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（撮影：池上 寛）

臺北戯棚。

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
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●第33回「発展途上国研究奨励賞」受賞作品決定
「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
ことを目的として昭和55（1980年）に創設したものです。ジェ
トロ・アジア経済研究所は、平成23年1月〜12月の1年間に
公刊された図書、論文など発展途上国の経済、社会などの諸
問題を調査、分析した著作49点の中から次の作品を選定しま
した。
49点は、大学や出版社等から推薦されたもので、長田博（帝
京大学教授）を委員長とする選考委員会が受賞作品を選考し
受賞記念講演中の菅野氏

ました。
表彰式は、さる7月2日、ジェトロ本部にて開催され、受賞
者による講演が行われました。講演の内容は本誌10月号に掲

●海外来訪者 2012年4 〜6月
5月29日 黄

頌平（中国海関総署統計統計司副支長）
他5名

載する予定です。
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・
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・
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（勁草書房）
著者
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敦志

易統計の協力可能性
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Dr. Tin Htut Oo（Chairman, National Economic
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名桜大学国際学群専任講師
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本書は、戦後台湾における国民統合の形成過程を、文化

ADBI-IDE Dialogue on Recent Socio-Economic Trends in

政策という新たな視点から分析した意欲作である。約40年間

CLMV Countries（研究所で開催）に参加し、“Agricultual

にわたる文化変容とその動態を「脱日本化」、「中国化」、「本

Reform for Economic Development in Myanmaf ”について

土化」に焦点をあて、丹念に検証した点が高い評価を得てい

報告

る。民主化以降の1990年代頃から興隆した台湾ナショナリズ

6月11日 樊

勇名（復旦大学教授、上海WTOコンサルティ

ムと現在の多文化主義をどのように考えるかという課題につい

ングセンター所長

て、文化政策と国民統合の関係性と重要性を提起し、台湾研

アジア経済研究所の国際産業連関事業およびその利用につ

究に新たな分析枠組みを提示した著作である。

いて
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れる人々の現状について15カ国を対象に解説する。
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台湾では 2012 年 1 月に総統選挙が行われ、国民党の馬英九が民進党の蔡英文を破って再選を果たした。
馬の再選はなぜ可能だったのか。台湾と中国の関係を軸に、政党の構造や戦略にも分析を加えながら読み解く。
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