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表紙写真：バングラデシュ北部ガイバンダ県に本部を置く NGO「大衆開発センター（Gana Unnayan Kendra）
」の
縫製訓練所で研修を受けている若者たち。ミシンの順番待ちをしているが、いかにも「ここで技術を身
に付けて、お金稼ぐぞ」という面構えをしている。（2012 年 撮影：山形辰史）
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。

アジ研だより
▶統計資料シリーズNo.99

ウェブで公開

アジア長期経済成長のモデル分析（IV）
（統計資料シリー
ズ No. 99）（植村 仁一 編）をウェブサイトで公開して
おります。
アジア長期経済成長のモデル分析（I 〜 III）は冊子体で
刊行してまいりましたが IV につきましてはウェブでの
公開となります。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Books/
Tokei/099.html

・リアルポリティクスとしての援助
・政治変動期の中東地域と湾岸安全保障
・
「エジプト動向分析」分科会
・付加価値貿易分析̶発展途上国への展開（II）
・アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）実現に向けての道筋
に関する研究
・
『中所得国の罠』の実態と克服に向けた政策課題
・新興国市場におけるビジネスと人権−日本の CSR 戦略
構築に向けて
・広東経済の高度化と日中経済連携の課題（V）

▶動画チャネルのご案内「ワールドカップ後
のブラジル―近年の発展と直面する課題」 ▶地域ページ、テーマページのご案内
アジ研のウェブサイトにおける調査研究のページは大
きく分けて「地域」と「テーマ」に別れており、それ
ぞれが細分化されております。
地域は、「アジア」「中東・中央アジア」「アフリカ」「ラ
テンアメリカ」に分け地域別に研究会、研究成果、そ
の他関連情報をご紹介しています。
テーマは「経済」「社会」「政治」「法律」に分類し、さ
らに約 50 の下位項目（例えば、経済であれば、移行経
済、工業化、財政金融…）に細分化しそれぞれのテーマ・
分野の解説、研究会活動、研究成果などを掲載しており
ます。開発途上国・地域、国際援助協力、グローバリゼー
ションなどに関心のあるかた、また研究をしている方々
のゲートウェイとしてお役に立つことを期待しており
ます。ご利用をお待ちしております。
・地域ページ
▶平成26年度政策提言研究のご紹介
http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region
経済産業省など政策当局の具体的な要請に基づき、即応
・テーマページ
性の高い研究課題に取り組み、我が国の通商政策・経済
http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Theme
協力に寄与する政策提言を行っています。
21 世紀初頭、ブラジルは経済、政治、社会の各分野で
構造改革を行い、外交面でも新興途上国のリーダーとし
てその存在感を増大させました。しかし、最近は、経済
が低迷する傾向にあり、また、サッカーのワールドカッ
プを巡る抗議デモの発生など、社会も一時不安定化し
ました。10 月には大統領選を始めとする総選挙が実施
され政治的にもひとつの転換期を迎えています。
本動画では、近田亮平研究員（ラテンアメリカ研究グ
ループ）が、1960 年代以降の政治、経済、そして社会
の情勢を丁寧に追いながら、ワールドカップ後のブラ
ジルを展望します。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Dogachannel/20140829̲
konta.htm

《個人会員》ご入会のご案内

2015 年 2 月号特集の予告

「ミレニアム開発目標を超えて：MDGs から SDGs へ」
MDGs に向けて努力を続けてきた結果、世界は何を得たのだろ
うか。また、2015 年 9 月から SDGs へと方向転換するに際し、
この 15 年のどんな変化が大きく関わってくるだろうか。
（1 月 15 日刊行予定。タイトルは変更することがあります。
）

『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）
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● 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》
長島忠之（委員長）、任哲、鈴木有理佳、岡 奈津子、児玉由佳、山岡加奈子、
橋口善浩、磯野生茂、小林磨理恵、野村茂樹、新田淳一、安倍 誠、青山由紀子、
真田孝之
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アジア経済研究所新刊のご案内

『メキシコ自動車産業のサプライチェーン
―メキシコ企業の参入は可能か ―』
星野妙子著 / 本体価格 1,050 円 + 税 / 新書判 / 188p. / 2014 年 12 月発行 / ISBN9784258051175
日系企業の進出ラッシュに沸くメキシコ自動車産業。拡大するサプライチェーンのなかにメキシコ企業の
姿はまばらだ。なぜメキシコ企業はサプライチェーンに参入できないのか。その理由をサプライチェーンの
歴史的な形成経路と構造に探る。（アジアを見る眼 No.117）
第１章

メキシコという国

第２章

成長するメキシコ自動車産業

第３章

自動車産業の担い手

第４章

北米サプライチェーン形成前史

第５章

サプライチェーンの再構築

第６章

北米サプライチェーンの構造

第７章

なぜメキシコ企業はサプライヤーになれないのか

終

メキシコ企業のサプライチェーン参入の可能性

章

『「ポスト新自由主義期」
ラテンアメリカにおける政治参加』
上谷直克編 / 本体価格 3,200 円 + 税 /A5 判 /258p. / 2014 年 11 月発行 / ISBN9784258046126
本書は，「ポスト新自由主義期」と呼ばれる現在のラテンアメリカ諸国に焦点を合わせ，
そこでの「政治参加」の意義，役割，実態や理由を経験的・実証的に論究する試みである（研究双書 No.612）
序

章

なぜ「ポスト新自由主義期」のラテンアメリカにおける「政治参加」なのか／上谷直克

第１章 「ボリーバル革命」における投票行動―ベネズエラ 1998 〜 2010 年の選挙に関する一考察― ／出岡直也
第２章

演出としての政治参加―現代ラテンアメリカ政治における政府による国民投票―／宮地隆廣

第３章

ボリビアにおける「下から」の国民投票―2006 年県自治国民投票の規定要因―／舟木律子

第４章

ブラジル・サンパウロ市環境審議会の制度変容と実践的権威／舛方周一郎

第５章

ラテンアメリカの資源開発と抗議運動―2008 〜 2012 年の 18 カ国世論調査データを用いた
マルチレベル分析―／岡田

勇

第６章 「ポスト新自由主義期」のエクアドルにおける反・鉱物資源採掘運動（MAMM）／上谷直克

