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Economics

OECD Economic Surveys: Luxembourg 2019
ルクセンブルクは OECD 諸国で最も繁栄している国の一つである。 しかし、 繁栄と生活
の質は当たり前に手に入るものではない。本書では、次の 3 つの課題に焦点を当てている。
第 1 の課題は住宅である。 人口増加と住宅供給の逼迫により価格が高騰して購入可
能性が下がり、 一部世帯と銀行が脆弱になっている。 住宅供給の逼迫に対処し、 賃
貸型社会住宅の供給を増やすことが、 住宅購入可能性の改善にとって重要である。 2
つ目の課題は生産性の伸びの回復で、 成長の可能性のある非先端企業が最先端企
Code: eco-2019-5979-en-print
業に追いつけるようにし、 最先端企業がさらにイノベーションを実現できるように支援する必
ISBN: 9789264480315
要がある。 3 番目の課題は、 より持続可能で包摂的な成長を達成することである。 その
pages: 100
¥6,500
ためには何よりも、 増加する年金支出に対処し、 環境税と財産税から歳入を増やすため
の財政改革が必要である。
特集 ： 住宅問題

Main Economic Indicators, Volume 2019 Issue 8
Code : 312019081P1

pages: 256

Main Economic Indicators は、 OECD 加 盟 35 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
2019 年価格 : \109,500
オンラインデータベース :
2019 年価格 : \ 123,100

OECD Observer, Volume 2019 Issue 1-2
Code : pac-2019-26045-en-print

OECD Observer は、 世界経済、 社会の重要問題を簡潔かつタイムリーに分析した記
事を収 録した季 刊 誌である。 OECD の専 門 家 が OECD 加 盟 諸 国 政 府 の 抱える問 題を
詳述しており、 読者は政策論議の一歩先を読むことができる。
毎号、 OECD が現在行っている研究の中でも中核的なテーマについてのレポートを収
録しており、 どの記事にも統計図表を掲載している。 また、 経済社会関連のデータを
Databank として収録している。
オンラインでは、 1962 年の創刊号から読むことができる。

2019 年版をもって廃刊
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Taxation
Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019

Code: ctp-2019-2446-en-print
ISBN : 9789264392304
pages:150

¥4,500

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、
欧州連合と日本政府の支援を受けて執筆したものである。 オーストラリア、 クック諸島、
フィジー、 インドネシア、 日本、 カザフスタン、 韓国、 マレーシア、 ニュージーランド、
パプアニューギニア、 フィリピン、 サモア、 シンガポール、 ソロモン諸島、 タイ、 トケラウ、
バヌアツの比較可能な税収統計をまとめている他、 クック諸島、 パプアニューギニア、
サモア、 トケラウ、 バヌアツのその他の歳入についての統計も収録している。 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。

Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review
Report
United States (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code : ctp-2019-2442-en-print

ISBN : 9789264982826

pages: 91

¥3,200

United Kingdom (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2019-2441-en-print

ISBN : 9789264877719

pages: 100

¥3,200

Switzerland (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2019-2440-en-print

ISBN :9789264411456

pages: 90

¥3,200

Netherlands (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2019-2439-en-print

ISBN :9789264865815

pages: 97

¥3,200

Canada (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2019-2438-en-print

ISBN :9789264776043

pages: 90

¥3,200

Belgium (Stage 2) Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Code: ctp-2019-2437-en-print

ISBN :9789264895898

pages: 96

¥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。 各国による行動 14 のミニマム ・ スタンダードの実施状況の
ピアレビューの結果報告書で、 ベストプラクティスの実践に関する文書 （OECD のウェブサイ
トに掲載） を併せて収録している。
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Global Forum on Transparency and Exchange of Information
for Tax Purposes
Croatia 2019 (Second Round) Peer Review Report on the Exchange
of Information on Request
Code: ctp-2019-2399-en-print

ISBN : 9789264866621

pages:107

¥4,600

Federated States of Micronesia 2019 (Second Round) Peer Review
Report on the Exchange of Information on Request
Code: ctp-2019-2403-en-print

ISBN : 9789264316911

pages:73

¥4,600

Guatemala 2019 (Second Round) Peer Review Report on the
Exchange of Information on Request
Code: ctp-2019-2400-en-print

ISBN : 9789264539181

pages:115

¥4,600

Lebanon 2019 (Second Round) Peer Review Report on the Exchange
of Information on Request
Code: ctp-2019-2401-en-print

ISBN : 9789264622517

pages:119

¥4,600

Malaysia 2019 (Second Round) Peer Review Report on the Exchange
of Information on Request
Code: ctp-2019-2402-en-print

ISBN : 9789264830363

pages:137

¥4,600

Nauru 2019 (Second Round) Peer Review Report on the Exchange of
Information on Request
Code: ctp-2019-2404-en-print

ISBN : 9789264352506

pages:79

¥4,600

Vanuatu 2019 (Second Round) Peer Review Report on the Exchange
of Information on Request
Code: ctp-2019-2405-en-print

ISBN : 9789264500747

pages:115

¥4,600

Botswana 2019 (Second Round) Peer Review Report on the
Exchange of Information on Request
Code: ctp-2019-2397-en-print

ISBN : 9789264537538

pages:100

¥4,600

Costa Rica 2019 (Second Round) Peer Review Report on the
Exchange of Information on Request
Code: ctp-2019-2398-en-print

ISBN : 9789264619135

pages:95

¥4,600

本書は、 各国の要請に基づく情報交換に関する 2019 年ピアレビュー報告書である。

Trade

OECD Quarterly International Trade Statistics
Volume 2019 Issue 1
Code: 322019011P1

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
2019 年価格 : \ 18,800
オンラインデータベース （年
間アクセス） :
ISSN: 2313-0857
2019 年価格 : \40,300
page:
page:33

Governance

Governance as an SDG Accelerator
Country Experiences and Tools
発展の程度にかかわらずどの国にとっても、 持続可能な開発目標の達成は非常に困
難なガバナンス問 題である。 政 府には、 これまでにない方 法で複 数の政 策 分 野の間、

Code: gov-2019-3759-en-print
ISBN : 9789264487284
pages: 164

¥3,900

また企業や市民社会とも調整し、 意見を聞き、 協力することが求められている。 本書は、
OECD 諸国及びパートナー諸国から集められた SDGs 実践の一助となる公的ガバナンス慣
行を強化する方法についての実証を収録している。 政府全体に関わる調整、 政策の一
貫性と完全性、 利害関係者の関与とオープンガバメント、 予算、 調達、 規制ツールの
戦略的活用などを考察している。 本書では、 SDG 実施のための公共政策と資源配分が
有 意 義な成 果を上げられるようにするための、 確 かなモニタリングと評 価のシステムにつ
いて論じている。 また、 司法の公平な利用と男女平等を支持するガバナンス枠組みが、
2030 アジェンダ全体の実施をいかに促進するかについても考察している。

Fiscal Resilience to Natural Disasters
Lessons from Country Experiences

Code: gov-2019-3698-en-print
ISBN : 9789264537002
pages:200

¥5,800

自然災害は、 依然として広範囲にわたって被害をもたらしているが、 それを特に被って
いるのが急成長する国々である。 政府は、 災害復旧、 復興にかかるコストの大部分を
肩代わりすることが多い。 OECD 諸国でもそうだが、 特に開発途上国では、 民間保険市
場が十分に発達していないため、 政府の負担が大きくなる。 災害が政府予算に及ぼす
財政的影響は大きい。 政府の支出は、 災害の損失を補填するための明確な関与と潜
在的な関与の双方から生じる。 本書は、 災害が政府の財政に及ぼす影響の管理につ
いて、 災害被害に遭いやすい OECD 諸国及びパートナー諸国各国の実践を比較した研
究の結果を収録している。

Government at a Glance Southeast Asia 2019

Code: 422018401P1
ISBN: 9789264305908
pags: 200

page: 4

¥6,500

本書は、 東南アジア地域に関する Government at a Glance の第一弾である。 ASEAN 加盟
10 カ国の行政に関する最新データを収録している。 本 書には、 公財政と経 済、 公務
員の雇用、 予算慣行と編成手続き、 戦略的人材管理、 デジタルガバメント、 オープン
ガバメント、 公共サービスに対する市民の満足度といった指標を収録している。 これらの
データを可能な限り OECD 平均及びアジア地域の OECD 諸国（オーストラリア、日本、韓国、
ニュージーランド） と比較している。
本書に収録している指標はいずれも利用しやすいように国や年次推移、 変遷を明らか
にするグラフと、 データから分かることの簡単な分析、 指標の定義とデータ比較の限界
についての説明からなっている。

Governance

Open Government in Argentina
アルゼンチンでは、 オープンガバメントから 「オープンステート」 へと移行するための意
欲的な改革が行われている。 本書では、 2017 年のオープンガバメントに関する OECD 理
事会勧告 (OECD Recommendation of the Council on Open Government) の 10 の規定の実施状況
を評価している。 全政府部門、 レベル及び市民社会から集められた広範なデータに基
づいて、 これらの改革の現在までの進捗状況を評価しグッドプラクティスを明らかにしてい
る。 また、 アルゼンチンがそのビジョンを実現するために公共部門改革を OECD 勧告に沿っ
た形で行う方法について、 指針を提供している。

Code: gov-2019-3654-en-print
ISBN : 9789264561908
pages: 286

¥9,100

Good Governance in Egypt
Legislative Drafting Manual for Better Policy
本書は、 法律及び規制の質拡充における法律原案作成マニュアルの役割を考察し
ている。 これらマニュアルの準備と適用についての OECD 諸国及び MENA 諸国の経験と
グッドプラクティスを収録している。 特に、 本書では MENA 地域初の取り組みであるエジプ
トの法律の原案作成ガイドについて論じている。 本書では、 エジプトにおける法律の原案
作成過程の詳細を明らかにし、 現在の法律及び規制枠組みに存在する課題を特定し、
エジプト法律起草ガイドがこうした課題の克服にいかに役立つかを考察している。 結論で
は、 エジプト法律起草ガイドの、 法律からより良い成果を得るためのツールとしての可能
性を最大限引き出すための政策提言を収録している。

Code: gov-2019-2503-en-print
ISBN : 9789264311435
pages: 49

¥3,200

Open Government in Tunisia: La Marsa, Sayada and Sfax
本書では、 チュニジアの地域レベルでの法律及び制度的枠組み、 公共政策、 オー
プンガバメントの実践について、 ラ ・ マルサ、 サヤダ、 スファックスという 3 自治体を分
析している。 本 書 では、 中 央 政 府 が 地 域レベルでオープンガバメントを創 設 できるよう、
提言を行っている。 また、 これら自治体と市民社会による市民参加、 透明性、 説明責
任のための新たなメカニズム構築の取り組みを支持している。
Code: gov-2018-2617-en-print
ISBN : 9789264310988
pages: 85

¥3,200

Implementing Regulatory Impact Analysis in the Central
Government of Peru
Case Studies 2014-16
本書は、 ペルーにおける規制インパクト分析 (RIA) 導入の進捗状況について考察してい
る。 ペルーの 5 省庁において規制がどのように出されているかを分析し、 それに基づいて
規制インパクト分析システムの構成要素がどの程度実施されているかを評価している。 本
書では、 ペルーにおける国際慣行の採用と包括的な RIA システム構築を加速させるため
の提言を行っている。

Code: gov-2018-2564-en-print
ISBN : 9789264305779
pages: 165

¥4,500

page:
page:55

Social Issues / Migration / Health

Recent Trends in International Migration of Doctors, Nurses and
Medical Students

Code: els-2019-4912-en-print
ISBN : 9789264511705
pages: 139

¥5,800

本書は、 OECD 諸国における医師と看護師の国際移民の動向を論じている。 過去 10
年間に多くの OECD 諸国で医師と看護師の数が増えており、 中でも外国生まれで海外で
訓練を受けた医師と看護師の増加が著しい。 医学教育の国際化を詳細に分析した結
果から、 一部の国々 （イスラエル、 ノルウェー、 スウェーデン、 米国など） では海外で
医学教育を受けた医師の大多数が、 これらの国々で出生したが最初の医学の学位を
海外で取って帰国した人々だということがわかる。 本書には、 欧州 （フランス、 アイルラ
ンド、 ポーランド、 ルーマニア） における医学教育の国際化に関する 4 つの事例と、 海
外で教育を受けた医師の統合に関するカナダの事例を収録している。

Recruiting Immigrant Workers: Canada 2019

Code: els-2019-4908-en-print
ISBN : 9789264353251
pages : 185

¥5,800

カナダは移民受入数が最大であるだけでなく、 OECD 諸国で最も精巧かつ長い歴史を
持つ技能労働移民制度を有している。 主として長年にわたって労働移民を管理してきた
結果、 カナダの住民の 5 人に 1 人以上が外国生まれで、 この割合は OECD 諸国でも最
大である。 カナダで暮らす外国生まれの人々の 60％が高等教育を受けており、 これも
OECD 諸国で最大の割合である。 最近導入された Express Entry は、移民希望表明 (Express
of Interest) によって登録された予備要員から適した候補者を事前審査し、 続いて技能レベ
ルが最も高い候補者をその予備要員の中から選ぶという 2 段階選択システムで、 他の
国々と比べるとその選択制度の競争力がさらに高まった。 また、 成功するためのスキル
を身につけている労働者は、 素早く効率的にカナダに入国できるようになっている。 カナ
ダの成功の鍵は、 精巧な制度そのものだけでなく、 それに関わるイノベーションとインフラに
あり、 それが継続的な試験、 モニタリング、 パラメーターの採用を可能にしている。 その
中には、 総合的、 継続的に改善されているデータインフラと、 それを分析する能力、 そし
て新たな実証と課題に素早く対応する政策が含まれる。

Employment

Financial Incentives to Promote Adult Learning in Australia

Code: els-2019-4883-en-print
ISBN: 9789264785359
pages: 72

page: 6

¥3,200

オーストラリアは、 スキルの需要が変化する中、 企業と労働者が成功できるように成人
向け学習制度を強化する必要がある。 同国では 2012 年以降成人学習の対象が狭まっ
ており、 相当数の社会的弱者が外れているため、 その対象を見直し包摂性を改善する
余地がある。 注意深く設計された財政的インセンティブがあれば、 コストと時間の障壁に
対処することで成人学習への参加を高めることができる。 本書では、 成人学習を促進す
るための様々な財政的インセンティブの長所と短所を、 各国及びオーストラリアの過去の
経験に基づいてまとめている。 これらの考察と個人及び企業レベルの障壁の分析を引用
して、 本書には、 オーストラリアが財政的インセンティブをどのように改革すべきかということ
について、 政策提言を収録している。

Employment

Talent Abroad: A Review of Romanian Emigrants
近年、 ルーマニアでは大規模な経済的、 社会的、 政治的変化が進んでいる。 多
数のルーマニア人の移民と海外移住者 （ディアスポラ） の貢献を考慮して、 ルーマニア
当局は、 海外流出する人材をもっとよく理解しようと模索している。 彼らは同国の経済社
会の発 展に寄 与する大きな可 能 性を持っている。 本 書は、 OECD 諸 国に移 住するルー
マニア人を総合的に捉えた初の報告書である。 ルーマニア人移民の性質を把握するこ
とで、 この共同体についてより良く知り、 ルーマニアが適用している政策を海外移住者に
適したものにすることを目的としている。

Code: els-2019-4240-en-print
ISBN : 9789264934313
pages: 100

¥3,200

Industry and Services

Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and
Inclusive Growth
OECD 2018 Ministerial Conference on SMEs
成長する中小企業は、 雇用の創出、 イノベーション、 生産性の向上、 競争力に相
当なプラスの影響を与える。 デジタルテクノロジーとグローバルバリューチェーンにより、 中
小企業にはグローバル経済に参入し、 イノベーションを行い、 生産性を強化する新たな
機会がもたらされている。 しかし、 中小企業はデジタル転換で出遅れており、 市場の失
敗や貿易障壁、 政策の非効率、 制度の質などの悪影響を不当に受けている。 中小
企業政策に分野横断的にアプローチすることで、 中小企業のイノベーションと規模拡大、
ひいては包摂的成長への寄与を拡充することができる。 そうしたアプローチには、 起業家
によるリスクを恐れない行動や実験を促すビジネス環境、 起業能力、 経営と労働管理
のスキル、 テクノロジー、 イノベーション、 ネットワークなどの活用が含まれる。
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Environment

Addressing Industrial Air Pollution in Kazakhstan
Reforming Environmental Payments Policy Guidelines
カザフスタンは独立以来、 顕著な経済成長率を記録しているが、 その成長の主な要
因は、 商品輸出と高い割合のエネルギー利用である。 こうしたエネルギー利用は持続
可 能 ではなく、 特 に 産 業 の 固 定 汚 染 源 からの 大 気 汚 染 は 深 刻 である。 それ が、 2050
年に経済力で世界トップの仲間入りをし、 OECD 諸国の生活水準に追いつこうという同国
の開発意欲を脅かしている。 本書では、 前回の環境分析に基づいて、 産業大気汚染
に対するカザフスタンの現行の環境支払い （環境関連税、 違反に対する罰金、 損害
規制に対する補償） が、 エネルギー効率化と汚染軽減を強引な違法対策で遅らせ、
歳入の向上に集中することを明らかにしている。 また、 環境便益が限られている同国に
おいて事業を行うには、 追加コストがかかる。 汚染者負担原則があるにも関わらず、 環
境支払いのさらに大幅な規制改革が求められている。 本書では、 OECD 諸国の大気汚
染規制を参考にした改革指針と、 OECD がカザフスタン政府と緊密に連携して行ったシス
テム分析の結果を収録している。
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Urban, Rural and Regional Development

Linking Indigenous Communities with Regional Development

Code: pac-2019-21971-en-print
ISBN: 9789264692534
pages: 344

¥10,400

OECD 加盟 12 カ国に居住する 3800 万人の先住民は、 地域及び国の経済に大きな貢
献をしており、 気候変動のような世界的な課題に対処する独自の資産と知識を持ってい
る。 地方及び地域レベルで彼らを経済に包摂することが、「誰も取り残されないようにする」
という持続可能な開発目標の公約と達成し、 特に農村部で先住民とそれ以外の人々と
の間に依然として存在する深刻な格差を克服する上で不可欠である。 本書では、 下記
の方法で開発目標を達成するために、 地域の先住民の経済を活性化するための提言
を収録している。 先住民に関する統計とデータのガバナンスを改善する ； 起業と零細企
業向けの政策を実現する ； 開発のために土地を活用する手段を提供する ； 地域に基づ
くアプローチを支援するために効果的で包摂的なガバナンスを実現する。

日本語翻訳出版

教育のワールドクラス

21 世紀の学校システムをつくる

アンドレアス ・ シュライヒャー 著
経済協力開発機構 （OECD） 編
ベネッセコーポレーション 企画 ・ 制作
鈴木 寛 ／ 秋田 喜代美 監訳
小村 俊平 ／ 平石 年弘 ／ 桑原 敏典 ／ 下郡 啓夫 ／ 花井 渉 ／ 藤原
誠之 ／ 生咲 美奈子 ／ 宮 美和子 訳
本体 3,000 円＋税
ISBN: 9784750348902
ページ数 : 352 ページ
出版年月日 : 2019/09/08

テクノロジーの進歩やグローバル化の進展により、 教育や学習をめぐる環境も大きく変
化しようとしている。 OECD 生徒の学習到達度調査 （PISA） の創始者であり今なお世界の
教育改革に向けて奮闘する著者が、 長年にわたる国際調査から得られたエビデンスに
基づいて、 21 世紀に向けた新たな学校システムを探究する。
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