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▶平成24年度の政策提言研究 6プロジェクトが発足
●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
環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）がFTAAP実現に向けてのプロセ
スとなるか否かについて検討する。また東アジア広域FTAの役割につい
て議論する。
2012年のAPEC議長国であるロシアにて5月に開催予定のAPEC研究コ
ンソーシアム会合に出席し、研究成果発表を行い、参加者（APEC加盟
地域からの研究者、関係官僚等）と意見交換を行う。
●中国・インドの台頭と東アジアの変容
中国、インド両国の台頭が東アジアに与える影響は多面的であり日々
変化している。今年度はインドを重点研究対象とする。インドの台頭が東
アジアにもたらす影響について中長期的視野を交えて分析していく。

●中東・南アジア地域の平和システム構築に向けて
中東地域では「アラブの春」と呼ばれる民主化要求運動が拡大し、政
治的な変動が続いている。2011年末からはシリアの民主化運動弾圧や
イランの核開発問題が焦点となり、引き続きこの地域の動向についての
集中的な情報収集と討議が必要である。化石エネルギーの大半を中東に
依存する日本が中東の平和システムの構築にどのように係わっていくべき
かを検討する。
●対アフリカ投資誘致型実証事業
国際シンポジウムの開催を通じて企業の感染症対策に関する国際的知
見と水準を確認し、同時にこれまで蓄積されたデータをもとに国際水準の
論文作成を目指す。2013年のTICADVに向けてアジ研の実績とプレゼン
スを広くアピールする。
●付加価値から見た国際貿易分析研究
世界貿易機関や経済協力開発機構の国際貿易に関する知見と、アジア
経済研究所の国際産業連関表に関するノウハウを融合させ「付加価値貿
易」の計測と分析に資する。
●ERIA/IDE-JETRO/UNIDO共同研究“Green Growth in Asia”
3月に開 催されたERIA, IDE-JETRO, UNIDO共 催 専 門 家 会 合「Green
Economy, Sustainable Innovation and Structural Change: Challenge

2012 年 6 月号特集の予告

「経済発展における企業家・経営者の役割」
現在活躍中の企業家・経営者の役割を観察することを通して、
新興国や発展途上国の経済発展のこれまでの軌跡、現在の状
況、そして未来に向けた課題を議論する。企業ではなく企業家・
経営者に焦点を当てるのは、日本以外では企業家・経営者主導
のトップダウン型の経営がおこなわれ、かつとりわけ革新的な
試みは彼らのアイデアとリーダーシップによって実現されること
が多いと考えられるからである。
（6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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and Opportunity」における議論を踏まえて政策提言研究の一環として3
年間の予定で実施する。

▶ウェブサイトでのレポート掲載のご案内
http://www.ide.go.jp/Japanese/
●ASEAN島嶼地域における接続性強化の動向 3月30日
梅崎 創
●エジプトのムスリム同胞団―新旧の課題のはざまで 3月30日
ダルウィッシュ・ホサム
●インド・東南アジア／ASEAN関係に関する文献紹介 3月29日
村山真弓
●東日本大震災とイラン核問題 3月28日 鈴木 均
●インドネシアからみた対中国経済関係 3月28日 佐藤百合
●スリランカの内戦をめぐる中国とインド 3月28日 荒井悦代
●「秩序としての混沌―インド研究ノート」
第4回 政治とカネとメディア（2） 3月27日 湊 一樹
●「秩序としての混沌―インド研究ノート」
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●米・パキスタン関係の背景 3月16日 清水 学（帝京大学教授）
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