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アジア金融協力体制と地域統合への動き
飯島寛之（東京富士大学准教授）

通貨危機から 15 年。中国の台頭や世界金融危機
などアジアを取り巻く環境が大きく変化するなか
で、アジアの金融協力体制はどうあるべきか。そ
の成果と課題について考えます。
●主著：『バブル・リレー─21世紀型世界恐慌をもたらしたもの』（共著）岩
波書店 2009/『国際通貨体制と世界金融危機』（共著）日本経済評論社 2011
●参考文献：飯島寛之「新局面へ動き始めたアジア金融協力体制─『一〇〇
年に一度の大津波』の中で」『世界』2009 年７月号 岩波書店 / 飯島寛之「世
界金融危機とアジア金融協力の行方」『生活経済政策』No.161 生活経済政策
研究所 2010 年６月

中国市場は日本経済の生命線 !? 
─日中のより良いパートナーシップの鍵はどこに
莫
モ ウ

 邦
バ ン フ

富（作家 /ジャーナリスト）

中国と日本のビジネスにおける関係の歴史を紐解
きつつ、今後のより良い関係を創るためにはどう
したらよいかを考える。
●主著：『「中国全省を読む」事典』新潮文庫 2009/『莫邦富（Mo Bang fu）
が案内する中国最新市場 22 の地方都市』海竜社 2010 ●参考文献：莫邦富『日
中「アジア・トップ」への条件─謙虚になれ中国、寛容になれ日本』朝日新書 
2008/ 莫邦富『中国ビジネスはネーミングで決まる』平凡社新書 2008

中国黒洞（ブラックホール）が世界をのみ込む？
─人・モノ・カネがめぐる時代
浜 矩子（エコノミスト） 
世界中を震わせた同時不況を得た後の、中国経済
を中心とするアジアそして世界経済の動向につい
て、ドルの終焉・グローバルジャングル経済・地
域統合という切り口からお話しいただきます。
●主著：『グローバル恐慌─金融暴走時代の果てに』岩波新書 2009/『ドル終
焉─グローバル恐慌は、ドルの最後の舞台となる !』ビジネス社 2010/『浜矩
子の「新しい経済学」─グローバル市民主義の薦め』角川 SSC 新書 2010

グローバリゼーションのなかで
困難に直面する中国の農業・農民
─中国の三農問題の現状と課題
大島一二

中国の農業・農村・農民問題（これらを総称して「三農問題」
という）の実態を、現地調査の成果を中心に報告します。
●主著：『中国野菜と日本の食卓―産地、流通、食の安全・安心』（編著）芦
書房 2007/『中国「調和社会」構築の現段階』（共著）アジア経済研究所 2011
●参考文献：大島一二「三農問題の深化と農村の新たな担い手の形成」佐々木智
弘（編著）『中国野菜と日本の食卓―産地、流通、食の安全・安心』芦書房 2007/
大島一二（共著）『中国「調和社会」構築の現段階』アジア経済研究所 2011

ガソリンの本当の値段？ 
─BRICs 台頭によるエネルギー争奪戦のゆくえ
岩間剛一（和光大学経済経営学部教授・経済学科長）

中国は 2010 年に日本を抜いて世界第２位の経済大国となった。
年率 10％を超える高度経済成長とともに、石油、石炭をはじめと
した資源の買い漁りを再び始め、それが国際エネルギー価格高騰
の一因ともなっている。また２兆 5,000 億ドルを超える世界最大
の外貨準備高を活用して、海外の油田権益の取得に邁進し、熾烈
な資源争奪戦を展開している。そうした中国のエネルギーの爆食
の動向と日本のエネルギー安全保障についてやさしく解説する。
●主著：『資源開発プロジェクトの経済工学と環境問題─資源開発プロジェク
ト評価と地球環境問題』とりい書房 2004/『「ガソリン」本当の値段─石油高
騰から始まる“ 食の危機 ”』アスキー新書 2007 ●参考文献：岩間剛─『資源
開発プロジェクトの経済工学と環境問題―資源開発プロジェクト評価と地球
環境問題』とりい書房 2004/ 岩間剛一『「ガソリン」本当の値段─石油高騰か
ら始まる“ 食の危機 ”』アスキー新書 2007

中国企業と商人のアフリカ進出
─その背景と現地の反応
吉田栄一（アジア経済研究所地域研究センターアフリカ研究グループ研究員）
中国のアフリカ進出は、鉱物資源確保から商人の
流入まで多角的に展開しています。一気になだれ
込んで来た中国をアフリカ現地ではどう見ている
のか考察します。
●主著：西川芳明・吉田栄一編『地域の振興―制度構築の多様性と課題』ア
ジア経済研究所 2009/ ●参考文献：吉田栄一「中国のアフリカ経済進出にと
もなう都市地域開発」『アジ研 ワールド・トレンド』No.185 アジア経済研究
所 2011年２月 / 吉田栄一「中国の対アフリカ経済進出について―政府、企業、
商人」『東亜』No.521 財団法人霞山会 2010 年 11月

超高齢化社会を迎える東アジア
─介護・福祉をアジアで支えあう準備が日本にあるか
安里和晃（京都大学大学院文学研究科特定准教授 )

中国、韓国、日本の東アジアの国々では、「超高齢化」社会を
迎えています。どこも「誰が老いた親を介護するのか」とい
う問題に直面し、家父長制に基づく伝統と現実との狭間で揺
れています。この回では、看護・介護分野における外国人労
働者の受け入れについて、アジア地域統合という視点も含め
てお話しいただきます。
●主著：『労働鎖国ニッポンの崩壊─人口減少社会の担い手はだれか』ダイヤ
モンド社 2011（近刊）/「東アジアにおける家事労働の国際商品化とインドネ
シア人労働者の位置づけ」『異文化コミュニケーション研究』第 18 号 神田外
国語大学異文化コミュニケーション研究所編 2006

● 2011 年５月～ 12 月　● 基本的に隔週月曜日 19:00 ～ 21:00　
● 全 13 回 / 定員 30 名　● 受講料 36,000 円
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生産と消費がスパイラル状に拡大し、世界経済の中心となりつつあるアジア。ドルを中心とする米
国主導の経済体制がかげりを見せる一方で、人・モノ・技術そしてマネーは、中国・インドという
アジアの大国を中心にして駆け巡っています。このクラスでは、大きく変容しているアジアのうね
りとグローバル経済の動きを、中国・インド・ASEAN までを視野に入れ読み解きます。また食糧、
労働、医療、人の移動などをアジアレベルでどのように「自給」していけるのか、アジアの１国と
しての日本には何が求められているのかを構想していきます。

グローバリゼーションと中国の世界戦略世界を知る
学校

現行の覇権国家（米）と
来るべき覇権国家（中）の時間差を計る
越智道雄（アメリカ評論家 /翻訳家 /明治大学名誉教授）

なぜ米は沖縄から海兵隊 8000 をグアムに移すの
か？ それがなぜ 2014 年なのか？ なぜ「太平洋軍
管区総司令部（PACOM）」がハワイにあるのか？ 
などから入る。
●主著：『ワスプ（WASP）─アメリカン・エリートはどうつくられるか』中公新
書 1998/『誰がオバマを大統領に選んだのか』NTT 出版 2008 ●参考文献：
越智道雄『ブッシュ家とケネディ家』朝日選書 2003/ 越智道雄『アメリカン・
エスタブリッシュメント』NTT 出版 2006

TPPによって暮らしはどう変わる？
─農産物・サービス貿易の自由化と日本の「成長戦略」
を問う

萩原伸次郎（横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授）

現在民主党政権下で参加が問われている（講義の
段階ではすでに決着済みかもしれませんが）TPP

（環太平洋戦略的経済連携協定）への参加が、日本
経済へどのような影響を与えるのかについて論じ
ます。
●主著：『米国はいかにして世界経済を支配したか』青灯社 2008/『通商産業
政策』日本経済評論社 2003 ●参考文献：萩原伸次郎『TPP「第３の構造改革」

（仮）』かもがわ出版 2011（近刊）/ 萩原伸次郎『ワシントン発の経済「改革」
増補改訂版─オバマ政権・TPPと日本（仮）』新日本出版社 2011（近刊）
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進む医療の国際化
─医療ツーリズムの動向
植村佳代（株式会社日本政策投資銀行産業調査部 副調査役）
世界の医療ツーリズム（メディカル・ツーリズム）市場が拡
大傾向にある。世界の動向を概観するとともに、わが国にお
ける潜在的な需要や問題点・課題について考えてみたい。
●参考文献：ジョゼフ・ウッドマン『メディカルツーリズム―国境を超える患者た
ち』（訳書）医薬経済社 2008/ 松山幸弘『医療改革と経済成長─改革論争の常
識は誤り! “ 日本版医療ニューディール計画 ” 成功への提言』日本医療企画 2010

Ⅰ . 揺らぐ世界秩序と中国の動き

Ⅲ . 持続可能な世界とアジアを構想する

Ⅱ . 資源をめぐる争奪戦と越境する
　グローバル・ビジネス

中国は何処へ行く？ 
辻 康吾（毎日新聞名誉職員 /現代中国資料研究会代表）

にわかに肥大し変容しつつある「中国問題」への
適切なアプローチを探り、「中国的特質」とは何か
を考えたい。
●編訳著：韓鉄『中国共産党史の論争点』岩波書店 2008 ●参考文献：リンダ・
ヤーコブソン、リーン・ノックス（共著）『中国の新しい対外政策』（訳書）岩
波書店 2011（近刊）※可能ならば魯迅の「阿 Q 正伝」を読んでおいてください。

（桃山学院大学経済学部教授〈2011 年４月～〉/
元・青島農業大学合作社学院教授）

東アジア共同体構築への道と日本再生の条件
進藤榮一

東アジア共同体は必要か、可能か。21 世紀情報革
命が生み出したアジア域内共通のリスクと利益と
文化を検証し、中国脅威論と TPP を題材とし、日
本再生の条件を探る。
●主著：『国際公共政策―「新しい社会」へ』日本経済評論社 2010/『脱グロー
バリズムの世界像─同時代史を読み解く』日本経済評論社 2003 ●参考文献：
進藤榮一『東アジア共同体をどうつくるか』ちくま新書 2007/ 進藤榮一・平川
均（共編）『東アジア共同体を設計する』日本経済評論社 2006 

（筑波大学大学院名誉教授 /早稲田大学アジア研究機構前客員
教授 /日本新技術促進機構会長 /国際アジア共同体学会代表）
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成長なき時代の「国家」と
経済のあり方を構想する
中野剛志（京都大学助教 /元経済産業省課長補佐）　

2020 年代後半、経済成長がなくなった時代を想
定し、国家経済運営のあるべき姿を議論します。
●主著：『国力論─経済ナショナリズムの系譜』以文社 2008/『考
えるヒントで考える』幻戯書房 2010 ●参考文献：中野剛志（共編著）『成長な
き時代の「国家」を構想する─経済政策のオルタナティヴ・ヴィジョン』ナカ
ニシヤ出版 2010

（10「脱成長の時代を生きる」クラスと合同）

ⓒ産経新聞


