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《1981年～1989年》※参加者の所属は原則としてプロジェクト期間中で最終の所属。途中で抜けた場合はその時点の所属を記載。

No. 開始 終了 責任者 テーマ・現地調査 参加者 叢書タイトル 出版社 編著者 出版年月 叢書以外の成果物

1 1981年9月 1985年3月 川口　浩
近代化過程をめぐるアジア太平洋地域の変動に関する研究
－IndustrializationとそのImpactを中心として－
（統合プロジェクト）

川口浩（成蹊大学）宇野重昭（成蹊大学）安原茂（成蹊大学）廣野良吉
（成蹊大学）神部武宣（成蹊大学）桂木隆夫（成蹊大学）菊地昌典（東京
大学）鶴見和子（上智大学）加藤祐三（横浜市立大学）吉沢四郎（中央大
学）尾上悦三（アジア経済研究所）田近栄治（アジア経済研究所）岩崎輝
行（アジア経済研究所）滝口太郎（世界経済情報サービス）韓鎮渉（アジ
ア経済研究所）Rohana Ariffin（University Science Malaysia, MAS）

2 1981年10月 1984年3月 篠原三代平

日本企業の国際化と経営管理制度・技術の適応過程に関する研究

現地調査：シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、イン
ドネシア、香港、台湾、韓国(1982)

篠原三代平（成蹊大学）佐久間賢（成蹊大学）樋口進（成蹊大学）廣野良
吉（成蹊大学）別府祐弘（成蹊大学）石田英夫（慶應義塾大学）Henri-
Claude de Bettignies（INSEAD, FRA）Kenneth Simmonds（London
Graduate School of Business Studies, GBR）Kim Wan-Soon（高麗大学
校, KOR）John Wong（University of Singapore, SIN）Mike Yoshino
（Harvard University, USA）

ジャーナル第２号「日本企業の国際化：東アジア
における経営システムと技術の適合－要約と結論
－」

3 1981年10月 1983年3月 黒田道雄
工学教育における学際教育と産学協力のあり方

現地調査：台湾(1983)

黒田道雄（成蹊大学）波多野滋子（成蹊大学）小林敏雄（東京大学）姜昌
壽（慶北大学校, KOR）

ジャーナル第１号「工学教育における学際教育と
産学協力のあり方」

4 1981年10月 1984年3月 飯田芳男
中国における大気汚染の実態把握とその有害性評価に関する研究

現地調査：中国(1983)

飯田芳男（成蹊大学）代島茂樹（成蹊大学）竹内五雄（成蹊大学）岡田静
子（成蹊大学）古谷圭一（東京理科大学）菊池正（東京理科大学）松下秀
鶴（国立公衆衛生院）田辺潔（国立公衆衛生院）中村国臣（労働省産業医
学総合研究所）呉錦（中国科学院環境化学研究所, CHN）汪安璞（中国科
学院環境化学研究所, CHN）竺迺愷（中国科学院環境化学研究所, CHN）黄
衍初（中国科学院環境化学研究所, CHN）馬慈光（中国科学院環境化学研
究所, CHN）

ジャーナル第２号「日中共同研究：北京における
大気汚染の現状」

5 1981年10月 1984年3月 宇野重昭
後発国における近代化の国際比較－社会主義国を中心として－

現地調査：中国(1985)

宇野重昭（成蹊大学）安藤英治（成蹊大学）下斗米伸夫（成蹊大学）天児
慧（一橋大学）尾上悦三（アジア経済研究所）加藤祐三（横浜市立大学）
百瀬宏（津田塾大学）滝口太郎（世界経済情報サービス）西村文夫（日本
国際問題研究所）Aleksandr M.Grigoriev（ソ連邦科学アカデミー, URS）
楊威理（中国中央編訳局, CHN）

ジャーナル第２号「後発国における社会主義と近
代化－中国を例として－」

6 1982年4月 1984年3月 槌田　昭

太平洋沿岸地熱地域諸国における地熱エネルギーの多目的有効利
用と環境保全の研究

現地調査：タイ、台湾(1983)、タイ(1984)

槌田昭（成蹊大学）前田照行（成蹊大学）前沢三郎（成蹊大学）日比行一
（成蹊大学）小倉勝幸（成蹊大学）魏啓陽（成蹊大学）関純（成蹊大学）
沢田朋久（成蹊大学）小沢宏昌（㈱地熱）池田義雄（日本工業大学）伊藤
寧男（㈱地熱）山崎慎一郎（東京工業高等専門学校）林醇一郎（三菱石
油）Russell James（Dept. of Scientific and Industrial Research,
NZL）Eddie L. Listanco（University of the Philippines, PHI）
Justino R. Arboleda（Bicol University, PHI）楊旺欉（台湾大学,
TPE）Benjavun Ratanasthien（Chiang Mai University, THA）蔡旭容（台
北工業専門学校, TPE）

ジャーナル第３号「太平洋沿岸諸国の地熱地域に
おける地熱エネルギーの多目的有効利用と環境保
全の研究」

7 1984年4月 1987年3月 徳谷昌勇

企業のリスクに関する経済・経営データの収集、国際比較とその
データバンク化に関する研究－日本・アメリカ・東南アジアを中
心として－

現地調査：シンガポール、香港、台湾、マレーシア、タイ
(1984)、米国　(1986)

徳谷昌勇（成蹊大学）相原修（成蹊大学）高木新太郎（成蹊大学）高橋三
雄（成蹊大学）村松司叙（成蹊大学）秋月信二（埼玉大学）佐藤宗弥（横
浜市立大学）前田貞芳（武蔵大学）村上虚直（防災都市計画研究所）坂野
友昭（早稲田大学）C. Edward Arrington（Florida State University,
USA）Robert E. Jensen（Trinity University, USA）Sommart
Chulikpongse（Prince of Songkla University, THA）

ジャーナル第４号「企業のリスクに関する経済・
経営データの収集、国際比較とそのデータバンク
化に関する研究－日本・アメリカ・東南アジアを
中心として－」

アジア太平洋研究センター徳谷プロジェクト報告
書「リスクマネジメントの理論と実践－上場企業
３００社のアンケート調査・分析から－」
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8 1984年4月 1987年3月 戸谷洋一郎

日中両国における環境発がん関連物質の実態把握とその評価に関
する研究

現地調査：中国(1984、1986)

戸谷洋一郎（成蹊大学）飯田芳男（成蹊大学）代島茂樹（成蹊大学）原節
子（成蹊大学）岡田静子（成蹊大学）荒木英爾（国立がんセンター）松下
秀鶴（国立公衆衛生院）西村哲治（国立公衆衛生院）塩崎卓哉（国立公衆
衛生院）野上浩（国立公衆衛生院）劉静宜（中国科学院環境化学研究所,
CHN）徐暁白（中国科学院環境化学研究所, CHN）戴寅（中国衛生部食品監
督検験所, CHN）羅雪雲（中国衛生部食品監督検験所, CHN）韓玉蓮（中国
衛生部食品監督検験所, CHN）林暁明（中国衛生部食品監督検験所, CHN）

ジャーナル第４号「日中両国における環境発がん
関連物質の実態把握とその評価に関する研究－過
酸化脂質と各種疾病の相関性－」

ジャーナル第５号「日中両国における環境発がん
関連物質の実態把握とその評価に関する研究第Ⅱ
部北京及び東京の大気発がん関連物質－変異原性
計測を中心として－」

9 1984年4月 1987年3月 前田照行

地域冷房による東南アジア地熱地域における地場産業の振興と生
活改善に関する研究

現地調査：タイ(1984)、中国(1986)

前田照行（成蹊大学）槌田昭（成蹊大学）魏啓陽（成蹊大学）志村利雄
（成蹊大学）日比行一（成蹊大学）広田明彦（成蹊大学）前沢三郎（成蹊
大学）大垣内昭雄（成蹊中学校）伊藤寧男（㈱地熱）小沢宏昌（㈱地熱）
小林次明（日枝小学校）関純（新日本造機）田中大生（杉ノ井ホテル）張
正生（八戸工業大学）山崎慎一郎（東京工業高等専門学校）Justino R.
Arboleda（Bical University, PHI）Piyauwat Boon-Long（Chiang Mai
University, THA）Naksitte Coovattanachai（Prince of Songkla
University, THA）Sunee Coovattanachai（Prince of Songkla
University, THA）Russell James（Dept. of Scientific and Industrial
Research, NZL）Abdurrachim Halim（Institut Teknologi Bandung,
INA）Aman Mostavan（Institut Teknologi Bandung, INA）　Benjavun
Ratanasthien（Chiang Mai University, THA）Norkun Sitthiphong
（Chiang Mai University, THA）楊旺欉（台湾大学, TPE）

ジャーナル第４号「地域冷房による東南アジア地
熱地域における地場産業の振興と生活改善に関す
る研究」

10 1984年4月 1987年3月 神部武宣
インドネシアにおける近代化と宗教

現地調査：中国(1985)、タイ(1987)

神部武宣（成蹊大学）礒部啓三（成蹊大学）宮治美江子（成蹊大学）牟田
口義郎（成蹊大学）山口欣次（成蹊大学）竹内啓一（一橋大学）中島成久
（法政大学）王松興（中部大学）Arifin Bey（Bung Hatta University,
INA）Iketut Sura jaya（Indonesia University, INA）

ジャーナル第５号「インドネシアにおける近代化
－ブキティンギのパサール－」

11 1984年4月 1987年3月 安原　茂
アジアにおける産業化と農業・農村問題

現地調査：中国(1985)、タイ(1987)

安原茂（成蹊大学）宇野重昭（成蹊大学）大野昭彦（成蹊大学）桂木隆夫
（成蹊大学）神部武宣（成蹊大学）廣野良吉（成蹊大学）岩崎輝行（アジ
ア経済研究所）尾上悦三（国際商科大学）加藤祐三（横浜市立大学）滝口
太郎（世界経済情報サービス）菊地昌典（東京大学）田近栄治（一橋大
学）鶴見和子（上智大学）吉沢四郎（中央大学）韓鎮渉（アジア経済研究
所）

ジャーナル第５号「アジアにおける産業化と農
業・農村問題－北部タイ地域の農・山村問題－」

12 1985年4月 1988年3月 川口　浩

アジア太平洋国際関係の変動とオーストラリアの対応－新しいナ
ショナル・アイデンティティの模索をめぐって－
（統合プロジェクト ・ オーストラリア研究）

現地調査：オーストラリア(1987)、オーストラリア、香港
(1990)、英国(1991)

川口浩（成蹊大学）下斗米伸夫（成蹊大学）宇野重昭（成蹊大学）廣野良
吉（成蹊大学）岩本祐二郎（神戸学院大学）渡辺昭夫（東京大学）皆川修
吾（南山大学）大槻正通（日本貿易振興会）浜田寿一（上智大学）加賀爪
優（農林水産省農業総合研究所）鈴木雄雅（上智大学）諏訪康雄（法政大
学）関根政美（慶應義塾大学）竹田いさみ（獨協大学）林俊昭（アジア経
済研究所）森健（アジア経済研究所）Richard Broinowski（駐ベトナム・
オーストラリア大使）Alison Broinowski（駐日オーストラリア大使館）
Trevor Matthews（Sydney University, AUS）Alan Rix（Queensland
University, AUS）Katsu Hirai-Young（Western Australian Institute
of Technology, AUS）

『太平洋国家オースト
ラリア』

東京大学出版
会

川口浩・渡辺昭
夫　編

1988年11月

ディスカッションペーパー・オーストラリア研究
シリーズNo.4～8

『農村地域の近代化と
内発的発展論－日中
「小城鎮」共同研究
－』

国際書院
宇野重昭・朱通
華　編

1991年6月

『内発的発展と外向型
発展－現代中国におけ
る交錯－』

東京大学出版
会

宇野重昭・鶴見
和子　編

1994年3月

14 1987年4月 1990年3月 村松司叙

アジア太平洋地域における産業発展と国際合弁企業の役割

現地調査：タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア
(1987)、中国(1988)、オーストラリア(1989、1990)

村松司叙（成蹊大学）落合誠一（成蹊大学）宍戸善一（成蹊大学）對木隆
英（成蹊大学）渡辺健一（成蹊大学）海老沢栄一（神奈川大学）小野崎恒
夫（桜美林大学）佐藤正雄（千葉商科大学）坂野友昭（早稲田大学）徳永
善昭（亜細亜大学）Raj Dhankar（Kurukshepra University, IND）Karl
Sandner（Wirtschafts-Universitat Wien, AUT）Gordon A. Walter
（University of British Columbia, CAN）

ジャーナル第７号「アジア太平洋地域における産
業発展と国際合弁企業の役割」

『国際合弁戦略』村松司叙 著/中央経済社/1991.7

13

ディスカッションペーパーNo.2、12、27

ジャーナル第７号「江蘇省における“小城鎮”建
設の一考察－中国農村近代化の独自性を求めて
－」

“小城鎮”産業化に関する日中比較
中国における都市・農村関係の理論的研究
（統合プロジェクト ・ 中国研究）

現地調査：中国(1986、1987、1989、1990、1993)

宇野重昭1994年3月1985年4月

宇野重昭（成蹊大学）小原隆治（成蹊大学）安原茂（成蹊大学）鶴見和子
（上智大学）菊地昌典（東京大学）石川照子（法政大学）山本英治（東京
女子大学）清成忠男（法政大学）田辺義明（立教大学）滝口太郎（千葉敬
愛大学）毛里和子（静岡県立大学）大和田滝恵（上智大学）鵜浦裕（北里
大学）湯山トミ子（愛媛大学）池田隆（総合研究開発機構）永田尚久（総
合研究開発機構）藤田光一（総合研究開発機構）四柳修（総合研究開発機
構）朱通華（江蘇省小城鎮研究会総幹事, CHN）王隹冰（江蘇省小城鎮研
究会顧問, CHN）沈道斉（中国民族学院, CHN）呉大声（中国民族学院,
CHN）李継平（中国民族学院, CHN）費孝通（中国民族学院, CHN）林代昭
（北京大学, CHN）

2/12



プロジェクト一覧  2022年4月更新　

No. 開始 終了 責任者 テーマ・現地調査 参加者 叢書タイトル 出版社 編著者 出版年月 叢書以外の成果物

15 1987年4月 1988年3月 島原健三
西欧科学技術の受容に関する日中の比較

現地調査：中国(1987)

島原健三（成蹊大学）滝口泰之（成蹊大学）三輪誠（成蹊大学）鎌谷親善
（東洋大学）菅原国香（東洋大学）林良重（富山大学）広田鋼蔵（大阪大
学名誉教授）藤井清久（東京工業大学）山口達明（千葉工業大学）

＜在中メンバー＞廖正衡（東北師範大学）解思沢（東北師範大学）劉学銘
（吉林大学）孫春亭（吉林大学）劉東昌（「科学・哲学・現代化」雑誌
社）蔡明哲（東北師範大学）

ジャーナル第５号「近代化日本の技術－１９世紀
を中心に－」、「近代中国における西欧科学技術
の導入－その発展段階と発展の緩慢性について
－」

ジャーナル第６号「西欧化学の導入における訳語
の選定と定着の過程－「化学」「原子・分子」
「元素」名を中心に－」

16 1987年4月 1990年3月 佐藤　竺
タイ近代化と日タイ関係

現地調査：タイ、マレーシア(1987)、タイ(1989)

佐藤竺（成蹊大学）浅野雅巳（成蹊大学）今川晃（成蹊大学）大野昭彦
（成蹊大学）門口充徳（成蹊大学）新屋重彦（成蹊大学）高田昭彦（成蹊
大学）柳井道夫（成蹊大学）秋松雅子（青山学院大学／成蹊大学）大塚勝
夫（和光大学）小林弘和（専修大学）竹田いさみ（獨協大学）橋本卓（同
志社大学）村嶋英治（アジア経済研究所）寄本勝美（早稲田大学）
Jamaree Pitackwong（Chiang Mai University, THA）

ジャーナル第６号「タイの英字紙にみる対日イ
メージの諸相＜中間報告＞」

ジャーナル第７号「タイの地方自治制度の現状と
課題」

17 1987年4月 1988年3月 落合誠一
環太平洋地域におけるオフショア金融センターの比較研究

現地調査：シンガポール､香港(1987)

落合誠一（成蹊大学）安念潤司（成蹊大学）礒部啓三（成蹊大学）植村栄
治（成蹊大学）宍戸善一（成蹊大学）斎野彦弥（成蹊大学）長谷部由紀子
（成蹊大学）Temple Jordan（成蹊大学研究生）Kassi Ouantchi（成蹊大
学研究生）数井寛（通商産業省）森川正之（経済企画庁）渡部晃（栄木法
律事務所）斎野洋子（モルガン信託銀行）鄭子仁（モルガン銀行）

ジャーナル第５号「環太平洋地域におけるオフ
ショア金融センター(OBC)の比較研究－アジアのオ
フショア金融市場法制の研究－」

18 1987年4月 1991年3月 関口末夫
東南アジア諸国の工業化と国際貿易の変化の研究
（統合プロジェクト ・ 東南アジア研究）

関口末夫（成蹊大学）大野昭彦（成蹊大学）大場裕之（現代文化研究所）
小野沢純（東京外国語大学）Tran Van Toh（桜美林大学）中兼和津次（一
橋大学）山影進（東京大学）平田章（アジア経済研究所）渡辺利夫（筑波
大学）庄田安豊（日本経済研究センター）

『アジア経済研究－貿
易・投資・技術政策の
展開－』

中央経済社
関口末夫・大野
昭彦　編著

1991年3月
ディスカッションペーパー・東南アジア研究シ
リーズNo.1～13

19 1988年4月 1989年3月 小島紀徳

アジア太平洋地域における砂漠化に関する調査、解析およびその
防止法、緑化法の開発

現地調査：タイ(1989)

小島紀徳（成蹊大学）槌田昭（成蹊大学）前沢三郎（成蹊大学）魏啓陽
（成蹊大学）小宮山トモ子（成蹊大学）前田照行（成蹊大学）斎藤芳郎
（都立科学技術大学）根岸完二（都立科学技術大学）山崎慎一郎（東京工
業高等専門学校）伊藤寧男（㈱日さく、大手開発㈱）門馬忠彦（大手開発
㈱）黒田英夫（大手開発㈱）高橋洋（大手開発㈱）岡田健（㈱東昌エンジ
ニアリング）亘理誠（㈱日本発条）布施行雄（㈱Ｋｉｐ）小沢宏昌（㈱地
熱）林醇一郎（㈱三石商事）金家裕（上海大学, CHN）N.Sitthiphong
（Chiang Mai University, THA）B.Ratanasthiem（Chiang Mai
University, THA）C.Pisitpaibool（Chiang Mai University, THA）
P.Terdtoon（Chiang Mai University, THA）T.Santawisuk（Khon Kaen
University, THA）C.Pairintra（Khon Kaen University, THA）
K.Dejbhimon（Khon Kaen University, THA）S.Kanlayanarat（Khon Kaen
University, THA）U.Himakoun（Khon Kaen University, THA）

ジャーナル第６号「アジア太平洋地域における砂
漠化に関する調査、解析およびその防止法、緑化
法の開発」

20 1988年4月 1990年3月 加藤　節
オーストラリアの東南アジア世界観－対インドネシア関係にみる
諸断面－
（統合プロジェクト ・ オーストラリア研究）

加藤節（成蹊大学）宇野重昭（成蹊大学）下斗米伸夫（成蹊大学）富田武
（成蹊大学）廣部和也（成蹊大学）竹田いさみ（獨協大学）加賀爪優（農
林水産省）諏訪康雄（法政大学）渡辺昭夫（東京大学）関根政美（慶應義
塾大学）黒柳米司（東洋英和女学院大学）鈴木雄雅（上智大学）浜田寿一
（上智大学）皆川修吾（南山大学）岩本裕二郎（神戸大学）森健（アジア
経済研究所）Humphry McQueen（東京大学）Colin M.P.Brown（Grifith
University, AUS）Nancy Viviani（Australian NationalUniversity,
AUS）

ディスカッションペーパー・オーストラリア研究
シリーズNo.9～10

国際シンポジウム「オーストラリア・インドネシ
ア・日本」

21 1989年4月 1992年3月 大野昭彦

アジア地域の経済発展過程における女子労働の役割

現地調査：バングラデシュ、インド(1989)、インド(1990)、タ
イ、インド、中国(1991)、インドネシア、インド(1992)

大野昭彦（成蹊大学）竹内敬子（成蹊大学）足立文彦（名古屋大学）清川
雪彦（一橋大学）篠塚英子（お茶の水女子大学）谷口晉吉（一橋大学）
Linda Grove（上智大学）Benja Jirapatpimol（Chiang Mai University,
THA）Pushpa Pathak（National Institute of Urban Affair, IND）

ディスカッションペーパーNo.29、30、31

ジャーナル第10号「タイの工業化過程における女
子労働とその問題点－ある日系企業の実態を事例
として－」

『経済研究』第40巻第４号「製糸業における広義
の熟練労働力育成と労務管理の意義」他

22 1989年4月 1992年3月 内川芳美

メディアの構造と送り手の意識－日本、中国、韓国のケースにつ
いて－

現地調査：韓国、中国(1991)

内川芳美（成蹊大学）奥野昌宏（成蹊大学）柳井道夫（成蹊大学）山口欣
次（成蹊大学）桂敬一（東京大学）新井直之（創価大学）川竹和夫（東京
女子大学）鈴木雄雅（上智大学）冨崎哲（NHK放送文化調査研究所）林利
隆（日本新聞協会研究所）山本賢二（日本大学）彭元順（漢陽大学校,
KOR）寧新（中国社会科学院新聞研究所, CHN）

『マス・メディアと国
際関係－日本・韓国・
中国の国際比較－』

学文社
内川芳美・柳井
道夫　編

1994年4月
ジャーナル第８号「中国の「国情」とジャーナリ
ストの意識－1987-88年における四調査から－」
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23 1990年4月 1991年3月 柳井道夫

タイの近代化にともなって生ずる政治的・社会的変動の研究－日
本との関係を重視しながら－
（統合プロジェクト ・ タイ研究）

現地調査：タイ(1991)

柳井道夫（成蹊大学）佐藤竺（成蹊大学）浅野雅巳（成蹊大学）新屋重彦
（成蹊大学）秋松雅子（成蹊大学）寄本勝美（早稲田大学）小林弘和（専
修大学）友杉孝（東京大学）村嶋英治（アジア経済研究所）橋本卓（北九
州大学）松園祐子（いわき明星大学）佐藤雅秀（外務省）青木伸也（外務
省）重富真一（アジア経済研究所）Prasert Yamklinfung（筑波大学）
Likhit Dhiravegin（Thammasat University, THA）Nidti Yiowsrioong
（Chiang Mai University, THA）Chtthip Nartsupha（Chulalongkorn
University, THA）

ジャーナル第９号「Bangkok Post紙に見るタイの
日本商品不買運動当時(1972年)の反日感情的要
因」

24 1990年4月 1992年3月 大久保洋子
台湾における高山族高齢者の生活と健康

現地調査：台湾(1990、1991)

大久保洋子（成蹊大学）神部武宣（成蹊大学）鈴木滋（成蹊大学）疋田啓
吉（成蹊大学）武井正子（順天堂大学）星野隆助（明治大学）揚志良（台
湾大学, TPE）荘淑旗（青峯社会福祉事業基金会, TPE）田明輝（台湾衛生
司慢性病防治局, TPE）黄雅文（陽明医学院, TPE）陳再生（宇生診所,
TPE）

ジャーナル第９号「台湾における高山族高齢者の
生活と健康」

『高齢者の自立と健康に関する研究－スウェーデ
ン、日本、台湾－』大久保洋子著/近代文藝社
/1994.3

25 1990年4月 1993年3月 橋本竹夫
音に対する感受性の差異に関する国際比較研究

現地調査：韓国(1991)、中国(1992)

橋本竹夫（成蹊大学）黒田道雄（成蹊大学）波多野滋子（成蹊大学）難波
精一郎（大阪大学）桑野園子（大阪大学）鄭大瑞（中国科学院声学研究
所, CHN）蔡紫花（中国科学院声学研究所, CHN）

26 1990年4月 1993年3月 加藤　節
アジア太平洋地域における難民問題の発生・展開と問題処理－
オーストラリアの問題処理などをめぐって－
（統合プロジェクト ・ オーストラリア研究）

加藤節（成蹊大学）廣部和也（成蹊大学）宇野重昭（成蹊大学）富田武
（成蹊大学）小林泉（日本ミクロネシア協会）宮島喬（お茶の水女子大
学）豊田由貴夫（亜細亜大学）竹田いさみ（獨協大学）五島文雄（大阪外
国語大学）田中信也（元内閣官房審議官）Nancy Viviani（Grifith
University, AUS）James Coughlan（Grifith University, AUS）

『難民』
東京大学出版
会

加藤節・宮島喬
編

1993年3月
ディスカッションペーパー・Ｓ-シリーズNo.2

ワークショップ「難民問題研究」

27 1992年4月 1995年3月 関口末夫

東アジア経済と日本の相互関係の研究
（統合プロジェクト ・ 東アジア研究）

現地調査：マレーシア(1992)、インド、シンガポール(1993)、シ
ンガポール(1994)

関口末夫（成蹊大学）武藤恭彦（成蹊大学）川越俊彦（成蹊大学）北川浩
（成蹊大学）小西秀樹（成蹊大学）遠藤誠治（成蹊大学）桜井真（三井海
上基礎研究所）Chris Czerkawski(Grifith University, AUS) Ponniah
Arudsothy(Grifith University, AUS) Kim Wan-Soon（高麗大学校, KOR）
Chee Peng Lim（ESCAP, THA）Chia Siow Yue（National University of
Singapore, SIN）Kuo Wen Jeng（台湾経済研究所, TPE）

“East Asian
Economies:
Transformation and
Challenges”

ISEAS
川越俊彦・関口
末夫　編

1995年12月

ディスカッションペーパー・Ｓ-シリーズNo.3～13

ワークショップ“Economic Interaction and
Integration in East Asia”

28 1992年4月 1995年3月 伊藤嘉博

日本企業のグローバル化にともなう管理会計の変革：アジア太平
洋諸国を中心とした実証分析

現地調査：米国(1992)、米国、シンガポール(1993)、オーストラ
リア(1994)

伊藤嘉博（成蹊大学）成道秀雄（成蹊大学）高橋史郎（成蹊大学）伊藤博
（横浜市立大学）岩淵吉秀（甲南大学）志村正（文教大学）柴田篤（中央
新光監査法人）上条秀三（東京都立商科短期大学）小澤伸光（駿河台大
学）東海林孝一（国学院大学）長谷川恵一（高崎経済大学）

『企業のグローバル化
と管理会計』

中央経済社 伊藤嘉博　編 1995年3月

29 1992年4月 1995年3月 杉山和雄
両大戦間期におけるアジア間貿易に関する研究

現地調査：米国(1992)

杉山和雄（成蹊大学）松本貴典（成蹊大学）川勝平太（早稲田大学）宮島
英昭（早稲田大学）藤井信幸（富士短期大学）三輪宗弘（日本大学）片岡
豊（白鴎大学）萩本真一郎（東京国際大学）柳敦（追手門学院大学）佐藤
能丸（早稲田大学）岡田有巧（早稲田大学）大森一宏（愛知学泉大学）内
田金生（早稲田大学）中村宗悦（杉野女子大学）杉原薫（University of
London, GBR）

『戦前期日本の貿易と
組織間関係－情報・調
整・協調－』

新評論 松本貴典　編 1995年3月

30 1992年4月 1995年3月 新屋重彦
新宗教のヒーリング機能

現地調査：米国(1992)

新屋重彦（成蹊大学）高田昭彦（成蹊大学）Mark Mullins（明治学院大
学）島薗進（東京大学）白川琢磨（四国学院大学）八木橋伸治（成城大
学）田辺信太郎（国際武道大学）弓山達也（大正大学）永井美紀子（日本
学術振興会）

『癒しと和解－現代に
おけるCAREの諸相－』

ハーベスト社

新屋重彦・島薗
進・田邉信太
郎・弓山達也
編著

1995年2月
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31 1993年4月 1995年3月 安念潤司 日本の法文化と法の「国際化」

安念潤司（成蹊大学）斎野彦弥（成蹊大学）松下満雄（東京大学／成蹊大
学）渡部晃（渡部晃法律事務所）宮沢朋弘（通産省）山田誠一（神戸大
学）山本弘（法政大学）玉井克哉（東京大学）黒沼悦郎（名古屋大学）白
石忠志（東北大学）安孫子浩（通産省）

『経済現象と法』
（『別冊NBL』No.83）

商事法務 松下満雄　編著 2003年8月

32 1993年4月 1996年3月 加藤　節

民族と国家－アジアとヨーロッパ－
（統合プロジェクト ・ 民族と国家研究）

現地調査：オランダ、フランス、タイ、香港、米国(1993)、米
国、英国、トルコ、シリア、ロシア(1994)、インドネシア(1995)

加藤節（成蹊大学）田中治男（成蹊大学）富田武（成蹊大学）亀嶋庸一
（成蹊大学）村嶋英治（成蹊大学）仲井斌（成蹊大学）鈴木規夫（成蹊大
学／長野県短期大学）李静和（成蹊大学）浜下武志（東京大学）宮島喬
（お茶の水女子大学）鈴木佑司（法政大学）宮村治雄（東京都立大学）鈴
木薫（東京大学）Sunil Khilnani（University of London, GBR）

『民族と国家』
（『思想』第863号）

岩波書店

福田歓一・加藤
節・田中治男・亀
嶋庸一・宮島喬・
仲井斌・A.C.ﾊﾞｰﾙ
ｾﾝｺﾌ・A.Ͷ.ｳﾞﾄﾞｰ
ｳﾞｨﾝ・B.A.ｺﾚｰﾂ
ｷｰ・玉本偉・鈴木
規夫・鈴木董・浜
下武志・S.ｷﾙﾅﾆ・
村嶋英治

1996年5月

33 1994年4月 1997年3月

長岡貞男

1995.10～
富田　武

北東アジア地域における移行経済国の改革過程並びに改革と域内
の政治経済関係との相互作用の研究
（統合プロジェクト ・ 北東アジア研究）

現地調査：米国(1994)、ロシア(1995)

長岡貞男（成蹊大学）富田武（成蹊大学）関口末夫（成蹊大学）宇野重昭
（成蹊大学）丸川知雄（アジア経済研究所）浦田秀次郎（早稲田大学）淵
田康之（野村総合研究所）Sergey Braginsky（横浜市立大学）馬成三（中
国対外貿易経済合作部国際貿易研究所, CHN）Kim Won Bae（East-West
Center, Hawaii, USA）

(1995.10～)
富田武（成蹊大学）関口末夫（成蹊大学）長岡貞男（一橋大学経済研究
所）藤本和貴夫（大阪大学）斎藤元秀（杏林大学）小泉直美（防衛大学
校）中居孝文（ロシア東欧貿易会）荒井信雄（北海道地域総合研究所）富
樫巧（北海道問題研究調査会）佐藤守男（北海道問題研究調査会）

『中国とロシアの産業
変革－企業改革と市場
経済－』

日本評論社
長岡貞男・馬成
三・S.ﾌﾞﾗｷﾞﾝｽ
ｷｰ　編著

1996年2月 ジャーナル第１５号「北東アジア特集」

34 1994年4月 1997年3月 礒部啓三

インドシナ半島の政治と経済－歴史的展望と現状
（統合プロジェクト ・ インドシナ半島研究）

現地調査：ベトナム(1996)

礒部啓三（成蹊大学）村嶋英治（成蹊大学）松本貴典（成蹊大学）関口末
夫（成蹊大学）白石昌也（横浜市立大学）Tran Van Tho（桜美林大学）

『ベトナムとタイ－経
済発展と地域協力－』

大明堂 礒部啓三　編 1998年12月

35 1994年4月 1997年3月 高木新太郎

エネルギーと環境問題－東アジアを中心に－
（統合プロジェクト ・ エネルギーと環境問題研究）

現地調査：中国(1994)、韓国(1996)

高木新太郎（成蹊大学）藤垣芳文（成蹊大学）河田燕（成蹊大学）小島紀
徳（成蹊大学）権純珍（成蹊大学）秋吉祐子（聖学院大学）大塚直（学習
院大学）菅幹雄（東海大学）作本直行（アジア経済研究所）

『エネルギーと環境－
東アジアを中心に－』

日本評論社
高木新太郎・小
島紀徳　編

1999年4月

36 1995年4月 1998年3月 小原隆治

地域経済発展と地方自治制度の役割－日韓比較を中心に－
（統合プロジェクト ・ 日韓比較自治研究）

現地調査：韓国(1996）、韓国（1997)

小原隆治（成蹊大学）中神康博（成蹊大学）西村[鍋島]美香（成蹊大学）
寺尾仁（新潟大学）姜再鍋（東京大学）中野英夫（高崎経済大学）趙文富
（韓国済州大学校, KOR）

『日韓の地方自治と地
域開発』

第一書林
小原隆治・趙文
富　編著

2005年3月

37 1996年4月 1999年3月 奥野昌宏

アジアにおけるマス・メディアと国際報道に関する比較研究
（統合プロジェクト ・ 比較マス・メディア研究）

現地調査：中国(1996)、韓国、中国(1997)、中国(1998)

奥野昌宏（成蹊大学）柳井道夫（成蹊大学）見城武秀（成蹊大学）内川芳
美（成蹊大学）鈴木健二（毎日新聞社／成蹊大学）小池保夫（明治大学）
鈴木雄雅（上智大学）新井直之（東京女子大学）林利隆（早稲田大学）山
本賢二（日本大学）李錬（韓国鮮文大学校, KOR）張国良（復旦大学,
CHN）

『マス・メディアと冷
戦後の東アジア』

学文社 奥野昌宏　編著 2005年2月
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38 1997年4月 2000年3月 佐藤バーバラ

20世紀初頭の大衆のモダニティ：揺れ動く境界と生活空間
（統合プロジェクト ・ 大衆モダニティ研究 ）

現地調査：英国、オーストラリア、ドイツ、ベルギー、米国
(1998)、米国(1999)

佐藤バーバラ（成蹊大学）下河辺美知子（成蹊大学）竹内敬子（成蹊大
学）中川成美（立命館大学）佐藤一樹（二松学舎大学）鈴木貞美（国際日
本文化センター）Ulrike Wohr（広島市立大学）Kim Brandt（Amherst
College, USA）Jeffery Hanes（University of Oregon, USA）Louise
Young（New York University, USA）

『日常生活の誕生－戦
間期日本の文化変容
－』

柏書房
バーバラ佐藤
編

2007年6月

39 1997年4月 2000年3月 幸村千佳良

アジア太平洋諸国間の経済摩擦について
（統合プロジェクト ・ 国際ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ研究１ ）

現地調査：香港(1997)、ニュージーランド(1998)

幸村千佳良（成蹊大学）関口末夫（成蹊大学）武藤恭彦（成蹊大学）本間
正義（成蹊大学）浜田宏一（Yale University, USA）Chia Siow Yue
（ISEAS, SIN）Cheng-Cherng Chen（国立台湾大学, TPE）Sheng ChengHu
（AcademiaSinica, TPE）Chung-Shu Wu（Academia Sinica, TPE）Lii-
tarn Chen（Academia Sinica, TPE）Lu Ding（National University of
Singapore, SIN）Kym Anderson（Adelaide University, AUS）Allan Rae
（Massey University, NZL）

40 1997年4月 1999年3月 松下満雄

アジア・太平洋地域における紛争処理の法的枠組み
（統合プロジェクト ・ 国際ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ研究2 ）

現地調査：英国(1997)、シンガポール(1999)

松下満雄（成蹊大学）中村民雄（成蹊大学）長谷部由起子（成蹊大学）塩
野宏（成蹊大学）谷川久（成蹊大学）廣部和也（成蹊大学）西崎文子（成
蹊大学）藤田友敬（成蹊大学）安念潤司（成蹊大学）山本草二（国際連
合）栗田純一（郵政省大臣官房国際部国際機関室）Colin Scott（London
School of Economics, GBR）Imelda Maher（Birkbeck College,
University of London, GBR）Alfred Popp（カナダ政府司法省, CAN）
Chai Lee-sic（高麗大学校, KOR）Mark Ramseyer（University of
Chicago, USA）Toby Landau（Barrister-at-law, Essex Court Chambers,
GBR）Robert Hudec（University of Minnesota, USA）John Jackson
（University of Michigan, USA）Jay Westbrook（University of Texas,
USA）Florentio Feliciano（Supreme Courtofthe Phillippines, PHI）
Bruce McPherson（Supreme Court, Queensland, AUS）David O’Keefe
（University College, London, GBR）

41 1998年4月 2001年3月 田中治男

20世紀の社会科学における西欧と非西欧
（統合プロジェクト ・ 20世紀研究 ）

現地調査：英国、スペイン、韓国(1998)、インド(1999)

田中治男（成蹊大学）加藤節（成蹊大学）亀嶋庸一（成蹊大学）李静和
（成蹊大学）西崎文子（成蹊大学）遠藤誠治（成蹊大学）浜下武志（東京
大学）鈴木規夫（愛知大学）宮村治雄（東京都立大学）Sunil Khilnani
（University of London, GBR）

『民族とナショナリズム』加藤節監訳/岩波書店
/2000.12

42 1998年4月 2001年3月 松本貴典
日本の地域経済発展とアジア流通圏
（統合プロジェクト ・ 地域経済発展研究）

松本貴典（成蹊大学）大町健（成蹊大学）片岡豊（白鴎大学）大森一宏
（愛知学泉大学）中村宗悦（杉野女子大学）平野隆（慶應義塾大学）牛島
利明（慶應義塾大学）
赤坂義浩（関東学園大学）

『生産と流通の近代
像：100年前の日本』

日本評論社 松本貴典　編著 2004年7月

43 1999年4月 2002年3月 桂木隆夫

言語、人権、言語政策；アジアの多言語社会と共生のあり方
（統合プロジェクト ・ 共生研究 ）

現地調査：英国、オランダ、中国（2000）、ドイツ、スイス、イ
タリア(2001)

桂木隆夫（成蹊大学）安念潤司（成蹊大学）金光旭（成蹊大学）李静和
（成蹊大学）上本昌昭（成蹊大学・院生）多胡智之（成蹊大学・院生）井
上達夫（東京大学）石山文彦（大東文化大学）中村民雄（東京大学）
Florian Coulmas（Gerhard Mercator University, GER）

『ことばと共生』 三元社 桂木隆夫　編著 2003年4月

44 1999年4月 2002年3月 神部武宣

アジアの浄と不浄
（統合プロジェクト ・ 浄・不浄研究 ）

現地調査：タイ、中国（1999）、ネパール、タイ、韓国、台湾
（2000）、台湾（2001）

神部武宣（成蹊大学）綾部真雄（成蹊大学）新屋重彦（成蹊大学）山上亜
紀（成蹊大学・院生）結城史隆（秀明大学）阿部年晴（埼玉大学）

『辺縁のアジア－＜ケ
ガレ＞が問いかけるも
の－』

明石書店
新屋重彦・綾部
真雄・阿部年晴
編

2007年2月

45 2000年4月

2002年3月
（3年度目は
諸事情によ
り中止）

別府祐之
環境マネジメントと企業の戦略行動
―アジア太平洋地域を中心として

別府祐弘（成蹊大学） 長濱昭夫（桜美林大学） 境睦（桜美林大学） 根
岸圭子（東京経済大学） 時岡規夫（成蹊大学）

“Dreams and
Dilemmas: Economic
Friction and Dispute
Resolution in the
Asia-Pacific”

ISEAS
浜田宏一・松下
満雄・幸村千佳
良　編

2000年6月

補足：これらの２つのプロジェクトは、1998年度
（第2年度目）に開催された国際コンファレンスの
第1部と第2部のためのものであり、第3年度はコン
ファレンス成果としての成果出版のため２つのプ
ロジェクトが合体し、出版までを行った。
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46 2001年4月 2004年3月 石  剛
中国語圏諸地域における文化・宗教政策の比較研究

現地調査：中国（2001、2002、2003）

石剛（成蹊大学）金光旭（成蹊大学）光田剛（成蹊大学）彭浩（中央大
学）趙京華（明治大学）渡辺裕子（中央大学）浜田ゆみ（神田外語大学）
何群雄（一橋大学）楊麗君（一橋大学・院生）
＜在中メンバー＞千春松（社会科学院）彭家声（北京大学）張光佩（北京
大学）費振剛（北京大学）印紅標（北京大学）謝泳（晋中師範）胡明（社
会科学院）王力雄（著述業）張国憲（語言研究所）王穀（社会科学院）唐
暁渡（作家出版社）王建平（社会科学院）張博樹（社会科学院）黄昇民
（広播学院）劉栄軍（中山大学）張鵬（師範大学）

(2003.4～)光田剛（成蹊大学）石剛（成蹊大学）彭浩（中央大学）趙京華
（明治大学）渡辺裕子（中央大学）浜田ゆみ（神田外語大学）何群雄（一
橋大学）楊麗君（一橋大学・院生）
＜在中メンバー＞千春松（社会科学院）彭家声（北京大学）張光佩（北京
大学）費振剛（北京大学）印紅標（北京大学）謝泳（晋中師範）胡明（社
会科学院）王力雄（著述業）張国憲（語言研究所）王穀（社会科学院）唐
暁渡（作家出版社）王建平（社会科学院）張博樹（社会科学院）黄昇民
（広播学院）劉栄軍（中山大学）張鵬（師範大学）

『現代中国的制度与文
化』

香港社会科学
出版社

石剛　編著 2004年3月

47 2001年4月 2004年3月 日比野啓
日米身体論比較研究

現地調査：米国、カナダ、英国（2001）、米国（2002）

日比野啓（成蹊大学）村山敏勝（成蹊大学）中田崇（実践女子大学）吉原
ゆかり（筑紫女学園大学）

(2003.4～)村山敏勝（成蹊大学）日比野啓（成蹊大学）吉原ゆかり（筑紫
女学園大学）三浦玲一（一橋大学）

『からだはどこにあ
る？ －ポップカル
チャーにおける身体表
象－』

彩流社

日比野啓・村山
敏勝・三浦玲
一・吉原ゆかり
編著

2004年5月

48 2002年4月 2005年3月 廣部和也

アジア太平洋地域における地域主義の可能性－組織的・制度的分
析－

現地調査：タイ、ドイツ、ベルギー、フランス、ルクセンブル
ク、韓国（2002）、韓国（2003）

廣部和也（成蹊大学）宍戸善一（成蹊大学）杉江徹（成蹊大学）荒木教夫
（白鴎大学）中村民雄（東京大学）最上敏樹（国際基督教大学）Sonjoon
Cho（Harvard Law School, USA） Lothar Ehring（World Trade
Organization, USA） Constanze Schlutz（Univ.of.Munich, GER）Imola
Streho（New York Univ. Law School, USA）Jeseph H.H.Weiler（New
York Univ. Law School, USA）

『地域主義の制度論的
研究』

不磨書房(発
売　信山社）

廣部和也 編 2008年3月

49 2002年4月 2005年3月 富田　武

21世紀のアジアと女性－東アジアの家族を中心として－

現地調査：中国（2002）、韓国、ロシア、フランス、中国
（2004）

富田武（成蹊大学）井出多加子（成蹊大学）丸山桂（成蹊大学）李静和
（成蹊大学）湯山トミ子（成蹊大学）小浜正子（鳴門教育大学）石川照子
（大妻女子大学）久保野恵美子（東北大学）孝善（韓国中央大学校,
KOR）木村田鶴子（成蹊大学・元院生）

『家族の変容とジェン
ダー』

日本評論社
富田武・李静和
編

2006年12月

50 2003年4月 2006年3月 遠藤誠治

アジア太平洋の安全保障と地域秩序－周辺からの視点－

現地調査：ベトナム、ラオス（2003）、タイ、中国（2004）、台
湾（2005）

遠藤誠治（成蹊大学）亀嶋庸一（成蹊大学）川村陶子（成蹊大学）綾部真
雄（成蹊大学）竹中千春（明治学院大学）木村正俊（法政大学）清水一史
（九州大学）川島真（北海道大学）David Wolff（成蹊大学外国人特別教
員）

51 2003年4月 2006年3月 中神康博 教育選択と教育財政の経済分析－日韓を事例として－

中神康博（成蹊大学）平尾由紀子（成蹊大学）井上智夫（成蹊大学）増山
幹高（成蹊大学）田口誠（成蹊大学）大重斉（成蹊大学・院生）大西裕
（大阪市立大学）本多正人（国立教育政策研究所）青木栄一（国立教育政
策研究所）Kim, Hyosun(韓国中央大学校, KOR）Kim, Taejong（KDI
School of Public Policy and Management, KOR)

『教育の政治経済分析
―日本・韓国における
学校選択と教育財政の
課題―』

シーエーピー
出版

中神康博・
Taejong Kim 編

2007年11月

7/12



プロジェクト一覧  2022年4月更新　

No. 開始 終了 責任者 テーマ・現地調査 参加者 叢書タイトル 出版社 編著者 出版年月 叢書以外の成果物

52 2004年4月 2007年3月 鈴木健二

グローバル化するメディアと国家、その未来－豪・韓・タイ各国
との比較研究に於いて－
（統合プロジェクト）

現地調査：タイ、カンボジア、米国、オーストラリア、韓国、南
アフリカ(2004)、デンマーク、スウェーデン（2005）

鈴木健二（成蹊大学）武藤恭彦（成蹊大学）佐藤バーバラ（成蹊大学）李
静和（成蹊大学）城所岩生（成蹊大学）綾部真雄（成蹊大学）光田剛（成
蹊大学）挾本佳代（成蹊大学）鷹岡澄子（成蹊大学）川上代里子（成蹊大
学・CAPS特別研究員）永井浩（神田外語大学）鈴木雄雅（上智大学）奥村
皓一（関東学院大学）橋本晃（北海道大学）薄木秀夫（毎日新聞社）
Tessa Morris-Suzuki（オーストラリア国立大学教授, AUS）Rodney Evan
Tiffen（シドニー大学, AUS）パク・ゴンサン（憬園大学校, KOR）チェ・
ウーンドウ（延世大学校, KOR）李錬（鮮文大学校, KOR）ナタヤ・タナ
ノーン（チェンマイ大学, THA）範士明（北京大学, CHN）Somkiat
Tangkitvanich（タイ開発調査研究所, THA）

『NATION-STATES AND
MEDIA:THE QUESTION
OF NATIONAL
IDENTITY』

明石書店 鈴木健二　編著 2007年2月
『デジタルは「国民＝国家」を溶かす』/日本評論
社/鈴木健二編著/2007.8

53 2004年4月 2007年3月 森戸英幸
差別禁止法の新展開－日米比較研究を中心に－

現地調査：米国(2004)、米国、台湾(2005)

森戸英幸（成蹊大学）安部圭介（成蹊大学）飯田高（成蹊大学）水町勇一
郎（東京大学）長谷川珠子（東京大学・日本学術振興会特別研究員）柳澤
武（名城大学）

『差別禁止法の新展開
－ダイヴァーシティの
実現を目指して－』

日本評論社
森戸英幸・水町
勇一郎　編著

2008年9月

54 2004年4月 2007年3月 宮脇俊文
ジャズと文学－日米の戦後文化比較－

現地調査：スイス、英国(2004)、ルーマニア(2005)、米国(2006)

宮脇俊文（成蹊大学）上田泰（成蹊大学）椿清文（津田塾大学）細川周平
（国際日本文化研究センター）Michael Molasky（The University of
Minesota, USA）

『ニュー・ジャズ・ス
タディーズ－ジャズ研
究の新たな領域へ－』

アルテスパブ
リッシング

宮脇俊文・細川
周平・ﾏｲｸ･ﾓﾗｽ
ｷｰ　編著

2010年7月

55 2005年4月 2008年3月 森　雄一

言語のダイナミズム－日本語・英語・アジアオセアニア諸語－

現地調査：オーストラリア、スペイン(2005)、オーストラリア、
オランダ、フランス(2006)、ポーランド(2007)

森雄一（成蹊大学）米山三明（成蹊大学）久保田篤（成蹊大学）山福華織
佐野貴子（成蹊大学・院生）大内美穂子（成蹊大学・院生）村田拓也（成
蹊大学・院生）島田真由（成蹊大学・院生）高草雄士（成蹊大学・院生）
織本敦司（成蹊大学・院生）村田互（成蹊大学・院生）David Lee（The
University of Queensland, AUS）鶴谷千春（Griffith University,
AUS）西村義樹（東京大学）山田進（聖心女子大学）廣瀬幸生（筑波大
学）籾山洋介（名古屋大学）多門靖容（愛知学院大学）滝浦真人（麗澤大
学）篠原俊吾（慶應義塾大学）和田尚明（筑波大学）鷲見幸美（名古屋大
学）仁科明（静岡県立大学）岡部嘉幸（千葉大学）小木曽智信（国立国語
研究所）李澤熊（名古屋大学）足立公平（国士舘大学）酒井智宏（日本学
術振興会）宇野良子（東京大学）古賀浩章（東京大学・院生）山泉実（東
京大学・院生）

『ことばのダイナミズ
ム』

くろしお出版
森雄一・西村義
樹・山田進・米
山三明　編

2008年9月

56 2005年4月 2008年3月
下河辺美知子

二十一世紀の日本で“アメリカ”という表象をいかに作り上げて
いくのか

現地調査：米国(2005)、米国(2006)

下河辺美知子（成蹊大学）庄司宏子（成蹊大学）日比野啓（成蹊大学）権
田建二（成蹊大学）小宮山真美子（成蹊大学）菅原大一太（成蹊大学・院
生）舌津智之（立教大学）若林麻希子（東京学芸大学）

『アメリカン・テロル
－内なる敵と恐怖の連
鎖－』

彩流社
下河辺美知子
編著

2009年6月

57 2006年4月 2009年3月 李　静和
アート・政治・アジア研究に関する理論的枠組の構築

現地調査：フィリピン(2006)

李静和（成蹊大学）村山敏勝（成蹊大学）渋谷玲奈（成蹊大学）池内靖子
（立命館大学）新城邦夫（琉球大学）Rebecca Jennison（京都精華大学）
北原恵（甲南大学）鄭暎惠（大妻女子大学）吉原ゆかり（筑波大学）東琢
磨（東京外国語大学）崔真碩（津田塾大学）金恵信（学習院大学）早尾貴
紀（東京経済大学）浜邦彦（早稲田大学）嶋田美子（慶應義塾大学）花城
郁子（琉球大学）本山謙二（日本学術振興会特別研究員）浅川志保（山形
国際ドキュメンタリー映画祭東京事務局）濱治佳（山形国際ドキュメンタ
リー映画祭東京事務局）安田和代（アートコーディネーター）金善姫（美
術キュレーター）上間かな恵（美術キュレーター）岡本由希子（編集者）
Ito Tari（パフォーマンスアーティスト）琴仙姫（アーティスト）呉夏枝
（アーティスト）BuBu de la Madeleine（パフォーマンスアーティスト）
有馬智子（国立近代美術館）矢野久美子（フェリス女学院大学）

『残傷の音－「アジ
ア・政治・アート」の
未来へ－』

岩波書店 李静和　編 2009年6月
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58 2007年4月 2010年3月 加藤　節
デモクラシーとナショナリズム－アジアと欧米

現地調査：韓国、英国、ドイツ、フランス(2007)

加藤節（成蹊大学）宮村治雄（成蹊大学）亀嶋庸一（成蹊大学）松浦義弘
（成蹊大学）西崎文子（成蹊大学）李静和（成蹊大学）三宅麻里（成蹊大
学）愛甲雄一（成蹊大学）John Dunn（The University of Cambridge,
GBR）Michael Adas（Rutgers, The State University of New Jersey,
USA）Jane Adas（Rutgers, The State University of New Jersey, USA）
Ruth Scur（The University of Cambridge, GBR）平石直昭（東京大学）
孫歌（中国社会科学院, CHN）唐士其（北京大学, CHN）酒井啓子（東京外
国語大学）小島潔（岩波書店・編集部長）木花章智（放送大学）森分大輔
（聖学院大学）平石耕（早稲田大学）

『デモクラシーとナ
ショナリズム－アジア
と欧米－』

未來社 加藤節　編 2011年3月

59 2008年4月 2011年3月 権田建二
アメリカの暴力研究

現地調査：米国(2008、2009)

権田建二（成蹊大学）下河辺美知子（成蹊大学）庄司宏子（成蹊大学）日
比野啓（成蹊大学）遠藤不比人（成蹊大学）菅原大一太（成蹊大学）大和
田俊之（慶應義塾大学）大串尚代（慶應義塾大学）新田啓子（立教大学）
小宮山真美子（国立長野高等専門学校）

『アメリカン・ヴァイ
オレンス　－見える暴
力・見えない暴力－』

彩流社
権田建二・下河
辺美知子　編著

2013年5月

60 2008年4月 2011年3月 瀬戸一夫
ロマン主義研究－日・英・独の比較研究－

現地調査：英国、ドイツ、オーストリア(2008)、ドイツ(2009)

瀬戸一夫（成蹊大学）山田崇人（成蹊大学）坂野由紀子（成蹊大学）里村
和秋（成蹊大学）東雪見（成蹊大学）重野純子（成蹊大学）安西明子（上
智大学）

『カントからヘルダー
リンへ－ドイツ近代思
想の輝きと翳り－』

東北大学出版
会

瀬戸一夫　著 2013年12月

61 2008年4月 2011年3月 小島紀徳

アジア太平洋地域における乾燥地植林による二酸化炭素固定とバ
イオマス生産転換

現地調査：中国（2008）、チュニジア、インド、オーストラリア
（2009）

小島紀徳（成蹊大学）里川重夫（成蹊大学）鈴木誠一（成蹊大学）加藤茂
（成蹊大学）黒澤勝彦（成蹊大学）菅沼秀樹（成蹊大学）小柳卓（成蹊大
学・院生）尾田裕介（成蹊大学・院生）堤友哉（成蹊大学・院生）稲葉康
介（成蹊大学・院生）伊東敏文（成蹊大学・院生）岩崎稔友紀（成蹊大
学・院生）田渕宏典（成蹊大学・院生）横佩おさむ（成蹊大学・院生）濱
野裕之（科学技術振興機構）高橋伸英（信州大学）田内裕之（森林総合研
究所）宇都木玄（森林総合研究所）川西琢也（金沢大学）江頭靖幸（大阪
大学）相川真一（森林総合研究所）熊田俊吾（日医工㈱）

『沙漠を森に－温暖化
への処方箋－』

コロナ社
小島紀徳・江頭
靖幸　編著

2011年3月

62 2008年4月 2011年3月 小林　盾
アジア太平洋地域における社会的不平等の調査研究

現地調査：米国(2008)

小林盾（成蹊大学）飯田高（成蹊大学）渡邉大輔（成蹊大学）秋吉美都
（専修大学）筒井淳也（立命館大学）千田有紀（武蔵大学）辻竜平（信州
大学）武藤正義（芝浦工業大学）常松淳（東京大学) 香川めい（立教大
学）相澤真一（日本学術振興会特別研究員）関口卓也（東京工業大学・院
生）見田朱子（東京大学・院生）小山裕（東京大学・院生）大﨑裕子（東
京工業大学・院生）

『ライフスタイルとラ
イフコース－データで
読む現代社会－』

新曜社
山田昌弘・小林
盾　編

2015年6月

63 2009年4月 2012年3月 金　光旭
日中経済刑法の比較研究

現地調査：中国（2009、2010）

金光旭（成蹊大学）東雪見（成蹊大学）干改之（中国山東大学法学院,
CHN）芝原那爾（東京大学）佐伯仁志（東京大学）川出敏裕（東京大学）
陳興良（北京大学, CHN）張明楷（清華大学, CHN）謝望原（中華人民大
学, CHN）梁根林（北京大学, CHN）千改之（中国山東大学法学院, CHN）
付立慶（中国人民大学, CHN）

『日中経済刑法の比較
研究』

成文堂
金光旭・佐伯仁
志　編

2011年6月

64 2009年4月 2012年3月 滝沢　誠

アジア太平洋地区のPeer-to-peer(P2P)オーバレイ・ネットワーク
でのピア間の信用可能性の研究

現地調査：英国、米国、シンガポール、マレーシア、ポーランド
(2009)、オーストラリア、アルバニア、イタリア、韓国（2010）

滝沢誠（成蹊大学）中野有紀子（成蹊大学）BAROLLI Valbona（成蹊大
学）YANG Yan（成蹊大学）AIKEBAIER Alixier（成蹊大学）
GOUDARZINEMATI Alireza（成蹊大学・院生）沢村総一（成蹊大学・院生）
常泉勇（成蹊大学・院生）井上拓朗（成蹊大学・院生）大河原忠輝（成蹊
大学・院生）榎戸智也（立正大学）BAROLLI Leonard（福岡工業大学）池
田誠（福岡工業大学）TANIAR David（Monash Univ., AUS） RAHA Yu
Wenny（La Trobe Univ., AUS）DATTA Anwitaman（Nanyang Technological
Univ., SIN）Le Hanh（Capetown Univ., ZAF）

『分散システム：P2P
モデル』

コロナ社
滝沢誠・榎戸智
也　著

2014年4月
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65 2010年4月 2013年3月 墓田　桂
難民・強制移動民研究の新境地

現地調査：オーストラリア、英国、フランス(2011)

墓田桂（成蹊大学）廣部和也（成蹊大学）小泉康一（大東文化大学）舘葉
月（EHESS・院生, FRA）川村真理（杏林大学）小澤藍（外務省・専門調査
員）小坂順一郎（UNHCR）石川えり（難民支援協会）滝澤三郎（東洋英和
女学院大学）佐藤以久子（桜美林大学）杉木明子（神戸学院大学）中尾秀
一（難民事業本部）佐藤安信（東京大学）新津久美子（東京大学）山本哲
史（東京大学）池田丈佑（立命館大学）新垣修（関西外国語大学）森谷康
文（北海道教育大学）橋本直子（IOM）本間浩（法政大学）副島知哉 柄谷
利恵子（関西大学）堀江正伸（WFP）

『難民・強制移動研究
のフロンティア』

現代人文社
墓田桂・杉木明
子・池田丈佑・
小澤藍　編

2014年3月

66 2010年4月 2013年3月 遠藤不比人
近代「日本」の表象形成と環太平洋の地政学

現地調査：英国(2010)
遠藤不比人（成蹊大学）日比野啓（成蹊大学）齋藤一（筑波大学）

『日本表象の地政学－
海洋・原爆・冷戦・
ポップカルチャー－』

彩流社
遠藤不比人　編
著

2014年3月

67 2010年4月 2013年3月 大熊昭信
環太平洋諸国とポストコロニアリズム－通文化主義の可能性－

現地調査：米国(2010)

大熊昭信（成蹊大学）庄司宏子（成蹊大学）阿部陽子（成蹊大学）阿部暁
帆（成蹊大学）富山多佳夫（青山学院大学）長岡真吾（島根大学）山本岩
夫（立命館大学）腹部千代子（聖徳大学）横山幸三（日本橋学館大学）松
井優子（駿河台大学）薄井良治（成徳学園中学高等学校）

『グローバル化の中の
ポストコロニアリズム
－環太平洋諸国の英語
文学と日本語文学の可
能性－』

風間書房
大熊昭信・ 庄
司 宏子　編著

2013年3月

68 2010年4月 2013年3月 湯山トミ子

アイデンティティの創生と多元的世界の構築－アジア・中国の磁
場から－

現地調査：ロシア（2011）

湯山トミ子（成蹊大学）宮本光雄（成蹊大学）光田剛（成蹊大学）浜田ゆ
み（成蹊大学）宇野重昭（成蹊大学）李林静（成蹊大学）葛谷登（愛知大
学）田中克彦（一橋大学）Hoyt Cleveland Tillman（Arizona State
Univ., USA）Margaret Tillman（University of California,Berkeley
History・院生, USA）

『アジアからの世界史
像の構築－新しいアイ
デンティティを求めて
－』

東方書店
湯山トミ子・宇
野重昭　編著

2014年6月
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69 2011年4月 2014年3月 上田　泰
組織に対する従業員と顧客の自発的貢献行動の統合的研究

現地調査：米国(2011)

上田泰（成蹊大学）山本晶（成蹊大学）谷口勇仁（北海道大学）小沢浩
（名古屋大学）柳原佐智子（富山大学）宮澤薫（千葉商科大学）

『従業員と顧客の自発
的貢献行動』

多賀出版 上田泰　編著 2015年9月

70 2011年4月 2014年3月 山崎章弘
中国における廃コンクリートリサイクル利用技術の評価

現地調査：中国(2011)

山崎章弘（成蹊大学）小島紀徳（成蹊大学）酒井裕香（成蹊大学）綱島裕
介（成蹊大学・院生）佐々木猛（成蹊大学・院生）高橋直（成蹊大学・院
生）酒井裕司（工学院大学）飯塚淳（東北大学）徐旭常（精華大学,
CHN）陳昌和（精華大学, CHN）王昶（天津科技大学, CHN）

71 2012年4月 2015年3月 奥野昌宏 日韓比較メディア研究－情報と文化の位相－

奥野昌宏（成蹊大学）中江桂子（成蹊大学）市川孝一（明治大学）大石裕
（慶応義塾大学）鈴木雄雅（上智大学）田中則広（日本放送協会専任研究
員）金政起（韓国外国語大学校, KOR）李錬（鮮文大学校, KOR）金泳徳
（韓国コンテンツ振興院, KOR）蔡星彗（学習院女子大学）小林聡明（慶
熙大学, KOR）

『メディアと文化の日
韓関係－相互理解の深
化のために－』

新曜社
奥野昌宏・中江
桂子 編

2016年3月

『中国北方危機言語の
ドキュメンテーショ
ン』

三元社
李林静・山越康
裕・児倉徳和
編著

2018年4月

『危機言語へのまなざ
し－中国における言語
多様性と言語政策－』

三元社 石剛　編 2016年9月

73 2013年4月 2016年3月 下河辺美智子 合衆国における「労働」の文化表象
下河辺美智子（成蹊大学）日比野啓（成蹊大学）権田健二（成蹊大学）岡
田泰平（静岡大学大学院）

『アメリカン・レイ
バー－合衆国における
労働の文化表象－』

彩流社
日比野啓・下河
辺美知子　著

2017年10月

74 2014年4月 2017年3月 庄司宏子 ネイションと文学
庄司宏子（成蹊大学）小林英里（成蹊大学）結城正美（金沢大学）大辻都
（京都造形芸術大学）北原妙子（東洋大学）吉田裕（東京理科大学）小林
潤（成蹊大学・院生）

『国民国家と文学－植
民地主義からグローバ
リゼーションまで－』

作品社 庄司宏子 編著 2019年2月

75 2014年4月 2017年3月 小林　盾
ライフコースの国際比較研究：多様性と不平等への社会学的アプ
ローチ

小林盾（成蹊大学）今田絵里香（成蹊大学）渡邊大輔（成蹊大学）山田昌
弘（中央大学）Carola Hommerich（北海道大学）内藤準（成蹊大学）香川
めい（東京大学）大﨑裕子（成蹊大学・CAPS特別研究員）川端健嗣（成蹊
大学）見田栄子（専修大学）

『変貌する恋愛と結婚
－データで読む平成
－』

新曜社
小林盾・川端健
嗣 編

2019年4月

2013年4月

李林静（成蹊大学）石剛（成蹊大学）浜田ゆみ（成蹊大学）藤井久美子
（宮崎大学）周明朗（Univ. of Maryland, USA）何群雄（ｵｰｽﾄﾗﾘｱｷｬﾝﾍﾞﾗ
中国言語文化研究ｾﾝﾀｰ, AUS）趙守輝（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ南洋理工大学, SIN）朱航
（成蹊大学・院生）陳仲麟（早稲田大学・院生）曾輝（成蹊大学・院生）

＜在中メンバー＞范俊军（暨南大学）赵京华（这个社科院文学所）王志松

（北京师范大学・外文学院）鄭梦娟（中国人民大学）周庆生（中国社会科
学院）黄小蕾（中国社会科学院）郭熙（北京华文学院国立教育学院）蔣颖
（中国民族大学）王建勤（北京语言大学）申濤（中国人民大学・院生）赵
春燕（北京华文学院）黄行（中国社会科学院民族所）徐大明（南京大学）
陈多友（广东外语外贸大学）丁国旗（广东外语外贸大学）谭仁岸（广东外
语外贸大学）

近代中国の危機言語と言語政策李　林静2016年3月72
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76 2015年4月 2018年3月 森　雄一
認知言語学の新領域開拓研究－英語・日本語・アジア諸語を中心とし
て－

森雄一（成蹊大学）久保田篤（成蹊大学）西村義樹（東京大学）眞田敬介（札幌学
院大学）野田大志（東北学院大学）長谷川明香（成蹊大学・CAPS特別研究員）石
塚政行（東京大学大学院、日本学術振興会・大学院生・特別研究員）柴田龍希
（成蹊大学・学部生）糸野栄里子（成蹊大学・院生）

『認知言語学を拓く』『認
知言語学を紡ぐ』

くろしお出版
森雄一・西村義
樹・長谷川明香
編

2019年10月

77 2015年4月 2018年3月 細谷広美
グローバル・ジャスティスの模索とローカリティ：グローバルとローカルの
出会う現場から

細谷広美（成蹊大学）佐藤義明（成蹊大学）佐々木紳（成蹊大学）石田慎一郎（首
都大学）上杉妙子（成蹊大学）大野旭[楊海英]（静岡大学）岡田泰平（東京大学）
久保忠行（大妻女子大学） 湖中真哉（静岡県立大学）関根久雄（筑波大学）千代
勇一（帝京大学）杉山知子（愛知学院大学）土佐桂子（東京外国語大学）

『グローバル化する＜正
義＞の人類学－国際社
会における法形成とロー
カリティ－』

昭和堂
細谷広美・佐藤
義明　編

2019年2月

78 2016年4月 2019年3月 日比野啓 アジア太平洋地域における情動メディアとしての西洋音楽の影響
日比野啓（成蹊大学）Barnaby Ralph（成蹊大学）Henry・Johnson（The University 
of Otago, NZL）Neil・Addison（東京女子大学）佐藤綾（東京女子大学）大友彩子

79 2017年4月 2020年3月 渡邉大輔
グローバルエイジングとライフコース変容：福祉国家形成と展開の社会
学的分析

渡邉大輔（成蹊大学）小林盾（成蹊大学）今田絵里香（成蹊大学）内藤準（成蹊大
学）大久保将貴（東京大学）竹内麻貴（山形大学）赤枝尚樹（関西大学）川端健
嗣（日本社会学会・事務局）大﨑裕子（東京大学）渡邉悟史（成蹊大学）

80 2018年4月 2021年3月 井上淳子 消費者行動における無意識と潜在意識の探究
井上淳子（成蹊大学）浜松翔平（成蹊大学）石井裕明（青山学院大学）有賀敦紀
（広島大学）安藤和代（千葉商科大学）坂下玄哲（慶應義塾大学）富田健司（同
志社大学）畢滔滔（立正大学）李若哲（成蹊大学・院生）呉凌（成蹊大学・院生）

81 2019年4月 2022年3月 久富　寿 アジアにおける雪割草の分子系統樹作成および新種同定

久富寿（成蹊大学）宮下敦（成蹊大学）佐藤尚衛（成蹊中学・高等学校）荒井清志
（成蹊中学・高等学校）田中博春（成蹊中学・高等学校）井内勝哉（成蹊大学）大
野好弘（日本ヘパティカ研究所）石井沙希（成蹊大学・院生）佐藤佳菜（成蹊大
学・院生）

82 2020年4月
2024年3月
※

小野尚美 多様性の時代―日本の英語教育を考える

小野尚美（成蹊大学）平山真奈美（成蹊大学） Ralph Barnaby （成蹊大学）小林
めぐみ（成蹊大学）増田斐那子（成蹊大学）　岡崎啓子（成蹊小学校）田縁真弓
（京都光華女子大学） オーガスティン真智（ノートルダム学院小学校）
吉本連（ノートルダム学院小学校） 馬場今日子（東洋大学）

83 2020年4月
2024年3月
（継続中）

庄司宏子 "Disaster Literature”（災害文学）の可能性 庄司宏子（成蹊大学） 小林英里（成蹊大学）植松なつみ（東洋大学）木村朗子
（津田塾大学）西成彦（立命館大学）　結城正美（青山学院大学）

84 2021年4月
2025年3月

鷹岡澄子

※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、プロジェクト期間を1年延長：最終年度は4年目になる。

鷹岡澄子（成蹊大学）時岡規夫（成蹊大学）沖本竜義（慶應義塾大学）高橋
耕史（国際決済銀行）Ivan Etzo（カリアリ大学, ITA）Doo Bong Han（Korea 
University, KOR）Ji Yong Lee（Kangwon National University, KOR）

12/12

（継続中）

『Music in the Making of 
Modern Japan: Essays 
on Reception, 
Transformation and 
Cultural Flows (Pop 
Music, Culture and 
Identity)』

Palgrave 
Macmillan
出版

日比野 啓・
Ralph Barnaby・
Henry Johnson　
編著 

2021年7月

アジア太平洋地域におけるSDGsに向けたESG投資戦略

（継続中）

※

※




