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アジ研だより

表紙写真：友人の農家を訪ねて

1990 年インド、ハリヤーナ州の村で。
（撮影：内川秀二）

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。

アジ研だより
▶第35回「発展途上国研究奨励賞」受賞作品決定
「発展途上国研究奨励賞」は、途上国に関する社会科
学およびその周辺分野の調査研究水準の向上と研究奨
励に資することを目的として、昭和 55（1980）年度に
創設したもので、今回は第 35 回目となります。
ジェトロ・アジア経済研究所は、平成 25 年 1 月〜
12 月の 1 年間に公刊された図書、論文など発展途上国
の経済、社会などの諸問題を調査、分析した著作 34 点
の中から次の 2 点を選定しました。34 点は大学や出版
社等から推薦されたもので、長澤栄治東京大学教授を
委員長とする選考委員会が選考しました。
表彰式は、7 月 1 日（火曜）午後 2 時より、ジェト
ロ本部にて開催され、受賞者による講演が行われました。

本書は現代アフリカ研究の基本的な諸問題、とく
に国家・社会関係をめぐり、人類学の手法に立ち、
正面から取り組んだ力作である。2004 年から 2007
年の現地調査を元に、ニジェール西部の農村社会の
土地をめぐる村落の分裂をきわめて詳細に描き出し、
住民のモラルに着目した言説分析は説得的である。
植民地行政の言説、先行研究である人類学者の考
察の批判的な再検討にとどまらず、現代アフリカ政
治研究の対象課題も研究の文脈に組み込まれ読みご
たえのある作品である。

『反市民の政治学

フィリピンの民主主義と道徳』
（法政大学出版局）
著者 日下 渉氏
日下 渉氏
名古屋大学大学院国際開発研究科准教授
本書は、著者が 2007 年から 2008 年にかけてフィ
佐久間 寛氏
リピン大学に留学し、スラムで暮らした際の体験と思
索にもとづき、大衆（貧者）と市民（中上流層）の道
▶ 2013 年度調査研究報告書公開
徳的対立を鍵概念として、格差社会における民主主
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/
義と市民社会の課題と可能性を真摯に検討した作品
Report/index2013.html
である。貧富の差が拡大し、選挙のたびに票の売買
が取りざたされるこの国に、
「正しい」民主主義は根
昨年度の研究会に係る調査研究報告書 30 タイトル
付かないのか。現場のリアリティにもとづく分析と議
がウェブで閲覧、ダウンロードできるようになりま
論展開は説得力があり、民主主義をめぐる途上国の政
した。
治過程のダイナミズムの研究として高く評価できる。

『ガーロコイレ ニジェール西部農村社会をめぐるモラ
ルと叛乱の民族誌』
（平凡社）
著者 佐久間 寛氏
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
研究機関研究員
2014 年 10 月号特集の予告

▶ 2014 年度研究会情報公開
http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/
Project/2014/index.html
2014 年度の研究テーマをウェブサイトに掲載しま
した。

《個人会員》ご入会のご案内

「中国の都市化を考える」
中国の都市化は社会主義制度を長年実施したからこそ直面する
独自の課題も多く抱えており、更なる都市化の大きな壁となっ
ている。本特集では、政治学、社会学の視点から中国が直面し
ている都市化の課題、都市化にともなう国家社会関係の変容に
ついて議論する。
（9 月 15 日刊行予定。タイトルは変更することがあります。
）

『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）
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● 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。
● 各種料金割引
● 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》
長島忠之（委員長）、任哲、鈴木有理佳、岡 奈津子、児玉由佳、山岡加奈子、
橋口善浩、磯野生茂、小林磨理恵、野村茂樹、新田淳一、安倍 誠、青山由紀子、
真田孝之

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
刊
研究双書
研

アジ研選書
ア

アジアを見る眼
ア

研究双書
研
基礎研究成果を
基
とりまとめた
と
途上国研究専門書
途
書

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

読者層を学生、一般
読
社会人に設定し、
社
発展途上地域に
発
ついての幅広い知識
つ
をわかりやすく提供
を

その他、随時公開しています。
その他
随時公開

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
刊
アジア経済
ア

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
開
̶論文、研究ノート、資料等を
̶
掲載
掲

アジアなど開発途上地域の
政治・経済・社会の分析情報誌
政

ラテンアメリカ
ラ
レポート
レ

Web 雑誌
W

変動する
変
ラテンアメリカ諸国
ラ
の
の情勢を考察する
専
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/Me̲review/i
ndex.html

報
報告書・レポート
IDE Discussion Papers

海外研究員レポート

開発途上国研究に関する新しいアイディアや知見を世
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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。
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調査研究報告書

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
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『アジア動向年報 2014』
アジアは大きく変化しています。『アジア動向年報』は変動するアジアの動向を一次資料にもとづいて
分析し、アジア情勢理解のために基礎的な資料と分析を広く社会に提供することを目的にするものです。
2014 年版では、アジアの 24 の国・地域を網羅し、新聞、雑誌等の現地資料、現地調査にもとづき、
2013 年の動向を政治、経済、対外関係にわたって分析しております。また、各国・地域編に加え、
「主要トピックス編」で、アジア・アメリカ関係、南沙問題、朝鮮半島の南北問題をとりあげ、
アジア情勢の総合的な把握も行っております。
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