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OECD Economic Surveys: Estonia 2019

エストニアの経済実績は引き続き良好で、 所得の伸びにより暮らし良さが支えら

れている。 しかし経済拡大はピークに達しており、 国際的な需要の鈍化により成長

の勢いが弱まると見られている。 堅実な財政政策のおかげで負債は少ないが、 イ

ンフラニーズと人口高齢化に対応するための支出の増加圧力が高まっている。 高

齢者の貧困率が高く、 年金基金を早い時期から引き出せるようにするとマクロ経

済の安定と年金の妥当性が脅かされる。 男女間の賃金格差は OECD 諸国中最

も高く、 社会セーフティネットの格差を反映して所得と医療の不平等もかなり大きい。

シェールオイル部門はエネルギー集約度が非常に高く、 エストニアの温室効果ガ

ス排出量が多いことの主な原因であるが、 この部門は非常に多くの雇用を生み出

し同国のエネルギー需要の 70％を満たしているため、 この部門への依存度を引き

下げることは容易ではない。

本書では、 同国のマクロ経済実績を評価し、 包摂的成長を高めるための政策

措置を提案している。 エストニアの 9 つの開発目標を達成する方法と、 産業のデ

ジタル化促進方法に関わる政策提言を収録している。

特集 ： デジタル化と生産性

Code: eco-2019-6830-en
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pages: 150 ¥6,500  
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Economics 

Finance and Investment 
Financing SMEs and Entrepreneurs 2020
An OECD Scoreboard

Code: cfe-2020-284-en
ISBN: 9789264948150  
pages: 250  ¥7,800 

中小企業と起業家が包摂的成長に貢献するには、 様々な資金源を十分かつ

安価に利用できる必要がある。 本書はこのシリーズの第 9 版で、 世界 48 カ国の

中小企業の負債、 代替的な資金調達方法、 調達条件についてのデータと、 中

小企業や起業家の資金の利用しやすさを改善するための政策イニシアチブに関す

る情報を収録している。

コロナウイルスの発生以前は、 融資条件は部分的に厳しくなる兆しはあったもの

の、 総じて良好であった。 それでも、 2018 年には、 中小企業の銀行融資は多くの

国々でわずかに増加した程度で、 一部の国々では減少していた。 それと同時に、

リーシングやファクタリング、 株式クラウドファンディング、 ベンチャーキャピタル投資

といったその他の資金源の利用が大幅に増加した。 それは、 中小企業が次第に

様々な資金調達方法を利用しつつあることを示している。

テーマ別章では、 金融危機直後から回復期、 最近の政策傾向まで、 過去

10 年間の中小企業の資金調達政策の変化を概観している。

Main Economic Indicators, Volume 2020 Issue 5
Code: pac-2019-30039-en  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
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Governance 
Duties and Responsibilities of Boards in Company Groups

本書では、45 カ国の企業グループにおける取締役会の義務と責任を概観している。

導入部では、 企業グループを取り巻くグローバル環境、 その経済的役割、 コーポレー

トガバナンス政策に関する主な課題の概要を述べている。 第 1 部では、 各国がこう

した課題に対処するために採った法的、規制的アプローチの種類を明らかにしている。

第 2 部では、 各国間の違いと共通点を特に以下の点についてまとめている ： 取締

役がグループの利益をどのように考慮しているか ； 利益の衝突を調整する手段 ； グ

ループ内の一企業が引き起こす損失に対するグループ全体の便益のための補填 ；

グループの目的についての透明性とビジネスの機会の配分 ； 親会社の取締役会と

子会社のそれとの企業政策についての責任分担と監督。 その他の章では、 コロン

ビア、 インド、 イスラエル、 韓国の企業グループガバナンスについての最近の具体的

なアプローチの事例を収録している。

Taxation 

Code: daf-2020-191-en
ISBN: 9789264752085  
pages: 106 ¥3,200

Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2020

Code: ctp-2020-39-enes
ISBN: 9789264721555 
pages: 300  ¥9,700

本書は、 南米 ・ カリブ諸国 26 カ国の 1990 ～ 2018 年の比較可能な税収統計を

収録している。 OECD の歳入統計データベースを元に、 OECD の方法論を南米 ・ カ

リブ諸国に適用し、 この地域内の国々及びその他の国々と、 税水準と課税構造

を一貫性を持って比較できるようにしている。 本書は OECD の Centre for Tax Policy and 

Administration と開発センター、 Inter-American Centre of Tax Administrations (CIAT)、 ラテンア

メリカ ・ カリブ経済委員会 (ECLAC)、 米州開発銀行 (IDB) の共著である。 南米 ・ カ

リブ諸国の比較可能な税収統計をまとめている。

One-Stop Shops for Citizens and Business

Code: gov-2020-357-en
ISBN: 9789264357099  
pages: 96 ¥3,200

ワンストップショップは、 政府がより良いサービスを提供し市民と政府への規制を改

善する 1 つの方法として出現した。 本書では、 ワンストップショップの設計、 運営、

見直しについての一連の実践的考察を収録している。 その原則は、 一連の事例に

基づいており、 政府によるワンストップショップ改善のための幅広いツールと制度設計

を網羅している。 本書は OECD 規制政策委員会の監修の元で作成されている 「ベ

ストプラクティス原則」 シリーズの一環として出版された。 このシリーズの他の報告書

と同様、 本書も規制政策とガバナンスに関する 2012 年理事会勧告で注目された原

則を詳述している。

https://doi.org/10.1787/68739b9b-en-es
https://doi.org/10.1787/859ec8fe-en
https://doi.org/10.1787/b0b0924e-en
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Implementing Technical Regulations in Mexico

Code: gov-2020-390-en
ISBN: 9789264810105  
pages: 87 ¥3,200

規制は、 社会と市場を適切に機能させる上で不可欠である。 メキシコの NOM は、

様々な産業部門に対して製品の安全性と質についての要件を具体的に設定してい

る。 本書は、 OECD 規制政策委員会の支援のもと実施されている技術的規制が直

面する課題を初めて評価したものである。 本書では、 メキシコの NOM の規制実施に

ついて、 規制適合性と検査に焦点を当てて分析している。 NOM の枠組みの分析と

実施政策、 慣行に基づいて、 本書では改善すべき主な分野を明らかにし、 メキシ

コに技術的規制の実施について全政府的、 総合的アプローチを開発するよう提言

を行っている。

Governance 

Digital Government in Chile – Improving Public Service Design 
and Delivery

Code: gov-2020-354-en
ISBN: 9789264758605  
pages: 120  ¥3,900

電子政府の時代には、 政府のサービスをオンライン化し、 内部のプロセスを自動

化し、 一般市民に対する行政コストを削減する取り組みが行われた。 テクノロジーの

力を借りたこうした取り組みは、 時として一部の利用者を排除したり、 一貫性のある政

府部門横断的なサービスではなく、 デジタルを所与とした自己中心的な方法を作り出

したりした。 現在、 OECD 諸国はデジタル政府に向けてサービスの設計、 提供方法を

優先的に検討し、 対面式の拘留を必要とする人々を含む全ての人々がデジタル化

の恩恵を得られるようにしようとしている。

本書では、 政府が成果を上げ効率と人々の満足度、 暮らし良さを改善するサー

ビス提供に必要なツールと資源を利用できるようにする上で課題となる、 サービスの

設計と提供についての概念的モデルを収録している。 このモデルは、 チリの状況分

析と、 ChileAtiende サービスネットワークにより政府を市民に身近なものにする方法につ

いての提言を収録している。 デジタル、 電話、 物理的サービスのそれぞれのチャネル

を検討することで、 あらゆる環境であらゆるチャネルを通じて、 あらゆる利用者に対して

一貫して良質なサービスを提供するデジタル政府アプローチを提言している。

Regulatory Enforcement and Inspections in the Environmental 
Sector of Peru 

Code: gov-2020-353-en
ISBN: 9789264947283  
pages: 134 ¥4,500

規制には、 検査を含め、 その政策目標を達成するために注意深く設計した実施戦

略が不可欠である。 本書では、 ペルーの環境部門における実施 ・ 検査戦略を評

価し、この戦略を強化するための提言を収録している。本書では、ペルーの環境評価・

実施期間の制作と法的枠組み、 実施と検査に必要な資源について評価している。

また、 実績を改善するための政策オプションも収録している。 比較分析のベンチマー

クは、 OECD Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit である。 このツールキットでは、 12

の項目からなるチェックリストを用いて、 国や機関での検査と実施のシステムを評価す

るための簡単なツールを提供している。

https://doi.org/10.1787/4e919492-en
https://doi.org/10.1787/54253639-en
https://doi.org/10.1787/b94582e8-en
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Education 
PISA 2018 Results (Volume IV)
Are Students Smart about Money?

Code: edu-2020-478-en
ISBN: 9789264452855  
pages: 240  ¥7,800

OECD 生徒の学習到達度調査 (PISA) は、 生徒の読解力、 数学、 科学の知識だ

けでなく、 生徒がその知識を使って何ができるかを調査している。 生徒の学習成果に

関して最新の最も包括的で厳密な国際評価を提供する。 PISA の結果から、 世界全

体で学習成果の質と公平性が明らかになり、 教育者と政策当局は他国で導入され

ている政策と実践から教訓を得ることができる。 本書は PISA2018 調査の結果をまとめ

た全 6 巻の 1 巻である。 この第 4 巻では、 この調査に参加した 20 か国の 15 歳の

生徒のお金についての理解力の調査結果を収録している。

Effective Adult Learning Policies
Challenges and Solutions for Latin American Countries

Code: skc-2020-4-en 
ISBN: 9789264445826  
pages: 81 ¥3,200

南米 ・ カリブ諸国では、 グローバル化と急速なテクノロジー及び人口動態の変化

が相まって、 どの国でもスキルの需要と供給が変化している。 こうした傾向は、 今後

数年間ペースを速めながら続くとみられる。 特に技術の進歩により、 働き方全体と雇

用主から求められるスキルが一変している。 これは課題をもたらすが機会も創出する。

本書では、 南米諸国の個人と企業がどうすればこうした変化の恩恵を受けられるか

を論じている。 本書は、 労働市場に妥当なスキルを供給するという点で南米 ・ カリ

ブ諸国の成人学習制度が抱える課題、 成人学習への包摂的参加を妨げる障壁、

成人学習を真に実効性あるものにするために政府や企業、 個人が集団的に導入す

べき解決策について考察している。

OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: 
Albania

Code: edu-2020-23-en 
ISBN: 9789264764804  
pages: 250 ¥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。

アルバニアでは、 教育の受けやすさと学習成果が過去 20 年間に改善し、 かつ

ての西バルカン諸国の最低水準から、 最も急速に改善している国になった。 しかし、

依然として多くの生徒が就労と生活に必要な基本的スキルを身につけずに学業を離

れており、 人口グループ間の格差が大きい。 本書は UNICEF との共著で、 生徒の学

習支援に焦点を当てて教育評価制度を強化するための提言を収録している。 本書

はアルバニアだけでなく、 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

の関心にも応えている。

https://doi.org/10.1787/48ebd1ba-en
https://doi.org/10.1787/f6b6a726-en
https://doi.org/10.1787/d267dc93-en
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Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the 
Elderly

Code: els-2019-5046-en
ISBN: 9789264388574  
pages: 187  ¥5,800

本報告書は、 介護職員についての最新の総合的な評価の国際比較、 彼らの職

務、 介護職員不足に対する OECD 諸国の政策を収録している。 本書が強調してい

るのは、 介護職の労働条件の改善、 介護職の魅力を高めることの重要性で、 テク

ノロジーの利用拡大、 スキルの有効活用、 寝たきり予防への投資などによる生産性

向上の余地があることを明らかにしている。

人口高齢化のスピードは、 介護部門の労働力の増加ペースを上回っており、 同

部門では介護が必要な人々のための十分な労働者を採用、 維持することに苦慮し

ている。 非正規労働者が多く、 給与は他の医療部門の同程度の資質を要する仕

事と比べて少なく、 また健康上の問題を抱える労働者も他の医療部門の労働者より

多い。 さらに、 学歴要件が介護という要求が厳しく増加する仕事を行うには不十分

である場合が多い。 在宅介護の需要が高まっていることから、 医療部門と介護部

門、 フォーマル介護者とインフォーマル介護者との協調を向上させることが求められ

ている。

Social Issues / Migration / Health 

Realising the Potential of Primary Health Care

Code: els-2020-17-en 
ISBN: 9789264933330  
pages: 201   ¥6,500

医療サービスに対する市民の期待が高まり、 人口高齢化は進み、 医療ニーズは

複雑さを増し費用も多くかかるようになった。 こうした中、 一次医療制度にはより多く、

より多様な事柄に対処することが求められている。 最初に訪れる医療サービスとして、

総合的で継続的、 協調的な治療を行う一次医療が鍵を握っている。 一次医療は、

医療制度の効率を高め、 社会経済的水準にかかわらず人々に医療を提供し、 医

療制度を人間中心にする力を持っている。 本書では、 OECD 諸国の一次医療制度

を検証し、 多くの国々でこうした期待に応えられていないことを明らかにしている。 新し

いサービス構成、 医療提供者間の調整の改善、 デジタル技術の利用、 資源とイン

センティブの利用改善により一次医療を変化させることが、 治療方法の改善、 コスト

削減、 医療の不平等削減につながる。 本書では、 一次医療の能力を発揮させる

ために OECD 諸国が対処すべき主要な政策課題を明らかにし、 21 世紀の一次医療

へと変貌させるための主な進展とイノベーションについて考察している。

Workforce Innovation to Foster Positive Learning Environments 
in Canada

Code: els-2020-35-en 
ISBN: 9789264987937  
pages: 79 $30.00 

カナダは、 スキル開発のための新たなアプローチをテストするプログラムを導入した。

本書では、 こうしたプログラムでカナダの成人学習制度が将来に備えられるものにな

るかを分析している。 さらに、 高業績労働慣行 （high performance work practices） を利

用することで、 職場における最適なスキル利用と学習を促進するために、 これらのプ

ログラムを拡大する方法について概説している。

Employment

https://doi.org/10.1787/92c0ef68-en
https://doi.org/10.1787/a92adee4-en
https://doi.org/10.1787/a92cf94d-en
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Enhanced Access to Publicly Funded Data for Science, 
Technology and Innovation

Code: sti-2020-38-en 
ISBN: 9789264733312  
pages: 120   ¥3,900

知識型社会経済において、データは主要な資源である。 公的資金を投入したデー

タへのアクセスを拡充することで、 研究とイノベーションが実現し、 資源効率、 生産

性、 競争力の有効性が高まり、 社会全体に恩恵がもたらされる。 しかしこうした恩恵

は、 プライバシー、 知的財産、 国家安全保障、 公共の利益へのリスクとバランスを

取らなければならない。

本書では、 科学 ・ 技術 ・ イノベーションを目的とした公的資金を投入したデータの

利用を促進するための現在の政策慣行と、 将来的な政策課題を考察している。 国

の政策と国際的なイニシアチブを検証し、 政策的に注目すべき 7 つの課題について

論じている。

Science and Technology   

Environment 
Financing Water Supply, Sanitation and Flood Protection
Challenges in EU Member States and Policy Options

Code: env-2020-34-en 
ISBN: 9789264678880  
pages: 144 ¥4,500

OECD と、 EU の環境政策を担当する欧州委員会の環境局は、 EU 加盟国が抱え

る現在及び将来的な水関連の資金問題を共同で検証した。 その中には、 上水道、

下水の回収と処理、 洪水の防止に関する EU 規制に適合させるために必要な投資

が含まれている。

この研究の一環として、 上下水道、 洪水の防止に対する現在の支出レベルと今

後予想されるニーズについての新たなデータが生産された。 それにより、 加盟国間の

比較と欧州の一部の国々の間で政策議論を行うことができるようになった。本書では、

この 2 年間の共同研究から得られた研究の理論的解釈、 量的結果、 政策課題と

提言を収録している。 本書に収録されている欧州諸国の教訓は、 他の国々におけ

る同様の研究と政策論議に裨益するものである。

https://doi.org/10.1787/947717bc-en
https://doi.org/10.1787/6893cdac-en
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Society

Code: dcd-2020-49-en 
ISBN: 9789264648159  
pages: 124  ¥3,900

持続可能な開発に向けた 2030 アジェンダでは、 市民社会団体を持続可能な開

発目標の実施と監視に関与させることの必要性が明らかにされている。 市民社会団

体には貧困、 不平等、 脆弱性の渦中にいる人々の声を開発プロセスに届ける力が

あるため、 誰も取り残さないという目標の達成を支援することができる。 その能力を最

大限生かすために、市民社会団体は DAC 加盟国に対して実現可能な環境を提供、

促進することを求めている。

本書では、 DAC 加盟国が市民社会を支援し協力する様々な方法を総合的に考

察し、 市民社会政策とその実践の実効性をもっと高めることができると論じている。 そ

のために、 本書では DAC 加盟国、 市民社会団体、 その他とさらに議論を行うため

の行動計画を提示し、 それを加盟国がそれぞれ市民社会との協力の実効性を高め、

引いては市民社会団体が活動しやすい環境を整備する方法についての指針または

提言に発展させている。

OECD Development Co-operation Peer Reviews: Ireland 2020

Code: dcd-2020-45-en
ISBN: 9789264927834  
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 ～ 6 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活動と、 脆弱性、 危機、 人道支援へのアプローチにつ

いて、 統合された制度全体の視点から評価を行っている。

アイルランドは持続可能な発展に強い意見を持っている。市民社会との良好なパー

トナーシップ、 多国間主義への確かな支持、 人道的援助主義が、 同国の開発協

力の特徴である。 その 2019 年の国際開発政策、 A Better World の意欲的な構想を

実現するには、 計画通りの ODA を増やし、 ガイダンスと新たな結果管理アプローチを

発展させ、 戦略的な人員配置を実施する必要がある。

https://doi.org/10.1787/51eb6df1-en
https://doi.org/10.1787/c20f6995-en
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