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東京大学は、10学部・15研究科と11の附置研究所とから成っています。
『社研』は、その附置研究所のひとつです。
戦前戦中の学問のあり方に対する反省のうえに立ち、社会科学の分野における

「純粋に学問の立場から、戦後の復興、平和民主国家及び文化日本建設のための、
真に科学的な調査研究を目指す機関」として、1946年に『社研』は設立されました。

（出典：南原　繁（東大元総長）「社会科学研究所の設置について」『社会科学研究』第一巻、1948年）

研究スタッフの専門分野は、法学・政治学・
経済学・社会学という社会科学の4つの分野に
またがり、研究対象とする地域は、日本をはじめ、
東アジア、ヨーロッパ、アメリカなどに広がって
います。研究スタッフは大学院・学部の教育活動
も担っています。

このような学際性と国際的視野を活かし、理論・歴史・国際比較の観点から、
日本と世界が直面している問題を総合的に研究することが『社研』のミッション
です。

The University of  Tokyo is composed of  10 undergraduate schools, 15 graduate schools, and 11 affiliated 
research institutes including ISS (known as “Shaken” in Japan).
Reflecting on the state of  academia before and during WWII, the Institute of  Social Science was established 
in 1946 as "an organization that aims to conduct truly scientific and purely academic research in the field of  
social science, for the purpose of  postwar reconstruction and the development of  a peaceful, democratic, and 
cultural Japan." 

(NANBARA Shigeru (Former President, The University of  Tokyo), "On the Establishment of  the Institute of  Social Science", Journal of  Social Science (Vol. 1), 1948)

Institute of Social Science (ISS)

The research conducted by ISS staff  extends across four major 
academic fields in the social sciences—law, political science, 
economics, and sociology—with a broad range of  regional 
focuses including not only Japan, but also East Asia, Europe, the 
United States, and others. ISS staff  also engage in university 
teaching at both the postgraduate and undergraduate levels.

Strength of ISS

The mission of  ISS is to carry out empirical studies of  an interdisciplinary and international nature from a 
variety of  theoretical, historical, and comparative perspectives, to further a comprehensive understanding of  
social, political, and economic issues facing Japan and the world.

Mission of ISS

法学政治学

経済学社会学

社研
（ISS）

社会科学研究所『社研』とは

『社研』の特色

『社研』のミッション

ISS Research Organization and Activities

『社研』の研究組織は「比較現代法部門」、「比較現代政治
部門」、「比較現代経済部門」、「比較現代社会部門」、「国際
日本社会部門」の常置5部門、および時限研究組織である
「社会連携研究部門」（2019～2021年度）から構成されて
います。
また、文部科学省から全国共同利用・共同研究拠点の
認定を受けている「附属社会調査・データアーカイブ研究
センター」を所内に配しています。

『社研』の研究活動は、「専門分野基礎研究」、「全所的
プロジェクト研究」、「グループ共同研究」の3層構造です。
基層である「専門分野基礎研究」は、個々の研究スタッフが、
それぞれの専門分野において、自律的に課題を設定して
行う研究です。そうした専門分野基礎研究力を結集し、総合
的な社会科学的研究を推進する点に存在意義があると
考え、「全所的プロジェクト研究」と呼ばれる共同研究を、
所の基幹事業として位置付けてきました。
以上のような、個人レベルの「専門分野基礎研究」と、

研究所レベルの「全所的プロジェクト研究」の中間に、さま
ざまな性格の「グループ共同研究」が展開されています。

『社研』の研究活動は、上記の全所的プロジェクト研究に代表され
る、社会科学の総合知を追求する「共同研究の推進」、SSJデータ
アーカイブ（SSJDA）および図書室の運営を中心とした「研究インフ
ラの構築」、そして、研究成果の単なる社会還元ではなく、社会や
国民とともに「知の共創」を目指すような「調査の実施」を3つの柱と
しています。

Research Organization of ISS
ISS has five basic research departments (Law, Politics, Economics, Sociology, and 
International Japanese Society) and one temporary research department of  Social 
Cooperative Research (from academic year 2019 to academic year 2021). ISS also 
houses the Center for Social Research and Data Archives (CSRDA), certified by 
MEXT as a Joint Usage/Research Center. (“MEXT” is the Ministry of  
Education, Culture, Sports, Science and Technology of  Japan.)

Three layers of ISS Research Activities
ISS research activity has a three-layered structure: basic research in specialized 
fields, institute-wide joint research project, and grouped joint research projects.
Basic research in specialized fields is the groundwork of  ISS, in which each staff  member works autonomously and sets their own goals.
ISS’s raison d'être is to integrate research strength so as to promote general social science research; “institute-wide joint research project” 
has been defined as ISS fundamental project. Grouped joint research projects are placed between the individual-level “basic research in 
a specialized field” and the institute-level “institute-wide joint research project,” and our researchers have been actively engaging in these 
projects.

The Three Pillars of ISS Activities
There are three “pillars” of  ISS’s activities: “promotion of  joint research” such as 
institute-wide joint research project to pursue knowledge of  the social sciences in general; 
“building of  a research infrastructure” centering on CSRDA and the ISS Library; and 
“conducting empirical social science research” with the aim of  producing co-created 
knowledge together with society as a whole.

研究組織

研究活動の3層構造

研究活動の３つの柱
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データアーカイブ研究センター

（全国共同利用・共同研究拠点）

グループ共同研究

全所的プロジェクト研究

研究組織

現 代 日 本 研 究 会
ヨ ー ロ ッ パ 研 究 会
産 業 組 織 研 究 会
近 代 日 本 史 研 究 会

希望学（希望の社会科学）
経 済 制 度 史 研 究 会
現 代 中 国 研 究 拠 点
民事司法研究プロジェクト

2005～2008
2010～2013
2016～2019
2020～2024

「地域主義比較研究」「希望の社会科学」
「ガバナンスを問い直す」
「危機対応の社会科学」
「社会科学のメソドロジー」

専門分野基礎研究
スタッフ各自の専門研究

研究活動の3層構造

（2019 ～ 2021）社会連携研究部門

『社研』の研究活動
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東京大学は、10学部・15研究科と11の附置研究所とから成っています。
『社研』は、その附置研究所のひとつです。
戦前戦中の学問のあり方に対する反省のうえに立ち、社会科学の分野における

「純粋に学問の立場から、戦後の復興、平和民主国家及び文化日本建設のための、
真に科学的な調査研究を目指す機関」として、1946年に『社研』は設立されました。

（出典：南原　繁（東大元総長）「社会科学研究所の設置について」『社会科学研究』第一巻、1948年）

研究スタッフの専門分野は、法学・政治学・
経済学・社会学という社会科学の4つの分野に
またがり、研究対象とする地域は、日本をはじめ、
東アジア、ヨーロッパ、アメリカなどに広がって
います。研究スタッフは大学院・学部の教育活動
も担っています。

このような学際性と国際的視野を活かし、理論・歴史・国際比較の観点から、
日本と世界が直面している問題を総合的に研究することが『社研』のミッション
です。

The University of  Tokyo is composed of  10 undergraduate schools, 15 graduate schools, and 11 affiliated 
research institutes including ISS (known as “Shaken” in Japan).
Reflecting on the state of  academia before and during WWII, the Institute of  Social Science was established 
in 1946 as "an organization that aims to conduct truly scientific and purely academic research in the field of  
social science, for the purpose of  postwar reconstruction and the development of  a peaceful, democratic, and 
cultural Japan." 

(NANBARA Shigeru (Former President, The University of  Tokyo), "On the Establishment of  the Institute of  Social Science", Journal of  Social Science (Vol. 1), 1948)
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The research conducted by ISS staff  extends across four major 
academic fields in the social sciences—law, political science, 
economics, and sociology—with a broad range of  regional 
focuses including not only Japan, but also East Asia, Europe, the 
United States, and others. ISS staff  also engage in university 
teaching at both the postgraduate and undergraduate levels.
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The mission of  ISS is to carry out empirical studies of  an interdisciplinary and international nature from a 
variety of  theoretical, historical, and comparative perspectives, to further a comprehensive understanding of  
social, political, and economic issues facing Japan and the world.
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的な社会科学的研究を推進する点に存在意義があると
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所の基幹事業として位置付けてきました。
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Research Organization of ISS
ISS has five basic research departments (Law, Politics, Economics, Sociology, and 
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『社研』は、その附置研究所のひとつです。
戦前戦中の学問のあり方に対する反省のうえに立ち、社会科学の分野における

「純粋に学問の立場から、戦後の復興、平和民主国家及び文化日本建設のための、
真に科学的な調査研究を目指す機関」として、1946年に『社研』は設立されました。

（出典：南原　繁（東大元総長）「社会科学研究所の設置について」『社会科学研究』第一巻、1948年）
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経済学・社会学という社会科学の4つの分野に
またがり、研究対象とする地域は、日本をはじめ、
東アジア、ヨーロッパ、アメリカなどに広がって
います。研究スタッフは大学院・学部の教育活動
も担っています。

このような学際性と国際的視野を活かし、理論・歴史・国際比較の観点から、
日本と世界が直面している問題を総合的に研究することが『社研』のミッション
です。

The University of  Tokyo is composed of  10 undergraduate schools, 15 graduate schools, and 11 affiliated 
research institutes including ISS (known as “Shaken” in Japan).
Reflecting on the state of  academia before and during WWII, the Institute of  Social Science was established 
in 1946 as "an organization that aims to conduct truly scientific and purely academic research in the field of  
social science, for the purpose of  postwar reconstruction and the development of  a peaceful, democratic, and 
cultural Japan." 

(NANBARA Shigeru (Former President, The University of  Tokyo), "On the Establishment of  the Institute of  Social Science", Journal of  Social Science (Vol. 1), 1948)
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economics, and sociology—with a broad range of  regional 
focuses including not only Japan, but also East Asia, Europe, the 
United States, and others. ISS staff  also engage in university 
teaching at both the postgraduate and undergraduate levels.

Strength of ISS
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variety of  theoretical, historical, and comparative perspectives, to further a comprehensive understanding of  
social, political, and economic issues facing Japan and the world.
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それぞれの専門分野において、自律的に課題を設定して
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的な社会科学的研究を推進する点に存在意義があると
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所の基幹事業として位置付けてきました。
以上のような、個人レベルの「専門分野基礎研究」と、

研究所レベルの「全所的プロジェクト研究」の中間に、さま
ざまな性格の「グループ共同研究」が展開されています。

『社研』の研究活動は、上記の全所的プロジェクト研究に代表され
る、社会科学の総合知を追求する「共同研究の推進」、SSJデータ
アーカイブ（SSJDA）および図書室の運営を中心とした「研究インフ
ラの構築」、そして、研究成果の単なる社会還元ではなく、社会や
国民とともに「知の共創」を目指すような「調査の実施」を3つの柱と
しています。

Research Organization of ISS
ISS has five basic research departments (Law, Politics, Economics, Sociology, and 
International Japanese Society) and one temporary research department of  Social 
Cooperative Research (from academic year 2019 to academic year 2021). ISS also 
houses the Center for Social Research and Data Archives (CSRDA), certified by 
MEXT as a Joint Usage/Research Center. (“MEXT” is the Ministry of  
Education, Culture, Sports, Science and Technology of  Japan.)

Three layers of ISS Research Activities
ISS research activity has a three-layered structure: basic research in specialized 
fields, institute-wide joint research project, and grouped joint research projects.
Basic research in specialized fields is the groundwork of  ISS, in which each staff  member works autonomously and sets their own goals.
ISS’s raison d'être is to integrate research strength so as to promote general social science research; “institute-wide joint research project” 
has been defined as ISS fundamental project. Grouped joint research projects are placed between the individual-level “basic research in 
a specialized field” and the institute-level “institute-wide joint research project,” and our researchers have been actively engaging in these 
projects.

The Three Pillars of ISS Activities
There are three “pillars” of  ISS’s activities: “promotion of  joint research” such as 
institute-wide joint research project to pursue knowledge of  the social sciences in general; 
“building of  a research infrastructure” centering on CSRDA and the ISS Library; and 
“conducting empirical social science research” with the aim of  producing co-created 
knowledge together with society as a whole.
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東京大学 社会科学研究所
Institute of Social Science, The University of Tokyo

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
7-3-1 Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033 JAPAN

https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/

東京大学 社会科学研究所
Institute of Social Science, The University of Tokyo

N

東
大
正
門
前

正門 赤門

鉄門

龍岡門

春日門

懐徳門

東京大学医学部
附属病院

安田講堂
(東京大学大講堂 )

育徳堂
(弓道場 )

東京メトロ丸ノ内線
本郷三丁目駅

都営大江戸線
本郷三丁目駅

本郷郵便局前

本郷
郵便局

東大赤門前 本郷三丁目本郷通り

春
日
通
り

本富士警察署前

本郷消防署前社会科学研究所

東京大学は、10学部・15研究科と11の附置研究所とから成っています。
『社研』は、その附置研究所のひとつです。
戦前戦中の学問のあり方に対する反省のうえに立ち、社会科学の分野における

「純粋に学問の立場から、戦後の復興、平和民主国家及び文化日本建設のための、
真に科学的な調査研究を目指す機関」として、1946年に『社研』は設立されました。

（出典：南原　繁（東大元総長）「社会科学研究所の設置について」『社会科学研究』第一巻、1948年）

研究スタッフの専門分野は、法学・政治学・
経済学・社会学という社会科学の4つの分野に
またがり、研究対象とする地域は、日本をはじめ、
東アジア、ヨーロッパ、アメリカなどに広がって
います。研究スタッフは大学院・学部の教育活動
も担っています。

このような学際性と国際的視野を活かし、理論・歴史・国際比較の観点から、
日本と世界が直面している問題を総合的に研究することが『社研』のミッション
です。

The University of  Tokyo is composed of  10 undergraduate schools, 15 graduate schools, and 11 affiliated 
research institutes including ISS (known as “Shaken” in Japan).
Reflecting on the state of  academia before and during WWII, the Institute of  Social Science was established 
in 1946 as "an organization that aims to conduct truly scientific and purely academic research in the field of  
social science, for the purpose of  postwar reconstruction and the development of  a peaceful, democratic, and 
cultural Japan." 

(NANBARA Shigeru (Former President, The University of  Tokyo), "On the Establishment of  the Institute of  Social Science", Journal of  Social Science (Vol. 1), 1948)

Institute of Social Science (ISS)

The research conducted by ISS staff  extends across four major 
academic fields in the social sciences—law, political science, 
economics, and sociology—with a broad range of  regional 
focuses including not only Japan, but also East Asia, Europe, the 
United States, and others. ISS staff  also engage in university 
teaching at both the postgraduate and undergraduate levels.

Strength of ISS

The mission of  ISS is to carry out empirical studies of  an interdisciplinary and international nature from a 
variety of  theoretical, historical, and comparative perspectives, to further a comprehensive understanding of  
social, political, and economic issues facing Japan and the world.

Mission of ISS

法学政治学

経済学社会学

社研
（ISS）

社会科学研究所『社研』とは

『社研』の特色

『社研』のミッション

ISS Research Organization and Activities

『社研』の研究組織は「比較現代法部門」、「比較現代政治
部門」、「比較現代経済部門」、「比較現代社会部門」、「国際
日本社会部門」の常置5部門、および時限研究組織である
「社会連携研究部門」（2019～2021年度）から構成されて
います。
また、文部科学省から全国共同利用・共同研究拠点の
認定を受けている「附属社会調査・データアーカイブ研究
センター」を所内に配しています。

『社研』の研究活動は、「専門分野基礎研究」、「全所的
プロジェクト研究」、「グループ共同研究」の3層構造です。
基層である「専門分野基礎研究」は、個々の研究スタッフが、
それぞれの専門分野において、自律的に課題を設定して
行う研究です。そうした専門分野基礎研究力を結集し、総合
的な社会科学的研究を推進する点に存在意義があると
考え、「全所的プロジェクト研究」と呼ばれる共同研究を、
所の基幹事業として位置付けてきました。
以上のような、個人レベルの「専門分野基礎研究」と、
研究所レベルの「全所的プロジェクト研究」の中間に、さま
ざまな性格の「グループ共同研究」が展開されています。

『社研』の研究活動は、上記の全所的プロジェクト研究に代表され
る、社会科学の総合知を追求する「共同研究の推進」、SSJデータ
アーカイブ（SSJDA）および図書室の運営を中心とした「研究インフ
ラの構築」、そして、研究成果の単なる社会還元ではなく、社会や
国民とともに「知の共創」を目指すような「調査の実施」を3つの柱と
しています。

Research Organization of ISS
ISS has five basic research departments (Law, Politics, Economics, Sociology, and 
International Japanese Society) and one temporary research department of  Social 
Cooperative Research (from academic year 2019 to academic year 2021). ISS also 
houses the Center for Social Research and Data Archives (CSRDA), certified by 
MEXT as a Joint Usage/Research Center. (“MEXT” is the Ministry of  
Education, Culture, Sports, Science and Technology of  Japan.)

Three layers of ISS Research Activities
ISS research activity has a three-layered structure: basic research in specialized 
fields, institute-wide joint research project, and grouped joint research projects.
Basic research in specialized fields is the groundwork of  ISS, in which each staff  member works autonomously and sets their own goals.
ISS’s raison d'être is to integrate research strength so as to promote general social science research; “institute-wide joint research project” 
has been defined as ISS fundamental project. Grouped joint research projects are placed between the individual-level “basic research in 
a specialized field” and the institute-level “institute-wide joint research project,” and our researchers have been actively engaging in these 
projects.

The Three Pillars of ISS Activities
There are three “pillars” of  ISS’s activities: “promotion of  joint research” such as 
institute-wide joint research project to pursue knowledge of  the social sciences in general; 
“building of  a research infrastructure” centering on CSRDA and the ISS Library; and 
“conducting empirical social science research” with the aim of  producing co-created 
knowledge together with society as a whole.
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専門分野基礎研究の力を結集し、総合的な社会科学研究
を推進する点に存在意義があると考え、「全所的プロジェクト
研究」と呼ばれる共同研究を、研究所の基幹事業として位置
付けてきました。

全所的プロジェクト研究は、日本と世界が直面している重要
課題を研究テーマとして設定し、所内外の多くの研究者や
実践家の参加を得て、3年から5年の研究期間をかけて研究
を進め、成果を刊行します。1964年開始以来、これまでに取り
組んできたテーマは、「基本的人権」、「戦後改革」、「ファシズ
ム期の国家と社会」、「福祉国家」、「転換期の福祉国家」、
「現代日本社会」、「20世紀システム」、「失われた10年？ 90年
代日本をとらえなおす」、「地域主義比較」， 「希望の社会科
学」、「ガバナンスを問い直す」、そして「危機対応の社会科
学」でした。それらの成果はいずれも東京大学出版会から数巻
におよぶ書物として刊行されています。

“Institute-Wide Joint Research Projects” have been a major pillar of  ISS activities since 1964. Their purpose is to marshal ISS’s disciplinary research strengths and 
contribute to the broader development of  social science research. These projects address critical issues faced by Japan and the world, and draw on contributions 
by researchers and practitioners from inside and outside ISS. Themes of  past joint research projects include “Fundamental Human Rights,” “Postwar Reforms,” 
“State and Society during the Period of  Fascism,” “Welfare State,” “The Welfare State at a Crossroads,” “Contemporary Japanese Society,” “The 20th Century 
Global System,” “The Lost Decade? Reappraising Contemporary Japan,” “Comparative Regionalism Project,” “Social Sciences of  Hope,” “Reconsidering 
Governance,” and “Social Sciences of  Crisis Thinking.” These joint research projects are developed over three to five years, and their results have been published 
by University of  Tokyo Press.

Theme of the Current Project “Methodology of Social Sciences”
The current institute-wide joint research project, “Methodology of  Social Sciences: How to Measure Phenomena and Values,” was established in 2021. Its goal is 
to reexamine the evolution of  social science research, paying particular attention to recent methodological innovations offered by “Artificial Intelligence” and “Big 
Data”. It explores how different social science disciplines have studied societal phenomena, including COVID-19, and how they have conceptualized and 
measured concepts-in-common, such as subjective values and preferences. The planned project period is 4 years.

Four Pillars of “Methodology of Social Sciences”
This institute-wide joint research project consists of  four pillars: Social Sciences of  Measurement; COVID-19 and the Social Sciences; Methods of  Jurisprudence; 
Philosophy of  Social Science. Each pillar will work in concert on themes of  common interest and will collaborate in the production of  research publications.

UT-IPI

英文図書刊行支援事業は、東京大学の人文社会科学の教員による英文学術図書刊行を支援するものです。出版
企画書作成から契約までを支援する専門のスタッフを採用することで、国際的な評価の高い大学出版局からの英文図
書の刊行を支援し、人文社会科学分野のさらなる活性化を目指します。

社会科学の英文図書刊行の支援を行うため、専任の准教授が着任し、
事業が本格的に始動しています。東洋文化研究所と相互に協力しつつ、
英文学術図書の出版を希望する人文社会科学分野のすべての教員が
相談できる環境を整えています。

これまでに、米国や英国の大学出版局からの編集者を招いてのシンポ
ジウムを開催しました。この事業の支援の下、現在までに多くの企画が
契約に到り、すでに刊行された本もあります。

Purpose
The University of  Tokyo International Publishing Initiative (UT-IPI) supports the publication of  academic books in English by humanities and social sciences faculty 
members at the University of  Tokyo. By hiring specialized staff  to assist in everything from the creation of  book proposals to contracts, we support the publication 
of  English books from this internationally acclaimed university press and further revitalize the humanities and social sciences field.
Staff
With the arrival of  a full-time associate professor to support the publication of  English books in the social sciences, the project has started in earnest. In cooperation 
with the Institute of  Advanced Studies on Asia, we have created an environment that is open to consultation from all humanities and social sciences faculty members 
who wish to publish English academic books.
Achievements
We have held symposiums inviting the editors of  American and British university presses. With the support of  this project, many initiatives have reached the 
contract phase, and we have already seen the publication of  several books.

Institute-wide Joint Research Project

Social Science Japan Journalは、社研に本部を置く学際的なジャーナルで、オックス
フォード大学出版局から発行されています。1997年の創刊以来、経済学、政治学、社会
学、法学、人類学、歴史学などの社会科学分野を網羅した現代日本に関する査読付きの
研究論文や書評を掲載しています。

SSJJが他の学術誌と異なる特徴として、英語または日本語で執筆された論文を受け付け、
バイリンガルでの査読を行い、採択された日本語の論文は無料で英語に翻訳しています。
またSSJJは、世界各国の著名な日本研究者約30名からなる国際編集委員会と、ヨーロッ
パ、北米、イスラエルを代表する4名の地域代表委員によって支えられており、論文の募集や
投稿論文の評価への積極的な支援を受けています。

Social Science Japan Journal is an inter-disciplinary journal based at ISS and published by Oxford University Press. Operating since 1997, SSJJ publishes two 
issues yearly, featuring peer-reviewed research articles and book reviews on modern Japan in the fields of  economics, political science, sociology, law, 
anthropology, and history.
SSJJ’s Strengths
What sets SSJJ apart from other journals is our bilingual editorial process. We accept articles in either English or Japanese, conduct bilingual peer review, and 
offer free translation into English of  Japanese articles upon acceptance.
SSJJ is supported by an international editorial board of  thirty distinguished Japan scholars from around the world, as well as four regional champions representing 
Europe, North America and Israel who actively assist in recruiting and evaluating submissions.

Social Science Japan Journal

2007年に人間文化研究機構の事業としてスタートし、2017年からは東京大学の経費で運営されています。社研に
事務局を置いていますが、研究メンバーは東京大学全学の17名の教員によって構成されています。

6つのグループ、すなわち中国農業、一帯一路
構想、歴史と空間、大学卒業生の就業と失業、
中国研究の比較、中国社会に分かれて活動して
います。香港問題、イノベーション、米中戦略競
争など時代の要請に応える研究発信をしつつ、
長期的・歴史的視野に立った現代中国研究を
深めています。

学部生や大学院生向けの授業や社会人向
けの講座を開催し、その内容を書籍として刊行
しています。また、英語や中国語での論文刊行
や国際ワークショップの開催を通じて中国や他国
の研究者との連携を深め、現代中国研究の国際
的なハブとして活動しています。

CCRB was established in 2007 with funding from the National Institutes for the Humanities, and since 2017 it has been funded by the University of  Tokyo. CCRB’s 
secretariat is placed at ISS, but its members belong to several faculties of  the university.
Research Topics
Under CCRB there are six research groups, focusing on Chinese agriculture, the Belt and Road Initiative, history and space, college graduate employment, 
comparison of  China studies, and Chinese society. While responding to current societal interests on China, such as the Hong Kong issue, innovation, and the strategic 
competition between the US and China, CCRB is devoted to deepening the study of  contemporary China based on both historical and long-term perspectives.
Dissemination of research results
CCRB has offered lecture series on contemporary China for undergraduate and graduate students, as well as the general public, publishing several books based on 
those lectures. CCRB has also strengthened its collaboration with researchers in both China and other countries, and acts as an international hub for contemporary 
China research, publishing research papers in English and Chinese and hosting international workshops.

Contemporary China Research Base (CCRB)

社会科学研究所図書室は、設立以来70年以上にわたり、法学、政治学、
経済学、社会学などの社会科学に関連する資料を収集、保存してきました。
最近では日本研究に関する洋書の収集にも力を入れています。

35万冊を超える蔵書には貴重な文書や手稿も含まれ、多数のマイクロ資
料も所蔵しています。

主なコレクションとしては、「極東国際軍事裁判記録」、「糸井文庫」、「島
田文書」、「十河信二氏寄贈資料」などがあります。

これらの資料は、本研究所員のみならず、広く学内外の多くの方々に利
用されています。

Over the 70 years since its establishment, the Institute of  Social Science Library has collected and 
preserved materials in the field of  the social sciences. The collection includes materials on law, 
politics,economics, and sociology. In recent years, the library has also been collecting monographs 
on Japanese studies in foreign languages.
The library holdings currently number in excess of  350,000 volumes, including rare documents and 
manuscripts, in addition to a large amount of  microform materials.
These materials are available not only to the members of  ISS and the University of  Tokyo but also 
to outside researchers.

Library

CSRDA

附属社会調査・データアーカイブ研究センター
（CSRDA： Center for Social Research and Data 
Archives）は、調査基盤研究、社会調査研究、計量
社会研究、国際調査研究の4分野から構成されて
います。

調査基盤研究分野では、各種調査機関と連携し大
量の一次データを収集し、SSJデータアーカイブの運営
を実施しています。個票データはオンラインシステムを
通じて国内外の大学、研究機関、研究者へ提供してい
ます。

社会調査研究分野では、現在、4つのパネル調査（若
年パネル、壮年パネル、高卒パネル、中学生親子パネル）
を実施しています。計量社会研究分野では、二次分析
研究会や計量分析セミナーを通じて、共同研究の推進
や若手研究者の育成を図っています。国際調査研究分
野では、世界のデータアーカイブとの連携やSSJデータ
アーカイブの国際標準化を目指しています。また、
SSJDAセミナー、CSRDAディスカッションペーパーシ
リーズを通じて、研究者の国際交流ならびに国際共著
論文の支援を行っています。

当センターはこれらの活動を通じて、日本における実
証的社会科学研究の発展、および東アジア社会調査・
データアーカイブネットワークの構築に、主導的な役割
を果たしていくことを目的としています。

The Center for Social Research and Data Archives (CSRDA) comprises four 
groups: the Research Infrastructure Group, the Social Survey Research 
Group, the Quantitative Social Research Group, and the International 
Survey Research Group.The Research Infrastructure Group works with a 
variety of  research agencies to gather large amounts of  primary data used in 
the SSJ Data Archive and make it available online for joint usage by 
universities, research institutions, and researchers in Japan and beyond.
The Social Survey Research Group conducts the Japanese Life Course Panel 
Survey (JLPS). The Quantitative Social Research Group, through its 
secondary analysis research workshops and quantitative analysis seminars, is 
able to promote cooperative research and train young researchers.
The International Survey Research Group establishes and maintains 
relationships with data archives throughout the world, and is working to 
bring the SSJ Data Archive in line with international standards.
Through these activities, CSRDA intends to take a leading role in the 
development of  empirical social science research in Japan, and in the 
construction of  a network of  East Asia social surveys and data archives.

現代中国研究拠点とは全所的プロジェクト研究とは

2021年より、社会科学研究所の新たな全所的プロジェクト
研究「社会科学のメソドロジー：事象や価値をどのように測る
か」が発足しました。このプロジェクトは、AIやビッグデータによ
る方法的革新によって、社会科学がどのように変化している
かを再検討するものです。その際にとくに、多様な社会科学が
COVID-19などの研究を通じて、事象のみならず主観的な
価値や選好をいかに「測る」かに注目します。プロジェクト期
間は4年を予定しています。

全所的プロジェクト研究「社会科学のメソドロジー」

この全所的プロジェクトは、「測ること」の社会科学、
COVID-19と社会科学、法学の方法、社会科学の哲学の4つ
のサブプロジェクトから構成されます。各サブプロジェクトは
相互に連携しつつ、共同して最終的な成果を目指します。

「社会科学のメソドロジー」プロジェクトの4つの柱

SSJJとは

SSJJの特色と国際性

附属社会調査・データアーカイブ
研究センターについて

事業の目的

体制

実績

研究テーマ

成果の普及「全所的プロジェクト研究」刊行物
Institute-wide joint research project publications

習近平政権のスローガンの前を走るシェアサイクル
（深圳市前海区にて撮影）
A biker riding a shared bike in front of a Xi Jinping's slogan
(photo taken in Qianhai District, Shenzhen)

建設工事現場の労働者
（深圳市華強北にて撮影）
A construction worker building roads 
(photo taken on Huaqiangbei Street, Shenzhen)

Social Science Japan Journal 表紙
Front cover of Social Science Japan Journal

英文図書刊行支援事業キックオフシンポジウム
UT-IPI Kick-off Symposium

図書室カウンター
ISS Library counter

国際ワークショップの休憩時間でのお茶会の様子
Tea ceremony at break time during an international workshop

2019年寄託者・優秀論文 表彰式
Awards of 2019 for Depositors and Excellent Papers using SSJDA's Data

「フランス2月革命コレクション」より
From the  “France’s February Revolution Collection”

月曜日～金曜日（祝日、その他臨時に閉室する場合を除く。）
9:00～17:00（閲覧受付：9:00～12：00、13：00～16:30まで）
　　

開 室 日
開 館 時 間

詳細は図書室ウェブサイトをご参照ください。

全 所的プロジェクト研究 現 代中国研究拠点（CCRB）

S  ocial Science Japan Journal（SSJJ）
図 書室

英 文図書刊行支援事業（UT-IPI） 附 属社会調査・データアーカイブ研究センター

https://library.iss.u-tokyo.ac.jp/
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https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/project/ （CSRDA）

全所的プロジェクト研究「危機対応の社会科学」成果発表会
Presentation of the results of “Social Sciences of Crisis Thinking”

全所的プロジェクト研究「危機対応の社会科学」ポスターセッション
Poster session for “Social Sciences of Crisis Thinking”



専門分野基礎研究の力を結集し、総合的な社会科学研究
を推進する点に存在意義があると考え、「全所的プロジェクト
研究」と呼ばれる共同研究を、研究所の基幹事業として位置
付けてきました。

全所的プロジェクト研究は、日本と世界が直面している重要
課題を研究テーマとして設定し、所内外の多くの研究者や
実践家の参加を得て、3年から5年の研究期間をかけて研究
を進め、成果を刊行します。1964年開始以来、これまでに取り
組んできたテーマは、「基本的人権」、「戦後改革」、「ファシズ
ム期の国家と社会」、「福祉国家」、「転換期の福祉国家」、
「現代日本社会」、「20世紀システム」、「失われた10年？ 90年
代日本をとらえなおす」、「地域主義比較」， 「希望の社会科
学」、「ガバナンスを問い直す」、そして「危機対応の社会科
学」でした。それらの成果はいずれも東京大学出版会から数巻
におよぶ書物として刊行されています。

“Institute-Wide Joint Research Projects” have been a major pillar of  ISS activities since 1964. Their purpose is to marshal ISS’s disciplinary research strengths and 
contribute to the broader development of  social science research. These projects address critical issues faced by Japan and the world, and draw on contributions 
by researchers and practitioners from inside and outside ISS. Themes of  past joint research projects include “Fundamental Human Rights,” “Postwar Reforms,” 
“State and Society during the Period of  Fascism,” “Welfare State,” “The Welfare State at a Crossroads,” “Contemporary Japanese Society,” “The 20th Century 
Global System,” “The Lost Decade? Reappraising Contemporary Japan,” “Comparative Regionalism Project,” “Social Sciences of  Hope,” “Reconsidering 
Governance,” and “Social Sciences of  Crisis Thinking.” These joint research projects are developed over three to five years, and their results have been published 
by University of  Tokyo Press.

Theme of the Current Project “Methodology of Social Sciences”
The current institute-wide joint research project, “Methodology of  Social Sciences: How to Measure Phenomena and Values,” was established in 2021. Its goal is 
to reexamine the evolution of  social science research, paying particular attention to recent methodological innovations offered by “Artificial Intelligence” and “Big 
Data”. It explores how different social science disciplines have studied societal phenomena, including COVID-19, and how they have conceptualized and 
measured concepts-in-common, such as subjective values and preferences. The planned project period is 4 years.

Four Pillars of “Methodology of Social Sciences”
This institute-wide joint research project consists of  four pillars: Social Sciences of  Measurement; COVID-19 and the Social Sciences; Methods of  Jurisprudence; 
Philosophy of  Social Science. Each pillar will work in concert on themes of  common interest and will collaborate in the production of  research publications.

UT-IPI

英文図書刊行支援事業は、東京大学の人文社会科学の教員による英文学術図書刊行を支援するものです。出版
企画書作成から契約までを支援する専門のスタッフを採用することで、国際的な評価の高い大学出版局からの英文図
書の刊行を支援し、人文社会科学分野のさらなる活性化を目指します。

社会科学の英文図書刊行の支援を行うため、専任の准教授が着任し、
事業が本格的に始動しています。東洋文化研究所と相互に協力しつつ、
英文学術図書の出版を希望する人文社会科学分野のすべての教員が
相談できる環境を整えています。

これまでに、米国や英国の大学出版局からの編集者を招いてのシンポ
ジウムを開催しました。この事業の支援の下、現在までに多くの企画が
契約に到り、すでに刊行された本もあります。

Purpose
The University of  Tokyo International Publishing Initiative (UT-IPI) supports the publication of  academic books in English by humanities and social sciences faculty 
members at the University of  Tokyo. By hiring specialized staff  to assist in everything from the creation of  book proposals to contracts, we support the publication 
of  English books from this internationally acclaimed university press and further revitalize the humanities and social sciences field.
Staff
With the arrival of  a full-time associate professor to support the publication of  English books in the social sciences, the project has started in earnest. In cooperation 
with the Institute of  Advanced Studies on Asia, we have created an environment that is open to consultation from all humanities and social sciences faculty members 
who wish to publish English academic books.
Achievements
We have held symposiums inviting the editors of  American and British university presses. With the support of  this project, many initiatives have reached the 
contract phase, and we have already seen the publication of  several books.

Institute-wide Joint Research Project

Social Science Japan Journalは、社研に本部を置く学際的なジャーナルで、オックス
フォード大学出版局から発行されています。1997年の創刊以来、経済学、政治学、社会
学、法学、人類学、歴史学などの社会科学分野を網羅した現代日本に関する査読付きの
研究論文や書評を掲載しています。

SSJJが他の学術誌と異なる特徴として、英語または日本語で執筆された論文を受け付け、
バイリンガルでの査読を行い、採択された日本語の論文は無料で英語に翻訳しています。
またSSJJは、世界各国の著名な日本研究者約30名からなる国際編集委員会と、ヨーロッ
パ、北米、イスラエルを代表する4名の地域代表委員によって支えられており、論文の募集や
投稿論文の評価への積極的な支援を受けています。

Social Science Japan Journal is an inter-disciplinary journal based at ISS and published by Oxford University Press. Operating since 1997, SSJJ publishes two 
issues yearly, featuring peer-reviewed research articles and book reviews on modern Japan in the fields of  economics, political science, sociology, law, 
anthropology, and history.
SSJJ’s Strengths
What sets SSJJ apart from other journals is our bilingual editorial process. We accept articles in either English or Japanese, conduct bilingual peer review, and 
offer free translation into English of  Japanese articles upon acceptance.
SSJJ is supported by an international editorial board of  thirty distinguished Japan scholars from around the world, as well as four regional champions representing 
Europe, North America and Israel who actively assist in recruiting and evaluating submissions.

Social Science Japan Journal

2007年に人間文化研究機構の事業としてスタートし、2017年からは東京大学の経費で運営されています。社研に
事務局を置いていますが、研究メンバーは東京大学全学の17名の教員によって構成されています。

6つのグループ、すなわち中国農業、一帯一路
構想、歴史と空間、大学卒業生の就業と失業、
中国研究の比較、中国社会に分かれて活動して
います。香港問題、イノベーション、米中戦略競
争など時代の要請に応える研究発信をしつつ、
長期的・歴史的視野に立った現代中国研究を
深めています。

学部生や大学院生向けの授業や社会人向
けの講座を開催し、その内容を書籍として刊行
しています。また、英語や中国語での論文刊行
や国際ワークショップの開催を通じて中国や他国
の研究者との連携を深め、現代中国研究の国際
的なハブとして活動しています。

CCRB was established in 2007 with funding from the National Institutes for the Humanities, and since 2017 it has been funded by the University of  Tokyo. CCRB’s 
secretariat is placed at ISS, but its members belong to several faculties of  the university.
Research Topics
Under CCRB there are six research groups, focusing on Chinese agriculture, the Belt and Road Initiative, history and space, college graduate employment, 
comparison of  China studies, and Chinese society. While responding to current societal interests on China, such as the Hong Kong issue, innovation, and the strategic 
competition between the US and China, CCRB is devoted to deepening the study of  contemporary China based on both historical and long-term perspectives.
Dissemination of research results
CCRB has offered lecture series on contemporary China for undergraduate and graduate students, as well as the general public, publishing several books based on 
those lectures. CCRB has also strengthened its collaboration with researchers in both China and other countries, and acts as an international hub for contemporary 
China research, publishing research papers in English and Chinese and hosting international workshops.

Contemporary China Research Base (CCRB)

社会科学研究所図書室は、設立以来70年以上にわたり、法学、政治学、
経済学、社会学などの社会科学に関連する資料を収集、保存してきました。
最近では日本研究に関する洋書の収集にも力を入れています。

35万冊を超える蔵書には貴重な文書や手稿も含まれ、多数のマイクロ資
料も所蔵しています。

主なコレクションとしては、「極東国際軍事裁判記録」、「糸井文庫」、「島
田文書」、「十河信二氏寄贈資料」などがあります。

これらの資料は、本研究所員のみならず、広く学内外の多くの方々に利
用されています。

Over the 70 years since its establishment, the Institute of  Social Science Library has collected and 
preserved materials in the field of  the social sciences. The collection includes materials on law, 
politics,economics, and sociology. In recent years, the library has also been collecting monographs 
on Japanese studies in foreign languages.
The library holdings currently number in excess of  350,000 volumes, including rare documents and 
manuscripts, in addition to a large amount of  microform materials.
These materials are available not only to the members of  ISS and the University of  Tokyo but also 
to outside researchers.

Library
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います。
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量の一次データを収集し、SSJデータアーカイブの運営
を実施しています。個票データはオンラインシステムを
通じて国内外の大学、研究機関、研究者へ提供してい
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リーズを通じて、研究者の国際交流ならびに国際共著
論文の支援を行っています。

当センターはこれらの活動を通じて、日本における実
証的社会科学研究の発展、および東アジア社会調査・
データアーカイブネットワークの構築に、主導的な役割
を果たしていくことを目的としています。
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Survey Research Group.The Research Infrastructure Group works with a 
variety of  research agencies to gather large amounts of  primary data used in 
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able to promote cooperative research and train young researchers.
The International Survey Research Group establishes and maintains 
relationships with data archives throughout the world, and is working to 
bring the SSJ Data Archive in line with international standards.
Through these activities, CSRDA intends to take a leading role in the 
development of  empirical social science research in Japan, and in the 
construction of  a network of  East Asia social surveys and data archives.
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COVID-19などの研究を通じて、事象のみならず主観的な
価値や選好をいかに「測る」かに注目します。プロジェクト期
間は4年を予定しています。
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を推進する点に存在意義があると考え、「全所的プロジェクト
研究」と呼ばれる共同研究を、研究所の基幹事業として位置
付けてきました。

全所的プロジェクト研究は、日本と世界が直面している重要
課題を研究テーマとして設定し、所内外の多くの研究者や
実践家の参加を得て、3年から5年の研究期間をかけて研究
を進め、成果を刊行します。1964年開始以来、これまでに取り
組んできたテーマは、「基本的人権」、「戦後改革」、「ファシズ
ム期の国家と社会」、「福祉国家」、「転換期の福祉国家」、
「現代日本社会」、「20世紀システム」、「失われた10年？ 90年
代日本をとらえなおす」、「地域主義比較」， 「希望の社会科
学」、「ガバナンスを問い直す」、そして「危機対応の社会科
学」でした。それらの成果はいずれも東京大学出版会から数巻
におよぶ書物として刊行されています。

“Institute-Wide Joint Research Projects” have been a major pillar of  ISS activities since 1964. Their purpose is to marshal ISS’s disciplinary research strengths and 
contribute to the broader development of  social science research. These projects address critical issues faced by Japan and the world, and draw on contributions 
by researchers and practitioners from inside and outside ISS. Themes of  past joint research projects include “Fundamental Human Rights,” “Postwar Reforms,” 
“State and Society during the Period of  Fascism,” “Welfare State,” “The Welfare State at a Crossroads,” “Contemporary Japanese Society,” “The 20th Century 
Global System,” “The Lost Decade? Reappraising Contemporary Japan,” “Comparative Regionalism Project,” “Social Sciences of  Hope,” “Reconsidering 
Governance,” and “Social Sciences of  Crisis Thinking.” These joint research projects are developed over three to five years, and their results have been published 
by University of  Tokyo Press.

Theme of the Current Project “Methodology of Social Sciences”
The current institute-wide joint research project, “Methodology of  Social Sciences: How to Measure Phenomena and Values,” was established in 2021. Its goal is 
to reexamine the evolution of  social science research, paying particular attention to recent methodological innovations offered by “Artificial Intelligence” and “Big 
Data”. It explores how different social science disciplines have studied societal phenomena, including COVID-19, and how they have conceptualized and 
measured concepts-in-common, such as subjective values and preferences. The planned project period is 4 years.

Four Pillars of “Methodology of Social Sciences”
This institute-wide joint research project consists of  four pillars: Social Sciences of  Measurement; COVID-19 and the Social Sciences; Methods of  Jurisprudence; 
Philosophy of  Social Science. Each pillar will work in concert on themes of  common interest and will collaborate in the production of  research publications.

UT-IPI

英文図書刊行支援事業は、東京大学の人文社会科学の教員による英文学術図書刊行を支援するものです。出版
企画書作成から契約までを支援する専門のスタッフを採用することで、国際的な評価の高い大学出版局からの英文図
書の刊行を支援し、人文社会科学分野のさらなる活性化を目指します。

社会科学の英文図書刊行の支援を行うため、専任の准教授が着任し、
事業が本格的に始動しています。東洋文化研究所と相互に協力しつつ、
英文学術図書の出版を希望する人文社会科学分野のすべての教員が
相談できる環境を整えています。

これまでに、米国や英国の大学出版局からの編集者を招いてのシンポ
ジウムを開催しました。この事業の支援の下、現在までに多くの企画が
契約に到り、すでに刊行された本もあります。

Purpose
The University of  Tokyo International Publishing Initiative (UT-IPI) supports the publication of  academic books in English by humanities and social sciences faculty 
members at the University of  Tokyo. By hiring specialized staff  to assist in everything from the creation of  book proposals to contracts, we support the publication 
of  English books from this internationally acclaimed university press and further revitalize the humanities and social sciences field.
Staff
With the arrival of  a full-time associate professor to support the publication of  English books in the social sciences, the project has started in earnest. In cooperation 
with the Institute of  Advanced Studies on Asia, we have created an environment that is open to consultation from all humanities and social sciences faculty members 
who wish to publish English academic books.
Achievements
We have held symposiums inviting the editors of  American and British university presses. With the support of  this project, many initiatives have reached the 
contract phase, and we have already seen the publication of  several books.

Institute-wide Joint Research Project

Social Science Japan Journalは、社研に本部を置く学際的なジャーナルで、オックス
フォード大学出版局から発行されています。1997年の創刊以来、経済学、政治学、社会
学、法学、人類学、歴史学などの社会科学分野を網羅した現代日本に関する査読付きの
研究論文や書評を掲載しています。

SSJJが他の学術誌と異なる特徴として、英語または日本語で執筆された論文を受け付け、
バイリンガルでの査読を行い、採択された日本語の論文は無料で英語に翻訳しています。
またSSJJは、世界各国の著名な日本研究者約30名からなる国際編集委員会と、ヨーロッ
パ、北米、イスラエルを代表する4名の地域代表委員によって支えられており、論文の募集や
投稿論文の評価への積極的な支援を受けています。

Social Science Japan Journal is an inter-disciplinary journal based at ISS and published by Oxford University Press. Operating since 1997, SSJJ publishes two 
issues yearly, featuring peer-reviewed research articles and book reviews on modern Japan in the fields of  economics, political science, sociology, law, 
anthropology, and history.
SSJJ’s Strengths
What sets SSJJ apart from other journals is our bilingual editorial process. We accept articles in either English or Japanese, conduct bilingual peer review, and 
offer free translation into English of  Japanese articles upon acceptance.
SSJJ is supported by an international editorial board of  thirty distinguished Japan scholars from around the world, as well as four regional champions representing 
Europe, North America and Israel who actively assist in recruiting and evaluating submissions.

Social Science Japan Journal

2007年に人間文化研究機構の事業としてスタートし、2017年からは東京大学の経費で運営されています。社研に
事務局を置いていますが、研究メンバーは東京大学全学の17名の教員によって構成されています。

6つのグループ、すなわち中国農業、一帯一路
構想、歴史と空間、大学卒業生の就業と失業、
中国研究の比較、中国社会に分かれて活動して
います。香港問題、イノベーション、米中戦略競
争など時代の要請に応える研究発信をしつつ、
長期的・歴史的視野に立った現代中国研究を
深めています。

学部生や大学院生向けの授業や社会人向
けの講座を開催し、その内容を書籍として刊行
しています。また、英語や中国語での論文刊行
や国際ワークショップの開催を通じて中国や他国
の研究者との連携を深め、現代中国研究の国際
的なハブとして活動しています。

CCRB was established in 2007 with funding from the National Institutes for the Humanities, and since 2017 it has been funded by the University of  Tokyo. CCRB’s 
secretariat is placed at ISS, but its members belong to several faculties of  the university.
Research Topics
Under CCRB there are six research groups, focusing on Chinese agriculture, the Belt and Road Initiative, history and space, college graduate employment, 
comparison of  China studies, and Chinese society. While responding to current societal interests on China, such as the Hong Kong issue, innovation, and the strategic 
competition between the US and China, CCRB is devoted to deepening the study of  contemporary China based on both historical and long-term perspectives.
Dissemination of research results
CCRB has offered lecture series on contemporary China for undergraduate and graduate students, as well as the general public, publishing several books based on 
those lectures. CCRB has also strengthened its collaboration with researchers in both China and other countries, and acts as an international hub for contemporary 
China research, publishing research papers in English and Chinese and hosting international workshops.

Contemporary China Research Base (CCRB)

社会科学研究所図書室は、設立以来70年以上にわたり、法学、政治学、
経済学、社会学などの社会科学に関連する資料を収集、保存してきました。
最近では日本研究に関する洋書の収集にも力を入れています。

35万冊を超える蔵書には貴重な文書や手稿も含まれ、多数のマイクロ資
料も所蔵しています。

主なコレクションとしては、「極東国際軍事裁判記録」、「糸井文庫」、「島
田文書」、「十河信二氏寄贈資料」などがあります。

これらの資料は、本研究所員のみならず、広く学内外の多くの方々に利
用されています。

Over the 70 years since its establishment, the Institute of  Social Science Library has collected and 
preserved materials in the field of  the social sciences. The collection includes materials on law, 
politics,economics, and sociology. In recent years, the library has also been collecting monographs 
on Japanese studies in foreign languages.
The library holdings currently number in excess of  350,000 volumes, including rare documents and 
manuscripts, in addition to a large amount of  microform materials.
These materials are available not only to the members of  ISS and the University of  Tokyo but also 
to outside researchers.

Library

CSRDA

附属社会調査・データアーカイブ研究センター
（CSRDA： Center for Social Research and Data 
Archives）は、調査基盤研究、社会調査研究、計量
社会研究、国際調査研究の4分野から構成されて
います。

調査基盤研究分野では、各種調査機関と連携し大
量の一次データを収集し、SSJデータアーカイブの運営
を実施しています。個票データはオンラインシステムを
通じて国内外の大学、研究機関、研究者へ提供してい
ます。

社会調査研究分野では、現在、4つのパネル調査（若
年パネル、壮年パネル、高卒パネル、中学生親子パネル）
を実施しています。計量社会研究分野では、二次分析
研究会や計量分析セミナーを通じて、共同研究の推進
や若手研究者の育成を図っています。国際調査研究分
野では、世界のデータアーカイブとの連携やSSJデータ
アーカイブの国際標準化を目指しています。また、
SSJDAセミナー、CSRDAディスカッションペーパーシ
リーズを通じて、研究者の国際交流ならびに国際共著
論文の支援を行っています。

当センターはこれらの活動を通じて、日本における実
証的社会科学研究の発展、および東アジア社会調査・
データアーカイブネットワークの構築に、主導的な役割
を果たしていくことを目的としています。

The Center for Social Research and Data Archives (CSRDA) comprises four 
groups: the Research Infrastructure Group, the Social Survey Research 
Group, the Quantitative Social Research Group, and the International 
Survey Research Group.The Research Infrastructure Group works with a 
variety of  research agencies to gather large amounts of  primary data used in 
the SSJ Data Archive and make it available online for joint usage by 
universities, research institutions, and researchers in Japan and beyond.
The Social Survey Research Group conducts the Japanese Life Course Panel 
Survey (JLPS). The Quantitative Social Research Group, through its 
secondary analysis research workshops and quantitative analysis seminars, is 
able to promote cooperative research and train young researchers.
The International Survey Research Group establishes and maintains 
relationships with data archives throughout the world, and is working to 
bring the SSJ Data Archive in line with international standards.
Through these activities, CSRDA intends to take a leading role in the 
development of  empirical social science research in Japan, and in the 
construction of  a network of  East Asia social surveys and data archives.

現代中国研究拠点とは全所的プロジェクト研究とは

2021年より、社会科学研究所の新たな全所的プロジェクト
研究「社会科学のメソドロジー：事象や価値をどのように測る
か」が発足しました。このプロジェクトは、AIやビッグデータによ
る方法的革新によって、社会科学がどのように変化している
かを再検討するものです。その際にとくに、多様な社会科学が
COVID-19などの研究を通じて、事象のみならず主観的な
価値や選好をいかに「測る」かに注目します。プロジェクト期
間は4年を予定しています。

全所的プロジェクト研究「社会科学のメソドロジー」

この全所的プロジェクトは、「測ること」の社会科学、
COVID-19と社会科学、法学の方法、社会科学の哲学の4つ
のサブプロジェクトから構成されます。各サブプロジェクトは
相互に連携しつつ、共同して最終的な成果を目指します。

「社会科学のメソドロジー」プロジェクトの4つの柱

SSJJとは

SSJJの特色と国際性

附属社会調査・データアーカイブ
研究センターについて

事業の目的

体制

実績

研究テーマ

成果の普及「全所的プロジェクト研究」刊行物
Institute-wide joint research project publications

習近平政権のスローガンの前を走るシェアサイクル
（深圳市前海区にて撮影）
A biker riding a shared bike in front of a Xi Jinping's slogan
(photo taken in Qianhai District, Shenzhen)

建設工事現場の労働者
（深圳市華強北にて撮影）
A construction worker building roads 
(photo taken on Huaqiangbei Street, Shenzhen)

Social Science Japan Journal 表紙
Front cover of Social Science Japan Journal

英文図書刊行支援事業キックオフシンポジウム
UT-IPI Kick-off Symposium

図書室カウンター
ISS Library counter

国際ワークショップの休憩時間でのお茶会の様子
Tea ceremony at break time during an international workshop

2019年寄託者・優秀論文 表彰式
Awards of 2019 for Depositors and Excellent Papers using SSJDA's Data

「フランス2月革命コレクション」より
From the  “France’s February Revolution Collection”

月曜日～金曜日（祝日、その他臨時に閉室する場合を除く。）
9:00～17:00（閲覧受付：9:00～12：00、13：00～16:30まで）
　　

開 室 日
開 館 時 間

詳細は図書室ウェブサイトをご参照ください。

全 所的プロジェクト研究 現 代中国研究拠点（CCRB）

S  ocial Science Japan Journal（SSJJ）
図 書室

英 文図書刊行支援事業（UT-IPI） 附 属社会調査・データアーカイブ研究センター

https://library.iss.u-tokyo.ac.jp/

CSRDA 分野構成
The Composition of CSRDA
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二次分析の普及

二次的利用の促進

世界のデータアーカイブと連携

SSJデータアーカイブの国際標準化

データの保存・収集・公開

SSJデータアーカイブの運営

一次データの創出

国内における調査協力

調査基盤
研究分野

社会調査
研究分野

計量社会
研究分野

国際調査
研究分野

https://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/kyoten/ https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/ut-ipi/

https://academic.oup.com/ssjj/

https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/project/ （CSRDA）

全所的プロジェクト研究「危機対応の社会科学」成果発表会
Presentation of the results of “Social Sciences of Crisis Thinking”

全所的プロジェクト研究「危機対応の社会科学」ポスターセッション
Poster session for “Social Sciences of Crisis Thinking”



専門分野基礎研究の力を結集し、総合的な社会科学研究
を推進する点に存在意義があると考え、「全所的プロジェクト
研究」と呼ばれる共同研究を、研究所の基幹事業として位置
付けてきました。

全所的プロジェクト研究は、日本と世界が直面している重要
課題を研究テーマとして設定し、所内外の多くの研究者や
実践家の参加を得て、3年から5年の研究期間をかけて研究
を進め、成果を刊行します。1964年開始以来、これまでに取り
組んできたテーマは、「基本的人権」、「戦後改革」、「ファシズ
ム期の国家と社会」、「福祉国家」、「転換期の福祉国家」、
「現代日本社会」、「20世紀システム」、「失われた10年？ 90年
代日本をとらえなおす」、「地域主義比較」， 「希望の社会科
学」、「ガバナンスを問い直す」、そして「危機対応の社会科
学」でした。それらの成果はいずれも東京大学出版会から数巻
におよぶ書物として刊行されています。

“Institute-Wide Joint Research Projects” have been a major pillar of  ISS activities since 1964. Their purpose is to marshal ISS’s disciplinary research strengths and 
contribute to the broader development of  social science research. These projects address critical issues faced by Japan and the world, and draw on contributions 
by researchers and practitioners from inside and outside ISS. Themes of  past joint research projects include “Fundamental Human Rights,” “Postwar Reforms,” 
“State and Society during the Period of  Fascism,” “Welfare State,” “The Welfare State at a Crossroads,” “Contemporary Japanese Society,” “The 20th Century 
Global System,” “The Lost Decade? Reappraising Contemporary Japan,” “Comparative Regionalism Project,” “Social Sciences of  Hope,” “Reconsidering 
Governance,” and “Social Sciences of  Crisis Thinking.” These joint research projects are developed over three to five years, and their results have been published 
by University of  Tokyo Press.

Theme of the Current Project “Methodology of Social Sciences”
The current institute-wide joint research project, “Methodology of  Social Sciences: How to Measure Phenomena and Values,” was established in 2021. Its goal is 
to reexamine the evolution of  social science research, paying particular attention to recent methodological innovations offered by “Artificial Intelligence” and “Big 
Data”. It explores how different social science disciplines have studied societal phenomena, including COVID-19, and how they have conceptualized and 
measured concepts-in-common, such as subjective values and preferences. The planned project period is 4 years.

Four Pillars of “Methodology of Social Sciences”
This institute-wide joint research project consists of  four pillars: Social Sciences of  Measurement; COVID-19 and the Social Sciences; Methods of  Jurisprudence; 
Philosophy of  Social Science. Each pillar will work in concert on themes of  common interest and will collaborate in the production of  research publications.

UT-IPI

英文図書刊行支援事業は、東京大学の人文社会科学の教員による英文学術図書刊行を支援するものです。出版
企画書作成から契約までを支援する専門のスタッフを採用することで、国際的な評価の高い大学出版局からの英文図
書の刊行を支援し、人文社会科学分野のさらなる活性化を目指します。

社会科学の英文図書刊行の支援を行うため、専任の准教授が着任し、
事業が本格的に始動しています。東洋文化研究所と相互に協力しつつ、
英文学術図書の出版を希望する人文社会科学分野のすべての教員が
相談できる環境を整えています。

これまでに、米国や英国の大学出版局からの編集者を招いてのシンポ
ジウムを開催しました。この事業の支援の下、現在までに多くの企画が
契約に到り、すでに刊行された本もあります。

Purpose
The University of  Tokyo International Publishing Initiative (UT-IPI) supports the publication of  academic books in English by humanities and social sciences faculty 
members at the University of  Tokyo. By hiring specialized staff  to assist in everything from the creation of  book proposals to contracts, we support the publication 
of  English books from this internationally acclaimed university press and further revitalize the humanities and social sciences field.
Staff
With the arrival of  a full-time associate professor to support the publication of  English books in the social sciences, the project has started in earnest. In cooperation 
with the Institute of  Advanced Studies on Asia, we have created an environment that is open to consultation from all humanities and social sciences faculty members 
who wish to publish English academic books.
Achievements
We have held symposiums inviting the editors of  American and British university presses. With the support of  this project, many initiatives have reached the 
contract phase, and we have already seen the publication of  several books.

Institute-wide Joint Research Project

Social Science Japan Journalは、社研に本部を置く学際的なジャーナルで、オックス
フォード大学出版局から発行されています。1997年の創刊以来、経済学、政治学、社会
学、法学、人類学、歴史学などの社会科学分野を網羅した現代日本に関する査読付きの
研究論文や書評を掲載しています。

SSJJが他の学術誌と異なる特徴として、英語または日本語で執筆された論文を受け付け、
バイリンガルでの査読を行い、採択された日本語の論文は無料で英語に翻訳しています。
またSSJJは、世界各国の著名な日本研究者約30名からなる国際編集委員会と、ヨーロッ
パ、北米、イスラエルを代表する4名の地域代表委員によって支えられており、論文の募集や
投稿論文の評価への積極的な支援を受けています。

Social Science Japan Journal is an inter-disciplinary journal based at ISS and published by Oxford University Press. Operating since 1997, SSJJ publishes two 
issues yearly, featuring peer-reviewed research articles and book reviews on modern Japan in the fields of  economics, political science, sociology, law, 
anthropology, and history.
SSJJ’s Strengths
What sets SSJJ apart from other journals is our bilingual editorial process. We accept articles in either English or Japanese, conduct bilingual peer review, and 
offer free translation into English of  Japanese articles upon acceptance.
SSJJ is supported by an international editorial board of  thirty distinguished Japan scholars from around the world, as well as four regional champions representing 
Europe, North America and Israel who actively assist in recruiting and evaluating submissions.

Social Science Japan Journal

2007年に人間文化研究機構の事業としてスタートし、2017年からは東京大学の経費で運営されています。社研に
事務局を置いていますが、研究メンバーは東京大学全学の17名の教員によって構成されています。

6つのグループ、すなわち中国農業、一帯一路
構想、歴史と空間、大学卒業生の就業と失業、
中国研究の比較、中国社会に分かれて活動して
います。香港問題、イノベーション、米中戦略競
争など時代の要請に応える研究発信をしつつ、
長期的・歴史的視野に立った現代中国研究を
深めています。

学部生や大学院生向けの授業や社会人向
けの講座を開催し、その内容を書籍として刊行
しています。また、英語や中国語での論文刊行
や国際ワークショップの開催を通じて中国や他国
の研究者との連携を深め、現代中国研究の国際
的なハブとして活動しています。

CCRB was established in 2007 with funding from the National Institutes for the Humanities, and since 2017 it has been funded by the University of  Tokyo. CCRB’s 
secretariat is placed at ISS, but its members belong to several faculties of  the university.
Research Topics
Under CCRB there are six research groups, focusing on Chinese agriculture, the Belt and Road Initiative, history and space, college graduate employment, 
comparison of  China studies, and Chinese society. While responding to current societal interests on China, such as the Hong Kong issue, innovation, and the strategic 
competition between the US and China, CCRB is devoted to deepening the study of  contemporary China based on both historical and long-term perspectives.
Dissemination of research results
CCRB has offered lecture series on contemporary China for undergraduate and graduate students, as well as the general public, publishing several books based on 
those lectures. CCRB has also strengthened its collaboration with researchers in both China and other countries, and acts as an international hub for contemporary 
China research, publishing research papers in English and Chinese and hosting international workshops.

Contemporary China Research Base (CCRB)

社会科学研究所図書室は、設立以来70年以上にわたり、法学、政治学、
経済学、社会学などの社会科学に関連する資料を収集、保存してきました。
最近では日本研究に関する洋書の収集にも力を入れています。

35万冊を超える蔵書には貴重な文書や手稿も含まれ、多数のマイクロ資
料も所蔵しています。

主なコレクションとしては、「極東国際軍事裁判記録」、「糸井文庫」、「島
田文書」、「十河信二氏寄贈資料」などがあります。

これらの資料は、本研究所員のみならず、広く学内外の多くの方々に利
用されています。

Over the 70 years since its establishment, the Institute of  Social Science Library has collected and 
preserved materials in the field of  the social sciences. The collection includes materials on law, 
politics,economics, and sociology. In recent years, the library has also been collecting monographs 
on Japanese studies in foreign languages.
The library holdings currently number in excess of  350,000 volumes, including rare documents and 
manuscripts, in addition to a large amount of  microform materials.
These materials are available not only to the members of  ISS and the University of  Tokyo but also 
to outside researchers.

Library

CSRDA

附属社会調査・データアーカイブ研究センター
（CSRDA： Center for Social Research and Data 
Archives）は、調査基盤研究、社会調査研究、計量
社会研究、国際調査研究の4分野から構成されて
います。

調査基盤研究分野では、各種調査機関と連携し大
量の一次データを収集し、SSJデータアーカイブの運営
を実施しています。個票データはオンラインシステムを
通じて国内外の大学、研究機関、研究者へ提供してい
ます。

社会調査研究分野では、現在、4つのパネル調査（若
年パネル、壮年パネル、高卒パネル、中学生親子パネル）
を実施しています。計量社会研究分野では、二次分析
研究会や計量分析セミナーを通じて、共同研究の推進
や若手研究者の育成を図っています。国際調査研究分
野では、世界のデータアーカイブとの連携やSSJデータ
アーカイブの国際標準化を目指しています。また、
SSJDAセミナー、CSRDAディスカッションペーパーシ
リーズを通じて、研究者の国際交流ならびに国際共著
論文の支援を行っています。

当センターはこれらの活動を通じて、日本における実
証的社会科学研究の発展、および東アジア社会調査・
データアーカイブネットワークの構築に、主導的な役割
を果たしていくことを目的としています。

The Center for Social Research and Data Archives (CSRDA) comprises four 
groups: the Research Infrastructure Group, the Social Survey Research 
Group, the Quantitative Social Research Group, and the International 
Survey Research Group.The Research Infrastructure Group works with a 
variety of  research agencies to gather large amounts of  primary data used in 
the SSJ Data Archive and make it available online for joint usage by 
universities, research institutions, and researchers in Japan and beyond.
The Social Survey Research Group conducts the Japanese Life Course Panel 
Survey (JLPS). The Quantitative Social Research Group, through its 
secondary analysis research workshops and quantitative analysis seminars, is 
able to promote cooperative research and train young researchers.
The International Survey Research Group establishes and maintains 
relationships with data archives throughout the world, and is working to 
bring the SSJ Data Archive in line with international standards.
Through these activities, CSRDA intends to take a leading role in the 
development of  empirical social science research in Japan, and in the 
construction of  a network of  East Asia social surveys and data archives.

現代中国研究拠点とは全所的プロジェクト研究とは

2021年より、社会科学研究所の新たな全所的プロジェクト
研究「社会科学のメソドロジー：事象や価値をどのように測る
か」が発足しました。このプロジェクトは、AIやビッグデータによ
る方法的革新によって、社会科学がどのように変化している
かを再検討するものです。その際にとくに、多様な社会科学が
COVID-19などの研究を通じて、事象のみならず主観的な
価値や選好をいかに「測る」かに注目します。プロジェクト期
間は4年を予定しています。

全所的プロジェクト研究「社会科学のメソドロジー」

この全所的プロジェクトは、「測ること」の社会科学、
COVID-19と社会科学、法学の方法、社会科学の哲学の4つ
のサブプロジェクトから構成されます。各サブプロジェクトは
相互に連携しつつ、共同して最終的な成果を目指します。

「社会科学のメソドロジー」プロジェクトの4つの柱

SSJJとは

SSJJの特色と国際性

附属社会調査・データアーカイブ
研究センターについて

事業の目的

体制

実績

研究テーマ

成果の普及「全所的プロジェクト研究」刊行物
Institute-wide joint research project publications

習近平政権のスローガンの前を走るシェアサイクル
（深圳市前海区にて撮影）
A biker riding a shared bike in front of a Xi Jinping's slogan
(photo taken in Qianhai District, Shenzhen)

建設工事現場の労働者
（深圳市華強北にて撮影）
A construction worker building roads 
(photo taken on Huaqiangbei Street, Shenzhen)

Social Science Japan Journal 表紙
Front cover of Social Science Japan Journal

英文図書刊行支援事業キックオフシンポジウム
UT-IPI Kick-off Symposium

図書室カウンター
ISS Library counter

国際ワークショップの休憩時間でのお茶会の様子
Tea ceremony at break time during an international workshop

2019年寄託者・優秀論文 表彰式
Awards of 2019 for Depositors and Excellent Papers using SSJDA's Data

「フランス2月革命コレクション」より
From the  “France’s February Revolution Collection”

月曜日～金曜日（祝日、その他臨時に閉室する場合を除く。）
9:00～17:00（閲覧受付：9:00～12：00、13：00～16:30まで）
　　

開 室 日
開 館 時 間

詳細は図書室ウェブサイトをご参照ください。

全 所的プロジェクト研究 現 代中国研究拠点（CCRB）

S  ocial Science Japan Journal（SSJJ）
図 書室

英 文図書刊行支援事業（UT-IPI） 附 属社会調査・データアーカイブ研究センター

https://library.iss.u-tokyo.ac.jp/

CSRDA 分野構成
The Composition of CSRDA
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二次分析の普及

二次的利用の促進

世界のデータアーカイブと連携

SSJデータアーカイブの国際標準化

データの保存・収集・公開

SSJデータアーカイブの運営

一次データの創出

国内における調査協力

調査基盤
研究分野

社会調査
研究分野

計量社会
研究分野

国際調査
研究分野

https://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/kyoten/ https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/ut-ipi/

https://academic.oup.com/ssjj/

https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/project/ （CSRDA）

全所的プロジェクト研究「危機対応の社会科学」成果発表会
Presentation of the results of “Social Sciences of Crisis Thinking”

全所的プロジェクト研究「危機対応の社会科学」ポスターセッション
Poster session for “Social Sciences of Crisis Thinking”



東京大学 社会科学研究所
Institute of Social Science, The University of Tokyo

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
7-3-1 Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033 JAPAN

https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/

東京大学 社会科学研究所
Institute of Social Science, The University of Tokyo
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本富士警察署前

本郷消防署前社会科学研究所

東京大学は、10学部・15研究科と11の附置研究所とから成っています。
『社研』は、その附置研究所のひとつです。
戦前戦中の学問のあり方に対する反省のうえに立ち、社会科学の分野における

「純粋に学問の立場から、戦後の復興、平和民主国家及び文化日本建設のための、
真に科学的な調査研究を目指す機関」として、1946年に『社研』は設立されました。

（出典：南原　繁（東大元総長）「社会科学研究所の設置について」『社会科学研究』第一巻、1948年）

研究スタッフの専門分野は、法学・政治学・
経済学・社会学という社会科学の4つの分野に
またがり、研究対象とする地域は、日本をはじめ、
東アジア、ヨーロッパ、アメリカなどに広がって
います。研究スタッフは大学院・学部の教育活動
も担っています。

このような学際性と国際的視野を活かし、理論・歴史・国際比較の観点から、
日本と世界が直面している問題を総合的に研究することが『社研』のミッション
です。

The University of  Tokyo is composed of  10 undergraduate schools, 15 graduate schools, and 11 affiliated 
research institutes including ISS (known as “Shaken” in Japan).
Reflecting on the state of  academia before and during WWII, the Institute of  Social Science was established 
in 1946 as "an organization that aims to conduct truly scientific and purely academic research in the field of  
social science, for the purpose of  postwar reconstruction and the development of  a peaceful, democratic, and 
cultural Japan." 

(NANBARA Shigeru (Former President, The University of  Tokyo), "On the Establishment of  the Institute of  Social Science", Journal of  Social Science (Vol. 1), 1948)

Institute of Social Science (ISS)

The research conducted by ISS staff  extends across four major 
academic fields in the social sciences—law, political science, 
economics, and sociology—with a broad range of  regional 
focuses including not only Japan, but also East Asia, Europe, the 
United States, and others. ISS staff  also engage in university 
teaching at both the postgraduate and undergraduate levels.

Strength of ISS

The mission of  ISS is to carry out empirical studies of  an interdisciplinary and international nature from a 
variety of  theoretical, historical, and comparative perspectives, to further a comprehensive understanding of  
social, political, and economic issues facing Japan and the world.

Mission of ISS

法学政治学

経済学社会学

社研
（ISS）

社会科学研究所『社研』とは

『社研』の特色

『社研』のミッション

ISS Research Organization and Activities

『社研』の研究組織は「比較現代法部門」、「比較現代政治
部門」、「比較現代経済部門」、「比較現代社会部門」、「国際
日本社会部門」の常置5部門、および時限研究組織である
「社会連携研究部門」（2019～2021年度）から構成されて
います。
また、文部科学省から全国共同利用・共同研究拠点の
認定を受けている「附属社会調査・データアーカイブ研究
センター」を所内に配しています。

『社研』の研究活動は、「専門分野基礎研究」、「全所的
プロジェクト研究」、「グループ共同研究」の3層構造です。
基層である「専門分野基礎研究」は、個々の研究スタッフが、
それぞれの専門分野において、自律的に課題を設定して
行う研究です。そうした専門分野基礎研究力を結集し、総合
的な社会科学的研究を推進する点に存在意義があると
考え、「全所的プロジェクト研究」と呼ばれる共同研究を、
所の基幹事業として位置付けてきました。
以上のような、個人レベルの「専門分野基礎研究」と、

研究所レベルの「全所的プロジェクト研究」の中間に、さま
ざまな性格の「グループ共同研究」が展開されています。

『社研』の研究活動は、上記の全所的プロジェクト研究に代表され
る、社会科学の総合知を追求する「共同研究の推進」、SSJデータ
アーカイブ（SSJDA）および図書室の運営を中心とした「研究インフ
ラの構築」、そして、研究成果の単なる社会還元ではなく、社会や
国民とともに「知の共創」を目指すような「調査の実施」を3つの柱と
しています。

Research Organization of ISS
ISS has five basic research departments (Law, Politics, Economics, Sociology, and 
International Japanese Society) and one temporary research department of  Social 
Cooperative Research (from academic year 2019 to academic year 2021). ISS also 
houses the Center for Social Research and Data Archives (CSRDA), certified by 
MEXT as a Joint Usage/Research Center. (“MEXT” is the Ministry of  
Education, Culture, Sports, Science and Technology of  Japan.)

Three layers of ISS Research Activities
ISS research activity has a three-layered structure: basic research in specialized 
fields, institute-wide joint research project, and grouped joint research projects.
Basic research in specialized fields is the groundwork of  ISS, in which each staff  member works autonomously and sets their own goals.
ISS’s raison d'être is to integrate research strength so as to promote general social science research; “institute-wide joint research project” 
has been defined as ISS fundamental project. Grouped joint research projects are placed between the individual-level “basic research in 
a specialized field” and the institute-level “institute-wide joint research project,” and our researchers have been actively engaging in these 
projects.

The Three Pillars of ISS Activities
There are three “pillars” of  ISS’s activities: “promotion of  joint research” such as 
institute-wide joint research project to pursue knowledge of  the social sciences in general; 
“building of  a research infrastructure” centering on CSRDA and the ISS Library; and 
“conducting empirical social science research” with the aim of  producing co-created 
knowledge together with society as a whole.

研究組織

研究活動の3層構造

研究活動の３つの柱

研究組織と研究活動
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比較現代法部門
比較現代政治部門
比較現代経済部門

比較現代社会部門
国際日本社会部門

調査基盤研究分野
社会調査研究分野

計量社会研究分野
国際調査研究分野

附属社会調査・
データアーカイブ研究センター

（全国共同利用・共同研究拠点）

グループ共同研究

全所的プロジェクト研究

研究組織

現 代 日 本 研 究 会
ヨ ー ロ ッ パ 研 究 会
産 業 組 織 研 究 会
近 代 日 本 史 研 究 会

希望学（希望の社会科学）
経 済 制 度 史 研 究 会
現 代 中 国 研 究 拠 点
民事司法研究プロジェクト

2005～2008
2010～2013
2016～2019
2020～2024

「地域主義比較研究」「希望の社会科学」
「ガバナンスを問い直す」
「危機対応の社会科学」
「社会科学のメソドロジー」

専門分野基礎研究
スタッフ各自の専門研究

研究活動の3層構造

（2019 ～ 2021）社会連携研究部門

『社研』の研究活動


