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アジア研究教育拠点事業 
平成２３年度 実施報告書 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 京都大学東南アジア研究所 

タ イ 拠 点 機 関： タマサート大学 

イ ン ド ネ シ ア 拠 点 機 関： インドネシア科学院政治研究センター 

台 湾 拠 点 機 関 ：  台湾中央研究院 アジア太平洋地域研究センター 

 

２．研究交流課題名 

（和文）：  グローバル時代における文明共生：東南アジア社会発展モデルの構築                                   

                   （交流分野： 地域研究  ）  

（英文）：Asian Connections: Southeast Asian Model for Co-Existence in the 21st Century                                    

                   （交流分野： Area Studies）  

 研究交流課題に係るホームページ： 

http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/asiancore/index_ja.html  

 

３．採用年度 

 平成 ２１ 年度（ ３ 年度目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：京都大学東南アジア研究所 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：東南アジア研究所・所長・清水展 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：東南アジア研究所・教授・速水洋子 

 協力機関：東京大学 

      政策研究大学院大学 

      京都大学 

      同志社大学 

      上智大学 

      早稲田大学 

 事務組織：京都大学東南アジア研究所等事務部 

 

 

 

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：タイ 

拠点機関：（英文）Thammasat University 
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      （和文）タマサート大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Office of International Affairs, Director,  

Vice Rector of Thammasat University, Wisaweisuan, Nitinant 

 協力機関：（英文）Chiang Mai University 

                   Chulalongkorn University 

         （和文）チェンマイ大学 

          チュラーロンコーン大学 

 経費負担区分：パターン２ 

（２）国（地域）名：インドネシア 

拠点機関：（英文）Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Research Center for Politics  

      （和文）インドネシア科学院 政治研究センター 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Research Center for Politics, Senior Researcher, Ikrar Nusa Bhakti 

 協力機関：（英文） Indonesia University 

                    Gadja Madha University 

                    Hasanuddin University 

      （和文）インドネシア大学 

ガジャ・マダ大学 

ハサヌディン大学 

 経費負担区分：パターン２ 

（３）国（地域）名：台湾 

 拠点機関：（英文）Academia Sinica, Center for Asian Pacific Area Studies (CAPAS) 

      （和文）台湾中央研究院 アジア太平洋地域研究センター 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

CAPAS・Executive Director・Lin, Cheng-Yi 

 経費負担区分：パターン２ 

 

５．全期間を通じた研究交流目標 

１ 東南アジア社会発展モデルと地域再編 

グローバル化とネオリベラル経済の進展に伴い世界秩序が再編されつつある現在、東南

アジアは冷戦と内戦の過去を克服し、この十数年顕著な社会的安定と経済発展を見せてき

た。また同地域は、長い歴史のなかでインド、中華、イスラーム、そして西欧の文明を積

極的に取り込み、多民族多文化が共存共栄する世界を築いてきた。それは、イデオロギー

対立に代わる文明衝突というハンティントンの予言の呪縛を断ち切る反証となり、国際協

調・文明共存の可能態として世界が倣うべき先例となる。本事業では、東南アジアの歴史

発展経路をふまえ、弱い国家を下支えする豊かな生態資源と社会資本、社会・文化の重層

的で柔軟な編成、共存と発展のダイナミズムを解明し、東南アジア社会発展モデルとして
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提示する。 

現在東南アジアでは、インド世界から中華世界を結ぶ広域アジア地域と、人や資本の移

動・交流によって緊密な相互依存関係を持つ高度な経済成長を遂げるに至っている。同時

に国家を超えた解決を要する新たな問題・課題も生じており、それに対処するため、狭義

の東南アジアを越えた地域協力と共存の柔軟かつ重層的な動きが見られる。本事業では、

そうした現実の問題として資源・環境の超域的ガバナンス、災害や感染症、食料危機に直

面する安全保障問題への対応、移動と流動に伴う文化・社会再編、新経済圏構想など、地

域から発する応答を個別具体の現場からとらえ、グローバル化に巻き込まれる受身の周辺

地域という見方を根底から覆し、東南アジア社会発展モデルの構築と地域の再編過程の解

明に当たる。 

 

２ 研究協力ネットワークの広域アジア化と情報発信力の強化 

上述の課題に取り組むために研究者ネットワークの広域アジア化と、その情報発信機能

の強化・整備を行う。 

① 従来の東南アジアを中心とする研究交流ネットワークを持続・強化するとともに、近年、

東南アジア研究が盛んになった中国・台湾・韓国などの東アジアを含めた多方向の研究

交流を行い、シンポジウム、セミナーの開催、情報発信機能の基盤整備、若手交流育成

を実施する東南アジア研究の広域アジア研究協力ネットワークを形成する。 

② 東南アジア研究所の発信する多言語ウェブジャーナルKyoto Review of Southeast Asia

の編集に、この研究交流ネットワークのコアメンバーを加えることで、多言語機能を強

化、情報源の多元化を目指し、同ジャーナルを通じて、情報発信基盤の共有化を行う。

本事業の研究成果もこのウェブジャーナルを活用して多言語で公開する。 

③ 東南アジア研究所が京大出版会、トランスパシフィック出版、シンガポール大学出版と

共同出版してきた英文地域研究学術叢書をベースに、広域アジアの共同出版を推進し、

アジアの研究者の情報発信強化を図る。 

 

３ 広域アジアの若手交流育成 

カウンターパート諸国の研究教育機関にて、本事業のネットワークから講師陣を派遣し、

短期集中型の東南アジアセミナーを開講し、域内の院生・若手研究者の留学・研究交流を

促進して次世代にいたる研究者コミュニティを形成する。本事業の交流にも若手を多く動

員するとともに、若手中心の研究発表・討論・交流のためのジュニア・カンファレンスを

奨励・支援し、広域アジアにおける次世代研究者の交流と育成を図る。 

 

６．平成２３年度研究交流目標 

 

前年度、タイを中心としたセミナー開催による四カ国の交流はタイ側の事情により十分に

行うことはできなかった。本年度は、その点を補足しつつさらに事業のもとで行っている

共同研究のテーマをも追求する意味で、タイにおけるセミナーを開催する。また、特に若
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手研究者の交流・ネットワーク形成、および、台湾や韓国などの東アジアの研究者との交

流に重点をおく。セミナー担当国として台湾が名乗りを上げており、7月に若手セミナーを

開催し、各国の若手の発表を中心に発表と議論を行い台湾と日本のシニアの研究者がコメ

ンテーターとして参加する。また 2 月には再度台湾にて、全共同研究合同のセミナーを行

い、これまでの事業を振り返り、後半期における新たな共同研究の立ち上げの準備とする。

現在、共同研究２および４を中心に、チュラーロンコーン大学のウクリット氏と、日本側

コーディネーターが協力し、11 月にバンコクで開催予定の若手を招いた教育セミナーを準

備中である。ここには、カウンターパートの台湾、インドネシアを含む東南アジア諸国か

ら若手研究者を招く予定である。東アジアネットワークのさらなる推進という意味で、10

月に京都では日韓を中心とするセミナーを開催する。こちらは、環境と ASEAN をテーマ

とし、近年盛んになった韓国の東南アジア研究の中心となる研究者を招き、本事業の共同

研究３、４および５を強化する形でのセミナーとする。 

 今年度は、共同研究に関しては、五年間の中間である三年度目にあたり、１・２につい

ては締めの年とし、新たに後半の共同研究を立ち上げることになる。このために、セミナ

ーとは別に研究者の招聘と派遣により、個別の研究交流を進め、既存共同研究に関しては

その取りまとめ、新たに立ち上げる共同研究に関しては、そのテーマや枠組みを検討し合

う機会とする。また、前年度 1 月開催のセミナーにおける発表論文をもとに『東南アジア

研究』（Southeast Asian Studies）の特集号を組むべく準備を進めている。本誌は現状の日

本語と英語両用による季刊誌であるが、ここから英語誌を独立させる計画で現在準備を進

めており、この特集号はその新しい誌面を利用することとなる。また、11 月のタイにおけ

るセミナーにおいて、本共同研究を次年度以降どのように継承するか議論する。共同研究

３に関しては、前拠点事業より継承したテーマについての最終成果の出版準備にあてる一

方で、新たなアプローチとしての、「安全・安心の経済からみる東アジア発展モデル」とい

うテーマのもとで、10月に国際セミナーを開催して議論を始める。 

 また、上述セミナー等における若手の発表については、多言語ウェブジャーナル Kyoto 

Review of Southeast Asiaおよび、東南アジア研究所発刊のワーキングペーパーシリーズな

どをその発表の場として、積極的に若手が論文を発表する機会としていく。 

 

７．平成２３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 

本年度は、台湾中央研究院、タイのチュラーロンコーン大学アジア研究所及び韓国東南

アジア学会のそれぞれと共催によりセミナーを開催し、四か国の拠点機関に加え、協力機

関や四か国以外の国々とも研究交流の基盤を拡大することができ、交流が一気に盛んにな

った。そこでは、本事業の大きなテーマであるアジアに立脚した地域研究の追求、アジア

連携の拡張により東南アジア研究にどのような新たな視点や議論がもたらされるのかとい

った本事業の組織ならではの研究内容、アジアにおける東南アジア研究の現状把握の議論

を行った。また、これらのセミナーのもとで各共同研究の内容に即したパネルも企画され、
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各共同研究の内容は、単独セミナーのみならずこうした合同セミナーの交流のなかで、さ

らに深められた。今一つ特筆すべきは、台湾(S-1)でもタイ(S-3)でも若手研究者の参加・交

流・ネットワーク形成を主眼としたセミナーを開催し、また京都(S-2)で開催した韓国との

合同セミナーでは、若手研究者によるパネルも企画された。環境と ASEAN をテーマに、

近年盛んになった韓国の東南アジア研究の中心を担う研究者や東南アジアからもテーマに

即した研究者を招き、本事業の共同研究３，４，５を強化する内容であった。こうした活

動を通じて、若手育成においては研究交流が、共同研究においては研究協力体制の構築が

進んだ。また、いずれにおいても台湾や韓国の研究者を招聘し、東南アジアと東アジアの

研究者を結ぶネットワーク形成という当初の目的が少しずつ形になりはじめている。 

共同研究１・２は、2月に台湾中央研究院にて平成２４年度から新規に始まる共同研究６

の立ち上げを企画し、四つの拠点機関の代表や参加研究者が出席し、新しいメンバーも加

えて研究協力体制をさらに強化した。共同研究３は、8月の台湾セミナーにてパネルをもち、

さらに 3 月に京都にてワークショップを行い、平成２３年度で終了する当共同研究の研究

協力体制を今後どのようにつなげていくかを含めて議論を行った。そこでは、東南アジア

各国における経済が現状にどのように応答しているのかを常にモニターしながら情報共有

を行う研究協力体制を実施していくことを確認した。11 月のタイにおける若手研究者対象

セミナーは、共同研究４が平成２２年度に開催した S-2 で構築したチュラーロンコーン大

学アジア研究所との協力体制がベースとなっており、この協力をさらに強化していく。共

同研究５は、インドネシアとの交流を核として、10 月の京都におけるセミナーではタイの

研究者によるパネルを企画し、加えて、個々の参加研究者の交流も経て、主要メンバーに

よる協力体制を構築した。 

 

７－２ 学術面の成果 

本年度は五年間の中間にあたり、共同研究１～３については本年度が最終年度であった。

共同研究１・２は、22 年度 2 月に開催したセミナーの成果を取りまとめるため、参加者の

論文を Southeast Asian Studiesの特集号として掲載すべく、すでに集まった 12本の完成

稿をもとに、校閲・編集作業を進めている。歴史学・文化人類学を中心に、スコットのゾ

ミア論を議論の出発点とし、脱国家的視点から中心と周縁の関係を相対化し、周縁の人々

が形成する政治・経済的な関係がいかに社会の基盤と動態を形作るかを論じてきた。それ

は、中心が定める分類や境界とは別の多文化共存の有り方の検証でもある。特集号は平成

２４年度刊行を目指している。また、本共同研究におけるメンバーのつながりを重視し、

採用期間の後半に共同研究６を立ち上げるべく、台湾セミナー(S-4)で議論を行った。そこ

では、「東南アジアにおけるインターフェース、交渉、相互作用」と題して上述の共存関係

を実際の交渉・相互関係のインターフェースにおいて検証していくことを確認した。それ

は、本事業のテーマである多元共生の東南アジア社会の動態を明らかにするという目的に

つながるものである。 

共同研究３は、最終成果へのまとめとして 3 月に京都に参加研究者を招聘し、ワークシ

ョップを開催した。東南アジア各国がアジア通貨危機の後、おしなべて経常収支が大幅黒
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字になり貯蓄が投資を上回る、すなわち、供給過剰の経済になったことが確認された。こ

のような中では従来の供給サイド重視の競争力や生産性を重んじる輸出指向工業化政策よ

りも、地域住民の安全、安心、健康という需要を満たすための経済発展モデルが必要とさ

れることが明らかになり、そのためのグリーン成長などについて議論した。このように、

2008 年のリーマンショック後の東南アジア経済について、3 年間の共同研究を経て指標や

論点が共有され、今後も各国動向を議論していく場を持ち続ける必要性が論じられた。そ

うした中から「安全・安心の経済からみる東アジア発展モデル」というテーマの重要性が

共有された。共同研究は終了するものの、事業の最終年度までに成果をとりまとめる。 

共同研究４は、一連のワークショップやセミナー及び共同調査において次の点を明らか

にした。それは、東南アジアにおける地方政治研究の不在・あるいは蓄積の少なさ、経済

的格差に伴う社会的亀裂が地方レベルで政治的意味を持ちつつあること、東南アジア諸国

が中進国化しつつあるなかで、教育・保健のみならず、低所得者層、高齢者層などを対象

とした再分配の政治が生まれつつことなどである。この点を踏まえ、採用期間後半に向け

て参加研究者との個別の議論による枠組みの再考を進めた。 

共同研究５は、台湾セミナー(S-1)を機に交流とネットワーク形成を進め、平成２４年度

にセミナーを開催する予定である。本年度は、インドネシア、タイ及びウズベキスタンの

研究者と現地における交流を進めてきた。そこでは、河川の管理に関するデータ整備が不

十分であり、データが不足する地域においては河川情報を推定する必要があることが明ら

かになった。  

 

７－３ 若手研究者養成 

23 年度は、若手研究者を対象として二つのセミナーを開催した。第一は、台湾中央研究

院における 8 月のセミナーである(S-1)。台湾、日本、インドネシア、タイ、マレーシア及

び韓国から招聘したポスドクからシニアに至る研究者による発表及び議論、また台湾の若

手研究者によるセッションも行い、受講者として多くの台湾の若手研究者が参加した。

Asian Perspectivesと題して東南アジア研究のフロンティアと、そこにおけるアジア連携の

現状について議論を行った。これはまた、共同研究１～５の参加研究者がそれぞれの研究

内容について発表する機会となったが、日本、タイ、インドネシア及び韓国から若手研究

者も発表を行った。 

第二は、22 年度に開催できなかったタイでのセミナーを若手対象の研究交流セミナーと

して、チュラーロンコーン大学アジア研究所と共催でタイ国境の町メーサイで 11月に開催

した（S-3）。よりフォーカスした Transformations of the Human Landscapeをテーマと

し共同研究（特に１、２、及び４）を架橋する内容の充実したセミナーに、公募で選ばれ

た 16か国 21人の大学院生・ポスドク・若手教員が参加した。東南アジアの変貌を、生態・

文化・経済・社会の多元的な視点から、特にメコン地域の開発を軸としつつも島嶼部の問

題意識も包含しながら検証し、若手研究者のネットワーク形成に大いに寄与し、有望な若

手研究者の発掘という点で非常に有意義な企画であった。バンコクなどの日常の場から離

れ参加者が全日関与する合宿形式が奏功し、密度の高い議論と交流ができた。成果として
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参加者から原稿を募った報告書を準備中である。韓国から参加した若手研究者が、帰国後、

韓国東南アジア学会の学術誌に本セミナーについて７ページにわたる報告をしている。（Vol. 

22 No. 1, February 2012) Southeast Asian Review published by KASEAS 

10 月に京都で開催した韓国とのセミナーは、特に若手対象としたものではなかったが、

５つのセッションのうちの一つは若手研究者による企画で東南アジアにおける移動と労働

をテーマとし、企画した若手研究者を中心に成果出版のために論文を編集している。 

 

７－４ 社会貢献 

若手を対象とするセミナーを台湾(S-1)及びタイ(S-3)で開催し、前者についてはプロ

シーディングスを、後者については報告書をそれぞれ作成し、また数名については東南

アジア研究所ニュースレター(英語)に短いエッセーを掲載してもらうなど、特に若手を

中心とする参加研究者に対して発表の場を提供している。東南アジア研究所が平成２４

年４月より新たに創刊する英文学術誌 Southeast Asian Studiesにおいて、本事業の多

くの共同研究やセミナー成果を掲載する場を提供するべく既に特集号がいくつか準備

されている。また、本研究所の英文ニュースレターやプロシーディングスにおいて、若

手の発表機会を多く提供している。共同研究１・２の成果については Southeast Asian 

Studies特集号の準備が既に進み、平成２４年度に刊行予定である。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

今後の課題として、まず交流面では、これまで形成されてきた東南アジア及び東アジ

アにおけるネットワークが現状では日本側拠点機関との一対一の関係の累積であるも

のを、より全体的なコンソーシアムともいえるような形へと発展させていくことである。

4年度目もセミナーにおいてこうした努力を重ね、最終年度の京都における最終セミナ

ーでこれを結実させたい。また、若手研究者に関しても、若手が主導して企画・運営す

るセミナーを奨励していく。 

研究内容については、各共同研究の充実に加え、共同研究間の連関をより意識し相互

の議論を共有し、事業全体のテーマへの各共同研究の貢献を明らかにし、全体像を描け

るようにする。 

共同研究１・２、及び３は今年度をもって終了するが、最終成果刊行に全力を注ぐ。

共同研究３はそのうえで、今後の研究ネットワーク継続や本事業終了以降に「安心と安

全の経済」を継承していく方途を模索する。共同研究４は、「再分配の政治」という新

たな課題が浮上してきており、これを課題に据えて最終年度の議論をまとめていく。共

同研究５は、理系研究者中心に立ち上げているが、本来水資源管理は文理両方の議論が

不可欠であり、今後は社会系の研究者も交えて議論を進める。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数    16本 

 相手国参加研究者との共著   0本 
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８．平成２３年度研究交流実績概要 

 ８－１ 共同研究 

共同研究１ 

国家が国境線によって閉鎖された境界を設定する近代以前、海は様々な地域、異なる国

家の人々を連結するものだった。海によるリンクに主眼をおけば国家は二次的な要因にす

ぎない。海洋世界の移動、交易、観念の交換を担ったのは個人や地域だった。その結果、

海における個人、社会、地域、そして国家間の関係は、国家がより重要な役割を果たす陸

のものとはかなり異なる特質をもつ。したがって東アジアと東南アジアの地域間関係を海

から研究することは、このアジアにおける地域間ネットワークを重要なテーマとする本プ

ログラムにおいても不可欠な視点である。そうした観点から、本共同研究は、共同研究２

（脱国家領域的ネットワーク形成）と共鳴し、22 年 2 月及び 23 年 1 月のセミナーについ

て、実質的に合同で開催してきた。国家中心モデルの再考を、海域世界から見直すことで

同テーマに貢献することを目指し、大陸部山地及び島嶼部河川域を中心に国家中心の視点

を見直し、新しい地域の捉え方を試みるという一連のセミナーの趣旨に、共同研究１は、

海域からの歴史的視点による考察によって貢献してきた。現在は、その成果としての特集

号の出版準備を行っている。大陸部山地に端を発するスコットのゾミア論に対して海から

の議論は貴重な視点を加味してきた。また、24 年度に立ち上げる共同研究６では、さらに

この海からの視点、海洋資源をめぐる国家に限らないエージェントの関与、海域の交易な

どが重要となっていくことが台湾セミナーにて明らかになった。 

 

共同研究２ 

東南アジアと隣接するアジア諸国において進行するトランスナショナリズムを「脱国家

領域的ネットワーク形成」の鍵概念を中心としながら検討してきた。トランスナショナリ

ズムを抽象概念ではなく、徹底的な実証研究の対象としながら、労働者、小生産物（商品）、

企業体、資本、家族・親族集団などに加えて、農業技術、自然資源管理、宗教、ジェンダ

ー思想から感染症などの疾病の伝播に至るまで広く国境を越えた社会的流動の諸相を読み

解くパラダイム形成を図ってきた。平成２３年度は、23年 1月に開催した国際セミナーの

議論をまとめて成果として刊行すべく準備を進める一方で、今後はこれを共同研究６へと

継承し、脱国家領域的なネットワークの形成のもとで進行する、従来の国家を主体とした

領土を単位としたものとは異なるネットワークの空間的な制度化の動態の検討を引き続き

行う。24年 2月の台湾中央研究院におけるセミナー(S-4)では、「境域」(borderland)や平

地と山地を結ぶ流域社会(riverine society)における地域再編に注目し、架境的フローの領域

的実態化を検討した共同研究２を継承しつつ、そこで生起する具体的なインターフェース

の交渉や相互関係を継承し、多元共生社会モデルを現実社会の動態から考察する共同研究

６について議論を行った。セミナーにおける個人発表と討議を世界に発信すべく、京都大

学東南アジア研究所発行の、Southeast Asian Studiesにおいて英文特集号の編纂を計画し

ている。 
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共同研究３ 

従来の、生産性や競争力重視の供給サイドの政策というべき、輸出志向開発主義工業化

戦略にかわる成長戦略として、安全・安心・安寧・健康という地域住民の必要性に根差し、

短期のみならず中長期の需要サイドに重心をおいた発展モデルを考察してきた。さらに、

日本の農林業の衰退とアジアの森林破壊という問題に対し、アジアと日本の農林業の共存

という解決策を模索した。これは、生存基盤科学を東アジア発展のモデルに結合させよう

とする萌芽的ではあるが野心的な試みであり、その学問的・実践的価値は高い。こうした

視点も交えて 10月の韓国との共催セミナー(S-2)を、グリーン東アジア、グリーン ASEAN

などの概念を中心として開催するとともに、3月にはワークショップを開催し、東南アジア

における安心・安全の経済発展モデルを各国から検証するべく議論を行った。 

 

共同研究４ 

一連のワークショップやセミナー及び共同調査から分かったことは、第一にバンコクは

タイの首都でありながら、その地方政治研究はほぼ皆無に近く、インドネシアの首都ジャ

カルタやマレーシアの首都クアラルンプールの地方政治研究と同様に蓄積がないことであ

る。それゆえ、本共同研究を通じて、東南アジアの首都の地方政治研究を展開することは

画期的である。第二に、宗教やエスニシティといったアイデンティティーによる社会的亀

裂に加えて、経済的格差に伴う社会的亀裂が地方レベルで政治的意味を持ちつつあること

が分かった。しかし、マスとしての中産階層の台頭もあることから、階層のポリティクス

が地方政治を理解する決定的な要素とも言い切れない。この点を考慮して更に研究を進め

る必要がある。第三に、グローバル化などの外部要因だけでなく、そもそも東南アジア諸

国が中進国化しつつあるなかで、教育・保健のみならず、低所得者層、高齢者層などを対

象とした再分配の政治が生まれつつあることである。 

 

共同研究５ 

初年度であったため、8月に中心となる参加研究者が最終成果物の具体的中身まで視野に

入れて打ち合わせを行った。 

アジアの河川は多様であるため、対象とする問題も多様である。そのためタイにおいて

はアジアモンスーンや台風などのサイクルを、インドネシアにおいてはエルニーニョなど

の広域な大気海洋相互作用及び土砂管理を、ウズベキスタンでは水不足及び国際河川の管

理をターゲットとして解析を進めている。3つの異なる地域を対象とする研究者と課題を話

し合うことで、既存の水循環・河川管理研究とは異なる視点から解析を行っている。3月末

には中心的な参加研究者を京都に招聘し、新年度のセミナー準備を含め、打ち合わせを行

った。本年度は、インドネシア、タイ及びウズベキスタンの研究者と現地における交流を

進めてきた。そこでは、河川の管理に関するデータ整備が不十分であり、データが不足す

る地域においては河川情報を推定する必要があることが明らかになった。  

 

８－２ セミナー 
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S-1   

8 月 9-11 日に台湾中央研究院アジア太平洋地域研究センターにて、ポスドク研究者を中心

とする若手養成セミナーを開催した。本事業参加研究者が推薦する若手研究者を各国から

招き、東南アジアにおける新たな地域再編について研究発表を行い、台湾と日本を中心に

参加研究者がコメントをした。パネルは、共同研究２～５の研究内容を紹介しつつ議論す

るものであった。また、台湾側でも若手・大学院生を中心に参加者を募り、台湾若手研究

者によるセッションも組まれた。本セミナーの成果はプロシーディングスとして刊行した。 

 

S-2   

10月28-30日に京都にて、共同研究３・４の日韓の研究者を中心としたセミナーを開催した。

韓国における東南アジア研究の興隆を反映し、「Green and Life in ASEAN: Coexistence 

and Sustainability in East Asian Connections」（ASEANにおけるグリーンとライフ；東

アジアにおける共存と持続可能性）というテーマで食糧、森林、安全保障などのサブテー

マを中心に組んだプログラムによるシンポジウムとなった。これは、東南アジア研究所と

韓国東南アジア学会が行ってきた交流の一環であるが、今年度は本事業が共催することで、

韓国以外の国々の参加者も招聘した。共同研究５についてもタイの研究者がコーディネー

トしたパネルが組まれ、また、若手研究者による移動労働に関わるパネルも組まれた。こ

れら二つについては、それぞれSoutheast Asian Studies特集号という形での成果刊行を目

指して準備が進めている。 

 

S-3   

11 月 22～27 日、タイ北部国境の町メーサイにてチュラーロンコーン大学と東南アジア研

究所共催で共同研究２～４に関わるセミナーを開催した。タイと日本のシニアの参加研究

者が講演を行い、参加者については各国の若手研究者の公募から選考し決定した。16 カ国

21 名の参加者は、中国と東南アジアを結ぶメコン流域の開発と社会変化を中心に一日目は

生態資源利用、二日目は人の移動と文化変容、三日目は政治経済体制の変化をめぐり、講

演と活発な議論を行なった。都心を離れ、ある意味で隔離された環境での集中的な合宿型

セミナーであり、国境に身をおいて議論する臨場感と参加者同士の連帯感も生まれた。ま

た、共催した両機関の協力関係の基盤も形成された。本セミナーについては参加者・講演

者全員から報告を集め、現在報告書として編集中である。 

 

S-4   

2月 28-29日に台湾にて、平成２４年度以降の本事業の共同研究を見据えて共同研究１・２

を中心にセミナーを開催した。既に 23年 2月に開催した同共同研究の成果を踏まえ、新た

に移動やフロー、境域やフロンティアのインターフェースにおける交渉や相互関係に着目

し、歴史学・文化人類学・政治学・生態学の視点から、河川域や海域も含めた生態圏・社

会圏のインターフェースにおいて、いかに民族・言語・階層・宗教の多元的な諸要素が共

存共生できるのか、その動態をとらえることを目的とする共同研究６を検討するセミナー
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となった。参加者は、各自短い草稿を準備し、これをメーリングリストにて共有して議論

を行った。本セミナー参加研究者は、平成２４年度に京都で開催するセミナーにおいて、

いくつかのトピック・クラスターに分かれて成果を発表することを目指すことになった。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

タイの洪水などの不測の事態があり、タイ側コーディネーターと予定していた打ち合わ

せは延期せざるをえなかった。本年度の研究者交流は、すべてセミナーの枠内で行なった。

8月の台湾でのセミナーにおいて、各国の主要な参加研究者が集合し今後の共同研究につい

て議論を行い、加えて 2月の台湾でのセミナーにおいて、さらに議論を深めた。 
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９．平成２３年度研究交流実績人数・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> 

タイ 

<人／人日> 

インドネシア 

<人／人日> 

台湾 

<人／人日> 

ウズベキスタン 

(日本側参加者) 

<人／人日> 

マレーシア 

(日本側参加者) 

<人／人日> 

合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  16/110(3/15) 8/66 11/57 2/20  37/253(3/15) 

実績 13/83(1/6)  15/59(2/9)  2/28 30/170(3/15) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 10/88   (5/20)   10/88(5/20) 

実績 5/5  (3/16)   5/5(3/16) 

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 8/69 (2/14)  (5/20)   8/69(7/34) 

実績 6/39(1/7) (2/16) (3/16)   6/39(6/39) 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 5/48 (2/14) (1/10)    5/48(3/24) 

実績       

韓国 
(日本側参加者) 

<人／人日> 

実施計画 4/20(1/5)      4/20(1/5) 

実績 3/15   1/6   4/21 

ウズベキスタン 

(日本側参加者) 

<人／人日> 

実施計画 2/14      2/14 

実績        

マレーシア 
(日本側参加者) 

<人／人日> 

実施計画        

実績 1/4   1/5  2/9 

マレーシア 
(インドネシ
ア側参加者) 
<人／人日> 

実施計画        

実績 2/2     2/2 

シンガポール 
(インドネシア

側参加者) 

<人／人日> 

実施計画        

実績 1/1      1/1 

シンガポール 

(日本側参加者) 

<人／人日> 

実施計画        

実績  (1/5)  1/7   1/7(1/5) 

中国 

(インドネシア

側参加者) 

<人／人日> 

実施計画        

実績 (1/5)      (1/5) 

フィリピン 

(インドネシア

側参加者) 

<人／人日> 

実施計画        

実績 (1/5)      (1/5) 

フィリピン 
(日本側参加者) 

<人／人日> 

実施計画        

実績 1/8      1/8 

インド 
(日本側参加者) 

<人／人日> 

実施計画        

実績 1/5      1/5 

合計 

<人／人日> 

実施計画 29/239(3/15) 16/110(7/43) 8/66(1/10) 11/57(10/40) 2/20  66/492(19/98) 

実績 20/79(3/17) 13/83(4/27)  18/77(8/41)  2/28 53/267(15/85) 
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※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・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 

   21／58  <人／人日>    4／7(11/22)<人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流実績状況 

１０－１ 共同研究 

整理番号 Ｒ－１ 研究開始年度 平成２１年度 研究終了年度 平成２３年度 

研究課題名 
（和文）アジア太平洋を結ぶ七つの海の動態 

（英文）Dynamics of the Seven Seas Links in Asia Pacific 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）小泉順子 京都大学東南アジア研究所 教授 

（英文）KOIZUMI Junko CSEAS, Kyoto University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

OHTA Atsushi, CAPAS Academia Sinica, Researcher 

AMRI, Andi Hasanuddin University, Lecturer 

Ruangsilp, Bhawan  Chulalongkorn University, Associate Professor 

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 タイ 
インド 

ネシア 

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 
 

1/10 1/10 1/10 3/30 

実績     

タイ 

<人／人日> 

実施計画 1/8 
 

  1/8 

実績     

インド

ネシア 

<人／人日> 

実施計画 1/8  
 

 1/8 

実績     

台湾 

<人／人日> 

実施計画 1/8  (1/10) 
 

1/8(1/10) 

実績     

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/24 1/10 1/10(1/10) 1/10 6/54(1/10) 

実績     0/0 

② 国内での交流      0/0 人／人日 

２３年度の研

究交流活動 

本年度は、23年 1月に開催したセミナーの成果をまとめるために、参加者

各自が原稿を提出し、共同研究２と共同による特集号への編集を進めた。

共同研究１では、特に海域世界を歴史的にみる視点から成果に貢献してい

る。大陸部山地および島嶼部河川域を中心に国家中心の視点を見直し、新

しい地域の捉え方を試みるという一連のセミナーの趣旨に共鳴してきた

が、国家中心モデルの再考を海域世界から見直すことで同テーマに貢献す

ることを目指し、後景に退いてきた国家の形成が海域の移動・交易・観念

の交換、そして近年では安全保障にかかわってきたかなどが主要な関心問

題であった。東アジアと東南アジアを海でつなげ、これらのつながりの歴

史的検証をまとめつつある。 
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研究交流活動

成果 

23年 1月に開催したセミナーで報告したフル・ペーパーをもとに、各自

原稿を執筆し、共同研究２と共同にて Southeast Asian Studies特集号と

して編集・出版を進めている。特に歴史学の視点から海域世界発の東南ア

ジア地域像について論考を複数寄稿する。 

日本側参加者数  

９ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

タイ側参加者数 

１３ 名 （１４－２タイ側参加研究者リストを参照） 

インドネシア側参加者数 

１ 名 （１４－３インドネシア側参加研究者リストを参照） 

台湾側参加者数   

８ 名 （１４－４台湾側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 Ｒ－２ 研究開始年度 平成２１年度 研究終了年度 平成２３年度 

研究課題名 

（和文）アジアの脱国家領域化：ネットワーク形成と新地域再編 

（英文）Deterritorialization of the State: Transnational Network and 

New Regional Formation in Asia 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）石川登 京都大学東南アジア研究所 准教授 

（英文）ISHIKAWA Noboru, CSEAS Kyoto University, Associate Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

Chulacheeb Chinnwanno, Thammasat University, Professor 

Chang, Wen-Chin, CAPAS Academia Sinica, Researcher  

Ikrar, Nusa Bhakti, LIPI Political Studies Center, Senior Researcher 

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 タイ 
インド 

ネシア 

台湾 マレーシア 

（日本側参加者） 

計 

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

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 

2/20 2/20 1/10  5/50 

実績 9/59   1/19 10/78 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 3/30 
 

   3/30 

実績      

インド

ネシア 

<人／人日> 

実施計画 2/20  
 

  2/20 

実績      

台湾 

<人／人日> 

実施計画 2/20   
 

 2/20 

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 7/70 2/20 2/20 1/10  12/120 

実績  9/59   1/19 10/78 

② 国内での交流      0/0人 ／人日 

２３年度の研

究交流活動 

本共同研究では、東南アジアと隣接するアジア諸国において進行するト

ランスナショナリズムを「脱国家領域的ネットワーク形成」の鍵概念を中

心としながら検討してきた。22年 1月の国際セミナーの議論を基盤に、

23年 1月に二度目のセミナーを開催し、議論の深化に務めた。上記の二

集会では、人・モノ・情報などの国境を超えたフロー、ならびに東南アジ

ア島嶼部陸域と海域、大陸部東南アジア諸国間及び中国、さらには東南ア

ジアと東アジアを縦断する脱国家領域化したネットワーク形成を中心的

に討議した。今年度は、この議論をまとめて成果として刊行すべく準備を

進める一方で、トランスナショナリズムを抽象概念ではなく、徹底的な実

証研究の対象としながら、労働者、小生産物（商品）、企業体、資本、家

族・親族集団などに加えて、農業技術、自然資源管理、宗教、ジェンダー

思想から感染症などの疾病の伝播に至るまで広く国境を越えた社会的流
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動の諸相を読み解くパラダイム形成を図った。また、脱国家領域的なネッ

トワークの形成のもとで進行する、従来の国家を主体とした、領土を単位

としたものとは異なるネットワークの空間的な制度化の動態の検討を引

き続き行った。 

東南アジア社会の国家中心史観ならびに文明中心的な民族誌生産の再

考の必要性が参加者の基本的な認識として受け入れられ、新しいアジアの

脱国家領域化ならびに新地域再編の動態理解が進んだことは、二度の国際

集会の大きな成果であり、東南アジア研究のパラダイム転換にむけた実証

的な理論構築の大きな一歩を踏み出すことができた。  

今年度前半には、台湾中央研究院における若手を中心とするセミナー

(S-1)に参加し、年度後半には、台湾アカデミア・シニカにおけるセミナー

(S-4)を本共同研究が中心となって開催した。参加研究者それぞれが自身の

研究に発しつつ、東南アジア地域研究における国家社会関係のパラダイム

転換にむけた理論的議論を行う上で、次年度に新しい共同研究６を立ち上

げ、「境域」(borderland)や平地と山地を結ぶ流域社会(riverine society)

における地域再編に注目し、架境的フローの領域的実態化を検討した共同

研究２を継承しつつ、そこで生起する具体的なインターフェースの交渉や

相互関係を継承し、多元共生社会モデルを現実社会の動態から考察する。 

研究交流活動

成果 

23年 1月実施のセミナーでは、フル・ペーパーを準備して簡単なプロ

シーディングスを作成した。この成果を、共同研究１と共同にて Southeast 

Asian Studies 特集号として編集・出版する準備を進めた。 

日本側参加者数  

４８ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

タイ側参加者数 

２０ 名 （１４－２タイ側参加研究者リストを参照） 

インドネシア側参加者数 

１２ 名 （１４－３インドネシア側参加研究者リストを参照） 

台湾側参加者数   

１３ 名 （１４－４台湾側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 Ｒ－３ 研究開始年度 平成２１年度 研究終了年度 平成２３年度 

研究課題名 
（和文）東アジア成長モデルの再考 

（英文）Re-Considering the East Asian Economic Growth Model 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）水野広祐 京都大学東南アジア研究所 教授 

（英文）MIZUNO Kosuke  CSEAS Kyoto University, Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

Ikrar, Nusa Bhakt LIPI Senior Researcher of Political Studies Center 

Phonpaichit, Pasuk  Chulalongkorn University, Professor 

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 タイ 
インド 

ネシア 

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 
 

2/10 1/6 1/5 4/21 

実績     

タイ 

<人／人日> 

実施計画 2/16 
 

  2/16 

実績     

インド

ネシア 

<人／人日> 

実施計画 1/10  
 

 1/10 

実績 (1/7)   (1/7) 

台湾 

<人／人日> 

実施計画    
 

 

実績     

マレー 

シア 

(日本側参

加研究者) 

<人／人日> 

実施計画      

実績 
1/4    1/4 

インド 

(日本側参

加研究者) 
<人／人日> 

実施計画      

実績 1/5    1/5 

韓国 

(日本側参

加研究者) 
<人／人日> 

実施計画      

実績 
1/5    1/5 

フィリ

ピン 

(日本側参

加研究者) 
<人／人日> 

実施計画      

実績 
1/8    1/8 

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/26 2/10 1/6 1/5 7/47 

実績 4/22(1/7)    4/22(1/7) 

② 国内での交流    0/0 人／人日 

２３年度の研

究交流活動 

東アジアは、長く輸出志向開発主義工業化戦略がとられ、そのため生産

性・競争力第一主義が貫かれてきた。その結果、環境破壊、家庭基盤の脆

弱化、有期雇用の激増による雇用の不安定化等がもたらされ、今日、生産
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重視から生活重視への価値転換による安全・安心・安寧の社会の実現が求

められている。このような中、輸出志向開発主義工業化戦略にかわる成長

戦略として、安全・安心・安寧社会の実現に向けた発展モデルが考えられ

よう。安全・安心・安寧社会の実現が求める長期的な需要、それにむけた

技術革新、生産の発展が求められるのである。そこでは、生産性向上のた

めの旧来の供給サイドに重点をおいた政策よりも、安全・安心・安寧の社

会の実現という需要サイドの政策とそれに結びついた供給が求められる。

本研究は、東アジア社会における喫緊の課題である、低炭素社会化、バイ

オマスベース調和社会の実現、防災、及び高齢社会対応の諸問題について、

これらの問題への対処がどのように、東アジアの安全・安心・安寧社会実

現のための長期的需要につながり、それが技術革新、さらに供給体制の確

立につながり東アジアの成長戦略となるのかを検討してきた。これらの社

会の生存基盤に関わる問題に対しては、地域ごとにローカルノレッジが存

在し、地域ごとの対処がなされてきた。これらのローカルノレッッジに基

づき、イスラーム金融や華人在来金融、さらにアジアボンドマーケットな

どとの重層的社会システムを活用することにより、安全・安心・安寧の社

会の実現のための成長戦略を描くことをめざす。さらに、日本の農林業の

衰退とアジアの森林破壊という問題に対し、アジアと日本の農林業の共存

という解決策を模索する。これは、生存基盤科学を東アジア発展のモデル

に結合させようとする萌芽的ではあるが野心的な試みであり、その学問

的・実践的価値は高い。本年度は、こうした視点も交えて 10月に韓国と

の共催で、グリーン東アジア、グリーン ASEAN などの概念を中心した

S-2 を開催するとともに、3 月にはワークショップを開催し、東南アジア

における安心・安全・健康という地域住民の必要に根ざした、短期のみな

らず、中長期の需要に基づく経済発展モデルを各国から検証するべく議論

を行った。 

研究交流活動

成果 

3月のワークショップをベースに、3年間の成果を英文書にまとめるべく

準備を進めている。 

日本側参加者数  

４０ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

タイ側参加者数 

８ 名 （１４－２タイ側参加研究者リストを参照） 

インドネシア側参加者数 

２１ 名 （１４－３インドネシア側参加研究者リストを参照） 

台湾側参加者数   

１ 名 （１４－４台湾側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 Ｒ－４ 研究開始年度 平成２２年度 研究終了年度 平成２４年度 

研究課題名 
（和文）東南アジアの政治経済的ローカル・パワーの変容 

（英文）Transformative Politico-Economic Powers in Local Southeast Asia 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）岡本正明 京都大学東南アジア研究所 准教授 

（英文）OKAMOTO Masaaki, CSEAS Kyoto University, Associate Prof. 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

Viengrat Nethipo・Chulalongkorn University・Lecturer 

Alan Hao Yang・National Chengchi University・Assistant Research Fellow 

Ikrar Nusa Bhakti・LIPI・Senior Researcher 

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 タイ 
インド 

ネシア 

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 
 

2/10 2/10  4/20 

実績 1/6   1/6 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 2/20 
 

  2/20 

実績     

インド

ネシア 

<人／人日> 

実施計画 1/10  
 

 1/10 

実績 3/28   3/28 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 2/20   
 

2/20 

実績     

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/50 2/10 2/10  9/70 

実績 3/28 1/6   4/34 

② 国内での交流    0/0 人／人日 

２３年度の研

究交流活動 

共同研究４「東南アジアの政治経済的ローカル・パワーの変容」は、二

つのことを明らかにすることを目指してきた。一つ目は、経済自由主義が

いまだに幅をきかせる中、中国とインドが経済的、そして政治的に台頭す

ることで、東南アジアの地方レベルの政治経済権力構造がどのように変容

し、また、政治経済権力を掌握・維持するネットワークがどのように変容

しているのかという点である。中国やインドという新たな巨大マーケット

への参入機会の拡大が確実に東南アジアの地方でも新たな政治経済アク

ターを生み、政治経済権力のパワーゲームの変容をもたらしている。とり

わけ、首都圏や中国との国境地帯やパーム油など中国・インド向け市場商

品生産地帯でそのことがいえる。こうした地域での実証的研究を進めた。

二つ目は、地球温暖化対策、脱化石燃料対策を典型とする環境保護政策が

地方の政治経済にどのような影響を与えているかということである。東南

アジアが熱帯、亜熱帯地域に位置することから、CO2排出権取引、REDD

＋などにより森林の重要性が顕著になり始めている。また、バイオ燃料の
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製造のためにアブラヤシ、サトウキビなどの商品作物栽培が拡大してい

る。その結果、グローバル資本の関心が都市部ではなく農村部に直接向か

っている。タイ、フィリピン、インドネシアのように地方分権化が進んで

いるような地域では、そうしたグローバル資本は直接、中央政府を介さず

に地方の政治経済アクターと交渉する可能性があり、また、国家能力の乏

しいミャンマーでもグローバル資本と地方の政治経済アクターは安易に

結託するであろう。その結果、地方での政治経済権力構造は大きく変わっ

ている可能性がある。本共同研究では、こうしたダイナミックな政治経済

変動を実証的に分析し、首都を離れた政治の重要性を明らかにしつつあ

る。 

5月に京都でワークショップを行い、6月にはバンコクで日本側参加者、

タイ側参加者、インドネシア側参加者による共同調査を実施した。更に、

同月と 7月に京都で国際ワークショップを開催した。 

研究交流活動

成果 

本年度、一連のワークショップやセミナー、共同調査から分かったこと

は、まず、バンコクはタイの首都でありながら、その地方政治研究はほぼ

皆無に近く、インドネシアの首都ジャカルタやマレーシアの首都クアラル

ンプールの地方政治研究と同様に蓄積がないことである。それゆえ、本共

同研究を通じて、東南アジアの首都の地方政治研究を展開することは画期

的である。また、宗教やエスニシティといったアイデンティティーによる

社会的亀裂に加えて、経済的格差に伴う社会的亀裂が地方レベルで政治的

意味を持ちつつあることが分かった。しかし、マスとしての中産階層の台

頭もあることから、階層のポリティクスが地方政治を理解する決定的な要

素とも言い切れない。この点を考慮して更に研究を進める必要がある。ま

た、もう一つ明らかになったことは、グローバル化などの外部要因だけで

なく、そもそも東南アジア諸国が中進国化しつつあるなかで、教育・保健

のみならず、低所得者層、高齢者層などを対象とした再分配の政治が生ま

れつつあることである。 

日本側参加者数  

１８ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

タイ側参加者数 

６ 名 （１４－２タイ側参加研究者リストを参照） 

インドネシア側参加者数 

１３ 名 （１４－３インドネシア側参加研究者リストを参照） 

台湾側参加者数   

６ 名 （１４－４台湾側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 Ｒ－５ 研究開始年度 平成２３年度 研究終了年度 平成２５年度 

研究課題名 
（和文）アジア諸流域における統合的な河川管理 

（英文）Study on Integrated River Basin Management in Asia 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）甲山治 京都大学東南アジア研究所 准教授 

（英文）KOZAN Osamu, Associate Prof., CSEAS Kyoto University 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Dian Sisinggih, University of Brawijaya, Indonesia 

Kristina Toderich, Uzbekistan Science Academy 

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 タイ 
インド 

ネシア 

ウズベキスタン 

(日本側参加者) 
マレーシア 

（日本側参加者） 

計 

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

日本 

 <人／人日> 

実施計画 
 

2/20 2/20 2/20  6/60 

実績    1/9 1/9 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 2/14 
 

   2/14 

実績      

インドネシ

ア 

<人／人日> 

実施計画 3/21  
 

  3/21 

実績 1/9    1/9 

ウスベキス

タン 

（日本側参

加者） 

<人／人日> 

実施計画 2/14   

 

 2/14 

実績 
     

合計 

<人／人日> 

実施計画 7/49 2/20 2/20 2/20 2/20 13/109 

実績 1/9    1/9 2/18 

② 国内での交流       0/0 人／人日 

２３年度の

研究交流活

動 

共同研究５「アジア諸流域における統合的な河川管理」では、三つのこ

とを明らかにすることを目指している。一つ目は、気候変動に関する関心

が高まる中、洪水や渇水、台風などの水災害の発生メカニズムに関して、

グローバル及びローカルのデータを用いて解析を行う。近年水災害が頻発

するようになったといわれることから、対象とする河川の解析に関して

様々なデータを用いて解析を行うこと。二つ目は、現場レベルにおける水

災害を調査するとともに、農地化やダム建設などの人為的な影響が河川に

及ぼす影響に関して解析を行う。人為的な影響の評価は検証が難しいこと

から、コンピューターを使った数値計算を用いて影響を評価すること。三

つ目は流域河川管理をめぐる、政治学・経済学的な影響の評価を行うこと。

自然現象や人為的な影響に加えて、国際的な政治情勢や経済情勢が流域河

川管理に与える影響を統合的に解析している。 

 アジアの河川は多様であるため、対象とする問題も多様である。具体

的には、タイにおいてはアジアモンスーンや台風などのサイクルを、イン
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ドネシアにおいてはエルニーニョなどの広域な大気海洋相互作用及び土砂

管理を、ウズベキスタンでは水不足および国際河川管理のコンフリクトを

ターゲットとして解析を進めている。ウズベキスタンは中央アジアの中心

部に位置し，アムダリア川とシルダリア川という国際河川の管理に中心的

な役割を果たしてきた地域である。東南アジアには中国・ラオス・タイ・

ベトナムを流れるメコン川をはじめとする国際河川が多数存在し，中央ア

ジアにおける水管理の事例は東南アジアにおいても非常に重要である。こ

うした理学、工学、政治学的な研究アプローチを用いて、アジア諸流域に

おける水問題を分析し、統合的な河川管理を提案すべく、本年度は、イン

ドネシア、タイ及びウズベキスタンの研究者との現地における交流を進め

てきた。そこでは、河川の管理に関するデータ整備が不十分であり、デー

タが不足する地域においては河川情報を推定する必要があることが明らか

になった。  

研究交流活

動成果 

上記の点に着目して打ち合わせを行った後、本共同研究参加者に各自のテ

ーマに沿ってペーパーを書いてもらい、24年度にはセミナーを開催し、成

果に向けて準備を行う。 

日本側参加者数  

１５ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

タイ側参加者数 

０ 名 （１４－２タイ側参加研究者リストを参照） 

インドネシア側参加者数 

３ 名 （１４－３インドネシア側参加研究者リストを参照） 

台湾側参加者数   

０ 名 （１４－４台湾側参加研究者リストを参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

１０－２ 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研究教育拠点事業「CAPAS-CSEAS

若手東南アジア研究者のためのワークショップ」 

（英文）JSPS Asian CORE Program「CAPAS-CSEAS Workshop 

for Young Scholars of Southeast Asian Area Studies」 

開催時期 平成２３年８月９日 ～ 平成２３年８月１１日（３日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）台湾 台北 台湾中央研究院 

（英文）Academia Sinica, Taipei, Taiwan 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）速水洋子 京都大学東南アジア研究所 教授 

（英文）Hayami, Yoko Professor, CSEAS Kyoto University 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

林正義 台湾中央研究院アジア太平洋地域研究センター センター長 

Lin, Chengyi  Executive Director, CAPAS, Academia Sinica, 

Taiwan 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国（台湾） 

日本 

<人／人日> 

A. 7/28 

B.  

C.  

タイ 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 1/5 

 

インドネシア 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 2/12 

 

台湾 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 9/27 

韓国 

(日本側参加者研究者） 

<人／人日> 

A. 1/6 

B.  

C.  

マレーシア 

(日本側参加者研究者） 

<人／人日> 

A. 1/5 

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. 9/39 

B.  

C. 12/44 
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A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（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。） 

セミナー開催の目的 特に近年盛んになっている台湾における東南アジア研究を後押し

することを念頭に、東南アジア各国の若手をも招いて、ポスドク研

究者を中心とする若手研究者の養成セミナーを開催する。東南アジ

アおよび東アジアに将来を担う研究者のネットワークを広げるこ

と、東南アジア研究の現在と将来の課題を議論し問題意識を共有す

ることを目的とする。そのために、本事業の共同研究のテーマを中

心に関心をもつ若手研究者を参加研究者が推薦によって各国から

招き研究発表を行い、これに台湾と日本を中心に参加研究者がコメ

ントをする。 

セミナーの成果 台湾の若手研究者の参加数が当初の予想を上回ったため、最終日

に台湾からみた東南アジアという新たなセッションを加え二日間

のセミナーを三日間に拡大した。発表者は事前にペーパーを送って

いたため、これが冊子として配布された。この中から若手の論文が

CAPAS の定期刊行誌に掲載される予定であり、また、参加した若

手研究者のセミナーへの応答を報告としてまとめる予定である。 

 交流の成果として、タイ、インドネシア、韓国及びマレーシアの

トップクラスの研究者が台湾との交流を深める機会となり、ネット

ワークが強化された。また、プロシーディングスを刊行した。 

セミナーの運営組織 台湾中央研究院・アジア太平洋地域研究センター国際交流室 

京都大学東南アジア研究所研究支援室 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  外国旅費        金額 1,006,231円 

    消費税              75,527円 

                合計 1,081,758円 

タイ側 内容  外国旅費        金額    35,000円 

                合計    35,000円             

インドネシア側 内容  外国旅費        金額    68,000円 

                合計    68,000円    

台湾側 内容  国内旅費        金額  350,000円 

    会議費             770,000円 

                合計 1,120,000円 
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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. 4/7 

B.  

C. 11/22 

 

タイ 

<人／人日> 

A. 5/5 

B.  

C.  

 

インドネシア 

<人／人日> 

A. 2/2 

B.  

C.  

フィリピン 

インドネシア側 

参加者研究者） 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 1/5 

中国 

(インドネシア側 

参加者研究者） 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 1/5 

韓国 

(日本側参加者研究者） 

A. 2/10 

B.  

<人／人日> C.  

整理番号 S－2 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「ASEANにおけ

るグリーンとライフ；東アジアにおける共存と持続可能性」 

（英文）JSPS Asian CORE Program「Green and Life in ASEAN: 

Coexistence and Sustainability in East Asian Connections」 

開催時期 平成２３年１０月２８日 ～ 平成２３年 １０月３０日（３日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本 京都市 稲盛財団記念館 

（英文）Inamori Memorial Hall, Kyoto, Japan 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）水野広祐 京都大学東南アジア研究所 教授 

（英文）Kosuke Mizuno Professor, CSEAS Kyoto University 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 
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シンガポール 

(インドネシア側 

参加者研究者） 

<人／人日> 

A. 1/1 

B.  

C.  

マレーシア 

(インドネシア側 

参加者研究者） 

<人／人日> 

A. 2/2 

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. 16/27 

B.  

C. 13/32 

 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（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。） 

 

セミナー開催の目的 共同研究３については、本年度からの新たな枠組みを議論し、共

同研究４については、前年度 12 月のセミナーを継承して合同で議

論する。特に、韓国の ASEANへの一層深まるコミットメントを反

映し、日本・韓国・東南アジア諸国の研究者の交流の場とする。緑

の ASEAN：東アジア連携における平和と持続性のための制度設

計、というテーマのもとで、東アジア共同体、食糧、森林、安全保

障などのサブテーマを中心に組んだプログラムによるシンポジウ

ムとする。 

これは、東南アジア研究所と韓国東南アジア学会が行ってきた交

流の一環であり、本事業が共催する。このセミナーでは、共同研究

３の「東アジア成長モデルの再考」が考察してきた東アジア共同体

などの東アジア諸国の連携協力を、韓国の ASEANへの一層深まる

コミットメントとの関係の中で考察する。この共催は、東アジア共

同体の考察、さらに東アジア成長モデルのオルタナティブの考察に

貢献すると考えられることから、共同研究３が積極的に参加するも

のである。 
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セミナーの成果 2日間で 32のペーパー発表があり、幅広いテーマに関して大変濃

密な議論が展開された。グリーンの問題では、気候変動への脆弱性

として、バンコクにおける大規模な洪水について集中的に議論さ

れ、タイムリーな議論となった。また、ライフに関しては、社会保

障について、在地のケアシステムを家族や地域社会の役割として議

論し実証的な多くの研究成果が示された。 

これらは、東南アジアの社会保障制度を、福祉国家の概念から不

十分さを強調する従来の議論とは異なり、むしろ相対的小さな政府

の役割における在地の社会保障のあり方をしめすものとして注目

された。さらに、香港の移民労働者に関し、近年移民労働者による

語り、あるいは積極的な社会運動について多くの議論がなされ、従

来の移民労働者の不十分な労働条件や、出身社会に対する影響を中

心的に議論して来た研究とは大きく異なる議論がなされた。この問

題との関連でも、社会運動における韓流の議論は注目された。 

セミナーの運営組織 京都大学東南アジア研究所研究支援室 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  国内旅費        金額   484,820円 

    謝金              139,000円 

     消耗品              89,061円 

        会議費             198,330円 

    保険料              4,120円 

    消費税               6,826円 

             合計  922,157円 

タイ側 内容  外国旅費        金額   325,000円 

                合計   325,000円             

インドネシア側 内容  外国旅費        金額   441,000円 

                合計   441,000円    
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整理番号 S－3 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「東南アジアにお

ける人的風景の変容」 

（英文）JSPS Asian CORE Program「The Transformations of 

Human Landscape in Southeast Asia」 

開催時期 平成２３年１１月２２日 ～ 平成２３年 １１月２７日（６日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）タイ メーサイ メコンデルタブティックホテル 

（英文）Thailand, Mae Sai, Mekong Delta Boutique Hotel 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）速水洋子 京都大学東南アジア研究所 教授 

（英文）Hayami, Yoko Professor, CSEAS Kyoto University 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

ウクリット・パタマナーン チュラーロンコーン大学 准教授 

Ukrist Patamanand Chulalongkorn University, Associate 

Professor 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ タイ ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 3/18 

B. 10/65 

C. 1/6 

 

タイ 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 4/22 

 

インドネシア 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 2/16 

シンガポール 

(日本側参加者研究者） 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 1/5 

 

合計 

<人／人日> 

A. 3/18 

B. 10/65 

C. 8/49 

 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（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 本セミナーは、京都大学東南アジア研究所で毎年行う「東南アジ

アセミナー」と共催してタイで開催するものである。セミナーは毎

年 5日間、特定のテーマに関する研究者による講義とディスカッシ

ョン、若手の発表を行う。本年度は場所をタイに移し、ほぼ同様の

形で行うが、その目的はタイを中心とするポスドクレベルの若手研

究者の交流と育成である。人的風景の変容は、まさにタイが経験し

ている激しい人の移動を背景に、同地域の変容を身近に見聞しつつ

議論することである。また、この議論を通じて最終年度となる共同

研究２を今後本事業においてどのように継承するかを議論する。 

セミナーの成果 タイで開催した今回のセミナーは、東南アジア研究所の年次セミ

ナーと共催することにより、本事業の若手参加研究者の教育研究交

流を促進するとともに、新たな若手を発掘することができた。これ

が本セミナーの最大の成果であり、優秀な若手研究者のプールとネ

ットワークの拡大を実現できた。これに加えて、受講後の考察とし

て受講者自らの研究と今回のセミナーのテーマとのかかわりにつ

いて文章を集め、講演者の講義内容とともに収録する報告書をワー

キングペーパーとして作成する準備を進めている。 

セミナーの運営組織 チュラーロンコーン大学アジア研究所 

京都大学東南アジア研究所研究支援室 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  外国旅費        金額 1,203,550円 

    消費税              52,842円 

                合計 1,256,392円 

タイ側 内容  外国旅費        金額  250,000円 

        会議費             100,000円 

                合計  350,000円             

インドネシア側 内容  外国旅費        金額    65,000円 

                合計    65,000円    
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整理番号 S－4 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「東南アジアにお

けるインターフェース、交渉、相互作用」 

（英文）JSPS Asian CORE Program「Interface, Negotiation, and 

Interaction in Southeast Asia」 

開催時期 平成２４年２月２８日 ～ 平成２４年２月２９日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）台湾 台北 台湾中央研究院 

（英文）Academia Sinica, Taipei, Taiwan 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）速水洋子 京都大学東南アジア研究所 教授 

（英文）Hayami, Yoko Professor, CSEAS Kyoto University 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

林正義 台湾中央研究院アジア太平洋地域研究センター センター長 

Lin, Chengyi  Executive Director, CAPAS, Academia Sinica, 

Taiwan 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ 台湾 ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 7/28 

B. 1/3 

C. 2/9 

 

タイ 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 2/11 

 

インドネシア 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 1/4 

 

台湾 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 5/10 

シンガポール 

(日本側参加者研究者） 

<人／人日> 

A. 1/7 

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. 8/35 

B. 1/3 

C. 10/34 
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A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（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。） 

セミナー開催の目的 主題となるテーマについて、これまで各共同研究で何を議論してき

たかを発表し、本事業の議論の進展を顧み、次年度以降の本事業の

共同研究を見据えて議論をするために、各相手国から主要参加研究

者が集合してセミナーを行う。 

セミナーの成果 今回の成果は、インターフェースと交渉というやや抽象的なテー

マでどのような議論が可能であるか、いくつかのテーマクラスター

が少しみえてきた点である。一つ目は、生態のインターフェースが

グローバルな商品経済のなかでどのような意味をもつのか、二つ目

は、境域における文化活動、特に宗教活動に関するもの、そして、

三つ目は、研究者として他者表象のあり方を考察するもの、である。

それぞれについて議論も活発に行われ、クラスターごとに来年度議

論を続けることを確認した。 

公開する成果は、最終年度に開催する仕上げの会合ののちに準備

する。今回は、参加者の発表を相互に参照し合えるように、各参加

者の論文草稿をメーリングリストにて回覧する。 

セミナーの運営組織 台湾中央研究院 アジア太平洋地域研究センター 国際交流室 

京都大学東南アジア研究所研究支援室 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  外国旅費        金額   708,300円 

    消費税               31,139円 

                合計   739,439円 

タイ側 内容  外国旅費        金額   140,000円 

                合計   140,000円             

インドネシア側 内容  外国旅費        金額    32,000円 

                合計    32,000円    

台湾側 内容  国内旅費        金額  169,000円 

    会議費             326,000円 

                合計   495,000円          
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１０－３ 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> 

タイ 

<人／人日> 

台湾 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  3/12  3/12 

実績  1/3 1/3 

合計 

<人／人日> 

実施計画  3/12  3/12 

実績   1/3 1/3 

②  国内での交流     0/0  人／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 

京都大学東南アジ

ア研究所・教授 

水野広祐 

台湾・台北・

台湾中央研

究院 

平成 24 年 2

月 28日-3月

1日 

平成 24 年度以降の当事業の進め方に関

する打ち合わせ 

 

 

１１．平成２３年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 1,436,060  

外国旅費 4,018,673  

謝金 144,000  

備品・消耗品購入費 1,719,879  

その他経費 2,232,433  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

195,955  

計 9,747,000  

委託手数料 974,000  

合  計 10,721,000  
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１２．四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 503,502 2/19 

第２四半期 1,680,898 11/67 

第３四半期 2,341,849 30/119 

第４四半期 5,220,751 14/69 

計 9,747,000 57/274 

 

１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

タイ 850,000 
[  THB  ] 

329,000 

インドネシア 680,000 
[   IDR  ] 

75,700,000  

台湾 1,615,000 
[  NTD   ] 

585,000 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 


