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 総合的評価  

 

評  価 

 Ａ 想定以上の成果をあげつつあり、当初の目標の達成が大いに期待できる。 

 Ｂ 想定どおりの成果をあげつつあり、現行の努力を継続することによって目標の達成

が概ね期待できる。 

 Ｃ ある程度の成果をあげつつあるが、目標達成のためには一層の努力が必要である。 

 Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、目標の達成が期待できないため、経費の減額または

中止が適当であると判断される。 

コメント 

 

きわめて多様な活動を活発に展開してきており、成果も顕著なものがあるが、研究交流

課題として設定された「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構

築」と、これらの活動等との関係が不明確である。そもそも、「東南アジアでは多民族多

文化が共存共栄する世界を築いてきた」、東南アジアの「弱い国家」といった「事実認識」

の問題があり（例えばミャンマーの少数民族やタイ南部のムスリムの迫害、強い国家シン

ガポールやミャンマー、かつてのインドネシア等をどう考えるのか）、それもあって研究

課題そのものの理解が難しい。「共存共栄」や「弱い国家」が「事実」として受け入れ可

能だとしても、これらは歴史的に形成されたものであるのに対して、「東南アジア発展モ

デル」は 20 世紀末から将来にかけての問題関心であり、歴史と現在進行形の問題関心と

の関係が十分には説明されていない。「多民族多文化」が「共存共栄」する東南アジアで

は「文明共生」がすでに成っており、それがアジアにとって参考となる発展モデルだとす

るのか（「国際協調・文明共存の可能態として世界が倣うべき先例」（進捗状況報告書）1

ページ）、あるいはこれまでの東南アジアの「文明共生」はグローバル化の中で新局面を

迎えており、これまでとは異なる「発展モデル」を考える必要があるということなのか（「い

ずれの［共同研究］テーマも本事業のテーマであるグローバル化時代の文明共生の在り方

を再考し、東南アジアのオルタナティブな社会発展モデルの構築に貢献するものである」

（進捗状況報告書）8 ページ）――このどちらに研究課題の軸足がおかれているのかを明

確にして事業参加者の間で研究課題の認識を共有し、少なくとも一部の共同研究やセミナ

ーでこれに関係する問いかけがなされるべきである。 

最終的には 6 つの共同研究が運営され、多数のセミナーが日本（京都）とタイ、インド

ネシア、台湾で開催される。しかし、当初の研究交流目標である「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提示する」、それも、日本と東南アジア

諸国の研究者だけではなく、台湾・韓国の研究者の参加も得てモデルを提示する道筋を、

もう少し明確に示してほしい。具体的には、現在の共同研究における総花的なテーマを絞

り込み、少なくとも 5 つくらいの中項目に集約して、共同研究の成果を示してほしい。 

本事業の特徴であり、また、主催者側が意欲的に取り組んできた課題は、若手研究者相

互間の交流とセミナーでの彼らの自主的な企画への支援である。その学術的研究の成果に

ついては、国際的なレフリードジャーナルの編集部からはただちに承認されない、「仕掛

品的作品」も多数あると想定される。そういう未完成ではあるが、今後の研究の進展に貢

献しうるような『論文集』を、もっと企画してもよいのではないか。 

 



なお、本課題では、多言語ウェブジャーナル（Kyoto Review of Southeast Asia）を情

報発信の手段とすると同時に、学術誌『東南アジア研究』の国際化（独自の英文ジャーナ

ルの刊行）も目指している。「情報発信力の強化」は日本側拠点機関がもっとも力を入れ

ている活動のひとつであり、かつ本課題の推進・継続にとっても大きな意味を持つもので

ある。その点から言えば、Kyoto Review of Southeast Asia の一層の充実化を望みたい。

ウェブサイトを見る限り、過去の発信は必ずしも定期的ではなく、また表紙の本年 2 月

14 日付け追悼文により亡くなったことが分かる旧編集者の名前が依然としてウェブに残

っている等は改善が待たれる。北東アジアの研究者を含めた研究教育拠点の「唯一の共通

コミュニケーション手段（情報発信手段）」が、結局は「英語」になるのはいかにもさび

しい。多言語ウェブジャーナルという試みがある以上、研究教育拠点の新たなコミュニケ

ーション手段として、「英語以外の多言語方式」を発展させてほしい。国際化＝英語化と

いう議論が日本社会で支配的な現在、独自の「東南アジア社会発展モデル」を追究する本

課題においては、「多言語による交流」の可能性を、ぜひ探ってほしいと考える。 

 

本計画のこれまでの成果については十分課題が達成されているとはいいがたく、今後の

研究活動については計画それ自体が不在といっていい。しかしながら、平成 21 年度採用

の 5 課題のうち文系は本課題のみであり、平成 18 年以降でも文系は本課題を含めた 2 課

題しかない。したがって、文系の課題ということの意義は大きい。共同研究、他機関、他

分野、他国の研究者間での共同研究の基礎のない文系の中で、こうした気宇の大きい計画

を展開できるのは、長年にわたる上述の経験をふんだ当該研究所だけであろう。文系プロ

ジェクトとして本課題に果敢にかつ積極的に応募した本研究所の意図を評価する。また、

文系のプロジェクトの場合、その成果は計画修了後、数年後に公表されるのが常であり、

本課題のようなきわめて広域、多様な研究内容の場合、中間段階でその成果と波及効果を

簡単に問うことは難しい。したがって、中間報告書のみで低い評価とするのはいまだ倉卒

である。 

 

平成 18～23 年に採択された 27 課題のうち、東南アジアと東アジアないし南アジアを跨

ぐ複数相手国を包摂して計画された 6 つの交流課題のひとつであり、それも人文社会系で

採択された 4 課題のうち、唯一東南アジアと東アジアの拠点機関を架橋する課題である。

野心的な課題だけに、その責任は重く外部の注目度も高い。「目標達成のためには一層の

努力が必要である」ことを熟知し、責任と外部からの注目度に応える進展と成果を、今後

の 3 年間に期待したい。 

 



１．これまでの交流を通じて得られた成果  

 

観  点 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠点

の構築」の観点から成果があがっているか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されているか。 

・研究交流活動の成果から発生した波及効果はあるか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果があがっている。  

■ 概ね成果があがっている。  

□ ある程度成果があがっている。 

□ 成果があがっているとは言えない。 

コメント 

 

従来、この課題は日本とタイの二国間で実施され、それなりの研究成果をあげてきた。

ただし、二国間の研究交流事業は、若手研究者の育成や研究教育拠点の構築の観点から

すると、特定の国、さらには特定国の中の特定の大学や研究機関に交流相手が偏ってし

まうという弊害が生まれる。また、二国間の場合には信頼関係を作りやすく、安定的な

事業展開が期待できる半面、事業内容がマンネリ化するという欠点もある。 

本課題は、日本とタイの二国間関係を、インドネシア、台湾に広げて、マルチの「研

究教育拠点の構築」を目指したもので、東南アジアに北東アジアの研究者を加えたこと

は、非常に重要な試みだと考える。「若手研究者の養成」「研究拠点の構築」のそれぞれ

に活発に取り組んでおり、過去 2 年間の成果にも顕著なものがある。従来の 2 拠点間の

交流に比べ、台湾を含む 4 拠点間の交流事業は、意思の疎通や組織化の面で格段と困難

を伴うと予想されるが、これまでのところ交流事業は順調に進展していると評価でき

る。また、計画によると、今後は韓国の研究者も参加し、「東南アジア社会発展モデル」

をめぐって、日本、タイ、インドネシアだけではなく、台湾、韓国の研究者が参加する

ことになっており、これは新しい研究交流の方向性を示しているので、高く評価したい。

各セミナーにおいては、若手研究者の企画の自主性と報告機会の確保が担保されてお

り、この点も高く評価することができる。研究業績の量と質にも見るべきものがある。

若手研究者の交流に参加したものがセミナーを計画し、あるいは『東南アジア研究』に

論文を寄稿したりしていることも、交流計画がもたらした波及効果として評価できよ

う。 

 

問題は「学術的側面」である。上で評価した諸活動は、個々の活動としてはその実績

を高く評価できるとはいえ、これらが全体テーマ「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構築」とどのように関係し、5 年間で事業が終了したあとの

モデル構築とどのように結びつくのかの方向性が見えてこない。 

東南アジア研究は他地域にくらべ、地域間研究協力には長い伝統があるが、本拠点計

画では、広域アジアに東南アジア社会発展モデルを適応できるかに研究の主眼をおく。

この点については、台湾、韓国の主要研究所とのネットワークを作ることができた。今

後は、インドとの関係についても考慮してはどうか。 



4 研究計画が立案され、いずれもネットワーク、ボーダーレス、地方化を文明の共生

の中に求めようとする極度に現代的、かつ野心的な案である。しかし、その成果はきわ

めて抽象的であるか、あるいはばらばらの事例提示にとどまることが容易に想像され

る。なぜなら、ネットワーク、ボーダーレス、地方化がすぐれて現在的な主題といって

も、東南アジア研究においては、すでに数十年にわたって議論された課題である。にも

かかわらず、なお ASEAN 的世界でのモデル化は作り得たが、それが東アジア、南アジア

に展開できる論理的枠組みがない。それは東アジア、南アジアがそれぞれ東南アジアと

異なる歴史文明、環境をもち、それぞれに形成された文化（社会を含めて）は固有な価

値をもつとするのが、これまでの地域研究であり、東南アジア型モデルを他世界に適応

させるという発想は、まったく従来の地域研究的ではない。安易に東南アジア型モデル

が一般化するとは考えられない。したがって、本計画の進展のためには、地域研究のあ

り方への本質的な批判が必要である。計画策定者にその意図があるかがそもそも疑問で

あるが、同時に動員される多様な地域、研究者、ディシプリンに、はたして以上の主旨

が認識されているものかどうかはなはだ疑問である。実際、新たな理論的枠組みがあり、

それを裏付ける実証的な研究があり、積極的な議論が異種、異社会の研究者同士の中で

展開されたとはいいがたい。 

 

また、多数の共同研究の実施とセミナーの開催、そして、協力研究者を含めるとじつ

に 83 名の人的資源を動員している割には、その直接の研究成果が余りに少ない。研究

成果を本や雑誌の「特集号」の形で刊行することも大切であるが、まず目指すべきは、

個々の研究者が自分の分野で研究成果を、英語、自国語を問わず発信することである。

巨額の公費を使う以上、拠点機関の参加者（とくに旅費を支出した研究者）に対しては、

日本、タイ、インドネシア、台湾を問わず、一人最低１本以上の学術論文の執筆を義務

付けるべきではないか。 

広域アジア全体での若手交流育成では、東南アジアや台湾での短期間のセミナー開催

にとどまり、参加者数も少なく、従来の当該研究所の活動の延長上にあるもので、本計

画の成果とはいいがたい。 

 

 



２．研究交流活動の実施状況 

 

観  点 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適

切に計画し、実施しているか。 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であるか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されているか。 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されてい

るか。 

 

評  価 

□ 想定以上に効果的に実施されている。  

□ 概ね効果的に実施されている。  

■ ある程度効果的に実施されている。  

□ 効果的に実施されているとは言えない。 

コメント 

 

初年度である平成 21 年度のインドネシアでのセミナーと、京都大学での国際セミナ

ー、2 年度目の平成 22 年度のタイでのセミナーと、京都大学での 2 度の国際セミナー、

そして 3 年度目の平成 23 年度の台湾でのセミナー開催の予定、共同研究の成果の発表

というように、セミナーの場を通じた「研究者交流」は着実に進められており、とくに

若手研究者に参加の機会を提供している点は、評価できる。 

 

共同研究とその成果の発表については、本課題の目的である「東南アジアの歴史発展

経路をふまえ、弱い国家を下支え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提

示する」を反映する形で、じつに多岐にわたっているが、共同研究①②③④の相互関係

が必ずしも明確でない。また、テーマが余りに多く、「祭りの夜店」的状況を呈してい

るので、もう少し研究テーマの絞り込みと相互の関連づけが必要と感じた。事実上①「ア

ジア太平洋を結ぶ七つの海の動態」と②「アジアの脱国家領域化：ネットワーク形成と

新地域再編」は合同でセミナーほかを展開している。しかも、報告書によるかぎり、実

際のシンポジウムは平成 21 年に台湾で開催されたものと、22 年に開催された 2 回のみ

であり、その 2 回がいずれも、23 年のジェームズ・スコット教授を招聘するシンポジウ

ムへの準備であるとされる。4 つの共同研究で出発した事業において、なぜ複数の共同

研究間で合同セミナーを開催する必要性が生じたのか、それも事業立ち上げ初年度から

なぜそのような共同開催が学術的側面からみて必要であったのかの説明がなく、平成 23

年 1 月のセミナーにジェームズ・スコット氏を招聘したことが、準備会議を含めて繰り

返し強調されているが、その意図もよく分からない。スコット氏が世界的に著名な研究

者であることは改めて言うまでもないが、スコット教授の zomia 議論のケーススタディ

の紹介として、シンポジウムが開催されることが適当であるかはともかく、そのシンポ

ジウムの準備のために 2 年が消費されるというのはいかがなものであろうか。また、彼

はあくまで「ゲスト・スピーカー」であり、主催者である拠点関係者の研究面でのリー

ダーシップをもっとアッピールすべきであるように感じた。以上の 2 計画はいまだ成果



がでていないとするべきであろう。③の「東アジア成長モデルの再考」はほとんどなに

もされていない。22 年のシンポジウムも①と②との共同開催であり、各国からのエコノ

ミストが輸出依存型ではない、社会資本の利用を論議されたとあるが、これが①、②と

どのように連関するのか、疑問をもたざるをえない。それ以外の成果はすべて 23 年計

画にゆだねられている。④の「東南アジアの政治経済的ローカルパワーの変容」はもっ

とも成果をあげている計画に思える。なによりグローバル化にともなう地域の活動家の

変質を考えるというテーマが斬新であり、グローバリズムの中に生きる地域研究にもっ

ともふさわしい問題設定である。しかし、現実には各地の社会科学研究者に社会活動に

ついての情報を紹介してもらったにすぎず、拠点としての主体的な研究内容とはいえな

い。また、新たに付け加えられた⑤の「アジア諸流域における統合的な河川管理」の学

問的必要性の説明も決して十分ではないため、益々全体テーマと個々の活動との関係性

が見えにくくなっている。 

以上、ある程度の活動はあったが、事業主旨に応えた成果とはいえない。 

 

事業の実施体制については、一部拠点機関においてコーディネーターの交代があった

が、十分な引継ぎが新旧コーディネーターの間で行なわれているとのことで、問題はな

いと判断される。 

拠点形成は拠点機関間だけでなく、各拠点機関がおかれた国における東南アジア研究

の拠点形成が図られることが望ましい。この意味で、台湾からの事業参加者が圧倒的に

Academia Sinica 研究員であり、協力機関もないことの是非の検討が必要であろう。 

 

経費の執行については、概ね妥当と判断されるが、評価は困難である。共同研究、セ

ミナー、研究者交流のための派遣や受入のための旅費等の金額が二つの年度間で大きく

異なり、その意味するところについての情報が必要であった。 

 

相手国側拠点機関からのマッチングファンドは存在するが、「対等な費用負担」とは

言い難く、より一層の努力が必要である。 

 

 



３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 

・目標達成に向けた計画が具体的であり、かつ実現性の高い内容となってい

るか。 

・今後の課題がある場合には、それを検討し、適切に対応しているか。 

・経費支給期間終了後も、当該分野における国際研究教育拠点として継続

的な活動を行うネットワーク構築が期待できるか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果が期待できる。  

□ 概ね成果が期待できる。   

■ ある程度成果が期待できる。  

□ 成果が期待できない。 

コメント 

 

説明されている計画は具体的であり、きわめて実現性の高い内容となっている。検討

されている今後の課題とその解決策も、言及されているものについては納得のいくもの

である。 

平成 23 年度は 2011 年 8 月に台湾で大規模なセミナーを予定していること、同年 10

月には京都に韓国の東南アジア研究者を招聘してセミナーを開催する予定であること、

また、同年 11 月にはタイで京都大学東南アジア研究所との共催でセミナーを予定して

いること、平成 24 年度は再びインドネシアで、最終年度の平成 25 年度は京都で最後の

総括会議を開催する予定であることから、今後もセミナーの開催と研究交流の推進につ

いては、具体的な進展が望める。 

ただし、これまでの評価で述べてきたように、全体テーマ「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構築」が「中間評価（計画調書）」で一切取り上

げられておらず、「我が国において先端的かつ国際的に重要と認められる研究課題」と

して設定された本事業の研究課題の解明が、今後の研究交流活動によってどのように推

し進められるのかを判断することはできない。また、共同研究に関しては、①②につい

ては、スコット教授を囲むシンポジウム（23 年 1 月に開催ずみ）とその報告書の刊行の

み、③では準備中のみで具体的計画なしで、①②③は平成 23 年度をもって終了させ、

④は継続するが議論を行ったのみで、23 年度以降の計画がない。22 年末に生まれた新

しい⑤「アジア諸流域における統合的な河川管理」は、従来の 4 計画の発展上にあると

は思えず、なによりも本計画の主題である「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」のなかでどのように位置づけられるのか、またその関係性

はなにか、理解できない。報告書中の関係説明は強弁にすぎない。また⑤の計画は明記

されていないので、今後の展開は不明である。さらに、平成 23 年度には、共同研究「国

境を越えた様々な移動」、「東南アジア各国における社会保障制度」を立ち上げる予定と

なっている。このうち、「国境を越えた様々な移動」は、先行している共同研究①と②

と有機的な連関にあり、共同研究の成果を期待できるものの、「社会保障制度」の共同

研究はいかにも唐突であり、現在の人的リソースで、その分野の専門家を見出すことは

できない。むしろ、今回の東日本大震災の経験を踏まえると、「災害・資源・環境に関



する超地域的なガバナンス」（申請時の研究交流目標のひとつ）などが、有力なテーマ

になり得ないだろうか。 

 

若手研究者の養成については、「東南アジアセミナー」への参加と、合同セミナーへ

の若手の参加を評価しているが、23 年度以降の計画の詳細がわからない。 

 

アジア地域における拠点形成としては英文雑誌、紀要の発展が想定されているが、実

際には英文ニューズレターの強化にとどまる。これは従来の同研究所の活動の延長にあ

り、必ずしも本計画の成果とは評価できない。また、セミナー参加者（日本、タイ、イ

ンドネシア、タイ）の学術論文の執筆を、もっと強く要請すべきである。計画書でも触

れられている中国やマレーシア、フィリピンからのオブザーバー参加も期待したい。 

 

 経費支給期間終了後の研究交流ネットワークの維持・発展については、日本側拠点機

関が特別経費「ライフとグリーンを基軸とする持続型社会発展のアジア展開」を得てい

ることから、問題ないと判断される。 

 

 


