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Economics

Main Economic Indicators, Volume 2019 Issue 11
Print ver. Code: 312019111P1

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
2020 年価格 : \112,700
オンラインデータベース :
2020 年価格 : \ 126,700

Taxation

Taxing Energy Use 2019

Using Taxes for Climate Action
エネルギー課税制度を適切に設計すれば、 国民や投資家が環境汚染の原因
となるエネルギー源ではなくクリーンエネルギー源を選択するよう促すことができる。
特に、 燃料税や炭素税は、 気候変動を制限する簡便で費用対効果の高い手
段である。 エネルギー税と炭素税は、 汚染による健康被害を抑えることにも寄与
する。 本書は、 エネルギー税や炭素税の導入における各国の立ち位置を俯瞰し、
進捗状況を確認するとともに、 各国政府の取り組みをいかに改善できるかについ
て実 行 可 能 な 提 言を行うものである。 この 報 告 書 では、 OECD 加 盟 国 および G20
諸国、 ならびに国際航空 ・ 海運分野のエネルギー税と炭素税について独自の
新しいデータを提示する。

Code: ctp-2019-2542-en-print
ISBN: 9789264648456
pages: 102

¥3,200
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Taxation

Global Forum on Transparency and Exchange of Information
for Tax Purposes

Andorra 2019 (Second Round) Peer Review Report on the
Exchange of Information on Request
Code: ctp-2019-2558-en-print

ISBN: 9789264365155 pages: 100

¥4,600

Dominican Republic 2019 (Second Round) Peer Review Report on
the Exchange of Information on Request
Code: ctp-2019-2559-en-print

ISBN: 9789264760417 pages: 100

¥4,600

Panama 2019 (Second Round) Peer Review Report on the
Exchange of Information on Request
Code: ctp-2019-2561-en-print

ISBN: 9789264949041 pages: 100

¥4,600

Samoa 2019 (Second Round) Peer Review Report on the Exchange
of Information on Request
Code: ctp-2019-2563-en-print

ISBN: 9789264974081 pages: 100

¥4,600

United Arab Emirates 2019 (Second Round) Peer Review Report on
the Exchange of Information on Request
Code: ctp-2019-2564-en-print

ISBN: 9789264497276 pages: 100

¥4,600

本書は、 各国の要請に基づく情報交換に関する 2019 年ピアレビュー報告書で
ある。

Governance

Government at a Glance 2019

Code: gov-2019-4130-en-print
ISBN: 9789264351561
pages: 214

page: 2

¥7,100

本書は、 OECD 諸国政府の活動とその結果について、 国際比較可能な信頼でき
るデータを収録している。 データが入手可能な場合は、 ブラジル、 中国、 コロンビア、
コスタリカ、 インド、 インドネシア、 ロシア、 南アフリカのデータも収録している。 公的
ガバナンスの多くの分野について、 本書はその種のデータの唯一の情報源である。
各国の投入、 処理、 産出、 成果の指標と、 各国の文脈情報を収録している。
2019 年版には、 投入指標としては公的資金と雇用のデータ、 処理指標としては
制度、 予算慣行、 予算手続き、 人事、 規制ガバナンス、 公共調達、 デジタル政
府とオープンデータなどのデータを収録している。 成果の指標としては、 中核的な政
府の結果 （例えば信頼、 不平等の削減など）、 教育や医療、 司法などの利用し
やすさ、 ニーズへの反応、 質、 市民の満足度などの指標を収録している。 ガバナ
ンスの指標は、 公共部門改革における政府の進展を把握、 基準化するのに特に有
益である。
本書に収録している指標はいずれも利用しやすいように国や年次推移、 変遷を明
らかにするグラフと、 データから分かることの簡単な分析、 指標の定義とデータ比較
の限界についての説明からなっている。

Governance

The Innovation System of the Public Service of Brazil
An Exploration of its Past, Present and Future Journey

政府は、 有効なイノベーションを行わなければならない。 変化する世の中で、 じっ
としている政府は様々な出来事に追い越され変化する市民の期待に応えられなくな
るだろう。 本書は、 ブラジルの公共サービスのイノベーション制度の過去、 現在、 未
来について考察している。 既存のバイアスを抑えるためのイノベーションへの制度的ア
プローチを概観し、 ブラジルの公共サービスにおけるイノベーションへの一貫した計画
的かつ信頼できるアプローチを開発するための様々なオプションを明らかにしている。

Code: gov-2019-4048-en-print
ISBN: 9789264648616
pages: 150

¥4,500

Innovation Skills and Leadership in Brazil's Public Sector
Towards a Senior Civil Service System

ブラジルでは、 他の国々と同様、 公共部門のイノベーションがリーダーにとって中
心的な課題である。 ここで言うリーダーとは誰を指すのか、 彼らにはどのような能力が
必要か、 彼らをそのように選び、 結果を出す責任をどのように負わせるかということに
ついて、 考える必要がある。 本書では、 官僚機構の上層部についての新たな評価
枠組みを、 2019 年の公共サービスリーダーシップ及び能力に関する OECD 提言に基
づいて構築している。 本書ではこの枠組みを用いて、 ブラジルの現行制度を評価し、
それを改善するための特定の行動について提言を行っている。 本書はまた、 公共部
門のイノベーションにおける公的リーダーシップ能力と、 最も有効な人々を任命しその
結果達成を助けるために必要な制度に関する幅広い議論とに寄与するものである。

Code: gov-2019-4050-en-print
ISBN: 9789264489615
pages: 100

¥3,900

Reforming Public Procurement

Progress in Implementing the 2015 OECD Recommendation
本書は、 2015 年の公共調達に関する OECD 理事会勧告を批准した OECD 諸国とそ
の他の国々の進捗状況を掲載している。 この勧告は、 公共購買で直面する課題に
対処するための戦略的指針を提供し、 公共購買の戦略的かつ総合的利用を確保
するための購買慣行を明らかにしている。 本書では、 この勧告の妥当性、 それがど
の程度普及しているか、 更新や改定が必要か否かについて論じている。

Code: gov-2019-4085-en-print
ISBN: 9789264891609
pages: 116

¥3,200

Social Issues / Migration / Health

The Heavy Burden of Obesity
The Economics of Prevention

現在、 肥満率は OECD 諸国のほぼ 4 人に 1 人に上り、 個人、 社会、 経済全体
に蔓延している。 本書では、 マイクロシミュレーションモデルを用いて、 52 カ国 （OECD
加 盟 国、 EU 加 盟 国、 G20 諸 国 を 含 む） に お け る 肥 満 と 過 体 重 の 負 担 を 分 析 し、
過体重によっていかに寿命が短くなり、 医療費が増え、 労働者の生産性が下がり、
GDP が低下するかを明らかにしている。 本書では、 健康的な生活を推進する政策へ
の投資を拡大し、 この世界的に高まる公衆衛生問題に対処することが経済的に急
務であることを論証している。 本書では、 医療の成果を大幅に改善する一方で各国
の投資を価値あるものにする数々の政策を評価している。

Code: els-2019-5050-en-print
ISBN: 9789264330047
pages: 240

¥7,800

page:
page:33

Social Issues / Migration / Health

The Supply of Medical Isotopes

An Economic Diagnosis and Possible Solutions

Code: els-2019-4973-en-print
ISBN: 9789264945500
pages: 130

¥3,900

本書は、 医療制度におけるテクネチウム -99m (Tc-99m) の不安定供給の主な理
由と、 この問題に対処するための政策オプションを考察している。 Tc-99m は、 世界
中で行われる核医学診断の 85％で用いられており、 毎年約 3000 万人の患者がこ
の検 査を受けている。 このスキャンで、 骨 格、 心 臓、 循 環 器、 脳など人 体の多く
の部位の疾病診断ができるようになった。 医療用アイソトープは、 放射性崩壊が起
こりやすく、 複雑な供給網を通して適時に行われなければならない。 しかし、 製造設
備の老朽化と投資の不足により、 Tc-99m の供給は不安定になっている。 本書では、
医療における Tc-99m の利用と代替可能性、 医療提供者のスキャンについての支払
いメカニズム、 供給網の構造などを分析している。 本書の結論は、 不安定供給の
主な理由が、 生産が経済的に妥当ではないこと、 供給網の構造のせいで生産者
が生産と供給のコストを反映できるように価格を変更できないことにあると述べている。

Education

Providing Quality Early Childhood Education and Care
Results from the Starting Strong Survey 2018

Code: edu-2019-4231-en-print
ISBN: 9789264800908
pages: 280

¥7,100

ほとんどの子供にとって、 幼児教育 ・ 保育 (ECEC) は人生初の家族以外のグルー
プに属する経験である。 この経験は、 子供の学習、 発展、 幸福にとって非常に重
要な役割を果たす。 良質な ECEC の恩恵は、 子供の人生の最初の数年に限定さ
れない。 しかし、 この人生初の経験については、 ほとんど知られていない。 子供は
何を学び、 ECEC の設定内で何をしているのか。 子供が ECEC センターで交流する保
育士はどのような人々か。 全ての子供が良質な ECEC センターに通う機会に等しく恵
まれているのか。 ECEC の質を向上させるために主な支出優先事項は何か。 これらは
両親、 保育士、 政策当局全てにとって重要な問題である。
OECD の幼児教育指導環境調査 （TALIS Starting Strong） は、 ECEC 従事者に関す
る初の国際調査である。 従事者の性質、 子供に対して用いる慣行、 子供の発展
についての彼らの信念、 この職業とこの部門に対する意見などについて知識を得る
機会となっている。 本書はこのシリーズの第 1 巻で、 ECEC の質に影響し、 引いては
子供の学習、 発展、 幸福にも影響を及ぼしうる様々な要素を考察している。

Skills Matter

Additional Results from the Survey of Adult Skills
20 世紀最後の 10 年に始まった技術革命の結果、 情報処理能力やその他の高
度な認知的、対人的能力に対する労働市場の需要が大幅に高まっている。33 カ国・
地域が参加した 2011 ～ 12 年の第一回、 及び 2014 ～ 15 年の第二回の成人力調
査の結果に基づいて、 本書では、 3 つの情報処理能力における成人の習熟度に
Code : edu-2019-4320-en-print ついて論じ、 その習熟度が労働市場及び社会の成果とどのように関係しているかを
検証している。 また、 2017 ～ 18 年の PIAAC の第 1 サイクルの最後の調査結果に特
ISBN : 9789264604667
に注目している。 この調査には、 6 カ国が参加した （エクアドル、 ハンガリー、 カザ
pages : 170
¥5,200
フスタン、 メキシコ、 ペルー、 米国）。 OECD の成人力国際調査 (PIAAC) が行った成
人力調査は、 社会におけるこれらの必須技能が身についているか、 そしてそれを仕
事や家庭生活で活用できているかを観察するために作成された。第 1 回の調査では、
3 種類の情報処理技能、 具体的には読解力、 数的思考力、 IT 環境での問題解
page: 4
決能力を直接測定している。

Education

The Survey of Adult Skills

Reader’s Companion, Third Edition
本書は PIAAC の第 1 サイクルの最後の調査に参加した 39 の国と地域から得られた
結果をまとめた Skills Matter: Additional Results from the Survey of Adult Skills の読者向けガイ
ドである。 本書は、 この成人力調査の設計と方法論と、 生徒と成人を対象とした他
の国際評価との関係を論じている。
OECD の成人力国際調査 (PIAAC) が行った成人力調査は、 社会におけるこれらの
必須技能が身についているか、 そしてそれを仕事や家庭生活で活用できているかを
観察するために作成された。 第 1 回の調査では、 いくつかの情報処理技能、 具体
的には読解力、 数的思考力、 IT 環境での問題解決能力を直接測定している。

Code: edu-2019-4321-en-print
ISBN: 9789264631717
pages: 132

¥4,500

Employment

Negotiating Our Way Up

Collective Bargaining in a Changing World of Work
団体交渉と労働組合は、 未来ではなく過去のものとして論じられることが多いが、
現在の急速に変化する労働環境においても役割を果たせるのだろうか。 本書では、
OECD 諸国の団体交渉制度と労働組合の機能を総合的に評価し、 今日の労働市
場におけるその有効性について、 新たな考察を行っている。 本書は、 既存の団体
交 渉 制 度と労 働 組 合の機 能を詳 細に考 察している。 こうした制 度 が 雇 用、 賃 金、
労働市場の包摂性、 雇用の質の非金銭的側面に対して果たす役割を分析してい
る。 また、 労働市場の新たな問題に対処するためにどのように団体交渉を活用でき
るかを論じ、 それを行うために必要と考えられる種類の政府介入を明らかにしている。
本書は、 団体交渉と労働組合を変化しつつある労働市場の形成において公的規
制を補完するのにどのように活用できるかを理解しようとする政策当局、 労働組合、
経営者団体にとって有益な資料である。

Code: els-2019-5295-en-print
ISBN: 9789264639744
pages: 236

¥7,800

Individual Learning Accounts
Panacea or Pandora's Box?

構造変革によってスキルの更新、 向上が必要となる中で、 多くの国々で非正規
労働が増加し、 労働者のキャリアの分断化が進んでおり、 訓練政策に新たな課題
がもたらされている。 個人の学習履歴 (individual learning accounts) には、 政策当局の注
目が集まっている。 それは、 訓練を受ける権利を一つの仕事または就労条件から次
の仕事へと持ち出すことができるからである。
本書では、 過去の既存の個人の学習履歴と、 訓練に資金を提供するその他の
制度を、既存の文献と OECD が実施した以下の 6 つの事例に基づいて考察している：
上オーストリアの教育勘定 ； フランスの 職業訓練個人口座 ； スコットランドの個人
学習勘定／個人訓練勘定 ； シンガポールの SkillsFuture クレジット ； トスカーナの Carta
ILA ； 米国ミシガン州とワシントン州の個人訓練勘定。 本書は、 これらの事例をもとに
こうした制度の長所と短所、 ターゲット、 資金提供、 恵まれない人々の参加、 質の
問題など、 制度を成功させるために考慮すべき主なトレードオフと問題を明らかにして
いる。

Code: els-2019-5051-en-print
ISBN: 9789264939509
pages: 60

¥3,200
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Employment

Investing in Youth: Korea

Code: els-2019-4239-en-print

Investing in Youth シリーズは、 若者の雇用、 社会支援、 スキルに関する OECD の知
見に基づいて執筆されており、 OECD 諸国と主要新興諸国を取り上げている。 本書
は韓国についての報告書で、 調査データと行政データの様々な情報源を駆使して
韓国の若者の状況を総合的に分析した新しい結果を収録している。 国際比較の観
点から韓国の教育、 雇用、 社会政策を詳細に評価し、 学校から労働市場への移
行を改善するための提言を行っている。

ISBN: 9789264500174
pages: 114

¥3,900

Industry and Services

SME and Entrepreneurship Policy in Ireland

Code: cfe-2019-22617-en-print
ISBN: 9789264570559
pages: 300

¥9,700

本書では、 アイルランドの中小企業及び起業政策に関する OECD 審査の結果を収
録している。 中小企業と起業の発展にとっての課題を評価し、 将来の政策に対する
提言を行っている。
中小企業と起業家は、 アイルランド経済において重要な役割を果たしており、 中小
企業は同国の雇用の 70％以上を占めている。 起業に対する態度は肯定的で、 中
小起業のイノベーション率は高い。 しかし、 中小企業の生産性は近年向上しておら
ず、 新規参入率、 撤退率も低く、 輸出に直接従事している中小企業はほとんどない。
また、 女性、 若者、 移民の起業には未開拓の潜在力があり、 中小企業と起業の
実績については国内にばらつきがある。
アイルランドは、 こうした課題に対処するために、 一連の強力な政策プログラムを実
施している。 事業環境は総じて好ましく、 可能性のある中小企業と起業家を支援す
るための多くの優良なプログラムと、 政府内での政策調整が存在している。 それと同
時に、 中規模企業の生産性向上、 スタートアップ率向上、 輸出の増加、 企業ネッ
トワークとクラスターの育成、 統一された中小企業と起業の政策的戦略の起草、 地
域起業オフィスの役割強化などの分野で、 政策を強化する余地がある。

Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher
Education in Austria

Code: cfe-2019-22634-en-print
ISBN: 9789264353732
pages: 128

page: 6

¥3,900

オーストリアの高等教育制度は、 国とその地域の経済的、 社会的、 文化的発展
を支援することを視野に、 起業とイノベーションをさらに促進する必要性があることを常
に認識している。 過去数十年にわたり、 政府は戦略的資金提供を行い、 高等教
育機関を多様化し、 サービスの質を改善させ学生が将来の仕事と社会に向き合え
るようにする学生への補助を促進するために、 幅広い改革を実施してきた。
本書では、 高等教育制度と個々の高等教育機関の起業及びイノベーション活動
を後押しする政策行動を明らかにしている。 さらに、 調査訪問で集められた情報に基
づき、 本書ではオーストリアの高等教育機関がその独自の生態系とネットワークを開
拓し、 それに関与し、 価値を創出するために採用した戦略と実践について論じている。
本書は高等教育イノベーション枠組みの実施に関する国別報告書の一環として出版
された。 高 等 教 育イノベーションは、 OECD と欧 州 委 員 会が高 等 教 育における 「起
業とイノベーションの問題」 を促進するために開発した総合的な枠組みである。

Trade

OECD Quarterly International Trade Statistics, Volume 2019
Issue 2
Code: 322019021P1

pages: 112

本書は、 OECD 諸国の国際収支、 国際商品貿易の四半期統計を収録したもので、
OECD 諸国とそれ以外の国々との間の貿易パターンについて最新の傾向を詳細に分
析している。 国際収支のデータは、 季節調整済みの値である。 国際貿易データは
国別になっており、 過去 10 四半期と 2 年分のデータを収録している。 本書は以下
の 3 部に分かれている。 I. 国際収支と貿易、 II. 国別国際商業貿易、 III. 企業の性
質別の国際貿易 （年次データのみ）。
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Environment

Waste Management and the Circular Economy in Selected
OECD Countries
Evidence from Environmental Performance Reviews

本書では、 2010 年から 2017 年の OECD の環境実績審査を利用して、 OECD 諸国
の廃棄物、 資源管理、 循環型経済を国際比較している。 審査対象となった国々
の主な成果と共通の傾向、 政策課題を明らかにし、 廃棄物、 資源管理、 循環型
経済政策の枠組みの有効性と効率についての洞察を提供している。 審査は 7 年に
わたって実施されたため、 情報が新しい国もあれば若干古い国もある。 それでも、 こ
の 審 査 から得られる政 策 提 言 は、 他 の OECD 諸 国 及 び パ ートナー 諸 国 にとっても、
有益な教訓となるだろう。
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Pharmaceutical Residues in Freshwater
Hazards and Policy Responses

本書は、 環境における残留医薬品をより良く理解し、 国際協力を強化して責任の
所在を明らかにし、 新たな懸念の防止と改善のための政策行動を呼びかけている。
実験室テストとフィールドテストによると、 経口避妊薬は魚類や両生類の雌化を引き
起こし、 精神治療薬残留物は魚類の行動を変化させてしまう。 抗生物質の過剰使
用と結びついた薬剤耐性菌は、 急速に世界的な医療危機にまでなった。
リスクを管理するために適切な措置が取られない限り、 人口高齢化や医療の進歩
によって環境に放出される残留医薬品は増加し、 食肉や水産品の生産強化によっ
て世界的に医薬品の需要が高まる。 本書は、 環境中の医薬品を管理する集合的
ライフサイクルアプローチを概観している。 原因に直接対処し、 利用志向でパイプの
端を塞ぐ措置の政策ミックスが、 健康の改善と環境保護に一助となる。
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Promoting Clean Urban Public Transportation and Green
Investment in Moldova

Code: env-2019-2138-en-print
ISBN: 9789264419629
pages: 226

¥7,100

本書では、 資金の流入がいかにクリーンな公共交通の発展を早め、 モルドバの
大都市中心部で大気汚染と温室効果ガス排出を削減し得るかを、 この部門におけ
るグリーン公共投資プログラム設計を分析することで論じている。 この部門は、 モルド
バがグリーン経済という発展の道筋に移行しようとする意欲の一端として掲げている、
環境 ・ 気候関連政策の主な目標に対処する機会となる。 投資プログラムも都市部
の交通機関の近代化を支援し、 クリーン燃料で動く近代的なバスに移行するために
国内市場を刺激するように設計されている。 このプログラムは、 まず首都キシナウと
バルチの 2 都市で実施され、 その後パイロット調査が行われた都市中心部から外へ
と拡大するという 2 段階制を採ることになっている （パイロット都市の郊外と都市間交
通）。 これらの投資は、 重大な環境的、 公的サービスの、 そして社会経済的な恩
恵につながると期待されている。

Safety Assessment of Foods and Feeds Derived from
Transgenic Crops, Volume 3

Common bean, Rice, Cowpea and Apple Compositional
Considerations

Code: env-2019-2140-en-print
ISBN: 9789264797796
pages: 152

¥5,200

本書は、 2015 年から 2019 年に新規食品 ・ 飼料の安全性に関する OECD 作業部
会が作成した合意文書をまとめている。 本書では、 インゲン豆、 コメ、 ササゲ、 リン
ゴという、 世界的に食品消費にとって重要な 4 つの作物を取り上げている。 ここで照
合されている科学的実証に基づく情報は、 最新のバイオテクノロジー、 つまり遺伝子
組み換え作物から得られる食品、 飼料の規制評価にあたって利用されることが意図
されている。 各作物について、 主要な栄養素、 反栄養素、 毒性の可能性、 アレ
ルゲン、 その他物質に含まれている代謝体を詳細に記した表などの組成に関する考
察が収録されている。 こうした必須情報と確かなデータは、 新規食料 ・ 飼料評価の
一部として比較アプローチに用いることができる。 本書は、 作物の育種を行う人々や
新規食料 ・ 飼料の商業利用を検討している人々、 規制当局やリスク評価を行う機
関、 その他幅広く裨益するものである。
※詳細は、 BioTrack オンラインを参照。 https://www.oecd.org/science/biotrack/
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Greening Development Co-operation
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開発途上国における 2030 アジェンダを指示する活動において、 DAC 加盟国はどの
ようにしたら、 重大な環境問題と脅威－気候変動、 汚染、 土壌浸食、 生物多様
性の喪失など－に有効に対処できるか。 ほとんどの国々は、 すでに環境に悪影響
を及ぼす慣行をふるいに掛けて取り除くための環境保護策を実施しているが、 環境を
あらゆる開発協力活動の主流に位置づけるためには、 より確かな政策、 能力、 ア
プローチを採る必要がある。 本書では、次の 5 つの重要分野について考察している：
強い政策的コミットメントとリーダーシップ ； 堅固な制度、 プロセス、 ツール ； 能力と
継続的な技能開発；共有される知識、 教訓、 取り組み；良く支援された各国の制度。
本書はそれに基づいて、 OECD － DAC、 環境開発ネットワーク (ENVIRONET)、 より幅広
い開発コミュニティの優先行動を提案している。

Development
Africa's Development Dynamics 2019
Achieving Productive Transformation
アフリカにおける主要な経済的、 社会的トレンドとは何か。 グローバル化におけるア
フリカの役割とは何か。 この年報は、 アフリカが世界に、 さらに将来に向けて開かれ
ることを明らかにしている。 本書は、 中央、 北東、 南、 西の各地域で得られた教訓
を生かして提言を行い、 優良慣行を共有している。 本書は革新的な政策を明らかに
し、 アフリカ諸国それぞれの特徴に適合する実践的な政策提言を提供している。 本
書の分析は最新の統計を引用しており、 アフリカ大陸全体、 アフリカの各地域、 及
び各国と各国内地域という全レベルにおいて、 アフリカ連合の Agenda 2063 の目標を
アフリカのリーダーが達成できるようにすることを目的としている。 本書は毎年、 1 つの
戦略的テーマに焦点を当てる。
本書では、 生産的な移行のための政策を考察している。 企業を変革させる以下
の 3 つの政策に焦点を当てることを提案している ： 企業集団への事業サービスの提
供 ； 地域の生産ネットワークの開発 ； 輸出企業が急速に変貌する市場において成
功するための能力改善。
本書は、 アフリカ連合の国々、 市民、 起業家、 研究者が行う政策論議にも影
響を及ぼしている。 相互学習と共通の利益の保護に焦点を当てた、 国と地域の間
の 新 た な 協 力 関 係 に 寄 与 ことを 目 的 として い る。 本 書 は、 ア フリカ 連 合 委 員 会 と
OECD 開発委員会とのパートナーシップの成果として出版された。

Code: dev-2019-2722-en-print
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Urban, Rural and Regional Development

Enhancing Innovation Capacity in City Government
都市は、 変化する環境に適応、 対処するために改革を行っている。 地方政府が
活用している一つの方法が、 イノベーションである。 都市が公共部門のイノベーション
にどのようにアプローチしているかを理解するために、 OECD とブルームバーグ慈善財
団は、 OECD 諸国及び非加盟国の 89 都市のイノベーション力を調査した。 この調査
の焦点は、 地域の公共部門のイノベーション力を開放し、 人材、 財源、 制度など
の資源と、 都市におけるイノベーションを高めるためにそれらをどのように利用できるか
を考察することである。
本書ではアプローチと目標、人員と配置、データ、財源、地域行政によるイノベーショ
ンを起こす取り組みの評価などを考察している。 また、 これらの措置、 特に住民の幸
福にかかわる事柄から得られる成果についても考察している。
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¥3,900

Water Governance in Argentina
長期的に水の安全を確保することが、 アルゼンチンの持続可能な発展にとって不
可欠である。 同国の危機的事象の 60％が洪水で、 経済的損失の 95％を占めて
いる。 農業部門が GDP の 6.4％を占める国で深刻な干ばつが起こると、 経済に大き
な影響が及ぶ。 また、 アルゼンチンは世界中で最も汚染された淡水が集中している
国でもある。 さらに、 気候変動は水の利用可能性、 利用、 需要を変化させる可能
性がある。 本書は、 アルゼンチンの様々なレベルの 200 以上の関係者が行った政
策対話の結果をまとめている。 アルゼンチンにおける水のガバナンスを評価し、 有効
かつ効率的で包摂的な水政策の主な課題を明らかにし、 水ガバナンスを水管理の
範囲内外の関連する社会問題に対処する手段として拡充するための一連の政策提
言を収録している。 特に、 アルゼンチンにとっての課題としては、 国と地方政府との
水政策の調整を強化すること、 多角的な水計画及び投資枠組みを設定すること、
淡水管理慣行の改善、 水サービスへの経済的規制強化などが挙げられる。
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ISBN: 9789264966451
pages: 228

¥7,100
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World Energy Outlook 2019

Code: iea-2019-518-en-print
ISBN: 9789264523272
pages: 810

¥19,500

World Energy Outlook シリーズは、 エネルギーの未来とエネルギー関連の温室効果ガ
ス排出について戦略的洞察を提供する先駆的な報告書で、 様々なエネルギー政
策と投資の選択がもたらす結果を描き出している。
2019 年版では、 最新の市場データ、 政策イニシアチブ、 コスト傾向をもとにあらゆ
る燃料、 技術、 地域の最新の見通しを収録している。
さらに、 2019 年版では下記の問題について詳述している。
シェール革命、 液化天然ガスの台頭、 再生可能エネルギ－のコスト低下、 デジ
タルテクノロジーの拡大が、 未来のエネルギー供給に対して持つ意味合いは何か。
世界の気候目標とその他の持続可能なエネルギー目標を達成する軌道に世界を
乗せるにはどうすれば良いのか。
アフリカの未来を形作るエネルギーの選択は何か、 そしてアフリカの消費者の台頭
は世界の動向にどのような影響を及ぼすのか。
洋上風力発電がエネルギー部門の転換において果たす役割はどのくらい大きくなり
得るか。
世界のガスグリッドはいつか低炭素エネルギーをもたらすことができるのか。
※日本語エグゼクティブサマリーは、 こちらからダウンロードできます。
https://webstore.iea.org/world-energy-outlook-2019

CO2 Emissions from Fuel Combustion 2019

Code: iea-2019-498-en-print
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本書は、エネルギー利用から生じる CO2 排出を包括的に分析している。 本書では、
160 以上の国と地域の二酸化炭素排出量のデータを産業部門別、 燃料別に収録
している。 本書には、 CO2 排出量推定値、 CO2 排出量の対 GDP 比、 一人当たりの
排出量、 対一次エネルギー供給量 (TPES) 比、 CO2 排出量の排出源別データなど
を収録している。
エネルギーデータベースと 2006 年改定の IPCC Guidelines for National Greenhouse から得
られた排 出 量を収 録している。 IEA の CO2 排 出 量 推 定は、 EDGAR （Emissions Database
for Global Atmospheric Research） の温室効果ガスデータで補完されている。

Renewables 2019
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太陽光発電は、 世界全体の再生可能エネルギーによる発電容量の伸びを牽引し
ている。 それと同時に、 電力消費者の役割を大きく変える可能性も高まっている。 こ
れは、 太陽光発電の普及の結果である。 世帯、 企業、 産業による太陽光発電シ
ステムの利用は、 彼ら自身が発電するということである。
IEA の再生可能エネルギー市場分析を収録した本書によると、 今後太陽光発電
容量は 2 倍以上増加すると予測されており、 全太陽光発電容量の増加分のほぼ半
分を占める。 本書では、 太陽光発電普及の現状を評価し、 今後数年のその膨大
な成長可能性を明らかにしている。 また、政策当局、事業者、消費者それぞれにとっ
ての意味合いについても考察している。
本報告書ではさらに幅広く、 エネルギーシステム全体－電力、 熱、 交通部門を
含む－における再生可能エネルギーの役割を分析し、 2019 年から 2024 年の予測を
提供している。

Energy

Energy Prices and Taxes for OECD Countries 2019
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。
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日本語翻訳出版
図表でみる教育 OECD インディケータ（2019 年版） 新刊
矢倉美登里 / 伊藤理子 / 稲田智子 / 坂本千佳子 / 田淵健太 / 元村ま
ゆ 訳
一連の最新のインディケータ （指標） を豊富かつ国際比較が可能な形で提示する。
国際成人力調査 （PIAAC）、 OECD 生徒の学習到達度調査 （PISA）、 国際教員指導
環境調査 （TALIS） など、 OECD 主催の各国際調査の指標も収録。
(Education at a Glance: OECD Indicator 2019, 2019)

本体 8,600 円＋税
ISBN: 9784750349305
ページ数 : 544 ページ
出版年月日 2019/11/22
明石書店

信頼を測る ― OECD ガイドライン
桑原 進 監訳
高橋 しのぶ 訳
人びとの暮らしの質や社会の発展にとって信頼が重要なのは言うまでもない。 だが、
その 「信頼」 とはどのようなものを指すのだろうか？ 「他者への信頼」 と 「制度 ・ 組
織への信頼」 の二つの側面から、 信頼を定義し測定 ・ 評価するためのガイドラインを
提示する。
(OECD Guidelines on Measuring Trust, 2017)

本体 5,400 円＋税
ISBN: 9784750349466
ページ数 : 356 ページ
出版年月日 2019/12/15
明石書店
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