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Economics 
How's Life? 2020 Measuring Well-being

How's Life? は、 OECD 加盟 36 か国を含む 41 か国の人々の生活が向上しているかを

明らかにする報告書である。 この 2020 年版は第 5 版で、 現在の幸福度、 不平等、

将来の幸福のための資源など 80 以上指標から最新の実証を収録している。 2020 年

以降、 人々の暮らしは多くの側面で向上しているが、 他者とのつながりや政府とのつ

ながりなど、 いくつかの面では進歩が鈍いか劣化すらしている。 性別、 年齢、 教育

における大きな格差はほとんどの幸福度の成果で継続している。  総じて、  平均的に

みてよい成果を上げている OECD 諸国ほど、 人口グループ間の平等の度合いが高く、

貧困が少ない。 2010 年の幸福度が低かった OECD 諸国ほど、 それ以降大きな改善

が見られた。 しかし、 現在の幸福度の高まりが、 将来の幸福度を維持する資源の改

善と常につながっているわけではない。 特に天然資源、 人的 ・ 経済的、 社会的資

本に対して危険信号がみられる。 本報告書では、 2020 年以降の幸福度の傾向の総

合的分析に加えて、 OECD Better Life Initiative に含まれる 15 の側面 （健康、 主観的幸

福、社会とのつながり、天然資源など） について詳細に分析し、国別プロフィールでは、

各国の詳細を図表を用いて明らかにしている。

Code: sdd-2020-4-en 
ISBN: 9789264654679 
pages: 265  ¥8,400

OECD Economic Surveys: Ireland 2020

Code: eco-2020-6-en 
ISBN: 9789264747661  
pages: 115   ¥6,500

アイルランド経済は、 経済危機後の回復を確たるものにして強い成長を続けている。

しかし、 不確定要素は依然として高まっており、 金融危機の遺産により経済的回復力

が脅かされている。 高齢化により財政コストが高まり、 税収を減少させる可能性がある

収税能力の制約と国際的な租税政策の変化などが出現しているため、 財政を健全

化する必要がある。 各分野の当局は財産税と付加価値税の課税ベースを拡大し、

環境コストを価格によりよく反映させ、 公的支出、 特に医療分野のガバナンスを改善

させる必要がある。 それと同時に、 技術の変化によりアイルランド経済は変貌しており、

それが消費者の便益となる新規雇用の創出、 革新的な製品の生産につながってい

る。 職場において補完的技能が獲得されれば、 企業の技術導入が進んで生産性が

高まるだろう。 生涯学習への参加は増加する見込みであり、 的を良く絞った訓練プロ

グラムを通じてそれを奨励し、 例えば保育の供給を拡充することで個人が学習に参加し

やすくすべきである。 技術的進歩の経済的便益を完全に実現するには、 その他の分

野、 例えば競争、 労働市場などにおける政策設定についても見直す必要がある。

特集 ： 技術の普及

National Accounts of OECD Countries, Volume 2020 Issue 1 

Code: pac-2019-349-en
ISBN: 9789264329379  
pages: 192   ¥6,500

本書は、 支出面から見た GDP （国内総支出）、 生産面から見た GDP、 所得面から

見た GDP、 可処分所得、 貯蓄と純貸付金、 人口と雇用を収録している。 また、 購買

力平価と為替レートに基づく比較表も収録している。 OECD 加盟 35 カ国とユーロ圏のデー

タを収録している。 国別統計表のデータは、各国通貨単位で表記されている。 データは、

2008 SNA に基づいている。

https://doi.org/10.1787/9870c393-en
https://doi.org/10.1787/dec600f3-en
https://doi.org/10.1787/629805bc-en
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OECD Insurance Statistics 2019 

Code: 212019011P1 
ISBN: 9789264313132  
pages: 160 ¥16,200

本書は、 OECD 全加盟国の公式保険統計を収録した年報で、 徴収した保険料、 保

険請求額、 手数料のデータを保険の種類ごとに、 また投資額を投資の種類ごとに収録

しているほか、 保険会社数と雇用者数も収録している。 データは可能な限り標準化され、

多くの小見出しによって項目分けされており、 一連の指標によって各国市場の特徴が把

握しやすくなっている。

Quarterly National Accounts, Volume 2019 Issue 4
Code: pac-2019-30019-en 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 36 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  

2020 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  

2020 年価格 ： \79,700

Main Economic Indicators, Volume 2020 Issue 3
Code: pac-2019-30037-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  

2020 年価格 : \112,700

オンラインデータベース :  

2020 年価格 : \ 126,700

https://doi.org/10.1787/0c47e548-en
https://doi.org/10.1787/86a72485-en
https://doi.org/10.1787/g2g9fade-en
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OECD Tax Policy Reviews: Seychelles 2020 

本書は、 OECD Tax Policy Reviews シリーズの一環として出版されている。 この国別レビュー

は、 OECD 加盟国、 非加盟国の税制について独自の包括的な比較評価を行い、 租税

政策改革のための具体的な提案を行っている。 本書の目的は、 各国に相応しい租税

政策改革オプションを明らかにすることで、 既存の租税政策設計を強化し、 新たな改革

の採用を支援することにある。 本書では、 セイシェルの事業税に焦点を当て、 同国の税

制を評価し、 税制改革についての提言を行っている。 第一章では、 セイシェルの主な経

済上及び税制上の課題を概観している。 第二章では、 セイシェルの事業税制度を総合

的に評価し、 様々な税制改革シナリオの効果を事業税納税者のミクロデータに基づい

てシミュレートしている。 第三章では、 非事業税のあり方の改善に焦点を当てている。

Taxation 

OECD International Direct Investment Statistics 2019

Code: 202019011P1 
ISBN: 9789264313248  
pages: 228 ¥17,000

技術革新、 世界規模の競争、 市場自由化が進むなか、 海外直接投資はグローバ

ルな経済統合の過程で重要な役割を担っている。 OECD は信頼できる最新の統計を編

集、 公開しているが、 これは政策策定に適切な情報を提供するための、 投資傾向の有

意義な解釈に不可欠である。 これらの統計は OECD 諸国による世界全体への投資に関

する公式報告書に基づいている。 国際的に比較可能なデータによって、 経済統合と市

場の競争力の度合いを測ることが可能である。

Code: ctp-2020-19-en 
ISBN: 9789264958050  
pages: 110   ¥3,200

Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 
2020

Code: gov-2020-64-en 
ISBN: 9789264468238  
pages: 200 ¥6,500

本書は Government at a Glance: Latin America and the Caribbean の第 3 版で、 南米 ・ カリブ

地域の行政に関する最新の実証を収録し、 OECD 諸国と比較している。 本書には、 公

財政と経済、 公務員の雇用、 政治の中枢、 規制ガバナンス、 オープンガバメント、 公

共部門の高潔性、 公共購買、そして今回初めて、 中核的な政府の結果 （例えば信頼、

不平等の削減など） を収録している。 ガバナンスの指標は、 公共部門改革における政

府の進展を把握、 基準化するのに特に有益である。 本書に収録している指標はいずれ

も利用しやすいように国や年次推移、 変遷を明らかにする図表と、 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で構成されている。

Governance 

Finance & Investment 

https://doi.org/10.1787/g2g9fb42-en
https://doi.org/10.1787/cba38d19-en
https://doi.org/10.1787/13130fbb-en
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Review of International Regulatory Co-operation of the United 
Kingdom

Code: gov-2020-80-en 
ISBN: 9789264715547  
pages: 104  ¥3,200

国際規制協力は、 各国の規制が海外に及ぼす影響を考え、 意思決定のための実

証を拡充し、 他国の経験に学び、 国境を超える課題への協調アプローチを開発する機

会を各国に与える。 本書は、 英国における国際規制協力政策 ・ 実践の文脈を具体的

に論じている。 国内のルール策定に国際的な見方を埋め込む取り組みと、 規制に関す

る二国間、地域間、多国間の協調的取り組みを取り上げている。 さらに、金融サービス、

原子力、 医療 ・ 健康機器、 製品の安全性という 4 つの事例を挙げ、 英国の IRC の実

施状況を概観している。 IRC は国境を越える政策課題に取り組むために重要性が高まっ

ているツールだがまだ完全活用には程遠い状態にある中で、 本書は OECD 内外の国々

に有益な教訓を提供している。

Trade in Counterfeit Pharmaceutical Products

Code: gov-2020-79-en 
ISBN: 9789264426986  
pages: 100   ¥3,200

本書は OECD と EU 特許庁 (EUIPO) による研究の一環として出版されたもので、 偽造薬

取引が政府、 企業、 社会に突きつける問題、 課題についての理解を深めようとしている。

偽造薬市場は、 利益率が高く、 発覚や訴追のリスクが低く、 処罰が厳しくなく、 消費者

がだまされやすいという点で、 偽造者にとって魅力がある。 偽造薬は薬剤部門に経済

的損害を与えるだけでなく、 そうした偽造薬は認可されておらず場合によっては有害物質を

含んでいるため、 人々の健康にも深刻な脅威となる。 偽造薬には抗生物質、 生活習

慣病の治療薬、 鎮痛剤、 抗マラリア薬、 糖尿病治療薬、 中枢神経系の医薬品など

が含まれる。

Governance 

The Irish Government Economic and Evaluation Service
Using Evidence-Informed Policy Making to Improve Performance

Code: gov-2020-8-en 
ISBN: 9789264490550  
pages: 60  ¥3,200

本 書 は、 ア イ ル ラ ンド 政 府 経 済 評 価 サ ー ビ ス (Irish Government Economic and Evaluation 

Service, IGEES) についての研究結果である。 IGEES の目的は、 アイルランドの行政事務全

般にわたって経済分析の専門知識を構築、 提供することで、 政策の策定と実施を改善

することである。 国際的な最良慣行に基づき、 アイルランドの実証に基づく政策策定に

IGEES がどの程度貢献しているかを分析している。 本書では、 このサービスの成果と残さ

れた課題を概観し、 将来のための提言を行っている。

OECD Public Integrity Handbook

Code: gov-2020-78-en 
ISBN: 9789264586345  
pages: 208  ¥6,500

本 書 は、 政 府、 企 業、 市 民 社 会 が 公 的 信 頼 性 に 関 す る OECD 勧 告 (OECD 

Recommendation on Public Integrity) を実践するための指針を提供している。 本書では、 この提

言に収録された 13 の原則が実際に意味するところを明らかにし、 その実践上の課題を

特定している。 また、 政府内及び国全体、 地方自治体レベルでの協調を向上させるた

めの指針を提供している。 政府と社会全体で高潔性の文化を育むために、 本書では能

力主義の人事管理制度の中心的な要素と、 開かれた組織文化の主な要素について

詳述している。 また、 企業、 市民社会、 市民に公的高潔性の価値を守るための指針

を提供する政府の役割を明らかにしている。 さらに、 高潔性の危機を評価、 管理するた

めのリスク管理プロセスの利用方法、 高潔性違反の説明責任を確保するための執行制

度の利用方法に焦点を当てている。

https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en
https://doi.org/10.1787/a7c7e054-en
https://doi.org/10.1787/09be52f0-en
https://doi.org/10.1787/cdda3cb0-en


page: 5page: 5

Justice Transformation in Portugal
Building on Successes and Challenges

Code: gov-2019-4423-en
ISBN: 9789264461970  
pages: 103 ¥3,200

ポルトガルは、 司法の変化を導くという意欲的な課題に着手した。 本書は、 ポルトガル

の司法制度の近代化改革と、 司法制度の透明性、 利用可能性、 有効性を高めるよ

り最近の取り組みを評価している。 デジタル技術の利用と手段の簡略化、 脱物質化を

通じてイノベーション、 人間化、 市民との近接性を促進することを目的とした特定のプロ

グラムを検証している。最後に、その検証結果と政策提言を収録し、ポルトガルが司法サー

ビスを市民と企業のニーズを満たすものにできるよう支援している。

Governance 

Driving Performance at Ireland’s Environmental Protection 
Agency

Code: gov-2020-11-en 
ISBN: 9789264386488  
pages: 92 ¥3,200

環境規制当局は、 経済活動から発生する汚染から環境と人々の健康を守る努力をし

ている。 本書は、 経済規制当局のための OECD 実績評価枠組みを用いて、 アイルラン

ドの環境保護庁 (EPA) の内外双方のガバナンスを評価している。 本書では、 EPA の役割

と目的、 その資金源と人材、 内部管理プロセスと意思決定、 実績評価制度について

審査している。 この審査では、 EPA の成果と優良慣行を評価し、 その実績の主な要因を

分析し、 規制当局が将来に備えられるようにするために改善に向けた課題と機会を明確

にしている。

Driving Performance at Peru’s Transport Infrastructure Regulator

Code: gov-2020-10-en 
ISBN: 9789264693692  
pages: 94 ¥3,200

規制当局は、 「市場の審判」 として基本的な公益事業の提供に貢献している。 その

組織文化、 行動、 ガバナンスは、 規制当局とそれが規制する部門の実績に影響する

重要な要素である。 本書は、 経済規制当局のための OECD 実績評価枠組みを用いて、

ペルーの交通インフラ当局 (OSITRAN) の内外双方ガバナンスを評価している。 本書では、

OSITRAN の推奨慣行を論じ、 その実績の主な要因を分析し、 今後のために規制当局に

対して統合された改革案を提案している。

Transparent and Inclusive Stakeholder Participation through 
Public Councils in Kazakhstan

Code: gov-2019-3679-en
ISBN: 9789264785144  
pages: 56 ¥3,200

カザフスタンでは、 国、 地方、 自治体レベルで 200 を超す公的委員会が、 重要な

社会問題に関する市民の意見を聞く場を提供している。 本書は、 カザフスタンにおける

利害関係者参加のための法的、 政策的枠組みを分析し、 公的委員会の最近の慣行

を規制で設定された要件と比較している。 公的委員会がその任務を果たす上での正当

性、 透明性、 包摂性を改善するための実践的な提言を行っている。 提言は、 利害関

係者参加を実践、 改善、 向上させている OECD 諸国とその他の国々の推奨慣行に基

づいている。

https://doi.org/10.1787/184acf59-en
https://doi.org/10.1787/009a0785-en
https://doi.org/10.1787/d4ddab52-en
https://doi.org/10.1787/d21f1e98-en
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Education 
TALIS 2018 Results (Volume II)
Teachers and School Leaders as Valued Professionals

Code: edu-2020-9-en 
ISBN: 9789264441293  
pages: 275  ¥9,100

「専門職」 としての教師と校長を理解するということでは、 彼らに高度な知識を持つ労

働者であることを期待するということである。 つまり、 教師と校長はその職務を有効に遂行

するだけでなく、 そのキャリアの全般にわたってスキルを向上させ、 同僚や生徒の親と協

力して学校の改善に努め、 問題に創造的に取り組むべきだということである。 しかし、 教

師と校長に専門職として働くよう期待するならば、 我々も彼らをそのように処遇する必要が

ある。 本書は、 教師と校長が自分の職業の価値、 労働環境とストレス、 労働条件へ

の満足度をどのように認識しているかを詳細に分析している。 また、 教師と校長の契約

条件、 協力的チームワークといった専門的業務を行う機会、 自主的決定、 リーダーシッ

プの発揮についても論じている。 本書では、 教師と校長の意見を下に、 教師という職業

の専門性を強化するための政策提言を収録している。

OECD の TALIS （教員指導環境調査） は、 教員と校長を対象にその労働条件と学習

環境を調査した最大の国際調査で、 5 年ごとに教職についてのバロメーターを提供して

いる。 2018 年調査の結果は、 教師と校長の専門性の様々な側面について調査、 考

察している。

PISA 2018 Results (Volume II)
Where All Students Can Succeed

Code: edu-2019-4229-en
ISBN: 9789264893528  
pages: 376  ¥7,800

OECD 生徒の学習到達度調査 (PISA) は、生徒の読解力、数学、科学の知識だけでなく、

生徒がその知識を使って何ができるかを調査している。 生徒の学習成果に関して最新の

最も包括的で厳密な国際評価を提供する。 PISA の結果から、 世界全体で学習成果の

質と公平性が明らかになり、 教育者と政策当局は他国で導入されている政策と実践か

ら教訓を得ることができる。 本書は PISA2018 調査の結果をまとめた全 6 巻の 1 巻である。

この第 2 巻では、 生徒の成績の男女差と、 生徒の社会経済的状況と移民出身である

こととの関係、 そして生徒の成績と幸福度について考察している。

Increasing Adult Learning Participation
Learning from Successful Reforms

Code: els-2020-6-en 
ISBN: 9789264434554  
pages: 110  ¥3,200

各国は、 成人学習制度の規模と効果を早急に高め、 人々が職業の将来的な変化

に対応できるようにしなければならない。 OECD の成人力調査によると、 今日、 ある 1 年に

教育 ・ 訓練に参加した成人は、 EU 及び OECD 諸国ではわずか 5 人に 2 人である。 技能

レベルが低かったり、 自動化のリスクが高い職業に就いていたりする恵まれない成人ほど、

参加率が低い。 成人学習制度を今後利用しやすくするためには、 政府はより多くの成人

が生涯を通じて学習を継続できるようにする対策を強化しなければならない。

成人の学習参加を促進する必要性についての文献は数多くあるが、 その参加を実際

に高める方法は明確ではない。 良いアイデアであっても、 政策実現の現実に直面してし

まうため、 それで実際に変化を起こすことは難しい。 本書の目的は、 成人学習改革を成

功させる要因を理解することである。 本書では、 過去に参加者を大幅に増加させた 6 カ

国 * から得た教訓を収録している。 これらの国々がその目標を達成した方法に焦点を当

てるために、 この調査では改革の設計、 実施、 評価を詳細に行っている。 * オーストリア、

エストニア、 イタリア、 ハンガリー、 オランダ、 シンガポール。

https://doi.org/10.1787/19cf08df-en
https://doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en
https://doi.org/10.1787/cf5d9c21-en
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Education 

Early Learning and Child Well-being in the United States

Code: edu-2020-17-en 
ISBN: 9789264475328  
pages: 175  ¥5,800

幼児期の最初の 5 年間は、 大きな機会を秘めた期間であると共にリスクもある。 この

時期に子供が発達させる認知力、 社会情動的スキルは、 その後の学校生活、 成人に

なった後まで長期にわたって影響を及ぼす。

本書は、 米国の国際幼児学習 ・ 子供の幸福調査の結果をまとめている。 本書では、

認知的発達と社会情動的発達の双方から子供の技能を評価し、 それが子供の自宅と

保育所 ・ 幼稚園での幼児学習の経験とどのように関係しているかを考察している。 子供

の親や教育者から得た環境情報と評価によって本書の内容はさらに充実している。 本

書では、 英国とエストニアの子供の幼児期の技能と比較したデータを収録している。 両

国は、 幼児期の学習を促進または妨げる要因を明らかにするために調査に参加した。

Early Learning and Child Well-being
A Study of Five-year-Olds in England, Estonia, and the United 

States

Code: edu-2020-26-en 
ISBN: 9789264519305  
pages: 175  ¥5,800

幼児期の最初の 5 年間は、 大きな機会を秘めた期間であると共にリスクもある。 この時

期に子供が発達させる認知力、 社会情動的スキルは、 その後の学校生活、 成人になっ

た後まで長期にわたって影響を及ぼす。

国際幼児学習 ・ 子供の幸福調査は、 各国が自国の子供の技能と発達を評価できる

ように、 またそれが子供の幼児期の学習経験と幸福にどのように関係しているかを理解で

きるように設計されている。 この調査では、 子供の幼児期の技能に関する国際比較デー

タを提供して、 各国が子供の幼児期の学習を促進または妨げる要因をより良く特定できる

ようにしている。

2018 年調査には、 イングランド （英国）、 エストニア、 米国の 3 カ国が参加した。 この

調査では、 各参加国の 5 歳児の代表標本の読解力と計算力、 自己調整、 社会情動

的スキルを直接評価した。 また、 子供の親と教師から得た環境情報と評価も収集してい

る。 本書は、 この調査全体の結果をまとめたものである。

Early Learning and Child Well-being in England

Code: edu-2020-27-en 
ISBN: 9789264464889  
pages: 175 ¥5,800

幼児期の最初の 5 年間は、 大きな機会を秘めた期間であると共にリスクもある。 この

時期に子供が発達させる認知力、 社会情動的スキルは、 その後の学校生活、 成人に

なった後まで長期にわたって影響を及ぼす。

本書は、 イングランドの国際幼児学習 ・ 子供の幸福調査の結果をまとめている。 本

書では、 認知的発達と社会情動的発達の双方から子供の技能を評価し、 それが子供

の自宅と保育所 ・ 幼稚園での幼児学習の経験とどのように関係しているかを考察してい

る。 子供の親や教育者から得た環境情報と評価によってさらに充実している。 本書では、

米国とエストニアの子供の幼児期の技能と比較したデータを収録している。 両国は、 幼

児期の学習を促進または妨げる要因を明らかにするために調査に参加した。

https://doi.org/10.1787/3990407f-en
https://doi.org/10.1787/198d8c99-en
https://doi.org/10.1787/c235abf9-en
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Early Learning and Child Well-being in Estonia

Code: edu-2020-28-en 
ISBN: 9789264384606  
pages: 167 ¥5,200

幼児期の最初の 5 年間は、 大きな機会のある期間であると共にリスクもある。 この時

期に子供が発達させる認知力、 社会情動的スキルは、 その後の学校生活、 成人になっ

て以降まで長期にわたって影響を及ぼす。

本書は、 エストニアの国際幼児学習 ・ 子供の幸福調査の結果をまとめている。 本書

では、 認知的発達と社会情動的発達の双方から子供の技能を評価し、 それが子供の

自宅と保育所 ・ 幼稚園での幼児学習の経験とどのように関係しているかを考察している。

子供の親や教育者から得た環境情報と評価によってさらに充実している。 本書では、 米

国とイングランドの子供の幼児期の技能と比較したデータを収録している。 両国は、 幼児

期の学習を促進または妨げる要因を明らかにするために調査に参加した。

OECD Statistics on International Trade in Services, Volume 2019 
Issue 1

Detailed Tables by Service Category

Code: 012019111P1 
ISBN: 9789264313538  
pages: 106 ¥15,200

本書は OECD 加盟 35 か国、 EU、 ユーロ圏、 コロンビアおよびロシアの国際サービス貿

易について、 サービスの種類別に詳細な統計と、 定義と方法論を収録したものである。

データは、 国際通貨基金 (IMF) の 「国際収支提要」 第 5 版、 第 6 版および 「拡大国

際収支サービス分類」に基づいている。 後者は IMF の国際収支の分類と一致しているが、

これをさらに細分化している。

本書は、 国別、 サービス分類別のサマリー表のほか、 EU とユーロ圏の地域別の

総計表を掲載している。 個々の OECD 加盟国と EU、 ユーロ圏については詳細なサー

ビス分類についてのデータ表を収録している。 データの単位は米ドルで、 収録期間は

2014~2018 年である。

Science and Technology   

Education 

Trade 

Main Science and Technology Indicators, Volume 2019 Issue 2
Code: 942019021P1

Main Science and Technology Indicators は、 科学技術分野で OECD 加盟国と非加盟 7 か国

（アルゼンチン、 中国、 ルーマニア、 ロシア、 シンガポール、 南アフリカ、 台湾） が行

う取り組みの水準と構造を明らかにする一連の指標を収録している。年 2 回刊行している。

本書のデータには、 最終値または速報値の他、 政府当局が算出した予測値が収録さ

れている。

研究開発 (R&D) 向けの資源、 パテントファミリー、 R&D 集約産業の国際貿易などの指

標と、 これらの科学技術統計の計算に使われた基本的な経済指標を、 参照年とデー

タのある過去 6 年分収録している。

年間定期購読 ： 年 2 回刊

行 (7 月 ・ 翌年 2 月）

冊子 ： ISSN: 1011-792X  

2020 年価格 : \20,400

オンラインデータベース （年

間アクセス） : 

OECD Science, Technology and 

R&D Statistics

ISSN: 1608-1242  

2020 年価格 ： \ 49,500

https://doi.org/10.1787/15009dbe-en
https://doi.org/10.1787/g2g9ff07-en
https://doi.org/10.1787/g2g9fda4-en
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OECD Statistics on International Trade in Services, Volume 2019 
Issue 2

Detailed Tables by Partner Country

Code: 012019121P1 
ISBN: 9789264313576  
pages: 164 ¥15,200

本書では、 サービスの国際貿易の統計を OECD 加盟 31 か国と EU、 ユーロ圏、 ロシア

について、貿易相手国別に提供している。 統計の定義と計算方法も収録している。 デー

タは諸国の居住者と非居住者の間の取引に関するもので、 「サービス貿易統計マニュ

アル」 の枠組みに沿って報告されたものである。

各国の主要な貿易相手国を一覧にした貿易パターンや、 貿易分類の主要項目別の

概要表も収録している。 データの単位は米ドルで、 収録期間は 2014~2018 年である。

Trade 

Development 

Environment at a Glance 2020

Code: env-2020-26-en 
ISBN: 9789264498556  
pages: 66 ¥3,200

本書は、 気候変動、 生物多様性、 水資源、 大気の質、 循環型経済といった領

域における主な環境動向の概要を収録している。 分析は、 OECD Core Set of Environmental 

Indicators という、 環境実績を評価し持続可能な開発に導くツールの指標に基づいている。

本書では、 OECD 諸国とその他の国際組織から得た最新の比較可能なデータを利用して

いる。

Environment 

SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2020
Assessing the Implementation of the Small Business Act for Europe

Code: grs-2020-1-en 
ISBN: 9789264461734 
pages: 520 ¥16,900

本書は、 中小企業政策の立案と実施の進捗状況を、 EU 及び国際的な最良慣行に

照らして評価、把握するための独自のベンチマークツールである。 中小企業政策を立案、

実施するための指針を示して幅広い企業支援策を提供している、 欧州中小企業議定

書の 10 原則に基づいて構築されている。 本書は 2012 年、 2016 年に続くシリーズ第三

弾である。 10 原則の実施状況を総合的に概観し、 2016 年以降の進捗状況を述べてい

る。 また、 東欧パートナーシップ諸国で中小企業に影響を及ぼす課題を明らかにし、 そ

れに対処するための提言を EU と国際社会の推奨慣行例に基づいて提示している。 さら

にこの 2020 年版では、 中小起業政策の中核を超えて新たに 3 つの側面 （競争力、 契

約の履行、 企業の高潔性） について評価し、 企業規模や所有形態にかかわらずあら

ゆる企業に平等な競争条件を確立するために不可欠な構造改革の主な優先事項につ

いて考察している。

https://doi.org/10.1787/g2g9fda8-en
https://doi.org/10.1787/4ea7d35f-en
https://doi.org/10.1787/8b45614b-en
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Urban, Rural and Regional Development
OECD Tourism Trends and Policies 2020

Code: cfe-2020-39-en 
ISBN: 9789264703148  
pages: 400  ¥13,000

本書は、 OECD 加盟国、 パートナー諸国 51 カ国の観光業の実績と政策傾向を分析

している。 観光政策の策定には一貫性のある包摂的なアプローチが必要であること、 ま

た国内旅行、 海外旅行、 海外からの旅行客受け入れに関するデータを用いて観光経

済の重要性を明らかにしている。 観光政策の優先事項、 改革、 開発について分析し、

各国の実践例を紹介している。 テーマ別章では、 観光業をデジタル転換に備えさせ、

観光業によって持続可能で包摂的な観光業の発展を促進できるようにするための考察を

行っている。

日本語翻訳出版

本体 5,400 円＋税

ISBN: 9784750349909

ページ数 : 448 ページ

出版年月日 : 2020/04/07

GDP を超える幸福の経済学 

社会の進歩を測る

ジョセフ・E．スティグリッツ／ジャン＝ポール・フィトゥシ／マルティー

ヌ・デュラン 編著

経済協力開発機構（OECD） 編

西村　美由起 訳

私たちの暮らしや社会の進歩をどのように捉えるのか。 環境と持続可能性、 様々な

タイプの不平等、 経済的安定、 主観的幸福、 信頼など、 各種の側面から、 経済実

績と社会進歩を包括的に捉えることで、 従来の豊かさの指標 「GDP」 を超える新たな

尺度を探究する。

(For Good Measure: Advancing Research on Well-being Metrics Beyond GDP, 2018)

https://doi.org/10.1787/6b47b985-en
https://www.akashi.co.jp/book/b508194.html



