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Ageing and Employment Policies
Working Better with Age: Japan
現在、日本の従属人口指数はOECD諸国中最も高く、2017年には20～64歳の人口
100人に対して65歳以上は50人を超えた。この比率は2050年には79人に達すると予測
されている。日本における急速な人口高齢化は、生活水準の更なる向上と、公的社会
支出の財政的持続可能性の確保にとって、大きな課題である。しかし、適切な政策を
採れば、働く期間を延長し高齢労働者の知識と技能を有効活用することで、この課題
に対処できる。本書では政策問題を調査し、退職政策と年功序列賃金をさらに見直
し、生産性を向上させるスキルに投資し、労働者が労働市場の変化に訓練政策を通じ
て追いつけるようにし、長時間労働の慣行に対処してより健康的で快適な労働環境を
確保することで、高齢の労働者の勤労意欲を高める対策を論じている。

OECD Code: 812018781P1
ISBN: 9789264201859
Pages: 132

¥ 3,900

Working Better with Age: Japan のプレスリリースを
ウェブサイトでご覧いただけます
日本は、 急速な高齢化と労働力人口の減少という課題に対処するために、 仕事の質を改善し、 さらなる
定年退職制度の見直しを図らねばなりません。
本報告書では、 日本の従属人口指数は OECD 加盟国中最も高く、 2017 年で 20 ～ 64 歳の人口に対する
65 歳以上の人口は２人に１人となっています。 この値は 2050 年までに 10 人当り約 8 人にまで上昇すると予
測されています。 日本の働き方が変わらなければ、 労働力人口は 2030 年には 800 万人も減少することにな
ります。 しかし、 高齢者がそのスキルで経済に貢献し続けられるような条件が整い、 またもっと多くの女性が労
働市場にとどまれるよう奨励すれば、 この減少数を 240 万人にまで抑えられることが見込まれます。
続きはこちら ：
http://bit.ly/2XvmD2l
日本語版サマリーはこちら ：
http://bit.ly/2UgB7B6
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Economics ............................................................................... 経 済

OECD Economic Surveys
Australia 2018

OECD Code: 102018241P1
ISBN: 9789264308589
Pages: 128

¥6,300

年 間 定 期 購 読 ： 年 約 18
か国
ISSN: 0376-6438
2019 年価格 : \ 130,600

オーストラリアは長期にわたってプラス成長が続いており、 その経済的回復力を証明
している。 マイナスのショックがなく、 賃金の伸びと物価のインフレ率が上昇しているため、
政策金利を早急に上げるべきである。 それでも、 財政規律は黒字を維持するために
引き続き必要である。 住宅市場と関連の負債は、 対策が取られているにもかかわら
ずマクロ経済的リスクをもたらしている。 さらに、前回の Economic Survey でも指摘したように、
付加価値税の利用を高め、 不動産取引税のような非効率で歪曲的な税を減らすこと
で税制を改善する余地がある。
生活水準は総じて高いが、 気候変動政策は依然として不明瞭かつ不安定で、 社
会経済的課題も存在している。 グローバル化とテクノロジーの変化によって阻害される
リスクが高い社会集団があり、 これは本書で特集として取り上げているテーマである。
PISA のスコアを上げ職業教育を改善する取り組みと、 恵まれない生徒に的を絞った取
り組みを含む、 教育政策の更なる見直しが重要である。 また、 雇用サービス、 失業
者支援、 子供を持つ労働者が仕事と家庭を両立できるようにする措置も改善の余地
がある。 オーストラリアでは都市部で暮らす人口が非常に多いため、 大都市の交通、
都市計画、 住宅政策を改善することで、 労働市場の柔軟性と生活水準がともに高
まることになる。
特集 ： グローバル化とテクノロジーの変化への対応

National Accounts of OECD Countries
General Government Accounts 2018
本書は政府収支を扱った統計集の 2018 年版で、 すべての国について SNA2008 に
基 づくデ ー タを 収 録 して い る。 生 産、 所 得、 金 融 勘 定 の 政 府 総 額 と 収 支 表 の 他、
詳細な租税と社会負担の受入額、 一般政府支出の用途別の詳細を共通の国際基
準である COFOG (Classification of the Functions of Government) に従って収録している。
OECD Code: 012019031P1
ISBN : 9789264310254
Pages: 298

¥ 9,700

OECD Observer
Volume 2018 Issue 2
OECD Code: 012018141P1

pages: 44

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。 冊子版の購読には、 季刊誌の他、 OECD Yearbook が一
冊附録として含まれている。 オンラインでは、 1962 年の創刊号から読むことができる。
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Taxation ..............................................................................税

制

Consumption Tax Trends 2018
VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues
本書は、 OECD 加盟諸国の付加価値税／物品税 (VAT/GST)、 消費税率について
の情報を収録している。 VAT/GST の傾向とこの税の効率の国際的な側面についての
情報も提供している。 本書はその他たばこ、酒、自動車の消費税についても論じている。

OECD Code: 232018491P1
ISBN: 9789264309029
pages: 204

¥5,800

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

Recruiting Immigrant Workers
Korea 2019
韓国の労働移民制度は ､2000 年代半ば以降 ､ 主に低技能外国人の臨時労働者
の受入によって拡大している。 この臨時労働者プログラムは、 主に製造業の中小企
業向けで外国人労働者の出身国との二国間合意に基づいており、 OECD 諸国の同
様のプログラムの中でも最大規模である。 若者が急速に減少、 高学歴化するという
労働力の構造的変化が、 このプログラムへの強い需要の要因である。 しかし、 労働
者のスキルレベルは向上しており、 留学生や起業家を含む国際的な才能の移動に占
める韓国のシェアが高まっていることに関心が集まっている。 本書では、 国内で満たせ
ない労働市場の緊急のニーズを国際的な求人で満たす方法と、 この臨時労働移民
プログラムとその他の移民の流入が韓国の政策目標を満たすためにはどのように発展
すべきなのかを論じている。 本書ではまず、 韓国の労働市場の特徴と労働移民が需
要を満たす上での主な課題を考察している。 様々なプログラムと対象について論じた
あと、 本書は労働移民が様々な産業部門で果たしている役割と、 プログラムガバナ
ンスの改善方法を評価している。 そして、 高技能移民のためのチャネルとその改善方
法を、 他国の経験に照らして検証している。

OECD Code: 812018811P1
ISBN : 9789264307865
Pages: 177

¥5,800

OECD Reviews of Public Health: Chile
A Healthier Tomorrow
本書はチリの公的医療制度を評価してその強みと弱みを明らかにし、 改善のための
いくつかの提言を収録している。 本書では、 チリの公的医療制度の構造と、 政策が
どの程度重要な医療問題－肥満率の高さ、 相対的に高い喫煙率など－に対処で
きているかを考察している。 特に、 肥満対策と健全な食生活の促進のための政策を
評価している。 また、 チリのがん検診と予防制度を検証し、 最後に遺伝医学とゲノム
医療が公衆衛生と予防医療の強化にどのように用いられているかを考察している。

OECD Code: 812018841P1
ISBN: 9789264309562
Pages: 100

¥3,200
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Education ...............................................................................教 育

Getting Skills Right
Future-Ready Adult Learning Systems

OECD Code: 812019041P1
ISBN: 9789264311749
Pages: 132

¥3,900

デジタル化、グローバル化の深化、人口高齢化などによって、働き方が変化している。
こうした変化の恩恵を個人、 企業、 経済がどのくらい享受できるかは、 人々がこの変
化に対 応できるスキルを身につけられるようにする成 人 学 習 制 度に大きく左 右される。
本書は、 「成人学習の優先順位に関するダッシュボード (Priorities for Adult Learning (PAL)
Dashboard)」 の主な結果を収録している。 このダッシュボードは、 将来的なスキルの問
題に対処するための成人学習制度が整っているかを、 7 つの側面に沿って国際比較
できるようになっている。 このダッシュボードに基づいて、 本報告書では対策が必要な
分野と、 OECD 諸国と新興諸国の政策例でこのような対策をどのように実施できるかを
明らかにしている。

OECD Skills Studies
OECD Skills Strategy Flanders
Assessment and Recommendations

OECD Code: 872018111P1
ISBN: 9789264309784
Pages: 180

page: 4

¥5,800

より良いスキル政策は、 経済の回復力を高め、 雇用を促進し、 社会の団結を強化
する一助となる。 本書は、 各国が自国のスキルの強みと課題を分析する枠組みを提
供している。 本書に収録の各国別報告書には、 幅広い関係者の関与と OECD の比
較実証によって明らかにされたスキルを巡る課題を明らかにしているほか、 他の国々が
似たようなスキルの課題にどのように対処しているかという事例が具体的に収録されて
いる。
これらの報告書では以下の疑問に答えている。 各国はどうすればそのスキルの潜在
力を最大化できるのか。 どうすれば関連性のあるスキルを開発し、 スキルの供給を活
性化し、 スキルを有効活用できるのか。 スキルへの全政府的アプローチのメリットは何
か。 政府はどうすれば雇用主や労働組合、 教師と生徒とのパートナーシップを強化し
て、 より良い成果をもたらすことができるのか。 OECD Skills Strategy の各報告書では、 こ
れらの問題に新たな考察を加え、 成果を上げているスキル戦略の核心を明らかにして
いる。
本書は、 OECD が行っている国及び地方レベルのスキル政策構築に関する研究の一
環として出版されている。

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

Higher Education
Higher Education in Mexico
Labour Market Relevance and Outcomes
メキシコでは、 毎年 50 万人の高等教育修了者が労働市場に参入する。 高等教
育修了者の労働市場における成果は、 総じて後期中等教育修了者のそれよりかなり
良いが、 中には失業したり無業状態になる期間がある人々もいる。 仕事に就いた高
等教育修了者の多くも、 仕事内容に対して学歴過多の状態になったり、 非正規労働
者にならざるを得なかったりする。 本書によると、 メキシコの高等教育制度は、 雇用主
が求めるスキルを学生が開発できるようにして、 労働市場と一致させる必要がある。 学
生は高等教育機関における研究を成功させ、 労働市場に求められているスキルを身
につけるために、 より良い支援を求めている。 そうしたスキルは、 彼らが職場で良い成
果を上げるのを助けてくれる。 そのためには包括的な全政府的アプローチと、 高等教
育の全関係者が関与する必要がある。
本書は、 OECD の高等教育制度の実績拡大プロジェクトの一環として出版されており、
The Future of Mexican Higher Education: Promoting Quality and Equity の姉妹版である。 この報告
書は、 高等教育の幅広い問題、 例えばガバナンス、 資金の質と公平性、 教師育
成カレッジと専門機関という 2 つの高等教育部門に焦点を当てている。

OECD Code: 912018201P1
ISBN: 9789264309401
Pages: 200

¥6,500

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

OECD Reviews of Innovation Policy
Austria 2018
オーストリアは過 去 20 年 間、 OECD 諸 国 の 中でも ､ また世 界 的に見ても、 最も R&D
集 約 的 な 経 済 の 1 つになり、 2016 年 の R&D 支 出 の 対 GDP 比 は 3.1% に 上った。 これ
は、 EU 諸国で 2 番目に高い値である。 この R&D の能力を完全に活用するには、 オー
ストリアのイノベーション政策は、 R&D のインプットをインパクトに転換する効率をより重視す
る必要がある。 より高いインパクトを達成するためには、 その研究イノベーション制度をグ
ローバル市場において卓越したリーダーシップを発揮できるよう導く必要もある。 そのた
めには、 海外からトップレベルの研究者と才能ある人材を誘致し、 高度に革新的な企
業のための環境を整備することが求められる。 また、 オーストリアはデジタル化やインダ
ストリー 4.0 のような主要な変化を支持し、 主要な社会的課題に対処するために、 R&D
とイノベーションを強化することから、 恩恵を受けることもできる。 STI の政策構成とガバ
ナンス調整もそれに沿って採用すべきである。

OECD Code: 922018061P1
ISBN: 9789264309463
Pages: 216

¥7,100
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Development ........................................................................ 開 発

OECD Development Pathways
Multi-dimensional Review of Thailand (Volume 2)
In-depth Analysis and Recommendations

OECD Code: 412018281P1
ISBN: 9789264307643
pages: 165

¥ 5,200

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。 しかし、 同国の成長軌道では大きな格差が生じており、 それが発展の次の段階を
妨げる恐れがある。 本書では、 タイが能力を構築し経済成長のスピードを維持しつつ、
それをより包括的なものにするために必要としている事柄を、 3 段階に分けて論じている。
第 1 段階では、 少数の人々に独占されている成長軌道と地理的に集中しているイノ
ベーションの源を、 あらゆる地域の能力の解放に焦点を当てるよう変化させるべきであ
る。 第 2 段階では、 新たな成長課題を支援するために、 多角的ガバナンスと多くのレ
ベルの政府間の関係を、 特に財源という観点からより効率的に組織するべきである。
そして最後の第 3 段階では、 水と環境に焦点を当て、 コストがかかる自然災害を伴う
資源集約的成長から、 持続可能な開発へと移行すべきである。 つまり、 水に関して
いえば、 水の安全にその場その場で対応するのではなく、 有効な管理を行うということ
である。

Multilateral Development Finance
Towards a New Pact on Multilateralism to Achieve the 2030
Agenda Together

OECD Code: 432018111P1
ISBN: 9789264308824
Pages: 288

page: 6

¥ 7,100

本書は、 なぜ多国間協調主義が必要なのか、 2030 アジェンダの達成に向けてそ
れをより有効なものにするにはどうすれば良いのかということについて、 幅広い国際的議
論に寄与している。 多国間協調主義の価値が疑問視されている現在、 本書は多国
間協調主義に関わる新たな 「取り決め (pact)」 に対する新しい証拠と提言を収録して
いる。 この取り決めは、 主権国家と多国籍機関がより強く有効な多国間協調システム
を構築する責任を負っているという認識の上に立つ。
本 書は、 この 多 国 間 協 調システムを通じて支 出される ODA を詳 細に考 察している。
本書では、 次の 3 つの新しい考え方を取り入れている。 第 1 は、 中国とその他の主
権 国 家、 慈 善 事 業、 民 間 企 業 の 多 国 籍 機 関 創 設 者としての 役 割 の 拡 大 である。
第 2 は、 多国籍機関による譲許的及び非譲許的支出を分析し ､ 新たな開発課題に
対処するために多角的活動がいかに必要とされているかを論じている。 そして第 3 は、
多国籍基金の質を測るための新たな多角的測定基準を、 世界保健機関への資金
供与を例に挙げて論じている。 この実証を元に、 本書では 2030 アジェンダを達成する
ための多国籍援助原則の確たる基礎を提供する政策提言を収録している。

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

OECD Environmental Performance Reviews
Australia 2019
オーストラリアは経済成長を主要な環境問題と切り離すことに成功し、 保護区の拡
大に大きな進歩を示している。 しかし、 同国は資源依存度と炭素集約度が OECD 諸
国中最も高い国の 1 つで、 その生物多様性の現状は悪化の一途をたどっている。 グ
リーン経済の方向に進むには、 気候変動政策を強化し、 様々な部門でともに生物多
様性保護をもっと有効に主流に組み込む必要がある。
本書は、 オーストラリアに対する第 3 回目の環境実績評価である。 本書では、 持
続可能な発展とグリーン成長に向けた進捗状況を評価するとともに、 絶滅危惧種の
保護と生物多様性の持続可能な利用、 化学物質の管理について特集している。

OECD Code: 972019021P1
ISBN: 9789264310445
Pages: 252

¥ 7,800

OECD Environmental Performance Reviews
Biodiversity Conservation and Sustainable Use in Latin
America
本書は、2013 年から 2017 年に出版されたブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー
の環境実績レビューから、 生物多様性と生態系サービスについての主な結論をまとめ
ている。 本書では、 これら南米諸国が抱える共通の課題を明らかにし、 それに対する
戦略、 未解決の問題とそれへの対処方法などを提示している。 南米は特に生物多
様性に富んでおり ､ その保護と持続可能な利用が次第に脅かされていることから、 こ
の地域に着目することは特に意義がある。

OECD Code: 972018481P1
ISBN: 9789264309609
Pages: 88

¥3,200

Saving Costs in Chemicals Management
How the OECD Ensures Benefits to Society
化学工業は、 世界最大の産業部門の 1 つで、 2060 年までに現在の 4 倍に拡大
すると予測されている。 実際、 化学物質なしでは現代の生活は成り立たない。 化学
物質に晒されることによる環境と人体へのリスクを考えると、 政府と業界には化学物質
を安全に生産、 利用することを保証する大きな責任がある。
OECD は、 各国が人々の健康と環境を保護する政策方途を開発、 導入し、 その化
学物質管理システムができるだけ効率的なものになるよう支援をしている。 作業の重複
を減らし、 貿易の非関税障壁を避けるために、 起こりうる化学物質のリスクに関する情
報の収集と評価のための共有できる枠組みの開発が重視されている。 時の試練を経
た OECD 相互データ受入システム (MAD) は、 政府と業界にとって支出を削減する主な
基礎となっている。 本書は ､ そのメリットを概観し、 OECD の取り組みで節約できる金額
が年間 3 億 900 万ユーロを超えると試算している。
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Urban, Rural and Regional Development ...................... 地域開発

Linking the Indigenous Sami People with Regional
Development in Sweden

OECD Code: 042018201P1
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¥ 5,200

サーミ人は、 ロシアのコラ半東、 フィンランド北部、 ノルウェー湾岸地帯の北部と島
嶼部、 スウェーデン北部に広がる地域で遥か大昔から暮らしている。 サーミ人は、 そ
の土地利用、 トナカイの飼育、 農業と食料生産、 地域の観光業との連携などにより、
この北部地域の経済において重要な役割を果たしている。 しかしスウェーデンでも、 他
のサーミ人居住地同様、 地域の発展との連携が弱い上に一貫性がない場合が多く、
サーミ文化の保護と振興を支援し、 新たな雇用とビジネスの機会を創出するには課題
が多い。 本書では ､ このトピックに関する OECD の幅広い研究を活用して、 サーミ人な
どの先住民を地域振興戦略にどのように組み込むべきか ､ 彼らの独自の持続可能な
開発に対する見方、 教訓をプロセスに取り入れるべきかということについて、 実践可
能な提言を収録している。

OECD Territorial Reviews
Småland-Blekinge 2019
Monitoring Progress and Special Focus on Migrant Integration

OECD Code: 042019011P1

スウェーデンのスモーランド ・ ブリエキンゲ地方の地域レビューは、 2012 年に発表さ
れた。 本報告書は 2012 年以降の主な地域政策の変更と、 そのときの提言がどの程
度実施されたかを評価している。 この地域の経済実績の改善、 新たな行政、 人口
増加に拍車をかける移民の流入など、 環境の変化を総合的に考察している。
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¥6,200

OECD Reviews on Local Job Creation
Engaging Employers and Developing Skills at the Local Level
in Northern Ireland, United Kingdom
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職場内外での訓練によるスキル開発が成功するかどうかは、 雇用主の参加に左右
されることが多い。 本書は英国北アイルランドに関する報告書で、 雇用主を訓練の立
案と実施により良く関与させることを目的とした斬新なプログラムを収録している。 また、
スキルを巡る課題をより良く理解し対処するために地方議会が雇用主と緊密に連携す
る上で果たす役割についても考察している。
このプロジェクトの主要部分は、 北アイルランドの雇用主から ､ 彼らが必要とするス
キルと実習制度への参加を妨げる障壁についての情報を集めるための調査の実施で
あった。 本書では、 北アイルランド経済の新興産業部門における企業と教育とのパー
トナーシップ向上について、 いくつかの提言を収録している。

Energy ............................................................................ エネルギー

Coal 2018
Analysis and Forecasts to 2023
石炭は依然として世界全体の主要な燃料供給源の 1 つで、世界全体のエネルギー
利用の 27％、 発電の 38％を占めている。 また、 鉄鋼業のような産業では極めて重要
な役割を担っている。 しかし、 大気汚染と温室効果ガス排出が懸念され、 石炭の未
来は不透明である。 本書は ､ 以下の問題を取り上げている。
中国が都市部での石炭の使用を制限し、 天然ガスと再生可能エネルギーの利用
を増やす政策を導入したが、 これは石炭を放棄したと見て良いのか。
インドにおける再生可能エネルギーの利用促進により、 インドの石炭需要はピークを
迎えるのか。
石炭需要は、 他の後発アジア諸国ではどのくらい増えるのか。
米国と欧州では今後も石炭需要は減り続けるのか。 この傾向は世界の他の地域に
も広がるのか。
石炭の需要が堅調で高価格であることは、 石炭の採掘への新規投資につながる
のか。
本書はこの他、 最近の石炭市場の動向と世界の石炭の需給と貿易について、 今
後 5 年間の IEA の予測を収録している。
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