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Economics 
OECD Economic Surveys: Austria 2019

オーストリア市民は、 高い生活水準、 幸福度、 社会的団結を享受している。 現在

の世界的な景気減速が始まるまでは、 民間部門の雇用の伸びによって国内需要が

維持され、 投資も明らかに堅調だった。 仕事を持つ人が増え、 移民も確実に流入し

ている。 それと同時に、 人々の間でスキル格差が高まり、 企業間の生産性実績に

も差があることから仕事の質と市場賃金における格差が以前より明らかになってきたた

め、 社会的団結にかかわる新たな課題が出現している。 オーストリアの全ての地域に

存在する無数の起業家企業は、 高齢化、 グローバル化、 デジタル化という新たな巨

大潮流により良く適応すべきである。 一般的にオーストリアの中小企業は他の比較可

能な国々と比べて生産性が高く、 輸出も多く、 より高度な技術を伴う活動に従事して

いるが、 この好実績を維持するためには適応する必要がある。 その資本構造は負債

に偏っており、 株式、 成長、 ベンチャーキャピタル市場を強化することで、 長期的な

知識型投資のための更なる資源が得られる。 特に先進的なデジタル技術における深

刻なスキル欠如は、 克服しなければならない問題である。 全中小企業の約 3 分の 1

が所有権の移転 (ownership transmission) に肯定的で、 企業の移転を成功させるには幅

広い起業活力を維持することが不可欠である。 こうした課題に対処することで、 多くの

中小企業が直面する価値を高めることの難しさを取り除き、 将来的なイノベーション活

動により多くの実りをもたらす環境が整うだろう。

Code: eco-2019-6826-en
ISBN: 9789264540965
pages: 138  ¥6,500

OECD Economic Surveys: Belgium 2020

Code: eco-2019-6835-en
ISBN: 9789264911161  
pages: 119  ¥6,500

ベルギーは、 多くの経済的、 福祉的側面で良好な実績を上げているが、 リスクも高

まっている。 改革の機運を維持することで、 ベルギー経済の回復力を高めることができ

る。 財政的刺激を緩和する手段の再構築は、 人口高齢化対策の優先事項とすべ

きである。 住宅ローンが増加する中で融資基準を緩和するには、 堅実な手段が必要

である。 雇用率は依然として低く、 仕事のあり方が変化していることで、 社会経済的

地位や地域から生じる既存の格差が誇張されている可能性がある。 一部の産業部

門でスキル不足が高まっていることは、 スキルと労働市場のニーズをより良く適合させる

必要があることを示唆している。 失業と雇用保険の双方を改革することで、 働くインセ

ンティブをより良く高めることができる。 中期的に成長率を上げるには、 技術の普及を進

めて生産性を向上させ、 企業をもっと競争に晒す必要がある。

特集 ： 労働市場の問題への対応

https://doi.org/10.1787/22f8383a-en
https://doi.org/10.1787/1327040c-en
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Finance & Investment 

National Accounts of OECD Countries, General Government 
Accounts 2019

Economics 

Code: 012019041P1
ISBN: 9789264313187  
pages: 280  ¥9,100

本書は政府収支を扱った統計集の 2019 年版で、 すべての国について SNA2008 に基

づくデータを収録している。 生産、 所得、 金融勘定の政府総額と収支表の他、 詳細

な租税と社会負担の受入額、 一般政府支出の用途別の詳細を共通の国際基準であ

る COFOG (Classification of the Functions of Government) に従って収録している。

OECD Business and Finance Outlook 2019
Strengthening Trust in Business

Code: daf-2019-247-en
ISBN: 9789264507142  
pages: 140  ¥10,000

OECD Business and Finance Outlook は、 明日の世界のビジネス、 金融、 投資の環境を形

成する好悪双方の傾向に関する独自のデータと分析を収録している。 本書では、 幅広

い観点からの分析を用いて、 産業と金融における人々の信頼の重要性を考察し、 経

済的価値、 公平性、 行動の高潔性、 社会的価値との一貫性という観点から、 金融、

投資、 産業における信頼の様々な様相を理解する概念的アプローチを提供している。

本書では、 世界金融危機の最中に信頼が失墜した要因を評価し、 新たな信頼の喪失

の要因となっている最近の動向を考察し、 産業と金融に対する人々の信頼強化の一助

となる政策的検討を収録している。

Main Economic Indicators, Volume 2020 Issue 2
Code: pac-2019-30036-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/g2g9fb11-en
https://doi.org/10.1787/6c67bee0-en
https://doi.org/10.1787/af784794-en
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Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review 
Report

Brunei Darussalam (Stage 1) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-1-en ISBN: 9789264444263  pages: 59  ¥3,200

Curaçao (Stage 1) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-2-en ISBN: 9789264914858  pages: 60  ¥3,200

Guernsey (Stage 1) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-3-en ISBN: 9789264560819  pages: 69  ¥3,200

Isle of Man (Stage 1) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-4-en ISBN: 9789264544550  pages: 69  ¥3,200

Jersey (Stage 1) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-5-en ISBN: 9789264972162  pages: 69  ¥3,200

Monaco (Stage 1) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-6-en ISBN: 9789264424418  pages: 63  ¥3,200

San Marino (Stage 1) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-7-en ISBN: 9789264401525  pages: 60  ¥3,200

Serbia (Stage 1) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2020-8-en ISBN: 9789264746077  pages: 59  ¥3,200

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。 このミニマム ・ スタンダー

ドは、 一連の最良慣行によって補完されている。

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。 本書は、 国別の行動 14 の最低基準の実施状況に

関する第 1 段階のピアレビューの成果である。

Taxation 

Governance 
Good Governance for Critical Infrastructure Resilience

Code: gov-2019-3490-en
ISBN: 9789264533462  
pages: 108  ¥3,200

重要なインフラは、 現代の相互に接続された経済の中軸である。 電気通信、 エネル

ギー、 水の供給、 交通、 金融といった主要なシステムと必須のサービスが途切れれば、

深刻な経済的損失につながる。 本書では、 動態的リスクの中で重要なインフラの耐久

力を高める方法を考察し、 耐久力強化への先行投資を促進する政策オプションとガバ

ナンスモデルについて論じている。 国際調査に基づいて、 資産保護からシステム全体の

耐久力への重要なインフラ政策の発展的移行を分析している。 本書の結論は、 提案さ

れている Policy Toolkit for the Governance of Critical Infrastructure Resilience に反映されている。 こ

れは、 基本サービスの保護と維持に対するより一貫性のある予防的アプローチを採る政

府の指針となり得る。

https://doi.org/10.1787/23132612
https://doi.org/10.1787/02f0e5a0-en
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The Illegal Wildlife Trade in Southeast Asia
Institutional Capacities in Indonesia, Singapore, Thailand and Viet 

Nam

Code: gov-2019-3831-en
ISBN: 9789264708877 
pages: 112  ¥3,600

野生生物犯罪が世界の生物多様性に深刻な危機をもたらしていることは紛れもない事

実で、 現在の世界的な絶滅危機の一因である。 違法な野生生物に対する世界全体

の需要の 4 分の 1 は東南アジアからで、 またこの越境取引の源でもあり経由地にもなっ

ている。 本書では、 インドネシア、 シンガポール、 タイ、 ベトナムにおける違法な野生生

物取引に取り組むためのガバナンス枠組みを考察している。 これらの国々における野生

生物犯罪への様々な対応の有効性を評価した後、 関連する機関の能力強化と違法な

野生生物取引に対処する戦略の改善に関して提言を行っている。

Governance 

Regulatory Governance of the Rail Sector in Mexico

Code: gov-2020-12-en 
ISBN: 9789282116746  
pages: 101  ¥3,200

本書では、 メキシコ政府が最近行った鉄道部門における規制の質と規制ガバナンスを

拡充する行動について評価を行っている。特に本書では、鉄道部門の最近の規制改革、

2017 年に公表された鉄道規制に関する OECD 提言の実施状況、 メキシコ鉄道規制当

局が行った改革とその法的権限について論じている。 また、 同当局の最近の規制慣行

も明らかにしている。 その改革と実践は、 OECD 原則と各国の経験に照らして評価される。

最後に、 本書では改革の取り組みを継続させるための提言を行っている。

OECD Study on the World Organisation for Animal Health (OIE) 
Observatory

Strengthening the Implementation of International Standards

Code: gov-2020-21-en 
ISBN: 9789264881815  
pages: 101  ¥3,200

動物の疾病と動物原性感染症を効果的に制御するには、 各国間で政策を調和させ

る必要がある。 国際獣疫事務局 (OIE) は、 動物の疾病の状況の透明性を高め、 各国

の獣医のサービスを強化し、 生きた動物と動物から作られた製品の安全な国際取引を

促進するための包括的枠組みを提供している。 これらの目的を達成するために、 OIE 加

盟国は、 OIE 国際基準と呼ばれるいくつかの自発的な規範を採用している。 OIE は加盟

国の実施を支援しているが、 加盟国は引き続きこれらの標準の利用において課題を抱え

ている。 本書は、 OIE 基準の進行状況と、 各国内での実施方法に関する情報を集める

ために用いられる （であろう） データ収集メカニズムの診断を行っている。 それに基づいて、

OECD は OIE 基準の利用と有効性を拡充するための 「観測所」 の構築において、 OIE を

支援する提言を行っている。

https://doi.org/10.1787/14fe3297-en
https://doi.org/10.1787/c21203ee-en
https://doi.org/10.1787/c88edbcd-en
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Governance 
Regulatory Impact Assessment

Code: gov-2020-51-en 
ISBN: 9789264422940  
pages: 35  ¥3,200

政策、 法律、 規制、 その他の 「ルール」 を立案するときに、 政府は常にその潜在的

効果を考慮すべきである。 規制影響分析 (RIA) は、 政策当局に公的政策目標を達成す

るために規制を行うべきか、 どのように行うべきかという重要な情報を提供している。 RIA は、

様々な選択肢の影響と結果を考察している。 また、 規制のコストが便益を上回る市場に

決定が介入しないように政策当局を支援している。 本書は、 政策当局、 公務員、 その

他の公共部門の実務者に RIA 制度と戦略の立案、 実施について実践的手段を提供し

ている。 原則の対象は、 様々な組織、 ツール、 実践で、 RIA 枠組みを開発するための

重要なステップと注意事項を明らかにしている。 本書は、 OECD 規制政策委員会の後援

を受けて作成された OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy シリーズの 1 巻として出版

されたもので、 規制政策とガバナンスに関する 2012 年理事会勧告で注目された原則を

詳述している。

Social Issues / Migration / Health 
Good Practice for Good Jobs in Early Childhood Education 

and Care

Code: els-2019-4878-en
ISBN: 9789264897243  
pages: 53  ¥3,200

スキルを持つスタッフを雇用、 維持することは、 幼児教育 ・ 保育にとって長年の課題

である。 OECD 諸国では、幼児教育・保育のスタッフに高い技能と質が求められているが、

低賃金、 社会的地位と評価の欠如、 劣悪な労働環境、 職能開発の機会の制約な

どが相まって、 人材の獲得と維持が困難な場合が多い。 幼児教育 ・ 保育に良質で訓

練された労働力を獲得するには、 国はどうすれば良いのか。 労働力不足を悪化させるこ

となくスタッフの技能を高める最良の方法は何か。 限られた資源で賃金を増やし労働環

境を改善するにはどうすれば良いのか。 本書では、 OECD のこれまでの幼児教育 ・ 保育

研究を基礎に、 OECD 諸国の経験を引用して、 幼児教育 ・ 保育の仕事を改善し良質な

労働力を構築するための政策方途の優良慣行を概観している。

Education 
PISA 2018 Results (Volume III)
What School Life Means for Students’ Lives

Code: edu-2019-4230-en
ISBN: 9789264970427  
pages: 368  ¥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 3 巻は、生徒の身体的、精神的健康、学校環境の形成における教師と親の役割、

学校における社会生活などに焦点を当てている。 また、 生徒の幸福度の指標と、 これ

らがどのように学校環境とかかわっているかということも検証している。

https://doi.org/10.1787/7a9638cb-en
https://doi.org/10.1787/64562be6-en
https://doi.org/10.1787/acd78851-en


page: 6

OECD Skills Strategy Slovak Republic
Assessment and Recommendations

Code: skc-2019-4503-en
ISBN: 9789264716834  
pages: 270  ¥8,400

スキルはより良い将来を形成する鍵を握っており、 国や人々の相互のつながりが強まる

とともに急速に変化する世界で、成功するための能力の中核をなしている。グローバル化、

技術の進歩、 人口動態の変化といったメガトレンドは、 仕事と社会を変化させ、 より高い

レベルのスキルや新たなスキル構成への需要を高めている。

OECD Skills Strategy プロジェクトは、 各国のスキルの課題と機会を評価し、 有効性の高

いスキル制度を構築するための戦略的、 包摂的アプローチを提供している。 OECD は各

国と協力して各国固有のスキルニーズに合った政策対応を開発している。 このアプロー

チの基盤となっているのは OECD Skills Strategy 枠組みで、 i) 人生を通じて妥当なスキルを

開発し、 ii) 仕事と社会においてスキルを有効活用し、 iii) スキル制度のガバナンスを強化

するために改善すべきことが検証できるようになっている。

本書では、 若者のスキルを強化し、 スキルの不均衡を減らし、 生涯学習への参加を

奨励し、 職場におけるスキル利用を強化する機会を明らかにし、 提言を行っている。

Employment
Continuous Learning in Working Life in Finland

Code: els-2019-5973-en
ISBN: 9789264872622  
pages: 100  ¥3,200

フィンランドのスキル開発制度は、 OECD 諸国中で最も成功している事例である。 同国

の 15 歳の生徒は、 PISA が開始された 2000 年以来、 全ての参加国の中で上位を維持

している。 フィンランドの成人人口は、 OECD 成人力調査 (PIAAC) によると読解力と計算力

において OECD 諸国中日本に次いで最も高い水準にある。こうした好実績を維持するには、

スキル開発制度を急速に変化する労働市場に適応させる必要がある。 グローバル化、

技術的変化、 人口高齢化は、 フィンランドに現在ある、 また今後の職業の種類とその

遂行の仕方に影響を及ぼしている。 今日では、 新規に創出される雇用の大半は高いレ

ベルのスキルを要求しており、デジタルスキルは職業生活において重要性を増している。フィ

ンランドの労働市場におけるスキル不足は徐々に明らかになっており、 人口動態の変化

と学歴の停滞の中で、 高水準の技能の供給に対する懸念が高まっている。 フィンランド

のスキル開発制度は、 将来に備えなければならない。 本書では、 フィンランドの成人向

け学習制度の現状を分析し、 その主な課題を明らかにし、 実践可能な政策提言を行っ

ている。

Education 

Science and Technology   
Enhancing Access to and Sharing of Data
Reconciling Risks and Benefits for Data Re-use across Societies

Code: sti-2019-1211-en 
ISBN: 9789264764026  
pages: 140  ¥4,500

本書では、 人工知能とモノのインターネットの重要性が増す中で、 データの利用しやすさと共有

を拡充する機会を検証している。 データの利用しやすさと共有によってデータ再利用の社会経済

的価値を最大化するにはどうすれば良いのか、 関連するリスクと過大にどう対処すれば良いのか

を論じている。 政策行動及び不行動のトレードオフ、 補完性、 意図せぬ結果を明らかにしている。

また、 OECD 諸国とパートナー諸国におけるデータの利用しやすさと共有のアプローチと政策イニシ

アチブの事例を収録している。

https://doi.org/10.1787/bb688e68-en
https://doi.org/10.1787/2ffcffe6-en
https://doi.org/10.1787/276aaca8-en
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Industry and Services   
The Missing Entrepreneurs 2019
Policies for Inclusive Entrepreneurship

Code: cfe-2019-22750-en
ISBN: 9789264615083  
pages: 315  ¥10,400

本書はこのシリーズの第 5 版で、国、地域レベルの公共政策が、社会的に不利な人々

が起業したり自営業になったりするのを妨げる障害を取り除くことで、雇用創出、経済成長、

社会的包摂をどのように支援できているかを調査している。 女性、 若者、 失業者、 移

民といった人々の起業を促進することで、 こうした人々の失業を防ぎ労働市場参加を高

める潜在的可能性はある。 しかし、 彼らが抱える特有の問題を認識し、 有効かつ効率

的な政策方途で対処する必要がある。 この 2019 年版には、 起業の包摂性を高め、 恵

まれない社会グループからの起業家によるスタートアップの可能性を高めるという、 デジタ

ル起業の可能性に関する政策に関する章が二章収録されている。 これらのテーマ別章

では、 現在の政策課題について論じ、 EU と OECD 諸国で現在用いられている政策行動

の範囲を収録している他、 国及び地域の政策当局への助言も収録している。 最後に、

本書には女性、 若者、 高齢者、 移民による起業の傾向と、 EU 加盟 28 カ国における

最近の政策行動を収録した国別報告書も掲載している。

Agriculture and Food
Taxation in Agriculture

Code: tad-2020-4-en 
ISBN: 9789264851658  
pages: 262  ¥8,400 

本書は、 OECD 加盟国及び新興諸国 35 カ国の農業部門課税に関する報告書で、

農業に影響する課税規定の多様性を概観し、 租税政策における各国の違いを明らかに

し、 特に農業について幅広く用いられている、 重要性と手段は租税の種類によっても国

によっても異なる軽減税について考察している。 農業部門におけるイノベーション、生産性、

持続可能性に及ぼす潜在的影響についても論じている。

Trade 
OECD Quarterly International Trade Statistics, Volume 2019 

Issue 3
Code: 322019031P1  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

冊子  ISSN: 2313-0849

2020 年価格 : \ 19,300

オンラインデータベース （年

間アクセス） : 

ISSN: 2313-0857 

2020 年価格 : \41,500

https://doi.org/10.1787/3ed84801-en
https://doi.org/10.1787/g2g9fb36-en
https://doi.org/10.1787/073bdf99-en
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Environment 
Promoting Clean Urban Public Transportation and Green 

Investment in Kyrgyzstan

Code: env-2019-2137-en
ISBN: 9789264392762  
pages: 226  ¥7,100

本書では、 資金の流入がいかにクリーンな公共交通の発展を早め、 カザフスタンの

大都市中心部で大気汚染と温室効果ガス排出を削減し得るかを、 この部門におけるグ

リーン公共投資プログラム設計を分析することで論じている。 この部門は、 カザフスタン

がグリーン経済という発展の道筋に移行しようとする意欲の一端として掲げている、 環境 ・

気候関連政策の主な目標に対処する機会となる。 投資プログラムも都市部の交通機

関の近代化を支援し、 クリーン燃料で動く近代的なバスに移行するために国内市場を刺

激するように設計されている。 このプログラムは、 まず首都ビシュケクとオシの 2 都市で実

施され、 その後パイロット調査が行われた都市中心部から外へと拡大するという 2 段階

制を採ることになっている （パイロット都市の郊外と都市間交通）。 これらの投資は、 重

大な環境的、 公的サービスの、 そして社会経済的な恩恵につながると期待されている。

Towards Sustainable Land Use
Aligning Biodiversity, Climate and Food Policies

Code: env-2019-2339-en
ISBN: 9789264478015  
pages: 144  ¥4,500

土地利用は、 今日の社会が抱える環境問題、 社会経済問題の多くの中心にある。

本書では、 土地利用政策を気候、 生物多様性、 食料目標に適合させるという課題と、

利用制度の持続可能性を拡大する機会について考察している。 本書で取り上げている

6 カ国 （ブラジル、 フランス、 インドネシア、 アイルランド、 メキシコ、 ニュージーランド） は、

農林業が比較的大規模で、 それに伴う温室効果ガスも多い一方で、 世界的に重要な

多様な生物も育んでいる。 本書では、 これらの国々の戦略と計画を引用して、 土地利

用の意思決定過程をどのように調整し、 土地利用、 気候変動、 生態系、 食料目標

の一貫性を強化するための優良慣行を提案している。

Africa's Urbanisation Dynamics 2020

Code: swac-2019-18-en
ISBN: 9789264579583  
pages: 145  ¥3,900

アフリカでは世界で最も急速に都市が成長すると予測されている。 2050 年までに、 ア

フリカの都市にはさらに 9 億 5000 万人が居住するようになるだろう。 この人口増加の大

半は、 中小規模の市街で起こっている。 アフリカの都市の変遷は大きな機会だが、 深

刻な問題をも提起する。 都市的集積地は、 こうした課題に対処できる政策や投資の便

益を受けずに発展する場合が多い。 したがって、都市計画と管理が開発問題の鍵を握っ

ている。 都市化とその要因、 力学、 影響を理解することが、 的を絞った包摂的で将来

を見据えた政策を地域、 国及び大陸レベルで立案するために不可欠である。 本書は、

アフリカ 50 カ国の 7600 の都市的集積地を網羅した Africanopolis の地理空間データベー

ス (www.africapolis.org) に基づいて、 歴史的、 環境的、 政治的文脈の中でアフリカの都

市化の活力を詳細に分析している。 小さい町から二次的都市、 大都市圏まで、 都市

ネットワークの分布全体を対象として、 アフリカの現実に即して、 都市開発の地域レベル、

国レベル、 大陸レベルを統合するより包摂的で的を絞った政策オプションを開発している。

Development 

https://doi.org/10.1787/b6b91b9a-en
https://doi.org/10.1787/3809b6a1-en
https://doi.org/10.1787/b6bccb81-en
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Development 
The Geography of Conflict in North and West Africa

Code: swac-2020-1-en 
ISBN: 9789264518933  
pages: 168  ¥5,200

アフリカ諸国政府は、 新たな形態の政治的暴力に直面している。 特に深刻なのはサ

ハラ以南地域で、 暴力が増加している。 このような安全性の劣化により、 アフリカ諸国

とそのパートナーがこの地域の安定と過激主義の拡大防止や市民への暴力防止のため

に軍事介入している。 しかし、 こうしたイニシアチブは、 暴力の越境的性質と地政学のせ

いで多くの障害に直面している。 武装集団がある国によって撃退されて他の国に拠点を

移すと、緊張状態は国境をまたいで分割される。 本書では、北西アフリカ、特にマリ、チャ

ド湖、 リビアに焦点を当てて、 暴力の動向を明らかにしている。 非常な政治的不安定を

経験した地域では、 紛争が国境を越えて集団化あるいは拡大しているのか、 どのようにそ

うなっているかを明らかにしている。 この研究は、紛争の長期的動向を評価し政策オプショ

ンを提供するために設計された政治的暴力の新たな空間指標に基づいている。

Urban, Rural and Regional Development
Decentralisation and Regionalisation in Portugal
What Reform Scenarios?

Code: cfe-2019-22642-en
ISBN: 9789264961715 
pages: 150  ¥4,500

本書は、 ポルトガルの地方分権独立委員会の要請で作成された。 地方分権と地域

化改革は最近、 ポルトガルの政策課題にとして挙げられるようになってきたが、 その目指

すところは主に、 地方自治体により多くの任務を託すことと、 地域レベルのガバナンス強

化の二つである。 本書では、ポルトガルの多角的なガバナンスを国際的観点から診断し、

制度の強みと課題を明らかにしている。 そして、 地域改革の 3 つの政策的道筋の可能

性を提示している。 選択肢は相互に矛盾するものではなく、 補完し合うことができる。 本

書では、 改革がより大きな経済効率と地域資本をもたらすようになるための条件を分析し

ている。

Enhancing Productivity in UK Core Cities

Code: cfe-2019-22956-en
ISBN: 9789264889217  
pages: 130  ¥3,900

英国の中核的都市 (Core Cities) とは、バーミンガム、ブリストル、カーディフ、グラスゴー、

リーズ、 リバプール、 マンチェスター、 ニューカッスル、 ノッティンガム、 シェフィールドの 10

都市のことである。 これらの都市とその周辺地域 （ベルファストを含む） 全体で、 英国

の人口と経済の約 4 分の 1 を占めている。 その規模と資産を考えると、 中核的都市は

国全体の成長を高める可能性を持っている。 しかし、 他の大規模な OECD 諸国の二番

手の都市と異なり、 これら中核的都市の生産性は英国の標準及び国際標準と比べて

低い。 公共交通や住宅、 スキル、 その他の主要政策分野に正しい政策を導入し、 十

分な投資を行うことで、 中核的都市は経済活動の中心となり、 その地域と英国全体の

生産性のレベルをより高いところへ引き上げることができるだろう。 本書では、 英国におけ

る生産性の謎を解き明かし、 生産性の向上と包摂的成長を達成するための地域及び国

レベルでの政策提言を行っている。

https://doi.org/10.1787/02181039-en
https://doi.org/10.1787/fea62108-en
https://doi.org/10.1787/9ef55ff7-en
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Delineating Functional Areas in All Territories

Code: cfe-2020-1-en 
ISBN: 9789264846968  
pages: 85  ¥3,200

統合された地域労働市場のような機能領域は、どの国にも国全体に存在する。 しかし、

ほとんどの OECD 諸国は、 機能的都市という概念を構築することで、 大都市とその経済

的影響が及ぶ周辺地域に注力している。 この概念を非都市部にも拡張すれば、 政策

当局は地方の発展を分析し、 地域ごとにより良く的を絞った政策を立案することができるよ

うになる。

本書では、 各国の国土全体の機能領域を地域統計と地域政策策定のツールとして

描くことへの既存のアプローチを総合的に考察している。 本書は、 機能領域の論理的

根拠を地理的行政区画を補完するものとして説明している。 本書では、 通勤の人の流

れ、 または新規のデータ源に基づいて機能領域を詳述するという最も重要な課題と方法

論の側面について論じ、 OECD 加盟 5 カ国で採用される一連の方法論的指針を開発し、

一貫性のある方法で各国の地理的位置の多様性を鑑みた機能領域の説明の実現性

を明らかにしている。

Strengthening Governance of EU Funds under Cohesion Policy
Administrative Capacity Building Roadmaps

Code: cfe-2019-22957-en
ISBN: 9789264621831  
pages: 150  ¥4,500

欧州構造投資基金 (European Structural Investment Funds, ESIF) の管理運営の成否は、 投

資プロセスの有効なガバナンス、 管理当局の行政能力、 受益者を含む様々な利害関

係者の関与にかかっている。 OECD は、 人材管理、 組織管理、 戦略的計画立案、 基

礎条件という 4 つの側面を持つ分析枠組みを開発し、 これらの基金の行政管理に直面

する管理当局のの課題と能力格差を分析している。 この研究では、 三件の国レベル及

び二件の地域レベルの管理当局のパイロットプロジェクトをもとに、 一連の共通の問題を

明らかにした。 その中には、 人員、 プロセス、 プログラムの管理方法をより戦略的、 革

新的にすること、 行政及び投資のプロセスにおける安定と確かさへの基礎条件の影響

管理、 管理当局及び受益者の能力構築の必要性が適切な規模で認められることなど

が含まれる。 各参加者ごとに能力構築のロードマップが示された。 本書では、 ESIF のガ

バナンス制度において、 EU 全体の管理当局の行政及び投資管理能力を構築、 強化

するために各関係者が取るべき行動を具体的に提案している。 本書の結論は、 EU 以外

の国々の政策当局の公共投資管理にも有益である。

Urban, Rural and Regional Development

A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals
Synthesis report 

Code: cfe-2020-2-en 
ISBN: 9789264719309  
pages: 180  ¥5,800

多くの都市と地域は、 グローバル化、 気候変動、 人口動態の変化、 デジタル化、

都市化といった巨大潮流に直面して、 社会的包摂を担保し、 経済成長と低炭素経済

への移行を促進するという重大な課題に取り組んでいる。 17 の持続可能な開発目標

(SDGs) は、 今後 10 年間に貧困を撲滅し、 地球環境を守り、 あらゆる人に反映をもたら

すという世界共通の目標を提示している。 本書では、 このパラダイム転換の中で都市と

地域が重要な役割を担い、 SDGs の可能性を人々の生活を改善させるための政策ツー

ルとして活用する必要があると論じている。 本書の推計によると、 SDGs の 169 のターゲット

のうち少なくとも 105 のターゲットは、 地方政府の適切な関与がなければ達成することがで

きない。 また、 都市と地域が SDGs をどのように使って戦略、 政策、 計画を立案、 実施

し、 部門の壁を越えて相乗効果を推進し、 政策策定に利害関係者を関与させているか

を分析している。 本書では、 OECD 諸国及びパートナー諸国の 600 以上の地域と都市の

SDGs 達成までの距離を測る OECD 地域別指標枠組みを提案している。 本書の結論では、

政策当局が SDGs に向けた地域的アプローチを実施できるようにするための、 公的行動

のためのチェックリストを収録している。

https://doi.org/10.1787/9b71c8d8-en
https://doi.org/10.1787/07970966-en
https://doi.org/10.1787/e86fa715-en
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日本語翻訳出版

本体 2,500 円＋税

ISBN: 9784750349633

ページ数 : 136 ページ

出版年月日 : 2020/02/22

デジタル時代に向けた幼児教育・保育―人生初期の学びと育ちを支援する

一見　真理子／星　三和子 訳

すべての子どもの人生の力強い始まりのためには、 質の高い幼児教育 ・ 保育がきわ

めて重要である。 OECD の知見から、 幼児の学びと育ちの支援政策、 施設の構造と

実践プロセスの質、 デジタルテクノロジーなどが及ぼす影響 ・ 可能性 ・ 課題をまとめ、

進むべき方向を探る。

(Helping our Youngest to Learn and Grow: Policies for Early Learning, 2019)

本体 6,800 円＋税

ISBN: 9784750349404

ページ数 : 336 ページ

出版年月日 : 2020/02/27

図表でみる移民統合　OECD ／ EU インディケータ（2018 年版）

斎藤　里美 ／三浦　綾希子 ／藤浪　海 監訳

鄭　康烈／大西　公恵／布川　あゆみ／大野　恵理 ／木下　江美 ／

立花　有希 訳

移民とその子どもの定住状況について、 EU 及び OECD の全加盟国、 そして一部の

G20 諸国を国際比較。 労働市場とスキル、 生活状況、 市民参加と社会統合という

主要 3 分野の指標をもちいて移民人口と移民世帯の傾向やその特徴について取り上

げる。

(Settling In 2018: Indicators of Immigrant Integration, 2018)

本体 3,500 円＋税

ISBN: 9784750349701

ページ数 : 160 ページ

出版年月日 : 2020/03/04

高齢社会日本の働き方改革―生涯を通じたより良い働き方に向けて

井上　裕介 訳

急速な高齢化と労働力人口の減少に日本社会はどう対処すればよいのか。 生涯現役

社会の実現に向け、 OECD 調査研究が、 高齢者の就労促進に向けた対策と、 スキル開

発や労働条件の改善等の働き方の 「質」 に着目した労働市場改革の必要性とその方

策を提言する。

(Working Better with Age: Japan, 2018)

https://www.akashi.co.jp/book/b505966.html
https://www.akashi.co.jp/book/b505167.html
https://www.akashi.co.jp/book/b505169.html
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