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拠点大学交流事業 
平成２０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（ 最終年度 ） 
 
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：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：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 （タマサート大学） 
  実施組織代表者：Surapon Nitikraipot, Rector 
 コーディネーター：Surapon Nitikraipot, Rector 
     協力大学：（英文）Chulalongkorn University （チュラロンコン大学） 
          （英文）Mahidol University （マヒドン大学） 
          （英文）Silapakorn University （シラパコン大学） 
          （英文）Chiang Mai University （チェンマイ大学） 
          （英文）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
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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, 

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文書が印刷中である。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 年度の最

終年度には、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する

共同研究 8「変貌する『家族』」は、重要な経済社会的単位である家族について、その近代

における成立過程とポスト近代のグローバル化のもとでの変化する実像を歴史学的・人類

学的・政治学的に明らかにしようとするものである。共同研究７および８は、初年度の平

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
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達』と『変貌する家族』」と題するワークショップを行い、その後、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。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っている。 
平成 19 年 12 月 6-7 日には、バンコクにおいて三つの共同研究による合同のセミナーを開催

し、多数のタイおよびインドネシア、フィリピン、マレーシア、韓国、台湾、中国からの

研究者の参加を得て、多彩な意見及び情報交換を行うことができた。タマサート大学と

NRCT の協力により、ベン・アンダーソン氏および、タマサート大学学長スラポーン・ニ

ティクライポート氏の基調講演から始まり、各共同研究に分かれて、最終年度の成果に向

けて活発な議論が行われた。現地の参加者も大勢得て本プログラムに関心をもってもらう

良い機会となった。本セミナーの発表等は Private Face of Power and Institutions in 
Southease Asia Vol.1 および Vol.2 としてまとめられた。3 月には、タマサート大学のス

ラポーン学長一行を迎え、今後の研究交流について協議した。 
共同研究７[東アジア地域を拓く人達：新しい東アジア政治経済・社会・文化モデル構築｣

がもつ４つのサブグループのうち、本年度は「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。2007 年 7 月には、「公式と非公式の

暴力と社会変化」グループによってタイのチェンライにおいてセミナーが開催され、前年

度に開催したセミナー結果をふまえて、諸論文をブラッシュアップした。この成果は、現

在、シンガポール国立大学出版会から出版するため、その論稿の最終仕上げを行っている。

また、2007 年 12 月 6-7 日のバンコクにおけるセミナーでは、「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」のサブグループが、参加者全員が集まって論文を

提出し議論を深めた。このグループは、東南アジアの社会運動を、東北アジアの運動との

比較において、タローの社会運動理論を踏まえ、今日の東南アジアにおける社会運動が、

運動としての民主主義の観点からはきわめて活発といえるが、制度としての民主主義にい

たるプロセスから見るとその成果が乏しい点を指摘し、社会運動の生成、発展、制度化の

過程を各運動ごとに再評価した。このグループは、2008 年度に再度のセミナーを開催しな

がら、成果のとりまとめと、出版へのプロセスを進めてゆく方針である。さらに、「レント

シーキングの経済システムの転換」のグループは、2006 年のタクシン政権に対するクーデ

ター、そして 2007 年 12 月総選挙によるタクシン政権の復活に関する分析を手がかりに、「ア

ジアの服を着たポピュリズム、タイおよび東南アジアにおける展望」と題して、2008 年 3

月 6-7 日に、京都においてシンポジウムを開催し、タクシン政権のポピュリズム的性格を、

マレーシア、インドネシア、フィリピンさらに日本、韓国、台湾との比較において、また

ラテンアメリカとの比較を実施した。これにより、新自由主義（ネオリベラリズム）下の

各国において旧勢力に対抗して国民に直接よびかけ政策を実行するポピュリズムは、各国

の中産層と庶民の関係、平時の政治形態、民主化などに大きく規定されてその形態に差異

が生まれることがあきらかになった。この研究も成果を英書として出版すべく準備を進め

ている。 
共同研究８は、京都にて平成 18 年 11 月にセミナーを開催し、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のをはじめ、平成 19 年 1 月にはタイ農村にお

ける国際結婚の現状、3 月にはインドネシアの家族を行政の政策や法制度からその変化する

現状について招聘者の報告を中心に議論した。これら研究会を通じて父権制や婚姻制度を

中心とする法制度とイデオロギーにおける家族と、越境や移動をともなう現在の社会状況

からこれまでの東南アジアの家族をめぐる議論を見直すというという二つの議論の方向性

がみえた。平成 19 年 8 月にマレーシアで開催された 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、京都

では招聘メンバーによる小規模な研究会を 10 月、2 月に開催、また、国内メンバーの間で
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議論を深化し、各自が最終成果に向けて研究を進めるための国内セミナーを 11 月と 3月に

それぞれ開催した。平成 19 年 12 月のバンコクセミナーでは、海外メンバーを中心に多く

の参加者を得て、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る

ことができた。また、平成 20 年３月に再度京都にて国内セミナーを行い、国内メンバーの

テーマを、１２月のバンコクセミナーの成果と照らして再検討しながら議論を深めた。 
平成 18 年度に開始した共同研究 9「アジア国際経済秩序－歴史的展望」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、平成 19 年

３月に京都で行われたセミナーを共催し、その折に招聘したメンバーにより、二度のセミ

ナーを開催した。平成 19 年度１２月のバンコクセミナーでは、「アジアにおける政治ネッ

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した。平成 20 年 3 月には、招聘メンバー、国内メンバーを

招いて、初めての総括的なセミナーを京都において開催した。比較史や開発経済学の視点

を取り入れた議論を行い、とくに日本経済史の成果との突き合わせで成果があった。バン

コクセミナー以来、労働集約型工業化論の資源・エネルギー問題への含意にも議論が及び、

東南アジア研究所を主幹部局とするグローバルＣＯＥ「生存基盤の持続的発展を目指す地

域研究拠点」との協力も模索している。 

 
７．平成２０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 20 年度も、引き続き招聘・派遣を通じて研究交流を行い、セ

ミナーなどを通じて、これまでの議論を最終成果に向けて統合していく。12 月には合同の

最終セミナーを開始し、各共同研究が成果を公表する。このセミナーのプロシーディング

スをもとに、最終成果刊行を進める。 
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８．平成２０年度の交流事業の概要 
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) 
 2008年度は、本共同研究の最終年度であり、研究タイトルである、「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」にむけて研究を推進してゆく。今

日の東南アジア、および東アジアは、枠組みとしての選挙民主主義が定着する一方、弱体

な法秩序、依然として薄い中産層、分節化した社会構造、ネオリベラル経済政策の推進に

よるマージナルな社会層の増大を特質としている。一方、ネオリベラル政策の実施による

ビジネスチャンスの増大、教育・貯蓄・インフラなどの成長にポジティブな要素、さらに

不完全利用資源の存在・資源フロンティアの拡大など成長促進要因の存在により、比較的

高い成長が維持されている。 
この結果、あるいはダイナミズムを創出する企業家は、社会の各層に常に生まれている。

まずは、ポピュリズム政体をとって旧勢力に対抗する政治家である。これはタイのタクシ

ンを代表格に、フィリピンのエストラーダ、日本の小泉、台湾の陳などである。さらに、

軍、警察、やくざ、地方のボスなどが、旧来のパトロンクライエント政治、あるいは中央・

地方の寡頭政治のなかでしばしば暴力を背景に権力をのばし、あるいは改革を実行する。

そして、政体としての民主主義の浸踏がもたらす、NGOや労働者、農民、地域住民などの

組織化とそれらのリーダーやメンバーの動きである。さらに、ビジネスチャンスをいかす

大中小の企業経営者である。 
 本年度は、これらの企業家層のうち、ポピュリスト政治家に関する研究を英書として

発行する予定である。また、軍、地方政治家、やくざらに関しても「公式・非公式な暴力

と社会変化」グループが成果を出版する。一方、社会運動のグループは、本年度中に再度

セミナーを開催して、その成果のブラッシュアップを目指す。本年度は、本共同研究サブ

グループのうち、「アジアの経済ネットワーク」グループの活動を活発化させる。弱体な法

制度、比較的未成熟な証券・債権市場の結果、ビジネスグループは、ネットワーク型をと

る。このネットワーク型経済の今日的な段階はどのようであろうか。経済危機の後の制度

改革はどこまで進み、このネットワーク社会に変化をもたらしたのであろうか。このネッ

トワークについて、企業グループアプローチ、文化商品アプローチおよび社会・宗教アポ

ローチによりその実態に迫る。さらに、暴力研究の延長に「シキュリティー民営化の政治

経済学」と題して、ネオリベラル社会におけるシキュリティーについて研究をすすめる。 
以上により、本年は、「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」の完成をはかる予定である。 

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

平成 19 年度までに、二つの研究の方向性について議論が深められた。第一に、歴史的に

は近代初期から現在までを射程に入れた法制度的、イデオロギー的な父権制や婚姻制度を

中心とする議論である。これについてはタイ一国をとっても地域的な偏差、そして時代を

追っての変遷があり、また支配者のイデオロギーと民衆的な規範とのずれも指摘される。

第二は、実態から「家族」とその変化を把握する上で、移動、越境、宗教、国際結婚など

の事象と家族の変容とその諸条件を検証する視点である。前者は、家族を国家の枠の中で

規定されるものとして議論するのに対し、後者は生活実践の中から家族的な関係を、国家

に必ずしも規定されない今日の変容の中で、前者の議論の中で規定される家族との関係性

も考慮しながら検証する。いずれも地域的偏差やずれを意識して史料や、個別事例の集積

と議論を積み重ね、実態調査を続けるかたわら、その成果の集積と発表により、議論を深

めてきた。平成 20 年度は、12 月までに数回のワークショップを行った上で、12 月の最終
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セミナーにてメンバーが発表を行い、3 月に成果をまとめるための国内ワークショップを開

催する予定である。これまでの方向で議論を進めながら、東南アジアの社会・政治的な変

容の過程の中で、家族、家族的紐帯の持続と変容を、メンバーの研究内容を深めながら統

合し、最終成果にまとめる。 
 

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、19 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深めた。20 年度は、

具体的な成果を出すとともに、12 月の最終セミナーにおいて、その時点までの成果を総括

的に報告する。貿易史についてもワークショップやセミナーを開催する予定である。 
 

８－２ セミナー 

平成 20 年度 12 月 10 日―12 日には、京都における最終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」の合同セミナーとなる。各共同研究は、いくつかのサブテーマのも

とに議論を進めてきたが、最終セミナーにおいて、メンバーが一堂に会してその成果を発

表しあい、出版物に向けて最終的な議論を行う。セミナーの成果は、プロシーディングス

として発行し、その後、各共同研究による出版物としての編集を進める。 
 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

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、これまで十年間の協力関係を総括し、今後の協力の在り方を協議する。ま

た、共同研究７・８の日本側チームリーダーは、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

ち合わせを行う予定である。 
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９．平成２０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 

Japan 
(JSPS) 

Thailand 
(NRCT) Indonesia Malaysia Philippines Vietnam India 台湾 中国 合計 

m/md m/md m/md m/md m/md m/md m/md m/md m/md m/md 

Japan 
(JSPS)  13/69 0/0 0/0 3/21 1/5 2(2)/6 0/0 0/0 17/101 

Thailand 
(NRCT) 26/80    26/80 

Indonesia 3/12    3/12 

Malaysia 2/8    2/8 

Philippines 6/22    6/22 

Vietnam 0/0    0/0 

India 0/0    0/0 

台湾 1/4    1/4 

中国 1/4    1/4 

合計 39/130 13/69 0/0 0/0 3/21 1/5 2(2)/6 0/0 0/0 56/231 

 

９－２ 国内での交流計画 

 １７／５５ （人／人日） 


