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表紙写真：上海魯迅公園でカラオケに興じる人たち（撮影：佐々木智弘）
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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。

2月16日国際シンポジウム「外に向かう開発主義
─21世紀の国際開発における政 府の役割と
は？」を開催。参加受付中。
開発における政府と市場の関係は開発論が発祥の当初から携え
てきた課題ですが、ここにおいてきわめて現代的な意味合いを
帯びるようになっています。本シンポジウムでは、この古くて
新しい課題に21世紀の光をあて、開発における政府の役割を戦
略的視点から検討します。そのうえで、これからの日本の開発
支援はどうあるべきか、それはどのように日本の経済成長再開
につながっていくのか、を探ります。（日英同時通訳）
開催日時：2011年2月16日（水）13：00〜17：00（予定）
開催場所：グランドプリンスホテル赤坂
主
催：ジェトロ・アジア経済研究所、世銀東京事務所、朝
日新聞社（予定）
定
員：300名
聴 講 料：賛助会員・ジェトロメンバーズ 2,000円
一般 3,000円
学生 1,000円
プログラム（予定）
■開会挨拶
■基調講演1 Professor Ben Fine, SOAS,ロンドン大学、
2009年ミュルダール賞受賞者
■基調講演2 世界銀行（講師未定）
■報
告1 Dr. Wook Chae, President, KIEP
■報
告2 平野克己、アジ研地域研究センター長
■パネルディスカッション
モデレーター：白石 隆（アジア経済研究所所長）
■会場質疑応答〜総括（白石所長）

お問い合わせ先：アジ研成果普及課

去る10月18日、東京グランドプリンスホテル赤坂において「東
アジアの地域統合とAPEC」と題するシンポジウムを開催。今後、
環太平洋という枠組で貿易の自由化を進め、どのようにこの地
域の経済成長を構想していくのか、そのためにはどのような道

教育、保健、社会保障といった社会開発上の諸課題に関して、
現地での具体的な取り組みをとりあげる。加えて、世界的な金融
危機の影響、加速する中国のアフリカ進出といった新たな展開
を踏まえ、アフリカ経済開発の動向を取り上げ、世界経済におけ
るアフリカの位置づけを確認する。またアフリカに対する国際社
会の責任に関して、国家レベル、市民社会レベルのこれまでの
取り組みを踏まえ、地球的視点から検討する。
（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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アジ研ウェブサイトで次の最近の講演をご覧になれます。これ
から随時増やしていきますので是非お気に入りにご登録下さい
www.ide.go.jp/Japanese/Dogachannel/
■インドネシア政治経済展望「黄金期」は続くか
講 師：佐藤百合（地域研究センター次長）
収録日：2010年7月15日「ジェトロメンバーズ・アジア経済研
究所賛助会員講演会」
■タイ農村研究の経験から
講 師：重冨真一（アジ研東南アジアI研究グループ長）
収録日：2010年7月6日「2010年夏期公開講座『発展途上国研
究への招待』」
■アフリカ紛争研究の経験から
講 師：武内進一（JICA研究所上席研究員）
収録日：同上
■意外性に満ちた中国の産業
講 師：丸川知雄（東京大学社会科学研究所教授）
収録日：同上

最近の海外からの来訪者

シンポジウム「東アジアの地域統合とAPEC」開
催される

2011 年 2 月号特集の予告

「動画チャネル」で講演のを配信

※視聴にはAdobe Flash Playerプラグインが必要です。

Tel：043-299-9536

「アフリカの未来を拓く―開発諸課題の再検討」

筋があるのか、APECの役割はなにかを議論しました。白石隆所
長による基調講演、セッション1・2、総括の概要はつぎのアジ
研ウェブサイトにて紹介しております。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Sympo/101018.html

1．中国＝宋 其超（財政部社会保証司副司長）
、他13名＝11月5日
2．韓国＝Dr. Young Yong（全経連 経済研究所長）
、他1名＝11
月16日
3．韓国＝鄭 在晧（租税研究院租税研究センター長）
、他3名＝
11月18日
4．インドネシア＝Mr. Muhammadn Azhari（他2名インドネシア
国会議員＝11月22日
5．インドネシア＝Mr. Emil Fadri（商業省政策研究開発庁プログ
ラム・協力課長）、他2名＝11月25日

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/W̲trend/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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中国とインドの産業発展―異なる競争とダイナミズム

大原盛樹

28

No.3 池上彰英・寳劔久俊編 『中国農村改革と農業産業化』（アジ研選書 No.18）
中国のアキレス腱と言われる「三農問題」。しかし農村改革と農業産業化によって、農村部も大きく変化している。本書は一次資料と現地調査からその
実態を解き明かす。 本体価格 3,300 円＋税／ A5 判／ 266 p. ／ 2009 年 12 月 25 日発行／ ISBN978-4-258-29018-5

資源・環境制約の克服は可能か？』（アジ研選書 No.20）

中国の資源・環境問題は実際どの程度深刻でどのような対策が採られているのか。正確なデータに基づき、中国が抱える問題、対策と効果、将来展望に
ついて真の姿を描き出す。
本体価格 3,600 円＋税／ A5 判 287 p. ／ 2010 年 3 月 5 日発行／ ISBN978-4-258-29020-8

新 刊 No.5 佐々木 智弘編

『中国「調和社会」構築の現段階』（アジ研選書 No.24、近日刊）

「調和社会」の構築に邁進してきた胡錦涛政権は成果をあげてきたのだろうか。問題を悪化させていないだろうか。
「調和社会」の構築過程を検証してみよう。
本体価格 2,100 円＋税／ A5 判／ 2011 年発行／ ISBN978-4-258-29024-6

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）
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経済成長における教育と市民参加

エリック・ヴィンセント・C・バタリャ

新刊紹介

No.2 佐々木 智弘編 『現代中国の政治的安定』（アジ研選書 No.17）
「中国の政治は安定しているか」
。中国が抱える諸問題の現状、共産党の対応を分析し、常に投げかけられるこの問いへの答えを導きだそうと試みたのが
本書である。
本体価格 2,300 円＋税／ A5 判／ 178 p. ／ 2009 年 3 月 16 日発行／ ISBN978-4-258-29017-8

マダガスカル―アジアとアフリカの接点、インド洋の中継地

トレンドリポート

48

中国は近い将来日本を追い抜き、世界第二の経済大国となる。本書は現代中国を代表する産業のケーススタディを通じて、経済成長を牽引する高度化の
潮流を解き明かす。
本体価格 3,600 円＋税／ A5 判／ 286 p. ／ 2008 年発行／ ISBN978-4-258-29015-4
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―今の中国を多面的に分析したプロジェクトの成果。現代中国を知るための必携のシリーズ全 5 冊。
産業高度化の潮流』（アジ研選書 No.15）
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No.4 堀井伸浩編 『中国の持続可能な成長

大西康雄

特集にあたって：中国の今後を読むために―中国総合展望研究の活かし方 佐々木智弘
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序 章 国際資金移動と東アジア新興国の経済構造変化 ／国宗浩三
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第１章 資本自由化のメリットと問題 ／佐藤仁志
第２章 金融グローバル化と外貨準備―パネルデータ分析― ／国宗浩三
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特集 中国の選択―真の「調和社会」は可能か？

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。
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