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平成２４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．採用期間 

平成 ２１年 ４月 １日～平成 ２６年 ３月 ３１日 

（ ４ 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 

      （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２４年度研究交流目標 

 

研究協力体制の構築 

相手国との協力体制は、平成２３年度も特に台湾中央研究院およびタイのチュラーロンコ

ーン大学の尽力を得て、強化された。平成２４年度は、東南アジア諸国に関しては、イン

ドネシアでのセミナー開催に加え、フィリピンの地方大学及びシンガポール国立大学アジ
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ア研究所とセミナーを共催する。東アジア諸国に関しては、台湾中央研究院との信頼関係

が強化されてきたが、引き続き韓国・中国との関係も含め強化していく。最終年度には東

南アジアと東アジアを結び、かつ欧米研究者とも交流できる東南アジア研究のネットワー

クを体現したセミナーを京都において開催するため、今年度はキーパーソンを招きその下

準備を行う。 

 

学術的観点 

本事業では、東南アジア社会の歴史的発展経路をふまえて、弱い国家を支える豊かな生態

資源と社会資本、社会・文化の重層的で柔軟な編成や、共存と発展のダイナミズムを明ら

かにすることを目指してきた。採用期間前半の三年間では、共同研究１・２で異なる生態

環境の人々の共存を脱国家の視点から解明し、平成２３年度をもって共同研究１・２は終

了した。共同研究６はここから発展し、過去から現在にいたる同地域の経済・文化・宗教

分野におけるインターフェース、多元的なものが出会う地点においてどのような相互関係

や交渉が生じているかをマクロからミクロにいたる様々なレベルで、また歴史的過程から

グローバル化の現在に至るまで検討する。そこから東南アジアの多元共生の実態を国家な

どの枠組みから離れて解明する。共同研究３では、経済危機下にある同地域の社会経済再

編を検証し今後の道筋を議論した。本研究は実質平成２３年度で終了し、今後は成果を出

版物として公開する作業に着手する。共同研究４は、東南アジアにおける階層化やローカ

ル・パワーの台頭のなかで生じる社会的亀裂とともに分配の再編を明らかにする。共同研

究６の歴史的・社会文化的視点に対して政治経済的視点によって動態を明らかにするもの

である。共同研究５は、同地域と広く周辺地域との関係を不可避にする水資源の管理につ

いて洪水などの災害への対応も含め、自然科学的視点を中心にしつつ、同地域における国

を超えた資源管理の有り方を模索する。最終年度に共同研究４－６が合同でセミナーを開

催するため、平成２４年度は議論の基盤を形成する。 

 

若手研究者育成 

初年度、京都の東南アジアセミナーに本事業参加研究者を招聘したのを事始めに、二年度

目はインドネシア、三年度目はタイ、そして今年度はフィリピンのセブにおいて本事業共

催で若手対象の東南アジアセミナーを開催する。このほか、各共同研究でも若手を多く招

聘し、セミナー開催に若手企画セッションを設けるなど、様々な形で若手研究者育成と若

手のネットワーク形成を促す。 

 

社会への貢献・その他課題独自の目的 

本事業では、広く東・東南アジア全域の東南アジア研究者のネットワークを形成するとと

もに、そのネットワークに供する情報を提供する図書の充実、そしてそれぞれの研究成果

を公表する出版などの成果公開の強化を目指してきた。平成２４年度は学術誌 Southeast 

Asian Studies が新たに英文ジャーナルとして新規創刊されることに伴い、本事業の成果も

積極的にここで発信していく。若手参加研究者も質の高い論文を発表できるようサポート
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していく。また平成２０年度に終了した拠点大学交流事業の成果が、シンガポール国立大

学出版局や、タイのシルクワームなど名だたる東南アジア研究書の出版社と京都大学学術

出版会と共同で出版されてきたが、これら出版社との連携も強化し、東南アジア研究の英

文出版の有り方を共に検討しながら、本事業の成果発信の可能性を広げる。 

 

中間評価結果を踏まえた対応 

評価において指摘を受けたのは、学術的な目的・内容および、成果に関するものだった。

共同研究４－６は相互の連携を目指し、意識してグローバル化時代の東南アジアにおける

新しい共生の有り方を問う、という大命題に取り組む。文系が中心の課題であるため出版

に至るには５年間のスパンは短い。（現在ようやく、平成２０年度に終了した拠点大学交流

事業の成果が本として出版されつつある）。共同研究１・２の成果を現在、特集号として投

稿中であり、すこしずつ実りつつあるが、まずはセミナー等の成果をプロシーディングス

などの形で印刷し、事業外の皆様のご批判をいただくという手順を踏むことを後半では特

に意識して行いたい。 

 

 

７．平成２４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 

 

東南アジア諸国に関しては、１１月にフィリピン・セブで、若手研究者を集めたセミナー

（Ｓ－２）をサンカルロス大学と共催し、フィリピンの地方大学と実りある研究交流を行

った。２月には京都で、シンガポール国立大学アジア研究所とセミナー（Ｓ－４）を共催

した。このセミナーには、アメリカ、インドネシア及びフィリピン（他予算）からも研究

者を招聘した。また、東南アジアにおける東南アジア研究のハブであるシンガポール国立

大学との共催は、同大学との研究協力体制構築のための第一歩となった。また３月にはイ

ンドネシア・ジャカルタで、共同研究４に関するセミナー及び若手研究者を対象としたセ

ミナー（Ｓ－５）を開催し、これによりインドネシア科学院との協力体制は非常に強固な

ものとなった。このセミナーは、現地の新聞(The Daily Jakarta Shimbun)でも報道され、

インパクトも大きかった。また、東アジア諸国に関しては、台湾中央研究院との協力体制

が強化された。 

 

７－２ 学術面の成果 

 

本事業では、東南アジア社会の歴史的発展経路をふまえて、弱い国家を支える豊かな生

態資源と社会資本、社会・文化の重層的で柔軟な編成や、共存と発展のダイナミズムを明

らかにすることを目指してきた。 

共同研究１・２は、異なる生態環境の人々の共存を脱国家の視点から解明し、平成２３
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年度をもって終了したが、現在、その成果である平成２３年度２月に開催したセミナーの

完成稿を集め、編集をすすめている。共同研究６はこの共同研究１・２を発展させ、過去

から現在にいたる東南アジアの経済・文化・宗教分野におけるインターフェース（多元的

なものが出会う地点）において、どのような相互関係や交渉が生じているかをマクロから

ミクロにいたる様々なレベルで、また歴史的過程からグローバル化の現在に至るまで検討

してきた。前年度２月に台湾中央研究院にてブレインストーミング的なセミナー（Ｓ－４）

を開催したが、本年度２月には京都でセミナー（Ｓ－３）を開催し、三つのセッションに

分かれて東南アジアにおけるインターフェース、交渉、相互行為を検討した。一つ目は島

嶼部の河川域から海域へという地理的インターフェースが、過去から現在にいたるまで、

柔軟で多層的な社会形成の場となっている様態や、同地域が盛んな交易の場となっている

ことを検証した。二つ目は、主に大陸部において宗教現象が、国家、民族、制度のインタ

ーフェースにおいていかに柔軟に実践され、異なるものの共存を可能にしているか、そし

て、三つ目は多元共生の現地社会にあって、研究者が出会う当事者の語りとそれを掬い取

る研究者による表現によって、どのようにその多元性を映し出すのかという取組である。

こうした論点から、東南アジアの多元共生の実態を国家などの枠組みから離れて解明する

道を模索しており、最終年度に成果としてまとめていく。 

共同研究１・２・６の歴史的・社会文化的視点に対して、政治経済的視点によって動態

を明らかにするのが、共同研究３・４である。共同研究３は、経済危機下にある同地域の

社会経済再編を検証、今後の道筋を議論し、平成２３年度で終了したが、本年度９月にそ

の完成稿が英文叢書としての出版のため提出され、現在査読後の改訂段階にある。共同研

究４は、東南アジアにおける階層化やローカル・パワーの台頭のなかで生じる社会的亀裂

とともに、分配の再編を明らかにするもので、３月にインドネシアでセミナー（Ｓ－５）

を開催し、非常に活発な議論が行われた。本セミナーでは、グローバル化の直截なインパ

クトを受ける地域として、首都、国境地帯、エネルギー作物地帯を取り上げ、そこでの新

たなローカル・パワーの台頭とそれに伴う社会的亀裂の再編成を論じた。とりわけ重要な

のは、ネオリベラルな経済スキーム下での民間資本のパワーの圧倒的強さであり、地方に

おける政治経済スキーム形成能力の高さである。こうした点をさらに最終年度に検討し、

GIGA などに掲載するべく論集をまとめていく。共同研究５は、東南アジア地域を中心とし

た水資源管理を議論する上で、気候変動と人間社会の適応の関連性に焦点を当てて議論を

行った。社会の変化が水資源管理及び水災害における脆弱性と関連しており、近年の気候

トレンドを踏まえた水管理を検討する必要があることを確認した。 

 

７－３ 若手研究者育成 

 

本年度は、予め若手研究者を対象として企画し、広く参加者を募ったセミナーを二つ実施

した。一つ目は、毎年東南アジア研究所が開催する東南アジアセミナーである。本事業の

初年度、京都で開催した東南アジアセミナーに本事業参加研究者を招聘したのを事始めに、

三年度目はタイ・メーサイ、そして今年度はフィリピン・セブにおいて本事業共催で若手
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対象の東南アジアセミナーを開催した。公募を行い、今年度は３４３名の応募から１９名

の参加者を選択し、現地フィリピンの参加者を加え、最終的に１２か国、２７名の受講者

が参加し、東南アジアの都市をテーマとするセミナーを成功裏に終えた。 

さらに３月には、インドネシア科学院にて二日間の若手セミナーを開催した。主として

修士、博士課程のインドネシア人学生を対象として、政治改革、経済改革、司法改革、安

全保障改革の４つのテーマについて公募を行ったところ、英語で１０頁のペーパー提出を

義務付けていたにもかかわらず、３９名の応募があり、そのうち１１名がセミナーに参加

した。各テーマの専門家が基調講演を行った後、１１名が発表を行い、活発な質疑応答が

行われた。 

このほか、各共同研究でも若手の参加を促し、セミナーにおける若手の発表を奨励した。 

 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

 

東南アジアや東アジアなど、まだ英文出版の事情が必ずしも良くない国々と連係するなか

で、成果発信をいかに効果的に行うかを常に模索してきた。英文学術誌 Southeast Asian 

Studies の発刊に伴い、比較的英語出版では先んじているフィリピンのアテネオ・デ・マニ

ラ大学の英文誌との提携、Kyoto Working Papers on Area Studies シリーズの継続、シン

ガポール国立大学出版局との叢書出版の提携などを機関として行っており、これを利用し

て若手研究者の発信を奨励してきた。共同研究１・２・３は、こうした場を利用して成果

発信の準備を進めている。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

中間評価において指摘を受けたのは、学術的な目的・内容及び成果に関するものだった。

共同研究４－６は相互の連携を目指し、意識してグローバル化時代の東南アジアにおける

新しい共生の有り方を問う、という大命題に取り組んできた。いまだ連携は十分ではない

が、最終年度は相互の成果を検討し議論する場をもうけ、最終合同セミナーを開催する予

定である。成果に関しては、本年度中に共同研究１－３について、原稿が出そろい、校正

や査読後修正の段階にある。一方、現行の共同研究４－６に関しては、セミナー開催時に

プロシーディングスを印刷し、最終成果への準備とするとともに、本事業外の研究者に批

判いただくためのたたき台ができた。今後は、これをもとに最終的な議論を行い、出版物

という形での成果発信へと向かいたい。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数   １５本 

 相手国参加研究者との共著  ０本  

 （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。）   

  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 

８－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

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 *日本→インドネシア 内 1人:S-5日本(A)と重複 

派遣先 

 

派遣元 

日本 タイ 
インド 

ネシア 
台湾 

オース 

ラリア 

(日本側参

加研究者) 

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  3/15 3/12 1/5  7/32 

実績 1/8 2/11  1/10 4/29 

タイ 

<人／人日>> 

実施計画 1/14  (2/14) (1/5)  1/14(3/19) 

実績 1/16    1/16 

インド

ネシア 

<人／人日 

実施計画 3/30 (1/5)  (1/5)  3/30(2/10) 

実績 1/16    1/16 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 2/20 (1/5) (2/14)   2/20(3/19) 

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/64 3/15(2/10) 3/12(4/28) 1/5(2/10)  13/96(8/48) 

実績 2/32 1/8 2/11 0/0 1/10 6/61 

② 国内での交流       4人／16人日 

日本側参加者数  

  ５２ 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

タイ側参加者数 

   ９ 名 （１３－２ 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 

  ２７ 名 （１３－３ 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 （１３－３ 台湾側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研

究交流活動 

昨年度に引き続き、東南アジア諸国のローカル・パワーを分析するにあ

たり、社会的亀裂を一つの鍵概念として研究交流を推進することに加え、

新たな分配の政治にも着目した。グローバル化、中国とインドの政治経済

的台頭の中で、東南アジア社会でも宗教・エスニシティといった水平的社

会的亀裂のみならず、社会階層といった水平的社会的亀裂が政治的に重要

性を持ち始めている。そうした状況の中で、首都圏及び農村地帯でどうい

った新たな政治経済プレーヤーが生まれてきつつあるのかに着目し続け

た。しかし、ローカル・パワーを分析する際に重要なことは、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った。 

こうした点を踏まえつつ、３月にインドネシア・ジャカルタにおいて、

各自が持ち寄ったペーパーを発表する国際セミナー（Ｓ－５）を開催した。

ペーパー数は４１本にのぼり、非常に密度の濃い議論を行うことができた。

その上で、民間資本が地方の政治経済に持つ圧倒的重要性が再確認され、

再分配の政治を考えるにあたり、地方首長などの政治アクターに限らず、

民間アクターも重要であり、政治的に重要な社会的亀裂の変容にも大きな

影響を与えていることがわかった。 

２４年度の研

究交流活動か

ら得られた成

果 

エネルギー作物地帯の政治経済学的分析の成果については、６月の東南ア

ジア学会第８７回研究大会、１０月のアジア政経学会２０１２年度全国大

会において分科会を設けて発表を行った。また、首都の政治経済学的分析

の成果については、３月にアメリカのサンディエゴで行われたアメリカ・

アジア研究学会（ＡＡＳ）の全国大会において分科会を設けて発表を行っ

た（他予算）。こうして、国際的にも国内的にも成果を発信できるようにな

った。加えて、来年度は、６月の国際アジア研究所第 8回全国大会におい

て首都の政治経済学に関する二つの分科会を作って発表すること、同月の

東南アジア学会において、エネルギー作物地帯の政治経済学的分析の成果

について二つの分科会を設けて発表すること、首都の政治経済学に関する

分科会を設けて発表することが決まっている。そして、ヨーロッパのＧＩ

ＧＡで首都の政治経済学に関する特集号を企画する話が具体化しており、

１２月には出版される予定である。 
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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・CSEAS Kyoto University・Associate Prof.  

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Dian Sisinggih・University of Brawijaya, Indonesia・Head 

Attachai Jintrawet・Chiang Mai 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 
 

1/7 4/12 2/20 7/39 

実績    0/0 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 1/20 
 

  1/20 

実績    0/0 

インド

ネシア 

<人／人日> 

実施計画 2/35  

 

 2/35 

実績 1/20   1/20 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 2/20   
 

2/20 

実績    0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/75 1/7 4/12 2/20 12/114 

実績 1/20 0/0 0/0 0/0 1/20 

② 国内での交流       0人／0人日 

日本側参加者数  

  ２１ 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

タイ側参加者数 

   ３ 名 （１３－２ 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 

   ７ 名 （１３－３ 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 （１３－３ 台湾側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研

究交流活動 

アジアの河川は多様であるため、そこから発生する問題も多様である。そ

こで、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管理のコンフリクトを研究

対象とし解析を進めた。昨年度に発生したタイ洪水災害及びインドネシア

泥炭地火災に関して、近年の気候トレンドとの関連性を解析した。タイに

おける水資源管理は、渇水が頻発した１９９０年代後半を基準に考えられ

ており、２０００年代後半における９月以降の降雨の増加トレンドに対応

していないと考えられる。インドネシアにおいても、２０１１年２月に発

生した泥炭地火災と降水量及び地下水位の関係を解析した。 

２４年度の研

究交流活動か

ら得られた成

果 

 インドネシア泥炭地の解析結果については、６月に横浜で開催された２

２回日本熱帯生態学会年次大会及び１０月にインドネシア・ポンティアナ

で開催された International Workshop on an Assessment of Wetland Change 

in West Kalimantan Provinceにおいて発表を行った（別予算）。また、タ

イ洪水と広域の気候変動の分析の成果については、３月に京都で開催され

た共同利用・共同研究拠点「東南アジア国際共同研究拠点」の年次研究集

会にて発表を行った。 
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整理番号 R－6 研究開始年度 平成２４年度 研究終了年度 平成２５年度 

研究課題

名 

（和文）インターフェースと交渉：多元共生社会の動態モデル 

（英文）Interface, Negotiation, and Interaction in Southeast Asia 

日本側代表

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・CSEAS Kyoto University・Professor 

相手国側代

表者氏名・

所属・職 

Wenchin Chang・CAPAS Academia Sinica・Researcher 

Yukti Mukdawijitra・Dept of Sociology and Anthropology・Thammasat University・Deputy 

Dean 

Aswatini Raharto・LIPI・Deputy Chair  

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 *日本→フィリピン 2人:S-2日本(A)と重複, タイ→日本内 1人:S-3タイ(A)と重複 

                      アメリカ合衆国→日本内 1人:S-4アメリカ合衆国(A)と重複 

派遣先 

 

派遣元 

日本 タイ 
インド 

ネシア 
台湾 

オースト 

ラリア 

(日本側参

加研究者） 

フィリ 

ピン 

(日本側参

加研究者) 

シンガ 

ポール 

(日本側参

加研究者) 

計 

<人／人日> <人／人日> <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  4/15 3/12 2/20  2/12  11/59 

実績    1/7 2/6  3/13 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 3/15  (1/5) (2/8)    3/15(3/13) 

実績 2/20      2/20 

インド 

ネシア 

<人／人日> 

実施計画 3/15 (2/8)  (1/4)    3/15(3/12) 

実績       

台湾 

<人／人日> 

実施計画 2/10  (1/4)     2/10(1/4) 

実績        

アメリカ 

合衆国 

(日本側参

加研究者) 

<人／人日> 

実施計画         

実績 4/19      1/3 5/22 

合計 

<人／人日> 

実施計画 8/40 4/15(2/8) 3/12(2/9) 2/20(3/12)  2/12  19/99(7/29) 

実績 6/39 0/0 0/0 0/0 1/7 2/6 1/3 10/55 

② 国内での交流       ２人／１３人日 

日本側参加者数  

  ６３ 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

タイ側参加者数 

  ２２ 名 （１３－２ 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 （１３－３ インドネシア側参加研究者リストを参照） 
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台湾側参加者数 

   ７ 名 （１３－３ 台湾側参加研究者リストを参照） 

２４年度の研

究交流活動 

共同研究１・２においては、脱国家の視点から、山地－低地の二分を軸とした従来の

東南アジア社会論を、国家中心に構築されたカテゴリーや区分から再考した。Ｊ．スコ

ットの著作及び本人との対話の形で議論が展開され、現在その成果をとりまとめてい

る。そこで共同研究６は、同地域の理解に重要であると確認されたインターフェース、

交渉、相互行為の概念をとりあげ、メンバー構成も一部継承した。同地域の多元性を構

成する様々な複数要素のインターフェースにおいて生じる交渉や相互関係に焦点をあ

て、共存の有り方を検証する。修復困難な葛藤・抗争は今日もみられるなかで、長期の

歴史的スパンにおいて、交渉により差異ある諸要素がいかに共生してきたか、地理・生

態的、経済政治的、文化的インターフェースを多層的に見極めながら、この共生の様態

を明らかにする。このテーマのもとで、昨年度台湾でブレーンストーミング的なセミナ

ー（Ｓ－４）を開催し、「民族誌的出会いとその表象」「境域の宗教実践」「交易による

ローカルな関係の再編」「生態環境のインターフェースと政治経済」などいくつかのア

イデアのクラスターを確認した。これに基づき、個々のクラスターで議論をしながら、

２月に京都でセミナー（Ｓ－３）を開催した。 

そこでは、セッション１「交易によるローカルな関係の再編、および生態環境のイン

ターフェース」、セッション２「宗教現象のインターフェース」、セッション３「民族誌

的出会いとその表象」の三つのクラスターに分けて議論を深めた。一つ目は島嶼部の河

川域から海域へという地理的インターフェースが、過去から現在にいたるまで、柔軟で

多層的な社会形成の場となっている様態や、同地域が盛んな交易の場となっていること

を検証した。二つ目は、主に大陸部において宗教現象が国家、民族、制度のインターフ

ェースにおいていかに柔軟に実践され、異なるものの共存を可能にしているか、そして、

三つ目は多元共生の現地社会にあって、研究者が出会う当事者の語りとそれを掬い取る

研究者による表現によって、どのようにその多元性を映し出すのかという取組である。

こうした論点から、東南アジアの多元共生の実態を国家などの枠組みから離れて解明す

る道を模索しており、最終年度に成果に向けてまとめていく。 

２４年度の研

究交流活動か

ら得られた成

果 

昨年度のＳ－４の議論に基づき、本年度のＳ－３では、テーマを絞り込み、上記三つの

クラスターに基づき参加者がフルペーパーを持ち寄った。この成果をまずはプロシーデ

ィングスとして発行した。これは、今後、クラスターごとに学術誌の特集号や出版物な

どの形で公表するための第一段階である。宗教班については、Ｓ－３にくわえて、別途

開催したシンガポール国立大学アジア研究所との共催セミナー（Ｓ－４）においても、

また、３月に San Diego にて開催されたアメリカ・アジア学会（Association for Asian 

Studies）の分科会（他予算）でも発表・議論を行った。 
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８－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 

 

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「東南アジアにお

けるインターフェースとしての都市」 

（英文）JSPS Asian CORE Program ’’Cities and Cultures in 

Southeast Asia’’ 

開催期間 平成２４年１１月２０日～平成２４年１１月２３日（４日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）フィリピン、セブ、サンカルロス大学建築・美術学部、建築・

美術学部センター 

（英文）Philippines, Cebu, University of San Carlos, College of 

Architecture and Fine Arts, College of Architecture and Fine 

Arts Theatre 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）キャロライン・ハウ・京都大学東南アジア研究所・准教授 

（英文）Hau, Caroline・CSEAS Kyoto University・Associate Prof. 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文）Hope Sabanpan-Yu・Cebuano Studies Center, University 

of San Carlos, Cebu, Philippines ・Associate Professor and 

Director 

参加者数  *日本(A)の内 2 人 R-6 日本→フィリピンと重複 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ フィリピン ） 

日本 

<人／人日> 

A. 9/52  

B.  

C.  

タイ 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 2/12 

フィリピン 

(日本側参加研究者） 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 1/4 

合計 

<人／人日> 

A. 9/52 

B.  

C. 3/16 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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 

 

本セミナーでは都市が生成・変化する社会・文化的過程や実践を

検証する。都市は人、モノ、資本、インフラが集結する空間である

と同時に権力の場、幻想や欲望の対象、計画の対象、文化遺産、文

学やメディアなどの表象にも表れ、抗争や交渉の舞台、社会文化的

な相互行為、変革、そして経済政治的な変容が生じる舞台ともなる。

都市は、科学・学問・想像のなかでどのように出現するのか。住人

の生活をどのように形作り、住人はいかに都市を作り直していくの

か、都市は国家やあるいは農村とどのように連携するのか。五日間

のセミナーを通じてこうした東南アジアにおける都市の過去・現

在・未来、そこに見いだされる東南アジアの都市社会を議論する。

東南アジア研究において都市をベースにした理解は多くはない。交

渉や相互関係の場として都市に注目することでどのような東南ア

ジアにおける多元共生社会が見出せるか、議論する。 

東南アジア各国及び日本から参加研究者を招聘し、若手の受講者に

講演をした後、グループに分かれて討論とその後の発表を行う。東

南アジア研究において重要でありながらあまりまとまった議論の

機会がない都市について、若手研究者を対象に研修することが目的

である。 

セミナーの成果 三日間の講義は、東南アジアの都市の歴史的展開、そのなかでの

災害への対応、都市に共住する多文化・多言語コミュニティ、現代

における都市コミュニティの再活性の諸相、都市における市民運

動、と多岐にわたった。午前は講義を行い、午後は参加者によるグ

ループ討論と発表という形で進行したが、参加者はいずれも本テー

マに直接関与する研究者であり、白熱した議論が交わされた。四日

目は、現地セブのフィールド・ツアーとして、都市復興コミュニテ

ィなどを訪ねた。多分野の講師による講義は、それ自体有意義なも

のであるが、それに加えて、セブというフィリピンでも有数の草の

根の都市コミュニティ運動の地を背景に、現地講師陣の貢献も大き

かった。そして、何より各国からの若手研究者による活発な討論が

貴重である。これらを形にとどめるべく、プロシーディングスを準

備中である。 
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セミナーの運営組織 サンカルロス大学セブアノ研究センター（フィリピン）及び 

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     55,000 円 

外国旅費           1,472,052 円 

     消費税              73,603 円 

               合計    1,600,655 円 

タイ側 内容   外国旅費 
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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「インターフェー

スと交渉：多元共生社会の動態モデル」 

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

Interaction in Southeast Asia’’ 

開催期間 平成２５年２月２２日 ～ 平成２５年２月２３日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、京都市、京都大学稲盛財団記念館 

（英文）Japan, Kyoto, Kyoto University Inamori Memorial Hall 

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) 

（英文） 

参加者数 *タイ(A)R-6 タイ→日本と重複 

   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. 6/12 

タイ 

<人／人日> 

A. 1/6 

B.  

C.  

台湾 

<人／人日> 

A. 1/6 

B.  

C.  

合計 

<人／人日> 

A. 5/19 

B.  

C. 6/12 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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 

 

近年、国境を超えた人・モノ・観念などのフローが注目されてき

た。そこでは国境の脆弱性なども指摘されるが、それは人・モノ・

カネが全く何の障壁もなしに自由に移動しているわけではない。こ

うした移動は、必ず出会いとインターフェースを生み出す。このよ

うな交渉が相互行為をうみ、法や制度、技術、社会集団や関係、イ

デオロギー的言説などが対応する。このようなインターフェース、

交渉、相互行為に光を当てる。 

本セミナーは、昨年度末（平成２４年２月）の台湾でのセミナーで

議論したことをたたき台に、共同研究６の討論の場として開催す

る。 

セミナーの成果 参加者は、各自 6000-8000 字程度の論稿を持ち寄り、これに基づ

いて発表、討論を行った。それにより、クラスターごとに相互の論

点の共通点や相違、全体の枠組みが明らかになった。発表論文は、

プロシーディングスとして発行した。この成果に基づき、来年度、

最終成果に向けて改訂を行い、クラスターごとの成果公開を目指

す。 

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   301,760 円 

    外国旅費             12,600 円 

    謝金               45,600 円 

    消耗品               4,395 円 

    会議費                           5,535 円 

    海外旅行保険           6,970 円 

    印刷費              154,245 円 

    消費税                           3,258 円 

                合計   534,363 円 

タイ側 内容  外国旅費 

台湾側 内容  外国旅費 
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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

ける儀礼実践」 

（英文）JSPS Asian CORE Program ’’Reassessing Ritual in 

Southeast Asian Studies’’ 

開催期間 平成２５年２月２５日 ～ 平成２５年２月２６日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、京都市、京都大学稲盛財団記念館 

（英文）Japan, Kyoto, Kyoto University Inamori Memorial Hall 

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・Kyoto University CSEAS・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) 

（英文） 

参加者数  *アメリカ合衆国(A)内 1 人 R-6 アメリカ合衆国→日本と重複 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ 日本 ） 

日本 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 4/8 

アメリカ合衆国 

(日本側参加者研究者） 

<人／人日> 

A. 2/9 

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. 2/9 

B.  

C. 4/8 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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 

 

東南アジアの諸文化における儀礼の重要性は言うまでもないこ

とだが、学術的な議論においては、近代化のもとで消えゆくローカ

ルな固有性や伝統とみなされがちであった。それは、西洋中心の宗

教観念に基づいたものであり、宗教の研究はむしろ宗教の合理化に

向けた改革や運動に関心が向けられてきた。しかし近年、人文社会

系の多分野において、儀礼実践が世俗化・近代化における社会関係

の再編において重要な役割を担っていることが注目されてきた。こ

うした視点から、多元共生社会のインターフェースにおける儀礼の

役割について再考するのが本セミナーの学術的目的である。 

同時に、本セミナーには、シンガポールからの参加も予定しており

（本事業経費外）、本セミナーをシンガポール国立大学のアジア研

究所とアジア研究教育拠点事業が共催することで、新たな研究ネッ

トワークを形成することを目指している。シンガポールは、相手国

ではないが、大陸部と島嶼部東南アジアを結ぶ要の位置にあり、両

側の研究者の関わりも深い。特に宗教という観点については、大陸

部の仏教を中心とする世界と島嶼部のイスラームを中心とする世

界を結ぶ、ある意味で「中立」的な立場にある。東南アジアにおけ

る東南アジア研究の要の一つであり、本セミナーを通じてネットワ

ーク形成をすることは非常に有意義である。 

セミナーの成果 参加者は、各自 6000-8000 字程度の論稿を持ち寄り、これに基づ

いて発表、討論を行った。人類学、宗教学及び社会学などの分野に

おける近年の儀礼論を参照しつつ、主として現代の東南アジアにお

いて、儀礼を前近代的な非合理なものとしてではなく、宗教・階層・

国家・民族・ジェンダーなどをこえて共在を可能にするものとして

理解する枠組みを共有した。発表論文はプロシーディングスとして

発行した。来年度、シンガポール国立大学で第二回共催セミナーを

開催し、最終的な成果を刊行する予定である。 

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  150,340 円 

    海外旅費           199,650 円 

謝金              36,000 円 

    消耗品              5,748 円 

    会議費                          8,303 円 

    海外旅行保険          5,980 円 

    印刷費             245,752 円 

    消費税                     12,082 円   

                       合計  663,855 円 
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整理番号 S－5 

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

ける社会政治的、経済的改革の動き、その経過と展望」 

（英文）JSPS Asian CORE Program “Socio Political and 

Economic Reform in Southeast Asia: Assessments and the Way 

Forward“ 

開催期間 平成２５年３月９日 ～ 平成２５年３月１２日（４日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）インドネシア・ジャカルタ・インドネシア科学院 

（英文）Indonesia, Jakarta, LIPI 

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）OKAMOTO, Masaaki・CSEAS Kyoto University・Associate Prof. 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文）Ikrar Nusa BHAKTI・LIPI Research Center for Politics, 

Senior Researcher 

参加者数  *日本(A)内 1 人 R-4 日本→インドネシアと重複 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ インドネシア ） 

   

日本 

<人／人日> 

A. 11/55 

B.  

C. 4/16 

タイ 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 4/16 

インドネシア 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 8/32 

台湾 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 1/4 

中国 

(日本側参加者研究者） 

<人／人日> 

A. 1/5 

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. 12/60 

B.  

C. 17/68 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 
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C.本事業経費から旅費を負担しない（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 

 

インドネシアは本拠点の重要構成国でありながら、台湾やタイと比

べるとインドネシア研究は盛んでも東南アジア研究は非常に遅れ

ている。そこで、前半の２日間は、本事業の共同研究テーマに関心

を持つ主としてインドネシアの大学院生、ポスドクを中心とする若

手研究者に対してセミナーを開催する。そして、日本、タイ、台湾

からの本事業参加研究者はインドネシア以外の事例も発表するだ

けでなく、若手研究者の発表にもコメントをする。後半の２日間は、

共同研究４の参加研究者を中心として、地方レベルに焦点を当て

て、東南アジアにおける社会的亀裂と政治に関するセミナーを行

い、各自のペーパーを持ち寄って最終成果に向けた議論を行う。 

セミナーの成果 セミナーの目的は上記のとおりであるが、順番を変え、最初の二日

間を共同研究４の参加研究者主体のセミナー、後半の二日間を若手

研究者の発表中心のセミナーとした。共同研究４の参加者、若手研

究者が４１本の英語ペーパー（Ａ４で１０頁程度）を持ち寄り、そ

れを踏まえて議論を行った。本セミナーが中心的に取り上げた東南

アジアの首都圏（ジャカルタ、バンコク、マニラ）、アブラヤシ農

園地帯、国境地帯のいずれにおいても、新自由主義経済のグローバ

ル化、民主化が地方の政治経済に及ぼす影響は圧倒的であることが

わかった。東南アジアの経済成長が進む中でも三地域の成長は著し

く、社会的亀裂のなかでも垂直的格差が重要性を増している。しか

し、それが原因となる政治的対立を生むとは限らない。地方の政治

アクターが格差とは別の言説を作りあげて、格差に基づく政治動員

を阻止したり、民間資本も動員して再分配の政治を行ったりするか

らである。或いは、制度的に格差の非動員状態を作り出したり、外

国人など政治力を持てないアクターを低賃金労働者に仕立て上げ

ることに成功しているからである。 

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 

インドネシア科学院政治研究センター 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容    国内旅費      金額    103,995 円 

外国旅費          1,342,218 円 

      消費税                      67,111 円 

                                合計  1,513,324 円  

インドネシ

ア側 

内容    外国旅費 

      国内旅費 

      会議費 
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８－３ 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> 

インドネシア 

<人／人日> 

台湾 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/5   1/5 

実績 1/6   1/6 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 3/15    3/15 

実績     

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画      

     

台湾 

<人／人日> 

実施計画 2/10    2/10 

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/25 1/5   6/30 

実績  1/6   1/6 

② 国内での交流       0人／0人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣期間 用務・目的等 

京都大学・教授 

速水洋子 

タイ・バンコ

ク・タマサー

ト大学 

H24.8.2 

～8.5, 

H24.8.7 

～8.8 

タイのコーディネーターNitinant 副学

長と本事業に関する打ち合わせ 
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９．平成２４年度研究交流実績総人数・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

加研究者) 

<人／人日> 

フィリピン 

<人／人日> 

オース 

トラリア 

(日本側参

加研究者) 

<人／人日> 

シンガポール 

(日本側参 

加研究者) 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 

9/42 17/72(2/8) 3/25 2/20 7/42(2/12)   38/201(4/20) 

実績 2/14 12/66(4/16)   9/58 2/17  25/155(4/16) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 12/107 
 

(6/34) (3/13)  (2/12)   12/107(11/59) 

実績 3/42 (4/16)   (2/12)   3/42(6/28) 

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 11/109 (3/13) 
 

(2/9)  (1/6)   11/109(6/28) 

実績 2/36       2/36 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 9/69 (1/5) (6/33) 
 

    9/69(7/38) 

実績 1/6  (1/4)     1/6(1/4) 

ウズベキスタン 

(日本側参 
加研究者） 

<人／人日> 

実施計画 2/20  1/4  

 

   3/24 

実績         0/0 

アメリカ 

合衆国 
(日本側参  
加研究者) 

<人／人日> 

実施計画          0/0 

実績 5/28       1/3 6/31 

中国 
（日本側参

加研究者） 
<人／人日> 

実施計画         0/0 

実績   1/5      1/5 

合計 

<人／人日> 

実施計画 34/305 9/42(4/18) 18/76(14/75) 3/25(5/22) 2/20 7/42(5/30) 0/0 0/0 73/510(28/145) 

実績 11/112 2/14 13/71(9/36) 0/0 0/0 9/58(2/12) 2/17 1/3 38/275(11/48) 

 

※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（ ）

をのぞいた人数・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 

26／67(4／8) <人／人日> 9／36 (10／20) <人／人日> 
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１０．平成２４年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 2,628,981  

外国旅費 4,968,457   

謝金 93,820   

備品・消耗品購入費 19,995   

その他経費 1,031,537   

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

257,210   

計 9,000,000   

委託手数料 900,000   

合  計 9,900,000   

 

１１．四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 711,956  5/38  

第２四半期 1,449,403  4/29  

第３四半期 2,370,471  11/90  

第４四半期 4,468,170  27/154  

計 9,000,000  47/311  
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１２．平成２４年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２４年度使用額 

現地通貨額[現地通貨単位] 日本円換算額 

タイ    102,000 [ THB ]    35万円相当 

インドネシア   163,516,000 [ IDR ]     167 万円相当 

台湾     21,000 [ NTD ]      7 万円相当 

※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。 


