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▶アジ研ポリシー・ブリーフのご案内

政策やビジネスへの政策提言・政策判断の基礎的材料となる
付加価値の高い分析に基づく研究成果をコンパクトにまとめ
たものです。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/PolicyBrief/
Ajiken/index.htm

●No.32「ASEANにとっての東アジア地域包括的経済連携」早
川 和伸／2013年9月30日発行
●N o.31「付加価値から見た国際貿易分析研究」猪俣哲史／
2013年10月24日発行
●No.30「ASEANにおける再生可能エネルギー産業育成の可能
性」堀井伸浩・鍋嶋郁／2013年10月24日発行
●N o.29「アジアへの省エネ機器の普及と日本のトップラン
ナー制度（2）―省エネ基準と省エネラベルは機能したの
か？」渡邉 真理子／2013年10月24日発行
●No.28「途上国の人々は自由貿易をどう捉えているのか」佐
藤寛／2013年9月13日発行
●No.27「東アジア地域包括的経済連携の必要性」早川和伸／
2013年9月13日発行
●No.26「CLV開発の三角地帯の課題」石田 正美／ 2013年 9月
13日発行
●N o.25「国際経済への統合深化に向けたミャンマーの課題」
山田康博・久保公二／2013年9月13日発行
●No.24
「南アフリカにおける企業内HIV／エイズ対策」伊藤成
朗／2013年9月13日発行
●No.23
「コスタリカにおける「中所得国の罠」の克服に向けて」
鍋嶋郁／2013年9月13日発行
●No.22「インドの台頭と東南アジア、日本」大西康雄／ 2013
年9月13日発行
●No.21「広東経済の高度化へ向けた政策課題―日本の経験か
ら―」丸屋豊二郎／2013年9月13日発行

2014 年 2 月号特集の予告

「ミャンマー、
ポスト軍政2.5年―改革の評価と展望（1）
」
改革の始動から2年以上が経過し、その副作用や積み残しの課題も
明らかになってきた。たとえば、各地で発生する反イスラム運動や少
数民族問題、政府の統治能力に関する課題などである。本特集では
テインセイン政権が任期
（5年）
の半分を経過した時期を捉え、改革の
成果と課題を多方面から評価する。そのうえで、ミャンマーの行方を
展望する。 （1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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●No.20「化学物質製品環境規制がサプライチェーンを通じて
アジア途上国企業に与える影響」道田悦代／ 2013年 9月 13
日発行

▶ウェブ雑誌『中東レヴュー』1月に創刊

雑誌『現代の中東』は2010年1月刊行の第48号をもって休
刊いたしましたが、このたび2011年春以来の所謂「アラブの
春」とその後の中東地域の構造的な変動を受け、中東地域に
関するウェブ雑誌『中東レヴュー』を新たな構想と装いのも
とで創刊する準備を進めております。そしてそのひとつの核
として位置づけているのが、研究所内外の若手研究者を中心
とする共同執筆による「中東政治経済レポート」の連載です。
以下のような内容で準備号として掲載しておりますのでぜひ
ご覧ください。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Other/
2013Mide_report_0.html

●総 論 中東アラブ諸国の政治的流動化と混迷化の深まり／
鈴木均
●エジプト 暫定内閣による経済政策の模索／土屋一樹
●マグリブ諸国 変革期のマグリブ諸国／渡邊祥子
●シ リア シリア危機のダイナミクスと紛争の行方／ダル
ウィッシュ ホサム
●トルコ トルコ騒乱と民主化への影響／内藤正典（同志社大
学）
●湾岸諸国・政治 クウェートで政治リスクが再び顕在化した
背景／石黒大岳
●湾岸諸国・経済 UAE金融部門と金融規制強化の動向／齋藤
純
●イラン 6月の大統領選でロウハーニーが電撃当選／鈴木均
●書評 Hamid Naficy, A Social History of Iranian Cinema,
vols.1-4／鈴木均

個人会員入会のご案内
『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
●各種料金割引
〈例〉・出版物を直接ご注文のとき1割引でご購入できます
・講演会等受講料の割引
例：一般4,000円→会員2,000円
●ファックスによる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、土屋一樹、岡 奈津子、児玉由佳、
山岡加奈子、内川秀二、相沢伸広、青山由紀子、高橋宗生、野村茂樹、
新田淳一、安倍 誠、真田孝之

アジ研ワールド・トレンド No.219（2013. 12／2014. 1）
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