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Economics 
OECD Economic Surveys: Iceland 2019

アイスランドは、 OECD 諸国の中でも最も裕福な国々に急速に追いついている。 好ま

しい外部環境と良好な政策により、包摂的成長が創出され、失業率とインフレ率は低く、

持続可能な公財政が維持されている。 経済は非常に平等で、 生活水準は OECD 諸

国の中でも最も高い国の一つである。 しかし、 その成長は観光客と水産物輸出の減

少により急速に弱まっており、 2019 年の成長はゼロ％程度まで鈍化すると予測されて

いる。 賃金は生産性より速いペースで上昇しており、 2008 年の金融危機以降に得ら

れた競争優位は使い果たされている。 規制は厳しい。 政府は規制改革のために包括

的な行動計画を設定し、 特に競争力を高め国内企業と外資系企業に平等な競争

条件を提供し、 海外投資を誘致する改革を優先すべきである。 賃金と生産性の動向

の連結強化も、 競争力の維持を助けることになる。 強い基礎技能を構築し確かなス

キル構成を提供する包括的なスキル戦略があれば、 アイスランドは急速な技術変化に

対応できるようになるだろう。 公的支出の質は、 2008 年危機以降低下している。 様々

な政策分野における支出と実績目標をより良く結びつけることで、 公共部門の有効性

を高めることができる。

特集 ： スキル ； 公財政

Code: eco-2019-6469-en-print
ISBN: 9789264964099  
pages: 122  ¥6,500 

National Accounts of OECD Countries, Volume 2019 Issue 2 

Code:pac-2019-14624-en-print
ISBN: 9789264313651 
pages: 340  ¥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 2019 Issue 9
Code: 312019091P1 pages: 256

Volume 2019 Issue 10
Code: 312019101P1 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  

2019 年価格 : \109,500

オンラインデータベース :  

2019 年価格 : \ 123,100
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Finance and Investment 

Taxation 

OECD Institutional Investors Statistics 2019

Code:pac-2019-15209-en-print
ISBN: 9789264313347  
pages: 185  ¥10,000 

機関投資家 （投資ファンド、 保険会社、 年金基金） は、 貯蓄の大規模な収集機

関であり、 金融市場への資金供給者である。 その金融仲介機関としての役割と、 投資

戦略に及ぼす影響力は、 金融市場の規制緩和とグローバル化を受けて近年大幅に増

大している。

本書は、 OECD 諸国 （オーストラリアを除く） とリトアニア、 ロシアにおける機関投資家の

金融資産と負債の水準と構造を明らかにする統計集である。 概念と定義は、 国民経済

計算体系に主に依拠している。 出典は、 各国関係機関である。

現金通貨および預金、 有価証券、 ローン、 株式といった金融資産の額が収録されて

いる。 満期日と居住者か否かで分けられている場合もある。 本書では、 オープンエンド

型投資信託会社とクローズドエンド型投資信託会社と、 保険会社、 自律的年金基金

の投資ファンドを収録している。 指標は対 GDP 比で表されているため国際比較が可能で、

国レベルでは各国通貨と投資家の金融資産総額に占める割合でも表記されている。 過

去 8 年分のデータを収録している。

Tax Administration 2019
Comparative Information on OECD and other Advanced and 

Emerging Economies

Code: ctp-2019-2462-en-print
ISBN: 9789264934863  
pages: 224  ¥7,100 

本書は、OECD Tax Administration シリーズの第 8 版で、58 カ国の税制及びその管理の様々

な側面について、 国際比較可能なデータを収録している。 本書には、 税務に関する国

レベルの情報とデータを集めるための国際調査、 International Survey on Revenue Administration 

(ISORA) の 2018 年 調 査 の 結 果 を 収 録 して い る。 この 調 査 は、 OECD の 他、 CIAT、 IMF、

IOTA が監督している。 2018 年調査については、 アジア開発銀行が参加している。

本書は三部構成である。 第 1 部は 4 章からなり、 2017 会計年度末までの税務の実

績と傾向を検証、 分析している。 第 2 部は、 トピックとなる問題から税務まで、 幅広く各

国の見解を収録した 8 本の論文を収録している。 第 3 部は、 本書の分析の基礎となる

全てのデータの表と本書に参画している税務当局の詳細情報を収録している。

Economics 
Quarterly National Accounts, Volume 2019 Issue 2
Code: 362019021P1 pages: 332

Quarterly National Accounts は、 経済アナリストによって最も広く用いられている国民経済計

算の統計が収録されている。 支出別および産業別の GDP、 資産別の総固定資本形成、

制度部門別の総固定資本形成、 可処分所得の構成要素などが、 すべて名目値と実

質値で収録されている。 貯蓄高、 純貸出、 所得ベースの名目 GDP の他、 人口と雇用

データ、 産業別の雇用も収録されている。 OECD 加盟 35 か国の他、 OECD 合計、 OECD-

Europe、 EU、 ユーロ圏、 G7 などの地域合計も収録している。
年間定期購読 ： 季刊

冊子 ： ISSN: 0257-7801  

2019 年価格 : \28,900

オンラインデータベース （年

間 ア ク セ ス ） : OECD National 

Accounts Statistics (package)

ISSN: 1608-1188  

2019 年価格 ： \77,400
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Taxation 
Country-by-Country Reporting – Compilation of Peer Review 

Reports (Phase 2)
Inclusive Framework on BEPS: Action 13

Code: ctp-2019-2461-en-print
ISBN: 9789264474635  
pages: 566  ¥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二弾で、 実施のあらゆ

る側面を検討した二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 116 カ国について審査を行っている。

Governance 
Digital Government in Chile – Digital Identity

Code: gov-2019-4014-en-print
ISBN: 9789264902435 
pages: 96  ¥3,200 

知人との付き合いでは、 その人の身分証明を求めようとは思わない。 初対面の人の

場合、 その人の自己紹介を信用する。 共通の知人の紹介による場合もある。 しかし政

府とのやり取りでは、 自分が誰か、 どこに住んでいるかなどを証明する必要がある。 デジ

タル身分証明 (DI) の提供は、 公共サービスの質を変えるという政府の意欲的な取り組み

に不可欠である。

本書は、 チリの DI の経験を他の OECD 加盟 13 カ国と比較して論じ、 DI を中核的なデ

ジタル政府インフラの一部とし、 調和の取れたサービス提供を可能にするものとして開発

するチリ政府の取り組みを支援している。 既存の各国の身分証明インフラ、 政策、 ガバ

ナンスの観点から身分証明の基礎、 技術的解決策、 採用に影響を及ぼす要因、 DI

により市民が自分のデータをより良く管理し、 透明性と影響の測定できるようになる方法に

ついての枠組みを用いている。

Digital Government in Chile – A Strategy to Enable Digital 
Transformation

Code: gov-2019-4023-en-print
ISBN: 9789264882850  
pages: 96  ¥3,200 

本書では、 2004 年以降のチリのデジタル政府戦略の設計と実施における進展、 達成

度、 課題を評価している。 チリ政府が将来的な戦略的決定を策定、 実施し、 公共部

門全体のデジタル能力開発を支援をすることを目的としている。 特に、 チリがデジタルア

プローチを日々の政府運営に埋め込むための全政府的アプローチを構築する方法につ

いて考察している。

チリ政府がこれまでの達成度の持続可能性を確保するためには、 公共機関全体でデ

ジタル政府戦略を共有し、 責任を負うべきである。
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Institutions Guaranteeing Access to Information
OECD and MENA Region

Code: gov-2019-4047-en-print
ISBN: 9789264392960  
pages: 164  ¥5,200 

本書は比較可能な表と正確な事例により、 OECD 加盟国の情報へのアクセス保証機

関 （IGAI） の全体像を提供している。 各機関について包括的な分析を提供するわけで

はないが、 IGAI の法制、 公正、 運営及び偶発的開示と情報要求を受けての公表に関

する使命について考察している。

同様に、 本書ではヨルダン、 レバノン、 モロッコ、 チュニジアの情報アクセス法制と、

これら国々の IGAI の法的実務的立場を総合的に分析している。 特に、 これらの国々の

市民が情報へのアクセス拡大を求めている現在、 こうした法制をより有効なものにする方

法を収録している。

Governance 

Tackling Fraud and Corruption Risks in the Slovak Republic
A Strategy with Key Actions for the European Structural and 

Investment Funds

Code: gov-2019-4049-en-print
ISBN: 9789264568167  
pages: 68  ¥3,200 

本書は、 スロバキアにおける欧州構造投資基金 （ESIF） に関わる不正行為と汚職を

防止する戦略の概要を収録している。 この基金を担当する当局のために、 その既存の

不正行為 ・ 汚職リスク管理慣行に基づいて的を絞った行動を提案している。 戦略と主

要な行動は、 公的高潔性に関する OECD 理事会勧告と欧州委員会の指針、 とりわけ

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)、 Institute of Internal Auditors 

(IIA)、 International Organization for Standardization (ISO) の国際基準を引用している。

Health for Everyone?
Social Inequalities in Health and Health Systems

Code: els-2019-4547-en-print
ISBN: 9789264731608  
pages: 100  ¥3,200 

健康は、 人々の幸福の主要素の一つである。 健康はそれ自体に価値があるが、 そ

れが社会、 教育、 労働市場などの成果に及ぼす影響を考慮すると、 健康状態が良

いまたは悪いということは充実した生産的な生活を送る機会に幅広く影響する。 しかし、

OECD 諸国においてさえ、 健康の不平等が継続しており、 包摂的成長の促進という目標

の達成を脅かしている。 本書では、 OECD 諸国と EU 諸国において医療及び医療制度の

不平等が、 多くで恵まれない環境にある人口グループの損害になっている全体像を明ら

かにしている。 様々な社会経済的背景を持つグループ間の医療の成果とリスク因子の

格差を評価している。 医療制度について、 本書では医療の利用度の不平等、 満たさ

れていないニーズ、 医療サービスの購入可能性を測定している。 こうした様々な側面そ

れぞれについて、 不平等のレベルが高い国、 中程度の国、 低い国を特定している。 医

療関連の不平等に、 包摂的成長と社会的不平等削減のための政策的戦略の主要素

の一つとして取り組むことを強く支持している。 また、 こうした不平等に国レベルで取り組む

方法をより詳細に分析するための枠組みも収録している。

Social Issues / Migration / Health 
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International Migration Outlook 2019

Code: els-2019-4972-en-print
ISBN: 9789264528345  
pages: 400  ¥17,000 

本書は、 OECD 諸国と少数の非加盟諸国における移民の移動の最新動向を分析して

いる。 また、 OECD 諸国の移民の労働市場における成果がどのように変化しているかも検

証している。 今年版では 2 つのトピックを特集している。 一つは OECD 諸国における短期

移民の労働市場への寄与、 もう一つは家族を伴って移民することが長期的な社会統合

に及ぼす影響である。 また、 国別報告と巻末統計資料を収録している。

Part-t ime and Part ly Equal:  Gender and Work in the 
Netherlands

Code: els-2019-5045-en-print
ISBN: 9789264666726  
pages: 55  ¥3,200

オランダは男女平等の多くの尺度では良好な結果を出しているが、 パートタイム就労を

する女性の割合が高いという問題が依然として存在している。 オランダの労働市場では、

女性の 60％近くがパートタイム就労で、 男性のパートタイム労働者数の 3 倍に上る。 労

働時間における男女格差は、 収入、 年金、 管理職への昇進スピード、 無償家事労

働の分担における男女格差につながっている。 こうした格差は特に子供を持つことで拡

大する。 母親が労働時間を減らして無償の家事労働を行う場合が多いからである。

オランダ政府は男女平等を達成する取り組みを倍加させなければならない。 社会政策

支援を改善することで、 男女間の平等な競争条件を設定し、 仕事の分担についてより

平等主義が取り入れられ、 有償無償双方の労働においてより男女平等の行動が促進

されることになる。

Social Issues / Migration / Health 

Education 
OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education
Student Assessment in Turkey

Code: edu-2019-3360-en-print
ISBN: 9789264942981  
pages: 252  ¥8,400 

小中学校における生徒の成績を向上させるために、 生徒の成績評価と教員の勤務

査定の政策とをもっと効果的に連携させるにはどうしたらよいのか。 この国別報告書シリー

ズは、国際的な視点から、評価政策が直面している主な問題を分析し、学校教育の質、

公平性、 効率を拡充するために改善できる点を明らかにしている。

トルコの教育制度は国際的にみて顕著な成功例である。 ここ数十年で教育を受ける

人の数は飛躍的に増加し、 初等教育は全ての子供が受けられるようになり、 中等教育

については他の中所得諸国を凌いでいる。 しかしその教育システムには格差もあり、 15

歳の生徒で生活及び仕事に必要な基礎的能力を身につけている人は半分程度に過ぎ

ない。

本書は UNICEF との共著で、 全ての生徒の実績を上げられるように、 生徒評価をもっと

有効に利用するにはどうすれば良いかを提案している。 教師の学級評価を拡充し、 国家

試験を通じて幅広いスキルを評価し、 学習の改善と教師の評価を支援するための新たな

全国的評価を用いることを提言している。



page: 6

Educating 21st Century Children
Emotional Well-being in the Digital Age

Code: edu-2019-3827-en-print
ISBN: 9789264563087  
pages: 280  ¥9,100 

今日の子供の暮らしはどのようなものか。 様々な尺度によると、 公的安全性の高まりと

身体的、 精神的健全性へ支援のおかげで、 子供の生活は以前と比べて明らかに改

善した。 新たなテクノロジーが、 子供の学習、 交流、 リラックスした生活を助け、 年齢

が高くより良い教育を受けた両親が、 子供の教育において積極的な役割を果たすことが

増えている。

それと同時に、 我々はこれまで以上にネットワークに接続されるようになり、 多くの

子供が歩いたり話したりできるようになる前からタブレット端末やスマートフォンに触れている。

21 世紀の子供は一人っ子が多く、 「ヘリコプターペアレント」 （子供を有害なものから守

るために常につきまとう親） にせき立てられている。 オンラインを無制限に利用できることに

加えて、偏在するデジタル社会では、ネットいじめ （学校から家庭まで子供について回る）

のような新たなリスクに晒されている。

本書では現代の子供の生活を検証し、 特に情動的幸福と新たなテクノロジーとの交

わりに注目している。 デジタル時代において親や友達との交流がどのように変化したかを

考察している。 デジタルユーザーとしての子供を観察し、 オンラインのリスクを最小限に抑

えつつ機会を生かす最良の方法を考察している。 本書では最後に、 デジタルリテラシー

と回復力を育成する方法について論じ、 特にパートナーシップ、 政策、 保護の役割に

注目している。

Education Policy Outlook 2019
Working Together to Help Students Achieve their Potential

Code: edu-2019-3834-en-print
ISBN: 9789264880191  
pages: 600  ¥19,500 

本書は、 教育機関と教育制度の観点から、 43 の教育制度の主要な教育課題の発

達と主要な教育政策を分析している。 主に 2015 ～ 19 年の教育政策の最近の動向を、

2008 ～ 14 年に採用された様々な教育制度と比較している。 本書には、 幼児教育から

高等教育、 生涯学習まで幅広く、 学校の改善、 成績評価、 ガバナンス、 資金調達

に関わるトピックについて、 約 460 の教育政策が収録されている （その内 200 以上につ

いて進捗状況またはインパクトの実証がある）。 「何がなされているのか」、 「なぜどのよう

にそれが機能しているのか」 を考察し、 政策をそれぞれの文脈で成功させるにはどうすれ

ば良いかをより良く理解する一助となっている。

Education 

Unlocking the Potential of Migrants in Germany

Code: skc-2019-4401-en-print
ISBN: 9789264772373  
pages: 116  ¥3,900 

ドイツの職業教育 ・ 訓練 （VET) 制度は、 若者がスキルを持って職業に就けるようにして

いるとして、 世界中で評価されている。 ドイツでは、 VET のおかげで教育から職業への移

行がスムースで、 労働市場の需要とも沿っている。 本書では、 2015 ～ 16 年に入国した

移民数の大幅な増加にどう対処するか、 というドイツの VET 制度に対する空前の試練に

焦点を当てている。本書では、移民がもたらす機会と課題の双方を考察している。ドイツは、

社会統合を実現するメカニズムとして VET にすでに相当な力を注いできたが、 それには正

当な理由がある。 実習は、 雇用主が実際に必要とするスキルを学習者に与えられるの

で、 社会統合を促進する。 本書では、 学習者が VET に参加し修了するまでに直面する

障壁を明らかにすると共に、 それに対処する方法を考察している。 さらに、 本書では VET

の提供と統合政策の管理方法に関して、 制度全体の問題についても論じている。 最後

に、 VET から脱落する恐れのある若者のために、 VET 制度の柔軟性を高める機会につい

ても考察している。
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Fostering Students' Creativity and Critical Thinking
What it Means in School

Code: edu-2019-4160-en-print
ISBN: 9789264943131  
pages: 350  ¥11,000 

創造性と批判的思考力は、 複雑でグローバル化され、 デジタル化が進む経済社会

において重要なスキルである。 教師も政策当局も創造性と批判的思考力を重要な学習

目標だと考えているが、 多くの人々にとっては学校でこうしたスキルを開発することの意味

が明らかではない。 それを実務者に対して可視化するために、 OECD は 11 カ国の学校及

び教員ネットワークと共同で、 初頭、 中等教育で創造性と批判的思考力を教え学ぶこ

との意味を実証する一連の教育資源を開発、 試験運用してきた。 授業計画の一連の

説明と事例を通して、 教員は感想を述べ、 提案された授業戦略を実施し、 仕事内容を

記録した。 検証研究への介入の有効性を把握する手段も開発、試験され、チーム・コー

ディネーターによって提供される実地への介入効果についての理解を補完している。

創造性と批判的思考力の主な要素は何か。 教師はそれを育むためにどのような教授

方法とアプローチを採れば良いのか。 校長は、 教師の専門性習得をどのように支援す

れば良いのか。 このプロジェクトに参加している教師のうちどのくらいの人が自分の授業方

法を変えたか。それが誰に対して機能しているかを知るにはどうすれば良いのか。これらは、

本書で取り上げている疑問の一部である。 本書では、 この国際プロジェクトの結果と教

訓をまとめている。

Education 

Unlocking the Potential of Migrants
Cross-country Analysis

Code: skc-2019-4402-en-print
ISBN: 9789264894150  
pages: 150  ¥4,500 

OECD 諸国に近年入国した庇護希望者数百万人の内、 大半は若者で、 職業教育 ・

訓練 （VET） を受け、 技能を身につけて仕事に就ける可能性がある。 本書は、 移民、

特に若い人道的移民の社会統合を促進するために VET を活用しようとしている政府とその

他関係者に助言を与えている。 本書には、 ドイツ、 イタリア、 スウェーデン、 スイスの政策

と事例を引用しているが、 その他の国際的な慣行も収録している。

本書は、移民が VET で成果を上げられる主なチャネルに焦点を当てている。 移民には、

VET によって得られる機会についての情報と、 後期中等教育段階にあたる VET を受けら

れる良質なプログラムを受けられるという情報を充分に与える必要がある。 一度入学した

ら VET プログラムを修了できるように、 的を絞った支援を提供すべきである。 OECD 諸国は、

移民と経済双方にとってより良い成果が上がるよう、 斬新な措置を導入している。 本書

では最後に、 多様かつ脆弱な出自の生徒を含む全ての人々に効果があるように、 ET 制

度をさらに強化し、 柔軟性と包摂性を高めることについて論じている。
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Employment
Working Better with Age 

Code: els-2019-4974-en-print
ISBN: 9789264537057  
pages: 80  ¥3,200 

現在人々の寿命は史上最長であるが、 個人にとっての恩恵が社会にとっては課題と

なり得る。 現在の就労、 退職のパターンを変えないと、 生産年齢の人々が支えなけれ

ばならない不就労高齢者の数は OECD 地域平均で 2018 年から 2050 年の間に約 40％

増加する。 そうなると生活水準の上昇にブレーキがかかると共に、 社会保険料を払う若

い世代に多大な圧力がかかる。 高齢労働者の雇用見通しの改善が不可欠である。 そ

れと同時に、 高齢者の就労意欲を削ぐために、 または就労を妨げるキャリアにおける個

人的な不利が積み重なるのを防ぐために、 人生のコース全般を視野に入れたアプロー

チが必要である。 これを改善するには、 各国はどうしたらよいのか。 国は高齢者により高

い労働意欲とより良い雇用の機会を与えることができるのか。 本書では、 主な課題とそ

れに対する政策提言とともに、 雇用可能性、 労働市場の需要、 高齢者の就労意欲を

促進する国際的なベストプラクティスを収録している。

OECD Labour Force Statistics 2019

Code:pac-2019-15213-en-print
ISBN: 9789264313217 
pages: 160  ¥17,000

Labour Force Statistics 年報は、 労働力、 雇用者数、 失業者数の男女別内訳や失業

期間、 雇用形態、 産業別雇用者数、 パートタイム雇用者数などに関する詳細な統計

を提供している。 また、 男女別と年齢層別の労働人口率と失業率、 主要な労働力構

成要素の比較表も掲載している。 OECD 加盟各国別の他、 OECD 全体、 ユーロ圏、 欧

州連合のデータが掲載されており、 大半の国について、 10 年分のデータを掲載している。

加盟国が統計作成時に利用した原資料と定義に関する情報も収録している。

Indigenous Employment and Skills Strategies in Australia

Code:cfe-2019-22614-en-print
ISBN: 9789264830219  
pages: 108  ¥3,200 

オーストラリア先住民の多くは、 将来的にデジタル化と自動化の影響を最も受けやすい

仕事に就いており、 彼らの雇用見通しを改善するために連携する斬新な方法が求められ

ている。 本書では、 オーストラリア先住民の雇用、 スキル、 起業の機会に関する量的、

質的データを検討している。 いくつかのケーススタディがシドニー市とパース市で雇用 ・

訓練提供者と共に実施され、 先住民に的を絞った雇用 ・ スキルプログラムの提供につ

いて理解することができた。 本書では、 オーストラリア先住民を良質な仕事に就けるように

するための重要な成功要因に焦点を当てると共に、 将来の雇用 ・ スキルプログラム設

計に関する提言を収録している。
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Science and Technology   
OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in 

Colombia

Code: sti-2019-1183-en-print
ISBN: 9789264623712  
pages: 190  ¥5,800 

本書は、 コロンビアのデジタル経済化の最近の動向を分析し、 デジタル化に関わる政

策を審査し、 この分野の政策の一貫性を高める提言を行っている。 コロンビアのデジタル

経済のためのインフラ、 電気通信市場、 関連の規制と政策について最近の動向を考

察している。 個人、 企業、 政府によるデジタル技術の利用状況を考察し、 普及促進策

を検証している。 また、 生産、 イノベーション、 雇用、 スキル習得などが提起する機会と

課題についても考察している。

本書では OECD の分野横断的プロジェクト "Going Digital: Making the Transformation Work for 

Growth and Well-being" の政策枠組みに基づいて、 これらの政策を様々な分野の間の一貫

性との関連で、 また政府省庁間、 中央 ・ 地方政府間、 団体間の相乗効果の創出の

ために、 再考している。

Agriculture and Food
Innovation, Productivity and Sustainability in Food and 

Agriculture
Main Findings from Country Reviews and Policy Lessons

Code: tad-2019-863-en-print
ISBN: 9789264875890  
pages: 180  ¥5,800 

安定した規制政策環境で良好に機能する市場は、 農業食料部門の生産性と持続

可能性を改善させる鍵を握っている。 本書には、 どうすれば政府の政策がイノベーション

へのインパクト、 構造変化、 天然資源の利用、 気候変動を通じて、 農業食料部門の

生産性と持続可能性を高められるかということについて、 一連の幅広い国別審査から得

られた主な結論と政策的教訓が収録されている。 政策環境の改善には、 市場を最も歪

曲し農家を非競争的で低所得の活動に従事させ、環境を破壊し、イノベーションを抑圧し、

構造改革と世代交代を鈍らせ、 回復力を弱める政策を廃止する必要がある。

農業政策は、 資源をもっと有効かつ持続可能な方法で利用するテクノロジーの進歩

と慣行を促進する措置に焦点を当てるべきである。 それは温室効果ガス排出の抑制にも

寄与する。 それと等しく重要なのは、 より協調的なアプローチ、 有効性の高いガバナン

スシステム、 長期戦略の開発、 国内外の関係者との関係強化、 包括的で一貫性の

ある評価方法である。農業食料研究への公的資金提供も重要だが、官民パートナーシッ

プを含む民間の取り組みも強化する必要がある。 最後に、 全体的な政策の一貫性を改

善することは、 信頼の構築と農業食料チェーンの各段階における政策の有効性向上に

寄与する。

Digital Opportunities for Better Agricultural Policies

Code: tad-2019-864-en-print
ISBN: 9789264459847  
pages: 234  ¥6,500 

最近のデジタルイノベーションは、 農業部門の情報格差と非対称性を埋め、 政策関

連の取引コストを引き下げ、 様々な好みを持つ人々が協力することでより良い政策をもた

らす機会を与えてくれる。 ケーススタディ 10 例と、 OECD の農業環境政策当局の経験に

関する質問票で集められた独自の新データを引用して、 本書では現行の農業環境政策

を改善する機会と新たなデジタル技術を活用した情報に基づく政策アプローチを採る機

会を考察している。 また、 政策にデジタルツールを活用する際に当局が直面する課題と、

デジタルツールの利用がもたらす新たなリスクについても考察している。 本書では、 政策

当局が課題に取り組みリスクを削減させてデジタルの機会を実現させる方法について、

実践的な助言を収録している。 最後に、 農業政策と農業環境政策にデジタルツールを

利用することが農業一般のデジタル化と一貫性を保てるようにするという観点から、 農業

部門のデジタル化を支える幅広い規制環境、 政策環境について簡潔に考察している。
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Agriculture and Food
Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture 

Code: tad-2019-865-en-print
ISBN: 9789264627437  
pages: 128  ¥3,900 

農業は温室効果ガス排出量を増やしているが、 同時にそれを削減する機会を有してお

り、 既存の世界的な排出削減の取り組みと世界の気温上昇を今世紀末までに 1.5℃か

ら 2℃に抑えるという目標とのギャップを埋める潜在力を持っている。 地球規模と農場規

模の分析を用いて、 農業部門からの排出量を削減するための様々な政策オプションの

有効性と、 競争力、 農場の所得、 食料安全保障、 政府の財政の双方を評価している。

排出削減の世界的な取り組みに寄与するためには、 各国政府は国の政策課題と目標

の文脈薙いでトレードオフを推し進める農業政策措置を設計する必要がある。 ほとんどの

国々が農業からの排出量を削減するための政策を実施していないため、 本書に収録さ

れている分析は、 政策動向に情報を提供するのに最適な時に公表されたといえる。

Making Blended Finance Work for Water and Sanitation
Unlocking Commercial Finance for SDG 6

Code: env-2019-2022-en-print
ISBN: 9789264767379  
pages: 120  ¥3,900 

上下水道への投資は、 持続可能な開発目標 （SDGs）、 特に上下水道の利用可能

性と持続的な管理をあらゆる人々に提供するという目標 6 を達成する前提条件である。

現在の投資不足を補うために必要な民間資金を動員するために開発資金を戦略的に

投資するにあたり、 ブレンドファイナンスが重要な役割を果たしうる。 しかしこれまでのところ、

ブレンドファイナンスは上下水道部門では本格的に導入されていない。 ブレンドファイナン

スモデルの現在の適用と将来的な可能性をより良く理解するためには、 より大きな実証基

盤が必要である。 本書は民間投資の立場から、次の 3 部門について詳細な考察を行っ

ている。 (1) 上下水道施設、 (2) 小規模のオフグリッド下水設備、 (3) 多目的上水インフ

ラと景観重視のアプローチ。 本書には、 革新的なブレンドファイナンスアプローチの採用

と拡大について、 政策当局と実務者への提言を収録している。

Environment 

OECD Environmental Performance Reviews: Latvia 2019

Code: env-2019-1938-en-print
ISBN: 9789264740143  
pages: 208  ¥5,800 

ラトビアは環境実績と人々の暮らし良さにおいて大きな進歩を遂げた。 多額の投資によ

り再生可能エネルギーの利用が増え、 家庭のエネルギー効率が改善し、 温室効果ガ

ス排出量が減少し、 上水道と廃棄物のサービス利用が拡大した。 しかし、 OECD の先進

諸国の水準にはまだほど遠い。 林業と農業は重要な経済的役割を担っているが、 生物

多様性に悪影響を及ぼしている。 生物多様性への配慮を経済発展政策の主流に取り

入れることが最優先すべき問題である。 低炭素循環型経済への移行を加速するために

は、 持続可能なインフラ、 ゴミの削減とリサイクル、 経済的手段の強化に対して大規模

な投資を行う必要がある。

本書はラトビアに対して初めて行われた環境実績審査の報告書である。 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、 特に廃棄物、 循環型経済への移行、

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。
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Environment 
Mining and Green Growth in the EECCA Region

Code: env-2019-2142-en-print
ISBN: 9789264436442  
pages: 64  ¥3,200 

東欧、 コーカサス、 中央アジア地域 （EECCA） のほとんどの国々で、 鉱業は雇用創

出と政府歳入に寄与する重要な経済部門である。 鉱業は長期的に環境に悪影響を与

える可能性があるが、 これらの国々の政府は鉱業部門の環境実績改善を支援し、 鉱

業がグリーン経済の進歩的な一翼を担えるようにする上で、 重要な役割を果たしている。

本書は、 EECCA 地域の鉱業の環境への影響を検証し、 政策当局に鉱業部門の環境

目標と競争目標とを調和させるための指針を提供している。

Promoting Clean Urban Public Transportation in Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and Moldova

Summary Report of Project Implementation 2016-2019

Code: env-2019-2179-en-print
ISBN: 9789264839199  
pages: 96  ¥3,200 

本書は、 EECCA 諸国におけるグリーン投資のための公的資金力強化に関する OECD の

プロジェクトの目的、 方法、 手段、 主な結論をまとめた報告書である。 2016 ～ 19 年に

行われたこのプロジェクトは、 パートナー諸国 （カザフスタン、 キルギス、 モルドバ） がそ

れぞれの国のエネルギー強度と炭素強度を減らして開発を持続可能な軌道に乗せるの

を支援することを目的としていた。 このプロジェクトでは、 各国担当省庁と共同で、 国際

的な優良慣行に沿った公共投資プログラムを立案した。 これらのプログラムでは、 国の

環境及び気候関連政策の主な目標に取り組んだ。 クリーンな公共交通プログラムでは、

特に大都市圏の交通部門が原因の大気汚染と温室効果ガス排出の削減に焦点を当

てた。 希少な公的資金を利用して、環境便益と社会経済的便益を共に創出するプロジェ

クトへの民間投資を奨励する方法を明らかにしようとしている。

International Trade by Commodity Statistics, Volume 2019 
Issue 6

Austria, Korea, Slovenia, Spain, Turkey, OECD Total, EU28-Extra
Code: 342019061P1 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 

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



page: 12

Development 
Latin American Economic Outlook 2019
Development in Transition

Code: dev-2019-1796-en-print
ISBN: 9789264313750  
pages: 220  ¥7,100

南米 ・ カリブ諸国は、 今世紀初頭以来顕著な社会経済的進歩を経験している。 各

国はマクロ経済条件を強化し、生活水準を向上させ、貧困と不平等を削減した。 しかし、

深刻な構造的脆弱性は依然として残っており、 新たな問題も浮上している。 その多くは、

これらの国々がより所得が高く開発が進んだ段階へと移行していることと結びついている。

本書は、 この地域の発展の道のりに対して、 新たな分析的アプローチを提示している。

本書では生産性、社会的脆弱性、制度、環境に関わる 4 つの開発の罠を評価している。

これらの罠に対処するための地域の機会を概観し、 グローバルな公益と各国の開発課

題との相互作用とつながりを改善する方法を模索している。 これらは全て国連 2030 アジェ

ンダの文脈の中で行われている。 本書は、 各国国内の能力を向上させ、 持続可能な

開発を地域のあらゆる人々の利益になるようにするという取り組みを支援するためのまとめ

るための、 国際協力の新たなビジョンを採用するよう呼びかけている。

Urban, Rural and Regional Development
OECD Territorial Reviews
Hamburg Metropolitan Region, Germany

Code:cfe-2019-22578-en-print
ISBN: 9789264365735 
pages186  ¥5,800 

ドイツ国土の約 8％を占めるハンブルグ大都市圏は、 ドイツで二番目に大きい地域であ

る。 本書では、 同地域を競争力、 イノベーション、 持続可能な都市及び地域開発とい

う観点から考察している。

OECD Mining Regions and Cities Case Study
Outokumpu and North Karelia, Finland

Code: cfe-2019-22618-en-print
ISBN: 9789264524880  
pages: 140  ¥4,500 

本書では、 フィンランドのオウトクンプ市と北カレリア地方が国の鉱工業戦略において主

導的役割を担い、 持続可能な経済成長を実現できるようにするための 12 の提言を収録

している。 提言は、 地域の鉱業バリューチェーンの潜在力を動員することに焦点を当て、

経済成長の源を多様化、 新規開拓し、 ガバナンスを改善することを挙げている。 これは、

知識共有と生産性向上のための協力、 都市及び地域の幸福度拡充のためのプラット

フォームを構築するプロジェクトの一環で、特に鉱物資源部門 （鉄鋼、鉱物、エネルギー

資源） に焦点を当てている。
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タイの経済と社会―OECD 多角的国家分析
門田　清.訳

タイは着実な成長により成熟した国際社会での一牽引役としての役割を果たす必要

がある。 本書は、人間を基本に経済社会的観点から SDGs 構成分野の分析を行い、

タイの包摂的開発、 SDGs 実現に向け、 制約要因を指摘し推奨政策措置を提示して

いる。

(OECD Development Pathways: Multi-Dimensional Review of Thailand Volume 1, 
2018)
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