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Brick by Brick
Building Better Housing Policies

本書は、 住宅政策の立案に関する実証、 各国の経験、 政策についてまとめ

たもので、 包摂性、 効率、 持続可能性の 3 つの側面に重点を置いている。 住

宅を誰でも入手できようにすることが、 多くの OECD 諸国で次第に難しくなっている。

それは、 住宅コストが大幅に上昇し、 主に仕事が多い都市部で、 住宅供給が

需要に追いつかないためである。 地理的制約もあるが、 多くの都市で土地利用

や区画条件などの規制があることが、 供給の制約となっている。 それと同時に、

貸主と借主の関係に対する規制が賃貸市場の発展を妨げ賃料を引き上げてい

る可能性もある。 さらに、 低炭素経済への移行が、 世界全体で CO2 排出量の

17％、 微粒子物質排出量の 37％を占める建築部門に課題を突きつけている。

世界全体でほぼ 3 分の 2 にあたる国々には依然として強制的な建物のエネルギー

に関する規則がない。 住宅が長寿命であることを考えると、 取り組みの前倒しが

不可欠である。 本書では、 これらの問題に対処するための具体的な政策行動に

ついて、 実証に基づくオプションを列挙し、 住宅政策の様々な目的の間の相互

補完性とトレードオフを見直している。 本書は、 OECD Housing Toolkit の一環である。

Toolkit には、 住宅指標のダッシュボードと国別概要を収録している。

Print ver. 
Code: eco-2021-441-en-print
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OECD Economic Surveys: Spain 2021
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PDF ver. 
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スペイン経済は、 新型コロナウイルスのパンデミックによって、 2020 年には深刻な不

況に陥ったが、 政府の強力な対策によって雇用と企業が守られている。 しかし、 危

機は失業、 不平等、 地域間格差といった以前から続く構造的課題を助長している。

国の復興計画は、 短期的な復興を助け、 長期の成長の可能性を後押しするため

にも用いられるべきである。 耐久性のある包摂的な復興を実現するには、 労働市場

の分断化を抑えて、 求職者によりよいスキルを身につけさせ支援を拡充することで雇

用の質を改善する必要がある。 年金制度の持続可能性を確保する改革が、 中期

的な財政問題に取り組む上で鍵を握っている。 スペインはデジタル化を進めているが、

デジタル技術を生産性の向上にもっと活用する余地がある。 デジタル技術を普及さ

せるには、 依然として残るデジタルインフラの格差に対処し、 イノベーションとスキルへ

の投資を増やすことでデジタル化の利点を十分に生かせるよう企業と人々の能力を

拡充する必要がある。

特集 ： 生産性向上のためのデジタル技術の普及

https://doi.org/10.1787/b453b043-en
https://doi.org/10.1787/79e92d88-en
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OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1

Print ver. 
Code: eco-2021-442-en-print
ISBN: 9789264367470  
pages: 220  ¥14,300  
PDF ver. 
ISBN: 9789264816916  
¥8,500

新型コロナのパンデミックは、 世界中の国々に引き続き影を落としている。 この最

新のエコノミックアウトルックでは、 ワクチン接種が進みより強い政策支援が導入され

たことで世界経済の見通しが改善すると述べているが、 それと同時に、 各国の進捗

状況は均一ではなく、 復興の維持、 強化にはリスクや課題があると指摘している。

本書では、 マクロ経済情勢に関する総合評価、 各国の動向と経済予測につい

ての章を収録している。 OECD 加盟国の他、主なパートナー諸国についても分析を行っ

ている。

Economics 

Main Economic Indicators, Volume 2021 Issue 6
Print ver. Code : pac-2020-5342-en-print pages : 256 

Main Economic Indicators は、 OECD 加盟国とブラジル、 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

オンラインデータベース :

2021 年価格 : \ 126,700

Quarterly National Accounts, Volume 2021 Issue 1 
Print ver. Code : pac-2020-5360-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

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  

2021 年価格 ： \79,700

https://doi.org/10.1787/edfbca02-en
https://doi.org/10.1787/24f37d99-en
https://doi.org/10.1787/098131da-en
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Finance and Investment 
The Impact of Regulation on International Investment in Finland

Print ver. 
Code: daf-2021-81-en-print
ISBN: 9789264973701  
pages: 172  ¥5,200  
PDF ver. 
ISBN: 9789264506381  
¥3,100

本書では、 フィンランドへの海外直接投資 (FDI) を促進する要因とどの国内規制が

海外投資を阻害するのかを考察している。 本書では、 フィンランドとその他の北欧 ・

バルト諸国への FDI フローの傾向を分析し、 フィンランド経済にとっての海外投資の恩

恵について論じている。 フィンランドとその他の北欧 ・ バルト諸国で実施されている規

制枠組みを比較し、 経済全体と産業部門別の結果を概観し、 これらの規制枠組み

の変更が FDI の流入をどのように変えるかを考察している。 フィンランドのビジネス環境

に対する海外投資家の見解が、 本書の結論を補完している。 本書では、 改革す

べき分野を明らかにし、 フィンランドの投資環境をさらに改善し、 より多くの FDI を誘致、

維持すると同時にそのプラスの影響を強化できる政策を提案している。

Taxation 
Global Forum on Transparency and Exchange of Information 

for Tax Purposes
Antigua and Barbuda 2021 (Second Round, Phase 1) Peer Review Report 
on the Exchange of Information on Request

Print ver. Code: ctp-2021-572-en-print ISBN: 9789264971011 pages: 172 ¥4,600  
PDF ver. ISBN: 9789264696723  ¥3,200  

Argentina 2021 (Second Round, Phase 1) Peer Review Report on the 
Exchange of Information on Request

Print ver. Code: ctp-2021-573-en-print ISBN: 9789264959989 pages:61     ¥4,600
PDF ver. ISBN: 9789264972513  ¥3,200  

Russian Federation 2021 (Second Round, Phase 1)  Peer Review Report 
on the Exchange of Information on Request

Print ver. Code: ctp-2021-574-en-print ISBN: 9789264733688 pages:128  ¥4,600  
PDF ver. ISBN: 9789264677036  ¥3,200  

South Africa 2021 (Second Round, Phase 1) Peer Review Report on the 
Exchange of Information on Request

Print ver. Code: ctp-2021-575-en-print ISBN: 9789264966420 pages: 67   ¥4,600  
PDF ver. ISBN: 9789264944763  ¥3,200  

Ukraine 2021 (Second Round, Phase 1) Peer Review Report on the 
Exchange of Information on Request

Print ver. Code: ctp-2021-576-en-print ISBN: 9789264739949 pages: 62   ¥4,600  
PDF ver. ISBN: 9789264578722  ¥3,200

本書は、各国の要請に基づく情報交換に関する 2021 年ピアレビュー報告書である。

https://doi.org/10.1787/b1bf8bee-en
https://doi.org/10.1787/2219469x
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Fighting Tax Crime – The Ten Global Principles,  Second Edition

Print ver. 
Code: ctp-2021-600-en-print
ISBN: 9789264503601  
pages: 76  ¥3,200   
PDF ver. 
ISBN: 9789264572874 
¥1,900

本シリーズの第一版は、 脱税と闘うための初の総合的なガイドで 2017 年に出版

された。告発された納税者の権利を尊重しつつ、 脱税を特定、 捜査、 告発するた

めの効率的かつ実効的な制度の開発に必要な法、 制度、 行政、 運営の諸側

面を網羅した基本原則 10 項目を収録している。

本書は第二版で、 脱税や知能犯罪の知識がある専門家に対処したり、 資産の

回復における国際協力を推進するといった、 新たな課題を取り上げている。 様々な

国々の経験を引用し、  仮想資産の悪用、  共同捜査本部が関わる複雑な捜査、

脱税その他の金融犯罪と闘うための新たなテクノロジーツールの利用に関わる成功

事例を収録している。 グローバル 10 原則は、 脱税や違法な資金フローと闘うため

の全政府的アプローチである OECD のオスロ対話の重要な要素である。

本書には 33 の国別の章を収録し、 各国内の脱税取り締まりの枠組みとグローバ

ル 10 原則実施の進捗状況などの詳細を収録している。

Taxation 

Mobilising Evidence for Good Governance
Taking Stock of Principles and Standards for Policy Design, 

Implementation and Evaluation

Print ver. 
Code: gov-2020-731-en-print
ISBN: 9789264752665  
pages: 153  ¥5,200  
PDF ver. 
ISBN: 9789264851382  
¥3,100

政府は、 実証に基づく政策策定と政策決定過程への信頼を向上させようと模索し

ている。 本書は、 政策策定における実証のグッドプラクティスについて初のグローバ

ルな原則と、 様々な OECD 諸国と国際的な研究機関から得られた実証の標準を収

録している。 良質な実証に寄与する既存のプラクティスと様々な側面の双方を反映

して、 本書では特に社会政策分野で公共部門の介入を検討する際の政策サイクル

全体に実証を提供する幅広い判断を収録している。 また本書は、 実証と評価の分

野で国際的な指針を開発する第一歩でもある。

Governance 

Global Trade in Fakes
A Worrying Threat

Print ver. 
Code: gov-2021-186-en-print
ISBN: 9789264313309  
pages: 92  ¥3,200 
PDF ver. 
ISBN: 9789264813021  
Free

本書では、 偽造品の国際取引の規模、 価値、 範囲、 トレンドを数値で明らかに

している。 独自のデータセットと方法でこの脅威の規模を推定し、 どの産業が特にリ

スクを負っているかを明らかにしている。 また、 国際取引における偽造品生産国の経

済規模を測り、 主な取引先を推定している。 最後に、 配送方法と取引ルートの変

化の最近の傾向を分析している。

https://doi.org/10.1787/006a6512-en
https://doi.org/10.1787/3f6f736b-en
https://doi.org/10.1787/74c81154-en
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Governance 
Progress Review of Latvia’s Public Utilities Commission
Driving Performance

Print ver. 
Code: gov-2021-161-en-print
ISBN: 9789264979802  
pages: 48  ¥3,200  
PDF ver. 
ISBN: 9789264996922  
¥1,900

規制当局は、 「市場の審判」 として機能し、 政府や市場における現在と未来の

関係者、 消費者を含む部門内の利害関係者間の競合する利害のバランスを取る。

それと同時に、 市場は新たな技術、 ゼロエミッション経済への世界的な移行、 消費

者のニーズと選好の変化、 そして最近では新型コロナのパンデミックがもたらした大規

模な変化などのせいで、 これまでにないスピードで変化している。 したがって、 経済

規制当局の実績は常に評価しなければならない。

本書は、 ラトビアの公益委員会 (Public Utilities Commission) が 2016 年に行われた前回

の OECD の実績評価レビュー以降、 その規制活動の有効性を高め、 消費者と経済

全体にとっての最終的な成果を改善させるために取り入れた変更事項を評価してい

る。

OECD Integrity Review of the State of Mexico
Enabling a Culture of Integrity

Print ver. 
Code: gov-2021-57-en-print
ISBN: 9789264336094  
pages: 148  ¥5,200  
PDF ver. 
ISBN: 9789264839793  
¥3,100

本書では、 メキシコ州と自治体の贈賄防止政策を分析し、 その強み （包摂性と

厳格性） と、 より包括的なものにするために特定の信頼性リスク （ポリシー ・ キャプ

チャー） を含める必要性を明らかにしている。 本書では、 州政府が公務員の行動に

影響を及ぼせるように倫理的ルールと価値観を管理する方法を分析している。 また、

メキシコ州の内部統制とリスク管理制度も評価し、 グッドプラクティスと弱点の概要を

明らかにしている。 最後に、 州政府の公務員に対する行政の責任制度の役割と説

明責任を確保する上でのその有効性についても考察している。 行政の責任に対する

法的枠組みについて論じ、 信頼性のルールと基準を適用するための包括的で堅実

な基礎を提供しているが、 その実施を改善するための支援が必要である。

Public Integrity in Ecuador
Towards a National Integrity System

Print ver. 
Code: gov-2021-143-en-print
ISBN: 9789264466241  
pages: 72  ¥3,200  
PDF ver. 
ISBN: 9789264686526  
¥1,900

公的信頼性は、 汚職に対処し、 公共機関への信頼を維持し、 新型コロナウイル

スのような危機を有効に管理する上で必要なものである。 本書では、 エクアドルの公

的信頼性に対する公の機関の責任を分析している。 本書では、 分断化対策と国

全体のあらゆる関係者を関与させる公的信頼システムの構築について、 具体的な

提言を行っている。 また、本書ではエクアドルの公的信頼性に対する戦略的アプロー

チを検証し、 国及び国際的な開発目標に沿った長期的な国家政策のためのロード

マップを提案している。 最後に、 エクアドルがその行政機関内の信頼性を管理する

方法についても検討している。

https://doi.org/10.1787/6c2ee469-en
https://doi.org/10.1787/daee206e-en
https://doi.org/10.1787/9623672c-en
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Regional Integration in the Union for the Mediterranean
Progress Report

Print ver. 
Code: sge-2021-3-en-print
ISBN: 9789264544420  
pages: 200  ¥6,500  
PDF ver. 
ISBN: 9789264504622  
¥3,900  

本書では、 ユーロ地中海地域の統合の主な傾向と進捗状況を観察している。 具

体的には、 貿易統合、 金融統合、 インフラの統合、 人の移動、 研究 ・ 高等教

育という地域統合の 5 分野について考察している。 ユーロ地中海地域における統合

のパターンと課題を独自に分析し、 考察対象となっている領域の相互関係 （例え

ば、 適正価格の交通網を損なわずに地域の貿易を増やす方法など） に注目してい

る。 本書では、 質的、 量的な実績指標に基づいて、 新たな洞察を提供している。

本書には地中海連合の 42 カ国と、 妥当な場合は同地域のパートナー諸国につい

てのデータを網羅した 100 近い図表が収録されている。 本書には、 上記の 5 分野そ

れぞれにおける地域統合を進める方法について、 主要な結論と政策提言が収録さ

れている。

Trade 

Starting Strong VI
Supporting Meaningful Interactions in Early Childhood Education 

and Care

Print ver. 
Code: edu-2021-84-en-print
ISBN: 9789264327474  
pages: 168  ¥4,500  
PDF ver. 
ISBN: 9789264888654  
¥2,700  

子供の学習、 成長、 幸福は、 他の子供、 大人、 家族との日々の交流や環境

から直接影響を受ける。 この交流のプロセスは、 「保育の質 (process quality)」 と呼ば

れる。 どのような政策が、 子供が幼児教育 ・ 保育において良質な交流を経験でき

る最良の状態をもたらすのか。

本書では、 5 つの主要政策手段とそれが保育の質に及ぼす影響を論じているが、

特にカリキュラムと授業の方法、 労働力の開発に焦点を当てている。 本書には、 26

カ国 ・ 地域の 56 種類のカリキュラム枠組み、 120 以上の様々な幼児教育 ・ 保育

環境についての指標を収録している。

OECD Digital Education Outlook 2021
Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and 

Robots

Print ver. 
Code: edu-2021-81-en-print
ISBN: 9789264641990  
pages: 300  ¥9,700 
PDF ver. 
ISBN: 9789264904644  
¥5,800   

デジタル技術、特に人工知能 (AI) に基づくスマートテクノロジー、ラーニングアナリティ

クス、 ロボット工学などは、 教育をどのように変革するのか。 本書ではこの問題を取り

上げ、 スマートテクノロジーが学校教育や教育組織 ・ 制度の管理をどのように変えて

いるかに焦点を当てている。 本書では、 学習の個人化、 特別な学習ニーズを抱え

る生徒の支援、 ブロックチェーンによる修了認定といった、 スマートテクノロジーの活

用を掘り下げて考察している。 また、 更なる研究が必要な課題と領域についても検

討している。 本書の結論は、 教員、 政策当局、 教育機関が教育のデジタル化を

進める一方で公平性と包摂性を高める道筋を明らかにしている。

Education 

https://doi.org/10.1787/325884b3-en
https://doi.org/10.1787/589b283f-en
https://doi.org/10.1787/f47a06ae-en
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Education 
Scotland’s Curriculum for Excellence
Into the Future

Print ver. 
Code: edu-2021-77-en-print
ISBN: 9789264341043  
pages: 140  ¥4,500 
PDF ver. 
ISBN: 9789264476981  
¥2,700  

スコットランド （英国） の生徒は、 Curriculum for Excellence (CfE) で学習を行っている。

このカリキュラムは、 3 歳から 18 歳の学習に身心一体的で一貫した将来を見据えた

アプローチを採っている。 CfE は、 広く支持されている教育理念を提供している。 学

校は、 実効的なカリキュラム作成を認めている共通の枠組みに基づいて独自のカリ

キュラムを作成している。 2020 年にスコットランドは、 近年の学校のカリキュラム設計と

その実施状況を理解するために、 初等 ・ 中等教育機関における CfE について評価

するよう OECD に要請した。 本書では、 スコットランドで行われた数か月に及ぶ観察と

既存の文献、 他の OECD 諸国の経験に基づき、 2015 年以降の CfE の進捗状況を

分析している。 OECD の分析と提言の目的は、 スコットランドが CfE をさらに拡充して学

習者が現在と将来のためにその持てる力を活かせるように支援することである。 スコッ

トランドの CfE は 21 世紀の学習の先駆者の一つであるため、 その最近の動向は他の

教育制度やその独自のカリキュラム政策にとって、 有益な教訓となる。

Adapting Curriculum to Bridge Equity Gaps
Towards an Inclusive Curriculum

Print ver. 
Code: edu-2021-76-en-print
ISBN: 9789264353954 
pages: 140  ¥4,500 
PDF ver. 
ISBN: 9789264804968  
¥2,700  

OECD Future of Education and Skills 2030 は、 今回初めて、 政策当局、 学術専門家、

校長、 教員、 NGO、 その他の社会的パートナー、 そして最も重要な生徒を含む幅広

い関係者とともに新たな知識の共創を通して、 総合的なカリキュラム分析を実施した。

本書はカリキュラムの比較分析を初めて行っており、 既存の文献を概観し、 各国の

課題と戦略を列挙し、 各国がそのカリキュラム改革で経験した副作用からの教訓を

収録している。

「21 世紀のカリキュラム」 に向けたカリキュラム ・ イノベーションの主なトレンドは、 デ

ジタルカリキュラム、 個人に合わせたカリキュラム、 複数教科にまたがる能力や内容

に基づくカリキュラム、 柔軟なカリキュラムの 4 種類である。 こうしたイノベーションには、

生徒の学習と暮らし良さを拡充し学習を彼らの社会生活や将来にもっと適したものに

させられる可能性があるが、 各国も学校も生徒間の公平性の差という複雑な現実に

直面している。 本書では、 カリキュラムの平等、 公平性、 包摂性について現実に

即して考察を行っている。 本書では、 様々な学習者、 特に社会的に恵まれない生

徒の個々のニーズを満たすにはカリキュラムをどのように適用すべきかを考察している。

また各国が、 取り残される生徒が出ないようにするためにカリキュラムの設計に用いて

いる様々な戦略も収録している。

https://doi.org/10.1787/bf624417-en
https://doi.org/10.1787/6b49e118-en
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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、 リトアニアの若者に仕事と生活に必要なスキルを身につけさせ、 成人

と企業の学習への参加を高め、 人々のスキルを職場でより実効的に活用し、 スキル

政策のガバナンスを強化する機会を明らかにし、 そのための提言を収録している。

Education 

Social Issues / Migration / Health 
A New Benchmark for Mental Health Systems
Tackling the Social and Economic Costs of Mental Ill-Health 

Print ver. 
Code: els-2021-285-en-print
ISBN: 9789264710139  
pages: 252  ¥5,800 
PDF ver. 
ISBN: 9789264832398
¥3,400

何百万もの人々が精神的な問題を抱えており、 その経済的コストは GDP の4％を超

えている。 精神医療制度があれば、人々の精神を健康に保ち、 制度を必要とする

人々に適切な支援を提供することができる。しかし、精神医療は長い間軽視され、

予算も不足しており、治療の必要に応えられないケースが多く見られる。新型コロナ

危機の長期化とそれが精神衛生に及ぼす影響により、精神医療制度の重要性が

かつてないほど高まっている。本書は、各国が精神医療制度の実績に関わる政策と

サービスをどの程度提供できているかを詳細に分析している。精神医療の利用しやす

さを改善し、サービスの利用者がサービス設計に参加できるようにし、社会統合を優

先するなどして、各国が精神医療の実績を強化するために採用している最近の改革

に焦点を当てている。また、本書では各国が人々の精神医療ニーズをよりよく満たす

ために取るべきアプローチも明らかにしている。本書は、国際比較可能な指標によっ

て精神医療の実績を理解するための枠組みを設定している。もっと多くのデータが入

手できれば、 近いうちにこのアプローチはさらに強くなる。

Measuring What Matters for Child Well-being and Policies

Print ver. 
Code: wise-2021-128-en-print
ISBN: 9789264924437  
pages: 292  ¥9,100   
PDF ver. 
ISBN: 9789264583535
¥5,400

子供の幸福に関わる有効な政策を立案、 実施、 観察するために、 政策当局は

子供の生活をより良く把握でき、 彼らにとって重要なことを測り、 差し迫る問題や脆弱

性を事前に把握するためのデータを必要としている。 子供に関わるデータはここ数十

年で改善が見られたとはいえ、 各国レベルでも国際的にも重大な欠如がある。 各国

が正しい行動をとれば、 事態を進展させることができる。

本書は、 子供の幸福に関わる政策により良い情報を与えるための尺度の改善とよ

り良いデータを提供するための基礎を築いている。 本書では、 子供の幸福の尺度の

ための枠組みを収録し、 子供の生活のどの側面をどのように測れば子供の幸福を把

握できるかを概観している。 また、 子供のデータ開発の優先事項と、 主なデータ格

差を明らかにしている。 その目的は、 子供のデータインフラの改善機運を高めることで

ある。

https://doi.org/10.1787/14deb088-en
https://doi.org/10.1787/4ed890f6-en
https://doi.org/10.1787/e82fded1-en
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デジタル技術、特に人工知能 (AI) に基づくスマートテクノロジー、ラーニングアナリティ

クス、 ロボット工学などは、 教育をどのように変革するのか。 本書ではこの問題を取り

上げ、 スマートテクノロジーが学校教育や教育組織 ・ 制度の管理をどのように変えて

いるかに焦点を当てている。 本書では、 学習の個人化、 特別な学習ニーズを抱え

る生徒の支援、 ブロックチェーンによる修了認定といった、 スマートテクノロジーの活

用を掘り下げて考察している。 また、 更なる研究が必要な課題と領域についても検

討している。 本書の結論は、 教員、 政策当局、 教育機関が教育のデジタル化を

進める一方で公平性と包摂性を高める道筋を明らかにしている。

Employment

Industry and Services 
OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021

Print ver. 
Code: cfe-2021-307-en-print
ISBN: 9789264735118  
pages: 292  ¥9,700  
PDF ver. 
ISBN: 9789264579316  
¥5,800

中小企業と起業家は新型コロナ危機で深刻な打撃を受けた。 政策対応は迅速

かつ大規模で、 打撃を緩和しほとんどの中小企業と起業家の事業を維持する一助

となった。 ショックの大きさにもかかわらず、 これまでに得られたデータによると、 スター

トアップの開業は維持され、 倒産の波はなく、 ほとんどの OECD 諸国でイノベーション

の勢いもある。 しかし、 政府支援は自営業者、 零細企業、 開業したばかりの若い

企業、 女性や少数民族が経営する企業にとっては、 それほど有効ではなかった。

各国の中小企業支援力も均一ではなかった。 ワクチン接種が進み経済見通しが明

るくなってくると、 政府は危機からの脱却とより良い復興のための条件を設定する方向

に舵を切らなければならない。 本書は、 危機と政策対応が中小企業と起業家に与

えている影響に関する新たな実証を収録している。 そこには、 中小企業の負債や、

危機対応力があるサプライチェーンにおける中小企業の役割、 イノベーションの普及

といった長期的な問題も含まれている。 本書には、OECD 諸国のベンチマークの影響、

脆弱性の要因、 危機対応力の源についての国別プロフィールを収録し、 中小企業

のための流動性支援と復興政策に特に注目している。

SME and Entrepreneurship Policy in the Slovak Republic

Print ver. 
Code: cfe-2021-305-en-print
ISBN: 9789264488342  
pages: 260  ¥8,400  
PDF ver. 
ISBN: 9789264829398  
¥5,000

本書では、 スロバキアの中小企業及び起業政策に関する OECD 審査の結果を収

録している。 より生産的な起業を促進し、 企業規模の拡大を支援し、 中小企業の

輸出とグローバルバリューチェーンへの参加を支援し、 中小企業のイノベーションと

革新的な起業を増やし、 起業を人口全体に広げるという課題にどのように対処すべ

きかを考察している。 本書では中小企業と起業の実績とこれら企業にとってのスロバ

キアのビジネス環境を検討し、 他の OECD 諸国に照らしてベンチマークを設定してい

る。 また、 この分野の政策のリーダーシップ、 調整、 協議を確かなものにするための

調整についても詳細に検討している。 本書では、 中小企業と起業の資金、 イノベー

ション支援、 中小企業の労働力のスキル構築、 公共調達といった領域に対する政

府支援プログラムについて考察している。 また、 中小企業と起業活動の東西格差、

スロバキアにおける支援条件、 地域の企業エコシステムの強化方法なども考察して

いる。 さらに、 中小企業のデジタル化と、 ロマ族共同体の労働市場とのつながりを

強化するための自営業や社会起業の推進にも焦点を当てている。

https://doi.org/10.1787/c3df2833-en
https://doi.org/10.1787/97a5bbfe-en
https://doi.org/10.1787/9097a251-en
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本書は、OECD 加盟 38 カ国、OECD 非加盟の EU 加盟 5 カ国、 新興諸国 11 カ国、

合計 54 か国の農業政策を評価している。 本書には、生産者・所有者助成推定 (PSE

と CSE) という包括的な測定 ・ 分類システムと関連の指標を用いてまとめられた、 農

業助成の最新の推定に基づく国別分析を収録している。 2021 年版では、 新型コロ

ナウイルスのパンデミックへの政策対応に焦点を当て、 農業助成政策がフードシステ

ムの実績に及ぼす影響を分析している。

Building Agricultural Resilience to Natural Hazard-induced 
Disasters

Insights from Country Case Studies

Print ver. 
Code: tad-2021-97-en-print
ISBN: 9789264951860  
pages: 172  ¥5,200 
PDF ver. 
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¥3,100  

洪水、 干ばつ、 暴風雨、 家畜の害虫や病気といった自然が引き起こす災害は、

広範囲に長期にわたって世界中の農業部門に深刻な被害をもたらす。 こうした影響

の多くは気候変動で説明されるが、 農業生産性と持続可能性、 持続可能な発展

という課題を克服するには、従来通りの災害リスク管理アプローチでは不十分である。

本報告書では、 チリ、 イタリア、 日本、 ナミビア、 ニュージーランド、 トルコ、 米国の

7 つの事例を用いて、農業における自然災害対応力の構築に関する新たなアプロー

チについて論じている。 本書では、 各国が農業の自然災害への対応力を高めるた

めに用いている政策措置、 ガバナンスの施策、 農場の戦略、 その他のイニシアチ

ブを考察し、 特に新たな推奨慣行に注目している。 災害の影響に対処することから、

災害の予防とその影響の軽減、 農業部門の防災対策支援、 将来の防災のために

適応、 変革すべきことに焦点を当てた事前アプローチに移行するためにさらに取り組

むべきことについて、 具体的な提言を行っている。

Agriculture and Food

https://doi.org/10.1787/2d810e01-en
https://doi.org/10.1787/49eefdd7-en
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チェコの都市部において、 新型コロナ危機が手頃な住宅の確保に及ぼしている影

響の全体像はまだ見えていないが、 パンデミック以前からあった都市部の継続的な

住宅供給不足や都市住民の住宅購入の構造的障害といった問題への早急な対

処が必要であることが浮き彫りになった。 チェコ政府は、 新型コロナ危機の最中に

人々が住まいを維持できるよういくつかの緊急措置を発動したが、 本書では、 チェコ

の中央、 地方政府が持続可能で包摂的な都市パラダイムを実効的に形成するた

めに、 直接的、 間接的双方の政策措置を採る必要があると提言している。 直接的

な政策措置は、 例えばより多くの社会住宅を必要とする世帯に提供するなど、 特に

住宅の購入可能性に的を絞ることである。 地域の土地利用計画のような間接的措

置は、 手頃な住宅の供給を増やす一助となる。 本書には、 OECD と地域開発省が

住宅市場と自治体レベルの住宅政策に関するデータを収集するために 1800 以上の

自治体で実施した新しい調査の結果も収録している。

Urban, Rural and Regional Development

Implications of Remote Working Adoption on Place Based 
Policies

A Focus on G7 Countries

Print ver. 
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新型コロナウイルスにより、 就労や社会とのつながりのデジタル化が加速した。 パン

デミックを抑えるために世界的にロックダウンが実施されたことで、 企業も労働者も日

常活動の多くをオンラインで行わざるを得なくなった。 リモートワークが広がったが、 こ

れはパンデミック以後も続くと見られている。 地方政府とその政策対応は、 この変化

の中で労働者と企業を支える上で重要な役割を果たす。 本書では、 地域がいわゆ

る 「新常態」 に備えられるようにする短期、 長期の政策策定を導くためにいくつかの

提案を行っている。 人の移動パターンの変化と様々な種類の労働者と地域におけ

るリモートワーク採用の決定要因を分析するために、 リアルタイムの地域データを活用

している。 本書ではコロナ後に出現するであろう居住パターンの様々なシナリオを明ら

かにし、変化する働き方がどのように地域の発展、インフラ、医療、環境といった様々

な政策領域に影響するかに焦点を当てている。

Mining Regions and Cities Case of Andalusia, Spain

Print ver. 
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アンダルシアは、スペイン最大の鉱山地帯で、EU では第二の銅の生産地帯であり、

大理石と石膏生産ではトップである。 同地方は、 地域の鉱業生産のほとんどを占め

る金属鉱業部門 （例えば、 銅、 亜鉛） と、 地域全体に分散している非金属鉱業

部門 （例えば、 景石、 土壌、 工業鉱物） という、 2 つのサブセクターから恩恵を

受けているが、 それぞれが地域の発展に妥当な供給者の豊富なネットワークを持って

いる。 アンダルシアの鉱業のバリューチェーンは、 持続可能な原料物質に対する世

界及び EU の高まる需要に応える潜在力を持っており、 環境面で持続可能な鉱業の

ための先駆的テクノロジーと循環プロセスにおいて、 先駆けとなる可能性がある。 本

書では、 アンダルシアがその強みに立脚して、 地域の生産性と暮らし良さを改善する

ために現在と将来の課題に対処しつつ、 低炭素経済への移行を加速させ EU の気

候目標の達成を支援する方法を明らかにしている。

https://doi.org/10.1787/bcddcf4a-en
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Perspectives on Global Development は 2010 年の初版発行以来、 このシリーズは開発途

上国の発展のトレンドと政策の優先事項を追跡してきた。 2021 年版では、 不満という

現象について考察している。世界金融危機から新型コロナのパンデミックまでの間に、

世界中で人々の不満が急速に高まった。 特に中所得国で顕著で、 過去数十年

間に開発途上国で出現した中産階級の間で最も深刻化している。 本書では、 不満

の経済的、 政治的、 社会的要因を検証し、 開発途上国におけるパンデミックから

の復興には、 市民の満足度を同時に向上させ、 生産的な転換を後押しし、 社会の

団結を強化するアプローチが必要だと述べている。 本書の結論では、 不満の国際

的な側面を考察し、 現在の多国間システムの弱点と不均衡により、 世界的な危機、

特に気候変動危機を前に人類の集団行動力が損なわれていると述べている。 不満

の高まりは、 あらゆるレベルの経済、 社会、 政治モデルの成功を妨げている。 不満

に対処することは、 こうした制度を包摂的かつ持続可能な方法で安定させるというこ

とである。
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より良い暮らしのためのより良い政策を策定するためには、 正確でタイムリーなデー

タと統計が不可欠である。 政策当局は正しいデータを入手、 活用できれば、 新型

コロナのパンデミック期に明らかになったように、 危機管理において重要な役割を果

たす。 それはまた、 透明性が高く責任の所在が明らかな政策やサービスの提供と、

企業と投資の決定を持続可能な開発目標 (SDGs) に沿うように導く上でも重要なもの

である。

本書はこのシリーズの第一弾で、 開発援助委員会 (DAC) 加盟国が ODA を中 ・ 低

所得国の統計能力の開発やデータエコシステムの強化にどのくらい割り当てているか

ということについての、 他では得られない情報源である。 加盟国のデータと統計政

策の優先事項、 戦略、 資金、 提供の様式 (delivery modalities)、 パートナーシップの

全体像を見ることで、 国際支援の調整の基本となり、 より大きな影響を与える方法を

明らかにしている。
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多くの新興アジア諸国は、 特に世界金融危機以降、 マクロプルーデンス政策の

見直しを行っている。 例えば、 これらの国々は住宅市場に的を絞った政策を策定し、

バーゼル III の要件を国内法に幅広く取り入れている。 新型コロナのパンデミックの中

で、 政策当局は新たな脆弱性とそれにかかわる金融安定性のリスクを特定し、 適切

なマクロプルデンス ・ ツールで対処する必要がある。

本書では、 新興アジア諸国の現在のマクロプルーデンス政策の状況を概観し、 そ

れらの政策ツールキットがどのように変化してきたかを考察している。 マクロプルーデン

ス政策と他の政策との相互作用を含む金融安定性の最も差し迫った課題について

論じている。 また、 環境目標の達成、 フィンテックの発展を反映した規制枠組みの

更新といった、 新たな課題についてのマクロプルーデンス政策にも注意を払っている。

気候変動は、 金融市場に新たな課題をもたらす一方で、 フィンテックの発展は多くの

経済的な機会を与え金融制度を深化させるが、 迅速な政策対応が求められる様々

な新たなリスクも現れている。

https://doi.org/10.1787/405e4c32-en
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https://doi.org/10.1787/6f1ed069-en


page: 13page: 13

Development 
OECD Development Co-operation Peer Reviews: Germany 

2021  

Print ver. 
Code: dcd-2021-69-en-print
ISBN: 9789264320666  
pages: 140  ¥4,500  
PDF ver. 
ISBN: 9789264328235  
¥2,700  

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 5 ～ 6 年ごとに審査している。 DAC ピアレビューは、 政策、 プログラム、 シ

ステムついて調査してその国の総合的な実績を評価している。 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。

このピアレビューでは、 ドイツが公平かつ持続可能なグローバル化とルールに基づ

く多国間秩序に投資していることを明らかにしている。 ドイツは 2020 年に国民所得の

0.73% を ODA として拠出した。 同国はアフリカへの関与を調整し、 その開発協力の仕

方を見直している。 ドイツは、 自国の政策が開発途上国に波及する効果をもっと体

系的に分析することができる。 ドイツの開発協力は、 ジェンダーの平等と誰も置き去り

にしないというビジョンを明確にしより多くの投資を行うことで恩恵を受けることができる。

その明確なビジョンと危機に対する総合的なアプローチは、 短期、 長期の関わりをよ

り明確にすることから利益を得ることができる。

https://doi.org/10.1787/bb32a97d-en
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