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総合的評価（書面評価）  

 

評  価（案） 

Ａ 想定以上の成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｂ 想定どおりの成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｃ ある程度成果があがり、当初の目標も達成された。 

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、当初の目標はほとんど達成されなかった。 

コメント 

 

東南アジアはインド、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

族多文化が共存するきわめてユニークな地域である。しかし、その多様性ゆえに、従来は

国家単位の個別地域研究志向が強く、東南アジア社会をモデル化しその全体像を示すとい

う研究は十分に行われてこなかった。もちろん、そうしたホリスティックな研究は一人の

研究者が個別に志向するわけにはいかない。 

 そうした研究の現状に鑑みると、本事業がマルチラテラルな東南アジア研究を志向し、

その実現のために多くの研究者を巻き込んで興味深いテーマをいくつも立ち上げ、共同研

究を押し進めたことの意義はきわめて大きい。事業終了後も研究交流が継続し、さらに発

展していくように、若手研究者の育成にも尽力したのも、高く評価できる。とりわけ、国

際公募によって若手研究者・大学院生を募集し、その育成のための公開講座を毎年開催し

たことは、交流を「開かれたもの」にしたという点で重要である。さらに、アジア発の東

南アジア研究を推進するために、東南アジア研究の広域ネットワークとして「SEASIA」コ

ンソーシアムを立ち上げたのは、研究教育拠点の構築という観点からも特筆に値する。 

また、本事業拠点のイニシアチブで、東南アジアに留まらず、東アジア（韓国、台湾）

の東南アジア研究を組み込む形で、共同研究が行われ、若手を含んで各種セミナーが開催

されたことも評価に値する。欧米の東南アジア研究に若干沈滞がみられるなか、今後日本

を核にした形で新たな拠点が形成され、その成果物が出ていくことは高く評価されるべき

である。 

さらに、当初の研究目標では、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なかで、個別具体の現場から、東南アジアが世界秩序の再編に受身の

まま巻き込まれていくという見方を排し、共生に向けてエージェンシーがいかに働くのか

を明らかにするということが挙げられた。実際に、この問いかけそのものは必ずしも珍し

いわけではないが、前半の共同研究が後半の共同研究に移行するにつれ、たとえば、問題

点を踏まえながら共生を作り出すメカニズムに注目するなど、より具体的な試みに結びつ

き、研究の深化と共同研究間の視点における連関が見いだされており、全体的に成果を上

げていると評価できる。 

その一方で、以下の課題等も挙げられる。 

①  全体にかかわる点として、個々の共同研究のテーマはそれぞれ興味深いが、中間評

価でも指摘されていたように、結局本案件のもとで実施した 6 つの個別研究成果が、

全体テーマである「東南アジア社会発展モデルの構築」にどのように寄与して、その

結論が何であったのかが明白でないのは少し問題である。ただし、5 年間というフレ

ームワークの中で、このような大きな課題に対する明確な答えを提示することが困難



 
 

であることも理解できる。そのため、今後の総括が待たれる。 

②  個別の共同研究に関する点として、①に関連することでもあるが、本研究交流事業

の実施報告書の中に見られる「欧米の研究にありがちな、既存の理論や前提となる単

位・境界・指標によらずに分析・議論し、より現場に密着したアジア発の東南アジア

研究の在り方を提示」という表現には違和感を持った。実施報告書に添付の各共同研

究の実績状況でも、ところどころに「欧米と異なる」「アジア発」の研究を行う旨の記

述があるが、その捉え方も一様ではないように見える。 

こうした問題意識から本研究事業が出発しているのであれば、やはりこの議論をは

じめに、しっかりとするべきである。そもそも「欧米の研究」というのが何を指して

いるかが全く不明である。「欧米」とはどこを指すのか、日本は「欧米」「アジア」「東

南アジア」とどのような関係にあるのか。本研究が前提にしていると思える、単純な

「欧米」・「アジア」という二項対立の構図の中で、日本はきれいに「アジア」に分類

可能なのか。また「既存の理論」とはどの「理論」を指すのか。ディシプリンという

枠組みを超えてアジアの社会発展モデルを考えていくことが本事業の一つの試みだっ

たように思うが、実際にディシプリン等を限定することなく、こうした単純化ができ

るのかなどについての議論の痕跡と成果が報告書からは見えない。 

また仮に「欧米の研究」に対する批判とその「オルターナティブ」なアプローチを

本事業で提示するのであれば、今後の事業展開においても、「欧米」の研究者も交える

ような開かれたネットワークづくりと、SEASIA コンソーシアムなどの場でのさらなる

議論の展開が望まれる。 

③  同じく個別の共同研究に関して、例えば、共同研究３「東アジア成長モデルの再考」

で主張されている、「輸出志向型産業を中心とするのではない、現地需要、なかんずく、

安全安心を目指す生存基盤持続型の発展モデル」の提示は、きわめて野心的な試みで

ある。しかし、実施報告書から判断するかぎりは、そこには論理の飛躍があるように

思われる。また、共同研究５「アジア諸流域における統合的な河川管理」は、現在の

東南アジア地域にとって不可欠な実践的課題であるのは確かであるものの、全体テー

マとどのように有機的に結びつくのかが見えてこない。今後の擦り合わせに期待した

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ったか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

評  価（案） 

□ 想定以上の成果があった。  

■ 概ね成果があった。  

□ ある程度成果があった。 

□ 成果があったとは言えない。 

コメント 

 

・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ったか。 

 

本研究交流課題の「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠点の構築」におけ

る成果は概ね認められる。 

特に、若手研究者の養成に向けては、若手の国際発表というものは、経験や業績の獲

得という点で優れた意義はあるものの、えてして、完成度に問題があったり、共同研究

と個々人のテーマとの兼ね合い、博士執筆中の学生は論文執筆との時間配分という点で

困難を伴うものであり、配慮が必要となる。その点で、例えば、若手ワークショップ（平

成 25 年度Ｓ－４）において、大学出版の責任者からの英語による学術発信の方法への

レクチャーが設けられ、大学院生の発表に個別シニアの研究者のコメントがつき、その

後、書き直してプロシーディングスとするという仕組みは、教育面の配慮として行き届

いており、高く評価できる。 

さらに、アジア発の東南アジア研究を推進するために、東南アジア研究の広域ネット

ワークとして「SEASIA」コンソーシアムを立ち上げたのは、研究教育拠点の構築という

観点からも特筆に値しよう。 

学術的側面からは、当初の研究目標として、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なかで、個別具体の現場を通じて、世界秩序の再編に東

南アジアが受身のまま巻き込まれていくという見方を排し、地域の様々なエージェンシ

ーがいかに働くのかを明らかにする試みが記された。現実にはこうした問いかけそのも

のは東南アジア研究において必ずしも珍しいわけではない。ただし、政治学、歴史学、

人類学、農学等広い分野から総合的にテーマを考察しようとしている点に大きな特徴が

ある。とりわけ前半の共同研究が後半の共同研究に移行するにつれ、問題点を踏まえな

がら共生を作り出すメカニズムへの注目がより明確になり、研究の深化がみられる。例

えば、共同研究１，２の成果を着実に踏まえ、共同研究６「インターフェースと交渉：

多元共生社会の動態モデル」では、多様なインターフェースで生かされる交渉を通じて、

ネガティブな側面を含めてとらえようとしている。さらに、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」では、国家、自治体と民間アクターとの関係の変

容のなかで、後者が国家自治体の役割を果たす側面に着目しつつ、階層化などの内的要

因による葛藤や抗争にも目をむけている。 

ただ、いくつかの点で課題等もある。 

まず、全体にかかわる点である。 

中間評価で指摘されていたことでもあるが、本事業で実施した 6 つの共同研究が全体

テーマである「東南アジア社会発展モデルの構築」という大きな課題設定の中でお互い

にどのように関連し、実際にその「モデルの構築」にいかに有効なアプローチを提示し、

そしてその研究の結論が何だったのかが、実施報告書を読む限りにおいては明らかでな

い点は大きな課題として残っている。このような野心的で包括的な課題を設定する場

合、その分析手法・対象を抽象概念の記述にとどまらず、ある程度具体的なフレームワ

ーク（あるいはグランドデザイン）の議論をするべきだったのではないだろうか。その

上で、そのフレームワークに基づいて各個別の共同研究を企画し関連付けていったほう

が、システマティックで説得的ではないだろうか。 

また、事業の出発点において、全体テーマの下でどれだけ綿密な議論のうえで個別テ

ーマが設定されたのだろうか。また、最終年度において、個別テーマの研究成果が持ち

寄られ、全体テーマに沿ってどれだけ擦り合わせの作業が行われたのだろうか。共同研

究１と共同研究２については、共同研究６へと発展させることで擦り合わせが行われて

いるが、その他の研究についてはどうであろうか。 

次に個別の共同研究に関する点である。 

①共同研究３「東アジア成長モデルの再考」で主張されている、「輸出志向型産業を中

心とするのではない、現地需要、なかんずく、安全安心を目指す生存基盤持続型の発展

モデル」の提示は、きわめて野心的な試みである。しかし、実施報告書から判断するか

ぎりは、そこには論理の飛躍があるように思われる。確かに輸出志向開発主義工業化戦

略には問題があり、肯定的結果だけでなく否定的結果をもたらしてきたが、それが直ち

に「生存基盤持続型の発展モデル」への転換というのは、社会運動としてはありえても、

社会科学としてはいかがであろうか。さらに、ここで述べられている東アジア成長モデ

ルの再考については、未だに全体のなかでの位置づけが見えにくい。 

②共同研究５「アジア諸流域における統合的な河川管理」は、現在の東南アジア地域に

とって不可欠な実践的課題である。しかし、とりわけ国際河川の場合は国家間の利害が

複雑に絡む、きわめて社会科学的な研究対象となるにもかかわらず、当該研究の参加者

構成が理系研究者に偏っているというのは問題ではないか。バックグランドが多様な研

究者が多数参加した大きな事業であっただけに、研究体制にもう一工夫できなかったの

だろうかという疑問が残る。 

また、共同研究５はアジアの領域を理解するうえで重要である「河川」に着目し河川

管理と泥炭地保全に着目したものである。現状では農学、水工水理学の研究として比較

的独立して行われているようで、報告書では他の共同研究との関連はさほど書かれてい

ない（評価資料では、「社会系の研究者の動員が不十分で思ったようにはテーマのもと

での統括に至らなかった」とある）が、例えば潜在的には共同研究６の第一のクラスタ

ー（島嶼部の河川域から海域への地理的インターフェースの研究）とも関連し、本拠点

の財産（東南アジア地域研究者との協力関係や文理融合研究）を生かして特徴のある研

究として広げることが期待できるのではないだろうか。 

 



 
 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

 

 各共同研究は複数回のセミナーを開催し、そこで提出された原稿をプロシーディング

スという形で公表している。さらに、共同研究１・２の成果は、シンガポール大学出版

会から出版する準備が進み、現在査読段階にある。共同研究３の成果は、東南アジア研

究所叢書シリーズとして出版の準備が進み、やはり現在は査読段階にある。その他の共

同研究については、個別論文あるいはクラスター単位での編著として公刊される見通し

がある。このように、研究交流活動の成果は分量的には概ね目標を達成していると言え

よう。 

しかしながら、発表された論文の多くがセミナー等での発表原稿のまとめという、い

わば論文前の状況であり、関わった人数を鑑みると成果発表が遅れているという印象を

与えることは否めず、また、ほぼすべての成果が日本側研究者によるもので、相手国参

加研究者との共著が、全期間の論文総数 111 本のうち、共著論文はわずか 2 本と、ほと

んどない点も問題であろう。ただし、文系の研究、とくに、現地調査を基盤とする本課

題のような研究は、調査を含めて報告までに一定の時間を必要とすることが多く、この

点で、理系が多い本事業のなかで、文系を核とした研究については、一定の配慮を行う

必要があるだろう。 

さらに、プロシーディングスについては、それらがプロシーディングスにとどまらず、

公刊された後に、「優れた研究業績かどうか」の判断を行うべきであり、現時点では時

期尚早である。 

 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

 

 「プロシーディングス」は、本事業に参加しなかった者にとっては必ずしも容易にア

クセスできる媒体ではない。 

 したがって、それらの研究成果が学術雑誌の論文として、あるいは商業出版の書籍と

して公刊されて初めて「社会への還元」とみなすことができる。その意味では、社会へ

の還元はまだ十分ではなく、今後各共同研究案件で明らかとなった個別的事象を、当初

の研究計画で掲げられている「東南アジア社会発展モデル」の全体の構築過程にどのよ

うにかかわり、その結果どのようなモデルを提示できたのかを分かりやすく提示する場

（出版・セミナーなど）を持つ必要があると思われる。 

また、若手研究者・大学院生向けの公開講座を開催してきたこと、とくに、企業やＮ

ＧＯからの応募があった点は評価できる。 

 なお、個別案件について述べれば、社会と研究者のインターフェースに目を向けた例

として「政府との交渉が最も遅れているカチンの人々がネットを介して社会に自らの生

活について語りかける」ユーチューブ映像のアップが挙げられているが、唐突な印象を

受ける。自己表象の試みとして、その人々がいかに選ばれたのか、誰が選んでいるのか

が見えにくい。ユーチューブの映像は社会にストレートに届き、アップも本来当事者が

簡単に行える。そこに本事業が介在する社会的政治的立場も含めて、十全に議論された

のだろうか。ちなみに以下が該当の映像なら

(https://www.youtube.com/user/kachinlifestories)、２０１４年６月現在アクセス数

は７０回に過ぎず、社会還元とは言い難い。アイデアや試みの面白さはあるので、映像

そのものと対象への理解を広げるための別の仕組みを同時に準備する等、社会に繋ぐた

https://www.youtube.com/user/kachinlifestories


 
 

めの工夫があることが望ましい。 

 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

  

 事業開始当初に予想していなかった成果として、SEASIA コンソーシアムの立ち上げが

挙げられている。本事業の特徴でもある、二国間のセミナー、ネットワーク形成に留ま

らない、より広い研究・教育・成果発信・情報共有のためのネットワークが構築された

ものと考えられ、高く評価できるものである。一方で、同コンソーシアムの立ち上げは、

予期していなかった活動の一つの「結果」であり、立ち上げ自体が「成果」として評価

されるためには、その今後の活動で出版などの具体的な成果を上げる必要があり、その

意味でも今後の動向に注目する必要がある。その意味においても本事業が終了した後

も、このネットワークを存続させ、さらには発展させるように、関係者の持続的な活動

が大いに期待される。 



 
 

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、実施したか。 

・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っ

たか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

・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

たか。 

・中間評価における指摘事項等について、適切に対応されたか。 

 

評  価（案） 

□ 想定以上に効果的に実施された。  

■ 概ね効果的に実施された。  

□ ある程度効果的に実施された。  

□ 効果的に実施されたとは言えない。 

コメント 

・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、実施したか。 

初回のコーディネーターの全体会合に続き、セミナーを通じて事業の協議が行われて

いること、また、それぞれの「共同研究」を立ち上げ、セミナーを行い、論文を準備し、

プロシーディングスを作るといったやり方が確立され、アジア研究者国際会議等国際学

会でのパネル参加、国際シンポジウムでの報告などが行われていることなどから、目標

に向けて、適切に計画され、実施されたと思われる。 

また、「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の構築」とい

う共通テーマに即して、６つの共同研究が立ち上げられ、野心的な共通テーマのもとで、

個々の共同研究も魅力的なテーマを掲げている。 

その一方で共同研究については、相互の関係が不明なものも見受けられる。例えば、

共同研究３「東アジア成長モデルの再考」が他の共同研究とどのように関連づけられる

かが、実施報告書を読むかぎりではよくわからない。また、共同研究５「アジア諸流域

における統合的な河川管理」も、現在の東南アジアにとって喫緊の課題であることは明

らかであるが、実施報告書を読むかぎりでは工学的研究に偏重しており、「管理」につ

いて研究するうえで不可欠な社会科学的な観点からの組織論やガバナンス論が欠如し

ているように見受けられる。そのため、他の共同研究との接合が困難であることが想像

される。 

 

・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ったか。 

 

国内の協力機関である東京大学、政策研究大学院大学、京都大学、同志社大学、上智

大学、および早稲田大学との間では、研究者個人としての参加・協力は確かにみられる

が、組織間の協力体制がどれほどあったのかは、実施報告書を読むかぎりは明らかでは

ない。また、協力機関側の論文題名をみていくと、グローバルな現状は扱っていても問



 
 

題意識が共有されているのかが若干伝わりにくい研究も含まれる。ただ問題意識や論点

は、セミナー等を通じて十分共有されるものであるため、その点は最終成果の段階で再

度評価されるべきであろう。 

他方、国外の拠点機関との協力体制は密に行われたと評価できる。とりわけ、東南ア

ジア間に留まらず、台湾、韓国における東アジアの研究者を含め、東南アジア研究の広

域ネットワークとして「SEASIA」コンソーシアムを立ち上げたのは、研究教育拠点の構

築という観点から非常に意義深い。このようなプロジェクトの実施には、国外の拠点機

関との信頼関係が大切であり、拠点機関である京都大学東南アジア研究所がこれまで培

ってきたネットワークをうまく活用しており、その実施・協力体制も現状では適切であ

ったといえる。 

ただし、この新たなネットワークを維持、発展させていくことはさらに重要であり、

今後の展開に期待する。 

 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

 

本資料から、詳細な評価は困難であるものの、セミナーや拠点形成のための渡航など

については、概ね適切に執行されたと判断される。 

 

・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たか。 

 

 マッチングファンドの確保に関しては、本事業がインドネシアなど途上国を相手国と

していることもあり、先進国のように拠点機関と対等なマッチングファンドを期待する

ことは現実的ではないと思われる。実施報告書にも記されているように、実際にいくつ

かの相手国では制度的な理由もあって、金額的に大きなマッチングファンドを確保する

ことが難しかったようである。相手の国や研究機関の事情によってマッチングファンド

の運用方法に違いがあり、その調整は多少の困難もともなったと考えられるが、それを

一つ一つ解決していったのも、今後、先述のコンソーシアム（「SEASIA」）を維持、発展

させるうえで必要な学習プロセスであったと思われる。しかしながら、それを差し引い

たとしても、最終年度のインドネシアからのマッチングファンドの金額は、相手国側の

十分なコミットメントを示す拠出額としては心許ないものであると言わざるを得ない。 

 

・中間評価における指摘事項等について適切に対応されたか。 

  

各共同研究が全体テーマにいかに収斂するのかについて、確かに本課題のキーワード

でもあるネットワーク、ボーダレス、地方化等は東南アジアにおいて長年議論されてき

た課題であり、必ずしも目新しい研究課題ではない。しかし、共同研究４（後半）、５，

６など、後半で、「共生のメカニズム」を検証しようとしてきた点など一歩進んだ枠組

みを構築しようという努力は評価されるべきである。 

また研究交流については、バイラテラルから４か国の交流へ、さらに、マレーシア・

フィリピンの参加をという指摘に対して、若手教育のための東南アジアセミナーを、さ

らに台湾で中央研究院に加えて台南大学との合同若手セミナーなどを開催している点

はいずれも、努力がみられる。 

 情報発信基盤については、多言語インターネットジャーナル Kyoto Review of 



 
 

Southeast Asia を復活させ、年に２度発刊するようになった。これは非常に有意義な

試みである。欲を言えば発刊の頻度を高めることが望まれるが、人的資源の制約を考え

れば致し方ないと思われる。また、東南アジア研究所の機関誌『東南アジア研究』から

英語版を Southeast Asia Studies として分離独立させたのも、対外的な情報発信とい

う点で高く評価される。 

 成果発信については、中間評価で「成果が少ない」という指摘を受けたことに対応し

て、セミナー開催時にできるだけプロシーディングスを印刷するように心がけ、実際に

実行している。また、査読論文や著書の形で成果を公表するように努力している。 

 ただ、課題等を上げれば、「学術面」に関しては、すでに実施中であったいくつかの

共同研究案件同士のつながりを強めることに限定されていた感が否めず、より大きな

「上位」課題である「東南アジア社会発展モデルの構築」にそれら個別の研究成果がど

のようにかかわり、その「モデル」に対し、本事業で一定の結論（あるいは方向性）が

示されたかどうかの評価を行うことは、現段階では困難である。 

 また、「研究交流」面に関して、東南アジアとの関係を急速に強化している中国も、

このネットワークに取り込む必要性は高い。これについては本事業の枠内ではできなか

ったという自己評価になっているが、今後の課題として改めて指摘しておきたい。 

以上のとおり、まだ不十分な点は残されているが、中間評価に対して誠実に対応して

きたと言える。 

 



 
 

３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 
・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

評  価（案） 

□ 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 

 

・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

本事業のような包括的で野心的な取り組みは、京都大学東南アジア研究所のこれまで

の諸活動と、これに立脚ネットワークがあってようやく実現可能性が出てくるものであ

る。そういった観点からも、本事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として継続的な

研究交流活動の実施が期待できる土台はある。 

具体的には、第一に、当該事業の期間中に、タイ、インドネシア、台湾、シンガポー

ル、フィリピン、ブルネイ、韓国、そして日本における東南アジア研究の要として、「SEASIA

コンソーシアム」が立ち上げられたのは誠に意義深い。世界的水準の研究教育拠点とし

て継続的な研究交流活動の実施が期待できる。 

しかし、どんな組織においても、「設立」よりも「継続」と「発展」の方がより重要で、

かつ困難である。また、タイ以外の東南アジア大陸部やマレーシア、そして近年東南ア

ジアに対する関心を高めている中国がそのネットワークに入っていないのも、ネットワ

ークの構築途上という印象を与える。これまで以上に「開かれた」ネットワークのなか

で研究交流活動が継続的に実施されることを期待する。 

なお、マッチングファンドとして、先方も同様の形で費用を確保することが前提とな

っているが、各国の事情や大学の状況もあり、足並みそろえて確保することは困難では

ないかと思われる。また韓国の場合は学会と提携しており、特に通常の理解でいえば、

学会を母体とするとマッチングファンドが取れにくい可能性もあるだろう。しかし、む

しろ、中長期の計画を持ってファンドを確保するとか、あるいは少ないファンドで開催

するといった方策は十分考えうる。その点で、今回の事業が終了した場合、どの規模で

の研究交流活動の継続を想定するかを含めて考え直し、可能なレベルで、むしろ息長く

続けていくことも考えられる。そのための協力基盤はすでに確保されており、継続だけ

を考えれば十分に可能であると判断される。 

第二に、英文ジャーナルとウェブ Kyoto Review of southeast Asia が確保されており、

さらに、今回の事業を通じて、海外出版社との提携が強化され、国際的な発信母体が確

保されている点で、研究発信のためのインフラはよく整えられているといえる。 

 第三に、多分野の国内外の研究者が総合的に関わっていけるテーマを地域研究内に設

定し、数年に一度テーマを模索、深化させることの大変さは並ならぬことで、そこに真



 
 

摯に向き合い遂行されている点、評価されるべきである。ただ、今後の継続的な研究交

流活動の実施を考えた場合、とくに文系の場合、個々の研究者が自らの対象と深く関わ

り、時間をかけて考察することで優れた研究に繋がる側面がある。さらにそうした個々

の研究から多数が関わる魅力的なテーマが醸成されていくことも多いので、個別の優れ

た研究成果も交換、共有できる体制を作ることが重要であろう。 

今後に向けては、全体テーマが大きく、それゆえ多様なアプローチや関心、学問的背

景をもつ研究者が参加した結果、「共同研究間をつないだ総合的な知見を発信するという

点でもいまだに不十分である」という状況にとどまっており、新たな「東南アジア社会

発展モデルの構築」は課題として残されている。 

そうした反省に基づき、2015 年 12 月に第１回 SEASIA コンソーシアム大会が開催され

る予定である。課題解決に向けて次の第一歩を踏み出そうとしていることから、残され

た課題に対して、さしあたりは適切に対応していると言えよう。大きなテーマだけに性

急に成果を求めることは難しいかもしれないが、「課題」を先送りし続けるような事態に

はならないように一層の努力を期待し、今後、どのように活動を展開していくのかを注

目したい。 

 

 


