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日本におけるタイ研究の現状
一社会学分野の研究動向：1985年～1995年一

鈴木規之

はじめに

1996年10月に、タイ国チェンマイ市において第６回国際タイ学会研究大

会が開かれることになり、日本におけるタイ研究者の研究会である「タ

イ・セミナー」においても日本のタイ研究の過去、現状についての研究

動向をまとめる作業を開始することとなった。

本稿は、そのための準備作業となる1995年７月16～17日に開催された第

６回タイ・セミナーでの報告「日本におけるタイ研究の現状一社会学分野

の研究動向：1985年～1995年一」をもとに加筆修正したものである。

タイ研究の動向については､1985年までのものがアジア経済研究所によ

る２冊の報告書『発展途上国研究-70年代における成果と課題」アジア経

済研究所､1978年、および『発展途上国研究1978～85-日本における成

果と課題」アジア経済研究所､1986年の中にまとめられている。発展途

上国を対象とした社会学の研究動向についても、『発展途上国研究』に項

を設けて論じられている｡Ⅲそこで、本稿では、1985年以降現在までの社

会学分野のタイ研究動向について論じ、さらに'985年以降の文献目録を

作成した。資料としては以下の文献を用いている。

「社会学文献目録」『社会学評論』146(1986)～191(1995）

社会･意識調査データベース研究会『日本の社会･意識調査一日本社会

学会会員による1980年以降の社会･意識調査一(1)、(2)」1994年､1995

年。．

『'85～'92発展途上地域日本語文献目録」アジア経済研究所､1986年～

1994年。

『第58～67回日本社会学会大会報告要旨」
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矢野暢編｢東南アジア学入門』講座東南アジア学､Ｂ健､弘文堂､1992

年。

『総合的地域研究』Nol-8､京都大学東南アジア研究センター､1993-1995

年。

古屋野派価他編『日本社会学者による比較地域社会研究の動向』比較地

域社会研究会、1989年。

－「今日の地域研究(エリアスタディー）－日本社会学における一』

アジア社会研究会、1995年。

１．社会学の研究動向とは？

「社会学」の研究とは、一般的には社会構造とその変動、換言すれば社

会秩序の成立と崩壊の研究となるが、社会学の学際性ゆえにどれが「社

会学」の研究であるかとの規定は難しい。いわゆる「社会学者」以外に

も数多くの社会学的研究があり、また社会学者が加わった共同研究もか

なりの数にのぼる。

ところで、タイ研究はタイという「地域｣の研究をするという本質から、

｢地域研究」として出発することが多い。地域研究は、国際関係論の一分

野としての起源をもつが、現地の言語を媒介としてフィールド・スタデ

ィの形で実証研究を行なうことにより社会構造（政治・経済・文化など

も含む）の理解に挑むという方法論の確立の結果、社会学と同様、もし

くはそれ以上に学際的である。「地域研究」としてのタイ研究を「社会学

的」な方法、パースペクティブで行なったものが本稿でとりあげる研究

となるが、社会構造との関わりは、いかなるディシプリンでも不可能で

あるため、社会科学的なタイ研究のほとんどが対象となってしまう。国

際タイ学会のための研究の分類でも、社会学という大項目を立てても、農

村研究のような古典的なものから開発、環境、女性、文化といった比較

的新しいものまで他の大項目（経済学･人類学･地理学など）とオーバー

ラップするものは数多い。
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したがって、ここでは資料･筆者の力量の制約から「社会学者」による

研究を中心に、社会学的な研究や共同研究にも目を配りたい。

２．１９７０年～1985年の研究動向

この時期は、日本の社会学者が調査研究を実施し、その成果を世に問い

始めた時期で、研究の数もそれほど多くなく、社会榊造の研究が中心課

題であった。研究をリードしたのは、アジア経済研究所およびそのＯＢ

(友杉孝、北原淳)、京都大学東南アジアセンター（石井米雄、水野

浩一、口羽益生、坪内良博、矢野鴨、福井捷朗ら）であった。彼らの

尽力により、「地域研究」が日本において市民権を得はじめたことは、こ

の時期の研究動向として特筆されてよい。

この中で純粋に社会学者といえるのは、京大グループの水野浩一､坪内

良博の2人だけである。アジア経済研究所で活躍し、その後大学へ移って

いった北原淳と友杉孝は、北原が経済学、友杉は地理学の出身であった

が、様々の村落調査を重ねる中で次第に社会学的になっていった。この

2人は日本におけるタイの村落調査の先達ともいえる存在である。一方、

京大グループの研究は自然科学者を巻き込んだ大規模な村落調査で、特

に有名なドンデーン村の調査を通して屋敷地共住集団や家族圏などの概

念を提示していった。

この２つのグループ以外では、1970年代の東京大学の富永健一、駒井

洋らのグループがバンコクの調査を通した階級榊造、近代化、華人など

の研究(駒井は発展論にも言及している)､1980年代の新津晃一､橋本(松

薗）祐子によるバンコクのスラム調査を含む都市研究、社会学者ではな

いが、農民層分解というきわめて社会学的トピックを扱った田坂敏雄な

どが注目される｡2）

3.1985年以降の研究動向

この時期に入ると、タイについての関心は高まり、多くの若手研究者や
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大学院生が参入して研究の量は一気に増加した。質的にも、研究の蓄積

が社会構造から社会変動への研究の移行や地域研究の方法論の模索など

が成果として現われるようになって格段の向上を示している。また、学

際性の広がり、「地域研究」への指向から、さまざまな共同研究が行なわ

れている。

まず､地域研究の方法論の模索であるが､京都大学東南アジア研究セン

ターがこれまでの蓄積の上に1993年度より文部省科学研究補助金「重点

領域項目」による様々な研究班を組み、タイ研究者も数多く参加してい

る。成果の一部は季刊誌『総合的地域研究』に発表され始めている。ま

た、社会学会の有志で結成された比較地域社会研究会およびその発展形

であるアジア社会研究会も、地域研究の動向の調査と研究の推進を目的

とし、タイ研究を含む研究会の開催や報告書の出版を行なっている。

一方、タイ社会の研究をリードしてきたアジア経済研究所ＯＢおよび京

都大学東南アジア研究センターは、タイ社会構造の研究の蓄積により、時

間軸を設定した社会変動の研究についての成果を出すに至った。たとえ

ば、

北原淳編「タイ農村の構造と変動｣1987年

北原厚「タイ農村社会論』1990年

北原淳、赤木攻編『工業化と地域社会の変動｣1995年

口羽益生『ドンデーン村の伝統柵造とその変動」1990年

TakashiTomosugi，ChangingFeaturesofaRicegrowingVillagein

CentralThai-land-AFixed-PointStudyfroml967tol993-(The

CentreforEastAsianCulturalStudiesforUnescqTheToyo

Bunko,1995）

などである。

タイ研究の蓄積が成果となって現れはじめた1980年代は、日本と東南ア

ジアの関係がモノ、ヒトのレベルで進展し、東南アジア研究の重要性が

認識されて、社会学者を中心にした実証的な共同研究が増加した。これ
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には、地域研究の重要性の高まりや（大学などでも「地域研究」の講座

や授業科目が増え始めた)、社会学の学際性の広がりも大きな要因となっ

ている。1980年代以降のタイにおける主な共同研究には以藝下のものがあ

る。

北原、赤木らによるタイ農村研究会、タイ都市・農村研究会

古屋野正伍、北川隆吉らによるタイ、インドネシアの都市化調査（成果

は、古屋野正伍編『東南アジア都市化の研究』）

新津晃一らによるスラム比較調査(成果は､新津晃一編『アジアのスラ

ム｣）

坪内良博らによる「東南アジア都市型文明の形式」研究

矢野暢、坪内良博らによる「総合的地域研究』、それを支える様々な

研究班

西川潤らによる「タイ仏教の社会思想と社会行動」研究

共同研究以外のものとしては、ミクロ的な村落研究の数の多さが目立っ

ている。北タイを中心とした佐藤康行、高井康弘、関泰子らが、南タ

イでは西井涼子が、東北タイでは武邑尚彦が精力的な調査研究を行なっ

ている。

この時期とりわけ1990年代に入ると、タイの経済成長とそのひずみから

新たなテーマが出現した。開発・発展をめぐる問題では、政府の経済成

長重視の開発政策に対抗する「オルクーナティブな開発・発展」の動き

が注目され、末廣昭『タイ開発と民主主義』、鈴木規之『第三世界に

おけるもう一つの発展理論一タイ農村の危機と再生の可能性一』の著作

に言及されている。経済成長は、環境問題をも生み出し、これについて

はアジア経済研究所グループによる研究がある。おびただしいタイから

日本への外国人労働者の出現も経済成長のひずみの結果であり、駒井

洋「外国人労働者定住への道」の中にタイ人労働者についての言及があ

る。女性タイ人労働者の多くが、売買春に関係するところからエイズ問

題が生じたが、これに対しては宗像恒次編著「エイズと売買春レポート」
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がある。日本とタイの関係についてはこれ以外にタイにおける日本の

ODAの影響を論じた吉沢四郎『日本のＯＤＡの総合的研究一タイにおけ

る事例一』がある。

社会学の他の領域から、比較研究としてタイでの調査研究を行なうグ

ループも増えてきた。勤労意識を扱った今田筒俊の研究、開発とジェン

ダーを扱った原ひろ子らの研究、教育問題を扱った大阪教育大学社会学

研究会の研究があるが、タイの社会文化的背景の基礎知識を欠いたもの

が多く、諸外国の比較研究のレベルに達するにはまだ課題が多く残され

ているといえるだろう｡3１

1990年以降のタイについての関心の高まりが、研究者以外の社会学的

出版物の増加に顕著に現われている。外国人労働者、ODA、開発･発展、

NGO、売買春、女性問題など研究者が時間の制約でフォローしきれない

ジャーナリスティックな領域が多いのが特徴であろう。また、タイの人々

の生活やタイ社会の特質などをルポルタージュやエッセイの形で書き記

したものも目立つようになってきた。研究論文とは性質を異にするため

文献目録には入れなかったが、前者のものでは現在はフリージャーナリ

ストである松井やよりのタイ女性に関する一連の著作や、日本における

タイ女性の裁判の記録から人権の問題を訴えた下館事件タイ三女性を支

える会編『タイ人女性からの手紙』明石書店､1995年、後者のものでは鉄

道を通してタイの人々の生きざまを描いた岡本和之『タイ鉄道旅行』め

こん、1993年が白眉である。

４．問題点と今後の課題

以上のように、日本の社会学者によるタイ研究は確実に増え、質的にも

向上しているが、タイの「地域研究」という形で一国（一社会）にこだ

わる傾向がみられ､国際社会学のような形での展開はまだ少ない｡4)また、

北原淳が指摘しているように国際比較研究としても十分なものとはい

えない｡鄙
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一方､タイの社会学者から日本の社会学分野のタイ研究に対する批判も

出ている。チュラロンコン大学名誉教授であり、日本の社会学者と数多

くの共同研究の経験をもつプラサート・ヤムクリンフン吉備国際大学教

授は、日本の社会学者の研究はミクロな視点での農村や都市の調査が多

く、マクロな視点での研究が少ないと指摘している｡6）とりわけ、「産業

化」そのものについての社会学的分析の少なさ、国民国家や階級構造、面

接投資の影響に対する研究の少なさが指摘されている。

社会学にとって、「マクロ」な視点からの研究と「ミクロ」な視点から

の研究は相互補完的であり、どちらが欠けても社会榊造、社会変動を十

分に分析することが不可能となる。ところが、タイ社会研究のような地

域研究としての社会学的研究は、村落研究やスラム研究のようなミクロ

な視点から出発することが多く、必然的にマクロな視点での研究とのバ

ランスを欠くことになる。地域研究の歴史の浅さから、依然としてミク

ロな視点での研究は残されており、研究を積み重ねていく必要性は残さ

れていることは言うまでもないが、マクロな視点との関わりの中で位置

づけることを常に念頭におくべきであろう。その意味では、共同研究の

中で、ミクロとマクロを結びつけようとする試みがいくつか見られるよ

うになったことは評価したい。（たとえば、北原淳・赤木攻編『工業

化と地域社会の変動』1995年など）

プラサート教授同様､共同研究における日本研究者のカウンターパート

になることの多いチュラロンコン大学のスリチャイ・ワンゲーオ準教授

は、日本人の研究者による調査研究に「やりっぱなし」のものが多く、場

合によってはデータの「収奪」ともいえる状況にあること、研究のため

の研究がほとんどで、タイの人々に還元されてないことを指摘している。

彼の批判は、共同研究の成果のタイ語、英語での論文の発表がまだ少な

く、成果のほとんどが日本だけに還元されていることにある。タイ語や

英語での発表は決して皆無とはいえないが、タイ人研究者に引用される

業績の少なさを考えると、日本のタイ研究がタイ人研究者に評価されて
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いない（そもそもタイ人研究者が日本人の成果について知らない）と考

えざるを得ない。この問題については、日本の側の努力で解決する方法

はある。が、スリチャイ準教授は、日本人の研究者が「データをとる」こ

とにのみ関心をしめすことに大きな不満をもっている。彼の立場は、「調

査対象」の人々とともに開発・環境などの調査のイッシューについて考

える「アクション・リサーチ」を推進するというもので、「研究のための

研究をしない」ように強く戒めている。この立場に関しては、異論もあ

るが、開発、直接投資、外国人労働者問題など日本とタイをめぐるイッ

シューは多く、日本と関わりの深いタイ人研究者からのこのような批判

は、日本のタイ研究者にとって調査研究をするだけでなく、問題解決ま

で一緒に考えていこうとする今後の大きな課題をつきつけられていると

みるべきであろう。

２１世紀はアジアの世紀ともいわれるようにアジア地域の研究、なかで

も様々な分野で関係や交流が深まるタイの研究はさらに増えることであ

ろう。タイの経済成長が進み、日本との経済的関係がさらに強まるにつ

れて経済の分野での研究の重要性がことさら強調される傾向にあるが､経

済は社会構造の－要素にすぎず、経済だけすべてを語ることは不可能で

ある｡7)経済成長の背景としての社会構造の分析や、経済成長の結果生じ

た社会変動の分析など社会学の出番は多くなりこそすれ少なくなること

は決してないであろう。思い起こせば社会学の巨人であるＭ､ウェーバー

も大作『経済と社会」を著しているように、変動期における社会学の役

割は大きい。とりわけ、地域研究における社会学の役割の重要性を我々

は認識し、自覚すべきである。

(注）

1）タイ・セミナーでの報告の後、「アジア経済』第36巻第6-7号､1995年

で日本における発展途上国研究の1986年から1994年までのものが地域別

にまとめられている。また、第36巻第8号では同時期のものがテーマ別に
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まとめられているが、今回は社会学は論じられていない。

２）この時期の業績についてはアジア経済研究所による2冊の報告書『発

展途上国研究-70年代における成果と課題』アジア経済研究所､1978年、

および｢発展途上国研究1978～85-日本における成果と課題」アジア経

済研究所、1986年を参照のこと。

３)北原淳も、国際比較研究が活発となるにつれて海外研究の基礎的訓練、

経験を欠く社会学者集団の海外への進出に対して警鐘を鳴らしている。

北原淳「研究動向編第３章東南アジア」古屋野正伍他編『今日の地域研究

(エリアステディー）－日本社会学における－」アジア社会研究会､１９９５

年､４６ページ。

4)筆者の視点では、ある地域や社会の世界システムの中での位置付けを

常に意識した研究を指している。筆者がこの視点を確立するうえで大き

な影響を受けた駒井洋は、国際社会学を「社会学に基盤をもちながら地

球社会の諸現象を相互関連的に把握する新しい社会科学の分野である」と

定義し、学としての理論的体系化はこれからの長期的課題であり、国際

社会学的な方法による実証的な研究の蓄積が必要であると論じている。

駒井洋『移民社会日本の構造』国際社会学叢書［アジア編－１］国際書院、

1994年､４ページ。

5)北原前掲論文､46-48ページ。国際比較研究のありかたについては古屋

野正伍「社会学における国際比較研究の課題と方法」古屋野正伍他編『国

際比較社会学』学陽書房、1995年を参照のこと。

6）この点については、北原淳も日本の社会学の東南アジア研究が伝統的

な地域社会研究（コミュニティー・スタディーズ）の域を出ていないと

批判している。北原前掲論文､４８ページ。

7）１）の事実がこのことを端的に示していると思われる。
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琉大法ﾀﾞﾂ：節56号（1988）6１

<文献目録〉

1985年

l北原厚ａ『開発と農業一東南アジアの資本主義化』（世界思想社２１０

頁）

2北原淳ｂ「タイにおける「屋敷地共住集団』と集落の社会史」（アジ

ア経済26-12～28頁アジア経済研究所）

3北原淳ｃ「東南アジアの『緑の革命』と労働力、土地所有」（国際農林

業協力８－２２～10頁国際農林業協力協会）

4北原厚ｄ「タイ中部一村落における同姓グループ（トゥラクーン）に

ついて」（紀要１２２３～67頁神戸大学文学部）

５AtsushiKitahara，“LandlessPeasantandCommunityChangein

CentralThailand,’（文化学年報４７５～98頁神戸大学文化

学研究科）

6高井康弘「北タイの祖霊と女性III族」（社会学雑誌２８７～109頁神戸

大学社会学研究会）

7竹内隆美「タイ家族の構造」（社会学雑誌２１７３～191頁神戸大学社

会学研究会）

8田坂敏雄ａ「タイにおける農村雑業層の流出構造」（アジア経済２６－２３７

～56頁アジア経済研究所）

９田坂敏雄ｂ「タイにおける農村雑業層と農村日歴市場」（アジア経済３１

－４１～45頁アジア政経学会）

１０筑波大学社会学研究室『チェンマイ近郊農村の社会変動一筑波大学社

会学類1984年度調査報告」（98頁）

1986年

l北原淳「チェンマイ盆地における地域労働市場と農民層分解」（社会

学雑誌３１５２～168頁神戸大学社会学研究会）

2口羽益生「東北タイにおけるリーダーシップと社会構造」（コミュニ

（４４）



日本におけるタイ研究の現状
６０

－社会学分野の研究動1句81985年～1995年一

テイ７８７６～97頁地域社会研究所）

３スリチャイ・ワンガエーオ（北原淳･野崎敏郎訳）「タイ農村社会研

究の動向と展望（1970～84)」（社会学雑誌３１０４～115頁

神戸大学社会学研究会）

４関綾子「タイ農村の社会構造の関する－考察一「屋敷地共住集団』を

めぐって－」（国際|判係学研究1３（別'11）１～19頁津[H塾

大学）

５新津晃一ａ｢バンコクの都市化とスラム：その1.初期バンコクの貧困者」

（所報29414～19頁バンコク日本人商工会議所）

６新津晃一ｂ「バンコクの都市化とスラム：その2.1句都移動に伴う過剰都

市化」（所報29663～69頁バンコク日本人商工会議所）

７新津晃一ｃ｢バンコクの都市化とスラム：その3.スラムとは何か？」（所

報29663～69頁バンコク日本人商工会議所）

8橘本卓「タイの開発先進地域における農村開発一チェンマイ県サラピ

ー郡の場合一」（アジア経済２７－１４３～61頁アジア経済

研究所）

9林行夫「タイ仏教における女性の宗教的位相について－考察」（白山

社会学研究１１０３～126頁白山社会学会）

1987年

1北原淳編『タイ農村の構造と変動」（勁草書房610頁）

2北原淳･竹中隆夫「タイ農村の椛造と変動」（古屋野正伍編「東南ア

ジア都市化の研究｣64～119頁アカデミア出版会）

3北原淳「タイ農村における耕地の所有と経営の椛造」（アジア経済２８

（７）３９～50頁アジア経済研究所）

4小池聰｢東北タイにおける地域開発と農村社会の対応一ドンデーン村

周辺地区の事例から」（農村計画学会誌6-319～32頁）

5鈴木規之ａ「チェンマイとパーパイ村(1)」（経済評論３６/４４８～62頁

日本評論社）

（４５）



琉大法学第56号（1988）5９

6鈴木規之ｂ「チェンマイとパーパイ村(2)」（経済評論３６/５６２～73頁

日本評論社）

7鈴木規之ｃ「チェンマイ近郊農村の変動」（古屋野正伍編『東南アジア

都市化の社会学的研究」アカデミア出版会154～159,187

～188頁）

8竹中隆夫「家族・親族の構造（北原淳編『タイ農村の構造と変動｣６３

～108頁勁草書房）

9竹中隆夫･赤木攻「信仰と儀礼」（北原淳編「タイ農村の構造と変

動』109～131頁勁草書房）

10チンスイモン・ブンヨン「ことわざとタイ人の国民性」（東洋大学大学

院社会学研究科２３１０３～118頁）

ll新津晃一「バンコクの都市化とスラム：（４）スラムはどこに、いくつ

ある？」（所報22951～69頁バンコク日本人商工会議

所）

12古屋野正伍編著「東南アジア都市化の研究』（アカデミア出版会）

1988年

l鬼頭恒雄「タイに於ける経済成長と社会構造変化」（ＷＩＮ５７．５８５－８，

５－９２０～21頁２０～21頁早稲田ゼミナール）（5-11まで４

回分割掲戦）

2北原淳ａ「タイ農村における就業構造の地域差」（東南アジア研究２６

－３２７～52頁京都大学東南アジア研究センター）

3北原淳ｂ「アジア・海外の村落に関する研究動向」（村落社会研究会

論「村落の変貌と土地利用形態｣300～314頁農文協）

4酒井出・チンスイモン・ブンヨン「タイ東北部村落における村落組織

と宗教生活一予備調査報告一」（東洋大学大学院紀要2４

６７～82頁東洋大学大学院）

５NoriyukiSuzuki，“Kanplianplengthangsethakitlaesangkhom

（４６）



日本におけるタイ研究の現状

一社会学分野の研究動向：1985年～1995年一
5８

khongchomabotrobmuangchiangmai（チェンマイ近郊

農村の社会経済的変化)”(Thangluakkanphatthana,ＶＯＬ

6-3,22-34p・ChulalongkornUniversity,SocialResearch

lnstitute）

６関泰子｢現代タイ農村の変動と「屋敷地共住集団』（国際関係学研究

１４（別冊）３７～48頁津田塾大学）

7高井康弘｢北タイにおける親子共同の形態と性格」（社会学雑誌５１５３

～188頁神戸大学社会学研究会）

8武邑尚彦｢都市化の影響による東北タイ農村の変容一ラーオ族の村の伝

統の構造をめぐる若干の考察」（滋賀県立短期大学学術雑誌

３４１～12頁）

9林行夫「国教の変容一タイ農村における『森の寺』（watpa）をめぐ

る出家行動」（龍谷大学社会学論集８１０１～132頁龍谷大

学社会学会）

1989年

1稲上毅｢技術移転と「経営の現地化」－在タイ日系繊維企業Ａ社の事

例研究」（同「転換期の労働世界』184～236頁有信堂高文

社）

2北原淳・赤木攻編『タイにおける都市・農村の新展開』（科研報告
書）

3竹内隆夫「タイの家族･親族」（北原淳編『東南アジアの社会学一家

族・都市・農村』222～254頁世界思想社）

4武邑尚彦「タイの農村社会一東北タイの稲作農村を中心として－」（北

原淳編『東南アジアの社会学家族･農村･都市』247～269

頁世界思想社）

5西井涼子「南タイの漁村におけるムスリムと仏教徒の通婚」（季刊人類

学２０(4)５１～116頁）

（４７）



琉大法学第56号（1988）5７

6橋本祐子「バンコクのスラムー安定と不安定の階層」（新津晃一編槻

代アジアのスラムー発展途上国都市の研究｣183～235頁明

石書店）

7林行夫ａ「ダルマの力と帰依者たち一東北タイにおける仏教とモータ

ム」（国立民族学博物館研究報告14-11～116頁国立民

族学博物館）

8林行夫ｂ「ラーオ系稲作村落における互助規範と功徳のシェアの社会

的意味」（ソシオロジ10565～86頁社会学研究会）

9山形辰史｢途上国大都市への人口移動一タイ国を事例として－」（アジ

ア経済３０(9)３７～45頁アジア経済研究所）

1990年

1口羽益生「ドンデーン村の伝統構造とその変容』（iill文社564頁）

2北原厚「タイ農村社会論』（勁草書房502頁）

3AtsushiKitahara，“RevivalofFrontierSocietyattheTernof

CenturyinCentralThailandWproceedingofthe4th

lnternationalConferenceonThaiStudies,Kunming：

InstituteofSoutheastAsianStudies,Ｖｏｌｌ：l34-143p

4坪内良博『東南アジアの社会」（弘文堂）

5野津幸治｢社会開発に対する僧侶の役割一タイ国ソンクラー県における

僧侶の意識調査から－」（天理教海外布教伝道部研究論叢３

５１～87頁天理教海外布教伝動部）

6橋本卓「バンコクの都市化と郊外農村の変容」（北九州大学法政論集

17(4)７０５～725頁北九州大学法学部）

7林行夫ａ「｢王」・功徳・開発一現代タイ王権と仏教」（松原正毅『王

権の位相』144～170頁弘文堂）

8林行夫ｂ「村落宗教の構造と変容」（口羽益生編『ドンデーン村の伝

統椛造とその変容』403～506頁創又社）

（４８）



日本におけるタイ研究の現状
一社会学分野の研究動向：1985年～1995年一

5６

9丸岡洋司「東南アジアから見た外国人労働者問題一タイ国を事例とし

て」（商経論叢26-1167～174頁神奈川大学経済学会）

10安原茂・吉沢四郎「アジアにおける産業化と農業・農村問題一北部

タイ地域の農山村問題一」（アジア太平洋研究198853～

５７頁成践大学）

1991年

l赤木攻「サンガヘの挑戦一タイにおける仏教改革運動素描一」（大阪

外国語大学アジア学論叢１３９～62頁大阪外国語大学アジ

ア研究会）

2今田高俊ａ『アジア諸国の日本人観と勤労意識に関する調査研究』（ア

ジア社会問題研究所）

3今田高俊ｂ『中国における日本人観と勤労意識に関する調査研究とタイ・

マレーシア・インドネシア３ヶ国との比較研究』（アジア

社会問題研究所）

4尾中文哉「タイにおける受験戦争一インタヴュー調査に基づいて－」

（社会科学紀要第四一輯）

5斧出節子『タイと日本の家族関係に関する比較研究報告書一大都市バン

コクにおける家族生活を中心に－』（兵庫県家庭問題研究

所）

6北原厚「タイの近代化をめぐるマルクス主義的歴史観」（新しい歴史

学のために２０２１～16頁京都民科歴史部会）

7AtsushiKITAHARA，卿SocialHistoryofRuralCommunityFormation

attheTurnoftheCenturyinCentralThailand''（文化学

年報1035～49頁神戸大学文化学研究科）

8関泰子「タイ農村社会における親子の農地をめぐる共同関係とその変

容に関する－考察一チェンマイ県サラピー郡クアムン村を事

例に－」（国際関係学研究（18）８１～109頁津田塾大学）

（４９）



琉大法学第56号（1988）5５

9高井康弘「北タイの守謹霊観念と農民家族一ピー、プーヤー儀礼の事例

研究一」（アジア研究３７（２）アジア政経学会）

10西井涼子「南タイの村落政治にみられるムスリムー仏教徒関係一「サ

ムサム』的ムスリム社会における宗教と政治」（東南アジ

ア研究２９(1)６４～104頁京都大学東南アジア研究セン

ター）

1992年

1口羽益生｢文化系体としての家族生活一日本･バリ島･東北タイの比較」

（龍谷大学社会学部紀要３１～13頁龍谷大学）

2佐藤康行ａ「北タイ農村の－村落における世帯間農業共同の諸形態一ラ

ンプーン県メーター郡タカ区タカ村の事例一」（人文科学

研究82159～182頁新潟大学）

3佐藤康行ｂ「北タイ農村における世帯間農業共同の諸形態一チェンマイ

県サンパトーン郡マックムルン区トンケーオ村の事例一」

（村落社会研究28集131～168頁村落社会研究会）

4佐藤康行ｃ「北タイ農村の変容に関する生活史的研究」（人文科学研究

８０３５～67頁新潟大学）

5佐藤康行ｄ「北タイ農村における村落構造に関する一考察一村落の政治

的支配をめぐって－」（人文科学研究81127～159頁新

潟大学）

6酒井出「タイ農村における村落組織とその変化一伝統的村落の形成過

程とその近代化に伴う諸変化を中心に－」（白山人類学0-1

３４～43頁白山人類学研究会）

7清水由文編『東南アジア農村における社会変動に関する総合的研究』

（文部省科学研究費補助金研究成果報告書132頁桃山学院

大学）

8関泰子「タイ農村社会における親子の農地をめぐる共同関係とその変

容に関する－考察一チェンマイ県サラピー郡クアムン村を事

（５０）



日本におけるタイ研究の現状
一社会学分野の研究動向：1985年～1995年一

5４

例に」（国際関係学研究８１～109頁津田塾大学）

9高岡優子「タイの高齢化と来るべき高齢化社会への対応」（社会科学討

究３７(3)711～741頁早稲田大学大隈記念社会科学研究所）

10竹内隆夫「タイ農村社会の変容と人口移動」（関寛治・西口清勝編

『アジア太平洋新時代と日本』101～123頁法律文化社）

1l西井涼子「周縁における権力とエスニシティ：タイーマレーシア国境

のサムサム」（民族学研究５７（３）318～344頁）

12野津幸治「仏教僧侶による地域開発一タイ国における開発僧侶の活動

をめぐって－」（南方文化19117～128頁天理南方文化

研究会）

13山形辰史｢労働者送り出しの実態と政策一第３章タイー」（矢内原

勝・山形辰史編『アジアの国際労働移動』第１部アジア経

済研究所）

1993年

1AtsushiKitaharaOsamuAkagi,LaberandLifeofMigrantsin

SoutheastAsianCities,(科研報告書）

2大阪教育大学社会学研究会編｢バンコク日本人学校調査報告』（大阪教

育大学比較社会研究室）

3大阪教育大学社会学研究会編『国際理解と海外日本人学校一シンガポー

ル・台湾・タイ－』（大阪教育大学比較社会研究室）

4駒井洋ａ『外国人労働者定住への道」（明石書店）

5駒井洋ｂ「資本主義の急激な発展にともなう社会と人間の崩壊一タイ

の現実にみる－」（日本社会病理学会編「現代の社会病理

．Ⅷ」垣内出版）

6HiroshiKomai，“HowTraineestoJapanaresentoutfromThai-

land:InCaseofJapaneseEnterprisesヅTsukuba

JournalofSociologyl816-24,TsukubaSociological

（５１）



5３ 琉大法学第56号（1988）

AssociationUniMofTsukuba,Tsukuba

7佐藤康行「北タイ農民における生活･生活様式の相違について－チェン

マイ県サンパトーン郡マックムルン区トンケーオ村の事例

一」（人文科学研究８４１～44頁新潟大学）

8末廣昭『タイ開発と民主主義』（岩波新書）

9鈴木規之ａ『第三世界におけるもう一つの発展理論一タイ農村の危機と

再生の可能性一」（国際書院）

10鈴木規之ｂ「タイ農村における商品化のプロセス」（琉大法学第51号

299～324頁琉球大学法文学部）

ｕ高井康弘｢病と死をめぐる儀礼一北タイ平地農村のばあい－」（大谷学

報第73巻第１号大谷大学）

12武邑尚彦「開拓社会の親族構造一東北タイ農民家族の生活史の事例研

究一」（滋賀県立短期大学学術雑誌４１１～10頁滋賀県立

短期大学）

l3宗像恒次編著『エイズと売買春レポート』（日本評論社）

14パスク・ポンパイチット・糸賀滋編『タイの経済発展とインフォー

マルセクター』（アジア経済研究所）

15原ひろ子(代表研究者）『開発プロジェクトにおけるジェンダー分析

一分析手法の検討とタイにおけるケース･スタディー」（開

発とジェンダー研究会）

16吉村真子「日本におけるタイ人出稼ぎ女性」（社会労働研究第40巻

第１、２号法政大学社会学部学会）

1994年

l小島宏「タイ人口保健調査に基づく人口・環境問題の予備的分析」

（厚生省人口問題研究所編｢開発途上国における人口増加が地

球環境問題に及ぼす影響に関する予備的研究報告書』８５～

105頁厚生省人口問題研究所）
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2小野澤正喜編「暮らしがわかるアジア読本一タイ_』（河出書房新社）

3北原厚「タイにおける“LooseStructurew概念」（東南アジア：歴史

と文化22180～200頁東南アジア史学会）

4駒井洋ａ『移民社会日本の構想』（国際書院）

5駒井洋ｂ「タイにたいする日本資本の遁出パターンの変化」（社会学

ジャーナル１９６４～71頁筑波大学社会学研究室）

6佐藤康行ａ「北タイ農村における子供の社会化」（教育と医学42巻７号

５２～58頁）

7佐藤康行ｂ「北タイ農村における村落の形成過程に関する－考察一チェ

ンマイ県サンパトーン郡マッカムルン区トンケーオ村の事

例一」（人文科学研究８５輯１～49頁新潟大学人文学

部）

8篠崎正美「現代アジアの家族変動と女性一韓国・タイ・中国・日本の比

較調査から見えるもの－」（女性学研究３号140～160

頁）

9篠崎正美他『現代中国における都市家族の意識と生活に関する研究一北

京調査およびバンコク・ソウル･福岡との比較」（(財）ア

ジア女性・交流・研究フォーラム392頁）

10鈴木規之「タイ農村におけるオルターナティプな発展としての自助努

力の可能性」（琉大法学第53号115～142頁琉球大学

法文学部）

llNoriyukiSuzuki，“KanphicharanathaDgluakkanphattanasamrab

prathetthai（タイにおけるオルターナティブな発展を考え

る）”（琉大法学第52号409～424頁琉球大学法文学部）

l2高井康弘「北タイ農村の精霊儀礼一ピー・メン踊り考一」（北原淳・

大野道邦編著『社会学・理論・比較・文化｣243～260頁晃

洋書房）

l3竹中隆夫「社会変動と性役割一日本とタイの女性役割の変化を中心に
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して－」（長谷川善計教授退官記念論文集編集委員会編

「社会学・理論・比較・文化」153～173頁晃洋書房）

l4船津鶴代「企業の環境意識と環境対策の実態一海外共同調査の結果か

ら－」（小島麗逸･藤崎成昭編『開発と環境一アジア「新成

長圏」の課題』第Ⅱ部第３章タイアジア経済研究所）

l5山本博史ａ「輸出振興型工業化とタイ農業の再編」（土地制度史学139

１２～21頁土地制度史学会）

16山本博史ｂ「独自の農協を設立したタイ農業農協銀行（BAAC）一農析

金融と協同組合の役割一」（協同組合経営研究月報477

４８～55頁協同組合経営研究所）

l7山本博史ｃ「タイはいま“日本の調理場"」（月刊家庭科研究93-712～

15頁家庭科教育連盟）

l8山本博史ｄ「タイ・韓国・ベトナムの米事情」（協同組合経営研究資料

９３－１協同組合経営研究所）

19山本博史ｅ「タイ国ペチャブリ県タヤン農協におけるバナナ生産基盤に

関する研究」（協同組合経営研究資料93-2協同組合経営

研究所）

2O吉沢和男「バンコクの華人民衆教団にみられる適応とアイデンティテ

ィ」（綾部恒雄･小野澤正喜編｢環太平洋地域の華僑社会に

おける伝統と文化』６９～78頁筑波大学）

2l吉沢四郎「タイにおける日本ＯＤＡの社会学的研究」（中央大学企業研

究所年報14-2193～250頁中央大学企業研究所）

22吉田幹正「産業政策と産業廃棄物対策」（小島麗逸･藤崎成昭編『開発

と環境一アジア「新成長圏」の課題」第Ⅱ部第３章タイ

アジア経済研究所）

23吉野英岐「タイ国の農村開発行政と女性」（開発とジェンダー研究会

『開発プロジェクトにおけるジェンダー分析」169～198頁）

24ワラコーン・サーマコーセー卜・谷口輿二・巻島稔『タイにおける

（５４）
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地方中核経済圏の形成一工業化の地方分散のために－』

(アジア経済研究所）

1995年

l北原淳･赤木攻編『タイ：工業化と地域社会の変動』（法律文化社）

2北原淳ａ「共同体意識と村落開発一タイＮＧＯ農村開発理論の批判的

検討一」（社会学雑誌神戸大学社会学研究会第12号）

3北原厚ｂ「共同体意識とタイＮＧＯ農村開発運動一『民衆の知恵」の

概念を中心に」（国際協力論集第３巻第１号）

4櫻井義秀「近代･開発の言説支配と対抗的社会運動」（現代社会学研究

第８巻）

5重富真一｢参加型農村開発の組織論一東北タイ農村における住民組織の

形成過程一」（アジア経済第36巻第２号アジア経済研

究所）

6鈴木規之｢東北タイにおける出稼ぎ労働者一ウドンタニ県クンパワピー

郡パンドーン村を事例として－」（琉大法学第54号琉球

大学法文学部）

7TakashiTomosugi,ChangingFeaturesofaRicegrowingVillagein

CentralThai-land-AFixed-PointStudyfroml967tol993

-（TheCentreforEastAsianCulturalStudiesforUnes-

cqTheToyoBunko）

8新津晃一「さまざまな日常生活一バンコク」（藤田弘夫･吉原直樹編｢都

市とモダニティー都市社会学コメンタールー』第９章Ⅲ－１

ミネルヴァ書房）

9プラサート・ヤムフリンフング（松薗祐子･鈴木規之訳）『発展の岐路

に立つタイ』（国際書院）

10吉沢四郎･高柳先男編著『日本ＯＤＡの総合的研究一タイにおける事例

一」（中央大学出版部）
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（なお、本文献目録の様式は『社会学評論』（日本社会学会）に毎年褐

iliRされる社会学文献目録に従った。また、文献目録の作成にあたっては

琉球大学大学院人文社会科学研究科の浦崎雅代さんの協力を得た。ここ

に感謝の意を表したい｡）
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