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Ⅳ．研究成果の発信・普及 

 

 

１．出版物・報告書の製作 

 

（１）定期刊行物編集委員会 

①和文機関誌『アジア経済』 
第 54 巻第 2 号から第 55 巻第 1 号までの 4 点を刊行した。 

2013 年度編集委員会の委員は、次のとおりである。 

委員長：佐藤百合（地域研究センター長） 

委 員（所外）：久保慶一（早稲田大学准教授、4月～12 月） 駒形哲哉（慶應義塾大学教授） 

委 員（所内）：岡本郁子（地域研究センター東南アジアⅡ研究グループ主任研究員） 川中 

豪（地域研究センター東南アジアⅠ研究グループ長） 佐藤 章（ 同 研究センターア

フリカ研究グループ長代理） 佐藤幸人（新領域研究センター企業・産業研究グループ

長） 新田淳一（研究支援部次長） 野村茂樹（同 部長） 寳劔久俊（開発研究センタ

ーミクロ経済分析研究グループ、4月～8 月） 松原浩司（研究支援部出版企画編集課長

代理） 村山真弓（新領域研究センター次長）  

 

② 英文機関誌 “The Developing Economies” 

Vol. 51, No. 2 から Vol. 52, No. 1 までの 4 点を刊行した。 

2013 年度編集委員会の委員は、次のとおりである。 

委員長：浦田秀次郎 （早稲田大学教授） 

 委 員（所外）：国友直人（東京大学教授） 冨浦英一（横浜国立大学教授） 福田慎一（東

京大学教授） 不破信彦（早稲田大学教授） 丸川知雄（東京大学教授） 三重野文晴

（神戸大学教授） 

委 員（所内）：梅崎 創（新領域研究センター経済統合研究グループ長） 岡田雅浩（研究

支援部出版企画編集課長） 工藤友哉（開発研究センターミクロ経済分析研究グループ） 

桑森 啓（ 同 研究センター国際産業連関分析研究グループ長） 高橋和志（ 同 研究

センターミクロ経済分析研究グループ） 田中清泰（新領域研究センター技術革新・成長

研究グループ） 鍋嶋 郁（ 同 研究センター上席主任調査研究員） 福西隆弘（地域

研究センターアフリカ研究グループ） 山形辰史（国際交流・研修室長）  

 

③『アジ研ワールド・トレンド』 

第 211 号から第 222 号までの 12 点を刊行した。 

2013 年度編集委員会の委員は、次のとおりである。 

委員長：長島忠之（理事） 

委 員：相沢伸広（新領域研究センター法・制度研究グループ） 青山由紀子（研究支援部成果

普及課兼研究企画部研究企画課） 内川秀二（新領域研究センター長） 岡 奈津子（地
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域研究センター中東研究グループ） 児玉由佳 (地域研究センターアフリカ研究グループ)  

真田孝之（研究支援部専任調査役） 鈴木有理佳（地域研究センター東南アジアⅠ研究

グループ） 高橋宗生（図書館資料企画課） 土屋一樹（地域研究センター中東研究グル

ープ） 任 哲（地域研究センター東アジア研究グループ） 新田淳一（研究支援部次長） 

野村茂樹（ 同 部長） 山岡加奈子（地域研究センターラテンアメリカ研究グループ長

代理） 

 

（２）２０１３年度出版物・報告書一覧 

出  版  物  種  類 、書  名 編 著 者 

1.有料出版物 

（1）定期刊行物 

和文機関誌『アジア経済』（季刊 B5判） 

第 54 巻第 2 号～第 4 号、第 55 巻第 1 号 

総合分析情報誌『アジ研ワールド・トレンド』（月刊 A4 変型判） 

第 211 号（2013 年 4 月号）～第 222 号（2014 年 4 月号） 

英文機関誌  The Developing Economies （季刊 B5 変型判）Wiley 刊行 

 Vol. 51 No. 2～No. 4, Vol. 52 No. 1  

『ラテンアメリカ・レポート』 Vol. 30 No. 1, No.2 

『アジア動向年報 2013』 

 

（2）研究双書 

No.607 高度経済成長下のベトナム農業・農村の発展 

No.608 和解過程下の国家と政治 －アフリカ・中東の事例から－ 

No.609 国際産業連関分析論 －理論と応用－ 

No.610 途上国からみた「貿易と環境」－新しいシステム構築への模索－ 

No.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－ 

 
坂田正三 編 
佐藤 章 編 
玉村千治・桑森 啓 編 
箭内彰子・道田悦代 編 
山田美和 編 

（3）アジ研選書 

No.34 躍動するブラジル －新しい変容と挑戦－ 

No.35 アジアにおける海上輸送と中韓台の港湾 

No.36 岐路に立つコスタリカ －新自由主義か社会民主主義か－ 

 
近田亮平 編 

池上 寛 編 

山岡加奈子 編  

（4） 情勢分析レポート 

 No.19 中東地域秩序の行方 ―「アラブの春」と中東諸国の対外政策 

   No.20 習近平政権の中国 ―「調和」の次に来るもの－ 

  No.21 2012 年ベネズエラ大統領選挙と地方選挙 －今後の展望－ 
  No.22 タイ 2011 年大洪水 －その記録と教訓－ 

 
土屋一樹 編 

大西康雄 編 

坂口安紀 編 

玉田芳史・星川圭介・ 

船津鶴代 編 

（5） 統計資料シリーズ 

 No.97 アジア長期経済成長のモデル分析（Ⅲ） 

   No.98 アジア国際産業連関表 2005 年 

 

野上裕生・植村仁一 編 
アジア経済研究所 編 
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（6） アジアを見る眼シリーズ 
     No.116 すぐに役立つ開発指標のはなし 

 
野上裕生 著 

2．調査研究報告書等（非売品） 

（1）調査研究報告書 

   広東省対外経済部門の高度化と「幸福広東」の実現 

 －日本の経験を踏まえた政策提言－ 

 

   新興民主主義における再分配の政治 

   チャベス政権下のベネズエラ 

   アフリカの土地と国家に関する中間成果報告 

An Evidence–Based Study of the Innovative Anti-Poverty Practices 
and Market Institution（Interim Report) 

      ポスト軍政のミャンマー －テインセイン政権の中間評価－ 

      「人身取引」問題の学際的研究 

   2005 年日中韓地域間アジア国際産業連関表の作成と利用（Ⅱ） 

   （アジア国際産業連関シリーズ No.82） 

   「人口構造変化と少子高齢化問題の国際波及」研究会調査研究報告書 

 

   経済地理シミュレーション・モデルによる東アジアにおける人口・産業集

積の長期予測 

   13th General Election in Malaysia : Issues, Outcomes and 

Implications 

      Internal Report of IDE/JETRO-CBS-SCCWTO Joint Research Project 

on “BRICs Economy and Global Value Chains : Current Situation and 

Future Perspectives” 
   日台ビジネスアライアンスの新たな可能性 

 

 

    ASEAN 経済の動向と北陸企業の適応戦略 

 

 

   内戦後のスリランカ経済 

「開発途上国における経済発展と所有権」研究会中間報告 

   Rural Electrification in Bihar : Progress and Ground Realities 

      
     一党支配体制下の議会：中国、ベトナム、ラオス、カンボジアの事例から 

   ユドヨノ政権の 10 年と 2014 年の選挙 

Cuba and Vietnam of Post-Cold War Era : Comparison of Economy and 

Society of Two Remaining Socialist States 

Interim Report for “The Society of the Muslim Brothers and 

 

 
広東省政府発展中心、日本貿

易振興機構アジア経済研究

所 

川中 豪 編 

坂口安紀 編 

武内進一 編 

TAKAHASHI Kazushi ed. 

 
工藤年博 編 

山田美和 編 

猪俣哲史・柴田つばさ 編 

 
小山田和彦・染矢将知・ 

板倉 健 編 

熊谷 聡・坪田建明 編 

 

KHOO Boo Teik ed. 

 

By Bo MENG, Yongming 

FAN, Libo WU, Yoshihiro 

HASHIGUCHI 
日本貿易振興機構アジア経

済研究所・財団法人台湾経済

研究院 編 

北陸環日本海経済交流促進

協議会・アジア経済研究所 

編 

荒井悦代 編 

岩﨑葉子・佐藤 創 著 

by ODA Hisaya ,TSUJITA 

Yuko 
山田紀彦 編 

川村晃一 編 

YAMAOKA Kanako ed. 

 

WATANABE Shoko ed. 
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International Linkage of Islamic Movements” 

   Consumption Behaviors in the East and South-East Asian Countries 
 

    Interim Report for “ Institutional Roles of Marriage in the Developing 

World : Empirical Studies from the Perspectives of Gender 

Empowerment” 
   多国籍企業の生産形態：中間財を取り入れた水平型・垂直型共存モデルの

作成と分析（中間報告） 

   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－ 

（中間報告） 

   フィリピンにおける企業情報開示と企業研究 

   開発途上国と産業構造変化 

   海洋の「陸地化」と太平洋地政学の変動 

   アフリカの障害者 

新世紀におけるキャッチアップ型工業化論 

   The Impacts of Management Practices on Profitability in Thailand 

Trucking Industry 

 

 
     「サプライチェーン工業化・発展」研究会中間報告書 

     Why Oil Importers Diversify their Import Sources Politically ? Evidence 

from U.S. Firm-Level Data 

 

by YOSHINO Hisao, 

GEMMA Masahiko 

KUDO Yuya ed. 

 

 
内田陽子・小山田和彦 編 

 
桑森 啓・内田陽子・ 

玉村千治 編 

柏原千英 

樹神昌弘・川畑康治 編 

黒崎岳大 編 

森 壮也 編 

佐藤幸人 編 

By Chawalit Jeenanunta, 

MACHIKITA Tomohiro, 

TSUJI Masatsugu,  

UEKI Yasushi 
伊藤 匡 編 

by Mila Kashcheeva and 

Kevin K. Tsui 

（2）基礎理論研究会報告書 

    開発における協同組合 －途上国農村研究のための予備的考察 

    インドの経済社会にかんする論点整理 

   「中国農業の経済分析 －『農業産業化』による構造転換」研究会調査研

究報告書 

   インドネシアにおける中小企業成長と資金制約の再検討 

   東アジアの社会変動と国家のリスケーリング 

    首都圏政治の比較研究 

    現代ベトナム人の社会意識 

 
重冨真一 編 

佐藤 創 編 

寳劔久俊 編 

 
濱田美紀 編 

玉野和志・船津鶴代 編 

相沢伸広 編 

石塚二葉 編 

（3）IDE Research Bulletin 

     Dimensions and Determinants of Upward Mobility :  A Study Based on 

Longitudinal Data from Delhi Slums  

     Exploring Informal Networks in Kazakhstan : A Multidimensional 

Approach 

     Multinational Firms and the Globalization of Developing Countries 

 

by TSUJITA Yuko 

 

by Natsuko OKA, Bhavna 

DAVE, Dosym SATPAYEV 

by TANAKA Kiyoyasu 

（4）Spot Survey 

     No.33 Public Policy and Transformation in South Africa after 

 

MAKINO Kumiko and 
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Democratisation SATO Chizuko eds. 

（5） IDE Discussion Paper Series  

No.417 Features of IP Rights Enforcement in Korea and China NOMURA Takashi, 

OKADA Saori and  

Yoshizaki Takeshi 

No.418 Food Safety Control System of Chinese Eel Exports and its 

Challenges 

MORI Romio, 

NABESHIMA Kaoru and 

YAMADA Nanae 

No.419 Exploring the Sources of China’s Challenge to Japan: Models of 

Industrial Organisation in the Motorcycle Industry 

FUJITA Mai 

No.420 The Japanese and Chinese Models of Industrial Organisation: 

Fighting for Supremacy in the Vietnamese Motorcycle Industry 

FUJITA Mai 

No.421 Agriculture Plus Plus: Growth Strategy for Myanmar 

Agriculture 

KUDO Toshihiro, 

KUMAGAI Satoru and  

ISHIDO Hikari 

     No.422 Political Crisis and Suspension of Duty-free Access in 

Madagascar: Assessment of Impacts on the Garment Industry 

FUKUNISHI Takahiro 

     No.423 Development and Institutionalization of Communitarian 

Thought in Thailand 

SHIGETOMI Shinichi 

     No.424 How Are Global Value Chains Fragmented and Extended in 

China’s Domestic Production Networks? 

MENG Bo, WANG Zhi and  

Robert KOOPMAN 

     No.425 Where Does Philippine Education Go? The “K to 12” Program 

and Reform of Philippine Basic Education 

OKABE Masayoshi 

     No.426 Myanmar’s Non-Resource Export Potential after the Lifting of 

Economic Sanctions: A Gravity Model Analysis 

KUBO Koji 

     No.427 Five Growth Strategies for Myanmar: Re-engagement with the 

Global Economy 

KUDO Toshihiro, 

KUMAGAI Satoru and  

UMEZAKI So 

     No.428 FTA Utilization: Certificate of Origin Data versus Customs 

Data 

HAYAKAWA Kazunobu, 

KIM Hangsang, Nuttawut 

LAKSANAPANYAKUL and 

SHINO Kohei 

     No.429 Impacts of Common Rules of Origin on FTA Utilization HAYAKAWA Kazunobu 

and Nuttawut 

LAKSANAPANYAKUL 

     No.430 Myanmar's Apparel Industry in the New International 

Environment: Prospects and Challenges 

KUDO Toshihiro 

No.431 FDI and Investment Barriers in Developing Economies 

 

 

ARITA Shawn and  

TANAKA Kiyoyasu 
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No.432 Platforms and Firm Capabilities: A Study of Emerging Global  

Value Chains 

DING Ke 

 

     No.433 Toward an Inclusive and a Little Bit Ethical World Trading 

System: Listening to the Voices of the People in LDCs 

SATO Kan Hiroshi 

     No.434 Did the Least Developed Countries Benefit from Duty-Free 

Quota-Free Access to the Japanese Market? 

ITO Tadashi 

     No.435 Rethinking Special and Differential Treatment in the WTO YANAI Akiko 

     No.436 How Do Free Trade Agreements Change Import Prices?: 

Firm-level Evidence from China’s Imports from ASEAN 

HAYAKAWAKazunobu, 

YANG Chih-Hai 

     No.437 New Measures of FTA Liberalization Level HAYAKAWA Kazunobu, 

Nuttawut 

LAKSANAPANYAKUL 

     No.438 Some Practical Guidance for the Computation of Free Trade 

Agreement Utilization Rates 

HAYAKAWA Kazunobu, 

Nuttawut 

LAKSANAPANYAKUL  

and SHIINO Kohei 

 No.439 Promoting Institutional Connectivity in the Asia Pacific Region:  

A Study of Supply Chain and Trade in Services 

ISHIDO Hikari 

     No.440 The Anti-Apartheid Movement in Japan: An Overview MAKINO Kumiko 

     No.441 Directional Imbalance of Freight Rates: Evidence from 

Japanese Inter-prefectural Data 

TANAKA Kiyoyasu and  

TSUBOTA Kenmei 

     No.442 Minority Type Matters: Ethnic Diversity and Tolerance in 29 

European Democracies 

HAZAMA Yasushi 

     No.443 Assessment of FDI Impact on Thailand's Production Sectors: 

Implications for Investment Promotion Activities 

Pisit PUAPAN 

     No.444 FDI Inflows and Outflows, Intellectual Property Rights, and 

Productivity Growth 

Sasatra SUDSAWASD and 

Santi 

CHAISRISAWATSUK 

     No.445 Firm-level Impacts of Natural Disasters on Production 

Networks: Evidence from a Flood in Thailand 

HAYAKAWA Kazunobu, 

MATSUURA Toshiyuki  

and OKUBO Fumihiro 

     No.446 How Do Free Trade Agreements Reduce Tariff Rates and 

Non-tariff Barriers? 

HAYAKAWA Kazunobu 

and KIMURA Fukunari 

     No.447 Spatial Price Equilibrium and the Transport Sector:  

A Trade-Consistent SCGE Model 

ANDO Asao and MENG Bo 

     No.448 Dimensions and Determinants of Upward Mobility: A Study 

Based on Longitudinal Data from Delhi Slums 

Arup MITRA and  

TSUJITA Yuko 

     No.449 Value Added Trade and Structure of High-technology Exports in 

China 

KUROIWA Ikuo 

     No.450 Did Japanese Direct Investment in Korea Suppress Indigenous ARIMOTO Yutaka and  
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Industrialization in the 1930s ? Evidence from County-level 

Factory Entry Patterns 

LEE Changmin 

 

     No.451 The Policy Impact of Product-Related Environmental 

Regulations in Asia 

MICHIDA Etsuyo 

     No.452 Role of Laboratories for Adopting Product-related 

Environmental Regulations (PRERs) 

Chen Sau Soon, Mohd 

Helme bin Mohd Helan, 

Zanariah Ujang, 

MICHIDA Etsuyo and 

NABESHIMA Kaoru 

     No.453 Impact on Asian Firms of Product-related Environmental 

Regulations through Global Supply Chains: A Study of Firms in 

Malaysia 

MICHIDA Etsuyo,  

UEKI Yasushi and  

NABESHIMA Kaoru 

     No.454 Product-related Environmental Regulation and Voluntary 

Environmental Actions: Impacts of RoHS and REACH in 

Malaysia 

ARIMURA Toshi, 

IGUCHI Hakaru and  

MICHIDA Etsuyo 

     No.455 Estimating the Effect of Chemical Safety Standards on Firm 

Performance in Malaysia and Vietnam 

OTSUKI Tsunehiro,  

MICHIDA Etsuyo, 

NABESHIMA Kaoru and 

UEKI Yasushi 

     No.456 Trajectories and Outcomes of the ‘Arab Spring’ : Comparing 

Tunisia, Egypt, Libya and Syria 

DARWISHEH Housam 

     No.457 Impact of Product-related Environmental Regulations in Asia : 

Descriptive Statistics from a Survey of Firms in Penang, 

Malaysia 

MICHIDA Etsuyo,  

UEKI Yasushi and 

NABESHIMA Kaoru 

     No.458 Why Oil Importers Diversify Their Import Sources Politically?  

Evidence from U.S. Firm-level Data 

Mila KASHCHEEVA 

and Kevin TSUI 

     No.459 The Effects of International Politics on Oil-Exporting 

Developing Countries 

Mila KASHCHEEVA 

and Kevin TSUI 

     No.460 Impact of Seasonality-adjusted Flexible Microcredit on 

Repayment and Food Consumption: Experimental Evidence 

from Rural Bangladesh 

Abu SHONCHOY and  

KUROSAKI Takashi 

     No.461 The Informal Labour Market in India: Transitory or Permanent 

Employment for Migrants? 

Abu SHONCHOY and 

P.N. (Raja) JUNANKAR 

     No.462 Do Electricity Supply Constraints Matter for Comparative 

Advantage? : A Neoclassical Approach 

SATO Hitoshi 

     No.463 Tariff Reductions and Labor Demand Elasticities: Evidence 

from Chinese Firm-level Data 

SATO Hitoshi and  

ZHU Lianming 
     No.464  （欠番）  

     No.465 Neutrality in the Choice of Number of Firms or Level of Fixed 

Costs in Calibrating an Armington-Krugman-Melitz 

OYAMADA Kazuhiko 



112 
 

Encompassing Module for Applied General Equilibrium Models 

     No.466 Impact of Product-related Environmental Regulations in Asia: 

Descriptive Statistics from a Survey of Firms in Vietnam 

MICHIDA Etsuyo, 

NABESHIMA Kaoru and  

UEKI Yasushi 

     No.467 Environmental Provisions in Japanese Regional Trade  

           Agreements with Developing Countries 

YANAI Akiko 

3．外部出版 

・中国の産業はどのように発展してきたか (勁草書房) 

・東アジア統合の経済学（日本評論社） 

＜Palgrave Macmillan IDE-JETRO Series＞ 

・Border Economies in the Greater Mekong Subregion 

・Vietnam’s Economic Entities in Transition 

   ・Delivering Sustainable Growth in Africa : African Farmers and Firms 

in Changing World 
＜Edward Elgar＞ 

・International Trade in Recyclable and Hazardous Waste in Asia 

 

渡邉真理子 編著 

黒岩郁雄 編著 

 

ISHIDA Masami ed. 

SAKATA Shozo ed. 

FUKUNISHI Takahiro ed. 

 

KOJIMA Michikazu and 

MICHIDA Etsuyo eds. 

 
 
２．国際シンポジウム 

 

（１）国際価値連鎖：その展開と通商政策への影響 

  ①開催日時：2013 年 7 月 5 日（金）13:00～18:00 
  ②場  所：政策研究大学院大学（GRIPS）想海樓ホール 

  ③主  催：ジェトロ・アジア経済研究所、世界貿易機関（WTO） 

  ④参 加 者：企業・団体、省庁、在京大使館、大学・研究機関等 161 名 

 

開会挨拶：石毛博行（理事長） 

第 1 部 

 基調講演：リチャード・ボールドウィン（ジュネーブ国際問題高等研究所教授） 

 報 告 1：ユベール・エスカット（世界貿易機関主席統計官） 

  報 告 2：エリック・ディツェンバッハ（フローニンゲン大学教授／国際産業連関学会

長） 
  報 告 3：猪俣哲史（開発研究センター上席主任調査研究員） 
 第 2 部 
  基調講演：ロバート・クープマン（米国国際貿易委員会研究事業本部長） 
  パネル・ディスカッション： 
   【テーマ 1】GVC 分析の展望：政策への応用、限界、そして今後の課題 
   【テーマ 2】GVC 分析と通商政策 
   【モデレーター】中富道隆（ジェトロ顧問、経済産業研究所コンサルティングフェ

ロー） 
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   【パネリスト】ロバート・クープマン、金子知裕（経済産業省通商政策局通商機構部

参事官（全体統括））、パトリック・ロウ（世界貿易機関チーフエコノ

ミスト）、フランシスコ・モンヘ（コスタリカ貿易省貿易局次長）、 
          アンドリュー・ワイコフ（経済協力開発機構科学技術産業局長） 
 閉会挨拶：白石 隆（アジア経済研究所長） 
 

2011 年にアジア経済研究所と世界貿易機関（WTO）が、その共同研究成果である「東

アジアの貿易構造と国際価値連鎖」を公表して以来、国際機関や諸外国政府において、同

報告書の研究テーマである「国際価値連鎖（GVC：Global Value Chains）」への関心が急

速に高まってきた。これは、国際貿易をモノやサービスの流れではなく、それらの生産過

程で付加された「価値」の流れとして捉えようという新しい試みである。現在では多くの

機関がこのテーマの研究に着手し、今日に至るまで多様な展開をみせてきている。 

今回、各国・各機関で独自の発展を遂げたさまざまな研究アプローチを比較検討し、国

際価値連鎖の意味を改めて検証するとともに、その通商政策への影響について議論するた

め国際シンポジウムを開催した。 

国際貿易研究の第一人者であるリチャード・ボールドウィン教授と米国の通商政策に対

して大きな影響力を持つロバート・クープマン研究事業本部長が、この新しい概念の学術

的・政策的インプリケーションについて基調講演を行った。また、世界貿易機関や経済開

発協力機構、各国通商政策担当省庁の代表者などを交えてパネル・ディスカッションを行

い、通商政策の現場への影響及び今後の対応についてディスカッションを行った。 

世界的な研究者・通商政策担当者が一堂に会し、最新の研究成果を日本から発信したこ

とは、国内における研究成果の普及の促進のみならず、当該分野の今後の発展に対して我

が国が大きな貢献を果たすことになった。 

 

（２）食品安全規制遵守のためのサプライチェーン管理：途上国の課題と展望 

  ①開催日時：2013 年 9 月 19 日（木）13:30～17:00 
  ②場  所：ジェトロ本部 5 階展示場 

  ③主  催：ジェトロ・アジア経済研究所、国際連合工業開発機関（UNIDO） 

  ④参 加 者：企業・団体、省庁、在京大使館、大学・研究機関等 128 名 

 

開会挨拶：平塚大祐（理事） 

     古谷 毅（国際連合工業開発機関東京投資・技術移転事務所代表） 

第 1 部 

 基調講演： 

1．「国際連合工業開発機関 貿易規制遵守に向けた取り組み」 
ステファン・ケイザー（国際連合工業開発機関品質・基準・認証課長） 

  2．「東アジアからの食品・農水産品輸入における食品安全規制と規制違反の現状 
－課題と挑戦－」 

     鍋嶋 郁（新領域研究センター上席主任調査研究員） 

   3．「輸入食品の安全性確保について」 
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今川正紀（厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室室

長補佐） 
第 2 部 
パネル・ディスカッション 
【モデレーター】鍋嶋 郁 
【パネリスト】グエン・ホアイ・ナム（ベトナム水産輸出加工協会事務局次長）、 

塚原裕紀（イオン株式会社品質管理コーディネーター／海外品質管理

マネージャー）、ブー・ホン・ナム（ベトナム貿易大学講師）、 
山田七絵（新領域研究センター環境・資源研究グループ） 

閉会挨拶：ステファン・ケイザー 
鍋嶋 郁 

 
アジア経済研究所は、2012 年から国際連合工業開発機関（UNIDO）と連携して、先進

国の食品安全規制当局がもつ規制違反事例に関するデータの分析を行い、この結果に基づ

き、アジア途上国からの農産物・食品輸出の際に、規制遵守に関わる課題について研究を

進めてきた。この研究の成果は「Meeting Standards, Winning Markets, Regional Trade 
Standards Compliance Report－East Asia 2013」と題する報告書として 12 月に UNIDO
とアジア経済研究所により正式に公表される。今回のシンポジウムは、本報告書の公表に

先立ち、成果普及を目的として開催したものである。 

本国際シンポジウムでは、食品安全に関わる規制当局、輸出側である途上国企業、輸入

側の企業、国際機関という様々なステークホルダーの視点から課題の提示を行った。当研

究所がアジアデータの分析と、ベトナム及び中国での調査から規制遵守に向けた企業努力

によりサプライチェーンにどのような変化が起きているのか、また、サプライチェーンの

各所におけるボトルネックは何か、さらに、政策的になしうることは何か、について議論

を行った。 

第 1 部では、UNIDO のステファン・ケイザー課長がグローバル版貿易規制遵守報告書

（Trade Standards Compliance Report : TSCR）の背景と全体設計について講演した後、

当研究所の鍋嶋郁上席主任調査研究員が、今回の東アジア版報告書（ATSCR）について講

演し、研究で得られた政策的な示唆について議論を行った。厚生労働省の今川正紀室長補

佐からは、日本の食品安全規制当局の視点から、日本にとっての規制の重要性、また食品

の安全性を確保するための制度について紹介が行われた。 
第 2 部のパネル・セッションでは、途上国の生産者、次に日本の輸入食品調達業者の視

点から、現状と課題、課題克服に向けた取り組みについて説明がなされた。続いて、ATSCR
のケーススタディであるベトナムの養殖エビと養殖ナマズ、中国の冷凍野菜を題材に、ベ

トナムと中国のサプライチェーン全体を俯瞰し、規制遵守に係る各段階での課題を解き明

かし、政策的な含意について議論を行った。 
 

（３）成長と公正の両立を求めて－新しいブラジルの経験を中心に－ 

①開催日時：2013 年 11 月 18 日（月）13:00～16:40 
  ②場  所：国連大学 ウ・タント国際会議場 
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  ③主  催：ジェトロ・アジア経済研究所、世界銀行、朝日新聞社 

  ④参 加 者：企業・団体、省庁、在京大使館、大学・研究機関、報道機関等 263 名 

 

開会挨拶：宮本 聡（副理事長） 

     塚越保祐（世界銀行東京事務所駐日特別代表） 

     市川速水（朝日新聞社ゼネラルマネージャー兼東京本社報道局長） 

 基調講演： 

1．「成長と公正の両立の可能性 －ブラジルの最近の経験から－」 
オタヴィアーノ・カヌート（世界銀行開発経済総局上級顧問＜BRICS 担当＞） 

  2．「ブラジル経済の最近の動向および傾向」 
     パウロ・レヴィ（ブラジル政府・応用経済研究所（IPEA）主任研究員） 

   3．「25 周年を迎える市民憲法 －新しいブラジルの足跡と課題－」 
マウリシオ・ブガリン（ブラジリア大学経済学部教授） 

パネル・セッション 
【モデレーター】平塚大祐（理事） 
【報告】 
 1．「調整局面のブラジル －グローバル環境の変化と諸制度改革を受けて－」 
    堀坂浩太郎（上智大学名誉教授） 
 2．「ブラジルとメキシコ －経済グローバル化へのふたつの異なる対応－」 
    星野妙子（地域研究センターラテンアメリカ研究グループ） 
 3．「ブラジルの社会保障と全国規模の抗議デモ」 
    近田亮平（地域研究センターラテンアメリカ研究グループ） 
【パネル・ディスカッション】 

パネリスト：オタヴィアーノ・カヌート、パウロ・レヴィ、マウリシオ・ブガ

リン、堀坂浩太郎、星野妙子、近田亮平 
 閉会挨拶：平塚大祐 

 
経済成長と社会的公正の両立は、全ての国家や社会にとって重要かつ困難な課題である。

一般的に資本主義経済のもとでは、経済成長を優先すると格差が拡大するなど社会的公正

は減退し、社会的公正を促進すべく福祉などを重視すると経済成長は鈍化する。 
しかし、21 世紀初頭のブラジルは、2007 年に債務国から債権国に転じ、2010 年には

7.5%の GDP 成長率を達成するなど、経済的に目覚しい発展を遂げるとともに、社会保障

制度の整備や条件付現金給付政策の実施により、貧困削減などの社会的公正も増進させた。 

持続的な経済成長と社会的公正の両立を求め、2013 年 6 月に発生した全国規模の抗議デ

モをも教訓として、国家の構造的な変革を試みている。民主主義の定着や外交面でのプレ

ゼンス増大などにも注目し、米国などの著名なラテンアメリカ研究者は、近年のブラジル

を「新しいブラジル」と捉える研究を発表している。 

 本国際シンポジウムは、経済成長と社会的公正の両立について 21 世紀初頭に実現され

た一方、その難しさが抗議デモなどで露呈したブラジルの経験を中心に、ラテンアメリカ

のもうひとつの大国であるメキシコとの比較も取り入れ、「経済成長と社会的公正の両立」
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という普遍的かつ実現困難な課題について議論するため、世界銀行、朝日新聞社と共催で

開催した。 

ブラジルが経験した経済成長と社会的公正の両立についてオタヴィアーノ・カヌート上

級顧問が、ブラジル経済の最近の動向と傾向についてパウロ・レヴィ主任研究員が、また、

民政移管後の 1988 年に制定され 2013 年で 25 周年を迎えた市民憲法を焦点にマウリシ

オ・ブガリン教授がそれぞれ基調講演を行った。 

 続くパネル・セッションでは、先ず、堀坂浩太郎名誉教授が調整局面にあるブラジルに

ついて報告し、続いて、研究所の研究員が経済グローバル化へ異なる対応を見せているメ

キシコとブラジルについて、ブラジルの社会保障と最近発生した全国抗議デモについて、

それぞれ報告を行った後、基調講演者 3 名を交えてディスカッションを行い、ブラジルで

の条件付現金給付政策が機能した要因、更なる経済成長には工業を始めとして労働生産性

を高める必要があること、今後のブラジルの方向性にとって来年の大統領選挙、総選挙が

ターニングポイントになる可能性があり注目する必要があること、などが議論された。 

 なお、このシンポジウムについては、共催者である朝日新聞社が 11 月 19 日（火）に開

催概要を、12 月 1 日（日）に詳細について紙面に掲載を行った。 

 

（４）人の移動と地域統合：高度人材獲得に向けた EU の地域戦略 

－アジア・日本への示唆－ 
①開催日時：2013 年 12 月 13 日（金）13:30～17:30、12 月 14 日（土）10:00~17:00 

  ②場  所：上智大学四谷キャンパス 2 号館 17 階  2-1702 会議場 

  ③主  催：ジェトロ・アジア経済研究所、上智大学ヨーロッパ研究所、日・EU 
関係科学研究費研究グループ 

   後  援：経済産業省、法務省入国管理局、国際移住機関（IOM） 

  ④参 加 者：企業・団体、省庁、在京大使館、大学・研究機関等 112 名 

 

＜12 月 13 日＞ 

開会挨拶：滝澤 正（上智大学学長） 

基調講演： 

1．「The Different Approaches to Migration」 
    Mr. William Barriga（国際移住機関駐日事務所長） 

  2．「Governing Migration」 

    Professor James F. Hollifield（Ora Nixon Arnold Professor at the Southern 
Methodist University, Texas, U.S.A.） 

第 1 部：欧州統合の再評価 －高度人材をはじめとする多様な人の移動とのかかわりか 

ら－ 
  セッション 1：高度人材・ビジネスパーソン・生活者の移動と欧州統合 
 

＜12 月 14 日＞ 

セッション 2：EU の移民外交 －FTA/EPA と外国人労働力受け入れ 
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第 2 部：アジアの視点、日本の視点 －EU からの示唆－ 

  セッション 3：アジアにおける地域統合と人の移動 －展望と課題－ 
  【報告】 

1．「アジアにおける労働者の移動 －法制度調整の観点から－」 
   山田美和（新領域研究センター法・制度研究グループ長） 
2．「ASEAN 経済共同体における人の移動」 
   梅崎 創（新領域研究センター経済統合研究グループ長） 

   3．「日本の出入国管理における外国人材の受入れ方針について －高度人材ポイン

ト制を中心に－」 

      君塚 宏（法務省東京入国管理局第一次長） 

   4．「我が国における外国人材の受け入れについて」 

      奈須野太（経済産業省経済産業政策局参事官（産業人材政策担当）） 

   5．「Health-Caregivers on the Global Labor Market : A Comparative Study of 
Japan’s EPAand Germany’s Triple Win」 

            Professor Dr. Gabrielle Vogt（ハンブルグ大学アジア・アフリカ研究所長） 

  【討論】 

   モデレーター：渡邊頼純（慶応義塾大学総合政策学部教授） 

 

 本国際シンポジウムは、「上智大学 100 周年記念ソフィアシンポジウム」の機会を捉え、

高度技能人材をはじめとする外国人労働力の確保に再び乗り出した欧州連合（EU）を観

察することで、欧州統合がどこに向かっているのかを検証し、アジア地域へのインプリケ

ーションを導き出すことを試みとして開催した。 

このシンポジウムは 2 部構成で 3 つのセッションから成っており、セッション 3 におい

て、海外から専門家を招聘してアジアにおける地域統合と人の移動について議論を行った。 

第 1 部では、2012 年ユーロ危機を始め様々な課題に直面している EU について、「単一

市場政策は失敗だったのか？それともまだ起死回生のチャンスは残されているのか？」、

「欧州統合とは、移動する人にとっては一体何を意味しているのか？」、また、「EU は世

界における高度人材獲得競争に勝利することができるのか?」といった、人の移動とのかか

わりを中心に様々な観点から問い直し、再評価を行った。 

第 2 部では、人の移動と欧州統合とのかかわりを、アジアの視点、日本の視点から理解

することを試みた。「アジアや日本は、欧州の経験から何を学び、また、何を改善すること

ができるのか？」、「アジアや日本は EU とどのように高度人材獲得競争を戦うのか？」、「ア

ジアや日本が実現しうる地域統合の形とは一体どのような形なのか？」等、アジアや日本

への示唆について検討し、高度人材を始めとする外国からの労働力導入がもたらす影響を、

経済や安全保障を含む複合的な見地から客観的に把握した。 
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３．講演会・セミナー等の活動 

 

（１）専門講座 

 ＜アジア動向分析事業発足 50 周年企画＞ 

「アジア諸国の政治・外交－19 ヵ国・地域の最新動向を専門家がコンパクトに解説

する」 
 （開催場所はすべてジェトロ本部 5 階展示場） 

講 座 名 開催日 テーマ及び講師 
参加

者数 
コース１  

東アジア 
2013年 6月10日（月） ＜地域概観＞ 

中川雅彦（地域研究センター動向分析研究グループ長） 
＜国別報告＞ 
「中国」松本はる香（地域研究センター東アジア研究グループ） 
「台湾」池上 寛（新領域研究センター企業・産業研究グループ長代

理） 
「大韓民国」奥田 聡（亜細亜大学アジア研究所教授） 
「朝鮮民主主義人民共和国」中川雅彦 
「モンゴル」湊 邦生（立命館大学産業社会学部現代社会学科助教授） 
「総括」中川雅彦 

147 
 

コース２ 

 東南アジア（Ⅰ） 

2013年6月11日（火） ＜地域概観＞ 
佐藤百合（地域研究センター長） 
＜国別報告＞ 
「インドネシア」川村晃一（地域研究センター東南アジアⅠ研究グル

ープ） 
「フィリピン」鈴木有理佳（地域研究センター東南アジアⅠ研究グル

ープ） 
「シンガポール」久末亮一（新領域研究センター企業・産業研究グル

ープ） 
「マレーシア」鈴木絢女（福岡女子大学国際文理学部国際教養学科講

師） 
「タイ」相沢伸広（新領域研究センター法・制度研究グループ） 
「総括」佐藤百合 

140 

コース３ 

 東南アジア（Ⅱ） 

2013年6月12日（水） ＜地域概観＞ 
佐藤百合（地域研究センター長） 
＜国別報告＞ 
「ベトナム」石塚二葉（新領域研究センター法・制度研究グループ） 
「カンボジア」初鹿野直美（ジェトロ・バンコク事務所） 
「ラオス」山田紀彦（地域研究センター東南アジアⅡ研究グループ） 
「ミャンマー」岡本郁子（地域研究センター東南アジアⅡ研究グルー

プ主任研究員） 
「総括」佐藤百合 

144 

コース４ 

 南アジア 

2013年6月13日（木） ＜地域概観＞ 
荒井悦代（地域研究センター動向分析研究グループ長代理） 
＜国別報告＞ 
「インド」近藤則夫（地域研究センター南アジア研究グループ長） 
「バングラデシュ」村山真弓（新領域研究センター次長） 
「スリランカ」荒井悦代 
「パキスタン」小田尚也（立命館大学政策科学部教授） 
「アフガニスタン」鈴木 均（地域研究センター上席主任調査研究員） 
「総括」荒井悦代 

121 
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（２）特別講演会 

講 座 名 主催者 開催日 開催場所 テーマ及び講師 
参加

者数 
Exploring the 
impact of the 
ASEAN Economic 
Community(AEC) 
on Thailand’s 
infrastructure and 
supply chains ＜邦

題＞AEC創設に向け

たタイにおけるイン

フラ整備とサプライ

チェーン 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所 
2013年8月19日
（月） 

ジェトロ本部 
5階AB会議室 

“Exploring the impact of the 
ASEAN Economic Community 
(AEC) on Thailand’s 
 infrastructure and supply 
chains” ＜邦題＞「AEC創設に

向けたタイにおけるインフラ整

備とサプライチェーン」 
ルット・パノムヨン（タマサート

大学准教授） 

 70 
 

アフリカ開発の現状

と展望 
ジェトロ・アジ

ア経済研究所、

NPO法人ミレ

ニアム・プロミ

ス・ジャパン 

2013年8月30日
（金） 

アジア経済研究

所C21会議室 
「アフリカ開発の現状と展望」 
平野克己（地域研究センター上席

主任調査研究員）  

21 

企業人・駐在員が知っ

ておきたいアセアン

各国経済史・財閥（第

二部・第三部） 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所、

日本アセアン

センター 

2013年10月23日
（水） 

日本アセアンセ

ンター・アセアン

ホール 

第二部 
「インドネシアの企業グループ 
～生成・発展から再編・復活まで」 
佐藤百合（地域研究センター長）  
 

101 

企業人・駐在員が知っ

ておきたいアセアン

各国経済史・財閥（第

二部・第三部） 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所、

日本アセアン

センター 

2013年11月20日
（水） 

日本アセアンセ

ンター・アセアン

ホール 

第三部① 
「ベトナムの国有企業～国有企

業の役割と株式化、民営化の現

状」 
坂田正三（地域研究センター東南

アジアⅡ研究グループ長）  

155 

企業人・駐在員が知っ

ておきたいアセアン

各国経済史・財閥（第

二部・第三部） 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所、

日本アセアン

センター 

2013年11月21日
（木） 

日本アセアンセ

ンター・アセアン

ホール 

第三部② 
「ラオス近現代経済史と国有企

業改革－政治と経済の相互依存

関係」 
山田紀彦（地域研究センター東南

アジアⅡ研究グループ）  

142 

企業人・駐在員が知っ

ておきたいアセアン

各国経済史・財閥（第

二部・第三部） 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所、

日本アセアン

センター 

2013年11月22日
（金） 

日本アセアンセ

ンター・アセアン

ホール 

第三部③ 
「フィリピンの経済政策と企業」 
鈴木有理佳（地域研究センター東

南アジアⅠ研究グループ） 

146 

ロシアの統治システ

ム：ソ連崩壊後の政治

と経済を動かす非公

式な慣行 
“Russia’s system of 
governance : the 
informal practices 
that shaped post- 
Soviet politics and 
economy ” 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所 
2013年12月 4日
（水） 

ジェトロ本部 
5階ABCD会議室 

「イントロダクション」 
岡 奈津子（地域研究センター中

東研究グループ） 
「ロシアの統治システム：ソ連崩

壊後の政治と経済を動かす非公

式な慣行」 
アリョーナ・V・レデニョバ（ユ

ニヴァーシティ・カレッジ・ロン

ドン（UCL）スラブ・東欧研究学

部教授） 
「コメント」 
 ①スタニスラフ・シェクシニャ 
 （欧州経営大学院（INSEAD）

111 
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客員教授） 
 ②梅津哲也（海外調査部欧州ロ

シア CIS 課長） 
「講師によるコメントへの回答」 
アリョーナ・V・レデニョバ 

ポスト・チャベス期の

ベネズエラ－マドゥ

ロ政権の展望 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所、

上智大学イベ

ロアメリカ研

究所 

2013年12月16日
（月） 

上智大学中央図

書館9階911会議

室 

「イントロダクション」 
幡谷則子（上智大学イベロアメリ

カ研究所長） 
坂口安紀（地域研究センターラテ

ンアメリカ研究グループ長） 
「1999～2012 年の権力関係の変

化」 
タイス・マインゴン（ベネズエラ

中央大学開発研究所研究部長） 
「岐路に立つチャビスモ」 
エクトル・ブリセニョ（ベネズエ

ラ中央大学開発研究所教授） 
「チャベス政権の社会政策：ミシ

オン」 
ホルヘ・ディアス・ポランコ（ベ

ネズエラ中央大学開発研究所教

授、元研究部長） 

105 

グローバル規模にお

ける移民の循環現象

－労働市場とビジネ

スへのインプリケー

ション：アジアの観点

から “The Global 
 Migration Carousel 
and its Implications 
for Labor and 
Business : An Asian 
Perspective” 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所 
2013年12月17日
（火） 

ジェトロ本部 
5階ABCD会議室 

「イントロダクション」 
山田美和（新領域研究センター

法・制度研究グループ長） 
「グローバル規模における移民

の循環現象－労働市場とビジネ

スへのインプリケーション：アジ

アの観点から」 
ガブリエレ・フォグト（ハンブル

グ大学アジア・アフリカ研究所教

授） 
 
 

 73 

日台ビジネスアライ

アンスの新たな可能

性 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所、

台湾経済研究

院、（公財）交

流協会 

2014年 2月28日
（金） 

ジェトロ本部 
5階ABCD会議室 

「趣旨説明」 
佐藤幸人（新領域研究センター企

業・産業研究グループ長） 
「台湾の産業競争力の現況と経

済政策の新動向」 
林 欣 吾（台湾経済研究院研究三

所所長） 
「日台ビジネスアライアンスの

東南アジア市場における機会」 
王 睦 鈞（台湾経済研究院研究三

所副研究員） 
「東南アジアにおける日台ビジ

ネスアライアンス－事例分析－」 
佐藤幸人 
「サービス産業における日台ビ

ジネスアライアンスの現状と課

題－外食産業を中心に－」 
池上 寛（新領域研究センター企

業・産業研究グループ長代理） 

137 



 
Ⅳ．研究成果の発信・普及 

121 
 

国際連合工業開発機

関（UNIDO）共催セ

ミナー “Partner for 
Prosperity” 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所、

国際連合工業

開発機関、

UNIDO東京投

資・技術移転促

進事務所 

2014年 3月18日
（火） 

国連大学エリザ

ベス・ローズ国際

会議場 

第 1 部 UNIDO 事業紹介 
第 2 部 UNIDO 工業開発報告書

2013（Industrial Development 
Report 2013） 
【報告】 
「UNIDO工業開発報告書 2013」 
ルドビコ・アルコータ（UNIDO
開発政策・統計・戦略研究部長） 
「途上国及び工業先進国におけ

る政策的意味」 
原口信也（UNIDO 開発政策・統

計・戦略研究部工業開発研究官） 
「IDR2013 について」 
福西隆弘（地域研究センターアフ

リカ研究グループ） 
【パネル・ディスカッション】 
モデレーター：ルドビコ・アルコ

ータ 
パネリスト：福西隆弘、サミー

ル・アルール（駐日モロッコ王国

大使）、下大澤祐二（一般財団法

人海外産業人材育成協会総務部

長） 

 

 
（３）アジ研フォーラム 

講 座 名 開催日 開催場所 講  師 
参加

者数 
第1回 

マレーシア総選挙－データ

が示す注目点－ 

2013年4月25日（木） ジェトロ本部 

5階CD会議室 

中村正志（地域研究センター東南アジ

アⅠ研究グループ長代理） 

【モデレーター】川中 豪（地域研究

センター東南アジアⅠ研究グループ

長） 

17 

第2回 

フィリピン経済と企業 

2013年5月30日（木） ジェトロ本部 

5階AB会議室 

鈴木有理佳（地域研究センター東南ア

ジアⅠ研究グループ） 

【モデレーター】平塚大祐（理事） 

24 

第3回 

イラン大統領選挙と中東の

政治地図 

2013年7月 9日（火） ジェトロ本部 

5階AB会議室 

鈴木 均（地域研究センター上席主任

調査研究員） 

【モデレーター】佐藤 寛（研究企画

部長） 

22 

第4回 

  “Transnational  Private 
Governance and its 
importance  for  
development”＜邦題＞グ

ローバル企業のバリュー

チェーン・ガバナンスが開

発に与える影響とは？ 

2013年7月29日（月） ジェトロ本部 

5階AB会議室 

ジョン・ハンフリー（サセックス大学

開発研究所教授） 

【モデレーター】佐藤 寛（研究企画

部長） 

11 
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（４）夏期公開講座 

＜東京＞（開催場所はすべてジェトロ本部 5 階 ABCD 会議室） 

コース名 開催日 テーマ及び講師 
参加

者数 

コース 1 
 東アジア統合の経済学（Ⅰ） 

2013 年 7 月 18 日

（木） 
「東アジア統合の背景」 

黒岩郁雄（開発研究センター長） 

「東アジア経済統合の法的枠組みと国際政治－FTA、

EPA、RCEP そして TPP」 

渡邊頼純（慶応義塾大学総合政策学部教授） 

「東アジアにおける財貿易の拡大と自由貿易圏の形成」 

伊藤恵子（専修大学経済学部教授） 

「東アジア統合と海外直接投資」 

田中清泰（新領域研究センター技術革新・成長研究グル

ープ） 

98 

コース 2 
「アラブの春」：夢と現実 

2013 年 7 月 19 日

（金） 
「概観」 

間 寧（地域研究センター中東研究グループ長） 

「チュニジア－政治的不安定とイスラーム主義」 

渡邊祥子（地域研究センター中東研究グループ）） 

「エジプト：移行期の経済運営－『経済危機』の背景」 

土屋一樹（地域研究センター中東研究グループ） 

「湾岸 GCC 諸国：体制維持への腐心」 

石黒大岳（地域研究センター中東研究グループ） 

“Syria’s Stalemate : The Dynamics of Conflict and 
Regime Resilience” 
ダルウィッシュ・ホサム（地域研究センター中東研究グ

ループ） 
「トルコ：『クルドの春』と『デモの夏』」 
間 寧  

87 

コース 3 
児童労働撤廃のさらなる進展 

に向けて 

2012 年 7 月 22 日

（月） 
「趣旨説明」 

中村まり（開発研究センター貧困削減・社会開発研究グ

ループ） 

「子どもの権利アプローチとカンボジアの事例」 

甲斐田万智子（文京学院大学准教授、国際子ども権利セ

ンター代表理事） 

「国際機関の児童労働撤廃への取り組みと課題」 

堀内光子（文京学院大学大学院特別招聘教授） 

「ガーナ：ステークホルダー連携と NGO の役割」 

白木朋子（NPO 法人 ACE 事務局長） 

「インド・シバカシの官民連携による児童労働削減の事

例」 

中村まり 

 8 

コース 4 
アジアの障害者雇用法制 

2013 年 7 月 23 日

（火） 
「障害者雇用の課題」 

小林昌之（開発研究センター主任調査研究員） 

「韓国の障害者雇用制度」 

崔 栄 繁（DPI 日本会議） 

「中国の障害者雇用法制」 

小林昌之 

「タイの障害者雇用の現状と促進策」 

西澤希久男（関西大学政策創造学部准教授） 

｢フィリピンの障害者雇用法制｣ 

森 壮也（開発研究センター主任調査研究員） 

 20 

コース 5 
 地域社会の組織力－住民参加

2013 年 7 月 29 日

（月） 
「地域社会の組織力をどう捉えるか」 

重冨真一（地域研究センター次長） 

39 
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型農村開発のための地域社会

分析－ 

「ミャンマーにおけるコミュニティ林の共同管理」 

岡本郁子（地域研究センター東南アジアⅡ研究グループ） 

「中国の『村』を理解する－共有資源管理を手掛かりに

－」 

山田七絵（新領域研究センター環境・資源研究グループ） 

コース 6 
 ポスト・チャベスのラテンアメ

リカ急進左派政権 

2013 年 8 月 1 日

（木） 
「イントロダクション」 

坂口安紀（地域研究センターラテンアメリカ研究グルー

プ長） 

「ベネズエラ：『チャベスなきチャビスタ政権』の誕生

とその展望」 

坂口安紀 

「キューバ革命体制のサバイバル」 

山岡加奈子（地域研究センターラテンアメリカ研究グル

ープ長代理） 

「ポスト・チャベス期において長期政権を目指すボリビ

ア・モラレス政権の行方」 

遅野井茂雄（筑波大学大学院人文社会科学研究科長） 

「アルゼンチン：クリスティーナ政権の経済・社会『モ

デル』－アイデアの政治の見地から－」 

宇佐見耕一（地域研究センター主任調査研究員） 

57 

コース 7 
 タイ 2011 年大洪水－経験から

何を学ぶか－  

2013 年 8 月 2 日

（金） 
「大洪水はどのようにして起きたのか－実態と課題－」 

小森大輔（東北大学大学院工学研究科准教授） 

「大洪水の日系企業への影響と対応」 

助川成也（ジェトロ・バンコク事務所次長） 

「洪水をめぐる対立と政治」 

玉田芳史（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研

究科教授） 

「Q&A セッション」 

小森大輔、助川成也、玉田芳史 

「2011 年洪水後のダム放流ルールの変更－プーミポン・

ダムの事例－」 

星川圭介（京都大学地域研究統合情報センター助教） 

「洪水後の組織再編－水資源管理は一元化できるか－」 

船津鶴代（新領域研究センター環境・資源研究グループ） 

「沈んだ空港、沈まなかった空港」 

相沢伸広（新領域研究センター法・制度研究グループ） 

 83 

コース 8 
 韓国新政権の経済政策課題 

2013 年 8 月 20 日

（火） 
「イントロダクション」 

奥田 聡（亜細亜大学アジア研究所教授） 

「朴槿恵政権の対外経済政策－FTA を中心に－」 

奥田 聡 

「ビジネスフレンドリーから経済民主化へ」 

安倍 誠（新領域研究センター主任調査研究員） 

「高齢化社会における経済格差問題」 

渡邉雄一（地域研究センター東アジア研究グループ） 

80 

コース 9 
 東アジア統合の経済学（Ⅱ） 

2013 年 8 月 21 日

（水） 
「東アジア統合とサービス貿易」 

石戸 光（千葉大学法経学部教授、同大学 APEC 研究セ

ンター代表） 

「アジアにおける金融統合－欧州通貨統合からの教訓

－」 

川崎健太郎（東洋大学経営学部准教授） 

「東アジア統合と農業問題」 

本間正義（東京大学大学院農学生命科学研究科教授） 

「東アジア統合と産業立地」 

黒岩郁雄（開発センター長） 

 95 
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コース 10 
 グローバル化、国際関係の変動

に翻弄される南アジアの社会

と経済－パキスタン、インド、

スリランカ－ 

2013 年 8 月 27 日 
（火） 

「パキスタン衣類産業の課題－女性雇用への挑戦－」 

牧野百恵（地域研究センター南アジア研究グループ） 

「インドの医薬品アクセス問題と近年の政策動向」 

久保研介（開発研究センターミクロ経済分析研究グルー

プ長代理） 

「中国とインドの狭間で揺れるスリランカ」 

荒井悦代（地域研究センター動向分析研究グループ長代

理） 

75 

コース 11 
東アジアにおけるビジネス環

境の変化と企業の対応 

2013 年 8 月 29 日 
（木） 

「アジアにおける海上貨物輸送と航空貨物輸送の現状と

課題」 

池上 寛（新領域研究センター企業・産業研究グループ

長代理） 

「中国におけるビジネス環境の変化と企業の対応」 

真家陽一（海外調査部中国北アジア課長） 

「ASEAN・南西アジアにおけるビジネス環境の変化と企

業の対応」 

若松 勇（海外調査部アジア大洋州課長） 

 86 

コース 12 
アフリカにおける貧困削減と

雇用－若者と女性を中心に－ 

2013 年 8 月 30 日 
（金） 

「趣旨説明」 

児玉由佳（地域研究センターアフリカ研究グループ） 

「エチオピア農村周辺部における若い女性の生計戦略」 

児玉由佳 

「政変と雇用－マダガスカルの縫製産業の事例－」 

福西隆弘（地域研究センターアフリカ研究グループ） 

「南アフリカにおける失業問題とその対策」 

牧野久美子（地域研究センターアフリカ研究グループ） 

「アフリカにおける産業人材需要と教育の役割－ガーナ

の事例を基に－」 

山田肖子（名古屋大学大学院国際開発研究科准教授） 

 52 

 
＜大阪＞（開催場所はすべて大阪商工会議所会議室） 

コース名 開催日 テーマ及び講師 
参加

者数 

コース 1 
アジアにおける省エネ家電

の普及による電力抑制の可

能性 

 

2013 年 7 月 17 日

（水） 
「アジアの省エネの必要性と政策動向」 

小島道一（新領域研究センター環境・資源研究グループ

長） 

「『省エネラベルと基準』規制に対するローカル、他国メ

ーカーの対応：インド、タイ、中国のケース」 

渡邊真理子（地域研究センター東アジア研究グループ長） 

26 

コース 2 
新・新興国バングラデシュ 

入門 

2013 年 7 月 24 日

（水） 
「『バングラデシュ・ブーム』の背景：政治・経済・社会

の基礎事情」 

村山真弓（新領域研究センター次長） 

「バングラデシュの投資・ビジネス環境と日系企業の動

向」 

鈴木隆史（途上国貿易開発部アジア支援課長） 

85 

コース 3 
アジアにおける国際物流の 

潮流 

2013 年 7 月 26 日

（金） 
「アジアにおける海上貨物輸送と航空貨物輸送の現状と

課題」 

池上 寛（新領域研究センター企業・産業研究グループ

長代理） 

「ASEAN における物流サービスの実態と課題」 

小野澤麻衣（海外調査部アジア大洋州課長代理） 

90 
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コース 4  
中国の最新政治経済動向 

2013 年 7 月 31 日

（水） 
「中国の政治情勢―習近平政権発足 8 ヵ月の検証」 

佐々木智弘（地域研究センター東アジア研究グループ長

代理） 

「中国の経済情勢と日系企業の事業環境」 

真家陽一（海外調査部中国北アジア課長） 

69 

コース 5 
ミャンマーの経済発展を展

望する 

2013 年 8月 2日（金） 「新たな国際環境におけるミャンマーの成長戦略」 

工藤年博（研究企画部主任調査研究員） 

「ミャンマーの投資・ビジネス環境と日系企業の動向」 

小島英太郎（海外調査部アジア大洋州課長代理） 

「ミャンマーのロジスティックスを中心としたビジネス

環境」 

宮田晃宏（鴻池運輸株式会社国際物流関西支店） 

97 

 

（５）海外講演会 

名  称 開催日 開催場所 テーマ及び講師 
参加

者数 

＜クアラルンプール＞ 

「マレーシア政治動向セミナ

ー：選挙結果から読み解く今後

のシナリオ」 

2013年6月27日（木） ザ ロイヤル チ

ュラン ホテル 

クアラルンプー

ル 

「選挙結果から読み解く今後のシナ

リオ」 

中村正志（地域研究センター東南ア

ジアⅠ研究グループ長代理） 

30 

＜プノンペン＞ 

「カンボジアにおける自由貿易

の進展と人々の生活」 

（”Progress of Free Trade and 
its Impact on People in 
Cambodia”） 

2014年2月11日（火） インターコンチ

ネンタルプノン

ペン 

“Towards an Inclusive and a Little 
Bit Ethical Trading System : What 
do people in LDCs need  ? ” 
佐藤 寛（研究企画部長） 
“Voice of the People Survey in 
Cambodia “ 
秋保さやか（筑波大学大学院） 
“A Political Economic Evaluation 
on the Aid for Trade Initiative and 
WTO Doha Development Round” 
大野 敦（立命館大学経済学部准教

授） 

40 

＜香港＞ 

 

2014年2月12日（水） 香港日本人倶楽

部18階 

「経済史から考える『香港』の存在

理由：その過去・現在・未来」 
久末亮一（新領域研究センター企

業・産業研究グループ） 

66 

＜ニューヨーク＞ 2014年2月28日（金） ジェトロ・ニュー

ヨーク事務所会

議室 

「ミャンマー・テインセイン政権の

中間評価－ポスト2015年を展望する

－」 

工藤年博（研究企画部主任調査研究

員） 

17 

 
（６）地方講演会 

名  称 主催者 開催日 開催場所 テーマ及び講師 参加

者数 

＜岐阜＞ 

「インドネシア

経済・投資セミナ

ー」 

主催：ジェトロ・ア

ジア経済研究所、ジ

ェトロ岐阜、岐阜県

商工会議所連合会 

後援：インドネシア

投資調整庁日本事

務所、岐阜県工業

2013年5月29日（水） じゅうろくプ

ラザ5階中会議

室 

「インドネシア経済の現状と

今後の見通しについて」 

濱田美紀（開発研究センター貧

困削減・社会開発研究グループ

長） 

「日本企業の進出動向から見

る市場・投資先としての魅力と

47 
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会、㈱十六銀行 課題」 

塚田 学（海外調査部アジア大

洋州課長代理） 

「インドネシア進出のポイン

ト」 

フセン・マウラナ（インドネシ

ア投資調整庁日本事務所長） 

＜富山＞ 

「インドネシア

経済・投資セミナ

ー」 

 

主催：ジェトロ・ア

ジア経済研究所、ジ

ェトロ富山、富山

県、富山県新世紀産

業機構環日本海経

済交流センター、後

援：富山県商工会議

所連合会 

2013年9月20日（金） 富山県総合情

報センター 

「インドネシア経済を展望す

る」 

濱田美紀（開発研究センター貧

困削減・社会開発研究グループ

長） 

「日本企業の進出動向から見

る市場・投資先としての魅力と

課題」 

塚田 学（海外調査部アジア大

洋州課長代理） 

 17 

＜福岡＞ 

2013年度アジア 

経済講演会 

ジェトロ・アジア経

済研究所、ジェトロ

福岡、（公財）九州

経済調査協会 

2013年 9月26日（木） 電気ビル共創

館3階カンファ

レンスB 

「転換期のトルコ政治経済」  

間 寧（地域研究センター中東

研究グループ長） 

 30 

＜大阪＞ 

「新興国ビジネ

スにおける人権

課題と事業リス

ク－ビジネスと

人権に関する国

際動向、先行企業

の取り組みや日

本企業のあり方

を解説－」 

ジェトロ・アジア経

済研究所、ジェトロ

大阪本部、（一財）

企業活力研究所  

2013 年 10 月 18 日

（金） 
ブリーゼプラ

ザ・ブリーゼタ

ワー8階 

「国連ビジネスと人権に関す

る指導原則とは何か」 

菅原絵美（大阪大学大学院国際

公共政策研究科特任研究員） 

「アジアにおける人権とビジ

ネス－タイのミャンマー人移

民労働者問題を中心に－」 

山田美和（新領域研究センター

法・制度研究グループ長） 

「企業経営と人権－特に日本

企業に焦点を当てて－」 

牛島慶一（EY総合研究所㈱ビジ

ネス調査部主席研究員） 

「日本企業の海外展開の取り

組み状況と課題」 

長島忠之（理事） 

52 

＜福岡＞ 

「タイにおける

日本企業のビジ

ネス展開」 

ジェトロ・アジア経

済研究所、ジェトロ

福岡、福岡県、中村

学園大学 

2013 年 11 月 18 日

（月） 

福岡県吉塚合

同庁舎7階-702
会議室 

「タイの政治混乱と社会の亀

裂」 

重冨真一（地域研究センター次

長） 

「タイの最新投資環境と日系

企業の進出動向」 

若松 勇（海外調査部アジア大

洋州課長） 

「タイにおける日本の食料品

関連企業の販路拡大可能性」 

甲斐 諭（中村学園大学長） 

54 
 

＜大阪＞ 

「躍動するブラ

ジル－新しい変

容と挑戦－」 

ジェトロ・アジア経

済研究所、ジェトロ

大阪本部 

2013 年 11 月 22 日

（金） 

ホテルニュー

オータニ大阪 
B1階アイリス 

「躍動するブラジル」 

近田亮平（地域研究センターラ

テンアメリカ研究グループ） 

“Recent Developments and 
Trends in the Brazilian 
Economy” 

67 
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パウロ・レヴィ（ブラジル政

府・応用経済研究所（IPEA）

主任研究員） 

“Incentives for Corruption 
and Inefficient Behavior in 
the Brazilian Civil Service :  
A Mechanism Design 
Approach”   
マウリシオ・ブガリン（ブラジ

リア大学経済学部教授） 

「環境変化に応じ新たな関係

を模索する外資・内資・国営企

業の三脚構造」 

二宮康史（地域研究センターラ

テンアメリカ研究グループ） 

＜大阪＞ 

「中東・リスクへ

の対応」 

ジェトロ・アジア経

済研究所、（一財）

エンジニアリング

協会、（一財） 

海外投融資情報財

団 

2013年12月 4日（水） 大阪大学中之

島センター 

佐治敬三メモ

リアルホール

10階 

「中東・北アフリカのイスラム

圏を見る視点」 

上村 司（外務省領事局長） 

「法律家から見た中東リスク

への対応」 

海江田光（TMI総合法律事務所

/弁護士） 

「激変を遂げる中東・北アフリ

カ情勢－日本の関心と危機管

理－」 

田中浩一郎（日本エネルギー経

済研究所常務理事、中東研究セ

ンター長） 

「湾岸地域の新たな安全保障

環境」 

鈴木 均（地域研究センター上

席主任調査研究員） 

54 

＜山口＞ 

「日台連携によ

る東アジア中華

圏市場へのビジ

ネス展開」 

ジェトロ・アジア経

済研究所、ジェトロ

山口、山口県・下関

市外資系企業誘致

推進委員会 

2013年12月 6日（金） セントコア山

口 

「台湾の概況と台湾ビジネス

のために知っておきたいこと」 

池上 寛（新領域研究センター

企業・産業研究グループ長代

理） 

「東アジア中華圏市場を見据

えた台湾企業との連携のメリ

ットと留意点」 

細田 明（㈱フェアコンサルテ

ィング、税理法人フェアコンサ

ルティングエグゼクティブパ

ートナー/税理士） 

「RIT事業において台湾で開催

した商談会（11月）成果と今後

の事業展開」 

山口県・下関市外資系企業誘致

推進委員会事務局 

25 

＜福岡＞ 

「ミャンマーに

おける日本企業

のビジネス展開」 

ジェトロ・アジア経

済研究所、ジェトロ

福岡、福岡県、（公

財）九州経済調査協

会 

2013 年 12 月 19 日

（木） 

福岡県吉塚合

同庁舎7階-702
会議室 

「『アジア最後のフロンティ

ア』ミャンマーの実像－テイン

セイン政権の中間評価」 

工藤年博（研究企画部主任調査

研究員） 

78 
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「ミャンマーのビジネス投資

環境と日系企業動向」 

小島英太郎（海外調査部アジア

大洋州課長代理） 

「九州でも関心の高まるミャ

ンマーの現状」 

大谷友男（九州経済調査協会調

査研究部主任調査研究員） 

＜福岡＞ 

「ベトナムにお

ける日本企業の

ビジネス展開」 

ジェトロ・アジア経

済研究所、ジェトロ

福岡、福岡県、（公

財）九州経済調査協

会 

2014年1月24日（金） 福岡県福岡西

総合庁舎2階大

会議室 

「ベトナムの政治社会情勢と

憲法改正」 

石塚二葉（新領域研究センター

法・制度研究グループ） 

「ベトナムの経済概況と進出

日系企業の動向」 

大久保文博（海外調査部アジア

大洋州課） 

「ホーチミンにおける半導体

産業振興計画」 

中川敬基（九州経済調査協会調

査研究部研究主査） 

66 

＜岡山＞ 

「台湾ビジネス

セミナー 日台

ビジネスアライ

アンス（企業間連

携）の新たな可能

性－」 

ジェトロ・アジア経

済研究所、ジェトロ

岡山、（公財）交流

協会 

2014年3月 5日（水） 岡山商工会議

所101会議室 

「日台ビジネスアライアンス

の達成と新たな展開－中国で

の深化、台湾の再発見、東南ア

ジアでの可能性－」 

佐藤幸人（新領域研究センター

企業・産業研究グループ長） 

「サービス産業における日台

ビジネスアライアンスの現状

と課題－外食産業を中心に－」 

池上 寛（新領域研究センター

企業・産業研究グループ長代

理） 

16 

＜大阪＞ 

「台湾ビジネス

セミナー 日台

ビジネスアライ

アンスの新たな

可能性－」 

ジェトロ・アジア経

済研究所、ジェトロ

大阪本部、（公財）

交流協会 

2014年3月 6日（木） ホテルニュー

オータニ大阪 

B1階ウィステ

リア 

「日台ビジネスアライアンス

の達成と新たな展開－中国で

の深化、台湾の再発見、東南ア

ジアでの可能性－」 

佐藤幸人（新領域研究センター

企業・産業研究グループ長） 

「サービス産業における日台

ビジネスアライアンスの現状

と課題－外食産業を中心に－」 

池上 寛（新領域研究センター

企業・産業研究グループ長代

理） 

87 

 
（７）地元貢献型講演会 

名  称 主催者 開催日 開催場所 テーマ及び講師 参加

者数 

平成25年度千葉

県国際化セミナ

ー（第2回） 

 

依頼元：千葉県能力

開発センター 

2013 年 8 月 30 日

（金） 

千葉県庁本庁舎 

1階多目的ホール 

「やさしく学べる国際化セ

ミナー～マレーシア基礎知

識～」 

中村正志（地域研究センター

東南アジアⅠ研究グループ

47 
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長代理） 

幕張新都心公開

セミナー 

ジェトロ・アジア経

済研究所、ジェトロ

千葉、神田外語大学 

 

2013 年 11 月 6 日

（水） 

神田外語大学 

7号館クリスタル

ホール 

「『アジア最後のフロンティ

ア』ミャンマーの実像－テイ

ンセイン政権の中間評価―」 

工藤年博(研究企画部主任調

査研究員） 

【コメンテーター】永井 浩

（神田外語大学名誉教授） 

93 

第2回アジア経済

研究所共催セミ

ナー「ASEAN経

済共同体（AEC）

とインドネシア

の経済環境」 

ジェトロ・アジア経

済研究所、ジェトロ

千葉、（公財）千葉市

産業振興財団 

2014 年 2 月 27 日

（木） 

千葉市ビジネス

支援センター  

13階会議室 

「 ASEAN の 経 済 統 合

（ASEAN 経済共同体）につ

いて」 

黒岩郁雄（開発研究センター

長） 

「インドネシアの経済の現

状について」 

濱田美紀（開発研究センター

貧困削減・社会開発研究グル

ープ長） 

        

21 

 

（８）発展途上国研究奨励賞受賞記念講演会 
名  称 開催日 開催場所 講  師 参加

者数 

第34回「発展途上国研究奨励

賞」受賞記念講演会 

2013年7月1日（月） 

 

ジェトロ本部 

5階AB会議室 

「中国共産党の支配と権力－党と新興の 

社会経済エリート」 

鈴木 隆（愛知県立大学外国語学部准教授） 

49 

 
（９）賛助会講演会 

名  称 主催者 開催日 開催場所 テーマ及び講師 参加

者数 

（一般社団法人）世

界貿易センター共

催フォーラム第3回
「アジアを考える」 

ジェトロ・アジア経済研

究所、（一般社団法人）

世界貿易センター（東京）

（WTC 東京）、㈱世界貿

易センタービルディング 

2013年 6月17日 

（月） 

世界貿易セ

ンタービル

38階マリー

ン 

「中国の高齢化問題対応」 

十川美香（一般財団法人日

中経済協会企画調査部長） 

「経済大国インドネシア：

その光と影」 

佐藤百合（地域研究センタ

ー長） 

26 

（一般社団法人）世

界貿易センター共

催フォーラム第4回
「アジアを考える」 

ジェトロ・アジア経済研

究所、（一般社団法人）世

界貿易センター（東京）

（WTC 東京）、㈱世界貿

易センタービルディング 

2013年 9月 6日 

（金） 

世界貿易セ

ンタービル

38階マリー

ン 

「中国の大学と科学技術」 

沖村憲樹（科学技術振興機

構顧問）  

「タイ政治の混乱と社会の

亀裂」 

重冨真一（地域研究センタ

ー次長） 

36 

（一般社団法人）世

界貿易センター共

催フォーラム第5回
「アジアを考える」 

ジェトロ・アジア経済研

究所、（一般社団法人）世

界貿易センター（東京）

（WTC 東京） 

2013 年 12月 18日

（水） 

世界貿易セ

ンタービル

38階マリー

ン 

「東南アジアとの経済交流

の現状と可能性」 

春日原大樹（経済産業省通

商政策局アジア大洋州課

長） 

「ベトナム工業化の課題－

制度、政策面から考える」 

坂田正三（地域研究センタ

ー東南アジアⅡ研究グルー

27 
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プ長） 

（一般社団法人）世

界貿易センター共

催フォーラム第6回
「アジアを考える」 

ジェトロ・アジア経済研

究所、（一般社団法人）世

界貿易センター（東京）

（WTC 東京）、内閣府経

済社会総合研究所 

2014年 2月14日 

（金） 

世界貿易セ

ンタービル 

3階 Room A 

【講演】 

「アセアン共同体及びタイ

経済の展望」 

ポラメティー・ビモルシリ

ー（タイ国家経済社会開発

庁副長官） 
【質疑応答】 
コメンテーター：黒岩郁雄

（開発研究センター長） 
【講演】 
「メコン圏の国際分業とタ

イ国境地域開発」 
田口博之（タイ国家経済社

会開発庁 JICA 専門家） 
【質疑応答】 
コメンテーター：黒岩郁雄 

65 

 
（10）テレビ・ラジオ出演 

   出演メディア 出 演 日（曜） タイトル及び出演者 

テレビ東京「未来世紀ジパング～

沸騰現場の経済学～」 

2013 年 4 月 8 日 

（月） 

「緊急取材！ ベネズエラ・反米大統領チャべス死す」 

坂口安紀（地域研究センターラテンアメリカ研究グループ長） 

NHK 国際 「ワールド Wave  

モーニング」 

2013 年 4 月 15 日 

（月） 

「マレーシア選挙  初の政権交代の可能性は」 

中村正志（地域研究センター東南アジアⅠ研究グループ長代理） 

NHK 国際 「ワールド Wave  

モーニング」 

2013 年 4 月 22 日 

（月） 

「急成長のアフリカ経済 その行方は」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

NHK  国際「ワールド Wave 

トゥナイト」 

2013 年 4 月 23 日 

（火） 

「『中国の夢』その意味は？」 

佐々木智弘（地域研究センター東アジア研究グループ長代理） 

NHK ラジオ第一  「私も一言！

夕方ニュース」 

2013 年 4 月 28 日 

（日） 

「中国のアフリカ進出」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

テレビ朝日「サンデースクランブ

ル」 

2013 年 5 月 12 日 

（日） 

「北朝鮮の真実：空前のツアーブーム！？ 北朝鮮・外貨獲得の

カラクリ」 

中川雅彦（地域研究センター動向分析研究グループ長） 

ＴＢＳテレビ「ひるおび！」 2013 年 5 月 16 日 

（木） 

「開城遺跡地区が世界遺産登録へ ～外貨獲得の秘訣は 

『観光』？」 

中川雅彦（地域研究センター動向分析研究グループ長） 

日経 CNBC 「アクロス・ザ・ 

マーケット」 

2013 年 5 月 23 日 

（木） 

「重要度増すアジアの役割」 

白石 隆（アジア経済研究所長） 

NHK BS1「グローバルディベー

ト Wisdom」 

2013 年 5 月 25 日 

（土） 

「アフリカ『未来経済』とどう歩むか」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

テレビ東京「マネーの羅針盤」 2013 年 5 月 25 日 

（土） 

「＜K's eye＞ 未来の超巨大市場！？ 膨張するアフリカ経済」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

NHK  E テレ「視点・論点」 2013 年 5 月 27 日 

（月） 

「アフリカとどう向き合うか（１）～変貌するアフリカと日本の

対応」 
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平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

NHK 総合「クローズアップ現代」 2013 年 5 月 30 日 

（木） 

「アフリカの成長をとりこめ 『チームジャパン』の新戦略」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

TBS ラ ジ オ 「 荻 上 チ キ ・

Session-22」 

2013 年 5 月 30 日 

（木） 

「10 億人市場『アフリカ』、その将来と課題」 

福西隆弘（地域研究センターアフリカ研究グループ） 

NHK ワ ー ル ド 「 Asia Biz 

Forecast」 

2013 年 6 月 1 日 

（土） 

「インド経済について」 

内川秀二（新領域研究センター長） 

NHK  BS1「BIZ＋サンデー」 2013 年 6 月 2 日 

（日） 

「巨大市場アフリカ 日本の戦略は」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

NHK「NHK アーカイブス」 2013 年 6 月 2 日 

（日） 

「変わるミャンマー？ アジア最後のフロンティア？ 」 

工藤年博（研究企画部主任調査研究員） 

TBS テレビ「ひるおび！」 

<安東弘樹のひるトク！> 

2013 年 6 月 3 日 

（月） 

「最後の巨大市場アフリカ ～トップセールスで日本売り込む」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

NHK ラジオ第一  「私も一言！

夕方ニュース」 

2013 年 6 月 3 日 

（月） 

「TICAD 閉幕 ～アフリカと日本の今後」 

福西隆弘（地域研究センターアフリカ研究グループ） 

NHK  International 2013 年 6 月 4 日 

（火） 

「TICAD V  in  Japan」  

平野克己（地研究センター上席主任調査研究員） 

テレビ朝日「サンデースクランブ

ル」 

2013 年 6 月 9 日 

（日） 

「挑発から対話へ・・・北朝鮮の狙いは・米中の包囲網は？ 

南北会談へ」 

中川雅彦（地域研究センター動向分析研究グループ長） 

CS 放送 TBS「ニュースバード」 2013 年 6 月 12 日 

（水） 

「トルコ 反政府デモの背景」 

間 寧（地域研究センター中東研究グループ長） 

フジテレビ「とくダネ！」 2013 年 6 月 13 日 

（木） 

「トルコ反政府デモ拡大の理由」 

村上 薫（地域研究センター中東研究グループ） 

日テレニュース 24 「デイリー 

プラネット」 

2013 年 6 月 20 日 

（木） 

「聞こえてきたアフリカバブル終えんの足音」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

NHK  World 「News  Line」 2013 年 6 月 21 日 

（金） 

「Brazil Protests :  Expert Analysis 」 

近田亮平（地域研究センターラテンアメリカ研究グループ） 

NHK  BS1「ワールド Wave 

モーニング 『世界の扉』」 

2013 年 6 月 24 日 

（月） 

「ブラジル騒乱 問題の『深層』とは ～Ｗ杯開催にＮＯ！ 

ブラジル国民反対の何故」 

近田亮平（地域研究センターラテンアメリカ研究グループ） 

日経 CNBC「アクロス・ザ・ 

マーケット」 

2013 年 6 月 24 日 

（月） 

「ASIA マネー 減速するベトナム経済の現状と課題」 

坂田正三（地域研究センター東南アジアⅡ研究グループ長） 

日本テレビ「スッキリ！」 2013 年 7 月 17 日 

（水） 

「ケニアでの日本人殺害事件」  

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

TBS テレビ「みのもんたの朝 

ズバッ！」 

2013 年 7 月 17 日 

（水） 

「<ズバッ！8 時またぎ> ケニアで邦人男性死亡 ～ 計画的な 

犯行か」 

津田みわ（地域研究センターアフリカ研究グループ） 
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NHK  World 「News  Line」 2013 年 8 月 1 日 

（木） 

「Zimbabwe Election 」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

J-WAVE 「Jam  the  World 」 2013 年 9 月 24 日 

（火） 

「ケニアのショッピングモールで発生した武装集団による襲撃

事件！ その背景について」 

津田みわ（地域研究センターアフリカ研究グループ） 

テレビ朝日「報道ステーション 

SUNDAY」 

2013 年 9 月 29 日 

（日） 

「中国政府が初の認定『がんの村』原因は『川』」 

大塚健司（新領域研究センター環境・資源研究グループ長代理） 

NHK  国際「ワールド Wave 

モーニング」 

2013 年 10月 31日 

（木） 

「南スーダン独立から 2 年 ～現状と今後」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

NHK  E テレ「視点・論点」 2013 年 11月 12日 

（火） 

「サハラ以南のアフリカにおける食糧・農業問題について」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

テレビ東京 News 「モーニング 

サテライト」＜リーダーの栞＞ 

2013 年 11月 12日 

（火）、18 日（月） 

「双日・加瀬豊会長の注目の本」 

（注目の本として平野克己地域研究センター上席主任調査研究

員著「経済大陸アフリカ」を紹介） 

NHK  国際「ワールド Wave 

モーニング」 

2013 年 11月 18日 

（月） 

「チリ大統領選 ～注目の女性候補者対決」 

北野浩一（新領域研究センター主任調査研究員） 

NHK  E テレ「手話ニュース

845 」 

2013 年 11月 28日 

（木） 

「経済学者 森 壮也さん『国際開発研究大来賞受賞』」 

（森 壮也開発研究センター主任調査研究員へのインタビュー

及び著書・活動の紹介） 

NHK  World 「News  Line」 2013 年 11 月 30日 

（土） 

「フィリピン経済について」 

鈴木有理佳（地域研究センター東南アジアⅠ研究グループ） 

NHK  国際「ワールド Wave 

トゥナイト」＜The Focus＞ 

2013 年 12 月 6 日 

（金） 

「マンデラ元大統領 世界に与えた影響は」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

KBC ラジオ「武内裕之 That’s On 

Time」  

2013 年 12月 12日 

（木） 

「南アフリカの英雄 ～マンデラ氏について」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

フジテレビ「とくダネ！」 2013 年 12月 13日 

（金） 

「世紀の追悼式で非難殺到 前代未聞・・・『デタラメ』手話 

通訳人」 

森 壮也（開発研究センター主任調査研究員） 

テレビ朝日「モーニングバード」 2013 年 12月 13日 

（金） 

「『デタラメ手話』男性が反論 『私はチャンピオン』」 

森 壮也（開発研究センター主任調査研究員） 

テレビ朝日「ワイド！スクランブ

ル」 

2013 年 12月 13日 

（金） 

「マンデラ氏追悼式『デタラメ手話』疑惑の真相 

デタラメ手話・疑惑・通訳男性の正体と弁明」 

森 壮也（開発研究センター主任調査研究員） 

NHK 国際「ワールド Wave 

トゥナイト」 

2013 年 12月 13日 

（金） 

「日本・ASEAN 特別首脳会議」 

白石 隆（アジア経済研究所長） 

TBS「ひるおび」 2013 年 12月 13日 

（金） 

「マンデラ氏追悼式デタラメ！？ 手話通訳」 

森 壮也（開発研究センター主任調査研究員） 

テレビ朝日「報道ステーション 

SUNDAY」 

2013 年 12月 15日 

（日） 

「マンデラ元大統領追悼式で『でたらめ』手話通訳・・その男性

の過去には犯罪歴があったとの情報も。なぜこんなことに？」 
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森 壮也（開発研究センター主任調査研究員） 

NHK 国際「ワールド Wave 

モーニング」 

2013 年 12月 19日 

（木） 

「デモが続くタイ ～繰り返される政情不安」 

重冨真一（地域研究センター次長） 

NHK 福岡「情報発信福岡 Now」 2013 年 12月 19日 

（木） 

「ミャンマーにおける日本企業のビジネス展開」 

工藤年博（研究企画部主任調査研究員） 

日本テレビ「News every 年末 

拡大スペシャル」 

2013 年 12月 27日 

（金） 

「北朝鮮・イメージ戦略か経済効果か ～地方にもレジャー施設

の波」 

中川雅彦（地域研究センター動向分析研究グループ長） 

NHK 総合「新春特別番組 

『1914 幻の東京』」 

2014 年 1 月 1 日 

（水） 

「大正初期の東京における貧困層の暮らしと、貧困層が増えた理

由について」 

佐藤 寛（研究企画部長） 

TBS ラ ジ オ 「 荻 上 チ キ ・

Session-22」 

2014 年 1 月 9 日 

（木） 

「アフリカとどう付き合えばよいのか？」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

NHK World 「News Line」 2014 年 1 月 10 日 

（金） 

「Abe's  visit  to  Africa」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

NHK ラジオ・ジャパン「中国語

ニュース」、「スワヒリ語ニュー

ス」他 

2014 年 1 月 10 日 

（金） 

「安倍首相のアフリカ歴訪」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

NHK BS1 「Asian Voice」 2014 年 1 月 12 日 

（日） 

「2014 ミャンマーの挑戦  ～テイン・セイン大統領に問う」 

工藤年博（研究企画部主任調査研究員） 

J-WAVEJAM  THE  WORLD 2014 年 1 月 21 日 

（火） 

「緊張が続く、タイ･バンコク情勢について」 

重冨真一(地域研究センター次長) 

日テレ BS の「真相 NEWS」 

（石原外務大臣政務官との対談） 

2014 年 1 月 23 日  

（木） 

「日本 vs 中国 アフリカ外交戦」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

NHK  World  「Insight」 2014 年 1 月 24 日  

（金） 

「経済自由化へ舵を切る社会主義国キューバ」 

山岡加奈子（地域研究センターラテンアメリカ研究グループ長代

理） 

NHK  BS１「Biz ＋サンデー」 2014 年 1 月 26 日  

（日） 

「ASEAN 経済特集（2） 仮想通貨の魅力と課題」 

佐藤百合（地域研究センター長） 

NHK  BS１「ワールド Wave 

モーニング 『世界の扉』」 

2014 年 3 月 3 日  

（月） 

「『インフレに物不足』 困窮にあえぐベネズエラ」 

坂口安紀（地域研究センターラテンアメリカ研究グループ長） 

CNBC Africa「Beyond Markets」 2014 年 3 月 27 日  

（木） 

「Japan in Africa」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

東海ラジオ「安蒜豊三 夕焼け 

ナビ」 

2014 年 3 月 31 日  

（月） 

「観光地として注目を集めるスリランカについて」 

荒井悦代（地域研究センター動向分析研究グループ長代理） 
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（11）イベントへの参加 

  当研究所の事業活動の理解促進のため、次の催し物に参加した。 
 

開 催 日（曜） 催 し 物 開催場所 内          容 

2013 年 10 月 5 日（土）、 

6 日（日） 

グローバルフェスタ

JAPAN 2013 

日比谷公園 ①ブース展示（研究所活動パネル展示、出版物の展示、

配布など） ＜10 月 5 日、6 日 10:00～17:00＞ 

②ワークショップの開催 ＜10 月 6 日 15:00～16:00＞ 

【テーマ】バングラデシュの縫製工場：貧困の脱出口か

迷宮（ラビリンス）か？ 

【報告】 

 佐藤 寛（研究企画部長）、山形辰史（国際交流・研修

室長） 

【司会】 

 安藤裕二（ジェトロ浜松事務所） 

 
（12）その他 

 
年 月 日（曜） テ ー マ 対    応 人数 

2014 年 1 月 16 日（木）、 米国アジアソサエティ研究者（国際

交流基金招聘）に対する研究所の概

要説明、講話及び図書館見学 

鍋嶋 郁（新領域研究センター上席主任調査研究

員）研究支援部成果普及課、研究企画部研究企画

課、図書館資料サービス課、 

13 

 

 

４．第 34 回発展途上国研究奨励賞 

「発展途上国研究奨励賞」は、途上国に関する社会科学及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、1980 年度にアジア経済研究所が創設した

ものである。 

2013 年度は、①2012 年 1 月から同年 12 月までに国内で刊行された日本語又は英語に

よる図書、雑誌論文、調査報告、文献目録、②2012 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、を対象として、他薦、自薦の応募があった 37 点から、

研究支援部での審査、所内研究者の査読、次の外部学識経験者を含む選考委員から構成さ

れる審査委員会における最終審査を経て、下記の著作を受賞作品として選定した。7 月 1
日にジェトロ本部において表彰式と著者による記念講演を実施した。 

 【委員長】長田 博（帝京大学経済学部教授） 

【委 員】酒井啓子（千葉大学法経学部教授）、杉村和彦（福井県立大学学術教養センター教授）、

広瀬崇子（専修大学法学部教授）、牧野文夫（法政大学経済学部教授・法政大学比較経

済研究所長）、白石 隆（アジア経済研究所長） 
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受賞作品：「中国共産党の支配と権力－党と新興の社会経済エリート」 
（慶応義塾大学出版会） 

著 者：愛知県立大学外国語学部中国学科准教授 鈴木
す ず き

 隆
たかし

 

 
 
５．賛助会制度 
賛助会制度は、アジア経済研究所の事業活動に賛同をいただいた会員より賛助会費の資

金援助を得て、研究成果を広く普及するために設けられた制度である。 
 賛助会は、企業、団体、大学、研究機関等のための正会員（年会費 140,000 円）と研究

所事業に関心のある個人を対象とする個人利用会員（年会費 10,000 円）からなる。2013
年度末の会員口数は、正会員 198、個人利用会員 169 である。 
正会員には，オンライン閲覧による最新データベースの提供、当研究所の各種出版物の

送付等を行い、個人利用会員には『アジ研ワールド・トレンド』（月刊）の送付等を行って

いる。 
また、2013 年度から、アジア経済研究所が主催する有料講演会については正会員 1 社

（機関）あたり 2 名までを無料とし、賛助会サービスの向上を図った。 
 
 
６．アジア経済研究所ウェブサイト 
アジア経済研究所ウェブサイト（www.ide.go.jp）については、コンテンツの拡充として、

①ウェブ雑誌『アフリカ・レポート』の復刊、②ウェブ雑誌『中東レビュー』の創刊、③

アジア経済地理データセットの公開などを行った。また、研究成果へのアクセス向上を目

指し、テーマ別ページを、従来の解説中心のページから、研究成果を中心に据えた構成へ

と一新した。その結果、2013 年度の論文ダウンロード数は約 423 万件となり、中期計画

上の目標（260 万件）を上回った。また、ウェブサイトのアクセス件数は約 1,423 万件で

あった。

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

