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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２４年度 実施計画書 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター 

（ 韓 国 ） 拠 点 機 関： 高麗大学校 

（ 中 国 ） 拠 点 機 関： 中国社会科学院 

（ 台 湾 ） 拠 点 機 関： 中央研究院 

（ シ ン ガ ポ ー ル ） 拠 点 機 関： 国立シンガポール大学 

 

２．研究交流課題名 

（和文）： アジア比較社会研究のフロンティア                   

                   （交流分野：社会学           ）  

（英文）： Frontier of Comparative Studies of Asian Societies            

                   （交流分野：Sociology          ）  

 研究交流課題に係るホームページ：http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/aasplatform/index.html 

 

３．採用年度 

 平成 ２２ 年 ４月 １日 ～ 平成 ２５年 ３月 ３１日 

（ 3 年度目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：東洋文化研究所・教授、所長・大木 康 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：情報学環／東洋文化研究所・教授・園田茂人 

 協力機関：新潟県立大学 

 事務組織：東京大学東洋文化研究所総務チーム（研究支援担当） 

 

相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 

（１）国（地域）名：韓国 

拠点機関：（英文）Korea University 

     （和文）高麗大学校 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Sociology, Professor, YOON 

In-jin 

 協力機関：（英文）Yonsei University  
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（和文）延世大学校 

  

（２）国（地域）名：中国 

拠点機関：（英文）Chinese Academy of Social Sciences 

      （和文）中国社会科学院 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Institute of Sociology, Director & 

Professor, LI Peilin 

 協力機関：（英文）Fudan University 

      （和文）復旦大学 

 協力機関：（英文）University of Hong Kong 

      （和文）香港大学 

 

（３）国（地域）名：台湾 

拠点機関：（英文）Academia Sinica 

      （和文）中央研究院 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Institute of Sociology, Director & 

Professor, HSIAO Michael Hsin-huang 

 協力機関：（英文）University of Taipei 

      （和文）台北大学 

 

（４）国（地域）名：シンガポール 

拠点機関：（英文）National University of Singapore 

      （和文）国立シンガポール大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Sociology, Associate 

Professor, TAN Ern Ser 

 協力機関：（英文） 

      （和文） 
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５．全期間を通じた研究交流目標 

 

 東京大学東洋文化研究所東洋学研究情報センターは 2010 年度から共同利用・共同研究拠

点となり、外部に開かれた研究機関としての第一歩を踏み出すことになった。同センター

は造形資料学分野と比較文献資料学分野を中心に人文学的研究を専門的に行ってきたが、

2009 年度にアジア社会・情報分野が新設され、アジアで行われてきた社会調査の比較分析

を軸とした、新たな研究領域の開拓に取り組みつつある。 

同センターの研究基盤を強化するため、本事業を通じて、(1)新しい研究領域の開拓を推

し進め、従来データベースの欠如ゆえに本格的に展開されることの少なかったアジアを対

象にした比較社会学的研究を進めるとともに、(2)データ分析を通じた新たな事実を明らか

にしたい。アジア・バロメーターを用いた分析から、職業カテゴリーによって定義される

中産階級は、高学歴の若年層によって形成されている点で共通しているものの、その政治

的態度という点ではアジア内部で共通点が見られなかったり、一般的幸福感に及ぼす家族

生活に対する満足度の影響という点からみると、日中韓の東アジアと、それ以外の東南ア

ジアとでは大きな違いがあることなどが発見されたが、同種の新しい知見をアジアの研究

者と共同で「発掘」してゆく。 

同時に、(3)学内外の諸機関と連携しながら、現在進みつつある東アジア域内での社会学

研究者の交流を加速させ、(4)2014 年に横浜で開催予定の世界社会学会議で、日本及び東ア

ジアにおける社会学研究のプレゼンスを高める土台づくりを行うことを目的としている。

こうした作業を進めるためには、アジア域内で比較可能なデータベースを構築し、これら

のデータを利用した共同研究を進めるとともに、その成果を積み上げていく作業が必要と

される。同センターでは、猪口孝教授（現・新潟県立大学学長）や田中明彦教授（現・東

京大学理事）を中心に 2003 年からアジア・バロメーターが実施され、2008 年に至るまで

膨大なデータ蓄積を行ってきたが、本事業では、これらのデータベースを有効に活用する

とともに、上記の４つの目的を達成するための諸作業を行う。同時に、アジア社会学コン

ソーシアムによるセミナーへの参加、アジア比較社会共同研究会への参加及びそこでの報

告、アジア・バロメーター共同研究会への参加及びそこでの報告といった３つの方策をと

ることで若手研究者の育成に努めたい。 
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６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

 

 研究協力体制の構築については、平成 23 年度の目標としてシンガポールの取り込みを指

摘した。平成 23 年度の活動をより全面的に展開することを視野に置いた場合、教員や学生

を派遣することだけに関心を置いたシンガポール国立大学の状況を変え、日本や韓国、台

湾といった従来ホスト役をやってきた国・地域の教員や学生を受け入れることで、より強

固な体制が構築できると判断したからである。 

 この点に関しては、正直達成したとはいいがたい。シンガポールで研究会を主催しても

らう目論見は失敗し、若手研究者をリクルートすることもうまくいかなかったからである。

すでに本件については、他の拠点機関と協議し、シンガポールの積極的関与抜きで実質的

な交流を進めていこうということになっており、こちらからはシンガポールには情報提供

はしつつも（そして招へいは続けつつも）、必ずしも全面的なコミットメントを期待しない

形で作業を進めたいと考えている。シンガポールを除く地域との協力体制はきわめて強固

で、今年度も、こうした強固な関係を利用した活動を考えている。 

 学術的観点に関しては、若手研究者の強いコミットメントを喚起させる努力をするとい

う平成 23 年度の目標は、ほぼ達成できたといってよい。平成 24 年 3 月末には、若手研究

者の提出した論文を集めた本が刊行され、また平成 25 年度末までに最低、もう一冊本を刊

行できる見込みがたったことからも、彼らのコミットメントを継続的に引き出す体制はで

きている。 

 また、データベースを広く利用してもらう必要性についても言及していたが、ホームペ

ージのリニューアルとデータのダウンロードが可能となるシステム設計により、平成 24 年

4 月からは、より広い範囲でのアジア・バロメーター統合データの利用申請が可能となった。 

 別予算での活動ではあるが、アジア・バロメーターを用いたワークショップをハワイ大

学で開催することができたことからも、学術的観点に関して平成 23 年度で目標としたアジ

ア以外の研究教育機関との連携は取れつつあると評価できる。ハワイ大学の大学院生がア

ジア・バロメーターのデータを用いた研究成果を発表したが、このように徐々に、本拠点

形成の作業が認知されつつあるのも喜ばしい。 

 最後に、若手研究者育成については、上述の記述からもわかるように、相当に進んだと

評価できる。東京大学の大学院生でアジア・バロメーターを利用した研究成果を報告する

事例が増え、アジアを横にらみした研究計画を出す学生も出つつある。もともと日本にの

み関心があったアメリカからの留学生が、本プログラムを利用した活動によって、日韓比

較を博士課程で行うようになるなど、着実に研究者は育ちつつある。 
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７．平成２４年度研究交流目標 

 

研究協力体制の構築 

本プログラムの 3 つの柱であるアジア社会学コンソーシアム、アジア比較社会共同研究

会、アジア・バロメーター共同研究会がすべて恙無く実施されるほどに、研究協力体制は

出来上がっている。シンガポールを巻き込むことは、上述のようにむずかしいことからも、

あまりにコストをかけすぎるよりも、今回の研究協力体制をいかに維持・発展できるのか

にエネルギーを注ぎたい。今年度が本プログラムの最終年度であることから、拠点として

活動し続けることができるかどうかが重要となる。 

 特に重要となるのが若手育成の場を継続的に維持することで、台湾の中央研究院とは共

同ワークショップの定例実施といった形で、ほぼ確立したといってよい。同種の作業が高

麗大学校や中国社会科学院などともできるかが、より具体的な課題となる。 

 

学術的観点 

まずは、若手によって執筆された意欲的な論文の刊行へのサポートが大きな課題となる。

すでに東洋文化研究所東洋学研究情報センターの「センター叢刊」という「器」を利用し、

研究所のサポートを得ながら、「アジア比較研究のフロンティア・シリーズ」の刊行（日本

語）を行う。すでに第１巻を刊行し、あと２冊刊行する予定となっているが、そのための

作業に多くのエネルギーが用いられる。 

同時に、相手国側実施機関との協議により、「もう少し努力すれば、欧米の一流雑誌に投

稿するレベルに達する」と判断された論文を選抜したので、その執筆者を日本に呼び、最

善のコメンテーターを招へいして論文に「磨きをかける」作業をしたい。これは、最終年

度のセミナー活動として実施されることになるが、これはアジア・バロメーターの使い方

を学ぶ東京大学の関係者（教員や大学院生）の前で実施したい。 

アジア比較社会共同研究会の成果については、日本社会学会の年次大会（於札幌学院大

学）で発表される予定であり、広く日本社会学会の会員に知識を還元する予定となってい

る。これは 2014 年度の世界社会学会議・横浜大会の実施に向けての起爆剤となるはずで、

すでに日本社会学会研究活動委員会からはオーソライズされている。 

 

若手研究者養成 

若手研究者の養成に関しては、①アジア社会学コンソーシアムによるセミナーへの参加、

②アジア比較社会共同研究会への参加及びそこでの報告、③アジア・バロメーター共同研

究会への参加及びそこでの報告といった 3 つの方策をとる。この点では初年度年も最終年

度も変わりがない。 

上記のように、特に③にウエイトを置きつつも、従来通り、東京大学内での各種授業を

通じてアジア・バロメーターを利用したデータ分析に関心をもつよう、大学院生レベルを

継続的に教育し、アジア横断的研究への関心を喚起するとともに、彼らの成果報告の機会

を設けていきたい。 
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８．平成２４年度研究交流計画状況 

８－１ 共同研究 

整理番号 R－１ 研究開始年度 2010 年 研究終了年度 2012 年 

研究課題名 （和文）アジア比較社会共同研究会 

（英文）Joint Research on Comparative Sociology of Asia 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）・園田茂人・東京大学大学院情報学環・教授 

（英文）SONODA Shigeto, Graduate School of Interdisciplinary Information 
Studies, University of Tokyo, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

韓準・延世大学校社会学科・教授 

李培林・中国社会科学院社会学研究所・所長 

蕭新煌・中央研究院社会学研究所・所長 

呂大樂・香港大学社会学系・教授 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国 中国 台湾 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 合計

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本<人／人日>       

韓国<人／人日> 1/4     1/4 

中国<人／人日> 2/8     2/8 

台湾<人／人日> 1/4     1/4 

シンガポール<人／人日>       

合計<人／人日> 4/16     4/16

② 国内での交流   2／4     人／人日 

日本側参加者数  

2 名 （１２－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

1 名 （１２－２（韓国）側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

2 名 （１２－３（中国）側参加者リストを参照） 

（ 台湾 ）側加者数  

1 名 （１２－４（台湾）側参加者リストを参照） 
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２４年度の 

研究交流活動 

計画 

最終年度にあたる平成 24 年度は、従来の議論の蓄積を踏まえ、特にグ

ローバル化と社会的不平等といった点に絞りながら、この両者の関係につ

いて具体的にどのような研究が各地で実施され、どのような理論的考察が

各地の社会学のテキストブックでなされているかについて、日本社会学会

年次大会特別セッションの場所で、多くの日本社会学会会員を前に報告す

る。そのための事前協議のためのワークショップを東京大学で行い、ある

程度の議論が固まったところで大会会場となる札幌に移動し、そこで報告

を行う。すでに日本社会学会の研究活動委員会からはオーソライズされ、

日本学術会議社会学委員会社会理論分科会の協賛となることも決まって

いる。そして、これらの実証的・理論的研究群から「東アジア共通のテキ

ストは可能か」といった問いにかかわる形で議論を進めていきたいと計画

している。すでに参加予定者からは同意を得ており、あとはメールベース

で情報を共有しつつ、特別セッションへの準備を進めることとしたい。 

２４年度の 

研究交流活動 

から得られる 

ことが期待さ 

れる成果 

日本社会学会研究活動委員会および日本学術会議社会学委員会社会理

論分科会からは、「極めて有意義な試みで、こうした企画の提案を歓迎す

る」といった反応をいただいている。成果は、広く日本社会学会会員に還

元されることになり、本プログラムの意義を確認してもらう絶好の機会と

なるはずである。東北大学のグローバルＣＯＥプログラムの責任者であ

り、国際社会学会の理事をしている佐藤嘉倫教授も強い関心を示し、本プ

ログラムの研究協力者になってくれることになっている。特別セッション

への会員の反応次第では、日本社会学会の英文雑誌に特別企画を設けるこ

とになるかもしれない。 
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整理番号 R－2 研究開始年度 2010 年 研究終了年度 2012 年 

研究課題名 （和文）アジア・バロメーター共同研究会 

（英文）Joint Research on AsiaBarometer 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）園田茂人・東京大学大学院情報学環・教授 

（英文）SONODA Shigeto, Graduate School of Interdisciplinary Information 
Studies, University of Tokyo, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

尹仁鎭・高麗大学校社会学科・教授 

劉 欣・復旦大学社会学系・教授 

 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国 中国 台湾 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 合計

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本<人／人日>       

韓国<人／人日> 2/8     2/8 

中国<人／人日> 2/8     2/8 

台湾<人／人日>       

シンガポール<人／人日> 1/4     1/4 

合計<人／人日> 5/20     5/20

② 国内での交流   4／8     人／人日 

日本側参加者数  

4 名 （１２－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

2 名 （１２－２（韓国）側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

2 名 （１２－３（中国）側参加者リストを参照） 

（ シンガポール ）側参加者数 

1 名 （１２－５（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）側参加者リストを参照）
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２４年度の 

研究交流活動 

計画 

 昨年度のようにアジア・バロメーター研究会に多くの若手研究者を大量に動

員するスタイルはやめ、手元に学生がいない台湾を除き、各国１名程度の学生

を東京大学に招へいし、東京大学でアジア・バロメーターのデータを利用して

論文を執筆する学生とともに、共同報告会を実施したい。特に東京大学の学生

たちは、後述のセミナーでモデルケースを学んでいるため、より高度なやりと

りがなされるものと期待される。同時に、台湾・中央研究院と東洋文化研究所

の合同ワークショップが翌日に実施されるため、相互の乗りあう形にして、広

く情報共有ができる体制を作りたい。 

 

２４年度の 

研究交流活動 

から得られる 

ことが期待さ 

れる成果 

 すでに論文集の刊行のような形で成果が社会的に還元されているが、今年度

も若手研究者の底上げを図ることで、ここから意欲的な研究を行う若手を育成

することが可能となる。すでにモデルケースも出ているので、どのようにして

挑戦的な研究に取り組み、どのような視点からデータを用いると新たな研究上

の突破が期待できるかを考えられる、重要な教育的な実践の場となりうる。そ

こで報告された論文が一部、学生たちの修士論文・博士論文につながるばかり

か、今年度刊行を予定している「アジア比較研究のフロンティア・シリーズ」

に収録さるレベルの論文が出てくるかもしれず、その意味での啓蒙的意義は大

きい。 
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８－２ セミナー 

整理番号 S－１ 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業 

「アジア・バロメーターの使い方：模範事例の発表」 

（英文）JSPS AA Science Platform Program 

“How to Use AsiaBarometer Dataset: Presenting Model Cases”

開催時期 平成 24 年 12 月 19 日 ～ 平成 24 年 12 月 19 日（1日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、東京、東京大学東洋文化研究所 

（英文）Japan, Tokyo, Institute for Advanced Studies on Asia, 

University of Tokyo 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）園田茂人・東京大学大学院情報学環・教授 

（英文）SONODA Shigeto, Graduate School of Interdisciplinary 

Information Studies, University of Tokyo, Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外での開催の場合) 

 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 
セミナー開催国 

（  日本  ） 

日本 

<人／人日> 

A. 1/1 

B.  

C. 12/12 

中国 

<人／人日> 

A. 1/3 

B.  

C.  

台湾 

<人／人日> 

A. 1/3 

B.  

C.  

合計 

<人／人日> 

A. 3/7 

B.  

C. 12/12 
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セミナー開催の目的  従来はアジア・バロメーターの研究を志す、比較的多くの各国

の代表を集め、キックオフの会合としての意味をもっていた。昨

年は、それに経験者を加えた形でセミナーを開催してきたが、今

年は、今まで提出された 25 本の論文の中で、各国の拠点機関の協

力を得て評価を行った結果、評価の高かった論文３本を選出し、

その書き手に修正論文を提出してもらうとともに、その筋で権威

のある専門家を招へいしてコメントをつけてもらうことにした。

そうすることで、欧米の一流誌に寄稿できるレベルにまで上げら

れるからだが、他方で、これを東京大学の学生の前で見せること

で、参加学生が「どうしたらよい研究、優れた論文が生まれるか」

を体験できるようになる。こうした、主として教育的効果を高め、

アジア比較研究を志す人材を育成するのが、このセミナーの目的

である。 

期待される成果  以上で述べたように、(1)選抜された論文の執筆者に、より高い

レベルに上がるために必要な作業を理解してもらうと同時に、(2)

これに続く学生たちも、どうしたらよい研究、すぐれた論文を生

み出せるかを考えることができるという意味で、大きな教育的効

果が期待される。同時に、そこで修正された論文が投稿され、論

文集や専門誌に収録されることで、アジア横断型研究が着実に地

歩を得ていくことが期待されている。 

セミナーの運営組織  昨年同様、コーディネーター役の園田教授が全体を運営する。

同教授が平成 24 年度の秋学期にアジア・バロメーターを利用した

授業を開講する予定なので、そこの学生をオーディエンスとして

参加させ、そのＴＡも含めて、セミナーとして必要な作業を行う。

すでに優秀論文の執筆者は選抜されていることから、彼らと日程

調整をし、各国の協力拠点と連絡を取りながら、どのようなコメ

ンテーターがベストかを決めていく。全部で３時間ほどのセミナ

ーだが、参加者は大いに啓発されるはずである。 

 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容  国内旅費       金額   50,000 円

    外国旅費           300,000 円 

    謝金                          60,000 円

    懇談会費           30,000 円 

外国旅費・謝金に               18,000 円

係る消費税 

                 合計 458,000 円 

（  ）側 内容               

（  ）側 内容               



12 
 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

韓国 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 １／３ １／４ ２／７ 

韓国 

<人／人日> 

    

台湾 

<人／人日> 

６／24   ６／24 

合計 

<人／人日> 

６／24 １／３ １／４ ８／31 

②  国内での交流       （６人／６人日） 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

東京大学大学

院情報学環／

東洋文化研究

所・教授・園田

茂人 

韓国・ソウル

市・ソウル大

学 

2012 年 4 月 ソウル大学・北京大学と合同で東アジア

３か国を比較することの意味・意義を共

同で討論できる遠隔共同授業の開発・運

営のため 

東京大学大学

院情報学環／

東洋文化研究

所・教授・園田

茂人 

中国・北京・

中国社会科学

院社会学研究

所 

2012 年 8 月 中国社会科学院社会学研究所との今後

の共同研究の可能性について検討を行

うため 

中央研究院社

会学研究所・特

聘研究院＆所

長 ・ Michael 

H.H.Hsiao 

日本・東京・

東洋文化研究

所 

2013 年 2 月 中央研究院社会学研究所と東京大学東

洋文化研究所の共同ワークショップに

出席するため 

中央研究院社

会学研究所・博

士後期課程学

生 ・ Huang 

日本・東京・

東洋文化研究

所 

2013 年 2 月 中央研究院社会学研究所と東京大学東

洋文化研究所の共同ワークショップに

出席するため 
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Yu-Ling 

中央研究院社

会学研究所・博

士後期課程学

生 ・ Chen 

Yu-Hsiang 

日本・東京・

東洋文化研究

所 

2013 年 2 月 中央研究院社会学研究所と東京大学東

洋文化研究所の共同ワークショップに

出席するため 

中央研究院社

会学研究所・ポ

スドク・Chiang 

Fei-Chi 

日本・東京・

東洋文化研究

所 

2013 年 2 月 中央研究院社会学研究所と東京大学東

洋文化研究所の共同ワークショップに

出席するため 

中央研究院社

会学研究所・博

士後期課程学

生 ・ Cheng 

Yi-Wen 

日本・東京・

東洋文化研究

所 

2013 年 2 月 中央研究院社会学研究所と東京大学東

洋文化研究所の共同ワークショップに

出席するため 

中央研究院社

会学研究所・ポ

スドク・ Juan 

Hsiao-Mei 

日本・東京・

東洋文化研究

所 

2013 年 2 月 中央研究院社会学研究所と東京大学東

洋文化研究所の共同ワークショップに

出席するため 

東京大学博士

課程学生・富永

京子 

日本・東京・

東洋文化研究

所 

2013 年 2 月 中央研究院社会学研究所と東京大学東

洋文化研究所の共同ワークショップに

出席するため 

東京大学博士

課程学生・Oren 

Eitan 

日本・東京・

東洋文化研究

所 

2013 年 2 月 中央研究院社会学研究所と東京大学東

洋文化研究所の共同ワークショップに

出席するため 

東京大学博士

課程学生・趙章

恩 

日本・東京・

東洋文化研究

所 

2013 年 2 月 中央研究院社会学研究所と東京大学東

洋文化研究所の共同ワークショップに

出席するため 

東京大学博士

課程学生・高木

聡一郎 

日本・東京・

東洋文化研究

所 

2013 年 2 月 中央研究院社会学研究所と東京大学東

洋文化研究所の共同ワークショップに

出席するため 

東京大学修士

課程学生・森脇

江介 

日本・東京・

東洋文化研究

所 

2013 年 2 月 中央研究院社会学研究所と東京大学東

洋文化研究所の共同ワークショップに

出席するため 
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東京大学修士

課程学生・藤本

大士 

日本・東京・

東洋文化研究

所 

2013 年 2 月 中央研究院社会学研究所と東京大学東

洋文化研究所の共同ワークショップに

出席するため 
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９．平成２４年度研究交流計画総人数・人日数 

９－１ 相手国との交流計画 

    派遣先 

派遣元 

日本  

<人／人日> 

韓国 

<人／人日>

中国 

<人／人日>

台湾 

<人／人日>

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 １／３ １／４   ２／７ 

韓国 

<人／人日> 
３／12     ３／12 

中国 

<人／人日> 
５／19     ５／19 

台湾 

<人／人日> 
８／31     ８／31 

シンガポール 

<人／人日> 
１／４     １／４ 

合計 

<人／人日> 
17／66 １／３ １／４   19／73 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人数・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

 

７／１３ <人／人日> 
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１０．平成２４年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 210,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 2,630,000 

謝金 660,000 

ホームページメンテナンス
代、セミナーでの専門家への
コメント謝金、英語論文の日
本語への翻訳謝金など。 

備品・消耗品購
入費 

753,000  

その他経費 120,000  

外国旅費・謝金
等に係る消費
税 

127,000  

計 4,500,000 
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 450,000 
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。
また、消費税額は内額とする。

合  計 4,950,000  

 

１１．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 200,000 1/3 

第２四半期 300,000 1/4 

第３四半期 1,500,000 10/31 

第４四半期 2,500,000 14/48 

合計 4,500,000 26/86 

 


