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The Financial System

New Approaches to Economic Challenges (NAEC) イニシアチブは、 世界金融危機から

得られた教訓を活かすために設立され、 現在は新型コロナのパンデミックが引き起

こしている大規模な危機に取り組んでいる。 本書は、 一連の専門家の意見と提

案を幅広く収録している。 NAEC は、 金融制度についてより多くの知識を得たいと願

う人々に専門家の知見を共有している。 彼らは金融制度の理論とモデル、 通貨

や保険、 資産管理、 そしてその相互の関係といった様々な構成要素の役割につ

いて論じている。 そして、 金融制度をより危機対応能力を備えたものにするために、

金融制度がどのような貢献ができるかを提言している。

Code: sge-2020-3-en-print
ISBN: 9789264324329  
pages: 120  ¥3,900

Economics 

OECD Investment Policy Reviews: Myanmar 2020

Code: daf-2020-252-en-print
ISBN: 9789264808713  
pages: 280  ¥9,100

2014 年に行われたミャンマーに対する初の投資政策レビューから 6 年が経ち、ミャ

ンマーでは投資政策と関連する領域において大幅な進歩が見られている。 それ

でも、 最近の投資環境の見直しのメリットを広く共有し環境面で持続可能で、 究

極的には持続可能な開発目標 (SDGs) に貢献するために、 改革の機運を維持し、

深める必要がある。 この第 2 回の投資政策レビューでは、 最近の成果を評価し、

実現可能なビジネス環境を育み恩恵が社会全体で共有されるようにするために、

いくつかの政策分野で残されている課題がどのようなものかを明らかにしている。 本

書では特に、 海外投資がいかにミャンマーの SDGs 達成を助け、 人々の暮らしを

改善しているかという点に重きを置いている。
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Finance & Investment 

Main Economic Indicators, Volume 2020 Issue 11
Code: pac-2019-30045-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/d45f979e-en
https://doi.org/10.1787/d7984f44-en
https://doi.org/10.1787/mei-v2010-12-en-fr
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Tax Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact 
Assessment

Inclusive Framework on BEPS

Code: ctp-2020-552-en-print
ISBN: 9789264495074 
pages: 284   ¥9,100

OECD/G20 の税源浸食と利益移転 (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) プロジェクトは、

BEPS Action 1 Report を公表して、 経済のデジタル化で生じる租税問題に対処するため

のプロジェクトの土台を築いた。 それ以来、 OECD/G20 BEPS 包摂的枠組みはこの問

題に取り組み、 G20 の要請に応えて 2018 年 3 月には中間報告書を作成した。

包摂的枠組みは 2019 年 5 月に作業プログラムを採択し、 2019 年 6 月に G20 財

務大臣と G20 首脳によって承認された。 作業プログラムは、 多角的な合意に基づく

解決のための基礎を形成する 2 本の柱を提案した。 また、 OECD 事務局がこの提案

の経済的影響評価を実施して包摂的枠組みの全上国がこの提案にかかわる主要

な決定の経済的影響と税収への影響についての情報をすべて得られるようにしてい

る。

本書では、 経済のデジタル化によって生じる租税問題に対処するために、 第一、

第二の柱という提案の経済的影響と税収への影響を、 包摂的枠組みによる議論に

基づいて事前評価している。

Taxation 

Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two 
Blueprint

Inclusive Framework on BEPS

Code: ctp-2020-578-en-print
ISBN: 9789264812390 
pages: 248   ¥7,100

OECD/G20 の BEPS プロジェクトは、 BEPS に取り組むために合意に基づく国際的な税

務ルールを作り、 税収基盤を保護しつつ納税者の確実性と予測可能性を高めること

を目的としている。 デジタル化がもたらす租税問題に対処することは、 2015 年に BEPS 

Action 1 Report が公表されて以来、 OECD/G20 の BEPS 包摂的枠組みの最優先事項

である。 この問題に取り組み、 G20 の要請に応えて 2018 年 3 月に中間報告書を作

成した。 2019 年には、 包摂的枠組みは、 デジタル化によって生じる租税問題への合

意に基づく解決策のための土台を形成する、 2 本の柱からなる提案を調査することで

合意した。 同年、 第一の柱と第二の柱についての作業プログラムが採択され、 G20

で承認された。

本書では、 BEPS の残された問題に対処する世界的最低税の設計にかかわるオプ

ションと問題について考察している。

Taxation and Philanthropy

Code: ctp-2020-542-en-print
ISBN: 9789264631144 
pages: 120   ¥3,900 

本書では、 OECD 加盟国及びパートナー諸国 40 か国における慈善団体及び寄付

にかかわる税制措置の詳細を収録している。 まず慈善活動への優遇税制措置に対

する賛否両論を検討している。 続いて、 パートナー諸国 40 か国における慈善団体

及び寄付の税制措置を、 各国及び国際的な文脈の双方から考察している。 最後

にこの分析に基づいて、 各国が検討すべき様々な税制オプションを強調している。

https://doi.org/10.1787/df434a77-en
https://doi.org/10.1787/0e3cc2d4-en
https://doi.org/10.1787/0e3cc2d4-en
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Taxation 

Governance 
Shaping the Future of Regulators
The Impact of Emerging Technologies on Economic Regulators

Code: gov-2020-679-en-print
ISBN: 9789264492486  
pages: 100  ¥3,200

新しい技術が登場するペースが速く範囲が広いことが、 政府と規制当局に大転

換をもたらしている。 それは、 例えば従来の市場の定義を不鮮明にしたり、 国内外の

行政の枠を超えさせることで、 経済規制に課題をもたらしている。 それと同時に、 デ

ジタル転換は規制当局そのものにとって、 規制とその周知を改善するためにデータと

デジタルツールの力を生かせる素晴らしい機会である。 それをつかむには、 目的にか

なった規制枠組みとガバナンスの取り決めが必要である。 本書では、 OECD Network 

of Economic Regulators の加盟国が提出した、 規制当局がこれらの問題をどのように分

析し取り組んでいるかに焦点を当てた事例をまとめている。 事例は 9 か国から、 幅広

い部門 （通信、 交通、 エネルギー、 環境保護） について集められ、 規制当局が

監督している部門におけるイノベーションに彼らがどのように対応しているかという具体

例を提供している。

Revenue Statistics in Africa 2020 - 1990-2018

Code: ctp-2020-551-enfr-print
ISBN: 9789264952003 
pages: 370    ¥11,700 

「本書は OECD の Centre for Tax Policy and Administration と OECD 開発センター、 アフリ

カ連合委員会 (AUC)、 アフリカ税務行政フォーラム (ATAF) の共著で、 アイルランド、

日本、 ルクセンブルク、 ノルウェー、 スウェーデン、 英国の各国政府から資金援助

を受けて執筆されている。 アフリカ 30 カ国 （ボツワナ、ブルキナファソ、カーボベルデ、

カメルーン、 チャド、 コンゴ共和国、 コンゴ民主共和国、 コートジボワール、 エジプト、

赤道ギニア、 エスワティニ、 ガーナ、 ケニヤ、 レソト、 マダガスカル、 マラウィ、 マリ、

モーリタニア、 モーリシャス、 モロッコ、 ナミビア、 ニジェール、 ナイジェリア、 ルワンダ、

セネガル、 セイシェル、 南アフリカ、 トーゴ、 チュニジア、 ウガンダ） について、 比較

可能な税収と非税収の統計を収録している。 モデルとなったのは確立された方法論

に基づいてた OECD Revenue Statistics データベースである。 OECD の方法論をアフリカ諸

国にも拡大したことで、 アフリカ諸国と OECD 諸国、 南米、 カリブ諸国、 アジア ・ 太

平洋諸国の税収と租税構造を一貫した基準で比較できるようになっている。

特集 ： 新型コロナウイルスとアフリカ大陸自由貿易圏 (AfCFTA) ； アフリカにおける

国内の歳入増のリスクと機会

Auditing Decentralised Policies in Brazil
Collaborative and Evidence-Based Approaches for Better Outcomes

Code: gov-2020-694-en-print
ISBN: 9789264851450  
pages: 168  ¥5,200

公共政策と、 教育や医療、 福祉、 インフラ、 公衆衛生といったサービスは次第

に発展し、 様々なレベルの政府 （国、 地方、 自治体） によって提供されているが、

調整とガバナンスの問題が生じている。 本書では、 ブラジルの 33 の商業裁判所が、

監査を含む監督機能を用いて分権政策の有効性と一貫性をどのように高められるか

を論じている。 本書では、 裁判所の協力の仕方を改善するための 3 年プロジェクトの

結果をまとめている。 多角的ガバナンスを評価するための監査機関のモデルを提供

し、 ブラジルの商業裁判所間の協力を強化するためのガバナンスモデルについて考

察している。 これらのアプローチは、 他の最高監査機関に中央政府、 地方政府が

かかわる分権化された政策とプログラムを監査するための情報を与えてくれる。

https://doi.org/10.1787/14e1edb1-en-fr
https://doi.org/10.1787/db481aa3-en
https://doi.org/10.1787/30023307-en
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Benchmarking the Performance of China's Education System

Code: edu-2020-1037-en-print
ISBN: 9789264172715  
pages: 148  ¥5,200

本書は、 中国の教育制度の強みと改善すべき点の双方について評価を行ってい

る。 中国の教育制度のインプットとアウトプットを明確にし、 中国で現在実施されてい

る政策と実践をまとめ、 中国の教育制度が学習環境、 カリキュラムと授業、 生徒

の成績、 教育ガバナンスという相互に関連する 4 領域においてどのような実績を上

げているかを詳細に分析している。 さらに、 本書では中国とその他の良好な成績を

上げている国々の教育制度を比較し、 両者に共通する、 または異なるパターンを明

らかにし、 世界中の国々の教育制度について検討材料を提供している。

Education 

Global Teaching InSights
A Video Study of Teaching

Code: edu-2020-1341-en-print
ISBN: 9789264698017  
pages: 308  ¥8,400

授業とはどのようなものか。 どのような方法が最も影響力があるか。 この研究では、

教室で行われている授業を直接観察することで新たな調査方法を試し、 世界中の

生徒の成績を上げるためにこれらの重要な問題に光を当てた。 本書では、 8 か国 ・

地域の授業管理、 社会 ・ 情緒的支援、 教室での指導実践について、 授業の録

画情報と指導資料の観察結果、 教員と生徒へのアンケートの分析、 生徒の認知

的 ・ 非認知的成果の測定結果を用いて詳細に解説している。

OECD Skills Strategy Implementation Guidance for Latvia
Developing Latvia’s Education Development Guidelines 2021-2027

Code: skc-2020-190-en-print
ISBN: 9789264847316  
pages: 132  ¥3,900

ラトビアは、将来の成功に向かうために、「教育開発ガイドライン 2021~2027」 を開発し、

スキル開発に不可欠な政策イニシアチブを明らかにしている。 このガイドラインでは、 ラ

トビアが仕事と社会を豊かにするために市民にいかにスキルを身に着けさせるかを概

観している。 ラトビアの教育 ・ スキル制度の強みと弱みの実証から、 関連する政策

の優先順位がわかる。 省庁、 様々な政府レベル、 教育訓練の提供者、 雇用主、

労働組合、 非営利団体、 学習者という幅広い関係者が、 このガイドラインの開発

に携わり、 これらのイニシアチブの実施に協力すると約束している。

将来を見据えて、 ラトビアが政策的優先事項を成功裏に実施しガイドラインによって

設定された目標を達成するためには、 まだ多くの課題がある。 新型コロナ危機が思

い出させてくれたように、 将来は不確定で、 したがって将来の課題を乗り越えチャンス

をつかむために、 あらゆる計画を立てておかなければならない。

OECD のスキル戦略評価と提言の段階を元に、 実施ガイダンスの段階では、 ラトビ

アによる 「教育開発ガイドライン 2021~2027」 の開発を、 政策行動の選択や指標制

度の改善、 実施指標の選択などについての指針を提供することで支援している。

https://doi.org/10.1787/4ab33702-en
https://doi.org/10.1787/20d6f36b-en
https://doi.org/10.1787/ebc98a53-en
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Social Issues / Migration / Health 
Health at a Glance: Europe 2020
State of Health in the EU Cycle

Code: els-2020-648-en-print
ISBN: 9789264365643  
pages: 236  ¥7,100 

本書は、 新型コロナ危機の影響に焦点を当てている。 第 1 章では、 新型コロナ

のパンデミックに対する欧州諸国の医療制度の対応能力と、 過去 100 年で最悪と

も言われるパンデミックを抑え対処する能力についての初期評価を行っている。 第 2

章では、 欧州諸国においてもう一つの主要な健康問題である大気汚染の大規模な

健康被害について評価し、 大気汚染の健康被害と死亡率を抑えるために汚染を緩

和する持続的な取り組みの必要性を強調している。 その他の章では、 EU 加盟 27 か

国、 加盟候補 5 か国、 欧州自由貿易連合加盟 3 か国、 そして英国の医療と医

療制度についての主な指標を収録している。 本書は、 EU における健全性調査の第

一弾である。

Employment
Job Creation and Local Economic Development 2020
Rebuilding Better

Code: cfe-2020-806-en-print
ISBN: 9789264575653  
pages: 140  ¥3,900

新型コロナが地域の雇用と労働者に及ぼしている影響は、 2008 年の世界金融危

機とは比べものにならないほど大きい。 本書では、 地域の労働市場への短期的な

影響と、地域の発展にとっての長期的意味合いの双方を考察している。 第 1 章では、

今回の危機が地域の雇用に及ぼしている直近の影響、 パンデミック以前から存在

する各地域の労働市場内及び複数の労働市場間の格差、 起こりうる復興パターン

の多様化などについて論じている。 第 2 章では、 新型コロナが加速させるであろう傾

向 （デジタル化、 仕事の自動化、 スキルの二極化 ； 環境に配慮した雇用への転

換）、 あるいは新型コロナによって鈍化する傾向 （世界的供給網の再構築、 大都

市への高技能労働者の集中） について考察している。 第 3 章は、 復興に向けた

地域の活動を取り上げている。 雇用紹介とスキル向上への需要の高まりに応えるた

めに、 地方の雇用サービスと訓練提供者を強化する戦略に焦点を当てている。 これ

は特に、 最も不利な立場の労働者 （若者、 低技能労働者、 女性） または、 危

機の打撃が最も深刻な企業と部門 （観光業、 文化関連、 接客業） のためのビジ

ネス開発にとって必要である。 また、 地域発展の未来について再考し、 リモートワー

クの普及で生じている雇用の地理的変化のメリットや社会経済などのその他の機会を

生かすことで、 「より良い復興」 のための戦略とツールについて検討している。

https://doi.org/10.1787/82129230-en
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Science and Technology   
OECD Digital Economy Outlook 2020

Code: sti-2020-206-en-print
ISBN: 9789264424760  
pages: 316  ¥10,400 

OECD Digital Economy Outlook は、 デジタル経済の傾向を検証し、 新たに出現している

機会と課題を分析している。 本書は、 OECD 諸国、 パートナー諸国が情報通信技

術 (ICT) とインターネットの進歩を公共政策目標の達成にどのように活用しているかに

注目している。 比較評価をとおして、 規制慣行と政策オプションに携わる政策当局

がイノベーションと包摂的成長を牽引するものとしてのデジタル経済の能力を最大限

活用できるように、 情報を提供している。

この 2020 年版は第 3 版で、デジタル経済の需給両サイドに関して収斂している傾向、

政策動向、 データを総合的に概観し、 デジタル転換がどのような影響を経済社会に

与えているかを明らかにしている。 最後に、 新型コロナのパンデミックがデジタル転換

の機会と課題をどの程度増幅させているかという点に特に注目している。

OECD Development Co-operation Peer Reviews: United 
Kingdom 2020

Code: dcd-2020-137-en-print
ISBN: 9789264430709  
pages: 128  ¥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。 英国は、 安

定、 包摂性、 繁栄を促進するために、 実証に基づくアプローチ用いてその国際的

な地位と力を発揮しており、 ODA として国民所得の 0.7％を継続的に拠出している。 そ

の経験の深さと広がりは、 柔軟な資金供与制度と強い国家的プレゼンスと相まって、

英国が、 これらの ODA 資源を開発途上国のニーズに焦点を当てるとともに、 国として

の長期的利益を守ることを可能にしている。 国際開発支援に対する全政府的ビジョ

ンを明確化することで、 英国は政策優先事項を確認し、 国民の関与を促すことがで

きる。 有効なパートナーシップと制度面での能力を開発途上国に構築するための措

置を講じることで、 英国は開発プロセスの主導権を握り、 継続的変化に寄与するこ

とができるだろう。

 

Development 

OECD Development Co-operation Peer Reviews: Belgium 2020

Code: dcd-2020-269-en-print
ISBN: 9789264905719  
pages: 108  ¥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。

ベルギーは、 後発開発途上国と脆弱な環境に対して大きな発言力を持っている。

パートナーシップ原則に基づいて、 同国は国際機関、 市民社会、 民間組織がその

使命を果たせるよう支援している。 ベルギーは制度改革の時期を乗り越え、 本書で

はその開発協力政策への管理を強化するよう提言を行っている。 また、 人道 - 開発

- 平和というつながりをどのように強化し、 心的資源管理をどのように改善するかにつ

いても助言を行っている。

https://doi.org/10.1787/bb167041-en
https://doi.org/10.1787/43b42243-en
https://doi.org/10.1787/026f1aad-en
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Managing Environmental and Energy Transitions for Regions 
and Cities

Code: cfe-2020-801-en-print
ISBN: 9789264791848  
pages: 144  ¥3,900

本書では、 地域と都市がゼロエミッションの循環型経済に 2050 年までに移行でき

るようにするにはどうすべきかということについて指針を提供しており、 具体的で意欲的

な移行の道筋を特定、 実施しようとするあらゆる政策当局に向けたものである。 本書

では、 都市、 地方、 農村部がエネルギーの供給、 転換、 利用、 移動手段の転換、

土地利用の現状などの様々な政策領域においてどのように変化を管理できるかを論

じている。 2019 年に OECD と欧州委員会が開催した、 一連のハイレベル会議から生

まれた学術関係者と政策の専門家との議論を評価している。本書では、ゼロエミッショ

ン経済への移行、 循環型経済への移行、 都市の変化、 農村部の変化、 移行た

めの資金調達と規模拡大などに関する先端的な考え方と実例をまとめ、 都市、 地

方、 農村部の政策当局がトレードオフを管理し、 環境及びエネルギーの転換を促進、

実現するのを支援するための、 分野横断的教訓を特定している。

Urban, Rural and Regional Development

https://doi.org/10.1787/f0c6621f-en
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日本語翻訳出版

本体 6,000 円＋税

ISBN: 9784750351018

ページ数 : 248 ページ

出版年月日 : 2020/10/31

図表でみる世界の保健医療　OECD インディケータ（2019 年版）

鐘ヶ江　葉子 監訳 ／ 村澤　秀樹 訳

医療を取り巻く状況を国際的に比較 ・ 評価するデータ集。 最新の指標を国際比

較が可能な形で提示。 健康状態、 健康の危険因子、 医療へのアクセス、 医療

の質とアウトカム、 保健医療支出、 保健医療労働力、 保健医療活動、 医薬品

部門、 高齢化と介護の主要 9 分野。

(Health at a Glance 2019 OECD Indicators, 2019)

本体 6,800 円＋税

ISBN: 9784750351001

ページ数 : 232 ページ

出版年月日 : 2020/11/28

図表でみる世界の行政改革　OECD インディケータ（2019 年版）

平井　文三 訳

政府 ・ 行政を取り巻く状況を国際比較可能な形で提示。 主要分野は、 財政と

経済、 公共部門の雇用、 組織、 予算編成の慣行と手続、 人的資源マネジメント、

規制のガバナンス、 公共調達、 デジタル政府とオープン ・ ガバメント ・ データ、 中

核的な政府の結果、 国民へのサービス提供。

(Government at a Glance 2019, 2019)

https://www.akashi.co.jp/book/b548529.html
https://www.akashi.co.jp/book/b552599.html



