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

OECD Economic Surveys: Hungary 2019

ハンガリーでは経済的繁栄のおかげで雇用が増え、 失業率は過去 低水準まで

下落した。 賃金が 2 桁成長を遂げ、 消費者物価のインフレ率も高いため、 経済が過

熱するリスクが高まっているが、 それは依然として中央銀行の許容範囲内にある。 マ

クロ経済的支援策をもっと制限すると、 回復に時間がかかる可能性がある。 将来的

に、 人口高齢化に伴って公的支出への圧力が高まり、 集団的措置が取られない限

り、 公的債務は再び増加する可能性がある。 年金制度改革では、 年金支出の増

加と高齢者の貧困を考慮する必要がある。 それと同時に、医療部門の柔軟性を高め、

人口高齢化によって高まる需要の変化に対応する必要がある。 経済成長は地理的

に均等ではなく、 首都は凝集効果によって成長の恩恵を受けており、 特に同国西部

の一部地域は、 強い海外直接投資の流入の恩恵を受けている。 それに対して、 貧し

い僻地は地域と国全体の供給網に統合されないため、 取り残されている。 開発政策

は中央で決定された目標に従う傾向があるが、 地方当局にはその地域の成長を高め

るのに 良なプロジェクトを決定、 実施する能力がほとんどない。

特集 ： 高齢化 ； 地域の発展

OECD Code: 102019021P1
ISBN: 9789264311244 
pages:184 ¥6,500

OECD Economic Surveys: Slovak Republic 2019

スロバキア経済は強い状態が続いている。 過去 20 年間の平均がほぼ 4% という持

続的な経済成長のおかげで、 生活水準は OECD 平均に近づいている。 同国経済は

グローバルバリューチェーンへの強い統合の恩恵を受けているが、 この統合から得ら

れる利益は、 将来的に減少すると予測される。 海外直接投資は、 主に川下産業に

向けられているが、 この産業は過去には高い生産性の伸びを実現したが、 付加価値

が少ない。 スロバキアは急速な賃金上昇、 技術的変化、 労働力不足などの問題

を抱えており、 労働者のスキルを向上させてその長期にわたる雇用可能性を保護し、

生産性の向上を促進する必要がある。 全体的に貧困と不平等は少ないものの、 ス

ロバキアの人口の約 8% を占めるロマ族の大多数は、 社会的に非常に孤絶しており、

雇用率が低く、 貧困と短命に苦しんでいる。 ロマ族の人々の生活水準を向上させ経

済的機会を与えるには、 社会、 住宅、 教育、 雇用の各分野の政策をよく調整する

必要がある。

特集 ： ロマ族の社会統合 ； グローバルバリューチェーン

OECD Code: 102019031P1
ISBN: 9789264311350 
pages: 168 ¥6,500

https://doi.org/10.1787/eco_surveys-hun-2019-en
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-svk-2019-en
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OECD Economic Surveys: Portugal 2019

OECD Code : 102019051P1
ISBN: 9789264312753 
pages: 144 ¥6,500

ポルトガルの経済回復は確かなものとなり、 GDP は経済危機以前の水準に戻ってい

る。 しかし、 その危機の遺産は残っている。 公的債務の割合が高く、 金融部門が依

然として脆弱であるため、 経済の回復力は弱い。 また同国では、 人口の高齢化が急

速に進んでいる。 こうした中で、 失業者や社会から取り残された労働者を職場復帰さ

せ、 生産性の向上を促進することに引き続き注力すべきである。 生産性の向上は、

同国の対外競争力を高めることにもつながる。 専門サービスや交通部門など一部の

産業部門に残る厳しい規制が生産性の向上を阻み、 港湾における競争力を阻害して

いる。 しかし、 規制を実施している機関にも問題がある。 司法制度の効率を改善する

ことが特に重要である。 近年の改革により、 裁判で判決が出るまでの時間が短くなっ

たが、 それでも依然として長い。 裁判録を登録する情報システムをもっと活用して、 裁

判所に対してその資源を管理するより強い権限を与えるべきである。

特集 ： 輸出実績の向上 ； 司法の効率化

特集 ： 生産性 ； ビジネスの基礎条件

OECD Code: 102018251P1
ISBN : 9789264310285 
pages : 130 ¥3,900

本書は、 2018 年版の OECD Economic Surveys: the United States の背景調査として行われ

た 4 つの研究をまとめている。これらの研究では、ミクロデータの調査結果、地域データ、

産業データなどを用いて、 雇用がどのように労働市場の分裂に対応しているか、 また

米国における家計の金銭的脆弱さの要因について、 詳細な考察を行っている。 本書

は、 OECD のチームと学術研究者による共同研究の成果である。

OECD Economic Surveys: Denmark 2019

OECD Code : 102019101P1
ISBN : 9789264310353 
pages : 127 ¥6,500

デンマークの生活水準と暮らし良さのレベルは高い。 経済情勢は近年改善しており、

その安定的な拡大基調は今後も続くとみられている。 長期にわたって行われている年

金、 給付改革のおかげで公財政は堅調で、 潜在的成長を強化している。 中でも、

法定退職年齢を寿命に合わせて引き上げるという改革の効果が高い。 公共部門の

効率改善は引き続き課題となっており、 デジタル化と団体交渉の改革が進むとメリット

が明らかになるだろう。 デンマーク企業は、 デジタル化とビジネスの基礎条件が良好な

おかげで、 技術の 先端に位置している。 しかしながら、 近年生産性の伸びは期待

したほど高くなく、 特に知的集約度が低いサービス産業において弱い。 生産性の伸び

を高めることが、 生活水準と暮らし良さを高いレベルで維持する上で不可欠である。 そ

のためには、 ビジネスの基礎条件、 具体的には競争圧力をさらに向上させる必要があ

る。 技術革新を妨げたり排除したりする試みに対処し、 法規制の中にある意図せぬ障

害に対処することで、 革新的な技術を活用するための政策が求められている。 高い

限界税率を引き下げ、 イノベーション活動を広げ、 より多くの高技能外国人労働者を

誘致することも、 優先すべき課題である。

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

OECD Economic Surveys
年 間 定 期 購 読 ： 年 約 18

か国

ISSN: 0376-6438 

2019 年価格 : \130,600

OECD Economic Survey of the United States: Key Research 
Findings

https://doi.org/10.1787/eco_surveys-prt-2019-en
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-dnk-2019-en
https://doi.org/10.1787/9789264310278-en
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Taxation  ..............................................................................税  制

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

Main Economic Indicators
Volume 2019 Issue 3
OECD Code: 312019031P1 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。

OECD Insurance Statistics 2018

OECD Code: 212018061P1
ISBN : 9789264095663 
page : 160 \14,800

本書は、 OECD 全加盟国の公式保険統計を収録した年報で、 徴収した保険料、 保

険請求額、 手数料のデータを保険の種類ごとに、 また投資額を投資の種類ごとに収

録しているほか、 保険会社数と雇用者数も収録している。 データは可能な限り標準化

され、 多くの小見出しによって項目分けされており、 一連の指標によって各国市場の特

徴が把握しやすくなっている。

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

Finance & Investment ....................................................金融・投資

Harmful Tax Practices - 2018 Progress Report on Preferential 
Regimes

Inclusive Framework on BEPS: Action 5

OECD Code: 232018581P1
ISBN : 9789264311473 
pages : 59 ¥ 3,200

BEPS 行動 5 は、 BEPS 包摂的枠組みの参加国全てが実施を公約した 4 つの 低基

準の 1 つである。 行動 5 の 低基準の一部分は優遇税制に関連しており、 税源浸

食と利益移転を容易にし、 他国の税源に不公正な影響を及ぼしうる制度の特徴を明

らかにするためにピアレビューが行われている。

本書は、 2015 年の BEPS 行動 5 を更新したもので、 BEPS プロジェクト以降特定された

全ての包摂的枠組み参加国の優遇税制を審査した結果を収録している。 この結果は、

2019 年 1 月に公表されている。

さらに、 この包摂的枠組みは、 税務管轄が全くない、 または名目的にしかない地域

に対する相応な活動要件のための新しい標準に合意した。 本書にはこの新しい標準

の詳細と、 有害な租税慣行枠組みの追加事項と改訂に関するその他の活動情報を

収録している。 後に、 有害な租税慣行に関する次のステップを収録している。

https://doi.org/10.1787/mei-v2019-3-en
https://doi.org/10.1787/g2g9fad8-en
https://doi.org/10.1787/9789264311480-en
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Governance  .................................................................. ガバナンス

Misuse of Small Parcels for Trade in Counterfeit Goods
Facts and Trends

OECD Code : 422018511P1
ISBN : 9789264307841 
pages : 60  ¥3,200

本書は、 小型小包による偽造品と海賊品の取引の可能性を検証している。 宅配、

郵便サービスの運用を巡る法的、 経済的状況を明らかにするとともに、 郵便、 宅配

便による小口貨物の数量に関するデータを、 偽造品、 海賊品の没収という観点から

考察している。 さらに、 小型小包市場の力学と、 偽造品、 海賊品取扱業者によるこ

のサービスの悪用に関する情報との関連を分析している。

Assessing Global Progress in the Governance of Critical Risks

重大なリスクを首尾良く統治することは、 経済競争力と持続可能な成長を維持し、

将来的により安全でより良い生活を確保するための戦略的な投資である。 市民も企業

も、 政府が様々な危機やグローバルなショックに対する備えをしていると期待している。

しかし、 未曾有の出来事が頻繁に起こるようになり、 それが経済に重大な影響を及ぼ

すようになったため、 ガバナンスに重大な間隙があることが明らかになった。 本書は、

重大なリスクのガバナンスに関する理事会勧告 (the Recommendation of the Council on the 

Governance of Critical Risks) の実施について各国の進捗状況を概観している。この勧告は、

複雑な各国のリスクをより良く統治、 管理することを目的としている。 OECD の広範にわ

たる研究に基づいて、 本書では各国の勧告実施状況と、 全政府的観点から重大な

リスクを管理するために用いられる制度、 政策、 行政、 規制のメカニズムにおける主

な課題を評価している。 究極の目標は、 国の安全を保障するために、 経済や市民の

日常に重大なリスクが及ぼす影響を 小限に抑えられるよう、 各国政府に指針を与え

ることである。

OECD Code: 422018541P1
ISBN: 9789264309265 
pages: 136 ¥10,400

OECD Integrity Review of Mexico City
Upgrading the Local Anti-corruption System

本書は、 メキシコシティの地域汚職防止制度 (Local Anticorruption System, LACS) を評価

している。 国際的な 良慣行と公的信頼性に関する OECD 勧告 (OECD Recommendation 

on Public Integrity) に基づいて、 LACS の制度設計と調整、 規制枠組み、 公的信頼性

に対する戦略的アプローチに必要なツール、 プログラム、 プロセスなどを審査している。

政府内、 民間部門、 社会全体で高潔性の文化を育む、 内部統制とリスク管理を改

善する、 費用対効果を確保するために公共購買政策の有効性を高めるなど、 制度

の設計と実施を強化するための具体的な提言を行っている。 LACS が効果的であれば、

ガバナンスを改善し汚職を阻止しメキシコシティの市民の信頼を高めるだけでなく、 国全

体の高潔性の文化にも良い影響を与えることができる。

OECD Code: 042018141P1
ISBN: 9789264306530 
pages: 266 ¥8,400

https://doi.org/10.1787/9789264307858-en
https://doi.org/10.1787/9789264309272-en
https://doi.org/10.1787/9789264306547-en
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Social Issues / Migration / Health  ........................社会問題・移民

Society at a Glance: Asia/Pacifi c 2019

OECD Code : 812018191P1
ISBN : 9789264310872 
pages : 100 ¥3,200

本書は Society at a Glance Asia/Pacific の第 4 版で、 アジア ・ 太平洋地域の国々の社

会的幸福とその傾向に関する定量的な根拠を求める声に応えている。 第 1 章では、

OECD 社会指標を理解するための指針を収録している。 第 2 章は、 アジア太平洋地

域の社会保障の被保険者の拡大と将来性についての問題を取り上げている。 同地

域には社会保障、 医療保険の受給権を持たない労働者が多数いる。 デジタル化と

仕事の性質の変化によって雇用がさらに失われるだけでなく、 労働市場が合理化され

高技能労働者と低技能労働者及び社会保障を受けられる労働者と受けられない労

働者との間で経済格差が高まる可能性がある。 社会政策が支援を も必要としてい

る人々を助けようとする中で、 こうした不平等の高まりが社会政策にさらなる問題を投げ

かける。 本章には、 政策対応の好例となるいくつかの国々のプログラムが収録されて

いる。 第 3 ～ 7 章は、 それぞれ一般的背景指標、 自立指標、 公正指標、 健康指

標、 社会的結束指標を収録している。

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

Helping our Youngest to Learn and Grow
Policies for Early Learning

OECD Code: 912019041P1
ISBN: 9789264313866 
pages: 84 ¥3,200

本書は、 早期幼児教育 ・ 保育の質と公平性を決定づける政策と慣行について論

じている。 教職員の学歴、 労働環境と、 授業方法を決める政策が、 も若い学習

者である幼児の教育の質にどのような影響を及ぼすかを考察している。 本書では結論

として、 幼い子供が ICT をどのように使い、 どのような影響を受けているかという 近の

トピックを概観している。 子供の学校内での ICT 利用方法と学外での利用方法とを結

びつけることが、 学習にとっての技術の可能性を解放する鍵を握っている。

子供は人生の 初の 5 年間に も速いペースで学習し、 将来の成功と子供の間

も大人になってからも不可欠な認知的、 社会的、 情動的スキルを身につける。 良質

な早期幼児教育 ・ 保育プログラムが子供の成長に大きな違いをもたらすことは間違い

ないと実証されているが、 こうしたプログラムの利用しやすさと質には、 一国内でも国際

的にも大きな差がある。

Adult Learning in Italy
What Role for Training Funds ?

OECD Code: 812019051P1
ISBN: 9789264311961 
pages: 108 ¥3,200

イタリアでは、 過去 10 年、 その国民と労働者の技能を向上させてきたが、 良質な

生涯学習の機会を利用しやすくするには更なる取り組みが必要である。 訓練用資金

は重要なツールで、 それによってイタリアは巨大潮流がもたらす圧力に立ち向かい、 成

人と労働者は労働市場と社会で成功するのに必要なスキルを身につけられる。 本書

では、 訓練の資金をどのように設計、 利用、 監視すべきかを分析し、 それを も有効

に活用できるよう実現可能な政策提言を行っている。

https://doi.org/10.1787/soc_aag-2019-en
https://doi.org/10.1787/9789264313873-en
https://doi.org/10.1787/9789264311978-en


page: 6

The Future of Mexican Higher Education
Promoting Quality and Equity

OECD Code : 912018191P1
ISBN: 9789264309364 
pages: 204 ¥ 6,500

本書はメキシコの高等教育政策の審査報告書で、 メキシコの教育担当省の要請

で、 2008 年に行われた前回の審査以降の進捗状況を評価している。 また、 政府

の国家開発計画 (National Development Plan) と教育セクタープログラム (Education Sectoral 

Programme) の発展を支持している。

本書では、 メキシコの高等教育部門の現状を調査し、 連邦及び州政府が実施した

主な政策を分析している。 高等教育制度を導く国のガバナンス協力構造と、 既存の

国家戦略の妥当性を評価している。 また、 高等教育機関向け公的資金、 高等教

育プログラムの質の保証、 高等教育制度の公平性への寄与度なども考察している。

後に、 高等教育の主要な 2 部門である師範大学と専門技術大学について論じて

いる。  

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

Strong Foundations for Quality and Equity in Mexican Schools

OECD Code: 912019011P1
ISBN : 9789264312531 
pages : 200 ¥6,500

本書は、 メキシコの近年の教育改革を評価している。 世界中の教育制度に求めら

れているのは、 公平性の優先、 21 世紀にふさわしい学習環境の提供、 良質な教職

員による学校運営、 生徒の学習と教育の質の促進において学校を支援し政策当局

を補助する評価枠組みの設計など、 生徒の学習を改善するために不可欠な領域に

おける政策的取り組みを継続的に行うことである。 メキシコの教育制度はその方向に

向かっているが、 近の改革の多くが成熟するには時間がかかり、 また学校が良質

な教育を行えるように調整できる柔軟性が必要である。

他の多くの国々同様、 メキシコでも、 国の政策策定と学校で行われる指導との間

には相当な隔たりがある。 それを埋めるには、 十分な資源、 能力、 制度の運営者と

いう重要な役割を担う国の教育当局、 そして国全体の教育関係者の支援が必要で

ある。 複雑な教育制度においては、 政策を遂行するだけでなく、 共同でそれを構築、

調整する必要がある。 本書は、 メキシコの取り組みを支持している。

Community Education and Training in South Africa

OECD Code: 812019061P1
ISBN: 9789264312296 
pages: 116 ¥3,900

生涯学習制度は、 人々が変化する労働環境に適応し、 妥当な技能を身につけら

れるようにする上で、 重要な役割を果たしている。 コミュニティ教育 ・ 訓練は、 南アフ

リカの成人、 特に恵まれない人々の成人学習を支援する方法として提案されている。

南アフリカには、 教育とスキルのレベルが低く、 スキル開発の機会が制約されている

成人が比較的多い。 本書では、 コミュニティ教育 ・ 訓練が南アフリカで果たす役割、

その制度の資金調達方法、 訓練をコミュニティのニーズに沿ったものにする方法、 良

質な訓練の確保などについて考察している。 本書では、 海外の優良慣行を収録し、

南アフリカの関係者がコミュニティ教育 ・ 訓練制度の開発において考慮すべき事柄を

提案している。

https://doi.org/10.1787/9789264309371-en
https://doi.org/10.1787/9789264312548-en
https://doi.org/10.1787/9789264312302-en
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Science and Technology    ...........................................科学・技術

Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives

OECD Code: 922019021P1
ISBN : 9789264312005 
pages: 168 ¥ 5,200

デジタル技術とデータは変化する。 人々、 企業、 政府のあり方、 相互作用、 機能、

生産活動はこれまでとは異なっており、 こうした変化は急加速している。 急速に変化す

る世界において、 デジタル技術とデータが成長と人々の幸福にもたらしうる計り知れな

いほどの可能性を、 我々はどうすれば実現できるのか。 本報告書では、 その進むべ

き道を明らかにしている。 政府が市民、 企業、 利害関係者と協力してデジタル転換

を方向付け生活を改善するための政策を、 7 つの側面から明らかにしている。 さらに、

各側面に関連する主な機会、 課題、 政策に焦点を当て、 新たな考察、 実証、 分

析を提供し、 デジタル時代のより良い政策について提言を行っている。

Measuring the Digital Transformation
A Roadmap for the Future

OECD Code : 922019011P1
ISBN : 9789264311985 
pages : 260 ¥ 4,500

本書は、 Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives で挙げられた現在のデジタル政策問

題に照らして、 様々な分野－教育、 イノベーションから貿易、 経済社会的成果まで

－にわたる指標を提示することで、 デジタル転換の現状について新たな考察を提供す

る。 それによって、 現在の測定枠組みの間隙を特定し、 それを埋める取り組みの進捗

状況を評価し、 今後の測定ロードマップを設定している。 その目標は、 デジタル時代

の成長と暮らし良さのためのより堅実な政策の基礎として、 実証基盤を拡大することで

ある。

How's Life in the Digital Age?
Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People's 

Well-being

OECD Code: 302019011P1
ISBN: 9789264311794 
pages: 172 ¥ 5,200

本書では、 現在進行中のデジタル転換が人々の生活にどのような影響を及ぼして

いるかを、 How's Life? の幸福度枠組みの 11 の主要側面 （所得と富、 仕事と報酬、

住居、仕事と生活のバランス、市民参加とガバナンス、社会とのつながり、環境の質、

生活の安全、 主観的幸福） から明らかにしている。 既存の研究の概要を示し、 デジ

タル転換が人々の幸福に及ぼす 39 種類の主な影響を明らかにしている。それによると、

デジタル技術により情報の利用可能性の境界が広がるとともに人々の生産性が高ま

るといったプラスの影響が期待される一方、 ネットいじめや、 虚偽情報、 サイバー・ハッ

キングの出現など、 人々の幸福にリスクをもたらす可能性もある。 デジタル化を人々の

幸福に役立てるには、 デジタル化の機会を平等にし、 幅広いデジタル ・ リテラシーを

構築し、デジタル・セキュリティを強化する必要がある。 本書に収録されている多くのトピッ

クについて、 統計枠組みを改善する研究と取り組みを継続して、 我々の知識を広げる

必要がある。

https://doi.org/10.1787/9789264312012-en
https://doi.org/10.1787/9789264311992-en
https://doi.org/10.1787/9789264311800-en
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OECD Food and Agricultural Reviews
Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in 

Latvia

OECD Code: 512019031P1
ISBN : 9789264312517 
pages : 218 ¥7,100

ラトビアは 2004 年に EU に加盟し、 中央計画経済から市場経済への移行に成功し

た、 小規模だが活力ある開かれた国である。 農業改革が進歩を牽引しているが、 経

済全体の改革と比べると総じて低レベルでペースも鈍い。 本書では、 ラトビアの食料 ・

農業部門の農家と企業が生産性を高め環境面で持続可能になるためにイノベーション

を実施する条件を考察している。 本書では機会とともに、 取り組むべき課題も明らかに

している。 その課題には、 国全体の問題でもある技能不足、 移民の流出と人口減少、

都市への人口とサービスの集中などがある。 産業部門レベルの問題としては、 多数の

非商業農場支援への農業補助金の利用、 無給農業労働の多さなどがある。 こうした

課題を解決するために、 農業イノベーションを活用して同部門の生産性と食料システム

の持続可能性と効率を改善することができる。 本書では、 農業政策がイノベーションシ

ステムの機能向上に貢献できるように、 一連の提言を収録している。

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

Rethinking Innovation for a Sustainable Ocean Economy

OECD Code: 922018071P1
ISBN : 9789264311046 
pages: 190 ¥ 5,800

本書は海洋経済に関する OECD の新しい報告書で、 海洋の持続可能な経済発展

を向上させる上で科学技術の重要性が高まっていることを強調している。 食料、薬品、

クリーンエネルギー源、 気候規制、 雇用創出、 包摂的成長といった世界的な課題

の多くに、 海洋の生態系が関わっている。 しかし、 我々が海洋資源をかつてないほど

利用するようになったことから、 その二ーズを支えるために海洋生態系の健全性を守り

向上させる必要がある。 科学技術におけるイノベーションは、 こうした 2 つの目標の折り

合いをつける上で重要や役割を担っている。 本書では、詳細な事例研究に基づいて、

以下の 3 つの行動領域を明らかにしている。 1) 海洋ビジネスと様々な海洋用途にわ

たる海洋環境に Win-Win の結果をもたらすアプローチ ； 2) 海洋経済イノベーションネット

ワークの創設 ； 3) 海洋経済の測定を改善するための新たな先駆的イニシアチブ。

OECD Food and Agricultural Reviews
Agricultural Policies in Argentina

OECD Code: 512019011P1
ISBN: 9789264311688 
pages: 170 ¥ 5,200

Food and Agriculture Reviews シリーズは、 農業政策の総合評価と、 OECD が開発した政

策指標を収録している。 これらの指標は、 OECD 諸国及び主要新興諸国の農業 ・ 食

品部門の分析に定期的に用いられている。 本書では、 アルゼンチンについて入手で

きる指標と、 貿易、 イノベーション、 持続可能性、 リスク管理、 バリューチェーンといっ

た主要な農業政策分野を分析している。 また、 一連の施策提言も行っている。

アルゼンチンの農業部門は、 過去 20 年にわたり大規模なイノベーションを経験してい

る。 この変革を主導しているのは、 主に活力のある前向きな民間部門である。 この民

間部門は、 輸出規制や税などによる悪影響を及ぼす助成を提供する政策の対象とな

ることが多かった。 改良種や不耕起栽培といった技術の採用や組織のイノベーション

は、 農作物の全要素生産性の向上に寄与している。 農業従事者による積極的なリス

ク管理だけでなく、 農業の研究、 拡大、 動植物検疫のような一般サービスに政府が

注力することで、イノベーションが促進されてきた。 それでも、森林伐採と農薬散布によっ

て環境問題が深刻化している。

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

https://doi.org/10.1787/9789264311053-en
https://doi.org/10.1787/9789264311695-en
https://doi.org/10.1787/9789264312524-en
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Trade  ......................................................................................貿 易

OECD Statistics on International Trade in Services, Volume 
2018 Issue 1

Detailed Tables by Service Category

OECD Code: 012018171P1
ISBN: 9789264312562 
pages : 108 ¥13,000

本書は OECD 加盟 35 か国、 EU、 ユーロ圏、 コロンビアおよびロシアの国際サービス

貿易について、 サービスの種類別に詳細な統計と、 定義と方法論を収録したもので

ある。 データは、 国際通貨基金 (IMF) の 「国際収支提要」 第 5 版、 第 6 版および

「拡大国際収支サービス分類」 に基づいている。 後者は IMF の国際収支の分類と一

致しているが、 これをさらに細分化している。

本書は、 国別、 サービス分類別のサマリー表のほか、 EU とユーロ圏の地域別の

総計表を掲載している。 個々の OECD 加盟国と EU、 ユーロ圏については詳細なサー

ビス分類についてのデータ表を収録している。 データの単位は米ドルで、 収録期間は

2013 ～ 2017 年である。

OECD Statistics on International Trade in Services, Volume 
2018 Issue 2

Detailed Tables by Partner Country

OECD Code: 012018181P1
ISBN: 9789264312616 
pages : 164 ¥13,000

本書では、 サービスの国際貿易の統計を OECD 加盟 31 か国と EU、 ユーロ圏、 ロ

シアについて、貿易相手国別に提供している。統計の定義と計算方法も収録している。

データは諸国の居住者と非居住者の間の取引に関するもので、 「サービス貿易統計

マニュアル」 の枠組みに沿って報告されたものである。

各国の主要な貿易相手国を一覧にした貿易パターンや、 貿易分類の主要項目別

の概要表も収録している。データの単位は米ドルで、収録期間は2013 ～ 2017 年である。

OECD Quarterly International Trade Statistics
Volume 2018 Issue 3
OECD Code: 322018031P1 Pages: 112

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

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 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）。

https://doi.org/10.1787/sits-v2018-1-en
https://doi.org/10.1787/sits-v2018-2-en
https://doi.org/10.1787/int_trade-v2018-3-en
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Development ........................................................................開 発

Geographical Distribution of Financial Flows to Developing 
Countries 2019

Disbursements, Commitments, Country Indicators

OECD Code: 432019013P1
ISBN : 9789264309081 
pages : 300 ¥17,000

本書は、 150 以上の援助受入国に対する援助その他の資源フローの総額、 出所、

種類について広範なデータを提供している。 被援助国ごとに OECD 開発援助委員会

(DAC) 加盟国と国際機関、 その他の主要な援助者から受けた ODA とその他の政府及

び民間基金額のデータを収録している。 参考資料として主要な開発指標も収録され

ている。

OECD Development Co-operation Peer Reviews
Greece 2019

OECD Code: 432019021P1
ISBN: 9789264311886 
pages: 120 ¥3,900

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。

ギリシャは、 前回のピアレビュー以降深刻な経済不況に見舞われ、 ODA 向けを含む

国家予算が大幅に削減された。 しかし、 開発協力へのコミットメントは維持されている。

難民 ・ 移民危機への対応として、 ギリシャは資源と国民を動員して難民に手厚い支

援を行い、 難民とギリシャ国民が平和的に共存するための条件を整備する国内政策

を採択した。 同国経済が回復し、 開発協力のレベルの引き上げが検討される中、 本

書はギリシャ政府が採るべきいくつかのステップを推奨している。 その中には、 開発協

力の新たなビジョンの構築、 それを達成するための構造とシステムの導入などが含まれ

る。

OECD Development Co-operation Peer Reviews
Slovak Republic 2019

OECD Code: 432019031P1
ISBN: 9789264312319 
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。

本書は、 スロバキアが 2013 年に DAC に加盟して以来初のピアレビューで、 同国が

グローバルな協議の場でいかにその影響力を高めてきたかを明らかにし、 2030 アジェン

ダに沿った取り組みを収録している。 本書では、 同国がその政策枠組みを構築し、 焦

点を絞り、 開発協力プログラムの有効化に必要な管理システムを組み込むよう推奨し

ている。

https://doi.org/10.1787/fin_flows_dev-2019-en-fr
https://doi.org/10.1787/9789264311893-en
https://doi.org/10.1787/9789264312326-en
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Environment  ............................................................................環 境

Global Material Resources Outlook to 2060
Economic Drivers and Environmental Consequences

OECD Code: 972018441P1
ISBN: 9789264307445 
pages: 210 ¥6,500

本書は、世界全体、産業部門別、地域別に様々な物質 （バイオマス、化石燃料、

金属、 非金属鉱物資源） の 2060 年までの予測値を収録し、 世界全体の資源の利

用の見通しとその環境への影響を明らかにしている。 経済成長と物質の利用とを切り

離す経済的要因を解説し、 産業部門や地域の経済活動の変化が様々な物資の利

用にどのような影響を及ぼすかを評価している。 予測値には原材料と再生資源の双

方が含まれ、 採掘と再利用との相乗効果とトレードオフの要因についてより良く理解で

きるようになっている。

本書によると、2060 年までに世界全体の原材料資源利用量は 2 倍になる。 人口と、

1 人当たりの所得の増加が、 資源の利用増の要因となる。 しかし、 特に OECD 非加

盟諸国の構造的変化と技術の向上により、 この成長が部分的に抑えられる。 金属、

非金属鉱物の需要は、 他の資源より急速に増えるとみられている。

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

Production Transformation Policy Review of Colombia
Unleashing Productivity

OECD Code : 412019011P1
ISBN : 9789264312272 
pages: 150 ¥4,500

南米で第 4 位の経済規模を持つコロンビアが、 約 50 年も続いた紛争から立ち直り

つつある。 同国は、 構造問題に対処し、 貿易と投資からさらに多くの便益を引き出し、

生産性を高めることで、 機会をものにすることを期待している。 コロンビアが繁栄に向け

て歩むには、 知識基盤の拡充を優先し、 地域の可能性を活かし、 デジタル技術を早

急に追求するよう政策アプローチを見直すことで経済を変化させる必要がある。 それが

成功するかどうかは、 コロンビアが長期計画立案能力と、 あらゆる関係者をまとめる

能力を高められるか否かにかかっている。

本書は、 コロンビアの産業化戦略を新規に、 またタイムリーに評価した報告書である。

国際的なピアラーニングと国内で形成された合意に基づき、 また OECD のグローバル

バリューチェーン、 生産変革、 発展のための政策対話イニシアチブを通じた知識共有

を利用している。

Responding to Rising Seas
OECD Country Approaches to Tackling Coastal Risks

OECD Code: 972019051P1
ISBN : 9789264312470 
pages : 150 ¥4,500

海岸地域は、気候変動の影響に早急に適応する必要がある。 この地域のリスクは、

海水面の上昇と開発圧力のせいで高まると予測されている。 本書では、 OECD 諸国

がこの課題に対処するのにそれぞれの適応計画プロセスをどのように用いることができる

かを考察している。 特に、 本書では各国が海岸地域のリスク管理のコストと責任をど

のように共有しているか、 それが世帯、 企業、 様々な政府レベルのリスク削減行動を

どのように奨励または妨害しているかを検証している。 本書では、 各国政府が海岸地

域の変化に効率的、 効果的かつ公正に取り組むのを奨励するために用いることがで

きる政策ツールの概要を示している。 海水面上昇の将来的なコストについての新たな

分析と、 4 つの事例 ( カナダ、 ドイツ、 ニュージーランド、 英国） の主な結論に基づ

いている。

https://doi.org/10.1787/9789264312289-en
https://doi.org/10.1787/9789264307452-en
https://doi.org/10.1787/9789264312487-en
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Urban, Rural and Regional Development ......................地域開発

OECD Regional Outlook 2019
Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areas

OECD Code: 042019021P1
ISBN: 9789264312814 
pages: 230 ¥7,100

OECD 諸国全体で、 一国内の地域間で経済実績に大きな不平等が継続している。

2019 年版の OECD Regional Outlook では、 地域間の経済格差の原因を論じ、 それに対

処するためには地域に根ざした政策が必要であることを明らかにしている。 本書では、

多くの地域で経済、 社会、 政治の現状に対する人々の不満が高まっているという観

点から、 地域に根ざした政策が特に重要であると主張している。 人々の不満の地理

的パターンは、 地理的な不平等の度合いと密接に関連しており、 その不満に対処す

る政策には、 地域特性を盛り込む必要がある。

いくつもの技術的、 人口的、 環境的巨大潮流が起こっていることから、 地域に根ざ

す政策は、 将来的にさらに重要になるだろう。 本書では、 こうした巨大潮流の影響を

あらゆる地域が受けるが、 その影響の大きさは同じ国であっても地域ごとに異なるという

ことを強調している。 この差を考慮に入れて、適切な政策対応を行う必要があり、グロー

バルな巨大潮流の地域ごとの影響に対応すべきである。 本書では、 可能な限り、 次

世代の地域政策が将来の課題に適したものになるように、 政策当局が現在採用でき

るステップを示している。

https://doi.org/10.1787/9789264312838-en
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日本語翻訳出版

日本租税研究協会

本体 4,200 円＋税

ISBN: 9784930964755

ページ数 ： 644 ページ

出版年月日 ： 2019/3/15

OECD モデル租税条約 2017 年版
（所得と財産に対するモデル租税条約）

簡略版  2019 年 3 月

水野忠恒 監訳

阿部雪子／石田清絵／加藤友佳／小泉めぐみ／酒井春花／坂巻綾望／高浜

智輝／濱田 洋／水野惠子／水野忠恒 訳

(Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, 2017)

人々の幸福にとって最も重要なものは何か？　シリーズ 4 冊目となる本書では、 ま

ず幸福度の全体傾向を概観し、 格差 ・ 不平等の拡大、 移民の傾向、 市民と政

府の関係などの観点から考察。 付録章として、 各国別指標、 現在と未来の両面

からみた幸福度の国際比較指標も収録。
明石書店

本体 6,800 円＋税

ISBN: 9784750347806

ページ数 : 472 ページ

出版年月日 ： 2019/02/04

OECD 幸福度白書 4
より良い暮らし指標：生活向上と社会進歩の国際比較

西村美由起 訳

(How's Life? 2017: Measuring Well-being, 2017)

すべての子どもに良質の乳幼児期の教育とケア （ECEC） を提供するためには、 ど

うすればよいのか。 OECD による国際比較調査をもとに、 カリキュラムと学習基準、 保

育従事者の環境整備、 家庭と地域社会の関与、 調査研究などの視点から、 政

策課題を整理する。 明石書店

本体 6,800 円＋税

ISBN: 9784750348186

ページ数 : 404 ページ

出版年月日 : 2019/03/28

OECD 保育の質向上白書
人生の始まりこそ力強く：ECEC のツールボックス
秋田喜代美／阿部真美子／一見真理子／門田理世／北村友人／鈴木正敏

／星　三和子 訳

(Starting Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care, 
2011)
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