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OECD Economic Surveys: Argentina 2019

過去数十年間、 アルゼンチン経済は政策決定力の弱さに足を引っ張られ、 生産

性は低迷していた。 近の数々の改革によって、 中期的に同国民全体の生活が更

に向上するとみられている。 特に見返りが大きいのは、 市場への参入と海外貿易の

障壁を削減して競争力を強化することである。 関税障壁は、 世界経済への統合強化

を妨げている。 世界経済に統合されれば、 消費者の購買力が高まり、 企業の投入

コストが削減され、 遮蔽された部門の企業の生産性が高まる。 現在、 多くの雇用が、

生産性と賃金の伸びという点であまり期待できない経済活動から抜け出せずにいる。

雇用再編は、 一時的な所得喪失につながるので、 職業訓練と社会保障を拡充する

政策によって、 この移行期のショックを緩和すべきである。 社会政策は、 不平等を削

減するのに有効で、 貧困は 2016 年から 2017 年まで減少傾向が続いていたが、 2018

年に深刻な経済危機に見舞われ、不景気に陥った。そのため、短期的な政策目標が、

景況感の回復と深刻な財政不均衡と対外不均衡の緩和に向けられるようになった。

早急かつ果断な政策対応が不可欠で、 それがマクロ経済の安定を取り戻し不景気

から回復する基礎となるが、 重大なリスクも残されている。

特集 ： 世界経済への統合の促進

Code: eco-2019-5179-en
ISBN: 9789264720572  
pages: 138 ¥6,500

National Accounts of OECD Countries, Volume 2019 Issue 1

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。

Code: 012019131P1 
ISBN: 9789264313613 
pages: 192 ¥6,500

年 間 定 期 購 読 ： 年 約 18

か国

ISSN: 0376-6438 

2019 年価格 : \130,600

Quarterly National Accounts
Volume 2018 Issue 4
OECD Code: 362018041P1 pages:340

Quarterly National Accounts は経済アナリストによって 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  

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

https://doi.org/10.1787/0c7f002c-en
https://doi.org/10.1787/g2g9fe48-en
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Joint Audit 2019 – Enhancing Tax Co-operation and 
Improving Tax Certainty

Forum on Tax Administration

Code: ctp-2019-2020-en-
print 

ISBN: 9789264536371 
pages: 76 ¥3,200

納税者にリスクの低い行動を促し、 税務当局が資源を税務リスクにより良く向けられ

るようにすることで、 紛争を防止し解決する仕組みを改善することが、 企業と税務当局

双方にとって重要である。

合同監査は、「租税の確実性問題」 において必須の要素であり、税務当局がグロー

バル化が進む環境で効率的かつ有効に運営し、 互いに緊密かつ頻繁に協力して法

令遵守を確保し、 BEPS 行動に対策を取り、 コストと時間がかかる紛争を 低限抑える

ことに寄与する。

本書では、 監査に関わる税務協力の 先端の形を設定し 良慣行を明らかにし、

税務に関わる OECD フォーラムに限らず、 改善と今後の取り組みが可能な分野を明ら

かにしている。

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

OECD International Direct Investment Statistics 2018

Code: pac-2019-22179-en-
print 

ISBN: 9789264472679 
pages: 332 ¥10,400

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 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。

Finance & Investment ....................................................金融・投資

Prevention of Treaty Abuse - Peer Review Report on Treaty 
Shopping

Inclusive Framework on BEPS: Action 6

Code: 232019011P1
ISBN: 9789264312371 
pages: 264 ¥7,100

BEPS 行動 6 は、 BEPS 包摂的枠組みの参加国全てが実施を公約した 4 つの 低基

準の 1 つである。

本書は、 BEPS に関する包括的枠組みで承認された条約漁りに関する行動 6 の

低基準の実施状況の 初のピアレビューの成果である。 本書には、 2018 年 6 月 30

日に BEPS に関する包括的枠組みの 116 の加盟国によって承認された租税条約に関

する審査とデータの集計結果が収録されている。 第 1 章では、 行動 6 の 低基準

の内容を収録し、 第 2 章では、 各国のピアレビュープロセスに焦点を当て、 第 3 章で

はピアレビューの集計結果をまとめ、 第 4 章では結論と今後のステップを提案している。

巻末には、 BEPS 包括的枠組みの各加盟国について、 低基準の実施状況を収録

している。

https://doi.org/10.1787/bb55ccaf-en
https://doi.org/10.1787/9789264312388-en
https://doi.org/10.1787/17bfa30d-en
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Global Forum on Transparency and Exchange of Information 
for Tax Purposes

Peer Review Report on the Exchange of Information on Request
Republic of North Macedonia 2019 (Second Round)
Code: ctp-2019-2008-en-print ISBN: 9789264523548 pages: 100 ¥4,600
Spain 2019 (Second Round)
Code: ctp-2019-2012-en-print ISBN: 9789264622869 pages: 100 ¥4,600
The Netherlands 2019 (Second Round)
Code: ctp-2019-2011-en-print ISBN: 9789264429178 pages: 100 ¥4,600
Hong Kong (China) 2019 (Second Round)
Code: ctp-2019-2009-en-print ISBN: 9789264911543 pages: 100 ¥4,600
Luxembourg 2019 (Second Round)
Code: ctp-2019-2010-en-print ISBN: 9789264584525 pages: 100 ¥4,600

本書は、 各国の要請に基づく情報交換に関する 2019 年ピアレビュー報告書である。

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

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

Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries 2019

Code: 422018521P1
ISBN: 9789264307940  
pages: 264 ¥8,400

本書は、 OECD 諸国における予算編成のガバナンス、 実施、 実績の全体像を収録

している。 中期的枠組みの適用といった 近の慣行と、 男女平等や環境などの問

題への政策の影響に焦点を当てるためにデータと分析を利用することなどを考察してい

る。 また、 本書では、 財政政策支援制度を強化する各国の取り組みを反映して、 議

会による監視、 市民参加、 透明性、 インフラ管理、 財政リスク管理などの動向につ

いて論じている。

Corporate Governance
A Policy Maker's Guide to Privatisation

政策当局と民営化の専門家は、 「民営化を正しく理解すること」 が必須であるとい

う点で意見が一致している。 論理的根拠、 制度・規制の取り決め、 良いガバナンス、

公正性に裏打ちされた民営化計画とその実施は、 投資家の信頼を高めつつ、 株主

と一般市民の支援を得ることで、 将来的な株式売却につながる可能性がある。 国際

的に合意された 「国有企業のコーポレートガバナンスに関する OECD ガイドライン」 と、

何十年も積み重ねられた OECD 加盟諸国、 パートナー諸国の経験を引用して、 本書

ではこれから民営化に取り組む国々にその開始から民営化後までのプロセスの主要

段階について具体的なアドバイスを行っている。 世界的に見て民営化の取り組みが今

後も増えるとみられる中、 本書は今後数年間に意思決定過程に携わる政策当局を

支援するものである。

Code: daf-2019-42-en-
print 

ISBN: 9789264605800 
pages:108 ¥3,900

https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-peer-reviews_2219469x
https://doi.org/10.1787/9789264307957-en
https://doi.org/10.1787/ea4eff68-en
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Fast Forward to Gender Equality
Mainstreaming, Implementation and Leadership

本書は、 社会全体の男女平等目標を促進、 支援するために OECD 加盟諸国政府

が用いる戦略、 ガバナンスツール、 制度設定、 革新的アプローチを明らかにしている。

立法制度、 司法制度を含むあらゆる政府機関を対象として、 OECD 諸国がその影響を

長期間継続させる上で抱える課題について論じている。 後に、 各国制度への政策

的指針を、 OECD 諸国で機能している事例を参考に提供している。 本書は、 2015 年

の公職における男女平等に関する理事会勧告に基づいて進捗状況を把握するため

の基礎となるものである。

Code: 422019041P1
ISBN: 9789264313002 
pages: 188 ¥5,800

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

Code: 422019021P1
ISBN: 9789264311725 
pages: 196 ¥5,800

法や規制は、 企業と市民の日常生活に影響を与える。 良質な法律は国の福祉と

成長を促進するが、 悪法は成長を妨げ、 環境を損ない、 人々の健康を脅かす。 本

書では、 法と規制の質を向上させる慣行を、 EU 加盟 28 カ国各国と EU について分析

している。 国内法 ・ 規制の設計と見直しへの実証の利用状況と関係者の関与につ

いて、 規制政策とガバナンスに関する OECD 指標に基づいて体系的に評価している。

また、 EU 法に関連する規制管理ツールを各加盟国が利用することについても、 詳細

に分析している。 本書は、 規制の優良慣行を明らかにし、 更なる注意と投資を行うべ

き分野を明らかにしている。

Better Regulation Practices across the European Union

Code: 422018561P1
ISBN: 9789264310490  
pages: 124 ¥3,900

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、 ペルーの電気通信への民間投資のための監督官庁 (OSIPTEL) の内外双方

のガバナンスを評価している。 本書では OPSITEL の成果と推奨慣行を認め、 その実績

の主要因を分析し、 規制当局が今後に備えられるように統合された改革案を提案して

いる。

Driving Performance at Peru's Telecommunications Regulator

Driving Performance at Peru's Energy and Mining Regulator

Code: 422018571P1
ISBN: 9789264310858  
pages: 113 ¥3,900

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、 ペルーのエネルギー ・ 鉱物規制当局 (Osinergmin) の内外双方ガバナンスを

評価している。 本書では、 Osinergmin の成果と推奨慣行を論じ、 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。

https://doi.org/10.1787/g2g9faa5-en
https://doi.org/10.1787/9789264311732-en
https://doi.org/10.1787/9789264310506-en
https://doi.org/10.1787/9789264310865-en
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Social Issues / Migration / Health  ........................社会問題・移民

OECD Integrity Review of Argentina
Achieving Systemic and Sustained Change

Code: 042018171P1
ISBN: 9789264307902  
pages: 280 ¥9,100

本書は、 アルゼンチンの公正システムの枠組みを単独のイニシアチブから全社会的

な公正システムへと転換する 近の取り組みを評価している。 現在の改革を持続する

ための公正戦略の開発について、 具体的な行動を提案している。 また、 汚職に対す

るリスク管理アプローチを運用する方法と、 政府内の内部監査機能を向上させる方

法についても考察している。 本書の 後で、 政府の意思決定過程を評価し、 その透

明性と公正性を高め、 より責任ある公平な政策を実施するための様々な選択肢を提

供している。

Society at a Glance 2019
OECD Social Indicators

Code: 812019071P1
ISBN: 9789264312845 
pages: 132 ¥4,500

Society at a Glance は、 社会指標の概要を収録した OECD の報告書で、 隔年で出版

される。 2019 年版は第 9 版で、 社会的幸福とその傾向について、 量的実証が求め

られていることに答えている。 今号では、 今回初めて収録される指標も含め、 25 の指

標を OECD 加盟 36 カ国と主要パートナー諸国 （ブラジル、 中国、 インド、 インドネシア、

ロシア、南アフリカ） と G20 諸国 （アルゼンチンとサウジアラビア） について収録している。

本書では、同性愛者、バイセクシュアル、トランスジェンダー (LGBT) を特集し、その数、

経済的成果という点で彼らがうまくやって行かれるのか、 LGBT の経済的成果と福祉を

高める政策は何かということを収録している。 また、 2018 年の OECD リスク調査に基づ

いて、 社会経済的リスクに対する人々の考え方と、 政府がそうしたリスクにどの程度対

処してくれると彼らが考えているかということについても論じている。 また、 読者が社会指

標の構成をより良く理解できるように、 ガイドを収録している。

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

Regulatory Policy in Argentina
Tools and Practices for Regulatory Improvement

Code:  gov-2019-2711-
en 

ISBN: 9789264553873  
pages: 135 ¥4,500

アルゼンチンは、 規制枠組みの質を改善するための一連の規制改革に乗り出した。

良質な規制は、 市民と企業に負担を課すことなく消費者と環境を保護することができ

る。 本書は、 アルゼンチン政府が良質な規制を立案、 実施、 執行するために採用し

ている政策、 制度、 ツールについての情報を提供している。 その中には、 行政簡略

化政策、 事前事後の規制評価、 利害関係者の関与、 多角的規制ガバナンスの

取り決めなどが含まれる。 本書では、 規制政策を管理する政府の能力を強化するた

めに、 国際的な 良慣行に基づいた政策提言を行っている。

https://doi.org/10.1787/g2g98ec3-en
https://doi.org/10.1787/d835e540-en
https://doi.org/10.1787/soc_glance-2019-en
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Building an EU Talent Pool
A New Approach to Migration Management for Europe

Code: els-2019-4107-en-
print 

ISBN: 9789264397330 
pages: 120 ¥3,900

世界各地で雇用の機会を探す有能な専門家を EU に誘致するには、 どのように魅

力を高めればよいか。 EU 全体の行動で、 EU 加盟各国の雇用主、 官民双方の関係

者が単一市場における国際的な採用活動でより良い成果を上げられるよう支援するこ

とができるのか。 本書は、 欧州外からの人材の誘致と採用を妨げている障害につい

ての新たな概要を収録し、 こうした障壁を乗り越える一助となる官民双方のイニシアチ

ブの役割について論じている。 オーストラリア、 カナダ、 ニュージーランドで実施されて

いる移民管理の関心表明 (Expression of Interest, EoI) 制度を比較分析し、 それが欧州の

労働移民制度のニーズを満たせるかどうかを評価している。 本書では、 EoI を段階的

に EU 全体で採用するためのいくつかのオプションと変化形を掲載し、その実現可能性、

制約、 メリットを検証している。

Investing in Youth: Peru

Code: 812017701P1
ISBN: 9789264305816 
pages: 196 ¥5,200

本書は Investing in Youth シリーズのペルーに関する報告書である。 このシリーズは、 若

者の雇用、 社会支援、 技能に関して OECD の知見に基づいて執筆されており、 OECD

諸国と、 現在 OECD への加盟手続きを行っている国々および新興諸国の国別レポート

である。 本書は教育、 訓練、 社会、 雇用といった分野の若者に対する政策を詳細

に分析している。 就業、 就学、 職業訓練のいずれも行っていない若者 （ニート） に

焦点を当てている。

OECD Reviews of Pension Systems: Portugal

Code: 812019081P1
ISBN: 9789264313729 
pages: 164 ¥5,200

本書はポルトガルの年金制度の改良について、 年金制度設計に関する OECD の

良慣行に基づいて政策提言を行っている。 ポルトガル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。 ポルトガルの年金制度は、 老

齢セーフティネット、 賦課方式の確定給付型年金、 任意の私的貯蓄で構成されてい

る。 セーフティネットには、 老齢社会年金とそれを補完するもの (Complemento Solidário 
para Idosos, CSI) が含まれ、 両者の目的は似ているが、 受給資格が異なる。 確定給

付型年金は、 一般社会保障制度 (regime geral da Segurança Social) と公務員年金制

度 (Caixa Geral de Aposentações, CGA) の 2 種類からなっている。 この CGA は 2006 年以

降新規の加入はできず、 それ以降に公務員になった人々は一般制度に加入している。

任意の年金が占める割合は、 全年金制度の中でわずかである。

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

https://doi.org/10.1787/6ea982a0-en
https://doi.org/10.1787/9789264305823-en
https://doi.org/10.1787/9789264313736-en
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Measuring Innovation in Education 2019
What Has Changed in the Classroom?

Code: 962019011P1
ISBN: 9789264311664  
pages: 300 ¥9,700

教育におけるイノベーションを測り、 それがどのように機能しているかを理解することは、

教育部門の質の向上にとって不可欠である。 教育方法がどのように進化しているかを

体系的に把握することで、 国際的な教育知識ベースが大幅に増えることになる。 学

級や教育機関の現場の変化の有無と変化の仕方、 生徒による学習資源の利用方

法などを、 我々は検証する必要がある。 教師の専門能力開発方法の変化、 学校と

親との関わり方の変化、 そして最も一般的に、 どのような変化やイノベーションが教育

のより良い成果につながるのかということについて、 もっと多くのことを知らなければなら

ない。 それによって政策当局は、 介入と資源の対象をより良く絞り込み、 改革が教育

現場を期待通りに変化させられているかということについて、 素早く評価を得ることがで

きる。 我々も、 教育におけるイノベーションの役割をより良く理解することができる。

本書では、 OECD 諸国の教育制度において、 過去 10 年間に何が変化した （また

はしなかった） かを検証している。 本書では 150 以上の教育実践を審査している。 本

書では、 初等、 中等教育における体系的イノベーション、 特に教育方法のイノベーショ

ンに焦点を当てている。 テクノロジーの利用は進んでいるのか。 教育方法の実践にお

いて評価の重要性は高まっているのか。 生徒には学習についてより多くの自主性が与

えられているか。 生徒には依然として事実と方法を記憶することが求められているのか。

相互学習活動において、 教師は生徒との関わりを強化しているか。 本書ではこうした

疑問に対する答えを模索している。 また本書では、 イノベーションと教育実績とのつな

がりについて、 これまでの発見を収録している。

本書は政策当局、 教育関係者、 そして教育実践がどのように変化しているかを理

解しようとする全ての人々に、 貴重な知見を提供している。

Vocational Education and Training in Sweden

Code: 912019021P1
ISBN: 9789264313064 
pages: 140 ¥3,900

本書は、職業教育・訓練に関する一連の研究の 1 つで、スウェーデンの職業教育・

訓練に焦点を当て、 政策提言を行っている。

近年、 スウェーデンは職業教育 ・ 訓練への社会的パートナーの関与を拡充し、 職

業教育 ・ 訓練において実習の機会を増やし、 実習制度を促進するする改革に着手

した。 2002 年に始まった高度職業教育 ・ 訓練は拡大している。 それと同時に、 多くの

産業部門が労働力不足に対策を取っており、 それが求められるスキルの変化に対応

した人材を提供するようにという圧力を職業教育に対してかけている。 また、 職業教育

プログラムを選択する若者の数が以前より減少している。

本書では、 こうした課題に対処するための方法をいくつか提案している。 学校間の

協力関係を、 例えば学校評価や資金提供の基準と結びつけることで奨励するという

方法もある。 また本書では、 地域レベルでの社会的パートナーの体系的関与の枠組

みを創設したり、 いくつかの職業教育の側面について社会的パートナーにより多くの責

任を負わせることによって、 そうしたパートナーの職業教育への関与を更に拡充する余

地があるとも論じている。

Education  ...............................................................................教 育

https://doi.org/10.1787/9789264311671-en
https://doi.org/10.1787/g2g9fac5-en
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Reviews of National Policies for Education
Rethinking Quality Assurance for Higher Education in Brazil

Code: 912018181P1
ISBN: 9789264309043
pages: 184 ¥3,200

本書は、 ブラジルの高等教育の質を確保するために導入されている外的システムを

検証している。 本書では、 学生の 70％の需要に応えているブラジルの民間業者の市

場参入規制において、 品質確保モデルが相対的に成功を収めていることに注目して

いる。 しかし、 学部レベルのプログラムと教育機関の質を把握する既存の制度の有効

性と、 学生を悪質な教育から断固として守ろうとする公的機関の能力には、 疑問を投

げかけている。

本書では、 新設の高等教育機関とプログラムの開始を規制する制度について分析

し、 既存のプログラムと教育機関の品質評価メカニズムを評価している。 また、 質の

悪い教育の提供を終わらせるか、 改善させるように公的機関が介入できるようにする

制度の構築について考察している。

本書では、 政策提言を収録している。 品質確保のためのシステムをもっと分化させ

ることを提案するとともに、 国立学力調査 (ENADE) の設計と目的を大幅に変更するよう

提案している。

この研究は、 高等教育評価のための国立委員会 (CONAES) と大学院教育の品質

確保と資金に携わる連邦政府機関、 CAPES の要請に基づいて行われた。

Vocational Education and Training in Estonia

Code: 912019031P1
ISBN: 9789264313088 
pages:80 ¥3,200

本書は、 職業教育 ・ 訓練に関する研究シリーズの一環として出版されたもので、 エ

ストニアの職業教育 ・ 訓練を評価し、 政策提言を行っている。

エストニアは、PISA の実績や成人力調査 (PIAAC) の結果では良い実績を収めている。

失業率も低い。 近の改革にもかかわらず、 職業教育 ・ 訓練の地位は一般教育に

比べると低く、 中退率は極めて高く、 近の取り組みにもかかわらず実習制度は若い

人にあまり受け入れられていない。 職業訓練を改善するために提案されているアプロー

チには、 実習を職業教育 ・ 訓練プログラム全体に拡大することや、 実習生の数を増

やす方策が含まれている。 中退者の問題には、 学習について行けない生徒のため

の基礎技能支援など、 補完的措置によって対処すべきである。 職業教育コースと一

般教育コースの間でコース変更を認めれば、 職業教育の地位の向上につながる可

能性がある。 また、 特に 9 年次の移行期前に行われるキャリアガイダンスの質を改善

して量を増やす必要がある。

OECD Review of Higher Education, Research and Innovation: 
Portugal

Code: 922018051P1
ISBN: 9789264312081 
pages: 268 ¥8,400

ポルトガルは、 革新性、 包摂性、 生産性の高い経済発展を遂げ、 その恩恵が地

域的、 社会的に広く行き渡るようにすることを目指している。 本書では、 ポルトガルの

高等教育、 研究、 イノベーションのシステムが包摂的イノベーションというビジョンの達

成をどの程度助け、 またその政策オプションがその目標達成をどの程度助けているか

を評価している。

本書の評価と関連する提言は、特に以下の 6 項目に向けられている。1) 高等教育、

研究、イノベーションにおけるガバナンス、戦略、資金調達、2) 高等教育機関の使命、

性質、 資源利用、 3) 学士及び修士レベルの教育活動、 4) 博士課程の訓練活動、

5) アカデミック ・ キャリア、 6) 高技能を要する雇用と企業のイノベーション。

Education  ...............................................................................教 育

https://doi.org/10.1787/g2g9fac9-en
https://doi.org/10.1787/9789264308138-en
https://doi.org/10.1787/9789264309050-en
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Agriculture and Food ....................................................農業・食品

Science and Technology    ...........................................科学・技術

University-Industry Collaboration
New Evidence and Policy Options

Code: s t i -2019-556-en-
print 

ISBN: 9789264637344 
pages: 120 ¥3,200

本書は、 産学間のイノベーションに関する知識の交換の影響を評価する課題と機会

について論じている。 本書は、 産学共同の特許活動と大学による企業設立、 研究

機関と企業との地理的近接性が地域のイノベーションに及ぼす影響についての新たな

実証を収録している。 本書では、 共同研究、 共同特許、 大学によるスピンオフ、 学

術分野と産業部門におけるその相対的重要性といった、 複雑な知識移転チャネルを

考察している。 また、 労働力調査のデータを用いて社会科学の学位取得者が様々

な産業にどのように寄与しているかを評価する実験を行っている。

OECD 諸国では、 産学の知識移転を刺激するために様々な政策が実施されている。

本書では、 産学連携研究への助成や大学によるスピンオフへの資金援助を含む 21

の政策方途を掲載し、 その考え得るプラス及びマイナスの相互作用について論じてい

る。 いくつかの国々の事例に基づいて、 スピンオフ創設を支援するための新たな政策

アプローチにも注目している。 更に、 産学の知識移転に関わりが深い公的研究のガ

バナンスの 近の動向についても、 新たに開発された OECD 加盟 35 カ国の政策指標

を用いて考察している。

Main Science and Technology Indicators
Volume 2018 Issue 2
Code: 942018021P1 pages: 88

年間定期購読 ： 年 2 回刊

行 (7 月 ・ 翌年 2 月）

冊子 ： ISSN: 1011-792X  

2019 年価格 : \19,900

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  

2019 年価格 ： \ 48,100

Main Science and Technology Indicators は、 科学技術分野で OECD 加盟国と非加盟 9 か

国 （アルゼンチン、中国、イスラエル、ルーマニア、ロシア、シンガポール、スロベニア、

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。

研究開発 (R&D) 向けの資源、 パテントファミリー、 技術の国際収支、 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、 過去 6 年分収録している。

International Standardisation of Fruit and Vegetables
Garlic

Code: 512017043P1
ISBN: 9789264272934 
pages: 40 ¥5,400

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。 ニンニクの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。 本書は標準テキストと高画質の写真で品質チェックができ

るようになっている。 したがって、 本書は検査当局、 専門団体、 貿易会社などニンニ

ク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。

https://doi.org/10.1787/e9c1e648-en
https://doi.org/10.1787/g2g9fae2-en
https://doi.org/10.1787/9789264272941-en-fr
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Financing SMEs and Entrepreneurs 2019
An OECD Scoreboard

Code: 852019011P1
ISBN: 9789264312777 
pages: 236 ¥7,100

中小企業と起業家がその潜在力を生かすためには、 様々な資金源を十分かつ安

価に利用できる必要がある。 本書はこのシリーズの第 8 版で、 世界 46 カ国の負債に

よる資金調達、 代替的な資金調達方法、 調達条件についてのデータと、 中小企業

や起業家の資金の利用しやすさを改善するための政策イニシアチブに関する情報を収

録している。

2017 年、 中小企業の銀行の与信は、 マクロ経済条件が幅広くプラスであること、

企業景況感の改善、 協調的な与信条件を受けて多くの国々で緩やかに上昇したが、

一部の国々では下落した。 それに対して、中小企業や起業家になじみ深いリーシング、

ファクタリング、 オンラインによる代替資金源、 ベンチャーキャピタル投資といった他の

資金源の利用は総じて上昇した。 それと同時に、 投資ニーズとキャッシュフローのため

に自己資本に頼る中小企業の割合も増えた。

本書のテーマ別の章では、 中小企業がその無形資産を利用して外部資金、 特に

負債を利用できるようにする可能性を考察している。

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

Industry and Services   ........................................... 産業・サービス

Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods

Code: 422019031P1
ISBN: 9789264312494  
pages: 60 ¥3,200

本書は、偽造品と海賊品の取引の価値、範囲、動向を考察している。 まず始めに、

この種の取引の規模を明らかにし、 経済のどの部分が特に脅かされているかを論じて

いる。 続いて、 世界貿易における偽造品の主な生産国について考察している。 後

に、 配送方法の変化と貿易フローの変動という点から 近の動向を分析している。

OECD Quarterly International Trade Statistics 
Volume 2018 Issue 4
Code: 322018041P1 pages: 112

本書は、 OECD 諸国の国際収支、 国際商品貿易の四半期統計を収録したもので、

OECD 諸国とそれ以外の国々との間の貿易パターンについて 新の傾向を詳細に分

析している。 国際収支のデータは、 季節調整済みの値である。 国際貿易データは国

別になっており、 過去 10 四半期と 2 年分のデータを収録している。 本書は以下の 3

部に分かれている。 I. 国際収支と貿易、 II. 国別国際商業貿易、 III. 企業の性質別の

国際貿易 （年次データのみ）。

年間定期購読 ： 年 4 回刊

行

冊子  ISSN: 2313-0849

2019 年価格 : \ 18,800

オンラインデータベース （年

間アクセス） : 

ISSN: 2313-0857 

2019 年価格 : \40,300

https://doi.org/10.1787/fin_sme_ent-2019-en
https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en
https://doi.org/10.1787/int_trade-v2018-4-en
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Development ........................................................................開 発

SIGI 2019 Global Report
Transforming Challenges into Opportunities

Code: dev-2019-2548-en-
print 
ISBN: 9789264535855 
pages: 232 ¥7,100

過去 10 年間、 社会制度 ・ ジェンダー指標 (SIGI) は一貫して、 政府が男女平等と

女性への権利付与を促進するために、 差別的な法律、 社会規範、 慣行を見直す

必要があることを示してきた。 本書はその 2019 年版報告書で、 女性と家族、 虐待、

生産的な資金源の利用可能性、 市民権に関わる主な SIGI の成果の概要を収録して

いる。 こうしたデータに基づいて、 本報告書では、 法改正と斬新な男女平等政策に

始まり、 コミュニティの動員と権限付与を通じた法の執行、 そして監視を通じた政策効

率の把握という 3 つの柱からなるアプローチを通じて男女平等のコミットメントをもたらす

政府の取り組みを拡張するために、 一連の政策提言を収録している。

Latin America and the Caribbean 2019
Policies for Competitive SMEs in the Pacific Alliance and 

Participating South American countries

C o de:  sge -2 0 1 9 -1 -en -
print 

ISBN: 9789264495425 
pages:546 ¥17,500

SME Policy Index は、 新興諸国が中小企業支援策の成果を把握、 評価するための

基準となるツールである。 本書はこのインデックスの方法論を南米 ・ カリブ諸国に初め

て適用したもので、 太平洋同盟加盟 4 カ国 （チリ、 コロンビア、 メキシコ、 ペルーと、

南米 3 カ国 （アルゼンチン、 エクアドル、 ウルグアイ） を収録している。 本書では、 7

つの政策分野について、 中小企業政策の立案、 実施、 監視と評価の様々な側面

に存在する長所と短所を評価し、 国際的な優良慣行に従って将来的に改革が必要

な政策分野を特定するための政策当局へのガイダンスを提供している。 本書は南米カ

リブ地域プログラムを通じた南米開発銀行と OECD の共同プロジェクトで、 南米カリブ

経済システムと 「中小企業の戦略的分析と開発のための基金」 の協力を得て行わ

れている。

OECD Development Co-operation Peer Reviews
Switzerland 2019

Code: 432019041P1
ISBN: 9789264312333 
pages:120 ¥3,900

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

ログラムを定期的に審査している。 DAC 加盟各国の援助政策とプログラムは、 ほぼ 5

年ごとに詳細に調査される。 DAC ピアレビューは、 開発協力担当機関だけでなくその国

全体の実績を評価し、 政策と実施双方について調査している。 審査の対象となる国

の開発協力と人道支援活動について統合された制度全体の視点から評価を行う。

本書は、 世界的な利益と課題、 開発とパートナーシップへの総合的ビジョン、 開

発と人道プログラムへの現在の圧力に対処するために、 多国間協調主義への戦略

的支援を含むスイスの実績を評価している。

https://doi.org/10.1787/bc56d212-en
https://doi.org/10.1787/d9e1e5f0-en
https://doi.org/10.1787/9789264312340-en
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Environment  ............................................................................環 境

Business Models for the Circular Economy
Opportunities and Challenges for Policy

Code: 972019031P1
ISBN: 9789264311411 
pages:112 ¥3,200

天然資源とそこから得られる物質は、 経済システムの物理的基礎となっている。 こ

こ数十年、 こうした資源への需要がかつてないほど高まり、 政策当局はもっと資源効

率が良い循環型経済への移行に関心を持つようになった。 本書では、 循環型供給、

資源回復、 製品の長寿命化、 共同利用、 製品サービスシステムモデルという、 資

源効率が高い循環型経済への移行を支持する 5 つの循環型ビジネスモデルを掲載し

ている。 その現在の市場浸透率を審査し、 各ビジネスモデルの潜在的な拡張可能性

を評価している。 環境ポテンシャルと、 こうしたビジネスモデルを広く採用した結果起こり

うるリスクと意図せぬ結果についても論じている。 本書は、 循環型ビジネスモデルの広

範な採用を妨げているいくつかの障壁を削減できる幅広い政策的アプローチを提供し

ている。

Women and Trade Networks in West Africa

Code: swac-2019-6-en-
print 

ISBN: 9789264595026 
pages: 144 ¥4,500

女性は、 商取引の伝統を長期にわたって守り、 越境取引と地域支援活動に参加

することで、 アフリカの食糧経済に重要な貢献をしている。 彼女たちの活動には様々

な障害があるが、 重要な機会もある。 本書では、 社会的ネットワークの膨大な関係

分析、空間分析を通じてそのことを明らかにしている。 本書では、デンディ地域 （ベニン、

ニジェール、 ナイジェリア） のコメ部門と、 女性の起業を支援する地域ガバナンスネット

ワークに焦点を当てている。 人口、 都市化の進展などによって、 ナイジェリアが有利な

立場にいる。 本書では、 女性という社会資本の強化と、 政府、 国際機関、 NGO に

よる女性への権限付与とその回復力強化のためのイニシアチブのより良い統合を推進

する政策アプローチに基づいて、 斬新な公共政策の開発を提案している。

Development ........................................................................開 発

Urban, Rural and Regional Development ......................地域開発

Making Decentralisation Work
A Handbook for Policy-Makers

Code: 852019021P1
ISBN: 9789264313026 
pages: 204 ¥5,800

本書は、 OECD 諸国と主要非加盟国における地方分権政策の概要を収録している。

地方分権は、 時に 「静かな」 改革と呼ばれ、 過去 50 年間で も重要な改革の 1

つである。 本書では、 地方分権の結果－民主主義、 効率、 責任、 地域開発とい

う点で－はその設計と実施の方法に大きく左右されると述べている。 「不満の地理的

分布」、 グローバル化や技術の変化からの取り残されていると感じている地域と巨大

潮流の機会から恩恵を受けている地域との格差が拡大している中、 地方分権制度を

大限生かすことが非常に重要である。 本書では、 地方分権を生かしそれが地方の

発展に貢献できるようにするための 10 の指針を明らかにしている。 その他、 単一国家、

連邦国家双方の政策当局に対して、 詳細な提言、 チェックリスト、 避けるべき陥穽、

優良慣行の例など、 具体的なツールを提案している。

https://doi.org/10.1787/7d67b61d-en
https://doi.org/10.1787/g2g9dd62-en
https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en
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Engaging Employers and Developing Skills at the Local Level 
in Australia

Code: 842018031P1
ISBN: 9789264304871 
pages:128 ¥3,200

地域の職業教育訓練プログラムは、 教育から就業への移行をより良いものにするた

めの有益な教育的道筋として機能する。 職業教育制度の中では、 良質な実習プロ

グラムによって、 雇用主は急速に変化する国際経済により敏感な技能労働者を獲得

でき、 また社会的に恵まれない人々には新たな就労の機会を与えることができる。

本書では、 成長する地域経済と協力して、 雇用主を実習やその他の実地の技能

研修プログラムにより良く関与させる方法に焦点を当てている。 本書の中心部分は、

300 以上のオーストラリアの雇用主に対して行われスキルニーズと実習プログラムへの

参加を妨げるものについての情報を集めた、雇用主ベースの調査にある。 また本書は、

サウスウェールズ州のシドニーメトロ、 タスマニアの集団教育などを含む、 4 つの事例

を収録している。 これらの事例からは、 地域組織が企業と教育とのパートナーシップを

どのように強化しているかということが明らかになっている。

Urban, Rural and Regional Development ......................地域開発

Working Together for Local Integration of Migrants and 
Refugees in Rome

Code: cfe-2019-3705-en-
print 

ISBN: 9789264526532 
pages: 76 ¥3,200

本書は、 ローマにおける移民の地域レベルの統合に焦点を当て、 イタリアの移民統

合のための国家枠組みに関する情報を提供している。 本書では、 情報や基本的サー

ビスの提供、 教育と労働市場への参加の確保、 社会への完全な包摂を妨げる障壁

の排除、 紛争解決という点で、 地方自治体が移民統合の先端にいると述べてはい

るものの、 自治体任せにはしていない。 本書では、 移民統合を多角的に統治するこ

との重要性を強調し、 特に第 3 セクター企業、 NGO、 民間企業、 社会奉仕団体、

組合などの主な役割を明らかにしている。 移民流入の短期的、 長期的影響を管理

するための地域の行動とガバナンス慣行を共有し、 も有効な措置と教訓に焦点を

当てて、 他の EU 諸国の都市が実施している事柄を国際比較している。

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

Oil 2019
Analysis and Forecasts to 2024

Code: 612019011P1
ISBN: 9789264312067
pages: 149 ¥13,000

Oil 2019 は、 国際エネルギー機関 (IEA) の世界の石油市場の見通しを収録した年報

で、2024 年までの需要、 供給、 精製、 取引に関わる問題を考察している。 本書では、

下記のテーマを取り上げている。

・ 米国が、 シェールオイル生産の急速な伸びによって世界市場で台頭し原油と石油

製品の純輸出国になることで、 供給の展望が変化している。

・ OPEC 非加盟諸国 （ブラジル、 カナダ、 ノルウェー、 ガイアナ） における供給量の

増加と、 OPEC 産油国の生産能力の下落。

・ 中国とインド、 そして石油化学製品の需要の伸びに下支えされる需要の伸び。 石

油化学産業は、 消費者の需要の伸びを満たすために投資を行っている。

・ 石油精製業界の国際海事機関の新たな船舶燃料規制に対する取り組み、 過

剰設備問題、 世界の石油取引のパターンの変化についての詳細な分析。

https://doi.org/10.1787/9789264304888-en
https://doi.org/10.1787/ca4d491e-en
https://doi.org/10.1787/oil_mar-2019-en
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Oil, Gas, Coal and Electricity, Volume 2019 Issue 2
Quarterly Statistics, Fourth Quarter 2018
Code: 602019021P1 pages:598

Oil, Gas, Coal and Electricity は、 国際エネルギー機関の季刊誌で、 石油、 石炭、 天

然ガス、 電力についての詳細な四半期統計を収録している。 石油統計には、 生産、

貿易、 精製量と生産量、 備蓄変動、 消費量が、 原油、 NGL、 9 種類の石油製品

グループについて収録されている。 電力、 天然ガス、 無煙炭、 褐炭については、 供

給量と貿易高の統計を収録している。 輸出入データは輸出国別と輸入国別に示され

ている。 さらに、 石油と無煙炭の生産は、 世界全体の統計を収録している。

日本語翻訳出版

本体 6,800 円＋税

ISBN 9784750348001

ページ数 304 ページ

出版年月日 2019/05/12

図表でみる世界の行政改革　OECD インディケータ（2017 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する。 主要分野は、 財政

と経済、 公共雇用と報酬、 組織構成、 予算編成、 人的資源マネジメント、 清廉性、

規制ガバナンス、 公共調達、 オープン ・ ガバメント、 デジタル政府、 リスク ・ マネジ

メント。

(Government at a Glance 2017, 2017)

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

年間定期購読 ： 今号をもっ

て廃刊。

https://doi.org/10.1787/g2g9a98c-en



