
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 55 巻第 2 号から第 56 巻第 1 号までの 4 点を刊行した。 

2014 年度編集委員会の委員は、次のとおりである。 

委員長：重冨真一（地域研究センター長） 

委 員（所外）：浅見靖仁（一橋大学大学院社会科学研究科教授） 有田 伸（東京大学社会

科学研究所教授） 駒形哲哉（慶應義塾大学経済学部教授） 

委 員（所内）：岩﨑葉子（地域研究センター中東研究グループ長代理） 川中 豪（ 同 

 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

主任調査研究員兼研究支援部主任調査研究員） 佐藤 創（ 同 研究センタ

ー南アジア研究グループ長代理） 佐藤幸人（新領域研究センター長） 新田

淳一（研究支援部次長） 松原浩司（ 同 部出版企画編集課長） 村山真弓

（新領域研究センター次長、4月～7月）  

 

② 英文機関誌 “The Developing Economies” 

Vol. 52, No. 2 から Vol. 53, No. 1 までの 4 点を刊行した。 

2014 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（京都大学准教授） 

委 員（所内）：梅﨑 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、4 月～6 月） 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（ 同 研究センター企業・産業

研究グループ長） 松原浩司（研究支援部出版企画編集課長、7 月～3 月）  

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 223 号から第 234 号までの 12 点を刊行した。 

2014 年度編集委員会の委員は、次のとおりである。 
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委員長：長島忠之（理事） 

委 員：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） 安倍 誠（新領域研究

センター主任調査研究員兼研究支援部主任調査研究員） 磯野生茂（ 同 研究センター経

済統合研究グループ） 岡 奈津子（地域研究センター中東研究グループ） 児玉由佳 

( 同 研究センターアフリカ研究グループ） 小林磨理恵（図書館資料整理課） 真田孝

之（研究支援部専任調査役） 鈴木有理佳（地域研究センター動向分析研究グループ長代

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

野村茂樹（研究支援部長） 橋口善浩（開発研究センター国際産業連関グループ） 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）２０１４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 55 巻第 2 号～第 4 号、第 56 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 223 号（2014 年 5 月号）～第 234 号（2015 年 4 月号） 

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

 Vol. 52 No. 2～No. 4, Vol. 53 No. 1  

『ラテンアメリカ・レポート』 Vol. 31 No. 1, No.2 

『アジア動向年報 2014』 

 

（2）研究双書 

No.612 「ポスト新自由主義期」ラテンアメリアカにおける政治参加 

No.613 国際リユースと発展途上国 －越境する中古品取引－ 

No.614 「後発性」のポリティクス －資源・環境政策の形成過程－ 

No.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－ 

No.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－ 

No.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－ 

No.618 新興諸国の現金給付政策 －アイディア・言説の視点から－ 

 No.619 中国の都市化 －拡張、不安定と管理メカニズム－  

 
上谷直克 編 
小島道一 編 
寺尾忠能 編 
佐藤 章 著 

大塚健司 編 
 

佐々木智弘 編 

 

宇佐見耕一・牧野久美子 編 

天児 慧・任 哲 編 
（3）アジ研選書 

No.37 知られざる工業国バングラデシュ 

No.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－ 

 
村山真弓・山形辰史 編 

小林昌之 編 

（4） 情勢分析レポート 

 No.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 
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（5） アジアを見る眼シリーズ 

 No.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 

2．調査研究報告書等（非売品、ウエブサイトに公開） 

（1）調査研究報告書 

･インドの公的サービスに関する中間成果報告 

･アラブ君主制国家の存立基盤 

･南部アフリカにおける労働参加と失業 

 
･Fertility and Rural Electrification in Bangladesh 

 
･開発途上国の女性障害者 

･フィリピンの企業グループとユニバーサル／商業銀行部門 

･途上国日本の開発課題と対応： 経済史と開発研究の融合 

･義烏市場の形成と政策の役割 

 
･資源環境政策に関わる法制度・行政組織の形成と運用 

･アジアの空港と航空物流 

･Economic division in British India: An analysis of population 

 dynamics 

 
･ラテンアメリカの国家と市民社会研究の課題と展望 

 

 
佐藤 創 編 

石黒大岳 編 

ルロフ･バーガー・伊藤成朗 

著 

by FUJII Tomoki and Abu 

SHONCHOY 
小林昌之 編 

柏原千英 編 

有本 寛 編 

丁  可・後閑利隆・朱 希

偉 著 

寺尾忠能 編 

池上 寬 編 

by KEOLA Souknilanh, 

SHONCHOY Abu, and 

TSUBOTA Kenmei 
宇佐見耕一・馬場香織 編 

（2）基礎理論研究会報告書 

･新興国における子どもに関する政策 

･ベトナムの労働市場と雇用問題： 統計と先行研究のレビュー 

･社会運動理論の再検討： 予備的考察 

･馬英九政権下・台湾の経済社会学的分析 

 
宇佐見耕一 編 

坂田正三 編 

重冨真一 編 

川上桃子 編 

（3）連携研究成果報告書 

   ･日台ビジネスアライアンスの東南アジアにおける現況と可能性 
 
ジェトロ･アジア経済研究

所、中華経済研究院 編 

（4）IDE Research Bulletin 

･Supply-chain Industrialization and Growth: Does Value-added Matter? 

･Incentives on the Road: The Impacts of Management Practices on 

Productivity and Accidents in the Trucking Services Industry in 

Thailand 
･Political Limits on World Oil Trade 

 

by ITO Tadashi 

by MACHIKITA Tomohiro 

 

 

by KASHCHEEVA Mila 
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（5） IDE Discussion Paper Series  

No.468 The Asset/Liability Structure of the Philippine Banks and 

Non-bank Financial Institutions in 2000s: A Preliminary Study 

for Financial Access Analyses 

KASHIWABARA  Chie 

No.469 Competition between Firms in Developing and Developed 

Countries 

KIMURA Koichiro 

No.470 The Innovation Process of a Privately-Owned Enterprise and a 

State-Owned Enterprise in China 

KANG Byeongwoo 

No.471 Chairship System and Decision Making by Consensus in 

International Agreements: The Case of ASEAN 

SUZUKI Sanae 

No.472 Are Special Economic Zones a Curse on Those ‘Chosen’ to Be 

Evicted? Evidence from West Bengal, India 

Saumik PAUL and 

Vengadeshvaran SARMA 

     No.473 Deposit Dollarization in Myanmar KUBO Koji 

     No.474 Trade Obstacles, Inventory Level of Inputs, and 

Internationalization of Enterprise Activities: A Comparison 

between Southeast Asia and Latin America 

UEKI Yasushi 

     No.475 Corruption in Kazakhstan and the Quality of Governance Dossym SATPAYEV 

     No.476 From Foot-Draggers to Strategic Counter-Partners: The 

Dynamics of U.S. and Chinese Policies for Tackling Climate 

Change 

CHENG Fang-Ting 

     No.477 Religion and Polygamy: Evidence from the Livingstonia Mission 

in Malawi 

KUDO Yuya 

     No.478 Product Quality and Intra-industry Trade ITO Tadashi and  

OKUBO Toshihiro 

     No.479 Gender-Preferential Intergenerational Patterns in Primary 

Education Attainment: A Quantitative Analysis of a Case of 

Rural Mindanao, the Philippines 

OKABE Masayoshi 

     No.480 Quasi-Experimental Evidence on the Drivers of Index-Based 

Livestock Insurance Demand in Southern Ethiopia 

TAKAHASHI Kazushi, 

IKEGAMI Munenobu, 

Megan SHEAHAN and 

Christopher B. BARRETT 

     No.481 Taiwan Strait Crises and Chiang Kai-shek’s Strategic Thinking: 

A Perspective from the Taiwan’s Archive 

MATSUMOTO Haruka 

No.482 The Middle-Income Trap from the Viewpoint of Trade  

Structures 

KUMAGAI Satoru 

No.483 How Does Contract Design Affect the Uptake of Microcredit  

among the Ultra-poor? Experimental Evidence from the River  

Islands of Northern Bangladesh 

TAKAHASHI Kazushi,  

Abu SHONCHOY,  

ITO Seiro and  

KUROSAKI Takashi 
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     No.484 Skilled Emigration and Exchange Rate: Theory and Empirics Saumik PAUL,  

Alice OUYANG and  

Rachel Cho Suet LI 

     No.485 Spillover Effects of TTIP on BRICS Economies: A Dynamic 

GVC-Based CGE Model 

CAI Songfeng,  

ZHANG Yaxiong and 

MENG Bo 

     No.486 Tracing CO2 Emissions in Global Value Chains MENG Bo,  Glen PETERS 

and WANG Zhi 

     No.487 The Emission Reduction Effect and Economic Impact of an 

Energy Tax vs. a Carbon Tax in China: A Dynamic CGE Model 

Analysis 

ZOU Lele, XUE Jinjun, 

Alan FOX, MENG Bo and 

SHIBATA Tsubasa 

     No.488 Agglomeration and Directional Imbalance of Freight Rates:  

The Role of Density Economies in the Transport Sector 

TSUBOTA Kenmei 

     No.489 Industrial Deepening in East Asia KUROIWA Ikuo 

No.490 Input–Output-Based Genuine Value Added and Genuine  

Productivity in China’s Industrial Sectors (1995-2010) 

GAO Yuning, ZHENG 

Yunfeng, HU Angang and 

MENG Bo 

     No.491 Political Influence in Commercial and Financial Oil Trading: 

The Evidence from US Firms 

Mila KASHCHEEVA and 

Kevin K. TSUI 

     No.492 Boundaries of Firms and Catching Up by Latecomers in Global 

Production Networks: The Case of a Mexican Auto-Parts 

Manufacturer 

HOSHINO Taeko 

     No.493 Production Sharing, Demand Spillovers and CO2 Emissions: 

The Case of Chinese Regions in GVCs 

PEI Jiansuo, MENG Bo, 

WANG Fei and XUE Jinjun 

     No.494 FTA in International Finance: Impacts of Exchange Rates on 

FTA Utilization 

HAYAKAWA Kazunobu, 

KIM Han-Sung and 

YOSHIMI Taiyo 

     No.495 Agglomeration Effects of Informal Sector: Evidence from 

Cambodia 

TANAKA Kiyoyasu and 

HASHIGUCHI Yoshihiro 

     No.496 Food Crop Diversification as a Risk Mitigating Strategy during 

Conflict: Evidence from Cote d’Ivoire 

Saumik PAUL, Abu S. 

SHONCHOY and Andrew 

DABALEN 

     No.497 Adoption of ISO9001 through Supply Chain in Vietnam: 

Impacts of FDI and Product-Related Environmental Regulation 

IGUCHI Hakaru, 

ARIMURA Toshi H., and 

MICHIDA Etsuyo 

     No.499 Industrial Agglomeration in Costa Rica: A Descriptive Analysis KUMAGAI Satoru,  

UEKI Yasushi, David 

BULLÓN and Natalia 

SÁNCHEZ 
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     No.500 The Source of Sustainable Growth in Costa Rica NABESHIMA Kaoru,  

ITO Tadashi,  

TANAKA Kiyoyasu, Mila 

KASHCHEEVA, David 

BULLÓN and Natalia 

SÁNCHEZ 

     No.501 A Closer Look at the Diffusion of China GAP LEI Lei 

     No.502 Impacts of Solar Lanterns in Geographically Challenged 

Locations: Experimental Evidence from Bangladesh 

KUDO Yuya, Abu S. 

SHONCHOY and 

TAKAHASHI Kazushi 

     No.503 Rice Flows across Regions in Madagascar Tsilavo RALANDISON, 

ARIMOTO Yutaka,  

KONO Hisaki, SAKURAI 

Takeshi and TAKAHASHI 

Kazushi 

     No.504 Is There Any Premium for Unobservable Quality? A Hedonic 

Price Analysis of the Malagasy Rice Market 

SAKURAI Takeshi, Tsilavo 

RALANDISON, 

TAKAHASHI Kazushi, 

ARIMOTO Yutaka and 

KONO Hisaki 

     No.505 Understanding Traders’ Regional Arbitrage: The Case of Rice 

Traders in Antananarivo, Madagascar 

ARIMOTO Yutaka, KONO 

Hisaki, Tsilavo 

RALANDISON, SAKURAI 

Takeshi and TAKAHASHI 

Kazushi 

     No.506 Innovation in Eastern Europe: A Case Study of Czech Republic Mila KASHCHEEVA and 

NABSEHIMA Kaoru 

     No.507 Emergence of Asian GAPs and Its Relationship to Global G.A.P NABESHIMA Kaoru, 

MICHIDA Etsuyo, VU 

Hoang Nam and SUZUKI 

Aya 

     No.508 The Voices and Protests of China’s Labour NGOs and Their 

Effort to Promote Migrant Worker Rights 

YAMAGUCHI Mami 

     No.509 Avoiding the Middle Income Trap: Indigenous Innovative Effort 

vs Foreign Innovative Effort 

KANG Byeongwoo, 

NABESHIMA Kaoru and 

CHENG Fang-Ting 

     No.510 On the Variety of Mexico’s Export Goods ITO Tadashi 

     No.511 Transition from Black to Official Markets for Foreign Exchange 

in Myanmar 

KUBO Koji 
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     No.512 Voting Behavior in Indonesia from 1999 to 2014: Religious 

Cleavage or Economic Performance? 

HIGASHIKATA Takayuki 

and KAWAMURA Koichi 

     No.513 Migration, Labor and Business in the Worlding Cities of the 

Arabian Peninsula 

Andrew M. GARDNER 

     No.514 Authoritarianism and Labor Market: Preference of Labor 

Policies in the Arab Gulf Countries 

MATSUO Masaki 

     No.515 Establishing Global Value Chains through the Liberalization of 

Trade in Services 

ISHIDO Hikari 

     No.516 Theory and Empirics of Markusen Type Multinationals UCHIDA Yoko and 

OYAMADA Kazuhiko 

     No.517 Is FTA/EPA Effective for a Developing Country to Attract FDI? 

Simulation Analysis Based on an Extended Knowledge-Capital 

Model 

OYAMADA Kazuhiko and 

UCHIDA Yoko 

     No.519 Land and Labor Reallocation in Pre-modern Japan: A Case of a 

Northeastern Village in 1720–1870 

ARIMOTO Yutaka and 

KUROSU Satomi 

     No.520 Changes in Source of Profits and Business Strategies? Some 

Evidence from the Philippines’ Universal Banks in the 2000s 

KASHIWABARA Chie 

     No.521 Fertility and Rural Electrification in Bangladesh FUJII Tomiki and Abu S. 

SHONCHOY 

     No.522 The Bangladesh Gender Gap in Education: Biased 

Intra-household Educational Expenditures 

Abu S. SHONCHOY and 

Mehnaz RABBANI 

     No.524 State-Business Relations in the Smaller Gulf Monarchies: The 

Role of Business Actors in the Decision-Making Process 

Marc VALERI 

No.525 Behavioral Characteristics of Applied General Equilibrium  

Models with an Armington-Krugman-Melitz Encompassing  

Module 

OYAMADA Kazuhiko 

3．外部出版 

・テキストブック開発経済学［第 3 版］ (有斐閣) 

 
＜Palgrave Macmillan IDE-JETRO Series＞ 

・The Garment Industry in Low-Income Countries: An Entry Point of  

Industrialization 

 
・Between Dissent and Power: The Transformation of Islamic Politics in 

the Middle East and Asia 

 
     ・Inclusive Growth and Development in India: Challenges for 

Underdeveloped Regions and the Underclass 
・Industrial Clusters, Migrant Workers, and Labour Markets in India 

 

 

黒岩郁雄・高橋和志・ 

山形辰史 編著 

 

FUKUNISHI Takahiro and 

YAMAGATA Tatsufumi 

eds. 

KHOO Boo Teik, Vedi R. 

HADIZ and NAKANISHI 

Yoshihiro eds. 

TSUJITA Yuko ed. 

 

UCHIKAWA Shuji ed. 
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  ＜Routledge＞ 

   ･Poverty Reduciton of the Disabled : Livelihood of Persoms with 

Disabilities in the Philippines 
  ＜Edward Elgar＞ 

・ Local Societies and Rural Development: Self-Organization and 

Participatory Development in Asia 
・ The Disintegration of Production: Firm Strategy and Industrial 

Development in China 
＜Springer＞ 

・Exploiting Linkages for Building Technological Capabilities: Vietnam’s 

Motorcycle Component Suppliers under Japanese and Chinese 

Influence 
・Seasonality and Microcredit: The Case of Northern Bangladesh 

 

Soya Mori , Celia M. Reyes,  

Tatsufumi Yamagata eds. 

 

SHIGETOMI Shinichi and 

OKAMOTO Ikuko eds. 

WATANABE Mariko ed. 

 

 

FUJITA Mai 

 

 

Abu S. SHONCHOY ed. 

 
 
２．国際シンポジウム 

 

 

（１）激動する湾岸アラブ諸国を読み解く：君主制、移民、湾岸経済の展望 

  ①開催日時：2014 年 9 月 17 日（水）13:00～16:00 
  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、宇都宮大学国際学部多文化公共圏センター 

  ④参 加 者：企業・団体、省庁、在京大使館、大学・研究機関等 100 名 

 

開会挨拶：佐藤 寛（研究企画部上席主任調査研究員） 

趣旨説明：松尾昌樹（宇都宮大学国際学部准教授） 

セッション１：「湾岸の経済と君主制の今」 

 報 告 1：「湾岸アラブ諸国の国家・ビジネス関係：政策決定におけるビジネスアクタ

ーの役割」 

マーク・ヴァレリー（英国エクセター大学社会科学・国際研究学部講師） 

 報 告 2：「高まる透明性と説明責任要求：湾岸アラブ諸国における議会政治の展開と

経済政策の決定プロセス」 

石黒大岳（地域研究センター中東研究グループ） 

 

セッション２：「湾岸の経済と移民の今」 

 報 告 3：「アラビア半島の国際都市における移民と労働力、そしてビジネス」 

アンドリュー・ガードナー（米国ピュージェット・サウンド大学社会学・人類

学部准教授） 

 報 告 4：「湾岸アラブ諸国のエスノクラシー：移民に依存する労働市場と体制の安定

性」 松尾昌樹 
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セッション３：「湾岸の現体制は安定的に維持されうるか」 

 質疑応答、総合ディスカッション 

  【コーディネーター】 

堀拔功二 （日本エネルギー経済研究所中東研究センター研究員） 

  【パネリスト】 

マーク・ヴァレリー、アンドリュー・ガードナー、松尾昌樹、石黒大岳 

閉会挨拶：佐藤 寛 

 

湾岸アラブ諸国は今日まで権威主義的な君主体制を維持しているが、2011 年に始まっ

たいわゆる「アラブの春」の影響を受け、政治的に大きく揺れ動いている。また、湾岸

諸国の経済成長を支えているのは、国民人口を凌駕する移民労働者であり、移民を大量

に受け入れながらも社会と政治の安定と経済成長を達成してきた湾岸アラブ諸国は、一

方で増加する若年層自国民への雇用創出、移民に頼った労働力をいかに自国民化するか

が課題となっている。 

また、湾岸アラブ諸国は石油の供給元として日本の経済成長に影響を与えるだけでな

く、グローバル経済の中で日本との経済的なつながりを強めることでその存在感を高め

ているほか、最近では日本が直面する移民受入政策を議論する際に参照すべき事例とし

ても注目を集めている。 

こうした状況を踏まえ、アジア経済研究所と宇都宮大学国際学部多文化公共圏センタ

ー両機関の研究者が参加した科学研究費補助金基盤研究の研究成果及びアジア経済研究

所に蓄積された知見を活用し、同大学と当研究所との共催で、湾岸アラブ諸国における

移民と統治をテーマとして、国内外の研究者を招聘して国際シンポジウムを開催した。 

セッション 1 は「湾岸の経済と君主制の今」をテーマに、政策決定におけるビジネス

アクターの役割や高まる透明性と説明責任要求を、セッション 2 では「湾岸の経済と移

民の今」をテーマに、アラビア半島の国際都市における移民と労働力について、また、

移民に依存する労働市場と体制の安定性について、それぞれの講師が講演した。続くセ

ッション 3 では、「湾岸の現体制は安定的に維持されうるか」をテーマに、コーディネ

ーターと 4 人の講師が、参加者からの質問への回答も交えながら活発なディスカッショ

ンを行った。 

 

（２）中東・北アフリカ地域情勢にかかる国際シンポジウム－転換期の中東・北アフリカ

地域の情勢とリスク要因－ 

①開催日時：2014 年 11 月 7 日（金）13:30～17:45 
  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 

  ④参 加 者：企業・団体、省庁、報道機関、大学・研究機関等 116 名 

 

開会挨拶：平塚大祐（理事） 

セッション１：「イラク・湾岸諸国における新たなイランの影？」 
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報 告 1：ニール・キリアム（英国王立国際問題研究所 中東・北アフリカプログラム上席研究

員） 

 報 告 2：「イラン・米国関係の展望」 

貫井万里（日本国際問題研究所研究員（中東担当）） 

 報 告 3：「揺らぐイラク・クルディスタン－『事実上の国家』の将来」 

吉岡明子（日本エネルギー経済研究所中東研究センター主任研究員） 

 パネル・ディスカッション 

【モデレーター】鈴木 均（地域研究センター上席主任調査研究員） 

 【パネリスト】ニール・キリアム、貫井万里、吉岡明子、石黒大岳（地域研究センター

中東研究グループ） 

 

セッション２：「体制安定化の分水嶺－中東・北アフリカ地域を俯瞰する」 

 報 告 1：“ Key Elements for Regime Change and Regime Stability in the Middle 
East ” 
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） 

 報 告 2：「アラブ各国の移行期政治プロセス」 

池内 恵（東京大学先端科学技術センター准教授） 

 報 告 3：クレア・スペンサー（英国王立国際問題研究所 中東・北アフリカプログラム長） 

 パネル・ディスカッション 

 【モデレーター】佐藤 寛（研究企画部上席主任調査研究員） 

 【パネリスト】ダルウィッシュ・ホサム、池内 恵、クレア・スペンサー、渡邊祥子

（地域研究センター中東研究グループ） 

 

質疑応答：【モデレーター】鈴木 均 

結論及び閉会挨拶：佐藤 寛 

 

アジア経済研究所は、流動化する中東・北アフリカ地域情勢を地政学的、歴史的に捉

え、日系企業等のリスク対応の基礎となる知見を普及・啓発することを目的に「中東・

北アフリカ地域情勢にかかる国際シンポジウム－転換期の中東・北アフリカ地域の情勢

とリスク要因－」を開催した。 

研究所が構築したネットワークを活用し、英国王立国際問題研究所（チャタムハウス）

から 2 名を招聘し、チャタムハウス・ルール（立場に関わらず自由闊達な意見が言える

ようにするため、外部での引用の際は発言者の名前を秘すようにすること）を適用して

行われた。 

セッション 1 では、競合する地域大国イランと湾岸の盟主サウジアラビアにとって、

テロ組織「イスラム国」は共通の敵であるが、この 2 国が「イスラム国」への対応を目

的に政策的に協力する可能性は当面低い、との指摘があった。また、イランの核交渉は

「イスラム国」とは関連付けられず、それぞれ別個に議論されていくことになるとの

P5+1 側(国連安全保障理事会常任理事国＋ドイツ）の立場が示された。 

セッション 2 では、チュニジアなど「アラブの春」において体制移行に成功したケー
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スでは、市民国家としてのアイデンティティ、歴史、経験が移行期の国家建設に貢献し

たこと、湾岸諸国における EU の影響力が相対的に低下していることが指摘された。ま

た、日本は資金調達や技術活用のノウハウ提供など、中東と経済協力を進め、市民社会

同士の繋がりを深化させるべきとの議論があった。 

全体総括では、欧米の民主化圧力、武力介入だけでは事態を収拾することができず、

協力による対話等ソフトパワーによる異なる対応が必要であること、また、介入される

側に立った政策の立案が求められること、などが提言された。 

 

（３）付加価値の源泉の進化：『良い仕事』、『悪い仕事』？ 

①開催日時：2015 年 3 月 19 日（木）14:00～16:55 
  ②場  所：国連大学 ウ・タント国際会議場 

  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、報道機関、大学・研究機関等 178 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） 

    ：橋本 仁（朝日新聞東京本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.「変化するグローバリゼーションと製造業における付加価値の源泉の進化」 

    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） 

 2.「賃金労働・労働移動と開発」 

    マーティン・ラマ（世界銀行南アジア地域総局チーフエコノミスト） 

 

パネル・セッション： 

【モデレーター】白石 隆（アジア経済研究所長） 

報 告 1：「輸出付加価値の変化の背景にあるもの」 

       伊藤 匡（新領域研究センター技術革新・成長研究グループ長） 

 報 告 2：「生産工程分業化、生産工程階層と付加価値：アジアの工場 1985-2005 年

のデータが語る」 

       ピエール・ルイ・ベジーナ（バーミンガム大学講師） 

 報 告 3：「製造業における貿易自由化と生産後のサービスの提供：理論的考察」 

       椋 寛（学習院大学経済学部教授） 

パネル・ディスカッション 

【パネリスト】リチャード・ボールドウィン、マーティン・ラマ、伊藤 匡、ピエール・

ルイ・ベジーナ、椋 寛 

閉会挨拶：白石 隆 

 

近年、東アジアにおける生産ネットワークは国境を越えて展開し、その国際分業体制

はますます複雑化の様相を呈している。生産工程は細分化され、より多くの国が一つの

製品へと連なるサプライチェーンに組み込まれている。こうした変化の中、先進的な技
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術を持ち高賃金である先進国では、製造業の雇用がより低技術で低賃金の国に移転され

経済の空洞化を招いていると懸念されている。 

一方、発展途上国においては、付加価値の低い仕事のみが発展途上国へ移転されるこ

とにより、「良い仕事」が先進国に留まる反面、「悪い仕事」が途上国に押し出されるこ

とを恐れている。  

アジア諸国は輸出主導型の経済発展と言われるように、サプライチェーンに積極的に

参加することによって経済成長を成し遂げてきた。しかしながら、ある特定の「悪い仕

事」のみを引き受けるような事態が起これば、そこで成長は止まってしまい、さらなる

成長に向けて、工業化の次の段階にグレードアップすることが必要となる。 

アジア経済研究所では、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全く新しい試みとして、「国際価値

連鎖」について研究を行ってきた。また、世界銀行は、「世界開発報告書 2013」の中で、

開発における「仕事」の役割を総体的に理解するため、「仕事」をめぐる諸問題、開発に

資する良い仕事とは何か、雇用を通じた政策、などについて報告している。本シンポジ

ウムでは、国際価値連鎖に基づき、先進国と途上国における「良い仕事」と「悪い仕事」

の意味を改めて検証した。 

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・ジュネーブ国際問題高

等研究所教授は、1990 年代以降に製造業の国際分業が拡大して、国際貿易における付加

価値の源泉が先進国ではサービスに変化したことで、国際付加価値連鎖という新しい視

点で国内産業の競争力を見る重要性を示した。 

また、マーティン・ラマ世界銀行南アジア地域総局チーフエコノミストは、南アジア

などの発展途上国では労働環境の悪いインフォ－マル部門の「悪い仕事」（bad-jobs）が

大部分であり、フォーマル部門における海外企業の進出によって新しい仕事の機会が創

出されれば、貧困層が貧困から抜け出す機会が生まれると指摘した。 

パネル・ディスカッションでは、基調講演者と国内外の研究者 3 名のパネリスト報告

を踏まえ、産業誘致政策、グローバル化時代の教育政策、今後のアジアの GVC の発展

についてディスカッションを行い、モノづくりの国際分業が進むなか、付加価値の高い

「良い仕事」は先進国に残り、付加価値の低い「悪い仕事」は途上国に移る一方で、途

上国の貧困削減につながる「良い仕事」が生まれる可能性が議論された。また、製造業

とサービス業の両者を同時に自由化していくことが重要であること、中国やインドの発

展はアジアの生産ネットワークをより深化させることが指摘されるなど、質の高いシン

ポジウムとなった。 

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 3 月 22 日（日）の

紙面において開催概要を掲載した。 
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３．講演会・セミナー等の活動 

 

（１）専門講座 

講 座 名 主 催 者 開 催 日 開催場所 テーマ及び講師 
参加

者数 
2014 年インド総選挙

を読み解く －少し違

った角度から－ 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所 

2014年 4月21日
(月) 

ジェトロ本部 

5階ABCD会議室 

「第 16 次連邦下院選挙とインド

政治の底流」 

佐藤 宏（南アジア研究者、元ア

ジア経済研究所地域研究部長） 

「インド経済の現状と課題：国民

会議派連合政権の 10 年をめぐっ

て」 

佐藤隆広（神戸大学経済経営研究

所教授） 

「変貌するメディアとインド社

会：なぜ公共的議論は歪められる

のか」 

湊 一樹（地域研究センター南ア

ジア研究グループ） 

118 

途上国からみた「貿易

と環境」 －新システ

ム構築に向けて－ 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所 
2014年 5月19日
（月） 

ジェトロ本部 
5階ABCD会議室 

「途上国をめぐる貿易と環境問

題」（趣旨説明） 

箭内彰子（新領域研究センター

法・制度研究グループ長代理） 

＜第 1 部 各環境分野における 

課題＞ 

「地球温暖化」 

高村ゆかり（名古屋大学大学院環

境学研究科教授） 

「有害廃棄物の越境移動」 

小島道一（新領域研究センター環

境・資源研究グループ長） 

「発展途上国の森林の持続可能

性に有効な政策手段は何か？」 

島本美保子（法政大学社会学部教

授） 

「製品環境規制（化学物質規制）」 

道田悦代（新領域研究センター環

境・資源研究グループ） 

「食品安全規制」 

飯野 文（日本大学商学部准教授） 

＜第2部 「貿易と環境」をめぐる

 144 
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新しい枠組みつくり＞ 

「パネル・ディスカッション」 

【モデレーター】箭内彰子 
【パネリスト】飯野 文、小島道

一、島本美保子、高村ゆかり、道

田悦代 
これからの国際協力

と日本の ODA  

－現地の視点から考

える－ 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所 
2014年 6月 4日
（水） 

ジェトロ本部 
5階展示場 

「ODA、MDGｓそして日本」 

佐藤 寛（研究企画部長） 

「途上国と日本が win-win とな

る ODA のあり方」 

戸堂康之（早稲田大学政治経済学

術院教授）  

「ゴールを超えて走り続ける義

務：MDGｓから SDGｓへ」 

山形辰史（国際交流・研修室長） 

「パネル・ディスカッション－途

上国の視点で考える」 

【モデレーター】佐藤 寛 

＜第 1 部 各国・地域事情レポー

ト＞ 

「ミャンマー」  

工藤年博（新領域研究センター

長）  

「バングラデシュ」 

村山真弓（新領域研究センター 

主任調査研究員） 

「ネパール」 

定松栄一（公益社団法人セーブ・

ザ・チルドレン・ジャパン 事業

本部長） 

「アフリカ」 

武内進一（地域研究センター次

長） 

＜第2部 ディスカッション＞  

 162 

インドネシア、韓国の

内政・外交 －専門家

が最新情勢のポイン

トを解説する－ 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所 
2014年 6月16日
（月） 

ジェトロ本部 
5階ABCD会議室 

「概観・趣旨説明」 

中川雅彦（地域研究センター動向

分析研究グループ長） 

「インドネシア：7 月の大統領選

とユドヨノ後のインドネシアを

展望する」 

川村晃一（地域研究センター東南

アジアⅠ研究グループ） 

 116 
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「韓国：朴槿恵政権 2 年目の内

政・外交の課題-政権支持構造に

異変」 

奥田 聡（亜細亜大学アジア研究

所教授、アジア経済研究所国内客

員研究員） 

地域から研究する産

業・企業 －フィール

ドワークとディシプ

リン 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所、

地域研究コン

ソ ー シ ア ム

(JCAS)、京都

大学地域研究

統合情報セン

ター 

2014年11月 1日
（土） 

アジア経済研究

所カフェテリア 
「開会挨拶」 

平野克己（地域研究センター上席

主任調査研究員） 

「趣旨説明」 

川上桃子（地域研究センター東ア

ジア研究グループ長） 

「台湾エレクトロニクス産業研

究の視点から」 

川上桃子 

「米国オースティンのハイテク･

クラスター研究の視点から」 

福嶋 路（東北大学大学院経済学

研究科教授） 

「発展途上国のオートバイ産業

の視点から」 

三嶋恒平（慶應義塾大学経済学部

経済学科准教授） 

「アジア鉄鋼産業研究の視点か

ら」 

佐藤 創（地域研究センター南ア

ジア研究グループ長代理） 

「イランにおける店舗用益権研

究の経験から」 

岩﨑葉子（地域研究センター中東

研究グループ長代理） 

「コメント」 

大泉啓一郎（日本総合研究所上席

主任研究員） 

藤田幸一（京都大学東南アジア研

究所教授） 

 41 

ジョコ・ウィドド新政

権の下でインドネシ

アはどう変わるか 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所 
2014年11月17日
（月） 

ジェトロ本部 
5階展示場 

「ジョコウィ内閣の特徴とその

政治的課題」 

川村晃一（地域研究センター東南

アジアⅠ研究グループ） 

 150 
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「ジョコウィ政権の経済課題と

政策の方向性」 

佐藤百合（地域研究センター上席

主任調査研究員） 

国際リユースと発展

途上国 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所 
2015年 2月10日
（火） 

政策研究大学院

大学（GRIPS）1
階 会議室1ABC 

「国際リユースと発展途上国」 

小島道一（新領域研究センター環

境・資源研究グループ長） 

「国際リユースとエスニック・ビ

ジネス」 

福田友子（千葉大学大学院人文社

会科学研究科助教） 

「リユース品貿易と途上国の産

業発展：古着の事例」 

福西隆弘（新領域研究センター企

業・産業研究グループ長） 

「中所得国における国際リユー

ス-タイと周辺低所得国の諸相-」 

佐々木創（中央大学経済学部准教

授） 

 103 

 
（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 
混迷を深めるポスト･

チャベス期のベネズ

エラ 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所 

2014年 6月 6日

(金) 

政策研究大学院

大学（GRIPS）1

階 会議室 1ABC 

「チャベス死去後 1 年のマドゥ

ロ政権：政権運営と反チャベス派

の動向」 

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） 

“The Political Economy of 

Venezuela after Hugo Chavez” 

ハビエル・コラレス（米国アマー

スト大学教授） 

 81 
 

中東における危機の

根源：脱近代主義の視

点から 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所 

2014年 7月23日
（水） 

ジェトロ本部 

5 階展示場 

「趣旨説明」 

鈴木 均（地域研究センター上席

主任調査研究員） 

“Demodernization and the 

Middle East, a Post-Cold War 

Phenomenon” 

ヤコブ・ラブキン（モントリオー

ル大学教授） 

「パネル・セッション」 

50 
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ヤコブ・ラブキン、清水 学（(有)

ユーラシア･コンサルタント代

表、元帝京大学経済学部教授）、 

鈴木 均 

21 世紀の世界貿易機

関（WTO）：アジア

の視点から 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所、

アジア開発銀 

行研究所 

（ADBI） 

2015年 3月20日
（金） 

アジア開発銀行

研究所（ADBI） 

「パネル・ディスカッション」 

【モデレーター】吉野直行（アジ

ア開発銀行研究所長） 

【パネリスト】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）、猪俣哲史（開

発研究センター上席主任調査研

究員）、河合正弘（東京大学公共

政策大学院特任教授） 

Ganeshan Wignaraja（Director 

of Research, ADBI） 

46 

南アジア経済報告

（SAEF）：石油価格 

低下の恩恵 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所、

世界銀行 

2015年 3月20日
（金） 

日経・大手町セミ

ナールーム 2 

「南アジア経済報告：石油価格低

下の恩恵」 

マーティン・ラマ（世界銀行南ア

ジア地域総局チーフエコノミス

ト） 

【コメンテーター】湊 一樹（地

域研究センター南アジア研究グ

ループ） 

60 

 
（３）アジ研フォーラム 

＜東京＞ 

講 座 名 開 催 日 開催場所 講  師 
参加

者数 
第1回 

キューバ政治・経済改革の 

展望 

2014年 6月 5日（木） ジェトロ本部 

5階AB会議室 

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） 

【モデレーター】長島忠之(理事) 

22 

 

＜大阪＞ 

講 座 名 開 催 日 開催場所 講  師 
参加

者数 
第1回 

インドネシア経済の現段階

と次期政権の見通し 

2014年 7月31日（木） ジェトロ大阪

本部 

佐藤百合（地域研究センター上席主任

調査研究員） 

【モデレーター】松本裕樹（大阪本部

長） 

18 
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第2回 

ASEAN経済共同体(AEC)

の現状と展望 

2014年12月 2日（火） ジェトロ大阪

本部 

梅﨑 創（新領域研究センター経済統

合研究グループ長） 

【モデレーター】北条尚子（大阪本部

次長） 

18 

 

（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 
 ラテンアメリカ：経済自由化の

戦略と太平洋同盟諸国の展望 

2014 年 7 月 11 日

（金） 
「イントロダクション」 

清水達也（地域研究センターラテンアメリカ研究グルー

プ長代理） 

「総論：ラテンアメリカの地域経済統合における太平洋

同盟」 

堀坂浩太郎(上智大学名誉教授) 

「メキシコ：制度改革の進展と自動車産業の活況」 

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) 

「チリ：対外経済政策と国内政治環境の変化」 

北野浩一(新領域研究センター主任調査研究員) 

「ペルー：成長がもたらした市場経済化への信頼」 

清水達也 

89 

コース 2 
中東：体制維持と指導者選出 

2014 年 7 月 14 日

（月） 
「概観」 

間 寧(地域研究センター中東研究グループ長) 

「ポスト内戦期のアルジェリア -体制と社会の変化か

ら-」 

渡邊祥子(地域研究センター中東研究グループ) 

“Egypt’s 2014 Presidential Elections” 
ﾀﾞﾙｳｨｯｼｭ･ﾎｻﾑ(地域研究センター中東研究グループ) 

「GCC 諸国の後継問題」 

石黒大岳(地域研究センター中東研究グループ) 

「トルコ大統領選挙：政治経済の展望」 

間 寧 

「イエメン：連邦国家は船出できるか」 

佐藤 寛(研究企画部上席主任調査研究員) 

61 

コース 3 
転換期を迎えるラオス：課題と

展望 

2014 年 7 月 16 日

（水） 
「イントロダクション」 

山田紀彦(地域研究センター東南アジアⅡ研究グループ) 

「政治、経済、外交における現状と課題」 

山田紀彦 

「ラオスにおける経済統合と経済発展-継続的な成長に

必要な転換とは-」 

ｹｵﾗ･ｽｯｸﾆﾗﾝ (新領域研究センター経済統合研究グルー

プ) 

「ラオスのビジネス環境と企業動向」 

小野澤麻衣(大阪本部事業推進課総括課長代理) 

93 

コース 4 
知られざる工業国・バングラデ

シュ 

2014 年 7 月 17 日

（木） 
「序論・コースの紹介」 

村山真弓(新領域研究センター主任調査研究員) 

「豊富な自然・人的資源を活用した産業（ジュート、繊

維・アパレル、革・革製品）」 

坪田建明(新領域研究センター経済統合研究グループ) 

山形辰史(国際交流･研修室長） 

「豊富な自然・人的資源を活用した産業（造船、船解体）」 

 101 
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「後発性の利益を享受した産業（医薬品・ライト・エン

ジニアリング） 

坪田建明、村山真弓、山形辰史 

「拡大する国内市場に応える産業（農産物加工食品）」 

村山真弓 

「産業発展の担い手（民間企業グループと日系企業）」 

村山真弓、鈴木隆史(途上国貿易開発部アジア支援課長) 

コース 5 
 アジアの障害者教育法制と就

学実態 

2014 年 7 月 18 日

（金） 
「中国の障害者教育の法制度」 

小林昌之(開発研究センター主任調査研究員) 

「ベトナムの障害者教育法制と就学実態」 

黒田 学(立命館大学教授) 

「フィリピンの障害児教育法の現状と問題点 －障害当

事者が直面する諸問題－」 

森 壮也(開発研究センター主任調査研究員) 

34 

コース 6 
 アフリカの食糧・農業問題と農

村開発の新機軸 

2014 年 7 月 24 日

（木） 
「趣旨説明」 

高橋和志(開発研究センターミクロ経済分析研究グルー

プ) 

「アフリカにおける『緑の革命』の実現可能性とその方

策」 

中野優子(筑波大学 助教)   

「アフリカの土地収奪（ランドグラブ）の現状」 

Tsilavo Ralandison(海外客員研究員) 

「天候インデックス保険の可能性と課題」 

高橋和志 

「モバイル革命と東アフリカ農村の変貌」 

松本朋哉(政策研究大学院大学助教授) 

「途上国の農産物市場と流通を改善する」 

有本 寛(開発研究センターミクロ経済分析研究グルー

プ) 

93 

コース 7 
 混迷を深めるタイ －不安定化

の背景と行方を展望する  

2014 年 7 月 29 日

（火） 
「タイの経済情勢：進出日系企業及び ASEAN 経済共同

体（AEC）への影響」 

助川成也(企画部事業推進主幹(東南アジア)) 

「タイの政治情勢：混迷を読み解く」 

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） 

「タイの社会情勢：『階層の政治』と 2014 年 1 月バンコ

ク封鎖」 

船津鶴代(新領域研究センター 環境・資源研究グループ

主任研究員） 

「タイの外交：インラック政権の対外政策とクーデタ後

の課題」 

青木まき(地域研究センター東南アジアⅠ研究グループ） 

 117 

コース 8 
 ベトナム農業近代化の課題 

2014 年 7 月 31 日

（木） 
「イントロダクション」 

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) 

「ベトナムにおける企業の農業参入と農業生産構造の変

貌」 

辻 一成(佐賀大学農学部准教授) 

「ベトナムの青果物流通」 

高梨子文恵(広島大学大学院生物圏科学研究科特任講師) 

「農家組織に対する政策的な発展奨励と実態」 

荒神衣美(地域研究センター東南アジアⅡ研究グループ) 

66 

コース 9 
 新興国のビジネス環境をどう

2014 年 8 月 5 日

（火） 
「中国における日系企業の事業運営上の課題とマネジメ

ント策」 

78 
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みるか？ －人権尊重の観点を

踏まえつつ－ 

箱崎 大（海外調査部中国北アジア課長） 

「ASEAN・南西アジアのビジネス環境をどうみるか」 

若松 勇(海外調査部アジア大洋州課長)  

「新興国におけるビジネスと人権の課題」 

山田美和(新領域研究センター法・制度研究グループ長) 

「中南米ビジネスのチャンスと課題」 

中畑貴雄(海外調査部中南米課長代理) 

「中東アフリカ地域のビジネスチャンスと課題」  

常味高志(海外調査部中東アフリカ課長) 

コース 10 
 インドにおける第 16 次連邦下

院選挙と新政権の課題 

2014 年 8 月 20 日 
（水） 

「第 16 次連邦下院選挙：選挙結果の分析と新政権の性

格」 

近藤則夫(地域研究センター南アジア研究グループ長) 

「第 16 次連邦下院選挙：インド経済が抱える問題と新政

権の課題」 

佐藤 創(地域研究センター南アジア研究グループ長代

理)、太田仁志( 同 研究センター 同 研究グループ) 

「第 16 次連邦下院選挙：インドの国際関係と新政権の国

際的評価」 

溜 和敏(日本学術振興会特別研究員 PD) 

79 

コース 11 
インドネシアはどこへ向かう

のか？：ユドヨノ政権の 10 年

と 2014 年の選挙 

2014 年 8 月 21 日 
（木） 

「4 月議会選挙はどのような意味を持つのか？」 

川村晃一(地域研究センター東南アジアⅠ研究グループ) 

「大統領選挙」 

本名 純(立命館大学国際関係学部教授) 

「ユドヨノ政権の 10 年間」 

岡本正明(京都大学東南アジア研究所准教授） 

「ユドヨノ政権 10 年の外交」 

相沢伸広(九州大学比較社会文化研究院准教授） 

「ユドヨノ政権の 10 年を振り返る（経済）」 

東方孝之(地域研究センター東南アジアⅠ研究グループ) 

106 

コース 12 
グローバリゼーションと労働 

2014 年 8 月 22 日 
（金） 

「経済のグローバル化と労働市場：問題の概観、労働需

要の弾力性」 

佐藤仁志(開発研究センターミクロ経済分析研究グルー

プ長) 

「新しい労働政策モデルになりうるか？～カンボジアの

縫製産業における労働条件向上と企業・産業の成長～」 

明日山陽子(開発研究センター貧困削減・社会開発研究グ

ループ) 

「労働の国際化：外国人労働について分かっていること」 

町北朋洋(新領域研究センター経済統合研究グループ) 

63 

コース 13  

アフリカ：『国民』のポリティ

クス 

2014 年 8 月 29 日

（金） 

「全体趣旨説明」 

「中央アフリカ共和国：国家の崩壊、国民の分裂」 

武内進一(地域研究センター次長) 

「紛争後のコートジボワールにおける和解の課題」 

佐藤 章(地域研究センター主任調査研究員) 

「南アフリカ：『虹の国』の 20 年」 

牧野久美子(地域研究センターアフリカ研究グループ) 

69 

 
＜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 
ラテンアメリカ：経済自由化

の戦略と太平洋同盟諸国の

2014 年 7 月 4 日 
（金） 

「イントロダクション」 

長島忠之（理事） 

「メキシコ：FTA 戦略の外資誘致への貢献と近年の通商

66 



Ⅳ．研究成果の発信・普及  125 
 

展望 政策の方向性」 

中畑貴雄（海外調査部中南米課長代理） 

「チリ：対外経済政策と国内政治環境の変化」 

北野浩一(新領域研究センター主任調査研究員) 

「ペルー：成長がもたらした市場経済化への信頼」 

清水達也(地域研究センターラテンアメリカ研究グルー

プ長代理) 

コース 2 
中東の新政権：「アラブの春」

後のエジプトとトルコ 

2014 年 7 月 16 日

（水） 
「トルコ 8 月大統領選挙」 

間 寧(地域研究センター中東研究グループ長) 

「エジプトの移行プロセスと経済課題」 

土屋一樹(地域研究センター中東研究グループ) 

「エジプトビジネスのチャンスとリスク：揺れ動く政治

情勢と変わらぬ潜在性」 

藪中愛子（途上国貿易開発部途上国貿易開発課長代理） 

67 

コース 3 
転換期を迎えるラオスの政

治、経済：課題と展望 

2014 年 7 月 23 日

（水） 
「政治、経済、外交における現状と課題」 

山田紀彦(地域研究センター東南アジアⅡ研究グループ) 

「ラオスのビジネス環境と企業動向」 

小野澤麻衣（大阪本部事業推進課総括課長代理） 

49 

コース 4  
ポスト・ユドヨノ時代のイン

ドネシア：政治経済の現状と

課題 

2014 年 7 月 25 日

（金） 
「2014 年の選挙と新政権下での政治」 

川村晃一(地域研究センター東南アジアⅠ研究グループ) 

「インドネシアのビジネス環境と企業動向」 

塚田 学（海外調査部アジア大洋州課長代理） 

91 

コース 5 
混迷を深めるタイ －不安定

化の背景と行方を展望する

－ 

2014 年 8 月 5 日 
（火） 

「タイの社会情勢–『階層』の政治と 2014 年 1 月バンコ

ク封鎖-」 

船津鶴代(新領域研究センター 環境・資源研究グループ

主任研究員) 

「タイの政治情勢－混迷を読み解く－」 

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） 

「タイの経済情勢－進出日系企業及び ASEAN 経済共同

体（AEC）への影響－」 

助川成也（企画部事業推進主幹（東南アジア）） 

91 

 

（５）海外講演会 

名  称 主 催 者 開 催 日 開催場所 テーマ及び講師 
参加

者数 

<ジャカルタ> 

ジョコ・ウィドド

新政権の下で 

インドネシアは

どう変わるか 

ジェトロ・アジア

経済研究所、ジ

ェトロ・ジャカル

タ事務所 

2014年11月10日 
（月） 

Le Meridien 

Jakarta Hotel 

(Sasono 

Mulyo 

Ballroom) 

「ジョコウィ内閣の特徴とその政治的

課題」 

川村晃一（地域研究センター東南アジ

アⅠ研究グループ） 

「ジョコウィ政権の経済課題と政策の

方向性」 

佐藤百合（地域研究センター上席主任

調査研究員） 

200 

<スラバヤ> 

ジョコ・ウィドド

新政権の下で 

インドネシアは

ジェトロ・アジア

経済研究所、ジ

ェトロ・ジャカル

タ事務所、在ス

2014年11月12日 
（水） 

在スラバヤ 

日本国総領事

館 

「ジョコウィ内閣の特徴とその政治的

課題」 

川村晃一（地域研究センター東南アジ

アⅠ研究グループ） 

21 
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どう変わるか ラバヤ日本国総

領事館 

「ジョコウィ政権の経済課題と政策の

方向性」 

佐藤百合（地域研究センター上席主任

調査研究員） 

 
（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 

＜福岡＞ 

2014 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 、

（財）九州経済

調査協会 

2014年 8月29日 
（金） 

電気ビル共創

館 3 階カン 

ファレンス B 

「ワールドカップ後のブラジル ～近年

の発展と直面する課題～」 

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） 

18 

＜福井＞ 

グローバル化時

代の北陸地域・企

業の進路と戦略

～ASEANとどう

向き合っていく

か～ 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所、

北陸環日本海

経済交流促進

協議会（北陸

AJEC）、福井

県立大学 

後援：福井県、

石川県、富山

県、ジェトロ福

井・金沢、北陸

経済連合会、福

井商工会議所、

ふくい貿易促

進機構 

2014年10月16日 
（木） 

ホテルフジタ

福井 3 階 

基調講演「ASEAN と日本」 

白石 隆（アジア経済研究所長） 

パネル・ディスカッション 

<第 1 セッション> 

「ASEAN の産業動向と北陸企業の適

用戦略～機械・繊維・サービス産業」 

【モデレーター】平塚大祐（理事） 

【パネリスト】 

梅﨑 創（新領域研究センター経済統

合研究グループ長） 

報告：「ASEAN の機械市場」 

明日山陽子（開発研究センター貧困削

減・社会開発研究グループ） 

報告：「ASEAN の繊維産業」 

北川浩伸（総務部総務課長） 

報告：「ASEAN の産業動向と北陸 

企業の適応戦略（サービス産業）」 

<第 2 セッション> 

「北陸企業の国際展開の現状と今後の

国際化戦略」 

【モデレーター】丸屋豊二郎（福井県

立大地域経済研究所長） 

【パネリスト】 

竹下芳樹（セーレン株式会社執行役員

海外関連企業部長） 

報告：「グローバル企業をめざして」 

徳野 穣（高松機械工業株式会社取締

 102 
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役生産本部技術部長） 

 報告：「北陸企業の国際展開の現状 

と今後の国際化戦略」 

和田正嗣（YKK 株式会社執行役員 フ

ァスニング事業本部生産技術室長） 

 報告：「北陸企業の国際展開の現状 

と今後の国際化戦略」 

＜高松＞ 

アジアビジネス

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

ェトロ香川、香

川県 

2014年10月24日
（金） 

高松国際ホテ

ル本館 2 階 

「日台ビジネスアライアンスの達成と

新たな展開」 

佐藤幸人（新領域研究センター長） 

「台湾企業との連携の現状とメリッ

ト」 

岡田 博（宝田電産株式会社常務取締

役） 

34 

＜山形＞ 

インドネシア経

済情勢とASEAN

を中心とする日

本企業の国際ビ

ジネス動向 

主催：ジェト

ロ・アジア経済

研究所、ジェト

ロ山形 

後援： 山形県 

山形商工会議

所、日本政策金

融公庫山形支

店、山形銀行 

山形県国際経

済振興機構、荘

内銀行 

2014年11月 5日 

（水） 

山形グランド

ホテル 2 階サ

ンリヴァ 

「インドネシアの経済情勢」 

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） 

「日本企業の海外市場開拓と新興国の

ビジネス環境～ASEANを中心とする

日本企業のビジネス動向～」 

米山 洋（海外調査部国際経済研究課

長代理） 

 

22 

＜秋田＞ 

台湾ビジネスセ

ミナー 

主催：ジェト

ロ・アジア経済

研究所、ジェト

ロ秋田、秋田

県、秋田銀行、 

共催：公益財団

法人交流協会、

台北駐日経済

文化代表処 

後援：あきた海

外展開支援ネ

ットワーク、秋

田県貿易促進

協会、秋田県商

2015年 3月13日 

（金） 

秋田ビューホ

テル 4階 

「中小企業の進出が続く台湾の魅力と

架け橋プロジェクト」 

余 吉 政（台北駐日経済文化代表処副

代表） 

「日台企業間連携の可能性と中小企

業」 

川上桃子（地域研究センター東アジア

研究グループ長） 

43 
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工会連合会、秋

田県環日本海

交流促進協議

会 

 
（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 26 年度 

千葉県国際化セ

ミナー 

 

ジェトロ・アジ

ア経済研究所 

2014年 8月25日 

(月) 

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～台

湾の基礎知識～」 

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） 

54 

幕張新都心公開

セミナー 

「現代ブラジル

政治経済のゆく

え －命運を握る

大統領選挙と経

済政策」  

ジェトロ・アジ

ア経済研究所、

神田外語大学

グローバル・コ

ミュニケーシ

ョン研究所 

2014 年 11 月 18

日(火) 

神田外語大学

クリスタル・ホ

ール 

「経済動向と産業政策にみる大国の悩

みと挑戦」 

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 副主任研究員） 

「大統領選挙と国家統治能力の模索」 

舛方周一郎（神田外語大学イベロアメ

リカ言語学科専任講師） 

83 

 

（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35回「発展途上国 

研究奨励賞」受賞 

記念講演会 

2014年 7月 1日 

（火） 

 

ジェトロ本部 

5階AB会議室 

「反市民の政治学 －フィリピンの民主主義と道徳」 

日下 渉（名古屋大学大学院国際開発研究科准教授） 

「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」 

佐久間 寛（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文

化研究所助教） 

24 

 
（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

貿易センター東

京・アジア経済研究

所共催フォーラム

第7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 

2014年 4月9日 

（水） 

世界貿易セ

ンタービル

38階マリー

ン 

「中国との科学技術大学交流」 

沖村憲樹 （独立行政法人科学

技術振興機構 顧問） 

「習近平体制の今後」  

大西康雄 （新領域研究センタ

ー 上席主任調査研究員） 

21 
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一般社団法人世界

貿易センター・内閣

府・アジア経済研究

所共催フォーラム

第8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、内閣府経済社会総

合研究所 

 

2014年 9月26日 

（金） 

世界貿易セ

ンタービル 

3階 Room A 

講演：「GMS の発展とタイの役

割」 

Pattama Teanravisitsagool 
（タイ国家経済社会開発庁上

級顧問） 

パネル・ディスカッション： 

「CLM 諸国の投資ポテンシャ

ルと発展のための課題」 

【コーディネーター】田口博之

（埼玉大学経済学部教授、内閣

府経済社会総合研究所客員主

任研究官） 
【パネリスト】Saran Sopha 
（プノンペン経済特区顧客サ

ービス副支配人） 

Phouphet Kyophilavong  

（ラオス国立大学准教授） 

Ni Lar（チェンマイ大学講師）  

【コメンテーター】石田正美

（開発研究センター長）、野崎

謙二（駿河台大学経済経営学部

教授）、江川暁夫（桃山学院大

学経済学部准教授） 

87 

 
（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 

J-WAVE 「TOKYO MORNING 

RADIO」 

2014 年 4 月 9 日

（水） 

「現在始まっているインド選挙について」 

近藤則夫（地域研究センター南アジア研究グループ長） 

TBS ラ ジ オ 「 荻 上 チ キ ・

Session-22」 

2014 年 4 月 9 日 

（水） 

「インド総選挙開始を受けた現代インド政治特集」 

近藤則夫（地域研究センター南アジア研究グループ長） 

TBS「ニュースバード」 2014 年 4 月 9 日

（水） 

「ルワンダの今」 

武内進一（地域研究センター次長） 

TBS ラ ジ オ 「 荻 上 チ キ ・

Session-22」 

2014 年 4 月 17 日

（木） 

「中国が初めて貿易額世界一に。一方でシャドーバンキングのリ

スクや不動産バブル崩壊を問題視する声も。どうなってるの？ 

中国経済の現状」 

大西康雄（新領域研究センター上席主任調査研究員） 

スカパー「ビジネス・ブレークス

ルーチャンネル」 

2014 年 4 月 23 日

（水） 

「最後のフロンティア、アフリカビジネスに挑め 03」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

NHK 国際放送局（ラジオ） 2014 年 4 月 24 日

（木） 

「ルワンダのめざましい発展の背景と今後の展望について」 

武内進一（地域研究センター次長） 

BS 日テレ「深層ＮＥＷＳ」 2014 年 5 月 6 日

（火） 

「中央アフリカ訪問の理由は？」 

武内進一（地域研究センター次長） 

TBS ニュースバード「ニュース

の視点」 

2014 年 5 月 12 日

（月） 

「ブラジルの最近の政治状況や経済事情、治安面」 

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） 
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BS 日テレ「深層ＮＥＷＳ」 2014 年 5 月 16 日

（金） 

「中国内政の課題 ～急成長のひずみと民族問題～」 

大西康雄（新領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」 

2014 年 5 月 16 日

（金） 

「軍部がクーデターを宣言。政情不安の続くタイはこれからどう

なるのか？経済的な影響はどこまで広がるのか？」 

重冨真一（地域研究センター長） 

テレビ東京「マネーの羅針盤」 2014 年 5 月 17 日

（土） 

＜Today’s Feature＞「Ｗ杯目前！！ブラジル経済にイエローカー

ド？」 

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） 

BS 朝日「いま世界は」 2014 年 5 月 18 日

（日） 

「インド・モディ新政権は反中・親日！？」 

近藤則夫（地域研究センター南アジア研究グループ長） 

NHK BS1「キャッチ 世界の視

点」 

2014 年 5 月 19 日

（月） 

＜キャッチ！インサイト＞「フィリピン“ポーク・バレル”不正

の衝撃」 

川中 豪（地域研究センター東南アジアⅠ研究グループ長） 

J-Wave「JAM THE WORLD」 2014 年 5 月 23 日

（金） 

「タイ、インラック前首相を拘束 暫定政権へ準備本格化」 

重冨真一（地域研究センター長） 

TBS「ニュース 23」 2014 年 5 月 23 日

（金） 

「『クーデター宣言』から一夜・タイの日本人への影響」 

重冨真一（地域研究センター長） 

TBS ニュースバード「ニュース

の視点」 

2014 年 5 月 23 日

（金） 

「タイ軍部『クーデター宣言』情報統制を強化…日本人への影響

は？」 

重冨真一（地域研究センター長） 

NHK「日曜討論」 2014 年 5 月 25 日

（日） 

「徹底分析・中国海洋進出・“中ロ接近”思惑は」 

鈴木早苗（地域研究センター東南アジアⅠ研究グループ） 

TBS「サンデーモーニング」 2014 年 5 月 25 日

（日） 

「タイでクーデター・軍のねらいは？」 

重冨真一（地域研究センター長） 

NHK 国際放送局「Asia this 

week」 

2014 年 5 月 30 日

（金） 

「タイ情勢について」 

青木まき（地域研究センター東南アジアⅠ研究グループ） 

TBS「ひるおび」 2014 年 6 月 10 日

（火） 

＜ひるおびハテナ？＞「Ｗ杯・サッカー好きなのになぜ？ブラジ

ル・便乗値上げ？賃上げスト」 

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） 

TBS「ひるおび」 2014 年 6 月 13 日

（金） 

＜ひるおびハテナ？＞【サッカー】「Ｗ杯開幕直前に客席で火事・

スタジアム照明もトラブル」 

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） 

TBS「サンデーモーニング」 2014 年 6 月 15 日

（日） 

＜風をよむ＞「アフリカの風」 

武内進一（地域研究センター次長） 

TBS「ひるおび」 2014 年 6 月 25 日

（水） 

「韓国・散乱銃・ウォン高・首相”不在”支持率低下に揺れる朴

政権」 

安倍 誠（新領域研究センター主任調査研究員） 

NHK BS1「国際報道 2014」 2014 年 6 月 27 日

（金） 

＜特集・シリーズ外国人労働者＞「制度を転換した韓国」 

山田美和（新領域研究センター法・制度研究グループ長） 
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NHK BS1「キャッチ 世界の視

点」 

2014 年 7 月 3 日

（木） 

「どうなる？！アルゼンチン 債務問題の背景と行方」 

宇佐見耕一（地域研究センター主任調査研究員） 

NHK 国際放送局 2014 年 7 月 16 日

（水） 

「中国 GDP 速報分析」 

木村公一朗（新領域研究センター企業・産業研究グループ） 

NHK ラジオ第一「私も一言!夕方

ニュース」 

2014 年 7 月 30 日

（水） 

「アフガン国際部隊撤退へ・治安は」 

鈴木 均（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」 2014 年 8 月 30 日

（土） 

＜Today’s Feature＞「エボラ出血熱に見る経済発展の影」 

平野克己（地域研究センター上席主任調査研究員） 

TBS ニュースバード「ニュース

の視点」 

2014 年 10月 29日

（水） 

「ブラジル大統領選 現職大統領再選で今後どうなる」 

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 NEWS 2014 年 12月 18日

（木） 

＜深知り＞「カリブの社会主義国・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） 

金曜日 TBS いっぷく！ 2014 年 12月 19日

（金） 

「『ナッツリターン』騒動・韓国令嬢『ナッツ姫』のセレブ生活」 

安倍 誠（新領域研究センター主任調査研究員） 

TBS ラ ジ オ 「 荻 上 チ キ ・

Session-22」 

2014 年 12月 19日

（金） 

「キューバとアメリカが国交正常化へ キューバの歩みを知り、

これからを考える」 

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） 

TBS「ひるおび！」 2015 年 1 月 7 日

（水） 

＜つながる！ニュース SHOW＞「今年にも米国と国交回復へ・

キューバってどんな国？」 

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） 

TBS ニュースバード「ニュース

の視点」 

2015 年 1 月 21 日

（水） 

「キューバ、アメリカ 国交正常化へ」 

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 総合「視点・論点」 2015 年 1 月 22 日

（木） 

「米国・キューバ・国交正常化をめぐって」 

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） 

TBS ニュースバード「ニュース

の視点」 

2015 年 2 月 16 日

（月） 

「革命から 36 年・・・イランの今」 

鈴木 均（地域研究センター上席主任調査研究員） 

 
（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 

2014 年 10 月 4 日（土）、 

5 日（日） 

グローバルフェスタ

JAPAN 2014 

日比谷公園 ブース展示（研究所活動パネル展示、出版物の展示、配

布） ＜10 月 4 日 10:00～17:00、5 日 10:00～12:00＞ 
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（12）その他 

 
年 月 日（曜） テ ー マ 対    応 人数 

2014 年 5 月 26 日（月） ジョージタウン大学大学院生への講

演（国際交流基金 ”KAKEHASHI 

Project-The Bridge for Tomorrow”

による知的交流） 

鍋嶋 郁（新領域研究センター上席主任調査研究

員） 

25 

2014 年 7 月 31 日（木） 八千代松陰高等学校職場訪問 秋山博幸（研究企画部研究管理課長）、川上桃子

（地域研究センター東アジア研究グループ長）、 

図書館資料企画課 

14 

2014 年 8 月 25 日（月） ハーバード大学アジア国際関係プロ

ジェクト東京会議参加学生への講演

及び図書館見学 

山形辰史（国際交流・研修室長）、研究支援部成

果普及課、研究企画部研究企画課、図書館 

85 

2014 年 11 月 13 日（木） 米国際戦略問題研究所及びカーネギ

ー財団研究者（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 

石田正美（開発研究センター長）、研究支援部成

果普及課、研究企画部研究企画課、図書館 

15 

 

 

４．第 35 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。 

2014 年度は、①2013 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、②2013 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 34 点から研究

支援部での審査、所内研究者の査読、外部有識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、以下の 2 点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会を実施した。 

 【委員長】長澤栄治（東京大学東洋文化研究所教授） 

【委 員】杉村和彦（福井県立大学学術教養センター教授） 中西 徹（東京大学大学院総合文

化研究科・教養学部教授） 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） 白石 隆（アジア経済研究所長） 

 

受賞作品：「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：名古屋大学大学院国際開発研究科准教授 日
くさ

下
か

 渉
わたる
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受賞作品：「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」 
（株式会社平凡社） 

著 者：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助教 佐久間
さ く ま

 寛
ゆたか

 

 
 
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。2014
年度末の会員口数は、正会員 181、個人利用会員 170 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、アジア経済研究所が主催する有料講演会については、2013 年度から正会員 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ている。 
 
 
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、レポート・出版物の検索

に、新たにテーマでの検索機能を追加し、研究成果へのアクセス向上を図った。また、コ

ンテンツの拡充として、企業・産業、物流、労働などのテーマページを追加したほか、『タ

イ 2011 年大洪水』英語版のウェブ公開などを行った。 
この結果、2014 年度の論文ダウンロード件数は約 438 万件となり、中期計画上の目標

（260 万件）を上回るとともに、ウェブサイトのアクセス件数は約 1,538 万件で前年度を

上回った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


