出版案内(2017年12月)

アジア経済研究所

【アジ研選書№46】
NOW
PRINTING
近日刊行

低成長時代を迎えた韓国
安倍 誠編
ISBN：978-4-258-29046-8

本体価格：2,500円（税別）

A5判

203p.

かつてのダイナミズムを失って低成長と格差の拡大に苦しむ韓国の現在を、産業競争力と
構造調整、高齢化と貧困、非正規雇用、社会保障政策の各テーマを中止に描き出す。

【研究双書№632】

アジア国際産業連関表の作成

－基礎と延長－

桑森啓・玉村千治編
ISBN：978-4-258-04632-4

本体価格：3,200円（税別）

A5判

204p.

アジア国際産業連関表の作成に関する諸課題について検討した研究書。部門分類、延長推
計、特別調査の方法などについて検討し、表の特徴を明らかにするとともに、作成方法の
ひとつの応用として、2010年アジア国際産業連関表の簡易延長推計を試みる。

【研究双書№631】

現代アフリカの土地と権力
武内進一編
ISBN：978-4-258-04631-7

本体価格：4,900円（税別）

A5判 315p.

ミクロ、マクロな政治権力が交錯するアフリカの土地は、今日劇的に変化している。その
要因は何か。近年の土地制度改革を軸に、急速な農村変容のメカニズムを明らかにする。

【研究双書№630】

アラブ君主制国家の存立基盤
石黒大岳編
ISBN：978-4-258-04630-0

本体価格：2,700円（税別）

A5判

172p.

「アラブの春」後も体制の安定性を維持しているアラブ君主制諸国。君主が主張する統治
の正当性と、それに対する国民の受容態度に焦点を当て、体制維持のメカニズムを探る。

【情勢分析レポート№30】

国際制裁と朝鮮社会主義経済
中川雅彦編
ISBN：978-4-258-30030-3

本体価格：1,400円（税別）

A5判

146p.

国際的な経済制裁にもかかわらず、朝鮮労働党は核兵器とミサイルの開発を継続している。
この問題の行方を展望するために、国際制裁の問題点、核兵器およびミサイル開発の論理、
経済状況、中国、ロシアの対朝鮮政策を分析する。

アジア動向年報2017
アジア経済研究所編
ISBN：978-4-258-01017-2

本体価格：6,300円（税別）

A5判

620p.

2016年のアジア23カ国・地域の動向を新聞・雑誌等の現地資料、現地調査に基づき、
政治、経済、対外関係にわたって分析しています。アジア地域に関する研究者や企業、官
公庁などの国際業務担当者の必携の書です。

アジア経済研究所

URL http://www.ide.go.jp

TEL 043-299-9735

アジア経済研究所
【情勢分析レポート№29】

ベトナムの「第2のドイモイ」

－第12回共産党大会の結果と展望－

石塚二葉編
ISBN：978-4-258-30029-7

本体価格：1,400円（税別）

A5判

153p.

ベトナムの経済社会発展の契機となったドイモイ開始から30年が経った今、国内では
「第2のドイモイ」を待望する声が高まっている。2016年初頭に開催された第12回党大
会は、その嚆矢となり得るのか。党大会の結果を踏まえて多角的に分析する。

【研究双書№629】

アジア諸国の女性障害者と複合差別

－人権確立の観点から－

小林昌之編
ISBN：978-4-258-04629-4

本体価格：3,100円（税別）

A5判

246p.

国連障害者権利条約は、独立した条文で女性障害者の複合差別の問題を特記した。アジア
諸国がこの問題をどのように認識し、対応する法制度や仕組みを構築したのか、その現状
と課題を考察する。

【研究双書№628】

ベトナムの「専業村」

－経済発展と農村工業化のダイナミズム－

坂田正三著
ISBN：978-4-258-04628-7

本体価格：2,200円（税別）

A5判

179p.

ベトナムでは1986年に始まる経済自由化により、「専業村」と呼ばれる農村の製造業家
内企業の集積が形成された。ベトナム農村の工業化を担う専業村の発展の軌跡をミクロ・
マクロ両面から追う。

【研究双書№627】

ラテンアメリカの農業・食料部門の発展

－バリューチェーンの統合－

清水達也著
ISBN：978-4-258-04627-0

本体価格：2,500円（税別）

A5判

200p.

途上国産業の発展にはバリューチェーンの統合がカギを握る。ペルーを中心としたラテン
アメリカの輸出向け青果物やブロイラーを事例として、生産性向上と付加価値増大のメカ
ニズムを示す。

【アジ研選書№45】

インドの公共サービス
佐藤創・太田仁志編
ISBN：978-4-258-29045-1

本体価格：3,200円（税別）

A5判

259p.

1991年の経済自由化から4半世紀が経過した今日、国民生活に重要なインドの公共サー
ビス部門はどのような状況にあるのか、本書では飲料水、都市ごみ処理等の公共サービス
の実態を明らかにし、またその改革の方向を探る。

【情勢分析レポート№28】

ラオス人民革命党第10回大会と「ビジョン2030」
山田紀彦編
ISBN：978-4-258-30028-0

本体価格：1,400円（税別）

A5判

166p.

ラオスは順調に経済発展を遂げている一方で、汚職や格差などの経済発展の負の側面が拡
大し、国民の党への信頼が低下している。2016年1月の第10回党大会で提示された党の
現状認識と今後の長期戦略である「ビジョン2030」を分析し、今後のラオスを展望する。

アジア経済研究所

URL http://www.ide.go.jp

TEL 043-299-9735

アジア経済研究所
【アジ研選書№44】

アジアの航空貨物輸送と空港
池上寛編
ISBN：978-4-258-29044-4

本体価格：3,400円（税別）

A5判

276p.

国際物流の一端を担う航空貨物は、近年アジアを中心に取扱量を大きく増加させている。
本書ではアジアの主要国・地域の航空貨物についてとりあげ、またASEANやインテグ
レーターの動きも検討した。

【研究双書№626】

ラテンアメリカの市民社会組織

－継続と変容－

宇佐見耕一・菊池啓一・馬場香織編
ISBN：978-4-258-04626-3

本体価格：3,300円（税別）

A5判

268p.

労働組合・協同組合・コミュニティ組織・キリスト教集団をはじめ、ラテンアメリカでは
様々な市民社会組織がみられる。コーポラティズム論や代表制民主主義論を手掛かりに、
近年のラテンアメリカ5カ国における国家とこれらの組織の関係性を分析する。

【情勢分析レポート№27】

ミャンマー2015年総選挙

－アウンサンスーチー新政権はいかに誕生したのか－

長田紀之・中西嘉宏・工藤年博著
ISBN：978-4-258-30027-3

本体価格：1,300円（税別）

A5判

143p.

約半世紀ぶりの自由で公正な選挙が行われたミャンマー。2015年11月の総選挙の分析
から、アウンサンスーチー新政権誕生の軌跡を明らかにし、「ポスト軍政」の第2ステー
ジを展望する。

【情勢分析レポート№26】

ASEAN共同体

－政治安全保障・経済・社会文化－

鈴木早苗編
ISBN：978-4-258-30026-6

本体価格：1,800円（税別）

A5判

187p.

ASEAN諸国がその構築を進めているASEAN共同体は政治安全保障共同体・経済共同
体・社会文化共同体の三つの柱から構成される。ASEAN共同体構築の名の下にASEAN
諸国はどのような協力を行っているのかについて解説し、課題を指摘する。

【情勢分析レポート№25】

内戦終結後のスリランカ政治

－ラージャパクサからシリセーナへ－

荒井悦代著
ISBN：978-4-258-30025-9

本体価格：1,300円（税別）

A5判

131p.

26年間続いたスリランカ内戦を終結させ、経済発展をもたらしたマヒンダ・ラージャパ
クサは、なぜ失脚しなければならなかったのか。めまぐるしく変化した内戦後のスリラン
カ政治をコンパクトに解説する。

アジア動向年報2016
アジア経済研究所編
ISBN：978-4-258-01016-5

本体価格：6,300円（税別）

A5判 622p.

2015年のアジア23カ国・地域の動向を新聞・雑誌等の現地資料、現地調査に基づき、
政治、経済、対外関係にわたって分析しています。アジア地域に関する研究者や企業、官
公庁などの国際業務担当者の必携の書です。

アジア経済研究所

URL http://www.ide.go.jp

TEL 043-299-9735

アジア経済研究所
【研究双書№625】

太平洋島嶼地域における国際秩序の変容と再構築
黒崎岳大・今泉慎也編
ISBN：978-4-258-04625-6

本体価格：3,300円（税別）

A5判

260p.

21世紀以降、太平洋をめぐり地政学上の大変動が起きている。島嶼諸国・ANZUS（豪、
NZ、米）・中国などの新興勢力による三者間のパワーシフトと合縦連衡の関係について、
各分野の専門家により実証的に分析。現代オセアニアの国際関係を考えるための必読書。

【研究双書№624】

「人身取引」問題の学際的研究

－法学・経済学・国際関係の観点から－

山田美和編
ISBN：978-4-258-04624-9

本体価格：2,100円（税別）

A5判

164p.

人身取引問題は開発問題の底辺にある問題である。国際的アジェンダとなった人身取引問
題という事象を、法学、経済学、国際関係論という複数のアプローチから包括的かつ多角
的に分析する。

【アジ研選書№43】

チャベス政権下のベネズエラ
坂口安紀編
ISBN：978-4-258-29043-7

本体価格：3,100円（税別）

A5判

245p.

南米急進左派の急先鋒チャベス政権の14年間はベネズエラにとってどのような意味をも
つのか。また彼が推進したボリバル革命とは何なのか。政治、社会、経済、外交の諸側面
からその実態をさぐる。

【アジ研選書№42 】

内戦後のスリランカ経済

－持続的発展のための諸条件－

荒井悦代編
ISBN：978-4-258-29042-0

本体価格：3,９00円（税別）

A5判 313p.

26年にわたる内戦を終結させ、高い経済成長と政治的安定を実現したスリランカ。成長
の原動力は何だったのか。南アジアの小さな多民族国家にとってさらなる経済発展のため
に何が必要か探る。

【統計資料シリーズ№101】

貿易指数データベースの作成と分析

－東アジア地域を中心として－

桑森 啓・内田陽子・玉村千治編
ISBN：978-4-258-12101-4

本体価格：3,600円（税別）

A4判 388p.

当研究所が収集・整備した発展途上国の貿易・生産・人口などの諸統計データを基にし
て作成した統計時系列表、品目分類表、あるいはこれを評価・加工して行った統計分析
の成果です。

【研究双書№622】

アフリカの「障害と開発」

－SDGsに向けて－

森 壮也編
ISBN：978-4-258-04622-5

本体価格：3,700円（税別）

A5判

295p.

「障害と開発」という開発の新しいイシューを、アフリカ大陸の5つの地域・国と域内協力
について論じた。SDGsでアフリカの開発を念頭に置く際に、障害者たちの問題を取り残
さないために必要な課題を整理。

アジア経済研究所

URL http://www.ide.go.jp

TEL 043-299-9735

アジア経済研究所

【研究双書№623】

経済地理シミュレーションモデル

－理論と応用－

熊谷 聡・磯野生茂編
ISBN：978-4-258-04623-2

本体価格：2,300円（税別）

A5判

182p.

空間経済学に基づくアジア経済研究所経済地理シミュレーションモデル（IDE-GSM）に
ついての解説書。モデルの構造、データの作成、パラメータの推定、分析例などを詳説。

【アジ研選書№41】

ラテンアメリカの中小企業
清水達也・二宮康史・星野妙子著
ISBN：978-4-258-29041-3

本体価格：2,100円（税別）

A5判

166p.

製造拠点や消費市場として注目を集めるラテンアメリカ。中小企業の特徴、産業クラス
ターの形成、特有の企業文化、中小企業振興政策など、中小企業に関する情報を提供する。

【アジ研選書№40 】

新興民主主義大国インドネシア

－ユドヨノ政権の10年とジョコウィ大統領の誕生－

川村晃一編
ISBN：978-4-258-29040-6

本体価格：4,100円（税別）

A5判

333p.

政治的安定と経済成長を達成し、新興国として注目されるインドネシア。ユドヨノ政権
10年の成果と限界を分析しながら、2014年のジョコ・ウィドド大統領誕生の背景と新
政権の課題を考える。

【アジ研選書№39】

ポスト軍政のミャンマー

－改革の実像－

工藤年博編
ISBN：978-4-258-29039-0

本体価格：2,900円（税別）

A5判

225p.

23年間の軍事政権から、民政移管で誕生したテインセイン政権。民主化と経済開放を一
気に進め「アジア最後のフロンティア」に躍り出たミャンマーでは、なにが変わり、なに
が変わらないのか。

【研究双書№621】

独裁体制における議会と正当性

－中国，ラオス，ベトナム，カンボジア－

山田紀彦編
ISBN：978-4-258-04621-8

本体価格：2,400円（税別）

A5判

196p.

独裁者（独裁政党）が議会を通じていかに正当性を獲得し、体制維持を図っているのか。
中国、ラオス、ベトナム、カンボジアの4カ国を事例に、独裁体制が持続するメカニズム
の一端を明らかにする。

【研究双書№620】

アフリカ土地政策史
武内進一編
ISBN：978-4-258-04620-1

本体価格：3,500円（税別）

A5判

275p.

植民地化以降、アフリカの諸国家はいかに土地と人々を支配しようとしたのか。独立や冷
戦終結は、その試みをどう変えたのか。アフリカの国家社会関係を考えるための必読書。

アジア経済研究所

URL http://www.ide.go.jp

TEL 043-299-9735

アジア経済研究所
【情勢分析レポート№24】

習近平時代の中国経済
大西康雄著
ISBN：978-4-258-30024-2

本体価格：1,400円（税別）

A5判

147p.

発足後2年半を経て習近平政権の基盤は安定し、改革・開放を再始動する環境が整ってき
た。前政権から継承した短期、中期、長期の諸課題への取り組みを中心に、2022年まで
の同政権期における中国経済の行方を展望する。

アジア動向年報2015
アジア経済研究所編
ISBN：978-4-258-01015-8

本体価格：6,300円（税別）

A5判

670p.

2014年のアジア23カ国・地域の動向を新聞・雑誌等の現地資料、現地調査に基づき、
政治、経済、対外関係にわたって分析しています。アジア地域に関する研究者や企業、官
公庁などの国際業務担当者の必携の書です。

【情勢分析レポート№23】

インドの第16次連邦下院選挙

－ナレンドラ・モディ・インド人民党政権の成立－

近藤則夫編
ISBN：978-4-258-30023-5

本体価格：2,000円（税別）

A5判 207p.

インドでは2014年の総選挙で国民会議派の与党連合が大敗し、ナレンドラ・モディが率
いるインド人民党連合が政権に就いた。与党大敗の原因を探り、新政権の行方を展望する。

【研究双書№619】

中国の都市化

－拡張，不安定と管理メカニズム－

天児慧・任哲編
ISBN：978-4-258-04619-5

本体価格：2,200円（税別）

A5判

173p.

都市化に伴う利害の衝突がいかに解決されるかは、その都市または国の政治のあり方に大
きく影響する。本書は、中国の都市化過程で、異なる利害がどのように衝突し、問題がい
かに解決されるのかを政治学と社会学のアプローチで考察した。

【研究双書№618】

新興諸国の現金給付政策

－アイディア・言説の視点から－

宇佐見耕一・牧野久美子編
ISBN：978-4-258-04618-8

本体価格：2,900円（税別）

A5判

239p.

新興諸国等において貧困緩和政策として新たな現金給付政策が重要性を増している。本書
では、アイディアや言説的要因に注目して新たな政策の形成過程を分析している。

【研究双書№617】

変容する中国・国家発展改革委員会

－機能と影響に関する実証分析－

佐々木智弘編
ISBN：978-4-258-04617-1

本体価格：1,900円（税別）

A5判

150p.

中国で強大な権限を有する国家発展改革委員会。市場経済化とともに変容する機能や影響
を制度の分析とケーススタディーを通じて明らかにする。

アジア経済研究所

URL http://www.ide.go.jp

TEL 043-299-9735

アジア経済研究所
【研究双書№616】

アジアの生態危機と持続可能性

－フィールドからのサステイナビリティ論－

大塚健司編
ISBN：978-4-258-04616-4

本体価格：3,700円（税別）

A5判

294p.

アジアの経済成長の周辺に置かれているフィールドの基層から、長期化する生態危機への
政策対応と社会対応に関する経験知を束ねていくことにより、「サステイナビリティ論」
の新たな地平を切り拓く。

【研究双書№615】

ココア共和国の近代

－コートジボワールの結社史と統合的革命－

佐藤章著
ISBN：978-4-258-04615-7

本体価格：4,400円（税別）

A5判

356p.

アフリカにはまれな「安定と発展の代名詞」と謳われたこの国が突如として不安定化の道
をたどり、内戦にまで至ったのはなぜか。世界最大のココア生産国の1世紀にわたる政治
史からこの問いに迫る、本邦初のコートジボワール通史の試み。

【研究双書№614】

「後発性」のポリティクス

－資源・環境政策の形成過程－

寺尾忠能編
ISBN：978-4-258-04614-0

本体価格：2,700円（税別）

A5判

p.223

後発の公共政策である資源・環境政策の後発国での形成を「二つの後発性」と捉え，東・
東南アジア諸国と先進国を事例に「後発性」が政策形成過程に与える影響を考察する。

【アジ研選書№38】

アジアの障害者教育法制

－インクルーシブ教育実現の課題－

小林昌之編
ISBN：978-4-258-29038-3

本体価格：2,900円（税別）

A5判

p.228

アジア7カ国の障害者教育法制に焦点を当て、障害者権利条約が謳っている教育の権利、
差別の禁止、インクルーシブ教育の実現に向けての各国の実態と課題を考察する。

【アジアを見る眼 №117】

メキシコ自動車産業のサプライチェーン

－メキシコ企業の参入は可能か－

星野妙子著
ISBN：978-4-258-05117-5

本体価格：1,050円（税別）

新書判

188p.

日系企業の進出ラッシュに沸くメキシコ自動車産業。拡大するサプライチェーンのなかに
メキシコ企業の姿はまばらだ。なぜメキシコ企業はサプライチェーンに参入できないのか。
その理由をサプライチェーンの歴史的な形成経路と構造に探る。

【研究双書№61３】

国際リユースと発展途上国

－越境する中古品取引－

小島道一編
ISBN：978-4-258-04613-3

本体価格：3,600円（税別）

A5判 286p.

中古家電・中古自動車・中古農機・古着などさまざまな中古品が先進国から途上国に輸入
され再使用されている。そのフローや担い手，規制のあり方などを検討する。
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アジア経済研究所
【アジ研選書№3７ 】

知られざる工業国バングラデシュ
村山真弓・山形辰史編
ISBN：978-4-258-29037-6

本体価格：5,400円（税別）

A5判

430p.

「新・新興国」バングラデシュ。その成長の源泉は製造業にある。世界第2のアパレル以外
にも芽吹き始めた医薬品、造船、ライト・エンジニアリング、食品、皮革、IT、小売等、
各産業の現状と課題を分析する。

【研究双書№612】

「ポスト新自由主義期」ラテンアメリカにおける政治参加
上谷直克編
ISBN：978-4-258-04612-6

本体価格：3,200円（税別）

A5判

258p.

本書は、「ポスト新自由主義期」と呼ばれる現在のラテンアメリカ諸国に焦点を合わせ、
そこでの「政治参加」の意義、役割、実態や理由を経験的・実証的に論究する試みである。

アジア動向年報2014
アジア経済研究所編
ISBN：978-4-258-01014-1

本体価格：6,300円（税別）

A5判

664p.

アジア24カ国・地域の2013年の動向を新聞・雑誌等の現地資料、現地調査に基づき、
政治、経済、対外関係にわたって分析しています。アジア地域に関する研究者や企業、官
公庁などの国際業務担当者の必携の書です。

【研究双書№611】

東アジアにおける移民労働者の法制度

－送出国と受入国の共通基盤の構築に向けて－

山田美和編
ISBN：978-4-258-04611-9

本体価格：3,600円（税別）

A5判

288p.

東アジアがASEANを中心に自由貿易協定で繋がる現在、労働力の需要と供給における相
互依存が高まっている。東アジア各国の移民労働者に関する法制度・政策を分析し、経済
統合における労働市場のあり方を問う。

購入のご 案 内
ご注文はオンライン書店ならびに全国の書店･大学生協にて承っております。
東京官書普及
アマゾン・ジャパン
紀伊國屋書店ウェブストア
ジュンク堂書店
八重洲ブックセンター
ｅ－ｈｏｎ
ｈｏｎｔｏ
Honya Club
TSUTAYA online
セブンネットショッピング 楽天ブックス
（＊記載は一例です）
★店舗でのご注文は、発行所『アジア経済研究所』とご用命下さい。
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