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と中東政治の構造変容
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表紙写真：収穫期間近のナツメヤシ・オアシス農場（チュニジア

2011年9月、鷹木恵子撮影）

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。

▶国際シンポジウムのご案内「中東地域の政治変動
──政軍関係、民主化、国際関係」

2011年を通じてアラブ諸国においては独裁政治が新たな挑戦を受け、
民主化に向けて政治的変動期に入りました。すでにチュニジア、エジプト、
リビアで体制が転換し、シリアとイエメンでも情勢が緊迫しています。この
現象はインターネットや衛星放送の普及が影響を与えたのは確かですが、
各国における国家形成の歴史的事情により異なる展開を見せています。
本シンポジウムでは、これらの政治現象の背景とメカニズムを明確にし、
新たな変動を起こしている中東の将来の姿を展望するため、政治的グルー
プとくにイスラーム系諸政党と、国家体制の中で枢要な位置を占める軍組
織との関係に焦点を当てます。また、中東内外の国際関係とくに湾岸諸国、
イスラエル、米国を中心とするNATO加盟国との関係も概観します。中東
政治論において世界的に高名でリビア、チュニジア研究の第一人者である
カイロ・アメリカン大学のリサ・アンダーソン総長による講演並びにアジア
経済研究所内外の研究員を交えた討論を通じ、歴史的転換点に立つ中東
地域の「いま」をお伝えします。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Sympo/120131.html
◆日時：2012年1月31日（火）午後1時〜午後5時（12時開場）
◆会場：シェラトン都ホテル東京

B2F醍醐

◆プログラム（予定）：
13時00分 開会挨拶：石毛博行（ジェトロ理事長）
第一部：中東アラブ世界の政治変動と民主化の潮流
13時20分 キーノートスピーチ
リサ・アンダーソン（カイロ・アメリカン大学 総長）
世界銀行
第二部：中東の変動と欧米・日本の対応
15時00分 パネルディスカッション
〈モデレーター〉白石 隆（ジェトロ・アジア経済研究所 所長）
〈パネリスト〉
長沢栄治（東京大学東洋文化研究所教授）
鈴木 均（アジア経済研究所 地域研究センター主任調査研究員）
アリー・フェルドウスィー
（ノートルダム・ドゥ・ナムール大学歴史政治学部 学部長）
、
リサ・アンダーソン 総長

2012 年 2 月号特集の予告

「中国の都市化と産業集積―長江デルタでなにが起きているか」
中国の長江デルタは、中国経済の中核的な地域であるが2008年
のリーマンショックの影響を受け、過度に輸出に依存した経済構
造の改変を余儀なくされ、外需主導型から内需主導型への模索
が続けられている。本特集では、企業の集中・集積、農地の流
動化と不動産開発、出稼ぎ労働者の流入と定着に関する分析を通
じて、長江デルタの大都市近郊農村の都市化過程と、そこにおけ
る地方政府と企業の役割を実証的に明らかにしていく。
（2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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世界銀行
◆参加費：一般 3,000円、会員 2,000円、学生 1,000円
◆定員：300名 先着順。定員になり次第、締め切らせて頂きます。
◆使用言語：日本語、英語（同時通訳あり）
◆主催：ジェトロ・アジア経済研究所、世界銀行、朝日新聞社（予定）
◆お申込み・詳細：
http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Sympo/120131.htmlを ご 覧
ください。
◆お申し込み締切：2012年1月25日（水）17：00まで
◆お問い合わせ先：日本貿易振興機構アジア経済研究所研究支援部
成果普及課（担当：橋本、小林）TEL：043-299-9536
FAX：043-299-9726 E-mail：sympo-sc@ide.go.jp

▶
『史料 満鉄と満洲事変』出版記念企画展示―
「山﨑元幹文書と満洲事変」

アジア経済研究所図書館は、満鉄の最後の総裁であった山﨑元幹が所有
していた3千ページ以上に及ぶ満鉄の業務文書を所蔵しており、この史料
群には満鉄が満洲事変とどう関わったかをはじめて明らかにする第一級の
一次史料が多数含まれています。図書館ではこの「山﨑元幹文書」を5
年間にわたって翻刻し、その大部分を収録する『史料 満鉄と満洲事変
―山﨑元幹文書』（上巻・下巻）を岩波書店から刊行しました。この出版
記念企画展を開催します。特に、山﨑文書の中から、はじめて明らかになっ
た満洲事変に関する事実を伝える文書を中心に平易な解説を付け、関連
書籍類とともに展示いたします。あわせて山﨑文書の意義と今後の活用方
法に関する講演会を開催いたします。
●資料展
開催期間：2012年2月1日（水）〜3月29日（木）
開催場所：図書館1階閲覧室中央
展 示 物：山﨑文書の主要文書、関連書籍・写真・パンフレットなど
200点、説明パネル、など
配布資料：展示資料目録
●講演会
テ ー マ：「アジ研所蔵山﨑元幹文書の意義と今後の活用について」
（仮題）
講
師：加藤聖文（人間文化研究機構国文学研究資料館助教）
開催日時：2012年2月17日（金） 14：00〜16：00
場
所：アジア経済研究所C21会議室 定員：40名

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資料貸出（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2割引でご購入できます
（定期刊行物を除く）
・講演会受講料の割引例：4,000円→2,000円
●ファックスにて事前に講演会開催案内をご連絡いたします
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
○発行後1年を経過した号は下記ウェブサイトで公開しております。
www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/W_trend/backnumber.html

○小誌へのご意見、ご要望をお寄せ下さい。
FAX 043-299-9736 email：wtrnd@ide.go.jp
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アジア経済研究所出版物のご案内
山田紀彦編 『ラオスにおける国民国家建設―理想と現実』
本書では、「チンタナカーン・マイ」
（新思想）政策を検討した上で、社会主義の「理想」と国民国家建設の「現
実」との間で試行錯誤する現在のラオスの姿を描いている。（研究双書 No.595）
本体価格 4500 円＋税／ A5 判／ 354p. ／ 2011 年 10 月発行／ ISBN978-4-258-04595-2

清水達也編 『変容する途上国のトウモロコシ需給―市場の統合と分離』
本書では、主要穀物のひとつであるトウモロコシの需給構造の変化とその要因を分析している。これまでの世
界全体、穀物全体を対象とした分析では見えなかった点を明らかにする。（研究双書 No.596）
本体価格 3,500＋税／ A5 判／ 272p. ／ 2011 年 10 月発行／ ISBN978-4-258-04596-9
アジアを見る眼シリーズ 新刊

寺澤辰麿著 『ビオレンシアの政治社会史―若き国コロンビアの “悪魔払い”』
南米のコロンビアは「世界屈指の危険な国」
「暴力が横行する国」
「麻薬、誘拐、殺人の国」などマイナスのイメー
ジにつきまとわれている。しかし、一度訪れる人ならだれでも好きになる国だという。なぜ汚名を着せられて
しまったのか。大使として 3 年間を当地で暮らした筆者は、政治史、社会史の両面からコロンビアの真実の姿
を説き明かしその謎を解いていく。コロンビアに関する通説を徹底的に批判し、南米で最も進んだ民主主義国
であることを紹介する。( アジアを見る眼シリーズ No.113）
本体価格 1,500 円＋税／新書判／ 299 p. ／ 2011 年 11 月発行／ ISBN978-4-258-05113-7
序 章 コロンビアの概要 ／ 第 1 章 ビオレンシアという社会現象とは？
第 2 章 政治的ビオレンシア ／ 第 3 章 ゲリラ戦争と麻薬戦争
第 4 章 一般犯罪としてのビオレンシア ／ 第 5 章 ビオレンシアの “悪魔払い”

山影 進編 『新しい ASEAN―地域共同体とアジアの中心性を目指して』
途上国による地域機構として、また、アジア太平洋あるいは東アジアの地域協力の中核として、ますます注目
されるようになった ASEAN。近年では、ASEAN 共同体の構築とアジアの中心性を目指してさまざまな新しい
試みが打ち出されている。ASEAN とはどのような組織なのか、そしてどのような役割をはたそうとしているの
か。本書は、1967 年の設立から現在までの歴史を辿るとともに、どこへ向かおうとしているのかを多面的に
展望する、＜変わりつつある ASEAN＞の解説書である。( アジアを見る眼シリーズ No.114）
本体価格 1,200 円＋税／新書判／ p.254 ／ 2011 年 12 月発行／ ISBN978-4-258-05114-4
第 1 章 ASEAN の歩んできた道、これから作る道―「新しい ASEAN」の浮上―／山影
第 2 章 ASEAN 政治安全保障共同体に向けて―現況と課題―／菊池 努
第 3 章 ASEAN 経済共同体に向けて―現況と課題―／助川成也
第 4 章 ASEAN 社会文化共同体に向けて―現況と課題／首藤もと子
第 5 章 「ハブ」としての ASEAN―域外諸国との関係とその変容／大庭三枝
第 6 章 ASEAN における組織改革―憲章発効後の課題―／鈴木早苗
第 7 章 ASEAN における規範―論争から変容へ―／湯川 拓

進

アジア経済研究所の出版物はインターネット書店、全国の一般の書店、大学生協等でご購入できます。ご注文の際は、
発行所は「アジア経済研究所」とお伝えください。
■ 東京官書普及
http://www.tokyo-kansho.co.jp/jetro/
■ アマゾン・ジャパン
http://www.amazon.co.jp/
■ 紀伊国屋 Book Web
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/
■ ジュンク堂
http://www.junkudo.co.jp/
■ ジェイブック
http://www.jbook.co.jp/p/p.aspx
■ セブンネットショッピング http://www.7netshopping.jp/books/
■ e-hon
http://www.e-hon.ne.jp/

アジア経済研究所に直接ご注文することも可能です。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Order/index.html#1

■ TSUTAYA online
http://shop.tsutaya.co.jp/
■ bk1
http://www.bk1.co.jp/
■ ブックサービス http://www.bookservice.co.jp/
■ 本やタウン
http://www.honya-town.co.jp/
■ 八重洲ブックセンター
http://www.yaesu-book.co.jp/
■ 楽天ブックス
http://books.rakuten.co.jp/
■ livedoor BOOKS http://books.livedoor.com/
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