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研究双書 No.594
宇佐見 耕一 編『新興諸国における高齢者生活保障制度
―批判的社会老年学からの接近』

2011年3月11日に発生した東日本大震災により被害を受けられた皆様に対して心よりお見舞い申し上げます
一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます
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本体価格 3,400 円＋税／ A5 判／ p.268 ／ 2011 年 3 月発行／ ISBN978-4-258-04594-5
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新興国における高齢者保証制度と批判的社会老年学 ／宇佐見 耕一
年金は誰のため？―南アフリカの非拠出型年金に関する批判的分析― ／牧野 久美子
アルゼンチンにおける福祉国家と高齢者の生活保障言説の変容 ／宇佐見 耕一
メキシコの高齢者福祉政策における照準化と普遍主義 ／畑 恵子
キューバの高齢者生活保障に果たす国家の役割 ／山岡 加奈子
香港における貧困の高齢化―リスク社会の言説による生活保障の転換― ／澤田 ゆかり
台湾における高齢者福祉政治の展開 ／上村 泰裕
韓国の福祉パラダイム転換と高齢者生活保障
―ナショナル・ミニマム構築と「民間参与」― ／金 早雪

本書は、新興諸国における高齢化の状況とそれに関する諸政策に焦点を当て、それがいかなる性格のものであるかを考察するこ
とを主題としている。高齢者に対する関心が高まるにつれて、高齢者に関する諸事項に焦点を当てて研究しようとする老年学とい
う学門が出現した。当初、老年学は医学的見地からの視点が多かったが、やがて社会との関係で高齢化を把握しようとする「社会
老年学」
が出現した。その後、活動的で有意義に高齢者が生活できることを目的としたサクセスフル・エイジングという概念が発展し、
その研究と実践が進められるようになりつつある。
本書は、こうした社会老年学の主流派の考えに対して、それが社会という名を冠していながらも、最終的には高齢者の問題を個
人的問題に帰してしまうのではないか、という危惧を抱いた欧米の学者が提唱する「批判的社会老年学」から示唆を受け、分析枠
組みを各筆者が練り上げている。（中略） 批判的社会老年学の提唱する高齢化の政治経済学も、グローバリゼーションや人種をは
じめとした幅広い分野を対象とし、分析手法も社会構築主義や近代化に対する批判的考察など多岐にわたっている。そうした批判
的社会老年学の提唱する高齢化の政治経済学を、新興国における高齢者政策の分析枠組みとして参照しているのが本書の特色であ
る。
（まえがきより）

研究双書近刊
No.585

小林昌之編 『アジア諸国の障害者法―法的

No.590

土屋一樹編 『中東アラブ諸国における民間

権利の確立と課題』

部門の発展』

本書ではアジア７カ国のおける障害者の権利確立の現状と課題を明らかにす
ることを目的に、2006 年に制定された国連障害者権利条約に照らし、各国
の障害者立法の発展状況を考察する。本体価格 2,900 円＋税／ A5 判／
228 p. ／ 2010 年発行／ ISBN978-4-258-04585-3

中東アラブ諸国に共通する経済開発の課題である民間部門の発展について，
中東湾岸諸国とエジプトを主な対象とし，その沿革，現状，発展制約要因を
明らかにする。 本体価格 2,700 円＋税／ A5 判／ 274p. ／ 2010 年 12 月発
行／ ISBN978-4-258-04590-07

No.586

小島道一編 『国際リサイクルをめぐる制度

No.591

国宗浩三編 『国際資金移動と東アジア新興

変容―アジアを中心に―』

国の経済構造変化』

アジア各国の再生資源や有害廃棄物に対する貿易規制や国際的な規制を紹介
するとともに、環境汚染の防止と資源循環の両立をめざし、規制のあり方に
ついて論じる。本体価格 3700 円＋税／ A5 判／ 294p. ／ 2010 年 10 月発
行／ ISBN978-4-258-04586-0

金融グローバル化の進展により、東アジア新興国も国境を越える資金移動か
ら様々な影響を受けている。国際資金移動の変遷と、これら諸国の経済構造
変化との関連を探る。 本体価格 4,700＋税／ A5 判／ 378p. ／ 2010 年 12
月発行／ ISBN978-4-258-04591-04

No.587

星野妙子著『メキシコのビジネスグループの

No.592

所得国̶新時代の輸出指向開発戦略』

グローバル競争の激化にもかかわらず成長を続ける新興国のビジネスグルー
プ。その適応と進化のダイナミズムを、メキシコ最大手の 20 ビジネスグルー
プに探る。本体価格 3000 円＋税／ A5 判／ 244p. ／ 2010 年 10 月発行／
ISBN978-4-258-04587-7

低所得国であるバングラデシュやカンボジアは、グローバル競争に負けるし
かないのだろうか。現代の低所得国がどのようにして経済発展 や貧困削減
を遂げられるかを考える。 本体価格 3,000 円＋税／ A5 判／ 237p. ／ 2011
年 1 月発行／ ISBN978-4-258-04592-1

大塚健司編 『中国の水環境保全とガバナン

ス―太湖流域における制度構築に向けて』
中国の水環境問題解決のために求められるガバナンスとは？ 2007 年水危
機以降の太湖流域における計画、政策、参加をめぐる新たな展開を分析し制
度構築の課題を明らかにする。 本体価格 3,400 円＋税／ A5 判／ 274p. ／
2010 年 11 月発行／ ISBN978-4-258-04588-04

No.589

佐藤幸人編 『アジアの産業発展と技術者』

経済発展の根幹は技術発展であり、技術発展の主たる担い手は技術者である。
本書は技術者に焦点を当てて経済発展のメカニズムを論じた、新しいアジア
経済論の試みである。本体価格 2,100 円＋税／ A5 判／ 168p. ／ 2010 年
11 月発行／ ISBN978-4-258-04589-1

No.593

ベルリンの壁崩壊とともに「北朝鮮崩壊」論が唱えられるようになって 20
年以上経った今もしぶとく生き残っている朝鮮社会主義経済。現地発の一次
資料によって実態に迫る。本体価格 3,000 円＋税／ A5 判／ 237p. ／ 2011
年 1 月発行／ ISBN978-4-258-04593-8

アジア経済研究所の出版物は、当研究所への直接注文によるほか、お近くの書店な
らびに各種オンライン書店でお買い求めいただけます。
ただし産業連関表の CD-ROM は当研究所への直接注文を通じてのみの販売となっ
ております。詳しくは www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Order をご覧ください。
お問い合わせ先 ジェトロ・アジア経済研究所 出版企画編集課（販売担当）
Tel：043-299-9735
FAX：043-299-9736 E-mail：syuppan@ide.go.jp
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アジ研だより

表紙写真：村の小学校で学ぶ子どもたち（インド・ビハール州、辻田祐子撮影）
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。

イデアス第22期日本人研修生
募集要項

●学費等

授業料（535,800円）
（入学金不要）

場所：日本貿易振興機構アジア経済研究所

国内研修旅行費、教材費はイデアス負担。

アジア経済研究所開発スクール（略称：イデ

●提出書類（受験志願書一式およびエッセー

アス（IDEAS））は、経済協力・開発援助の現

（和文・英文）の書式サンプルはアジ研ウェ

開発スクール
科目：英語（リスニングなし）
、一般常識、
小論文

場において、高度な専門性を持って活躍できる

ブサイトよりダウンロードできます。

エキスパートの育成を目指して、1990年に設

http://www.ide.go.jp/Japanese/Ideas/

立された研修機関です。

Appli/index.html

本語20分／英語20分程度）を実施。海

1．エッセー（和文および英文）

外在住応募者は筆記試験実施の翌週月

イデアスでは下記のとおり第22期日本人研修

合否結果は6月17日（金）に通知予定。
3．筆記試験合格者に対して、面接試験（日

生を募集いたします。（詳細はアジ研ウェブサイ

2．受験志願書（和文および英文）

曜日（6月13日）に面接を実施すること

トもご参照ください。）

3． 学 業 成 績 証 明 書（最 終 卒 業 校のもの。

も可能。

http://www.ide.go.jp/Japanese/Ideas/
index.html

大学院修了者は学部と院の証明書）

〈面接試験〉

4．卒業証明書（最終卒業校のもの。大学

日時：2011年6月23日（木）または24日（金）
場所：日本貿易振興機構アジア経済研究所

院修了者は学部と院の証明書）
●募集人員

15名前後

●応募資格

下記の5つの条件を満たす者

開発スクール

5．英語能力を証明できる書類（TOEFL等の

1．将来、開発・援助の分野に従事する意
志を有する者

4．最終合格発表は7月1日（金）を予定。

スコアシート。コピー可）
6．健康診断書（過去3カ月以内のもの）

●入学

9月1日（木）から授業を開始。

7．書類選考合否通知用封筒（90円切手貼

2．4年制大学卒以上の者（専攻分野不問）
3．高度な英語能力（TOEFL（iBT）88以上、
TOEIC800以 上、IELTS6.5以 上、 国 連
英検A級、英検準1級相当）を有する者

最近の海外からの来訪者

付、住所氏名を明記）
●願書受付期間

2011年5月9日（月）から5

韓国＝李先鎮（Sun-Jin Lee）（翰林大学校国
際学部客員教授―元大韓民国駐インドネシア

月27日（金）まで《当日消印有効》

大使）＝12月21日

●選考方法

4．日本国籍を有する者または日本の永住者

1．全応募者について書類選考を行い6月3日

カメルーン＝Dieudonne Takouo（カメルーン

5．1年間の国内研修後、海外の大学院等で

（金）に郵便にて応募者全員に合否結果

経済・計画・国土整備省南北および多国間局

1年の勉学を希望する者（費用は全額自

を通知。書類選考合格者には筆記試験

長）、他1名＝2月2日

己負担）

案内および受験票を同封。

タイ＝Wikrom VAJRAGUPRA（タイ鉄鋼協会

●研修期間

2011年9月1日より2012年7月下

旬

2．書類選考合格者に対して筆記試験を実施

会長）、他24名＝2月24日

（受験料：1万円）。

●研修内容

経済理論、開発論（経済・社会）
、

〈筆記試験〉

地域研究、ゼミナール、国際機関・海外大

日時：2011年6月11日（土）

学教授による集中講義、語学（英語）など。

12時00分―17時30分

2011 年 5 月号特集の予告

「新興諸国の高齢化と社会保障」
経済発展が続き、それと並行して高齢化が進行しつつある新
興諸国において高齢化および高齢者の状況がどのようなもので
あるかを概観し、各国・地域における高齢者の生活を支える生
活保障制度がどのような性格のものであり、それがいかなる背景
で形成されたかを分析します。韓国、中国、香港、南アフリカ、
メキシコ、ブラジル、アルゼンチンをとりあげます。
（5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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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
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○小誌へのご意見、ご要望をお寄せ下さい。
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研究双書 No.594
宇佐見 耕一 編『新興諸国における高齢者生活保障制度
―批判的社会老年学からの接近』

2011年3月11日に発生した東日本大震災により被害を受けられた皆様に対して心よりお見舞い申し上げます
一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます

目 次

アジ研ワールド・トレンド
2011年 4月号 第187号

本体価格 3,400 円＋税／ A5 判／ p.268 ／ 2011 年 3 月発行／ ISBN978-4-258-04594-5
序 章
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第７章

新興国における高齢者保証制度と批判的社会老年学 ／宇佐見 耕一
年金は誰のため？―南アフリカの非拠出型年金に関する批判的分析― ／牧野 久美子
アルゼンチンにおける福祉国家と高齢者の生活保障言説の変容 ／宇佐見 耕一
メキシコの高齢者福祉政策における照準化と普遍主義 ／畑 恵子
キューバの高齢者生活保障に果たす国家の役割 ／山岡 加奈子
香港における貧困の高齢化―リスク社会の言説による生活保障の転換― ／澤田 ゆかり
台湾における高齢者福祉政治の展開 ／上村 泰裕
韓国の福祉パラダイム転換と高齢者生活保障
―ナショナル・ミニマム構築と「民間参与」― ／金 早雪

本書は、新興諸国における高齢化の状況とそれに関する諸政策に焦点を当て、それがいかなる性格のものであるかを考察するこ
とを主題としている。高齢者に対する関心が高まるにつれて、高齢者に関する諸事項に焦点を当てて研究しようとする老年学とい
う学門が出現した。当初、老年学は医学的見地からの視点が多かったが、やがて社会との関係で高齢化を把握しようとする「社会
老年学」
が出現した。その後、活動的で有意義に高齢者が生活できることを目的としたサクセスフル・エイジングという概念が発展し、
その研究と実践が進められるようになりつつある。
本書は、こうした社会老年学の主流派の考えに対して、それが社会という名を冠していながらも、最終的には高齢者の問題を個
人的問題に帰してしまうのではないか、という危惧を抱いた欧米の学者が提唱する「批判的社会老年学」から示唆を受け、分析枠
組みを各筆者が練り上げている。（中略） 批判的社会老年学の提唱する高齢化の政治経済学も、グローバリゼーションや人種をは
じめとした幅広い分野を対象とし、分析手法も社会構築主義や近代化に対する批判的考察など多岐にわたっている。そうした批判
的社会老年学の提唱する高齢化の政治経済学を、新興国における高齢者政策の分析枠組みとして参照しているのが本書の特色であ
る。
（まえがきより）
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