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OECD Economic Surveys: Korea 2020

韓国は、 新型コロナウイルスの拡大を抑えるために当局が迅速かつ有効な対策

を取り、 家計と企業に対して幅広い政府支援を実施したおかげで、 他の OECD 諸

国ほど経済活動が停滞しなかった。 しかし、 パンデミックによる強い逆風は吹き荒

れている。 世界経済の見通しと韓国経済の主力エンジンである輸出は、 先行き

が非常に不透明である。 今回の危機は一部の経済部門に継続的な影響を及ぼ

すため、 資源配分を大幅に見直す必要がある。 新型コロナウイルスのパンデミック

の影響でそれ以前からあった問題、 特に人口の急速な高齢化、 一部経済部門

の生産性の低さなどが悪化している。 本書では、 OECD 雇用政略を引用して、 よ

り多くの良質な雇用を創出し、 より包摂的な成長を促進するための政策を概観して

いる。 また、 更なるデジタル化により生産性が伸び、 競争力が高まり、 暮らし良さ

も改善すると強調している。

特集 ： 高齢化、 デジタル化

Code: eco-2020-451-en
ISBN: 9789264733848  
pages: 128   ¥6,500 

Economics 

OECD Economic Surveys: Greece 2020

Code: eco-2020-82-en
ISBN: 9789264673427  
pages : 132 ¥6,500

ギリシャ経済は新型コロナウイルス ・ ショック以前の 3 年間にほぼ 2％拡大してい

た。 構造改革、プライマリー財政黒字、負債対策によりギリシャの回復が支えられ、

景況感も改善していた。 そこへパンデミックが襲い、 突然景気回復が中断し、 包

摂性の向上、 競争力、 成長の新たな課題がもたらされている。 本書では、 新型

コロナ ・ ショックを乗り越え、 より強く包摂的な成長を促進するための一連の意欲

的な改革を提案している。 企業と労働者がその活動とスキルを向上させてより将来

性のある部門へと移行できるようにすることで、 回復を加速させ、 将来のショックに

対する対応能力を拡大することができる。 生産性を高め投資を増やすには、 競争

の障壁を引き下げ、 公行政と司法のシステム効率を高め、 官僚主義を改め、 銀

行システムの改善を急ぐ必要がある。 労働市場活性化プログラム、 教育 ・ 訓練

プログラム、 介護者支援、 労働者の税 ・ 社会保険料負担の引き下げなどが雇

用の機会を広げ、 包摂性を改善する。 公的支出の質を高め、 税制の実効性を

改善することで、 ギリシャはプライマリー財政収支を徐々に黒字化し、 財政に対す

る信頼を勝ち取り、 包摂的成長を支援できるようになるだろう。

特集 ： より多くの良質な雇用を生み出すためにギリシャの労働市場を活性化する
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Economics 
OECD Economic Surveys: South Africa 2020

Code:eco-2019-6761-en
ISBN : 9789264323193  
pages: 152  ¥6,500

南アフリカでは、 新型コロナウイルスの発生により、 すでに弱かった経済見通しが

悪化している。 2013 年以降、 経済成長は伸び悩み失業率は上昇している。 政策

の不確実性が、 景況感の弱さと投資の低迷の主な要因である。 近年の急激な財

政悪化に続いて、 今回の危機によって負債の持続可能性の問題が深刻化してい

る。 公共部門の賃金の引き下げ、 国有企業の再編、 高等教育における支出増の

抑制は、 支出効率を改善し財政の持続可能性を確保するために早急に必要とされ

ている。 短期的な経済開発を支援しつつ成長力を高めるための構造改革を急ぐこと

が重要である。 中期的には、 観光業を発展させ、 交通インフラへの投資を増やし、

再生可能エネルギーを促進し、 社会保障制度を強化することが、 より持続可能で

包摂的な成長に寄与するだろう。

特集 ： 社会保障と観光

Main Economic Indicators, Volume 2020 Issue 9
Code: pac-2019-30043-en-print  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

Quarterly National Accounts, Volume 2020 Issue 2 
Code: pac-2019-30017-en-print  pages: 332    

 

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  

2020 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  

2020 年価格 ： \79,700

https://doi.org/10.1787/530e7ce0-en
https://doi.org/10.1787/ee38d0ea-en
https://doi.org/10.1787/81ed3658-en
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OECD Business and Finance Outlook 2020
Sustainable and Resilient Finance 

Code: daf-2020-229-en
ISBN: 9789264384569 
pages: 226  ¥7,100 

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。 経済と社会制度を

活性化し外的ショックに立ち向かうために、 金融制度そのものと、 資本と投資家が果たす

役割の双方における危機管理能力を早急に見直す必要があることが、 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。 幅広い見地からの分析を用いて、 2020 年版では、

急速に金融の主流になりつつある環境、 社会、 ガバナンスという 3 要素 (ESG) に焦点を

当てている。 現在の実践を評価し、 持続可能で長期的価値に沿った投資を行うために

優先すべき活動―特に ESG 実績に関する一貫性があり比較 ・ 入手が可能なデータの

必要性―を明らかにしている。

Taxation 

OECD Institutional Investors Statistics 2020

Code:pac-2019-30026-en
ISBN: 9789264512528
pages: 184   ¥10,200

機関投資家 （投資ファンド、 保険会社、 年金基金） は、 貯蓄の大規模な収集

機関であり、 金融市場への資金供給者である。 その金融仲介機関としての役割と、

投資戦略に及ぼす影響力は、 金融市場の規制緩和とグローバル化を受けて近年

大幅に増大している。

本書は、 OECD 諸国 （オーストラリアを除く） とリトアニア、 ロシアにおける機関投資

家の金融資産と負債の水準と構造を明らかにする統計集である。 概念と定義は、

国民経済計算体系に主に依拠している。 出典は、 各国関係機関である。

現金通貨および預金、 有価証券、 ローン、 株式といった金融資産の額が収録さ

れている。 満期日と居住者か否かで分けられている場合もある。 本書では、 オープ

ンエンド型投資信託会社とクローズドエンド型投資信託会社と、 保険会社、 自律

的年金基金の投資ファンドを収録している。 指標は対 GDP 比で表されているため国

際比較が可能で、 国レベルでは各国通貨と投資家の金融資産総額に占める割合

でも表記されている。 過去 8 年分のデータを収録している。

Finance & Investment 

OECD Tax Policy Reviews: Kazakhstan 2020

Code: ctp-2020-463-en
ISBN: 9789264593848  
pages: 142 ¥4,500 

本書は、 OECD Tax Policy Reviews シリーズの一環として出版されている。 この国別レ

ビューは、 OECD 加盟国、 非加盟国の税制について独自の包括的な比較評価を行

い、 租税政策改革のための具体的な提案を行っている。 その目的は、 各国に相応

しい租税政策改革オプションを明らかにすることで、 既存の租税政策設計を強化し、

新たな改革の採用を支援することである。 本書では、カザフスタンのの税制を評価し、

税制改革についての提言を行っている。 第 1 章では主な結論をまとめ、 第 2 章では

税制改革について論じている。 第 3 章では税収の傾向と租税構成を分析している。

第 4 章ではカザフスタンにおける公平性の問題を検証し、個人所得税、社会保険料、

付加価値税についての提言を行っている。 第 5 章は、 税の競争の問題に焦点を当

て、 法人税と中小企業のための特別税制の仕組みを強化する方法について提言を

行っている。

https://doi.org/10.1787/eb61fd29-en
https://doi.org/10.1787/9a827fb7-en
https://doi.org/10.1787/872d016c-en
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Governance 

Education 

Building Capacity for Evidence-Informed Policy-Making
Lessons from Country Experiences

Code: gov-2020-648-en
ISBN: 9789264537576  
pages: 80   ¥3,200 

本書では、 政府が実証に基づく政策策定を強化するために必要なスキルと能力を

分析し、 実証の理解を促進するために実施できる様々な介入措置を明らかにしてい

る。 政府の実証から情報を得る能力を高めることは、 公的ガバナンスにとっても重要

である。 しかし、 政策策定過程における実証の供給と需要の有効なつながりは、 依

然として見えにくい。

本書では、 上級公務員、 専門家、 諮問委員が政治及び行政の場で働くのを公

共部門がどのように支援するかについて、 具体的なツールと推奨慣行を提供してい

る。 このような支援を行うには、 能力、 機会、 動機、 そして全体的な行動の変化に

投資をする必要がある。 本書では、 個人レベルでの実証に基づく政策策定に必要

なスキルを明らかにしている。 その中には、 実証を理解し、 獲得し、 評価し、 用い、

利害関係者と関わり、 実証を適用する能力が含まれる。 この一連のスキルは、 欧

州委員会共同研究センターとの協力で開発された。

また、 政治機構全体で導入できる組織レベルでの一連の能力、 それを強化するた

めの介入、 戦略、 ツールの役割についても明らかにしている。 本書では結論として、

政府がこうした能力を構築するのを助ける提言を収録している。  

Education at a Glance 2020
OECD Indicators

Code: edu-2020-521-en
ISBN: 9789264500785  
pages: 476 ¥17,400 

本書は、 世界各国の教育の現状についての信頼できる情報源である。 具体的に

は、 OECD 諸国及び多くのパートナー諸国における教育制度の構造、 財政、 実績に

関するデータを提供している。 本書には、教育機関のアウトプット、各国の学習成果、

教育の受けやすさ、 参加率、 進学、 教育に投資される資金源、 教員、 学習環

境と学校運営などの主要情報について、 100 を超える図版が収録され、 Education 

Database へもリンクされている。

この 2020 年版では、 職業教育 ・ 訓練に焦点を当て、 様々な教育段階における

職業教育 ・ 訓練への参加状況、 職業訓練校修了者の労働市場及び社会的な

成果、 職業訓練校に投資されている人材と資金などついて考察している。 また、 職

業教育 ・ 訓練制度の各国間の違いと、 後期中等教育の修了率という 2 つの新指

標を収録している。 本書では、 持続可能な開発目標 4 について特集を組み、 中等

教育の質と参加について考察している。

https://doi.org/10.1787/86331250-en
https://doi.org/10.1787/69096873-en


page: 5page: 5

Back to the Future of Education
Four OECD Scenarios for Schooling

Code: edu-2020-480-en
ISBN: 9789264958135  
pages: 72  ¥3,200 

パンデミック、 スマートフォンの登場はもちろん、 過去 20 年に起きた出来事は我々

が予想もしなかったものばかりである。将来も我々が驚くようなものになることは疑いない。

世界は永遠に変化し続ける。 将来については、 仮説、 希望、 恐れなど、 常に様々

な見方がある。 それに備えるためには、 最も起こりうると考えられる変化についてだけで

なく、 予測していないことが起こりうることも考えておかなければならない。

新境地を開いた 2001 年の Schooling for Tomorrow のシナリオに着想を得て、 本書では

将来の学校について一連の新たなシナリオを収録し、 将来についていくつもの方向性

を示している。 これらのシナリオで描かれる将来が学校と教育全般にもたらす機会と課

題を明らかにすることができる。 そして、 その着想を用いて、 将来に備えて行動を起こ

すことができる。

本書は、 親、 生徒、 教師、 校長、 研究者、 政策当局など、 将来について考え

それを構築する中で役割を果たしたいと願うあらゆる人々に向けて書かれたものである。

Education 

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。

Achieving the New Curriculum for Wales

Code: edu-2020-16-en
ISBN: 9789264550384  
pages: 116   ¥3,200 

ウェールズ （英国） は、 子供の学習方法を、 子供と若者が学校と社会人になっ

てから成功できるように新たなカリキュラムを導入して変革しようとしている。 この目的は、

生徒により良い学習経験をさせ、 教師の専門性向上を奨励し、 ウェールズ地方の

教育の全体的な改善に資することにある。 しかし、 教育政策は実施しなければ意味

がなく、 ウェールズは OECD にそのカリキュラムを実施する次の段階について助言を求

めた。 本書では、 2016 年以降の新カリキュラム導入による進歩を分析し、 この制度

をさらに発展、 実施するために取るべき対策を提案している。 本書の分析は、 実施

の 4 つの柱 - カリキュラム政策立案、 関係者の関与、 政策的文脈、 実施戦略 -

を考察し、 OECD 諸国の分権と経験を元にウェールズに適した助言を行っている。 本

書はウェールズだけでなく、 カリキュラムの実施を計画している、 またはすでに実施段

階にある他の OECD 諸国の教育制度にも有益な情報を収録している。

https://doi.org/10.1787/178ef527-en
https://doi.org/10.1787/76df15a2-en
https://doi.org/10.1787/4b483953-en
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Housing and Inclusive Growth

Code: els-2020-524-en
ISBN: 9789264952133  
pages: 84  ¥2,600 

住宅は、 包摂的成長の鍵を握っている。 住宅は家計の予算において最大の支出

項目で、 富の蓄積の主要な要因であると同時に、 ほとんどの家計にとっては負債の

最大の源である。 人々が暮らす住宅とその近隣は、 子供時代に始まり生涯続く可

能性がある効果 - 個人の健康、 雇用、 教育成果 - にも重要な関わりがある。 それ

でも、 住宅市場は低所得世帯、 子供、 若者、 高齢者、 ホームレスといった一部

のグループにとっては、 包摂的成長への妨げとなっている場合がある。

新型コロナのパンデミックにより、 住宅問題が人々にとってどれほど重要かということ

がさらに浮き彫りになり、 政府は様々な緊急住宅支援に乗り出した。 しかし、 パンデ

ミックは、 政府が継続する住宅問題により構造的に対処する必要があることも強調し

ている。

本書では、 新型コロナ以前の基本的な住宅政策を評価し、 より包摂的な住宅政

策の成果を支えるための提言を行っている。 住宅対策の中には、 労働市場の包摂

的成長を妨げる構造障壁対策、 社会的弱者に特有の住宅問題への対策などが

含まれる。

Social Issues / Migration / Health 
All Hands In? Making Diversity Work for All

Code: els-2020-373-en
ISBN: 9789264600638  
pages: 76 ¥3,200 

OECD 社会は過去数十年間で多様性が増しているが、 その多様性が正しく管理さ

れれば、 新たな機会をもたらすことになる。 多様な人々が持つ才能の全てを十分に

生かして包摂的な労働市場を促進することで、 多様性の便益を最大化できるように

することが、 OECD 諸国の主な課題である。 企業と政府の双方が、 職場と労働市

場に多様なグループを包摂する政策でこの課題に取り組んでいる。 本書では、 労

働市場と社会全般で不利な状況にあり、 差別を受けていると見なされている、 移民

とその子孫及び人種的マイノリティ、 LGBT、 高齢者、 障害者、 女性という 5 つの主

要グループについて考察している。 本書で評価しているのは以下の点である。 i)OECD

諸国の労働市場におけるこうしたグループの包摂性が時間と共にどのように変化した

か ； ii) 多様性が経済的成果に及ぼす影響についての実証 ； iii) 各国が採用してい

る政策とその有効性についての実証。

Employment
The Future for Low-Educated Workers in Belgium

Code: els-2020-525-en
ISBN: 9789264685130  
pages: 132   ¥3,900 

仕事を取り巻く環境は、 技術的進歩、 グローバル化、 人口高齢化などによって変

化している。 仕事の未来には多くの機会があるがリスクも明らかで、 それは低学歴の

労働者など、 一部の人口サブグループにとって特に大きい。 本書では、 ベルギー

の低学歴労働者にとっての労働市場が近年どのように変化しているか、 雇用の質と

量という点で今後どのようになるかを明らかにしている。 近隣諸国との比較に基づい

て、 本書では低学歴労働者が将来の変化に取り残されないようにするための政策的

助言を行っている。

https://doi.org/10.1787/efb14583-en
https://doi.org/10.1787/6ef36f4b-en
https://doi.org/10.1787/0140a728-en
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OECD Labour Force Statistics 2020

Code: pac-2019-30034-en
ISBN: 9789264811621  
pages: 164   ¥17,400

Labour Force Statistics 年報は、 労働力、 雇用者数、 失業者数の男女別内訳や失

業期間、 雇用形態、 産業別雇用者数、 パートタイム雇用者数などに関する詳細

な統計を提供している。 また、 男女別と年齢層別の労働人口率と失業率、 主要な

労働力構成要素の比較表も掲載している。OECD 加盟各国別の他、OECD 全体、ユー

ロ圏、 欧州連合のデータが掲載されており、 大半の国について、 10 年分のデータ

を掲載している。 加盟国が統計作成時に利用した原資料と定義に関する情報も収

録している。

Science and Technology   
Going Digital in Brazil

Code: sti-2020-170-en
ISBN: 9789264710788 
pages: 248  ¥7,800 

本書は、 ブラジル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、 ブラジル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。 また、 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。 本書では、 デジタルセキュリティ、

プライバシー、 消費者保護に焦点を当て、 デジタル経済における信頼拡充の取り組

みについて論じている。 また、 デジタルイノベーションを推進する政策と、 主要部門に

おける新たなビジネスモデルの政策的意味合いを検証している。

本書では、 OECD Going Digital Integrated Policy Framework に基づき、 これらの政策を様々

な領域との一貫性との関連で見直し、 政府の省庁間、 様々なレベル、 関係機関

との相乗効果をもたらすための提言を収録している。

Employment

Trade 
International Trade by Commodity Statistics, Volume 2019 

Issue 6
Austria, Korea, Slovenia, Spain, Turkey, OECD Total, EU28-Extra
Code: 342019061P1  pages: 592

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  

2020 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  

2020 年価格 : \123,300

https://doi.org/10.1787/5842cc7f-en
https://doi.org/10.1787/e9bf7f8a-en
https://doi.org/10.1787/g2g9fb2a-en
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Environment 
Green Infrastructure in the Decade for Delivery
Assessing Institutional Investment

Code: env-2020-197-en
ISBN: 9789264404434  
paegs: 92   ¥3,200 

環境に配慮した社会を築くことは、 世界の気候と開発目標の達成に不可欠である

だけでなく、 新型コロナ危機からの回復期に社会経済的発展を維持するためにも重

要である。 特に民間投資は、 機関投資家の長期資本プールの大きさを考えると、 イ

ンフラ投資の不足を補うために必要である。 インフラへの機関投資の規模を拡大する

取り組みが過去数年続けられてきたが、 現在の投資水準はどうなっているのか。 本

書は、 OECD 及び G20 諸国に居住する機関投資家によるインフラ投資について評価

した初の報告書で、 2020 年 2 月以降の状況を俯瞰している。 投資チャネル、 金融

商品、 部門間の配分、 地域選好、 トレンドについての新たな考察に基づいて、 本

書ではグリーンインフラにおける機関投資の規模を拡大するために、 政策手段と優先

課題について指針を提供している。

Sustainable Ocean for All
Harnessing the Benefits of Sustainable Ocean Economies for 

Developing Countries

Code: dcd-2020-132-en
ISBN: 9789264868915  
pages: 172   ¥6,500 

海洋を持続可能な方法で管理することが、 世界的な優先事項である。 その健全

性を守ることは、 あらゆる人々の便益である。 開発途上国の多くは、 海洋産業に大

きく依存しており、 海洋の劣化の悪影響を著しく受けるため、 問題が特に深刻である。

こうした国々が科学的、 政策的助言と資金を利用できるようにすれば、 適切な雇用、

クリーンエネルギー、 食糧安全保障の改善、 危機管理能力の向上などを含む、 より

持続可能な海洋経済の機会がもたらされると共に、 世界の海洋保護にも寄与できる。

本書では、 開発途上国の政策当局とその開発協力のパートナーに下記の事項に

ついて最新の実証を提供している ： (i) 海洋産業の最新の傾向 ； (ii) 様々な文脈にお

ける海洋の持続可能性を保護するための経済的インセンティブを含む政策方途 ； (iii)

持続可能な海洋経済を支持する開発資金と開発協力の実践についての初の考察。

開発協力の民間資金を持続可能性に向け直させる方法についての議論を含む。

Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2020 – 
Update

Meeting the Challenges of COVID-19

Code: dev-2020-107-en
ISBN: 9789264640764  
pages: 152   ¥4,500 

本書は新興アジア諸国の経済成長、 発展、 地域統合に関する年次報告書であ

る。 ASEAN 諸国 （ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィ

リピン、 シンガポール、 タイ、 ベトナム） の経済状態に焦点を当てている。 また、 中

国とインドに関する経済問題も取り上げ、 アジア地域の経済発展の全体像がわかる

ようになっている。

本書は 2020 年の改訂版で、 3 部構成になっており、 同地域の最近の経済動向

の側面に焦点を当てている。 第 1 部はこの地域の経済を監視し、 経済見通しとマク

ロ経済問題を取り上げている。 第 2 部と第 3 部は、 この地域が抱える主な問題を各

章で取り上げている。 この更新版の第 2 章では、 新型コロナウイルスの発生に焦点

を当て、 特にそのパンデミックの社会経済的影響について論じている。 第 3 章では、

この地域の教育の質を分析している。

Development 

https://doi.org/10.1787/f51f9256-en
https://doi.org/10.1787/bede6513-en
https://doi.org/10.1787/e8c90b68-en
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Development 
States of Fragility 2020

Code: dcd-2020-134-en
ISBN: 9789264796577  
pages: 100   ¥3,200 

本書は、重要な転換点にある脆弱性に対する政策議題を設定している。2030 アジェ

ンダへのカウントダウンは始まっているが、 パンデミックによりやっと手にした成果が無

に帰している。 本書では、 脆弱性を新型コロナウイルス発生以前から存在した脆弱

性という世界的現象と、 パンデミックが脆弱性にもたらしている劇的な影響という 2 つ

の側面から考察している。 本書では、 脆弱性が多角的で複雑なものだという深刻な

現実を認識し、 脆弱性についての思想と実践を検証して、 より危機対応能力のある

結果を出す政策を採用するために、 人的資本分析と紛争予防に関する新たな考え

方を提案している。 脆弱な環境における平和というテーマについては、 平和構築に

携わる人々、 外交官、 安全保障に資する人々などの重要な役割を強調し、 人道

- 開発 - 平和というつながりにおける相互補完性と一貫性の拡充について理論的に

証明している。 最後に、 脆弱な状況で実効性を上げることの意味について、 理論と

実践とを一致させている。 脆弱性に注目することは、 平和で公正かつ誰も取り残さ

ない包摂的な社会を築く上で不可欠である。

Latin American Economic Outlook 2020
Digital Transformation for Building Back Better

Code: dev-2020-184-en
ISBN: 9789264593466  
pages: 300  ¥9,700 

本書は、 課題多き時代を乗り切るためのデジタル転換の役割に焦点を当ててい

る。 新型コロナウイルスのパンデミックは、 社会経済的状況に深刻な影響を与えてお

り、 それ以前から深刻な構造的弱点を抱えていた南米地域が直面している複雑なシ

ナリオを皿も複雑なものにしている。 この未曾有の危機は、 成長への気運が高まって

いたときに襲いかかり、 南米の開発モデルを抜本的に変革する必要性を浮き彫りに

している。 本書では、 デジタル転換が現在の社会経済情勢に対処し、 生産性を高

め、 制度を強化し、 包摂性を高め暮らし良さを向上させるために何ができるかを考察

している。 また、 この 2020 年版では、 国際的なパートナーシップこそがデジタル転換

の便益を引き出すための基礎であると強調している。

本 書 は、 OECD 開 発 セ ン タ ー、 国 連 ラ テ ン ア メ リ カ ・ カ リ ブ 経 済 委 員 会 (UN 

ECLAC)、南米開発銀行 (CAF)、欧州連合 (EU) の協力で作成された年報である。南米・

カリブ諸国における移行期開発のための EU 地域ファシリティの第一の柱である。

https://doi.org/10.1787/ba7c22e7-en
https://doi.org/10.1787/e6e864fb-en
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Urban, Rural and Regional Development
Rural Well-being
Geography of Opportunities

Code: cfe-2020-652-en
ISBN: 9789264424302  
pages: 216   ¥7,100 

本書は、 地方の暮らし良さに関わるの政策枠組みについて、 近年の地域開発に

おけるいくつかの重要な変化を反映した最新版を収録している。 地方に固有の様々

な状況を念頭に、 この新政策枠組みではデータと分析の改善を活用し、 暮らし良さ

を経済から環境的、 社会的側面にまで広げている。 この新たなアプローチでは、 市

民の暮らし良さを目標の中心に据え、 地方の多様性と複雑な社会経済システム、

都市とのつながり方などを深く理解しようとしている。 この枠組みでは、 グローバル化、

デジタル化、 気候変動、 人口変動といった将来及びすでに明らかになりつつある巨

大潮流についても考察している。 それが地方経済にどのような影響を及ぼすか、 課

題を最小限に抑え機会を最大限活かすと共に、 緊急事態への対応能力を開発す

るための政策オプションを検討している。 最後に、 様々な利害関係者間の強い相

互作用と、 政策を成功させるための政府、 民間部門、 市民社会のパートナーシッ

プの必要性に鑑みて、 本書では地方政策に関する OECD 原則を含むガバナンス ・ メ

カニズムに焦点を当てている。

Regional Policy for Greece Post-2020

Code: cfe-2020-649-en
ISBN: 9789264452824  
pages: 340  ¥11,700 

本書は、 地域の発展と暮らし良さを強化するための分析と政策ガイダンスを収録し

ている。 本書では、 ギリシャの地域発展枠組み、 EU 結束政策 (EU Cohesion policy)、

ギリシャにおける多角的ガバナンスを考察している。 世界金融危機以来、 ギリシャで

は非常に多くの構造改革が実施された。 2017 年には回復が見られたが、 現在の新

型コロナウイルスのパンデミックによりその取り組みも鈍化している。 現在ギリシャは、 デ

ジタル化の促進、 起業及び企業の収益構造の改善、 環境問題への取り組みなど、

いくつもの戦略的に優先すべき開発問題を抱えている。 こうした新たな戦略的優先

課題に対処することで、 既存の社会問題にも取り組み、 不平等の高まりを抑えるは

ずである。 本書では、 ギリシャの地方の包摂的成長を前進させ、 住民の生活の質

を改善させ得る様々な政策を検証している。 経済成長、 社会資本と環境の持続可

能性のための政策は、 人々が実際に暮らし、 働いている様々な経済社会的現実を

認識した時に有効性が高まると強調している。 OECD の研究は、 地域の特性に基づ

く地域発展戦略を、 部門別政策 （民間投資支援、 インフラ、 人材政策） と一貫

性を持たせることの重要性を明らかにしている。 そのためには、 ギリシャは多角的ガバ

ナンスの制度面及び財政面の改革を継続させる必要がある。

https://doi.org/10.1787/d25cef80-en
https://doi.org/10.1787/cedf09a5-en
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Urban, Rural and Regional Development
The Future of Regional Development and Public Investment in 

Wales, United Kingdom

Code: cfe-2020-650-en
ISBN: 9789264361485  
pages: 260 ¥8,400 

ウェールズ州政府は、 地域開発と公共投資について意欲的かつ革新的な方向を

設定した。 それは、 成長を促して生産性を高めることを重視する一方で、 地域格差

を軽減し市民の現在とこれからの暮らし良さを保証することである。 しかし、 財政の地

方分権が限定的であることと、Brexit 後の公共投資の変化で生じる課題を抱えている。

本書では、 ウェールズ州政府と地方自治体に地域の発展と公共投資の目的を達

成する方法について、 分析と提言を行っている。 同州政府と地方自治体が公財政

及び投資能力を高め、ガバナンス実績を強化する方法について考察している。 ウェー

ルズ州政府の地域開発政策の調整力と関連する公共投資が、 成長と暮らし良さの

目標達成の決定要因であると強調している。 また、 本書では、 地域レベルの政策と

サービス提供を強化するための様々なメカニズムも提案している。 中 ・ 南東ウェール

ズに経済特区を設定することの課題と便益をまとめた事例を収録しており、 本書全体

で考察している様々な側面について実践的なヒントを与えてくれる。

https://doi.org/10.1787/e6f5201d-en
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