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OECD Economic Surveys: Japan 2019

日本の現在の好景気は戦後 長で、 1 人当たりの GDP の伸びは 2012 年以降

OECD 全体のそれに近づいている。 しかし、 この好景気はすでにピークに達し、 世

界経済の不確定要素によりその見通しは悪化している。 経済成長は金融緩和策

と財政措置によって 2019 年の消費増税が相殺されるため、 緩やかなペースで続

くと予測されている。 女性の就労率が上昇しているにもかかわらず、 人口減少と

高齢化を反映して労働力不足は深刻化しており、 労働市場改革が急務である。

年功序列賃金や定年制度のような従来からの労働慣行は、 人生 100 年時代に

対応できない。 企業が定年制を設ける権利を廃止し女性の雇用を妨げる障壁を

取り除くなど、 包括的な改革を行うことが不可欠である。 人口高齢化も公的社会

支出と政府債務をさらに上昇させる。 特に後者はすでに対 GDP 比で OECD 地域全

体で も高い水準にある。 日本は、 財政の持続可能性を確保するために、 特定

の支出削減と歳入増を含む包括的な財政再建策を実施しなければならない。 医

療と介護の支出を抑える一方で、 自治体の境界を越えて地域の公共サービスを

共同で提供し、 人口減少の中でコンパクトシティを発展させることが不可欠である。

特集 ： 高齢化社会における労働改革 ； 財政の持続可能性の確保

Code: eco-2019-5377-en-
print 

ISBN: 9789264610613 
pages:160 ¥6,500

Highlight  ......................................................................... 注目の新刊

OECD Economic Survey: Japan の概要を

ウェブサイトでご覧いただけます

日本は人口の高齢化と高水準の政府債務という相互に関連し合う課題に直面している。 高齢化の

一部は平均寿命の延伸によって進行している。 2007 年に生まれた子供の２人に１人は 107 歳まで生き

ることが見込まれており、 このことが労働市場に与える意味は大きい。 高齢者の生産年齢人口に対する

比率は 2015 年の 50％から 2050 年には 79％に達し、 OECD 加盟国の中で 高水準を維持し続ける。

高齢人口の増大は 1992 年以降社会保障経費を急増させている。 27 年続く財政赤字により、 政府

の粗債務残高対 GDP 比は 2018 年に OECD 加盟国の中で過去 高の 226％に達した。 政府の試算

では、 人口高齢化により医療 ・ 介護支出が 2060 年までに GDP 比で 4.7％上昇すると見込まれている。

支出が増加する一方、 高齢者一人当たりの生産年

齢人口が 2.0 人から 2050 年には 1.3 人にまで減少す

る中で、 日本の社会保障の持続可能性を確保する

ための措置を講ずることは 優先の課題である。

続きはこちら ： http://bit.ly/2JUgJEv
 

https://doi.org/10.1787/fd63f374-en
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OECD Reviews of Public Health: Japan
A Healthier Tomorrow

Code: 812019031P1 
ISBN: 9789264311596 
pages:208 ¥5,200

本書は、 日本の公的医療制度を評価してその長所と短所を明らかにし、 改善

のためのいくつかの提言を収録している。 本書では、 日本の公的医療制度の構

造と、 政策がどの程度国民の健康維持と高齢者の健康寿命の延長を含む公衆

衛生上の課題に対応できているかということを検証している。 特に、 日本の幅広

い第一次予防戦略と広範な健康診断プログラムについて評価している。 後者は

日本の二次予防戦略の基礎となっている。 本書ではさらに、 日本の公衆衛生緊

急事態と、 緊急事態が発生したときの対応力についても検証している。

Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in 
Japan

Code: tad-2019-225-en-
print 

ISBN: 9789264427662 
pages:140 ¥4,500

日本では、 農業は他の経済部門とは異なる処遇を受けている。 しかし、 新しい

農業構造とバリューチェーンの統合が進むグローバルトレンドに沿って、 政策を変

化させ、 農業におけるイノベーションと起業を可能にし、 生産者に課す環境責任を

大きくする必要がある。 現代の農業は技術集約型、 データ集約型の産業で、 日

本はこうした競争力あるテクノロジーとスキルを、 農業イノベーション共同システムを

構築することで、 農業に取り入れられる状態にある。

Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Japan の

概要をウェブサイトでご覧いただけます

日本の農業は、 近年まで長らく縮小傾向を見せていた。 1990 年以降、 日本の農業生産額は 25％

以上減少し、 販売農家及び農業従事者数は 50％以上減少した。 農業は、 主に国際競争力を高める

ことで特に農村地域における経済成長に貢献するため、 常に生産性の向上を求められ続けてきた。 一

方で、 集約的な農業生産は高い環境負荷につながった。

従来、 日本農業は小規模の稲作に特徴付けられ、 より生産性や収益性の高い大規模農家への構

造転換が主な政策目標であった。 今日、 農業産出額に占めるコメの割合は 20％を下回り、 少数の大

規模かつ多くの場合法人形態を取る農家の存在が増している。 2015 年には、 3％の大規模農家が農

業総生産の過半を占めるまでになっている。

縮小する国内市場及び労働力の減少は、 食料農業部門を含む日本経済に重要な示唆を持つ。 日

本の生産年齢人口は今後 40 年間でさらに 41％減少し、 65 才以上の人口割合もおよそ 40％に達する

と見込まれている。高齢化は農業分野で も進んでおり、農業経営者の 56％が 65 才以上となっている。

続きはこちら ： http://bit.ly/2WlYONu
 

Highlight  ......................................................................... 注目の新刊

https://doi.org/10.1787/9789264311602-en
https://doi.org/10.1787/92b8dff7-en
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Economics  ...............................................................................経 済

OECD Economic Surveys: France 2019

Code: eco-2019-5381-en-
print 

ISBN: 9789264987449 
pages: 186 ¥6,500

フランス経済は徐々に回復していたが、 その成長が鈍くなっている。 生産性と雇

用の上昇が抑えられて住民 1 人当たりの GDP の伸びは下落しているのに対して、

公的支出は引き続き多い。 債務を確実に減少させるために、 公的支出削減が

不可欠である。 それと税制の合理化が減税を助け、 終的には経済活動の活

性化につながる。 労働市場の柔軟性を引き続き促進することで、 生産性と生活

水準が高まるだろう。 失業率は特に低技能労働者、 若者、 高齢労働者の間で

高い。 技能を高めより良い教育を受けられるようにすることで、 より包摂的な労働

市場と世代間の移動性が実現する。 フランスでは、公的資本ストックの質が高い。

その維持管理を改善することで、 そうした資産がさらに強化される。 新規投資、 特

にエネルギーと交通部門への投資を行って、 環境に配慮した経済成長とデジタル

化を促進すべきである。 これは、 厳格な費用対効果分析をさらに拡大適用するこ

とで、 達成すべきである。

特集 ： 労働市場の実績 ； 公共投資

OECD Economic Surveys: Italy 2019

Code: eco-2019-5079-en-
print 

ISBN: 9789264444652 
pages:138 ¥6,500

近年、 イタリア経済は世界経済の条件と金融緩和政策、 構造改革に後押しさ

れて徐々に回復している。 しかし、 この回復は 近弱まっており、 イタリアは引き続

き、 長期にわたる社会経済的問題に苦しんでいる。 生活水準は 2000 年からほぼ

変わっておらず、 若者の貧困率は依然として高い。 地域間の格差はここ数十年

でさらに拡大した。生産性を高め雇用を増やすための包括的な改革パッケージが、

経済成長を強化し社会的包摂性を高める鍵を握っている。 在職給付と所得保証

制度は、 もし求職プログラムと訓練プログラムを並行して導入すれば、 雇用を増や

し貧困を削減することになるだろう。 地域発展政策に関与する団体の間の調整を

合理化、 改善し、 地方自治体レベルの能力を強化できれば、 遅れた地域の成

長と社会的包摂性を高めることができる。

特集 ： イタリアの社会的地域的分断への対策

Main Economic Indicators, Volume 2019 Issue 5
OECD Code: 312019051P1  pages:256

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

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 ： 年 約 18

か国

ISSN: 0376-6438 

2019 年価格 : \130,600

https://doi.org/10.1787/a0eee144-en
https://doi.org/10.1787/369ec0f2-en
https://doi.org/10.1787/g2g9faee-en
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Finance & Investment ....................................................金融・投資

OECD Sovereign Borrowing Outlook 2019

Code: daf-2019-206-en-
print 

ISBN: 9789264698024 
pages: 90 ¥3,200

本書は、 国債の借入必要額の傾向、 資金調達戦略、 市場のインフラ、 負債

額を公債管理者の見通しに基づいて定期的に調べた結果をまとめたものである。

本書は資金調達戦略と借入必要額とを政策的に区別している。 中央政府の市場

性国債のニーズまたは必要額は、 財政赤字と償還を元に計算される。 資金調達

戦略は、 様々な手段と調達チャネルを用いて借入ニーズをどのように賄うべきかを

決定するものである。

本書では、 国債ニーズのデータ、 情報、 背景を収録し、 OECD 地域と地域諸

国全体の資金戦略と負債管理政策について論じている。 特に借入必要総額と

純額、 中央政府の市場性国債、 財政政策と公的負債管理と通貨政策の相互

関係、 戦略や手段への資金供与、 証券流通市場における流動性、 投資家基

盤の変化などについて考察している。

Taxation  ..............................................................................税  制

Taxing Wages 2019

OECD Code: 232019021P1
ISBN: 9789264313743 
pages:640 ¥27,400

本書は OECD 諸国の所得税の詳細を収録した年報である。 対象は、 雇用者が

支払う個人所得税と社会保険料、 雇用主が支払う社会保険料と給与税、 共

働きの家族が受け取る現金給付などである。 本書は、 これらの税と給付が各国

でどのように計算されているかを明らかにし、 それが家計所得にどのような影響を及

ぼしているかを検証している。 それによって、 様々な所得水準の単身者と家族の

労働費用水準と税負担と現金給付の全体的な状況を定量的に国際比較するこ

とができる。 所得水準と世帯構成が異なる 8 種類の世帯種類 （独身、 1 人親、

稼ぎ手が 1 人または 2 人で子供がいる、 またはいない） について、 労働コストに

対する平均及び限界実効税率を明らかにしている。 平均税率は、 課税と社会保

険料の対象となる現金給付の前後双方の総賃金または労働コストの部分を測るも

ので、 限界税率はこれらの課税対象となる賃金または労働コストの増加分を測る

ものである。 特集 ： 中央値の賃金を得ている労働者への課税

The Sharing and Gig Economy: Effective Taxation of Platform 
Sellers

Forum on Tax Administration

Code: ctp-2019-2015-en-
print 

ISBN: 9789264665927 
pages: 56 ¥3,200

本書は、 シェアリングエコノミー、 ギグエコノミー （インターネット経由で仕事を単

発で請け負う非正規の働き方） において、 財 ・ サービスの販売によって得られる

所得に有効に課税するためのアプローチを考察している。税務当局がプラットフォー

ム販売者、 シェアリングとギグエコノミーのプラットフォームに良く関与し、 相互により

有効な租税遵守を可能にする様々な方法を検討している。 本書は 4 つの章で構

成されている。第 1 章は、シェアリング、ギグエコノミーの背景とオンラインプラットフォー

ムの役割を論じ、 第 2 章では、 この研究に参加した税務に関する OECD フォーラム

の加盟諸国が採った 近のアプローチ例を収録している。 第 3 章では、 税務当

局がこの部門におけるコンプライアンスを可能にするために検討を希望しているであ

ろう様々なオプションを収録している。 後に第 4 章では、 今後更に研究すべき

3 つの提言と検討事項として、 情報提供とプラットフォーム販売者支援に関する税

務当局とプラットフォームとの共同作業、 プラットフォームとの関係でリスクのある税

を理解するための実証ベースの改善、 シェアリング、 ギグエコノミープラットフォーム

による標準的な報告のための立法モデル開発の支援を収録している。

https://doi.org/10.1787/aa7aad38-en
https://doi.org/10.1787/tax_wages-2019-en
https://doi.org/10.1787/574b61f8-en
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Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review 
Report, Slovak Republic (Stage 1)

Inclusive Framework on BEPS: Action 14

OECD Code: 232018521P1
ISBN: 9789264309920 
pages: 88 ¥ 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 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、 スロバキアの行動

14 の 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  ..............................................................................税  制

Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review 
Report, Turkey (Stage 1)

Inclusive Framework on BEPS: Action 14

OECD Code: 232018501P1
ISBN: 9789264309869 
pages: 84 ¥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 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、 トルコの行動 14 の

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。

Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review 
Report, Hungary (Stage 1)

Inclusive Framework on BEPS: Action 14

OECD Code: 232018551P1
ISBN: 9789264309975 
pages: 84 ¥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 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、 ハンガリーの行

動 14 の 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。

https://doi.org/10.1787/9789264309890-en
https://doi.org/10.1787/9789264310087-en
https://doi.org/10.1787/9789264309982-en
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Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review 
Report, Estonia (Stage 1)

Inclusive Framework on BEPS: Action 14

OECD Code: 232018571P1
ISBN: 9789264310735 
pages: 72 ¥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 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、 エストニアの行動

14 の 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。

Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review 
Report, Iceland (Stage 1)

Inclusive Framework on BEPS: Action 14

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 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、 アイスランドの行動

14 の 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。

OECD Code: 232018541P1
ISBN: 9789264309951 
pages: 76 ¥3,200

Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review 
Report, Greece (Stage 1)

Inclusive Framework on BEPS: Action 14

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 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、 ギリシャの行動

14 の 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。

OECD Code: 232018561P1
ISBN: 9789264309999 
pages: 88 ¥3,200

Taxation  ..............................................................................税  制

https://doi.org/10.1787/9789264310742-en
https://doi.org/10.1787/9789264309968-en
https://doi.org/10.1787/9789264310001-en
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Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review 
Report, Romania (Stage 1)

Inclusive Framework on BEPS: Action 14

OECD Code: 232018511P1
ISBN: 9789264309876 
pages: 84 ¥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 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、 ルーマニアの行動

14 の 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  ..............................................................................税  制

Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review 
Report, Slovenia (Stage 1)

Inclusive Framework on BEPS: Action 14

OECD Code: 232018531P1
ISBN: 9789264309937 
pages: 76 ¥ 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 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、 スロベニアの行動

14 の 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。

Global Forum on Transparency and Exchange of Information 
for Tax Purposes: Liechtenstein 2019 (Second Round)

Peer Review Report on the Exchange of Information on Request

Code: ctp-2019-2017-en-
print 

ISBN: 9789264172517 
pages:128 ¥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。

https://doi.org/10.1787/9789264309883-en
https://doi.org/10.1787/9789264309944-en
https://doi.org/10.1787/299793c5-en
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Governance  .................................................................. ガバナンス

Delivering Better Policies Through Behavioural Insights
New Approaches

Code: gov-2019-3473-en-
print 

ISBN: 9789264555730 
pages:150 ¥4,500

行動インサイトの利用が広がっているため、 各国はその方法論を政策策定の新

たなフロンティアへと拡大適用しようとしている。 本書は、 競争、 消費者保護、 エ

ネルギー消費、 安全といった分野の複雑な政策問題に行動から情報を得た解決

策を用いることを、 様々な理論的、 実験的アプローチで試している。 本書では政

策当局に、 個人の行動に関わる政策問題に対処するとともに、 組織の行動を変

えるための新たなアイデアを提供している。

OECD Good Practices for Performance Budgeting

Code: gov-2019-3665-en-
print 

ISBN: 9789264111998 
pages:60 ¥3,200

成果主義予算は、OECD 諸国で広く採用されている予算慣行である。 本書では、

OECD 諸国によるその採用と実践を支持する実証に関する説明を含む、 成果主義

予算の領域における推奨慣行原則に関する OECD の助言と事例を収録している。

本書の元になっているのは、 OECD による加盟国の調査結果、 OECD 諸国の予算

に関する審査報告書、 予算担当の上級公務員ネットワーク内での OECD 諸国及

び政府高官の間の情報交換などである。

Counterfeiting and Piracy and the Swedish Economy
Making Sure "Made in Sweden" Always Is

Code: gov-2019-3491-en-
print 

ISBN: 9789264163324 
pages:76 ¥3,200

スウェーデン経済はイノベーションが多く知的財産が豊富で、 ほぼすべての産業

が知的財産を生産または使用している。 スウェーデンのイノベーション産業は輸出

依存型でもあり、 グローバルバリューチェーンに積極的に参加することで、 グロー

バル経済に非常によく統合されている。 それと同時に、 偽造と海賊行為の脅威が

高まっており、 スウェーデンはその被害に遭いやすい。 本書は偽造の直接的な経

済的影響がスウェーデンの産業、 政府、 消費者に与える影響を測っている。 本

書は、 スウェーデンへの偽造品輸入の影響と、 さらに重要なスウェーデンのイノベー

ション企業の知的財産権を侵害する偽造品の世界的な取引の影響の双方を考

察している。

Administrative Simplification in the Mexican Social Security 
Institute

Code: 422018431P1
ISBN: 9789264306554 
pages:158 ¥4,500

本書は、 メキシコの社会保障制度で実施している行政簡略化措置が市民と企

業に与える影響を評価している。 行政負担は、 市民と企業が政府に情報を要求

または提供するために書式に記入して待機するのにかかる時間で計測する。 標準

コストモデルの適応を用いると、 行政の形式主義の簡略化とデジタル化のおかげ

で、 利用者が被るそうした負担が少なくとも 25% 削減されることを本書では明らかに

している。 また、 この制度によってさらにどのくらいの負担軽減ができるかも示唆し

ている。 オンラインの書式の利用を促進することで、 この制度は行政負担をさらに

11% 削減することができるとみられている。

https://doi.org/10.1787/6c9291e2-en
https://doi.org/10.1787/c90b0305-en
https://doi.org/10.1787/eb300f5b-en
https://doi.org/10.1787/9789264306561-en
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Social Issues / Migration / Health  ........................社会問題・移民

Under Pressure: The Squeezed Middle Class

Code: els-2019-4242-en-
print 

ISBN: 9789264542839 
pages:167 ¥5,200

中産階級世帯は、 グローバル化から取り残されており、 その経済的恩恵に疑問

を持っている。 多くの OECD 諸国で、 中産階級の所得は平均所得ほど増加してお

らず、 全く増加していない国もある。 数十年前には中産階級の労働者が行ってい

た中程度のスキルを要する仕事の多くは、 自動化されている。 住宅のような中産

階級の生活スタイルに必須の財 ・ サービスのコストは、 収入や全体的なインフレ率

より速いペースで上昇している。 こうした現実に直面して、 中産階級の人々は貯蓄

力を失い、 場合によっては家計が赤字に陥っている。 本書では、 中産階級が受

けている様々な圧力を明らかにしている。 中所得層世帯の傾向を職業、 消費、

財産、 負債、 自覚的認識、 社会的態度といった側面から分析している。 また、

不況時に中産階級の生活水準と経済的安定を守るために、 中産階級によって提

起される懸念に対処するための政策イニシアチブについて論じている。

Policy Responses to New Forms of Work

Code: els-2019-4108-en-
print 

ISBN: 9789264461819 
pages:100 ¥3,200

本書は、 OECD、 EU、 G20 諸国が多様化する雇用形態への対策として採ってい

る政策行動を概観し、 各国が似たような問題を抱えている分野でピアラーニングを

奨励している。 多くの国々が、 既存の政策と制度が急速に変化する労働環境の

現在 （そして今後） の課題に有効に対処できるのかを検討している。 近年、 多く

の国々で標準的な労使関係 （無期契約フルタイム雇用） とは異なる雇用契約

が出現及び増加している。 その中には、 臨時雇用の他、 自己採算労働、 プラッ

トフォーム労働を含む。 雇用主が脱税と規制逃れの手段とする見せかけの自営

業が増加している国々もある。 これらの変化から、 世界中の政策当局は、 労働

市場、 スキル開発、 社会保障といった様々な分野の政策でそれにいかに対応で

きるかを見直している。 政策当局は、 雇用形態の多様性によってもたらされる柔軟

性を、 労働者と企業の保障をどのようにバランスを取ることができるのだろうか。

Corporate Governance in MENA
Building a Framework for Competitiveness and Growth

Code: daf-2019-43-en-
print 

ISBN: 9789264789791 
pages:184 ¥6,500

強力なコーポレートガバナンス枠組みは、 経済成長を高め競争力を強化し社会

の繁栄を築くので、MENA （中東・北アフリカ） 諸国には必要である。 G20/OECD コー

ポレートガバナンス原則の基準と国有企業のコーポレートガバナンスに関する OECD

ガイドラインは、 こうした枠組みを構築するための参考になる。 本書では、 課題を特

定し改革のための政策オプションを提案することで、 MENA 地域のコーポレートガバ

ナンスを評価している。 本書の結論は、 資金と資本市場の利用しやすさの向上、

透明性と情報開示の改善、 企業のリーダーの男女比の改善、 MENA 地域の国

有企業のガバナンス改善という 4 つの分野における政策と実践の分析に基づいて

いる。 総合的な結論では、 MENA 諸国は近年コーポレートガバナンス枠組みを強

化しているが、 経済効率、 持続可能な成長、 財政安定化を支えるコーポレートガ

バナンス措置の採用、 実施において、 依然として課題を抱えていると述べている。

Governance  .................................................................. ガバナンス

https://doi.org/10.1787/2a6992c2-en
https://doi.org/10.1787/689afed1-en
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Investing in Youth 
Finland

Code: els-2019-4396-en-
print 

ISBN: 9789264497290 
pages:117 ¥3,900

Investing in Youth シリーズは、 若者の雇用、 社会支援、 スキルに関する OECD の

知見に基づいて執筆されており、 OECD 諸国と主要新興諸国を取り上げている。

本書はフィンランドについての報告書で、 調査データと行政データの様々な情報

源を駆使してフィンランドの若者の状況を総合的に分析した新しい結果を収録して

いる。 国際比較の観点からフィンランドの教育、 雇用、 社会政策を詳細に評価し、

学校から労働市場への移行を改善するための提言を行っている。

Education  ...............................................................................教 育

Social Issues / Migration / Health  ........................社会問題・移民

OECD Skills Outlook 2019
Thriving in a Digital World

Code: els-2019-4244-en-
print 

ISBN: 9789264592728 
pages:285 ¥9,100

経済社会で、 機会と課題の双方をもたらすデジタル転換が進んでおり、 デジタ

ル社会の便益を各国が獲得できるかどうかは、 その国の国民のスキルに大きく依

存している。 本書の目的は、 政策、 特にスキル開発と利用に影響する政策によっ

てデジタル転換の成果を実現し、 各国の国民の間でその恩恵をより等しく共有でき

るようにするにはどうすれば良いかということを理解することである。 人々が新しい技

術の恩恵を受け、 取り残されないようにするには、 総合的かつ調整された政策的

取り組みが必要である。 それと同時に、 こうした調整された政策パッケージは、 生

産性と暮らし良さを高め、 否定的な影響の緩衝材ともなるデジタル化を促進する

必要がある。

Developing Minds in the Digital Age
Towards a Science of Learning for 21st Century Education

Code: edu-2019-3354-en-
print 

ISBN: 9789264697553 
pages:260 ¥5,000

本書では、 脳科学や社会科学、 認知科学、 行動科学、 教育、 コンピュータ

と情報科学、 人工知能とマシンラーニング、 工学などから得た学際的な見解を

含め、 人がどのように学習するのかということについて新たな科学的研究に注目し

ている。 こうした新たな開発が、 技術の進歩に基づく新たな興味深い展望を提供

してくれる。 それによって、 学習における長年の問題の再検討を可能にし、 新たな

疑問を提起し、 学習の研究に新たなアプローチを与えてくれる。 本書は、 こうした

研究成果が教育慣行と政策にもたらす意味と、 実際の教育慣行と政策から得ら

れる知識と経験が研究と理論の構築にどのように情報提供ができるかという論議

を促進することを目的としている。

https://doi.org/10.1787/1251a123-en
https://doi.org/10.1787/df80bc12-en
https://doi.org/10.1787/562a8659-en
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A Flying Start
Improving Initial Teacher Preparation Systems

Code: edu-2019-3352-en-
print 

ISBN: 9789264828780 
pages:168 ¥3,900

教師の教育は、 今日の多様性が増す学級と急速に変化する社会環境の中で

全ての生徒がその可能性を開花させるために不可欠である。 本書は、 教員養成

制度の主な特徴を、 OECD Initial Teacher Preparation (ITP) で集められた情報を分析す

ることで明らかにしている。 この ITP の調査では、 課題、 長所、 イノベーションを明

らかにするために、 以下の 7 カ国における教師の継続的学習の第一段階の政策

環境を調査している。 オーストラリア、 日本、 韓国、 オランダ、 ノルウェー、 米国、

ウェールズ （英国）。

本書では、 教員養成制度の設計と維持に関わる課題について論じ、 制度の

様々な段階 （政策、 教員養成機関、 学校） について国際的な実証と実践に

基づいて提言を行っている。 したがって、 本書は政策当局、 教員養成の指導者、

教育機関のリーダー、 教師、 研究者などにとって、 有益な資料となり得る。

PISA 2018 Assessment and Analytical Framework

Code: edu-2019-3355-en-
print 

ISBN: 9789264940314 
pages:308 ¥9,700

本書は、 OECD 生徒の学習到達度調査 (PISA) の概念的基礎を収録している。

この国際調査は生徒の知識、 スキル、 暮らしを総合的、 正確に測るもので、 今

回の 2018 評価が第 7 回目である。 前回同様、 2018 年調査でも読解力、 数学、

科学のテストを行っており、 今回の焦点は読解力である。 また、 生徒のグローバ

ルな能力－他者の意見と世界観を理解、 尊重する能力－の評価を行っている。

金融リテラシーもオプショナル評価として収録された。

この枠組みでは、 生徒の出自と学校の学習環境についての情報を得るために

生徒と学校長に配布された質問票と、 生徒の成績に関わる要因を評価するため

のに保護者と教師に配布された質問票も収録している。 一部の国々の生徒は、

自分の教育の道筋、 情報通信技術に馴染んでいるか、 暮らし良さに関する追加

の質問票にも回答している。

Beyond Profi ciency
Using Log Files to Understand Respondent Behaviour in the Survey 

of Adult Skills

Code: edu-2019-3030-en-
print 

ISBN: 9789264590823 
pages:104 ¥3,200

大規模な調査をコンピュータで管理することで、 コンピュータのインターフェースと

サーバーとのインタラクションを記録したログファイルを分析し、 調査参加者について

豊富な情報を集めることができる。 本書は、 PIAAC の成人力調査から得られたタイ

ミングと関与の指標を調査している。 その両者から、 回答者が費やす時間とどこ

で脱落したか－正しい答えをする可能性を下げ、 結果的に測定結果の質も下げる

－という点で、 各国間及び社会人口グループ間で大きな違いがあることがわかる。

このような分析から、 政策当局、 研究者、 教育者は、 回答者の認知的戦略と

成果の善し悪しの原因をより良く理解できるようになる。 そしてそれによって、 評価の

設計が改善し、 訓練と学習のプログラムの有効性が高まる。

Education  ...............................................................................教 育

https://doi.org/10.1787/cf74e549-en
https://doi.org/10.1787/b25efab8-en
https://doi.org/10.1787/0b1414ed-en
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OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019

Code: cfe-2019-21980-en-
print 

ISBN: 9789264374805 
pages: 320 ¥10,400

本書は、 中小企業の実績の最近の傾向と、 中小企業と起業家にとっての事

業環境と政策枠組みを総合的に概観している。

この 2019 年版では、 ビジネスダイナミズム、 生産性の伸び、 賃金格差、 輸出

傾向などに関する実証を OECD 加盟国と新興諸国について企業規模別に比較で

きるようになっている。 デジタル化とグローバル化が市場の条件と、 資金、 スキル、

テクノロジー、 データ、 その他のイノベーション資源といった中小企業による資源の

戦略的利用に対して持つ意味合いについて考察している。 本書では、 中小企業

と起業家の経済的寄与を拡大するための規制枠組みと政策を比較分析し、 中

小企業と起業家が事業を行い活動規模を拡大する際に直面する機会と課題に

ついて、 先進的な見解を収録している。 また、 各国の中小企業の実績と事業条

件の最近の動向をまとめた国別プロフィールを収録している。 本書に掲載していな

い国々のプロフィールは、 オンラインで入手できる。

OECD Compendium of Productivity Indicators 2019

Code: sdd-2019-435-en-
print 

ISBN : 9789264696778 
pages:152 ¥4,500

本書は、 OECD 諸国と加盟申請中の国々、 主要パートナー諸国、 一部の G20

諸国における生産性水準とその伸びの最近の傾向と長期的傾向を包括的に概

観したものである。 本書の導入部では、 生産性、 雇用、 賃金の最近の動向を

分析している。

Employment .............................................................................雇 用

Strengthening Active Labour Market Policies in Italy

Code: els-2019-4241-en-
print 

ISBN: 9789264721180 
pages: 192 ¥6,500

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、 イタリアについての報告書である。 本書では、 イタリアの労

働市場政策が国及び地域レベルでどの程度積極的に役割を果たしているかという

ことを、 特に雇用法 (Jobs Act) 主導の公的雇用サービスの改革プロセスに焦点を

当てて論じている。 現在進行中の改革には、 特にこのシステムの関係者が協力

して統合的な実績管理枠組みを構築し、 国全体の IT インフラを開発して求職者と

雇用主に寄与する地域事務所の業務を支援すれば、 イタリアの雇用サービスの

実績を改善できる可能性がある。 労働市場活性化政策担当庁は、 関係者間の

協力を奨励し、 新たなツールと方法論の開発をリードし、 新しいサービスモデルを

実施する地域の雇用当局を支援する上で、 重要な役割を担っている。 一般的な

改革プロセスの他に、 本書ではイタリアにおける雇用サービス提供に関わる特定ア

プローチを考察している。 具体的には、 労働市場活性化策に的を絞った求職者

プロファイリングツールの活用、 雇用サービスの質と能力を雇用サービスを民間の

サービス提供者に外注することで向上させること、 雇用主に働きかけ、 需要サイド

のサービスを前進させることなどがある。

Industry and Services   ........................................... 産業・サービス

https://doi.org/10.1787/160a3c28-en
https://doi.org/10.1787/b2774f97-en
https://doi.org/10.1787/34907e9c-en


page: 13page: 13

Science and Technology    ...........................................科学・技術

Digital Innovation
Seizing Policy Opportunities

Code: sti-2019-866-en-print
ISBN: 9789264723054 
pages: 88 ¥3,200

本書では、デジタル転換－デジタルテクノロジー、データとソフトウェア、AI アナリティ

クス、 その他の発展－がどのようにイノベーションの過程と結果を変化させているか

を論じている。イノベーションの主要なインプットとしてのデータ利用の増加、仮想シミュ

レーションや 3D プリンタその他のデジタルテクノロジーによる実験の可能性の拡大、

デジタルテクノロジーによって実現するサービスイノベーションへの重点的な取り組み

など、 経済と、 産業部門特有のダイナミクスの背後にある要素の一般的傾向を

明らかにしている。

こうした変化を考慮して、 本書ではデジタル時代のイノベーションと包摂的発展を

促進するために、 イノベーション政策をどのように適応させるべきかを評価し、 政策

行動を取るべき優先分野を明らかにしている。 また、 各国がデジタルテクノロジー

の採用と共同イノベーションを促進するために実施している新たなイノベーション政策

アプローチについても考察している。

An Introduction to Online Platforms and Their Role in the 
Digital Transformation

Code: sti-2019-994-en-print
ISBN: 9789264962736 
pages:216 ¥9,100

オンラインプラットフォームは我々の日常生活の非常に多くの部分を支えており、

私生活でも仕事の上でもそれらに依存している。 我々は、 財 ・ サービスの売買、

オンラインでの情報検索、 他者とのコミュニケーションなどでオンラインプラットフォー

ムに頼っている。 また、 オンラインプラットフォームは新しい重要な政策課題も提起

しているが、 そのビジネス自体が見た目よりも複雑なので、 常によく理解されている

わけではない。 本書は、 世界の先進的プラットフォーム企業 12 社の詳細な経歴

を収録し、 そこからプラットフォームは何をしているのか、 その方法、 財政的に成功

している理由などについて考察している。 例えば、 プラットフォームには複数の共通

する経済的性質がある一方で、 非常に多様なので一部門に含めてしまうことはも

ちろんできないし、 少数のカテゴリーにすら区分することができない。 さらに、 その

成功の理由も一様ではない。 そして、OECD 諸国の中では中国の主要プラットフォー

ムの存在感は依然として低いが、 世界的には拡大しており、 注目を集めている。

Environment  ............................................................................環 境

OECD Environmental Performance Reviews
Turkey 2019

Code: 972019011P1 
ISBN: 9789264309746 
pages:200 ¥5,800

トルコは OECD 諸国でも も早い成長を実現しているが、 温室効果ガスの排出

量も急増している。 2008 年以降、 その経済成長は大気汚染、 エネルギー利用、

廃棄物、 水の消費とは比較的切り離されていた。 しかし、 トルコ経済は非常に資

源集約的で、 化石燃料に依存しているため、 絶対量では環境への圧力がこれ

からも高まり続けることになる。 同国の環境実績を改善するには、 低炭素の循環

型社会への移行をさらに進める必要がある。

本書は、 トルコに対する第 3 回目の環境実績評価である。 持続可能な発展と

グリーン成長に向けた進歩を評価しており、 特に気候変動、 都市部の下水管理

に焦点を当てている。

https://doi.org/10.1787/a298dc87-en
https://doi.org/10.1787/53e5f593-en
https://doi.org/10.1787/9789264309753-en


page: 14

Development ........................................................................開 発

Measuring Distance to the SDG Targets 2019
An Assessment of Where OECD Countries Stand

Code: sdd-2019-447-en-
print 

ISBN: 9789264480940 
pages: 144 ¥4,500

持続可能な開発目標 (SDGs) は、 2030 年までに世界中の国々が達成すべき幅

広い意欲的なプログラムを設定している。 SDGs には 169 のターゲットからなる 17 の

ゴールがあり、 この 2030 アジェンダの複雑で網羅的な性質は、 各国政府がその

実施にあたって膨大な課題を抱えるていることを表している。 OECD は各国を支援す

るために、 SDGs のゴールとターゲット全体の進捗状況を比較できるようにする独自の

方法論を開発している。 本書では、 244 の指標からなる国連グローバルリストに基

づいて、 OECD 諸国が現在データが入手できる SDG ターゲットを満たすまでにどのく

らいの道のりを歩まなければならないかを評価している。 この 2019 年版では、 OECD

諸国の 新の結果を平均値と国別の双方について収録するとともに、 SDGs の時

系列の進捗状況と国境を越えて影響する側面の評価に新たに探索的アプローチ

を行っている。 SDG 全体について各国の実績の長所と短所を概観することで、 本

書では各国が SDGs の舵取りをし、 幅広い 2030 アジェンダの中で取るべき行動に

独自の優先順位をつける支援を行うことを目的としている。

Can Social Protection Be an Engine for Inclusive Growth?

Code: dev-2019-2647-
en-print 

ISBN: 9789264914322 
pages: 65 ¥3,200

開発プロセスにおける社会保障制度の役割が近年注目を集めているが、 特に

多くの新興諸国、 開発途上国では社会保障に大きな投資をすることは、 依然とし

て難しい。 本書は我々に、 包摂的発展というレンズを通して社会保障投資の経済

的合理性について深く考察するよう求めている。 本書は社会保障、 成長、 不平

等の間のつながり、 このつながりを経験的に測る方法、 社会保障が包摂的成長

に及ぼす影響、 社会保障へのより多くの投資を促すための確たる経済的事例の

構築方法についての我々の理解を助けるものである。

本書では、 社会保障に関する議論を 3 つの方法で充実させている。 1 つは、

OECD が包摂的成長と定義するものに社会保障が与える影響を概念化し測定する

ために、 方法論的枠組みを提示している。 2 つ目の方法は、 包摂的成長に様々

な社会保障プログラムが与える影響について、新たな経験的実証を提供している。

3 番目は、 社会保障への投資強化を助ける一方で、 影響を測定するためのより

良いデータの必要性を訴えている。

Tackling Vulnerability in the Informal Economy

Code: dev-2019-2646-en-
print 

ISBN: 9789264779433 
pages:157 ¥5,200

世界全体の労働者の大半は非正規雇用者で、 保護も規制もされておらず、 あ

るいは正しく認識されず、 価値も認められない市場活動及び非市場活動を通して、

経済社会の発展に寄与している。 本書はその非正規性と、 非公式経済に蔓延

する脆弱さを詳細に診断している。 ILO の非公式性指標と、 個人と世帯に基づく

OECD 非公式性主要指標に基づいて、 非公式経済における労働者の生活を改

善させるための新たなアイデアを考察している。

本書は、 非公式経済から公式経済への移行に関する世界的な議論に次の 4

つの方法で寄与している。 1) 条件、 地理的位置、 発展段階が多様な多数の

国々における非公式性の様々な側面を検証する ； 2) 非公式性と発展プロセスと

のつながりに関する新たな経験的実証を示す ； 3) 社会保障と適切なリスク管理

策によって軽減できる貧困や職業上のリスクといった非公式経済のリスクと脆弱さを

評価する ； 4) 公式経済への移行が幅広い政策領域に関わる複雑な問題である

ことを明らかにする。

https://doi.org/10.1787/a8caf3fa-en
https://doi.org/10.1787/9d95b5d0-en
https://doi.org/10.1787/939b7bcd-en
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Development ........................................................................開 発

OECD Development Co-operation Peer Reviews
Norway 2019

Code: dcd-2019-2067-en-
print 

ISBN: 9789264548664 
pages : 100 ¥3,200

OECD 開発援助委員会 (DAC) は、 加盟各国の開発協力への取り組み、 政策、

プログラムを定期的に審査している。 DAC 加盟各国の援助政策とプログラムは、

ほぼ 5 年ごとに詳細に調査される。 DAC ピアレビューは、 開発協力担当機関だけ

でなくその国全体の実績を評価し、 政策と実施双方について調査している。 審査

の対象となる国の開発協力と人道支援活動について統合された制度全体の視

点から評価を行う。

国民総所得の 1％を ODA に支出するというノルウェーの公約は、 政治の領域全

体で支援されている。 ノルウェーは、 多国間チャネルを使ってグローバル公共財を

推進したり、 世界共通の課題に取り組んだりする機会が増えている。 本書では、

ノルウェーが開発協力へのアプローチを達成する一助となるシステム、 構造、 能

力の変化を考察している。 その中には、ノルウェーの持続可能な開発のためのビジョ

ンと政策にプログラミングを一致させる戦略的監督、 結果と知識及びリスクへのア

プローチの強化、 人権や男女平等、 気候変動と環境、 汚職防止といった分野

横断的な問題への大胆なアプローチなどが含まれる。

SME Policy Index: Western Balkans and Turkey 2019
Assessing the Implementation of the Small Business Act for Europe

Code: 032019011P1 
ISBN: 9789264312869 
pages: 450 ¥14,300

西バルカン 6 カ国とトルコの繁栄にとって、 中小企業部門が堅調であることが不

可欠である。これらの国々では、雇用者の 70％以上が中小企業部門で働いており、

付加価値の 65％が同部門で創出されている。 しかし、 この地域全体の中小企業

は成長と生産性を妨げる数々の課題に取り組んでいるため、 その潜在力が十分に

活かせていない。 国際貿易に参加する中小企業は依然として少なく、 高付加価

値産業への移行や拡大が難しいため、 付加価値への寄与も相対的に低い。

本書は、 EU 加盟を控えた 7 カ国における、 欧州中小企業議定書の 10 原則の

2016 ～ 18 年の実施状況を概観している。 過去 10 年間に実施された同様の評

価の進捗状況を把握し、 中小企業が影響を受けている未解決の課題を特定して

いる。 また、 中小企業の発展を妨げる障壁を取り除き、 包摂的経済成長を牽引

する力を解放するための的を絞った提言も収録している。

Multi-dimensional Review of Thailand
Volume 3: From Analysis to Action

Code: dev-2019-2636-en-
print 

ISBN: 9789264447523 
pages: 108 ¥3,200

タイは急成長しており、 2037 年までに高所得国の仲間入りを果たすと予測されて

いる。 強い経済成長により、 タイは 2010 年代初頭に高中所得国の仲間入りを果

たし、 多くの分野で高い実績を上げている。 その一方で、 繁栄の恩恵は国全体

で等しく共有されておらず、経済的発展は環境を犠牲にして成り立っている。 今後、

タイが様々な能力を構築し急速かつより包摂的な経済成長を維持するためには、

次の 3 つの変化を乗り切る必要がある。 1 つは、 タイのあらゆる地域の潜在力を開

放することで、 更なる成長を可能にすること、 2 つ目は様々な関係者と政府レベル

の組織と協力を有効にする方法を発展させること、 3 つ目は水の安全と災害リスク

を管理することである。 前号の詳細な分析と政策提言を元に、 本書ではこうした移

行を支援するための一連の行動を提案している。 その行動の焦点は、 タイで も

多様だが も貧しい北部地域に当てられている。

https://doi.org/10.1787/75084277-en
https://doi.org/10.1787/g2g9fa9a-en
https://doi.org/10.1787/7ef9363b-en
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Urban, Rural and Regional Development ......................地域開発

OECD Territorial Reviews
Hidalgo, Mexico

Code: 042018191P1 
ISBN: 9789264310384 
pages: 312 ¥10,400

イダルゴ州は、 メキシコで も小さい州の 1 つである。 同州はメキシコシティと近

接していることで恩恵を受けており、 その領域にいくつもの経済資産、 環境資産を

保有している。 長期にわたった不況が終わり、 同州は国の水準との格差を埋め

つつある。 しかし、 生産性と所得水準は国全体の水準と比べると依然として低く、

同州南部と北部や山岳地帯の自治体の間には非常に大きな社会経済的格差

が存在している。 本書では、 イダルゴ州が特に一連の制度改革と政策でビジネス

環境を改善することによって景気をいかに改善しようとしているかを考察している。 経

済的収斂を加速させ、 高付加価値の産業部門に移行する機会に焦点を当てて

いる。 本書はまた、 包摂的成長を促進し、 南北格差を削減するためのいくつかの

提言を収録し、同地域のガバナンス上の課題に対処するための提案を行っている。

Multi-dimensional Review of Panama
Volume 3: From Analysis to Action

Code: dev-2019-2566-en-
print 

ISBN: 9789264628205 
pages:57 ¥3,200

本書は、 パナマが開発戦略を策定し、 更なる持続可能で包摂的な発展を達

成するために必要な政策改革を特定、 支援できるように設計されている。 現在パ

ナマは高い成長率を達成しているが、 社会経済的便益をあらゆる産業部門、 地

域、 世帯に行き渡らせるためには更なる政策が必要である。

Development ........................................................................開 発

https://doi.org/10.1787/34075eca-en
https://doi.org/10.1787/9789264310391-en
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