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Beyond Growth
Towards a New Economic Approach

我々は、 環境、 経済、 社会 ・ 政治制度と結びついた地球規模の緊急事態

に直面しているが、 これらの課題には、 過去 1 世紀にわたって使われてきたツール

は通用しない。 我々は、 人々の暮らし良さと地球を改善するにあたって、 経済の

役割を再考する必要がある。 OECD は、 経済政策に関して世界をリードする国際的

なフォーラムとして、 新たな経済のストーリーを創造する上で中心的な役割を果たし

ている。 OECD 事務総長は、 ハイレベルの専門家を招き、 その提案を経済政策や

政策策定においてどのような変化が求められているかということに反映させようとして

きた。 本書はその結論をまとめたものである。 諮問会議が論じているのは、 我々が

成長を超えて、 成長そのものをゴールと見なすのを止め、 むしろそれを環境の持続

可能性、 不平等の削減、 暮らし良さの拡充、 危機対応能力の改善といった社

会的目標達成の手段と捉える必要があるということである。 そのためには、 経済に

関する意思決定に影響を与える分析に裏打ちされた哲学、 ツール、 方法の更新

が不可欠である。 現代の経済領域と政治経済学全般の動向を考慮して、 本書

では、 人、 社会制度、 環境の間の経済システムと行動の根強さを認識した、 新

たなアプローチについて論じている。

Code: sge-2020-5-en 
ISBN: 9789264798984  
pages: 44  ¥3,200
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OECD Economic Surveys: Israel 2020

Code: eco-2020-83-en
ISBN: 9789264724846 
pages: 144  ¥6,500

イスラエル経済は、 新型コロナ危機以前は良好だったが、 パンデミックにより最

近の経済実績の一部が覆され、 貧困が高まり、 活力あるハイテク部門と保護さ

れている斜陽部門との生産性格差が拡大する恐れがある。 ロックダウン措置と不

確実性により生産が大幅に落ち込み、 雇用が失われている。 こうした中で、 変化

する健康問題に適応するために、 マクロ経済政策による柔軟な支援が引き続き

必要とされている。 一時解雇された労働者がすぐに新しい仕事に就けるようにし、

長期的な経済へのマイナス影響を避けるためには、 職業訓練と求職支援を拡大

することが不可欠である。 構造改革と追加的な公共投資によって教育の成果を

向上させ、 インフラを改善し、 製品市場の競争を促進することが、 復興を強化す

る鍵を握っている。 自治体間で保有する資源に大きな差があるが、 その差を削減

することで、 あらゆる人々に機会を公平に与えることができるようになる。 在職給付

を強化し、 非効率な租税支出を削減し、 法人税制や財産税制から生じる税の歪

みを軽減し、 税制を環境外部性に沿うものにするための税制改革は、 回復をより

包摂的で持続可能なものにすると同時に、 追加的な歳入をも生み出すことになる。

特集 ： 自治体間格差の削減 ； 税制

https://doi.org/10.1787/33a25ba3-en
https://doi.org/10.1787/d6a7d907-en
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Finance & Investment 
Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies

Code: env-2020-173-en
ISBN: 9789264517301 
pages: 123   ¥3,900

いくつもの国々が、 持続可能な金融に公式の定義を与え、 持続可能な金融分

類 (sustainable finance taxonomies) と呼ばれる総合的な分類システムを作っている。 本書

は、 EU、 中国、 日本、 フランス、 オランダという 5 カ国 ・ 地域の持続可能な金融

の定義と分類を明らかにしている。 分類は、 様々な種類の投資の環境的持続可能

性について、 より明確にするという必要に答えている。 分類が適切に設計されれば、

市場の見通しを改善し、 投資家に自信と確かさを与え、 持続可能な資金フローの

測定と追跡が容易になる。 本書は、 良質な分類について暫定的な考察を収録して

おり、 政策当局が環境目標と持続可能な開発目標の達成のために、 持続可能な

金融市場を開発、 成長させる手助けをしている。 また、 分類の対象範囲と特徴の

違いについても明らかにしている。 こうした特徴は、 国際投資を促進するとともに各国

間で異なる環境を反映する比較可能な枠組みを作るための基礎を提供することがで

きる。

Economics 
National Accounts of OECD Countries, Volume 2020 Issue 2 

Code: pac-2019-30050-en
ISBN: 9789264484320  
pages: 356  ¥11,000

National Accounts Detailed Tables には、 主要集計値に加えて、 GDP、 家計の目的

別最終消費支出、 簡略化した一般政府、 企業、 家計の勘定を収録している。

OECD 加盟 36 カ国とユーロ圏について、 最長 2007 年まで遡ってデータを収録して

いる。 各国の統計表は各国通貨単位で表記されている。 全ての国のデータは、

2008 SNA に基づいている

Main Economic Indicators, Volume 2020 Issue 10
Code: pac-2019-30044-en  pages: 256 

Main Economic Indicators は、 OECD 加盟 36 カ国とブラジル、 中国、 インド、 インドネシア、

ロシアについての幅広い統計指標をまとめた月刊の統計集である。 国際比較統計では、

景気先行指数、 消費者物価指数、 為替レート、 利率などの項目別に比較可能な指

標を提供している。 国別統計表では、より詳細な情報を収録している。 参考データとして、

購買力平価、 比較物価水準、 GDP などのデータを収録している。
年間定期購読 ： 月刊

冊子 ：

ISSN: 0474-5523  

2021 年価格 : \112,700

オンラインデータベース :  

2021 年価格 : \ 126,700

https://doi.org/10.1787/e0a46a56-en
https://doi.org/10.1787/8c278e61-en
https://doi.org/10.1787/134a2dbe-en
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Taxation 
Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review 

Report
Denmark (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-342-en ISBN: 9789264735781  pages: 105  ¥3,200

Czech Republic (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-341-en ISBN: 9789264448957  pages: 96  ¥3,200

Finland (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-343-en ISBN: 9789264406698  pages: 100  ¥3,200

Korea (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-344-en ISBN: 9789264885363  pages: 112  ¥3,200

Norway (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-345-en ISBN: 9789264395831  pages: 96  ¥3,200

Poland (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-346-en ISBN: 9789264542969  pages: 92  ¥3,200

Singapore (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-347-en ISBN: 9789264629585  pages: 92  ¥3,200

Spain (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-348-en ISBN: 9789264839960  pages: 112  ¥3,200

BEPS 行動 14 では、 諸国は相互協議 (mutual agreement procedure, MAP) の有効性と

効率を強化するためのミニマム ・ スタンダードを実施することを確約している。 MAP は

OECD モデル租税条約第 25 条に含まれており、 各国が租税条約の解釈と適用に関

する紛争を解決するよう努力することを確約している。 行動 14 のミニマム ・ スタンダー

ドは、 ピアレビューとモニタリングのための付託事項と評価手法に翻訳されている。

ピアレビュー ・ プロセスは 2 段階に分けて行われる。 第 1 段階では、 合意された審

査スケジュールに沿って、 各国をミニマム ・ スタンダードの付託事項に照らして評価

する。 第 2 段階では、 各国の第 1 段階のピアレビュー報告書の結果から得られる提

言の実施状況の追跡に焦点を当てている。 本書は、 各国の行動 14 の最低基準

の実施状況に関する第 1 段階のピアレビューの成果である。

Country-by-Country Reporting – Compilation of Peer Review 
Reports (Phase 3) 

Inclusive Framework on BEPS: Action 13

Code: ctp-2020-378-en
ISBN: 9789264872547 
pages: 553  ¥18,200

BEPS 行動 13 の最低基準の元で、 各国は多国籍大企業グループにその全所得

の地域的配分、 納税額、 その他経済活動を行っている地域についての指標を提供

するよう求めることで、 税の透明性を高めようとしている。 多国籍企業グループの世

界各地で展開される経営に関して、 かつてないほど膨大な情報が得られれば、 税

務当局のリスク評価能力が高まるだろう。 行動 13 の最低基準は、 ピアレビューのた

めの付託事項と評価手法に翻訳されている。

行動 13 の最低基準に関するピアレビューは、 2017 年、 2018 年、 2019 年の年次

レビューごとに段階が進んでいる。 段階別レビュープロセスは、 国別報告の段階ごと

の実施に続いて行われる。 したがって毎年のピアレビュープロセスは、 次の 3 つの主

要分野の様々な側面に焦点を当てる ： 国内の法的、 行政的枠組み ； 情報交換

の枠組み ； 国別報告書の秘匿性と適切な利用。 本書は年次ピアレビュー報告書

の第 3 弾で、 実施のあらゆる側面を検討した 3 回目のレビューの成果をまとめている。

本書は、 国別報告の実施に関わる法制及び情報を提供した 131 カ国について審査

を行っている。

https://doi.org/10.1787/23132612
https://doi.org/10.1787/fa6d31d7-en
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Governance 

Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice

Code: gov-2020-673-en
ISBN: 9789264427549  
pages: 152  ¥5,200

人口高齢化からデジタル化、 不平等の高まり、 気候変動まで、 グローバルな変

革により、 若者世代の将来の見通しは、 情報や教育、 テクノロジーの利用がかつ

てないほど可能になっているにもかかわらず、 非常に不確実性が高い。 さらに、 新

型コロナのパンデミックにより、 それ以前から存在していた若者の精神的幸福と雇用

の課題が浮き彫りになる一方で、 公的財政の持続可能性への懸念が高まっている。

本書は、 42 か国と欧州連合 (EU) が、 若者の能力構築と世代間の公平性を促

進するために実施している政策、 法律、 制度面の能力、 ガバナンスツールを比較

評価した最初の報告書である。 本書では、 次の 3 領域について国際比較を行うた

めのベンチマークを設定している。 1) 若者の自律支援 ； 2) 公職への若者の参加と

代表制及び政府への信頼の改善；3) あらゆる世代に公平な政策の成果をもたらす。

最後に、どの世代も取り残さない現在と未来を構築しようとする政策当局、市民社会、

若者に洞察力を提供している。

Ageing and Fiscal Challenges across Levels of Government

Code: ctp-2020-377-en
ISBN: 9789264793880  
pages: 150  ¥4,500

OECD 諸国及び新興諸国の人口は、 急速に高齢化が進んでおり、 公的支出や

税収といったマクロ経済的影響が大きい。 様々なレベルの政府の税制、 支出、 負

債の管理といった財政関係を統治する規則と実践が、 経済効率とその先にあるはず

の成長を圧迫している。 準政府レベルでの人口高齢化の影響は特に大きい。 多くの

地方政府は、 財政の観点から人口高齢化に対して脆弱である。 人口高齢化の経

済 ・ 財政的結果は政府の境界を越え、 複雑な政府間政策対応が求められる。 本

書では財政政策、 人口変動、 空間の生産性に関する国際的な事例をまとめるとと

もに、 ブラジル、 カナダ、 中国、 ドイツの国別研究を収録している。

Corporate Governance in Costa Rica

Code: daf-2020-15-en 
ISBN: 9789264834071  
pages: 134  ¥4,500

本書は、 コスタリカの OECD 加盟に向けた手続きの一環として執筆された。 この審

査が行われた 3 年間に、 コスタリカ政府は制度と法律の枠組みを G20/OECD のコー

ポレートガバナンス原則、 OECD の国有企業のコーポレートガバナンス指針に沿って強

化してきた。 本書では、コスタリカの上場企業と国有企業の双方について、コーポレー

トガバナンス政策とその実施状況を評価している。 本書によると、 コスタリカの資本市

場はまだ小規模だが、 上場企業のコーポレートガバナンス枠組みは原則にかなり沿っ

たものになっている。 コスタリカは、 新たなコーポレートガバナンス規則の制定と所有

権の開示に関わる要件において、 特に進歩が見られる。 同国経済で重要な役割を

果たしている国有企業については、 調整ユニットを創設していくつもの改革を先導する

という、 重要なステップが取られている。 こうした改革には、 国有政策の採用、 国有

企業取締役の （政治家を排除した） 透明かつ構造化された指名、 国有企業の業

績報告などが含まれる。 国有企業の業績と責任をさらに強化するために、本書では、

取締役会の慣行を改善し、 業績目標を明確化し、 国際財務報告基準 （International 

Financial Reporting Standards） を実施する追加のステップを提案している。

https://doi.org/10.1787/2bbfbda8-en
https://doi.org/10.1787/c3e5cb8a-en
https://doi.org/10.1787/b313ec37-en
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Governance 
Integrity Review of Public Procurement in Quebec, Canada
A Strategic Approach to Corruption Risks

Code: gov-2018-2098-en
ISBN: 9789264305939  
pages: 112  ¥3,900

本書は、 カナダのケベック州の公共調達における高潔性の強化と汚職との闘いに

的を絞った分析を行っている。 本書は、 建築業界の公的機関が締結する契約の決

定と管理に関する調査委員会 （シャルボノ調査委員会、 Charbonneau Commission） に

よる汚職事例の見落としを受けて、 ケベック州政府の要請で作成されている。 本書

では、 シャルボノ委員会の提言の実施状況を分析し、 こうした措置を OECD のグッドプ

ラクティスに照らして基準化している。 本書では、 頑健な公正システムの開発におい

て戦略的、 積極的アプローチとをどのように採るべきか、 また公共調達サイクルの全

段階で汚職のリスクを軽減する方法に焦点を当てている。

PISA 2018 Results (Volume VI)
Are Students Ready to Thrive in an Interconnected World?

Code: edu-2020-715-en
ISBN: 9789264271746  
pages: 330  ¥10,400

OECD 生徒の学習到達度調査 (PISA) は、 生徒の読解力、 数学、 科学の知識だ

けでなく、 生徒がその知識を使って何ができるかを調査し、 生徒の学習成果に関し

て最新の最も包括的で厳密な国際評価を提供している。 本書は PISA2018 調査の結

果をまとめた全 6 巻のうちの 1 巻で、 生徒が地域、 世界、 文化的な問題を検討し

たり、 他者の見解や世界観を理解し尊重したり、 多文化観の開かれた適切で有効

な交流に関与したり、 集団的な幸福と持続可能な発展のための行動をとったりできる

かを調査している。 本書では、 学校内外における多国籍、 多文化の学習経験を尋

ねることに加えて、 生徒の認知テストの結果と、 関連するアンケート結果についても

考察している。

Education 
Education in the Digital Age
Healthy and Happy Children

Code: edu-2020-1034-en
ISBN: 9789264988866  
pages: 216  ¥6,500

新型コロナのパンデミックで、 我々は教育が学業だけでなく、 物質的かつ情緒的

な幸福 (well-being) を支えるという重要な役割を果たしていることに気づかされた。 従来

からの 「書物で学ぶ」 ことと、 より幅広い社会的、 個人的発展とのバランスを取る

ことが、 学校及びより幅広く教育一般にとっての新たな役割である。

本書は、 教育、 幸福度、 デジタル技術の交わりを考察したシリーズの一環として

出版された。 2019 年に出版された Educating 21st Century Children の姉妹版で、 身体

の健康と幸福に焦点を当て、 学習における遊びと冒険の重要な役割について考察

している。 「完璧への探求」 と、 身体、 認知力、 学業を問わずそれが子供の生活

に与える影響を考察している。 不平等と闘い、 物理的及びデジタルの環境の双方

で生徒を保護し力を付けさせる各国の重要な取り組みに注目している。 最後に、パー

トナーシップの役割、政策、保護といった棚上げされている懸案について考察している。

https://doi.org/10.1787/g2g95000-en
https://doi.org/10.1787/1209166a-en
https://doi.org/10.1787/d5f68679-en
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PISA 2018 Results (Volume V)
Effective Policies, Successful Schools

Code: edu-2020-485-en
ISBN: 9789264408685  
pages: 275  ¥9,100

OECD 生徒の学習到達度調査 (PISA) は、 生徒の読解力、 数学、 科学の知識だ

けでなく、 生徒がその知識を使って何ができるかを調査している。 生徒の学習成果に

関して最新の最も包括的で厳密な国際評価を提供する。 PISA の結果から、 世界全

体で学習成果の質と公平性が明らかになり、 教育者と政策当局は他国で導入され

ている政策と実践から教訓を得ることができる。 本書は PISA2018 調査の結果をまとめ

た全 6 巻のうちの 1 巻で、 学校と学校制度、 それと教育的成果との関係をより幅広

く分析している。 本書では、 学校のガバナンス、 生徒の選抜とグループ分け、 指導

と学習に充てられる人材、 資金、 時間、 教育資源などを考察している。 これらの指

標の傾向は、 比較可能なデータが入手できる場合に検証されている。

Education 

Promoting Education Decision Makers' Use of Evidence in 
Austria

Code: edu-2020-1035-en
ISBN: 9789264943209  
pages: 72  ¥3,200

本書では、 オーストリアの教育制度において、 意思決定に実証を体系的に用いる

プロセスについて論じている。 本書は 6500 人の政策当局を対象に行ったオンライン

調査を元に、 オーストリア連邦教育科学省や地域の教育局の高官、 学校の監督

者や校長からの回答も引用している。 本書では、 教育制度のあらゆるレベルの政策

当局が、 指導や質の確保などそれぞれの職務遂行に実証を有効活用するための

機会、 能力、 動機を強化する要件を明らかにしている。 現在のプロセスにおけるそ

れぞれの強みと弱み、 政策当局が手にできる機会についても評価している。 本書で

は、 更なる議論に情報を与えるための次なるステップについても考察している。

本書は、 戦略的教育ガバナンスに関する OECD の研究の一環として出版されたも

ので、 多角的ガバナンス構造と、 複雑な環境において各国の目標を達成するため

の最良の方法を見出す各国の取り組みを支援している。 この研究では、 説明責任、

能力、 知識、 ガバナンス、 関係者の関与、 戦略的志向、 そして全方位的視点と

いう諸側面における有効なガバナンスプロセスを特定、 推進している。 本書は政策

当局、校長、教育分野の研究者その他、教育ガバナンスに関心のあるあらゆる人々

に裨益するものである。

Social Issues / Migration / Health 
International Migration Outlook 2020

Code: els-2020-372-en 
ISBN: 9789264382947  
pages: 450  ¥14,300

本書は、 OECD 諸国と一部の非加盟諸国における最近の移民の動向と政策を分

析している。 2020 年版では、 OECD 諸国で移民が労働市場で挙げている成果の変

化を分析している。 移民が経済構造に与える影響について、 特集を組んでいる。 ま

た、 国別報告書と巻末統計集を収録している。

https://doi.org/10.1787/ca768d40-en
https://doi.org/10.1787/0ac0181e-en
https://doi.org/10.1787/ec98f531-en
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Sustainable Reintegration of Returning Migrants
A Better Homecoming

Code: els-2020-644-en 
ISBN: 9789264796690  
pages: 85  ¥3,200

多くの OECD 諸国にとって、 定住する意思がない移民を祖国に安全かつ尊厳をもっ

て帰国させる方法が重要な問題となっている。 移転と同時に、 帰国と社会への再

統合支援は対策の重要な一環である。 開発協力では、 移民の出身国において帰

国者を社会に統合する能力を支援する活動が広がっている。

本書は、OECD がドイツ国際協力機関 (GIZ) の協力を得て行った他国間ピアレビュー・

プロジェクトの結果をまとめている。 移民先の国と出身国における個人レベルとプログ

ラムの統合の持続可能性を改善する要因を検証している。 また、 社会福祉事業と

共同体のプログラムがいかに成果を改善させるかを考察している。 支援やカウンセリ

ング、 事例管理と委託、 パートナーシップなど、 有効な個人統合プログラムの主要

素を明らかにしている。 本書は、 プログラムの設計、 評価、 モニタリングをどのように

改善すべきか提言を行い、 プログラムの実施や出身国との協調において国際協力

を強化できる分野を明確にしている。

Social Issues / Migration / Health 

Employment
Employment and Skills Strategies in Indonesia

Code: cfe-2020-663-en
ISBN: 9789264867390  
pages: 148  ¥4,500

本書は、 政策当局が新型コロナ危機の挑戦を受けている時期に出版された。 こ

の危機は、 経済社会的幸福 (well-being) に深刻な影響を与えている。 新型コロナ危

機以前には、 インドネシアは顕著な経済成長を経験しており、 貧困は大幅に削減さ

れ雇用は増加した。 しかし、 インドネシア国内の地域間で成果に大きな差があり、 そ

の差には地域のインフラ、 サービス、 教育、 雇用の質が反映されていることが多い。

本書はアジア開発銀行と OECD との共著で、 インドネシアの地域レベルの雇用とスキ

ルの成果を促進するための課題と機会に焦点を当てている。 本書に収録されている

分析は、 地域の制度管理と雇用とスキルに関する政策の導入の重要性を明らかに

している。

Science and Technology   
OECD Telecommunication and Broadcasting Review of Brazil 

2020

Code: sti-2020-181-en 
ISBN: 9789264317444  
pages: 256  ¥8,400

通信ネットワークとの接続性はデジタル転換を支えるもので、 良質な通信サービス

へのアクセスを促進する政策や規制措置が鍵を握っている。 本書は、 ブラジルの通

信 ・ 放送分野を総合的に検証し、 包摂的なデジタル転換を成功させるための規制 ・

政策改革が必要な分野に焦点を当てている。 通信 ・ 放送分野の市場実績と、 そ

れを支える政策と規制を分析している。 その結果を元に、 本書では次の 5 つの主要

分野における行動を提案している ： 政策 ・ 規制枠組みの改善 ； 課税、 使用料の

枠組みの抜本的な見直し ； 市況の改善 ； 通信 ・ 放送市場における競争の促進 ；

国家政策と実証に基づく政策策定の強化。 これらの課題には同時に対処して、 改

革への総合的アプローチを確保すべきである。

https://doi.org/10.1787/5fee55b3-en
https://doi.org/10.1787/dc9f0c7c-en
https://doi.org/10.1787/30ab8568-en
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International Compendium of Entrepreneurship Policies

Code: cfe-2020-662-en
ISBN: 9789264643192  
pages: 124  ¥3,900

起業が経済成長と幸福 (well-being) において重要な役割を果たしていることが、 次

第に理解されるようになってきた。 しかしその便益を享受するためには、 政府はどのよう

な政策を採るべきなのか。 本書はその指針と創造的思考を提供している。

本書では、 各国で実施されている起業政策の範囲と、 その政策が解決しようと

する問題、 その政策の立案と実施の方法を明らかにしている。 本書の焦点は、 新

しい起業家同士のつながりを築き、 スタートアップがスキル、 資金、 イノベーションと

いった分野の障壁を乗り越えられるように支援し、 活力ある収益構造 (entrepreneurial 

ecosystems) を刺激することで、 持続可能性と成長の可能性を持つスタートアップを幅

広く生み出す方法に当てられている。

本書では、 起業政策の論理的根拠を検証し、 様々な政策アプローチを収録し、

政策を成功させるための原則に焦点を当てている。 OECD 加盟 12 カ国から得た 16

の実際の政策事例によって、 論点を明確にしている。 これらの政策事例は、 規制と

税制、 起業家育成、 助言とコーチング、 資金調達、 国際化、 イノベーション、 収

益構造構築のための総合的パッケージなど多岐にわたっている。 概要表を収録して

いるので、 読者は自身の疑問に答える情報を得やすくなっている。

本書は主要な起業政策介入の概要と、 その政策を成功させるためのコツを与えて

くれる。

Industry and Services 

OECD Environmental Performance Reviews: Greece 2020

Code: env-2020-150-en
ISBN: 9789264387355  
pages: 157  ¥5,200

ギリシャは、 過去 10 年間続いた深刻な不況から脱するために、 抜本的な改革を

行ってきた。 大気汚染物質の排出を GDP と切り離し （デカップリング）、 自然生息地

の保護状況を改善するといった点では進歩が見られる。 しかし、 廃棄物と水の管理、

大気汚染への取り組みについては課題を抱えている。 ギリシャは気候変動の影響に

対して非常に脆弱である。 エネルギー構成はよりクリーンな燃料に移行しつつあるが、

依然として経済は化石燃料に大幅に依存している。 持続可能な開発に向かうには、

大胆な気候変動軽減政策、 適合政策の実施、 環境ガバナンスの強化、 環境と

エネルギー、 交通、 農業、 観光の各政策との一貫性の確保が求められる。

本書は、 ギリシャに対する第 3 回目の環境実績評価である。 持続可能な発展と

グリーン成長に向けた進歩を評価しており、 気候変動の軽減と適合、 生物多様性

の保護と持続可能な利用に焦点を当てている。

Environment 

https://doi.org/10.1787/338f1873-en
https://doi.org/10.1787/cec20289-en
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Development 
OECD Development Co-operation Peer Reviews: Japan 2020

Code: dcd-2020-138-en
ISBN: 9789264732520  
pages: 132  ¥3,200

OECD 開発援助委員会 (DAC) は、 加盟各国の開発協力への取り組み、 政策、

プログラムを 5 ～ 6 年ごとに審査している。 DAC ピアレビューは、 加盟国の開発協力

担当機関だけでなく、 政策と実施双方について調査してその国全体の実績を評価し

ている。 審査の対象となる国の開発協力活動と、 脆弱性、 危機、 人道支援への

アプローチについて、 統合された制度全体の視点から評価を行っている。

日本は、 持続可能な開発を達成するための外交的、 平和的、 発展的取り組み

を組み合わせ、 全社会的アプローチで持続可能な開発目標の実施に取り組んで

いる。 日本が価値を置いているのは、自立的発展、途上国主導の計画策定と実施、

そして日本とパートナー国の双方に利益をもたらす開発協力である。 日本は、 災害リ

スクの軽減においては世界一の実績があると認められている。 ODA を増やすことで日

本のリーダーシップと SDGs への関わりを強化することができ、 国内の政策と持続可能

な開発という世界的な目標の一貫性を確保するメカニズムも有益であろう。 全政府

的政策は日本の価値を相乗的に高め、開発プログラムがいかに貧困を削減するか、

より明確に示すことができる。 制度と手続きの合理化が進めば、 日本はもっと迅速に

援助を提供できるようになるだろう。

Multilateral Development Finance 2020

Code: dcd-2020-232-en
ISBN: 9789264897656  
pages: 140  ¥3,900

「行動の十年」 が始まり、 世界は 2030 アジェンダの公約を実現し開発途上国の

新型コロナウイルス感染症危機からの回復を支援するために、 有効な国際開発金

融制度を必要としている。 危機以前からすでに、 この制度は高い期待と説明責任

や有効性の欠如に対して高まる批判との間で引き裂かれ、 ストレスの兆候が見られ

た。

本書では、 国際開発制度の最近の傾向を考察し、 将来性を決定する人々にで

きるだけ明確な展望を示そうとしている。 国際的な援助資金のフローの動向を明らか

にし、 開発援助委員会 (DAC) 加盟諸国の戦略的寄与について分析を行っている。

本書では、 国際機関が資金を提供している活動について考察し、 それぞれの強み

を明らかにしている。 この 2020 年版には、 一連の政策論文が収録されているほか、

DAC 加盟諸国の国際支援に関するオンライン統計も利用できる。

Urban, Rural and Regional Development
Broad-based Innovation Policy for All Regions and Cities

Code: cfe-2019-22569-en
ISBN: 9789264970915  
pages: 200  ¥6,500

本書は、 OECD 諸国が地域と都市のための多様な形態のイノベーション政策の方

向にどうすれば移行できるかということについて理解を深めるために、 欧州委員会の

支援を受けて開催された一連のハイレベル専門家作業部会の主な結論をまとめてい

る。 テクノロジーと知識の普及における弱点が、OECD 諸国の特に最先端技術の （国

際的または各国の） フロンティアから遠い企業の生産性の伸びとイノベーションに重

荷になっている。 それが、 将来の課題に対処する能力を弱め、 包摂的成長を損なっ

ている。

本書では、 イノベーション政策のための現在のツールが焦点を絞りすぎている分野

を検証している。 企業が、 地域と都市の間で異なる能力やイノベーションの収益構

造により良く適合するために、 世界的傾向と技術の変化の恩恵を受けられるようにす

る方法を模索している。

https://doi.org/10.1787/b2229106-en
https://doi.org/10.1787/e61fdf00-en
https://doi.org/10.1787/299731d2-en
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The Circular Economy in Cities and Regions
Synthesis Report

Code: cfe-2020-802-en
ISBN: 9789264642959  
pages: 176  ¥5,200

都市と地域は、交通、廃棄物、水、エネルギーといった、市民の暮らし、経済成長、

環境の質に影響する地域の公共サービス政策に責任を持っているため、 線形経済

から循環型経済への移行において重要な役割を果たしている。 本書には、 OECD の

都市と地域における循環型経済に関する調査に対して 51 の都市と地域から得られ

た回答と、フローニンゲン市 （オランダ）、ウメオ市 （スウェーデン）、バリャドリド市 （ス

ペイン）、 グラスゴー市 （英国）、 グラナダ市 （スペイン）、 そしてアイルランドで実施さ

れている循環型経済に関する OECD 政策対話から得た教訓をまとめている。 本書で

は、 人、 政策、 場所 (people, policies and places) という 3p 分析枠組みを通して分析さ

れた循環型経済のグッドプラクティス、 障害と機会を収録している。 本書の結論とし

て政策提言、 行動チェックリスト、 都市と地域の循環型経済への移行を促進するた

めのガバナンス条件の存在と実施レベルを自己評価するためのスコアボードを収録し

ている。

Energy
World Energy Outlook 2020

PDF ver. 
ISBN: 9789264621992
pages: 464

IEA の年報、 World Energy Outlook は、 世界のエネルギーシステムが今後数十年間

でどのように変化するかを総合的に評価している。

2020 年の例年と異なる環境には、 特別なアプローチが必要である。 通常の長期

モデリングの範囲は維持されているが、 本アウトルックの焦点は今後 10 年に当てられ

ており、 新型コロナのパンデミックがエネルギー部門とクリーンエネルギーへの転換を

加速させる短期的な行動に及ぼす影響を詳細に考察している。

本書の分析は、 エネルギー部門がパンデミックの機関とその影響との関係で直面

する主要な不確定要素に的を絞りつつ、 持続可能な復興に向かう道を歩むための

様々な選択肢を詳細に示している。

本書から得られる戦略的洞察は、 あらゆる地域、 燃料、 技術を考慮に入れ、 エ

ネルギー市場、 政策、 コストに関する最新のデータを用いた、 危機から脱する様々

な道筋の詳細なモデリングに基づいている。

※ World Energy Outlook 2020 は、 PDF 版のみ出版されており、 下記の IEA の Webstore

でご購入いただけます。  https://webstore.iea.org/world-energy-outlook

本報告書のデータを含む内容は、 IEA の Terms and Conditions の規定に沿ってご利

用下さい。 特に、 シナリオデータを含む IEA のデータを、 関連データや製品を制作

する目的で何らかのモデリングやその成果を公表する何らかのサービスに用いる場

合には、 別途 IEA とライセンス契約を結び、 著作権使用料をお支払いいただく必要

があります。 （例えば、 投資ポートフォリオや投資資産の気候適合性を算出、 評価

するためにメトリクス、 連携経路 (alignment pathways)、 脱炭素化経路 (decarbonisation 

pathways)、 部門別または企業別気温スコア (temperature scores) などを作成するには、

ライセンス契約を結ぶ必要があります。）

お問い合わせ先 ： compliance@iea.org.

Urban, Rural and Regional Development

https://doi.org/10.1787/10ac6ae4-en
https://doi.org/10.1787/557a761b-en
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Energy Prices and Taxes for OECD Countries 2020

Code: iea-2020-74-en 
ISBN: 9789264420045  
pages: 441 

Energy Prices and Taxes は、 OECD 諸国のエネルギー価格をまとめた統計集である。

原油と石油製品のスポット価格が含まれている。

最終利用者向け価格は、 主要石油製品、 ガス、 石炭、 電力の価格が含まれ

ている。

毎号データの出典と方法論についての解説と、 各国の価格メカニズムについての

記述が収録されている。 毎号データの出典と方法論についての解説と、 各国の価

格メカニズムについての記述が収録されている。

※ Energy Prices and Taxes の冊子版は、 この 2020 年版で廃刊となります。 2021 年以

降は、 データベース版のみ、 IEA のウェブサイトからご購入いただけます ; www.iea.org.

Energy

https://doi.org/10.1787/dbf6150b-en
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