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Economics ............................................................................... 経 済

OECD Economic Surveys: Sweden 2019
スウェーデン経済は安定的に成長しているが、 拡大はすでにピークに達し、 グローバ
ルな不確定要素によりその見通しは悪化している。 財政金融刺激策がその経済回復
を後押ししているが、 経済がフル稼働に近い状態になっているため、 徐々に撤回され
ている。 強い公財政により、 特に低金利によって金融政策のマージンが減るため、 不
況の際に金融緩和を行う余地がある。 スウェーデンは 経済が強いだけでなく、 生活水
準が高く、 不平等の度合いは低く、 高い環境実績を上げている。 それでも、 いくつ
かの構造問題を抱えている。 具体的には、 住宅購入の障害を取り除くこと、 デジタ
ル化がもたらす機会を活かして公的サービスの効率を拡大することである。 労働者の
スキルを高水準に維持することは、成長、競争力、社会の団結を維持する上で不可欠
であり、教育実績を向上させ、 生涯学習を促進することが求められる。 本書は、 学
校の成果が振るわず社会の分断が進んでいることに対して、 教育機関の強化、 生
徒のニーズに的を絞った資金提供、 競争と学校選択の拡充、 教職の魅力の向
上、 教師の能力向上などの改革を提案している。
特集 ： 教育

Code: eco-2019-5376-en
ISBN: 9789264623200
pages:106

¥6,500

OECD Economic Surveys: Malaysia 2019
マレーシア経済は良好だが、 社会問題、 ガバナンス問題に取り組まなければならな
い。 新政府は、 包摂的成長と公的機関に対する信頼の改善を優先課題としている。
2024 年までに高所得国になるという目標に向かってさらに前進するには、バリューチェー
ンにおいてより上位を占め、 スキルを向上させる構造改革を行って、 生産性を高めるよ
う注力することが求められる。
成長は、 主に世界の貿易の鈍化のせいで短期的には緩やかになると見られている。
生活費の上昇が、人口の大多数にとっては主な懸念材料となっている。 もっと的を絞っ
た支援を提供し、 起業を促進し、 生産性と低所得世帯の雇用適性を高めることにより、
さらに進歩することができる。
財政政策も改革する必要がある。 財政の余地を築き、 中期的な持続可能性を確
保することが、 現在低水準の税収を増やすために必要である。 予算プロセスの透明
性の改善と、 公的負債管理の強化が、 財政の説明責任の鍵を握っている。
人材開発は、 生産性の向上と包摂的成長の促進に必要とされている。 労働市場
のバランスの悪さが、 生産性を損ない、 バリューチェーンの上位に進むことを難しくして
いる。 教育 ・ 訓練への投資は、 低学歴 ・ 低技能の労働者を助けるもので、 高い技
能への需要を促進する政策は、 学歴過剰の人々を支援することになる。
特集 ： スキルのバランスの悪さを解消して生産性の伸びを後押しする

Code: eco-2019-5560-en
ISBN: 9789264668867
pages:130

¥6,500

page:

1

Economics ............................................................................... 経 済

OECD Economic Surveys: Latvia 2019

Code: eco-2019-5557-en
ISBN: 9789264667082
pages:97

¥6,500

ラトビアは強い経済成長を享受し、 OECD 諸国の中でも高所得の国々の生活水準に
追いつきつつある。 しかし、 残る格差を解消し、 社会保障と経済的機会を平等に得
られるようにするために、 解決すべき課題は多い。 ラトビアは、 生産年齢人口が高齢
化と移民の流出により、 OECD 諸国の中でも最も急速に減少している国である。 この人
口問題に対処し、 生活水準の改善ペースを加速させるには、 強い生産性の伸びが
求められる。 本書では、 スキル、 研究開発、 競争力強化のための取り組みにさらに
多くの投資を行うよう求めている。 また、 社会の包摂性を高めるために、 医療、 社会
保障、 住宅に対する支出を増やす必要があることも強調している。 制度への信頼を
回復し、汚職や非正規労働の多さ、マネーロンダリングといった問題に対処するために、
司法制度と法執行機関の権限を強化する必要がある。
特集 ： 生産性の伸びの強化

OECD Economic Outlook, Volume 2019 Issue 1
Code: eco-2019-5559-en

年間定期購読 ： 年 2 回刊
行 （6 月 ・ 12 月）
冊子 ： ISSN: 0474-5574
2019 年価格 : \24,600
オンラインデータベース ：
ISSN: 1608-1153
2019 年価格 : \67,500

ISBN: 9789264511927

pages:335

¥14,300

OECD Economic Outlook は OECD が年 2 回発行する報告書で、 主要な経済動向の分
析と今後 2 年間の見通しを示すものである。 本報告書では生産、 雇用、 価格、 財
政および経常収支について一貫した予測を行っている。
OECD 加盟国の他、 代表的な非加盟国についても分析を行っている。 今号には総
合評価の他、 デジタル化が生産性に及ぼす影響を論じた特集と、 国別の経済動向
と予測を収録している。

In-Depth Productivity Review of Belgium

Code: eco-2019-6259-en
ISBN: 9789264572928
pages:150

page: 2

¥4,500

ベルギーの 生 産 性は高 い。 しかし、 生 産 性 の 伸 びは過 去 10 年 間で他 の 先 進 諸
国と比較してもかなり大幅に下落している。 これは憂慮すべきことで、 生産性が下がれ
ば賃金の伸びも下がり、 年金や医療、 生活水準の改善も鈍る。 本書では、 生産性
を高めるものを詳細に評価し、 ベルギーの生産性の伸びを回復するための 7 項目から
なる行動計画を提案している。 生産性の伸びを復活させるには、 政府と省庁の能力
を活かす行動が多くの分野で必要である。 企業間と労働市場双方でベルギー経済
に活力を与え、 公財政を成長志向にするためには、 様々な施策が必要である。 本
書では、 生産性の伸びを回復させる詳細な政策措置を提言する他、 実証ベースを
提示する分析を三章収録している。 第 1 章は、 生産性の経済全体及び産業部門ご
との傾向、 第 2 章は、 生産性に対する企業の役割を企業間の実績のばらつきに焦
点を当てて分析し、 第 3 章では労働者から見た生産性を賃金交渉とスキルの役割に
焦点を当てて論じている。
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Main Economic Indicators, Volume 2019 Issue 7
Code: 312019071P1

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
2019 年価格 : \109,500
オンラインデータベース :
2019 年価格 : \ 123,100

Taxation ..............................................................................税

制

The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on
Online Sales
本 書は、 財、 サービス、 無 形 資 産 のデジタル 取 引に対 する VAT/GST の 有 効 かつ
効率的な徴収に関して、 電子商取引市場を含むのデジタルプラットフォームのための
様 々な解 決 策 の 設 計と実 践について、 税 務 当 局に実 践 的な指 針を提 供している。
特に、 デジタルプラットフォームを通じたオンライン取引業者による売上げに VAT/GST を
課 すための 新たな 措 置と、 データ共 有 や 税 務 当 局とデジタルプラットフォームとの 協
力の拡大といったその他の措置を収録している。 国際 VAT/GST ガイドラインや 2015 年
の BEPS 行 動 1 最 終 報 告 書 「デジタル 経 済 の 税 務 問 題 へ の 取り組 み」 を含 む、 デ
ジタルセールスに対する VAT/GST の有効な徴収についての解決策を示している。 特に
問題にしているのは、 プラットフォーム経済の重要性の高まりと、 中でもデジタルプラット
フォームのオンラインセールスの創出、 促進、 実行に果たす役割の重要性に鑑みて、
それが VAT/GST の有効な徴収を大幅に拡大する可能性を持っていることである。

Code: ctp-2019-2443-en
ISBN: 9789264737051
pages:85

¥3,200

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

OECD Fiscal Federalism Studies
Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth in Asia
本書では、 包摂的成長と財政の分権化に取り組むアジア諸国の課題を考察してい
る。 一連の研究では、 この地域の政策が人口動態や経済環境の変化に対応してど
のように進化してきたかを、 各国の特徴、 歴史、 政治経済的な力を念頭に置いて考
察している。
Code: gov-2019-3724-en
ISBN: 9789264469952
pages: 230

¥7,100
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Policy Coherence for Sustainable Development 2019

Code: gov-2019-3741-en
ISBN: 9789264445277
pages:150

¥4,500

SDG ターゲット 17.14 は、 あらゆる国々に 「持続可能な発展のための政策の一貫性
を確保する」 ことを、 実施の主要手段として求めている。 その達成には、 政策部門と
様 々な政 府レベルとの有 意 義な協 調と調 和の取れた行 動が必 要である。 また、 短
期的な優先課題と長期的な持続可能性目標とのバランスを取り、 国内政策が世界
中の人々の暮らし良さに及ぼす影響を念頭に置くことも求められる。
本書は、 各国のこの問題への取り組みを考察し、 進展を加速させる機会を明らか
にしている。 本書はこのシリーズの第 3 巻で、 強い制度的及びガバナンスのメカニズ
ムによって支えられた統合されて一貫性のある政策が、 いかに人々に権限を与え、 包
摂性と公平性を確保することに寄与するかを明らかにしている。

OECD Green Growth Studies
Risk Governance Scan of Colombia

Code: gov-2019-3655-en
ISBN: 9789264629486
pages:148

コロンビアは、 危機管理を改善し災害からの回復力を高めるために、 意欲的な改
革 に 取り組 んでいる。 本 書 では、 2014 年 の 深 刻 な 危 機 のガバナンスに 関 する OECD
勧告に照らして、 その改革がどの程度進んでいるかを評価している。 本書では、 災害
リスクに関わる改革の実施に関して、 成功要因とグッドプラクティスを中央政府の政策
とその実施に焦点を当てて明らかにし、 コロンビアの将来的な取り組みを強化するため
の一連の提言を収録している。

¥5,800

Digital Government in Peru
Working Closely with Citizens

Code: gov-2019-3742-en

本書は、 ペルーの公共部門のデジタル化の現状を考察している。 公共部門のデジ
タル転換を支援する制度的、 法的枠組みを構築する同国の最近の取り組みを収録し
ている。また、公的サービスの立案、提供とその利用しやすさ、さらにデジタルテクノロジー
がその改善において果たす役割についても論じている。 最後に、 本書ではペルーの公
共部門におけるデータガバナンスとオープンデータの現状を評価している。

ISBN: 9789264405868
pages:84

¥3,200

Review of the Kazakhstan Commission on Access to
Information

Code: gov-2019-3678-en
ISBN: 9789264581920
pages:52

page: 4

¥3,200

本書は、 カザフスタンの情報利用に関する法律の執行を、 特に同国の情報利用
に関 する委 員 会 の 実 態に焦 点を当てて評 価している。 この 委 員 会 の 権 限と機 能を、
他の OECD 諸国で情報利用を監督する同様の機関の機能に照らして基準設定してい
る。 本書では、 法律の性質とこうした機関の構造を比較し、 アピールのメカニズムの
利用可能性と効果に焦点を当てている。 本書では、 グッドプラクティスの適用または現
行法制の改訂によって、 カザフスタンの委員会と OECD 諸国の類似機関との協調の
方法を提案している。

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

Addressing Problematic Opioid Use in OECD Countries
過去数年間、 カナダと米国はフェンタニルやカーフェンタニルといった合成オピオイド
の出現によって増幅されたオピオイドの濫用の結果、 オピオイド危機に直面している。 オ
ピオイドの濫用は他の OECD 諸国にも広がっているが、 それはオピオイドの処方が増加傾
向にあり、 非合法薬物の供給ルートが複雑だからである。 本報告書は、 OECD 諸国
全体のオピオイド濫用の度合いについて実証を挙げ、 その主な要因について論じ、 一
連の対策を明らかにしている。 本書では、 医療、 社会サービス、 法の執行を含むあ
らゆる側面からの総合的なアプローチが必要な複雑な公衆衛生上の問題として、 オ
ピオイド危機に注目している。 強力な医療情報システム、 特にデータと研究も必要とさ
れている。 オピオイドの濫用を防ぐには、 患者と医療関係者により多くの情報を提供す
る政策と、 患者に適切な疼痛処理治療を提供することを並行して行う必要がある。 オ
ピオイド濫用に対する公衆衛生アプローチには、 社会経済的配慮 （例えば、 雇用と
住宅） も含めなければならない。 それは、 他の薬物の濫用を防ぐためにも必要なこと
である。

Code: els-2019-4612-en
ISBN: 9789264474260
pages:80

¥3,200

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

TALIS 2018 Results (Volume I)
Teachers and School Leaders as Lifelong Learners
教師は、 前年よりも多くの時間を実際の授業や学習に費やしているのか。 彼らは教
員として働き始めるときに、 準備ができていると感じているのか。 教師が継続的に参加
している職能開発プログラムはどのようなもので、 それは彼らの実際の業務にどのように
影響しているのか。 本書ではまず、 教師が自分の知識とスキルを学級での授業にど
のように活かしているかを、 学級の人口構成と学習環境を提供する学校の風土の評
価と共に考察している。 次いで、 教員が初期の教職 ・ 研修過程で知識と技能を習
得した方法と、 教職に就いている間の継続的な職能開発の中でそうした知識 ・ 技能
を高めるために講じている手段を評価している。 本書では教師と校長の声を元に、 教
職の知識と技能を強化してその専門技術を支援する一連の政策の方向性を示してい
る。
OECD の TALIS （教員指導環境調査） は、 教員と校長を対象にその労働条件と学
習環境を調査した最大の国際調査で、 5 年ごとに教職についてのバロメーターを提供
している。 2018 年調査の結果は、 教師と校長の専門性の様々な側面について調査、
考察している。

Code: edu-2019-3480-en
ISBN: 9789264752566
pages:220

¥7,800

The Road to Integration
Education and Migration
近 年、 移 民 問 題 は OECD の 政 策 論 議 の 中 心 と な っ て い る。 本 書 は、 "Strength
through Diversity" （多様化の強み） プロジェクトが教育制度によって新参者を有効に支
援しようとする場合に必須であることを明らかにした、 主要 8 政策を収録している。 本
書では 各政策について、 システムレベルの政策と学校レベルの実践の立案と実施を
促進する一連の原則を詳述している。 8 つの政策は以下の通り ： 1. 移民人口の非等
質性への配慮 ； 2. 移民の総合的な暮らし良さの促進 ； 3. 難民の生徒に特有のニー
ズへの対応 ； 4. モチベーションを移民社会の主要な資産とすること ； 5. 移民の成果
に社会経済的地位が及ぼす影響を削減するための資源管理 ； 6. 総合的な言語習
得支援 ； 7. 多様性に対処する教師の能力構築 ； 8. 有効なサービス提供を確保しつ
つ社会的団結を妨げるものを除去すること。

Code: edu-2019-3449-en
ISBN: 9789264324657
pages:140

¥3,200
page:
page: 5
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OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education
North Macedonia

Code: edu-2019-3419-en
ISBN: 9789264844124
pages:240

¥7,800

小中学校における生徒の成績を向 上させるために、 生徒の成績評価と教 員の勤
務査定の政策とをもっと効果的に連携させるにはどうしたらよいのか。 このシリーズの国
別報告書は、 評価政策が直面している主な問題を分析し、 学校教育の質、 公平性、
効率を拡充するために改善できる点を明らかにしている。
北マケドニア共和国は、 教育の受けやすさを広げ、 教育機関の能力を強化すると
いう点で、 顕著な進歩を遂げている。 しかし、 同国の若者の多くは、 生きる上で、 ま
た働く上で必要な基礎的能力を身につけることなく学校を中退しており、 生徒の出自が
その成果に引き続き影響を与えている。 本書は UNICEF と OECD の共著で、 生徒が学
習成果を向上させられるアドバイスを与えられるシステムに移行することで、 評価制度を
強化するよう提言している。 本書は北マケドニアだけでなく、 自国の評価制度を教育
の質と公平性の改善にもっと有効活用し、 あらゆる生徒が良い成績を収められる結果
につなげようとしている他の国々の関心にも応えるものである。

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

Vocational Education and Training in Bulgaria
Governance and Funding

Code: skc-2019-4245-en
ISBN: 9789264332997
pages: 54

page: 6

¥3,200

近年、 ブルガリアは職業教育 ・ 訓練 (VET) の改革に多大な意欲を示してきた。 しか
し、 依然として多くの課題を抱えている。 具体的には労働市場のニーズに対する教育
制度の反応の仕方や、 学習者に公平な成果を与える能力に関する課題である。 本
書は、 VET のガバナンスと資金調達という 2 つの問題に焦点を当てている。 これらは、
技能を習得した VET 修了者の輩出の鍵を握る要素でもある。 本書では、 ブルガリアの
VET 制度の強みと、 ガバナンスと資金調達において抱える課題を評価し、 これらの課
題に取り組む方法について、 政策対応を提言している。 VET 制度のガバナンスについ
ては、 以下の 4 つの課題が明らかになっている ： 意思決定の権限と強さ ； 政策決定
に情報を与えるデータと実証の活用 ； 社会的パートナーとの関与 ； 成人の VET による
学習の機会の監督。 VET の資金調達に関しては、 学校レベルの経済的自立と高まる
柔軟性について決定する力は、 今のところあまり大きくない。 本書では、 学校と雇用
者の協力関係を強化して、 政府と民間企業による費用の分担を実現する可能性があ
ると論じている。

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

The Space Economy in Figures
How Space Contributes to the Global Economy
宇宙経済は、 世界中でかつてないほど政府による宇宙プログラムが発展しているこ
と、 バリューチェーンにおける商業関係者の増加、 永続的なデジタル化傾向、 新た
な宇宙システムの時代の到来などによって、 拡大、 グローバル化している。 本書は、
こうした新たな傾向について、新しい国際比較可能なデータと指標を用いて論じている。
本書では、 宇宙活動の重要性が経済面、 開発途上国の戦略面 （ODA の原統計を
元に）、 知識と科学的発見の追求、 そして広く社会全体という様々な面で高まってい
ることに注目している。 宇宙投資を最大限活かし、 持続的な社会経済的成長を推進
するための提言を、 宇宙関係者と活動についての統計的実証を構築している国々に
対して行っている。

Code: sti-2019-1007-en
ISBN: 9789264696549
pages:200

¥6,500

Agriculture and Food .................................................... 農業・食品

Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2019
本書は、 OECD 加盟 36 カ国、 OECD 非加盟の EU 加盟 5 カ国、 新興諸国 12 カ国
の農業政策を評価している。 本書には、 他では得られない農業助成の最新の推定
値を収 録し、 農 業 助 成 の 測 定と分 類 に 生 産 者 支 持 推 定、 消 費 者 支 持 推 定 (PSE,
CSE)、 一般サービス支持推定 (GSSE) とその関連指標という、 総合的なシステムを採
用している。 これらの推 定は、 複 雑さを増す農 業 政 策の性 質を明らかにし、 OECD の
農業政策モニタリング評価の基礎となっている。 国別報告と巻末統計には、 農業推
定の指標を含む詳細な背景データを収録しており、OECD iLibrary のサイトに掲載している。

Code: tad-2019-287-en
ISBN: 9789264332393
pages: 190

¥10,000

OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028
本書は、OECD と国連食糧農業機関 (FAO) の共著で、両機関が持つ農産物、政策、
各国に関する知識の他、 加盟諸国からのインプットをまとめ、 各国、 地域、 世界全
体の農作物市場の今後 10 年の見通しを評価している。
今年度版の特集は、 南米の農業の発展である。

Code: tad-2019-43-en
ISBN: 9789264312456
pages:140

¥4,500
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Trade ...................................................................................... 貿 易

International Trade by Commodity Statistics, Volume 2019
Issue 4
Australia, Czech Republic, France, Hungary, Luxembourg, Slovak
Republic
Code: 342019041P1

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

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。

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

OECD Green Growth Policy Review of Indonesia 2019

Code: env-2019-1940-en
ISBN: 9789264425941
pages:208

¥6,500

インドネシアは世界第 4 位の人口を抱える、 世界最大の島嶼国である。 活力ある経
済成長により、 何百万もの人々が貧困状態を脱した。 しかし、 経済的成功は非常に
高い環境コストを支払って実現したものである。 急速な土地利用方法の変化と化石
燃料によるエネルギーへの依存により、 インドネシアは世界最大の温室効果ガス排出
国の一つになっている。 森林破壊と大気汚染により、 生物種が豊富な生態系が危
機にさらされている。 上水の供給、 下水と廃棄物の管理といった環境サービスをさら
に拡大、 改善する必要がある。 グリーン経済の方向へ進むには、 政策を策定し、 制
度を強化し、 十分な資源を確保する取り組みを継続的に行う必要がある。
本書は、 インドネシアに対するグリーン成長政策審査の結果を収録している。 持続
可能な発展とグリーン成長への進捗状況を考察し、 特に土地利用、 生態系、 気候
変動のつながりに注目している。

Enhancing the Economic Regulatory System for Moldova’s
Water Supply and Sanitation

Code: env-2019-1945-en
ISBN: 9789264987029
pages:139

page: 8

¥4,500

本 書は、 モルドバ共 和 国における上 水 供 給 ・ 下 水 道 (WSS) 部 門に対する健 全な
規制制度の発展を支持している。 政策枠組みは、 WSS システムを近代化、 最適化し、
運用効率 （無償供給、 スタッフ 1 人当たりの業績など） を改善するための WSS の抜
本的な開発を、国内外の公約 （EU との協力協定、持続可能な開発目標、パリ協定、
国内の WSS 戦略） に沿って行うよう求めている。 本書では、 モルドバ政府が健全な
規制を提供する能力と、 WSS の運営者が WSS サービスの価格を抑えつつ、 提供する
サービスのレベルを高められるようにする手段を概観している。 こうした変化は一朝一夕
には実現しない。 購入可能性、 コストの回復、 債務返済、 そして水道施設のための
現実的な実績改善方法につながる健全な規制制度が必要である。

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

Enabling Women’s Economic Empowerment
New Approaches to Unpaid Care Work in Developing Countries
女 性 が 無 給 の 育 児 ・ 介 護 労 働 を 男 性 より多く負 担 して い るた め に、 開 発 途 上 国
では女性の経済参加が妨げられている可能性があるが、 介護労働のニーズは世界
的に高まっている。 政府と開 発パートナーは、 あらゆる市民が経済的機会と公 平な
報酬を得られるようにしつつ、 家族と共同体のニーズをどのように満たすことができるの
か。 本書は、 OECD Policy Dialogue on Women’ s Economic Empowerment の一環として出版さ
れたもので、 無給の介護労働への対策として何がよいかを特定し、 特に政府、 民間
部門の援助者、 市民社会の関係者が介護を必要とする人々と介護をする人々の双
方を支援する政策をどのように策定できるかを明らかにしている。 本書は様々な地域の
無給介護労働のための政策オプションについて既存の知識を、 インフラ、 社会保障、
公的サービス、 世帯内の役割分担の促進という 4 つの政策分野についてまとめてい
る。

Code: dcd-2019-2107-en
ISBN: 9789264570573
pages:85

¥3,200

Lives in Crises
What Do People Tell Us About the Humanitarian Aid They Receive?
2016 年 5 月の世界人道サミットは、人道政策の転換点となった。 このサミットは、人々
のニーズが既存のツールや方法で満たせなくなっている環境で、 どのように人道ビジネ
スを運営するべきかを反映していた。 OECD は、 影響を受けている人々のニーズにタイム
リーかつ効率的に応える 1 つの方法が、 有効な人道的対応だと考えている。 有効性
を測る一つの方法は、 被援助側に対して彼らが受け取っている援助についてどう考え
ているかを尋ねることである。 そのことを念頭に置いて、 OECD は 2016 ～ 2017 年に異な
る種類の危機に瀕している 6 カ国で、 第 1 回調査を実施した （レバノン、 アフガニス
タン、 ハイチ、 イラク、 ソマリア、 ウガンダ）。 世界人道サミットから 2 年が経ち、 OECD
と Ground Truth Solutions は、 第 2 回の調査を上記の 6 カ国とバングラデシュで実施した。
この第 2 回調査の目的は、 一括交渉 (Grand Bargain) を含む世界人道サミットの公約が
最も難しい環境にある人々の生活に目に見える影響を与えているかを評価することであ
る。 本書は、 この問いに対していくつかの解答を提示している。

Code: dcd-2019-2111-en
ISBN: 9789264632547
pages:58

¥3,200

Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019
– Update
Responding to Environmental Hazards in Cities
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 2019 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。 この改訂版では小都市に焦点を当て、 特にスマートシティ戦略と都
市の環境危機について論じている。

Code: dev-2019-2720-en
ISBN: 9789264651937
pages:110

¥3,200
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Urban, Rural and Regional Development ...................... 地域開発

Applying the OECD Principles on Water Governance to
Floods
A Checklist for Action

Code: cfe-2019-22566-en
ISBN: 9789264530454
pages:140

¥3,900

本書では、 水ガバナンスに関する OECD 原則を用いて、 複数の関係者間の政策対
話と洪水管理システムの実績評価を行っている。 本書では、 この原則を洪水が起こ
りやすい環境に適用して、 水が 「多すぎる」 というリスクを管理するためのガバナス枠
組みを強化しようとしている。 2050 年までに 1 億 6000 万人、 世界人口の約 20％が洪
水被害に遭う恐れがあり、 しかもこの割合は上昇しており、 恐ろしい社会経済及び環
境被害を数多くもたらすと見られている。 本書では、 洪水管理に携わる人々のために、
実体験を取り込み、 洪水管理に共通する特徴と主な課題に焦点を当てた 27 の事例
から学んだ教訓を元に、 自己評価ツールとしてチェックリストを提案している。

The Governance of Land Use in Korea

Code: cfe-2019-22401-en
ISBN: 9789264400221
pages: 128

¥3,900

本書は、 韓国、 特に釜山市における土地利用の傾向、 政策、 実情を、 都市再
生と市民参加という視点から考察している。 土地利用計画は、 都市の効率的かつ
包摂的な管理、 持続可能でバランスの取れた発展の追求、 生活の質と地域の競
争力の向上にとって不可欠である。 韓国は、 包括的でよく構成されたヒエラルキー型
の土地利用計画と都市再生枠組みのメリットを享受している。 しかし、 地理的要因と
歴史的発展に加えて一連の人口問題、 経済問題を抱えている韓国は、 土地利用の
管理と都市再生を評価し直し、 韓国の都市部の包摂的成長にてこ入れし、 競争力
を高める必要がある。 本書では、土地利用計画と都市再生への市民参加が、計画、
決定、成果の基礎として良質な情報を集める上で不可欠であると論じている。 本書は、
都市計画当局、 土地利用の専門家、 都市再生プロジェクトや市民参加に携わる都
市管理当局に裨益するものである。

Transport ......................................................................... 運輸・交通

ITF Transport Outlook 2019

Code: 742019011P1
ISBN: 9789282103883
pages:200

page: 10

¥6,500

本書は、 世界全体の交通部門の近年の動向と短期見通し、 貨物 （海上、 航空、
地上） 輸送、 旅客 （自動車、 鉄道、 航空） 輸送の 2050 年までの需要と二酸化
炭素 (CO2) 排出量の長期見通しも収録している。
この 2019 年版では特に、交通システムが途絶した場合の影響を検証している。 また、
貨物、 旅客双方のあらゆる輸送手段への需要とそこから排出される CO2 の長期傾向
について、 いくつかの代替的な政策シナリオを審査している。

日本語翻訳出版

OECD 公衆衛生白書：日本
村澤

―明日のための健康づくり

秀樹 訳

OECD 諸国のなかでも健康長寿とされる日本――だが、 肥満や喫煙、 感染症等
の健康リスク、 健診制度の有効性、 災害時の対応等、 その課題は多い。 健康増
進を目標とした予防戦略 「健康日本 21」 を評価し、 日本の健康戦略の現状と課
題を包括的に整理する。
(OECD Reviews of Public Health: Japan: A Healthier Tomorrow, 2018)

本体 3,800 円＋税
ISBN 9784750348841
ページ数
212 ページ
出版年月日 2019/08/05

OECD 政策レビュー・日本農業のイノベーション
～生産性と持続可能性の向上をめざして～
木村伸吾／米田立子／重光真起子／浅井真康／内山智裕 訳
- 日本の農業がイノベーションを通じて、 より生産性を高め、 環境的に持続可能に
するために求められる政策改革について分析しています。
- 農業イノベーションに影響を与える農業補助金、 研究開発、 人材育成、 投資 ・
起業環境、 環境保全など幅広い政策分野についてＯＥＣＤ諸国での経験を踏まえつ
つ、 分析 ・ 評価しています。
【主要な提言】
- 農業におけるイノベーションと起業を促す政策及び市場環境を構築する
- 農業政策の枠組みに環境政策の目的を融合させる
- 官民及び異なるセクター間でより協働的な農業イノベーションシステムを確立する
- 農家のイノベーション能力を向上させる

本体 3,000 円＋税
ISBN 9784802833790
ページ数
200 ページ
出版年月日 2019/07/26

(Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Japan, 2019)
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