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アジア研究教育拠点事業 
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 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．採用期間 

平成 22 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

（3 年度目） 

 

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・植田 和弘 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：経済学研究科・准教授・矢野 剛 

 事務組織：経済学研究科 事務部 

 

相手国側実施組織 

（１）国名：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２４年度研究交流目標 

日中会議の形式で開催する本セミナーは、多数の中国側参加者を期待して今年度は北海

道の札幌学院大学で開催する。これは、札幌学院大学研究者が第 2 年度からさらに 1 名日

本側参加研究者として増えて開催できる体制が整ったこと、中国側研究参加者の要望が強

かったことによる。中国からの 20 名の参加・報告者の獲得を目指す。 

また、分科会設定にまで進んできている World Association for Political Economy の大会

での本事業テーマの追求は、今回は大会の全体テーマへと進む。2012 年 5 月にメキシコシ

ティーで開催される本大会の全体テーマは「State, Market, the Public and the Human 

Development in the 21st Century」となり、大会全体が解明すべきテーマとなった。特に、

今世紀の人間発達の課題を国家や市場、共有財といった諸制度との関係で深める。この内、

「共有財」の人間発達に対する役割という議論は、国家や市場システムといった従来の諸

制度の役割を超えるものとして新たな理論的挑戦である。本大会開催地のラテン・アメリ

カでは欧米の主流派経済学の志向性への対抗思想としても近年若手が注目しており、日本

から参加の本事業院生たちと彼らとのネットワーク構築が期待される。 

国内交流としては、2012 年 3 月に関東で国内セミナーを開催した延長で、そのネットワ

ークを使って福島での開催を行なうが、そこで重点となる議論はやはり人間発達の視点か

らの震災復興・人間復興である。これは全日本的な課題であり、かつ研究者が研究を通じ

て貢献することが強く求められている課題である。本事業参加研究者の多くはすでにこの

分野で個別的にいくつかの貢献を行なっているが、それらを本事業独自の課題として再認

識し、成果としてまとめる。 

なお、今年度は本事業 3 年目であるので、これまでの諸研究の公表についても、加速的

に学会発表・論文執筆を進めることが課題となる。 

最後に、「日本側研究参加者」として日本側予算を使った交流を韓国・ベトナムの研究者

に対して行っているが、これを将来は自立した「相手国」として先方予算を使った研究と

できるよう準備を進める。すでに、前年度にはベトナム側予算で日本側コーディネーター

が招聘されて交流したという実績もあるので、その延長で韓国・ベトナム側予算の獲得を

めざす。 

 

７．平成２４年度研究交流成果 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 相手側拠点校との本研究テーマでの交流は本事業開始前に遡るが、本事業のテーマを研

究している研究者を南京師範大学で見つけて交流を申し込み、さらに本事業へと進む中で

中国側では本事業テーマである「人間発達の経済学」の学会の設立にまで進んでいる。今

年度も当該学会が中国国内でも開催され、先方での研究が進んでいる。年に一度の「日中

会議」でその成果を報告していただき、日本での研究への刺激にもなっている。この中で、

初めて、日中双方の本事業参加研究者の共同論文が誕生した。共同の書物も中国で刊行し

た。 

 また、この相手国内での学会の設立・活動は、我々日本側が交流する相手校の広がりに

もつながっている。この間、特に曁南大学、吉林大学、中国政法大学とのこの分野での研
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究交流が深まった。この両大学とは日本側研究者の訪問交流活動を頻繁に行っている。 

 日本側として協力体制の構築上に貢献しているのは、上述のような訪問交流、中国以外

から特別に参加研究者として入っていただいているベトナム、韓国の研究者との交流であ

る。この両国の研究者との交流は今年度も世界学会の全体会および分科会での交流として

進められた。この場ではアメリカやトルコ、オーストラリアの研究者との交流を進めた。 

 なお、今年度の日中会議は札幌でふたつの大学の施設を会場として利用して行われた。

これまでの国内交流は京都ないし東京に留まっていたが、範囲を広げ、かつ一挙に 2 校を

開催校とするところにまで至った。このように研究協力体制が広まっている。 

 

７－２ 学術面の成果 

 今年度は 3 度のセミナーを開催したので、それぞれについて述べる。 

① 9 月の北海道での日中会議は、直前に生じた尖閣問題での日中関係の悪化が直接に影響

し、予定していた 10 名のうち 5 名の研究者の来日がキャンセルされたが、それでも共

通セッションでは「人間発達の経済学」の起源について、個人の自立と他人への責任の

問題について、経済発展方式の転換について、両国における社会思潮の問題について、

倫理学との関係について、あるいは民族問題との関係について深めた。分科会としても

労働・社会保障・教育の問題や経済の持続可能性の問題について深めた。 

② 3 月の福島での国内集会は、震災 2 周年を機に原子力災害と復興の問題について集中的

に議論した。このテーマは単に本事業のテーマとして重要であるだけではなく、日本国

全体として深刻・真剣に検討されるべき国民的テーマとして位置付けてである。特に、

このテーマは、アメリカやカナダで核問題に関わっておられる方を開催校の援助でお呼

び出来たこと、開催校の元学長が広島の被爆者としての報告をしてくださったことで大

変引き締まったものとなった。その他、閉会集会や分科会でも「公正と平等」の問題、

日本経済の長期的傾向の問題、生態産業育成の問題などについて深めた。 

③ 5 月の世界学会での討論では、Human Development がこの世界大会の基本テーマとな

ったために大会の全体会で日本側報告者 2 人が報告に立つなどの貢献を行ない、また他

方、全体会とは別に 3 度の分科会設定で日中韓ベトナムの 4 か国以外にもアメリカ、ト

ルコ、オーストラリアからの報告もあった。内容的には、各国における「人間発達の経

済学」の課題や研究状況の交流、持続可能な地域・マクロ経済のあり方、中国文化大革

命の再評価問題、生態環境と調和のとれた社会システムの問題などについて深めた。 

 

７－３ 若手研究者育成 

 どのセミナーにも若手研究者が参加・報告し、本研究の論文執筆の促進に役だった。具

体的には、5月の S-1セミナーには 1名の大学院生と 1名の院卒直後の准教授が、9月の S-2

セミナーには 1名の大学院生と 3名の院卒直後の若手研究者が、3月の S-3セミナーには 1

名の大学院生と 4 名の院卒直後の若手研究者が参加・報告等を行ない、そのほとんどは日

本側拠点校の京都大学からの参加であった。特に S-3 セミナーでは事実上の「若手研究者

セッション」として特別に分科会を設定して、若手の育成、若手間の交流に配慮した。本
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事業の「参加研究者」には含まれないが、セミナー開催地の若手研究者との交流も深めて

いる。 

 なお、「７－１ 研究協力体制の構築状況」で言及した本事業最初の日中間の共著論文は

中国側の若手研究者(大学講師ではあるが、大学院卒後数年以内の研究者)であったことは

特記しておきたい。 

 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

 「社会貢献」として特記しておきたいのは S-3 セミナーが福島での原発災害・震災の復

興を直接の課題として研究集会を開催できたことである。開催日翌日には本事業の主催と

して被災地の訪問調査も行ない、経済学が十分復興に対応しきれていないこと、復興に必

要な経済学はどうあらねばならないかなどについて考える貴重な機会となった。また、こ

の集会および訪問調査では、復興に取り組み市民団体とも交流を深め、激励するとともに、

経済学への要望を受けるなどを行なった。 

  なお、この課題の延長で京都大学経済学研究科が東京大学社会科学研究所現代中国研究

拠点と共催、経済産業省資源エネルギー庁や太陽光発電協会の協賛で企画したシンポジウ

ムは原子力に代わる新たな発電方式としての太陽光発電の事業化を進める上で実際上に役

立つものとなった。これも一種の社会貢献であったと考えている。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 本事業は隔年で日中両国のどちらかで日中会議を開催しているが、2 年前の 2010 年も、

今回の 2012 年も、直前に日中関係が悪化し、中国からの参加者のキャンセルが続出すると

いうこととなった。それでも、これまでの人間的・学術的付き合いからある程度の参加は

確保できたが、ともかくこうした状況にこれほど左右されているプロジェクトはないので

はないか。特に今回は、中国側研究者としては参加したくとも、所属大学が渡航を許可し

ないというようなケースがほとんどであり、我々研究者サイドの努力の限界も目立った。 

 2011 年には今度は東日本大震災による東京での研究集会のキャンセルもあり、困難に直

面し続けているが、今年度はそうした震災自身を研究課題として我々の研究課題「人間発

達の政治経済学」を深めることとした。日中関係の悪化も、「ナショナリズム」という根源

的な原因を研究課題として我々に提起しているのだと理解し、「災い転じて福となす」こと

としたいと考えている。 

 

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  21  本 

 相手国参加研究者との共著 3 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－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教育研究拠点事業 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）矢野 剛・京都大学・准教授 

（英文）Go Yano・Kyoto University・associate professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）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  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  0/0（5/40）  0/0（5/40） 

実績 2/13(5/25)  2/13(5/25) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 （5/25）   （5/25） 

実績 （0/0）  （0/0） 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 （5/25） 0/0（5/40）  0/0（10/65） 

実績 （0/0） 2/13(5/25)  2/13(5/25) 

② 国内での交流   0/0 (0/0)   人／人日 

日本側参加者数  

  35 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

  29 名 （１３－２ 相手国（中国）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 

本研究課題である「人間の持続的発達に関する経済学的研究」は様々な

個別的研究の総体として研究が進められるため、個々のメンバーが個別

的な研究調査を進めつつ、時機を見て集団的討論を行なうというスタイ

ルとなっている。具体的には、中国の企業家形成をめぐる問題、特に少

数民族の企業家形成の問題、地域再生の課題、モータリゼーションの影

響、伝統工芸をめぐる問題、労働のあり方の問題、資本主義の持続的発

展可能性に関する理論問題、そして最後に「震災復興・人間復興」のテ

ーマを調査・研究してきた。また、この「震災復興・人間復興」の未来

志向的な解決方向として存在する代替エネルギーのあり方について、拠

点校の京都大学では東京大学社会科学研究所現代中国研究拠点と共催、

経済産業省資源エネルギー庁や太陽光発電協会の協賛で大きなシンポ

ジウムを開催した。 

 また、本拠点事業の成果を中国国内で出版物として刊行した。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

個別研究の成果を挙げるときりがないので、重要な 3点の成果を挙げる

と、 

① S-3セミナーに限らず、「震災復興・人間復興」に寄与する経済学の

構築が本事業の重要なテーマとして意識的に追求され、地域経済と

の関係、安全と経済の関係の問題、文明論としての問題、生態産業

による地域復興の問題、市民運動や脱原発運動の政治経済的基礎の

問題などを深めた。 

② 「２４年度の研究交流活動」で述べた京都大学で開催の「太陽光発

電シンポジウム」の成果も大きかった。中国における太陽光発電産

業の急成長を詳細に分析すると同時に、京セラ、日新電機、オムロ

ンといった太陽光発電に力を入れる企業の報告も得、その発展のた

めの具体的課題を明確にすることができた。 

③ 過去の「人間発達の経済学北京会議」なにどの成果をおさめた中国

語版の書物(『人的发展经济学新进展——中日“人的发展经济学”第五

次国际学术研讨会论文选』中国経済出版社、平成 24年 12月)の刊行

に至ったことである。原稿のやりとりなどを国際間で行なうのに大

きな苦労が必要であったが、多くの人々に研究成果を知ってもらう

ための取組みである。日本側では、S-3 セミナーの共催団体である

基礎経済科学研究所の雑誌に昨年 9月の北海道での S-２セミナーの

報告が掲載されることとなった。これは現在編集作業中である。 
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８－２ 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「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 “ 

開催期間 平成 24 年 5 月 26 日 ～ 平成 24 年 5 月 27 日（2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）メキシコ、メキシコシティー、メキシコ自治大学ソチミル

コ校 

（ 英 文 ） Mexico, Mexico City, Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）大西 広・慶應義塾大学・教授 

（英文）Hiroshi Ohnishi, Keio 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 ） Heinz Dieterich, Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco, professor emeritus 

Enfu Cheng, Academy of Social Science, professor 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（メキシコ） 

日本 

<人／人日> 

A. 4/25 

B. 0/0 

C. 1/5 

中国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 6/70 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 2/16 

B. 0/0 

C. 0/0 

韓国 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 1/6 

B. 0/0 

C. 0/0 

合計 

<人／人日> 

A. 7/47 

B. 0/0 

C. 7/75 

A.セミナー経費から旅費を負担 
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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。） 

 

セミナー開催の目的 本来グローバルな研究課題としてある「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」は広

く海外でも研究されているテーマである。そのため、これらの研究

課題をよりグローバルに展開する目的で、本事業では初年度から

「日本側研究参加者」に韓国とベトナムを代表する研究者を加え、

かつ毎年五月に開催される世界規模の学会 World Association for 

Political Economy に参加・報告・交流を行ってきた。昨年からは

この学会の分科会として本事業テーマが取り上げられるようにな

ったが、今年はさらに進んで、この大会の基本テーマとなったので、

よりグローバルな研究討論とネットワーク形成を期す。 

セミナーの成果 今回は Human Development がこの世界大会の基本テーマとなっ

たために当初目標とした「少なくとも 30 名のこの分野に関心を持

つ世界の研究者と交流をし・・・」というのは達成できた。大会の

分科会ではアメリカ、トルコ、オーストラリアからの報告も得て充

実したが、それにとどまらず、大会の全体会での報告者に本事業参

加者が 3 人も選ばれたことが大きかった。特に、イギリスに拠点を

置く大会参加者 Paul Cockshott 教授から The World Advance 

Research Project の呼びかけがあり、本研究チームもこの世界的研

究ネットワークに協力することとなった。ラテンアメリカ諸国の研

究者とのつながりも増え、平成 25 年度にはこのエリアの地域大国

であるブラジルでこのセミナーを開催することとなった。 

 また、「日本側研究者」として 1 名の大学院生が別予算で参加し、

また「日本側研究者」外からも 1 名の大学院生が日本から参加した。

彼らがセッションの内外で開催校などの若手参加者と自由に交流

できたことは「若手交流」としても大きな意義があった。 

セミナーの運営組織 Universidad Autonoma Metropolitana および World Association 

for Political Economy(世界政治経済学会)および主に分科会企画者

としての本事業責任者(日本側大西広と中国側 Enfu Cheng) 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費        金額 1,957,263 円 

   国内旅費             43,480 円 

   消費税             97,863 円 

               合計 2,098,606 円 

（中国）側 内容 外国旅費         

（  ）側 内容               
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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「人間発達の経済

学第４回日中会議 持続可能な社会を目指す政治経済学」 

（ 英 文 ） JSPS Asian CORE Program “ 4th Japan-China 

Symposium on Human Development Economics: Political 

Economy for the Sustainable Society “ 

開催期間 平成 24 年 9 月 28 日 ～ 平成 24 年 9 月 29 日（2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、札幌市、札幌学院大学社会連携センター(1 日目)、

北海道教育大学札幌駅前サテライト(2 日目) 

（英文）Japan, Sapporo City, Social Cooperation Center of 

Sapporo Gakuin University (1st day), Sapporo Station Satellite 

of Hokkaido University of Education (2st day) 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）神谷 章生・札幌学院大学・教授 

（英文）Akio Kamitani・Sapporo Gakuin 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 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ 日本 ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 14/60 

B. 0/0 

C. 5/14 

 

中国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 5/20 

 

合計 

<人／人日> 

A. 14/60 

B. 0/0 

C. 10/34 

 

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 本事業として 2 度目の日本での日中会議となるが、初年度は尖閣問

題での日中摩擦が中国政府の渡日自粛圧力で大きな障害となり、予

定の中国側参加者を得ることができなかった。しかし、今回は今の

ところそれほど大きな障害がないので、最大数の中国側参加者を得

てこの分野における日中交流を実現したい。また、日本におけるこ

の分野の学会であり、かつ以前の南京師範大学との合同シンポを開

催してきた基礎経済科学研究所との協力関係をさらに強める。合わ

せて、若手の国際交流の機会を提供し、教育効果も期待する。 

セミナーの成果 このセミナーは当初参加予定の多くの中国側参加者が直前の尖閣

問題での両国関係悪化のために参加キャンセルとなった。周りの日

中セミナーは会議自体がキャンセルされる中、それでも 5 人の参加

を得たことは非常に貴重であったが、研究者個人としては参加した

くとも、中国の大学が出張許可をしない、研究費支出をストップす

るなどの下ではこの数が精一杯であった。ただし、内容的にはそれ

でも共通セッションで「人間発達の経済学」の起源について、個人

の自立と他人への責任の問題について、経済発展方式の転換につい

て、両国における社会思潮の問題について、倫理学との関係につい

て、民族問題との関係について、あるいは労働・社会保障・教育の

問題や経済の持続可能性の問題について深めた。 

 なお、本セミナーでは、これまでの「日中会議」の成果の中国で

の刊行について、および今後の交流についても議論を行なった。 

セミナーの運営組織 札幌学院大学及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  国内旅費        金額 1,159,070 円 

（中国）側 内容  外国旅費             

（  ）側 内容               
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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「春季研究集会 

人間の安全な発達保障とコミュニティ」 

（英文）JSPS Asian CORE Program “Spring Seminar of Human 

Security for Safety Development and Community“ 

開催期間 平成 25 年 3 月 16 日 ～ 平成 25 年 3 月 17 日（2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、福島市、コラッセふくしま 

（英文）Japan, Fukushima City, Corasse Fukushima 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）後藤康夫・福島大学・教授 

（英文）Yasuo Goto, Fukushima 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 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  日本  ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 11/30 

B. 0/0 

C. 2/3 

 

合計 

<人／人日> 

A. 11/30 

B. 0/0 

C. 2/3 

 

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 この分野の共同研究に多数の研究者を導くためこれまで研究ネッ

トワークの地域的拡大に重点を置いてきたが、その成果の上に今度

は福島で開催する。福島は「人間復興」「地域再生」という点で極

めて重要な地域ともなっているからである。本事業と緊密な協力関

係にある基礎経済科学研究所はこの 3 月に福島で地域復興のシン

ポジウムを他団体と共催しているので、そのネットワークを利用

し、強めることも目的のひとつとなる。 

セミナーの成果 「人間復興」と「地域再生」との基本テーマで共催団体と鋭意調整

をした結果「人間の安全な発達保障とコミュニティ」という適切な

共通テーマを設定することができた。また、現地開催校の事業費な

どを得てアメリカやカナダからの参加も得、さらに本テーマにふさ

わしい現地の元学長、フリージャーナリストなどの報告も得て議論

は極めて真剣なものとなった。参加者は目標の 50名を大きく超え、

100名に迫る者となった。 

 他方、若手研究者の育成という面では事実上の「若手分科会」を

設定して労働市場の変容の問題やマクロ経済の持続可能性の問題

などについて議論することができた。 

セミナーの運営組織 福島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 国内旅費        金額 703,080 円 

（  ）側 内容               

（  ）側 内容               
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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> 

中国 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0 (5/25)  0/0 (5/25) 

実績 0/0  0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 (5/25)  0/0 (5/25) 

実績 0/0 0/0  0/0 

②  国内での交流    0/0 (14/27)   人／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 
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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> 

中国 

<人／人日> 

メキシコ 

（第三国） 

<人／人日> 

ベトナム 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0 

(10/65) 

4/24 

(1/6) 

  4/24 

(11/71) 

実績 2/13 

(10/50) 

4/25 

(1/5) 

  6/38 

(11/55) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (19/81)  (7/42)   (26/123) 

実績 (5/20) (6/70)   (11/90) 

ベトナム 

（日本側参加

研究者） 

<人／人日> 

実施計画   2/14   2/14 

実績   2/16  2/16 

韓国 

（日本側参加

研究者） 

<人／人日> 

実施計画   1/6   1/6 

実績   1/6  1/6 

合計 

<人／人日> 

実施計画  

(19/81) 

0/0 

(10/65) 

7/44 

(8/48) 

  7/44 

(37/194) 

実績  

(5/20) 

2/13 

(10/50) 

7/47 

(7/75) 

   9/60 

(22/145) 

 

※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 

  45／157  <人／人日> 25／90（21/44）<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 1,910,770  

外国旅費 2,246,886  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 0  

その他経費 0  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

112,344  

計 4,270,000  

委託手数料 427,000  

合  計 4,697,000  

 

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 2,098,606 7/47 

第２四半期 1,159,070 14/60 

第３四半期 0 0/0 

第４四半期 1,012,324 13/43 

計 4,270,000 34/150 

 

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 

中国    300,000 [ 元 ]      4,500,000 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。 


