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OECD Economic Outlook, Volume 2020 Issue 2

新型コロナウイルスのパンデミックは、 世界経済に大きな影を落とし、 経済見通

しは非常に不確実である。 今号では、 新型コロナが経済に及ぼす影響を分析し、

生産、 雇用、 物価、 財政及び経常収支の予測を行っている。

本書では、 マクロ経済情勢に関する総合評価、 新型コロナのパンデミックに関

わる現在の政策問題、そして各国の動向と経済予測についての章を収録している。

OECD 加盟国の他、 主なパートナー諸国についても分析を行っている。 Code: eco-2020-929-en-print
ISBN: 9789264680135  
pages: 264 ¥14,300 

Economics 

OECD Economic Surveys: United Kingdom 2020

Code: eco-2020-825-en-print
ISBN: 9789264715240  
pages :  ¥6,500

英国は、 多くの国々と同様新型コロナウイルスの発生により深刻な打撃を受け

ている。 パンデミックを抑え込むために厳格なロックダウン措置が不可欠であった

が、 それによって多くの主要部門の活動が停止した。 英国では制限は緩和された

が、 現在、 産業活動と雇用の混乱が長引いており、 弱い生産性の伸びや不平

等、 子供の貧困、 地域格差といった新型コロナ以前からある問題を深刻化させ

る恐れがある。 感染の第二波を避けるために続けられている措置は、 経済的影

響を管理するために注意深く調整する必要がある。 英国は、 多くの側面で比較的

高い幸福度を実現していた。 しかし、 生産性と投資の伸びは近年弱く、 意欲的

な改革目標を掲げることが、 持続可能な回復の鍵を握っている。 英国経済が深く

組み込まれている EU 統一市場からの離脱は、新たな経済的課題をもたらしている。

新型コロナ危機と今後の貿易関係に関して現在下される決定は、 今後数年間の

同国の経済的軌道に長く影響を及ぼすことになるだろう。

特集 ： 新型コロナ危機 ； EU 離脱 ； 生産性
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OECD Economic Surveys: Finland 2020

Code: eco-2020-940-en-print
ISBN: 9789264362222  
pages: 120  ¥6,500 

新型コロナウイルスのパンデミックにより、 フィンランドは、 他のほとんどの OECD 諸国

ほど深刻ではないものの、不況に陥っている。 同国は、自発的な移動制限とタイムリー

な封じ込め措置を組み合わせることで、 ウイルス感染の第一波を抑え込むことに成功

しており、 第二波にも同じ方法で対処している。 しかし、 多くの人々が一時解雇され

ており、 家計と企業の所得を支援するための予算コストは相当な規模に上っている。

経済が回復軌道に乗ったら、 今後 10 年間で構造的赤字を削減するという政府の

目標を達成するために、 厳しい財政再建措置が必要になる。 早期退職の道を塞ぐ

ことが、 この目標達成に大きく寄与するだろう。

特集 ： 雇用を増やす

年間定期購読 ： 年 2 回刊行 （6 月 ・ 12 月）

冊子 ： ISSN: 0474-5574 

2021 年価格 : ¥25,300

オンラインデータベース ： ISSN: 1608-1153

2021 年価格 : ¥69,500

https://doi.org/10.1787/39a88ab1-en
https://doi.org/10.1787/2f684241-en
https://doi.org/10.1787/673aeb7f-en
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Economics 
OECD Economic Surveys: Germany 2020

Code: eco-2020-931-en-print
ISBN: 9789264317192  
pages: 152  ¥6,500 

ドイツ経済は、 新型コロナウイルスのパンデミックによって、 2020 年には深刻な不況

に陥った。 政府の強力な対策によって医療が支えられ、 雇用と企業が守られてい

る。 危機対応の中には、 エネルギー転換とデジタル転換がもたらす構造的課題に

対処するための投資の増加も含まれている。 インフラの未処理分を解決するには、 イ

ンフラ構築の問題を取り除くだけでなく、 更なる公共投資が必要である。 交通部門と

熱部門における炭素価格制度は、 温室効果ガスの削減に寄与するであろうが、 目

標達成には更なる取り組みが求められる。 ドイツ政府は、 デジタル転換に伴ういくつ

かの障壁にはうまく対処しているが、 その便益を完全に手にするには、 まだ課題が残

されている。 行政の負担を軽減し、 資金調達をしやすくしてデジタル政府への進展を

加速することで接続性の弱点を克服し、 知識型資本への投資を促進し、 回復期に

企業を活性化することが、 技術の普及と生産性の向上に寄与することになる。 デジ

タル環境で誰もが成功できるようにするには、 コンピュータ思考を早期に採り入れ、 学

校におけるデジタル技術の有効利用を確保するための教員訓練を強化する必要が

ある。

特集 ： デジタル転換の便益を得る

OECD Economic Surveys: Thailand 2020
Economic Assessment

Code: eco-2020-824-en-print
ISBN: 9789264533073  
pages: 159  ¥6,500 

過去数十年間に、 タイは顕著な経済的、 社会的進歩を遂げてきたが、 新型コロ

ナ危機により中断している。 同国は健全なマクロ経済政策枠組みのおかげで、 急

激な不況に早急に対処することができた。 それでも、 高所得国の仲間入りを果たす

には、 強力な復興プログラムだけでなく、 生産性の伸びと人材蓄積に焦点を当てた

一連の政策改革が必要である。 タイでは、 教育の受けやすさが顕著に高まっており、

高学歴労働者の割合が大幅に増加した。 しかし、 スキルミスマッチのせいで様々な

職業と産業において深刻な労働力不足が起きており、 職業教育と成人の訓練プロ

グラムの改善が急務となっている。 サービ需要が世界的に高まっていることから、 タイ

は、 サービス輸出を増やし、 経済活動を多様化して予期せぬショックへの対応能力

を高める機会を手にしている。その中には、製品の価値の大部分を占めるデジタルサー

ビスや企業間サービスに注力することも含まれている。 人材、 スキル、 デジタル技術、

高価値のサービスに焦点を当てることで、 タイは、 新型コロナ危機後に強い経済成

長と社会的進歩を再び実現することができる。

特集 ： 人材 ； サービス貿易

OECD Economic Surveys: Czech Republic 2020

Code: eco-2020-939-en-print
ISBN: 9789264413672 
pages: 110  ¥6,500 

チェコは、 長い時間をかけて OECD 諸国の平均所得に追いついてきたが、 現在は

新型コロナのパンデミックの社会経済的影響と闘っている。 厳しい封じ込め措置の

せいで不況に陥ったが、 当局は所得と雇用、 流動性を維持するために寛大な支援

を行った。 経済は緩やかに回復すると見られている。 今回の危機で、 低い生産性

の伸び、 母親の低い労働参加率、 人口高齢化の圧力、 高いエネルギー ・ 炭素

依存度といった長期的な課題への取り組みを継続させる必要性が浮き彫りになった。

持続可能な成長により生活水準が向上し、 財政 ・ 金融政策の余地が得られる。 さ

らに、 不平等は全体的にあまり大きくないものの、 所得と貧困は地域間で大きな差

があり、 その差は次第に広がっている。 チェコの自治体数 （人口比） は OECD 諸国

中最も高く、 縦割り行政の弊害に苦しんでいる。 その結果、 地方の能力が欠如して

公的サービスの質が影響を受け、 有効な開発プロジェクトの利用が妨げられている。

特集 ： 行政と財政の地方分権化の促進

https://doi.org/10.1787/91973c69-en
https://doi.org/10.1787/ad2e50fa-en
https://doi.org/10.1787/1b180a5a-en
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Economics 
OECD Economic Surveys: Lithuania 2020

Code: eco-2020-826-en-print
ISBN: 9789264701809 
pages: 130  ¥6,500 

リトアニア経済は、 輸出と投資の増加に牽引され、 また健全なマクロ経済枠組み

と好条件のビジネス環境に後押しされて良好な実績を上げ、 先進諸国に急速に追

いつこうとしている。 独立以来初めて、 同国からの流出者より流入者の方が多くなっ

た。 新型コロナ危機のピークも、 機能的な医療制度と有効な封じ込め措置のおか

げでロックダウンが比較的短期間で済み、 欧州の他の国々と比べて緩やかだった。

しかし、 繁栄は全ての人々と地域に行き渡っているわけではない。 改革をさらに進め

ることで、 これまでの成果を維持することができる。 適切な所得支援を、 特に高齢者

のように必要としている人々に提供し、 良質な社会的サービスも提供する一方で、 そ

うした人々の労働市場への参入を促すことで、 貧困を削減することができる。 地方 ・

地域の制度を強化し特に農村部において教育 ・ 訓練を改善するとともに住宅市場

の柔軟性を高めることで、 地域の発展をよりバランスの取れたものにすることができる。

最後に、 規制枠組みを強化し、 国有企業の範囲を削減し、 低炭素経済に移行す

ることで、 生産性が高まるとともに回復力のある持続可能な成長が可能になる。

特集 ： 貧困の削減 ； 地域の発展支援

OECD Economic Surveys: Brazil 2020

Code: eco-2020-927-en-print
ISBN: 9789264768147  
pages: 120  ¥6,500 

新型コロナウイルスのパンデミックにより、 ブラジルは人的被害と深刻な不況に苦し

んでいる。 この危機に対してタイムリーかつ断固たる経済政策が採られ、 数百万に

上るブラジル国民が支援を受けた。 しかし、不況から強く包摂的な復興を遂げるには、

長期的に経済政策を改善する必要がある。 ブラジルは大きな債務負担を抱えてい

るが、 それがパンデミックでより深刻化しており、 財政改善は最優先課題の一つであ

る。 公的支出は、 汚職との闘いや経済犯罪対策における過去の成果を元により効

率化する必要がある。 社会保障は、 最も有効な政策と便益により焦点を当てること

で強化でき、 それによって不平等と貧困を大幅に削減することができる。 強い成長の

実現は、 生産性を向上させられるかにかかっているが、 生産性は過去数十年間実

質的に低迷している。 生産性の向上には、 その元になっている政策課題、 つまり規

制負担の軽減、 税制改革、 司法の効率化、 世界経済への統合の強化などに対

処する必要がある。 生産性の向上とは、 経済における再配分と構造的変化であり、

それをよく設計された訓練 ・ 教育プログラムで支える必要がある。 地域のスキル需要

に注力した訓練があれば、 労働者は変革を乗り越えてより良い仕事を得る新たなチャ

ンスを手にすることができる。

特集 ： 生産性の向上 ； 構造調整を促進するスキル政策

National Accounts of OECD Countries, Financial Accounts 
2020

Code: pac-2019-30009-en-
print

ISBN: 9789264527669  
pages: 372 ¥10,400 

本書は、 OECD 加盟国の金融勘定を扱っており、 その中には金融資産の純増と

負債の純増という金融取引を、 非金融企業、 金融企業、 一般政府、 家計、 家

計に貢献する非営利機関、 経済全体、 その他といった制度部門別及び金融業務

別に収録している。 国別表の単位は各国通貨である。 全ての国のデータは、 2008 

SNA に基づいている。

https://doi.org/10.1787/62663b1d-en
https://doi.org/10.1787/250240ad-en
https://doi.org/10.1787/877d9146-en
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OECD Pensions Outlook 2020

Code: daf-2020-14-en-print
ISBN: 9789264633452  
pages: 208  $¥6,500 

本書は、 政府が年金制度の持続可能性と危機対応能力を改善できるようにする

一連の政策オプションを考察している。 本書では、 政策当局が新型コロナウイルス

への政策対応の短期的成果と長期的なそれとのバランスを取る方法、 退職後所得

の妥当性をどのように決定、 評価すべきか、 積立式年金制度で非正規労働者が

退職後のために貯蓄できるようにするにはどのような支援ができるか、 投資戦略の選

択方法、 投資戦略を頻繁に変更することのマイナス影響にどのように対処すべきか、

退職後所得制度は持続可能な方法で様々な関係者の間の投資リスクと長寿リスク

をどのように分配できるか、 といったことを考察している。 また、 人々が適切な投資戦

略を選択できるように支援する方法について、 政府がどのように広報できるかについ

ても論じている。

Economics 
Main Economic Indicators, Volume 2020 Issue 12
Code: pac-2019-30046-en-print pages: 256

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

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。

Quarterly National Accounts, Volume 2020 Issue 3
Code: pac-2019-30018-en-print  pages: 356

年間定期購読 ： 季刊

冊子 ： ISSN: 0257-7801  

2021 年価格 : ¥29,700

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  

2021 年価格 ： ¥79,700

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。

Finance & Investment 

https://doi.org/10.1787/3b66e83c-en
https://doi.org/10.1787/211c1702-en
https://doi.org/10.1787/67ede41b-en
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Finance & Investment 
Climate Finance Provided and Mobilised by Developed 

Countries in 2013-18

Code: env-2020-296-en-print
ISBN: 9789264391000  
pages: 60  ¥3,200 

本書は、 2018 年版の更新版で、 二国間の公的気候対策資金、 多国間気候対

策資金 （先進国が拠出）、 気候関連の公的支持による輸出信用、 先進国の公

的資金介入による民間資金の動員という 4 つの気候関連資金の要素の、 2013 ～

2018 年の動向を考察している。 これまでの研究を元に、 本書では集計値だけでなく

気候資金コミットメントの受給者とその性質をさらに細分化したデータを用いて、 分析

を深めている。

OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020

Code: daf-2020-259-en-print
ISBN: 9789264655263  
pages: 276  ¥9,100 

インドネシアに対する OECD の第一回の投資政策レビューは 10 年前に行われた。 本

書は第二回の審査報告書で、 インドネシアの投資環境の評価を行い、 現在同国

政府が行っている改革の取り組みを支持している。 本書はいくつかの政策領域にお

ける課題と機会を明らかにし、 競争力を高め成長を後押しし、 投資の見返りが広く共

有され、 環境面で持続可能なものになるようにするための提言を行っている。 本書で

は、 新型コロナウイルスのパンデミックからの危機対応力を備えた経済復興を支援す

るために、 健全かつ透明で責任ある投資環境を構築する方途を特に重視している。

OECD Investment Policy Reviews: Georgia 

Code: daf-2020-260-en-print
ISBN: 9789264480551  
pages: 184 ¥6,500 

ジョージアの改革の道のりは目覚ましいものがある。 構造改革、 規制改革、 経済

改革を成功させ、 旧ソ連諸国で最も貧しかった国が高中所得国に飛躍するのに 20

年もかかっていない。 ジョージアは、 事業環境と海外投資への開放性に関する国

際指標で世界で最も優良な国とされており、 多くの国々が手本とすべき成果を上げ

ている。 しかし近年、 ジョージア政府は、 こうした改革がより幅広い経済成長の促進

につながっていないことに疑問を持っている。 FDI 誘致の実績は、 ジョージア経済の

規模に比べると強いが、 投資の恩恵が完全に実現されているとは言えない。 雇用

創出、 輸出、 生産性を拡大できる産業部門に投資を動員することが、 ジョージアが

新型コロナウイルスのパンデミックから立ち直るための鍵を握っている。 この投資政策

レビューは、 投資環境改善における最近の成果を評価し、 包摂的で持続可能な成

長にプラスの影響を及ぼしうる FDI を誘致するために政府が改革の取り組みを強化す

べき領域を特定している。

https://doi.org/10.1787/f0773d55-en
https://doi.org/10.1787/b56512da-en
https://doi.org/10.1787/0d33d7b7-en
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Global Forum on Transparency and Exchange of Information 
for Tax Purposes

Cyprus 2020 (Second Round) Peer Review Report on the Exchange 
of Information on Request

Print ver. Code: ctp-2020-754-en-print ISBN: 9789264315181  pages: 152  $44.00
PDF ver.  ISBN : 9789264878952 $30.00

Dominica 2020 (Second Round) Peer Review Report on the 
Exchange of Information on Request

Print ver. Code: ctp-2020-755-en-print ISBN: 9789264937215  pages: 120  $44.00
PDF ver.  ISBN : 9789264469778 $30.00

Slovak Republic 2020 (Second Round) Peer Review Report on the 
Exchange of Information on Request

Print ver. Code: ctp-2020-753-en-print ISBN: 9789264669598  pages: 132  $44.00
PDF ver.  ISBN : 9789264997882 $30.00

本書は、各国の要請に基づく情報交換に関する 2020 年ピアレビュー報告書である。

Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar 
One Blueprint

Inclusive Framework on BEPS

Code: ctp-2020-577-en-print
ISBN: 9789264731981  
pages: 224  ¥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、 デジタル化が進む時代に企業の利益の観点から課税権を配分するこ

とが物理的所在によって制限されないという新たなネクサス、 利益配分ルールに焦

点を当てている。 本書は、 包摂的枠組みの主要な政策、 原則、 パラメータの見解

を反映し、 諸国は、 見解の相違を埋め、 多国間プロセスにおける次のステップに進

むために、 残された政治的、 技術的問題を明らかにしている。

Taxation 

Consumption Tax Trends 2020
VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues

Code: ctp-2020-581-en-print
ISBN: 9789264763869  
pages: 220 ¥6,500 

本書は、 OECD 加盟諸国の付加価値税／物品税 (VAT/GST)、 消費税率について

の情報を収録している。 VAT/GST の傾向とこの税の効率の国際的な側面についての

情報も提供している。 本書はその他たばこ、 酒、 自動車、 航空燃料の消費税につ

いても論じている。

https://doi.org/10.1787/beba0634-en
https://doi.org/10.1787/2219469x
https://doi.org/10.1787/152def2d-en


page: 7page: 7

Taxation 
Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account 

Information 2020

Code: ctp-2020-742-en-print
ISBN: 9789264471962  
pages: 384  ¥17,500 

税の透明性及び税務目的の情報交換に関するグローバル ・ フォーラムは、 税の

透明性と情報共有のための多国間枠組みで、 160 か国以上が平等な立場で参加

している。 グローバル ・ フォーラムは、 要請に基づく情報交換 (EOIR) と自動的な金

融口座情報交換 (AEOI) という国際基準の実施状況を把握しピアレビューを行ってい

る。

AEOI は、 適正な税金が納められるよう支援するために税務当局間で毎年行う金融

口座情報の自動的な交換を推進している。 AEOI 基準の実効性を確保するために、

グローバル ・ フォーラムは各国の国内外の法的枠組みについて審査を行っている。

本書は、 2017 年から 2018 年に AEOI に着手した 100 か国が AEOI 基準を満たすた

めに取り入れた法的枠組みについてのピアレビューの結果を収録している。 グローバ

ル ・ フォーラムは、 その基準を実効的に実施できているかを審査し始めており、 その

結果は 2022 年に公表される見込みである。

Harmful Tax Practices – 2019 Peer Review Reports on the 
Exchange of Information on Tax Rulings

Inclusive Framework on BEPS: Action 5

Code: ctp-2020-735-en-print
ISBN: 9789264705647  
pages: 412 ¥14,900 

BEPS 行動 5 は、 OECD/G20 の BEPS 包摂的枠組みの全加盟国が実施を公約してい

る 4 つの最低基準の 1 つである。 その基準の 1 つが、 特定の課税ルーリングに関

する義務的自発的情報交換についての透明性枠組みで、 そのルーリングは透明性

が欠如していると BEPS を生じさせると懸念されるものである。 130 以上の国々がこの包

摂的枠組みに加盟しており、 透明性枠組みの遵守状況を審査するピアレビューに参

加することになっている。

各国の最低基準の実施状況を評価するために、 付託事項と評価手法が合意さ

れた。 透明性枠組みの審査では、 次の 5 つの主要素に焦点を当てた付託事項に

ついて、 各国の状況を評価する。 i) 情報収集の過程 ； ii) 情報交換 ； iii) 受け取っ

た情報の守秘義務 ； iv) 特定のルーリングに関する情報交換についての統計 ； v) 

知的財産制度の特定側面に関する透明性。 受け取った情報の守秘義務は、 税

の透明性及び税務目的の情報交換に関するグローバル ・ フォーラムの活動と、 未

公開の成果に沿っている。 最低基準を満たすために改善が必要な部分については、

提言を行っている。

本書は、 124 か国の行動 5 の最低基準の実施状況に関するピアレビューの成果を

まとめている。 2019 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日の期間の実施状況を評価して

いる。

https://doi.org/10.1787/175eeff4-en
https://doi.org/10.1787/afd1bf8c-en
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Governance 
Reviewing the Stock of Regulation 

Code: gov-2020-728-en-print
ISBN: 9789264965386  
pages: 56  ¥3,200 

政府が新たな課題に対処するために、 各国では法律の数が時間と共に増加し

ている。 しかし、 こうした新法は、 特に各国経済の相互接続が深まっている中では、

既存の規制枠組みに必ずしも適合するわけではない。 規制見直しのための OECD ベ

ストプラクティス原則は、 各国が法律を見直すときに参考にすべき実践的かつ柔軟な

枠組みを提供している。 この原則は、 各国が事後評価制度を確立するのを支援す

るとともに、 採用すべき方法論について実践的な指針を提示している。 本書は OECD

規制政策委員会の監修の元で作成されている 「ベストプラクティス原則」 シリーズの

一環として出版された。 このシリーズの他の報告書と同様、 本書も規制政策とガバ

ナンスに関する 2012 年理事会勧告で注目された原則を詳述している。

Open Government Scan of Lebanon

Code: gov-2020-677-en-print
ISBN: 9789264365988  
pages: 112  ¥3,200 

民主主義の改善、 包摂的成長の促進、 信頼度の向上といった幅広い政策目

標を達成するための手段として、 オープンガバメント改革を取り入れる国が増えている。

この傾向に沿って、 レバノン政府はオープンガバメント原則とオープンガバメントに関す

る OECD 提言に基づいて、 様々な改革を行っている。 本書の目的は、 より透明性が

高く参加型の責任ある制度を構築して市民の信頼を獲得し包摂的成長を促進しよう

とする政府の取り組みを支援することである。 本書は、 中央政府レベルと地方自治

体レベル双方で実施された調査、 ピアレビュー、 面接の結果に基づいている。 本書

では改革を優先すべき分野を分析し、 行動に移せる提言を提供して、 オープンガバ

メントの原則と実践を政策策定サイクルに埋め込み、 その影響を評価している。

Digital Government in Lebanon
Governance for Coherent and Sustainable Policy Implementation

Code: gov-2020-399-en-print
ISBN: 9789264551527  
pages: 60 ¥3,900 

本書では、 レバノンが公共部門のデジタル転換のガバナンスを、 市民と企業のニー

ズに資するように強化するにはどうすべきかを考察している。 レバノンのガバナンスの 3

要素－文脈的要因、 制度モデル、 政策方途－を分析している。 本書は、 各領域

の課題と機会を明らかにし、 レバノンが一貫した持続可能な方法でデジタル政府政

策を実施するのを支援する政策提言を提供している。

https://doi.org/10.1787/1a8f33bc-en
https://doi.org/10.1787/d7cce8c0-en
https://doi.org/10.1787/a711b0c1-en
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Curriculum Overload
A Way Forward

Code: edu-2020-1344-en-
print

ISBN: 9789264917026  
pages: 150 ¥4,500 

OECD Future of Education and Skills 2030 は、 今回初めて、 政策当局、 学術専門家、

校長、 教員、 NGO、 その他の社会的パートナー、 そして最も重要な生徒を含む幅広

い関係者とともに新たな知識の共創を通して、 総合的なカリキュラム分析を実施した。

本書はそのシリーズの一環として出版されたもので、 内容レベルでカリキュラムを初め

て比較したデータを収録している。 具体的には、 既存の文献の概要、 カリキュラム

変更の傾向調査とその課題と戦略、 カリキュラム改革で各国が経験した意図せぬ

結果から得られた教訓などを収録している。

学校は、 社会の変化のスピードに追い付いていかなければならないという圧力に

常に曝されている。 それと同時に、 学校は何を教えるべきかという社会の要望もまた、

常に変化している。 その社会的変化を牽引しているのは、 政策課題、 イデオロギー、

親からの圧力である場合が多く、 世界的に重要な事項、 デジタル理解力、 データ

の理解力、 環境問題の理解力、 メディアの理解力、 社会情動的スキルなどを身に

つけさせなければならないというものである。 この 「カリキュラムの拡大」 は、 すでに

内容が満載のカリキュラムに新たな内容を追加するという圧力を政策当局と学校に

かけることになる。 本書の目的は、「広く浅い」 カリキュラムを避けるにはどうすべきか、

カリキュラム中心のパラダイムから生徒の幸福へと移行するにはどうすべきか、 といっ

た疑問に答えることである。 本書では、 カリキュラム設計にまつわるトレードオフについ

ても論じている。

Education 
What Students Learn Matters
Towards a 21st Century Curriculum

Code: edu-2020-1343-en-
print

ISBN: 9789264966741  
pages: 128  ¥4,500 

OECD Future of Education and Skills 2030 は、 今回初めて、 政策当局、 学術専門家、

校長、 教員、 NGO、 その他の社会的パートナー、 そして最も重要な生徒を含む幅広

い関係者とともに新たな知識の共創を通して、 総合的なカリキュラム分析を実施した。

本書はそのシリーズの一環として出版されたもので、 内容レベルでカリキュラムを初め

て比較したデータを収録している。 具体的には、 既存の文献の概要、 カリキュラム

変更の傾向調査とその課題と戦略、 カリキュラム改革で各国が経験した意図せぬ

結果から得られた教訓などを収録している。

本書では、 経済、 社会、 環境が急速に変化し、 テクノロジーもかつてないスピー

ドで発展しているが、 教育制度の対応が比較的遅いことを強調している。 カリキュラ

ム再考のタイムラグは、 今日のカリキュラムの内容と生徒が将来に備えられるようにす

るための多様なニーズとの差である。OECD Learning Compass は、カリキュラム、授業方法、

評価、 ガバナンス構造、 教育管理、 生徒の役割といった点で、 教育制度への新

たな要望に対処するための指針となり得る。 タイムラグを縮小しうるカリキュラム設計へ

の革新的アプローチには、次のものがある：デジタルカリキュラム；個人のニーズに沿っ

たカリキュラム ； 分野横断的な学習内容と能力に基づくカリキュラム ； 柔軟なカリキュ

ラム。

https://doi.org/10.1787/d86d4d9a-en
https://doi.org/10.1787/3081ceca-en
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Raising the Basic Skills of Workers in England, United Kingdom

Code: skc-2020-211-en-print
ISBN: 9789264390386  
pages: 168 ¥5,200

本書では、 低技能労働者とその雇用主がスキル開発を行う際の障害を克服する

手助けとなる事例と提言を収録している。イングランドは、労働者と雇用主のスキルアッ

プを目指す画期的な措置を導入している。 しかし、 まだ改善の余地がある。 基本的

スキルが低い労働者を特定し、 彼らにスキル向上がなぜ重要かを理解させ、 妥当

な訓練コースの利用しやすさを高め、 これらのコースをすでに仕事を持っている成人

の学習者が利用しやすいように柔軟なものにし、 最終的にキャリアへの希望に添った

ものにするためには、 まだ多くの課題がある。

本書では、 イングランドが低技能労働者のスキルアップのビジョンを構築、 促進し、

彼らのニーズをより体系的に捉え、 的を絞ったガイダンスと情報を彼らとその雇用主に

与えるよう提言を行っている。 本書は、 職場、 家庭、 共同体において利用しやすく

柔軟な成人学習の機会を、 オンラインや遠隔学習などの様々な方法で提供すること

で、 低技能労働者の多様なニーズにより良く応えることができるということを強調してい

る。 また、 環境に沿った学習アプローチを活用するよう呼びかけている。 これは、 基

本的スキルと職業とを結びつけ、 すでに持っているスキルへの投資の恩恵を維持、

発展、 実現するために職場での基本的スキルの活用をより有効にするものである。

Education 

Education in Ireland
An OECD Assessment of the Senior Cycle Review

Code: edu-2020-19-en-print
ISBN: 9789264519145  
pages: 80  ¥3,200 

アイルランドは、 カリキュラムと評価のための国家委員会の主導で後期中等教育

レベルの見直しを行っている。 その目的は、 全ての関係者の見解を集めて現在の後

期中等教育の強みと課題を明らかにし、 優先課題と今後取るべき行動を特定する

ことである。 OECD の教育政策プロジェクトの一環として、 OECD のチームがアイルランド

の見直しプロセスを支援するために招聘された。 このチームは、 本書で紹介されてい

る評価を実施し、 スマート政策設計、 関係者の包摂的関与、 よい結果を招く環境、

総合的実施戦略という 4 つの分析側面に基づいて戦略的アドバイスを提供した。 こ

れらの側面はいずれも、 後期中等教育の評価を実証に基づいて関係者の強い支

持を得て前進させられるようにするために重要なものである。

Health at a Glance: Asia/Pacific 2020
Measuring Progress Towards Universal Health Coverage

Code: els-2020-645-en-print
ISBN: 9789264445673  
pages: 144  ¥3,900 

本書は Health at a Glance: Asia/Pacific の第 6 版で、 健康状態、 健康の決定要因、

医療資源とその活用、 医療支出と財政、 医療の質という一連の主要指標をアジア

太平洋地域の 27 か国 ・ 地域を対象に収録している。 各国の実績を比較できる一

連の指標と、 新型コロナがアジア ・ 太平洋諸国の医療制度に及ぼしている影響に

ついてのテーマ別分析も収録している。 様々なデータ源を引用して、 Health at a Glance

のフォーマットを用いて、 これらの国々における医療従事者数と医療制度実績に影

響を及ぼす要因をより良く理解できるようになっている。 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。 巻末付録には追加情報として、 医療制度が運用される人口状態と経済状

態を収録している。

Social Issues / Migration / Health 

https://doi.org/10.1787/4ff42de8-en
https://doi.org/10.1787/636bc6c1-en
https://doi.org/10.1787/26b007cd-en
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Social Issues / Migration / Health 

Employment

OECD Reviews of Pension Systems: Czech Republic 

Code: els-2020-540-en-print
ISBN: 9789264929609  
pages: 156  ¥5,200 

本書はチェコの年金制度の改善方法について、 年金制度設計に関する OECD の

最良慣行に基づいて政策提言を行っている。 チェコの年金制度の詳細とその長所

と短所を、 国際比較に基づいて明らかにしている。 チェコの年金制度は、 強制賦

課方式の公的制度と任意の私的制度で構成されている。 公的確定給付型年金

制度は、 拠出に基づく基礎年金と所得連動型の年金の 2 つの要素からなっている。

本書では、 チェコの老齢社会保障の第 1 相についても論じている。 本書は、 年金レ

ビューシリーズの第 6 巻である。

Preparing the Basque Country, Spain for the Future of Work

Code: cfe-2020-823-en-print
ISBN: 9789264364004  
pages: 104  ¥3,900 

新型コロナウイルスで、 バスク国 （スペイン） の危機対応能力が試されている。

新型コロナ以前には、 雇用指標は 2008 年の金融危機から回復しており、 生産の

自動化が進んでいた。 地方の教育水準が上昇したにもかかわらず、 雇用の質は依

然として低かった。 新型コロナ危機により、 自動化、 デジタル化を含む労働市場の

構造改革が加速すると見られている。 企業は次第にテクノロジーを、 企業の操業を

パンデミックから守るものと見なすようになってきており、 個人は対面の応対より自動化

されたサービスを好むようになってきた可能性がある。 本書は、 新型コロナとその他の

労働市場の変化に照らして、 自動化がバスク国の労働市場に及ぼしうる影響、 例

えば、 どのような職業及び労働者集団が最も影響を受けやすいか、 といった問題に

焦点を当てている。 また、 雇用サービス、 訓練政策、 社会的対話が、 社会的団

結を維持しつつ人々と企業が労働市場の変化に対応できるようにするために果たす

重要な役割も強調している。 本書では、 危機が未だ解決されない中でバスク国の

雇用 ・ スキル制度が最前線でどのように対処すべきかを深く考察している。

Agriculture and Food
OECD Review of Fisheries 2020

Code: tad-2020-650-en-print
ISBN: 9789264799288  
pages: 140  ¥3,900 

漁業は、 将来の世代に雇用、 食料、 生活手段を与える。 本書の目的は、 政策

当局と漁業部門関係者による持続可能で回復力のある漁業を守る取り組みを支援

することである。 本書には、 政府の漁業助成に関して最も包括的で詳細かつ一貫

性のある国レベルのデータをまとめた OECD 漁業者支援推定 (FSE) データベースの最

新データとその分析を収録している。 また、 漁業資源の健全性、 商業的関心が高

い主要資源の管理、 大規模な漁業部門を持つ OECD 諸国と新興諸国の漁業ガバ

ナンスについて、 新たなデータを収録している。 本書では、 各国政府が漁業資源

と生態系への悪影響を抑え、 違法 ・ 無規制 ・ 無報告漁業を削減するために漁業

をどのように管理しているか、 その一方で漁業から得られる社会経済的便益をどのよ

うに増やそうとしているかに焦点を当てている。 本書では、 国レベル及び国際社会双

方による優先すべき行動を提案している。

https://doi.org/10.1787/e6387738-en
https://doi.org/10.1787/86616269-en
https://doi.org/10.1787/7946bc8a-en
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International Standards for Fruit and Vegetables
Chicory

Code: tad-2019-869-enfr-print
ISBN: 9789264427709  
pages: 45  ¥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。 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。 したがって、 本書は検査当局、 専門団体、 貿易会社などチコ

リ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。

Non-exhaust Particulate Emissions from Road Transport
An Ignored Environmental Policy Challenge

Code: env-2020-305-en-print
ISBN: 9789264452442  
pages: 144 ¥5800

粒子状物質の排出についてはあまりよくわかっていないが、 道路交通からの排出

量は増加しており、 人々の健康に悪影響を及ぼしている。 本書では、 粒子状物質

の排出の性質、 原因、 結果について現在得られている知識をまとめている。 また、

粒子状物質の排出が今後どのように変化するかを予測し、 この無視されてきた環境

問題に対処できる政策方途の構成を考察している。

Environment 

Agriculture and Food

Towards Water Security in Belarus
A Synthesis Report

Code: env-2020-304-en-print
ISBN: 9789264583962  
pages: 76  ¥3,200 

本書では、 ベラルーシの水の安全保証の改善に関して、 関係国、 OECD、 EU が

資金提供する EU の Water Initiative Plus プロジェクトを実施するパートナー間の協力の成

果を紹介している。 様々な地域 （州） が抱える特定の課題を含む同国の水資源の

構成と配分の概要を収録し、 ベラルーシが 2030 年までに気候変動対策として採る

べき水戦略の枠組みの中で水の安全保障を確保するという分野横断的政策目標を

進めるために採用している、 または計画している政策対応を解説している。 また、 ベ

ラルーシで進行中の水政策改革を支援することで、 同国の水の安全保障を高める

可能性を評価している。

https://doi.org/10.1787/cf4b9857-en-fr
https://doi.org/10.1787/4a4dc6ca-en
https://doi.org/10.1787/488183c4-en
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Development 
Global Outlook on Financing for Sustainable Development 

2021
A New Way to Invest for People and Planet

Code: dcd-2020-271-en-print
ISBN: 9789264344860  
pages: 176  ¥3,900 

本書は、 新型コロナウイルスのパンデミックに続いて起きている開発途上国の資源

の短期的な資源破壊と長期的な復興戦略に対して、 集団的取り組みを呼びかけて

いる。 開発途上国で持続可能な開発目標 (SDGs) を達成するために必要な資金の

不足分は、 パンデミック以前は年間数兆ドルに上ると推定されていた。 本書によると、

取り残される人がいないようにするという目標への進歩はその後後退しており、 国際社

会はアディスアベバ行動計画が設定した総合的資金計画の実施について、 過去最

大の課題に直面している。 本書では、 資産管理会社、 銀行、 機関投資家が保

有する数兆ドルの金融資産が、 不平等や持続不可能な行動を引き起こしていること

を明らかにしている。 また、 インセンティブ、 説明責任、 透明性のメカニズムを改善し、

気候変動、 世界的な健康問題、 その他の資金以外の要因が投資の決定にもたら

す長期的リスクを考慮することで、 資金調達の質を向上させる必要があると強調して

いる。 本書では、 世界全体の金融システムにおいて市場の失敗を抑え、 資金調達

を持続可能な開発のための 2030 アジェンダに沿ったものにする機会を捉えるためにあ

らゆる関係者が協力する行動計画を結論として収録している。

How to Select Buyers of Oil, Gas and Minerals
Guidance for State-Owned Enterprises

Code: dev-2020-327-en-print
ISBN: 9789264438286  
pages: 49  ¥3,200 

公有の石油、 ガス、 鉱物資源の売上げは、 その商品の多さと得られる金額の大

きさから、 豊富な資源を有する開発途上国、 新興諸国の発展の道のりに重大な影

響を及ぼしうる。 したがって、 購入者選定プロセスを適正なものにすることは、 分配を

最適な状態にして汚職を防ぎ、 歳入が失われないようにするための重要なステップで

ある。

本書は、 商品を市場で取引する国有企業の能力を強化し、 売却される資源の

価値を適正化するための指針を収録している。 国有企業が透明かつ自由競争によ

る購買者選定方法を設定して裁量の余地を減らし贔屓や汚職の機会を与えない方

法、 そして究極的には開発の成果を向上させるための歳入増に導く方法を解説して

いる。 本書では、 既存の購買者選定方法と調達過程を見直すことで、 購買者選

定過程の各段階における汚職問題に対処するための提言を収録し、 ベストプラクティ

スの実例を明らかにしている。 本書は、 国有企業の購買者選定方法の情報開示

に関する資源採掘業の透明性イニシアチブの活動を補完している。

https://doi.org/10.1787/e3c30a9a-en
https://doi.org/10.1787/a522e6c0-en
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Urban, Rural and Regional Development
OECD Regions and Cities at a Glance 2020 

Code: cfe-2020-821-en-print
ISBN: 9789264587854  
pages: 164  ¥5,800 

本書は、 OECD 諸国の地域と都市がより強く持続可能で回復力のある経済社会に

向けてどのように進んでいるかを総合的に評価している。 本書では、 OECD 加盟国及

びいくつかの非加盟国の都市と地域の経済発展、 医療、 幸福、 炭素排出のネット

ゼロ化に関わるいくつかの側面について、 他では得られない比較可能な情報を提供

している。 新型コロナウイルスのパンデミックがもたらした健康危機に照らして、 本書で

は社会、 経済、 環境の危機対応能力の成果と要因を分析している。

この 2020 年版には、 いくつかの新しい特徴がある。 第一に、 超過死亡率、 罹患

率、大気の質などの健康関連の指標を拡充している。 第二に、地方と都市のリモー

トワークの可能性や貿易の開放性、 デジタルインフラの利用しやすさといった、 経済

に関わる新たな指標を収録している。 第三に、 本書は持続可能な発電やそれにか

かわる炭素排出などの新しい気候関連、 環境関連指標を収録している。 本書は、

世界中の 9000 以上の都市と大都市圏の人口動態も明らかにしている。最終章では、

OECD 諸国の地方政府の支出と歳入についての新たな指標を収録している。

Improving Transport Planning for Accessible Cities

Code: cfe-2020-807-en-print
ISBN: 9789264939592  
pages: 200  ¥6,500 

都市は、機会のある場所である。 雇用だけでなく、様々な公的、文化的、社会的、

そして消費すべきアメニティを提供している。 交通は、 特に、 グリーン転換を支持する

交通手段であれば、 人々とこのような機会を結びつけ、 様々なレベルの成功を実現

する機会を与えてくれる。 本書は、都市にアクセスしやすい持続可能な交通ネットワー

クを構築するには、 総合的な計画アプローチ、 健全な制度枠組み、 信頼できる資

金源、 政府の強い力が必要で、 共同体の関与に基づいて行うべきだと述べている。

都市にアクセスしやすくするには、 戦略的計画を支援するために、 様々な政府レベ

ルで責任を一貫性をもって配分する必要がある。 本書では、 都市がその制度枠組

みに適応でき、 交通計画を向上させ、 その計画を実行するために必要とする持続

可能な資金源を利用できるようにするための、 具体的な行動を提案している。

Transport Bridging Divides

Code: cfe-2020-832-en-print
ISBN: 9789264747067  
pages: 80 ¥3,900 

交通は、 人と場所、 都市を結びつける。 したがって、 交通インフラへの投資は、

経済社会の格差を埋める一助となる。 交通は経済成長を促し、 地方の労働者に

雇用をもたらし、 企業を市場にアクセスしやすくする。 本書は、 交通への投資が経

済成長と雇用創出にとっていかに便益があるかという実証をまとめている。 本書は、

欧州委員会、 国際交通フォーラム、 OECD が作成した Urban Access Framework を用い

て、 経済格差だけでなく、 機会の不平等についても考察している。 本書では、 OECD

の都市部内 （機能的都市） の交通の利用可能性を詳しく考察することで、 いかに

交通が社会格差を埋められるかを考察している。 都市といっても、 近隣がより豊かで

あったり貧しかったり、 機会への包摂的アクセス力という点で非常に大きな違いがあ

る。 格差を埋めるためには、 交通インフラへの投資だけでなく、 より幅広い都市計画

と地方の総合的措置を検討する必要があると強調している。

https://doi.org/10.1787/959d5ba0-en
https://doi.org/10.1787/fcb2eae0-en
https://doi.org/10.1787/55ae1fd8-en
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Linking Indigenous Communities with Regional Development 
in Australia

Code: cfe-2020-592-en-print
ISBN: 9789264363946  
pages: 230  ¥7,800 

オーストラリアには約 80 万人の先住民がおり、 総人口の 3.3％を占めている。 先住

オーストラリア人は、 現存する世界最古の文化を受け継いでおり、 現代のオーストラ

リア社会に不可欠の貢献をしている。 先住オーストラリア人は、同国経済の将来にとっ

ても重要である。 例えば、 先住民が所有する土地は過去 50 年間に大幅に増加し、

今ではオーストラリアの面積の約半分に及んでいる。 先住民は地域経済の発展にお

いても重要な役割を果たしている。 先住民でない人々と比べると、 先住民はほとん

どが農村部に定住している。 しかし、 非先住民と先住民では社会経済的成果という

点で依然として大きな格差があり、 その格差は農村部ほど大きい。 本書では、 先住

民の経済的成果を向上させるための 3 つの提言を行っている ： 1) 統計枠組みの質

を改善し、 データガバナンスに先住民を含める ； 2) 先住民がその発展の目標に沿っ

た方法で資産と資源を利用できるようにするために起業を促進する ； 3) 地域に適応

する政策アプローチで先住民の組織と共同体に権限を与える。

Urban, Rural and Regional Development

日本語翻訳出版
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図表でみる ASEAN 諸国の行政改革　OECD インディケータ（2019 年版）

平井　文三 訳

東南アジア諸国 （ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、

シンガポール、ベトナム） の政府・行政を取り巻く状況を国際比較可能な形で提示。

日本や韓国などの OECD 諸国との比較も加え、 公共マネジメントの主要な側面を比

較分析する。

(Government at a Glance Southeast Asia 2019, 2019)

https://www.akashi.co.jp/book/b555587.html
https://doi.org/10.1787/ab4d8d52-en
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