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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２４年度 実施報告書 

 
 
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．採用期間 
 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 

http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/aasplatform/index.html
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 協力機関：（英文）Yonsei University  
（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．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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７．平成２４年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 

 ４つの拠点機関とは、若干濃淡は異なるものの、十分な研究協力体制を作り上げるこ

とができた。 

 台湾の中央研究院とは、この間、毎年共同ワークショップを実施してきたが、来年度

以降は、Political Risk and Human Mobility というタイトルの共同プロジェクトを進

めることなった。同プロジェクトは、日本側拠点機関の共同利用・共同研究拠点化にと

もなう公募プロジェクトに採択されたもので、中央研究院の側でもマッチングファンド

を準備する予定となっている。この共同プロジェクトでは、韓国やドイツなどの研究機

関を巻き込みつつ、比較の視点から中国の大国化を分析しようと考えている。中央研究

院側からは、具体的な協力の申し出があるが、これも、本事業の成果といってよい。 

 韓国の高麗大学校では、BK（ブレイン・コリア）21の後継プログラムが動いており、

リーダーも、本事業のコーディネーターの Yoon In-jin から Kim Chul-kyu へと交替し

た。すでに高麗大学校側からは、来年度以降も同種の試みを続けたいという申し出が正

式になされ、Kim教授も東洋文化研究所を訪問している。同大学とは「競合関係」にあ

るソウル国立大学の Kang Myug-ku 教授（本事業での協力研究者である）と北京大学と

で始めた遠隔共同授業でも、アジア間比較をより本格的に行うという提案をいただいて

おり、韓国側の協力体制も盤石なものとなっている。 

 中国社会科学院社会学研究所からは、二度、日本側拠点機関との共同作業の申し出が

あった。一度目が、2012 年 8 月に日本学術振興会北京事務所が主催した日中国交回復

40 周年を記念したシンポジウムで、二度目が、2014 年の世界社会学会議・横浜大会で

のパネル立ち上げだが、残念ながら、日本側拠点機関のコーディネーターの事情で、共

同作業をするのは叶わなかった（すでに別のオファーをいただいていたため）。ただ、

こうした申し出が積極的に出てくるようになったのは、本事業によって信頼関係が強化

されたからである。 

中国側のパートナーに関しては、香港大学も協力関係にあったが、本事業を通じて関

係が強化されたこともあり、東京大学と香港大学が全学交換協定を結ぶこととなった。

これも、本事業の思わぬ副産物である。 

 シンガポール国立大学に関しては、コーディネーターの Tan Ern Ser 教授が今年度の

セミナーに参加してくれ、翌日に開かれた個別のセミナーでも話をしてくれるなど、個

別にはよく対応してくれた。今後とも、日本側拠点機関からの申し出に対しては、誠実

に対応してくれることが期待される。とはいえ、機関としてどれだけ今後とも継続的に

共同研究に参加してくれるかとなると心もとないところがある。 
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７－２ 学術面の成果 

 年頭に掲げた目標は、ほぼ達成することができた。 
 別紙論文リストにあるように、勁草書房からアジア比較社会研究のフロンティア・シリ

ーズの２巻目を刊行することができたが、これは、今まで本プログラムを通じて発表され

た論文の一部を翻訳・編集して論文集に編んだものである。 
 また、12 月に行ったセミナーでは、本プログラムに参加しているカントリー・コーディ

ネーターによる評価の結果、よい論文だと評価された３本の論文の筆者を招聘し、東京大

学の多くの大学院生たちの前で模範プレゼンテーションを行った。こうした優れた論文の

報告を聞くことで、後学の者は、どのような点に注意しながら論文を作成しなければなら

ないか、文献の吟味や理論的検討とデータ分析をどのように結びつければよいのか、今ま

でにない新しい視点から論文を作るにはどうしたらよいのか、など重要な点を学ぶことが

できた。セミナー終了後のレセプションでも、参加者はみな、「何がよい論文の構成要素で

あるかが実感できた」と言っていたが、これこそ、セミナーの意図が実現したことを示す

証拠である。今後は、報告者たちの研鑽を期待し、国際的なレフリー付雑誌に投稿される

ことを待つだけである。 
 最後に、アジア比較社会共同研究会については、日本学術会議社会学専門委員会・社会

理論分科会との共催で、日本社会学会年次大会でセッションを開き、３年の成果を日本社

会学会の会員たちに披露した。 

これらの活動を通じて、東アジアを横にらみした社会学的研究の重要さが十分に発信さ

れた。アジア・バロメーター共同研究会の総括セッションは、本プログラムの総括にもあ

たるものだったが、台湾のカントリー・コーディネーターであった Hsiao H.H.教授からは、

今回のプログラムは、以下で紹介する若手研究者育成ばかりか、新たな学術の開拓という

点でも大成功だったという評価をいただいたが、これは本プログラムのコーディネーター

の感覚と一致している。 
 
７－３ 若手研究者育成 

 今年度もセミナーと研究会を通じて若手研究者の育成に意を注いだ。セミナーでは３

名の若手研究者に報告を依頼し、専門家の手厳しいコメントを受けながら論文をブラッ

シュアップする術を学んでもらった。アジア・バロメーター共同研究会では、のべ 13

名が報告をし、アジア・バロメーターのデータを利用した新しい比較研究の可能性を模

索した論文を発表した。これらの研究会で報告された論文については、すべて本プログ

ラムのホームページで公開されている。 

http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/aasplatform/achivements/2012_ab.html 

http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/aasplatform/achivements/2013_ab.html 

 台湾のカントリー・コーディネーターであった Hsiao H.H.教授からは、本プログラムを

通じて多くの若手研究者が台湾で職を得たり、昇進していること、何より意欲的な研究が

多く提出されていることから、本プログラムは若手研究者育成という点で大成功だったと

http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/aasplatform/achivements/2012_ab.html
http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/aasplatform/achivements/2013_ab.html
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評価してくれている。高麗大学校の Kim 教授からも、同大学が BK21 の後継プログラムを

運営するためにも本プログラムで作り上げたネットワークを利用したいと提案していたの

も、本プログラムで若手研究者の育成ができたからである。 
 ちなみに、コーディネーターの指導学生で、アジア・バロメーター共同研究会に参加し

て同データセットを利用して博士論文を書いた学生(1-7 の周倩)は、今年度末に博士号を取

得した。 
 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

 上述のように、高麗大学校から従来のネットワークを維持した形で箇所間協定を結びた

いというオファーがあったが、これは、今後の東アジア社会学者間の持続可能な交流を考

える上でも、重要な申し出だった。近年、日本ばかりか韓国や台湾、中国は、「グローバル

化への対応」をほぼイコールに「アメリカへの学生送り出し」と考える傾向が強いが、こ

うした域内の学生移動が加速すれば、今までになかった研究が生まれてくることになる。

欧米のアジア研究が、強烈な「他者研究」であり、言語の壁もあって複数のアジア地域を

まんべんなく比較する作業は、欧米研究者にとっては大変にむずかしい作業となる。まし

てやローカル言語を学んだ上でとなると、ほとんど不可能に近いが、今回のプログラムの

実施を通して、東アジアの域内交流を加速させることで、こうして欧米では不可能な研究

アジェンダが東アジア内では可能になることを実感した。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 アジアの比較を行っていく際の問題点は、以下の２点がある。 
 第一に、域内で研究者間に温度差があること。今回のプログラム運営を通じて、韓国と

台湾は、こうした試みに大変敏感に反応し、研究者ばかりか学生も果敢に応募してくれる。

しかし、国内に多くの問題を抱え、もともとアジアに関心をもつものが少ない中国（中国

は大国研究や戦略研究にエネルギーを注ぎがちで、地域研究が地歩を得ていない）や、ア

ジアの比較研究には関心をもつものの、これはアジアからの留学生に限られる日本では、

こうした作業は進めにくい。日本と中国といった「アジアの大国」で、今後とも同種の作

業を進めていく意義は大きい。 

 第二に、東南アジアとの連携がむずかしい。上述のように韓国や台湾は比較に関心をも

つといっても、なかなか東南アジアは射程に入らない。シンガポールの研究者は、東南ア

ジアとの比較を行うものの、東アジアと比較するメンタリティが弱い。また、学生を動員

して新しい研究を切り開こうとする意欲が弱く、概して英米の「飛び地」的な研究を指向

する傾向が強い。そのため、シンガポールを含む東南アジアを、いかにネットワークの中

に組み込むかは、これからも大切かつ困難な作業となるだろう。 
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７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数    ２５本 

相手国参加研究者との共著   ０本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。） 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 
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 計 

<人／人

日> 

<人／人

日> 

<人／人

日> 

<人／人

日> 
<人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画     ０／０ 

実績    ０／０ 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 １／４    １／４ 

実績 １／４   １／４ 

中国 

<人／人日> 

実施計画 ２／８    ２／８ 

実績 ２／８   ２／８ 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 １／４    １／４ 

実績 １／４   １／４ 

計 

<人／人日> 

実施計画 ４／16    ４／16 

４／16 実績 ４／16    

② 国内での交流      １人／３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 相手国（韓国）側参加研究者リストを参照） 

（ 中国  ）側参加者数 

     ２名 （１２－３ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 

（ 台湾 ）側参加者数 

          １名 （１２－４ 相手国（台湾）側参加研究者リストを参照） 



 10 

２４年度の 

研究交流活動 

 平成 24年度は、以下のテーマと趣旨のもと、以下のようなプログラムで

従来の研究成果を日本社会学会大会の際にパネル形式で報告した。 

 

“Globalization and Social Inequality in Sociological Textbooks:  

Views from East Asia”  

        

    East Asian societies have been witnessing increasing social 

inequality during this decade, and a lot of sociologists have been 

conducting empirical researches as well as theoretical inquires across 

East Asia. On reflection, “grand theories” of social inequality have 

been introduced and modified into East Asian societies and a lot of 

efforts of “localization of concepts” have been made to make a full 

explanation of social inequality issues in local contexts.  

    Then, can we find some common “East Asian characteristics” of 

social inequality researches, or are they just an application of 

Western theories? Is it possible for sociologists in East Asia to write 

a common textbook for sociology students?  If not, why, and if yes, 

how?   Experts on social inequality researches in Korea, Taiwan, 

China, Hong Kong and Japan were invited to talk about the questions 

above.   

This workshop was co-hosted by “Social Theory Subcommittee” of 

Sociology Committee, Science Council of Japan and Japan Society for 

Promotion of Science Asia-Africa Science Platform Program, “Frontier 

of Comparative Studies of Asian Societies” and was organized as a 

special panel for the 85th Japan Sociological Society Annual Meeting. 

   

November 3 (Saturday), 2012 

(Venue: E501, Sapporo Gakuin University) 

 

14:00-17:00  

 

Chairperson 

Shigeto Sonoda (University of Tokyo)  

 “Globalization and Social Inequality in Sociological Textbooks: 

Views from East Asia // Introduction” 

Panels          

Joon Han (Yonsei University)  
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How Social Inequality and Stratification is researched and taught in 

Korea 

Michael H. H. Hsiao (Academia Sinica)  

How Social Inequality is Being Written in Taiwanese Sociology 

Textbooks: When Western Theories Meet Local Reality 

Chunling Li (Chinese Academy of Social Sciences)  

Understanding Social Stratification in China’s Sociological 

Textbooks 

Tai-lok Lui (University of Hong Kong)  

Beyond Convergence and Divergence: Mapping the Changing Class 

Structure in Asian Textbooks 

Discussants 

  Yoshimichi Sato (Tohoku University)  

 

２４年度の 

研究交流活動か

ら得られた成果 

 日本学術会議との共催で、日本社会学会年次大会で成果を発表できたこ

との効果は大きい。特に、東アジアの共通のテキストは可能かといった問

いが多くの社会学会会員にとっては新鮮だったようで、多くの質疑応答が

なされた。今年度の年次大会には、アジアから招待された社会学者も多く

参加していたが、彼らも一様に、こうした問いに興味を示し、総じて日本

人研究者以上に肯定的な評価を与えていた。 

 議論の内容そのものを、どこかで発表することはできないが、今後とも

同種の問いをも持ち続け、どこかのタイミングで具体的な提案をしたいと

考えている。 

 なお、交流活動の内容とその成果については、日本社会学会のニュース

レターで報告を行った。 
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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 計 

<人／人

日> 

<人／人

日> 

<人／人

日> 

<人／人

日> 
<人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画     ０／０ 

実績    ０／０ 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 ２／８    ２／８ 

実績 ２／８   ２／８ 

中国 

<人／人日> 

実施計画 ２／８    ２／８ 

実績 ３／13   ３／13 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 １／４    １／４ 

実績 ０／０   ０／０ 

計 

<人／人日> 

実施計画 ５／20    ５／20 

５／21 実績 ５／21    

② 国内での交流      １人／２人日 

日本側参加者数  

         ８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 相手国（韓国）側参加研究者リストを参照） 

（ 中国  ）側参加者数 

     ３名 （１２－３ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 

（ 台湾 ）側参加者数 

          ０名 （１２－４ 相手国（台湾）側参加研究者リストを参照） 

２４年度の 

研究交流活動 

 今回は初めての試みとして、中央研究院社会学研究所と東洋文化研究所

が継続して行ってきた共同ワークショップと合同で開催し、それぞれに集

まった研究者を糾合した形で研究交流活動を行った。本研究分についての

みのプログラムは、以下の通りとなっている。 
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IOS- IASA 4thd Joint Workshop & AsiaBarometer Workshop 2013 

“Understanding Changing Faces of Asian Societies” 

 

Institute for Advanced Studies on Asia (IASA), the University of Tokyo 

Venue: Main Conference Room (3rd Floor), IASA 

 

March 1, 2013 (Fri.) 

16:20-18:00 Session 3  Politics and Institutions: AsiaBarometer 

Workshop (1)  Chair: Chul-kyu Kim 

 

Huangyan Zheng GSLP (MA. Student) 

When Huntington Meets China: Analysis of Chinese People's Desire for 

Political Participation 

Yudong Wang IOS, Chinese Academy of Social Sciences (Ph.D. Student) 

Regime Type and Political Trust: A Quantitative Analysis on 26 

Asian-Pacific Societies 

Chuan Hong Fudan University (Ph.D. Student) 

Political Institution and Trust: A Cross-national Comparative Study 

with AsiaBarometer Database 

Feng Tian IOC, Chinese Academy of Social Sciences (Associate 

Professor) 

Life Satisfaction of Eastern Asian Countries 

 

March 2, 2013 (Sat.) 

10:00-11:30 Session 4  Cultural Diversity in Asian Contexts: 

AsiaBrometer Workshop (2)  Chair: Wong, Ting-Hong 

 

Mengfei Pan GSII (MA Student) 

An Assessment of the State's Role in Governing Culture and Arts in Japan 

Eeh Eun Song Korea University (Ph.D. Student) 

Health Inequality and Health Promotion: Lessons from Other Countries  

Sri Ayu Wulansari GSII (Ph.D. Student) 

Gender Inequality Perception: A Comparative Study of Women in Japan 

and Indonesia 
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２４年度の 

研究交流活動か

ら得られた成果 

  昨年までと同様に、若手、特に博士課程レベルの学生にデータ利用の仕

方と、よい論文の書き方に関する示唆を与えることができた。シニアクラ

スの研究者が本格的に論評し、これにリプライする形式は、報告する若手

研究者にとっては大変だが、参加者は異口同音に「参加してよかった」と

メールで連絡してきてくれている。通常の学会とは異なり、質疑応答が促

進されやすく、特にシニアクラスの研究者が質問をする準備をしているた

めである。また、これまで２年間同種の活動をしてきたことからも、質問

が出しやすいといった相乗効果もある。 

 今年度報告された論文の中で、そのまま論文集に収録されるほどの水準

にあるものはなかった。その意味では、今後の研鑽に頼るところが大きい。 
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８－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
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 
(※日本以外で開催の場合) 

（英文） 

 
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. 11/11 

 
  中国 

<人／人日> 

A. 1/6 
B.  
C.  

 
台湾 

<人／人日> 

A. 1/3 
B.  
C.  

 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 
<人／人日> 

A. 1/3 
B.  
C.  

 
合計 

<人／人日> 

A. 6/15 
B.  
C. 11/11 
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A.セミナー経費から旅費を負担 
B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 
C.本事業経費から旅費を負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計

しないでください。） 
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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

の２年間に提出された 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本を精選し、その書き手

（具体的には Zhu Yan, 張継元, Lin Pen-Hsuan）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（具体的には猪口孝教

授、池本幸生教授、それに Tan Ern Ser 教授）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、これを以前のセミナ

ー参加者（残り 11 名）や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

のフロンティアを目指す人材を育成するのが、このセミナーの目的で

ある。 
セミナーの成果 何より 3 名の専門家からのコメントが、３本の論文の書き手によ

ってよかった。３名とも、まだ英文雑誌に投稿してはいないが、こ
れからの投稿にあたって必要なコメントが得られた。また、報告を
聞いた者も、異口同音に「勉強になった」と述べていた。特に、リ
サーチ・クエスションとデータの解釈の際に、以下に既存の理論枠
組みを（批判的に）利用できるかがポイントであることが理解され
た点は特筆すべきである。また、文献レビューの取り上げ方や吟味の

仕方によって、論文のよしあしが決まってくることについても、多く

の参加者が得られた経験である。これからのアジア研究を担う若者
が、こうしてデータを利用することで比較研究を進められると認識
された点もよかった。 

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した。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
業を開講したこともあり、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った（こ
れが 11 名）。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容           金額  
   外国旅費         ５４０，９４９円 
   会議費           ６０，０００円 
   合計           ６００，９４９円 

（ ）側 内容               

（ ）側 内容               
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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> 

台湾 

<人／人

日> 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

<人／人

日> 

合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/3 1/4   2/7 

実績 1/3 1/3   2/6 

韓国 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

中国 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

台湾 

<人／人日> 

実施計画 6/24     6/24 

実績 4/17    4/17 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/24 1/3 1/4   8/31 

実績 4/17 1/3 1/3   6/23 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣期間 用務・目的等 

東京大学東洋研

究所・教授・園

田茂人 

韓国・ソウ

ル・ソウル国

立大学 

2012 年 4 月

15日～17日 

ソウル国立大学で共同 Eスクールの講師

役を務め、同大学のアジアセンターで講

演を行った。 

東京大学東洋文

化 研 究 所 ・ 教

授・園田茂人 

中国・北京・

中国社会科

学院 

2012 年 7 月

16日～18日 

北京大学で共同 Eスクールの打ち合わせ

を行うとともに、中国側のカントリー・

コーディネーターと今後の共同研究に

ついて意見交換を行った。 

中央研究院社会

学研究所・研究

員 ・ Michael 

Hsiao 

Hsin-Huang 

日本・東京・

東洋文化研

究所 

2013 年 2 月

28日～3月 3

日 

東洋文化研究所と共同で実施している

ワークショップに参加するとともに、ア

ジア・バロメーター共同研究会の報告者

にコメントをつけた。 

中央研究院社会

学研究所・副研

究 員 ・ Chen 

Chih-Jou 

日本・東京・

東洋文化研

究所 

2013 年 2 月

28日～3月 3

日 

東洋文化研究所と共同で実施している

ワークショップに参加するとともに、ア

ジア・バロメーター共同研究会の報告者

にコメントをつけた。 

中央研究院社会

学研究所・副研

究 員 ・ Wong 

Ting-Hong 

日本・東京・

東洋文化研

究所 

2013 年 2 月

28日～3月 3

日 

東洋文化研究所と共同で実施している

ワークショップに参加するとともに、ア

ジア・バロメーター共同研究会の報告者

にコメントをつけた。 
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中央研究院社会

学研究所・副研

究 員 ・ Chiang 

Yen-Sheng 

日本・東京・

東洋文化研

究所 

2013 年 2 月

28日～3月 3

日 

東洋文化研究所と共同で実施している

ワークショップに参加するとともに、ア

ジア・バロメーター共同研究会の報告者

にコメントをつけた。 

 

 

９．平成２４年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

          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 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/3 1/4   2/7 

実績 1/3 1/3   2/6 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3/12     3/12 

実績 3/12    3/12 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/19     5/19 

実績 6/27    6/27 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 8/31     8/31 

実績 6/24    6/24 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

<人／人日> 

実施計画 1/4     1/4 

実績 1/3    1/3 

合計 

<人／人日> 

実施計画 17/66 1/3 1/4   19/73 

実績 16/66 1/3 1/3   18/72 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・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・人日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 ２５／３１ <人／人日>   ３／６ <人／人日> 
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１０．平成２４年度経費使用総額 

                                  （単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 22,420  

外国旅費 2,843,664  

謝金 718,515  

備品・消耗品購入費 0  

その他経費 829,724  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

85,677  

計 4,500,000  

委託手数料 450,000  

合  計 4,950,000  

 
１１．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 149,231 １／３ 

第２四半期 125,359 １／３ 

第３四半期 2,184,324 ９／３２ 

第４四半期 2,041,086 １０／４０ 

計 4.500.000 ２１／７８ 

 
 


