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OECD Economic Surveys: Slovenia 2020

スロベニアは OECD 諸国中最も急速な成長を遂げている国で、 国家財政は堅

実で労働市場で良好な成果を上げている。 しかし将来的には、 人口高齢化によ

り年金受給者が増加し、 労働力は減少、 高齢化する。 それは、 主に以下の 2

つの課題を突きつける。 1 つ目は、 高齢化で年金、 医療、 介護支出が増加す

ることを勘案してどのように公共政策を調整するか、 という課題である。 定年の延

期が、年金制度の財政的持続可能性を確保する鍵を握っているが、その一方で、

医療 ・ 介護制度の効率と実効性を向上させるべく経済兆候を利用することも重要

である。 2 つ目の課題は労働人口が変化する中でどのように成長を維持するかと

いうことである。 短期的には、 高齢者や低技能労働者といったまだ活用し切れて

いない労働資源を動員することができる。 その後は、 成長を維持し所得不平等を

削減するためには、 生産性の発展を加速させ、 労働力の配分を継続的に改善

する必要があると指摘している。

特集 ： 高齢化の公的政策課題 ； 労働力高齢化に対処するための労働市場

制度

Code: eco-2020-80-en-print
ISBN: 9789264936935  
pages: 132  ¥6,500 
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Economics 

Main Economic Indicators, Volume 2020 Issue 6
Code: pac-2019-30040-en-print  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  

2020 年価格 : \112,700

オンラインデータベース :  

2020 年価格 : \ 126,700

Quarterly National Accounts, Volume 2020 Issue 1
Code: pac-2019-30016-en-print  pages: 332

Quarterly National Accounts は、 経済アナリストによって最も広く用いられている国民経

済計算の統計が収録されている。 支出別および産業別の GDP、 資産別の総固定

資本形成、 制度部門別の総固定資本形成、 可処分所得の構成要素などが、

すべて名目値と実質値で収録されている。 貯蓄高、 純貸出、 所得ベースの名目

GDP の他、 人口と雇用データ、 産業別の雇用も収録されている。 OECD 加盟 35 か

国の他、 OECD 合計、 OECD-Europe、 EU、 ユーロ圏、 G7 などの地域合計も収録して

いる。

年間定期購読 ： 季刊

冊子 ： ISSN: 0257-7801  

2020 年価格 : \29,700

オンラインデータベース （年

間 ア ク セ ス ） : OECD National 

Accounts Statistics (package)

ISSN: 1608-1188  

2020 年価格 ： \79,700

https://doi.org/10.1787/a4209041-en
https://doi.org/10.1787/06aa372c-en
https://doi.org/10.1787/98355e0c-en
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OECD Skills Strategy Northern Ireland (United Kingdom)
Assessment and Recommendations

スキルはより良い将来を形成する鍵を握っており、 国や人々の相互のつながりが強

まるとともに急速に変化する世界で、成功するための能力の中核をなしている。 グロー

バル化、 技術の進歩、 人口動態の変化といったメガトレンドは、 仕事と社会を変化

させ、 より高いレベルのスキルや新たなスキル構成への需要を高めている。

OECD Skills Strategy プロジェクトは、 各国のスキルの課題と機会を評価し、 有効性の

高いスキル制度を構築するための戦略的、 包摂的アプローチを提供している。 OECD

は各国と協力して各国固有のスキルニーズに合った政策対応を開発している。 この

アプローチの基盤となっているのは OECD Skills Strategy 枠組みで、 i) 人生を通じて妥

当なスキルを開発し、 ii) 仕事と社会においてスキルを有効活用し、 iii) スキル制度の

ガバナンスを強化するために改善すべきことが検証できるようになっている。

本書では、 北アイルランドにおけるスキルの不均衡を軽減し、 生涯学習への参加

を奨励し、 職場におけるスキル用を促進し、 スキル政策のガバナンスを強化する機

会を特定し、 提言を行っている。

Code: skc-2020-74-en-print
ISBN: 9789264826144  
pages: 240  ¥7,800 

Education 
Resourcing Higher Education
Challenges, Choices and Consequences

Code: edu-2020-476-en-print
ISBN: 9789264505223  
pages: 165  ¥5,200 

OECD 諸国における高等教育への投資は、 過去 20 年間の進学者数の増加、 コ

ストの増加、 スキル関連の政府の優先順位の上昇、 研究開発などの結果、 相当

増加している。 OECD 諸国の当局は、 経済財政問題に直面しており、 高等教育にお

ける資金と人材をどのように動員、 配分、 管理するかということについて、 かつてな

いほど慎重な決定を行う必要がある。 政府が実効的に行動するには、 国際的な傾

向にと代替的な政策アプローチ、 研究と政策評価についての実証、 他国の高等

教育機関の実地経験などついての知識が必要である。OECD 高等教育資源プロジェ

クトは本書で、 政策当局に利用可能な国際的実証基盤を提供し、 また今後発行さ

れる政策レポートや国別政策レビューなどで的を絞った制度別分析を提供することで、

これらのニーズに対処している。

Finance and Investment 
The Role of Sovereign and Strategic Investment Funds in the 

Low-carbon Transition

Code: dev-2020-14-en-print
ISBN: 9789264447202  
pages: 40  ¥3,200 

政府系ファンドは、 世界全体の投資資本のかなりの割合を管理している。 こうした

ファンドが気候資金に対して何らかの行動をする、 あるいはしないことは、 世界がパリ

協定の目標を達成できるか、 また地球温暖化を 2℃未満に抑えることができるかを左

右する重要なことである。 しかし、 政府系ファンドは今のところ、 気候資金において

非常に限られた役割しか果たしていない。 本書では、 政府系ファンドを気候変動を

抑える方向性を持った商業投資家にするために政府がどのような支援を行うべきかと

いう指針を示している。

https://doi.org/10.1787/ddfd6a9f-en
https://doi.org/10.1787/735e1f44-en
https://doi.org/10.1787/1857c8af-en
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Making the Most of Technology for Learning and Training in 
Latin America

Code: skc-2020-75-en-print
ISBN: 9789264414143  
pages: 114  ¥3,900 

デジタル化により働き方と社会が変貌し、 新たな方法、 時間帯、 場所でスキルを

身につける機会が生まれている。 デジタル技術の採用と利用により、 南米諸国は先

進国とのスキル格差を埋めることができる。 本書では、 南米諸国が学校及び人生の

あらゆる段階でスキル開発を実現するために新たな技術をどのように生かすかを明ら

かにしている。 南米における ICT インフラの利用を妨げるものと接続制限を特定し、 そ

れを克服して全ての生徒と市民が学習のための新技術の恩恵を受けられるようにする

方法について、 提言を行っている。 本書では、 初期教育における技術の利用と生

徒の成績との関係と、 授業へのデジタルツールの導入に関して政策で教師をいかに

支援できるかを考察している。 デジタル化は生涯学習に新たな機会をもたらしており、

本書では訓練を最も必要としている成人にその機会を提供するためのオープンエデュ

ケーションと MOOC の可能性について検証している。

Education 

Social Issues / Migration / Health 
Waiting Times for Health Services
Next in Line

Code: els-2020-34-en-print
ISBN: 9789264754379  
pages: 69  ¥3,200 

医療サービスの待ち時間の長さは、 ほとんどの OECD 諸国で重要な政策問題であ

る。 医師の診察、 検査、 治療を受けるための待機時間を削減することで、 患者の

症状を改善させ健康状態の悪化を避けることができる。 多くの国々の政府は、 追加

資金を投じるなどして待機時間削減に様々な措置を採っているが、 成果は様々であ

る。 本書では、 最も長い待機治療の待機時間が多くの国々で過去 10 年間にいか

に変化していないか、 そして一部の国々では長くなっていることを明らかにしている。 ま

た、 各国間の診療の待機時間の違いも分析している。 本書では、 待機手術や一

次診察だけでなく癌治療や精神衛生サービスなど様々なサービスの待機時間に対

処するために用いてきた様々な政策について、 最も成功している政策に注目して検

証している。

https://doi.org/10.1787/ce2b1a62-en
https://doi.org/10.1787/242e3c8c-en
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Over the Rainbow? The Road to LGBTI Inclusion

Code: els-2020-87-en-print
ISBN: 9789264350922  
pages: 240  ¥7,800 

LGBTI （レズビアン、 ゲイ、 バイセクシュアル、 トランスジェンダー、 インターセックス）

の人々が差別や攻撃を受けることなく暮らすようにすることが、 世界全体の関心事で

ある。 LGBTI の人々に対する差別は依然として蔓延しているが、 そのコストは莫大であ

る。 学校でのいじめのせいで人的資本への投資が下がる。 また、 LGBTI の人々を労

働市場から閉め出し彼らの精神衛生を損なうことで経済的成果、 つまり彼らの生産

性が低下する。 本書は、 OECD 諸国の法制が LGBTI の人々への平等な取り扱いをど

の程度保障しているか、 そして LGBTI の社会的包摂を促進する政策について概観し

た報告書である。 本書ではまず、 市民権、 差別や暴力からの保護、 性的少数者

の包摂に欠かせない健康という分野の法的、 規制枠組みを明らかにしている。 続

いて、 これらの法律が OECD 諸国で執行されているかということと、 更なる改善の余

地について考察している。 最後に、 LGBTI の人々の社会的包摂を強化するための法

律を補完すべき幅広い政策方途を考察している。

Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020

Code: els-2020-32-en-print
ISBN: 9789264692893  
pages: 134  ¥4,500 

本書は、 南米 ・ カリブ諸国 33 カ国の健康と医療制度に関する主要指標を収録

している。 健康状態、 健康の決定要因、 医療資源とその利用状況、 医療支出と

財源、 医療の質に関する約 100 項目の主要指標に基づいて、 分析を行っている。

論説では、 コロナウイルスのパンデミックがこの地域にもたらした主な課題 （感染の

押さえ込み、 適切な資源の動員、 感染拡大への実効的な対応のための効率的な

資源利用など） について論じている。 第 1 章ではコロナウイルス危機以前の各国の

実績比較を行い、 特集章で非効率または医療制度の改善につながらない無駄な

医療費に対処して早急に必要とされているところに配分するという問題を取り上げてい

る。

Enhancing Training Opportunities in SMEs in Korea

Code: els-2020-47-en-print
ISBN: 9789264373518  
pages: 187  ¥5,800 

本書では、韓国の中小企業の研修労働者の扱いの適切性、妥当性、スキルニー

ズとの整合性を評価している。 中小企業の訓練の利用性を広げ、 訓練への参加を

妨げるものを取り除き、 中小企業によって提供される訓練がその成長を助け、 特に第

四次産業革命の文脈からイノベーションを奨励する政策オプションを分析している。 こ

の分析に基づいて、 本書では行動に移せる政策提言と、 OECD 諸国の推奨慣行の

事例を収録している。

Employment

Social Issues / Migration / Health 

https://doi.org/10.1787/8d2fd1a8-en
https://doi.org/10.1787/6089164f-en
https://doi.org/10.1787/7aa1c1db-en
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Agriculture and Food
Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020

Code: tad-2020-53-en-print
ISBN: 9789264798908  
pages: 200  ¥10,200 

本書は、 OECD 加盟 36 カ国、 OECD 非加盟の EU 加盟 5 カ国、 新興諸国 13 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。

Environment 
Decarbonising Urban Mobility with Land Use and Transport 

Policies
The Case of Auckland, New Zealand

Code: env-2020-1-en-print
ISBN: 9789264903227  
pages: 138  ¥4,400 

本書では、 都市部の交通からの温室効果ガス排出量を削減するための様々な政

策を詳細に分析している。 交通の脱炭素化は、 気候変動を抑える取り組みの中核

にあり、 都市部の持続可能性と住宅購入可能性とも密接に結びついている。 本書

では、 都市交通における排出量増加の原因を突き止め、 交通と土地利用政策と

を併せてそれを削減する方法を提案している。 まずこうした政策の総合的な福祉評価

から始め、 その環境実効性、 経済効率、 財政バランスと住宅購入可能性への影

響という点から評価している。 本書では ､ 都市交通からの排出量の大幅な削減は、

公共交通と電気自動車の利用を促進する交通政策と、 よりコンパクトな都市形成を

推進する土地利用政策を練ることで達成できると結論している。 本書はニュージーラ

ンドのオークランド市の事例を元にしているが、その教訓は都市の持続可能性、交通、

住宅、 気候変動軽減に関する問題に携わる期間と政府にとって有益なものである。

Development 
Innovation for Development Impact
Lessons from the OECD Development Assistance Committee

Code: dcd-2020-99-en-print
ISBN: 9789264849457  
pages: 81  ¥3,200 

開発協力の関係諸国は、 目の前にある世界的な課題に対処するための革新的

である必要がある。 これらの国々は、 革新的なパートナーシップ、 資金調達方法、

テクノロジーにおいて業績を上げてきたが、 それだけでは持続可能な開発目標の達

成には十分とは言えない。 本書では、 2030 アジェンダを達成するためにイノベーショ

ンの取り組みを個々の国またはケースごとに、 または集団的に、 どのように強化すべ

きかについて、 OECD 開発援助委員会のピア ・ ラーニングから得られた教訓をまとめ

ている。 本書は、 戦略、 管理、 文化、 組織と協力、 イノベーションプロセスという 3

つのブロックで構成され、 イノベーションを世界中の貧困層及び社会的弱者に最も恩

恵をもたらすものにする方法について、 提言を行っている。

https://doi.org/10.1787/928181a8-en
https://doi.org/10.1787/095848a3-en
https://doi.org/10.1787/a9be77b3-en
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Oil 2020
Analysis and forecast to 2025

Code: iea-2020-5-en-print
ISBN: 9789264326859 
¥13,000

本書は、2025 年までの石油の需給、精製、貿易に関する主要問題を考察している。

2020 年版では、 新型コロナウイルス （COVID-19） の需要への影響、 米国と非 OPEC

諸国における供給の伸びの鈍化、 需要の伸びを満たす OPEC 諸国の余剰生産能力

などのトピックを取り上げている。 本書では、 世界の石油供給において拡大する米国

の影響力とアジアの需要が中東からの輸出との関係について考察している。

それと同時に、 世界のエネルギー転換が石油産業に影響を及ぼしている。 企業

は、 十分な供給を確保するために必要な投資と、 炭素排出削減の必要性とのバラ

ンスを取らなければならない。 脱炭素化が進む世界で、 石油精製所は交通部門の

燃料需要の減少という大きな課題を抱えている。

Cities in the World
A New Perspective on Urbanisation

Code: cfe-2020-595-en-print
ISBN: 9789264519718  
pages160  ¥5,200 

都市は、 世界人口の約半数の人々が暮らす場所であるだけでなく、 経済活動と

イノベーションの中心地でもある。 しかし、 これまでのところ、 都市とは何かという明確

な定義がない。 都市 (cities)、 大都市圏 (metropolitan)、 都市部 (urban area)、 農村部

(rural area) の定義の仕方には、 各国間で大きな違いがあり、 そのせいでロバスト （頑

健） な国際比較や SDG の正確なモニタリングの妨げとなっている。 本書ではこの問

題に関して、 世界全体の人の居住地について 2 つの新しい定義を始めて適用する

ことで、 都市化についての新たな見方を提供している。 その定義とは、 都市化の度

合いと機能的都市部である。 この定義に基づいて、 本書では最近及び今後起こりう

る都市化のトレンドについて新たな実証を収録し、 世界中の大都市圏の変動に注目

している。 本書では、 都市とその他の居住地との間で生活の質に差があるのか、 そ

の理由は何かを考察し、 世界中の国々の経済発展と大都市システムとの関係を分

析し、 最後に都市の形の変遷とそれが持続可能性に及ぼす影響について新たな実

証を収録している。 本書では、 都市及び大都市圏についての世界的に統一された

定義が実効的な政策立案にいかに寄与するかを明らかにしている。

Energy

Urban, Rural and Regional Development

https://doi.org/10.1787/d0efcbda-en
https://doi.org/10.1787/cf9397c0-en

