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OECD Economic Surveys: Turkey 2021

トルコは、 新型コロナウイルスのパンデミックとの初期の闘いに成功し経済も回復

したが、 その後感染者数が再び急増して国の医療制度と公的資源が逼迫し、 社

会的団結とマクロ経済的持続可能性が脅かされている。 公財政には、 政府が

支援を最も必要とする家計と企業に支援を提供する余地があるが、 これはより透

明かつ予測可能な財政政策枠組みの下で行うべきである。 パンデミックの初期段

階には、 マクロ経済枠組みの欠陥によって市場の景況感が悪化し、 リスクプレミア

ムと資本移動、 為替レートが圧迫されて、 危機へのマクロ経済政策対応が複雑

化した。 その一方で、 企業部門の構造変革を促すという新たな需要と機会も生ま

れた。 職業教育の全体的な底上げと併せて生産、 労働、 資本それぞれの市場

を改革すれば、 必要とされている企業活動の形式化、 外部の株主資本を用いて

企業の貸借対照表のバランスを取り戻すこと、 広範囲にわたってデジタルの近代

化が加速されるだろう。 新型コロナ後の成長軌道を強化し、 持続可能性と包摂

性を高めることも可能になるだろう。

特集 ： 企業部門の潜在力を十分に生かす

Print ver. 
Code: eco-2020-944-en-print
ISBN: 9789264989139  
pages: 120  ¥6,500
PDF ver. 
ISBN: 9789264528079  
¥1,900 

Economics 

OECD Economic Surveys: Bulgaria 2021

Print ver. 
Code: eco-2021-6-en-print
ISBN: 9789264722682  
pages: 128  ¥6,500
PDF ver. 
ISBN: 9789264406667  
¥3,900

新型コロナウイルスの発生により、 ブルガリアで数年間続いていた堅実な経済成

長が止まった。 国の財政は健全で政府は企業と家計に対して早急に支援措置

を採った。 パンデミック対策を行い復興を強化するには、 財政支援、 公的投資、

優先すべき改革の推進を継続する必要がある。 また、 ブルガリアは不平等と貧

困の高まりに対処してあらゆる人々の生活水準を維持、 向上させるという課題も抱

えている。 企業部門の成長を阻害する要因に対処することは、 投資を誘致し生産

性を高め、 人々に新たな仕事の機会を手にするためのスキルを提供するために不

可欠である。 多くの地方が、 人口減少と急速な高齢化に直面している。 ブルガリ

アでは地域間の所得格差がほとんどの OECD 諸国より大きく、 大都市がない地方

では成長率が低い。 インフラと住居の改革に投資することで、 人の移動性を高め

国内と海外の供給網の結びつきを強化することができる。

特集 ： 生産性を高め集約させる構造改革 ； 包摂的成長に向けた地域格差の

削減
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National Accounts of OECD Countries, Volume 2021 Issue 1 

Print ver. 
Code: pac-2020-5351-en-print
ISBN: 9789264400412  
pages: 196  ¥6,500
PDF ver. 
ISBN: 9789264329645  
¥3,900 

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 の全加盟国とユーロ

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。

https://doi.org/10.1787/2cd09ab1-en
https://doi.org/10.1787/1fe2940d-en
https://doi.org/10.1787/5120fdac-en
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Finance & Investment 

Economics 

Towards Improved Retirement Savings Outcomes for Women

Print ver. 
Code: daf-2021-17-en-print
ISBN: 9789264334533  
pages: 156  ¥5,200
PDF ver. 
ISBN: 9789264433076  
¥3,100 

労働市場の不平等が、 男女間の年金格差の主な要因であることはよく知られてい

る。 本書は、 各国政府が、 こうした不平等を悪化させない退職後貯蓄措置を見出

す手助けをすることに焦点を当てている。 本書ではまず、 男女の年金格差が存在す

る理由を分析し、 こうした不平等の原因となる行動要素、 文化的要素に焦点を当て

ている。 各国の事例では、 人口動態、 労働市場、 その他の要因が年金の対象、

資産、 受給権の格差にどのような影響を及ぼしているかを評価している。 そして、 退

職後貯蓄計画の設計が男女それぞれに及ぼす影響の違いを考察している。最後に、

助成の退職後貯蓄を改善し、 男女年金格差を縮小させる政策オプションを提案して

いる。

Main Economic Indicators, Volume 2021 Issue 3
Print ver. Code : pac-2020-5339-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

冊子 ： ISSN: 0474-5523  

2021 年価格 : \112,700

オンラインデータベース :  

2021 年価格 : \ 126,700

Quarterly National Accounts, Volume 2020 Issue 4
Print ver. Code : pac-2019-14446-en-print - pages : 356 

Quarterly National Accounts は、 経済アナリストによって最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 35 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  

2021 年価格 : \29,700

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  

2021 年価格 ： \79,700

https://doi.org/10.1787/5ed770d4-en
https://doi.org/10.1787/g2g9ff0e-en
https://doi.org/10.1787/f7b48808-en
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Middle East and North Africa Investment Policy Perspectives

Taxation 
Prevention of Treaty Abuse – Second Peer Review Report on 

Treaty Shopping
Inclusive Framework on BEPS: Action 6

Print ver. 
Code: ctp-2021-90-en-print
ISBN: 9789264408999  
pages: 288  ¥9,700
PDF ver. 
ISBN: 9789264750173  
Free

不当な状況下での条約の便益の供与を防止するための 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 つの最低基準の 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 の最低基準の実

施状況の第 2 回ピアレビューの成果である。 本書には、 2019 年 6 月 30 日に BEPS

に関する包括的枠組みの 129 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下り、 また BEPS 枠組みの各加盟国について法域

を収録している （Annex 2 参照）。 本書のために編集されたデータによると、 MLI は最

低基準を導入したばかりの大多数の国々が用いているツールで、 MLI の影響は批准

する国が増えると急速に拡大すると期待されている。

OECD Insurance Statistics 2020 

Print ver. 
Code: pac-2019-30027-en-print
ISBN: 9789264763395  
paegs: 176  ¥17,400
PDF ver. 
ISBN: 9789264810433  
¥10,400  

本書は、 OECD 全加盟国の公式保険統計を収録した年報で、 徴収した保険料、

保険請求額、 手数料のデータを保険の種類ごとに、 また投資額を投資の種類ごと

に収録しているほか、 保険会社数と雇用者数も収録している。 データは可能な限り

標準化され、 多くの小見出しによって項目分けされており、 一連の指標によって各国

市場の特徴が把握しやすくなっている。

Finance & Investment 

Print ver. 
Code: daf-2020-294-en-print
ISBN: 9789264833593  
pages: 252  ¥8,400 
PDF ver. 
ISBN: 9789264473041  
Free  

本書は、 中東 ・ 北アフリカ諸国の政府が過去 10 年間に実施した投資政策にお

いて大きな進歩を遂げたことを明らかにしている。 しかし、 特に新型コロナのパンデミッ

クとその結果起きる世界的な経済的混乱の中で、社会全体で投資の恩恵を享受し、

持続可能な成長を実現できるよう、 改革の機運を維持し深める必要がある。 本書で

は、アルジェリア、エジプト、ヨルダン、レバノン、リビア、モロッコ、パレスチナ自治区、チュ

ニジアの投資政策の傾向と改革を考察し、 共通の課題を挙げて改革の優先事項を

提案している。 本書では、投資環境に影響する政策枠組みの様々な側面を考察し、

海外投資がいかに地域経済に寄与し市民の生活を改善しているかを強調している。

本書は、 包摂的、 持続可能な成長を推進する投資に取り組む政策当局に特定領

域に関する情報を提供する参考資料である。

https://doi.org/10.1787/adfe5566-en
https://doi.org/10.1787/6d84ee94-en
https://doi.org/10.1787/d656738d-en


page: 4

Counterfeiting, Piracy and the Swiss Economy

Print ver. 
Code: gov-2021-33-en-print
ISBN: 9789264985667  
pages: 100  ¥3,200 
PDF ver. 
ISBN: 9789264573871  
Free

スイス経済は革新的で知識集約的である。 そのため知的財産権に大きく依存して

いる。 また、 スイスの産業は輸出志向で世界経済に深く統合されている。 それと同

時に、 偽造と海賊行為の脅威が高まっており、 スイス企業はその被害に遭いやすい。

本書は偽造がスイスの産業と政府に与える直接的な経済的影響を測っている。 偽

造品の世界的な取引が、 "Swiss made" に及ぼす影響を、 雇用の喪失、 逸失利益、

税収の減少といった点でどのような影響を及ぼしているかを推定している。

Governance 

Social Issues / Migration / Health 
How Was Life? Volume II
New Perspectives on Well-being and Global Inequality since 1820

Print ver. 
Code: wise-2021-9-en-print
ISBN: 9789264800298  
pages: 264  ¥9,100
PDF ver. 
ISBN: 9789264403154  
¥5,400 

1820 年の人々の生活はどのようなものだったのか、 そしてそれはその後どのように変

化してきたのか。 これは、 2014 年に出版された How was Life? Global Well-being since 1982

の中核的な問題であった。 本書は、 就労時間、 生物多様性の喪失、 社会支出、

GDP （2011 年の購買力平価で算出） の新たな推定値を出し、 富の不平等、 寿命、

学歴、 男女格差、 極貧を測っている。 最終章では、 How was Life? の前号と本書の

双方に収録された歴史的実証を、 各国の平均的な幸福実績と各国内の不平等の

度合いを合成尺度によって統合している。 前号同様、 本書でも歴史的視点とグロー

バルな視点を総合して、 主要 25 カ国と世界 8 地域の 1920 年以降の推定値を算

出している。 こうした実証は、 部分的な限られた実証に頼っている場合もあるが、 本

書の各章では用いられたデータの質を評価し、 更なる歴史研究が必要な分野を明

らかにしている。

本書は、 OECD と OECD 開発センター、 CLIO-INFRA とマディソン ・ プロジェクトに参集

した経済史研究者との共同研究の成果である。 ここで考察される歴史的な証拠は、

OECD の幸福度に関する報告書、 How's Life? で用いられているのと同じ約 10 のトピック

で構成されている。

Misuse of Containerized Maritime Shipping in the Global Trade 
of Counterfeits

Print ver. 
Code: gov-2021-21-en-print
ISBN: 9789264320086  
pages: 80  ¥3,200
PDF ver. 
ISBN: 9789264647381  
¥1,900 

本書では、 偽造品の国際取引におけるコンテナ船の悪用の実例を収録している。

また、 密貿易品を積んだコンテナの主なルートも収録している。 最後に、 コンテナ船

による海運の経済的展望を概観し、 犯罪者による密貿易を可能にする政策ギャップ

についても考察している。

https://doi.org/10.1787/e39d8939-en
https://doi.org/10.1787/1f010fc9-en
https://doi.org/10.1787/3d96efc5-en
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Future-Proofing Adult Learning in London, United Kingdom

Print ver. 
Code: cfe-2021-140-en-print
ISBN: 9789264801776  
pages:132  ¥3,900 
PDF ver. 
ISBN: 9789264487079  
¥2,300  

都市は、 世界人口の約半数の人々が暮らすだけでなく、 雇用やスキル、 労働市

場の変化がまさに起きている場所である。 さらに、 都市は新型コロナウイルス対策に

おいて中心的役割を果たしている。 パンデミックがデジタル化や自動化といった働き

方を変革する巨大潮流を加速させるだけでなく、 都市経済にも課題を突きつけてい

るからである。 ロンドンでは、 新型コロナが空前の労働市場ショックをもたらし、 いくつ

ものサービス部門が打撃を受けている。 この危機とそれが雇用や企業に及ぼす影響

により、 スキルの向上と生涯学習がかつてないほど重要性を増している。 ロンドンは、

OECD 諸国の中で総合的なスキル戦略を採り入れた最初の都市である。 本書では、

有効な生涯学習プログラムを設計するロンドンの能力を分析している。 それは、 強く

持続可能な経済復興と仕事の未来に備えるために不可欠である。 本書では、 ロン

ドンが特に新型コロナ危機下で抱える主な問題に焦点を当てつつ、 ロンドンが、 パ

ンデミックの影響に対処し、 職業訓練を急速に変化する労働市場の需要に応えられ

るものにするという、 将来に備えた生涯学習制度を構築する機会があることを指摘し

ている。

Employment

Improving the Provision of Active Labour Market Policies in 
Estonia

Print ver. 
Code: els-2021-32-en-print
ISBN: 9789264445109  
pages: 152  ¥5,200
PDF ver. 
ISBN: 9789264393585  
¥3,100  

本書は、 政策が人々と雇用をどのように結びつけているかを考察したシリーズの一

環として出版された、 エストニアについての報告書である。 特に、 エストニアにおける

労働市場活性化政策の制度と規制の枠組みを分析し、 人々にとっての同政策の

必要性と、 それが対象とする人々に届いているかを評価している。 本書では、 相互

に結びついた豊富な行政データを分析しており、 労働市場から最も遠いところにいる

人々の参入を妨げる障害が特定でき、 また労働市場活性化政策とそれによって提

供される支援の隙間と重複も明らかにすることができている。

Career Guidance for Adults in Latin America

Print ver. 
Code: els-2021-84-en-print
ISBN: 9789264693050  
pages: 84  ¥3,200 
PDF ver. 
ISBN: 9789264385092  
¥1,900

成人のためのキャリアガイダンスは、 常に変化する労働市場でうまくやって行けるよう

にするために必須のツールである。 南米の労働市場は新型コロナのパンデミックの打

撃を受けており、 グローバル化やデジタル化といった巨大潮流が引き続き労働市場

の需要に影響を及ぼしているため、 支援が急務である。 数百万人の成人が仕事を

失い、 新たなキャリアを求めている。 しかし、 成人向けのキャリアガイダンスは南米に

はほとんどない。 より一般的なのは若者向けの就職ガイダンスプログラム、 または成

人向けでは職業斡旋サービスである。 本書では、 南米 4 カ国 （アルゼンチン、 ブ

ラジル、 チリ、 メキシコ） の成人向けキャリアガイダンス ・ イニシアチブを分析してい

る。 本書では、 南米でキャリアガイダンスの設置を政策議題の上位に置く必要がある

と強調している。 キャリアガイダンスの対象と包摂性、 サービス提供、 質と影響、 ガ

バナンスと資金繰りを強化する方法について、 教訓が引用されている。 本書の結論

は、 成人のキャリアガイダンスの経験を調べたオンライン調査、 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。

https://doi.org/10.1787/c546014a-en
https://doi.org/10.1787/31f72c5b-en
https://doi.org/10.1787/4eaf4996-en
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Science and Technology   

Agriculture and Food
Policies for the Future of Farming and Food in Norway

Print ver. 
Code: tad-2021-20-en-print
ISBN: 9789264655539  
pages: 236  ¥7,800
PDF ver. 
ISBN: 9789264726819  
¥4,600 

4 つの農業政策目標に関して、 ノルウェーの実績は一律ではない。 ノルウェーの食

料安全保障は高い水準にあり、 国全体で農業生産を維持するという目的は達して

いるが、 環境実績と食料供給網全体での効率的な付加価値の創出が、 生産水

準と結びついた助成政策で妨げられている。農家の総収入に対する生産者助成は、

OECD 諸国でも最も高く、 農家の収入の 59％は政府助成によるものである。 研究とイ

ノベーションに充当されているのは、 農業助成総額のわずか 3％である。 さらに、 ノ

ルウェーには有力な公的研究機関と適切に策定された税控除制度があるにもかか

わらず、 民間部門のイノベーションを促す政策的インセンティブがない。

本書では、 ノルウェーがその目標を達成し、 生産性と持続可能性、 農業食料部

門の危機対応能力を向上させられるであろうイノベーションを中心に据えた、 新たな

政策アプローチを提案している。 具体的な提言には、 農業食料部門の市場への対

応力強化、 農家に生産決定における柔軟性を与えること、 農業環境政策に重きを

置くこと、そして研究・イノベーションにおける民間部門の役割強化などが含まれている。

Main Science and Technology Indicators
Volume 2020 Issue 1
Print ver. Code : pac-2019-30047-en-print  pages : 136 
Volume 2020 Issue 2
Print ver. Code : pac-2019-30048-en-print  pages : 136

Main Science and Technology Indicators は、 科学技術分野で OECD 加盟国と非加盟 7 か

国 （アルゼンチン、 中国、 ルーマニア、 ロシア、 シンガポール、 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。 本書のデータには、 最終値または速報値の他、 政府当局が算出した

予測値が収録されている。

研究開発 (R&D) 向けの資源、 パテントファミリー、 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、 参照

年とデータのある過去 6 年分収録している。

年間定期購読 ： 年 2 回

刊行 (7 月 ・ 翌年 2 月）

冊子 ： ISSN: 1011-792X  

2021 年価格 : \20,400

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  

2021 年価格 ： \ 49,500

https://doi.org/10.1787/20b14991-en
https://doi.org/10.1787/0bd49050-en
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Trade
OECD Quarterly International Trade Statistics, Volume 2020 

Issue 1 
Print ver. Code : pac-2019-30012-en-print  pages : 96 

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

2021 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

International Trade by Commodity Statistics 
Volume 2020 Issue 3 Belgium, Canada, Germany, Italy, Japan, 

United States
Print ver. Code : pac-2019-30030-en-print  pages: 592

Volume 2020 Issue 4 Australia, Colombia, Czech Republic, France, 
Hungary, Luxembourg, Slovak Republic 

Print ver. Code : pac-2019-30031-en-print  pages: 688 

Volume 2020 Issue 5 Estonia, Israel, Latvia, Lithuania, Netherlands, 
Norway, Poland

Print ver. Code : pac-2019-30032-en-print  pages : 690

Volume 2020 Issue 6 Austria, Korea, Slovenia, Spain, Turkey, OECD 
Total, EU28-Extra

Print ver. Code: pac-2019-30033-en-print  page : 690

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。

年間定期購読 ： 

冊子 （年 6 回刊行） ： 

ISSN: 1028-8376  

2021 年価格 : \182,200

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

https://doi.org/10.1787/85ae2315-en
https://doi.org/10.1787/0fd3e365-en
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Water Governance in Peru

Print ver. 
Code: cfe-2021-195-en-print
ISBN: 9789264955691  
pages: 192  ¥5,800
PDF ver. 
ISBN: 9789264429888
¥3,400  

ペルーは新型コロナウイルスの影響が特に深刻で、 2021 年 3 月現在約 140 万

人が感染しているが、 このパンデミックによって上下水道が健康や環境、 経済に

とっていかに重要であるかが浮き彫りになった。 ペルーでは、 SDG の目標 6 「きれい

な水と下水の提供」 を 2030 年までに達成することは難しく、 上水道を利用できない

人が 300 万人 （ペルー人口の 9.2％）、 下水道を利用できない人は 820 万人 （同

25.2％） に上る。 また、 都市と地方との格差が大きい。 それに加えて、 2000 ～

2020 年に、 洪水の影響を受けた人々は 443 万人に上り、 固形廃棄物の管理が不

適切で一部の経済活動が水質汚染をもたらし、 深刻な公衆衛生上の問題と社会

問題を引き起こしている。 気候変動と人口増加に直面するペルーでは、 水ガバナン

スの強化が長期的な水の安全保障にとって急務である。 本書では、 同国の水ガバ

ナンスを分析し、 次のような政策提言を行っている ： 経済手段の利用を改善し、 水

資源やその水源、 関連する生態系サービスを保護し持続可能なあり方で利用する ；

都市部と地方の安全な飲料水と下水設備の利用を改善すうために、 規制条件を

強化する。

Water Governance in African Cities

Print ver. 
Code: cfe-2021-194-en-print
ISBN: 9789264359628  
pages: 112  ¥3,900
PDF ver. 
ISBN: 9789264715431  
¥2,300 

新型コロナウイルスのパンデミックにより、 アフリカの都市では、 都市人口の 56％が

非公式の居住地で暮らし、 基本的な手洗い設備がなく公共の水道とトイレを使ってい

るおり、 水と公衆衛生に関わる問題が増大し、 不平等が拡大している。 パンデミック

以前から、 アフリカ諸国と都市ではすでに水問題が深刻化しており、 サハラ以南の

アフリカだけでも、 洪水、 干ばつ、 汚染の問題に加えて、 給水設備を利用できない

人口は 4 億 1800 万人、 下水設備が利用できない人々は 7 億 1700 万人に上った。

気候変動、 都市化、 人口増加に関わる巨大潮流が、 水源をさらに圧迫し、 アフ

リカの都市は将来的な水問題に早急に対処しなければならない。 本書は、 アフリカ

の様々な規模の 36 都市で実施された水ガバナンス調査に基づいて、 アフリカの水

の安全保障を強化するために、 水管理の役割と責任の配分、 制度的、 政策的、

規制的枠組みの有無と実施、 都市政府の能力を高めて埋めるべき重大なガバナン

ス格差を概観している。

Water Governance in Cape Town, South Africa

Print ver. 
Code: cfe-2021-193-en-print
ISBN: 9789264679351  
pages: 140  ¥4,500
PDF ver. 
ISBN: 9789264330276  
¥2,700 

2018 年、 南アフリカのケープタウン市は全ての水道を止め市民に 1 人当たり 1 日

25 リットルしか使わせないようにする 「デイ ・ ゼロ (Day Zero)」 に近い状態になった。 デ

イ ・ ゼロは避けられたものの、 現状に対して何の対策も採られなければ、 南アフリカ

は 2030 年には 17％の水赤字を経験すると推定されている。 その干ばつから得られた

教訓は、 ケープタウン市が短期的な新型コロナ対策を管理し、 水の危機管理を強

化する長期的な解決策を設計する上で有益である。 ケープタウン市と南アフリカの

100 人以上の関係者が参加した多角的政策対話の結果をまとめた本書では、 同

市の主要な水危機とガバナンス問題を評価し、 OECD 水管理原則 (OECD Principles on 

Water Governance) に基づいて、 より有効で効率的かつ包摂的な水管理に向けた政策

提言を収録している。 特に、 統合された流域管理、 透明性、 高潔性、 関係者の

関与、 全レベルの政府の能力、 財政の持続可能性強化、 多角的な利用者間の

トレードオフをよりよく管理するための水配分改革を進捗させることを求めている。

Environment

https://doi.org/10.1787/19effb77-en
https://doi.org/10.1787/a804bd7b-en
https://doi.org/10.1787/568847b5-en
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Environment
Strengthening Climate Resilience
Guidance for Governments and Development Co-operation

Print ver. 
Code: dcd-2021-1-en-print
ISBN: 9789264895317  
pages: 188  ¥5,800 
PDF ver. 
ISBN: 9789264415133  
¥3,400 

このガイダンスは、 政府と国際協力の実施機関が、 気候変動の影響に対する人

類と自然の生態系の危機対応能力を強化する取り組みに用いることができるツール

を提供している。 気候への対応力を構築する行動の計画、 実施時期を検討するた

めの 3 つの条件 （各国の自主性、 包摂性、 環境と社会の持続可能性） に焦点

を当てている。 また、 本ガイダンスでは、 気候への対応力を裏付ける 4 つのメカニズ

ム （ガバナンス、 部門別アプローチ、 資金、 モニタリングと評価、 教訓） と、 3 つ

の実現を後押しするもの （データと情報、 能力、 テクノロジー） を概観し、 チェックリ

ストの形で具体的な行動を提案している。

Toolkit for Water Policies and Governance
Converging Towards the OECD Council Recommendation on Water

Print ver. 
Code: env-2021-6-en-print
ISBN: 9789264653597 
pages: 132  ¥3,200
PDF ver. 
ISBN: 9789264876484  
¥1,900 

本 書 は、 水 管 理 の 立 案 と 実 施 を 水 に 関 す る OECD 理 事 会 勧 告 (OECD Council 

Recommendation on Water) に則って促進するための政策、ガバナンス措置、関連するツー

ルを収録している。 OECD の基準を承認した、 承認を検討している、 または基準への

収斂を目指す国々を奨励、 支援するように設計されている。

この提言は、2016 年 12 月に OECD 理事会で全会一致で承認された。これは、農業、

開発援助、 環境、 公的ガバナンス、 地域開発、 規制政策に携わる省庁の代表

者と、 関係者 （企業部門、 労働組合、 環境団体）、 OECD Water Governance Initiative

に対する 2 年にわたる広聴プロセスの成果である。

この提言は、 水資源管理と水サービスの提供に関わる幅広い問題に関して、 ハ

イレベルの政策ガイダンスを盛り込んだ国際標準を提案している。 対象分野は、 水量

管理、 水危機と災害、 水質改善、 水ガバナンスの確保、 持続可能な資金、 投資、

水サービスの価格などである。

本書に収録されている事例は、 OECD 事務局が承認国の代表と協議した上で収

録したもので、 定期的に更新される。

OECD Environmental Performance Reviews: Belgium 2021

Print ver. 
Code: env-2021-4-en-print
ISBN: 9789264419810  
pages: 208  ¥6,500 
PDF ver. 
ISBN: 9789264400344  
¥3,900

ベルギーは、 複数の環境問題を経済成長から切り離し、 排水処理を改善し、 保

護区を拡大しようとしている。 ベルギーの地域はリサイクルの水準が高く、 循環型経

済政策の先駆者である。 しかし、 カーボンニュートラルに向けた進捗、 大気と水の

汚染削減、 生物多様性の喪失の反転、 循環型経済イニシアチブの結果の強化に

は、 更なる取り組みが求められる。 連邦政府と地域政府の間と地域間の調整の強

化、 さらに政策の一貫性の確保が、 進歩の鍵を握っている。

新型コロナウイルスの緊急事態が過ぎた後は、 復興の取り組みを通して国を持続

可能な開発目標達成に向けた軌道に復帰させることに注力べきである。 低炭素の

自然インフラへの投資、 循環型経済の推進、 炭素価格の強化、 環境に有害な助

成の段階的廃止などを優先すべきである。

本書は、 ベルギーの環境実績レビューの第三弾である。 持続可能な発展とグリー

ン成長に向けた進捗状況を評価し、 特に生物多様性と廃棄物、 資源管理と循環

型経済を特集している。

https://doi.org/10.1787/4b08b7be-en
https://doi.org/10.1787/ed1a7936-en
https://doi.org/10.1787/738553c5-en
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Environment
Sustainable Infrastructure for Low-carbon Development in the 

EU Eastern Partnership
Hotspot Analysis and Needs Assessment

Print ver. 
Code: env-2021-2-en-print
ISBN: 9789264532045  
pages: 192  ¥4,500 
PDF ver. 
ISBN: 9789264667389  
¥2,700

本書では、EU の東欧パートナーシップの 6 カ国 * 計画されているインフラプロジェクト、

インフラ開発にかかわる政策決定枠組み、 戦略的計画文書を分析している。 本書

では、 現在の投資フローを各国の国家開発目標と照らし合わせ、 不均衡な部分を

特定し、 政策当局に気候変動とその他の環境問題をインフラ開発の意思決定過程

に組み込むよう提言を行っている。 本書は、 主に交通部門とエネルギー部門におけ

るインフラ投資を全地域にわたって総合的に概観し、 現在の投資パターンから生じる

リスクと機会を明らかにしている。 * アルメニア、 アゼルバイジャン、 ベラルーシ、 ジョー

ジア、 モルドバ、 ウクライナ

Man Enough? Measuring Masculine Norms to Promote 
Women’s Empowerment

Print ver. 
Code: dev-2019-2976-en-print
ISBN: 9789264699984  
pages: 90  ¥3,200 
PDF ver. 
ISBN: 9789264707054  
¥1,900 

男性らしさは、 女性に力を与え男女平等を推進することもあれば、 それを阻害するこ

ともある。 しかし、 一貫性のある比較可能なデータがないため、 有害で抑圧的な男

性らしさを理解、 評価する取り組みが進まない。 本書では、 政治的、 経済的、 そ

して家庭において早急に取り組むべき抑圧的な男性らしさに関わる 10 の社会規範に

ついて論じている。 その他に、 本書では女性への権限付与を実際に支援する男女

平等の代替案に焦点を当てている。 入手可能で望ましい指標を図示することで、 男

性らしさという社会規範の変化を測定する取り組みのためのロードマップを提供してい

る。 その中で、 男性らしさの規範に関するより多くの良質なデータの創出を促進するこ

とで、 男性らしさを変化させる政策を支持している。

Development

Applying Evaluation Criteria Thoughtfully 

Print ver. 
Code: dcd-2021-8-en-print
ISBN: 9789264481992  
pages: 84  ¥3,200
PDF ver. 
ISBN: 9789264984028  
Free 

妥当性、 一貫性、 有効性、 効率性、 影響、 持続可能性が、 特に国際開発

協力において、 幅広く用いられる評価基準である。 これらは、 戦略、 政策、 プログ

ラム、 プロジェクトといった様々な介入の利点や価値を決める際の一助となる。 本書

は、 評価を行う人々とその他の人々が、 これらの基準への理解を深め、 その利用を

向上させることを目的としている。 本書ではまず、 この基準がどのようなものか、 どの

ように利用すべきかを論じ、 続いて各基準の元になっている定義と概念を解説してい

る。 最後に、 事例を挙げてその活用について具体的なイメージを読者が持てるように

している。

この基準は、もとは 2000 年代初頭に OECD 開発援助委員会 (DAC) の開発評価ネッ

トワーク (EvalNet) によって設定された。これらの基準は、すでに幅広く用いられているが、

本書ではまずその概念を詳細に包括的に考察し、その意図された利用方法を解説し、

実践的な指針を提示している。 EvalNet その他から国際的に著名な評価の専門家の

意見を取り入れて、評価における現在の考え方とベストプラクティスを明らかにしている。

https://doi.org/10.1787/c1b2b68d-en
https://doi.org/10.1787/6ffd1936-en
https://doi.org/10.1787/543e84ed-en
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Development

Conflict Networks in North and West Africa

Print ver. 
Code: swac-2021-1-en-print
ISBN: 9789264673168  
pages: 160  ¥5,200
PDF ver. 
ISBN: 9789264455900  
¥3,100

北アフリカ、西アフリカの紛争は、これまで以上に暴力的になり拡大している。 また、

問題が多様化し交戦国の数が増えているため、 解決がさらに困難になっている。 過

去 23 年間に起きた 3 万 6000 件以上の暴力的事件のデータと 3 つの事例（チャド湖、

中央サヘル、 リビア） に基づいて、 本書は北アフリカと西アフリカの 21 カ国におけ

る紛争のネットワークと、 対立と同盟関係の変化を図示している。 本書では、 Dynamic 

Social Network Analysis という新しいアプローチを用いて、 紛争当事者の種類と関係の

変化を解説している。 最後に、 軍事介入が過激派武装組織の再編と不安定な状

態に及ぼす影響について分析している。この新たな分析は、時間的、空間的アプロー

チに基づいて、 長期の政治的安定を確保するであろう戦略を生み出し、 調和の取

れた地域的アプローチと地域に合った政策の必要性を表している。

Geographical Distribution of Financial Flows to Developing 
Countries 2021

Disbursements, Commitments, Country Indicators

Print ver. 
Code: dcd-2020-502-enfr-print
ISBN: 9789264828070  
pages: 884  ¥9,700
PDF ver. 
ISBN: 9789264748460  
¥5,800

本書は、150 以上の援助受入国に対する援助その他の資源フローの総額、出所、

種類について広範なデータを提供している。 被援助国ごとに OECD 開発援助委員会

(DAC) 加盟国と国際機関、 その他の主要な援助者から受けた ODA とその他の政府

及び民間基金額のデータを収録している。 参考資料として主要な開発指標も収録さ

れている。

Urban, Rural and Regional Development
Decentralisation and Regionalisation in Bulgaria
Towards Balanced Regional Development

Print ver. 
Code: cfe-2021-141-en-print
ISBN: 9789264758001  
pages: 212  ¥6,500 
PDF ver. 
ISBN: 9789264675025  
¥3,900

ブルガリアは、 地域ガバナンスと社会経済的発展を確実に進めている。 しかし、

広がる地域格差には対処し切れていない。 格差の解消には、 更なる変革、 政府

の実績、 地域の危機対応能力を制限する可能性がある、 残された構造的課題に

取り組む必要がある。 また、 中央が地域の開発政策を立案するアプローチから、

地方からのインプットを統合し地域の特性を注意深く検討するアプローチへと変えるこ

とができるか否かに左右される。 そのような変化は、 地域政府と自治体を強化するた

めの多角的ガバナンスモデルを活性化させることと相まって、 よりバランスの取れた地

域開発と包摂的成長をもたらすことができる。 この多角的ガバナンス研究では、 ブル

ガリアの国と地方の関係当局が地域に根ざした開発とガバナンスを実現するために

辿る道筋を検討している。 包摂的でありながら漸進的な地方分権化と地域改革へ

のアプローチが、 地域開発の有効性とバランスを改善すると強調している。

https://doi.org/10.1787/a50961e5-en-fr
https://doi.org/10.1787/896e3eca-en
https://doi.org/10.1787/b5ab8109-en
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