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アジア研究教育拠点事業 
平成２３年度 実施報告書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 京都大学 経済学研究科 

中 国 側 拠 点 機 関： 南京師範大学 

 

２．研究交流課題名 

（和文）：        人間の持続的発達に関する経済学的研究                            

                   （交流分野： 経済学  ）  

（英文）：    Research for Economics of Sustainable Human Development                                

                   （交流分野： Economics ）  

 研究交流課題に係るホームページ：http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/asia_edu   

 

３．開始年度 

平成 22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 経済学研究科 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：経済学研究科・研究科長・田中 秀夫 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：経済学研究科・教授・大西 広 

 事務組織：経済学研究科 事務部 

 

相手国側実施組織 

（１）国（地域）名：中国 

拠点機関：（英文）Nanjing Normal University 

      （和文）南京師範大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）Business School・Professor・Chongzheng Xu 

 経費負担区分：パターン 1 
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５．全期間を通じた研究交流目標 

京都大学経済学研究科は、いくつかのテーマを持って複数のアジア諸国の研究教育機関

と交流をしてきている。中国人民大学および台湾政治大学とは政治経済学や農業経済学の

分野で、また韓国ソウル大学や韓国慶北大学とは経済史学や北東アジア経済交流の問題に

ついて交流をして来ている。しかし、より理論的な方面で分析対象たる社会的人間の研究

のあり方を根本的に問う作業が、研究科所属の教授・大学院生・名誉教授層によって南京

師範大学との間でここ三年間継続されている。今回はこの関係を相手先大学の強力なバッ

クアップもえて、よりフォーマルに研究科の事業として進めるものである。 

 具体的には、2007年 3月と 2009年 5月に南京師範大学で開催した「人的発展経済学国際

会議」と、それを受けて 2007年 9月に京都大学経済学研究科で開催した基礎経済科学研究

所の研究大会への南京師範大学教授２名の招聘事業の成果をさらに「人間の持続的発展」

という方向に発展させる二国間、二大学間の交流である。京都大学経済学研究科は付属東

アジア経済研究センター(「上海センター」との名称を 2010.4から改称)としても、この間

は「経済の持続的発展」を一貫したテーマとしていくつかの企画を進めてきた。したがっ

て、このテーマの経済学的人間観への展開としての意味をも持っている。 

 アダム・スミス以来の経済学における人間観である「経済人仮説」は、経済学や社会学

の発展によって特殊の人間観であること、異なる諸国家では異なる形式で人間の行動様式

が存在することがより強く意識されるようになり、経済学でも新しい枠組みが求められる

ようになっている。この必要性に応えたひとつの研究グループを両大学を中心として日中

間で形成することが本計画の目的である。先方の大学も我々もともにこのテーマに関心を

持つ研究者を両国で集めているからである。 

 したがって、本プロジェクトにより、「経済人仮説」を相対的化した「人間の持続的発

展」に関わる新しい枠組みの構築が期待される。その際、人間のあり方が時代時代に変化

するという時間軸上の変化・比較と、異なる諸国における異なる人間のあり方という空間

軸上の比較が特に解明される。 

また、これらの共同研究・共同研究集会には多くの若手研究者も参加する。共同集会の

共催者となる基礎経済科学研究所には院生を初めとする多くの若手研究者がおり、日本側

拠点校の京都大学経済学研究科にも多くの院生が存在するからである。これによって、こ

の分野に関心を持ち、研究・研究発表を行なう多くの若手研究者を育成することができ

る。 
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６．平成２３年度研究交流目標 

 本事業の中国側拠点は南京師範大学であるが、中国側研究参加者の中国政法大学楊帆教

授の去る 12 月の京大会議への参加により、次回の日中会議(通算で第４回会議)は中国政法

大学で開催することとなった。ここでは政法大学が独自に形成している北京中心のネット

ワークも活用し、二国間に限らない多国間の国際交流をめざす。国を超えて異なる角度、

視覚から行われている「人間発達の経済学」のより広い交流が目的である。具体的には、

昨年同様、韓国から 1 名、ベトナムから 2 名の研究者を「日本側」に加え、両国との交流

をもめざす。韓国側参加者は昨年度韓国社会経済学会の会長をされていた方で、京都大学

とは交流協定校として長い交流の歴史をもっている慶北大学校の有力教授である。また、

ベトナムの二人が属するベトナム社会科学院は一昨年以来、日本学術振興会「アジア首脳

会議参加国からの招へい」事業で交流を深めている研究機関で、そのネットワークを強め

ることで本研究をより国際的なものにすることを狙っている。３名の研究者がすべて本研

究事業に関わる研究をされていることは当然である。 

また、こうした多国間の交流として昨年、一部メンバーが参加した世界政治経済学会

(World Association for Political Economy)大会を今年からは一部共催とし、分科会開催な

どの形でより国際的な展開を期す。これは昨年参加した際に依頼したのが実現したもので

ある。世界政治経済学会ホームページでも当該分科会(Human Development Economics in 

Political Economy をテーマとしたもの)が日本学術振興会との共催企画であることを明示

することとなっている。 

さらに、国際交流の前提としての国内的な密度の高い研究交流を目的に、H23 年度末に

も本拠地京都から離れた関東地区でのネットワーク構築を目的として、専修大学での国内

会議も予定する。これは地震により H22 年度末開催を中止せざるをえなかったものであり、

「国際比較」、「地域開発」などをひとつのテーマとしたい。 

これらの成果は学会などの場で逐次発表し、個別の交流・共同研究も同時に推進する予

定である。 

 

７．平成２３年度研究交流成果 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 上記「６．平成２３年度研究交流目標」で示したように、今年度の大きな目的は研究交

流ネットワークの拡大におかれていた。具体的には以下の 3分野である。 

1)中国政法大学での日中会議開催(S-1 セミナー)を機に、中国政法大学が独自に形成してい

る北京中心のネットワークに本研究事業を拡大することにある。実際、その後、日本側メ

ンバーが中国側予算の支援を得て昨年 12月に重慶市で開催された国際会議に招へいされる

などの交流も広がっている。 

2)5月に開催された世界政治経済学会(World Association for Political Economy)大会分科

会における共催形式のセミナー(S-2 セミナー)では、正式に「人間発達の経済学」をテーマ

とし、そこに世界から集まった多くの研究者との交流をし、世界大のネットワーク形成に

踏み出すことができた。これは、学術振興会の許可を得て日本側研究者としてベトナム人
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2人、韓国人1人の研究者を特別に加えて研究交流を行って来た結果でもある。日本側コー

ディネーターは学術振興会の別事業(「アジア首脳会議参加国からの招へい」事業)でも、ベ

トナム側研究者との交流を深めており、年度内に 2 度の研究交流・講演活動をベトナム・

ハノイにて行っている。 

3)日本側国内集会として企画・開催した今年3月の東京でのS-3セミナーは、拠点機関のあ

る京都を離れて研究者人口の多い東京で開催し、関東での研究ネットワークの拡大を図る

ものであった。そして、実際、開催校の専修大学関係者など東京地区の研究者のネットワ

ークを深めた。 

 

７－２ 学術面の成果 

 3つのセミナーのそれぞれで得た学術面の成果はおおよそ次のようなものであった。 

1) 中国政法大学での日中会議開催(S-1 セミナー)では、本事業としては最大数の中国側研

究者の参加を得て、中国の経済社会の変化の中で課題となり関心となっている「人間発

達」の課題と経済学との関わりに関する状況の理解が深まった。具体的には、資源投入

的経済発展から「人本発展」に重点を切り替える課題、成長のみを追いかける発展方式

から自然との調和を実現する持続的発展方式への社会経済システムの転換の課題と関

わって多くの中国側報告があった。たとえば、楊万東報告、劉静暖報告、紀玉山報告、

呉江報告などであった。 

2) 昨年5月に開催された世界政治経済学会(World Association for Political Economy)大会

分科会における共催形式のセミナー(S-2 セミナー)では、本事業参加者以外の報告もあ

り、各国毎に異なる関心から「人間発達の経済学」が追求されていることが理解された。

具体的には、人間発達と社会計画との関係、政治的急進主義との関係の問題、経済学古

典中の人間発達の問題の扱いなどであった。 

3) 今年 3 月に東京で行われた国内集会(S-3 セミナー)では、13 本の報告、1 本のコメント

を大きく 4つのテーマに分けて討論した。具体的には「人間発達と教育の問題」、「人間

発達の社会システム」、「人間発達と文化の経済学」、「人間労働と労働組合の諸問題」で

ある。こうして、こうした諸分野がそれぞれに個別の論点を持ち深められるべきことが

まず解明され、共通認識となった。これは本来昨年 3月に開催されるべきものであった

が、直前の地震で開催が延期されていたものであった。ただし、当初予定のものに加え、

新たな報告者も得て、より内容のあるものになった。 

 

７－３ 若手研究者養成 

 昨年 4 月の北京での S-1 セミナーには、日本側から京都大学と名古屋学院大学の院

生・ポスドクが参加・報告し、また、中国現地からの 2名のポスドクが参加し、同年代

研究者として親しく研究交流を行った。また、昨年 5 月の世界学会分科会(S-2 セミナ

ー)でも 2 名の院生が報告を行ない、特にアメリカの現地開催校の院生たちと研究交流

を行った。さらに、今年 3月の東京集会(S-3セミナー)でも 1名の院生が参加・報告を

行ない、他にも参加研究者以外から関東地区の何名かの院生が参加をし、交流を行った。

この参加者数が前年度を下回ったのは、セミナーの開催が大学院生を多く抱える拠点校
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(京都大学)でなかったことにもよる。しかし、今年度は院生以外の「若手研究者」も多

く、たとえば、日本側研究参加者の梶原太一氏(研究者番号 1-21)は 3 つのセミナーの

すべてに参加したが、彼はまだ 30歳前後の年齢である。 

 

７－４ 社会貢献 

 本事業によるセミナーはすべて無料で外部にも公開され、いつも社会人や外部の研究者

が参加している。特に、今回の S-3 セミナーは日本国内のものとして関東地区の市民の参

加も多かった。これは「人間発達」と「経済学」を結びつける本事業のテーマに社会的関

心が向いていることによろう。 

 また、これ以外にも印刷媒体を通じた社会的貢献として昨年度の京都大学での日中セミ

ナーの内容を昨年 4 月に基礎経済科学研究所の雑誌『経済科学通信』第 125 号で公表した

ことが大きい。この雑誌は、少なくとも全国 11の大学で定期的に所蔵され、一般にも市販

されている。 

 さらに、昨年 4月の北京での日中会議(S-1セミナー)は、全文中国語にして中国で出版す

るための作業をこの 1 年行なってきた。原稿はすべて入稿し、この 7 月に出版されること

となった。  

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 本事業は大型の「日中会議」を日中間で交互に開催することとなっているので、来年度

は日本での開催となる。このため、一昨年 12月、昨年 4月の 2度の日中会議では特別の時

間をとって開催地を討論し、北海道の札幌学院大学に確定した。日程も 9 月 28-29 日に確

定し、報告者募集などすでに作業を進めている。 

 しかし、本事業は当初からベトナム人および韓国人研究者を「日本側参加研究者」に加

え、世界への研究ネットワークの拡大を目指している。そして、そのために昨年度にはWorld 

Association for Political Economyの大会に参加・報告を行い、さらに今年度は「人間発達

の経済学」で複数の分科会を開催した。このつながりを拡大して、より実り多い理論的成

果をうることも課題である。  

 さらに、関東地区に広めた国内的なネットワークを大事にして、参加研究者をその方面

で増やしたい。特に、関東地区は今回の地震の影響をうけ、3月の東京での S-3セミナーに

は福島からの参加者も複数得た。ここでは「人間発達」の前に、身体や精神のストレスの

解放が重大な課題として存在している。この震災からの復興は日本国民皆が協力してなさ

れるべき課題であるから、その課題を「人間発達の経済学」の一部として展開することを

検討したい。具体的には、来年度の国内集会は研究参加者もいる福島大学での開催とした

い。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数    17 本 

 相手国参加研究者との共著  0 本 
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８．平成２３年度研究交流実績概要 

 

８－１ 共同研究 

 本事業研究テーマである「人間の持続的発展に関する経済学的研究」に関するこの分野

での研究諸資料の収集、整理、分析およびその成果の公開を目的に、各自の個別的研究に

加え、特に 

① 伝統産業の熟練技術における人間発達の要素とその一般的な産業労働との関係に関す

る諸研究を海外のものを中心に国立国会図書館などで佐中忠司教授が収集し、その分析

を行った。 

② また、交流相手国中国社会の持続的発展に関わる研究調査としてモータリゼーションの

人間社会に対する影響を調べる現地調査を中国内陸部で行った。 

 ただし、これら以外にも、別予算でさまざまな研究が継続されている。たとえば、中国

ナショナリズムのあり様を比較研究するために「中越関係」の現在を中越国境で 2 度現地

調査している。我々が直面する「日中関係」と比較するためであるが、この調査では、本

事業で「日本側参加研究者」となっているベトナム社会科学院哲学研究所の 2 人の研究者

が大いにサポートしてくれている。「共同研究」としての実質がこのようにある。このテー

マでは昨年 12月に別予算でベトナム社会科学院中国研究所の研究員を招聘して講演会を行

なったが、これもこの研究の一環である。 

 

８－２ セミナー 

 本事業で行なった 3 つのセミナーは、①日中会議、②世界会議分科会、③国内集会とい

う形でそれぞれの役割を明確にしてとりくんだ。具体的には 

① 日中会議(S-1セミナー)は、南京を離れて首都北京での中国全土を対象とする研究ネッ

トワークの構築と、そうした一回り大きな枠組みで課題となっていることの全体的理解

を主要な目的とし、約 100名の参加を得た。冒頭での南京師範大学許崇正教授の講演を

始め、ここでの諸報告はこの 7月に中国で本の形で出版される。そのための作業も今年

度行なってきた。 

② 世界会議分科会(S-2 セミナー)は、「日本側参加研究者」としている 2 名のベトナム人

研究者や 1 名の韓国人研究者を含む世界的な研究ネットワークの構築をめざすもので、

一昨年にはできなかった分科会開催まで進めることができた。この結果として極めて多

国籍の参加者の間での交流ができた。 

③ 国内集会(S-3セミナー)も、関東地区への研究ネットワークの拡大と、これまでの集会

で提起された課題についての継続討論を目的とし、基本的にその目的は達せられた。今

後の交流と研究の推進等についても討議した。 

なお、これらの研究成果は公開され、またそれによって到達点を共有することが重要で

ある。そのため、一昨年の京都大学での日中会議の内容を基礎経済科学研究所の雑誌『経

済科学通信』第 125号で公開した。 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 本事業予算を利用して、コーディネーターの大西が今後の交流などの意見交換のために

今年 2月に相手側拠点校の南京師範大学を訪問し、許崇正教授と研究者交流を行った。 

 しかし、本事業予算以外にもさまざまな両国参加研究者間の交流を行った。具体的には 

① 中国側参加研究者の所属している中国人民大学とは日本側拠点校の京都大学との交流

事業を通じての交流で、コーディネーターが昨年 7月に中国人民大学で集中講義を行っ

た際、人民大学一行が昨年 10 月に学生交流セミナーで来校された際に交流した。7 月

の中国人民大学集中講義時には、馬相東北京大学准教授(当時)や中国政法大学楊帆教授

など北京在住のその他の中国側参加研究者との交流も行った。 

② 日本側参加研究者の神谷章生教授は所属大学の協定校として南京師範大学を訪問し、先

方の研究者と交流を行った。 

③ 日本側参加研究者の新村聡教授は所属大学の協定校として吉林大学を訪問・講義し、本

事業中国側参加研究者の紀玉山教授や韓喜平教授と研究交流を行った。 

④ 新村聡教授は 10月 13日にも南京師範大学で「アダム・スミスと現代日本経済」につい

て講義を行なう形で交流を行なっている。 

⑤ これら以外にも、日本側参加研究者の京都大学矢野剛准教授が中国側参加研究者の楊帆

教授の紹介で重慶市での研究集会に参加し、楊帆教授と交流した。 
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９．平成２３年度研究交流実績人数・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> 

中国 

<人／人日> 

アメリカ 

<人／人日> 

台湾 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  15/60 

(5/40) 

4/28 

(3/18) 

 19/88 

(8/58) 

実績 18/93 

(11/82) 

4/26 

(3/23) 

2/5 24/124 

(14/105) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (5/25)  (6/36)  (11/61) 

実績 (1/3) (4/32)  (5/35) 

ベトナム(日

本側参加研究

者) 

<人／人日> 

実施計画  1/4 1/4  2/8 

実績 0/0 

 

1/4 1/11  2/15 

韓国(日本側

参加研究者) 

<人／人日> 

実施計画  1/4 1/4  2/8 

実績 0/0 

 

1/4 1/5  2/9 

合計 

<人／人日> 

実施計画 (5/25) 17/68 

(5/40) 

6/36 

(9/54) 

 23/104 

(19/119) 

実績  

(1/3) 

20/101 

(11/82) 

6/42 

(7/55) 

2/5 28/148 

(19/140) 

 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  14／42  <人／人日>    14／44 <人／人日> 
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１０．平成２３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 22年度 研究終了年度 平成 26年度 

研究課題名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 人間発達の経済学の

諸課題 

（英文）JSPS Asian Core Program, Tasks of the Human-Development 

Economics 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）大西 広・京都大学・教授 

（英文）Hiroshi Ohnishi・Kyoto University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Chongzheng Xu・Nanjing Normal 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 中国 台湾 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人

日> 

実施計画  (5/40)  (5/40) 

実績 3/11 

(11/82) 

2/5 5/16 

(11/82) 

中国 

<人／人

日> 

実施計画 (5/25)   (5/25) 

実績  

(1/3) 

  

(1/3) 

合計 

<人／人

日> 

実施計画 (5/25) (5/40)  (10/65) 

実績  

(1/3) 

3/11 

(11/82) 

2/5 5/16 

(12/85) 

②  国内での交流       1/5 人／人日 

２３年度の研究

交流活動 

本事業研究テーマである「人間の持続的発展に関する経済学的研究」に

関するこの分野での研究諸資料の収集、整理、分析およびその成果の公

開を目的に、各自の個別的研究に加え、特に伝統産業の熟練技術におけ

る人間発達の要素とその一般的な産業労働との関係に関する諸研究、交

流相手国中国社会の持続的発展に関わる研究調査としてモータリゼー

ションの人間社会に対する影響を調べる現地調査を重視して資金を配

分した。ただし、これらの他でも別資金によって本事業に関わる研究が

繰り広げられた。 
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研究交流活動成

果 

本研究は様々な形で国際的な研究交流を広げている。上記の中国モータ

リゼーションの影響に関する調査でも中国人研究者の協力を得、またコ

ーディネーターは別予算をつかって中越間のナショナリズムに関する

研究を現地調査によって行っている。そして、この調査にも本事業の「日

本側参加研究者」に登録されているベトナム人研究者の協力を大いに得

た。その延長で、ベトナム社会科学院中国研究所との研究交流も広がっ

ている。ただし、これらの他でも別資金によって本事業に関わる研究が

繰り広げられた。 

日本側参加者数  

27 名 １４－１（日本側「参加者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

51 名 １４－２（中国側「参加研究者リスト」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 アジア経済の発

展: 経済学における人間発達 

（英文）JSPS Asian Core Program, Human-Development in 

Economics: Global and Asia 

開催時期 平成 23年 4月 24日 ～ 平成 23年 4月 25日（2日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）中国、北京市、中国政法大学 

（英文）China, Beijing, China University of Political Science and 

Law 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）大西 広・京都大学・教授 

（英文）Hiroshi Ohnishi・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) 

Fan Yang・China University of Political Science and Law・

Professor 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  中国  ） 

日本 

<人／人日> 

A. 14/77 

B.  

C.  

中国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C.  18/72 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 1/4 

B.  

C.  

韓国 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 1/4 

B.  

C.  

合計 

<人／人日> 

A. 16/85 

B.  

C. 18/72 
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セミナー開催の目的 これまで 3度の共同集会は北京で開催できなかったので、北京およ

び北京を中心とした全中国的な研究ネットワーク形成を本事業研

究テーマで行うのが最大の目的である。また、これまでほとんど研

究交流を日中言語の通訳方式でやってきたが、この方式を改め、英

語で開催する分科会を設定し、それによってより直接的で広い交流

を目指した。内容的には、地震の直後でもあり、日本の震災の現状

と震災復興の問題も一部課題として入れることとした。 

セミナーの成果 セミナー開催の目的どおり、北京および北京を中心とした研究ネッ

トワーク形成の大きなステップとなった。これは直後にアメリカで

開催される S-2 セミナーや来年以降の研究ネットワークとして活

用される。また、英語分科会も予想以上に中国側参加者・報告者も

得られてよかった。 

内容的には、今回初めて報告に立った京大の矢野准教授の企業間信

用と人間発達の関連性についての報告が特に参加者に感銘を与え

た。さらに、中国側の求めにより、大西教授の基調報告では日本の

地震の問題にも触れ、また会議の附属講演会として、大西教授と北

野教授による政法大学学生に対する日本の地震と原発事故に関す

る講演も行なった。中国側の日本に対するこの問題での関心が広く

学生たちにも広がっていることを示す良い機会、交流の良い機会と

なった。 

セミナーの運営組織 中国政法大学および基礎経済科学研究所 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費       金額  2,090,008円 

      国内旅費             190,420円 

   翻訳謝金             50,000円 

   消費税             104,500円 

              合計  2,434,928円 

中国側 内容 会議費        金額   1,500,000円 

   国内旅費                        600,000円 

              合計   2,100,000円 
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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 政治経済学にお

ける人間発達の経済学 

（英文） JSPS Asian Core Program, Human Development 

Economics in Political Economy 

開催時期 平成 23年 5月 27日 ～ 平成 23年 5月 29日（3日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）アメリカ、アムハースト、マサチューセッツ大学アムハー

スト校 

（英文）USA, Amherst, University of Massachusetts Amherst 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）大西 広・京都大学・教授 

（英文）Hiroshi Ohnishi・Kyoto University・Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外での開催の場合) 

David M. Kotz・University of Massachusetts Amherst・Professor 

Enfu Cheng・Academy of Social Science・Professor 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  アメリカ  ） 

日本 

<人／人日> 

A. 4/26 

B.  

C. 3/23 

中国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 4/32 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 1/11 

B.  

C.  

韓国 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 1/5 

B.  

C.  

合計 

<人／人日> 

A. 6/42 

B.  

C. 7/55 
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セミナー開催の目的 もともとグローバルな研究課題としてある本事業の研究課題

「経済学における人間観の再検討」、「人間の発達・変化を経済

学として捉える枠組の研究」をグローバルに研究を進めるため

に、本事業では初年度から「日本側研究参加者」には韓国とベ

トナムを代表する研究者を加え、かつ昨年度も世界規模の学会

であるWorld Association for Political Economyに参加・報告・

交流を行った。このネットワークをさらに発展させ、この世界

学会大会の分科会として本事業を組み込み、世界的研究ネット

ワークを構築しようとするのが基本的な目的である。 

セミナーの成果 予定通り、韓国人・ベトナム人の「日本側参加研究者」も含め、

9本の報告を行なった。また、当初は少なくとも 30名の世界の

研究者と交流をし、分科会にも集めることを目的としたが、3

つの分科会として開催されたことで、合計 50名の世界からの研

究者(本事業参加者以外の日本人研究者も含む)の参加を得た。ま

た、本分科会には、本事業参加者以外の報告もあり、それもま

た我々の研究に対する良い刺激となった。本世界学会理事会で

は来年は全体テーマが「 State, Market, Commons and 

Development of Human Being」というものとなり、より広い

範囲で本テーマが議論されることとなった。これも今回の重要

な成果である。 

セミナーの運営組織 University of Massachusetts Amherst及び世界政治経済学会 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費       金額  1,502,925円 

   国内旅費            72,770円 

消費税              75,146円 

           合計  1,650,841円 

中国側 内容 外国旅費       金額  1,350,000円 

その他                       0円 

合計   1,350,000円 
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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 経済学における

人間の持続的発達 

（英文） JSPS Asian Core Program, Sustainable 

Human-Development in Political Economy 

開催時期 平成 24年 3月 17日 （1日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、東京都内、専修大学 

（英文）Japan, Tokyo, Senshu University 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）大西 広・京都大学・教授 

（英文）Hiroshi Ohnishi・Kyoto University・Professor 

 

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. 12/38 

B.  

C.  

合計 

<人／人日> 

A. 12/38 

B.  

C.  
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セミナー開催の目的 この分野の共同研究に多数の研究者を導くためにできるだけ多

くの参加者を得るため、ここでは関東地方の研究者にターゲッ

トを当て、参加者・報告者の確保と交流ネットワークの構築を

めざした。また、初年度以来の研究成果の公表を行うことも目

的のひとつであった。本セミナーは本来昨年 3 月に開催の予定

であったが、直前の震災のため、やむなく一年延期されたもの

である。 

セミナーの成果 関東地方の研究者を含め約 50 名のこの分野に関心を持つ研究

者を集め、今後の研究基盤の拡充に寄与できた。これはH22年

度に地震のため実施を中止をせざるを得なくなったものを再起

を期して開催したものである。なお、これは基礎経済科学研究

所が開催する東京集会の第一日目を共催するという形で開催し

たが、本事業テーマを長く研究テーマとしてきている基礎経済

科学研究所との共同を深めることに大いに役立った。 

セミナーの運営組織 専修大学および基礎経済科学研究所 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 国内旅費      金額   752,350円 

   予稿集印刷費         33,915円 

   学生謝金（運営補助）     49,000円 

消費税               480円 

          合計   835,745円 

中国側 内容 外国旅費      金額         0円 

その他       合計         0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 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0  0/0 

実績 1/5  1/5 

中国 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  0/0  0/0 

実績  1/5  1/5 

②  国内での交流       1/1 人／人日 

 

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・教

授・大西広 

中国・南京・南京

師範大学および

中国・広州・曁南

大学 

平成 24 年 2

月 16 日から

2 月 20 日ま

で 

昨年の北京会議の報告集の印刷・出版

についての打合せ、および平成 25年

度の中国での開催地・開催校の合意お

よび事前準備 

京都大学・教

授・大西広 

日本・東京・専修

大学 

平成 24 年 1

月 15日 

東京での S-3 セミナーの会場下見お

よび予稿集印刷などについての準備 
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１１．平成２３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 1,200,600  

外国旅費 3,963,643  

謝金 99,000  

備品・消耗品購入費 4,180  

その他経費 33,915  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

198,662  

計 5,500,000  

委託手数料 550,000  

合  計 6,050,000  

 

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 3,906,123 22/127 

第２四半期 0 0 

第３四半期 0 0 

第４四半期 1,593,877 20/65 

計 5,500,000 42/192 

 

１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

中国 3,450,000円 
[ 元 ] 

230,000 

 


