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Economics

Economic Policy Reforms 2019
Going for Growth

Going for Growth 報告書は、 2 年に一度更新され、 OECD 諸国及び主要非加盟
国の所得を上げるために優先すべき政策分野における構造改革を考察する。 （主
要非加盟国 ： アルゼンチン、 ブラジル、 中国、 コロンビア、 コスタリカ、 インド、 イ
ンドネシア、 ロシア、 南アフリカ） 優先分野の選択と改革の進捗状況は、 各国
が自国の経済実績と多岐にわたる領域の構造政策を評価できるように作られた国
際比較可能な指標で把握されている。 優先課題のための詳細な政策提言と近
年取られている行動についての追跡調査の他、 本書には各国についての簡潔な
カントリーノートと、 2017 年以降は包摂的成長についての考察が収録されている。
本書には、成長を高めつつ環境の持続可能性をも確保する改革パッケージという、
Going for Growth 枠組みの新たな領域について特集している。

Code: eco-2019-5379-en-print
ISBN: 9789264371552
pages: 300

¥9,700

OECD Economic Surveys: New Zealand 2019
ニュージーランドの暮らし良さ （幸福度） は全体的に高いが、 所得、 住宅の購
入しやすさ、 富の配分、 水質、 GHG 排出などについては改善の余地がある。 経
済成長は約 2.5％程度で推移すると予測されている。 経済見通しにとっての主な
リスクは、 貿易摩擦の高まりと住宅市場の反発である。 労働市場改革は、 低所
得者の賃金を増やすために行われたが、 逆効果の可能性を抑えるために注意深
く実施する必要があるだろう。 銀行資本要件を相当程度高めると金融危機の際に
予想されるコストを下げるが、 経済活動をも削減する可能性がある。 ニュージーラ
ンド国民の暮らし良さを改善するために、 政府は暮らし良さの目標設定とその報告
方法を法制度に組み込むよう法改正を行い、 暮らし良さの枠組みと一連の指標を
開発し、 予算の優先順位設定と意思決定に必要な情報を与えるために暮らし良
さの実証を用いている。 移民政策は移民とほとんどのニュージーランド出生の人々
の暮らし良さを高めているが、 それによる住宅コストの上昇、 人口過密、 大気汚
染はマイナスの影響をもたらしている。 住宅供給の需要への反応をより良くするため
に様々な措置が取られている。 しかし、 人口過密を防止する厳格な抑制政策に
代わる、 望ましい結果を上げられ、 地方政府のインフラ資金調達の圧力を緩和で
きる、 代替的資金源に沿ったルールを採用する必要がある。
特集 : 暮らし良さ ； 移民 ； 住宅問題

Code: eco-2019-5980-en-print
ISBN: 9789264340572
pages: 179

¥6,500

page:
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Finance and Investment

OECD Reviews of Pension Systems: Peru

Code: daf-2019-248-en-print
ISBN: 9789264447837
pages: 176

¥5,800

本 書はペルーの官 民 双 方の年 金、 従 量 課 金 制の確 定 拠 出と積み立ての見 通
しを考察し、 年金制度全体を評価している。 そして本書では、 高齢者の貧困対策、
寄金年金制度の確かな枠組みの構築、 年金対象者と年金水準の改善、 積立式
私的年金の設計と規制の改善について、 政策オプションを収録している。 こうした提
案の目指すところは、 国の年金制度が高齢者に退職後所得を保証できるということ
に対するペルー国民の信頼を改善することである。
本書は、 国別年金制度審査報告書シリーズの一環として出版された。 各国が年
金制度全体の機能を改善できるよう、 政策オプションを提供している。 各国の状況
に 沿 った 政 策 オ プ ションは、 各 国 の 年 金 制 度 の 特 性 と、 年 金 制 度 改 革、 設 計、
規制に関する国際的なベストプラクティスに基づいて提案されている。

Taxation

Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2019

Code: ctp-2019-2016-enes-print
ISBN: 9789264839465
pages: 300

本書は、 南米 ・ カリブ諸国 25 カ国の 1990 ～ 2017 年の比較可能な税収統計を
収 録している。 OECD の 歳 入 統 計データベ ースを元に、 OECD の 方 法 論を南 米 ・ カ
リブ 諸 国 に 適 用し、 この 地 域 内 の 国 々 及 びその 他 の 国 々と、 税 水 準と課 税 構 造
を一 貫 性を持って比 較 できるようにしている。 本 書は OECD の Centre for Tax Policy and
Administration と開発センター、 Inter-American Centre of Tax Administrations (CIAT)、 ラテンア
メリカ ・ カリブ経済委員会 (ECLAC)、 米州開発銀行 (IDB) の共著である。 南米 ・ カ
リブ諸国の比較可能な税収統計をまとめている。

¥9,700

Tax Policy Reforms 2019

OECD and Selected Partner Economies

Code: ctp-2019-2531-en-print
ISBN: 9789264456464
pages: 110

page: 2

¥3,200

本書はこの年報の第 4 版で、 様々な国々の税制改革に関する比較情報を提供
し、 時間とともに変化する租税政策の動向を追跡している。 本書では、 OECD 全加
盟国及びアルゼンチン、インドネシア、南アフリカの最近の税制改革を取り上げている。
税制改革を監視し、 それが実施された状況を理解することは、 租税政策の決定に
情報を与え、 政府の税制改革の評価、 立案を支援することになる。

Taxation

Tax Morale

What Drives People and Businesses to Pay Tax?
納税意識を高める手段を解き明かすことで、 政府、 特に納税率が低い開発途上
国 政 府 の 税 制 立 案と税 務 管 理を支 援 することができる。 本 書は、 開 発 途 上 国 の
納税意識を向上させるいくつかの主要な社会経済的、 制度的要因を明らかにする
OECD の研究を元に、 納税意識に公共サービスが与える影響を検証することで社会
契約の実証を実験しようとしている。 また、 企業の納税意識を調査する出発点として、
租税の確実性に関する新たなデータを用いている。 この分野は、 既存の研究がごく
限られている。 最後に、 企業の意思決定を左右しうる租税制度に関わる様々な要
因と、 それが地域によってどのように異なっているかを明らかにし、 今後の研究対象と
なる分野を提案している。 本書では、 今後の研究に関して様々な提案を行うとともに、
納税意識への配慮を全体的な税務コンプライアンス戦略にどのように統合すべきか
ということを提案している。

Code: ctp-2019-2532-en-print
ISBN: 9789264777620
pages: 63

¥3,200

Governance

Public Procurement in Germany

Strategic Dimensions for Well-being and Growth
欧州最大の経済大国であるドイツには、 対 GDP 比約 15％ （5000 億ユーロ） とい
う膨大な公的調達市場があり、 経済社会の様々な領域に影響している。 本書では、
下記の 6 分野に焦点を当てることで、 公的調達がドイツ市民の暮らし良さに与える影
響を分析している ： 経済的及びそれ以外の影響 ； 法的及びガバナンス枠組み ； 中
央集権 ； 電子調達 ； 戦略的調達 ； 人材。 さらに、 ドイツの公共調達のほぼ 80％
は連邦州と地方政府によって実施されているため、 準政府レベルの調達についても
分析している。

Code: gov-2019-3489-en-print
ISBN: 9789264365483
pages: 293

¥9,700

Risk Governance Scan of Kazakhstan
本書は、 カザフスタンの災害リスク管理についてのガバナンス枠組みを収録してい
る。 同国内には、 主に洪水、 地滑り、 雪崩、 極寒、 熱波など、 様々な災害リス
クが存在している。 本書では、 中央政府がこうした災害リスクを管理するためにどのよ
うな国家戦略を掲げているか、 国のリスクガバナンス枠組みはどのように形成、 実施
されているかを明らかにしている。 また、 国及び地方レベルでの災害からの回復力に
民間部門とその他非政府組織が果たす役割についても考察している。

Code: gov-2019-3492-en-print
ISBN: 9789264780040
pages: 108

¥3,200

page:
page:33

Governance

Digital Government Review of Panama

Enhancing the Digital Transformation of the Public Sector

Code: gov-2019-3736-en-print
ISBN: 9789264618350
pages: 150

本書では、 パナマが国及び地方レベルで幅広い戦略目標を達成するために、 デ
ジタル政府をどのように拡充できるかを考察している。 制度のガバナンス、 法制、 良
質な公共サービスを提供するための組織の能力と技能を含む省庁間の調整などに
ついて考察している。 公共サービス提供の効率と包摂性を高めると共に、 データの
戦略的利用を拡大する機会を明らかにしている。 パナマが公共部門のデジタル転換
を実施し、 それを維持できるようにするための政策提言を行っている。

¥4,500

Digital Government Review of Argentina

Accelerating the Digitalisation of the Public Sector

Code: gov-2019-3739-en-print
ISBN: 9789264976849
pages: 150

¥4,500

本書は、 アルゼンチンで行われている公共部門のデジタル化とデータガバナンス改
善、 デジタルガバメント構築の取り組みに焦点を当てている。 アルゼンチンの制度的、
法的、 政策的枠組みを考察し、 それが公共部門のデジタル転換において果たす戦
略的役割を明らかにしている。 また、 公共部門のデジタル化の能力を強化し、 市民
のニーズにより良く応えられるようにする方法についても議論を行っている。 ICT の調達、
管理、 試運転が公共部門の責任と効率をいかに改善するか、 また政策一貫性と
デジタル政府基準の遵守を支持するかを考察している。 最後に、 データリーダーシッ
プとスチュワードシップを含む公共部門のデータガバナンスの現状、 データ生産のた
めのルールとプラットフォーム、 シェアリングと相互運用性、 データ保護、 データ統合、
オープンガバメントデータイニシアチブについても論じている。

Reforming ISSSTESON’s Public Procurement for Sustainability

Code: gov-2019-3841-en-print
ISBN: 9789264346307
pages: 164

page: 4

¥5,200

本書は、 メキシコのソノラ州政府の労働者に医療サービスと年金サービスを提供す
る機 関、 ISSSTESON の公 共 調 達 政 策と実 践について分 析している。 2015 年の公 共
調達に関する OECD 理事会勧告を基準として ISSSTESON の慣行を評価し、 様々な財
政状況において、 同機関がその調達の実施を改善し効率を高めるよう支援している。
また、 同機関の歳入構造を検証し、 メキシコとその他の国々と比較して寛大すぎる
年金制度の改革を提案している。

Education

Education at a Glance 2019
OECD Indicators

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。
本書では、 高等教育修了率、 博士課程修了者とその労働市場における成果、 高等
教育の入学制度に関する新たな指標を含む高等教育特集と、 持続可能な開発目標の
目標 4 について一章を設けている。

Code: edu-2019-3777-en-print
ISBN: 9789264803985
pages: 520

¥16,900

Science and Technology

Main Science and Technology Indicators
Volume 2019 Issue 1
Code: 942019011P1

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
2019 年価格 : \19,900
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
2019 年価格 ： \ 48,100

Trade

International Trade by Commodity Statistics, Volume 2019
Issue 5
Iceland, Slovak Republic, OECD Total, NAFTA, OECD Asia and
Pacific, EU27
Code: 342019051P1

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
2019 年価格 : ¥176,900
オンラインデータベース （年
間アクセス） :
ISSN: 1608-1218
2019 年価格 : ¥119,800
page:
page:55

Development

Multi-dimensional Review of Peru
Volume 3. From Analysis to Action

Code: dev-2019-2752-en-print
ISBN: 9789264727250
pages: 80

¥3,200

ペルーでは過去 20 年の間に社会経済が大きく進歩し、 2010 年頃に高中所得国
の仲間入りを果たした。 しかし、 様々な開発の罠に捕らわれないようにするには、 さら
に克服しなければならない課題がある。 近い将来こうした課題を克服して次の段階に
至り、 生産性が高く包摂的な発展を遂げ、 あらゆる人々の暮らし良さを向上させるに
は、 健全な政策改革が求められる。 経済の多様化、 つながり、 雇用のフォーマル
化という 3 つの重要な問題に、 特に取り組む必要がある。 本報告書では、 これら 3
つの優先分野における主な課題を分析し、 政策行動計画を設定している。 また、 こ
れら 3 分野について提案された改革を実施することで生じる進歩を把握する必要が
あるが、 そのための一連の指標を収録した点数表を提案し、 ペルーが 2025 年及び
2030 年前に達成することを目指すべき目標を各指標ごとに明らかにしている。

Multi-dimensional Review of Paraguay
Volume 3. From Analysis to Action

Code: dev-2019-2753-en-print
ISBN:9789264868359
pages: 137

¥4,500

パラグアイは 2030 年までに意欲的な開発目標の達成を自国に課している。 その達
成には、 持続可能な経済的繁栄の資源を強化すること、 より包摂的な発展の軌道
に乗ることという 2 つの課題を克服しなければならない。 より包摂的な社会になるには、
幅広い抜本的な改革を行う必要がある。 まず、同国の医療制度を体系的に改革し、
医療保険の対象を拡大し、 健康リスクに晒される国民を減らし、 医療サービス提供
の効率を高めることが求められる。 次に、社会保障制度の分断を克服し、市民のニー
ズに合った正しいサービスとリスク管理ツールを提供できるよう、 有効性を高める必要
がある。 特に、 年金制度を改革して対象範囲を拡大し、 公平性と持続可能性を高
める必要がある。 そして 3 つ目の改革は、 教育 ・ 訓練制度の質と包摂性を強化し、
経済界で必要とされるスキルを身につけた人材を創出し、 あらゆる人々に機会を与え
ることが求められる。 本シリーズの第 1 巻、 第 2 巻の分析と提言に基づいて、 本書
では行動を起こすべき主な分野を特定し、 改革の手始めとして的を絞った行動計画
を明らかにしている。 本書はまた、 パラグアイの改革を支援する一連の指標を収録し
ている。

Urban, Rural and Regional Development

How's Life in the Province of Córdoba, Argentina?

Code: cfe-2019-22615-en-print
ISBN: 9789264352292
pages: 120

page: 6

¥3,900

本書は、 アルゼンチン、 コルドバ地方の 4 大都市的集積地域の人々の暮らしを
評価し、 地域発展を強化し、 究極的には人々の暮らし良さを高めるための政策提言
を行っている。 約 30 の統計指標を用いて、 本書ではコルドバ地方の都市部の実績
を 12 の暮らし良さの領域について分析し、 それを OECD 加盟 38 カ国の 391 地域と、
ブラジル、 ペルー、 コロンビア、 コスタリカの 98 地域の実績と比較している。 また、
コルドバ地方の 4 都市の間にある暮らし良さの不平等を明らかにし、 同地方が集中
的に取り組むべき 3 つの優先課題を提案している。 それは、 i) 暮らし良さの指標が将
来の政策策定を導くこと、 ii) 実証基盤を拡大するために、 地方の統計制度を継続
的に強化、 近代化すること、 iii) 地域開発政策の成果をより有効、 効率的、 かつ
包摂的なものにするためにガバナンスの取り決めを強化する。

Energy

Renewables Information 2019
Renewables Information は、 OECD 加盟国の過去と現在の市場動向を包括的に収録し
ている。 1999 年以降の世界の再生可能・廃棄物エネルギーの動向を概観している。
特に注目しているのが、 再生可能 ・ 廃棄物エネルギー源からの発電を行っている
OECD 加盟諸国で、 詳細な統計を収録している。 世界の再生可能 ・ 廃棄物市場
の動向と概要も掲載している。 エネルギーの指標、 発電能力、 再生可能及び廃
棄物資源からの電力と熱の生産、 再生可能製品と廃棄物製品の生産と消費など
を掲載している。

Code: iea-2019-491-en-print
ISBN: 9789264960794
pages: 502

¥14,300

Natural Gas Information 2019
本 書は、 天 然ガスの需 給 状 況を OECD 加 盟 国 及び非 加 盟 国についても調 査した
統計集である。 本書には、 LNG とパイプライン取引、 天然ガス埋蔵量、 備蓄能力、
価格についての重要情報を集録している。 本書の主要部分は OECD 加盟国の詳細
な需給バランスを国別、 地域別 （北米、 欧州、 太平洋地域） に示すとともに、 ガ
スの消費内訳を最終消費者別に集計している。 輸出入データは輸入元と輸出先別
に掲載している。

Code: iea-2019-492-en-print
ISBN: 9789264546356
pages: 422

¥21,400

Oil Information 2019
本書は、 石油需給の最近の動向に関する統計集である。 世界の主要な石油製
品 の 生 産 高、 貿 易、 価 格、 消 費 量を、 1970 年 代 初 頭 まで 遡って 収 録している。
石油の需要、 供給、 貿易、 生産高、 消費量を OECD 加盟各国及び地域の最終
消費者別により詳細かつ包括的に収録している。 特に貿易データは、 輸出国と輸
入国別に示している。
Code: iea-2019-493-en-print
ISBN: 9789264633117
pages: 775

¥21,400

Coal Information 2019
本 書 は 世 界 の 石 炭 部 門 における過 去 及 び 現 在 の 市 場 動 向を包 括 的 に 分 析して
いる。 世界の石炭生産高と備蓄高、 石炭の種類別の需要、 貿易高と価格など、
世界の石炭の動向がわかる概要を収録している。 OECD 加盟 34 か国を国別、 地域
別に、 過去から現在までの石炭の動向をより詳細かつ包括的な統計資料を、 表と
グラフを用いて提供している。 主要な石炭生産国と消費国について、 過去数年の
石炭のバランスと貿易のデータを収録している他、 その他の国と地域について石炭
供給と最終利用の概要統計を収録している。

Code: iea-2019-494-en-print
ISBN: 9789264852228
pages: 509

¥21,400
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Energy

Electricity Information 2019

Code: iea-2019-495-en-print
ISBN: 9789264404465
pages: 703

¥19,500

本 書 は、 OECD の 電 力 部 門 に お け る 市 場 動 向 の 包 括 的 な 情 報 を 収 録 し て い る。
電力と熱の市場の動向について、 統計による概要を提供している。 生産高、 設備
能力、 電力と熱の生産、 投入された燃料構成、 供給と消費、 電力貿易などの情
報を掲載している。 OECD 加盟国については特に詳細に、 生産、 設備容量、 電力
と熱生産への投入燃料ミックス、 消費、 電力貿易、 投入燃料の価格、 最終消費
者の電力料の情報も収録している。 エネルギー消費全体、 エネルギー指標、 エネ
ルギー形式と発電所の種類別のエネルギーと熱の生産高、 電力の輸出入、 部門
別エネルギーと電力の消費量、 電力価格と電力投入燃料の価格を、 国別、 地域
別に収録している。

World Energy Statistics 2019

Code: iea-2019-496-en-print

本書は、 世界の包括的なエネルギー統計をあらゆるエネルギー源－石炭、 ガス、
石油、 電力、 再生可能、 廃棄物－について収録している。 OECD 加盟諸国の他、
主要なエネルギー生産、 消費国 100 カ国以上と世界全体と地域別の合計値を含
む 160 以上の国 ・ 地域のエネルギー供給量と消費量のデータが含まれている。 エ
ネルギーデータを原単位で詳細に掲載している他、 生産高、 貿易高、 産業部門
別の最終消費の時系列データの概要を収録している。

ISBN: 9789264848023
pages: 891

¥15,600

World Energy Balances 2019

Code: iea-2019-497-en-print
ISBN: 9789264334946
pages: 793

page: 8

¥15,600

本書は、 世界最大級のエネルギー生産、 消費諸国の包括的なエネルギーバラ
ンスを収録している。 OECD 加盟諸国の他、 主要なエネルギー生産、 消費国 100 カ
国以上と世界全体と地域別の合計値を含む 160 カ国 ・ 地域のエネルギー供給量
と消費量の詳細なデータが含まれている。 本書には国別に全エネルギー源－石炭、
ガス、 石油、 電力、 再生可能エネルギー、 廃棄物－のデータをグラフを交えて収
録している。 それに加えて、エネルギー別の生産、取引、最終消費の時系列データ、
主要なエネルギー指標と経済指標と、 世界全体のエネルギー生産及び利用の傾
向の概要を収録している。

日本語翻訳出版
地図でみる世界の地域格差 OECD 地域指標 2018 年版
都市集中と地域発展の国際比較
中澤 高志 監訳
鍬塚 賢太郎／久保 倫子／久木元 美琴／飯嶋 曜子 訳
人口分布、 産業発展 ・ 技術革新、 雇用成長と失業率、 教育、 生活の質、
環境、 健康状態、 医療資源等について、 都市化による地理的集中と地域発
展の視点から、 国際比較可能で精緻な地域指標をもとに、 豊富な図表と色分
けした地図でわかりやすく提示する。 オールカラー版。
(OECD Regions and Cities at a Glance 2018, 2018)
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