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2016年5月のフィリピン統一選挙のポスター（マニラ市内）。再選を果たした
マニラ市長のエストラダ（元大統領）の顔も見える。生活に身近な地方選は
国政選挙よりも白熱する
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西アフリカ、ブルキナファソの今―モシ族の暮らしノート―
フィリピン―大統領選挙とドゥテルテ政権の発足―
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第8回

家族重視文化と労働市場

『アフリカレポート』で読むアフリカの選挙

―研究所の取り組みをご紹介します―
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表紙写真：2016 年 5 月のフィリピン統一選挙で投票所となった小学校にて投票を待つ有権者（ルソン島中部パンパンガ州サ
ンパロック市）。投開票は電子化されたが、昔ながらの見本投票（サンプル・バロット）を配付し、集票に努める候
補者はまだ残る（撮影：知花いづみ）
本誌に掲載されている記事などの内容や意見は、外部原稿を含め、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいは
アジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。
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第 37 回「発展途上国研究奨励賞」受賞作品が決定
「発展途上国研究奨励賞」は、途上国に関する社会科学およびその周辺分野の調査研究水準の向上と研究奨励に資す

ることを目的として 1980 年に創設されました。37 回目を迎えた今年は以下の作品が受賞作品に選定されました。
表彰式は去る 7 月 1 日（金）にアジア経済研究所で開催され、選考委員長の長澤榮治東京大学教授による講評と受
賞者による講演が行われました。

＜受賞作＞
『現代ラオスの中央地方関係：県知事制を通じたラオス人民革命党の地方支配』（京都大学学術出版会）
著者 瀬戸裕之氏（名古屋大学大学院法学研究科特任講師）

なお、受賞者の言葉は本誌 10 月号に掲載予定です。

講演中の瀬戸裕之氏

2016 年 10 月号特集の予告
「アジアにおける航空貨物と空港」
本特集では、アジア地域における航空貨物と空港に焦点を当てる。国
際航空貨物取扱い上位 10 空港を有する日本、中国、韓国、台湾、シ
ンガポールを取り上げ，現在の状況，最近の空港やその政策などにつ
いて議論を行う。また，ASEAN における航空貨物やそれに関連する政
策の現状や今後の動きについても検討する。さらに，インテグレーター
と呼ばれる国際物流企業がアジア地域で展開している事業活動にも焦
点を当てる。

（9 月 15 日刊行予定。タイトルは変更することがあります。
）
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《個人会員》ご入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービス
をご提供する個人会員制度がございます。年会費は 10,000 円です。
サービス内容は以下のとおりです。
■「アジ研ワールド・トレンド」( 月刊）送付
■ アジア経済研究所図書館蔵書貸出（登録が必要となります）
■アジア経済研究所出版物（単行書）1 点を追加配付いたします。
■ 各種料金（講演会など）の割引
■ 講演会等の開催の事前案内
詳細は http://www.ide.go.jp/Japanese/Members をご覧下さい
お問い合わせ先 成果普及課 賛助会担当まで
Tel: 043-299-9536
e-mail: members@ide.go.jp

《『アジ研ワールド・トレンド』編集委員会委員》
佐藤百合（委員長）、片岡真輝、丁 可、荒神衣美、齋藤
近田亮平、塚田和也、後閑利隆、土佐美菜実、松原浩司

純、

ジェトロ・アジア経済研究所の
出版物や報告書の多くは、
PDF ファイルで無料公開しています。

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/download.html

刊行後 5 年を経過した単行書は全文公開しています
研究双書

アジ研選書

研究双書
基礎研究成果を
とりまとめた
途上国研究専門書

情勢分析レポート

理論から現場まで、
専門家からビジネス
マン・学生まで、
幅広い分野でニーズ
に応える解説書

国内外で関心の高い
トピックスや緊急な
問題について、さま
ざまな側面から解説
や分析、展望を行う

その他、随時公開しています。

刊行後 1 年を経過した定期刊行物は全文公開しています
アジア経済

アジ研ワールド・トレンド

開発途上国に関する和文機関誌
̶論文、研究ノート、資料等を
掲載

アジアなど開発途上地域の
政治・経済・社会の分析情報誌

ラテンアメリカ
レポート

Web 雑誌

変動する
ラテンアメリカ諸国
の情勢を考察する
専門誌

※アジア経済研究所ホームページにて公開中

アフリカ
レポート

中東 レビュー
中東・イスラーム
世界の政治経済
情報分析のための
ウェブ雑誌

アフリカ諸国の直
面する問題を
政治・経済・社会
の動きから解説
http://www.ide.go.jp/Japanese/
Publish/Periodicals/Africa/index.
html

http://www.ide.go.jp/Japanese/
Publish/Periodicals/Me̲review/i
ndex.html

報告書・レポート
IDE Discussion Papers

海外研究員レポート

VRF Series

調査研究報告書

開発途上国研究に関する新しいアイディアや知見を世
界に向けて迅速に発信し、活発な議論を喚起すること
を目的とした論文草稿。
アジア経済研究所に滞在する海外の客員研究者による
レポートで、それぞれのテーマに
おいて日本との関わりを視点においたものも
多数あります。
（英文／一部和文あり）

世界各国の研究機関に派遣中の研究員による、赴任地
の政治、経済、社会等の諸事情に関するエッセー。

各研究会が取りまとめた中間報告書等を毎年公開して
います。

アジア経済研究所出版物のご案内

『内戦終結後のスリランカ政治

̶ラージャパクサからシリセーナへ̶』

荒井 悦代著 /1,404 円（本体価格 1,300 円 )/ A5 判 /
2016 年 6 月 30 日発行 / ISBN978-4-258-30025-9 /
26 年間続いたスリランカ内戦を終結させ、経済発展をもたらした
マヒンダ・ラージャパクサは、なぜ失脚しなければならなかった
のか。めまぐるしく変化した内戦後のスリランカ政治をコンパク
トに解説する ( 情勢分析レポート No.25)。
はじめに̶̶内戦終結後のスリランカ政治の特質̶̶
第 1 章 マヒンダ・ラージャパクサ大統領政権下の政治
第 2 章 2015 年大統領選挙̶̶ラージャパクサ敗退̶̶
第 3 章 新政権の改革と 2015 年総選挙
第 4 章 内戦終結後の民族和解の進展
第 5 章 スリランカを取り巻く国際社会
おわりに

ラテンアメリカレポート （Vol.33
本体価格 1,200 円 + 税 /B5 判 /2016 年７月発行
変動するラテンアメリカ諸国の情勢を的確に分析し長期にわたる社会発展の
諸相を考察する。
フォーラム
リオ史料集を読みながら，リオ五輪の成功を祈る / 岸和田
論

仁

稿
ポスト資源ブーム時代のラテンアメリカ経済 / 桑原小百合
2015 年アルゼンチン大統領選挙̶なぜ与党連合は負けたのか̶ / 菊池啓一
ベネズエラ 2015 年国会議員選挙と反チャベス派国会の誕生 / 坂口安紀
サパティスタ 22 年の歩み / 柴田修子

現地報告
ブラジルの大統領弾劾と抗議デモ̶なぜ人々は街頭に出るのか / 近田亮平
チリ・ボリビア・ペルーにおける公文書管理の実態 / 則竹理人
資料紹介
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