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障害と開発―途上国の障害当事者と社会―
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朽木 昭文 著

ISBN978-4-258-04567-9

執筆陣 ●「障害と開発」とは何か？ 森 壮也 ● 開発援助と
障害─政策実践のためのフレームワーク─ 久野研二 ●「障害
と開発」問題への人間開発アプローチ 野上裕生 ● 障害者の権
利条約における障害と開発・国際協力 長瀬 修 ● 障害者の司
法へのアクセス─中国障害者法律扶助制度の事例 小林昌之 ●
CBR：実践における可能性と課題─マレーシアにおける事例研
究 久野研二 ● ろう者における人間開発の基本モデル─アフリ
カのろう教育形成史の事例 亀井伸孝 ● 途上国での自立生活運
動発展の可能性に関する考察 中西由起子 ● スリランカろう社
会の形成とろう運動─シンハラ仏教ナショナリズムと民族紛争
加納 満 ● フィリピンのろう教育とろうコミュニティの歴史─
マニラ地区を中心とした当事者主体の運動の形成と崩壊，復活
森 壮也
附 録
「障害と開発」を理解するためのキーワード
「障害と開発」年表
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佐藤 寛 編

開発戦略の再検討−課題と展望

2,800円＋税 2004年発行

3,000円＋税 2000年発行

新たな開発戦略を求めて

佐藤 寛 編

国家、市場、政策、制度は経済開発にいかなる役割を果たすべきか。
グローバル化、構造調整、体制移行、分配政策など、90年代の主
要問題を見据え、21世紀の開発戦略を探る。

佐藤 寛 著

援助研究入門−援助現象への学際的アプローチ

援助とエンパワーメント
―能力開発と社会環境変化の組み合わせ

エンパワーメント実現のためには、能力強化のみならず「社会環境
への働きかけ」が必要だが、それが途上国社会にもたらすインパク
トを被援助側の視点を取り込みながら比較検討する。

2,300円＋税 2002年発行

■ アジアを見る眼シリーズ

援助と住民組織化

途上国の自立的発展には不可欠とされる住民組織。これを外部者が
計画的に組織化することの意義と問題点を事例に基づきつつ多面的
に検討する。

ロドリック、パーキンス、アイケングリーンら現代を代表する開発
経済学者とともに、グローバル化、市場経済化、政府の役割等を考える。

高阪 章・大野 幸一 編

開発経済学のアイデンティティ

「開発」の時代である20世紀に誕生した開発経済学の原点を探るこ
とで、21世紀に引き継がれるべき開発経済学の遺産を考察した思
想史研究の試み。

経済発展の構造とメカニズムを地域経済的要因（距離・集積効果な
ど）に注目して理解する試み。地域経済学（空間経済学・新経済地
理）アプローチの適用可能性を展望する。

大野 幸一・錦見 浩司 編

参加型開発の再検討

参加型開発の議論では，現地の人々を開発に参加させようと躍起に
なっているが，大切なのは外部者たるわれわれが「彼ら」の開発過
程にどう参加するかである，との視点から「参加型開発」を再検討
する。

開発と貧困 −貧困の経済分析に向けて

2,600円＋税 2000年発行

援助と社会関係資本
―ソーシャルキャピタル論の可能性

社会制度の有り様と経済・社会発展との対応メカニズムを明らかに
する「社会関係資本」の議論に注目し、途上国における開発の諸問
題との関係について考察を行う。

佐藤 寛 編

経済発展と地域経済構造
−地域経済学的アプローチの展望

援助の評価と効果的実施

開発援助の存在意義そのものが問われている今日の状況を踏まえて、
開発経済学の視点から、開発援助の新しい可能性をさぐる理論的・
実証的考察の試み。

貧困問題を、貧困認識の変化、成長と分配、リスクへの対応、公共
政策、慣習経済などの視点から検討し、貧困の経済分析のあり方と
今度の課題をさぐる。
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貧困削減と世界銀行
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を示し、筆者の成長戦略を提案する。
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■ 研究双書

やさしい開発経済学

開発経済学および開発にかかわる経済学の主要なエッセンスを平易
な文体でわかりやすく解説した。
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■ アジ研選書
野上 裕生 編

「援助現象」の全体像を理解するために、経済学、政治学、社会学
文化人類学、心理学、地域研究等、人々の生活にかかわるさまざま
な視点を動員する。
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当研究所の出版物のご購入方法は次のサイトをご覧下さい。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Order/index.html

人間開発の政治経済学
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