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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学： 京都大学東南アジア研究所 

（タイ）拠点大学： タマサート大学 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）： 社会科学分野：東アジア地域システムの社会科学的研究        
（英文）： Social Science: The making of East Asia               
 
 交流分野・研究テーマに係るホームページ：http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/core/index_ja.htm  
 
 
３．開始年度 
   １９９９年度 （平成１１年度） 
 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １８年 ４月 １日 ～ 平成 １９年 ３月 ３１日 
 
 
５．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学：京都大学東南アジア研究所 
  実施組織代表者：水野広祐・京都大学東南アジア研究所・所長／教授 
 コーディネーター：水野広祐・京都大学東南アジア研究所・教授 
     協力大学：東京大学 東洋文化研究所 

          東京大学 社会科学研究所 

          名古屋大学 大学院国際開発研究科 

          京都大学 大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

          京都大学 地域研究統合情報センター 

          人間文化研究機構 

          同志社大学 政策学部 

          政策研究大学院大学 

     事務組織：東南アジア研究所等事務部 

様式７ 
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相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
     拠点大学：（英文）Thammasat University （タマサート大学） 

  実施組織代表者：Surapon Nitikraipot, Rector 

 コーディネーター：Surapon Nitikraipot, Rector 

     協力大学：（英文）Chulalongkorn University （チュラロンコン大学） 

          （英文）Mahidol University （マヒドン大学） 

          （英文）Silapakorn University （シラパコン大学） 

          （英文）Chiang Mai University （チェンマイ大学） 

          （英文）National Institute of Development Administration  

（国立開発行政大学院） 

 
６．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
 
本プログラムは、近年における東アジアの地域化と地域主義の進展、新宮沢構想、チェ

ンマイ・イニシアティヴ、経済連携構想に見るような日本の東アジア政策の展開を念頭に

置きつつ、「東アジア地域システムの社会科学的研究」をテーマに日タイ拠点交流を実施し、

(1) このテーマの理解に資する共同研究プロジェクトを推進し、(2) 日本、タイにおける

東アジア研究の拠点形成、これをハブとする日本、タイ、さらには東アジアの社会科学研

究者の交流を実施することを目的としている。 

本プログラムにおける基本的な研究関心は、東アジアにおける経済発展、中産階級の擡

頭、人、モノ、カネ、情報の国境を超えた流通によって、この地域の秩序がどのように変

容しつつあるかにあり、本プログラムではこれを、ヘゲモニ－、ネットワ－ク、市場、中産

階級、人・モノ・カネ・情報の流動、「企業家精神 entrepreneurship」、変貌する「家族」、

経済連携といった概念を鍵としつつ、日本、タイの社会科学者を中心とするインター・デ

ィシプリナリーな共同研究によって明らかにすることとしたい。 
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７．平成１８年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

「東アジア地域システムの社会科学的研究」として、東アジア地域を社会科学的に捉え

るときのアプローチは多様である。第 1には、「東アジア共同体」としてとらえ、多角的自
由貿易協定などのプログラムの成立や、その役割やインパクトに関する研究である。第 2
には、市場が主導する東アジアの経済圏について、その成立過程、性格、社会的広がりに

ついて、モノ・カネ・ヒトの動きなどの動態をあきらかにしようとする試みである。第 3
には、世界銀行の「東アジアの奇跡」レポートをはじめとした、比較的高い成長を遂げて

きたこの地域の経済社会の特質の研究に関する研究等である。そのうちの第 1 のアプロー
チによる共同研究６は、アジアにおける経済連携について、どのような連携が市場を通じ

て最大の効率をもたらすのか、アジア各国にどのような影響を及ぼすのかについて、明ら

かにすることを目的としてきた。最終年度を迎え、10 月にセミナーを開催し，2 日間にわ
たって FTAや経済連携をテーマに熱の入った貴重な議論が展開された。このセミナーの記
録をプロシーディングズとして刊行し，日本側参加研究者は 2 月から 3 月にかけてタイを
中心に出張し，共同研究者と議論を集約し，来年度の出版に向けての準備に入った。 
 共同研究７のもっとも大きなテーマは次のようなものである。冷戦の崩壊、市場経済の

東アジア地域への急速な浸透、中国の台頭、民主化・分権化の進展といった東アジアにか

なりの程度で妥当する政治経済情勢の変化のなかで、まちがいなくあらゆるレベルでの秩

序が再構築されつつある。こうした秩序の再構築を引き受ける主体を広い意味での

Entrepreneurと呼び、本共同研究では、彼らが抱く秩序構想及びその構想実現のための具
体的行動(Entrepreneurship)、そして、彼らを支える政治経済的背景を分析することを目的
としている。本年度は、大・中・小規模のセミナーを各 1回ずつ開催した。2月にはバンコ
クにおいて、こうした秩序変革、とりわけ民主化の進展のなかで、暴力を政治経済的リソ

ースとする Entrepreneur が成立しうるのかについて検討するワークショップを開催した。
また、3月に京都で二日にわたるセミナーを開催し、国家を企業になぞらえて「経営」して
きたタイのタクシン政権、その意味で Entrepreneurshipと政治体制との関係を考える上で
格好の研究対象であった政権についてさまざまな観点から検討をした。 
グローバル化の中でいま大きく変容しつつある東南アジアにおいて、「家族」にどのよう

な変化が見られるのか。「家族」が東南アジアにおいて、法的、イデオロギー的にどのよう

なものとして構築されてきたのか。またその実態はどのようなものなのか。これを地域、

民族、階層などの偏差を考慮しつつ、歴史的に、また比較論的に、考察することを目的と

する共同研究８は、本年度は中小規模のセミナーを三度開催し、それらを通じて本共同研

究メンバーの間では二つの視点に基づいて議論が可能であることが明確化してきた。一つ

は、近代国民国家形成の過程で、「家族」が、法制度やイデオロギーによってどのように上

から規定され、それに対する実態がどのようであったか、あるいはどのような抵抗の形が

みられたかという視点。今一つは、より現代的なグローバル化のもとでの人の移動性の拡

大と社会の流動性の中で、東南アジアの家族がどのように変容しかつ持続しているか、と
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いう視点である。セミナーを通じて明確化してきた論点を編成し、次年度、成果に向けて

さらに緊密な議論を行う素地が作られた。 

東アジアの地域システムの過去、現在、未来を統一的に把握するため、経済史の立場か

ら本格的な検討を行う必要があるという認識から、共同研究９は、東南アジアの経済発展

を、アジア国際経済の歴史的展開のなかで把握することを課題とする。初年度であった本

年度は二つのプロジェクトを立ち上げた。一つは１９世紀前半を中心とした東南アジアの

貿易、商業ネットワーク、移民などについて近年のアジア貿易史に関する実証研究の総合

化を図る研究であり、もう一つは、1970 年代から 1980 年代にかけての東南アジアにおけ
る労働集約型工業化の経済史的研究である。共同研究７がバンコクで開催したワークショ

ップに参加し、タイ、日本、東南アジアから招いた多くの参加者と交流した。また、三月

に京都で二日間のワークショップを共同研究７と共催するとともに、この際に小規模セミ

ナーを持ち、来日メンバーと日本側メンバーと共同研究について議論し本格的な共同作業

を開始することができた。 

本拠点事業の下で進めている共同研究のテーマは、広い意味で、日本側拠点の京都大学

東南アジア研究所において様々な形で行われているプロジェクトや個別の研究と、多重多

層に関連性を持つものである。さらに、拠点事業の海外メンバーには現在あるいは過去に

おいて本研究所の客員研究員として滞在した者も少なからずおり、拠点事業と交差させな

がら、別の形でセミナーを開催したり、所内外の研究者や他プロジェクトと交流を行って

いる。例えば、平成１８年に京都大学大学院ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ地域研究研究科の２１世紀 COE プロ

グラムの国際シンポジウムでは、移動労働のセッションがもたれ、本共同研究８と交差す

るテーマで議論がなされ、拠点事業のタイ側メンバーもこれに参加していた。こうしたプ

ロジェクトや研究が、議論や交流を通じて交差しながら、それぞれのアウトプットをより

良いものにすることができる。また拠点事業による大小のセミナーでは、異なる共同研究

のメンバーが相互に参加出席して議論に加わることにより、現在の東南アジア地域をそれ

ぞれの問題意識から俯瞰する意義を理解し、相互の位置づけを確認し合う機会にもなって

おり、最終的な成果へ向けて全体像を意識して個々の共同研究を進める努力をしている。 

 
７－２ セミナー 

共同研究６「市場と経済連携」は、最終年度の総まとめのセミナー「東アジア共同体を

めぐって」を１０月に同志社大学にて開催した。三年間のプロジェクトを通じて、各国専

門家との共同研究により、どのような連携が市場を通じて最大の効率をもたらすのか、ア

ジア各国にどのような影響を及ぼすのかについて、総まとめの議論が活発に交わされた。

各参加者の論稿をベースにした成果へ向けて準備が進められている。 
3月 12-13日には、共同研究７および９の合同により、京都にてThe Thai Coup d’etat and 

Post-Authoritarian Southeast Asia -The Shifting Balance of Social Powers-を開催し、タ
イから 9名、インドネシアから 4名、台湾から 3名（他経費）、マレーシア、フィリピンか

ら各 1 名が参加し、タイのクーデターを機会に、今日の東南アジアの民主化と市民社会、
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ガバナンスのありようについて議論をもった。共同研究８のメンバーで来日中の二名

（Sulistyowati氏、Yunita 氏）もこのセミナーに参加し、別に小セミナーにおいて報告を
行った。共同研究９では 3 月の京都におけるセミナーにもメンバーである Lae 

Dilokvidhyarat 氏、Porphant Ouyyanont 氏、 Mya Than 氏が来日し、ワークショップ、セ

ミナーに参加、報告するとともに、日本側メンバーと共同研究について議論した。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

事業の日本側代表として水野は NRCT を訪れ、これまでの活動の詳細について説明すると

同時に、本事業の今後の運営について協議した。 

日本からの派遣研究者は、それぞれセミナー等以外の機会にもカウンターパートや協力

機関の研究者を訪ねて意見を交換している。共同研究６の阿部は、セミナーの成果を刊行

するための相談に、共同研究７の水野は、バンコクや京都におけるセミナー開催の準備と

して、共同研究８の速水は、今後の具体的な計画の推進、共同研究９の杉原は、立ち上げ

たプロジェクトについてタイ側からの貢献を模索し、また文献を収集するために、個別に

研究者を訪ねている。 

3 月下旬には、タマサート大学の学長以下 5名が本研究所を訪れて、本事業の今後の運営

について協議するとともに、ワークショップを開催し、タイにおける地方分権化に関する

発表と議論を行った。 
 
 
８．平成１８年度の研究交流の成果 

（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下さい。） 

 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

前述のように水野代表は、12 月にタマサート側の代表と面談し、本事業の今後の運営に

ついて協議した。タマサート側からも、研究内容も含めた積極的な意見が出された。議題

の一つであったインドネシアを加えたマルチ化の可能性については、可能性を確認するに

とどまった。また 2 月に水野代表がワークショップのためにバンコクを訪れた際にも NRCT

を訪れ、これまでの事業の概要や今後の予定などを説明し、引き続きの協力のあり方につ

いて話し合った。この話し合いの結果、3月末に、タマサート大学の学長以下 5名が京都の

本研究所を訪れた。その際にタマサート側からの提案に基づき、ワークショップを開催し、

本研究プロジェクトと関わりの深い地方分権について、タイと日本を比較し議論するセミ

ナーを開催し、タマサートのメンバーの報告を聞いた。またこの機会に本拠点事業の新年

度の計画や最終成果までの今後の方針について、特に 12 月にバンコクにて開催予定の三つ

の共同研究合同のセミナーの運営を含めて打ち合わせを行った。また、訪問中には京都大

学本部で国際交流担当理事と会談の席を持った。 

 各共同研究においても、それぞれの協力・交流を進め来年度のワークショップや成果刊
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行に向けて協力体制が強化された。共同研究６は、これまで密に連絡をとってきた各研究

者を集めてワークショップを行い、最終成果に向けてネットワークと協力体制の強化を図

った。また共同研究７では、２月にはチュラロンコン大学の協力を得て、同大学にて民主

化と暴力についてワークショップを開催、その後京都にて 3 月にはポピュリズムと社会運

動についてのワークショップを通じて、今後の成果に向けての協力体制が強化された。共

同研究８，および９でも、年間を通じてタイやインドネシアから共同研究メンバーを招き、

議論を重ねることによって今後の協力と成果に向けての議論を行った。また共同研究８で

は、コンケン大学人文社会科学科のメコン流域多様性研究センターや、チェンマイ大学社

会研究所のメンバーを招聘し、今後の研究交流の基盤を築いた。 
 

８－２ 学術面の成果 

既に終了した共同研究３，国家、市場と経済連携の成果は、Shigeyuki Abe and Bhanupong 

Nidhiprabha, eds., State, Market, Society and Economic Cooperation in Asia:（Kyoto University 
and Trans-Pacific Press）として刊行されるべく編集はほぼ完了した。タイ経済一般の問題
点，マレーシアの地域協力政策，インドネシアの金融政策，シンガポールの労働生産性，

ミャンマーの農業，サステイナブルな開発金融のありかた，東アジアの FTA，グローバル化

と国民経済，MNC の役割，地域間政策協調，構造変化や AFTA と WTO，為替切り下げなどに

ついて交流事業を通じて行われた議論が国家と市場の役割の現在を俯瞰する形でまとめら

れる。 

共同研究４の中産階級の研究についても、論文集の編集がほぼ完了しこちらも来年度中

に上述出版局から刊行される。1970 年代以来の東アジアの地域的経済発展がもたらした変

化によってこの二十年、都市の構造や生活スタイルから消費のパターン、育児や教育への

期待まで大きく変化を遂げている。そうした中でいま東アジアでは西ヨーロッパとは違う

かたちでどのような地域的なアイデンティティが形成され、東アジア特有の新しい地域的

な文化と社会が形成されつつあるかを問い、中産階級擡頭の政治・経済・社会・文化的意

義を地域論的、比較論的観点から考察し、明らかにする。 

共同研究５「東南アジアにおける社会的流動(フロー)に関する動態的研究」についても、

現在論文集が編集の最終段階にあり来年度中にシンガポール大学出版会から刊行される。

東アジア政治・文化・経済の重要な分析テーマである、市場、中産階級、フローについて、

多分野からの議論を提示する。共同研究４，５のこれらの出版物は、いずれも平成１６年

度、京都にて開催された最終ワークショップのプロシーディングスをベースに加執筆・編

集したものである。 

また、本年度終了となった共同研究６「市場と経済連携」では、最終年度のワークショ

ップを開催し、アジア地域の経済連携について実証と理論の両面から活発に議論が交わさ

れ、このトピックについて多方面からの視点を総合したまとまった成果を出す準備が整っ

た。アジア経済は 1997 年の経済危機以降、二国間、多国間経済連携協定の進展について、

アジアの中での連携の強化、ことにＡＳＥＡＮを中心に中国、日本、韓国との連携を中心
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に議論し、社会経済的観点から、どのような連携が市場を通じて最大の効率をもたらすの

か、アジア各国にどのような影響を及ぼすのかについて、明らかにしてきた。ワークショ

ップにおいて各自がまとまった論文を提出しているので、成果刊行に向けて編集作業に入

る。 

 
８－３ 若手研究者養成 

国費外国人留学生の拠点枠によって、相手国の協力機関より推薦を受け、毎年東南ア

ジアより優秀な大学院生を受け入れている。博士課程で現在インドネシア二名、タイ一

名の計三名が学んでおり、また来年度もタイから一名受け入れるための申請手続きを完

了した。セミナーや日常的交流の場で、本研究所教員が指導する他の大学院生たちと活

発に議論をする中で相互に学ぶ機会となっている。 

本事業で開催するワークショップやセミナーの機会には、積極的に本学のみならず協

力機関から若手研究者や博士課程修了間近な大学院生を招き、発表の機会と議論への参

加を促しており、たとえば「中産階級」の研究にアジアにおける大衆メディアの流通ネ

ットワークについて発表したニッシム氏や、バンコクで開催されたセミナーでミャンマ

ーの軍事政権について発表した中西氏など優秀な若手からの新しい調査研究の視点は、

内外の注目も浴び事業全体における学術活動の中で不可欠な要素となっている。運営面

でも彼らの協力は大きな貢献である。 

また、前年度末（2006 年 3 月）に京都大学東南アジア研究所ジャカルタ連絡事務所

において共同研究７の一環として開催された民主化したインドネシアの地方社会で台

頭する暴力集団に関するワークショップの成果が今年度発刊された。発表者 6名（うち

共同研究者 2名を含むインドネシア人 5名、）のうち、4名は三十歳代半ば以下の若手

研究者であり、この成果をふまえて 2006 年 8 月に岡本正明・アブドゥル・ロザキ編著

『改革期における地方暴力集団と地方ボス』（IRE Press）を出版した。本書は、イン

ドネシア各地で台頭する Violent Entrepreneur について、ジャカルタ、マドゥラ、バ

リ、カリマンタンを事例にして研究・分析した論文を集めたものであり、５つの現地紙

と１つの週刊誌に書評が掲載された。 

 今後のワークショップや成果出版においても多くの若手、特に本事業メンバーである

教員が指導する大学院生なども参加するよう、準備を進めている。 

 

８－４ 社会貢献 

各共同研究の内容はいずれも、アジア地域の今日的な社会問題を扱っている。それは、

市場と経済連携といったよりマクロな事柄から、タクシン政権の崩壊のように各国におけ

る政権と軍事力や市民参加の問題、そうした状況の中で社会基盤が変動し、人々の流動性

が高まり、少子老齢化による人口分布も変動する中で家族という最も基本的な社会単位が

どのように変容しつつあるのか、というようにマクロからミクロにいたるまでの社会現象

の現在を、過去からの歴史的変遷とともにとらえようとしている。こうした問題意識は、
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日常的に新聞記事などで目にする事柄であり、これらの諸問題の分析・理解は、公表され

れば社会的な意義は大きい。これらの事象に関する研究成果を広く公表していくことが、

日本ばかりでなく国際社会に貢献することと考える。共同研究毎の成果を刊行してきたの

もその一貫である。現在は、ウェブページを充実させ、成果の一部をわかりやすい形で掲

載し、公表することを目指して準備中である。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

前項で記した通り、本事業では、今日的な諸問題と大きく関わる社会事象を読み解くこ

とを目的としており、その過程と成果をわかりやすく公表することを目指して現在ウェブ

ページの充実・公開のための準備を進めている。新年度の早い段階でこれを実現すること

がさし当たっての大きな課題である。 
研究課題の性質上、現在の日本とタイの二国間の交流にとどまらず、インドネシアやマ

レーシア、フィリピン、そしてより広い比較の視点から台湾や韓国などの東アジア諸国の

研究者との交流も不可欠である。したがって、現在の二国間のみの事業枠組は、現実の運

営と合致していない。実際に、これら諸国からの研究者は、本年度の事業においても活発

に参加し重要な役割を果たしてきた。そのために、インドネシアを含めた三国間のマルチ

化の可能性をこれまで模索してきたが、今年度はこの点についてはタイ側との協議を詰め

ることができなかった。 
各共同研究は、それぞれ進行段階が異なるが、それぞれのトピックについて、ある程度

焦点をしぼった議論ができ、輪郭と枠組が少しずつ明確化してきた。これらについて、理

論的な貢献となりうる成果出版に向けて、新年度は各共同研究リーダーを中心に明確な問

題提起を行い、ワークショップや個別研究会を通じてよりフォーカスの明瞭な議論を進め、

最終成果の素描までこぎつけたい。 
 
８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１８年度論文総数  ２２４   本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ３  本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの ２１  本 

（※ 論文リストを別に添付して下さい） 
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９．平成１８年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国（地域）との交流実績 

  派遣先 

 

派遣元 

 

日本 

（JSPS） 

 

タイ

（NRCT） 

 

インド

ネシア 

 

シンガ

ポール 

 

マレー

シア 

 

フィリ

ピン 

 

ベトナ

ム 

 

カンボ

ジア 

 

ミャン

マー 

 

韓国 中国 台湾 米国 

 

イタリ

ア 

合

計

実施計画 20/196 (2)/8 (4)/16 (4)/16 (2)/8 0/0 0/0 (1)/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 20/248日本 

（JSPS） 実績 

 

17/137 0/0 (1)/2 0/0 (1)/6 (1)/2 (1)/1 (2)/12 0/0 0/0 (1)/7 0/0 0/0 17/167

実施計画 16/134             16/134タイ 

（NRCT） 実績 21/147 

 

            21/147

実施計画 4/35 0/0            4/35インド

ネシア 実績 5/50 1/4 

 

           6/54

実施計画 3/22             3/22シンガ

ポール 実績 1/7   

 

          1/7 

実施計画 3/22             3/22マレー

シア 実績 2/17    

 

         2/17

実施計画 2/20             2/20フィリ

ピン 実績 1/13     

 

        1/13

実施計画 0/0             0/0 ベトナ

ム 実績 1/10      

 

       1/10

実施計画 0/0             0/0 カンボ

ジア 実績 0/0       

 

      0/0 

実施計画 0/0             0/0 ミャン

マー 実績 0/0        

 

     0/0 

実施計画 1/5             1/5 韓国 

実績 1/4         

 

    1/4 

実施計画 1/5             1/5 中国 

実績 0/0          

 

   0/0 

実施計画 0/0             0/0 台湾 

実績 0/0           

 

  0/0 

実施計画 1/5             1/5 米国 

実績 1/3            

 

 1/3 

実施計画 1/5             1/5 イタリア 

実績 1/4             

 

1/4 

実施計画 32/253 20/196 (2)/8 (4)/16 (4)/16 (2)/8 0/0 0/0 (1)/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 52/501合計 

実績 34/255 18/141 0/0 (1)/2 0/0 (1)/6 (1)/2 (1)/1 (2)/12 0/0 0/0 (1)/7 0/0 0/0 52/426

（単位：人／人日） 
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※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 １７／３４ （人／人日）  １８／４０ （人／人日） 

 


