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OECD Economic Surveys: Sweden 2021

スウェーデンでは、 世帯と企業を守るための断固たる政策行動によってパンデミッ

クによる感染者数が低く抑えられているが、 それでも 2020 年には経済活動が急激

に落ち込んだ。 経済成長は製造業と輸出の増加に支えられて回復しつつあるが、

ワクチン接種が進んで対面の交流が必要な産業部門も平常に戻る希望が見えて

いる。 しかし、復興が軌道に乗るまでは、財政支援と金融緩和政策が必要である。

教育 ・ 訓練、 仕事のマッチングを拡充する政府の措置は、 社会的パートナーと

合意した労働市場改革の実施と並行して行うことで、 パンデミックの影響が最も深

刻だった社会的弱者の雇用を回復する一助となるだろう。 スウェーデン全土で包

摂的成長を促進するには、地方政府の財政枠組みを改良し、デジタル化などによっ

て公的サービスの効率を高め、 特に地方の知識 ・ イノベーションネットワークにおけ

る大学の役割を強化することで地方の収斂を促進する必要がある。

特集 ： 地域の不平等
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ほとんどの OECD 諸国と同様、 ポルトガルでもパンデミックにより深刻な不況に陥り、

医療システムが非常にひっ迫した。 政策対応のおかげでショックを乗り切り、 復興の

スピードもワクチン接種の進展とともに上がっている。 しかし、 この危機は貧困の増加

と不平等という傷を残すと見られる。 確実な包摂的復興には、 医療政策と労働市

場政策を強化する必要がある。 新たな金融、 財政リスクに対処するための政策行

動も必要である。 復興 ・ 危機対応計画を迅速かつ効果的に実施することで、 こうし

た課題への対処と持続的回復が確保される。 より良いインフラととスキル開発によっ

てデジタル技術の導入が進めば、 長期的な成長を支えることができる。 人々にデジ

タルスキルと基礎的技能を身に着けさせ、 中小企業への投資とイノベーションを促進

することが、 誰も置き去りにすることなくデジタル転換の恩恵を引き出すために不可欠

である。

特集 ： デジタル転換を活かす

https://doi.org/10.1787/f61d0a54-en
https://doi.org/10.1787/13b842d6-en
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アイスランド経済は新型コロナウイルスによる深刻な不況から脱しつつある。 漁業と

知的サービス業の輸出が増加し、 移動制限が徐々に緩和されるにつれて海外から

の旅行者も戻ってきている。 この健康危機の影響は、 スマート検査 ・ 追跡戦略と機

能的な医療制度のおかげで比較的緩やかである。 パンデミック期には失業率が急

上昇したがその後速やかに下落し、 インフレ率は目標値を上回っている。 堅実な復

興と持続可能な成長のためには、 適切なマクロ経済政策と構造改革が必要であ

る。中央銀行は引き続き慎重に社会的弱者に的を絞って財政支援を行うべきである。

特に観光業と建設業で厳格な規制が緩和されれば、 資源は生産性が高い企業と

職業に再配分されるだろう。 職業教育 ・ 訓練の強化と大学の資金の一部を労働

市場の成果に結びつけることで、 労働力不足とスキルのミスマッチを軽減することが

できる。 企業の研究開発に的を絞った支援を提供し、デジタル技術の導入を奨励し、

知識の移転を促進すれば、 イノベーションと生産性を高めることができる。 あらゆる経

済部門に炭素価格―炭素税または排出権取引制度―を取り入れ、 収益を家計と

企業に再配分することが、 低炭素経済へのコスト効率の良い公平な移行のカギを

握る。

特集 ： イノベーション ； 気候変動
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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。

Main Economic Indicators, Volume 2021 Issue 7
Print ver. Code : pac-2020-5343-en-print  pages : 256 

Main Economic Indicators は、 OECD 加盟国とブラジル、 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

オンラインデータベース : 

2021 年価格 : \ 126,700

https://doi.org/10.1787/c4edf686-en
https://doi.org/10.1787/19729ed5-en
https://doi.org/10.1787/e6696186-en
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インドネシアは、 大規模な再生可能エネルギーとエネルギー効率の可能性、 そし

て安定した活力ある経済のおかげで、 クリーンエネルギー部門の投資家が待ち望ん

だ投資先になっている。 しかし、 クリーンエネルギー投資のレベルは依然として、 インド

ネシアがその意欲的なクリーンエネルギー及び持続可能な金融目標を達成するのに

必要としている水準を下回っている。

本書は、 こうした傾向を反転させ、 クリーンエネルギーへの転換を達成する取り組

みを支持している。 本書では現在の政策枠組みを総合的に概観し、 進捗状況に注

目するとともにクリーンエネルギー ・ ファイナンス、 投資の規模を広げられる政策介入

を強化する未開拓の機会を明らかにしている。 また、 インドネシア政府と開発パート

ナーへの的を絞った提言も収録している。 このレビューは、 OECD のプログラム、 Clean 

Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM) の下で行われた。 このプログラムは、 新

興諸国政府がクリーンエネルギーに関わる金融と投資の機会を明らかにできるよう支

援している。

OECD Investment Policy Reviews: Uruguay

2020 年 7 月、 投資委員会は理事会に対して、 ウルグアイを国際投資と多国籍企

業に関する OECD 宣言の 50 番目の受諾国として招致することを提案した。 本書は、

投資政策を持続可能な開発目標 (SDGs) を追求する同国の開発戦略に沿ったものに

することが近年どの程度進捗しているかを明らかにしている。 また本書では、 ビジネス

環境の改善、 特に実現可能なビジネス環境の構築と OECD 宣言の完全な導入に必

要な行動に関して残された課題を評価している。 ウルグアイがより多くの良質な投資を

誘致することに成功すれば、 経済の危機対応能力が高まり新型コロナウイルス後の

復興を加速させられる。
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本書は、 OECD 税制・税務センターと OECD 開発センターがアジア開発銀行 (ADB)、

Pacific Island Tax Administrators Association (PITAA)、 南太平洋連合 (SPC) との協力のもと

で、 欧州連合とアイルランド、 日本、 ルクセンブルク、 ノルウェー、 スウェーデン、

米国の政府の支援を受けて執筆したものである。 本報告書の特集は、 新型コロナ

ウイルス時代のアジア太平洋地域の新たな課題とそれへの対処方法である。 本書

には、 アジア ・ 太平洋諸国の比較可能な税収統計とその他の歳入統計を収録して

いる。 モデルとなったのは確立された方法論に基づいて OECD 諸国のデータを収録し

た、 OECD Revenue Statistics データベースである。 OECD の方法論をアジア ・ 太平洋諸

国に拡大することで、 OECD 諸国、 南米 ・ カリブ諸国、 アフリカの税収と租税構造

を一貫性を持って比較できるようになっている。

https://doi.org/10.1787/0007dd9d-en
https://doi.org/10.1787/1135f88e-en
https://doi.org/10.1787/ed374457-en
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Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review 
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Argentina (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Print ver. Code: ctp-2021-592-en-print ISBN: 9789264357907  pages: 84  ¥3,200 
PDF ver. ISBN: 9789264350847  Free  

Chile (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Print ver. Code: ctp-2021-593-en-print ISBN: 9789264857469  pages: 84  ¥3,200 
PDF ver. ISBN: 9789264348653  Free

Colombia (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Print ver. Code: ctp-2021-594-en-print ISBN: 9789264778672  pages:76  ¥3,200 
PDF ver. ISBN: 9789264820050  Free

Croatia (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Print ver. Code: ctp-2021-595-en-print ISBN: 9789264461284  pages:84  ¥3,200 
PDF ver. ISBN: 9789264689619  Free

India (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Print ver. Code: ctp-2021-596-en-print ISBN: 9789264598195  pages: 128  ¥3,200
PDF ver. ISBN: 9789264999343  Free

Latvia (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Print ver. Code: ctp-2021-597-en-print ISBN: 9789264377295  pages: 88  ¥3,200 
PDF ver. ISBN: 9789264945289  Free

Lithuania (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Print ver. Code: ctp-2021-598-en-print ISBN: 9789264752207  pages: 84  ¥3,200
PDF ver. ISBN: 9789264753440  Free

South Africa (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Print ver. Code: ctp-2021-599-en-print ISBN: 9789264622883  pages: 96  ¥3,200 
PDF ver. ISBN: 9789264811447  Free

BEPS 行動 14 では、 諸国は相互協議 (mutual agreement procedure, MAP) の有効性と

効率を強化するためのミニマム ・ スタンダードを実施することを確約している。 MAP は

OECD モデル租税条約第 25 条に含まれており、 各国が租税条約の解釈と適用に関

する紛争を解決するよう努力することを確約している。 行動 14 のミニマム ・ スタンダー

ドは、 ピアレビューとモニタリングのための付託事項と評価手法に翻訳されている。 ピ

アレビュー ・ プロセスは 2 段階に分けて行われる。 第 1 段階では、 合意された審査

スケジュールに沿って、 各国をミニマム・スタンダードの付託事項に照らして評価する。

第 2 段階では、 各国の第 1 段階のピアレビュー報告書の結果から得られる提言の

実施状況の追跡に焦点を当てている。 この報告書は、 各国の行動 5 の最低基準

の実施状況に関する第 2 段階のピアレビューの成果である。

https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-g20-base-erosion-and-profit-shifting-project_23132612
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各国内で規制枠組みを構築するだけでは、 今日の国境を越えた政策問題の増加

に対処するには限界がある。 国際的な協調行動が、 特に革新的なテクノロジーに

よって促進される急速な経済統合と相互依存性を実効的に乗り切る唯一の方法で

ある。 しかし、 現代の規制枠組みは、 各国の国境が基準となっており、 国境を越え

た政策課題の増加に対応する国際的に共通の解決策がなかなか取れない。 2008

年の世界金融危機や新型コロナウイルスのパンデミックといった世界の医療、 経済、

ガバナンス制度の脆弱性を浮き彫りにするグローバルな危機の後は、 国際環境を各

国の規制枠組みの中で体系的に考察する真のパラダイムシフトの時である。 国際規

制協力に関する OECD ベストプラクティス原則 (OECD Best Practice Principles on International 

Regulatory Co-operation) は、 政策当局と公務員が規制枠組みを相互につながった現

実に適応させるのを支援する実践的な指針で、 全政府的戦略とガバナンス構造を

定義し、 国内の規制策定、 開発、 提供に国際問題を埋め込み、 各国の政策目

標を支援するために規制問題に関する二国間、 地域、 多国間国際協力を強化す

るという主要素を概観している。 国際規制協力の様々な方法と各国の経験をまとめ

た OECD ベストプラクティス原則は、 様々な法的、 行政的環境にいる政策当局と公

務員に、 国際的な相互のつながりがますます強化される時期に規制枠組みの質と

危機対応力をどのように促進するかということについて考えるきっかけを与えている。

Governance 
Government at a Glance 2021

Print ver. 
Code: gov-2021-162-en-print
ISBN: 9789264909694  
pages: 280  ¥9,100  
PDF ver. 
ISBN: 9789264921412  
Free  

本書には、 投入指標として公財政と雇用のデータを収録し、 処理指標として制度、

予算慣行、 人事、 規制ガバナンス、 公共調達、 インフラのガバナンス、 公共部門

の高潔性、 オープンガバメント、 デジタル政府などのデータを収録している。 成果の

指標としては、 中核的な政府の結果 （例えば信頼、 政治的有効性、 不平等の削

減など）、 教育や医療、 司法などの利用しやすさ、 ニーズへの反応、 質、 市民の

満足度などの指標を収録している。 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、 基準化するのに有益である。

The Future of Corporate Governance in Capital Markets 
Following the COVID-19 Crisis

Print ver. 
Code: daf-2021-101-en-print
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本書では、 新型コロナウイルス危機以前の世界的な資本市場の動向を、 実証に

基づいて概観している。 そして、 コロナ危機が資本市場の活用と臨時のコーポレート

ガバナンス措置の導入に及ぼした影響を明らかにしている。 この危機が資本市場に

与えた構造的影響とそのコーポレートガバナンスとの相互作用はまだ完全には理解さ

れていないが、 本書では、 復興を支援する政策の策定に活用できるトレンドを収録し、

近く実施される G20/OECD コーポレートガバナンス原則の見直しの指針となりうる主要な

政策メッセージを解説している。

本書では、 復興への道のりには、 相当な額の資金を長期投資に割り当てられる

機能的な資本市場が必要だと強調している。 また、 特に所有権の集中の高まり、

環境 ・ 社会 ・ ガバナンス (ESG) のリスク管理、 デジタル化、 倒産、 会計監査の質、

債権者の権利といった領域においてコーポレートガバナンス ・ ルールとその実践をコロ

ナ後の現実に適応させる必要があることも明らかにしている。

https://doi.org/10.1787/1c258f55-en
https://doi.org/10.1787/5b28b589-en
https://doi.org/10.1787/efb2013c-en
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Formalising Non-Care Work in and Around the House

Print ver. 
Code: els-2021-288-en-print
ISBN: 9789264737587  
pages: 68  ¥3,200  
PDF ver. 
ISBN: 9789264915763  
¥1,900  

過去数年にわたり有給の仕事に就く女性の数は増え続けているが、 無給の家事

労働における男女の役割は依然として硬直的である。 無給の家事労働は、 清掃業

者や家政婦などの介護以外の家事サービス業者に外注することができるが、 価格

が高く税負担が大きい、 容易には利用できないといった障害があって、 家計サービ

ス部門のフォーマル化は進んでいない。 世帯、 特に仕事を持つ女性の仕事と生活

とのバランスを向上させ、 未申告の就労という広く行われている慣習を減らす目的で、

いくつかの OECD 諸国では介護以外の家事サービスの提供をフォーマル化し増加さ

せる政策を実施している。 本書では、 介護以外の家事サービス部門の重要性を明

らかにし、 税制優遇または社会的バウチャー (social vouchers) の提供からグッドプラク

ティスの特定まで、 そうしたサービス市場のフォーマル化における国際的なアプローチ

を概観している。 家事負担を軽減することで得られる経済的メリットを明らかにするため

に、 本書では男女双方が行う無給家事労働の経済的価値を推定している。

Public Procurement in the State of Mexico
Enhancing Efficiency and Competition

Print ver. 
Code: gov-2020-746-en-print
ISBN: 9789264691209  
pages: 236  ¥7,100 
PDF ver.
ISBN: 9789264795211 
¥4,200  

本書は、 メキシコ最大の人口を擁するメキシコ州で採用されている公共調達の仕

組み、 プロセス、 ツールを分析している。 本書では、 調達機能の集権化の度合

い、 その実施状況、 そのような戦略の恩恵を引き出す機会がある領域について評価

を行っている。 公開入札における競争の度合いを分析することで、 効率と費用対効

果を最大化するために競争の圧力を高められる代替案を提示している。 同様に、 電

子調達のプラットフォーム、 COMPRAMEX と、 それが新たな取引機能を組み込む可能

性についても評価している。 最後に、 公共調達の高潔性と調達担当者のプロフェッ

ショナル化を進める措置を評価している。 本書は調達の立案、 市場との協議から契

約管理に至るまで、 全過程のあらゆる側面に対して具体的な提案を行っている。

Civic Space Scan of Finland

Print ver. 
Code: gov-2021-144-en-print
ISBN: 9789264941038  
pages: 180  ¥5,200 
PDF ver. 
ISBN: 9789264938113  
¥3,100 

OECD は、 市民空間 (civic space) を非政府の活動家が情報を評価し、 自身の意見

を表明し、 公職に参加できるようにするために必要な法的、 政策的、 制度的、 実

践的条件と定義している。 世界的に市民空間は狭まっており、 それを守る取り組み

がかつてないほど重要になっている。 本書では、 フィンランドの Civic Space Scan につい

てまとめている。 これは、 フィンランド政府の要請で作成されたもので、 このテーマに

ついての OECD 初の報告書である。 OECD Civic Space Scans では特に、 各国政府がそ

の国の状況において市民空間をどのように保護、 推進しているかを評価し、 既存の

枠組みと実践を強化する方法を提案している。 この Scan では、 市民の自由と権利、

メディアの自由とデジタルの権利、 市民団体の実現環境、 政策と意思決定への市

民参加という、市民空間の 4 つの領域について評価している。 本書の各章では、フィ

ンランド政府が実現可能な提言を収録している。 Scan プロセスの一環として、 2021

年 2 月には市民討論会が行われ、 フィンランド社会の代表的な小集団から政府へ

の幅広い提言が得られた。

Governance 
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Implementing Regulatory Impact Assessment at Peru’s 
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規制は、 人々の健康と環境の保護、 独占対策、 上下水サービスの提供といっ

た公的政策目標の達成において重要な役割を担っている。規制影響評価 (regulatory 

impact assessment, RIA) は、 規制の質を保つための重要なツールである。 本書では、

ペルーの下水サービス監督 (Sunass) における規制影響評価のための指針を収録して

いる。 監督機関による規則発令のプロセスを評価し、 RIA を永続的な制度とし、 ま

た RIA を開発する専門スタッフの訓練制度を構築するために必要な法改正を行うため

の提言を収録している。 本書には、 公聴を実施し公共政策の問題点を明らかにし、

費用対効果分析を行うための技術的指針を収録している。

The Public Sector Pay System in Israel

Print ver. 
Code:gov-2021-212-en-print
ISBN: 9789264788596  
pages: 64  ¥3,200
PDF ver. 
ISBN: 9789264806290
¥1,900  

本書では、 イスラエルの公共部門の支払制度を分析し、 政府の戦略的優先順

位に沿って提言を行っている。 本書では、 職業分類を簡略化し、 特に公共部門が

才能ある人々を獲得することが難しい領域で、 給与を市場の平均値に適合させる方

法を推奨している。 また、 実績、 生産性、 仕事の責任に応じた報酬を与える機会を

明らかにしている。 イスラエルでは、 公務員組合との合意や積極的な協力なくしては

給与改革は行えない。 したがって、 本書の後半では公共部門の労使関係に焦点を

当て、 イスラエルの公共部門における団体交渉の機能を改善するための提言を行っ

ている。 本書は、 OECD の公共部門の雇用と人事に関する作業部会で現在行われ

ている研究に資するもので、 公的サービスのリーダーシップと能力に関する理事会勧

告の実施を支持している。

Governance 

OECD Skills Outlook 2021
Learning for Life

Print ver. 
Code: skc-2021-51-en-print
ISBN: 9789264116078  
pages: 228  ¥7,100 
PDF ver. 
ISBN: 9789264440975  
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長寿化、 急速な技術の変化、 グローバル化、 移民、 環境の変化、 デジタル化

といったメガトレンド、 そして新型コロナウイルスのパンデミックのような突然のショックに左

右される労働市場や社会で個人が成功しようとするならば、 生涯学習がそのカギを

握っている。 急速に変化する不確実な世界で、 生涯学習は、 個人が外的ショック

に適応し対応力を身に着ける一助となる。 大規模な構造変化により社会組織が引

き裂かれないようにするために、 政府支援は継続する必要があるが、 生涯学習の文

化を醸成することで個人がその変化を主体的に管理できる。 そのためには、 生涯学

習を支援する最良の方法に関する実証が必要であり、 個人は 「どのように学ぶべき

かを学ぶ」 ことができる。 本書では、 特にスキル開発と活用を監督する政策によって

あらゆる人々に対して生涯学習をより良く促進する方法を考察している。 生涯学習へ

の参加を成功させる上で社会情緒的要因と動機が果たす重要な役割を明らかにす

る、 定量的な比較データも収録している。 そうした要因は、 一般に生涯学習を維持

する上で不可欠であるが、 パンデミックによりその妥当性がさらに高まった。

Education 
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本書は、 職業教育 ・ 訓練 (VET) に関する研究シリーズの一環として出版されたも

ので、 タイの職業教育 ・ 訓練を評価し、 政策提言を行っている。 VET は、 特に技

術的スキルへの需要が高いタイの若者と成人に、 妥当な教育と訓練の機会を提供

できるが、 後期中等教育後の職業訓練制度や小規模だが活力のあるデュアルシス

テムを含む、 VET 制度の強みを基盤とすることで達成できる。 しかし、 タイでは VET に

対して学生とその親があまり良いイメージを持っていない、 学歴の問題、 転職や昇進

が難しいなどの理由で、 依然として学生にあまり人気がない。 したがって、 VET でタイ

の労働市場のニーズに沿った様々な知識や技能を提供する取り組みを強化する必

要がある。 本書では、 プログラムの利便性を向上させ、 優良な教育機関とプログラ

ムの利用における不平等を削減し、 教育 ・ 訓練政策に情報を提供するためにスキ

ルに関する知識を有効活用し、 実習を含め雇用主を職業教育 ・ 訓練に関与させる

方法について提言を収録している。

Social Issues / Migration / Health 

Education in Eastern Europe and Central Asia
Findings from PISA

Print ver. 
Code: edu-2021-167-en-print
ISBN: 9789264714113  
pages: 96  ¥3,200  
PDF ver. 
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Free 

東欧 ・ 中央アジア諸国は、 市民参加を強化し繁栄を共有するという明確な希望

を持っている。 そのためには、 高い技能と知識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、 この地域の学習成

果は総じて改善しているが、 その改善状況は均一ではない。 この地域の国々からは

世界的にトップの成績を収める学生が排出されているが、 その他の多くは置き去りにさ

れている。

本書は OECD と UNICEF が共同で作成したもので、PISA データを詳細に分析し、東欧、

中央アジアの教育制度の強み、 課題、 特徴を明らかにしている。 これらの国々の

教育政策と実践についての豊富な知識基盤に基づいて、 本書ではその教育制度

があらゆる生徒に優れた教育を与える方法について提言を行っている。 本書は、 東

欧、 中央アジア諸国の政策当局と、 これらの国々の教育に関心を持つ人々に裨

益するものである。

Main Findings from the 2020 Risks that Matter Survey

Print ver. 
Code: els-2021-347-en-print
ISBN: 9789264356078  
pages: 53  ¥3,200 
PDF ver. 
ISBN: 9789264948853  
¥1,900

新型コロナウイルスのパンデミックにより、 社会保障制度が過去 70 年で最大の広

がりを見せた。 しかし、 多くの人々は依然として危機の影響を深刻に受けており、 さ

らなる支援を求めている。 2020 Risks that Matter 調査では、 OECD 加盟 25 か国から

25000 件の回答を得たが、 それによると、 人々は自分の仕事と収入を維持できるか、

健康を保てるか、 不安を感じている。 回答者の 10 人中約 7 人が、 政府は彼らの

経済的、社会的保障を確保するためにもっと対策すべきだと回答しており、多くの人々

はそうした支援のためにより多くの税金を支払う意志を持っている。 本書の見解から、

我々の社会経済が緩やかにパンデミックから回復し始める時期に、 社会保障をどの

ように拡充、 改革すべきかという重要な教訓が得られる。
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本書は、 新型コロナウイルス危機の労働市場への影響に焦点を当てている。 第

一章から三章では、 この危機とそれへの対策によってもたらされた主な労働市場と社

会的課題を取り上げている。 第四章から五章は、 長期にわたって存在する構造問

題を取り上げ、 新型コロナウイルス危機がそれらに及ぼす影響を論じている。 具体的

には、 第一章では危機が労働市場に及ぼす影響を解説し、 特に中長期的に社会

的弱者に及ぼす影響に注目している。 第二章では、 新型コロナ危機の間に雇用を

保護するために実施された雇用維持制度の役割について、 現時点での評価を行っ

ている。 第三章では、 労働市場活性化政策と公的雇用サービスが危機がもたらし

た課題にどのように対処したかを分析している。 第四章では、 社外アウトソーシングの

実施の度合いとそれが労働市場全般と特に低賃金の職業にもたらした結果を評価し

ている。 第五章では、 テレワークを含め法定労働時間と規制による労働時間を詳細

に吟味するとともに、 OECD 諸国別及び社会人口グループごとの労働時間の傾向と

時間利用について概観している。

Gender Equality in Chile
Towards a Better Sharing of Paid and Unpaid Work

Print ver. 
Code: sge-2021-2-en-print
ISBN: 9789264813281  
pages: 80  ¥3,200
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¥1,900

本書は、 南米 ・ カリブ諸国のジェンダーについて取り上げた初の報告書で、 チリ

の就労と教育におけるジェンダー格差を他国のそれと比較している。 特に注目してい

るのが、 無給労働の分担の不平等と女性の過度な負担である。 本書では、 チリで

はどのような政策とプログラムがこの分担をより公平にしうるかを考察している。 本書の

第一部では、 ジェンダー格差の実態と、 態度が果たす役割などその要因について

検証している。 第二部では、 この問題に対処するための包括的な枠組みを検討し、

女性に降りかかる無給労働の負担を軽減し、 女性の労働収入を増やす様々な方

策を提案している。 最後に、 新型コロナウイルス危機の影響について論じ、 政府の

政策的優先事項をどのように変更すべきかを考察している。
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新型コロナウイルスのパンデミックが引き起こした危機は、 それまでに世界が経験し

た危機とは異なっており、 社会的距離の確保や移動制限が必要で、 一部の経済

活動が停止を余儀なくされた。 本書では、 様々な産業及び国々の企業、 労働者、

消費者の生産、 雇用、 消費を維持する能力を左右した性質について比較考察を

行っている。 本書では、 幅広い指標と政策を導く実証を考察して、 将来について分

析的観点を示している。 主に企業の活力、 生産性、 イノベーションとデジタル技術、

相互関連性、 包摂性、 スキルといった諸側面を主に取り上げている。

本書には、 封じ込め策の特徴である供給規制とロックダウンを分析した短期的視

点と、 景気後退や選好の変化によって生じた需要の変化に焦点を当てた中 ・ 長期

的視点の双方を収録している。

本書の目的は、 次の 3 つの方法で政策当局に知見を提供することである。 一つ

目の方法は、 産業ごとに異なるチャネルで危機の影響が及んでいることを概観し、

二つ目はこうしたチャネルを緩和し現在の危機及び将来のショックが経済に及ぼす影

響を軽減するであろう各国の性質を特定し、 そして最後は人口サブグループ間の影

響の体系的な違いとその政策的意味合いを明らかにしている。

Agriculture and Food
OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030

Print ver. 
Code: tad-2021-471-en-print
 ISBN: 9789264436077  
pages: 248  ¥7,800 
PDF ver. 
ISBN: 9789264989573  
Free

本書は、 OECD と国連食糧農業機関 (FAO) の共著で、 両機関の加盟国政府及

び農業関連組織の専門家から得た種々の情報を用いて作成された。 国、 地域、

世界の農産物、 水産物市場、 バイオ燃料市場の今後 10 年の見通しについてコン

センサス評価を掲載し、 将来に向けた政策の分析と立案のための参考資料となって

いる。

本書は今後 10 年間の食料、 農業市場を動かす傾向を収録している。 多くの重

要な側面で進歩が見られるとはいえ、 2030 アジェンダと持続可能な開発目標 (SDGs)

を達成するには、 農業部門における協調行動とさらなる改善が必要である。

詳細は下記ウェブサイト参照。

 www.agri-outlook.org.
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本書では OECD の標準的な方法に基づいて、 石炭、 石油、 石油関連製品、 天

然ガスと、 これらの化石燃料から作られる電力、 熱の消費者と生産者に提供される

政府助成額の見積もりを収録している。 本書では、 EU の東欧パートナーシップ (EaP)

諸国 （アルメニア、 アゼルバイジャン、 ベラルース、 ジョージア、 モルドバ、 ウクライナ）

の化石燃料助成制度を分析した主な結果を収録している。 本書は、 2016 ～ 19 年

の最新のデータと推定値を提供している。 この分析では、 生産者と消費者への直

接的資金移転と租税支出という 2 つの主要な助成を測ることに焦点を当てている。

また、 EaP における化石燃料助成の変化に直接的、 間接的影響を与えている租税

及びエネルギー価格政策について、 簡潔に論じている。 本書の付録として、 6 か国

それぞれの支援措置を個別に詳細に推定した結果を収録している。

Developing a Water Policy Outlook for Georgia, the Republic 
of Moldova and Ukraine

Print ver. 
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OECD は過去 20 年以上にわたり東欧、 コーカサス、 中央アジア諸国における水政

策改革に取り組んできた。 この地域の 3 か国、 ジョージア、 モルドバ、 ウクライナは、

EU との協力協定に署名している。 この協定は、 EU とのより深い政治的結びつきと強

力な経済的つながりのための枠組みを提供しており、 EU 水政策枠組み指令 (Water 

Framework Directive) を含む EU 法制に類似した公約が含まれている。

ジョージア、 モルドバ、 ウクライナは、 水部門に関して意欲的な長期戦略計画を策

定しており、 その中には、 EU 協力協定や持続可能な開発目標といった国際的な公

約の要件を満たすことが含まれている。 その水政策では、 各国の政策枠組みの基

準値と現在の実績を概観し、 長期的なビジョンと 2030 年に向けての目標を明らかに

している。 この見通しの目的は、 現在の政策枠組みで長期目標や水部門の望まし

い将来の姿を実現できるかを明らかにすることで、 政策の一貫性を改善する機会の

特定と、 成功の可能性を向上させる政策を収録している。

Accessing and Using Green Finance in the Kyrgyz Republic
Evidence from a Household Survey

Print ver. 
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本書は、 2019 年にキルギス共和国で 1000 世帯を対象に行われたグリーン ・ ファイ

ナンスに関する調査結果を収録している。 グリーン ・ ファイナンスは新たなトレンドだが、

キルギスにおいてグリーン ・ ファイナンス商品 ・ サービスがどの程度求められているか

は不明である。 OECD は、 この実証の欠如を埋めるための世帯調査を実施した。 この

調査から、キルギスの金融機関の既存及び潜在的な顧客の金融商品に対するニー

ズと需要が明らかになった。 その中には持続可能な発展を促進するものも含まれてい

る。 この調査結果は、 キルギスの商業銀行、 政策当局、 中央銀行がグリーン・ファ

イナンスを含む金融商品 ・ サービスの評価と活用を高めるためにより的を絞った介入

を策定する一助となる。

Environment

https://doi.org/10.1787/38d3a4b5-en
https://doi.org/10.1787/512a52aa-en
https://doi.org/10.1787/6233a44f-en
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Urban, Rural and Regional Development
Access and Cost of Education and Health Services
Preparing Regions for Demographic Change

Print ver. 
Code: cfe-2021-297-en-print
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pages: 170  ¥5,200 
PDF ver. 
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Free

現在の人口動態と新型コロナウイルスのパンデミックにより、 効率的な公共サービ

ス提供とあらゆる人々にその利便性を保証する必要があることが浮き彫りになった。

農村部の人口減少と高齢化により、 規模と範囲のメリットの低下、 専門家不足、

遠距離といった問題がサービス提供に影響を及ぼしている。 人口動態や地理的な

差から生じるコストと利便性を推定することは、 様々な地域の現状に合わせてサービ

スの提供方法を変えるための一助となる。 本書では、欧州諸国における教育 （初等・

中等）、 医療サービス （心臓病と産科） のコストと物理的な利用について、 詳細な

分析に基づく国際比較可能な現在および将来の推定値を収録している。 出生率の

低下と高齢化に伴う需要の変化に対応するということは、 一部のサービスをより幅広

く利用できるようにし、 それ以外はより集中させる必要があるということである。 本書は、

サービス提供のコスト効率が良くあらゆる地域で利用しやすくなるようにするために、 実

証に基づく政策策定に裨益することを目的としている。

Global State of National Urban Policy 2021
Achieving Sustainable Development Goals and Delivering Climate 

Action

Print ver. 
Code: cfe-2021-429-en-print
ISBN: 9789264880030  
pages: 160  ¥4,500
PDF ver. 
ISBN: 9789264779501  
¥2,700 

国家的都市政策 (National Urban Policy, NUP) は、 各国、 地域、 都市が責任を共有

して持続可能な都市の発展を達成するための重要な制度である。 現在の都市問題

の規模と緊急性は、 NUP の重要性を浮き彫りにしている。 新型コロナウイルス危機に

より、 危機対応能力が高く環境に配慮した包摂的な都市を各国の復興複合政策の

一環として取り入れる NUP の潜在力が高まっている。

本書では、 世界 162 か国の NUP を調査している。 2018 年に発表された初版をもと

に、 本書は NUP がどのように開発、 実施され、 世界的に監督されているかを理解す

るための基礎を構築しているため、 政策当局と都市政策の専門家にとって重要な情

報源と分析を提供している。 本書の目的は分野横断的で、 特に NUP と、 持続可

能な開発のための 2030 アジェンダや New Urban Agenda といった都市関連の世界的課

題との結びつきを強化し、 NUP の中で気候対策を主流化する中で、 各国政府が自

国の NUP プロセスを推進するのを支援することである。 本書は、OECD、国連ハビタット、

Cities Alliance が共同で作成したもので、 2016 年のハビタット III 会議で設立されたグロー

バルパートナーシップ、 National Urban Policy Programme の主な成果である。

https://doi.org/10.1787/4ab69cf3-en
https://doi.org/10.1787/96eee083-en
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Print ver. 
Code: dev-2021-253-en-print
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西バルカン地方は、 過去 20 年間に経済社会の進歩を遂げた。 同地域の人口

は 1760 万人で、 現在の GDP はおよそ 1000 億ユーロ、 一人当たりの平均 GDP は約

5400 ユーロに上り、 EU への統合に向けた包括的プロセスにある。

本書では、 この地域の 5 か国 ・ 地域における経済、 社会、 金融、 ガバナンス、

環境という持続可能な発展の柱を多面的に評価している。 この地域の地理的位置、

欧州諸国との深い関係、 学術的伝統は、 特にデジタル化の進展で距離が縮まる

時代に、 将来の発展に多くの機会をもたらしている。 その可能性を最大限生かすに

は、 特に新型コロナウイルスのパンデミックで浮き彫りになった課題に協力して取り組

む必要がある。 教育の成果を上げ、 社会的団結を強化し、 クリーンエネルギーへの

転換と地域の自然資源の評価を確立することが、 戦略的な優先事項となっている。

現実の財政面の制約などを越えて、 地域全体に依然として残る制度とガバナンス上

の課題に対処しなければならない。

Trade
International Trade by Commodity Statistics Volume 2021 Issue 1
Czech Republic, Denmark, Ireland, Mexico, New Zealand, 

Switzerland
Print ver. Code : pac-2020-5330-en-print  pages : 592 

年間定期購読 ： 

オンラインデータベース （年

間アクセス） : 

ISSN: 1608-1218  

2021 年価格 : \123,300

International Trade by Commodity Statistics は、 商品別および貿易相手国別に詳細な輸

出入データを提供する年次統計集である。毎年 6 巻出版され、OECD 加盟各国のデー

タを収録している。 SITC Rev.3 の 1 桁および 2 桁コードの分類でデータを収録している。

過去 4 年分のデータを商品別に 70 の相手国 ・ 地域について輸出入のデータを収

録している。 データの単位は米ドル表記である。

オンラインデータベース版では、 SITC 分類と Harmonised System 分類で、 より詳細な

商品分類の貿易データを収録している。

日本語翻訳出版

教育のデジタルエイジ  子どもの健康とウェルビーイングのために

西村　美由起 訳

本体 3,000 円＋税

ISBN: 9784750352404

ページ数 ： 352 ページ

出版年月日 ： 2021/08/18

21 世紀の子どもをめぐる環境はどのようなものであり、 デジタル化の進行はその形成

にどのようにかかわっているのか？　遊びやリスクが学習や成長に果たす役割、 そし

て完璧さや成功を重視した文化による影響などに焦点を当てた考察により、 取るべき

対応を提起する。

(Education in the Digital Age: Healthy and Happy Children, 2020)

https://doi.org/10.1787/4d5cbc2a-en
https://doi.org/10.1787/66c22f0a-en
https://www.akashi.co.jp/book/b588986.html
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OECD レインボー白書 LGBTI インクルージョンへの道のり

濱田　久美子 訳

本体 5,400 円＋税

ISBN: 9784750352312

ページ ： 272 ページ

出版年月日 ： 2021/07/31

セクシャル／ジェンダーマイノリティへの差別や攻撃を解消するための法規定や政

策措置はどの程度すすんでいるか。 差別禁止法、 ヘイトクライム ・ ヘイトスピーチ法、

庇護法など、 加盟各国における LGBTI 包摂に向けた取り組み状況を比較検討し、

包括的な概観を示す。

(Over the Rainbow? The Road to LGBTI Inclusion, 2020)

行動インサイト BASIC ツールキット  ツール・手法・倫理ガイドライン

齋藤　長行 監訳

濱田　久美子 訳

本体 3,500 円＋税

ISBN: 9784750352107

ページ数 ： 180 ページ

出版年月日 ： 2021/06/28

行動科学の知見を応用した 「行動インサイト」 への期待が高まっている。 公共政

策において行動インサイトを運用する手法について、「行動」 「分析」 「戦略」 「介入」

「変化」 の各ステージごとのポイントを整理し、 実施にあたっての倫理的ガイドラインを

提示する。

(Tools and Ethics for Applied Behavioural Insights: The BASIC Toolkit, 2019)

OECD 人工知能 (AI) 白書  先端テクノロジーによる経済・社会的影響

齋藤　長行 訳

本体 3,600 円＋税

ISBN 9784750351513

ページ数 ： 262 ページ

出版年月日 ： 2021/05/25

近年めざましい進歩を遂げる AI テクノロジー。 OECD による最新の情報と取り組みか

ら、 技術的な進歩や投資状況を概観し、 利用分野別の普及状況や政策展望を

見通すことで、 公共政策上の主要課題を整理する。 国際機関や主要 27 か国の

政策対応も取り上げる。

(Artificial Intelligence in Society, 2019)

https://www.akashi.co.jp/book/b588408.html
https://www.akashi.co.jp/book/b585030.html
https://www.akashi.co.jp/book/b583231.html



