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OECD Economic Outlook, Volume 2020 Issue 1

OECD Economic Outlook は OECD が年 2 回発行する報告書で、 主要な経済動向の

分析と今後 2 年間の見通しを示すものである。 本報告書では生産、雇用、価格、

財政および経常収支について一貫した予測を行っている。

OECD 加盟国の他、代表的な非加盟国についても分析を行っている。 本書では、

マクロ経済情勢に関する総合評価、 COVID-19 発生に関するマクロ経済と構造政

策の問題、 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。 Code: eco-2020-172-en
ISBN: 9789264524156  
pages: 327  ¥14,300

Economics 

Finance and Investment 
OECD Investment Policy Reviews: Egypt 2020

Code: daf-2020-204-en
ISBN: 9789264122888  
pages: 260 ¥8,400

本書は、 投資のための OECD 政策枠組みを用いて、 エジプトの投資環境を評

価するとともに、 エジプト政府がその改革の取り組みにおいて抱えている課題と機

会について論じている。 本書では、 海外投資とその社会経済的便益、 投資家の

参入と拡大に対するエジプトの規制枠組み、 投資の法的枠組み、 投資促進戦

略などの傾向を考察している。 また、 エジプトの地域限定政策、 租税政策、 投

資インセンティブと、 責任ある企業慣行を促進する戦略、 さらにインフラの接続の

進捗状況についても考察している。
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Main Economic Indicators, Volume 2020 Issue 7
Code: pac-2019-30041-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
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Governance 

Taxation 
Taxing Wages 2020

Code: ctp-2020-31-en 
ISBN: 9789264665750  
pages: 640  ¥27,800 

本書は OECD 諸国の所得税の詳細を収録した年報である。 対象は、 雇用者が支

払う個人所得税と社会保険料、 雇用主が支払う社会保険料と給与税、 労働者

が受け取る現金給付などである。 本書は、 これらの税と給付が各国でどのように計

算されているかを明らかにし、 それが家計所得にどのような影響を及ぼしているかを検

証している。 それによって、 様々な所得水準の単身者と家族の労働費用水準と税

負担と現金給付の全体的な状況を定量的に国際比較することができる。 所得水準

と世帯構成が異なる 8 種類の世帯種類 （独身、 1 人親、 稼ぎ手が 1 人または 2

人で子供がいる、 またはいない） について、 労働コストに対する平均及び限界実効

税率を明らかにしている。 平均税率は、 課税と社会保険料の対象となる現金給付

の前後双方の総賃金または労働コストの部分を測るもので、 限界税率はこれらの課

税対象となる賃金または労働コストの増加分を測るものである。

特集 ： 税制が雇用形態の選択に及ぼす影響

Improving Governance with Policy Evaluation
Lessons From Country Experiences

Code: gov-2020-445-en
ISBN: 9789264681842  
pages: 151  ¥4,500

政策評価は、 公的説明責任を促進し、 市民の政府への信頼向上に寄与する

ため、 優良ガバナンスの重要な要素である。 評価することで、 政府の決定が信頼

に足る実証に基づき、 望ましい成果をもたらすということを信じることができる。 本書で

は、 42 カ国の政策評価慣行に関する第 1 回目の大規模国際調査を引用して、 評

価の制度化、 質、 利用状況を体系的に分析し、 この 3 分野が相互にどのように関

わっているかを考察している。 また、 本書では規制評価と成果主義の予算に関する

分野横断的側面についても分析している。 この分析により、 政府の中枢や財務省と

いった行政部門内での主な制度の役割と機能が明らかになる。 また、 最高会計検

査機関の役割も強調している。

OECD Sovereign Borrowing Outlook 2020

Code: daf-2020-217-en
ISBN: 9789264543447  
pages: 115  ¥3,900

本書は、 国債の借入必要額の傾向、 資金調達戦略、 市場のインフラ、 負債額

を公債管理者の見通しに基づいて定期的に調べた結果をまとめたものである。 本書

は資金調達戦略と借入必要額とを政策的に区別している。 中央政府の市場性国

債のニーズまたは必要額は、財政赤字と償還を元に計算される。 資金調達戦略は、

様々な手段と調達チャネルを用いて借入ニーズをどのように賄うべきかを決定するもの

である。

本書では、 COVID-19 パンデミックに対応した OECD 諸国の政府借入ニーズ、 資金

調達の条件、 資金調達戦略の動向を考察し、 感染症発生前に公表された 2020

年の推定値を更新している。 2020 年以降の新興市場、 開発途上国の国債発行

状況を考察し、 これらの国々において COVID-19 パンデミックが発行条件に及ぼしてい

る影響について、 新たな洞察を与えている。 さらに、 債務管理当局 （DMO） がその

ガバナンス慣行を COVID-19 危機によってもたらされる運用及び市場リスクに優先的に

対処できるように順応させる方法について論じている。

https://doi.org/10.1787/047072cd-en
https://doi.org/10.1787/dc0b6ada-en
https://doi.org/10.1787/89b1577d-en
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Governance 
Innovative Citizen Participation and New Democratic 

Institutions
Catching the Deliberative Wav

Code: gov-2020-83-en 
ISBN: 9789264837621  
pages: 196  ¥4,500

公権力は全政府レベルにおいて、 気候変動からインフラ投資の決定まで様々な複

雑な政策問題に対処するために、 市民団体、 陪審員、 パネルその他の代表者に

よる審議プロセスを取り入れるようになってきた。 これは、 社会の様々な分野から幅広

く人々を集め、 少なくとも 1 日、 通常はそれより長期間、 多角的な公的問題を解決

するために必要な複雑さと妥協案を検討する集団的提言について学び、 評議を行

うものである。 この 「審議の波 (deliberative wave)」 は、 1980 年代から現れ、 2010 年

ごろからその機運が高まってきた。 本書には、 300 近い代表者評議会の例が収録さ

れ、 こうしたプロセスの傾向を考察し、 様々なモデルがあることを明らかにし、 様々な

デザインから選ぶ際のトレードオフや公的審議の利点と欠点を分析している。 本書に

は、 公的意思決定のための審議経過に関する優良慣行原則を収録している。 これ

は、 OECD が政府、 市民団体、 学術分野の先駆者の協力を得て集めた比較可能

な経験的実証に基づいている。 最後に、 市民に彼らの生活に影響を及ぼす政策

の形成において、 永続的で有意義な役割を与えるための公的制度に審議活動を埋

め込む理由と方法について考察している。

Government at a Glance: Western Balkans

Code: gov-2020-416-en
ISBN: 9789264451407  
pages: 150  ¥4,500

本書は、 西バルカン地方 - アルバニア、 ボスニア ・ ヘルツェゴビナ、 コソボ、 モ

ンテネグロ、 北マケドニア、 セルビア - の公的ガバナンスに関する情報を収録し、

OECD 諸国及び OECD/EU 加盟諸国と比較を行っている。 本書は、 この地域に関す

る Goverment at a Glance の第 1 巻で、 公財政、 公務員の雇用、 政府中枢、 予算慣

行と実施、 人材管理、 公共調達、 電子政府、 中核的な政府の結果、 市民へ

の奉仕などについて、 40 にわたる指標を収録している。 ガバナンス指標は、 公行政

制度、 慣行、 実績の重要な基準である。 指標は図表を用いてわかりやすく掲載さ

れており、 簡潔な解説、 指標の定義に関する方法論、 データの比較可能性の制

約なども明記されている。

Regulatory Policy in the Slovak Republic
Towards Future-Proof Regulation

Code: gov-2020-431-en
ISBN: 9789264869844  
pages: 131  ¥3,900 

スロバキアは、 規制政策枠組みを強化するために重要な改革を行っているが、 依

然として課題が残されている。 本書では、 スロバキアの規制政策、 制度、 ツールを

評価することで、 同国の規制管理能力を評価している。 その中には、 行政簡略化

政策、 事前 ・ 事後の規制評価、 関係者の関与慣行、 多角的規制ガバナンス、

規制への革新的アプローチなどが含まれる。 本書では、 最近の傾向について論じ、

グッドプラクティスと比較した場合の欠陥を明らかにして、 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最良慣行に基づいた政策提言を行っている。 規制

政策のサイクル全体を改善することで、 規制が確たる実証と一般の人々の参加とい

う基盤の上に確立され、 安価に市民の安全、 健康、 暮らし良さを改善できるように

立案されることになる。

https://doi.org/10.1787/339306da-en
https://doi.org/10.1787/a8c72f1b-en
https://doi.org/10.1787/ce95a880-en
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Education 

Gender Equality in Colombia
Access to Justice and Politics at the Local Level

Code: gov-2020-608-en
ISBN: 9789264438484  
pages: 128 ¥3,900

本書は、 コロンビアにおける女性による司法制度の利用と議会政治、 地方委員

会、 市民団体への政治参加について評価している。 既存の法的、 政治的、 制度

的枠組みを検証し、 司法の利用しやすさと男女平等を政府が推進する中での成功、

課題、 実施格差をより良く理解できるようにしている。 また、 本書では OECD 加盟国、

非加盟国それぞれのアプローチの例を提供している。 それを分析することで、 コロンビ

アが女性の政治参加と、 性的虐待の被害者を含む人々による司法利用を実効的

に促進できる政策を立案、 実施するための一助となる、 行動に移せる解決策を提

案している。

Governance 

Quality Early Childhood Education and Care for Children 
Under Age 3

Results from the Starting Strong Survey 2018

Code: edu-2020-517-en
ISBN: 9789264550926  
pages: 120  ¥3,200

3 歳未満の子供の幼児教育 ・ 保育の経験は、 その学習、 発育、 幸福にとって、

また親の職場復帰にとって非常に重要である。 しかしその重要性への認識が高まっ

ているにもかかわらず、 幼児教育 ・ 保育部門についてはあまりよくわかっていない。

OECD の幼児教育指導環境調査 （TALIS Starting Strong） は、 幼児教育 ・ 保育の

従事者に関する初の国際調査である。 この調査では、 子供との接し方やこの部門

についての意見など、 スタッフと施設長に自分自身と労働環境について質問を行っ

ている。 本書は、 3 歳未満の幼児教育 ・ 保育に焦点を当てたオプショナル調査の

結果で、 4 カ国 （デンマーク、 ドイツ、 イスラエル、 ノルウェー） が参加した。 本書は、

親、 幼児教育・保育の関係者、 政策当局にとって重要な多くの疑問に答えている。

Labour Market Relevance and Outcomes of Higher Education 
in Four US States

Ohio, Texas, Virginia and Washington

Code: edu-2020-486-en
ISBN: 9789264728738  
pages: 450  ¥14,300 

OECD 諸国では全体的に、 高等教育修了者には、 後期中等教育まで修了した労

働者より高い雇用率と収入が保証されている。 しかし、 全ての大卒者がそのスキルを

活かして十分な報酬が得られる仕事に就いているわけではなく、 一部の経済部門の

雇用主は、 良質な大卒者がいないと指摘している。 政策当局は、 高等教育制度

が労働市場に合致しているかを懸念しており、 職業の未来と不確実な経済情勢にお

ける高等教育制度の強靱性について、 神経を尖らせている。 本書は、 OECD の労

働市場の妥当性と高等教育の成果に関するプロジェクトの一環として出版された国

別報告書で、 米国のオハイオ、 テキサス、 バージニア、 ワシントンの各州に焦点を

当てている。 本書では、 上記 4 州の 2018 ～ 19 年の大卒者の就職の成果と高等

教育と労働市場との連携を支援する政策について包括的に考察している他、 米国

全体の労働市場と高等教育についても概観し、 OECD 諸国の様々な政策事例を収

録している。

https://doi.org/10.1787/b956ef57-en
https://doi.org/10.1787/99f8bc95-en
https://doi.org/10.1787/38361454-en
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Education in Saudi Arabia

Code: edu-2020-487-en
ISBN: 9789264791787  
pages: 220  ¥7,800 

サウジアラビアは、 Vision 2030 という空前の改革アジェンダに着手した。 これは、 活

力があり多様で持続可能な経済を創出することを目的としている。 知識型労働市場

という 21 世紀の需要を満たすために、 サウジアラビアは高技能を有する人口を育成

しなければならず、 そのために教育は Vision 2030 の中心に位置づけられている。

サウジアラビアは、 教育の受けやすさを大幅に拡充し、 初等 ・ 前期中等教育の

普及率は 100％を達成している。 しかし、 多くの若者が将来の学歴や職歴において

成功するために必要な基礎的能力を身につけずに学業を終えている。 また、 良質な

教育の受けやすさと学習成果という点で、 生徒の間には大きな格差が存在する。

本書は、 サウジアラビアの教育省と共同で、 同国の教育制度の強みと課題を分

析し、 生徒の学習改善の一助となる提言を収録している。 本書は、 サウジアラビア

の意欲的な改革の取り組みに関心を持つ同国及びその他の国々の政策当局に資

するものである。

Education 

Employment
OECD Employment Outlook 2020
Worker Security and the COVID-19 Crisis

Code: els-2020-130-en
ISBN: 9789264998285  
pages: 368  ¥11,000 

本書では、労働者の職の安全と COVID-19 危機に焦点を当てている。 第 1 章では、

COVID-19 発生後の労働市場の状況とその結果生じた経済危機について、 初期の

評価を行っている。 また、 OECD 諸国で実施されている緊急労働市場 ・ 社会政策

措置を概観し、 ロックダウン解除後の政策措置の方向性について論じている。 第 2

章では、 パートタイム労働者など不安定な仕事に就く労働者の失業給付に関わる不

公平さを調査している。 それは、 こうした労働者が危機の最中に抱える困難を際立た

せている。 そして、 働く意欲と所得の安定との難しいバランスについて論じている。 第

3 章では、 OECD の新たな雇用保護法制指標を開発して、 雇用保護法制を OECD

諸国間で比較分析している。 この指標には、 集団解雇規制の評価、 不公平な解

雇、 法の執行の問題などが含まれている。 第 4 章では、 労働人口、 特に中程度

のスキルを要する職業における雇用の空洞化について新たな視点から考察している。

最後に第 5 章では、 中等教育修了後の職業教育 ・ 訓練課程修了者の労働市場

における成果の変化の例を挙げている。 こうした人々の将来性には、 中程度の技能

を要する職業が減少しているため、 課題がある。

Preparing for the Future of Work in Canada

Code: cfe-2020-591-en
ISBN: 9789264946798  
pages: 140  ¥4,500

COVID-19 は、 カナダの労働市場に衝撃を与えており、 それが生産と消費動向にも

深刻な影響を及ぼすとみられている。 また、 企業はその操業をパンデミックに強いも

のにするために新たなテクノロジーを導入することを検討しているため、 自動化が加速

する見込みである。 自動化は生産性を向上させる機会にはなるが、 失業した労働

者は変化する労働市場で必要とされているスキルを身につけていないため、 敗者を

生み出す可能性もある。 本書では、 自動化が人々とカナダの様々な地域、 特に

オンタリオ地方に及ぼす影響を考察している。 また、 地域と都市が仕事の未来に備

えられるようにする政策とプログラムにも注目している。

https://doi.org/10.1787/76df15a2-en
https://doi.org/10.1787/1686c758-en
https://doi.org/10.1787/05c1b185-en
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Agriculture and Food
OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029

Code: tad-2020-101-en
ISBN: 9789264317673  
pages: 140  ¥4,500 

本書は OECD と FAO が共同で、 両機関の加盟国政府及び農業関連組織から得

た種々の情報を用いて作成したもので、 主要農作物、 バイオ燃料、 魚類について、

各国、 地域、 世界全体の需給について市場予測を収録している。

本報告書の準備段階では、 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) パンデミックの

実際の影響は依然としてほとんど分かっていなかったため、 本書の趨勢予測 (baseline 

projections) には含まれていなかった。 それでも、 本書では様々な食品、 農業部門に

COVID-19 の影響が及ぶチャネルについて概観している。

追加情報は、 下記ウェブサイト参照。  www.agri-outlook.org

Trade 
OECD Quarterly International Trade Statistics, Volume 2019 

Issue 4 
Code: 322019041P1  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最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
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Accelerating Climate Action in Israel
Refocusing Mitigation Policies for the Electricity, Residential and 

Transport Sectors

Code: env-2020-142-en
ISBN: 9789264682511  
pages: 144  ¥3,900

本書では、 イスラエルの 3 つの産業部門 （電力、 住宅、 交通） からの GHG 排

出量を削減するために必要な、 短期及び中期的に取るべき行動を分析している。 こ

れらの産業部門それぞれについて、 政策提言を行っている。 本書は、 イスラエルの

長期低排出戦略 (LT-LEDS) を支援するために開発されるロードマップへの情報となる

だろう。 本書では、 気候変動対策と、 安価な住宅、 仕事やサービス、 機会の利

用しやすさ、 そしてより良い健康といった幅広い社会的優先事項を統合することを目

指す 「暮らし良さのレンズ」 を採用している。 こうしたアプローチは気候政策を政治的、

経済的、 社会的に実施しやすくすると共に、 よりコスト効率の良いものにすることがで

きる。 特に注目すべきは、 今世紀後半の CO2 排出量のネットゼロ達成を妨げる持続

不可能な開発にロックインされるのを防ぐということである。 イスラエルにとって特に重要

なのは、 部門別の提言に加えて、 LT-LEDS というビジョンと目標への合意を形成し、

法制化することである。 本書は COVID-19 危機以前に執筆されたが、 イスラエルの危

機からの回復についての決定にも情報を与え、 炭素集約的なパラダイムへのロック

ダウン、 不平等の定着、 あるいはより幅広く生活の質の低下を防ぐことができる。

Environment 

https://doi.org/10.1787/1112c23b-en
https://doi.org/10.1787/g2g9fb3a-en
https://doi.org/10.1787/fb32aabd-en
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Development 
Multi-dimensional Review of Viet Nam
Towards an Integrated, Transparent and Sustainable Economy

Code: dev-2020-1-en 
ISBN: 9789264618596  
pages: 290  ¥9,100

ドイモイ経済改革が 1986 年に始まって以来、 ベトナムは目を見張るほどの経済的、

社会的進歩を遂げてきた。今日、同国は世界市場に統合され、堅実な成長を享受し、

貧困者は顕著に減少している。 ベトナムは、 最近の財政再建に成功し、 貿易相手

国としての魅力が高まり、 中産階級が急成長していることで、 包摂的市場経済に移

行するチャンスを手にしている。 この戦略の基礎となるべきは、 統合、 透明性、 持

続可能性という 3 つのガイドレールである。 国有企業、 外国人投資家、 国内民間

企業を開放された市場でより良く統合することが、 将来の実績の鍵を握っている。 産

学パートナーシップも、 スキルの更新とイノベーションの創造を助け、 統合を確かなも

のにするだろう。 政府の透明性と実績は、 信頼を得るための前提条件であり、 統治

と経済のほとんどの分野において効率と生産性を高める。 より持続可能な発展に向

かうには、 水、 大気、 エネルギーをより良く管理して気候変動に対処する必要がある。

社会保障制度改革を行うことで、 特に急速に進む人口高齢化の中でも取り残される

人をなくすことができる。

SIGI 2020 Regional Report for Latin America and the Caribbean

Code: dev-2019-2974-en
ISBN: 9789264182783  
pages: 220   ¥7,100

男女平等と女性の権限強化は、 国がその法的枠組みや社会的慣習、 慣行の

中にある差別を解消しようとしたときにのみ、 達成することができる。 本書は、 2014 年

から 2019 年における男女平等達成への進捗 ・ 後退の状況について、 新たな実証

に基づく分析を行っている。 本書では、 南米 ・ カリブ諸国の女性が様々な面で抱え

る社会制度上の差別を明らかにしている。 具体的には虐待と生産的な資金源の利

用可能性にかかわる家庭内での地位と、 政治的及び市民権である。 また、 南米 ・

カリブ諸国にとっての差別的社会制度の代償や、 新型コロナウイルスのパンデミック

が女性に及ぼす社会経済的影響といった開発の様々な視点から考察している。 本

書では、 差別的な社会制度が SDG のターゲット 5 に向けた取り組みをいかに損なう

かという点についての地域分析に基づいて、 男女平等に関する慣行を見直し、 女

性の権限強化を促進し、 真に包摂的な社会を構築するための一連の政策提言を

収録している。

https://doi.org/10.1787/367b585c-en
https://doi.org/10.1787/cb7d45d1-en
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