
拠点大学交流事業 
平成２０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 )側拠点大学： タマサート大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 東アジア地域システムの社会科学的研究                          

                   （交流分野：社会科学分野        ）  
（英文）： The making of East Asia                                

                   （交流分野：Social Science        ）  
 研究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（ 10 年目） 
 
４．実施体制 
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：京都大学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：（英文）Surapon Nitikraipot, Rector 
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 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） 
      （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．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・イニシアティブ、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．平成２０年度研究交流目標 
 
「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。 

 
７．平成２０年度研究交流成果 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

最終年度を迎え、タマサート大学とは将来を見据えたさらなる展開に向けて国際交流室を

中心に研究体制を整えることができた。コーディネーターの速水が九月にタマサート大学

を訪ね、さらに水野代表とともに再度一月にタマサート大学および NRCT を訪ね、本事業の

最終年度の京都におけるセミナー開催についての打ち合わせを行うとともに、新たな事業

への展開について協議をもった（アジア教育研究拠点事業）。また、セミナーに限らず、招

聘・派遣事業においてチュラーロンコーン大学、チェンマイ大学、コンケン大学などとの
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研究者の往来を含め手広くタイの研究機関と学術交流を続ける上で、タマサート大学が要

の役割を果たしてきた。 

 タマサート大学はタイの他大学に先駆けて東南アジアプログラムを開始したが、今年度

はさらに留学生向け大学院プログラムを開始するなど、教育と研究の両面における国際交

流体制に力を入れ始めている。最終年度にあたり、研究交流はもとより、今後もこれらの

プログラムを中心とした教育における更なる交流を続けていくことを確認しあった。 

 

７－２ 学術面の成果 

今年度で終了する三つの共同研究が学術面での成果の中心を担うが、研究交流を通じてそ

の円滑な遂行を可能にしてきた。さらに、現在のタマサート大学における研究動向と、本

事業の今後を含めた東南アジア研究所の学術的な研究関心とを照らし合わせ、今後どのよ

うな学術面の協力を行うかを協議することができた。 
 共同研究７は、新たな東アジア経済社会モデルを構築するため、今年度は、社会運動に関

して2008年6月に「アジア様式の社会運動」としたワークショップを開催して、この地域の

社会運動の特質を、今日大変活発でありかつ多方面の問題が取り上げられている点につい

て1950年代までの運動が民族運動と政党政治に結びついていたのとは異なるなどの点から

明らかにすると同時に、制度としての民主主義には多くの問題点がある一方、運動として

の民主主義という点では明確な意義を持っている点が明らかとなった。さらに、東アジア

の「ビジネスネットワーク」研究との関連で、東アジアにおけるポピュラーカルチュアの

共有現象に関し、生産、流通、企画、消費のネットワークを2008年12月に開催したPopular 
Culture Co-productions and Collaborations in East and Southeast Asia,（東・東南アジ

アにおけるポピュラーカルチュアの共同生産と協同）とするシンポジウムによって明らか

にした。東アジアのポピュラーカルチャーを、共通する記憶、ナショナリズム、社会運動、

地域主義、世代間ダイナミックス、サブカルチャー、ヘモニーの諸観点から捉えなおすこ

とにより重層的な東アジア地域が形成される過程を明らかにした。さらに、新たな東アジ

ア経済社会モデルを経済発展の領域から検討するため、通貨危機後10年を経て新たな東ア

ジア経済モデルが形成されたのかを、現下の世界経済危機とも関連させて明らかにするた

め、A Decade of Change : Toward a New Model of East Asian Economy,and Challenges 
to the Current Global Economic Crisis(10年間の変化；新たな東アジア経済モデルの構築

と今日の世界経済危機への挑戦にむけて)と題するセミナーを2009年2月に開催した。この

セミナーによって、東アジア地域においてアジア通貨危機以降比較的早い危機からの脱出

しモノ・ヒト・カネ・情報が集まる成長センターへと回復したこと、通貨危機後の諸改革

により、コーポレートガバナンスが導入され多くの制度改革がなされたが依然としてファ

ミリービジネスが重要であること、さらに1990年代初めより始まった生産ネットワークの

展開が輸出経済を一層深化したことを明らかにした。その過程で、1990年後半までの経常

収支赤字体質から経常収支黒字体質に東アジア全体として変化したこと、それは欧米への

最終製品の輸出によって支えられ、一方資本赤字（資本輸出）は、アメリカへのポートフ

ォリオ投資として進行したことを明らかにした。そしてこれらの構造こそが、今日の経済

危機下、欧米の輸入の減少・金融界の破綻により、この地域では金融危機があるわけでは
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ないにもかかわらず深刻な経済危機に見舞われていることを明らかにした。そして、回復

の方策として過度の輸出依存経済から域内需要を高める経済へ、そのため競争力一辺倒の

経済から安心と安全を重んじ福祉が重視される経済への転換の重要性が提案された。 

 

共同研究８では、ワークショップの成果を中心に特にタイの家族をめぐっては、時系列

的に近代国家形成と絡めてどのような紆余曲折の中で「家族」が制度化されたか、その後、

一夫多妻制を含む家族をめぐってどのような法制度化とイデオロギーや言説が展開された

か、さらに、近年の政策における家族、そして国内・国際労働移動や国際結婚の中でどの

ような持続と変容が見えるか、という一連の流れの中で家族の制度化と実践をとらえるこ

とができた。これを軸にフィリピンの労働移動と家族、インドネシアやマレーシアにおけ

る一夫多妻制と法制度、などの論文を比較対照させながら一つの流れの中で理解する契機

を作ることができた。 

ワークショップの後、成果は二冊にまとめ、一冊は小泉順子およびチャリタポーン・ソ

ンサンパンの共同編集による家族の歴史的変遷とナショナリズム、階層、イデオロギーに

関する巻となし、今一冊は速水洋子とラタナー・トーサクン共同編集による家族の現在を

現場の調査から追求し、移動と流動の中の東南アジアの家族を検討するものとなる。 

 
 共同研究９では、東南アジアの工業化の歴史的特質を比較史的に検討することに力を注

いだ。バンコクを中心とする工業化がなぜ戦前にはほとんど進まず、第二次大戦後に急速

に進んだのか、それはタイ全体の工業化にどのような影響を及ぼしたのかについて、最先

端の議論ができたと自負している。とくに、第二次大戦をはさんで、タイの工業化の条件

が大きく変化したことを、国際環境の変化、華僑の役割の変化、タイのマラリア撲滅や衛

生状態の改善を背景とした人口増加と労働の質の改善、交通の発達にともなう農村から都

市への移動などの要因を総合的に考慮して、世界史的に見てももっとも急速な第一次産品

輸出経済から工業国への変化を説明する手がかりが得られたと思っている。 
 もちろん、これは成果の一部であって、その後のタイ経済の発展にともなう所得格差や

環境劣化の問題、インドネシアの工業化政策の批判的検討、南アジア、東アジアの経験が

東南アジアの政策にどのように反映されてきたかなどについて、有意義な成果が得られた。

いずれも一年以内に、成果を刊行できる予定である。 
 
７－３ 若手研究者養成 

留学生派遣に関しては、本年度も拠点事業を通じて一名のインドネシア人留学生クルニ

アワティ・デウィ氏を選抜した（2009 年 4 月に大学院アジア･アフリカ地域研究研究科に入

学予定）。また、本事業で留学をしていたクリアンチャイ・プンプラワット氏は 2009 年 5

月に博士課程を卒業予定であり、2008 年 3 月に卒業したデイヴ・ルメンタは本年度、イン

ドネシア大学に人類学講師として職を得た。 

 また本年度は、大学院アジア･アフリカ地域研究研究科の International Training 
Program で、タマサート大学の協力を得たが、これも本拠点事業メンバーである東南アジ

ア研究所小泉順子教授が、国際交流室と交渉することを通じて実現することができたもの
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であり、早速本年度はこのプログラムで三名の京都大学大学院生が三ヶ月間の言語研究を

受けることができた。本事業によって築かれた研究のみならず教育における協力体制の一

端を示すものである。このほか、フィールド調査でタイに滞在中の同研究科大学院生が、

やはり拠点事業メンバーであるチェンマイ大学人類学部講師クワンチーワン氏に研究指導

委託をお願いしていることも、本事業の教育交流の一端である。 

 タマサート大学では現在、留学生向けの東南アジアプログラムを立ち上げつつあり、拠

点事業などを通じて派遣・招聘の交流をする研究者を、積極的に相互の大学院授業やセミ

ナーを担当しあうような体制を作っていくことで合意した。 

 

７－４ 社会貢献 

セミナーや研究会、ワークショップについては随時東南アジア研究所のウェブページに掲

載し、またポスターなどで紹介したため、外部からの参加者も得た。拠点事業の成果は、

主に学術叢書として出版している。出版は、日本側研究者とカウンターパートのタイ人研

究者との共編のものが多く、学術出版において協力しながら、成果公開に努めてきた。本

年度も、共同研究３の成果として、East Asian Economies and New Regionalism. 2008 
Edited by Abe, S. and Bhanuphong Nidhiprapha および共同研究４の成果として The 
Rise of Middle Classes in Southeast Asia 2008 Edited by Shiraishi, T. and Pasuk 
Pongpaichit がいずれも京都大学学術出版会および Trans-PacificPress により出版された。

また共同研究６の成果として、Flows and Movements in Southeast Asia Edited by 
Ishikawa, Noboru が共同研究７の成果の一端として Populism in Asia  Edited by 
Mizuno, K. and Pasuk Pongpaichit がいずれもシンガポール大学出版会および京都大学学

術出版会より出版の最終準備段階にある。 

12 月に本事業の共同研究メンバーであったタマサート大学経済学部ソンブーン教授が、京

都への招聘期間中に帰国途上の車中で急逝された。この不幸な事件にあい、東南アジア研

究所は遺体のバンコクへの搬送手続き等で力を尽くし、また 2009 年１月の同氏葬儀には本

事業の東南アジア研究所の代表およびコーディネーターが出席した。予期せぬまことに残

念なことであったが、誠意をつくして対応したことで、タマサート大学側との信頼関係は

深まることとなった。この件では、大阪タイ領事館の大いなる協力があったが、こうした

ことからささやかながら学術の場をはなれて日タイの信頼関係に貢献することとなった。

また招聘時の保険を完備しておくことの重要性を認識することになった。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

本事業は予めタイとの二国間で開始したが、事業の内容は広く東南アジア全域の研究者と

交流を進めることで学術的な成果をあげてきた。したがって、今後は、実質的に見合うよ

うに特に島嶼部東南アジアや東アジアの研究者とのネットワークも広げるべくマルチラテ

ラルな交流基盤が必要となる。 
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７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数  ２２６ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ９ 本 

   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 ５９ 本 

 
８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

共同研究７は、本年度はまとめの年として、新たな東アジア経済社会モデルの構築を完成

すべく、そのために必要であり、かつこれまで追求してきた諸テーマについての最終セミ

ナーを企画すると同時に、最終ワークショップでは、現在世界が直面する経済危機に、東

南アジア地域がどのように対応しているのか、１９９７年の経済危機から今にいたる十年

間の当地の発展を背景に考えるため、従来のメンバーに加えて、特に国内の専門家を招い

て議論をする場とした。最終ワークショップとして、次のプログラムにもつなげることを

意識したテーマである。 

まず、６月１４日に「グローバル化時代のアジア的社会運動の行方」と題してワークシ

ョップを開催した。タイのタマサート大学から三名、チュラーロンコーン大学から一名を

招へいし、昨年度バンコクで行ったワークショップの参加者から選抜したメンバーにより、

さらに集中的に議論を行った。スラムの住民運動、ダム建設反対運動、食料危機に直面す

る市民の運動など、過去十年ほどのタイにおける「市民社会論」を社会運動の議論につな

げた発表である。このプロシーディングスは本年度内に印刷を完了した。さらに成果の出

版に向けた努力を継続している。 
 ９月には台湾のアカデミア・シニカ アジア太平洋研究センターとの共同主催によりイ

ンドネシア・イスラームの共同シンポジウムを開催したが、これに拠点メンバーを一名イ

ンドネシアから招聘して、議論に参加してもらった。 
また、市場によって先導され、東アジアとしての一体性をもつに至った最も顕著な例と

してのポップカルジュアについて、ポップカルチュアがどのような過程で東アジアの共同

性をもたらしたのかのプロセスを、東アジアにおけるポピュラーカルチュアの共有現象に

関する生産、流通、企画、消費のネットワーク形成過程として研究した「東・東南アジア

におけるポピュラーカルチュアの共同生産と協同」と題するワークショップを 2008 年 12
月に開催した。このワークショップは、この分野の第一人者を集めて開催され、その成果

は、2009 年 6 月には原稿として完成し、東南アジア研究所出版委員会に提出されて、京都

大学学術出版会などの出版社よりの出版に向けたプロセスが開始される予定である。 
そして、2009 年 2 月の本事業最終セミナーでは、「10 年間の変化；新たな東アジア経済

モデルの構築と今日の世界経済危機への挑戦にむけて」と題するパネルをもち、新たな東

アジア経済社会モデル構築の完成をめざすと同時に、このモデルは、現下の世界経済危機

にどのように対処しようとしているのか、あるいはこの危機から見えてくる東アジア経済

社会の特質はどのようなものであるのか、に関した検討を、内外の専門家とともに行った。 
本共同研究からは、前年度までにおおよそまとまりつつあったポピュリズムと、暴力のテ

ーマについて、前者は水野広祐とパースック・ポーンパイチット共同編集、後者は岡本正
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明とウクリット・パタマナーン共同編集でシンガポール大学出版会より、出版を準備中で

ある。また、東アジアのポップカルチャーについて、東アジアポップカルチャーの共同生

産と協同と題する本を、2009 年度内に Nissim Otmazgin と Eyal Ben-Ari の編集による出

版に向けた査読や出版社の選定などの作業に入る予定である。このように当初かかげたテ

ーマについて、一つ一つが最終年度にまとめに入った。その総体として、東南アジアの主

に政治・経済領域において、国家や制度を下支えする、よりローカルなリーダーシップの

パターンや、市民運動、インフォーマルな力の行使、さらに生産・流通・消費の過程にお

けるネットワークの意義や、ファミリービジネスの重要性を維持しつつ、開かれたシステ

ムを保つ東アジア社会経済に関して一定のまとまりある議論へ到達した。そして、このシ

ステムが特にアジア経済危機以降、域外へ最終消費財の輸出に頼る競争力重視のシステム

としての側面が強くなり、これが今回の世界経済危機に際して問題点として現れたことを

明らかにした。 
共同研究８は、本年度はまとめの年ということで、これまで関わったメンバーすべてに

最終セミナーに参加してもらい、成果に向けて実のある議論をすることを目指したため、

資源をすべて最終セミナーに確保した。ただし、主メンバーは個々に同セミナーに向けて

準備を重ね、各自工夫をして他用務による出張の折にメンバーとの相談や資料収集も行っ

てきた。また内外のメンバーは、本共同研究に参加する以前、個々の研究の中でこれまで

必ずしも「家族」というテーマを扱ってきたわけではなかったが、四年目の個々人の実績

を見ても、このテーマをめぐって成果を出し始めている。 

セミナーでは、これまでの成果を持ち寄り、充実した議論を持つことができ、成果に向

けての手ごたえが得られた。セミナーの発表論文を編集したプロシーディングスをベース

に、二巻の成果出版物を刊行した。 

共同研究９は、１２月２０日―２１日の両日に、「南アジア・東南アジアにおける労働集

約型工業化」と題するワークショップを他事業との共催でおこなった。南アジア、東南ア

ジア、東アジアの専門家によって、比較史の観点からアジアの工業化の特徴を議論すると

ともに、労働の質や、このテーマをめぐる政治や政治思想についても議論を交わすことが

できた。本共同研究の二つの柱の一つである東南アジアの労働集約型工業化に関しては、

タイから二名、日本から二名の報告を得、とくにタイの経験の比較史的含意について有意

義な議論ができた。このうちの一名、ソンブーン・シリプラチャイ氏が、本事業の招聘で

滞在中に心臓発作で逝去された。２月には氏の遺稿を本として編纂することを目指し、杉

原および長崎がバンコクへ赴き、拠点事業メンバーであるパースック・ポーンパイチット

氏と出版に向けて打ち合わせを行った。現在出版の準備を進めている。また、タイとイン

ドネシアの労働集約型工業化に関する計四本のワーキングペーパーを近く刊行する予定で

ある。 

 

８－２ セミナー 

当初、２００８年１２月１０日～１２日に予定していたセミナーはバンコクの空港閉鎖に

より参加予定者のほとんどが出国不可能となった。空港の状況は１２月３日の時点で未だ

全く予断を許さず、日時が進むにつれ航空チケットのキャンセル料がかさむことを考慮し、
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３日の時点で延期の決定を行った。ただし、参加予定者がこの状況に影響をこうむること

のなかったポピュラーカルチャー・セッションのみ、単独で１２月１０日―１１日にワー

クショップとして開催した。アジアに広域に製作から流通まで地盤を広げる映画やアニメ

産業、そして消費文化について、専門家をアジアや欧米から集めて、アジアの広域化する

大衆文化について活発な議論が展開された。個々の発表論文の完成度が高く、これについ

ては現在、成果としての本の出版を準備中である。 
 延期した最終セミナーは、２月２３－２４日に再スケジュールされて開催された。 

The Making of East Asia: from both macro and micro perspectives (東アジア地域の形

成：マクロとミクロの視点から)と題して、共同研究７と８の合同で開催された。本事業の

十年間の報告の後、最初から中心メンバーとして関わってきたクリス・ベーカー氏が Asia in 
an Era of Global Upheaval と題した基調講演を行い、現在の経済危機に至るアジア地域の

経済発展の課題について語った。その後、二つのセッションに分かれて一日半の議論が展

開した。共同研究７は、A Decade of Change:towards a New Model of East Asian Economy 
and Challenges to the Current Global Economic Crisis と題して、丁度この拠点事業とも

重なる１９９７年経済危機後の同地域の経済発展と、現在のグローバルな経済危機への対

応について活発に議論が交わされた。また、共同研究８は、これまでの海外の主要メンバ

ーと一部国内メンバーにより、最終成果刊行を目指して、家族のイデオロギーと変容、国

際移動労働や国際結婚などの移動に伴う諸問題、家族をめぐる法制度的変遷、などのテー

マのもとで議論を交わした。本セミナーについては、プロシーディングスの印刷が完了し

ており、新年度中に本として刊行を目指している。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

今年度は、最終セミナーやワークショップとその後の成果刊行への予算確保のためもあり、

本事業予算による研究者交流活動は特に行わなかった。ただし、他研究プロジェクト等の

折にバンコクを訪れて、9月にコーディネーターの速水がタマサート大学へ、1月には速水

と事業代表者の水野がタマサート大学および NRCT を訪れ、本事業の打ち合わせ、最終年度

を迎えてのあいさつ、次期事業に向けての協議を行った。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国（地域）との交流実績 

（単位：人／人日）         

 

  派遣先 

 

派遣元 

Japan 
(JSPS) 

Thailand 
(NRCT) Indonesia Malaysia Philippines Vietnam India Taiwan China Singapore 合計 

Japan 

(JSPS) 
実施計画  13/69 0/0 0/0 3/21 1/5 2(2)/6 0/0 0/0 0/0 17/101 

実績 8/50 1/19 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1(1)/4 9/73 

Thailand 

(NRCT) 
実施計画 26/80          26/80 

実績 14/129         14/129 

Indonesia 

実施計画 3/12          3/12 

実績 5/39         5/39 

Malaysia 

実施計画 2/8          2/8 

実績 2/10         2/10 

Philippines 

実施計画 6/22          6/22 

実績 3/29         3/29 

Vietnam 実施計画 0/0          0/0 

実績 0/0         0/0 

India 
実施計画 0/0          0/0 

実績 0/0         0/0 

Taiwan 
実施計画 1/4          1/4 

実績 0/0         0/0 

China 
実施計画 1/4          1/4 

実績 2/13         2/13 

Singapore 実施計画 0/0          0/0 

実績 1/8         1/8 

Israel 実施計画 0/0          0/0 

実績 2/17          2/17 

Korea 

 

実施計画 0/0          0/0 

実績 1/5          1/5 

Hongkong 実施計画 0/0          0/0 

実績 2/9          2/9 

アメリカ 

（日本側参加研究者） 

実施計画 0/0          0/0 

実績 1/9          1/9 

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

実績 33/268 8/50 1/19 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1(1)/4 42/341 
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※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・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 

 17 ／ 55（人／人日）   19 ／ 34 （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

 

整理番号 R－７ 研究開始年度 平成 17 年度 研究終了年度 平成 20 年度 

研究課題名 

（和文）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 

（英文）Entrepreneurship in East Asia - Political, Economic, Cultural and Social 

es: Establishing a New Model of East Asian Political Economy Initiativ

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）水野広祐 京都大学東南アジア研究所・教授 

（英文）Kosuke Mizuno, Professor, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto 

University 
相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Pasuk Pongpaichit, Professor of Economics, Faculty of Economics, 
Chulalongkorn University  

 

交流人数 

（※日本側予

算によらない

交流（相手国

予算による）

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 タイ インド

ネシア
韓国

イスラ

エル 
香港 

フィリ

ピン 
計 

(JSPS) (NRCT)

日本 

(JSPS) 

実施計画  5/33 0/0     5/33

実績 3/26 1/19     4/45

タイ 

(NRCT) 

実施計画 4/8       4/8 

実績 4/49      4/49

インド

ネシア 

実施計画 0/0       0/0 

実績 1/14      1/14

韓国 

 

実施計画 0/0       0/0 

実績 1/5      1/5 

イスラ

エル 

実施計画 0/0       0/0 

実績 2/17      2/17

香港 実施計画 0/0       0/0 

実績 2/9      2/9 

フィリ

ピン 

実施計画 0/0       0/0 

実績 1/5      1/5 

合計 
実施計画 4/8 5/33      9/41

実績 11/99 3/26 1/19     15/144

② 国内での交流       1 人／ 4 人日 
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２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

 共同研究７は、本年度はまとめの年として、新たな東アジア経済社会モデ

ルの構築を完成すべく、そのために必要であり、かつこれまで追求してきた

諸テーマについての最終セミナーを企画すると同時に、最終ワークショップ

では、現在世界が直面する経済危機に、東南アジア地域がどのように対応し

ているのか、１９９７年の経済危機から今にいたる十年間の当地の発展を背

景に考えた。 

実施計画書でのべた第１グループは、その研究成果の出版段階の諸作業を

進め、Populism in Asia  Edited by Mizuno, K. and Pasuk Pongpaichit と
してシンガポール大学出版会および京都大学学術出版会から出版予定であ

る。 

第２グループは、市場に先導され、市場によって形作られる東アジア共同

体としての性格を最もよく現しているポピュラーカルチュアについて生

産・流通・消費・企画のネットワークに焦点を合わせたセミナーを「東・東

南アジアにおけるポピュラーカルチュアの共同生産と協同」と題して２００

８年１２月１０日―１１日に開催した。これには、Nissim Otmazgin、Eyal 
Ben-Ari、Doobo Shim、Yoshiko Nakano、Lisa Yuk Ming Leung、Roland 
Busog Tolentino が参加した。その成果として、2008 年度中に草稿が完成し、

2009 年度中に出版のための具体的なプロセスが開始される予定である。ま

た、世界経済危機と東アジア経済のシンポジウムは共同研究７全体の、また

第２グループの研究の発展でもある。東アジア経済に関して、アジア通貨危

機から 10 年を経てどのように変化し、今日の世界経済危機に際してどのよ

うに対処しているのかを検討し、また今日の経済危機から明らかになった東

アジア経済の特色を明らかにするため、A Decade of Change:towards a New 
Model of East Asian Economy and Challenges to the Current Global 
Economic Crisis と題した国際セミナーを２００９年２月２３―２４日に開

催した。このセミナーの開催のため、水野が 2008 年 10 月 16 日から 19 日

までバンコクに出張し、タイ側のカウンターパートである Pasuk 
Pongpaichit,とセミナーの内容について協議した。 

さらに第３グループは、本年度、東アジア社会の暴力に関する英書の出版

作業を継続した。 

また、第４グループは、２００８年６月１４日に「グローバル化時代のア

ジア的社会運動の行方」と題してワークショップを開催し、Naruemon 
Thabchumpon 、 Boonlert Visetpricha 、 Boonchai Kritsada 、 Nalinee 
Tantuvanit が参加して、アジアの社会運動についてその特質を検討し、制

度としての民主主義と運動としての民主主義を分けて考え、前者に弱点が見

られるものの、後者においてその活発な様にアジアの特色があることを明ら

かにした。 

以上を通じて、国家や制度を下支えするローカルでインフォーマルな諸側

面、家族が依然として重要な社会経済的な単位であるという面、またインフ
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ォーマルな暴力が意味合いをもち、しばしばポピュリズムに陥り、しかしな

がら開かれたシステムを維持し、そのための人・もの、カネ、情報が出入り

しそこにおける市場やネットワークがさまざまな色合いをもたらす成長セ

ンターとしての東アジア経済社会の特質が明らかとなった。この特質につい

て引き続き検討してゆくと同時に将来の出版のための作業も進めてゆく予

定である。 

日本側参加者数  

７２ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

４３ 名 （１３－２ 相手国側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

５６ 名 （１３－３ （第３）国（地域）側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－８ 研究開始年度 平成 17 年度 研究終了年度 平成 20 年度 

研究課題名 
（和文）変貌する「家族」 

（英文）The Changing “Family” 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）速水洋子 東南アジア研究所・教授 

（英文）Yoko Hayami, Professor, Center for Southeast Asian Studies, 
Kyoto University 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Chalong Soontravanich 
Associate Professor , Faculty of Arts, Chulalongkorn University 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）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 タイ 
フィリピン 計 

(JSPS) (NRCT) 

日本 

(JSPS) 

実施計画  2/14 3/21 5/35 

実績 1/4  1/4 

タイ 

(NRCT) 

実施計画 3/6   3/6 

実績    

フィリピン 

 

実施計画 1/2   1/2 

実績    

合計 
実施計画 4/8 2/14 3/21 9/43 

実績  1/4  1/4 

② 国内での交流      0 人／ 0 人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

本年度は資源のほとんどを最終セミナーに投入し、これまでなかなか実

現できなかった海外メンバーと国内メンバーをできる限り一堂に会して

議論の場を持つことにつとめた。残念ながら、セミナーの時期を 2月に

せざるをえなかったことで国内メンバーの参加は若干減少したが、成果

に向けて有意義な議論を行うことができた。 セミナーでは、タイの家

族をめぐって一連の流れの中で家族の制度化と実践をとらえることがで

きた。これを軸にフィリピンの労働移動と家族、インドネシアやマレー

シアにおける一夫多妻制と法制度、などの論文を比較対照させながら一

つの流れの中で理解する契機を作ることができた。ワークショップの後、

発表論文はプロシーディングスにまとめた。これを新年度中に二冊の本

として刊行すべく準備を進めている。 

日本側参加者数  

１６ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

１６ 名 （１３－２ 相手国側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

９ 名 （１３－３ （第３）国（地域）側参加者リストを参照）
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整理番号 R－９ 研究開始年度 平成 18 年度 研究終了年度 平成 20 年度 

研究課題名 
（和文）アジア国際経済秩序―歴史的展望 

（英文）The Asian International Economic Order: Past, Present and Future 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）杉原薫 京都大学東南アジア研究所・教授 

（英文）Kaoru Sugihara, Professor, Center for Southeast Asian 
Studies, Kyoto University 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Somboon Siriprachai 
Associate Professor, Faculty of Economics, Thammasat University  

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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 タイ ベトナム インド
シンガ 

ポール 
計 

日本 

(JSPS) 

実施計画  4/18 1/5 2(2)/6 0/0 5/29 

実績 4/20   1(1)/4 4/24 

タイ 

(NRCT) 

実施計画 1/2     1/2 

実績 2/20    2/20 

ベトナム 
実施計画 0/0     0/0 

実績      

インド 
実施計画 0/0     0/0 

実績      

シンガポール 

実施計画 0/0     0/0 

実績      

合計 
実施計画 1/2 4/18 1/5 0/6 0/0 6/31 

実績 2/20 4/20   1(1)/4 6/44 

② 国内での交流      ５ 人／ １１人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

本年度は、労働集約型工業化についての研究の成果を刊行するための準

備に力を注いだ。６月には杉原がバンコクとシンガポールに赴き、出版

の準備交渉をした。また、１２月２０日―２１日に、「南アジア・東南ア

ジアにおける労働集約型工業化」と題するセミナーを京都で開催して、

その成果をプロシーディングズとして刊行した。結果的には、本共同研

究のタイ側のカウンターパートであったソンブーン・シリプラチャイ氏

が、京都滞在中に心臓発作で逝去されたため、現在、タイ側の共同研究

者と協力して、まず氏の遺稿を本として編纂・出版することを目指して

いる。しかし、もう一人のタイ研究者とインドネシアの共同研究者の業

績もまもなくワーキングペーパーとして刊行される。日本側は、杉原、

藤田、長崎が出張し、それぞれの研究テーマに関する資料収集などを行

った。これらの成果も近く刊行する予定である。 
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日本側参加者数  

２６ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

１４ 名 （１３－２ 相手国側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

１１ 名 （１３－３ （第３）国（地域）側参加者リストを参照）
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
 
整理番号 S－１ 

セミナー名 

（和文）日本学術振興会拠点大学交流事業国際ワークショップ 
「東アジアの地域システム：マクロとミクロの視点から」 
（英文）The making of East Asia: from both macro and micro 
perspectives 

開催時期 平成 21 年２月 23 日 ～ 平成 21 年２月 24 日（２日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本 京都市 京都大学稲盛財団記念館 
（英文）Inamori Memorial Hall, Kyoto University, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）水野広祐 京都大学東南アジア研究所・所長/教授 
速水洋子 京都大学東南アジア研究所・教授 

（英文）Kosuke Mizuno, Director / Professor, 
Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 

        Yoko Hayami, Professor, Center for Southeast Asian 
Studies, Kyoto University 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

  

参加者数 

① 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者     12 /18  （ / ）人/人日 

32/167 

（ / ）

人/人日 

タイ側参加者        8 /60   （ / ）人/人日 

(フィリピン) 国(地域)側参加者        2 /24   （ / ）人/人日 

(マレーシア) 国(地域)側参加者        2 /10   （ / ）人/人日 

(インドネシア) 国(地域)側参加者        4 /25   （ / ）人/人日 

(シンガポール) 国(地域)側参加者        1 /8    （ / ）人/人日 

(中国) 国(地域)側参加者        2 /13   （ / ）人/人日 

(アメリカ) 国(地域)側参加

者（日本側参加研究者） 

       1 /9    （ / ）人/人日 

② 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者            1  人 

1 人

相手国側参加者              人 

(   ) 国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数        33 人 
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セミナー開催の目的 

十年間の本事業の最終セミナーとして、①十年間の活動の総括を

行う、②新たな事業へとつなぐ意味から、本事業の中心メンバー

の一人であったクリス･ベーカー氏に基調講演をお願いし、事業

そのものをふりかえりつつ、特に最後の三年間のプロジェクトに

関わる問題提起をしていただく。③共同研究７は、現今の経済危

機に直面して、これまでの成果から何がいえるか、今後どのよう

な成果が必要かを議論する。共同研究８は、成果出版に向けて各

自の成果を議論し最終的な課題を確認しあう。 

セミナーの成果 

最終セミナーとしての全体の総括、プロジェクト毎の成果出版

および今後の新たな展開に向けて、メンバーを中心に活発な議論

を行った。 

はじめに十年間の総括を行い（各共同研究の内容、成果として

の出版物、若手育成の成果、研究者ネットワークの拡大）簡単に

紹介した。つづいて、クリス･ベーカー氏の基調講演は「Asia in 

an Era of Global Upheaval」と題したタイムリーな内容に、本

事業の総括も加えてくださった。その後、共同研究７と８のセッ

ションに分かれ議論が進められた。 

共同研究７では、本事業の大きなテーマのしめくくり、かつ、

新規事業に向けてつなぎのテーマともなる、現在進行中のグロー

バルな経済危機のただなかで過去十年間を振り返りつつ新たな

東アジア成長モデルを模索した。これまで事業に参加してきた多

くの内外の研究者を集めて活発な議論が行われた。共同研究８

「変貌する「家族」」では、４年間の共同研究のしめくくりとし

て、最終成果に向けて、大きく二つのテーマで研究発表および議

論を展開した。すなわち、近代の幕開けから現在にいたるまで、

東南アジア地域を中心に「家族」がどのように制度化されてきた

か、概念自体の変遷にも注目しながら、法、国家政策、イデオロ

ギーなどの側面からみること。もう一つは、国際的な移動労働や

国際結婚など、人の移動が顕著な状況で、また少子高齢化および

離婚率の上昇などによる人口構造の変化のもとで、現実の家族が

どのように対応しているか、この二点について、最終成果に向け

て議論を展開した。全体として、完成度の高い発表が多く、共同

研究８に関しては、「家族」を所与とせず歴史的文脈の中で相対

化しながらとらえるという手法の共有が深化され、最終成果とし

ての編集本への手ごたえをつかむことができた。共同研究７に関

しては、これまでの成果に基づきつつ、まさに現在進行中の問題

まで視野に入れた次の共同研究の方向性が議論の中で示された。

本共同研究で形成された研究者のネットワークは、両拠点機関に
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とっても、また参加した個人の研究者にとっても今後のさらなる

共同研究へと発展的に継承できる誠に有意義なものとなった。 

共同研究７と８でそれぞれ当日の発表論文を編集して一巻ず

つ、プロシーディングスを発行した。 

セミナーの運営組織 

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 
サブ・コーディネーター 
水野広祐 京都大学東南アジア研究所・所長／教授 
杉原 薫 京都大学東南アジア研究所・教授 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 （以下のとおり）金額  5,899,909  円 
国内旅費     254,720  円 
海外旅費   3,600,420  円 
謝金         148,000  円 
消耗品費     444,654   円 
その他費用 1,452,115  円 

相手国側 内容              金額    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                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 

タイ 

(NRCT) 
計 

日本 

(JSPS) 

実施計画  2/4 2/4 

実績 0/0(3/3) 0/0(3/3) 

タイ 

(NRCT) 

実施計画 4/8  4/8 

実績 0/0 0/0 

合計 
実施計画 4/8 2/4 6/12 

実績 0/0 0/0 0/0 

②  国内での交流      1 人／ 1 人日 
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１１．平成２０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 556,830  

外国旅費 8,743,410  

謝金 303,800  

備品・消耗品購入費 552,265  

その他経費 3,644,859  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

308,836  

計 14,110,000  

委託手数料 1,411,000  

合  計 15,521,000  

 
 
 
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 1,939,630 6/70

第２四半期 974,260 3/40

第３四半期 2,173,485 9/61

第４四半期 9,022,625 24/170

計 14,110,000 42/341

 


	（英文）Entrepreneurship in East Asia - Political, Economic, Cultural and Social Initiatives: Establishing a New Model of East Asian Political Economy
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