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拠点大学交流事業  

平成１９年度 実施計画書 
 
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          
   交流課題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 
  平成 １１ 年度（ ９ 年度目） 
 
４．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（所属部局・職・氏名）： 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（所属部局・職・氏名）： 速水洋子・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 
 
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 
          （和文） タマサート大学 
  実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：（英文） Surapon Nitikraipot, Rector 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） Surapon Nitikraipot, Rector 
     協力大学：（英・和文） Chulalongkorn University （チュラロンコン大学） 
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                  Mahidol University （マヒドン大学） 

                        Silapakorn University （シラパコン大学） 

                        Chiang Mai University （チェンマイ大学） 

                        National Institute of Development Administration  

（国立開発行政大学院） 

 

５．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、アジア国際経済秩序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。 

 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 
本プログラムは、「東アジア地域システムの社会科学的研究」を大テーマとしつつ、具体

的には、政治学・政治経済学、経済学、文化人類学・歴史学・社会学等の研究者を主体と

する 3－4 年単位の共同研究プロジェクトを複数、同時並行的に実施することによって、進
めてきた。これまで実施してきた共同研究プロジェクトのうち、共同研究 1「ヘゲモニーの
構造変化（ネットワークの比較史）」（平成 11－13年度実施）、共同研究 2「知的ヘゲモニー
の構造：テクノクラシー」（平成 11－13 年度実施）、共同研究３「国家・市場・社会・地域
統合のロジックとアジア経済」（平成 12－15 年度実施）、共同研究 4「中産階級の研究－東ア

ジアにおいてマスとして成立した中産階級の擡頭はどのような政治、経済、社会、文化的

意義をもっているのか」（平成 14－16年度）、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」（平成 14－16 年度）がすでに終了しており、共同研究 6「市場

と経済連携」（平成 16-18年度）も 18年度に終了した。 

 

そのうち、共同研究1、2の研究成果はTakeshi Hamashita and Takashi Shiraishi, eds. Hegemony, 
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Technocracy, Networks (Kyoto, March 25-26, 2002)として、共同研究 3の成果は Shigeyuki Abe 

and Bhanupong Nidhiprabha, eds., State, Market, Society and Economic Cooperation in Asia: 

JSPS-NRCT Core University Project Report (Kyoto, 2003)に取りまとめられ現在はその出版へ

の準備が進められている。そして、共同研究 1、2 の研究成果は、平成 16 年度中に京都大

学学術出版会より After The Crisis (Shiraishi Takashi and Patricio Abinales, eds.)として出版した。

さらに共同研究 4、5 については平成 16 年度、京都にてワークショップ Core University 
Program workshop on “Middle Classes” and “Flows and Movements” in East Asiaを開催、
その成果はMiddle Classes in East Asia, Flows and Movements in East Asiaとして平成 17年 2月

に取りまとめられ、現在はこれに基づき二冊の英書が印刷中である。共同研究 6「市場と経

済連携」は平成 16年度、主としてエコノミストの共同研究として開始し、現在進行中の経

済連携、国際金融市場における協調などについて研究を進めてきたが、平成 18年度に最終

年度を迎えて、これまでの研究交流により構築した研究構想に基づき、京都において一同

が会する国際ワークショップを開催し、活発な議論が交わされた。その成果は現在とりま

とめている。 

 

現在進行中の共同研究では、共同研究７「東アジアを拓く人達」は経済的のみならず政

治的・社会的・文化的な企業家精神をとりあげてこの地域における動態を明らかにしよう

とするものであり平成 17年度に開始された。共同研究 8「変貌する『家族』」は、この地域

における重要な経済社会的単位である家族について、その実像と最近の変化を人類学的・

社会学的に明らかにしようとするものである。平成 18年度から新たに開始された共同研究

９「アジア国際経済秩序－歴史的展望」は、経済史の立場から東南アジアの地域システム

の過去・現在・未来の統一的な把握に関する研究を行う。 

共同研究７および８は、平成 17 年 10 月に京都において「東アジア社会の新たなモデル

を求めて：『東アジアを拓く人達』と『変貌する家族』」と題するワークショップを行った。

平成 18年度には、そこでの意見交換、問題意識の共有に基づき議論を積み重ねてきた。そ

して、共同研究７は、2006 年 9 月のタイにおける王宮・軍一体となったクーデターと憲法

の停止の意味を東アジア社会政治経済のコンテキストから検討するため、平成１９年 2 月

にバンコクにおいてセミナーを開催し、東アジアにおけるフォーマルおよびインフォーマ

ルな暴力と社会変動として、特に軍と民主化の関係について検討した。また 3 月には、共

同研究７および９が共同で京都においてセミナーを開催し、タクシン政権がもっていたポ

ピュリスト的性格についての検討を契機に、東アジアにおけるポピュリスト政権を、ラテ

ンアメリカとの比較において議論した。また、タクシン政権が３０バーツ皆保険など下層

向けの政策を行ったことに関連し、農民・労働者・地域住民は実際のところタクシン政権

をどう考えていたのかとの問いとの関連で、住民組織によるイニシアティブの発揮とグッ

ドガバナンスについて東アジア規模で考察した。そして、これらの議論を通じて、今日生

じている開発主義についての再検討について考えた。共同研究８は、京都にて 18年 11月に
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セミナーを開催し、タイの家族と父権制について、イデオロギーと実践の両面から議論し

た。19 年 1 月、3 月には招聘者を迎えて、それぞれ東北タイにおける国際結婚、ジャワに

おける農村と都市の家族の変容、についてセミナーを開催し、発表と議論の場を設けてき

た。共同研究 9 は、バンコク、京都において、労働集約型工業化に関する研究交流、資料

調査を行うとともに、３月の京都におけるセミナーを共催し、セミナーに招聘される共同

研究メンバーによる小セミナーを実施した。 

3月２７日、タイ側受入機関であるタマサート大学の代表者である学長・副学長を始めと

する一行を迎え、タイの地方自治に関する研究会を持つとともに、今後のプロジェクトに

ついて議論した。 

また、本プロジェクトをタイー日本に加え、インドネシアも含めた多国間プロジェクト

にするべく、平成 18年度にインドネシア側のパートナーとなるインドネシア学術院および

インドネシア学術院政治研究センターの了解を得、またタマサート大学および NRCT との

間で話し合いを継続中である。 

 

７．平成１９年度の研究交流目標 
 
「東アジアを拓く人達：新しい東アジア政治経済・社会・文化モデル構築」をタイトルと

する共同研究７、「変貌する『家族』」の共同研究 8、そして「アジア国際経済秩序―歴史的

展望」の共同研究 9は、平成 19年度も、引き続き具体的な研究調査と議論を行っていく予

定である。今年度はバンコクにおいて三つの共同研究 7,8,9による合同のセミナー開催を予
定しており、多数のタイ研究者の参加を見込んでおり、多彩な意見及び情報交換が可能と

なるであろう。このセミナーを通じて、最終年度を前に、それぞれの各共同研究の議論の

方向を確認し、具体的事例について検討し、最終成果への大きなステップを踏む。また、

引き続き共同研究の一環として、派遣や招へいの際にはサブグループ単位の小規模な研究

会やセミナーを開催し、より多くの議論の場を設けていく。 
 
８．平成１９年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 
共同研究 7「東アジアを拓く人達：新しい東アジア政治経済・社会・文化モデル構築」
(Entrepreneurship in East Asia - Political, Economic, Cultural and Social Initiatives :Establishing a 

New Model of East Asian Political Economy) 

成長著しい東アジアにおいては政治・経済・文化・社会の諸領域でさまざまなダイナミ

ズムを見ることができるが、この共同研究ではそれら社会のダイナミズムを作り出す人々

を新しい「企業家」entrepreneursとして捉えて研究を進めてきた。そうした「企業家」と

して、レントシーキング的要素をはらみつつも経済システムの革新をもたらしてきたグル

ープが第一の研究対象であり、その一つがタイのタクシン首相である。本年は、レントシ
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ーキング的性格をもちながら経済システムの核心を持つグループの動きをポピュリスト政

権との関連で捉え、これをラテンアメリカなどとの比較において東アジア規模で考察する。

第二の「企業家」グループとして、モノ、カネ、ヒトのネットワーク、文化的商品や社会

運動のネットワークを取り上げる。本年は、文化商品としてのポップカルチュアが日本を

起点としつつも、東アジア規模で広がり各国の情報発信機能が高まることにより共通の市

場が拡大してゆくプロセスを文化の地域化過程と文化による地域形成過程として捉えて研

究する。第三の「企業家」グループとして、公式・非公式な暴力の担い手を対象とする。

公式な暴力装置としての軍と民主化との関係、さらにやくざなどの非公式暴力と地方政治

をタイやインドネシアを中心とする東南アジアさらに東アジア規模の比較研究を実施する。

第４の「企業家」グループとして、住民組織、農民組織さらに労働組織などの活動をとり

あげ、これらの活動が協治をもたらしうるのかを検討する。本年度は、この地域の政権を

IMF政策との関連やポピュリスト政策などとの関連で検討し、非強権国家のもとにおいて、

この地域における上記のこれら「企業家」の活動がどのようにこの地域の組織とネットワ

ークを形成するのか、それらが制度をどのように変えることにより経済発展を誘発しうる

のかを検討する。 

 

共同研究 8「変貌する『家族』」(The Changing “Family”)  

初年度のワークショップ時には①家族の内的機構②家族のイデオロギーと表象③家族：

今日と未来、という三つのサブテーマを便宜的に立てていたが、１８年度は、そのそれぞ

れについて研究者を招聘し、議論をする機会があり、それらを通じて、おおよそテーマと

議論の内容が二つに大きく方向付けられた。一つは、近代国民国家形成の過程において、

家族がどのように位置づけられるか、法制度やイデオロギーを歴史的に解明する議論であ

り、今ひとつは、グローバル化する現代の東南アジアにおいて家族をめぐって生じている

変化が、先進国の家族が歩んだ道と同じか異なるか、特に、国境を越えあるいは民族など

のカテゴリーを越えた家族の形成が増えている現在、現地でどのように家族が営まれてい

るのか、単なる「離散家族」というネガティブな見方ではなく、家族がどのようにそうし

たトランスボーダー的な動きの中で継承されているのかを見るというものである。 

 したがって１９年度は、この二つのそれぞれについて問題意識を先鋭化させながら枠組

みを共有し、最終成果への歩を進めるためにそれぞれの事例について検証しながら議論を

深めていく。そのために、１２月のバンコクにおける合同セミナーを活用し、また、京都

にて小セミナーを重ねていく。上記第一の視点は、近代国家形成下の地域的偏差や時代を

追った変遷を追うため、また支配者のイデオロギーと大衆的な規範のずれを検証するため

にも、そうした偏差やずれを意識した資料の収集・編纂も必要である。第二の視点は、メ

ンバー各自の現在進行中の調査資料が議論の材料となるだけに、本事業の枠内で可能な限

り調査も引き続き行われる。 
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共同研究 9「アジア国際経済秩序－歴史的展望」(The Asian International Economic Order: Past, 

Present and Future) 

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には、経済史の立場か

らの本格的な検討が有益である。本研究は、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。従来の研究は、欧米との関係を中心とした

ものと、地域研究の手法を踏んだものが多かった。本研究では、インド、中国、日本など

との関係に焦点をしぼって、できるだけ長期的な経済史の文脈で問題を考える。焦点は、

通商ネットワークと工業化の二つである。とくに、16－17世紀以降のヨーロッパとの接触、

さらに 19世紀後半以降、欧米列強が作り上げた帝国主義的国際秩序のなかで、長期にわた

って蓄積された商業、金融、サービス活動のノウハウと、第二次大戦後、とくに 1960年代

後半以降の急速な工業化とが、どのように関係しているのか、またそれが他のアジア地域

からいかなる影響を受けつつ進行したのか、に注目する。 

平成 18年度は、主として労働集約型工業化についての研究計画を固めた。19年度は、具

体的な成果を議論する機会を設けるとともに、貿易史についても研究計画を詰める予定で

ある。 

こうしたそれぞれの共同研究グループ単位での活動とともに、共催によるセミナーを行

ったり、また相互の小セミナーに参加しあうなどをして、最終年度の成果に向けて、議論

の共有を図る。グローバル化する東南アジアをより動態的な、またより大きな地域枠組み

から眺望しそれぞれの共同研究が立体的に相互的に位置づけることを目指す。 

 

８－２ セミナー 
 

平成 19 年度は、規模の大きなセミナーとして、バンコクでの共同セミナーを予定してい

る。このセミナーは、日タイ拠点交流プログラムの一環として平成 17 年度からスタートし

た共同研究 7「東アジアを拓く人達：新しい東アジア政治経済・社会・文化モデル構築」お

よび共同研究 8「変貌する『家族』」、そして平成 18 年度からスタートした共同研究 9「ア

ジア国際経済秩序－歴史的展望」の合同セミナーである。各共同研究は、２年目、３年目

を迎え、それぞれが、サブテーマを展開させて議論を進めてきた。 

共同研究 7では、平成 18 年度のセミナーを通して「レントシーキングの経済システムの

転換」「公式と非公式の暴力と社会変化」「社会的レジスタンスとグッドバガナンス：協治

のための住民組織」グループを中心に、共同研究９とともにタイにおける軍部・王宮一体

となったクーデターをきっかけに東アジア社会政治経済のダイナミズムを再考したが、平

成 19 年度のバンコクセミナーでは、「企業家精神とアジアのネットワーク」のグループも

加えて更なる議論の深化をはかり、目標である新たな東アジア社会政治経済モデルの構築

を目指す。共同研究 8では、平成 18 年度の研究会実施を通じて父権制と家族、トランスボ

ーダーと家族という二つの核を形成しつつあり、バンコクセミナーでは、さらに多くの参
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加者を得て、この二つのテーマに地域的・時間的な広がりを加えながら議論を深めたい。

共同研究 9 では、メンバーの大半が集まれる初の機会として、タイの労働集約型工業化の

歴史と現状を、比較史的に議論するセッションを設定したい。初日に、各共同研究の問題

整理を行い相互に議論しあった上、二日目から平行セッションに分かれて事例研究などを

取り上げて議論を深める。 

 その他、小規模のセミナーを各共同研究プロジェクトが開催する予定である。共同研究

７「東アジアを拓く人たち」は、東アジア規模の文化の地域化過程と文化による地域形成

過程などのサブグループ単位による小規模セミナーを、招聘者を中心に京都で開催する。

共同研究８「変貌する『家族』」は、マレーシアにて開催される ICAS（International 

Convention of Asian Scholars）でトランスボーダーと家族のサブテーマをもとにパネル

を企画しているほか、京都では招聘したメンバーによる小規模な研究会・セミナーを開催

する。共同研究９「アジア国際経済秩序－歴史的展望」も小規模セミナーを日本において

開催する予定である。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 
年度の早い時期に、日本側の水野代表とコーディネーター速水が、タイを訪問し、各共

同研究のカウンターパートおよびタイ側コーディネーターとの事業運営、特に改善点や成

果の公表に関する打ち合わせを行い、特に１２月開催予定のセミナーについて協議を行う。

この際に、タイ国 National Research Council of Thailand を訪問する。年度末にはタイ

側実施機関であるタマサート大学のコーディネーター、事務統括者らの日本への招へいを

実施し、プログラム全体の実施状況に関する検討を行う。このほか、日本側からの派遣を

活発にし、調査・研究および現地におけるメンバーとの交流を進めるとともに、招聘者の

来日時には、日本側のメンバーと共に研究の推進と交流を図る。 

 また、関係者と十分協議しすべての当事者の合意のもと平成 19 年中に事業の多国間プロ

ジェクトへの転換を図る予定である。 
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９．平成１９年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国（地域）との交流計画 

（単位：人／人日） 

  派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS） 

タイ 

（ＮＲＣＴ） 

インド

ネシア

フィリ

ピン 

シンガ

ポール

マレー

シア 

インド

 

台湾 中国 

 
合計

日本（JSPS）  19/135 (2)/8 (1)/5 0/0 (2)/6 (2)/14 0/0 0/0 19(7)/168

タイ（ＮＲＣＴ） 11/110         11/110

インドネシア 1/10         1/10 

フィリピン 1/10         1/10 

シンガポール 1/7         1/7 

マレーシア 0/0         0/0 

インド 0/0         0/0 

台湾 2/21         2/21 

中国 1/10         1/10 

合計 17/168 19/135 (2)/8 (1)/5 0/0 (2)/6 (2)/14 0/0 0/0 36(7)/336

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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 国内での交流計画 

１０／１３（人／人日） 

 


