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OECD Economic Surveys: Poland 2020

新型コロナウイルスはポーランド社会と経済に、 他の欧州諸国ほどではないが、

深刻な影響を与えている。 雇用は減少し政府債務が急増しているため、 ポーラン

ドでは、 一部労働者の生産性の低さ、 改善が見られない環境問題、 高齢化に

よるコストの増加といった長期的な問題の解決がさらに難しくなる。 良好な健康を

保って就労期間を長くすることが、 年金制度の持続可能性を確保する鍵を握って

いる。 経済を復興させ危機以前の生活水準の伸びを維持するには、 環境に配

慮したインフラや医療能力の改善、 スキルの向上に投資する必要がある。 企業

や労働者の再配置をしやすくすることで、 今回の危機によって引き起こされた経済

構造の転換が促進され、 生産性が向上するだろう。 最後に、 中小企業のイノベー

ションの能力を向上させることで、 輸出が増え、 急速に変化する国際環境に適応

することができるだろう。

特集 ： 中小企業の国際化促進

Print ver. 
Code: eco-2020-930-en
ISBN: 9789264632592  
pages: 120  ¥6,500
PDF ver. 
ISBN: 9789264539198  
¥3,900

Economics 

National Accounts of OECD Countries, Financial Balance 
Sheets 2020

Print ver. 
Code: pac-2019-30010-en
ISBN: 9789264471306  
pages: 330 ¥10,400 
PDF ver. 
ISBN: 9789264581036  
¥6,200

本書は、 OECD 加盟国の金融貸借対照表と、 金融資産と負債という金融ストッ

クを、 非金融企業、 金融企業、 一般政府、 家計、 対家計民間非営利団体、

経済全体、 その他といった制度部門別、 金融商品別に収録している。 全ての国

のデータは、 2008 SNA に基づいている。
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Main Economic Indicators, Volume 2021 Issue 1
Code: pac-2020-5337-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。
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Finance & Investment 
OECD Investment Policy Reviews: Thailand

Print ver. 
Code: daf-2020-258-en
ISBN: 9789264622708  
pages: 312 ¥10,400  
PDF ver. 
ISBN: 9789264910423
¥6,200 

タイは、 過去 60 年間で顕著な経済発展を遂げてきたが、 海外直接投資 (FDI) が

その成功の要となってきた。 タイは、 製造業の FDI にいち早く門戸を開き積極的に投

資促進政策を採った国の一つである。 責任ある事業活動 (responsible business conduct)

のいくつかの領域で依然として課題があるが、 それに対処しようとする強い政治的意

思がある。 タイは、 価値に基づく環境配慮型経済を向上させることで、 2037 年まで

に高所得国になることを目指している。 FDI の誘致が、 この目標の達成に重要な役

割を果たすが、 そのためには、 海外の投資家にとって魅力的な投資先であり続ける

ために、 またその投資から便益を最大限引き出すために、 投資環境を改める協調

的な取り組みが必要である。 新型コロナ危機で、 一時的に進捗が鈍るかも知れな

いが、 本書に掲載の政策提言は、 潜在的な改革優先事項に注意を引き、 タイが

その開発目標を持続可能な開発目標に沿って達成し、 パンデミックからのより包摂

的かつ持続可能な復興を支援しようとしている。

Revenue Statistics 2020

Print ver. 
Code: ctp-2020-580-en
ISBN: 9789264955561  
pages: 344  ¥5,800   
PDF ver. 
ISBN: 9789264545830 
¥3,400  

政府歳入、 とりわけ税収に関するデータは、 体系的に経済を論じる際や、 経済

分析に必須のものであり、 国際比較に使用されるケースがますます増えている。 この

年報統計集は、 歳入のどの部分を税収と見なすかを定義するための概念的枠組み

を提供するもので、 共通の形式に従った全 OECD 加盟国の 1965 年以降の詳細かつ

国際的に比較可能な租税データを収録している。

Taxation 

Governance 
Policy Framework on Sound Public Governance
Baseline Features of Governments that Work Well

Print ver. 
Code: gov-2020-730-en
ISBN: 9789264564787  
pages: 108 ¥3,200  
PDF ver. 
ISBN: 9789264555785  
¥1,900

現代の相互につながった課題には、 公的ガバナンスに対する一貫した多角的なア

プローチが必要である。 健全な公的ガバナンスに関する OECD 政策枠組みは、 公

的ガバナンスの質を向上させることを目的として、 あらゆるレベルの政府に総合的な

対策、 ガイダンス、 ベンチマークツールを提供している。 公的ガバナンスの質の向上

は、 新型コロナ危機を管理し持続可能で包摂的な復興計画を立てようとしている政

府にとって戦略的に重要な目的である。 この枠組みは、 この分野の OECD の法的手

段、 過去 10 年間に OECD の公的ガバナンスレビューから得られた教訓、 他の国々と

部門別評価に基づいている。 第 1 部では、 主なガバナンスの価値の重要性を明ら

かにし、 政府が改革を成功させるために取るべき健全な公的ガバナンス要素を概観

している。 第 2 部では、 政策サイクルの様々な段階にある政策策定の質と影響を拡

充できる管理ツールと政策方途の概要を収録している。 各章には、 いくつかの戦略

的な問題が提示され、 政策当局は主要な公的ガバナンス領域における地方政府

の制度と意思決定能力を自己評価できるようになっている。

https://doi.org/10.1787/c4eeee1c-en
https://doi.org/10.1787/8625f8e5-en
https://doi.org/10.1787/c03e01b3-en
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Local Public Finance and Capacity Building in Asia
Issues and Challenges

Print ver. 
Code: ctp-2020-763-en
ISBN: 9789264612068  
pages: 208  ¥6,500  
PDF ver. 
ISBN: 9789264943001  
¥3,900  

地方政府が資金を調達し公的サービスを提供する能力は、 地方分権化の便益を

実現するために不可欠である。 しかし、 地方は、 独自の歳入の不足、 税制や政府

間の資金移転制度、 支出割り当て、 その他様々な公的資金管理の欠陥など、 深

刻な弱みを抱えている。 本書では、 どのような対処法や戦略的改革が地方政府の

資源不足を緩和し実績を向上させるための適切なインセンティブを生み出すのかを論

じている。 本書には、 アジアにおける地方政府の能力構築を実現する条件について

の考察と、 中国とインドの財政関係の課題に焦点を当てた考察を収録している。

Integrat ing Responsible Business Conduct in Publ ic 
Procurement

Print ver. 
Code: gov-2020-733-en
ISBN: 9789264663930  
pages: 160  ¥3,200 
PDF ver. 
ISBN: 9789264673540  
¥1,900 

近年、 世界のサプライチェーンにおいて環境と人権に関わるリスクへの認識が社会

全体で高まっている。 公的調達は、 経済、 環境、 社会の進歩にプラスの貢献をす

ることができる。 しかしそれを戦略的に用いなければ、 人々も地球もマイナス影響を受

けることになり得る。 政府と企業は、 その調達の決定により大きな責任を追うよう求め

られている。 リスクに基づく供給網のデューデリジェンスは、 公的購買を通じて、 購入

者が責任ある企業行動を高めるのを支援することができる。

本書は、 公的購買に責任ある企業行動を取り入れる現在の慣行を評価し、 その

達成に向けて公的購買戦略の影響を高めるあらゆる手段を明らかにしている。 本書

は、 OECD 諸国と公共購買に関する OECD の取り決めや責任ある企業行動を受諾し

ている国々の調査に基づいて、 幅広い地域を網羅し、 公共購買における責任ある

企業行動の側面に焦点を当てたデータを収録している。 本書では、 様々な政策分

野のグッドプラクティスを引用して、 公共購買と責任ある企業行動に携わる政策当局

と実務者にあらゆる関係者と協力することを奨励している。

Governance 

Performance of the Prosecution Services in Latvia
A Comparative Study

Print ver. 
Code: gov-2020-747-en
ISBN: 9789264417373  
pages: 232 ¥8,400
PDF ver. 
ISBN: 9789264725799 
¥5,000  

ラトビアは、 複雑な種類の犯罪、 特に経済 ・ 金融犯罪が公的訴追に関わるサー

ビスにもたらす問題に取り組むという、 意欲的な課題に着手した。 本書は、 ラトビア

の訴追のあり方を OECD 加盟 10 カ国のベンチマーク、 国際的なグッドプラクティス、

世界的に著名な訴追の専門家の経験に照らして分析している。 本書では、 これま

での訴追に関して実施されたグッドプラクティスを調査し、 より良い実績を上げられる幅

広い政策領域の重要性を検証している。 その中には、 戦略的管理ツール、 データ

の活用、 司法プロセス全体にわたる協力関係の強化が含まれる。 最後に、 ラトビア

が訴追の実績を強化するのを支援するための政策提言を収録している。

https://doi.org/10.1787/a944b17e-en
https://doi.org/10.1787/02682b01-en
https://doi.org/10.1787/c0113907-en
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Engaging Citizens in Jordan’s Local Government Needs 
Assessment Process

Print ver. 
Code: gov-2020-727-en
ISBN: 9789264521254  
pages: 96 ¥3,200 
PDF ver. 
ISBN: 9789264811478 
¥1,900 

ヨルダンは、 市民を地域政策とサービスの中心にするために、 意欲的な分権改

革を実施している。 本書では、 現在のニーズ評価プロセスにおける主なギャップを分

析しているが、 その目的は、 市民のニーズについて毎年集めている情報と評価をと

おして地域開発計画の立案と予算配分において参加型アプローチを主流化すること

である。 本書はこのプロセスのガバナンスを強化し双方向のコミュニケーションを促進

し、 政策策定サイクルのあらゆる段階で関係者の参加を促すための現実的な提言を

提供している。 本書の附録、“Supporting Open Government at the Local Level in Jordan” は、

透明性、 高潔性、 説明責任、 関係者の参加を地方行政の機能と機構に組み込

むために、 地方公務員に必要な知識と技能を身につけさせることを目的としている。

Governance 

Building a High-Quality Early Childhood Education and Care 
Workforce

Further Results from the Starting Strong Survey 2018

Print ver: 
Code: edu-2020-1477-en
ISBN: 9789264644144 
pages: 248 ¥7,100 
PDF ver. 
ISBN: 9789264442566 
¥4,200  

幼児教育 ・ 保育 (ECEC) 部門の職業は、 ECEC 制度の質を保つ上で主要な役割

を担っている。 幼児教育に投資することに大きな便益があるという実証が蓄積されて

おり、 各国はこの部門に高技能の労働力を獲得、 維持する有効な政策を採る必要

がある。 本書では、 各国の保育士の構成を調査し、 様々なシステム間で保育士養

成プログラムを比較する方法、 どのような種類の実地研修や非公式の学習活動が

保育士のスキル向上に有効か、 労働環境に関する保育士の意見などを評価する

とともに、 保育士のストレスを軽減し職場環境を改善する政策を明らかにしている。 ま

た、本書では、ECEC 施設においてどのようなリーダーシップと管理が保育士のスキル、

労働条件、 働き方の改善に寄与するかを考察している。

OECD の幼児教育指導環境調査 （TALIS Starting Strong） は、 ECEC 従事者に関す

る初の国際調査である。 保育士や施設長の性格、 職場慣行、 彼らの職業と ECEC

部門に対する見方などを知ることができる。 本書は、 保育士のスキル開発や労働条

件、 仕事への満足度に影響を及ぼす要素や、 ECEC 施設におけるリーダーシップに

ついて考察している。

Education 

https://doi.org/10.1787/c3bddbcb-en
https://doi.org/10.1787/b90bba3d-en
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Positive, High-achieving Students?
What Schools and Teachers Can Do

Print ver. 
Code: edu-2020-1481-en
ISBN: 9789264568266  
pages: 184 ¥5,200   
PDF ver. 
ISBN: 9789264655584  
¥3,100 

教師という職業は、 様々な面で重要である。 教師は生徒が労働市場でうまくやっ

ていくために必要な知識と技能を与えるだけでなく、 生徒の個人としての成長や市民

としての積極的な行動に不可欠な社会情動的スキルの向上も支援しなければならな

い。 しかし、 教師はどうすればそれを達成できるのか。 本書では、 国際教員指導環

境調査 （TALIS） 2018 のデータと PISA 調査の実証を結びつけて、 生徒の成績と社会

情緒的発展にとって最も重要な、 教師と学校に関する要素を明らかにしている。 本

書では、 機械学習と標準回帰分析に基づくデータ駆動型アプローチを用いて、 生

徒の成績と最も強い結びつきがある領域を特定し、 理論や過去の研究と結びつけ

て、 結果を分析、 解釈している。 本書の結論から、 教師と校長が生徒の成功に

影響を及ぼす多くの方法が明らかになり、 教育者が自身の実践に反映させられる

ツールの役割を果たしている。 最後に、 本書では教育政策のための様々な方向性

を提供している。

Education 

Lessons for Education from COVID-19
A Policy Maker’s Handbook for More Resilient Systems

Print ver. 
Code: edu-2020-1345-en
ISBN: 9789264718265  
pages: 104 ¥3,200
PDF ver. 
ISBN: 9789264782037
¥1,900 

新型コロナウイルスのパンデミックは、 教育に関して長く受け入れられてきた考え方を

揺るがし、 学習がいつどこでも行えること、 教育制度は動かせないほど重いわけでは

ないということを明らかにした。 2020 年 5 月に行われた調査によると、 OECD 諸国の教

育制度のうち、 元の状態に戻ろうとしているところはわずか 5 分の 1 だった。 したがっ

て、 政策当局は教育をより良いニューノーマルに移行させる集団的緊急行動の機運

を逃してはならない。 本書では、 政策当局を支援するための実践的な指針を提供し

ている。 40 カ国の教育制度の現状と、 パンデミックの最中に授業方法を改善する

取り組みを紹介している。 本書では、 現在のみならず今後の教育について、 3 つの

主要な教訓と関連する政策指針を提案している。 初等から高等教育までの新型コ

ロナ政策対応の具体例を引用し、 柔軟な学習、 教育者のスキル、 生徒の公平性

といった政策領域に取り組んでいる。 本書は、 OECD の教育政策を分析した報告書、

Education Policy Outlook の実証を元に作成された。 過去 10 年分の政策分析、 Education 

Policy Reform Dialogues 2020 の成果、 教育における即応性と危機対応能力に関する行

動枠組みの開発が活かされている。

Education in the Western Balkans
Findings from PISA

Print ver.
Code: edu-2020-1476-en
ISBN: 9789264385245  
pages: 88  ¥3,200 
PDF ver. 
ISBN: 9789264434073  
Free 

西バルカン地方は、 経済競争力を高め欧州への統合を進めるという明確なビジョ

ンを持っている。 この目標の達成には、 高技能を身につけた人口が不可欠であり、

そうした人材の育成には良質で公平な教育制度を築きそれを地域の発展の取り組み

の重要な一環として維持する必要がある。 PISA 調査結果によると、 西バルカン地方

の学習成果は次第に改善しているが、 その改善状況は均一ではない。 EU 諸国の

生徒と同程度の成績の生徒もいれば、 遅れている生徒もいる。

本書は欧州委員会と UNICEF と共同で作成されたもので、 PISA データを詳細に分析

し、 西バルカン地方の教育制度の強み、 課題、 特徴を明らかにしている。 同地方

の教育政策と実践についての豊富な知識基盤に基づいて、 本書ではこの地方の

教育制度があらゆる生徒の学習を改善させる方法について、 提言を行っている。 本

書は、 西バルカン地方の政策当局と、 同地方の教育に関心を持つ人々に裨益す

るものである。

https://doi.org/10.1787/3b9551db-en
https://doi.org/10.1787/0a530888-en
https://doi.org/10.1787/764847ff-en
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OECD Reviews of Public Health: Latvia
A Healthier Tomorrow

Print ver. 
Code: els-2020-1231-en
ISBN: 9789264867260  
pages: 168  ¥4,500
PDF ver. 
ISBN: 9789264619647  
¥2,700  

ラトビアでは、 肥満率、 喫煙率が高くアルコール消費量も多く、 心疾患、 糖尿病、

多くの癌という予防可能な疾患が高い確率で発生している。 それが、 すでに他の

OECD 諸国と比べて厳しい予算で運営されている医療制度の負担となっている。 本

書によると、 ラトビアにはこうした問題に関わる多くの政策があるが、 これらの疾病を治

療するだけでなく効果的に予防できる医療制度を確立する必要がある。そのためには、

より多くの人々に自分の健康をどのように守るべきかを理解させるように政策を再考す

ることが求められる。 一次医療を強化し、 全ての国民が基本的な治療を受けられる

ようにするとともに検診プログラムを改善する必要がある。

Social Issues / Migration / Health 

Employment

Career Guidance for Adults in a Changing World of Work

Print ver. 
Code: els-2020-1232-en
ISBN: 9789264861114  
pages: 120  ¥3,900
PDF ver. 
ISBN: 9789264631632 
¥2,300  

キャリアガイダンスは、 成人が職業や訓練の機会に関する助言と情報を得て変化

し続ける労働市場でうまくやって行かれるようにするための重要な政策方途である。 新

型コロナウイルスのパンデミックで、 キャリアガイダンス ・ サービスの重要性が浮き彫り

になった。 多くの成人が職を失い、 変化する労働市場で自分に合ったキャリア候補

を見つけるための支援を必要としている。 また企業もパンデミック対策としてデジタル技

術への対応を加速させようとしている。 しかし、 若者のためのキャリアガイダンスと比べ

ると、 成人向けのサービスに対する政策は少なく、 既存のサービスがどのくらいの頻

度で利用されているかもあまりよくわかっていない。 本書では、 OECD 諸国の成人向け

キャリアガイダンスのイニシアチブを詳しく調査し、 成人向けキャリアガイダンスを対象者

と包摂性、 サービスの提供、 質と影響力、 ガバナンスと資金といった観点からどの

ように強化すべきかという教訓を引き出している。 本書の結論は、 成人のキャリアガイ

ダンスの経験を調査したオンライン調査、2020 Survey of Career Guidance for Adults (SCGA)

によって集められた情報に基づいている。

Promoting an Age-Inclusive Workforce
Living, Learning and Earning Longer

Print ver. 
Code: els-2020-1058-en
ISBN: 9789264517158  
pages: 156 ¥3,900
PDF ver. 
ISBN: 9789264691476  
¥2,300

OECD 諸国全てにおいて人口高齢化が急速に進んでおり、 人々が長寿になっただ

けでなく就労期間も長くなった。 そのため、 かつてないほど職場の年齢構成が多様

になっている。 職場に経験、 世代、 スキルにおいて多様な人々がいれば、 雇用主

は異なる年齢グループが職場にもたらす能力を育み、 生産性と収益性を向上させる

重要な機会を手にすることができる。 様々な世代が共存する職場の便益を高めるた

めに、 雇用主は何をすべきか。 本書では、 職場における年齢多様化を活用するた

めの事業例を紹介し、 仕事の実績、 姿勢、 やる気などにおける世代間の差に関す

るいくつかの神話の誤りを明らかにしている。 主要な雇用主政策を提示し、 年齢包

摂的な職場を支援、 促進するための主要 3 領域について実例を提供している。 そ

の中には、採用から就労の継続、退職までのベストプラクティスを通して、労働者のキャ

リア全体を対象とするあらゆる年齢とライフステージに対する政策、 生涯学習の促進

と職場における健康に関する政策を立案、 実施することなどが含まれている。

https://doi.org/10.1787/e9f33098-en
https://doi.org/10.1787/59752153-en
https://doi.org/10.1787/9a94bfad-en
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中小企業は、 計り知れない潜在的便益があるにもかかわらず、 デジタル転換にお

いては後塵を拝している。 新興のテクノロジーは多種多様で、 中小企業が事業を行

う上で直面する規模に関わる制約を乗り越えて実績を上げるために必要な様々なア

プリケーションを提供している。 しかし、 中小企業は備えを固めなければならず、 リス

クが高い。 中小企業は、 多くの国と地域で産業網を最大限活用し、 包摂的で持

続可能な社会の絆になる。 中小企業のデジタル格差は人々、 場所、 企業間で格

差が広がっており、 デジタル転換の便益が早期の導入者に利益をもたらし、 不平等

がさらに広がる可能性がある。 中小企業のデジタル化は、 OECD 諸国にとってもそれ

以外の国々にとっても、 政策的最優先事項である。 本書では、 中小企業のデジタ

ル化の最近の傾向を考察しており、 新型コロナウイルス危機の文脈も考慮している。

本書で特に注目しているのは、 デジタルセキュリティ、 オンラインプラットフォーム、 ブロッ

クチェーン、人工知能などに関わる問題である。 本書では、機会、デジタル化しなかっ

た場合のリスク、 採用の障害を特定している。 中小企業のデジタル化を加速させる

ために世界的に採用されている具体的な政策行動を考察し、 中小企業のデジタル

化政策課題を前進させるための一連の検討事項を提案している。

SME and Entrepreneurship Policy in Viet Nam

Print ver. 
Code: cfe-2020-1075-en
ISBN: 9789264826496  
pages: 184  ¥5,800
PDF ver. 
ISBN: 9789264529069 
¥3,400 

本書では、 ベトナムの中小企業及び起業政策に関する OECD 審査の結果を収録

している。 本書は、 ベトナムの中小企業と起業の実績、 事業環境の質、 新規の小

規模事業に対する国の支援策を詳細に検証している。 本書によると、 ベトナムは世

界経済への統合の度合いが最も高い国の一つで、 海外直接投資の誘致と輸出の

促進の上にその確たる成長実績を築いてきた。 ベトナムの事業環境は、 近年大幅

に改善しているが、 一部の政策分野では重要な改革が依然として行われていない。

ベトナムの中小企業の同国の雇用と GDP への寄与度は、 OECD 諸国地域全体への

それと比べると小さいが、 国の統計は、 ほとんどが自営業者とマイクロ企業で構成さ

れている大規模なインフォーマル部門を反映していない。 ベトナムの中小企業と起業

家政策は、 歴史が浅く 2020 年代初頭に始まった。 そのような中で、 2018 年に制定

された中小企業支援法は画期的で、 活力のある国内の企業部門の発展を抑制し

ている課題のいくつかに対処する一助となるだろう。 多国籍企業と地域の企業とのよ

り良いつながりを作り、 より強い事業開発サービスを構築するという政策の主な優先

事項は、 本書の 2 章のテーマとなっている。

https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en
https://doi.org/10.1787/30c79519-en
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Print ver. 
Code: sti-2020-222-en
ISBN: 9789264391987 
pages: 204 ¥4,500
PDF ver. 
ISBN: 9789264784321  
¥2,700

新型コロナウイルス危機への緊急対応において、 科学とイノベーションはウイルスの

科学的理解を提供し、 ワクチンや治療法を開発することで、 重要な役割を果たして

いる。 官民双方ともこうした取り組みに数十億ドルを注ぎ込むとともに、 かつてないレ

ベルの国際協力を実現している。 しかし、 次第に明らかになってきたこの経済危機の

せいで、 企業の研究開発費は大幅に削減され、 債務に依存している政府は様々

な方面から資金援助を求められ、 資金獲得競争が起こるだろう。 こうした変化は、

気候変動という緊急事態に対処し、 持続可能な開発目標を達成し、 デジタル転換

を加速させるために科学とイノベーションが最も必要とされているこの時期に、 イノベー

ションシステムに長期的にダメージを与える恐れがある。 政府は、 そのイノベーションシ

ステムを景気刺激策と復興策の一環として保護する措置を採る必要があるが、 それ

を改革の機会として活用すべきである。 特に、 科学技術 ・ イノベーション政策は、 よ

り持続可能で公平かつ危機対応能力のある未来への移行を促進するシステムへの

転換という、 より野心的な問題へと移行すべきである。

Science and Technology   

Going Digital in Latvia

Print ver. 
Code: sti-2020-192-en
ISBN: 9789264551909  
pages: 234 ¥7,800
PDF ver.
ISBN: 9789264838543  
¥4,600

本書は、 OECD Going Digital Integrated Policy Framework に基づいて、 ラトビアのデジタル

経済の最近の動向を分析し、 デジタル化関連政策を評価し、 この分野における政

策一貫性を高めるための提言を行っている。

本書では、 戦略的展望を用いて世界経済 ・ 社会のデジタル転換でもたらされる

可能性がある 3 つのシナリオを検討している。 また本書では、 ラトビアの通信ネットワー

クとサービスの利用しやすさと質、 最近の政策と規制について考察している。 さらに、

個人、 企業、 政府のデジタル技術の利用傾向と、 普及を促す政策についても考

察している。

Agriculture and Food
Making Better Policies for Food Systems   

Print ver. 
Code: tad-2020-663-en
ISBN: 9789264906198  
pages: 280 ¥10,400
PDF ver. 
ISBN: 9789264967830
¥6,200  

世界の食料システムは、 増加する世界人口に対して食料と栄養を安定的に供給

し、 食料供給網で働く農家やその他の労働者の生活を守り、 環境の持続可能性も

改善するという、 三重の難題を抱えている。 より良い政策を採用することが、 その問

題解決の非常に大きな鍵を握っている。 本書は、 次の 3 つの問題に焦点を当てて

いる ： 1) これまでの食料システムの実績と政策が果たした役割 ； 2) 政策当局が三

重の課題に対して一貫した政策を立案するにはどうすればよいか ； 3) より良い政策の

実現を困難にする事実と利益、 価値に関わる衝突に政策当局はどう対処すべきか。

より良い政策には、 農業、 医療、 環境という異なる分野の政策の間にある縦割りを

解消し、 知識格差と利益団体の抵抗、 価値観の違いを乗り越える必要がある。 し

たがって、 頑健で包摂的かつ実証に基づくプロセスが、 食料システムのためのより良

い政策を構築する上で不可欠である。

https://doi.org/10.1787/75f79015-en
https://doi.org/10.1787/8eec1828-en
https://doi.org/10.1787/ddfba4de-en
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Print ver. 
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本書は、OECD Well-being Framework に基づき、気候変動対策と、医療や教育、雇用、

広く環境の質、 暮らしを維持するために必要な資源といったより幅広い目標との相乗

効果とトレードオフを分析する新たな見方を適用している。 本書は、 世界全体で温室

効果ガスを 60％以上削減することが義務づけられている 5 つの経済部門 （電力、

重工業、 住宅、 陸上交通、 農業） で必要とされる低炭素への移行に対して明示

的に政治経済的アプローチを採っている。排出削減と、より幅広い暮らし良さの目標、

例えば大気汚染の軽減や健康状態の改善などとの間に相乗効果があれば、 排出

削減行動を早期に取るインセンティブが高まる。 それと同時に、 安価なエネルギーや

雇用という問題に対する気候政策の影響は、 各国内及び国際的な経済 ・ 社会的

不平等の高まりに対処するために念頭に置く必要がある。 本書では、 暮らし良さとい

うレンズを通して気候政策を再考することが、 そうした相乗効果やトレードオフを可視化

し、 政策当局が相乗効果を高めてトレードオフを予測、 管理、 最小化するために必

要だと論じている。 そのためには、 我々は暮らし良さに関する社会共通の目標を再考

し、 進歩の測り方を見直し、 それに沿って政策を立案し直す必要がある。

Environment 

Development 
Blended Finance in the Least Developed Countries 2020
Supporting a Resilient COVID-19 Recovery  

Print ver. 
Code: dcd-2020-270-en
ISBN: 9789264635326  
pages: 132 ¥4,500
PDF ver. 
ISBN: 9789264415980  
¥2,700 

最貧諸国は、 持続可能な開発目標 (SDGs) の達成には程遠い。 これらの国々は、

新型コロナ危機の打撃も最も深刻で、 民間資金の追加投入を切望しているが、 ブ

レンドファイナンスがそれを可能にするかも知れない。 しかし実証によると、 最貧諸国

への投資に向けられている民間資金はあまりにも少ない。 この問題を解決するにはど

うすればよいのか。

本書は、 このシリーズの第 3 版で、 UNCDF と共同で執筆されている。 本書は、 政

府開発資金によって動員された民間資金に関する UNCDF の研究と経験、OECD のデー

タと分析、 ブレンドファイナンスの専門家や最貧諸国政府、 国連ミッション、 援助諸

国、 市民団体、 研究機関との一連の協議、 寄稿などを基礎にしている。 本書に

は、最貧諸国におけるブレンドファイナンスの展開について、最新情報を収録している。

また、 これらの国々が新型コロナウイルス危機から立ち直る上でブレンドファイナンスが

果たせる役割を分析し、 持続可能な発展のための 2030 アジェンダとアディスアベバ

行動計画が求めている最貧諸国における SDGs 達成に必要な資本を開放するための

行動計画を提案している。

https://doi.org/10.1787/2f4c8c9a-en
https://doi.org/10.1787/57620d04-en
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この年報は、 アフリカの 5 地域 - 中央、 北東、 南、 西 - で得られた教訓を生か

して提言を行い、 優良慣行を共有している。 本書の分析は最新の統計を引用してお

り、アフリカ大陸全体、アフリカの各地域、各国と各国内地域という全レベルにおいて、

アフリカ連合の Agenda 2063 の目標をアフリカのリーダーが達成できるよう支援すること

を目的としている。

この 2021 年版では、 デジタル化がいかに良質な雇用を創出できるか、 そしてアジェ

ンダ 2063 の達成に寄与し新型コロナのパンデミックで引き起こされた世界的な不況

に対するアフリカ経済の復元力をいかに強化できるかを考察している。 本書では、 ア

フリカのデジタル転換に関する政策の主要 4 分野に焦点を当てている ： デジタル格

差の縮小 ； 地域のイノベーション支援 ； 自営業者の権限強化 ； デジタル戦略の調

整、 実施、 監視。 また新たに一章を設け、 2020 年の世界的な経済危機の中でア

フリカの開発資金をどのように調達するかを考察している。

本書は、 アフリカ連合の国々の政府、 市民、 起業家、 研究者が行う政策論議

にも影響を及ぼしている。 相互学習と共通の利益の保護に焦点を当てた、 国と地

域の間の新たな協力関係に寄与することを目的としている。 本書は、 アフリカ連合

委員会と OECD 開発委員会とのパートナーシップの成果として出版された。

Development 

Urban, Rural and Regional Development
Perspectives on Decentralisation and Rural-Urban Linkages in 

Korea

Print ver. 
Code: cfe-2020-1062-en
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PDF ver. 
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韓国の経済発展は、 サクセスストーリーとして広く認められている。 しかし、 先進国

の仲間入りを果たしたとはいえ、 その急速な発展が国内の全ての地域に行き渡って

いるわけではない。 特にソウル周辺の都市化のペースは、 首都圏の生活の質を圧

迫しており、 農村部ではこの国の成功が実感できない。 こうした地域格差に取り組む

ために、 政府はバランスの取れた開発政策を推し進め、 国全体に経済的機会を広

げると同時に、 地方政府が独自の道を進めるようにするために権限と資源を移転す

るイニシアチブを取っている。 本書は、 地域開発という観点からこれらの取り組みを評

価し、 いくつかの領域における進捗状況の実証を見出した。 しかし、 まだ改善の余

地が残されている。 本書には、 多角的なガバナンス、 農村と都市との結びつき、 そ

して OECD 諸国の経験から引用された、 韓国の包摂的成長を推進する取り組みが同

国農村部の暮らし良さを改善させるためにどのように強化すべきかという問題に関する

助言と提言を収録している。

https://doi.org/10.1787/0a5c9314-en
https://doi.org/10.1787/a3c685a7-en
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スウェーデンの北部地域、 北部ノールランドは、 欧州でも最も重要な高山地帯の

一つで、 環境面で持続可能な鉱業において世界的なリーダーとなる可能性がある。

スウェーデンで最も陸地面積が広く人口密度が低い北部ノールランドには、 同国で

最も大きな鉱物資源を有し、 スウェーデンの 12 の鉱山のうち 9 つが存在するヴェス

テルボッテン地方とノールボッテン地方という 2 つの地方があり、 EU 全体の鉄鉱石の

90％を供給している。 北部ノールランドは、 その比較優位のために、 安定的に環境

に配慮したエネルギー供給を行い、 良質なブロードバンド接続が可能で、 大規模な

鉱業会社が大学と協力して鉱業のバリューチェーン内の排出削減に取り組み、 高

技能労働者を抱えていることから、 環境面で持続可能な鉱業において世界的なリー

ダーとなる可能性を有している。 しかし、 この地域には、 持続可能な未来を支えるた

めに乗り越えなければならない弱点がいくつかある。 具体的には、 労働力の減少、

地域企業の鉱業イノベーションとの関わりの薄さ、 社会環境上の懸念や土地利用

問題などの製で鉱業への反対運動が高まっていることなどである。 本書では、 ヴェ

ステルボッテン地方とノールボッテン地方がどのようにしたらその競争優位を確立し、

持続可能な鉱業を通じて危機対応能力のある未来を支援するために現在及び将来

の課題に取り組むことができるかを明らかにしている。

Urban, Rural and Regional Development

https://doi.org/10.1787/802087e2-en
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より良い暮らし指標：生活向上と社会進歩の国際比較

西村　美由起 訳

所得と資産、 仕事と報酬、 住居、 健康状態、 ワーク ・ ライフ ・ バランス、 教

育と技能、 社会とのつながり、 市民参加とガバナンス、 環境の質、 生活の安全、

主観的幸福、 自然資本、 経済資本、 人的資本、 社会関係資本――15 領域

の国際指標をもとに幸福の全体像を描く。

(How's Life? 2020 Measuring Well-being, 2020)

https://www.akashi.co.jp/book/b557038.html

