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Economics  ...............................................................................経 済

OECD Economic Surveys: China 2019

中国の経済成長は鈍化傾向が続いているとはいえ、 世界の標準より高い成長

率を維持しており、 世界の経済成長の約 4 分の 1 に寄与している。 資本蓄積に

基づく成長モデルは資本の不適切な配分やいくつもの産業における過剰設備、 さ

らに投資効率の低下につながり、 投資のペースが鈍化するという影響を与えてい

る。 地方のインフラプロジェクトや民間部門にとって重要な資金源となっているシャ

ドーバンキングの規制が、 投資にとってのさらなる負担になっている。 投資は負債

によって行われており、 それを国有企業とその他の公共事業体への利子補給と黙

示的保障がさらに扇動している。 成長が鈍いということは、企業の利益も少なくなり、

負債の返済能力も低下するということだが、 負債は主に国有企業によって蓄積さ

れており、 すでに持続不可能なレベルに達している。 成長の鈍化に加えていち早

く導入された減税により、 成長の包摂性を高めるための財政資源がさらに減少して

いる。 中期的には、 生産性の向上と包摂性を高める政策を導入することで、 成

長を維持できる。 地域保護主義は、 交易のコストを増やし、 競争を歪め、 戸籍

登録制度 （hukou） の規制と分断化された年金制度が、 労働力の移動を制限し

ている。

本書では、 中国の 近のマクロ経済実績を評価し、 より質の高い成長を促進

するための政策措置を提案している。 生産市場と労働市場をどのように統合する

か、 包摂性をどのように拡張するかということについて、 政策提言を行っている。

特集 ： 単一の製品労働市場 ； 効率と公平性のための地域政策

Code: 102019041P1 
ISBN: 9789264312258 
pages:150 ¥6,500 

OECD Economic Surveys: Mexico 2019

メキシコのマクロ経済政策枠組みは堅実で、 近年のいくつもの逆風にもかかわら

ず、 緩やかな成長を支えている。 しかし、 生産性の伸びが低いため、 メキシコは

高所得の OECD 諸国の仲間入りができず、 不平等は依然として高い水準にある。

こうした要因により、 生産性と包摂性を高める戦略の見直しが求められている。 犯

罪と危険が高まっており、 経済活動と市民の幸福、 特に女性と恵まれない人々

にマイナスの影響を及ぼしている。 制度の質の強化が優先課題である。 また法の

支配の弱さを改善することで、 他の分野の政策イニシアチブの有効な実施が促進

される。 近の成果にもかかわらず、 税収は依然として少なく、 財政政策には再

分配の影響がほとんどない。 短期的には、 徴税と支出の効率を改善することで、

公的負債の対 GDP 比が安定し、 社会インフラ支出を増やす余地が生まれるだろ

う。 中期的には、 税収の増加と税構成の見直しにより、 公的債務が減少し、 財

政の余地がさらに増え、 累進性が高まるだろう。 非正規労働の割合を引き下げる

には、 施行、 課税、 企業と労働への規制、 社会セーフティネットにおいて調和の

取れた対応をし、 資源をより生産的な （正規の） 企業に向けるインセンティブを構

築する必要がある。 あらゆる人々の教育的成果を向上させれば、 機会の平等が

高まり、生産性を向上させる基礎ができる。都市計画と交通手段を改善することで、

都市の生産性の可能性を高め、 環境も改善できる。

特集 ： 包摂的成長の強化

Code: eco-2019-5380-en
ISBN: 9789264378186 
pages:128 ¥6,500

https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en
https://doi.org/10.1787/a536d00e-en
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Main Economic Indicators, Volume 2019 Issue 6
Code: 312019061P1 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。

Economics  ...............................................................................経 済

OECD Investment Policy Reviews: Croatia 2019

Code: daf-2019-228-en
ISBN: 9789264805910 
pages:234 ¥7,800

本書は、 クロアチアが 2015 年に国際投資と多国籍企業に関する OECD 宣言批

准にあたって行った要請に応えて作成された。 クロアチアの国内外の投資環境、

開放性、 透明性、 非差別的という原則を遵守できるか、 そして責任ある企業行

動慣行を含む OECD 宣言に沿ってその政策をまとめられるかを評価し、 クロアチア

政府が改革の取り組みの中で直面する課題と機会について論じている。 本書は

OECD の投資政策枠組み (PFI) を十分に活かして、 海外投資の傾向と実績、 海

外投資家の参入と投資活動への規制、 投資の保護や促進、 公的ガバナンス、

責任ある企業慣行を促進し実現するための法的、 制度的枠組みなどに関する知

見を収録している。

Finance & Investment ....................................................金融・投資

年間定期購読 ： 月刊

冊子 ： ISSN: 0474-5523

 2019 年価格 : \109,500

オンラインデータベース :  

2019 年価格 : \ 123,100

Taxation  ..............................................................................税  制

Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full 
Version)

Code: 232018461P1 
ISBN: 9789264303782 
pages:2800 ¥72,800

本書は、 OECD モデル租税条約の完全版の第 10 版である。 本書には、 2017

年 11 月 21 日現在のモデル租税条約の全文と、 条文、 注釈、 非加盟諸国の

立場、 OECD 理事会勧告、 過去のコメント、 背景説明が全て収録されている。

OECD モデル租税条約の完全版は、 更新を反映して定期的に出版されている。

https://doi.org/10.1787/mei-v2019-6-en
https://doi.org/10.1787/2bf079ba-en
https://doi.org/10.1787/g2g972ee-en


page: 3page: 3

Taxation  ..............................................................................税  制

Tax Revenue Implications of Decarbonising Road Transport

Code: ctp-2019-2394-en
ISBN: 9789264595439 
pages:54 ¥3,200

本書では、 自動車の化石燃料への依存が弱まる中、 輸送用燃料からの税収

が時間と共にどのように変化しうるかということを、 スロベニアの事例に焦点を当て

て分析している。 交通部門の化石燃料依存を弱めることは、 気候や人体への影

響とエネルギー依存を減らすことを考えると歓迎すべき変化である。 しかし、 現状

では、 燃料の利用が減ると税収も減ることになり、 政府予算を圧迫する可能性が

ある。 2050 年までを視野に入れたスロベニアのシミュレーションに基づいて、 本書

では道路交通への課税について詳細に評価し、 課税政策の目標が公正性と効

率を考慮しつつ現状の歳入を維持することである場合、 長期的な化石燃料利用

の減少にその政策をどのように対応させられるかを考察している。 租税構造を燃料

への課税から運転距離への課税へと徐々に変化させる租税改革によって、 長期

にわたって持続可能な租税政策になると述べている。

Governance  .................................................................. ガバナンス

Equal Access to Justice for Inclusive Growth
Putting People at the Centre

Code: gov-2019-3488-en
ISBN: 9789264597440 
pages:189 ¥5,800

本書は、 誰もが司法を利用できるようにするために政府がすべきこと、 また司法

のプロセスとサービスが人々のニーズに敏感に反応しているかを考察している。 本

書では、 人間中心のサービス提供から得られる教訓に基づいて、 司法制度の

利用原則と将来性のある慣行、 各国が自国の進捗状況を把握するための測定

ツールと指標を明らかにしている。 人間中心のサービス設計と提供のための枠組

みを設定しているが、 これは法律及び司法のつながり全体に適用できるものである。

OECD 諸国及びパートナー諸国との 5 年にわたる共同研究の成果を引用して、 司

法の有効利用と、 それが包摂的で持続可能な成長と発展において果たす重要

な役割についての我々の理解に寄与している。

Legal Needs Surveys and Access to Justice

本書は、 統計専門家、 政策当局、 仲裁者などが人々の日々の法律問題と

司法制度との関わりを理解できるようにするためのツールを収録している。 本書で

は、 法律のニーズに関する調査の概念化、 実施、 分析のための枠組みを設定し、

過去 25 年間に実施された様々な国レベルの調査を分析した情報を参考にしてい

る。 種類が異なる調査にも導入できるように、 ガイダンスと提言をモジュール方式で

収録している。また、市民の司法の利用しやすさを我々がもっとよく理解できるように、

法的ニーズに基づく指標の機会についても概観している。
Code: 422018551P1 
ISBN: 9789264309524 
pages:201 ¥6,500

https://doi.org/10.1787/87b39a2f-en
https://doi.org/10.1787/597f5b7f-en
https://doi.org/10.1787/g2g9a36c-en
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Governance  .................................................................. ガバナンス

Open Government in Biscay

Code: gov-2019-3343-en
ISBN: 9789264999107 
pages: 170 ¥5,200

本書は、 ビスカヤ県のオープン ・ ガバメントの課題を、 2017 年のオープン ・ ガ

バメントに関する OECD 勧告に基づいて分析している。 透明性、 説明責任、 利害

関係者の参加に関するビスカヤ県のイニシアチブと、 それが公的サービス提供の

質にどのような影響を及ぼすかを評価している。 本書はまた、 これらのイニシアチブ

実施のためのビスカヤ県の制度、 法律、 政策の枠組みを評価し、 特に健全な

モニタリング評価システムの創設に焦点を当てている。 本書には、 全ての利害関

係者が政策サイクル全体に積極的に参加できるようにする公共ガバナンスの文化

を促進するための提言を収録している。 本書は、 地方政府に対して行われた初の

OECD Open Government Review である。

Regulatory Policy in Croatia
Implementation is Key

クロアチアは、 規制政策枠組みの強化において大きな進歩を遂げている。 規

制政策のサイクル全体を改善することで、 規制が確たる実証と一般の人々の参

加という基盤の上に確立され、 安価に市民の安全、 健康、 暮らし良さを改善で

きるように立案されることになる。 本書では、 クロアチアの規制管理能力を規制政

策と制度、 ツールを調査することで評価している。 その調査対象には、 行政簡略

化政策、 事前事後の規制評価、 利害関係者の関与、 多角的規制ガバナンス

の取り決め、 小規模企業に対する課税制度などが含まれる。 本書では、 近の

傾向について論じ、 グッドプラクティスと比較した場合の欠陥を明らかにして、 規制

政策を管理する政府の能力を強化するために国際的な 良慣行に基づいた政

策提言を行っている。

Code: gov-2019-3668-en
ISBN: 9789264954304 
pages:150 ¥4,500

Tools and Ethics for Applied Behavioural Insights: The BASIC 
Toolkit

行動洞察 (behavioural insights, BI) は、 行動科学、 社会科学から得られる教訓で、

意思決定、心理学、認知科学、脳科学、組織行動、グループ行動などに関わる。

世界各国の公的機関では、 BI を、 市民と企業の実際の行動とバイアスに関する

実証に基づいたより良い公共政策の立案と実施に利用するところが増えている。

本書は、 実務家と政策当局に政策課題の分析、 戦略の構築、 行動分析に基

づいた介入の開発のためのプロセスを段階を追って示すツールキットである。
Code: gov-2019-3474-en
ISBN: 9789264935556 
pages: 130 ¥3,900 

https://doi.org/10.1787/e4e1a40c-en
https://doi.org/10.1787/b1c44413-en
https://doi.org/10.1787/9ea76a8f-en
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OECD Skills Strategy 2019
Skills to Shape a Better Future

Code: 812019091P1 
ISBN: 9789264313828 
pages:200 ¥6,500

本書は、 複雑で相互につながり急速に変化する社会において、 人も国も成功

するためのスキルを身につけられるようにするための戦略的、 総合的アプローチを

収録している。 この 2019 年版では、 2012 年以降 11 カ国で導入されたスキル戦

略から得られた教訓を考慮しつつ、 グローバル化、 デジタル化、 人口高齢化、

移民といった巨大潮流がスキルの観点から持つ意味について OECD の新たな実

証を取り入れている。 また、 生涯にわたる適当なスキルの開発、 職場と社会にお

けるスキルの効率的利用、 スキル制度のガバナンス強化という 3 つの構成要素

において機能するスキル政策について、 OECD 諸国から得た新たな教訓を収録して

いる。

Education  ...............................................................................教 育

Balancing School Choice and Equity
An International Perspective Based on PISA

Code: edu-2019-3356-en
ISBN: 9789264695719 
pages:80 ¥3,200

多くの国々が、 学校制度の質、 公平性、 一貫性を確保するという必要から、

学校選択における柔軟性を高めようと苦慮している。 本書では、 学校選択に関す

る問題、 特に学校選択に関わる政策の特定側面が様々な学校に生徒を振り分

けることとどのように関わっているかということについて、 国際的な視点を提供してい

る。 学校選択に関する議論を刺激している主な疑問の一つが、 学校間の競争が

激しくなると生徒が学力または社会経済的状況によって振り分けられるようになるの

か、 ということである。 マクロレベルでは、 学校の差別化は子供が学習し、 遊び、

異なる社会的、 文化的、 民族的に出自が異なる子供と接触する機会を阻害す

る可能性があり、 引いては社会的団結を脅かしかねない。 本書は、 生徒が様々

な学校に振り分けられるプロセスの多様化を説明できるように、 様々な指標を用い

て学校の差別化の全体像を明らかにしている。

Higher Education
Benchmarking Higher Education System Performance

Code: edu-2019-3481-en
ISBN: 9789264755802 
pages: 644 ¥13,600 

現代の高等教育の範囲は広く、 高等教育制度の実績に対する懸念が広く共

有されている。 高等教育を修了した若者の数は、 2030 年には OECD 諸国、 G20

諸国合わせて 3 億人を超えると予測されている。 高等教育制度は、門戸の開放、

コスト削減、 質と将来への備えの妥当性などの問題を抱えている。 高等教育制

度の実績を基準に従って評価するプロジェクトは、 教育、 研究、 関与の責任をい

かに果たしているかを考慮に入れて、 OECD 諸国の高等教育の状況の総合的か

つ経験豊富な見通しを提供している。

https://doi.org/10.1787/9789264313835-en
https://doi.org/10.1787/2592c974-en
https://doi.org/10.1787/be5514d7-en
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Implementing Education Policies
Improving School Quality in Norway
The New Competence Development Model

Code: edu-2019-3432-en
ISBN: 9789264766556 
pages:110 ¥3,200

ノルウェーは、 公財政教育支出の水準の高さと教育の質に的を絞った政策行

動に示されるように、 良質で公平な教育制度に力を入れている。 近年、 平均的

な生徒の成績を強化するという点では進歩が見られるものの、 自治体の中の学校

間、 及び自治体間、 地域間などに依然として大幅な差がある。 ノルウェーはそれ

に対応するために、 現職中の職能開発によって教員の専門性を高めるという新た

な能力開発モデルを実施し始めた。 この新しい政策で、 ノルウェー政府は自治体

と学校の行動の自由を拡大し、 地域ごとに体系化された学校改革を実施する権

限を与えることを目指している。 この分権化アプローチは、 地域の特性と学校ごと

に異なるニーズに対応するためのものである。

本書は、 ノルウェーのこの取り組みを支持し、 この新モデルの特徴、 様々な関

係者の関与、 その導入のための政策的背景などを分析している。 本書は OECD

の枠組みを元に、 実施戦略を適合させるための具体的な行動を提案している。

本書はノルウェーだけでなく、 学校ごとの職能開発を促進し、 政策立案と有効

な実施との間の差を埋めようとする多くの国々にとって有益である。

Education  ...............................................................................教 育

Employment .............................................................................雇 用

OECD Employment Outlook 2019

Code: els-2019-4238-en
ISBN: 9789264727151 
pages:345 ¥11,000

OECD Employment Outlook 2019 は、 雇用の安定、 失業、 報酬の高い仕事の割合

における変化に関する新たな実証を収録し、 こうした変化が持つ意味合いをテクノ

ロジー、 グローバル化、 人口高齢化、 その他の巨大潮流が OECD 諸国の労働

市場をどのように変化させているかという観点から論じている。 本書では、 正規の

雇用者以外にも権利と保護を拡大するために、 また雇用主と労働者との団体交

渉力のバランスを取り直すために、 労働市場規制をどのように利用できるかを論じ

ている。 団体交渉と社会対話を労働市場の新たな課題への対処にどのように活

かせるかを、 政府、 社会的パートナー、 新形態の団体組織の役割を考察しなが

ら分析している。 また、 成人学習の役割についても、 特に社会的に も弱い人々

に焦点を当てながら論じている。 そして 後に、 社会保障政策の課題を評価し、

様々な種類の労働者に影響する支援格差についての実証を収録し、 社会保障

制度の安定装置としての役割を維持、 強化する改革方法について論じている。

Evaluating Latvia's Active Labour Market Policies

Code: els-2019-4397-en
ISBN: 9789264409552 
pages:265 ¥8,400

本書は、 政策が人々と雇用をどのように結びつけているかを考察したシリーズの

一環として出版された、 ラトビアについての報告書である。 ラトビアの長期失業者と

長期失業に陥るリスクを抱える人々に焦点を当てている。 行政のミクロデータを分

析して、 ラトビアの包摂的雇用戦略 2015 － 2020 で詳述されている労働市場活性

化政策の影響を定量的に評価している。 具体的には、 研修、 雇用助成、 地域

の労働力の流動性を高めるプログラムの有効性を評価している。 経験的な結果

から得た政策的教訓で、 ラトビア当局が失業者の労働市場への復帰を促し、 彼

らの労働市場での成果を向上させ、 より生産的で良質な仕事へと転職できるよう

にするために、 活性化戦略と措置を調整する手助けをしている。

https://doi.org/10.1787/179d4ded-en
https://doi.org/10.1787/9ee00155-en
https://doi.org/10.1787/6037200a-en
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Science and Technology    ...........................................科学・技術

Artifi cial Intelligence in Society

Code: sti-2019-993-en
ISBN: 9789264582545 
pages: 139 ¥4,500

人工知能 (AI) を取り巻く環境は、 アラン ・ チューリングが機械は考えることができ

るのかという問題を初めて提起した 1950 年から、 大幅に変化した。 今日、 AI は社

会経済を変化させている。 生産性を高め、 暮らし良さを改善し、 気候変動や資

源の枯渇、 健康被害といった世界的な課題に取り組む一助となることが期待され

ている。 しかし、 AI が世界中で採用されるようになったため、 その利用が人間の価

値観、 公平性、 決断、 プライバシー、 安全、 説明責任などに関して疑問や課

題を引き起こす可能性が出てきた。 本書は、AI の技術的、経済的環境と、使用例、

政策環境を明らかにし、 主要な政策的配慮を特定することで、 現在及び近い将

来の AI について理解を共有する基礎を築こうとしている。 また、 他の各国及び国

際的な場における議論との一貫性を保つことも意図している。

Unpacking E-commerce
Business Models, Trends and Policies

Code: sti-2019-995-en-print
ISBN: 9789264912977 
pages: 140 ¥4,500

デジタル転換が加速しているため、 電子商取引の環境もますます流動的になっ

てきた。 新たなプレーヤーが出現すると同時に、 既存のアクターが新しい役割を

担うようになっている。 企業、 個人、 国レベルでの電子商取引に対する障壁は、

いくつかは乗り越えられたが、 別の障壁が出現している。 革新的なビジネスモデル

により、 売り手と買い手との関係が変化し、 オンラインで売買できるものの未開拓

分野が押し広げられている。 本書では、 新旧の電子商取引ビジネスモデルを分

析し、 様々な側面における電子商取引のトレンドを検証し、 電子商取引の可能性

を全ての人に開けるように機会を開拓し課題を削減するために必要な政策につい

て、 新たな考察を行っている。

International Standardisation of Fruit and Vegetables
Leeks

Code: tad-2019-232-enfr
ISBN: 9789264345713 
¥5,200

本書は、 1962 年に OECD が始めた果物と野菜のための国際標準化適用計画

の枠組みに沿って編集されている。 リーキの国際標準の共通の解釈を容易にする

注釈とイラストで構成されている。 本書は標準テキストと高画質の写真で品質チェッ

クができるようになっている。 したがって、 本書は検査当局、 専門団体、 貿易会

社などリーキの国際貿易に関心のある人々にとっては、 使いやすい不可欠なツー

ルである。

International Standardisation of Fruit and Vegetables
Tomatoes

Code: tad-2019-231-enfr
ISBN: 9789264387393 
¥5,200

本書は、 1962 年に OECD が始めた果物と野菜のための国際標準化適用計画

の枠組みに沿って編集されている。 トマトの国際標準の共通の解釈を容易にする

注釈とイラストで構成されている。 本書は標準テキストと高画質の写真で品質チェッ

クができるようになっている。 したがって、 本書は検査当局、 専門団体、 貿易会

社などトマトの国際貿易に関心のある人々にとっては、 使いやすい不可欠なツー

ルである。

Agriculture and Food ....................................................農業・食品

https://doi.org/10.1787/eedfee77-en
https://doi.org/10.1787/23561431-en
https://doi.org/10.1787/941fdd50-en-fr
https://doi.org/10.1787/dbf45fde-en-fr
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International Trade by Commodity Statistics, Volume 2019 
Issue 3

Code: 342019031P1 pages: 592

International Trade by Commodity Statistics は、 商品別および貿易相手国別に詳細な

輸出入データを提供する年次統計集である。 毎年 6 巻出版され、 OECD 加盟各

国のデータを収録している。 SITC Rev.3 の 1 桁および 2 桁コードの分類でデータを収

録している。 過去 4 年分のデータを商品別に 70 の相手国 ・ 地域について輸出

入のデータを収録している。 データの単位は米ドル表記である。

オンラインデータベース版では、 SITC 分類と Harmonised System 分類で、 より詳細な

商品分類の貿易データを収録している。

Trade  ......................................................................................貿 易

年間定期購読 ： 

冊子 （年 6 回刊行） ： 

ISSN: 1028-8376  

2019 年価格 : \176,900

オンラインデータベース （年

間アクセス） : 

ISSN: 1608-1218  

2019 年価格 : \119,800

Development ........................................................................開 発

OECD Development Co-operation Peer Reviews
Sweden 2019

Code: dcd-2019-2068-en
ISBN: 9789264683679 
¥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、

プログラムを定期的に審査している。 DAC 加盟各国の援助政策とプログラムは、

ほぼ 5 年ごとに詳細に調査される。 DAC ピアレビューは、 開発協力担当機関だけ

でなくその国全体の実績を評価し、 政策と実施双方について調査している。 審査

の対象となる国の開発協力と人道支援活動について統合された制度全体の視

点から評価を行う。

本書では、 スウェーデンが継続的に多額の ODA を提供していることと、 平和と紛

争予防や環境の持続可能性と男女平等においてリーダーシップを発揮しているこ

とを高く評価している。 また、 スウェーデンが誰も取り残されないようにすることに注

力し、 そのための包括的なツールボックスを持っていることも賞賛している。 本書で

は、 スウェーデンがその開発協力政策枠組みを強化し、 国と地方、 そしてテーマ

別の協力戦略の間のつながりをさらに強化することで、 さらに実績を高めることがで

きると提言を行っている。

SIGI 2019 Regional Report for Eurasia

Code: dev-2019-2648-en
ISBN: 9789264746176 
pages:186 ¥5,800

過去 10 年間、 社会制度 ・ ジェンダー指標 (SIGI) は一貫して、 政府が男女平

等と女性への権利付与を促進するために、 差別的な法律、 社会規範、 慣行を

見直す必要があることを示してきた。 本書は 2019 年版の地域レポートで、 女性と

家族、虐待、生産的な資金源の利用可能性、市民権、経済コストに関して、ユー

ラシアの 12 カ国における SIGI の主な成果の概要を収録している。 これらの成果に

基づいて、 本書では、 法改正と斬新な男女平等政策に始まり、 コミュニティの動

員と権限強化を通じた法の執行、 そして説明責任と状況把握を通じた政策効率と

いう 3 つの柱からなるアプローチを通じて、 男女平等の公約を実現するためのユー

ラシア諸国政府の取り組みを広げる一連の地域政策提言を収録している。

https://doi.org/10.1787/g2g9fb1e-en
https://doi.org/10.1787/9f83244b-en
https://doi.org/10.1787/f6dfa21d-en
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Gas 2019
Analysis and forecast to 2024

Code: iea-2019-488-en
ISBN: 9789264401693 
¥13,000

天然ガスの需要は昨年 4.6％急上昇し、2010 年代初頭以来 高の伸び率となっ

た。 今後は、 新興市場－特にアジア諸国－における経済の拡大と、 中国が大

気汚染対策として天然ガスを支持する政策を維持することで後押しされて、 さらに

需要が高まるとみられている。

この新たな需要の伸びは、 こうした急成長する諸国内の新規の生産だけでな

く、 主要輸出国の供給増によって満たされるが、 特に米国の豊富なシェールガス

資源開発がそれをリードする。 さらにグローバル化が進むため、 液化天然ガスの

輸出能力の大幅な向上に支えられて、 天然ガス市場の発展における国際取引

の役割が高まる。 主要地域間で市場価格が 近収斂していることは、 統合が進

んでいることの目安となる。 しかし、 世界中の主要な新興諸国が価格を見直して

いるとはいえ、 急成長する国々で市場が決める価格メカニズムを構築することが、

依然として課題である。

Energy  ............................................................................エネルギー

日本語翻訳出版

本体 3,500 円＋税

ISBN: 9784750348575

ページ数 ： 224 ページ

出版年月日 2019/06/15

環境ナッジの経済学：行動変容を促すインサイト

齋藤　長行 監訳 ／濱田　久美子 訳

環境問題に取り組むには、 個人や企業、 政府の行動を変容させることが不

可欠である。 本書では、 その手掛かりとなる行動介入 「環境ナッジ」 の事例を、

行動経済学や心理学などから得られた洞察 「行動インサイト」 に基づき豊富に

紹介。 その有効性を分析する。

(Tackling Environmental Problems with the Help of Behavioural Insights, 2017)

https://doi.org/10.1787/9f1e636c-en
https://www.akashi.co.jp/book/b457864.html
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