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Highlights ...................................................................................注目の新刊

Starting Strong III
A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care

幼 児 教 育 と 保 育 (Early childhood 
education and care, ECEC) は、 様々な便

益を子ども、親、そして社会全体にも

たらす。 しかし、こうした便益は「質」

という条件次第である。 質に注意を払

わずにサービスを拡大しても、子ども

にも、また社会の長期的な生産性とい

う便益にとっても、良い結果はもたら

されない。 

本書では、質という問題に焦点を当

てている。質を定義し、それを ECEC
において拡大できる 5 つの政策手段を

明らかにしている。 さらに、多忙な政

策当局に研究概要、国際比較、各国の

事例、自己診断シートといった実践的

なツールを提供して、こうした政策手

段を首尾良く実施できるようにしてい

る。 

OECD Code: 912012011P1
ISBN: 9789264123250 
pages: 372 ¥8,400
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※ Starting Strong III - A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care の

概要と図表が、東京センターウェブサイトでご覧いただけます。

各国政府は子どもの学習と発達を向上させるために幼児教育・保育の質に関する基準と目標を

確立すべきです。

ECEC の品質を高める上で効果的とされている 5 つの政策手段を紹介しています。

1) 質に関する目標と規制の設定： 優先分野への資源配分、子ども本位のサービスに関する調整

強化の促進、サービス提供者への平等な競争条件の確保、親が十分な情報を得た上で選択で

きる環境の整備に役立つ。

2) カリキュラムと基準の設計・実施： どのような環境下でも均質の ECEC が提供される条件を

確保するとともに、スタッフが教育戦略を向上させたり、親が子どもの発達について理解を

深めたりする。

3) 資格、訓練、労働条件の改善：ECEC のスタッフは、子どもの健全な発達と学習を確保する

上で重要な役割を果たす。

4) 家族と地域社会の関与： 家庭とその周りの学習環境は、子どもの健全な発達と学習にとって

重要である。 
5) データ収集、調査研究、モニタリングの推進： データ、調査研究、モニタリングは、子ども

の学習と発達の成果を高め、サービス提供の持続的な改善を推進する強力なツールである。

続きはこちらで：

http://www.oecdtokyo.org/theme/edu/2012/20120124ecec.html
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Society at a Glance: Asia/Pacific 2011

本書は 2 年に一度出版される Society 
at a Glance Asia -Pacific の第二版である。 
社会福祉とその傾向について数値によ

る証明が求められていることに応えた

ものである。 本書は無給労働について、

一章を設けている。 また、読者が社会

指標の構成と概要をより良く理解でき

るように、ガイドを収録している。 Part 
II では一般的状況、自立、公平性、健康、

社会的団結といった社会指標を収録し

ている。

Highlights ...................................................................................注目の新刊
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Divided We Stand
Why Inequality Keeps Rising

最近の経済危機までの 30 年間で、大

半の OECD 諸国で賃金格差は拡大し、

家計所得の不平等が高まった。 これは、

諸国が持続的に経済的に成長し雇用も

増えていた時期にも継続的に見られ

た。 この報告書では、こうした動向の

背後にある主な要因を分析している。 
経済のグローバル化、技能偏重の技術

進歩、制度および規制改革がどの程度、

利益配分に影響を及ぼしているかを検

証している。 さらに、家族形成と世帯

の構造における変化が、家計の収入と

所得の不平等をどのように変えたか

を、検証している。 そして、税と給付

の制度が家計所得の再配分方法をどの

ように変えたかも明らかにしている。 
公的予算が削減される中で、どの政策

が不平等の拡大に対処する上で最も有

効で、様々な政策をどのように調整す

ればよいのかを論じている。

OECD Code: 812011111P1
ISBN: 9789264111639 
pages: 388 ¥9,700

OECD Code: 812011081P1
ISBN: 9789264105690 
pages: 96 ¥3,900

※ Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising の日本についての概要と図表が、ウェブ

サイトでご覧いただけます。

日本の生産年齢人口の所得格差は OECD 平均よりやや大きい。日本の生産年齢人口の所得格差は、OECD 
と足並みを揃えて 1980 年代半ば～ 2000 年に拡大した。2000 年に最大となり、その後縮小したものの、2003
年以降再び拡大に転じている。2008 年の日本の上位 10% の平均所得は 754 万円で、下位 10% の平均所得（75
万円）の 10 倍であった。これは 1990 年代半ばの 8 倍、1985 年の 7 倍より大きい。

過去 20 年間、日本政府は所得再分配の強化に大いに力を入れている。税と給付による所得格差縮小率は、

1985 年には 11% であったが、2006 年には 17% へと上昇した。これは、OECD 平均（25%）よりは小さいが、

それに近づいている。

続きはこちらで：

http://www.oecd.org/dataoecd/51/
33/49177721.pdf

Multilingual Summary はこちらで：

http://www.oecd-ilibrary.org/content/
book/9789264119536-en
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OECD Factbook 2011-2012: Economic, Environmental and Social 
Statistics

OECD Factbook 2011/12 は OECD が 発

表する統計を包括的、ダイナミックに

まとめた統計集である。 OECD 加盟国

が取り組むあらゆる政策分野を網羅す

る 100 を超える指標を掲載しており、

統計は、農業、経済生産、教育、エネ

ルギー、環境、海外援助、医療、産業、

情報通信、国際貿易、労働力、人口、税、

公的支出、R&D など、多岐にわたる。 
今回は OECD 設立 50 周年を記念して、

OECD 統計の 50 年という一章を設けて

いる。

OECD 全加盟国とヨーロッパなどの

地域別統計の他、非加盟国（ブラジル、

中国、インド、インドネシア、ロシア、

南アフリカ）の統計を収録したものも

ある。 各指標は見開き 2 ページに収録

されている。左ページにはその指標の

解説、定義、国際比較の注意事項、そ

の指標に関する長期傾向の評価、詳細

な情報を得られる参考資料一覧などを

掲載している。右側のページにはその

指標の主なメッセージが一目で分かる

表とグラフを掲載している 各統計表

には StatLink がついており、エクセル

形式のファイルを取り出すことができ

る。

OECD Factbook は経済及び政策問題に

携わるあらゆる人にとって、主要な参

考ツールである。
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General Economics  ........................................................一般経済分析

OECD Economic Outlook, Volume 2011 Issue 2
No. 90, November 2011
OECD Code: 122011021P1 ISBN: 9789264092495 pages: 290 ¥12,700

OECD Economic Outlook は OECD が年

二回発行する報告書で、主要な経済動

向の分析と今後 2 年間の見通しを示す

ものである。 本報告書では生産、雇用、

価格、財政および経常収支について一

貫した予測を行っている。

OECD 全加盟国の他、いくつかの非

加盟国についても分析を行っている。 
また総合的な評価、国別の経済動向と

予測、統計表を収録している。

OECD Code: 302011041P1
ISBN: 9789264111509 
pages: 290 ¥6,500

General Economics  ........................................................一般経済分析

年間定期購読： 年 2 回刊

行（6 月・12 月）

冊子：ISSN: 0474-5574 
2012 年価格 : ¥19,800
オンラインデータベー

ス：ISSN: 1608-1153
2012 年価格 : ¥56,200
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General Economics  ........................................................一般経済分析

OECD Economic Surveys
Switzerland 2011
OECD Code: 102011181P1 ISBN: 9789264094314 pages: 100 ¥7,500
Russian Federation 2011
OECD Code: 102011191P1 ISBN: 9789264117365 pages: 146 ¥7,500
Israel 2011
OECD Code: 102011201P1 ISBN: 9789264038028 pages: 124 ¥7,500
Denmark 2012
OECD Code: 102012011P1 ISBN: 9789264126787 pages: 98 ¥7,200
Chile 2012
OECD Code: 102012031P1 ISBN: 9789264127203 pages: 124 ¥7,200

OECD は加盟国と非加盟国に対して

経済分析を行って、高い評価を得てい

る。毎年 18 カ国以上の経済審査報告書

を出版している。各報告書は審査対象

となっている国の経済動向を分析し、

現在関心の高い問題に関する報告を豊

富な統計情報とともに収録している。

OECD Economic Surveys は政府、 業界、

研究者、NGO のいずれにとっても、不

可欠な参考文献である。

Main Economic Indicators
Volume 2011 Issue 12
OECD Code: 312011121P1
Volume 2012 Issue 1
OECD Code: 312012011P1  pages: 242

年 間 定 期 購 読： 年 約 
18 ヶ国

ISSN: 0376-6438 
2012 年価格 : ¥ 95,300

Main Economic Indicators は、国際比較

統計に基づき、OECD 加盟 30 ヶ国と多

くの非加盟国の最新動向について全体

的な見取り図を提供する。この主要短

期統計集は、様々な分野の企業プラン

ナー、エコノミスト、学者、研究者、

学生にとって、専門的な分析を行うた

めの必携ツールである。四半期別国民

経済計算、企業景況感、小売売上高、

鉱工業生産、建設、消費者物価、総雇

用者数、失業率、金利、貨幣と国内金融、

海外金融、外国貿易、国際収支などが

最新の見やすい図表によって示されて

いる。
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年間定期購読： 月刊

冊子： ISSN: 0474-5523  
2012 年価格 : ¥ 87,500
オンラインデータベー

ス : ISSN: 1608-1234 
2012 年価格 : ¥ 99,400

OECD Journal: Economic Studies
Volume 2011 Issue 1
OECD Code: 132011011P1  pages: 244

OECD 経済総局は、毎年 2 回本誌を

刊行し、主に国際的次元から、応用マ

クロ経済学と統計分析の分野の論文を

収録している。論文は、OECD の各種

専門委員会で討議される問題のなか

で、特に重要かつ今日的なトピックを

選び、OECD の専門家が執筆したもの

である。

OECD Journal
下記の 4 誌が含まれてい

ます。

OECD Economic Studies 
Financial Market Trends 
OECD Journal of Business 

C y c l e  M e a s u r e m e n t  a n d 
Analysis 

OECD Journal on Budgeting
2012 年購読価格（8 回刊

行予定）： ¥ 46,600 （オンラ

インサービスを含む）
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General Economics  ........................................................一般経済分析
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OECD Journal: Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, 
Volume 2011 Issue 2

OECD Code: 332011021P1  pages: 116

Journal of Business Cycle Measurement and 
Analysis は、OECD と CIRET (the Centre 
for International Research on Economic 
Tendency Surveys) が共同で出版する定

期刊行物で、景気循環の測定と分析に

関わる研究の理論及び実践面に関する

知識と情報の交換を促進することを目

的としている。

OECD は、加盟国からの量的及び質

的な情報を用いて、様々な循環指標

を開発してきた。OECD の短期経済統

計の分野における活動についての情報

は、以下のホームページで閲覧できる：

www.oecd.org/std
CIRET は、事業と消費者の調査を実

施、分析する経済学者や機関のための

グローバルフォーラムである。CIRET
は隔年で国際会議を開催している。そ

の情報は、以下のホームページで閲覧

できる：www.ciret.org

本書で扱う内容は、以下のとおりで

ある。

- 景気変動の分析

- 景気循環の特定、定義、分類

- 短期経済統計、指標の開発への統計

的アプローチ

- 事業動向、投資、消費者調査

- 調査データまたは景気変動指標の景

気変動分析への活用

景気変動の測定と分析に関わる研究

者は、編集長である CIRET の Professor 
Günter Poser に報告書を提出するよう要

請されている。あらゆる報告書は審査

過程を経ている。

筆者へのコメントや原稿の形式は、

以下のホームページで閲覧できる。

www.ciret.org/jbcma
www.oecd.org/std/jbcma

OECD Journal
下記の 4 誌が含まれてい

ます。

OECD Economic Studies 
Financial Market Trends 
OECD Journal of Business 

C y c l e  M e a s u r e m e n t  a n d 
Analysis 

OECD Journal on Budgeting
2012 年購読価格（8 回刊

行予定）：¥ 46,600 （オンラ

インサービスを含む）

National Accounts  ................................................................国民経済計算

National Accounts at a Glance 2011

本書は、「指標」アプローチを用いて

情報を整理しており、国際比較に焦点

を当てている。国民経済計算をもっと

利用しやすく、わかりやすいものにす

ると同時に、掲載されている各指標の

概念的な基礎と、その比較可能性の問

題を解説することを目的としている。  
本書には、OECD 独自の StatLink サー

ビスが採用されており、図表をエクセ

ル形式でダウンロードできる。 StatLink

は、各図表の下部についている。 
指標の多様性は、国民経済計算とい

うデータセットの内容の豊富さを示し

ているが、往々にして GDP に集まりが

ちな読者の注目を他の経済的に重要な

指標に向け直すことで、読者のニーズ

により良く応えられるようになってい

る。本書は主要な 6 章に分かれており、

所得、支出、生産、政府、資本に関す

る指標を個別に取り上げている。 

OECD Code: 302011051P1
ISBN: 9789264124981 
pages: 108 ¥4,500
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Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
2011

A New Agenda for the Future

冊子： ISSN: 0257-7801
 2012 年価格 : ¥ 23,300
オンラインデータベー

ス（年間アクセス）: OECD 
National Accounts Statistics

ISSN: 1608-1188  
2012 年価格： ¥ 62,600

この報告書は、OECD が作成した多

国籍企業行動指針の透明性、説明責任、

一般的な認知度、特に 2011 年の改訂

による主な改善点をさらに深めるもの

で、改訂作業の開始について関係者が

意見交換を行った 2011 年の企業責任に

関する会議の結果を特集している。

OECD 閣僚理事会で承認された 2011
年の改訂版に対する初の評価で、今後

の実施についての案をまとめている。 
また、2010 年 6 月から 2011 年 6 月ま

でに受諾国 42 カ国が行った活動につ

いても報告している。 

Quarterly National Accounts
Volume 2011 Issue 3
OECD Code: 362011031P1  pages: 306

Quarterly National Accounts は、 過 去 4
年間の経済分析に最も一般的に利用さ

れる項目を精選して提供する。費目別

及び活動別の GDP、産業部門別及び品

目別の総固定資本形成、費目別及び目

的別の民間最終消費支出がすべて名目

値、実質値で示されている。また、資

本形成の資金調達と実質値の原価構造

別 GDP も示されている。データは 34
の OECD 加盟国の他、OECD、OECD ヨー

ロッパ、EU、ユーロ圏、及び G7 の各

グループの総額も掲載している。

年間定期購読： 季刊

OECD Guidelines on Insurer Governance

OECD Code: 212011041P1
ISBN: 9789264129313 
pages: 90 ¥3,300

OECD Guidelines on Insurer Governance 
は、指針の対象となる保険業者のガバ

ナンスに関する包括的な原則を示して

おり、OECD 加盟諸国と非加盟国の保

険業者、政府当局、その他関係者にとっ

ての準拠点となるものである。

保険業者は付保可能危険の受け入れ

と管理を事業とする金融機関で、健全

なガバナンスとリスク管理を行うこと

によって保険契約者と受取人に約束さ

れた便益を提供し、経済における保険

の機能を満たしている。 
Guidelines on Insurer Governance は、 以

下の保険業者のガバナンスの主要素を

強調している。1) 事業計画、財政計画

への良識あるアプローチ；2) 洗練され

たリスクカルチャー、リスク管理、内

部統制制度を効果的で独立した統制機

能と統合された企業全体の報告制度に

よって支援；3) 健全な補償；4) 取締役

員と上級管理職の高い金融知識；5) 消
費者と保険契約者の適切な取り扱い政

策と方法。 このガイドラインは、健全

な金融制度のための 12 の主要金融安定

化委員会基準の一つである、OECD コー

ポレート・ガバナンス原則を補完する

ものである。  

National Accounts  ................................................................国民経済計算

Finance & Investment / Insurance & Pension ...金融・投資／保険・年金

OECD Code: 202011111P1
ISBN: 9789264119932 
pages: 348 ¥10,400
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Finance & Investment / Insurance & Pension ...金融・投資／保険・年金

Dealing Effectively with the Challenges of Transfer Pricing

本書は、税務当局による移転価格プ

ログラムの実務を取り上げたものであ

る。 本書の目的は、独立企業の原則に

沿って移転価格を算定する方法を技

術的に分析することではなく、 多くの

FTA 加盟国といくつかの非加盟国の実

務経験を詳細に考察することである。 
本書では、移転価格プログラムの管理

を最適化する方法を論じることで、移

転価格の監査、調査を効率的かつタイ

ムリーに行うことができ、多国籍企業

と租税当局双方の便益につながる。 税
務当局が移転価格の訴訟事件を正確に

明らかにして監査に役立て、訴訟を早

期に解決させるために必要な実際のス

テップに関するものである。 

OECD Code: 232012141P1
ISBN: 9789264169074 
pages: 106 ¥3,100

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

Revenue Statistics in Latin America

本 書 は OECD の Centre for Tax Policy 
and Administration と開発センター、ラ

テ ン ア メ リ カ・ カ リ ブ 経 済 委 員 会

(ECLAC)、Inter-American Centre of Tax 
Administrations (CIAT) の共著である。 税
率と税制について南米カリブ諸国の国

際比較可能なデータを提供することを

目的としている。 モデルとなったのは

確立された方法論に基づいて OECD 諸

国のデータを収録した、OECD Revenue 
Statistics デ ー タ ベ ー ス で あ る。 こ の

OECD の方法を南米カリブ諸国に拡大

することによって、本書は租税水準と

構造を南米カリブ諸国間だけでなく、

他の先進国とも有意義な国際比較がで

きるようになっている。

OECD Code: 232011233P1
ISBN: 9789264110526 
pages: 166 ¥3,100
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Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery
A joint OECD-StAR analysis
この研究では、国際的な企業取引に

おける贈賄罪の収入を明確に数値化す

ることに焦点を当てている。 官民いず

れの組織も、公務員への贈賄が良い統

治、経済発展、競争的な環境にとって

有害であることは以前から認識してい

た。 外国の贈賄から生じる収益の押収

と回復が、公務員の汚職に対する国際

的枠組みの主要素である。

第一章では、贈賄罪の収益の取り扱

いに対する国際法の枠組みを紹介し、

様々な法域で利用できる法的救済策

と、その救済策の相関関係を分類して

いる。 
第二章では、贈賄罪の収益の主な 5

種類を特定し、その数値化の方法を分

析している。 個々の制度について、こ

の方法を用いている国々の事例と、収

益の計算に関連する実際の課題につい

ての判例を挙げて解説している。 
第三章では、一章、二章で解説した

原則のケーススタディを集めている。

OECD Code: 282011021P1
ISBN: 9789264122895 
pages: 70 ¥3,100
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Value for Money in Government
Value for Money in Government: Denmark 2011
本書は、デンマークの中央政府の組

織に対する評価の結果をまとめたもの

である。 この研究は、中央政府のサー

ビスの質の改善（more value) と効率化

(less money) を目的とした改革について

考察したものである。 デンマーク中央

政府についての情報と数値化された基

準から始まり、デンマークにおける最

近の改革を総括し、10 の分野に対して

提言を行っている。 そして、サービス

の質と効率化への影響についての調査

結果をまとめている。
OECD Code: 422011221P1
ISBN: 9789264130708 
pages: 152 ¥3,900

Measuring Regulatory Performance
A Practitioner's Guide to Perception Surveys

OECD Code: 422011251P1
ISBN: 9789264167148 
pages: 88 ¥3,100

このガイドは、規制の結果を評価、

公表するための意識調査を行う政府当

局のためのものである。 このガイドに

は規制分野の事例を引用しているが、

他の政策分野にも有益である。 企業と

市民の意識調査を立案、利用する際の

課題とそれを克服する方法について、

専門用語を用いずに明確に解説してい

る。 また、当局が組織内部、または外

部の専門によって、その調査結果を最

大限に生かせるようにしている。

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

OECD Public Governance Reviews
The Public Sector Salary System in Slovenia

OECD Code: 422012041P1
ISBN: 9789264167544 
pages: 119 ¥3,900

この報告書は、スロヴェニアの公共

部門の給与制度を評価したものであ

る。その中で、給与構造を調査してい

る。具体的には、職種の分類枠組み、

賃金相対性（報酬の水準と昇給の決定

方法、給与交渉枠組み）、現金補填、

成果主義の利用、労働条件交渉におけ

る社会的対話の役割などである。

OECD Public Governance Reviews
Greece: Review of the Central Administration

OECD Code: 422012061P1
ISBN: 9789264167629 
pages: 124 ¥3,100

ギリシアは途方もなく大きく、おそ

らく他に例を見ない、日々緊急性が高

まっている課題を抱えている。 つまり、

緊急手段と長期にわたる改革とを調和

させる抜本的な改革が必要である。 社
会的、政治的不満が高まる中で、ギリ

シアの将来は、政府が短期的な緊縮財

政を、長期的見通しと経済成長を回復

させ人々の生活を改善するための構造

改革と一致させられるか否かにかかっ

ている。 この改革の成否は、行政の機

能に左右される。 行政の効果、責任あ

る対応、高潔さを高めて目的に沿うも

のにするために、強力な手段に今すぐ

着手することが最も重要である。 民営

化、財政再建、債務削減、徴税、競争

力の強化といった改革を成功させるこ

とが急務である。
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Ministerial Advisors: Role, Influence and Management

政府指導者は情報に基づいた決定が

できるように、特に長期の経済成長を

確保できるように、質の高いアドバイ

スを迅速に必要としている。 実際多く

の国で、閣僚の助言者は主に政府の対

応の迅速性を高め、政府指導者が抱え

る戦略的な課題に対処できるようにす

るために任命されるものである。 同時

に、こうした助言者の多さとその地位

を取り巻く不透明さが、様々な懸念を

引き起こしてもいる。 これら二点は、

OECD が 2010 年に 27 カ国で行った閣

僚の助言者の職務についての調査から

明らかになったものである。 
この報告書は、その調査結果を検証

し、助言者が果たす重要な役割と彼ら

を管理する方法についてより良く理解

できるようにしている。 なぜ閣僚は助

言者を利用するのか、どのように任命

されるのか、彼らが享受する特別な地

位、一般市民が彼らに対して抱く懸念、

改革によってその地位をより責任ある

ものにし、透明性を向上させる方法な

どを考察している。

9

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

OECD Code: 422011211P1
ISBN: 9789264124929 
pages: 120 ¥3,100

Public Servants as Partners for Growth
Toward a Stronger, Leaner and More Equitable Workforce

OECD Code: 422011231P1
ISBN: 9789264166691 
pages: 254 ¥8,400

本書は公共部門の労働力を配置転換

し、能力を管理し、多様性を育成する

ための政策的教訓をまとめたものであ

る。

 その基礎となっているのは、公共

サービスがそのガバナンス構造を近代

化するために必要としている経済の回

復と成長に貢献し支えることである。 
行政制度は公的管理の中核に位置す

るため、政府の有効性を決定づけるも

のである。 現在の状況では、各国は給

与節減と解雇の必要があるにも関わら

ず、その公務員にサービスを提供する

気にさせ、変化を生み出すことが求め

られている。 人事の質、戦略的労働力

配置、労働力の競争力と多様性の改善

に投資することが、公共部門をより有

能で柔軟かつ適応力のあるものにし、

結果として競争力のある革新的で包摂

的な組織になる。 政府は公的サービス

を維持改善しつつ、同時に経費も節減

しなければならない。 重要な点は、公

務員の労働力をコストではなく資産と

見なす点である。

Industry and Services  ...................................................産　業・サービス

Financing High-Growth Firms
The Role of Angel Investors

本書では、OECD 加盟国、非加盟国

の高成長が見込まれる企業への最初期

段階の資金提供について、特にエン

ジェル投資（訳注：創業間もない企業

に資金投資すること）に焦点を当てて

いる。 OECD 加盟国、非加盟国でエン

ジェル資金がどのように変遷して、ど

のような政府介入が行われたか等、エ

ンジェル資金についての概要を収録し

ている。

OECD Code: 922011151P1
ISBN: 9789264118775 
pages: 156 ¥3,900
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OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship
Thailand: Key Issues and Policies

このシリーズは、各国政府に企業を

育成し SME の実績とその成長と発展

への貢献を強化するための政策指針を

示すものである。 SME と起業家が資金

を利用しやすいこと、SME のグローバ

ル市場への参入、知的財産とイノベー

ション、高成長を遂げる SME、女性の

起業といった、テーマ別の問題につい

て、証拠に基づいた分析と政策提言を

行っている。 また、主な SME と企業に

関する問題と政策について、OECD 諸

国と非加盟国の国別の評価も収録して

いる。

10

OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship
Intellectual Assets and Innovation
The SME Dimension

このシリーズは、各国政府に企業を

育成し SME の実績とその成長と発展

への貢献を強化するための政策指針を

示すものである。 SME と起業家が資金

を利用しやすいこと、SME のグローバ

ル市場への参入、知的財産とイノベー

ション、高成長を遂げる SME、女性の

起業といった、テーマ別の問題につい

て、証拠に基づいた分析と政策提言を

行っている。 また、主な SME と企業に

関する問題と政策について、OECD 諸

国と非加盟国の国別の評価も収録して

いる。 
知的所有権は SME がそのイノベー

ションを保護、確立するための手段に

なる。またグローバル市場で大企業と

競えるだけの地位を得られる。資金を

集められる。投資家、競合他社、ビジ

ネスパートナーに現在および将来的な

価値を示せる。知識市場とネットワー

クを利用できる。新たな商売の道を開

ける。既存の市場を分割できる。しか

し、その重要性について認識と SME
の知的財産管理の必要性が OECD の

どの国でも高まっている一方で、直接

SME に向けられている規制枠組みや特

定の手段はほとんどない。 これは、技

術的イノベーションのスピードに原因

の一端がある。技術的進歩のスピード

は、政策当局が知的財産を巡る変化す

る環境に対して適切な対応を取るまで

にかかる時間より速い。   この研究で

は、様々な国や産業部門における SME
の知的財産管理、イノベーション、競

争力の関係を考察している。 SME がそ

の保護制度を活用できているかを詳細

に検証し、SME にとって IPR を最大

限活用する際の課題を明らかにしてい

る。 また、SME の IPR 利用を促す上で

規制枠組みと政策方途の有効性につい

ても、最良慣行を示し、政策提言を行っ

ている。

Industry and Services  ...................................................産　業・サービス

OECD Code: 852011021P1
ISBN: 9789264118232 
pages: 176 ¥6,500

OECD Code: 852011041P1
ISBN: 9789264121768 
pages: 158 ¥6,500
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Monthly Statistics of International Trade
Volume 2011 Issue 11
OECD Code: 322011111P1  pages: 124
Volume 2011 Issue 12
OECD Code: 322011121P1  pages: 126

本書は OECD 加盟国の貿易に関す

る、信頼できる最新の国際統計であり、

OECD 加盟国間及び加盟国とそれ以外

の国々との間における貿易パターンの

最近の傾向について、詳細な情報を収

録している。データは、経済グループ

別・国別・地域別に分類されており、

季節調整値と、原値が含まれている。

表示されているデータは、最近 8 ヶ月、

四半期及び 2 年分をカバーしている。

素早く簡単にデータにアクセスできる

ように、本書は (1) 貿易総額指標、(2)
数量及び平均価額指標、(3) 標準国際貿

易分類（SITC）別の貿易額、(4)OECD
加盟国の相手国別貿易額の 4 つのパー

トに分かれている。

OECD Reviews of Innovation Policy
OECD Reviews of Innovation Policy: Peru 2011

本書はペルーのイノベーションシス

テムを政府の役割に着目して包括的に

評価したものである。 R&D 政策など、

技術革新に影響を及ぼす政策の改善方

法について、確かな提言を行い、最良

慣行を明らかにしている。

技術革新の領域で各国がイノベー

ションにおいて達成したことはどのよ

うに定義、測定され、それは経済実績

にどのように関係しているのか。 その

技術革新システムの主な特徴、長所、

弱点は何か。 政府が技術革新を育成す

るにはどうしたらよいか。 

OECD Reviews of Innovation Policy シ

リーズでは、個々の OECD 加盟国、非

加盟国の技術革新システムを、特に政

府の役割に注目して、包括的に評価し

ている。 R&D 政策など、技術革新に影

響を及ぼす政策の改善方法について、

確かな提言を行っている。 それぞれの

審査報告では、他の国にとっても参考

になるような、優れた実績を明らかに

している。

関連ウェブサイト：www.oecd.org/sti/
innovation/reviews.

OECD Code: 922011131P1
ISBN: 9789264128385 
pages: 228 ¥5,200

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

年間定期購読： 月刊

冊子： ISSN: 1608-0623
 2012 年価格 :\50,800
オンラインデータベー

ス : ISSN: 1608-1226 
2012 年価格 :¥ 21,300

Science, Technology & Innovation    .......科学・技術・イノベーション

OECD Review of Telecommunication Policy and Regulation in 
Mexico

本書はメキシコの電気通信市場を見

直し、この部門の現行の政策と規制枠

組みを検証し、市場における競争を促

進するための改革を提案している。

OECD Code: 932011061P1
ISBN: 9789264060104 
pages: 140 ¥3,900
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OECD Green Growth Studies
Food and Agriculture

OECD Code: 512011051P1
ISBN: 9789264111233 
pages: 84 ¥3,100

OECD グリーン成長戦略は、諸国が

経済成長と発展を遂げつつ、人々の福

祉が依存している自然資産から資源と

環境サービスを得るための、具体的な

提言と指標を含む測定ツールを提供す

ることを目的としている。 この戦略で

は柔軟な政策枠組みを示しており、各

国はそれぞれの状況と発展段階に応じ

て調整することができる。 
本書は新シリーズ OECD Green Growth 

Strategy の一環で、様々な部門が抱える

グリーン成長の課題を詳細に考察した

ものである。 農業、水産業部門は、特

にグリーン技術と管理実務の採用、食

物連鎖における無駄の削減を促進する

ことによって、グリーン成長への貢献

において重要な役割を担っている。 そ
こには、様々な政策が含まれている。

具体的には、効率的な資源利用を妨げ

る環境に有害な助成の改革、国際貿易

の自由化、貧しく損害を受けやすい農

家への支援に的を絞った政策への移

行、生態系サービス提供の報酬、資源

利用の生産性を向上させる技術と管理

実務などである。 適切な「緑化」政策

の枠組みを作ることも、政策とより幅

広い規制制度枠組みによって、意欲的

になるか、意欲を削がれるかを検証す

る必要がある、主要なガバナンス問題

である。 

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

OECD Code: 512011131P1
ISBN: 9789264166806 
pages: 108 ¥3,100

Fostering Productivity and Competitiveness in Agriculture

本書では、イノベーション、研究開

発 (R&D)、生産性と競争力、それら相

互の結びつきといった経済概念につい

て考察している。 そして、農産物食品

加工部門の生産性と競争力の動向と、

農業生産性と農場規模、要素集約度、

農場の特殊化、人材、消費者の需要、

自然環境、一般設備と R&D への投資、

規制、農業政策の関係について論じて

いる。 本書では農業 R&D への官民双方

の投資の動向を論じ、生産性の伸びに

対する明確な影響を解説している。 最
後に、「イノベーションシステム」ア

プローチによって、イノベーションが

生産性の伸びにいかに反映しているか

をより良く理解できるようになると提

案している。

International Standards for Fruit and Vegetables
Inshell Hazelnuts and Hazelnut Kernels

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

の活動の枠組みに沿って編集されてい

る。 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。 
本書では殻付きヘーゼルナッツとヘー

ゼルナッツの実について基準を明らか

にしている。 高画質の写真を用いて、

品質パラメーターを示している。 した

がって、本書は検査当局、専門団体、

貿易会社などヘーゼルナッツの国際貿

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。 本書に

は電子版を収めた USB メモリが付いて

いる。

OECD Code: 512011123P1
ISBN: 9789264166714 
¥5,200
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The Future of Families to 2030
1960 年代以降、OECD 地域では家族

が大きく変遷した。 多くの国で、大家

族がほとんど消滅し、離婚率、再婚、

同棲、片親、同性愛のカップルなど

が増加したために、普通の二親が揃っ

ている家族も大幅に減少している。移

民の増加に伴い、独自の家族文化を維

持する民族グループもあれば、異人種

間の婚姻によって主流の文化に混ざる

グループもあって、文化と価値はより

いっそう多様になった。 母親が労働市

場で仕事を持っている家族が増え、そ

の子どもが教育と訓練を受ける期間が

長くなり、高齢者の寿命が伸びて一人

暮らしになる人が増えている。こうし

た変化が住宅問題、年金、医療と介護、

労働市場、教育、国家財政にもたらす

影響は顕著である。 多くの OECD 諸国

で行われている最近の人口動態予測に

よると、今後 20 年間で世帯と家族の構

成の変化が加速すると見られる。特に、

成人の単身世帯と片親世帯、また子供

を持たない夫婦の数と割合が大幅に増

加すると予想されている。 
この報告書は OECD 諸国における家

族と世帯の構成の将来的な変化を研究

している。現在から 2030 年までに家族

のあり方を形成すると考えられる主な

要因を明らかにし、起こりうる変化か

ら政策にもたらされる長期的な課題を

論じ、テーマ別の三章をもとに持続可

能な基礎に経って課題に対処するため

の政策オプションを提示している。 
 

OECD Code: 922011091P1
ISBN: 9789264118218 
pages: 280 ¥5,800

Pensions at a Glance Asia/Pacific 2011

OECD Code: 812011091P1
ISBN: 9789264106994 
pages: 108 ¥3,100

年金は、先進国でも開発途上国でも

同様に、大きな政治問題である。 しか

し、年金改革は、多くの短期的な圧力

を抱える政府が立てる長期計画を含む

ため、困難かつ意見の分かれるもので

ある。 観念的な議論が噴出することが

多く、時には街頭デモまで引き起こす。

各国は他の国の年金制度と退職後所得

改革の経験から有益な教訓を得ること

ができる。 しかし、国の年金制度は非

常に複雑で、多くの制度的、技術的、

法的事柄を含んでいる。 そのため、国

際比較を行うことが非常に難しく、他

の国の政策的教訓をそのまま用いるこ

とはできない。 本書はその橋渡しをす

るためのもので、特にアジア太平洋地

域の国々に焦点を当てている。 
正確な分析と経験結果を明快かつ平

易に提示している。これは特定の年金

制度や改革のやり方を支持するもので

はない。 この目的は、退職後所得制度

についての議論に情報を提供すること

である。

Social Issues / Migration / Health    ..............社会問題・移民・医療

13

Health Reform: Meeting the Challenge of Ageing and Multiple 
Morbidities

OECD が設立された 1961 年には、医

療制度は救急治療介入に重点が置かれ

ていた。 病人は病院で治療すべきで、

その後もとの生活に戻された。 医学訓

練は病院で行われた。イノベーション

により、新たな治療介入が開発された。

支払制度は個別の治療の発現に対して

行われた。それ以降、医療制度は医療

に大きな進歩をもたらしたが、新たな

課題への対応が遅れがちである。 特に

今日では、慢性的な疾病による負担が

大きく、「治癒」は不可能である。 医療

政策はそれに対応するためにある程度

変えられているが、おそらく十分とは

いえない。しかし今後の課題は、一般

に医療を受ける人が高齢化しており、

複数の疾病を抱えている可能性がある

ということである。本書では、支払制

度、イノベーション政策、人材育成政

策を近代化して、OECD の医療制度が

将来的にも持続可能なコストでより良

い医療の成果を上げられるようにする

方法を検証している。

OECD Code: 812011171P1
ISBN: 9789264122307 
pages: 224 ¥5,800
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Social Issues / Migration / Health    ..............社会問題・移民・医療

Recruiting Immigrant Workers
Recruiting Immigrant Workers: Sweden 2011

このシリーズは、労働移民政策の研

究を国別にまとめたものである。 各巻

ではその国が効果的かつ効率的に移民

政策を用いて、国内労働市場に逆効果

を与えることなく、そのニーズを満た

しているかを分析している。 特に、政

策によって直接監視されている規制さ

れた労働移民の移動に焦点を当ててい

る。 
スウェーデンでは、2008 年に労働移

民管理政策を改革しており、今では

OECD 諸国で最も自由な労働移民制度

を敷いている国の一つである。 本書は、

スウェーデンの労働移民政策が労働市

場のニーズを国内の労働市場に悪影響

を及ぼさずに効率的に満たしているの

か、という疑問に答えるものである。 
また、改革の影響がスウェーデンに入

る労働移民とスウェーデンの雇用主の

海外での採用活動に及ぼす影響を検証

している。

改革が行われた後、スウェーデンの

雇用主はどのような職業でも、それが

公称期間告示され、賃金の団体交渉と

契約条件が尊重されるならば、海外か

ら労働者を採用することができた。 総
じて、スウェーデンの新しい制度で労

働移民が爆発的に増えることはなかっ

たが、このある意味驚くべき結果はス

ウェーデンの労働市場が不景気だから

である。 雇用主の信用は今のところ全

体的に理にかなっているようだが、制

度の中にある種の脆弱性がある。これ

は団体交渉に加わっていない職場と零

細企業などを監督するなどして、対処

することができるだろう。 相対的に規

制の強いスウェーデンの労働市場は特

殊というべきで、このモデルが他の国

にも簡単に適用できる訳ではないが、

何らかの教訓を得ることはできる。

14

OECD Code: 812011191P1
ISBN: 9789264167209 
pages: 160 ¥3,600

OECD Reviews of Labour Market and Social Policies
OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Russian 

Federation 2011

この報告書では、ロシアの労働市場

が未だに重大な構造不均衡という特徴

を残しており、その結果細かく細分化

され、大きな所得格差につながってい

るとして、状況改善のための提言を

行っている。 
世界的な金融危機によって、ロシア

の長期にわたる堅調な経済成長は止

まった。 生産は大幅に落ち込んだもの

の、雇用の喪失と失業者の増加はまだ

緩やかで、労働市場調整の多くが労働

時間の短縮と実質賃金の削減という形

で行われた。  
労働市場の柔軟性と労働者保護との

バランスを改善するために、ロシアは

労働市場制度を強化する必要がある。

貧困と所得不平等は OECD 平均より

はるかに高い。 家族政策は出生率の増

加に焦点が当てられているが、働いて

いる成人と子どもが貧困層の 60% を占

めており、貧困削減には効果がない。 
その代わり、社会政策は高齢者と障害

者に向けられており、近年では年金受

給者に対する無償給付が大幅に増えて

いる。 
最近の改革は、公的基準で測られる

年金受給者の貧困を「根絶」させよう

としているようだが、長期的に見た場

合の私的年金制度の資金面の持続可能

性に疑問が生じている。 また人口高齢

化が急速に進んでおり、標準的な年金

受給年齢を引き上げ、早期の年金受給

を制限する必要に迫られている。 ロシ

アが抱える課題は、社会政策子供を持

つ労働者が仕事と家庭生活とを両立さ

せられるように、より効果的な支援に

社会政策を向けることでバランスを取

り戻せる。 

OECD Code: 812011151P1
ISBN: 9789264118713 
pages: 196 ¥4,500
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OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education
OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Denmark 

2011

生徒、教師、学校、教育制度それぞ

れを評価することは、一国の学校制度

の実績にどの程度有益なのか。 このシ

リーズの国別報告書では、国際的な視

点から、評価枠組みと現在の政策、今

後可能性のあるアプローチが抱える主

な問題を独自に分析している。 本書は、

OECD Review on Evaluation and Assessment 
Frameworks for Improving School Outcomes
の一環として出版されている。

OECD Code: 912011201P1
ISBN: 9789264116580 
pages: 157 ¥3,900

PISA
Building a High-Quality Teaching Profession: Lessons from around the 

World

この報告書は、教師主導の改革を効

果的なものにする最良の事例を紹介し

ている。 特定の結果をもたらし、展望

を示し、変化を起こす創意に富んだ方

法を明らかにする改革の例を挙げてい

る。

様々な国の教職で顕著な違いがある

のは、その地位と新規採用者の力量で

ある。 この点でうまくいっている国は、

重責を担い当然報酬も良い教職に、最

も有能な大学卒の人材を取り込むこと

ができている。

この報告書では、2011 年 3 月にニュー

ヨークで開かれた第一回の International 
Summit on the Teaching Profession で 挙 げ

られた証拠を概観し、そこから得られ

た教訓を明らかにしている。 有望な手

段には、採用段階のそれだけでなく、

教職を内部から変革することも含まれ

ている。

本書に収録されている四章では、1)
教師の採用と初期準備、2) 能力開発、

支援、キャリアと雇用条件、3) 教師の

評価と報酬、4) 教育改革への教師の関

与をそれぞれ取り上げている。

OECD Code: 982011041P1
ISBN: 9789264098435 
pages: 100 ¥3,100

OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education
OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Sweden 

2011

OECD Code: 912011211P1
ISBN: 9789264116603 
pages: 140 ¥3,900

生徒、教師、学校、教育制度それぞ

れを評価することは、一国の学校制度

の実績にどの程度有益なのか。 このシ

リーズの国別報告書では、国際的な視

点から、評価枠組みと現在の政策、今

後可能性のあるアプローチが抱える主

な問題を独自に分析している。 本書は、

OECD Review on Evaluation and Assessment 
Frameworks for Improving School Outcomes
の一環として出版されている。

Education ......................................................................................教育

OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education
OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Australia 

2011

OECD Code: 912011221P1
ISBN: 9789264116634 
pages: 185 ¥3,900

生徒、教師、学校、教育制度それぞ

れを評価することは、一国の学校制度

の実績にどの程度有益なのか。 このシ

リーズの国別報告書では、国際的な視

点から、評価枠組みと現在の政策、今

後可能性のあるアプローチが抱える主

な問題を独自に分析している。 本書は、

OECD Review on Evaluation and Assessment 
Frameworks for Improving School Outcomes

の一環として出版されている。

本書では、オーストラリアについて、

教育の評価枠組みと現在の政策、今後

可能性のあるアプローチが抱える主な

問題を独自に分析している。 生徒、教

師、学校、教育制度それぞれを評価す

ることは、オーストラリアの学校制度

の実績にどの程度有益なのかを明らか

にしている。
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Education ......................................................................................教育

OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education
OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: School 

Evaluation in the Flemish Community of Belgium 2011

OECD Code: 912011231P1
ISBN: 9789264168046 
pages: 140 ¥3,900

生徒、教師、学校、教育制度それぞ

れを評価することは、一国の学校制度

の実績にどの程度有益なのか。 このシ

リーズの国別報告書では、国際的な視

点から、評価枠組みと現在の政策、今

後可能性のあるアプローチが抱える主

な問題を独自に分析している。 本書は、

OECD Review on Evaluation and Assessment 

Frameworks for Improving School Outcomes
の一環として出版されている。

本書では、ベルギーのフランドル地

方について、教育の評価枠組みと現在

の政策、今後可能性のあるアプローチ

が抱える主な問題を独自に分析してい

る。
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OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education
OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Norway 

2011

生徒、教師、学校、教育制度それぞ

れを評価することは、一国の学校制度

の実績にどの程度有益なのか。 このシ

リーズの国別報告書では、国際的な視

点から、評価枠組みと現在の政策、今

後可能性のあるアプローチが抱える主

な問題を独自に分析している。 本書は、

OECD Review on Evaluation and Assessment 

Frameworks for Improving School Outcomes
の一環として出版されている。

本書では、ノルウェーについて、国

際的な視点から教育の評価枠組みと現

在の政策、今後可能性のあるアプロー

チが抱える主な問題を独自に分析して

いる。

OECD Code: 912011271P1
ISBN: 9789264116924 
pages: 160 ¥3,900

OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education
OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Czech 

Republic 2012

OECD Code:  912011241P1
ISBN:  9789264116757
 pages: 162 ¥3,900

生徒、教師、学校、教育制度それぞ

れを評価することは、一国の学校制度

の実績にどの程度有益なのか。 このシ

リーズの国別報告書では、国際的な視

点から、評価枠組みと現在の政策、今

後可能性のあるアプローチが抱える主

な問題を独自に分析している。 本書は、

OECD Review on Evaluation and Assessment 
Frameworks for Improving School Outcomes
の一環として出版されている。
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Strong Performers and Successful Reformers in Education
Education Policy Advice for Greece

OECD Code: 982011071P1
ISBN: 9789264119574 
pages: 112 ¥3,900

ギリシアの生活水準の将来は、教育

の実績を改善して生産性を高め社会的

成果を向上させることにかかってい

る。 現在の経済情勢では、支出した分

から最高の価値を得る必要があるた

め、教育制度における非効率に取り組

む必要がある。

その課題は深刻である。 例えば、ギ

リシアは PISA の成績で多くの OECD
諸国、それも一人当たりの教育支出と

経済力全体がギリシアと同レベルか少

ない国々より下位に位置している。 生
徒一人当たりの教師の給与コストは

OECD 平均より高いが、これはギリシ

アの教師の授業時間が他の国より少な

く、一クラスの生徒数も少ないからで

ある。 高等教育に進学した生徒のうち、

法廷学習時間内に一学年を修了できる

学生の割合は、他の欧州諸国より少な

い。

こうした問題に取り組むために、

ギリシア政府は大胆な目標を掲げ、

OECD 諸国の最良の事例を集めた改革

案の開発と実施に関する作業部会に助

言を求めた。 この報告書は、その作業

部会の研究成果をまとめたものであ

る。 改革をどのようにすればうまく実

施できるのか、その計画表を、他の国

の適当な経験を交えて収録している。 
ギリシャで行われている政策論議に貢

献するものとして、ギリシャの教育制

度における効率を改善できる短期、中

期、長期的行動を提案している。

Education ......................................................................................教育

Higher Education Management and Policy
Volume 23 Issue 3
OECD Code: 892011031P1

年間定期購読： 年 3 回刊

行

冊子： ISSN: 1682-3451
2012 年価格 : ¥ 17,900

高等教育機関管理プログラム（IMHE）
の機関誌。IMHE は、高等教育拡大の

ピーク時に OECD 内に設立され、1969
年以降、高等教育の発展、縮小、再評

価の時期を通じて、様々な動向を観察

している。学生の大衆化と不均質化に

より、質の保証、人材、資金調達、国

際化の問題がクローズアップされてき

ている状況で、IMHE は、情報、経験、

専門知識の共有を通して、教育機関、

官庁、政府によるこれらの新たな課題

への取り組みを支援している。IMHE
には、高等教育管理の問題に取り組ん

でいる研究機関、政府機関、非営利組

織が参加している。本誌は、高等教育

機関の管理者と経営者、教育機関管理

分野の研究者向けのもので、研究プロ

ジェクトに関する記事とレポートを通

じて教育機関管理の分野をカバーして

いるほか、IMHE が主催する活動やイ

ベントに関する情報も提供している。

Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for 
Fossil Fuels

OECD Code: 222011051P1
ISBN: 9789264128729 
pages: 368 ¥14,300

本書は OECD 加盟諸国における化石

燃料の生産または消費を支える直接

的予算支援の推計を行っている。 この

情報は、環境に悪影響を及ぼす補助金

(EHS) に対するより良い理解を得るた

めの OECD プログラムの一環としてま

とめられたものである。 これは透明性

の訓練として、また化石燃料助成改革

に関する国際的な対話に情報を提供す

るために行われたものである。 
対象となっている OECD 加盟 24 カ

国について、本書は化石燃料の生産ま

たは消費に関してそのエネルギー経済

と、中央政府レベル（連邦の場合は準

政府機関）で行われる予算措置および

租税措置の概要を説明している。 
本書に列挙されている多くの方策は、

特定の国の税制内で比較的優先順位の

高いもので、国際比較ができる絶対的

な助成ではない。そのため、各国の助

成総額はない。 
 

Environment .........................................................................................環境
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Development Centre Studies
Tackling the Policy Challenges of Migration: Regulation, Integration, 

Development

OECD Code: 412011061P1
ISBN: 9789264126312 
pages: 160 ¥3,600

本書は、現在行われている移民政策

に関する議論に寄与するもので、(i) 移
民の規制、(ii) 移民の社会統合、(iii) 労
働力の移動が開発に及ぼす影響とい

う、一般に移民政策対話で論じられる

3 つの要素に焦点を当てている。 
特に、現在の国際移民のガバナンス

が不十分かつ非効率であることが議論

の対象となっている。 移民を制限する

非協力的な政策は、移民の出身国の発

展に悪影響を及ぼすだけでなく、それ

を受け入れる国々にも逆効果を生じる

ことになる。 同様に、統合政策がない

と、社会的コストが発生する。 このよ

うな観点から、本書では南南移民に着

目して、開発途上国における統合を無

視した場合のリスクに焦点を当ててい

る。 また、他国への人口の流出が、そ

の移民の出身国の労働市場に及ぼす影

響を分析し、移民を送り出す国におけ

る移民政策の外部効果を明らかにして

いる。 
本書では、一貫性のある統治枠組み

の実現可能性について、(i) 国際的な移

民フローに対する規制の柔軟化、(ii) 開
発途上国における移民の統合促進、(iii)
労働力の移動が開発に与える影響とい

う、3 つの補完的目的を中心に考察し

ている。

Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a 
Shifting World

OECD Code: 412011021P1
ISBN: 9789264113145 
pages: 200 ¥7,800

「富の移動」は 1990 年代に始まり

2000 年代に入って本格化した変化で、

大規模な開発途上国、特に中国とイン

ドの経済的台頭に牽引される全く新し

い成長の勢力図ができあがってきた。 
その結果生じた世界経済の再編によ

り、今後数年で新興国と貧困国の国際

発展の政治的、経済的、社会的な課題

が浮き彫りになってくる。 
本書では、「富の移動」が社会の団結

に及ぼす影響を、特に高い成長率を示

す新興諸国に焦点を当てて分析してい

る。 「団結した」社会は、その社会の全

構成員が恵まれた生活を送れるように

作用し、帰属意識を生み、その社会内

および他の社会集団との間で社会的排

斥が起こらないようにしようとする。 
本書が提示している問題は、新興諸国

の構造変化がその「社会機構」、帰属

意識、または集団行動の問題を平和的

に管理する能力にどのような影響を及

ぼすかということである。   
アラブ諸国やタイ、中国、インドな

ど成長を遂げている国々での最近の出

来事を見てみると、経済成長、財政資

源の増加、教育の改善といったことだ

けでは、社会の団結を生み出せないこ

とがわかる。政府は長期にわたる発展

を持続可能なものにするために社会的

な弱点の解決に取り組み、社会的団結

を積極的に推進する必要がある。     

18
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Urban, Rural & Regional Development .....................................地域開発

OECD Territorial Reviews
OECD Territorial Reviews: Slovenia 2011

スロヴェニアは比較的小規模な国だ

が、地域開発政策の可能性の良例であ

る。 国内の多様性、開放性、そして急

激な構造変化の経験のすべてから、資

源の効果的な再配分の必要を痛感して

いる一方で、経済活動の構造変化に

伴って起こりうる肯定的および否定的

外部効果を考慮する必要性については

軽視している。   

国土の 36% が Natura 2000 の保護下に

あり、空間計画は非常に難しいが、非

常に重要でもある。 政府の窓口が地方

にないことと、地方自治体の権限が極

度に細分化されているため、スロヴェ

ニアは中間層の人材を開発して、地方

と国との間で取り組むことによってこ

そより効果を挙げられる政策問題に対

処する必要がある。 

OECD Code: 042011091P1
ISBN: 9789264120570 
pages: 232 ¥5,800

OECD Territorial Reviews
OECD Territorial Reviews: The Gauteng City-Region, South Africa 2011

本書は、アパルトヘイト撤廃後の南

アフリカについて、ヨハネスブルク／

プレトリア地域の経済開発政策のあり

方と経済格差対策を評価したものであ

る。

人口の 22%（1120 万人）を抱えるハ

ウテン都市圏は南アフリカ最大かつ最

も豊かな地域で、国の GDP の三分の

一を創出している。 この地域はヨハネ

スブルク、首都ツワネ（旧プレトリア）

など、互いに結びつきの強い都市を有

しており、独自の統合地域として機能

している。 ハウテン都市圏は南アフリ

カの成長の牽引車である。この地域

の人口が 1% 増えるごとに国の成長に

1.6% 貢献する。つまり他の地域よりも

生産性が高くなるということである。 

それにもかかわらず、この都市圏の成

長の可能性は、高失業率 (26.9%)、生産

性の伸びの低さといった根強い社会経

済問題に妨げられている。 急速な人口

増加と経済発展も、アパルトヘイト下

で制度化されていた地域の差別化をさ

らに進めた。 
 本書では、経済発展を促進し、社

会経済統合の手段となる適切な住宅供

給、交通手段、公共サービスの提供に

ついて詳細に検証している。 また、製

造業と環境部門の経済成長の可能性、

ガバナンスの問題を評価し、ハウテン

州への分野横断的な地域アプローチを

推進するために政府レベル間の協力関

係のあり方に焦点を当てて分析してい

る。  

OECD Code: 042011111P1
ISBN: 9789264122833 
pages: 268 ¥5,800
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Solar Energy Perspectives

OECD Code: 612011251P1
ISBN: 9789264124578 
pages: 240 ¥13,000

地球全体で一年間に必要とされるエ

ネルギーを、太陽光はわずか 90 分間

で与えてくれる。 太陽エネルギーは豊

富であるが、現在の世界のエネルギー

ミックスではほんの一部を占めている

に過ぎない。 しかし、これは急速に変

化しており、エネルギーの利用しやす

さと供給の安定性を改善し、気候変動

を押さえようとする世界全体の取り組

みによって後押しされている。 
世界中の国と企業が太陽光発電にか

つてない規模で投資を行っており、そ

の結果コストはどんどん下がり、技術

は向上している。 本書は先進国、開発

途上国双方における、こうした技術と

市場の傾向について信頼できる見解

を、最良かつ最も進んだ実践例と併せ

て提供している。 また、政策当局、企業、

その他の利害関係者に太陽エネルギー

の主なカテゴリー（太陽光による冷暖

房、太陽光発電、太陽熱電気、太陽電池）

を有効に利用、結合、推進する方法に

ついて、他では得られない指針を提供

している。  
最後に電力およびエネルギー消費部

門（ビル、工業、交通）で起こりうる

変革を分析するにあたって、我々のエ

ネルギーシステムの今後長期にわたっ

て太陽エネルギーが果たす先駆的役割

を考察している。

Medium-Term Coal Market Report 2011
Market Trends and Projections to 2016

多くの国で、二酸化炭素排出量の多

い石炭に主要エネルギー源として依存

する度合いを下げるようにという国民

の要望があるにもかかわらず、世界の

石炭需要は急増し続けている。 石炭は

以前から低コストで価格の安定したエ

ネルギー源と考えられてきたが、現在

は石炭の価格は上昇し、以前よりはる

かに変動しやすくなっている。 さらに、

石炭は非常に安定したエネルギー源と

見られている一方で、インフラの弱点

と気候変動などによってその市場は大

幅に小さくなる可能性がある。

本書は IEA の新たな年報で、石炭の

需給と貿易の最近の傾向を包括的に分

析するとともに、IEA による今後 5 年

間の石炭市場の展望を収録している。  
本書では特に主な輸出国の貿易とイン

フラの動向に注目している。 中国の生

産力が不確実で自国の増加する需要を

まかなえるかどうかもわからないた

め、本書では石炭貿易について、中国

の生産見通しが高い場合と低い場合の

二つのシナリオを用意した。 この比較

では中国の対応が石炭の国際貿易に甚

大な影響を及ぼすということに注目す

べきである。

OECD Code: 612011291P1
ISBN: 9789264167667 
pages: 100 ¥13,000

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

Energy Prices and Taxes
Volume 2011 Issue 4
OECD Code: 622011041P1  pages: 550

年間定期購読： 年 4 回刊

行

冊子： ISSN: 0256-2332
2012 年価格 : ¥ 55,800
オンラインデータベース

（年間アクセス）: 
ISSN: 1683-626X  
2012 年価格： ¥ 246,400 

すべての市場レベルのエネルギー価

格、つまり輸入価格、卸売価格、消費

者価格に関する主要な国際統計が収録

されている。統計は主な石油製品、ガ

ス、石炭、電力をカバーし、輸入製品

については輸入国と輸出国の平均価格

も示されている。毎号、情報源と調査

方法に関する詳細な説明と各国の価

格構造についての解説が掲載されてい

る。
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Nuclear Energy ...............................................................................原子力

Nuclear Law Bulletin
Volume 2011 Issue 2
OECD Code: 672011021P1

Nuclear Law Bulletin は、原子力関係法

の専門家と学者向けの標準的な参考資

料として、原子力関係法に関連する主

要な動向について最新情報を提供する

他に例を見ない国際的刊行物である。

年 2 回の刊行で、世界約 60 ヶ国の法制

面の動きをカバーするとともに、関連

法や行政上の決定、2 国間・多国間の

取り決め、国際機関の規制活動などに

関する情報を提供している。通常の内

容では、詳細な目次、各種記事、判例法、

国内法・規制、国際的な規制、取り決め、

参考文献、ニュースの概要、寄稿者リ

スト、追録を掲載。

年間定期購読： 年 2 回刊

行

冊子： ISSN: 0304-341X  
2012 年価格 : ¥ 16,000
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