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巻頭エッセイ／概念をめぐる戦い――中東を苛む危機はそう呼ぶことができるのかもしれない――

特集／中東地域の現実と将来展望――「アラブの春」を越えて――
特集にあたって

トルコ――2023 年に向けての歩み――

今井宏平・土屋一樹

イラン――イスラーム共和国体制における大統領選挙――

サウジアラビア――「ビジョン 2030」は成功するか――
エジプト――スィースィー政権の描く将来像――
レバノン――「決めない政治」のゆくえ――
ヨルダン――政治と社会運動のゆくえ――
イスラエル――政治と社会の右傾化――

イラク――錯綜する政治・軍事対立と描き得ぬ未来――

アラブ首長国連邦――ビジョンの沙汰もアブダビ次第――
カタル――天然ガス大国の危機感――

オマーン――ポスト・カーブース体制における政治の展望――
モロッコ――イスラミスト政党の再勝利からみる将来――

スーダン――欧米国際社会への復帰に向けた努力とその限界――
クルディスタン――国家建設に苦心するイラクの自治区――
パレスチナ――「和平」と「和解」のはざまで――

アメリカ――理想と現実の狭間で揺れ動いたオバマ政権の対中東政策――
ロシア――中東関与の負担を維持できるのか――
EU・トルコ関係の現在
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中東の安全保障構造――都市化の傾向とレジリエンスの視点をふまえて――
中東地域からの移民／難民をめぐる動向と展望

メディア――設立から 20 年、アルジャジーラとカタール――
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青山弘之

第 13 回

経済発展と労働力の適材適所

第3回

気絶するほど旨い？臭い！――韓国「ホンオフェ」――
アラビア語書籍の流通事情

―研究所の取り組みをご紹介します―

岩﨑葉子

塚田和也
安倍

誠

高橋理枝
片岡真輝

アジ研だより
表紙写真：イスタンブルの目抜き通り、イスティクラル通り、通りを歩く人々と警備を怠らない警察（撮影：今井宏平）
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。

第 38 回「発展途上国研究奨励賞」（2017 年度）候補作品を公募します。
ジェトロ・アジア経済研究所は、1963 年以来、発展途上諸国の経済等を研究した優秀図書、論文の表彰を行ってきました。
1980 年度に創設された「発展途上国研究奨励賞」は、発展途上国に関する社会科学およびその周辺分野における調査研
究の優れた業績を評価し、この領域における研究水準の向上に資することを目的としています。

対象

発展途上国の経済およびこれに関連する諸事情を調査または分析した著作とし、次の (1) あるいは (2) に該当するもの。
個人研究、共同研究の別を問いません。
(1) 2016 年 1 月から同年 12 月までに国内で公刊された日本語または英語による図書、雑誌論文、調査報告、文献目録
(2) 2016 年 1 月から同年 12 月までに海外で公刊された日本人による英文図書

応募締切

2017 年 2 月 28 日（火）

発表・表彰

2017 年 6 月上旬に決定し、7 月上旬に表彰式を行います。
表彰状および副賞として 50 万円以内の賞金を授与します。

応募方法

作品 1 点につき 1 枚の推薦フォームに以下の内容をご記入のうえ FAX でお送りくださるか、必要項目を記して E-mail に
てご送信ください。
(1) 著者名
(2) 書名または論文名
お問い合わせ先
(3) 出版社名または掲載誌名
ジェトロ・アジア経済研究所 成果普及課
(4) 刊行年月
〒261-8545 千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2
(5) 推薦理由
Tel：043-299-9536
(6) 推薦者の住所、氏名
FAX：043-299-9726
※なお、自薦の場合は対象著作 2 部を右記住所宛にご送付ください。
E-mail:shourei@ide.go.jp
推薦書はこちらから http://www.ide.go.jp/Japanese/Award/index.html
お詫びと訂正
2017 年 1 月号に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。
50 ページ 2 段目 4 行目（誤）二〇一四年 （正）二〇一〇年
背表紙 （誤）2017 年 1 月 15 日発行 （正）2016 年 12 月 15 日発行

2017 年 3 月号特集の予告
「模索するベトナム―ドイモイ 30 年を迎えて―」
国家丸抱えの計画経済体制から国が管理する市場経済に基づく経済
運営へという大きな方針転換を、ベトナムが決定してからもうすぐ
30 年が経過する。本特集では、「ドイモイ」と呼ばれるこの包括的
な改革路線の採択から 2016 年 12 月で 30 年目を迎えるベトナムに
ついて、経済・政治・社会・文学・対外関係という多角的な観点か
ら各分野のベトナム専門家が考察し、ドイモイとベトナムの今後に
ついて展望する。

（2 月 15 日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）

《個人会員》ご入会のご案内
『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。年会費は 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蔵書貸出（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 点を追加配付いたします。
■ 各種料金（講演会など）の割引
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第 23 巻第 2 号 通巻 256 号
2017 年 1 月 15 日発行
編集・発行
日本貿易振興機構アジア経済研究所 研究支援部
〒261-8545 千葉市美浜区若葉 3 丁目 2 番 2
電話 043(299)9735 FAX 043(299)9736
ウェブサイト www.ide.go.jp
印刷・製本 三浦印刷株式会社
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■ 講演会等の開催の事前案内
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

《
『アジ研ワールド・トレンド』編集委員会委員》
佐藤百合（委員長）
、片岡真輝、丁 可、荒神衣美、齋藤
近田亮平、塚田和也、後閑利隆、土佐美菜実、松原浩司

純、

ジェトロ・アジア経済研究所の
出版物や報告書の多くは、
PDF ファイルで無料公開しています。

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/download.html

刊行後 5 年を経過した単行書は全文公開しています
研究双書

アジ研選書

研究双書
基礎研究成果を
とりまとめた
途上国研究専門書

情勢分析レポート

理論から現場まで、
専門家からビジネス
マン・学生まで、
幅広い分野でニーズ
に応える解説書

国内外で関心の高い
トピックスや緊急な
問題について、さま
ざまな側面から解説
や分析、展望を行う

その他、随時公開しています。

刊行後 1 年を経過した定期刊行物は全文公開しています
アジア経済

アジ研ワールド・トレンド

開発途上国に関する和文機関誌
̶論文、研究ノート、資料等を
掲載

アジアなど開発途上地域の
政治・経済・社会の分析情報誌

ラテンアメリカ
レポート

Web 雑誌

変動する
ラテンアメリカ諸国
の情勢を考察する
専門誌

※アジア経済研究所ホームページにて公開中

アフリカ
レポート

中東 レビュー
中東・イスラーム
世界の政治経済
情報分析のための
ウェブ雑誌

アフリカ諸国の直
面する問題を
政治・経済・社会
の動きから解説
http://www.ide.go.jp/Japanese/
Publish/Periodicals/Africa/index.
html

http://www.ide.go.jp/Japanese/
Publish/Periodicals/Me_review/i
ndex.html

報告書・レポート
IDE Discussion Papers

海外研究員レポート

VRF Series

調査研究報告書

開発途上国研究に関する新しいアイディアや知見を世
界に向けて迅速に発信し、活発な議論を喚起すること
を目的とした論文草稿。
アジア経済研究所に滞在する海外の客員研究者による
レポートで、それぞれのテーマに
おいて日本との関わりを視点においたものも
多数あります。
（英文／一部和文あり）

世界各国の研究機関に派遣中の研究員による、赴任地
の政治、経済、社会等の諸事情に関するエッセー。

各研究会が取りまとめた中間報告書等を毎年公開して
います。

アジア経済研究所出版物のご案内

『アジア経済』第 57 巻

第4号

開発途上国に関する和文機関誌――論文、研究ノート、資料、現地報告、書評等を掲載。
本体価格 ２,０00 円＋税 /Ｂ5 判
2016 年 12 月発行

論

文

マニラにおける外貨獲得産業の転換と女性労働へのインパクト――BPO 産業の
影響を中心に――/ 太田麻希子

研究ノート

現代中国の行政改革の新動向―― ｢大部制｣改革の現状について―― / 渡辺直土

現地報告

ベトナムにおける公的末端医療機関の制度的位置づけ・役割と課題
――現場責任者の状況認識に関わる事例研究に基づく一考察――/ 寺本

書

評

紹

介

実

Tran Ngoc Angie, Ties that Bind: Cultural Identity, Class, and Law in Vietnam’s Labor Resistance/ 香川孝三
馬欣欣著『中国の公的医療保険制度の改革』／石塚浩美
小川了著『第一次大戦と西アフリカ――フランスに命を捧げた黒人部隊「セネガル歩兵」――』/ 森山 工
卯田宗平著『鵜飼いと現代中国――人と動物，国家のエスノグラフィー――』/ 田所聖志

Nic Cheeseman, Democracy in Africa: Successes, Failures, and the Struggle for Political Reform/ 粒良麻知子
水島司・加藤博・久保亨・島田竜登編『アジア経済史研究入門』/ 佐藤幸人
『アジア経済』総目次 2016 年
―第 57 巻第 1 号〜第 4 号―

『アジア経済』ウェブ公開についてのお知らせ
『アジア経済』では、現在、刊行から 1 年を経過した掲載稿について
アジア経済研究所ウェブサイトでの無料公開を行っていますが、
より迅速かつ広範な研究成果の発信を目指し、2017 年 6 月刊行号より
紙媒体刊行後、掲載稿の即時ウェブ公開を行うことにいたしました。
今後も紙面の充実を図るとともに、読者ならびに投稿者の皆様への
ご期待に沿うよういっそうの努力をしてゆく所存です。

