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アジア研究教育拠点事業 
平成２２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（ ２ 年目） 
 
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 

      （和文）タマサート大学 
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 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

提示する。 
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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２２年度研究交流目標 
今年度は、カウンターパート国タイのタマサート大学が、若手セミナーとセミナーの双

方を実施することを申し出ている。これらタイにおけるセミナーを中心に、さらに四カ国

による研究協力体制が強化される。タイの研究者が中心となって企画するため、これまで

どちらかというと京都大学が主導した組織形成であったものを、より複合化していく契機

とする。また、若手研究者養成に向けて、こちらもタイでセミナーを開催するため、タイ
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を中心に若手研究者の養成と交流を進める。 
学術的観点においても、前年度に開始した共同研究とともに、タイが中心となって立ち上

げる共同研究２のもう一つのテーマである「新地域再編」のもとでメコン流域における地

域再編をめぐるセミナーを開催する。また、京都にて１０月には共同研究４「東南アジア

の政治経済的ローカル・パワーの変容」がセミナーを開催し、いずれも新しく立ち上げて

組織化および枠組みの共有を図る。事業前半の大きなテーマとして、前年度セミナーで取

り上げたテーマをさらに発展させ、「東南アジア地域理解の再編：国家中心的な記述を脱し

て」をさらに深化させるとともに、共同研究３「東アジア成長モデルの再考」は、今年度

はまとめの年となり、編者数名が参集して成果出版を進める。これにより、従来の国家中

心モデルや、先進国投資主導の経済発展モデルなどを再考し、東南アジア発の社会発展モ

デルの再考に向けて大きく歩を進める。 
 
７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

平成２２年度は本事業二年目にあたり、それぞれの共同研究を核として研究協力を進め

てきた。 

コーディネーターに変更のあった台湾とは、セミナーを京都で開催した折に来日したメ

ンバーと、１２月および１月に、今後の研究協力・交流の詳細について相談をする機会を

もうけた。特に来年度は、台湾が中心に二つのセミナーを企画することになっているため、

その内容や時期などについての相談を進めた。また、セミナー開催時には、台湾から留学

希望のある有望な大学院生も参加し、教育交流にも積極的な一歩を踏むことができた。 

 タイについては、８月に相手国側実施組織のタマサート大学にてセミナーが企画され、

相互の研究者による東南アジア地域研究の現状に関する講演ののち、今後の若手研究交流

を担うタイ側の研究者が本事業のテーマにふさわしい発表を行った。その折に、学長の交

代に伴って、本事業のコーディネーターであるチュラチープ教授が国際交流担当副学長を

辞任されることから、本事業のコーディネーターも交代する可能性が示唆された。実際に

交代についての連絡を受けたのは２月になってからだったが、すでに８月のセミナーにて

発表もし、紹介も受けていたニティナン氏が新しいコーディネーターとなり、その後の連

絡はスムーズであった。 

 インドネシアとは、カウンターパートであるインドネシア科学院の協力を得て、バンド

ン工科大学にて９月に東南アジア研究所と共催の国際会議を開催した。これは本事業の一

環で行ったわけではないが、本事業のネットワークが大いに役に立ち、今後の交流に向け

てネットワークが強化された。 

  

７－２ 学術面の成果 

 学術面ではまず、タイ・タマサート大学開催のセミナー(Ｓ－１)で、東南アジア地域研

究の現状を、特に地域の情勢の中でどのように考えているか相互に意見交換し、今後の学

術交流においてどのようなテーマが双方にとって蓋然性が高いか、議論することができた。 
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 各共同研究では、特に共同研究１・２による脱国家的視点に基づく地域の再考、および

共同研究４による東南アジアの政治経済的ローカル・パワーの変容に関する研究は、大き

く進展している。前者は、１月のセミナー(Ｓ－４)にジェームズ・スコット氏を招き、一

昨年出版され東南アジア地域研究を越えて話題を呼んだ著書、The Art of Not Being 

Governed をめぐって各自の研究において受けた刺激を出発点としつつ、脱国家的視点に基

づく地域の歴史や民族誌の書き直しをテーマとすることにより、地域を広げつつ議論を交

わすことができた。本セミナーの成果は、Southeast Asian Studies の特集号として発行す

る予定である。一方、後者は東南アジア社会における地方分権化の議論に基づきつつ、国

家や行政のみではない社会を動かす地方や草の根の力、起業家などに焦点をあて、今の東

南アジア地域の将来を見据える研究であり、各参加者は、現在の自分の研究関心にしたが

って力作を発表し、こちらも今後の成果に直結することになろう。いずれの共同研究も、

フル・ペーパーを準備してのセミナー参加であり、カウンターパート国のみならず、シン

ガポール、マレーシア、フィリピン、韓国などから参加者を得て、まさにアジアを結んだ

学術的にも実質的な成果が、共同研究終了時に期待できる。  
 

７－３ 若手研究者養成 

８月にタイで開催されたセミナー(Ｓ－１)は、上述の通り、若手研究者を本事業の研究

交流に動員する意味もあった。若手の発表はいずれも、東アジアの経済的協力、ASEAN 連合、

東・東南アジアにおける水資源問題など、来年度以降も展開する本事業のテーマに密接に

関わるものであった。また、各共同研究においても積極的に若手の発表を奨励しており、

中にはポスドク及び博士後期課程の研究者も参加していた。 

 参加研究者の間で本事業による若手研究者養成への意識は高く、台湾からはポスドク研

究者を招聘する機会も得、また、セミナー(Ｓ－１)のおりに大学院志望者が自主参加した。

これまで若手研究者との交流の弱かった台湾とのこうした動きは本事業の重要な成果とい

えるだろう。また、インドネシアでの東南アジア研究所とバンドン工科大学の共催の国際

会議における相手国側実施組織インドネシア科学院の参加・協力もあった。初年度の東南

アジア研究所主催のセミナーに本事業の参加研究者として招聘した台湾、タイ、インドネ

シアの若手研究者の多くは、その後も各共同研究に参加しており、ネットワーク形成上、

有効な試みであったことが示されている。各相手国側実施機関の協力により優秀な若手の

参加を得ている。 

 

７－４ 社会貢献 

セミナー等の開催時には、広く学術コミュニティに広報をしており、１月にはスコット

氏という著名な研究者を招聘したこともあり、全国から出席者があった。こうしたことは、

東南アジア研究所・ニュースレターなどに事後的にも広報している。 

本事業の社会貢献として重要なことは、アジア諸国の研究者との交流そのものである。

Asian Connections という事業タイトルを文字通り体現し、日本を拠点に東南アジアのみな

らず東アジアの東南アジア研究者を招き議論するばかりでなく、人的交流を促進し、本研
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究所の資源を用いて研究を進めていただくことは、アジアの国際交流への貢献である。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

タイのカウンターパート機関との連絡が一時期思うように運ばず、コーディネーターの

交代などについて確認ができない時期があった。今後は、こうしたことがないように、連

絡をより密にとっていく。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数 １２４ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ４ 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 ２ 本 

 

 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

平成２２年度については、平成２３年１月に共同研究１・２が合同でセミナー（Ｓ－４）

を開催した。脱国家的視点からの東南アジア地域研究を再考するというタイトルで、分野

としては歴史学・人類学を中心に、地域は大陸部と島嶼部東南アジアの両方を交えたセミ

ナーとなった。ほとんどの参加研究者は前年度の準備的プレ・セミナー(平成２１年度Ｓ－

２)で顔を合わせており、発表内容については調整ができていた。新たに参加する参加研究

者については、年度途中で一度京都に招聘し、話を聞く機会をもった。本セミナーでは、

全員がフル・ペーパーをもって発表し、ジェームズ・スコット氏を交えて活発で有益な討

論を行うことができた。 

 共同研究３については、日本側代表者の水野が、８月に開催されたタイ、タマサート大

学におけるセミナーにて基調講演を行い、当該共同研究の議論を紹介した。その後、前年

度のセミナーの成果をまとめるために、数名の中心的参加研究者を招聘して３月に小さな

会合を企画していたが、東日本大震災の影響で開催を直前に断念せざるをえなかった。し

かし、執筆予定メンバーとは連絡を取り続けており、成果刊行に向けて準備は進んでいる。 

 共同研究４は、本年度始動したが、年度の途中に数名を招聘して議論を進め、１２月に

はその準備に基づいてセミナー(Ｓ－２)を開催した。政治学・歴史学・経済学など多分野

にわたる社会科学研究者を各国から招き、ローカルパワーの変容と名付け、地方分権化、

市民運動、草の根の起業家などに焦点をあてた研究発表が活発に行われた。 

 

８－２ セミナー 

今年度は、予定していた四つのセミナーのうち一つは年度中の開催を断念することとな

ったが、三つセミナーは非常に充実した内容であった。８月にはタマサート大学にて Asian 
Connections : Southeast Asian Model for Co-Existence in the 21st Century と題して、タ

イの大学院生・若手研究者とともに、本事業のテーマに沿ってセミナーを開催しテーマへ
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の理解を促し、深めた。タイの若手を含む研究者との交流を進め、今後の教育交流に資す

る土台を形成することができた。 
 １２月には、共同研究４により、「変容するアジアにおける地方政治と社会的亀裂」と題

するセミナー（Ｓ－２）を京都で開催した。共同研究４のテーマにそって、グローバルな

資本の地方への浸透、環境の政治の重要性の増大を踏まえ、それがどのように地方でのリ

ーダー像の変容をもたらし、また、リーダーたちの政治経済的ネットワークを変容させて

いるのかに着目した。今回は共同研究４の初めてのセミナーであったため、各参加者には、

フル・ペーパーは用意してもらったが、比較的自由に発表してもらい、最後に合同討論の

場を設けた。９０年代以降のグローバル化、市場経済の浸透により、東南アジアにおいて

社会格差が極めて重要な政治社会的問題であるにもかかわらず、貧困層を中核とする政党

組織の可能性はないこと、貧困層を支持母体とする政治勢力も一枚岩ではなく、政治的対

立は、宗教、エスニシティなど社会階層以外の社会的亀裂を軸とする対立、さらには国家

機構間の対立も絡み合っていることがわかった。 

１月には、共同研究１・２の合同により、「脱国家的視点から観た東南アジア像｣と題し

て、ジェームズ・スコット氏を招き、京都にてセミナー（Ｓ－４）を開催した。東南アジ

アにおける「国家なき人々」の歴史と、国家縁辺の人々の現在、大陸部東南アジア山地域

と海域東南アジアの両方から、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、労働者、小生産物（商品）、企業家、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明らかにした。2009 年に出版された The Art of 

Not Being Governed とタイトルした著書が話題を呼んでいるイエール大学のジェームズ・

スコット氏に、この近著に関わる講演をしていただき、これに対して 13 名の発表者がそこ

で著わされたモデルの妥当性について事例を提示するなどして議論した。活発な議論によ

り、東南アジア社会に対する国家中心・低地権力や文明中心の歴史観や民族史を根底から

再考する契機となった。この成果は、Southeast Asian Studies 誌上で英文特集号として編

集作業中である。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 ９月に、本事業参加研究者であり本研究所の編集室に勤務するマリオ・ロペスが、オラ

ンダの国際アジア研究所を訪問し、本事業の成果も含む学術成果の出版や広報についての

研修および、今後の交流可能性についての話し合いを行った。その後、東南アジア研究所

は、英文ニュースレターを刷新し、本事業に関してもさらに広報を続ける基盤となった。

加えて事業の成果出版について、オランダとの共同出版の可能性なども話し合うことがで

きた。 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

 

 

※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 

 58／155  <人／人日>    6／11  <人／人日> 

 

            日本 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日> 

インドネシア

<人／人日> 

台湾 

<人／人日> 

オランダ 
 

<人／人日> 

合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  20/125(2/10) 9/85 2/20  31/230 (2/10)

実績 1/4(1/1) (1/1)  1/2 2/6(2/2) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 25/137(1/10)  (3/26) (1/10)  25/137(5/46) 

実績 6/90(1/11)    6/90(1/11) 

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 25/133(3/30) (3/21)    25/133(6/51) 

実績 9/119(3/16)    9/119(3/16) 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 18/97 (2/10) (1/10)   18/97(3/20) 

実績 7/64    7/64 

アメリカ合衆国 
(日本側参加研究者) 

 
<人／人日> 

実施計画       

実績 2/18     2/18 

シンガポール 
(日本側参加研究者) 

 

<人／人日> 

実施計画       

実績 1/7     1/7 

マレーシア 

(日本側参加研究者) 

 
<人／人日> 

実施計画       

実績 1/9     1/9 

フィリピン 
(日本側参加研究者) 

 
<人／人日> 

実施計画       

実績 1/19     1/19 

マレーシア 

(インドネシア側参加研究者) 

 

<人／人日> 

実施計画       

実績 1/14     1/14 

合計 

<人／人日> 

実施計画 68/367(4/40) 20/125(7/41) 9/85(4/36) 2/20(1/10)  99/597(16/127)

実績 28/340(4/27) 1/4(1/1) (1/1)  1/2 30/346(6/29) 
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１０．平成２２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 3/18   (1/10) (1/10) 3/18(2/20)

実績     

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 (1/10) (1/10)   (2/20) 

実績     

台湾 

<人／人日> 

実施計画   3/18      3/18 

実績     

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/36(1/10) 1/10(1/10) 1/10(1/10) 1/10(1/10) 9/66(4/40)

実績      0/0 

② 国内での交流    0/0  人／人日 

２２年度の

研究交流活

動 

共同研究１は共同研究２と合同でセミナー（Ｓ－４）を開催した。脱国家的

視点からの東南アジア地域研究を再考するというタイトルで、分野としては

歴史学・人類学を中心に、地域は大陸部と島嶼部東南アジアの両方を交えた

セミナーとなった。特に、共同研究１からは海域のスペシャリストが参加し

たことで、「脱国家的視点」に新たな視角を加えることができた。 

研究交流活

動成果 

平成２３年１月のセミナー（Ｓ－４）では、全員がフル・ペーパーをもって

発表し、ジェームズ・スコット氏を交えて活発で有益な討論を行うことがで

きた。本成果は、Southeast Asian Studies 誌特集号として掲載準備中である。

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 

7 名 （１４－２タイ側参加研究者リストを参照） 
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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, Vice Rector 

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 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  6/40 2/20 1/10 9/70 

実績     

タイ 

<人／人日> 

実施計画 6/30  (1/6)  6/30(1/6)

実績     

インドネシア

<人／人日> 

実施計画 5/24 (1/6)   5/24(1/6)

実績     

台湾 

<人／人日> 

実施計画 3/15    (1/10)  3/15(1/10)

実績   1/14   1/14 

合計 

<人／人日> 

実施計画 14/69 6/40(1/6) 2/20(2/16) 1/10 23/139(3/22)

実績   1/14      1/14 

② 国内での交流   0/0  人／人日 

２２年度の

研究交流活

動 

共同研究１と合同でセミナー（Ｓ－４）を開催した。脱国家的視点からの東

南アジア地域研究を再考するというタイトルで、分野としては歴史学・人類

学を中心に、地域は大陸部と島嶼部東南アジアの両方を交えたセミナーとな

った。スコット氏の The Art of Not Being Governed という本を共通のたた

き台として臨んだセミナーであるが、本来大陸部にかかわる議論であったと

ころに島嶼部の議論を交差させることで、新しい論点を開くことができた。

研究交流活

動成果 

平成２３年１月の本セミナーでは、全員がフル・ペーパーをもって発表し、

ジェームズ・スコット氏を交えて活発で有益な討論を行うことができた。本

成果は、Southeast Asian Studies 誌特集号として掲載準備中である。 

日本側参加者数  

36 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

タイ側参加者数 

17 名 （１４－２タイ側参加研究者リストを参照） 
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インドネシア側参加者数 

9 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   

 11 名 （１４－４台湾側参加者リストを参照） 
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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 

Ponpaichit, 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  3/25 3/25  6/50 

実績    (1/1)    (1/1) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画   3/20      3/20  

実績     

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画   6/38      6/38 

実績     

台湾 

<人／人日> 

実施計画   1/5      1/5 

実績     

合計 

<人／人日> 

実施計画 10/63 3/25 3/25  16/113 

実績     (1/1)    (1/1) 

② 国内での交流   0/0  人／人日 

２２年度の

研究交流活

動 

前年度の成果を出版にもってゆくべく、研究成果の取りまとめ作業を行い、

同時に、関連分野の国際研究集会に参加するなどして議論を深めた。また、

グリーン東アジアの構想や、防災、さらに森林認証制度などに関する研究会

への参加または共催により、情報収集を行った。なお、マレーシアやインド

ネシアについて世界金融危機後の経済や経済政策に関する研究会を企画し

たが、東日本大震災の影響で開催には至らなかった。 

研究交流活

動成果 

研究成果の英文出版に向け、諸論文の検討や校閲などを実施し、また議論を

深めた。これらは、次年度の研究成果の出版につなげてゆきたい。 

日本側参加者数  

26 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

タイ側参加者数 

3 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 

10 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   

 1 名 （１４－４台湾側参加者リストを参照） 
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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  3／25 3／30  6／55 

実績     

タイ 

<人／人日> 

実施計画   2/14   (1/10)  2/14(1/10)

実績     

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画   3/21      3/21 

実績 2/29     2/29 

台湾 

<人／人日> 

実施計画   2/14      2/14 

実績     

フィリピン

<人／人日> 

実施計画      

実績  1/19      1/19 

合計 

<人／人日> 

実施計画 7/49 3/25 3/30(1/10)  13/104(1/10)

実績   3/48      3/48 

② 国内での交流      3/4  人／人日 

２２年度の

研究交流活

動 

１２月に２６名の研究者が発表を行うセミナー（Ｓ－２）を開催した。この

セミナーを通じて、各参加者が関心のあるテーマが明確になった。若手の海

外研究者には二週間近く滞在してもらうことで、活発な意見交流を比較的集

中的に行うことが出来た。 

研究交流活

動成果 

上記セミナーや日常的な議論の中で、新しいグローバルな政治経済的権力の

地方への浸透によって新たに台頭してきた政治権力の担い手は誰であり、い

ったいどのようなリソースを利用して台頭してきたのかを分析する必要性が

高いことが分かってきた。 
 

日本側参加者数  

14 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） 
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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   

 6 名 （１４－４台湾側参加者リストを参照） 
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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「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」 
（英文） JSPS Asian Core Program 「 Asian Connections : 
Southeast Asian Model for Co-Existence in the 21st Century」 

開催時期 平成２２年 ８月２７日 （１日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ国 バンコク ロイヤルリバーホテル 
（英文）Thailand, Bangkok, Royal River 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）Yoko Hayami, CSEAS Kyoto University, 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) 

Chulacheeb Chinwanno 
Thammasat University, Vice Rector 

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. 1/4
B. 
C. 1/1

 
タイ 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 13/13

 
合計 

<人／人日> 

A. 1/4
B. 
C. 14/14

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。） 
 



 17

セミナー開催の目的 タイの大学院生・若手研究者とともに、本事業のテーマに沿った

セミナーを開催してテーマへの理解を促し、深める。相手国の研究

者とタイの若手の交流を進め、今後の教育交流に資する土台を形成

する。 
セミナーの成果  本セミナーでは、本事業の核となるテーマ「アジアにおける相互

関係の変化の中で、どのような新たな研究上のチャレンジが見られ

るか」について、タイ側の東南アジア研究プログラムを長く担って

こられた Thanet Aphornsuvan 教授により、東南アジア研究その

ものの展開を問う発表が行われた。そして日本側からは、水野が共

同研究３のテーマである東アジア経済の変化とそこにみられるア

ジア的発展の道筋について、速水は、Asian Connections という本

事業の大テーマを社会の基盤から議論するという意味で、東南アジ

アにおける親密圏と公共圏の再定位の議論を提示した。いずれも本

事業のテーマである東・東南アジア地域社会の関係性の広がりと展

開について、研究・経済発展・社会関係基盤のそれぞれをめぐって、

パネル発表・討論が行われた。 
その後、第二部では、タイ側の若手研究者による発表と討論が行

われた。本事業の共同研究２にすでに参加していた２名が国境や民

族から国家を論じるという、平成２２年２月のセミナーを引き継い

だ議論を提示した。また、今回新たに参加した若手研究者からは、

共同研究３のテーマに基づく ASEAN 経済に関する発表、今後の共

同研究で予定されているテーマに関わる環境とガバナンス、災害へ

の地域的対応などに関する発表が行われた。いずれも充実した内容

の発表であり、これらの研究者やその研究が今後の事業の展開に重

要な役割を果たすに違いない。 
日本側より参加した水野は、パネル‘‘Research Challenges in 

S.E. Asia’’ での発表及び討論を行い、若手研究者の発表においても

討論に参加した。 
 本セミナーでは、多くの若手発表者について発表論文が配布され

た。これは、小冊子にして綴じ、今後の本事業の共同研究の参考と

するとともに、論文を数本厳選して、ワーキングペーパーとして発

行する予定である。 
セミナーの運営組織 タマサート大学国際交流室 
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開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  外国旅費        金額   123,730 円 
        消費税               5,973 円  

                合計   129,703 円 
タイ側 内容  国内旅費        金額   100,000 円 

    会議費              240,000 円 
                合計   340,000 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. 3/7
B. 
C. 5/10

 
タイ 

<人／人日> 

A. 4/70
B. 
C. 

 
インドネシア 
<人／人日> 

A. 6/68
B. 
C. 2/4

 
台湾 

<人／人日> 

A. 3/24
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 16/169
B. 
C. 7/14

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。） 
 

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「変容するアジア

における地方政治と社会的亀裂」 
（英文）JSPS Asian Core Program「Local Politics and Social
Cleavages in Transforming Asia」 

開催時期 平成２２年１２月１７日（金）～平成２２年１２月１８日（土）（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、京都、京都大学稲盛財団記念館 
（英文）Japan, Kyoto, Inamori Foundation Memorial Hall 

日本側開催責任者 
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）Masaaki Okamoto, CSEAS Kyoto University, Associate 

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) 
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セミナー開催の目的 共同研究４のテーマにそって、グローバルな資本の地方への浸

透、環境の政治の重要性の増大を踏まえ、それがどのように地方で

のリーダー像の変容をもたらし、また、リーダーたちの政治経済的

ネットワークを変容させているのかに着目したセミナーを行いた

い。ただし、今回は共同研究４の初めてのセミナーであることから、

各参加者に比較的自由に発表してもらう。その上で、最後に合同討

論会を設けたい。 
セミナーの成果 ９０年代以降のグローバル化、市場経済の浸透により、東南アジ

アにおいて社会格差が極めて重要な政治社会的問題であるにもか

かわらず、貧困層を中核とする政党組織の可能性はない。貧困層を

支持母体とする政治勢力も一枚岩ではなく、政治的対立は、宗教、

エスニシティなど社会階層以外の社会的亀裂を軸とする対立、さら

には国家機構間の対立も絡み合っていることがわかった。それゆ

え、今後は、この１０年間の地方レベルでの政治権力の担い手とそ

のリソースの変遷に着目し、とりわけ、新しいグローバルな政治経

済的権力の地方への浸透によって新たに台頭してきた政治権力の

担い手とそのリソースの実態を分析していく必要性があるとの意

見が参加者の間で強くなってきた。次年度は彼らがどうした社会的

亀裂を政治的に活用しているのかに力点を置きたい。 
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    2,875,760 円 
    謝金            152,000 円 
    消耗品                   44,576 円 
        会議費          233,832 円 
    保険料           66,180 円 
    消費税          16,909 円 
           合計    3,389,257 円 

タイ側 内容  外国旅費   金額    330,000 円 
           合計    330,000 円       

インドネシア側 内容  外国旅費   金額    460,000  円 
           合計    460,000  円       

台湾側 内容  外国旅費   金額    140,000  円 
           合計    140,000 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. 
B. 
C. 3/6

 
タイ 

<人／人日> 

A. 2/20
B. 
C. 1/11

 
インドネシア 
<人／人日> 

A. 1/22
B. 
C. 1/12

 
台湾 

<人／人日> 

A. 3/26
B. 
C. 

アメリカ合衆国 

(日本側参加者研究者）

<人／人日> 

A. 2/18
B. 
C. 

シンガポール 

(日本側参加者研究者）

<人／人日> 

A. 1/7
B. 
C. 

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「脱国家的視点か

ら観た東南アジア像｣ 
（英文）JSPS Asian Core Program「RADICALLY ENVISIONING 
A DIFFERENT SOUTHEAST ASIA: FROM A NON-STATE 
PERSPECTIVE」 

開催時期 平成２３年１月１８日 ～ 平成２３年１月１９日（２日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本 京都 京都大学稲盛財団記念館 
（英文）Japan, Kyoto, Inamori Memorial Hall, Kyoto University

日本側開催責任者 
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）Noboru Ishikawa, CSEAS Kyoto University, Associate 

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) 
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マレーシア 
(日本側参加者研究者） 

<人／人日> 

A. 1/9
B. 
C. 

マレーシア 
（インドネシア側参加者研究者）

<人／人日> 

A. 1/14
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 11/116
B. 
C. 5/29

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 共同研究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、前年度２月にセミナーを開催したが、今回は、ジェーム

ズ・スコット氏を招き、東南アジアにおける「国家なき人々」の歴

史と、国家縁辺の人々の現在、大陸部東南アジア山地域と海域東南

アジアの両方から、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、労働者、小生産物（商品）、企業家、

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明らかにする。 
セミナーの成果 東南アジア山地部社会に関する世界的な研究者であるイェール

大学のジェームス・スコット氏が基調演説を行うとともに、招聘研

究者の発表論文１３編を事前に読み、コメントを用意してセミナー

に臨んだ。発表者は、スコット氏が提出した Zomia 概念のそれぞ

れの論考への適応性を吟味しつつ、事例研究の提示を行い、結果と

して、きわめて質の高い議論の応酬が行われた。参加者のフロアー

からの活発な発言もあり、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たことは、本セミナーの所期の目的であり、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。成果としては、京都大学東南アジ

ア研究所発行の『東南アジア研究』において英文特集号の編集作業

が現在進んでいる。 
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    2,365,525 円 
    外国旅費               291,419 円 
    謝金            86,600 円 
    消耗品                     48,457 円 
        会議費           198,493 円 
    保険料           50,470 円 
    消費税           49,438 円 
           合計   3,090,402 円 

タイ側 内容  外国旅費   金額     190,000 円 
           合計     190,000 円       

インドネシア側 内容  外国旅費   金額     190,000 円 
           合計     190,000 円      

台湾側 内容  外国旅費   金額     120,000 円 
           合計     120,000 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 

オランダ 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画   

実績 1/2 1/2 

合計 

<人／人日> 

実施計画   

実績 1/2 1/2 

 

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・助教 

Mario Lopez 

オランダ・ラ

イデン・国際

アジア研究

所（IIAS） 

平成２２年 

９月１３日～

１４日 

副所長と会談し、アジア研究者の間で世

界的に名高い同研究所ニュースレター

をめぐるノウハウなどを伺うとともに、

今後の出版における協力の可能性など、

本事業の広報や成果発信にかかわる話

し合いを行った。 

 

 

１１．平成２２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 6,436,705  

外国旅費    581,287  

謝金    238,600  

備品・消耗品購入費    917,501  

その他経費 2,002,936  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

    82,971  

計 10,260,000  

委託手数料  1,026,000  

合  計 11,286,000  
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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 780 0/0 

第２四半期 812,324 7/39 

第３四半期 3,667,037 17/183 

第４四半期 5,779,859 12/135 

計 10,260,000 36/357 

 
１３．平成２２年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２２年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

タイ 700,000 
[ バーツ ] 

248,000 

インドネシア 190,000 
[ ルピア ] 

 19,300,000 

台湾 260,000 
[ 台湾ドル ] 

89,000 

※ 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。 


