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変容するベトナムの経済主体

№580

インド民主主義体制のゆくえ

―挑戦と変容―

坂田正三編／2009年／288p／3,780円（本体3,600円）／978-4-258-04579-2

近藤則夫編／2009年／410p.／5,250円（本体 5,000円）／978-4-258-04580-8

激変する経済・社会環境に戦略的に対応しながら生き残りや成長を模
索するベトナムの経済主体。その姿を描き出すことを通して、ベトナ
ムの経済発展の現状を再評価する。

インド民主主義体制の現実を議会制度、労働運動、後進階級、草の根
自治、地域主義、辺境の自治、ヒンドゥー民族主義、テロ問題、農村
の極左武装闘争等から多面的に分析。

現代アフリカ農村と公共圏

№582

ポスト民主化期の台湾政治

―陳水扁政権の8年―
―陳水扁政権の
年―

児玉由佳編／2009年／307p.／3,990円（本体 3,800円）／978-4-258-04581-5

若林正丈編/2010年/342 p.／4,410円（本体 4,200円）／978-4-258-04582-2

1980年代以降、経済自由化や民主化によって、サブサハラ・アフリカ
の農村は大きく変容しつつある。詳細な現地調査に基づいて、農村の
社会変容を公共圏の視点から読み解く。

2000年、歓喜に包まれて生まれた陳水扁政権は、何故、2008年、失
望にまみれて退場することになったのか。台湾と東アジアにとって、
この8年間は何だったのか。

開発途上国と財政

―歳入出,債務
―歳入出
債務,ガバナ
ガバナンスにおける諸課題―
スにおける諸課題―

№584

新興民主主義国における政党の動態と変容

柏原千英編／2010年／294p.／3,780円（本体 3,600円）／978-4-258-04583-9

佐藤 章編／2010年／341p.／4,410円（本体 4,200円）／978-4-258-04584-6

途上国政府が財政改善を行うのは，なぜ困難なのか。税制から金融政
策，債務問題やガバナンスなど，多様な要因と問題の所在を事例・理
論研究の双方から解明する。

多元社会の民主主義における政党の今日的状況を多面的に解明。アジ
ア、アフリカ、中東、ラテンアメリカの国々を取り上げた、地域横断
的な事例研究の試み。

アジ研選書

№18

№19

現代中国分析シリーズ3
現代中国分析シリ
ズ3

韓国のFTA ―10
10年の歩みと第三国への影響―
年の歩みと第三国への影響―

中国農村改革と農業産業化

第16巻第4号

№20

池上彰英・寳劔久俊編／2009年／266p.／3,465円（本体3,300円）／978-4-258-29018-5

奥田 聡 著／2010年／247p.／3,255円（本体3,100円）／978-4-258-29019-2

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。

米国、EUなど主要先進国とのFTAをまとめ、近年とみに積極的な展開
を見せる韓国のFTA政策。その足取りと成果を点検するとともに、日
本など第三国への影響を占う。

№21

現代中国分析シリーズ4
現代中国分析シリ
ズ4

新興諸国の資本財需要 ロシア
シアとベト
とベトナムの工作機械市場
ムの工作機械市場

中国の持続可能な成長 資源・環境制約の克服は可能か？

通巻第175号

堀井伸浩編／2010年／287p.／3,780円（本体3,600円）／978-4-258-29020-8

水野順子編／2010年／195p.／2,625円（本体2,500円）／978-4-258-29021-5

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。

新興諸国のロシアとベトナムにおいて、高まる資本財需要を日本が
シェアできるかどうかについて、資本財のなかでも日本が国際競争力
をもつ工作機械に焦点を当てて分析する。

2010年4月15日発行

情勢分析レポート

№12

アジア・コメ輸出大国と世界食料危機

№22

メコン地域 国境経済をみる

―タイ・ベト
―
イ・ベトナム・インドの戦略―
ム・インドの戦略―
重冨真一・久保研介・塚田和也著／
2009年／122p.／1,155円（本体1,100円）／978-4-258-30012-9

石田正美編／2010年／456p.／5,985円（本体5,700円）／978-4-258-29022-2

食料危機克服のカギを握るアジア・コメ輸出大国を解剖。

№13

パキスタン政治の混迷と司法

ODAの重点対象地域となったメコン地域で、東西経済回廊や南北経済
回廊などの主要な国境地域のヒトとモノの動き、国境経済特別区形成
の現状をレポート！

№14

2009年インドネシアの選挙
ユドヨノ再選の背景と第2期政権の展望
ユドヨノ再選の背景と第 期政権の展望

―軍事政権の終焉と民政復活における司法部のプレゼンスをめぐ
―軍事政権の終焉と民政復活における司法部のプレ
スをめぐって―
て―
佐藤 創 編／2010年／112p.／1,155円（本体1,100円）／978-4-258-30013-6

本名純・川村晃一編／2010年／p.191／1,890円（本体1,800円）／978-4-258-30014-3

パキスタンの政治変動における司法部の役割を分析。

2009年インドネシアの選挙と第2期ユドヨノ政権を多角的に分析。
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本体700円
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インド

児童労働の地をゆく

加賀美充洋著／2009年／166p.／1, 029円（本体980円）／978-4-258-05111-3

田部 昇 著／2010年／293p.／1,470円（本体1,400円）／978-4-258-05112-0

日本のODAは役に立ち、我が国の国際的な立場を強化しているのか。
少額でも成果の高い「草の根・人間の安全保障無償資金協力」をニカ
ラグアでの豊富な具体例と写真で解説する。

インドの手織りカーペット、宝飾品、伝統的染織品の生産現場には学
校にも通わずに働く幼い子ども達の姿がある。1990年代に行った
フィールド調査に基づきインドにおける児童労働の実態を報告し、開
発論の視点から「いま、なぜ児童労働か」を問う。

ご購入・お問い合わせ先 ： http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Order/index.html
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特集 途上国の穀物輸出―その現状と展望

●アジ研図書館 50 年の
足跡と未来

●マイクロファイナンス―
変容し続ける小規模金融サービス

●地域制度としての ASEAN

●イラン―革命から 30 年の危機

●メコン地域―越境手続き
自由化の展望と国境経済圏の形成

●開発途上国の障害者
―統計と生計

●BOP ビジネスの可能性

●貧困開発のための制度的
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会費は 1 万円です。

●国際資本移動と
東アジア諸国

アフリカレポート

●復興は進んでいるか？
―アジアの自然災害
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電 話 043-299-9735 ファックス 043-299-9736
email syuppan@ide.go.jp

3 月号のご案内
■ 巻頭言 ジュラ語 / 原口武彦 特集 紛争解決の課題
■ 理不尽な集合暴力はいかにして裁かれるか ─ 2007 年ケニア選挙後暴動の軌跡 ─
松田素二
■「2007 年選挙後暴力」後のケニア ─ 暫定憲法枠組みの成立と課題 ─ 津田みわ
■ 強権体制の成立と制度化 ─ 内戦後ルワンダの国家建設 ─
武内進一
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表紙写真：ミャンマー、シャン州シーポーのコメの収穫作業（写真提供 アフロ）

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。

平成22年度

アジア経済研究所の平成22年度の研究テーマをご紹介します。括弧内は研究会の主査氏名です。

・発展途上国の産業、企業、市場―新しい産業発展論の構築をめざして（渡邉真理子）
・「食料危機」と途上国におけるトウモロコシの供給体制（清水達也）
・開発途上国における財政運営上のガバナンス問題（小山田和彦）
・国際貿易下における企業、産業および非正規雇用者（佐藤仁志）
・開発途上国の障害者雇用―雇用法制と就労実態（小林昌之）

・アジア諸国の動向分析（奥田

・貿易と環境：途上国の持続可能な発展に向けて（箭内彰子）

・東アジアの長期経済成長モデル分析（野上裕生）

・差異との共存：開発途上国における寛容の政治（間

・韓国の日本との技術ネットワークの形成（水野順子）

寧）

聡）

・2005年国際産業連関表の作成と利用（Ⅱ）（猪俣哲史）

・台湾総合研究Ⅲ―社会の求心力と遠心力（佐藤幸人）

・世界的景気後退と開発途上国の政策対応（国宗浩三）

・経済統合が進むアジアにおけるリサイクル（小島道一）

・児童労働撤廃に向けた多面的アプローチ（中村まり）

・中国の産業はどのように発展してきたか（渡邉真理子）

・新興諸国における社会福祉と統治性（村上

・スキル形成システムと比較優位：中国とインドの比較から（明日山陽子）

薫）

・環境政策形成過程の国際比較（寺尾忠能）

・中国における流域の環境保全・再生に向けたローカル・ガバナンスの改革
（大塚健司）

・貿易指数の作成と応用（Ⅴ）（野田容助）

・中国電機・電子産業における企業の生産性―外資系企業と地場企業の比較―
（木村公一朗）
・東南アジア政治制度の比較分析（中村正志）
・東南アジアにおける自治体ガバナンスの比較研究（永井史男）
・CLMV諸国における経済統合と産業立地の変化（黒岩郁雄）
・ラオス

チンタナカーン・マイ（新思考）政策の新展開（山田紀彦）
・ミャンマー軍事政権の行方（工藤年博）

・ベトナムの対枯葉剤被災者社会政策に関する考察（寺本

実）

・タイの立法過程とその変容（今泉慎也）
・東南アジア移行経済の経済政策と経済成長：ミャンマーとベトナムの比較研究（久保公二）
・メコン地域における人身取引問題に対する法制度分析（山田美和）
・グローバル化における太平洋島嶼国家（塩田光喜）
・現代インドの国際関係：メジャー・パワーへの模索（近藤則夫）
・アフリカ・中東における紛争と国家形成（佐藤

章）

・経済成長下におけるアフリカ企業（福西隆弘）
・ポスト移行期南アフリカの社会変動と国際関係（牧野久美子）

・南アジアの障害者当事者と障害者政策―障害と開発の観点から（森壮也）
・エジプトにおける社会契約の変容と政策への影響（伊能武次）
・中東企業の国際事業展開（土屋一樹）

・ラテンアメリカ政治経済社会研究会（宇佐見耕一）
・ラテンアメリカにおける「排除された者たち」の政治参加（上谷直克）
・キューバ総合研究

ラウル新政権下の政治・経済・社会（山岡加奈子）

5月号特集の予告「発展途上国現地レポート」
現在、各国、各地域でどのような動きがあるか、
何がホットイシューになっているか、各国で活躍する研究者、
専門家からのレポートで構成します。
（5月14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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№581

№583

変容するベトナムの経済主体

№580

インド民主主義体制のゆくえ

―挑戦と変容―

坂田正三編／2009年／288p／3,780円（本体3,600円）／978-4-258-04579-2

近藤則夫編／2009年／410p.／5,250円（本体 5,000円）／978-4-258-04580-8

激変する経済・社会環境に戦略的に対応しながら生き残りや成長を模
索するベトナムの経済主体。その姿を描き出すことを通して、ベトナ
ムの経済発展の現状を再評価する。

インド民主主義体制の現実を議会制度、労働運動、後進階級、草の根
自治、地域主義、辺境の自治、ヒンドゥー民族主義、テロ問題、農村
の極左武装闘争等から多面的に分析。

現代アフリカ農村と公共圏

№582

ポスト民主化期の台湾政治

―陳水扁政権の8年―
―陳水扁政権の
年―

児玉由佳編／2009年／307p.／3,990円（本体 3,800円）／978-4-258-04581-5

若林正丈編/2010年/342 p.／4,410円（本体 4,200円）／978-4-258-04582-2

1980年代以降、経済自由化や民主化によって、サブサハラ・アフリカ
の農村は大きく変容しつつある。詳細な現地調査に基づいて、農村の
社会変容を公共圏の視点から読み解く。

2000年、歓喜に包まれて生まれた陳水扁政権は、何故、2008年、失
望にまみれて退場することになったのか。台湾と東アジアにとって、
この8年間は何だったのか。

開発途上国と財政

―歳入出,債務
―歳入出
債務,ガバナ
ガバナンスにおける諸課題―
スにおける諸課題―

№584

新興民主主義国における政党の動態と変容

柏原千英編／2010年／294p.／3,780円（本体 3,600円）／978-4-258-04583-9

佐藤 章編／2010年／341p.／4,410円（本体 4,200円）／978-4-258-04584-6

途上国政府が財政改善を行うのは，なぜ困難なのか。税制から金融政
策，債務問題やガバナンスなど，多様な要因と問題の所在を事例・理
論研究の双方から解明する。

多元社会の民主主義における政党の今日的状況を多面的に解明。アジ
ア、アフリカ、中東、ラテンアメリカの国々を取り上げた、地域横断
的な事例研究の試み。

アジ研選書

№18

№19

現代中国分析シリーズ3
現代中国分析シリ
ズ3

韓国のFTA ―10
10年の歩みと第三国への影響―
年の歩みと第三国への影響―

中国農村改革と農業産業化

第16巻第4号

№20

池上彰英・寳劔久俊編／2009年／266p.／3,465円（本体3,300円）／978-4-258-29018-5

奥田 聡 著／2010年／247p.／3,255円（本体3,100円）／978-4-258-29019-2

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。

米国、EUなど主要先進国とのFTAをまとめ、近年とみに積極的な展開
を見せる韓国のFTA政策。その足取りと成果を点検するとともに、日
本など第三国への影響を占う。

№21

現代中国分析シリーズ4
現代中国分析シリ
ズ4

新興諸国の資本財需要 ロシア
シアとベト
とベトナムの工作機械市場
ムの工作機械市場

中国の持続可能な成長 資源・環境制約の克服は可能か？

通巻第175号

堀井伸浩編／2010年／287p.／3,780円（本体3,600円）／978-4-258-29020-8

水野順子編／2010年／195p.／2,625円（本体2,500円）／978-4-258-29021-5

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。

新興諸国のロシアとベトナムにおいて、高まる資本財需要を日本が
シェアできるかどうかについて、資本財のなかでも日本が国際競争力
をもつ工作機械に焦点を当てて分析する。

2010年4月15日発行

情勢分析レポート

№12

アジア・コメ輸出大国と世界食料危機

№22

メコン地域 国境経済をみる

―タイ・ベト
―
イ・ベトナム・インドの戦略―
ム・インドの戦略―
重冨真一・久保研介・塚田和也著／
2009年／122p.／1,155円（本体1,100円）／978-4-258-30012-9

石田正美編／2010年／456p.／5,985円（本体5,700円）／978-4-258-29022-2

食料危機克服のカギを握るアジア・コメ輸出大国を解剖。

№13

パキスタン政治の混迷と司法

ODAの重点対象地域となったメコン地域で、東西経済回廊や南北経済
回廊などの主要な国境地域のヒトとモノの動き、国境経済特別区形成
の現状をレポート！

№14

2009年インドネシアの選挙
ユドヨノ再選の背景と第2期政権の展望
ユドヨノ再選の背景と第 期政権の展望

―軍事政権の終焉と民政復活における司法部のプレゼンスをめぐ
―軍事政権の終焉と民政復活における司法部のプレ
スをめぐって―
て―
佐藤 創 編／2010年／112p.／1,155円（本体1,100円）／978-4-258-30013-6

本名純・川村晃一編／2010年／p.191／1,890円（本体1,800円）／978-4-258-30014-3

パキスタンの政治変動における司法部の役割を分析。

2009年インドネシアの選挙と第2期ユドヨノ政権を多角的に分析。

定価735円
本体700円
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№111

貧困国への援助再考 ニカ
ニカラグア草の根援助からの教訓
グア草の根援助からの教訓

№112

インド

児童労働の地をゆく

加賀美充洋著／2009年／166p.／1, 029円（本体980円）／978-4-258-05111-3

田部 昇 著／2010年／293p.／1,470円（本体1,400円）／978-4-258-05112-0

日本のODAは役に立ち、我が国の国際的な立場を強化しているのか。
少額でも成果の高い「草の根・人間の安全保障無償資金協力」をニカ
ラグアでの豊富な具体例と写真で解説する。

インドの手織りカーペット、宝飾品、伝統的染織品の生産現場には学
校にも通わずに働く幼い子ども達の姿がある。1990年代に行った
フィールド調査に基づきインドにおける児童労働の実態を報告し、開
発論の視点から「いま、なぜ児童労働か」を問う。
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