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マリオ・ペッチーニOECD開発センター所長兼OECD事務総長特別顧問（開発担
当）からのメッセージ

1990年代にOECD平均のほぼ2倍の成長率を達成した開発途上国は12カ国でし
た。それが2000～2010年には83カ国へと増えました。非OECD諸国が世界全体
のGDPに占める割合は2010年にOECD諸国を追い抜きました。それに伴って膨大
な富の移転が生じていることは明らかです。

開発センターは、OECD諸国と新興国及び途上国が対等の立場で出会うことので
きる特別な場を提供しています。加盟諸国は定期的に会合を持ち、センターの部
門横断的な分析から得られる経験と利益を共有しています。

成果を挙げている開発政策はまちまちで、かつ複雑な性格を有しているため、 
どのような政策が－どのような文脈において－功を奏するのか、また功を奏さない
のかを模索する新たな分析と手法が求められています。したがって、世界情勢が急
速に変化する中で開発に対する新たな展望を探ることが、センターの活動の原動
力となっています。  

開発は経済成長に収まり切らないものなので、開発センターの研究と政策対話
は、競争力のある経済や包摂的な社会をいかに構築し、維持するか、という大き
な問題に焦点を合わせています。

開発センターは地域及び国家レベルの分析を通じて、開発の制約に関する深い理
解を提供しています。国家レベルでは、センターは各国政府と緊密に連携し、経済
的及び社会的福祉の増大をもたらす、より良質な情報に基づく開発戦略を構築す
るための最先端の分析を生み出しています。

センターの主要な関心事の1つは、加盟諸国が増大する成長能力をより幅広い 
社会的進歩や福祉へと転換するのを手助けすることです。ジェンダー平等、中間
層、非公式（インフォーマル）経済、財政政策、社会保障、移民などのトピックに関
する活動を通じて、センターはより良い暮らし、安定した社会、長期的な繁栄のた
めに経済成長を活用する政策やメカニズムの特定に取り組んでいます。

繁栄と�より良い�
生活のために ///////////////////////////////////////////
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OECD開発センター加盟国のユニークな構成

経済協力開発機構（OECD）開発センターは、開発途上国、新興経済国、OECD
加盟国が対等の立場で交流する、知識の共有と根拠に基づく政策対話のための
特別な基盤です。加盟資格の包摂的な性格が、その持てる専門知識と相まって、 
開発課題に対する革新的な政策決定、迅速な解決策を見出す助けとなっています。

センターは、ジョン・F・ケネディ米国大統領が1961年5月17日にカナダ議会で行っ
た演説において豊かな国と貧しい国が「共同で経済開発の問題を研究」すること
のできるフォーラムを提案したのを機に設立されました。現在、多様な視点からグ
ローバルな開発に対する展望に取り組んでいることで、センターの存在意義はか
つてなく高まっています。

2017年3月以来、OECD開発センターには、25の新興国及び開発途上国と27の
OECD加盟国の計52カ国が加盟しています。

加盟国はセンターに資金を拠出するとともに、2年毎に活動プログラムを設定し、 
その実施を監督する理事会（Governing Board）の一員となります。欧州連合（EU）
も理事会の活動に参加しています。

詳細情報及び最新加盟国リスト： www.oecd.org/dev
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OECD諸国と�

パートナー諸国の架け橋 /////////////////////////////////////
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研究と対話から行動へ

OECD開発センターは、開発途上国及び新興経済国が、貧困を削減し、国民生活を 
改善しつつ、持続可能な成長を促進する革新的な政策解決策を見出す手助けをして
います。

多面的分析と政策対話を通じて、センターは、結束した社会や競争力のある経済を建
設し、各国が自国に最も適した開発軌道を見出すのを支援し、開発論議を形成するた
めの選択肢を特定し、共有しています。

世界経済がますます、国内との関わりを深め、複雑化していく中で、開発レベルの異
なる諸国がそれぞれの政策経験を共有できることは極めて重要です。開発センター
は、進捗状況のモニタリング、知識の共同創造、OECD諸国と非OECD諸国間の相互
学習を通じて、「持続可能な開発目標」の実行に貢献することを目指しています。セン
ターは、各国が連携して包摂的な社会や競争力のある経済を建設するための選択肢
を模索する場となっています。そして、新たな展望を開き、地域協力及び地域内協力の
強化を促進し、国家対話の新たなツールを提供しています。

•	   包摂的な社会に関するセンターの活動は、社会保障制度及び結束した社会を改
善する、若者が置き去りにされないようにする、ジェンダー不平等を撤廃する、
移民と開発の連動性を強化する、などに焦点を合わせています。

•	   競争力のある経済を促進するため、センターは、教育及び技能の強化、万人のた
めの天然資源の管理、グローバルバリューチェーンへの参加の有効利用など、
経済の転換や生産性の伸び率の上昇を実現するために各国は何をする必要が
あるかを検討しています。

•	 センターは、旗艦刊行物である年次報告書「世界開発の展望（Perspectives 
on Global Development）」、年次開催の「開発に関するグローバルフォーラ 
ム（Global forum on Development）」、さらに、財団（netFWD）や多国籍企 
業（EmNet）などとの連携を通じて、開発に対する新たな展望を働きかけてい 
ます。

•	 センターは、「アフリカ経済アウトルック（African Economic Outlook）」、「ラテン
アメリカ経済アウトルック（Latin American Economic Outlook）」、「東南アジア、
中国、インド経済アウトルック（Economic Outlook for Southeast Asia, China and 
India）」などの刊行物による地域及び国家レベルの学際的分析を通じて、地域レベ
ルの協力や国家レベルの政策及び慣行に関する情報提供を行っています。この3
地域のそれぞれについて毎年、国際経済フォーラムも主催しています。国家レベル
では、多面的国別レビューを通じて、マクロ経済政策、構造政策、制度政策などを含
む、持続可能な開発に関する包括的な問題についてアドバイスを提供しています。

詳細情報 www.oecd.org/dev

成果のある革新的な解決策�
のための知識を共有する ////////////////////////////////////////////////////
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包摂的な社会
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競争力のある経済 開発に対する新た
な展望

地域及び国家レベ
ルの分析
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包摂的な社会

結束した社会を促進する賢明な政策 

現在、世界の貧困層の大半は中所得国に住んでいます。向こう10年間にこれらの
人々の多くは、新興の、しかし依然として脆弱な、中間層の一員になるでしょう。同
時に、一部の低中所得国では成長が止まるか十分な裾野の広がりを欠き、若年層
向けの正規雇用が減少しています。貧困がくすぶり、格差が拡大していることが、
政治と社会の安定を脅かしています。暮らし向きの改善は、平等に共有されていま
せん。若者、女性、少数民族、移民、高齢者はしばしば蚊帳の外に置かれています。

OECD開発センターは、国々全ての人に恩恵をもたらす開発への障害を克服する
のを手助けするため、欧州委員会の支援を得て、最低賃金、社会的セーフティネッ
ト、雇用保護などの社会保障や社会政策が果たす役割について分析し、結束した
社会づくりを助け、開発の罠に嵌らないよう努めています。

さらに、政策決定者が結束した社会づくりを手助けする方法として、経済及び社会
政策を改善するための新たなツールである結束した社会づくりのための政策レビ
ューも開発されています。このレビューは、信頼、社会資本、帰属意識を醸成し、社
会の全構成員の社会的流動性を促進するように政策が設計されているかどうかに
注目するものです。センターは、どのような政策が最もよく若年層の経済及び社会
への包摂を促進するかも探っています。

詳細情報： www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment

誰もが住みよい社会�
を建設する /////////////////////////////////////////////////////////////////

地域及び国家レベ
ルの分析
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ジェ�ンダー不平等�
の核心に迫る ///////////////////////////////////////////////////////////

www.wikigender.org は、女性の権利やジェンダー平等と開発との連結に関す
る対話を助長するため、広く社会に働きかける共同のウェブプラットフォームです。
毎月4万人以上がアクセスするWikigenderは、ジェンダー平等の分野における主要
なオンライン資源であり、政策決定者、研究者、実務者、市民社会に関与するため
のツールとなっています。

詳細情報： www.oecd.org/dev/development-gender

包摂的な社会

女性差別の撤廃

ジェンダーに関するセンターの活動は、差別的な社会規範が開発途上国において
どのようにジェンダー不平等を永続させているかについて研究しています。センタ
ーは、社会規範、保健や教育、経済的エンパワーメント(自律性を促し、支援する)
などの広範な開発成果を有する制度とを連結する研究をもたらし、2015年以降の
対話に貢献しています。

社会制度・ジェンダー指数（SIGI）は、ジェンダー平等や女性のエンパワーメントを
妨げる法律、慣行、態度などに焦点を合わせたユニークな国際指標です。SIGIの
変数は、家族内の差別的慣行、女性に対する暴力、男尊女卑、財産権、市民権など
に注目したものです。SIGIの結果や分析は、政策決定者や市民社会が不平等の根
本原因に対処する行動の目標を絞り込む助けとなります。2014年版のSIGIは160
以上の国をカバーしています。SIGIには、ジェンダー・制度・開発データベース、 
国別プロファイル、完全なデータを有する各国のランキングという3つの構成要素
が含まれています。

Social
Institutions &
Gender
Index rr



OECD開発センター 9

包摂的な社会

移民と国家に恩恵をもたらす政策

国際移民に関するOECD開発センターの活動は、移民が移民者ばかりでなく、そ
の送出国や受入国にももたらす利益を探っています。

受入国でも送出国でも、移民の恩恵を最大化し、コストを最小化する上では、様々
な分野の公共政策が主要な役割を果たします。したがって、国際移民は公共政策
にどのような影響を及ぼし、公共政策は移民にどのような影響を及ぼすのかにつ
いて理解を深めることが重要です。移民は雇用、社会統合、農業にどのような影響
を及ぼすのでしょうか。より広範な政策は移民フローや移民及びコミュニティの生
活にどのような影響を及ぼすのでしょうか。各国はどうすれば自国の開発戦略の
設計・実行に最もうまく移民を取り込むことができるのでしょうか。センターは、欧
州委員会（EC）の支援を得て、アフリカ、アジア、ラテンアメリカにおけるパートナ
ー諸国の公共政策、移民、開発の相互関係を分析しています。

グローバルな富の移転プロセスの主要な特徴として、南南移民が現れるようになっ
ています。急成長している開発途上国は、ネットでは移民超過国となりつつありま
す。これまでの活動を踏まえ、センターは、国際労働機関（ILO）と協力し、欧州委
員会の支援を得て、様々な開発途上国における労働移民の経済的貢献について評
価しています。

移民及び開発の分野における政策や制度の整合性を高める必要に対処すること
は極めて重要です。センターは、世界銀行が調整役となって進められている「移
民及び開発に関するグローバルナレッジパートナーシップ（Global Knowledge 
Partnership on Migration and Development = KNOMAD）」の取り組みに積極
的に参加しています。国連開発計画（UNDP）と連携し、センターは「政策及び制度
の整合性に関するテーマ別作業グループ」の議長を務めています。

詳細情報： www.oecd.org/dev/migration-development

グローバル�移民の�

潜在能力を活用する////////////////////////////////////

1

OECD InItIatIvE  
fOr POlICy DIalOguE On 
Global Value Chains, 
ProduCtion  
transformation 
and deVeloPment

Our WOrK 
On  
INTERNATIONAL 
MIGRATION
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競争力のある経済

競争力に対する障害の撤廃

開発途上国が自らの経済的な強みや資源を最大限活用してより多くの雇用を創出
したり、より高い成長を達成したりするのを手助けできる政策とはどのようなもの
でしょうか。開発途上国はどうすれば有意義な形で自国経済を世界経済に統合で
きるのでしょうか。開発センターは、開発途上国及び新興経済国が生産性向上へ
の解決策を見出す手助けをしています。開発途上国は、例えば民間部門の開発や
イノベーション投資において出遅れています。

一部の開発途上国は自国経済を世界経済にうまく結び付け、世界トップクラスの
サービス産業を発展させていますが、そうした国を除く多くの開発途上国では 
サービス部門の潜在的可能性は依然として手付かずのまま残されています。競争
力のあるサービス産業の出現を後押しするにはどのような政策が必要なのでしょ
うか。サービス部門は、中国などの国における開発の潜在的可能性を開花させる上
で重要なのでしょうか。

教育及び技能への投資は、経済成長に貢献するだけでなく、世代内及び世代間の
社会的流動性においても主要な役割を果たします。多くの国では、人々の持つ技
能と新たな技能ニーズのミスマッチを背景に、その実効性を高めるべく、教育及び
職業訓練政策について再考する必要が生じています。センターは教育技能局と密
に連携し、各国特有の状況を考慮して、OECD技能戦略枠組みを開発途上国に適
用しています。

多くの国では、貧弱なインフラや物流体制が、生産や輸送のコストを増やしたり、
モノやサービスの効率的な配達・配送を妨げたりすることで、競争力が損なわれ
ています。インフラ格差の解消には大型投資の活用が必要ですが、大型投資はし
ばしば貧弱な制度的能力や政策枠組みによって妨げられています。非公式（イン
フォーマル）経済活動の占める割合が高いことは、全体的な生産性の低下、法の
支配の脆弱化、官僚の裁量余地の拡大に繋がっています。ローカル金融市場の整
備は包摂的な成長にとって極めて重要ですが、しばしば十分な金融手段や財務リ
テラシーの不足によって妨げられています。

経済成長や拡大する産業基盤を環境懸念や領域包摂性と両立させるには適切な
誘因構造が必要とされます。様々な国や様々な開発段階において最も有効な誘因
とはどのようなものでしょうか。

詳細情報： www.oecd.org/dev/pgd

持続�可能な成長�
のための経済を装備する ////////////////////////////////////////////
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競争力のある経済

////////////////////////////////////////////

持続可能な生産のための条件の特定 

世界経済の情勢変化を受けて、産業開発の機会について見直されています。国が
何を生産するかやどのように生産を組織化するかにより、開発軌道や成長パター
ンの包摂性は決まります。雇用の創出や生産性の向上のために生産の分散を促進
する新たな産業政策を設計・実施する国が増えています。「万能薬」的なアプロー
チはありませんが、比較分析や相互学習から多くのことを学ぶことができます。

OECD「グローバルバリューチェーン (GVC) 、生産転換、及び開発に関する取り組
み (Initiative on Global Value Chains (GVCs), Production Transformation 
and Development) 」は、OECD諸国とパートナー諸国間の政策対話や知識共有
のプラットフォームです。この取り組みは、GVCへの参加や向上を図ることによって
開発を促進するために、物拠を改善したり、政策指針を特定したりすることを狙い
としています。

この取り組みは、経験や政策指向型研究の知見を共有することにより、生産の
転換や国際化のための国家戦略について議論したり、各部門の新たなトレンド
や原動力を分析したり、GVCへの参加や向上を図る原動力を特定したり、あるい
は、OECD付加価値貿易（TiVA）に関して現在行われている活動を拡大するなどし
て、GVCへの参加を分析し、政策の設計・実施をサポートするための新しい指標
を開発したりしています。

この取り組みは、相乗効果や、最大限の効果を確実にする為に、いくつかの国際
機関の専門家から成る諮問委員会のサポートを受けています。

詳細情報： www.oecd.org/dev/global-value-chains.htm

1

OECD InItIatIvE  
fOr POlICy DIalOguE On 
Global Value Chains, 
ProduCtion  
transformation 
and deVeloPment

グローバルバリューチ�
ェ�ーン(GVC)への参加を利用して�
構造転換を促進する////////////////////////////////////////////
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競争力のある経済

資源の有効利用を促進するためのグローバル同盟

天然資源に依存すると社会経済開発が阻害される場合もありますが、豊富な資源
を有していること自体は悪いことではありません。それどころか、適切な政策や誘
因があれば、幅広い成長を実現することができます。しかし、多くの資源生産国は
自国の天然資源から得られる恩恵を受けていません。これは、創出される直接雇
用の少なさ、価格の変動、輸出主導型経済における為替レートの上昇、非効率的
な収入管理と支出、汚職など、様々な要因の組み合わせによるものです。

OECD「天然資源に基づく開発に関する政策対話（Policy Dialogue on Natural 
Resource-based Development）」の狙いは、生産諸国－OECD諸国及びパー
トナー諸国の両者－が、より包摂的な開発のために、持てる資源（石油、ガス、石
炭、金属、鉱物）を最大限有効利用する方法についての知識を共有する手助けを
することにあります。

この政策対話は、各国の経験を共有するとともに、産業界や市民社会の適切な利
害関係者を定期的に結びつけることにより、共通価値を見出だし、現地の開発の
促進、収入や安定基金の管理、より有利な取引の実現、汚職によるリスクへの対
処などに向けた効果的なアプローチについて話し合うためのものです。

取り組みの触媒役を果たす、効果的な協力を促進する、活動の重複を回避する、
実施格差を解消する、助言や学ぶことを円滑化する、などの目的で、国際組織及
び機関（国際通貨基金、世界銀行、世界経済フォーラムなど）の代表で構成される
専門家諮問委員会が設置されています。

詳細情報： www.oecd.org/dev/natural-resources.htm

万人�のために�

天�然資源�
を最大限有効利用する //////////////////////////////////////////////////
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Perspectives on Global 
Development 2017
INTERNATIONAL MIGRATION IN A SHIFTING WORLD

開発に対する新たな展望

世界情勢変化の予測

第4号までの報告書は、世界経済の重心が東方及び南方へと徐々に移動している
ことの見取り図を描いたものでした。これらの報告書では、富の移動とともに結束
を深める社会、開発のための産業政策の応用、一部の開発途上国及び新興経済
国の成長鈍化に対抗する措置としての中所得国における包摂的な生産性の伸び
率を促進することに重点をおきました。

2017年版の「世界開発の展望（Perspectives on Global Development）」は、
開発途上国の視点から見た国際移民に焦点を合わせ、開発途上国への経済活動
のシフトがどの程度、またどのように移民パターンに影響を及ぼしているかを検討
しています。2017年版は、国際移民が多くの点で開発に貢献することを分析によっ
て浮き彫りにし、移民が移民者だけでなく送出国及び受入国にもたらす恩恵をも
改善させる助けになり得る政策を勧告しています。

将来の刊行物はグローバルな経済活動のシフトと、それに伴う生活水準や政策に
ついて分析していく方針です。このため、センターは、グローバルな見方を検討し吟
味して、主要な世界的課題及びリスクに関するOECD諸国とパートナー諸国の視
点の比較、グローバルガバナンス体制に関する将来予測シナリオとその展望などに
取り組んでいく方針です。

詳細情報： www.oecd.org/dev/pgd

経�済的課題及びグロー

バルな機会の見取り図を描く//////////////////////////////////////////////
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netFWDは財団のユニークな見通しや貢献を活用 

慈善財団は、資金動員面ばかりでなく、自ら開発に関与する参加者としても、持続
可能な開発において重要な役割を果たします。しかし最近まで、公的開発機関と
財団はあまり協力せずに並行して活動してきました。

財団をより戦略的に開発政策プロセスに取り込めば、単なる資金提供者ではな
く、パートナーとしての役割を強化することができます。OECD開発センターの「開
発のために活動する財団のネットワーク（Network of Foundations Working 
for Development = netFWD）」はこの溝を埋め、政策討議と知識共有のための
革新的で非公式的なフォーラムを提供することを目的としております。

伝統的な慈善モデルは急速に変わりつつあります。財団は、周知のように、権利擁
護や政策提言などの弁護活動を行ったり、意識向上面で役割を果したりしていま
すが、変革することやあえて危険に挑むこともできます。OECDが財団のこうした動
きと歩調を合わせ、OECD加盟国、新興経済国、開発途上国において開発を支援
しする卓越した財団に対して専用の対話の場を提供することは極めて重要です。

netFWDには2つの目的があります。1つめは、慈善がOECDや他の国際的フォーラ
ムの政策アジェンダにおいて占めている位置を改善すること、2つめは、若者への
エンパワーメントから成果重視型の資金助成やベンチャー慈善に至るまでの様々
な問題に関して、財団が成功体験と失敗体験を共有する手助けをすることです。

netFWDは、仲介者として対話を取り持つ役割をさらに一歩進め、新たな「2030
年までに影響を速める取り組み（Accelerating Impact 2030 Initiative）」を通
じて、政府と財団の官民連携の持つ潜在的可能性を開花させる手助けもしていま
す。この取り組みは、慈善財団、政府、他の熱心なパートナーを結集し、それぞれの
ビジョンの連携を図るとともに、集結した経験と資源をプールすることにより、持
続可能な開発目標の達成を加速させることに狙いがあります。

詳細情報： www.oecd.org/site/netfwd 

民�間財団は開発への取り

組みの強化に繋がる ////////////////////////////////////////////////////////////

開発に対する新たな展望

GLOBAL NETWORK OF FOUNDATIONS
WORKING FOR DEVELOPMENT

net FWD
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開発に対する新たな展望

EMnetは政策決定者と率直に討議する機会を提供

2007年以降、OECD開発センターは、「新興市場国ネットワーク（Emerging 
Markets Network = EMnet）」を通じて、民間部門の貢献者と連携していま
す。EMnetは、OECD諸国に本拠を置く多国籍企業と新興市場国の多国籍企業が
対話とネットワーク化を行うためのプラットフォームであり、成熟国及び新興国の
高官や企業最高幹部とOECDの専門家の交流を促進する場となっています。

EMnetの会員は、新興経済国及び開発途上国の社会経済開発に対する企業部門
の貢献について討議しています。

非公開で行われるEMnetの上級会合は、率直かつ白熱した討議を行う機会となっ
ており、新興市場国の成長を牽引している全ての利害関係者に貴重な知見を提供
しています。1年に1回、中国商務省と共催する形で、北京で会合が持たれ、OECD
のパリ本部で3回会合が行われています。さらに、EMnet諮問グループのメンバー
から推薦された新興経済地域で1回会合が開かれます（2015年はインドで開かれ
る予定です）。

EMnetは、その存在を通して、民間部門から情報を入手するとともに、OECDの分
析を24以上の会員企業からなる上級名簿に広める貴重なツールであることを実証
しています。

EMnetは、特別に、個別に合わせた手続きを通じてOECDの情報や専門家を得ら
れる、会員企業向けに幅広いサービスも提案しています。

詳細情報：  
www.oecd.org/dev/oecdemnet.htm

新興�経済国に対する民間部門
の見解 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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地域及び国家レベルの分析

アフリカ、アジア、ラテンアメリカの成長見通しを測定

開発センターは、政府及びそのパートナーによる政策決定への情報提供、改革の取り組みに
対する支援、政策対話の後押しなどを目的に、アフリカ及び中東、アジア、ラテンアメリカ及
びカリブ諸国の主要な経済及び社会動向をモニタリングしています。センターの地域別活動
は、OECDの地域別プログラム及び取り組みに貢献しています。地域別活動の中核に位置付け
られる地域別アウトルックは、地域内及び地域横断的な正確で包括的かつ比較可能なデータ
を提供しています。

アフリカ開発銀行及び欧州委員会と連携して、OECD開発センターは2002年に「アフリカ経済
アウトルック（African Economic Outlook）」を創刊しました。国連開発計画もこの連携に
加わりました。2004年以降、この報告書は54のアフリカ諸国の全てを網羅しています。近年の
特集テーマとしては、若年雇用、グローバルバリューチェーン、アフリカの産業化、地域開発と
空間包括性などが挙げられます。

2010年に創刊された「東南アジア、中国、インド経済アウトルック（Economic Outlook for 
Southeast Asia, China and India）」は、東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国の構造政
策改革を分析するとともに、中国及びインドの関連の経済問題について取り上げています。 
このアウトルックの最新版では、開発格差の縮小、中所得の罠、制度的能力の強化、エネル 
ギー問題への取り組みなどを特集しています。

2007年の創刊以降、「ラテンアメリカ経済アウトルック（Latin American Economic Outlook）
」は、財政政策、移民、中間層・教育・技能・イノベーションの役割、ラテンアメリカ・カリブ諸
国・中国の開発連携など関連性の高い分野を重点的に取り上げています。2012年以降、「ラテ
ンアメリカ経済アウトルック」は、国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）及びラテ
ンアメリカ開発銀行（CAF）との共著・共刊となっています。

センターの地域別活動の第2の重要な柱は「税収統計（Revenue Statistics）」です。「ラテン
アメリカ税収統計」の実績を踏まえ、センターは「アジア税収統計」及び「アフリカ税収統計」
も創刊しました。

センターは、アフリカ開発銀行（AfDB）、国連開発計画、ラテンアメリカ・カリブ経済委員会、
ラテンアメリカ開発銀行、イベロアメリカ事務局（SEGIB）、米州開発銀行（IDB）、アジア開発
銀行（ADB）、ASEAN+3マクロ経済リサーチオフィス（AMRO）、東南アジア諸国連合事務局
など、パートナー政府及び地域機関と戦略的連携を構築しています。

詳細情報：  
www.oecd.org/dev/emea 
www.oecd.org/dev/asia-pacific 
www.oecd.org/dev/americas

どうすれば�地域は�

経済の転換
を果たすことができるか ///////////////////////////////////////////////////////////
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地域及び国家レベルの分析

どうすれば�地域は�

経済の転換
を果たすことができるか

国家レベルの分析は強力な政策ツールを提供

OECDの多面的国別レビュー（MDCR）は各国に、実行可能な政策勧告と包摂 
的及び持続可能な成長に向けた効果的な開発戦略を実施するための支援を提供
しています。MDCRは、各国の既存及び潜在能力に基づく政策勧告を行うべく、 
拘束力のある制約や開発ボトルネックを特定・分析しています。その手法は、将 
来予測や、公共及び民間部門、市民社会、学界のアクターやOECDの専門家を交え
た参加型ワークショップなど、定量的経済分析及び定性的アプローチに基づいて
います。

MDCRは、初期評価、徹底分析、実行支援という3つの異なる段階から成っていま
す。段階的アプローチは漸進的な双方向学習プロセスを可能にし、勧告を具体的
な行動へと変える実践的な戦略をもたらします。段階Ⅰの初期評価では、国家の
開発ビジョン実現への中核的な制約を特定します。段階Ⅱでは、政策勧告を策定
するために、OECDの主要な専門知識や他国の知識を投入します。分析から行動
へと移行する段階Ⅲでは、政策勧告を、進捗状況を記録するスコアボードを備え
た国家主導型の実行可能行動プログラムへと変えます。

MDCRは、厳しい水準点及び測定基準を、OECDの「福祉及び包摂的成長枠組
み」と構造経済分析を組み合わせた「戦略的将来予測」へと融合させています。
全ての段階を通じて、MDCRは政府学習の円滑化と能力の強化を追求していま
す。レビューはOECD全体の既存の専門知識を踏まえ、パートナー機関との緊密な
協力の下で行われています。

MDCRを通じてOECD諸国及びパートナー諸国により築き上げられた経験
は、MDCRが各国による持続可能な開発目標（SDG）実現への支援に適している
ことを示唆しています。SDG同様、MDCRも、開発は持続可能な仕方で金融・人
的・天然資源を市民のための福祉成果へと転換できる社会を強化するという全
体的な理解に基づいています。多面的分析により、開発の目標と開発を推進する
適切な政策の特定のいずれもがレビューに取り込まれています。

SDGが包摂的かつ参加的なプロセスを通じて策定されたように、MDCRも市民を
分析の中心に据えようと努めています。MDCRで用いられている分析枠組みは、開
発成果から開発成果の達成に必要な基本的能力に至るまでをカバーする、17の
SDGにも適したものです。MDCRは、各国が自国の開発モデルに沿ってSDGのタ
ーゲットに優先順位を付けるのを支援し、SDGを達成するための実行可能な戦略
を策定することができます。

詳細情報： www.oecd.org/dev/mdcr.htm  

新た�な開発�
軌道を提供する /////////////////////////////////////////////////////



18 OECD開発センター

地域及び国家レベルの分析

経験を交換し、新たな取り組みに着手する好機 

 「開発に関するグローバルフォーラム（Global Forum on Development）」は、
開発センターとOECD開発協力局の共催により2006年にスタートした年次開催の
イベントです。このフォーラムは、ハイレベルの政策決定者や開発利害関係者、市
民社会やメディアの関係者が意見を交換し、より包摂的な社会や福祉の実現をも
たらす政策を探る機会を提供しています。

 「アフリカ国際経済フォーラム（International Economic Forum for Africa）」と
「ラテンアメリカ・カリブ国際経済フォーラム」もそれぞれ、政府、国際機関、民間
部門、市民、財団、シンクタンク、メディアのハイレベルの代表者を惹きつけていま
す。代表者は一堂に会し、経済パフォーマンスや、包摂的な成長や構造転換をもた
らす貿易・金融・産業政策採用などの主要課題について討議します。いずれのフォ
ーラムも、幅広い多国間機関やパートナー諸国の協力の下、開発センターが主催し
ます。

詳細情報：
www.oecd.org/africa-forum/
www.oecd.org/site/lacforum/

政�策対話�
フォー�ラムは幅広い見�

方を提供する/////////////////////////////////////////////////////////////

グローバルな開発課題に対する理解を深めるための社会的関与�

援助供与国や開発途上国の市民が自国政府に説明責任を持たせるために必
要としている情報を提供する広報活動は、開発に対する支援を強化していく
上で極めて重要です。1988年にスタートしたOECD「開発広報ネットワーク 
 （Development Communication Network = DevCom）」は、開発協力の広報
担当者が様々な問題について話し合い、社会への関与と世論への情報提供に関す
る戦略を調整している唯一の国際フォーラムです。

DevComには、外務及び開発省、OECD開発援助委員会（DAC）の公的機関、さら
に、欧州委員会や国連開発計画、世界銀行、地域開発銀行などの新興援助機関
及び多国間機関の広報担当者が参集しています。DevComの会員は、経験を交換
し、良い事例を共有し、相互学習に従事し、開発協力に関する市民の意識向上と
支援強化を図る効果的な方法についての認識を形成しています。

詳細情報： www.oecd.org/dev/pgd/devcom.htm



DEVトーク

OECD開発センターの「DEVトーク（DEV Talks）シリーズ」には、経済成長と福祉 
の交差点に位置づけられる主題に関する討議を助長する狙いがあります。シリー
ズの会合を通じて、センターは新鮮な視点や知的刺激に満ちたアイデアの交換を
通じて個々のパートナーや機関に関与しています。このシリーズは、加盟国の需要
主導型アプローチに基づくトピックを中心に、2014年10月にスタートしました。

詳細情報：
www.oecd.org/dev/oecddevelopmentcentreeventsandmeetings.htm

マディソンレクチャー

アンガス・マディソン（Angus Maddison）を顕彰する、開発に関するマディソン
レクチャー（Maddison Lecture）シリーズは、OECD開発センター創設50周年の
2012年にスタートし、それ以降、センターの「開発週間」の定例イベントとなってい
ます。このシリーズは、その活動が開発政策論議に多大な影響を及ぼしている、定
量的なマクロ経済史の著名な研究者であり、OECD開発センターの創設者の1人で
もあるアンガス・マディソンの遺産と記憶を記念するためのものです。

詳細情報： 

www.oecd.org/dev/dev-week-2015-angus-maddison-oecd-development-centre.htm

ディベロップメントマターズ�(開発は重要である)

OECD開発センター、開発協力局、「サヘル・西アフリカクラブ（Sahel and West 
Africa Club = SWAC）」は共同で「開発は重要である（Development Matters）
」を管理運営しています。開発クラスタの連結的なブログプラットフォームとして、 
 「開発は重要である (ディベロップメントマターズ)」は、現在の開発機会及び課題
に関するオープンかつ情報に裏打ちされた議論を助長しています。これは、OECD
の全体や、開発途上国及びOECD諸国の政府、学界、民間部門、市民社会の多様
かつ専門的な意見を結集することにより、包括的かつ調整された仕方で、開発に
関する見方を豊かにすることに繋がっています。

詳細情報：
https://oecd-development-matters.org/



追加情報

ソーシャルメディア関連のアクセス先

Twitter.com/OECD_Centre

www.facebook.com/OECDDevelopmentCentre

www.youtube.com/user/DevCentre

www.slideshare.net/OECD_Development_Centre

www.flickr.com/photos/oecd_development_centre/

www.wikigender.org/index.php/New_Home

www.genderindex.orgSIGI

問い合わせ先

+33 (0) 1 45 24 82 00（OECDスウィッチボード）

メディア問い合わせ先：+ 33 (0) 1 45 24 82 96 /dev.media@oecd.org

dev.contact@oecd.org


