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セネガル半乾燥地の人と自然
 　セネガル中西部の半乾燥地では、通常の樹木とは異なり雨季に葉を落とすサースと呼ばれるマメ科樹木が選択的に残され、畑地に生える樹木の実に 9割
以上をサースが占めるという。サースを利用した家畜飼養、19 世紀の仏領期に導入されたラッカセイ栽培、そして在来のトウジンビエ栽培を組み合わせた
精緻な農牧複合が、半乾燥地であるにもかかわらず高い人口密度を長期にわたって支えることのできる重要な基盤となっている。 

（写真：柳澤雅之）
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JCAS公募事業について

－次世代支援プログラムの紹介－

地域研究コンソーシアム（JCAS）では、2010 年度よりさまざまな公募プログラムを実施してきま
した。2011 年度はこの枠組みを大幅に拡充し、通常の研究会の開催支援だけでなく、大学（院）の講
義への講師派遣プログラム、学会と連携した研究集会支援、社会との連携を目的とした各種取組への
支援など、多岐に渡るようになってきました。また、研究集会の支援でも、特に若手が主催する研究
会の開催支援を行うだけでなく、多様な枠組みで開催を支援することができるようになりました。そ
の中で特筆すべきは、JCAS 幹事組織からの公募枠が増えたことです。具体的には、京都大学東南アジ
ア研究所による「東南アジア地域研究枠」と、北海道大学スラブ研究センター・G-COE プログラム「境
界研究の拠点形成：スラブ・ユーラシアと世界」による「境界研究（ボーダースタディーズ）枠」を
実施することができました。いずれの枠も、それぞれの機関による支援を受け JCAS のネットワークを
通じて公募を行ったものです。研究集会の開催を目的とした次世代支援プログラムの公募の中で 2011
年度に採用されたプログラムは以下の通りです。

●「年次集会開催枠」（募集件数：1件）：毎
年11月初旬に開催される地域研究コンソーシア
ム年次集会にあわせ、同一会場、同一日程で開
催するワークショップ企画募集。
採択企画（1 件）：「イスラームが経済に
与えるインパクト」
企画責任者：福島康博・東京外国語大学アジア・
アフリカ言語文化研究所

●「東南アジア地域研究枠」
（募集件数：1件）：東南アジア地域研究、東南
アジア地域に関連する企画の募集。開催会場、
開催日時は自由。
採採択企画（1 件）：「東南アジアにおける『地
域』とは何か」
企画責任者：伊藤未帆・日本学術振興会特別
研究員

2011年度に新しく採用された次世代支援プログラム名リスト

それぞれのプログラムは今後、各地で実施されることになりますが、詳しい開催場所や日時について
は JCAS のホームページ等でご確認ください。

なお本紙では、昨年度の公募事業の中で次世代支援事業として行った 3 件の公募によって採択され
た事業の報告をしていただきます（3 ～ 5 ページ）。いずれも若手研究者によって企画・実施された研
究会です。

次世代支援事業の公募枠は毎年変動します。また、次世代支援プログラム以外のさまざまなプログラ
ムも用意しております。詳しいことは JCAS のホームページ等を通じてご確認ください。今後もみなさ
まからの積極的なご応募をお待ちしております。

●「境界研究（ボーダースタディーズ）
枠」（募集件数：1件）：ボーダースタディー
ズに関わる企画の募集。開催会場、開催日時は
自由。
採択企画（2 件）：「文明の境界、政治の限界」
飛奈裕美・日本学術振興会特別研究員
「『人間と動物の境界』は地域研究の対象た
りえるのか」
田所聖志・東京大学大学院医学系研究科

●「自由課題・自由開催枠」（募集件数：2
件）：従来と同様に、2011年度内に実施される
研究企画に関わる旅費などを支援。
採択企画（2件）：「地域研究とキャリアパス」
日下部尚徳・ 大阪大学大学院人間科学研究科
「墓場で／から繋がる」
小西公大・東京外国語大学現代インド研究セ
ンター
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2011年1月29日、大阪大学において2010年度次世
代ワークショップ「トランスナショナルな子どもたちの
教育を考える」を開催した。本ワークショップでは、就
学前・初等・中等教育に携わる実践者・研究者と当事者
が集まり、すでに地域で実践されている様々な事例から、
地域の人々ができることを考えるとともに、グループワー
クを通して、どのようなネットワーク構築や協働ができ
るかを明確化することを目指した。ワークショップの目
的は①実践者・当事者・研究者が対話すること、②実践
を通して得た知識や経験を共有して互いに実践から学び
合うこと、③子どもたちを支える地域づくりに向けた具
体的な提言を目指すこと、の3点とした。当日は教育関
係者、行政関係者、大学関係者、実践支援者、大学院生、
大学生、短期大学生、高校生等計46名が参加した。

プログラムの前半では、トランスナショナルな子ども
として日本で教育を受けた経験を持つ参加者のグループ
と、それ以外の参加者のグループとに分かれた。前者の
グループでは互いの経験を聴いたり話したりする座談会
を行い、後者のグループでは愛知淑徳大学コミュニティ・
コラボレーションセンター専任講師の小島祥美先生、
NPO法人「みんなのおうち」外国籍家族共生支援担当理
事の小林普子先生、琉球大学法文学部准教授の野入直美
先生、立命館大学先端総合学術研究科博士課程の能勢桂
介さん、神奈川大学人間科学部非常勤講師の藤田美佳先
生にお話しいただき、関西以外の地域における取り組み
事例と課題を共有した。前半の最後には参加者全員で座
談会の共有を行った。後半では参加者全員が事前にテー
マを設定された5グループに分かれ、課題の解決策を
考えるグループワークを行った。内容や進行に関しては

「次世代ワークショップ報告書」(http://www.jcas.jp/jcas_
image/report20110129.pdf)および『GLOCOL年報2010』
(http://www.glocol.osaka-u.ac.jp/about/nenpo2010.pdf) で報
告されているほか、詳細は2011年11月に発行される予
定の『ワークショップ　トランスナショナルな子どもた
ちの教育を考える（GLOCOLブックレット第7号）』（仮題）
に収録予定のため、ここでは成果とその後の経過につい
て述べる。

開催の最大の成果は、多様な立場の参加者が対話した
ことである。各地で実践活動に携わる方々に提供してい

「トランスナショナルな子どもたちの教育を考える」

大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程
矢元貴美

ただいた情報を、立場の異なる参加者が各自の経験と結
びつけて考え、共に一つのことを作り出そうとしたこと
は意義深い。立場の相違によって課題が異なるというこ
とに改めて気づき、新たな視点から考えることができた。

座談会では次世代の子どもたちの教育や将来について
の議論にも発展し、自分たちの経験を発信していきたい
という気持ちが語られた。当事者同士が互いの経験や考
えを出し合え、当事者の声が教育に携わる参加者の新し
い気づきや力づけにつながる貴重な機会ともなった。日
本人側や支援者側が動くだけでなく、当事者である子ど
も自身や保護者自身が行動することの大切さも改めて認
識することができた。全体を通して、地域に目を向け、
協働に取り組むべきであるという認識を新たにでき、経
験豊かな参加者からは、経験の浅い参加者や若い参加者
の今後の取り組みを勇気づける温かいコメントをいただ
いた。

本ワークショップにつながる企画として、大阪府に暮
らす多文化な子どもたちの教育に携わる担い手が集まり、
課題の解決策を考える「大阪の多文化な子どもの教育を
考える担い手連携会議－人材活用と連携」が2011年2
月26日に大阪で開催され、活発な議論がなされた。現在
は2011年11月6日に開催予定の2011年度次世代ワー
クショップ「第2回トランスナショナルな子どもたちの
教育を考える」に向けて企画を進めている。ワークショッ
プも実践のひとつであると考え、同様のワークショップ
や、本ワークショップにつながるイベント等を開催して
いきたい。

グループワークの様子

地域研究次世代ワークショップ
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「来たるべき『ブラジル研究』にむけて
                                    ―政治経済の変化がもたらすもの―」

一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程
高橋慶介

筆者は、21 世紀に入り経済発展を遂げるブラジ
ルの様々な変化を検討する次世代ワークショップ
を企画し、「来たるべき『ブラジル研究』にむけ
て―政治経済の変化がもたらすもの―」と題して
2011 年 1 月 22 日（土）に上智大学中央図書館 8
階 L-821 会議室において開催した。

第一部の近田亮平氏の講演では、政治制度構築
のための「政治」の 80 年代、経済安定のための「経
済」の 90 年代、不平等社会是正のための「社会」
の 2000 年代という、ブラジルの変化を捉える時
代的枠組みが提示された。それを受けて第二部で
は、サンパウロ州政府の中央政府からの自律性と
気候変動法の制定の経緯（舛方周一郎氏）、アフリ
カ系宗教に対するネオペンテコステ派からの批判
とレイシズム（筆者）といった、ブラジルの現在
をめぐる個別的な事例が報告された。第三部のテー
ブルディスカッション、「日本におけるブラジルを
めぐる研究環境の変化」は、奥田若菜氏の司会の
もと、ブラジルから Andrea Lopes 氏を招いて行わ
れた。Lopes 氏からは自身の研究テーマである老
年学など、ブラジル国内で萌芽しつつある研究分
野が紹介された。ブラジルの今後の 10 年の展望に
ついて近田氏から提起されると、計 20 数名の参加
者からは平等、大衆、統合といったキーワードが
挙がり、コメントが相次いだ。中牧弘允氏からは
日本、ブラジル両国の研究者による共同研究の重
要性について指摘があった。

企画から 8 ヶ月ほど経過した今現在、本ワーク
ショップを再度想起するならば、3 月 11 日に襲っ
た東日本大震災に触れずして言葉を紡ぐのは難し
い。地震と津波による自然の力は、未曾有の大惨
事を引き起こした一方で、自然災害のリスクをど
のように人間が技術的に予測し回避するのかとい
う問題を浮き彫りにした。つまり、天災と人災の
境界をめぐる議論が、「自然環境」と人間の技術の
関係についての問い直しを迫っているのである。
そこで、東日本大震災の余波、及びワークショッ
プの成果を矮小化してしまう危険を承知しながら

も、あえて自然環境に議論を絞ってワークショッ
プの成果を再考してみたい。

そこで注目したいのが、2010 年 10 月に実施さ
れたブラジルの大統領選挙である。いわゆるラテ
ン世界のマチスモ文化圏に属する一方で、人種間
の融和的関係が国家的アイデンティティとしてし
ばしば語られるブラジルに黒人大統領よりも先に
初の女性大統領が誕生した事実は、いささか驚き
を与えたかもしれない。しかし、それ以上の驚き
は、むしろ政権与党である労働者党（PT）が第一
回投票で過半数を獲得できず、大統領選挙が予想
に反して決選投票に持ち越されたことであり、そ
の決選投票が第一回投票の約 20% を獲得した緑の
党（PV）の躍進によってもたらされたことである。
確かに、党の公認候補であったマリーナ・シウヴァ
氏が労働者党所属時代に環境大臣を務めた経歴が
あり、緑の党の躍進は彼女の認知度の高さによる
ことは否定できない。しかし、党是である環境問
題への積極的な取り組みに対する訴えが投票者に
評価されたことは疑いない。

環境政策が政党形成に深く影響し党是として成
立するブラジルの政治状況は、例えば緑の党が政
治的影響力を有するヨーロッパ諸国と比較しうる
一方で、環境政党が根付きにくい日本と著しいコ
ントラストを形成する。日本の自然環境をめぐっ
て技術的な問題のみならず、政治的／政策的視点
を導入することは、日本とブラジル両国の、いわ
ば自然環境それ自体を取り巻く環境を再照射する
作業であり、さらには経済的、文化的視点も要請
されるに違いない。このように自然環境を技術面
や政治面のみならず包括的に捉えてゆくならば、
本ワークショップのような分野横断的な研究者に
よる共同研究は再評価の余地がある。また、ワー
クショップにおいて指摘された日本とブラジル両
国の研究者による共同／協働研究は、自然環境を
めぐる両国の差異と同一性を明らかにしつつ、そ
の絶え間ない相互翻訳の丁寧な反復を可能にする
だろう。

地域研究次世代ワークショップ
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「『中東和平』をどう捉えるか
                   ―パレスチナ／イスラエル問題の構図と展開―」

岡山大学社会文化科学研究科博士課程
佐藤寛和

地域研究次世代ワークショップ

JCAS 次世代ワークショップ「『中東和平』をどう捉
えるか―パレスチナ / イスラエル問題の構図と展開
―」が、2011 年 1 月 22、23 日に京都大学にて開催
されました。本ワークショップは、多様なパレスチナ
/ イスラエル問題の若手研究者が一堂に会し、中東和
平の分析枠組みを再検討し、その限界と可能性につい
て考察を行いました。

1日目は「シオニズムの世界観とパレスチナ」をテー
マとして報告が行われました。日本学術振興会特別研
究員の鶴見太郎氏は「『ユダヤ的かつ民主的国家』の
起源・序説―シオニストのパレスチナ /イスラエル紛
争観をめぐって」と題し、イスラエル国家の「ユダヤ
的かつ民主的国家」という自己定義とシオニストの紛
争観の起源をロシア出身のシオニストの経験と観念と
を関連付けて検討しました。京都大学地域研究統合情
報センター研究員の池田有日子氏は「中東和平をめぐ
る新たなパースペクティブ構築のための試論―1920
年代から 1940 年代に至るアメリカ・シオニスト運動
における『パレスチナ』をめぐる議論を通じて」と題し、
アメリカ・シオニスト運動指導部の「パレスチナ」へ
の対応とアメリカ・シオニズム運動に存在していた「共
存派」の議論を考察しました。中央大学政策文化総合
研究所準研究員の細田和江氏は「『ユダヤ人』への挑戦：

『カナン運動』とシオニズム」と題し、シオニストと
は別の思想的基盤から新しい国家像を求めた「カナン
運動」について報告しました。1日目の報告は、ロシア、
アメリカ、イスラエル国内でシオニズムがどのように
理解され、いかなる議論を呼んだのか、またシオニズ
ムをめぐる議論は現在の状況にどのような影を投げか
けているのか、というイスラエル建国期前後のユダヤ
人コミュニティの問題に焦点を当てたものでした。

2 日目は「パレスチナ / イスラエルにおける土地と
経済をめぐる政治」をテーマとして報告が行われまし
た。日本学術振興会特別研究員の飛奈裕美氏は「オス
ロ合意以後のエルサレムにおける空間のコントロール
をめぐるポリティクス」と題し、東エルサレムでの土
地・地下・上空の支配、空間表象、生活空間をめぐる
ポリティクスについて報告しました。一橋大学社会学
研究科の吉年誠氏は「イスラエルにおける土地制度改

革―土地の『私有化』を巡る議論を中心に」と題し、
90 年代以降のイスラエル社会で大きく取り上げられ
た土地制度改革とその問題について報告しました。IT
エンジニアリング研究所研究員の岩浅紀久氏は「パレ
スチナ西岸地区における中小零細企業実態調査報告」
と題し、JICAプロジェクトとして実施した調査結果を
もとに、イスラエルの占領政策がパレスチナ経済にも
たらす影響、特に中小零細企業の現状と課題及びその
発展を支える国際支援の現状について報告しました。
2 日目の報告は、パレスチナ / イスラエルの土地と経
済の問題に焦点を当てたものであり、私たちがこれま
で理解することが困難であったパレスチナ問題の側面
の一端が垣間見えた内容でした。

両日とも会場にはパレスチナ /イスラエル問題に関
心を抱く多くの方々が来場し、質疑応答においても活
気あふれる議論が繰り広げられました。中東和平構築
の根幹ともいうべきパレスチナ /イスラエル問題の多
角的な検討を目的とした本ワークショップの開催は、
将来のパレスチナ /イスラエル問題の動向に影響を及
ぼしうる要因でありながら、これまで和平交渉の陰で
注目されてこなかった諸問題に着目し、「民族紛争」「領
土紛争」という分析枠組みそのものを問い直すことに
なりました。また、今後のパレスチナ /イスラエル研
究を進めるにあたって、これまでの宗教・民族間の相
克を乗り越えるための、新たな「パレスチナ /イスラ
エル問題の歴史と現在」を考える良い機会となりまし
た。
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「中東から変わる世界」
日本マレーシア学会/
京都大学 地域研究統合情報センター

山本博之

「地域の知」シンポジウム

2011 年 4 月 16 日 ～ 17 日、 京 都 大 学 稲 盛
財団記念館において、地域研究コンソーシアム

（JCAS）と京都大学地域研究統合情報センターの
主催による「地域の知」シンポジウム「中東か
ら変わる世界」が実施された。2 日間にわたって
100 人以上の参加者があり、たいへん盛況なシ
ンポジウムとなった。

このシンポジウムは、2010 年 12 月の暴動で
始まったチュニジアの「ジャスミン革命」がアラ
ブ世界に波及して各国で反政府デモや抗議運動が
起こり、2011 年 2 月にエジプトでムバーラク政
権が崩壊し、また、リビアで欧米による軍事介入
が行われたことを受け、3 月に行われた JCAS 運
営委員会で提案・企画されたものである。その後、
リビアで 8 月に反体制派が首都を制圧し、カッ
ザーフィー政権の崩壊が宣言されたことに見られ
るように、4 月のシンポジウム開催時にも事態は
流動的だった。そのような状況で、このシンポジ
ウムは、後に「アラブの春」と呼ばれることにな
る中東政変・民主化の世界史的な意味を検討する
ために行われた。

このシンポジウムは、地域研究に携わる 90 以
上の機関が加盟するネットワークとしての JCAS
が、その活動の実体を十分に伴ってきたことを示
すものとなった。すなわち、進行中の世界の出来
事に対し、JCAS のネットワークを通じて地域研
究者が所属機関や対象地域の壁を越えて集まり、
また、外交などの実務者とも連携し、その出来事
の世界全体における意味を検討する体制が整った
ということである。第一セッションでは、世界の
各地域を専門とする第一線の地域研究者が集ま
り、中東政変を中東やアラブ世界だけの問題と捉
えるのではなく、今日の世界全体にとってどのよ
うな意味を持つのかを議論した。第二セッション

では、京都大学地域研究統合情報センター共同研
究「ヒューマン・パワー時代の外交・安全保障の
現場と地域研究」（代表：川端隆史）との共催に
より、外務省から 2 名の職員をパネリストに迎え、

「軍と政変」「宗教と社会福祉」「越境する人と情報」
の 3 つのテーマによって、中東と他地域を比較し
ながら中東政変のメカニズムの解明を試みた。

セッションごとの討論では、各パネリストがそ
れぞれの専門地域の事例を持ち寄って他地域の研
究者と対話しながら事態を読み解く様子が見られ
た。一般に、地域研究者は特定地域でしか通用し
ない概念や言葉遣いを多用するために地域を越え
た議論が難しく、地域を越えた議論を行うには政
治学や経済学などの概念を学ぶべきだという言い
方がされることがある。これに対し、第一線の地
域研究者どうしでは、他のディシプリンの概念に
頼ることなく意味のある議論を重ね、それぞれが
結論を導き出せることが明らかとなった。JCAS
コラボレーション・シリーズの第 3 号として
2011 年 9 月に刊行されたこのシンポジウムの報
告書は、活字を追うだけでも当日の熱気が伝わっ
てくるものとなっている。

＊
JCAS が過去に行われた緊急研究集会には、

2004 年 12 月のインド洋津波の発生に際して
2005 年 4 月に行ったシンポジウム「緊急支援か
ら地域再興へ――インド洋地震・津波災害と地域
社会」がある。このように進行中の世界のできご
とに対応して行われる緊急研究集会を、JCAS で
は「地域の知」シンポジウムと呼んでいる。

いままさに目の前で展開している事態に対し
て、学術研究は何を言うことができるのか。目の
前で展開している事態については、多くの場合に
断片的な情報しか手に入らず、そのような状態で

世界の各地域の専門家が「アラブの春」の世界史的意義を議論し

た。
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マスコミ関係者を含めて全国から100人を超える参加者が集まり、

2日間にわたってたいへん熱のこもった議論を展開した。

第一線の地域研究者による議論は専門地域を越えた地域研究者の対話

のあり方を示した。

は安易に何らかの判断を下さないというのが学術
研究のとるべき立場だろう。一時の感情に流され
ず、目の前で生じている出来事から時代や地域を
超えても成り立つ部分と「今回限り」の部分とを
慎重に切り分け、それをもとに長期的な対策を考
えるのが多くの学術研究の立場であるはずだ。

その一方で、厳密なデータをもとに時間をかけ
て慎重に原理を導き出しても、原理がわかっただ
けでは目の前で展開している事態には直接の役に
立たないという考え方もある。断片的な情報しか
得られなくても可能な範囲で何らかの判断を下せ
るのが学術研究の専門性だという考え方もあり得
る。もしこれを軽い気持ちで行うならば、先人た
ちが厳密な方法で積み重ねてきた学術研究への信
頼を失いかねない。しかし、いままさに目の前で
起こっていることに対して「データが足りないの
で何も言えない」と言うだけでは、学術研究もま
た社会の構成要素であることへの自覚に欠けると
言わざるを得ない。

地域研究は、限られたデータをもとに、限られ
た時間のうちに、目の前で起こっている事態に対
して何らかの判断をすることを引き受ける学術的
な態度であると言える。それを当てずっぽうや勘
頼みにしないため、地域研究者は、語学はもちろ
んのこと、歴史・地理や哲学などを含む基礎研究
を日頃から十分に行い、限られたデータをもとに
限られた時間のうちに判断しても大きく間違わな
いような訓練を積んでいる。こうして積み重ね
られてきた地域理解が JCAS などを通じてネット
ワーク化され、「地域の知」を構成している。

紛争や災害などのいままさに目の前で起こって
いる事態に対して、限られたデータをもとに暫定
的ながらも何らかの結論を出し続けようとするこ
とは、それらの事態に対する解決の道を探る意義

とともに、想定外の事態に対応しようとする学術
研究としての地域研究の方法を磨くという意義も
ある。JCAS は、何らかの出来事が起こったとき
にそのネットワークにより所属機関や専門地域の
枠を越えて地域研究者が集まり、「地域の知」の
観点から世界的な視野で事態の分析を行う体制を
整えている。

＊
「アラブの春」は、米国が中東地域への関与を

低下させ、それに伴って中東諸国が「普通の国々」
になる過程であり、それは同時に米国が「普通の
国」に向かう過程でもあるとする見方がある。約
20 年前の東欧革命において、ソ連による東欧地
域への関与が低下し、その結果としてソ連（ロシ
ア）と東欧地域が「普通の国々」になっていった
ことと併せて考えるならば、現在は世界中が「普
通の国々」になりつつあると見ることができる。

（この議論については『地域研究』の第 12 巻第 1
号「中東から変わる世界」所収の座談会をご覧い
ただきたい。）

このような状況では、これまで世界の各地域の
分析に用いられてきた既存の枠組が有効性を失
い、それぞれの国や地域の事情に応じた地域理解
が今以上に必要とされる。その意味で、このシン
ポジウムは、中東の政変にあわせて行われただけ
でなく、世界のあり方の変わり目に行われたもの
でもあると言える。その後の世界を理解する上で
の地域研究の重要性を明らかにするとともに、地
域研究のネットワークとしての JCAS の役割と意
義を示すものとなった。
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大阪大学文学研究科  世界史講座
秋田茂

加盟組織紹介

日本南アジア学会
第24回全国大会の開催（大阪大学）

この度、地域研究コンソーシアム（ＪＣＡＳ）に加
盟した日本南アジア学会の活動の一端を簡単にご紹介
させていただきたいと思います。本来であれば、柳沢
悠理事長が書かれるべきところ、最近、貴コンソーシ
アムから資金的援助をいただき、第 24 回全国大会を
開催した実行委員長の秋田が代わって、直近の学会の
活動等をご紹介したいと存じます。

日本南アジア学会は、会員数約 500 名で、毎年 10
月最初に、東西持ち回りで全国大会を開催しており
ます。今年度は、大阪大学が主催校となって、10 月
1-2 日の両日、阪大豊中キャンパスで大会を行いま
した。大会参加者は、事前登録では約 80 名にとど
まっておりましたが、当日参加の方が急増し、全体で
150名を超える盛況になりました。大会報告要旨集も、
100 部しか印刷しておりませんでしたので、主催者
としてはうれしい誤算でした。

今回の大会の主力は、旧大阪外国語大学（現在の阪
大外国語学部、世界言語研究センター）で南アジア「地
域研究」を担われてきた教員および院生・学生諸君で
した。4 年前に旧大阪外国語大学と阪大は統合され、
新たな研究・教育体制がスタートしました。現実には、
豊中・箕面・吹田（人間科学研究科）と三つのキャン
パスに分かれておりますので、相互の連携や協力はい
まだにうまくできておりません。そのギャップを埋め
るためにも、今回の全国学会開催は有益であったと考
えております。

学会では、個別の自由論題報告に加えて、いくつ

かのパネルや、「共通論
題」討議が行われまし
た。特に注目されたパネ
ルとして、歴史学関連の ”
Migration History around 
the Indian Ocean World 
since the Seventeenth 
Century” があります。こ
のパネルは、広義の「イ
ンド洋世界」におけるヒ
トの移動を、「奴隷」やイ
ンド人商人の活動に焦点を当てて論じたもので、基調
講演者として、カナダ・マクギル大学のグウェン・キャ
ンベル氏をお招きし、日本人スピーカーとして、東南
アジア近世史が専門の島田竜登氏、東アフリカ（ザン
ジバル）とインド関係史が専門の鈴木英明氏、南アジ
ア都市研究が専門の山田協太氏が、それぞれの実証的
研究にもとづいて、ヒトの移動に伴う問題提起を行い
ました。このパネルの構成と陣容があらわしているよ
うに、我々は、単なる狭義の南アジア地域研究の枠組
みを超えて、インド洋世界の「地域間関係」を、日本
の長崎の事例を含めて議論しました。

ＪＣＡＳの皆様には、このような地域研究相互の関
係性、trans-regional studies の実現、現代のグローバ
ル化を前提にしたうえで、特定の地域や地方が、相互
にどのように関係しあいながら発展しているのか議論
できるような、学問的舞台を提供していただければ幸
いです。

学会二日目の「共通論題」では、山根聡さんが中心
となって「イスラーム的世界としての南アジア―接触
領域のダイナミズム」が議論されました。ここでも、
分野を超えた学際的な議論と同時に、中東や東南アジ
アのイスラーム世界との関係性や、相違点が議論され
ました。南アジアのイスラーム的世界の特徴と独自性
を浮かび上がらせるためにも、隣接諸地域との比較や
関係性を、当然論じる必要があるわけで、その点でも、
各地の地域研究の専門家が結集する組織であるＪＣＡ
Ｓの今後の活動に期待しています。
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加盟組織紹介

日本華僑華人学会

日本華僑華人学会 会長/
筑波大学 大学院生命環境科学研究科

山下清海

日本華僑華人学会は，2003 年 3 月に設立され
た比較的新しい学会である。華僑・華人に関する
諸問題を研究する学問分野は，歴史学，文化人類
学，社会学，経済学，経済学，教育学，文学など
非常に多岐にわたっている。華僑・華人研究はき
わめて学際的な性格をもっている。ちなみに私自
身は，人文地理学をベースに日本や世界のチャイ
ナタウンに関する研究に取り組んでいる。

日本華僑華人学会は，日本における華僑・華人
研究に関する唯一の全国的学会である。日本各地
で華僑・華人研究に取り組んでいる大学の研究者・
大学院生，さらにはビジネスやマスコミ関係者な
どが加入している。現在の会員数は 200 名あま
りであるが，日本在留の中国人（華僑・華人）研
究者も多く含まれている。

日本における華僑・華人研究は，第二次世界大
戦前後は，特に東南アジアを対象とした研究が多
かった。また，横浜・神戸・長崎などの伝統的な
華僑社会を対象にした歴史的な研究も数多く見ら
れた。しかし，中国の改革開放政策の進展につれ
て，海外各地や日本国内における中国新移民（新
華僑）に関する研究が増加している。さらには，
中国国内の華僑・華人の出身地である「僑郷」（華
僑の故郷の意味）に関する研究や海外の華僑・華
人と中国との相互関係，ネットワークなどの研究
も盛んに行なわれるようになった。最近では，華
僑・華人研究なのか，それとも中国研究なのか，
区別が難しいような境界領域の研究が増えてい
る。これは，中国のヒト・モノ・カネが国境を越
えて，世界に拡大していく現状を反映している。

次に，日本華僑華人学会の主な活動内容につい
て紹介したい。本学会では機関誌として「華僑華
人研究」を毎年 1 冊刊行している。2011 年 11
月には，第 8 号が刊行される。その内容は，論文，
研究ノート，研究動向，世界の華僑華人社会（レ
ポート），書評・新刊紹介などのジャンルのほか，
特定テーマに関する特集なども組まれる。また，
毎年 11 月には，研究大会を開催している。この

ほか，研究会を各地で開催している。学会事務局
からの連絡や会員相互の情報交換については，本
学会専用のメーリングリストが活用されている。
また，会員に対しては，ニューズレターを発行し
ている。

本学会の詳細については，本学会ホームページ
（http://jssco.org/）をご覧いただきたい。この
ホームページの「会員著作」のページには，華僑・
華人研究に関する最近の文献リストが掲載されて
おり，地域研究者にとっては参考になるはずであ
る。

本学会が JCAS へ加盟したことは，さまざまな
地域研究者や関連団体との交流を深めるうえで，
大変有意義なことである。本学会の若い会員の中
には，研究者を目指している者が多い。大学や研
究機関などで，地域研究者のポストを確保・増加
していくためには，学術的な面のみならず，地域
研究の社会的な重要性を，JCAS を通してアピー
ルしていくことが重要であろう。

2010年研究大会（横浜）でのエクスカーション
（地蔵王廟にて) 
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JCAS
Collaboration

Series

JCAS Collaboration series No.1
（2011年3月発行） A4判　72頁
 
地域研究コンソーシアム
共同企画研究シンポジウム報告書

 ASEAN・中国
19億人市場の誕生とその衝撃

 田中英式・宮原曉・山本博之 共編 
発行者名
 　地域研究コンソーシアム
 　京都大学地域研究統合情報センター
 　愛知大学国際中国学研究センター
 はしがき
 　宮原曉（地域研究コンソーシアム研究交流促進
部会・大阪大学グローバルコラボレーションセン
ター）
 序論
 　ACFTAから見る中国－ASEAN関係の現在と日本
への影響
 　田中英式（愛知大学経営学部・国際中国学研究
センター）
 シンポジウムの記録
 　ASEAN・中国19億人市場の誕生とその衝撃

JCAS では昨年度よりさまざまな研究集
会や社会連携活動を活発化させ、今年度
はその枠組みを大きく拡充してきました。
これらの活動は全国各地で日時が限定し
て行われるため、多くの人にとって参加し
たくともできないケースが発生していま
した。また、たとえ近くで開催されてい
たとしても都合がつかず参加できないこ
ともあります。そこで、JCAS が主催また
は共催するさまざまな企画の内容を、研
究集会参加者に還元するだけでなく、研
究集会当日に参加できなかった方へも資
料としてご利用いただけるよう、JCAS コ
ラボレーション・シリーズとして刊行す
ることになりました。現在までにすでに 3
冊の JCAS コラボレーション・シリーズが
刊行されています。これらの研究集会は、
いずれも JCAS が主催または共催し、研究
集会当日 には多数の参加者に来ていただ
き、議論が大変白熱した研究集会でした。
また、地域研究関連機関が単体で開催す
る研究集会に比べて、研究分野や機関を
横断する形でテーマが設定された JCAS な
らではの企画でありました。JCAS コラボ
レーション・シリーズの入手を希望され
る方は JCAS 事務局までご連絡ください。

JCAS 
コラボレーション・シリーズの
刊行について

地域研究コンソーシアム事務局
E-mail:info@jcas.jp
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JCAS
Collaboration

Series

最新号

JCAS Collaboration series No.3 
（2011年9月発行） A4判　120頁
 
地域研究コンソーシアム
「地域の知」シンポジウム報告書

 中東から変わる世界

 西芳実・山本博之 編
 発行者名
 　地域研究コンソーシアム(JCAS)
 　京都大学地域研究統合情報センター
 「地域の知」－想定外に対応する地域研究を求めて
 　山本博之（地域研究コンソーシアム運営委員長/
日本マレーシア学会/京都大学地域研究統合情報セン
ター）
 総括
 「地域の知」をつなぐ試み－中東政変を手掛かりに
 　西芳実（地域研究コンソーシアム運営委員/京都大
学地域研究統合情報センター）
 シンポジウムの記録 第1セッション
 シンポジウムの記録 第2セッション

JCAS Collaboration series No.2
（2011年8月発行） A4判　48頁
 
地域研究コンソーシアム・
ワークショップ報告書

 キャリア・パスとしての社会貢献？
 若手地域研究者の現状と社会連携の
可能性

 西芳実 編著／堀場明子・堀拔功二・岩坂将充・木下
博子・日下部尚徳 著
 発行者名
 　地域研究コンソーシアム
 　京都大学地域研究統合情報センター
 　大阪大学グローバルコラボレーションセンター
 　上智大学アジア文化研究所
 刊行にあたって
 　山本博之（地域研究コンソーシアム運営委員長／
日本マレーシア学会／京都大学地域研究統合情報セ
ンター）
 序論
 　キャリア・パスとしての社会貢献？
 　若手地域研究者の現状と社会連携の可能性
 　西芳実（地域研究コンソーシアム社会連携部会長
／京都大学地域研究統合情報センター）
 ワークショップの記録
 　キャリア・パスとしての社会貢献？
 　－若手地域研究者の現状と社会連携の可能性
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地域研究コンソーシアム関連シンポジウム 
地域研究のだまし絵
　―「グローバル化」後に「地域」への眼差しを再
考する
■日時　2011年11月4日（金）15:30～19:00
■会場　大阪大学文系総合研究棟（301講義室）
◆趣旨説明
「地域像の「北欧」的紡ぎ方?地域認識をめぐる座標軸
の歴史的変遷」 
   古谷大輔氏（大阪大学）
「「非境界型世界」という視座から「地域」を再考す
る―中東に生きる人々に学ぶ「地域」の捉え方」 
   齋藤剛氏（神戸大学）
「南アジアのムスリムが描く地域像―国家、地域、
ネットワーク」
   山根聡氏（大阪大学）
「「グローバル／ローカル」を問い直す－スールー海
域世界から見た複数のグローバリゼーション」
   床呂郁哉（東京外国語大学）
ディスカッサント：中川　理（大阪大学）、村上忠良
（大阪大学）

年次集会◆一般公開シンポジウム
■2011年11月5日（土）
10:00～11:45（総会）
13:00～18:00（一般公開シンポジウム）
■会場：大阪大学文系総合研究棟（302講義室）
■総会
◆会長挨拶　宮崎恒二（JCAS会長）
◆新規加盟組織紹介　帯谷知可（JCAS事務局長）
◆活動報告　山本博之（JCAS運営委員長）
◆次世代ワークショップ報告
◆地域研究コンソーシアム賞授賞式
■一般公開シンポジウム
「情報災害」からの復興―地域の専門家は震災にどう
対応するか
◆第1セッション
趣旨説明　上野稔弘（東北大学）
東日本大震災におけるJCAS加盟組織の活動紹介
「多言語情報の発信について」
   長谷部美佳（東京外国語大学）
「在日フィリピン人被災者支援について」
   寺田勇文（上智大学）
 

 震災現場での活動
「地震災害後の資料保存について」
   平川新（東北大学）
「阪神淡路大震災と東日本大震災の支援を通じて」
   吉富志津代（大阪大学）
◆第2セッション
趣旨説明   山本博之（京都大学）
「戦争の時代から人道支援の時代へ―スマトラにおけ
る異文化接触の変遷から」
   西芳実（京都大学）
「日常性とカタストロフィ―マダガスカル地域研究か
ら」
   森山工（東京大学）
「戦災と復興をどうとらえるか―戦後ドイツの記憶と
記録」
   川喜田敦子（大阪大学）
◆コメント：峯陽一（同志社大学）、林勲男（国立民
族学博物館）、大矢根淳（専修大学）

地域研究次世代ワークショップ
■日時　2011年11月6日（日）14:00-18:00
■場所　大阪大学豊中キャンパス
■A会場：文系総合研究棟（302講義室）
「イスラームが経済に与えるインパクト」
趣旨説明　福島康博（東京外国語大学）
◆第1セッション「ムスリム女性のファッション」
   大川真由子（東京外国語大学）/塩谷もも（島根県立
大学）
◆第2セッション「ハラール食品」
  川畑亜瑠真（京都大学）/今堀恵美（東京外国語大
学）
◆第3セッション「人の移動」
   安田慎（京都大学）/福島康博（東京外国語大学）
◆第4セッション「イスラーム金融」
   川村藍（京都大学）/長岡慎介（京都大学）　
総合ディスカッション
■B会場：ステゥーデントコモンズ2階　セミナー室
「トランスナショナルな子どもたちの教育を考える―
課題解決の方法を探る」＊要事前登録
◆プログラム説明・前回ワークショップの成果
◆グループ別ワーク（タイトル未定）
◆ブレインストーミング、対応策（行動計画）を考え
る、提言に向けてのまとめ
◆全体共有
◆招聘参加者（キーパーソン）からのコメント

地域研究コンソーシアム2011年度
年次集会＆コンソーシアムウィーク

2011年11月4日～6日

編集後記
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今年は JCAS 幹事組織による助成金を得て研究集
会の企画を公募により採用することができました。
今後も、こうした枠組みを拡充していきたいと思い
ます。ぜひご協力ください。また、11 月はコンソー
シアムウィークの季節です。日本各地で JCAS 関連
の研究集会が開催されます。奮ってご参加ください。 


