 million yen to about 380 people and have produced many area studies specialists. The 

seminars concerned about oversea or Asia business development and environmental issues, supported by everyone, 

have held 50 times over. The supports for environmental conservation projects in the Asia-Oceania region is kinds of 

SDGs’ activity, have taken 38 projects until now, have provided a total of 100 million yen over.

Now the world is having many deeply problems and actively discussed about social remaking and the rules of 

international cooperation. We will strive to strengthen cooperation much more with the Asia-Oceania region through 

exchange programs in the three areas academic (humanities and social sciences), economic, and environmental 

conservation, while responding to changes in the times. We look forward to your kindness, support, and guidance.

Hajime Kosaka

Chairman

我が国とアジア・オセアニア諸国・地域との間

の相互理解の増進に寄与することを目的とし、ア

ジア・オセアニア諸国・地域に関する人文・社会

科学分野（社会、文化、歴史、政治、経済等）の

研究活動へ支援をおこないます。

具体的には、以下３つの助成プログラムを実施し

ています。

（１）調査研究助成

上述の学問研究分野において調査研究活動を行う

方へ助成を行います。政府などの公的機関や一般

企業からの支援を得にくい若手研究者（40歳未

満の方）への助成に重点を置いています。

（２）国際学術交流助成

同学問研究分野において国際学術交流を目的とし

た国際会議、シンポジウム、セミナーなどの開催

や人材招聘・人材派遣等を行う方へ助成を行いま

す。

（３）出版助成

同学問研究分野における研究成果を出版する方、

もしくは出版に準ずる広報を行う方へ助成を行い

ます。

アジア・オセアニア研究助成

In order to contribute to improving mutual understanding 

between Japan and countries and regions in Asia and 

Oceania, we will support for research activities in the social 

sciences and humanities (social, culture, history, politics, 

economics, etc.) related to Asian and Oceanian countries 

and regions. Specifically, we are implementing the 

following three programs.

1. Research Project Grants

We will support those who research and study in the 

above research fields. We will focus on young researchers 

(those under the age of 40) who cannot obtain support 

from the government, public institutions, and general 

companies.

2. International Academic Exchange Grants

In the same research field, we will support international 

conferences, symposiums, seminars, and human 

resource exchanges for the purpose of international 

academic exchange.

3. Publication Grants

In the same research field, we will support the publication 

of research results

Asia-Oceania Resarch Grant

Academy

Grant Record（1990－2022）

・Number of Grantors 381

・Total Amount of Grants ¥620M 

アジア・オセアニア地域若手研究者の登竜門として
As a gateway for young researchers in the Asia-Oceania region

アジア・オセアニア地域における自然環境を守

るため、地域の人々と共に取組む小規模な環境事

業へ助成（りそな環境助成）を行います。

自然と人との繋がりを求めたこの助成事業が、

より多くの地域に広がり、同地域における環境問

題解決へ貢献できることを目指しています。

環境保全活動

In order to protect the natural environment in Asia and 

Oceania regions, we will provide a grant (Resona

Environmental Grant) to those who engage in small-scale 

environmental projects working with local people. We 

hope that this grant, which seeks the connection between 

nature and people, will spread to more regions and 

contribute to solving environmental problems in the 

region.

Environmental  Conservation Activities

Environment アジア・オセアニア地域の自然と人との繋がりを求めて
Seeking a connection between nature and people in the Asia-Oceania region

アジア・オセアニア地域や海外へのビジネス展

開に資するセミナー、シンポジウムを実施します。

中堅・中小企業の経営者や海外部門責任者へ有

益な情報提供や問題提起をおこなうことへ主眼を

置き、アジア・オセアニア諸国や世界の国際問題

や最新情勢、最新ビジネスや海外事業展開の動向、

SDGｓや環境問題（財団環境事業を含む）など、

関心の高いテーマを幅広く取り上げます。

セミナー／シンポジウム

We will hold seminars, symposiums,and international 

conferences on politics, economy, culture, history, 

environment, etc. of Asian and Oceanian countries 

including Japan. Especially for Japanese companies in 

order to provide with valuable information and advice on 

expanding overseas business, we will focus on topics of 

high interest such as the latest situation, international 

issues, new business, and successful business cases in 

Asia and Oceania countries and the world,

Seminar＆Symposium

Business アジア･海外の最新ビジネス情報を、より早く、広く、深く
Get the latest business information in Asia and overseas faster, wider and deeper

Number of Times （2010-2021）

・Number of Seminar 42

・Number of Symposium 9

Grant Record （2011-2022）

・Number of Adoptions 38

・Total Amount of Grants ¥101M


