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拠点大学交流事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
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                
 
 交流分野・研究テーマ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．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １９年 ４月 １日 ～ 平成 ２０年 ３月 ３１日 
 
 
５．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：京都大学東南アジア研究所・所長／教授 水野広祐 
 コーディネーター：京都大学東南アジア研究所・教授 速水洋子 
     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。） 
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     拠点大学：（英文）Thammasat University 
          （和文）タマサート大学 
  実施組織代表者：（英文）Surapon Nitikraipot, Rector 
 コーディネーター：（英文）Surapon Nitikraipot, Rector 
     協力大学：（英文）Chulalongkorn University （チュラロンコン大学） 
              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） 
 
６．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、そのハブとなる日本、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、「起業家精神 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。 

 

７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

共同研究７は、「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ガバナンス：協治のための住民組織」のサブグループ

を中心に、研究を進めてきた。「暴力と社会変化」チームは、平成 19 年 7 月にタイのチェ

ンライにおいて、国際ワークショップを開催し、その成果を現在シンガポール国立大学出

版会から出版すべく編集作業を行っている。「レントシーキング」グループは、平成 20 年 3

月に京都において、「現代東アジアのポピュリズム」と題したワークショップを開催し、東

南アジア諸国に加えて、日本を含む東北アジアを比較対象として議論を行った。これに基

づき現在出版に向けて準備が進行している。さらに、「グッドガバナンス」グループは、平

成 19 年 12 月にバンコク・合同セミナーにて議論を深め、タイ側の編者としてチュラーロ

ンコーン大学のナルモン氏を中心に、新メンバー加えてセミナーを開催し、出版への作業

を開始した。 

 共同研究８では大きな流れとして、近代国民国家形成の過程において、家族がどのよう
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に位置づけられるか法制度やイデオロギーの展開を歴史的に解明する議論と、グローバル

化し移動も激しい現代の東南アジアにおいて家族に生じている変化が従来の先進国を中心

とする家族の議論に何を問いかけることができるかという議論とを展開してきた。8 月には、

クアラルンプールで開催された国際学会 ICAS（International Conference of Asian Scholars）で、

セッションをもち、メンバー4 名が発表を行った。10 月には国内メンバーを中心に研究会

を開催し、テーマ群に分けてそれぞれの研究の進展を確認し、今後の議論の方向付けを行

った。12 月のバンコク合同セミナーでは、海外メンバーを中心にそれぞれのテーマを確認

しながら、共通の論点を見出す議論を行った。3 月には、再度国内研究会を行い、12 月の

成果を踏まえつつ、国内メンバーの議論を、海外メンバーとすり合わせながら、いくつか

の論点を明確化していくことができた。 

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。共同研究９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。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、通商ネットワークと工業化の二つに焦点をあて、16-17 世紀以

降のヨーロッパとの接触の時期から、1960 年代後半以降の急速な工業化時代まで、できる

だけ長期的な経済史の文脈で問題を考えている。前年度は、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。本年度は、12 月にバンコクで行った共同セミナーと 3 月に京

都で開催した国際ワークショップをつうじて、研究成果の一部が報告された。共同研究で

浮かび上がってきた一つの方向は、グローバル化のなかでの開発主義の変容を政治経済学

的に議論することであり、もう一つは、来年度以降、政治経済のさまざまなネットワーク

の研究を取り入れてこれを深めていくことである。さらに、近年の資源・エネルギー問題

との関連で労働集約型工業化の意義を捉え直す視点も取り込みたいと考えている。貿易史

についても 12 月に京都で 18-19 世紀のアヘン交易について 2 本の研究報告を聞き、議論を

進めた。 

こうしたそれぞれの共同研究単位での活動とともに、共催によるセミナーを通じて、ま

た相互のワークショップや研究会に参加しあうなどをして、最終年度の成果に向けて、議

論の共有を図ってきた。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してき

た。 

 

７－２ セミナー 

大きなセミナーとして、12 月 6-7 日の両日、バンコクにてカウンターパート機関であるタマサート

大学の協力と、タイ国の National Research Council of Thailand の共催により、以下の目的を持って

実施した。 

第一は、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」、共同研究８「変貌する『家族』」、共同研究９「アジア国際経済秩序：歴史的展望」が、それぞ

れに現時点までのメンバー相互の成果を確認し情報と意見を交換しつつ、最終年度に成果をまと

めあげるための重要な議論を進めること。第二は、三つの共同研究が一堂に会して、一つのプログ

ラムのもとで、どのように相互に連携する議論が可能かを考えていくための材料を提供することにあ

った。 



 4

初日は、NRCT (Secretary)Anon Boonyaratavej 氏、日本学術振興会バンコク事務所の池島

耕所長、および東南アジア研究所の水野広祐所長（日本側拠点リーダー）のあいさつの後、東南

アジア政治史の重鎮、ベネディクト・アンダーソン氏、及び、タマサート大学学長で法学者のスラポ

ーン・ニティクライポート氏（タイ側拠点リーダー）にそれぞれ“Are networks and extended 
families the enemies of serious democracy in SEA Asia? The crisis of political parties”
（ネットワークと拡大家族は、東南アジアにおける民主主義の敵か？）および

“Globalization and Asian Societies”（アジア諸社会におけるグローバル化）と題して基調

講演をしていただいた。いずれも、本プログラムの三つのプロジェクトを架橋する大きな視点からの

問題提起であった。その後、初日の午後と二日目は、三つの共同研究に分かれ、発表と討論を行

った。また初日の夕刻、再度一堂に会して、それぞれの共同研究の課題・進捗状況について報告

しあった。 

尚、セミナーの開催地は、当初タマサート大学構内ということであったが、現地での準

備に携わったタマサート大学側の判断で、今回のセミナーの規模等により、準備の段階で、

手狭なタマサート大学構内ではなく、15 分ほど離れた Royal City Hotel での開催へと変更さ

れた。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

9 月に、日本側の水野代表とコーディネーター速水が、タマサート大学を訪問し、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、改善点や成果の公

表に関する打ち合わせを行い、特に 12 月のセミナーについて事前協議を行った。これによ

り、12 月のセミナーは、タマサート大学および、National Research Council of Thailand

の協力を得、非常にスムーズに運営することができた。3 月 28 日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である学長、国際交流担当副学長ら５名を招へいし、

プログラム全体の実施状況に関する検討を行い、本プログラム終了後の継承を見据えて意

見交換を行った。 

 
８．平成１９年度の研究交流の成果 
 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

本年度は、セミナーの実施などの全体的な活動においても、また、各共同研究のレベルで

も、双方向的な協力体制が非常に有効かつ活発に機能した。まず、１２月のバンコクにお

けるセミナーについては、タマサート大学国際交流室の果たした役割は大きく、National 

Research Council of Thailand と交渉しながら、基調講演、プログラム、会場、などあら

ゆる面でタイ側で準備を整えていただいた。また、各共同研究レベルでも、タイ側の研究

カウンターパートが非常に機能的に動いて、若手からベテランまでの多彩な研究者との交

流の橋渡しにもなり、かつ、自ら議論に活発に参加してくださった。 

 その過程で今後も研究協力を持続しうるような体制を作っていただいた。 

 

８－２ 学術面の成果 
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今年度は、１２月の合同セミナーにおいて三つの共同研究が一堂に会し、その成果がプロ

シーディングスとして二巻に綴じられた。このプロシーディングスは、最終年度に各共同

研究の議論を進めていく上で重要な「中間報告」の役割を持つものである。 
既に終了した共同研究３「国家・市場・社会―地域統合のロジックとアジア経済」およ

び共同研究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台頭は

どのような政治、経済、社会、文化的な意義をもつのか」についてはそれぞれ日本とタイ

のメンバーが編者となった編著が今春、京都大学学術出版会と Trans-Pacific Press で、東

南アジア地域研究叢書として共同出版される。また、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」の成果も、京都大学学術出版会とシンガポール

大学出版の共同で本年、出版される。 
このほか、個々の参加者の関連成果は別添。 

 
８－３ 若手研究者養成 

拠点大学交流事業から与えられた枠により、大学推薦で京都大学大学院アジア・アフリカ

地域研究研究科に在学する学生は、各年次に一人いる。本年度は、Dave Lumenta が博士課

程を修了し、３月をもって帰国し、母国インドネシアで教職に就く。新年度には、タイか

ら Nobpaon Rabibhadana が博士課程に入学する。 

また、各共同研究では、若手研究者・大学院生を動員し、最終年度のシンポジウムから成

果出版にいたるまで、その成果を組み込む予定である。 

 

８－４ 社会貢献 

バンコクで開催されたセミナーでは、タマサート大学構内を中心として事前の案内があっ

たため、基調講演では一般参加者も少なくなかった。京都で開催されたワークショップで

も、他大学や学内の研究者や学生の参加を得た。 

ウェブページの情報量は本年度かなり増加したが、最終年度に向けてよりビジビリティ

を上げていきたい。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

次年度が最終年度となるため、三つの共同研究ともに十二月に開催予定の合同シンポジウ

ムを中心に議論をつめ、少しずつ形にしていくことが最大の課題である。その上で、十年

間に行ってきた九つの共同研究についてふり返りつつ、全体としてどのような発見があっ

たのか、その中で個々の現在の共同研究を位置づけ、次にどのような問題を設定できるか

を考えていくことが、課題である。 
最終年度であり、限られた予算を有効に利用して、シンポジウムにおける招聘や、これ

までの成果をまとめていく上で必要な派遣を効率的に進めていかなければならない。 
 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数   １４６  本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ０ 本 
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   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 ３４ 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 

９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（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） 

実施計画  19/135 (2)/8 (1)/5 0/0 (2)/6 (2)/14 0/0 0/0 19(7)/168 

実績 26(1)/137 0/0 2(2)/7 0/0 3(3)/10 0/0 1/5 0/0 32(6)/159 

タイ 

（NRCT） 
実施計画 11/110         11/110 

実績 13/125        13/125 

インド

ネシア 

実施計画 1/10 0/0        1/10 

実績 3(3)/25 3/14       6(3)/39 

フィリ

ピン 

実施計画 1/10 0/0        1/10 

実績 3(2)/17 3/12       6(2)/29 

シンガ

ポール 

実施計画 1/7         1/7 

実績 0/0        0/0 

マレー

シア 

実施計画 0/0         0/0 

実績 2/15        2/15 

インド 
実施計画 0/0         0/0 

実績 0/0        0/0 

台湾 
実施計画 2/21         2/21 

実績 0/0        0/0 

中国 
実施計画 1/10         1/10 

実績 0/0        0/0 

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

実績 21(5)/182 32(1)/163 0/0 2(2)/7 0/0 3(3)/10 0/0 1/5 0/0 59(11)/367 

 

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 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。） 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 １０／１３ （人／人日） ２６／５８ （人／人日） 

 


