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環境政策は、発展段階が異なる諸地域で、既存の経済開発政策の制約のもと、いかにして形成されていったのか。
中国、タイ、台湾、ドイツ、アメリカの事例を取り上げ考察する。（研究双書 605）

新刊紹介

アジア各国・地域 経済統計

中川雅彦

伊藤えりか

中川雅彦
研究支援部研究情報システム課
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『ミャンマーとベトナムの移行戦略と経済政策』

久保 公二 編 / 2,310 円（本体価格 2,200 円 ) / 2013 年 3 月発行 / ISBN978-4-258-04606-5
1980 年代末同時期に経済改革・開放を始めたミャンマーとベトナム。両国の経済発展経路を大きく
分けることになった移行戦略を金融，輸入代替・輸出志向工業，農業を例に比較・考察する。（研究双書 606）
表紙写真：水汲みして帰る女性（ミャンマー、マグエ地域、撮影岡本郁子）
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