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

National Accounts of OECD Countries, Volume 2018 Issue 2
Detailed Tables

National Accounts Detailed Tables には、 主要集計値に加えて、 GDP、 家計の目的

別最終消費支出、 簡略化した一般政府、 企業、 家計の勘定を収録している。

OECD 加盟 36 カ国とユーロ圏について、 最長 2007 年まで遡ってデータを収録して

いる。 各国の統計表は各国通貨単位で表記されている。 全ての国のデータは、

2008 SNA に基づいている。
OECD Code: 012018081P1
ISBN: 9789264305588 
pages: 348 ¥9,100

National Accounts of OECD Countries, Financial Accounts 
2018

本書は、 OECD 加盟国の金融勘定を扱っており、 その中には金融資産の純増

と負債の純増という金融取引を、 非金融企業、 金融企業、 一般政府、 家計、

家計に貢献する非営利機関、 経済全体、 その他といった制度部門別及び金融

業務別に収録している。 国別表の単位は各国通貨である。 全ての国のデータは、

2008 SNA に基づいている。

National Accounts of OECD Countries, Financial Balance 
Sheets 2018

本書は、 OECD 加盟国の金融貸借対照表と、 金融資産と負債という金融ストッ

クを、 非金融企業、 金融企業、 一般政府、 家計、 家計に貢献する非営利機関、

経済全体、 その他といった制度部門別及び金融商品別に収録している。 全ての

国のデータは、 2008 SNA に基づいている。

OECD Code: 012018101P1
ISBN : 9789264308602 
pages: 325 ¥10,400

OECD Code: 012018111P1
ISBN : 9789264308640 
pages: 330 ¥10,400

OECD Economic Surveys
Netherlands 2018

OECD Code: 102018191P1
ISBN: 9789264302587 
pages: 109 ¥6,300

オランダ経済は、 見通しが明るく公財政も堅実であることから、 力強く成長し労

働市場も堅実である。 しかし、 経済見通しを悪化させる金融リスクがあり、 また同

国は英国の EU 離脱の影響を受けている。 今後を見越して、 デジタル化とグロー

バル化が経済の機能を変化させる中、 より包摂的な社会に向けた改革が必要と

されている。 税制は、 不平等を高めることなく成長を支援するように合理化する必

要がある。 労働市場も、 様々な側面でもっと包摂的にすることができる。 税制と

規制制度の改革を組み合わせることで、 自営業者と非正規雇用の労働者の雇

用の質を、 この種の働き方を損なうことなく改善することができる。 また、 パートタイ

ム雇用における男女格差を減らし、 社会的弱者の労働者の技能を拡充する余地

がある。 最後に、 人口高齢化に対処するためにも、 職業年金制度を改革し、 保

健専門職の供給を確保する必要がある。

https://doi.org/10.1787/na_fa-2019-en
https://doi.org/10.1787/na_fbs-2019-en
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-nld-2018-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-volume-2018-issue-2_na_ma_dt-v2018-2-en
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Finance & Investment ....................................................金融・投資

OECD Investment Policy Reviews
Viet Nam 2018

OECD Code: 202017041P1
ISBN: 9789264282513 
pages: 413 ¥4,500

本書は、 投資のための OECD 政策枠組みを用いて、 ベトナムの投資環境を評

価するとともに、 ベトナム政府がその改革の取り組みにおいて抱えている課題と機

会について論じている。 本書では、 海外投資の傾向と実績、 海外の投資家の

参入と投資活動への規制、 投資の法的枠組み、 コーポレートガバナンスと競争

政策、 税制改革、 投資の促進と円滑化、 インフラの接続性、 グリーン成長のた

めの投資枠組み、 責任ある事業活動を促進、 可能にする政策などについて論じ

ている。

OECD Pensions Outlook 2018

OECD Code: 212018041P1 
ISBN: 9789264305403 
pages: 256 ¥6,500  

本書では、 年金制度が退職後所得の改善にどの程度ふさわしいかを考察して

いる。 基金型年金に焦点を当て、 多様な政策目標と退職後のための貯蓄に関

わるリスクを考慮しながら、 様々な年金制度をどのように組み合わせることができる

かを評価している。 各国が財政インセンティブの設計を改善する方法について考察

し、 基金型年金の提供にかかるコストの調整に関する政策指針を収録している。

本書はまた、 年金基金のガバナンス、 投資政策、 投資リスクの管理の強化に

ついて、 各国の重要な投資機関から得た教訓を引用している。 本書では、 行動

バイアスや金融に関する知識が限られていることなどを考慮して退職後所得改善

のための指針を収録し、 様々な社会経済的グループ間で死亡率の違いが退職

後所得に及ぼす影響を論じている。 最後に、 遺族年金が引き続き必要かどうか

についても考察している。

Revenue Statistics 2018

OECD Code : 232018481P1
ISBN: 9789264308787 
pages: 192 ¥21,000

政府歳入、 とりわけ税収に関するデータは、 体系的に経済を論じる際や経済分

析に必須のものであり、 国際比較に使用される例がますます増えている。 この年

報統計集は、 歳入のどの部分を税収と見なすかを定義するための概念的枠組み

を提供するもので、 共通の形式に従った全 OECD 加盟国の 1965 年以降の詳細か

つ国際的に比較可能な租税データを収録している。

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

OECD Investment Policy Reviews
Cambodia 2018

OECD Code: 202018031P1
ISBN: 9789264309067 
pages: 240 ¥7,800

本書は、 投資のための OECD 政策枠組みを用いて、 カンボジアの投資環境を

評価するとともに、 カンボジア政府がその改革の取り組みにおいて抱えている課題

と機会について論じている。 本書では、 投資傾向と産業構造、 競争力と多様性、

事業規制の改善、投資家保護、投資の促進、規制の優良慣行、インフラ、グリー

ン成長のための投資枠組み、 コーポレートガバナンス、 競争政策、 投資環境改

善への ODA の使われ方などについて論じている。

https://doi.org/10.1787/9789264282957-en
https://doi.org/10.1787/9789264309074-en
https://doi.org/10.1787/pens_outlook-2018-en
https://doi.org/10.1787/rev_stats-2018-en
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Governance  .................................................................. ガバナンス

Corporate Governance
Flexibility and Proportionality in Corporate Governance

OECD Code : 262018021P1
ISBN : 9789264307483 
pages: 236 ¥7,100

本書は、 7 つの規制分野に関わるコーポレートガバナンスの枠組みの中で利用

できる柔軟性と均衡についての取り決めを評価している。 その規制分野とは、 先

買権、 役員会構成、 役員会と役員の質、 経営者報酬の支給方針に対する株

主投票 (say on pay) と報酬に関する情報開示の詳細、 当事者間取引、 定期的

な金融情報と特別な情報の開示、 主要な株式保有情報の開示、 企業買収で

ある。 本書には 39 カ国の情報が収録されているが、 特に英国、 スウェーデン、 イ

タリア、 日本、 米国、 ポルトガルの詳細な事例を収録している。 また、 2017 年に

参加諸国全てが回答した調査に一部依拠している。

Understanding the Drivers of Trust in Government Institutions 
in Korea

OECD Code : 422018531P1
ISBN : 9789264308985 
pages: 192 ¥5,800

国民の信頼が損なわれると、 政府は政策の実施や改革の遂行が難しくなる。

韓国は急速な経済発展を遂げるとともにそれを維持し、 行政の質を測るいくつかの

既存の尺度でも比較的良い実績を上げているが、 政府組織への信頼は相対的

に低い。 本書は韓国のケーススタディを収録し、 組織への信頼の要因の測定と

政策枠組みを提供し、 韓国が公的組織への信頼を担保するために取り得る政策

手段を考察している。

The Innovation System of the Public Service of Canada

OECD Code: 422018501P1
ISBN : 9789264307728 
pages: 200 ¥6,500

現代の政府は多岐にわたる相互に絡み合った問題を抱え、 高まる市民の期待

に応えなければならず、 財政も逼迫している。 さらに、 技術面、 地政学面、 経

済社会面、 そして環境面の急速な変化の中で舵取りをしなければならない。 既存

の政策やプログラムは、 現在の課題、 ましてや将来の課題に対処するのに適して

いないかも知れない。 したがって、 各国政府は市民が現在抱える緊急のニーズを

満たす新たな解決策を開発、 提供するために、 公共部門のイノベーションに対し

て体系的にアプローチする必要がある。 本書は、 カナダの公共サービスの経験を

考察している。 特に強調しているのはイノベーションで、 カナダだけでなく他の国々

にも有益な新たな公共部門のイノベーションシステムモデルを提案している。

OECD Public Governance Reviews
OECD Integrity Review of Nuevo León, Mexico
Sustaining Integrity Reforms

OECD Code: 042018151P1
ISBN: 9789264208278 
pages: 250 ¥7,800

本書は、 メキシコのヌエボ ・ レオン州の公正システム (integrity system) と、 その行

政における公正という文化構築の取り組みについて分析している。 公務員が公正

性に関わる問題やジレンマに直面した時にタイムリーに助言と指針を与えるためのメ

カニズムを考察している。 さらに、 内部統制とリスク管理の枠組みの長所と短所を

分析するとともに、 ヌエボ ・ レオン州の改革が市民と民間部門にどのくらい効果的

に関わっているかを分析している。 最後に、 本報告書はこうした取り組みを支援し、

課題に取り組み、 持続可能な公的な公正システムの創設を促すための行動計画

を収録している。

https://doi.org/10.1787/9789264307490-en
https://doi.org/10.1787/9789264308992-en
https://doi.org/10.1787/9789264307735-en
https://doi.org/10.1787/9789264284463-en
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Social Issues / Migration / Health  ........................社会問題・移民

Pensions at a Glance Asia/Pacific 2018

OECD Code : 812018181P1
ISBN: 9789264308688 
pages: 80 ¥3,200

多くのアジア諸国の退職後所得制度は、 今後 20 年にわたって起こる急速な人

口高齢化に対して十分に備えられていない。 子供の数の減少と長寿化という人

口の変化は、 欧米では 100 年かけて起きたことである。 アジアでは、 この変化が 1

世代のうちに起こることになる。 アジアの年金制度は、 財政的に持続可能で適切

な退職後所得を提供できるように、 早急に近代化する必要がある。 本書は、 アジ

ア 18 カ国の退職後所得制度を考察している。 様々な国の年金制度と比較でき

る新しいデータを提供している。 年金受給権のモデリングに関する OECD の知見と、

各国の詳細な情報を提供し、 主な結果を評価し、 分析を向上させるフィードバック

とインプットを提供してくれる年金の専門家ネットワークの知識をまとめている。

Health at a Glance: Asia/Pacific 2018
Measuring Progress towards Universal Health Coverage

OECD Code : 812018741P1
ISBN: 9789264306233 
pages: 132 ¥3,200

本書は Health at a Glance: Asia/Pacific の第 5 版で、 健康状態、 健康の決定要因、

医療資源とその活用、 医療支出と財政、 医療の質という一連の主要指標をアジ

ア太平洋地域の 27 か国 ・ 地域を対象に収録している。 各国の実績を比較でき

る一連の指標と、 医療の不平等に関するテーマ別分析も収録している。 様々な

データ源から、 各国の人々の健康と医療制度の実績に影響を及ぼす要因をより

良く理解できるようになっている。 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。 巻末

には、 医療制度を取り巻く人口動態についての情報をまとめて収録している。

Recruiting Immigrant Workers
Australia 2018

OECD Code: 812018021P1
ISBN: 9789264288270 
pages: 216 ¥3,900

オーストラリアは移民の国である。 2015 年には、 全人口の 4 分の 1 以上が外国

生まれの人々だった。 移民は経済と人口に重要な貢献をしており、 技能と労働力

の不足を補っている。 労働移民は、 複雑だがよく機能している有効な制度で管理

されており、 この制度では年間移民目標を設定し達成している。 近年、 その労働

移民制度は主に供給牽引型の制度から、 需要牽引型へと移行してきた。 需要

主導の移民が永住高技能移民プログラムの半分近くを占めており、 需要主導の

一時移民も急増している。 さらに、 2 段階移民も最近優勢になっている。 本書で

は、 移民の構成と彼らの労働市場における成果の変化がもたらす影響を考察して

いる。 さらに、 労働移民管理に用いられるツールの変化について論じ、 SkillSelect

の導入が制度の有効性に及ぼす影響を詳細に分析している。 最後に、 本書で

は現在の労働移民制度がオーストラリアの州都地域の労働市場ニーズにどの程

度対応しているかを論じている。

https://doi.org/10.1787/pension_asia-2018-en
https://doi.org/10.1787/health_glance_ap-2018-en
https://doi.org/10.1787/9789264288287-en
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Social Issues / Migration / Health  ........................社会問題・移民

Mental Health and Work
New Zealand

OECD Code : 812018771P1
ISBN : 9789264307308 

pages: 168 ¥5,200

勤労者層の精神障害への取り組みは、 医療制度だけでなく、 OECD 諸国の労

働市場 ・ 社会政策にとって重要な問題になっている。 OECD 諸国政府は、 精神

的な問題を抱えた人々の雇用を維持し、 労働市場の外にいる人々を労働市場に

返すこと、 また精神障害を予防することにおいて、 政策が重要な役割を果たすこ

とに気づき始めた。 本書はニュージーランドに関する報告書で、教育、医療、福祉、

労働市場など、 幅広い分野の政策課題に同国がどのように取り組んでいるかを

考察している。 また本書は、 「精神保健、 スキル、 雇用政策」 に関する OECD 理

事会勧告承認後初の報告書で、 ニュージーランドの実績を OECD 加盟諸国が合

意した戦略的政策枠組みに照らして評価している。 ニュージーランドでは、 精神障

害者の就労に関する認識と政策的考察が進んでいるが、 構造的かつ制度的欠

点から総合的な医療 ・ 雇用サービスをタイムリーに提供できていない。 特に先住

民へのサービスが欠如している。 本書は、 OECD 理事会勧告に基づいて、 若者、

職場、 医療福祉制度が課題に対処できるように、 政策の開発と実施を改善する

よう提案している。

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

OECD Skills Studies
Skills on the Move
Migrants in the Survey of Adult Skills

OECD Code : 872018091P1
ISBN : 9789264307346 
pages: 224 ¥7,100

近年、 移民問題は OECD の政策論議の中心となっている。 本書では、 OECD 成

人力調査 (PIAAC) のデータを引用して、 移民の性質と環境の違いに関する新たな

実証を提供し、 これらが移民が持つ技能とどのように関係しているかを考察してい

る。 また、 移民の技能と彼らの労働市場内外における成果との関係についても検

証している。 最後に、 移民の技能が移民先の国の労働市場と社会でどのように

開発、 利用、 評価されているかということについて、 新たなヒントを与えている。 分

析から得られた結果と教訓は、 この問題に関する今後の研究が進む方向性を示

している。

本書は、 様々な部門の政策当局にとって必須の資料である。 彼らは、 外国生

まれの人口を長期的に経済社会生活に統合することを目指す戦略の設計と実施

に関わっているからである。 本書の分析から、 外国生まれの人口のスキル構成、

そうしたスキルでもたらされる労働市場の成果とより広範な社会的成果、 スキルの

取得と利用を促進する要素などを明らかにすることができる。

https://doi.org/10.1787/9789264307315-en
https://doi.org/10.1787/9789264307353-en
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OECD Skills Studies
Skills Strategy Implementation Guidance for Slovenia
Improving the Governance of Adult Learning

OECD Code : 872018101P1
ISBN : 9789264308442 
pages: 180 ¥7,100

スロベニアの長期開発目標の達成にとって、 よく調整された成人学習制度は不

可欠である。 グローバル化、 技術の進歩、 人口的変化が勤労生活とそれ以外

の生活に及ぼす影響は、 成人が必要なスキルを獲得することの重要性をさらに高

めている。

OECD の研究から、 個人、 雇用主、 そして社会全体が、 成人の技能向上から

恩恵を受けられることが明らかになっている。 スロベニアでは過去数十年間で、 生

徒の成績と高等教育進学率においては大きな改善が見られた。 しかし現在、 多

くの成人の基本スキルは、 低い水準に止まっている。 成人学習への参加率は、

特に低技能労働者、 失業者、 高齢者、 零細企業の労働者の場合、 国の目

標を下回っている。 経済成長とスキルの重要性への認識を背景に、 スロベニア

政府、 社会的パートナー、 利害関係者は、 成人学習制度における責任の共有

と協力の仕方を改善するかつてないチャンスを手にしている。

本書は、 スロベニアが特定の関係者 （省庁、 地方自治体、 利害関係者）

間の協力と特定の課題 （促進と資金調達） に関する協力を実現する条件をどの

ようにすれば強化できるかということの概要を論じている。 成人学習への参加、 そ

の成果、 コスト効率を高めるために、 政府、 社会的パートナー、 利害関係者が

協力関係を強化するために取るべき 8 つの行動を提唱している。

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

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

OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018
Adapting to Technological and Societal Disruption

OECD Code: 922018041P1
ISBN : 9789264307568 
pages: 320 ¥11,200

本書は隔年で出版される OECD Science, Technology and Innovation Outlook シリーズの

第 12 版で、 OECD 加盟諸国と主要非加盟諸国の科学技術イノベーション政策の

トレンドを審査している。 本書は 14 章で構成されており、 多岐にわたるトピックを取り

上げている。 その中には、 データアクセス拡充にかかわる機会と課題、 人工知能

が科学と製造業に与える影響、 デジタル化が研究イノベーションに与える影響な

どが含まれる。 本書はまた、 現在の政策方途の欠点、 持続可能な開発目標は

STI 政策をどのように再編するか、 新しくて柔軟で機敏なアプローチが技術のガバ

ナンスと政策設計に必要であることなどについて論じている。 こうした破壊的ともい

える変化は、 様々な形で政策当局に課題をもたらしているが、 デジタル革命の進

行は政策の的を絞って実施し、 その成果を監視するという点で解決策を与えてくれ

るものでもある。

本書はこの分野における最近の学術研究、 研究とイノベーションに関する統計

データ、 より幅広いトレンドと問題に関するデータに依拠している。 2017 年に欧州委

員会と OECD が行った STI 政策調査 (https://stip.oecd.org) への各国の回答と、 著名

な専門家の寄稿を収録しており、 議論をより深め、 この問題に対する個人的で時

には異論のある角度からの見方が提供されている。

https://doi.org/10.1787/9789264308459-en
https://doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2018-en
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Industry and Services   ........................................... 産業・サービス

OECD Research and Development Expenditure in Industry 
2018

ANBERD

OECD Code: 012018061P1
ISBN: 9789264305526 
pages: 90 ¥3,100

OECD Research and Development Expenditure in Industry 2018 年版は、 研究開発費の統

計を産業サービス部門別に収録した統計集である。 データは米ドルの名目値と実

質値で表記されている。 OECD 加盟 31 カ国と非加盟国 4 カ国のデータを収録して

いる。 ANBERD は複数の産業部門を対象として、 ISIC Revision 4 に沿ってサービス部

門を幅広く収録している。 本書は、 国際比較可能なビジネス R&D データを詳細に

収録した他では得られない統計集で、 経済研究分析に不可欠なツールである。

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

Concentration in Seed Markets
Potential Effects and Policy Responses

OECD Code:  222018041P1
ISBN: 9789264308350 
pages: 236 ¥7,100

種子産業における最近の企業合併は、 市場の集中とそれが価格や作物の選

択、イノベーションに及ぼす影響についての懸念を引き起こしている。 本書は、様々

な穀物と国における種子市場の集中度合いと遺伝子組み換え技術について、 新

しく詳細な経験的証拠を収録し、集中の原因とその考えられる影響を分析している。

また、 競争当局の合併への対応についても解説し、 不必要な規制障壁を回避

し、 遺伝資源と知的財産の利用を促進し、 官民双方の R&D を刺激することにより、

植物育種におけるセーフガードを助け競争とイノベーションを刺激するための政策オ

プションを提案している。 本書が明らかにしているように、 政策当局は競争政策以

外にも、 革新的で競争力ある種子産業を育成する手段をいくつも持っている。

OECD Quarterly International Trade Statistics 
Volume 2018 Issue 1
OECD Code: 322018011P1 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

Trade  ......................................................................................貿 易

https://doi.org/10.1787/anberd-2018-en
https://doi.org/10.1787/9789264308367-en
https://doi.org/10.1787/int_trade-v2018-1-en
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OECD Development Co-operation Peer Reviews
European Union 2018

OECD Code : 432018131P1
ISBN : 9789264309487 
pages: 144 ¥4,500

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。

本書は特に、 欧州連合が持続可能な開発と気候変動に関する国際合意の構

築においてどのようなリーダーシップを発揮してきたかを考察し、 貧困削減と援助を

最も必要としている国々に注力するというアプローチを EU 全体で取るよう提唱して

いる。

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

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

Human Acceleration of the Nitrogen Cycle
Managing Risks and Uncertainty

OECD Code : 972018431P1
ISBN: 9789264307421 
pages: 160 ¥5,200

本書は、 窒素の大気中への放出に関わるリスク （気候変動、 オゾン層の破壊、

大気汚染、水質汚濁、生物多様性の喪失、土壌の劣化） について考察している。

また、 窒素がある生態系から別の生態系へと移動し 「累積効果」 をもたらすこと

で生じる不確実性についても検証している。 地域レベルで窒素リスク管理を改善す

るだけでなく、 亜酸化窒素の濃度が高まり続けていることによる世界的なリスクにつ

いて考察し、 あらゆる窒素排出源に対する費用対効果の高い戦略を開発すること

で窒素排出を防止することが求められる。 本書では、窒素汚染を削減する以外に、

窒素対策の活用と、 食料安全保障、 エネルギー安全保障、 環境目標といった

様々な目標との調和を図る方法について、 指針を収録している。

https://doi.org/10.1787/9789264307438-en
https://doi.org/10.1787/9789264309494-en

