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ISS Newsletter No. 4 (July 2018)

NEWSLETTER
東京大学社会科学研究所

No.4（2018年夏）

◆社研お便り

1

「気になる例のけん」 附属社会調査・データアーカイブ研究センター（計量社会研究分野）准教授 藤原翔

いつもは粛々と進行する某会議で大論争を引き起こし

てから、あるものの存在が気になるようになりました。いや、

正確には前から気になっていました。というのも、シンポジ

ウムなどで、ある先生はその意味について熱心に紹介して

いたので、どうも社研にとって重要なものらしいと思ってい

たからです。

知の手裏剣です。

はじめて聞いたという方は、「"知の手裏剣"」と検索して

みてください。4件はヒットします。何でもネットで手軽に調

べられるようになった現代において、この結果は驚きです。

社研の『年報』（2010年、No.47）でとりあげられているので、

意味は多分そこに書いてありますので御覧ください。(*1)

授業初回時には、社研がどのような所なのかを説明する

のですが、その際に「これ何に見えます？」と学生に質問

することにしています。学生だけではなく国・地方公共団体

の職員の前でも同様のことを行ったこともあります。いずれ

にせよ「花」「かざぐるま」と結果は散々なわけですが、つか

みとしてはそれなりに盛り上がります。ただ、答えを言った

ところで反応は鈍いものです。

あまり何かを褒めることが上手ではないのですが、本当

のところ気に入っています。この原稿を書く上でいろいろと

調べるうちに、ますます好きになりました。報告スライドにも

毎回貼り付けたいと考えています。彩りは添えてくれます。

最後に、全く関係ありませんが、3週間に1回は大阪に

帰っているため、何かと目にすることのある太陽の塔を御

覧ください（写真左 2018年6月9日撮影）。実物を見るのに

おすすめなのは日没で、怪しげに目が光ります（これにつ

いては実際に見てください）。ライブカメラで見ることもでき

ます（「ライブカメラ 万博記念公園」で検索。ただし今の所、

画像はパラパラ）。論文執筆や書類仕事などで疲れた時に

おすすめです。癒やされることはありません。

我々を見守る太陽の塔 進捗を見守るコップのフチ

の太陽の塔
(*1) 社研年報No.47 https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/report/pdf/47/47.pdf
pp.6-7 参照 （意味）法学・政治学・経済学・社会学の4つの刃を持ち、

真ん中に世界と日本の問題を見つめる目を配置するデザインとなってい
る（いわゆる＜知の手裏剣＞）
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01＞ 『労働審判制度についての意識調査』 調査企画実行委員会からのお知らせとお願い

現在、「労働審判制度についての意識調査」を実施しております(6月27日～10月26日)。ご協力のほど、

何卒宜しくお願い申し上げます。詳細については下記をご覧ください。

https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/survey/roudou/index.html
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02＞ 「子どもの生活と学び」研究プロジェクトよりお知らせ

03＞ 訃報

本研究所 大瀧雅之教授が、2018年7月2日に逝去されました。ここに謹しんで哀悼の意を表します。

◆お知らせ

ベネッセ教育総合研究所との共同研究「子どもの生

活と学び研究」プロジェクトで、2017年7～9月に実施

した第3回親子調査のプレスリリースを行いました。

第1回調査（2015年）、第2回調査（2016年）からの変

化に注目しています。

詳細については下記をご覧ください。

https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/clal/news/180531_news.html

01＞ 社研セミナー

2018-06-12 "What are Ethnic Quotas? A Typology of Parliamentary Representation Mechanisms for Ethnic

groups, Minority Nations and Indigenous Peoples"

STEELE, Jackie F（スティール若希）（社会科学研究所）

https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/research/monthly/2018/20180612.html

2018-07-10 「なぜ中国でイノベーションと社会実装が加速しているのか？」

伊藤亜聖 （社会科学研究所）

https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/research/monthly/2018/20180710.html

◆研究会・セミナー

02＞ 現代中国研究拠点 https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/kyoten/

2018-04-12 日本の対中認識の変遷について意見交換

上海国際問題研究院 信息研究所前所長 陳鴻斌

2018-04-20 一帯一路における日中協力の可能性、米中経済摩擦についての意見交換

楊緒珍（研究部長）、劉向東（経済研究部副部長）、逯新紅（経済研究部処長）、

元利興（経済研究部処長）、李娣（経済研究部）、王天（交流部）
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2018-04-23 中国・インド関係や一帯一路に関する意見交換

中国社会科学院南亜研究中心主任 葉 海林

中国社会科学院亜太与全球戦略研究院 高 程

中国社会科学院亜太与全球戦略研究院 任 娜

2018-05-16 『現代アジア経済論 「アジアの世紀」を学ぶ』合評会

丸川 知雄（社会科学研究所）、遠藤 環（埼玉大学）、 大泉 啓一郎（日本総研）、

伊藤 亜聖（社会科学研究所）、末廣 昭（学習院大学）

2018-06-01 現代中国研究拠点・中国研究の比較研究部会 ワークショップ

"The British and the Japanese Colonial Legacies in China/Chinese Studies"

2018-06-18 基礎法学研究会共催セミナー

"Mass Digitization of Chinese Court Decisions: How to Use Text as Data in the Field of Chinese law"

（中国の諸裁判所判決の大量デジタル化：中国法研究におけるテクストのデータとしての利用方法）

Benjamin Liebman （コロンビア大学）

2018-06-22 一帯一路部会セミナー

"How China has Changed the Western Ideas of Law and Economic Development"

CHEN Weitseng （シンガポール国立大学）

2018-07-03 Contemporary China Research Base Seminar Series （No.41）

現代中国研究拠点セミナーシリーズ（第四十一回)

「所得格差から見た「アジア共同体」」

康成文 （東京大学ISS客員研究員，哈爾濱商業大學准教授）

03＞ 産業組織研究会 https://www.iss.u-tokyo.ac.jp/~matsumur/IOWJA.html

2018-06-27 "A Revealed Preference Test for Price Competition in Multi-Products Differentiated Market "

安井佑太（UCLA 博士課程大学院生）

04＞ 現代日本研究会（The ISS Contemporary Japan Group） https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/cjg/

2018-05-31  "Architectural Incentives ―From Awards to Economics― "

Dana Buntrock （University of California, Berkeley）

http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/cjg/lecture/2018/06/japans-reginal-economic-strategy-new-
tpp-the-bri-and-geoeconomics-in-the-asia-pacific.html

https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/cjg/lecture/2018/05/architectural-incentives-from-awards-
to-economics.html

2018-07-12 "Japan’s Reginal Economic Strategy―New TPP, the BRI and  Geoeconomics in the Asia Pacific―"

Saori N. Katada （片田さおり、南カリフォルニア大学国際関係学部）

（University of Southern California （USC））

https://www.iss.u-tokyo.ac.jp/%7Ematsumur/IOWJA.html
https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/cjg/
http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/cjg/lecture/2018/06/japans-reginal-economic-strategy-new-tpp-the-bri-and-geoeconomics-in-the-asia-pacific.html
https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/cjg/lecture/2018/05/architectural-incentives-from-awards-to-economics.html
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危機対応学 HP
https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/

公式Twitter
https://twitter.com/crisisthinking

◆全所的プロジェクト

01＞ 活動報告

2018-05-19  第5回危機対応学トーク・イベント＠釜石

「オーラル・ヒストリーで社会の記憶を紡ぎ直す」

中村 尚史・梅崎 修（法政大学）

トーク・イベントの報告については、こちらをご覧ください。

http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/research/kamaishi-180519.html

2018-06-07 「東京大学地域貢献見える化事業」の研究成果報告会を開催いたしました。

報告は、こちらをご覧ください。

http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/research/mieruka-180607.html

2018-06-15 ～17 Meridian180年次大会へ参加（香港）

報告は、こちらをご覧ください。

＜Meridian180香港サミットレポート＞

http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/research/1806meridian180.html
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写真：危機対応学HPより

写真：左中村尚史、右 梅崎修（危機対応学HPより）

https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/
https://twitter.com/crisisthinking
http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/research/kamaishi-180519.html
http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/research/mieruka-180607.html
http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/research/1806meridian180.html
https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/


02 ＞エッセイ掲載

2018-06 西野 淑美（東洋大学）

「安全」と「コミュニティ」への期待が見えにくくするもの

https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/essay/post-9.html

03 ＞研究成果 ディスカッションペーパーNo.5

2018-06 保城 広至 『国際紛争研究のフロンティアとその先』

https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/images/dp5_hoshiro.pdf

5 ISS Newsletter No. 4 (July 2018)

◆刊行物案内

社会科学研究

2018-03-31 『社会科学研究』69巻1号（特集 政策実現過程のグローバル化と法理論改革）、
2号（特集 ガバナンスを問い直す）が刊行されました。
https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/jss/69/index.html

★第64巻からはオンラインでの刊行に移行しました。
『社会科学研究』最新発刊情報の配信
最新号の発刊のお知らせをメールにて配信しております。ご希望の方はこちらから
ご登録ください。 https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/jss/mail.html

◆所員の発言

01> 新聞・雑誌

2018-03-08 『前衛』2018年4月号に、佐々木 彈「国立大学における2018年問題とその解決」が掲載されました。

2018-03-15 『住民と自治』4月号に、佐々木 彈「大学自治の盲点」が掲載されました。

2018-04-25 『POSSE』4月号（Vol.38）に、佐々木 彈「無期転換権獲得に至った闘争の裏側」が掲載されました。

2018-04-25 『日本の科学者』5月号に、佐々木 彈「有期雇用に関する2018年問題とその解決」が掲載されました。

2018-04-30 『労働情報』5月号に、佐々木 彈のインタビュー記事「天下り理事と対峙、無期逃れやめさせる」が

掲載されました。

2018-05-10 『中央公論』2018年6月号に、松村 敏弘の「民泊はシェアリングエコノミーの試金石」が掲載され
ました。

2018-05-18 石田 浩らの研究成果「長時間労働、10年で3割減 帰宅も早く 東大調査」が 『朝日新聞』（夕刊および

朝日新聞デジタル）に掲載されました。

2018-05-22 『日本経済新聞』（朝刊）経済教室に、有田伸の「新卒一括採用の是非（上）高い若年就業率に寄与」

が掲載されました。
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https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/jss/69/index.html
https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/jss/mail.html


2018-06-14 『北海道新聞』「上限5年撤廃勝ち取る」に佐々木 彈が北海道大学で行った講演が紹介されました。

2018-06-21 『経団連タイムズ』3366号に、中川 淳司の「米中経済摩擦と日本の対応」が掲載されました。

2018-07-06 『日本経済新聞』（朝刊）、丸川 知雄の「（経済教室）中国企業の革新力・上 市民ニーズ、民主動で

対処」が掲載されました。

2018-07-12 Asia Dialogue (The online magazine of the University of Nottingham Asia Research Institute) に
丸川 知雄の"Responses to the sharing economy in Japan and China"が掲載されました。

02> テレビ・ラジオ

2018-06-04 NHKクローズアップ現代＋「アラフォー・クライシスⅡ」に玄田 有史のコメントが放送されました。

https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4140/

03> ウェブサイト

2018-06-04 『Bloomberg News』（5:00JST）に、玄田 有史のコメントが掲載されました。

日本語版：遺産より思い出、高齢者の意識変化で子や孫へ「新型パラサイト消費」広がる
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-06-13/P94HYK6K50XV01
英語版：Cashed-Up Grannies Splurging on Grandkids Boost Japan's Economy

04> その他

2018-05-17 第196回国会衆議院内閣委員会「TPP11関連法案」の審議に、中川 淳司が参考人として呼ばれ、

意見陳述して議員の質問に回答いたしました。
第196回国会内閣委員会の会議録

http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/doc/20180517_nakagawa_minutes.pdf
配布資料「環太平洋パートナーシップに関する 包括的及び先進的な協定の背景と意義」
http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/doc/20180517_nakagawa_slides.pdf
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-13/cashed-up-grannies-splurging-on-
grandkids-boost-japan-s-economy

https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4140/
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-06-13/P94HYK6K50XV01
http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/doc/20180517_nakagawa_minutes.pdf
http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/doc/20180517_nakagawa_slides.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-13/cashed-up-grannies-splurging-on-grandkids-boost-japan-s-economy


◆社会調査・データアーカイブ研究センター（CSRDA/SSJDA）

01 ＞二次分析研究会

2018-04-04 2018年度二次分析研究会 課題公募型研究成果報告会が

開催されました。

「高校生・大学生の進路選択決定要因分析」

https://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/secondary/briefing/2017/
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02 ＞お知らせ

2018-05-21 社会調査・データアーカイブ研究センター協議会が開催されました。

2018-06-08 リモート集計システム（Nesstar）で利用可能なデータが増えました。

https://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/access/remote-analysis/#data

03 >  SSJDAデータ公開情報

2018-04-06
1151「育児と介護のダブルケアに関するアンケート，2017」 （北九州市保健福祉局 長寿社会対策課）

2018-04-10
1163「第52回学生生活実態調査，2016」（全国大学生活協同組合連合会）

2018-05-11
1168「食育に関する意識調査, 2015」（農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課）
1169「食育に関する意識調査, 2016」（農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課）

2018-06-01
1185「老研－ミシガン大－東大 全国高齢者パネル調査＜Wave7＞, 2006」

（東京都健康長寿医療センター研究所）

2018-06-05
1183「日本人とテレビ調査，2015」（NHK放送文化研究所世論調査部）

社会調査・データアーカイブ研究センター：https://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/

写真：二次分析研究会HPより
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◆社研インタビュー
◆
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第27回 中京大学現代社会学部（准教授） 相澤 真一さん

社研在籍期間 ：
研究支援推進員（2007年4月-2008年3月）
日本学術振興会特別研究員（PD）（2010年4月-2012年3月）

「語学力が当初足りなくても、丁寧に仕事をすることで道を切り拓くことを社研で覚えたことは、
多くのことにつながりました。」（本文より）

続きは本文をご覧ください。http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/interview/ob/aizawa_2018_06.html

第28回 早稲田大学法学学術院(教授)・比較法研究所(所長) 中村 民雄さん

社研在職期間：
助教授（1999年9月～2006年3月）
教授（2006年4月～2010年3月）

「私の社研エンジョイ法は、ジャズ・カルテットのセッションよろしく、法学、政治学、経済学
それぞれの美学と技を活かして一つの共通のテーマ（音楽）を研究（演奏）しようと相手を誘い
出すものになった。」（本文より）

続きは本文をご覧ください。http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/interview/ob/nakamura_ta_2018_07.html

01> 社研卒業生の現在（いま）

◆人事情報

（教員）

異動内容 氏名 職名 所属等

採用（2018.6.1付け）
ショー・メレディス・ローズ

SHAW, Meredith Rose 准教授 国際日本社会部門

退職（2018.7.5付け）
スティール・若希
STEELE, Jackie F 准教授 国際日本社会部門

（事務部） 2018.7.1付け

異動内容 氏名 職名

転出 石田 さよ 総務チーム主任 農学部農学生命科学研究科総務チーム主任 へ

転入 屋代 究 総務チーム主任 薬学部・薬学系研究科庶務チーム主任より

（短時間有期雇用職員） 2018.7.1付け

異動内容 氏名 職名 所属等

採用 西尾 千尋 学術支援専門職員 危機対応学支援室

◆
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http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/interview/ob/aizawa_2018_06.html
http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/interview/ob/nakamura_ta_2018_07.html
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（2019年6月20日改訂）

◆ 社会科学研究所/リンク集

01> 各種最新情報： https://issnews.iss.u-tokyo.ac.jp/

02> 研究会・セミナー案内: https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/research/monthly/index.html

03> 人材公募情報： https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/recruitment/index.html

04> 刊行物一覧： https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/publishments/index.html

https://issnews.iss.u-tokyo.ac.jp/
https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/research/monthly/index.html
https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/recruitment/index.html
https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/publishments/index.html
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