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（特活）国際協力NGOセンターの概要 
特定非営利活動法人国際協力NGO センター（JANIC）は、共に生きる地球市民社会をめ

ざして、1987年10月に国際協力NGO のリーダーたちにより設立されたネットワーク型の

市民団体である。国際協力を行うNGO 活動の推進、理解者や支持者の拡大､NGO が活動

しやすい社会基盤の強化を図ることを目的に活動している。主な活動内容は、知識・情報

の普及と支持者の拡大（NGO市民情報センターの運営､ホームページによる情報提供、グ

ローバル・フェスタ・ジャパンなどイベントのNGO 事務局担当、NGO 入門セミナー、

NGO 就職ガイダンスの開催など）、NGO 間のネットワーク・協力の推進（正会員NGO
の集い､NGO間の協働活動の推進、海外のネットワーク型NGO との連携など）、NGOの

活動能力を高めるための人材育成・組織強化（NGO の危機管理・安全管理研修、長期ス

タディプログラム、SR研修、アカウンタビリティ基準の普及、国際協力NGO次世代リー

ダー育成研修の開催など）、調査研究・提言活動（NGO・外務省定期協議会、NGO・JICA
協議会の開催、2008年G8サミットNGOフォーラムの運営、NGOダイレクトリーの作成な

ど）、関係機関との交流・協力関係の促進（CSR推進NGOネットワークの運営、NGO労

働組合国際協働フォーラムの運営、財団法人自治体国際化協会との「市民国際プラザ」共

同運営など）である。 
 
調査員の略歴 
東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻国際関係論コース博士課程に在籍中。修

士課程在籍中より、軍縮にかかわるNGO ネットワークの動きの研究を行う。2007年4月
～2009年3月まで外務省NGO専門調査員として、（特活）国際協力NGO センターにて、

G8 サミットに関わるNGO のネットワークの活動について調査をした。 
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要約 
 2008年7月に北海道洞爺湖でG8サミットが開かれるにあたり、日本の141のNGOが集ま

り「2008年G8サミットNGOフォーラム（以下、NGOフォーラム）」が結成された。NGO
フォーラムは、環境、人権・平和、貧困・開発などの分野で活動するNGOがイシュー横断

的に集まったネットワークであり、政府に対して政策提言を行なうこと、また広く社会に

対して地球規模の課題について訴えかけることなどの活動を行った。本報告書の大きな問

題意識は、約2年の間活動したNGOフォーラムの成果を明らかにすることである。 
 本報告書では、2つの側面に焦点を当てNGOフォーラムの分析を行っている。ひとつは、

NGO‐政府関係であり、もうひとつはNGOフォーラムの内的関係である。NGO‐政府関

係については、NGOフォーラムのG8サミットに向けた政策提言活動の分析を行なった。

NGOフォーラムの政策提言活動は、G8サミットの成果文書に十分に提言が反映されなか

ったという点で課題が残るものであった。本報告書では、NGOフォーラムの政策提言活動

を資源の動員という視点から検証することで、NGOフォーラムが資源動員を戦略的に行な

えなかった点と、それらを生み出した組織的問題点を指摘した。他方、政策提言活動には

課題を残しつつも、政策提言を行なうための政府との対話の場を設定する主体としてNGO
フォーラムが機能していたことは成果として指摘している。 
 もう一点のNGOフォーラムの内的関係について、本報告書では、個々の参加団体に焦点

を当て調査を行った。この調査の目的は、政策提言活動を行なったNGOフォーラムが、提

言活動の過程で各参加団体に与えた影響を明らかにすることである。そのために、NGOフ

ォーラムに参加した団体の一部に聞き取りを行ない、NGOフォーラムに参加した理由や中

心的活動から離れていった理由、NGOフォーラムの活動に関わったことによる各団体の成

果などの点について明らかにした。聞き取り調査からは、NGOフォーラムの運営や活動に

関して課題が指摘されつつも、参加することで各団体がさまざまな成果を獲得しているこ

とが明らかとなった。 
 上記の2つの側面からNGOフォーラムを分析することで、本報告書ではNGOフォーラム

が対政府に与えた影響以上に参加した団体に強い影響を与えたと結論付けている。すなわ

ち、NGOフォーラムが結成された目的は政策提言活動を効果的に行なうための戦略的なネ

ットワーキングであったが、活動の過程でその性格がネットワーク内の価値の共有や連携

を促す相互行為的なネットワーキングに変化したということである。NGOフォーラムが結

成されたことで参加したNGO間の理解や連携が促進され、また能力の強化が進んだといえ

る。NGOフォーラムが日本における今後のNGO活動の基盤の一部を築いたといえるだろ

う。 
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第 1 章．調査目的と問題意識  
問題意識と分析の視角 
 2008 年に G8 サミットが日本で開かれるにあたり、日本の NGO が 141 団体集まり 2008
年 G8 サミット NGO フォーラム（以下、NGO フォーラム）が結成された。この NGO フ

ォーラムは、分野横断的な NGO の集合体であり、これまで基本的にイシューベースで形

成されていた日本の NGO のネットワークとは異なる形の NGO ネットワークであった。 
 このような日本で初めて結成された NGO フォーラムはどのように理解されるべきであ

るか、が本報告書の大きな枠組みでの問題意識である。NGO フォーラムはこれまでの日

本の NGO 界の中では新しい現象であり、その意義は多面的に考察されなければならない。

そこで、本稿では NGO-政府関係、NGO フォーラムの内的関係の 2 つの視点から、NGO
フォーラムの意義を考察する。NGO-政府関係では過去の G8 サミットや国際会議で活動

した NGO ネットワークと比較して、今回の NGO フォーラムの政策提言活動がどのよう

に評価されるのかについて考察する。また、NGO フォーラムの内的関係については、NGO
フォーラム活動中にさまざまな NGO が活動し、相互作用した結果としてどのような産物

が NGO 間に生まれたのかを考察する。特に NGO フォーラムへの参加と離脱という視点

から、NGOフォーラムが参加団体にもたらした成果と課題を明らかにすることを試みる。 
 なお、本報告書では、戦略的ネットワーキングと相互行為ネットワーキングというネッ

トワークが果たす機能から NGO フォーラムの全体的な分析を試みるi。戦略的ネットワー

キングは、組織的かつ形式的で、目的を達成するために活動するプロセスである。資源を

共有することで、対外的な差別化を図り、より強い影響力を対象アクターに発揮しようと

する。他方で、これと対峙する形で相互行為ネットワーキングというプロセスも指摘され

ている。これは、個人的かつインフォーマルに進められ、コミュニケーションを通して体

内的な価値観の共有を追求するものである。 
以上の視点に基づいて NGO フォーラムの理解を試みる。すなわち、NGO フォーラムは、

前者である戦略的ネットワーキングを目的としたネットワークとして形成された。そのよ

うなネットワーク体としての NGO フォーラムを分析するのが第 3 章の NGO-政府関係で

あり、続いて相互行為ネットワーキングを行なうネットワーク体として NGO フォーラム

の分析を第 4 章の NGO フォーラムの内的関係で試みる。 
 
調査方法 
 政策提言の部分については、NGO フォーラムが発行、発表した声明や要望書、提言書

などを資料として使用した。また、NGO フォーラムの内的関係については、NGO フォー

ラム参加団体の担当者にインタビューを行なった。インタビューの対象者は、NGO フォ

ーラムで議決権を持つ運営 NGO で、かつ世話人会に入っていない NGO を対象とした。

これらの団体を対象とすることで、中心より若干離れた場所からネットワークに関わって
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いた団体がどのように NGO フォーラムを捉え、活用していたのかを明らかにする。なお、

調査協力団体は、報告書末尾に記載している。 
 
 
第 2 章．NGO フォーラムの概要 

2008 年 G8 サミット NGO フォーラムは、2007 年 1 月 31 日発足した。本章では、NGO
フォーラムが作られた経緯、組織の構造、主な活動などについて概観する。 

 
1 節．設立の経緯 

2008 年に日本で G8 サミットが開催されるにあたり、日本の NGO がネットワークを作り

始めたのは 2006 年の秋頃であった。G8サミットを巡るNGO の世界的な動きとしては、2000
年前後から、G8 サミットのホスト国の市民社会がネットワークを作り、G8 サミット諸国に

働きかける動きが活発化していた。日本でも、ホストである日本政府を中心に G8 サミット

諸国に対して提言活動を行なう必要性が NGO の間で共有され、連携して活動する機運が高

まってきていた。G8 サミットの場は、グローバルイシューに対する日本の NGO の価値観、

提言能力、役割といったものが世界の関係者の前でさらされる場である。そのため、日本の

NGO として力が最大限発揮できるネットワークが模索された。 
NGO のネットワーク形成については、一部の貧困・開発系の NGO、環境系の NGO がそ

れぞれに関心を持っており、同じ提言のプラットフォームを作ることが模索された。その後、

人権・平和の NGO とも協力し、日本ではじめてグローバルイシューに関わる NGO が結集

することとなった。 
提言活動のためのネットワークづくりの最初の会議が開かれたのは 2006 年 10 月だった。

それ以後、毎月 1～2 回程度の頻度で準備会合が開かれ、趣意書や組織のあり方、意思決定

の方法などのネットワークづくりに関わるさまざまな議論が行なわれた。最終的には、NGO
フォーラムは 1 月 31 日に 68 団体が参加して発足した。 

 
2 節．組織構造 

 NGO フォーラムは、世話人会と「貧困・開発ユニット」「環境ユニット」「人権・平和

ユニット」の 3 つのユニットから構成されている。それぞれのユニットの代表がユニット

リーダーとなり、ユニットリーダー3 名と代表 1 名、副代表 2 名の 6 名、及びプロジェク

トチームのリーダーから世話人会が構成されている。プロジェクトチームはなんらかの大

規模なイベントがある際や、キャンペーン実施、提言書を作成などに関してユニット横断

的に設置された。 
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3 節．主な活動 
 NGO フォーラムの主な活動は、趣意書に示されているように政策提言である。具体的

には、政策提言書の作成、提言書を基にした議員、省庁へのロビー活動などである。また、

CivilG8 対話と呼ばれる G8 諸国のシェルパとの議論の場をはじめ、政府との対話の場を

設定したり、海外から NGO や国際機関の関係者をよびシンポジウムを開催するなどのイ

ベントを開催したりした。さらには、G8 サミット開催中に市民社会としてグローバルな

イシューを議論する市民サミット（通称：オルタナティブサミット）も主要な活動のひと

つである。 
 市民への働きかけとしては、「100 万人のたんざくアクション（以下、たんざくアクショ

ン）」が実施された。これは、たんざくに G8 各国首脳へのメッセージを書いてもらうこと

と同時に、NGO フォーラムの提言内容を伝えるキャンペーンである。 
 
第 3 章．NGO-政府関係 
 本章では、戦略的ネットワーキングを行なう主体としての NGO フォーラムの対政府関

係について考察する。近年の G8 サミットでは、NGO が政府に対して働きかけることが活

発化しており、ある程度対政府の関係の様式も一定化している。ここでは、08 年の洞爺湖

サミットにおける NGO フォーラムの提言活動の成果および提言活動のプロセスを分析す

るとともに、過去の G8 サミットにおける NGO-政府関係と今回の洞爺湖サミットにおけ

る NGO-政府関係の違いに関する考察や海外の NGO から見た NGO フォーラムの活動の

評価について言及する。 
 
1 節．政策提言者としての NGO フォーラム 
 本節では、まず NGO フォーラムの提言活動の成果を振り返り、成果に至った提言活動

の分析と課題の提示を行なう。 
 
1 項．NGO フォーラムの成果文書への影響 

NGO フォーラムは、政策提言を行なうために結成された。そのために、長い時間をか

けてポジション・ペーパー（政策提言書）を作成し、それを基に政府に対して働きかけを

行った。では、NGO フォーラムの政策提言はどの程度 G8 サミットの成果文書に反映され

たのだろうか。 
NGO フォーラムは分野横断的なネットワークであり、それゆえにポジション・ペーパ

ーの論点も多岐に渡る。ただ、その中でも、NGO フォーラムの活動の終盤には強調され

るイシューが収斂してきた。すなわち、気候変動と保健・医療分野である。これは G8 サ

ミットのアジェンダにも対応する。この両分野において NGO フォーラムは特に活発に提

言活動を行なってきたが、NGO フォーラムの提言が G8 サミットの成果文書に十分に反映
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されたとは言いがたい。 
例えば、気候変動では世界の CO2 排出量を 90 年比で 2050 年までに 50％以下のレベル

にまで削減することを NGO フォーラムは求めていた。しかし、成果文書では基準年が明

確に示されず、曖昧な表現となっていた。この結果に、気候変動に関わる NGO は揃って

声明を発表し、G8 諸国による気候変動への取り組みの消極性を指摘している。さらには、

その後のシンポジウムでも、NGO の提言が G8 サミットで十分に考慮されなかった点は指

摘されている。 
保健・医療の分野においては、過去のコミットメント履行をモニタリングするフォロー

アップ・メカニズムが設置されるなど一定の前進があった。しかし、NGO フォーラムが

継続的に求めていた資金の拠出は十分には反映されず、保健・医療に関わる NGO はこの

点を特に批判している。このように考えると、NGO フォーラムの中でも特に提言活動が

活発だった気候変動や保健・医療の部分においても NGO フォーラムの提言が反映された

とはいいがたい。もちろん細かい点については詳細な検討が必要だが、大枠の部分で NGO
フォーラムの提言活動が G8 サミットの議論の結果に影響をもたらしたとはいえないだろ

う。 
また、人権・平和に関しては G8 サミットの成果文書への提言に加えて、G8 サミット開

催にともなう人権侵害や G8 サミットの開催のあり方自体を問う方向にも活動を向けた。

例えば、NGO フォーラムの招聘者の入国管理を巡るトラブルに対応できるよう、弁護士

の団体と連携することで受け入れに必要な体制を整えていたり、G8 サミットの存在自体

を問題視して活動していたグループとの連携をとるなどの活動である。人権・平和ユニッ

トの提言内容が、G8 サミットの主要なアジェンダになりにくかったこともあり、成果文

書に反映されたとはいいがたいが、政策提言の前線ではない部分で重要な役割を果たして

いた。 
 
2 項．NGO フォーラムの政策提言活動の分析 
この項では、NGO フォーラムの政策提言活動の結果を踏まえて、成果が限定的であった

要因を探る。次章の NGO フォーラムの内的関係についてインタビューを行なっている際

にも、政策提言活動の成果が限定的であった理由として提言活動に戦略が欠けていたとす

る意見がしばしば聞かれた。本項では、まず分析の枠組みを提示した上で、NGO フォー

ラムの提言活動の分析を行ないたい。その上で、NGO フォーラムの政策提言活動の課題

を指摘することにする。 
 

＜分析の視角＞ 
 NGO フォーラムの提言活動を分析するに当たり、本項では資源という視点から分析を

試みたい。資源とは、他の個人の戦略、または特定の選択に影響を及ぼすために使用され
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うるなにかと定義されるものであり、政治学における利益団体の研究や社会運動の研究で

使われてきた概念である。利益団体とは、経済団体や農業団体、労働団体などを指し、政

治過程においてなんらかの形で影響力を行使することで自らの団体の利益を実現しようと

する。利益団体の研究では、村松らが行なった利益団体の影響力とその資源を利益団体ご

とに分類した研究があるii。また、社会運動の研究においては、資源の動員と社会運動の盛

衰の関係に焦点を当てた研究が数多く行なわれてきた。日本においては、塩原や片桐の研

究が代表的なものだろうiii。他方で、NGO 研究に関しては、これまで NGO の活動を分析

する有効な枠組みが提示されてこなかった。従って、ここではこれまでの他分野の研究を

援用しつつ議論を進める。特に、政策形成の政治過程において影響力を行使しようとする

点では、NGO も利益団体と同様の枠組みで考えられることから、以下では利益団体研究

の議論を踏まえながら分析の視角を提示する。 
 利益団体の資源については、これまでの研究では以下のような分類が行なわれている。

すなわち、団体の組織規模、資金規模、情報、専門知識、人的ネットワーク、戦略的地位、

正統性である。表 1 は、資源の種類と資源を基にした影響力行使のプロセスをまとめたも

のである。 
 
 
表 1：資源の種類と影響力iv（伊藤光利、田中愛治、馬渕勝『政治過程論』176，177 ペー

ジを参考に筆者作成） 
資源の種類 影響力行使のプロセス 
情報 最新の事実関係の把握による情報の質・量の優位性 
専門知識 調査や経験に基づく独自の知見 
人的ネットワーク 政治家や官僚とのコネクション 
正統性 主張・活動の公共性の高さによる社会的認知 
組織規模 選挙時における票 
資金規模 活動資金や政治献金 
戦略的地位 団体の地位が特定の政策を実施する上で重要な場合 

 
例えば、農業団体のように大規模な組織を持っていれば、選挙における票になりうる。

また、経済団体のような資金を豊富に有している団体は、その分さまざまな活動を大きく

展開できる。さらに、国会議員や政府高官につよいコネクションがあれば、ロビーイング

が容易に行なえる。各利益団体は、他団体と比較して相対的に優位な資源を使いつつ、政

策決定に影響を与えることになる。 
 ただし、資源を持っているだけでは、政策の形成過程に影響力を行使することはできな
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い。政策決定に影響を及ぼすためには、資源を効果的に動員することが必要である。適切

なタイミングと対象に向けて適切な資源を投入することで、資源は保有、動員する意味を

もつ。その意味で、特定の主体がもっている資源の種類とともに、その主体がどのような

戦略をもって資源を効果的、効率的に動員できたかを考察する必要がある。 
 次に、利益団体は戦略を基に資源を活用し、政策決定に影響を与えるための具体的な行

動をとる。NGO では提言活動に当たる部分であり、利益集団では政府に対してアプロー

チする戦術と理解される。これは主に 2 つに分けられる。ひとつは直接ロビーイング、も

うひとつが間接ロビーイングであるv。直接ロビーイングは、官僚や議員など政府関係者と

直接的に対話をする方法である。直接対話の場では、具体的な提言内容を政府関係者に提

示し自らの主張を伝え、また意見を交換することで相手側の意見に対して反応する。一連

のやり取りを通じて、政策の実現を達成する手法である。他方で、間接ロビーイングは、

政府関係者との直接対話以外の活動を指す。具体的には、デモなどの直接行動、イベント

の開催、広報／メディアワーク、調査などである。これらの活動は、啓発活動とそれに伴

う世論の盛り上げを目的としている。世論が盛り上がることで、特定の利益団体が政府に

とって正統な対話の相手と認識され、その主張を無視できなくなり、政策形成で考慮する

ことが必要となる。利益団体は、自らが持つ資源を勘案し、選択的に上記のような戦術を

行ないつつ、政策形成過程に影響を与えようとするのである。 
このような資源の保有から動員、具体的な活動までを NGO の視点から図に表したもの

が図 1 の NGO の資源動員と政府への働きかけである。 
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図 1：NGO の資源動員と政府への働きかけ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 まず、すべての利益集団はさまざまな資源をもつ。しかし、すべての利益集団が均等に

すべての資源を持っているわけではなく、NGO には NGO のみが持ちうる資源や他の団体

より豊富に持つ資源がある。NGO はそれらの資源をどのように活用するか戦略を作り、

戦略に従って資源を活用する。その活用のプロセスは、具体的に提言活動となって現れる。

それらは主に 2 つに分類され、ひとつは政府と直接対話を行なう直接ロビーイング、もう

ひとつは市民への訴えかけを通した間接ロビーイングに分けられる。 
 本項では、上のような視角から NGO フォーラムを分析する。まず、NGO フォーラムが

持っていた資源の特定を行なう。これは、他の利益集団と比較して、NGO フォーラムが

持っていた優位性について考察する意味ももつ。次に、NGO フォーラムがそれらの資源

NGO の持つ資源 

政府 

市民 
直接ロビーイング 間接ロビーイング 

世論 

啓発 

資源 
情報／専門知識／人的ネットワーク／正統性／ 

組織規模／資金規模／戦略的地位 

NGO の資源活用戦略と活用 

提言活動 
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をどのように活用したのか考察する。これは、NGO フォーラムが持っている資源のどの

部分が使われ、どの部分が使われなかったのかを特定する作業でもある。その後、それま

での考察にもとづいて NGO フォーラムの提言活動の課題を指摘し、資源の活用に問題が

あったと考えられる背景を、NGO フォーラムの組織的な観点から検討を行なう。 
 
＜分析＞ 
NGO フォーラムのもつ資源 
 NGO フォーラムは 141 団体が参加するネットワークである。この規模は、日本のこれ

までの NGO ネットワークの中でも大規模な部類に属する。では、この NGO フォーラム

はどのような資源を保有していたのだろうか。 
 これまでの NGO 研究では、NGO は情報、専門知識をもっていることが指摘されてきて

いた。多くの NGO は特定の課題に取り組むために設立され、活動の経歴をもっている。

その活動を通して、専門知識は蓄積され、また最新の情報を得られるようなネットワーク

も形成される。そのような情報や専門知識は政策形成において影響力となりうる。政府が

保持していない情報を提示することや、課題への取り組み方について新たな専門知識に基

づいて政策を提言することで、政府は従来の政策に変更を迫られることがある。これは

NGO にとって大きな資源である。NGO フォーラムも例外ではなく、情報や専門知識は資

源である。これまで日本で政策提言を行なってきた NGO の多くが NGO フォーラムに参

加していたし、政策提言には関わっていなかったが現場でプロジェクトを実施している

NGO も参加していた。最新の情報、そして高度な専門知識という点では十分に資源をも

っていたと考えられる。 
 次に、人的ネットワークも NGO がもつ資源のひとつである。人的ネットワークとは、

国会議員や政策形成に関わる官僚との関係性の度合いである。NGO によっては個別の活

動分野において、関係する議員や官僚と日常的な接触をもっている場合がある。NGO フ

ォーラムは、多くの NGO が参加したネットワークであり、個々の NGO がもつ人的ネッ

トワークを総合的に活用する可能性があったことを考えると人的ネットワークという資源

も豊富にもっていたということがいえよう。 
 正統性については、NGO がもちうる資源のひとつである。正統性という資源は、特定

の団体がなんらかの主張を行なった際に、主張の公共性が高いと社会的に認知されること

で団体の正統性が増し、政策形成過程の中で発言力が増すと理解される。NGO は、例外

はもちろんあるが、一般的にその主張や提言の実現が特定の団体の利益に還元されるとい

う種類のものではなく、社会一般に還元されるものである。従って、団体の主張の公共性

の高さという点からは NGO の主張は用件を満たしていると考えられる。従って、この正

統性も NGO が活用しうる資源であり、有効に活用しなければならない。NGO フォーラム

の場合、もちろん当初から正統性が付随していたわけではないが、NGO フォーラムは、
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途上国の社会的弱者の権利の保障や、環境の持続可能性の確保、平和な社会の実現といっ

た社会一般に広く還元される主張を提言活動の中で行なっていた。正当性を持っていたと

考えられる正統性は十分に活用しうる資源であったといえる。 
 その他の資源については、NGO フォーラムは活用できる状況ではなかったと考えられ

る。概観してみよう。まず、組織規模は、利益団体の研究では票に繋がることから影響力

の源泉と理解される。例えば、ある団体が大量の人員を選挙時に動員できるのであれば、

それは選挙に敏感な議員への影響力につながる。しかし、NGO は本来的に必ずしも大き

な組織をもつものではない。NGO フォーラムには 141 団体が集まったとはいえ、1 団体

のもつ組織規模は限られている。例えば、会員数からみると NGO フォーラムの組織規模

は以下のようになる。NGO フォーラムに参加した団体の中で、中心的に活動し会員・サ

ポーター規模が大きい団体は、（財）ジョイセフ（家族計画国際協力財団）（150,000 人）、

（財）日本フォスター・プラン協会（67,000 人）、（財）世界自然保護基金ジャパン（35,000
人）、（特活）ワールド・ビジョン・ジャパン（31,725 人）などに限られており、その他の

団体の多くは数百人程度の会員をもつのみである。従って、NGO フォーラムに参加した

団体の会員の総数は 30 万人程度と推測される。農業団体や労働団体が数百万人という組

織規模をもつことに比べると、この数は非常に少ない。組織規模で見る限り、これまで政

策形成に影響を与えてきた団体と比較すると限界がある。 
 次に資金規模である。資金規模は、諸活動の基本的資源となりうるし、また利益団体に

おいては、政治献金に必要な資源ともなる。NGO フォーラムにおいては、この資金規模

は有効な資源とはならなかったと考えられる。すなわち、結成当初において NGO フォー

ラムの活動を十分に賄えるだけの資金の獲得見込みは立っておらず、活動を経る中で助成

金などを得ることで活動を継続して行った。予定していた活動をすべて展開できたわけで

はなく、むしろ資金規模に応じた活動を展開したといえるだろう。NGO フォーラムの資

金規模は、NGO フォーラムの事務局が一律に管理していたわけではなく、参加団体が負

担していた部分もあるため正確な数字は算定できない。それゆえ概算のみであるが、7 千

万円ほどが活動資金となっていたと考えられるvi。 
 最後に、戦略的地位について検討したい。戦略的地位は、ある団体が置かれている状況

が、政策を実行する上で重要な位置を占める場合に効果を発揮する。例えば、鉄道関係の

労働組合がストライキをすると交通網が遮断される。交通に関する政策形成過程で、この

ような地位を占める労働団体は強い影響力を発揮できると考えられる。NGO フォーラム

は、このような戦略的地位を有していない。例えば、NPO 法の改正など、NGO が政策の

客体となりうる政策の場合であればある程度の戦略的地位が見込めるが、G8 の成果文書

の中身において、NGO フォーラム自身が直接的に関与する部分はほとんどない。従って、

NGO フォーラムに戦略的地位はなかったといえるだろう。 
 このように NGO フォーラムがもっていた資源、もしくは活用しうる可能性のあった資
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源は、情報、専門知識、人的ネットワーク、正統性と考えられる。次にこのような資源を

もつ NGO フォーラムが効果的にこれらの資源を動員できたのか考察を行ないたい。 
 
NGO フォーラムの資源動員 
 ここでは、NGO フォーラムが資源をどのように動員しようとしたのか、また動員でき

なかったのかについて考察を行なう。その際に、他の NGO の提言活動の例も参考にしな

がら話を進めたい。特に、NGO フォーラムと同時期に TICADⅣにむけて提言活動を展開

した TNnet（TICADⅣ・NGO ネットワーク）を参考にしつつ話を進める。ただ、ここで

参考にする TNnet の活動は、全体の活動のあくまで一部であり、全体の評価を行なうもの

ではないことを先に指摘しておきたい。 
本論に入る前に、NGO フォーラムの主要なロビーイングの機会を整理しておくvii。NGO

フォーラムは以下のように政府との対話の機会を作り、政策提言を行なってきたことを念

頭に話を進める。なお、NGO フォーラムやユニットが主催した他のイベントをまとめた

年表、および NGO フォーラムと個別のユニットが出した提言の一覧を巻末に記載してお

いた。 
 
表 2：NGO フォーラムの主要ロビーイング年表 
日時 会議名 提言文書 参加政府関係者 
2007 年 
2 月 10 日 

設立シンポジウム  松本外務省経済局政策課課

長補佐 
3 月 13 日 環境大臣・NGO 懇談会  若林環境大臣 
4 月 4 日 外務省サミット担当者意

見交換会 
 外務省担当者 

6 月 30 日 ハイリゲンダム・サミット

報告会 
貧困・開発声明文「バルト

海から洞爺湖へ」 
鶴岡外務省地球規模課題審

議官／谷津環境省大臣官房

審議官 
11月22日 民主党との意見交換会  民主党 
2008 年 
2 月 22 日 

環境大臣・NGO 意見交換

会 
 鴨下環境大臣 

2 月 19 日 シェルパviiiとの対話集会  河野シェルパ 
3 月 12 日 G20国際NGOワークショ

ップ 
 鶴岡外務省地球規模課題審

議官／谷津環境省大臣官房

審議官／本部経済産業省資

源エネルギー庁審議官 
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3 月 24 日 外務省・NGO 意見交換会  小田部経済局長／深田 G8サ

ミット準備事務局長 
3 月 25 日 G8 開発大臣会合に向けた

意見交換会 
貧困・開発ユニット要望書 小野寺外務副大臣 

4 月 23 日 参議院 ODA 特別委員会  参議院 
4 月 23、
24 日 

CivilG8 対話 NGO フォーラム声明 G8 シェルパ 

6 月 12 日 自由民主党との意見交換

会 
 自民党外交三部会 

6 月 17 日 サブシェルパ・NGO 意見

交換会 
貧困・開発ユニット提言書 小田部経済局長 

6 月 18 日 首相対話  福田首相 
 
情報・専門知識 
 情報、専門知識が NGO フォーラムのもつ資源のひとつであるとすでに指摘した。この

資源はロビーイングの機会に最も発揮されるべきである。NGO フォーラムの提言書や声

明などから、NGO フォーラムに参加する NGO が自ら保持する情報や専門知識をフルに動

員しようとしたことが窺える。NGO フォーラムが作成したポジション・ペーパーは、過

去の G8 サミットの議論を踏まえた提言を展開している。G8 サミットに対する本格的な政

策提言を経験したことが少ない日本の NGO にとって、このような提言が展開できたのは

G8 サミットにこれまで関わってきた欧米に本部をもつ NGO に負うところが大きい。例え

ば、環境分野では WWF、貧困・開発分野ではオックスファムやワールド・ビジョンなど

である。また、気候変動分野では、CAN（Climate Action Network）、貧困・開発分野で

は GCAP（Global Action Against Poverty）などの国際ネットワークに所属することによ

って、G8 サミットに関するさまざまな情報を獲得することができた。これらのネットワ

ーク内では、メールや電話による情報交換はもちろん、一年間に一回から数回会議を開き、

直接会って情報交換や提言戦略の作成を行なっている。例えば CAN は国連での気候変動

に関する会議（COP）の際に、CAN のメンバーで会議を開き情報交換、提言戦略の作成

を行なっている。また、GCAP の G8 サミットに関わるメンバーは、一年に一度、翌年に

G8 サミットが開かれる国に集まり、翌年の G8 サミットに向けた提言戦略について議論し

ている。日本の場合は、2007 年 10 月末に世界 8 カ国の NGO 関係者が集まり、翌年の

G8 サミットに向けて政策要求やアクションプランの議論を行なったix。このような場で世

界各国の政府の状況や G8 サミットに関する情報が共有され、翌年の G8 サミットに向け

た GCAP の行動が決定される。このような国際的なネットワークで共有される情報が、日
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本の G8 サミットにおける提言活動でも活用されていた。国際的なレベルで情報という資

源は動員されていたと考えられる 
 他方で、NGO フォーラム内で情報という資源が十分に活用されていたかどうかはさら

に検証されなければいけない。すなわち、国内でアドボカシーを中心に活動する NGO と

途上国でプロジェクトを実施する NGO 間の情報共有、情報交換がどの程度 NGO フォー

ラムで行なわれたのかという視点である。G8 サミットに対する政策提言について過去の

G8 サミットの議論に沿った形で提言を作ることはもちろん必要であるが、日本の NGO と

して G8 サミットもしくは世界の市民社会に情報・提言を発信するとき、国際的な議論の

流れに乗るだけではなく、日本の多様な NGO が議論した末の日本独自の発信があること

が望ましい。その意味で、ネットワークへの多様な NGO の参画が必要である。 
 
図 2：活動類型別 NGO 間の連携 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NGO フォーラムに参加していた途上国でのプロジェクト実施型 NGO としては、例えば

運営 NGO では（財）ジョイセフ（家族計画国際協力財団）、（特活）シャプラニール＝市

民による海外協力の会、（社）シャンティ国際ボランティア会（SVA）、（社）セーブ・ザ・

チルドレン・ジャパン、（特活）ワールド・ビジョン・ジャパン、サポート NGO では（特

活）チャイルド・ファンド・ジャパン、（財）ケア・インターナショナルジャパン、（特活）

シェア＝国際保健協力市民の会、（特活）ラオスのこども、などが挙げられる。ただ、これ

らの団体による NGO フォーラムの提言内容の形成過程への関与をみると団体、（財）ジョ

イセフ、（特活）ワールド・ビジョン・ジャパン、（社）シャンティ国際ボランティア会（SVA）

を除き積極的な関与はみられなかった。また、（特活）シャプラニール＝市民による海外協

アドボカシー活動 

日本国内 国際 

途上国でのプロジェクト実施活動 

アドボカシー

型NGO：GCAP
CANなど 

アドボカシー型

NGO：ほっと

けない、CAN-J

途上国プロジェ

ク ト 実 施 型

NGO 

？

途上国プロジェクト

実施型NGO 

？
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力の会は、キャンペーン実施部分で強く関与したが、提言内容に関しては関与が弱かった。 
 途上国でプロジェクトを実施する NGO と提言活動で連携をとる意味は他にもある。

TICAD に向けて活動を行なった TNnet は、多くのアフリカ NGO とともに提言を作成し

たことを前面に出して、提言活動を行なった。その結果、外務省にとってもアフリカの市

民社会の声ということで無視できないものとなったことが伺える。実際に、TICAD 外務

省・NGO 定期協議会の中で、国際協力局長から「アフリカの市民社会と日本の市民社会

が共同で作り上げたことから、しっかりと受け止めたい」との趣旨の発言が生まれているx。

外務省との対話を行なう上でも、戦略的に「現場」を活用する必要があったと考えられる。 
人的ネットワーク 
 NGO フォーラムの人的ネットワークについては、活用する余地が残っていたと考えら

れる。ここでの人的ネットワークは、ひとつには国会議員との関係、もうひとつは官僚と

の関係に分類される。まずは、国会議員について検討したい。 
国会議員には NGO に関するいくつかのグループがあり、例えば自民党では「国際的

NGO に関する小委員会」、民主党では「民主党 NGO 海外活動推進議員連盟」がある。こ

れらの議員グループは、日本の NGO 活動に関する提言を行なったり、途上国の NGO に

よるプロジェクトの視察・調査などを行なっており、これらのグループに参加する国会議

員と接触があるNGOも多い。これらのグループへの働きかけをより積極的に行ない、NGO
の提言を伝え、政府の政策形成過程に対する働きかけで連携を模索することができたと考

えられる。そのような活動に成功した例としては、TICAD に向けた NGO の動きが挙げら

れる。TICAD の流れで NGO は多くの議員と接触を行なっているが、その一部を取り上げ

ると、例えば TICADⅣに向けて活動した TICAD 市民社会フォーラム（TCSF）は、2008
年 2 月自民党の「国際的 NGO に関する小委員会」で意見交換を行なっているxi。同委員会

は、TICADⅣに向けた提言を作成するために、NGO からの提言を聞く目的で開催された。

また、民主党の NGO 議連も TCSF と勉強会を招き、TICADⅣに関して議論を行なってい

る。さらに、4 月には TICADⅣに向けた国会議員と NGO の合同会議が外務省関係者も出

席して数回行なわれているxii。これらの会合は、TICAD に関わる NGO が国会議員に対し

て働きかけた結果である。そして、これらの会合での NGO のインプットが TICAD の結

果に影響を与えた側面もあるxiii。もちろん、政府の政策決定過程の中でこのような会合の

持つ意味に関しては、さらなる検証が必要ではある。しかしながら、TICAD に関して言

えば、最終的な成果文書の内容がドラフトの段階から NGO の要求に沿った形で改善した

部分があり、NGO の提言が国会議員のチャンネルを通して政府の政策に反映された可能

性は高い。例えば、TICAD に関する外務省と NGO の会合の中で、外務省のアフリカ審議

官は各政党と意見交換を行ない、それらの意見を反映させたいという旨の発言をおこなっ

ているxiv。 
TICAD は、日本政府が主催する会議であるため、国会議員が関心をもつ対象であるこ
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とは間違いない。しかし、G8 サミットも日本が存在感を示す好機であることから、国会

議員が積極的に関与しうる対象である。実際に、2000 年の沖縄サミットでは、ジュビリー

2000 が進めた債務削減問題に関して議員連盟が作られ政府への働きかけ行なっていた。今

回の G8 サミットでも、G8 サミット直前に ODA に関連した提言が立て続けに 2 本、国会

議員の間から出されたxv。また、外交力強化に関する特命委員会の提言でも、その一部で

ODA について触れられている。国会議員の ODA に対する関心が G8 サミット前には大き

く盛り上がっていたことをうかがわせる。NGO フォーラムの特に開発分野に関わる NGO
は、この関心の盛り上がりを活用し、ODA 政策について国会議員に対する NGO の主張を

伝えることができたであろう。また、気候変動についても G8 サミット直前に G8＋5 を中

心とした世界の議員が 100 名以上集まり、東京でシンポジウムを開き、福田首相に提言を

提出しているxvi。そのほかにも気候変動に関して議員間で多くの議論がなされたと考えら

れる。 
 もちろん、国会議員と連携することがすべてではない。NGO には NGO のスタンスがあ

り、それは国会議員のものと異なる。すべてのイシューで歩調を合わせることはできない

だろう。ここでのポイントは、議員の影響力は NGO よりも大きいため、議員が NGO の

関心のあるイシューについて NGO とは異なる視点で提言をまとめた際には、NGO にとっ

て乗り越えることのできない競合相手となる。そうであるならば、国会議員に働きかけ、

NGO の主張を伝え、NGO に理解を求める作業が重視されるべきだろう。 
 もちろん、NGO フォーラムが国会議員への働きかけを怠っていたわけではない。環境

問題に関心を持つ国会議員は多いことから、これらの議員にアプローチしていた NGO も

ある。また、環境分野では、国会議員側から NGO の意見を聞く機会もあった。開発分野

の NGO も政党に対してアプローチを行ない、民主党や自民党の外交関係の部会と会合を

開いている。NGO フォーラムが国会議員への働きかけを軽視していたわけではない。た

だ、既存の国会議員とのネットワークをより活用し、国会議員が NGO の提言を理解して

いる状況を生み出すさらなる努力ができたのではないかということである。 
 国会議員との人的ネットワークと直接関係はないが、議員との会合の開き方にも課題が

残る。例えば、自民党との会合では多くの NGO 関係者が参加し、提言を紹介した。その

結果、NGO の発言に多くの時間がとられ、出席者の間で意見交換を行なう時間が短くな

った。NGO の発言をインパクトあるものにするには、NGO の発言のポイントを絞り、そ

の点についてのみ深く意見交換をする必要があるだろう。また、議員側からの質問も、NGO
の G8 サミットに対する提言とは関係の薄い内容の質問が出されることもあった。議論を

拡散させないためにも、やはり焦点を絞るという事前の作業が必要だったと考えられる。 
 次に、官僚との人的ネットワークについて検討したい。NGO は、一般的に国会議員よ

り外務省や環境省などの官僚組織との接触が多い。従って、官僚へのアクセスは国会議員

より容易だといえる。ただ、G8 サミットを考えるときには、そのようなアクセスの容易
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さではなく、担当局の視点から考えなければならない。すなわち、開発分野の NGO が日

常的に接触するのは国際協力局であり、環境分野の NGO もそれぞれのイシューに関して

環境省の中にカウンターパートとなる局がある。しかし、G8 サミットは一般的に NGO と

の関係が薄い外務省経済局が担当する。そのため、NGO が日常的に築いてきた人的ネッ

トワークが活用しにくい状況であった。NGO フォーラムに関わった団体の中からも、外

務省へのアクセスの困難さを感じたという意見がある。最終的には、NGO フォーラムは

経済局とも関係を築くにいたったが、その過程で多くの時間と労力が必要であった。また、

関係は築けたものの、経済局との議論の中身は CivilG8 対話や首相対話の開き方に関する

事務的な内容が多く、NGO の提言に関して十分な議論が交わせたとはいえない。この点

については、NGO フォーラムへの参加団体の中からも、シェルパやサブシェルパとの意

見交換の前に提言内容について事務方とも議論を詰めておくべきだったのではないか、と

いう意見が出されていた。官僚組織に対する人的ネットワークという広い意味では資源を

もっていると考えられる NGO であるが、G8 サミットに関してはその資源を十分に活用す

ることはできなかった。 
正統性 
 正統性については、特定の団体がどのような主張を行なっているかが重要である。主張

の公共性が高いと社会的な認知が広まり、政府が政策形成過程の中で無視できなくなるか

らである。では、NGO フォーラムはこの正統性という資源を活用できたのだろうか。NGO
フォーラムの提言自体は、特定の団体やグループの利益を実現するものではなく、広く地

球規模の課題を解決するための提言であり、その利益は広く一般に還元されるものである。

従って、NGO フォーラムの主張・提言は、正統性という資源を動員する要件を満たして

いたと考えられるが、NGO フォーラムの主張・提言は広く社会から認知されるには至ら

なかった。ここでの課題は、団体の主張なり提言が社会から理解され支持されることが必

要であるということである。そのためには、団体がその主張を広める努力が必要となる。

NGO の場合、そのための手段として通常はキャンペーンを実施するということが考えら

れる。NGO によるキャンペーンの実施が成功し、広く社会的に認知され、政府が政策形

成で無視できなくなった例としては、2005 年の Make Poverty History が挙げられる。こ

れは、イギリスの NGO ネットワークが仕掛けたキャンペーンで、05 年にイギリスで開か

れたグレンイーグルズサミット及びいくつかの国際会議に向けて、ODA の増額や債務削

減を求めた内容だった。このキャンペーンは、社会的に認知が広まりメディアで取り上げ

られたり、キャンペーングッズであるホワイトバンドが大量に売れるなど社会的な現象と

なった。その結果、G8 サミットにおいて大幅な ODA 増額が約束されるなど、貧困削減に

向けた大きなステップとなった。この例は、典型的な NGO キャンペーンの成功例といえ

よう。この例からわかることは、例え公共性が高いと考えられる主張を行なったとしても、

それを広く社会に広める活動が必要だということである。 



 18

 NGO フォーラムは、この点で活動が不十分だった。NGO フォーラムでは「100 万人の

たんざくアクション」というキャンペーンを実施した。これは、NGO フォーラムの提言

を伝えるとともに、G8 首脳に対するメッセージをたんざくに書いてもらうものである。

NGO フォーラムは、各種のイベントの機会を利用したり、メディアへアピールを行なっ

たりしたが、社会的な認知を得て、正統性のあるものと理解されるレベルには達しなかっ

た。もっと意識的にキャンペーンを広げていく作業が必要だったと考えられる。 
 この正統性という資源が有効に活用された例として TICAD でのいわゆる「パス問題」

が挙げられるxvii。これは、TICAD への全体会議場へアクセスできる NGO パスについて、

国内・国外 NGO84 名に対して 3 枚のみ発給するという決定を外務省が行なった問題であ

る。NGO 側は、TICAD 共催者である外務省が招聘した NGO 関係者 10 名分以上のパス

を求めており、外務省も前向きな発言を行なっていた。しかし、直前にパスが 3 枚に制限

されたことで、NGO の TICAD 本会議へのアクセスが大幅に制限された。ここでの NGO
側の主張は、アフリカの市民社会の存在を大幅に制限した中でアフリカについて議論を行

なうことは大きな問題である、ということである。NGO 側はこれをメディアに広く訴え、

また新聞を中心としたメディアがこの問題を紙上で取り上げた。その後も NGO 側は外務

省と折衝を続け、最終的に NGO 向けのパスが 2 枚追加されることとなった。これは正統

性という資源を NGO がうまく活用した例といえるだろう。 
 

資源動員と提言戦略、組織構造・運営 
 ここでは、資源の動員と NGO フォーラムという組織の構造にどのような関係があるの

かについて考察する。NGO フォーラムは、持っている資源を十分に動員できなった事実

を上で指摘した。その要因のひとつとして、ここでは NGO フォーラムという組織の構造

と運営に焦点を絞り議論を進めたい。資源を持っていても自動的に動員されるわけではな

く、動員を行なうための戦略や計画が必要である。NGO フォーラムではその戦略や計画

が欠けていたと考えられる。ここでは、まず NGO フォーラムの提言戦略の状況について

検討を行なったのちに、提言戦略を生み出すべき組織の構造や運営について考察を行ない

たい。 
提言戦略の欠如 
 提言戦略については、聞き取り調査の中でも NGO フォーラムは提言戦略がなかったと

いう発言がしばしば聞かれた。提言戦略とは、獲得目標の設定と、獲得目標を達成するた

めの活動全般の計画を意味する。そこでは、提言のターゲットやタイミング、提言の内容、

ターゲットにアクセスするチャンネル等を決めることが必要である。NGO フォーラムで

は、まず獲得目標が NGO フォーラム結成当初に参加団体の間で共有されていたとは言い

がたい。「提言を行なう」という NGO フォーラムの目的は共有されていたが、提言をする

ことで何を獲得するかについては、むしろ NGO フォーラムが活動する中で徐々に明確と
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なってきたといえる。そのため、長期的な視野の中で、タイミング、ターゲット、提言内

容が設定されていたわけではなく、比較的、短期的なタームの中で、それぞれの目標が設

定されていた。最終的な獲得目標から遡って細分化された目標を設定し、必要なタイミン

グでそれを主張するという議論や活動はなかなかみられなかった。世話人会での議論を振

り返ってみると、NGO フォーラム設立当初は、NGO フォーラム全体としての提言戦略に

ついて議論するという意識があった。また、議題の中にも提言戦略に関するものが含まれ

ている。しかし、何度か世話人会が開かれると議論はそのほとんどが調整事項、特にイベ

ントなどロジスティックに関するものになっている。08 年に入ってからも、CivilG8 対話

や市民サミット、首相との対話、国際メディアセンターへのアクセスなど、提言活動の場

の持ち方に関する議論がほとんどを占める。NGO フォーラムとして、どのような提言を

行なうかに関する議論はほとんどみられなかった。 
 それは実際の提言活動にも現われている。いくつか具体例を挙げておきたい。例えば、

聞き取り調査の中で最も多かった意見としては「提言内容が広範囲をカバーしすぎており、

NGOフォーラムとして最も強調したいポイントが見えてこなかった」というものである。

例えば、NGO フォーラムのポジション・ペーパーをみたときに、貧困・開発ユニットが

50 ページ以上のペーパーをまとめたのを含めて 3 つのユニットの提言の分量は計 80 ペー

ジ以上にのぼる。また、他の多くの声明文なども数ページに渡るものが多い。そのため、

強調したい点が不鮮明になる傾向にあった。「提言はできるだけ短く簡潔にしなければなら

ない」という意見が提言活動に長らく関わってきた NGO から聞かれたことを踏まえて考

えれば、NGO フォーラムの提言がまとまりに欠けていたのは獲得目標が当初は明確では

なかったということを示している。 
 獲得目標が明確ではなかったために、提言のターゲットやタイミングの設定についても

短期的なタームの中で会議が近づくたびに決められる傾向にあった。08 年に入ると G8 サ

ミットや TICAD 関連の多様な会議が開かれ、NGO フォーラムの関係団体はそれぞれの会

議にアプローチすることに忙殺されるようになった。そのため、中長期的な中で提言対象

やタイミングを考える余裕がなかったのが現状であったと考えられる。例えば、ターゲッ

トについては、シェルパへのアプローチが弱かったと考えられる。NGO フォーラムがシ

ェルパと意見交換を行なったのは 2 度であり、サブシェルパとも 1 度意見交換を行なった

のみである。確かに、NGO フォーラムはシェルパへアプローチを行ない対話の要求を行

なっていたが、シェルパの都合から対話はなかなか実現しなかった。従って、必ずしも

NGO フォーラムがシェルパへのアプローチを怠っていたわけではないが、G8 サミットの

成果文書へ影響を与えるには、シェルパへのアプローチをより重視する必要があっただろ

う。また、国会議員についてはすでに指摘したとおりであり、持っている資源を十分に使

うことができなかった。さらに、各国の在日大使館というアクターも無視できない。ジュ

ビリー2000 の際も、TICAD の際も NGO は大使館をひとつのターゲットに提言活動を行
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なった。日本政府にとって各国の在日大使館の発言は無視できず、なんらかの形で対応し

なければならない。NGO フォーラムも大使館には、世話人のメンバーや貧困・開発ユニ

ットの団体がアプローチを行なっていた。しかし、高いレベルの関係者と議論を交わすこ

とは少なく、十分な成果を得ることはできなかった。 
また、対話の場の持ち方にも工夫が必要だったと考えられる。例えば、聞き取り調査の

中で「シェルパとの対話が形式的すぎた」という意見が聞かれた。対話の機会が限られた

ことから対話の内容が深まらず、対話自体が形式的になった感は否めない。実際の対話の

場でも、NGO からの主張にシェルパが正面から応える場面は少なかった。より内容の濃

い対話を導く工夫が NGO フォーラムにも必要であっただろう。例えば、対話が行なわれ

る前に、NGO フォーラムの提言に沿った形で特定のイシューに関して質問書を作成し提

出することで、より踏み込んだ位置から対話を始めることも可能だった。会議をどのよう

に進めるかという点について、さらなる工夫の余地はあっただろう。 
 最後に、短期的な提言活動の成果を振り返り、次に繋げるということが NGO フォーラ

ムではなかった。例えば、大臣会合で出てきた成果文書に対して NGO のスタンスを明確

にし、担当省庁に質問を行なうことも考えられる。後述するが、G8 サミットでは成果文

書のドラフトはほとんど出てこない。従って、ドラフトに直接的に影響を与えることはで

きない。しかし、G8 サミットのプロセスでは、各種の大臣会合が行なわれ、成果文書が

発表される。この成果文書は、すべてではないが G8 サミットの成果文書に繋がるもので

ある。そのように考えると、大臣会合の成果文書に対して NGO のスタンスを明確にし、

問題がある部分については担当省庁との会合の中で議論していくべきだったのではないか

と考えられる。 
組織的要因 
 では、なぜ上で指摘したような提言戦略が十分に議論されなかったのだろうか。これに

ついて、NGO フォーラムという組織の特徴から検討を行ないたい。 
 NGO フォーラムの組織的な特徴は、運営に関して民主的な運営と意思決定、議論およ

び決定の公開性と透明の確保に最大限努めたことである。そのため、全体の合意が意思決

定を行なう際に重視された。もうひとつの特徴は、NGO フォーラムでは各ユニットに大

幅な裁量権が認められていたことである。運営規定の中では、ユニットは独自の事務局、

予算をもつことができ、また世話人会はユニットの提言と活動を尊重する旨が記載されて

いる。従って、ユニットごとに意見が異なると NGO フォーラムとして全体の合意はとれ

ない構造になっている。 
 すでに述べたが、NGO フォーラムは環境、人権・平和、貧困・開発のそれぞれの分野

で活動する NGO が初めて横断的につながった NGO のネットワークである。それぞれの

分野で活動する NGO は、独自の活動方針や活動文化と呼びうるものを持っている。代表

的な例を挙げると、政府や企業との距離感覚が異なることだろう。人権・平和分野の NGO



 21

は政府と一定の距離を保つ傾向にあるが、環境分野の NGO は政府と近い距離感覚を持っ

ている。例えば、環境ユニットの活動資金の一部は、環境省所管の財団法人からの助成金

で賄われていた。このことに関して、人権・平和ユニットに所属する団体から疑問が提示

されていたことも事実である。企業との距離に関しても同様の議論があった。それぞれの

ユニットは問題によっては相当程度異なる思考で活動していたと言える。 
 それが顕著に現われたのが、ポジション・ペーパーの作成過程での議論である。NGO
フォーラムのポジション・ペーパーは 3 つの冊子に分かれている。本来であれば、ひとつ

にまとめかつ簡潔にする必要があっただろう。しかし、NGO フォーラムの構造上それを

行なうのが難しい状況があった。ポジション・ペーパーを作成する際に出てきた議論は、

他のユニットの提言について責任を持つことができないため、賛同することはできないと

いうものだった。特に、同じイシューで論点が異なる際にこの点が問題となった。例えば、

ODA 増額に関する提言の部分である。ODA 増額は、貧困・開発ユニットの提言の柱だっ

た。しかし、環境ユニットの一部の NGO にとっては、ODA が引き起こす環境問題を考え

ると、ODA 増額を強く主張する提言に賛同することができなかった。ポジション・ペー

パーをひとつにまとめるという作業をいずれかのユニットが好まない場合、ポジション・

ペーパーをひとつにすることは、NGO フォーラムでは困難な作業であった。最終的には、

ポジション・ペーパーは 3 冊の冊子から 2 ページにまとめられたが、各ユニットの主張の

論点を並べた形であり、ユニットを越えて広く議論され、まとめられたものではなかった。 
 では、全体としての提言戦略が欠けていた点についてはどう考えればよいであろうか。

これは、世話人会の役割として調整役が最も重視された結果だと考えられる。ユニットで

は、ユニットレベルでの提言活動のあり方を考えるが、全体として提言活動をどう行なう

かという議論は少ない。従って、世話人会で全体的な提言について議論する必要があった

と考えられるが、NGO フォーラムは世話人会のトップダウンの形で意思決定をする仕組

みにはなっていなかった。世話人会の役割が調整役に限定されると、全体の提言戦略を考

えることが難しくなる。結果として、全体で提言の戦略について議論を行なうということ

ができなかったと考えられる。この問題を克服するために、提言戦略を考えるプロジェク

トチームを作ることも考えられたであろう。NGO フォーラムでは、ユニットの提言内容

が重ならないように調整を行なう提言調整委員会が設けられた。この委員会はあくまで提

言の内容を調整するだけであって、NGO フォーラムとしての共通の提言を作ることを目

的としたものではない。提言戦略を策定するためにはこの委員会の目的を強化し、共通の

提言をつくるとともに提言の戦略を考えるプロジェクトチームを発足させる試みがあって

もよかったと考えられる。例え目的が達成されなくとも、懸案となりうる論点の抽出や、

抽出された論点に関する活発な議論が行なわれることが提言内容の強化にも繋がったであ

ろう。提言の内容や活動の進め方についてユニットを越えた議論が広く展開されなかった

のは課題だといえる。 
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G8 サミットという国際会議－外部的な要因から 
 NGO フォーラムの影響力が限定的であった点を、NGO フォーラムの提言活動にのみ原

因を求めることはできない。ここでは、G8 サミットという国際会議が、NGO の提言活動

を行なう上で通常の国際会議より困難な性格を有していると考えられる点をいくつか指摘

しておきたい。 
 まず、G8 サミットは、国連などの会議とは異なり政府間の非公式な会議であるため、

そもそも G8 政府以外の主体である NGO などが参画することを想定していない。そのた

め、成果文書に関する情報管理が他の国際会議と比較して厳しい。他の国際会議では、成

果文書に至る過程の文書を NGO が入手し、それに対して具体的なコメントをすることが

可能な場合も多い。例えば、08 年 5 月に開かれた TICADⅣ（第４回アフリカ開発会議）

では、事前に地域会合が開かれ、最終的な文書のたたき台となるものが議論された。しか

し、G8 サミットでは成果文書は厳しく管理されるため、まず NGO が文書を入手すること

が難しく、また入手できたとしてもそれを基に具体的な対話を進めていくことができない。

そのため、成果文書に直接的に影響力を行使することが難しい。 
 また、NGO の参加という点からみても G8 サミットは他の国際会議と異なる。他の国際

会議では、NGO も会議場に入り政府の担当官と直接話し合いの機会をもつことが可能で

ある。しかし、G8 サミットでは、事前のシェルパ会合を含め、G8 の政府関係者以外は会

議場にアクセスできない。会議場で直接政府関係者と対話を持つことで、さまざまな情報

を得たりインプットしたりすることが NGO の主要な活動の一部を構成するが、G8 サミッ

トではそのような活動ができないため、NGO の影響力の行使の可能性は大幅に制限され

る。 
 また、この点はすでに述べたが、G8 サミットは外務省内での担当局が経済局となる。

開発分野の NGO であれば通常は国際協力局と、また環境分野であれば環境省の担当局と

なる。経済局は、NGO にとって接点が少なく、そのため関係の構築に多くの時間がとら

れることになる。 
 最後に、G8 サミットは NGO に限らず日本社会でも注目度が高い国際会議である。その

分、政治過程に関わる NGO 以外の多くのアクターが関与してくることになる。例えば、

すでに述べたように国会議員から G8 サミットに向けた提言書が提出されている。また、

経団連も「G8 ビジネス・サミット共同声明」や「洞爺湖サミットにおけるポスト京都議

定書の国際交渉の枠組みについて」と題する提言を作成している。これらのアクターは、

NGO よりも影響力が強い。他にも、北海道や日本学術会議、農業組合、労働組合、宗教

団体などが多くの提言書を出している。多くのアクターが G8 サミットに関心を持つ中で、

NGO として政府に働きかけを行なわなければならないという困難さをもつ。 
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2 節．対話の場の提供者としての NGO フォーラム 
 NGO フォーラムは政策提言を行なうアクターとして結成された。従って活動は必然的

に政府に対して政策提言を行なうというものである。しかし、NGO フォーラムの場合は、

最終的に 141 もの NGO が連携する基盤ともなったことから、NGO フォーラムが政府か

ら見て NGO に対する正式な窓口としての役割も担うことになった。政策提言の内容の観

点からは、NGO フォーラムの活動成果は限定的であったと考えられるが、政府の対話の

窓口としては過去の G8 サミットでの NGO 活動よりも前進した成果を得られた部分もあ

る。 
 近年、NGO-政府関係の中で発展してきたプロセスとして CivilG8 対話、首脳との対話、

メディアセンターでの NGO 活動が挙げられる。CivilG8 対話は、2006 年のロシアでの

G8 サミットから始まった NGO と G8 諸国のシェルパが議論を交わす場である。日本では

08 年 4 月に京都で開催された。首脳との対話についても、ロシアサミットの際にプーチン

大統領が各国 NGO と意見を交わしたのが最初である。こちらも 08 年 6 月に東京で NGO
フォーラムと国際 NGO の代表者数名が福田首相と意見を交わした。このように NGO フ

ォーラムはこれまでの NGO-政府の対話様式を維持したと考えられる。ただ、完全な形で

維持したとはいえない部分もあることは指摘しておくべきだろう。ロシアでもドイツでも

CivilG8 対話や首脳との対話は一回だけの会合ではなく、数度に渡っている。議長国が交

代する 12 月から 1 月にかけて、前年度のシェルパと次年度のシェルパを含めて NGO と

会合をもつことが過去 2 年行われてきた。このような、次年度への継続性という意味では、

NGO フォーラムはその役割を十分に果たしているとはいえない。 
 NGO の活動領域が広がった部分として、NGO フォーラムがメディアセンターで獲得し

たものは大きい。08 年の洞爺湖サミットでは、国際メディアセンターに隣接したホテルに

NGO が利用できるワーキングスペースおよび NGO が独占的に活用できる記者会見場が

設置された。このような施設の開設は G8 サミットの歴史でも初めてである。特に記者会

見場の設置は、NGO がメディアに情報発信を自由に行なえるという点で画期的だったと

いえるだろう。実際に、メディアの関心も高く、NGO の記者会見には多くのメディアが

取材に訪れていた。 
 このように NGO フォーラムは対政府との関係の中で窓口として機能した。対話の場の

設置という意味では、NGO フォーラムは国内に向けても海外に向けても、その役割を十

分に果たしたといえる。 
 
3 節．海外 NGO との連携および海外 NGO からの評価 
 NGO フォーラムは、活動中に多くの海外 NGO を招聘し、また海外 NGO も CivilG8 対

話や G8 サミットの機会に日本を訪れた。海外 NGO の NGO フォーラムに対する評価は

基本的に高い。 
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 ただし、海外の NGO の評価のポイントは主に提言の場を提供した NGO フォーラムで

あって、提言を実施する主体としての NGO フォーラムではない。それは、海外の NGO
が NGO フォーラムを観察できる機会が CivilG8 対話や G8 サミット本番などの限られた

イベントに限定されていたからであろう。 
 海外 NGO から聞かれた評価のポイントとしては、CivilG8 対話が民主的なプロセスを

経て進められたことや G8 サミット期間中にルスツに設けられた国際メディアセンターで

の NGO の活動スペースが確保されていたことである。CivilG8 対話では、シェルパとの

対話が行なわれるラウンドテーブルがどのように開かれるかが重要である。すなわち、限

られた席しかないテーブルに座り、何を発言するかという問題である。NGO フォーラム

では、この問題に慎重に対応した。参加者の選び方や議論の進め方の協議に時間を割き、

ラウンドテーブル以外の参加者も納得がいく運営を行なっていた。これは NGO フォーラ

ムがオープンな性格をもっていたことを意味し、また海外の NGO もそのような NGO フ

ォーラムの対応を高く評価している。 
 また、国際メディアセンターでは、NGO フォーラムがホスト役となって各 NGO の調整

を行なった。国際メディアセンターでは、上で述べたように NGO の記者会見場やワーキ

ングスペース、NGO 用の掲示板が設置されていた。これらの管理を NGO フォーラムが円

滑に行なっていたことが一定の評価を受けていた。 
 ただ、NGO フォーラムの活動の一部に疑問を呈する声も存在する。例えば、NGO フォ

ーラムのキャッチコピーとなった「世界は、きっと、変えられる。」について、政策的な意

見が含まれていないことを問題視する指摘があった。指摘によると、NGO の活動は常に

なんらかの具体的な変化を求めるために具体的な主張が必要でなければいけないが、NGO
フォーラムのコピーでは NGO フォーラムがどのような変化を求めているのかが明確では

ない、とのことである。すなわち政策的なインパクトが望めないということであろう。 
 また、市民サミット（オルタナティブサミット）の開催を疑問視する声もあった。G8
サミットがすでに開かれている状況で NGO が集まり声を上げたところで、それは G8 サ

ミットの議論に影響を及ぼさない、という意見である。確かに、市民サミットで、多くの

市民が集まったとは言いがたく、オルタナティブサミットの意味をもう一度問い直す必要

があるだろう。オルタナティブサミットの開催には多くの資金が必要なだけに、費用対効

果の観点から再考するべきである。ただ、一年に一度 G8 サミットを機会に世界の NGO
が集まり、大規模な会議を実施するという意味は、G8 サミットへの影響力という観点以

外からも検討されるべきである。例えば、世界的な市民社会の横のつながりを強化すると

いう点においては一定の役割を果たしていると言える。 
小括 
 ここまで、NGO フォーラムの提言活動について資源の動員という視角から具体例を交

えつつ考察を行なってきた。資源の活用という意味では、NGO フォーラムは戦略に基づ
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いた活用を行なうことができなかった。そして、NGO フォーラムの組織の構造や運営の

方法にひとつのその原因があることを指摘した。これは、言い換えると、冒頭で挙げた戦

略的ネットワーキングとしての機能を NGO フォーラムは十分に発揮することができなか

ったといえよう。では、NGO フォーラムという NGO ネットワークは失敗したものと捉え

られるものなのであろうか。もちろん、政策提言の場を提供した主体としての NGO フォ

ーラムの成果は大きい。しかし、それ以上に日本の NGO 社会に与えた影響を考えると

NGO フォーラムが残したものは大きいと考えられる。これについては次章以降詳しく述

べるが、NGO フォーラムは失敗例と捉えられるべきではない。むしろ、今後の日本の NGO
のより活発な活動の基盤を作ったとも考えられる。すなわち、NGO フォーラムが活動す

る中で、参加した団体がさまざまな相互作用を行ない、その結果 NGO の活動の新たな可

能性が生まれつつあるのである。 
 
4 章．NGO フォーラムの内的関係 
 本章では、NGO フォーラムの形成の背景を考察した後、参加団体がどのような動機を

持って NGO フォーラムに参加し活動に関与したのかをインタビューを基に明らかにする。

相互行為ネットワーキングという機能を果たす主体としての NGO フォーラムに焦点を当

てる。 
 
1 節．NGO フォーラム形成の背景 
 NGO フォーラムは 141 団体が集まり、環境、貧困・開発、人権・平和などの課題に取

り組む NGO がネットワークを形成した。このようなイシューを大幅に横断した NGO に

よるネットワーク化の現象は、過去の日本の NGO 活動にないものであり、NGO フォーラ

ムに特有のものである。なぜこのような横断的なネットワークが形成されたのか。この現

象の背景について考察を行なう。 
 
グローバル化する問題群と対応する国家、NGO 

さまざまな問題が地球規模で拡大するにつれて、NGO は国境を越えて活動を展開して

きた。同様に G8 サミットでも扱う課題は多様化しており、08 年の洞爺湖サミットも例外

ではなかった。NGO フォーラムはそのような地球規模課題の多様化を背景に形成された

といえる。 
上でも述べたように開発に関わる課題は 1990 年代後半から G8 サミットでも議論され

てきており、NGO としても G8 サミットをひとつの対象に活動してきた。しかし、環境分

野については、例えば気候変動がひとつの大きなアジェンダとして G8 サミットで扱われ

るのは 05 年のグレンイーグルズサミットが最初である。さらに、生物多様性の問題は、

07 年のドイツサミットで初めて重要な課題となった。また、3R イニシアティブも 04 年の
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シーアイランド、05 年のグレンイーグルズで日本政府が提起した問題である。これまでも

環境分野が議論の対象となることはあったが、G8 サミットでメインテーマとなってくる

のは近年のことである。NGO はこのような議論の変化に敏感に対応してきた。07 年のド

イツ、ハイリゲンダム・サミットでは環境と開発のイシューを横断した NGO ネットワー

クが形成されたことは NGO の迅速な対応が反映されているといえる。 
今回の NGO フォーラムで分野横断的にネットワークが築かれた背景には、G8 サミット

がこれまでよりもより一層多様化し、さまざまなイシューについて議論を行なう場となっ

てきているという事実がある。 
 

多層化・重層化するネットワーク 
 G8 サミットが拡大するにつれ、NGO も分野横断的に連携するという現象を上では指摘

した。これは分野横断的な連携、すなわち水平的なつながりである。しかし、ネットワー

クがさらに拡大していくには、既存のイシューごとに特化したネットワーク、すなわち垂

直的なつながりも重要である。 
 
図 3：NGO フォーラムにおけるネットワークの重層化イメージ 
 
 IUCN-J JNNE 
  
 NGO フォーラム JANIC 
 気候ネットワーク 
 
 CAN-J ほっと  GII/IDI 懇談会 

けない  
 

NGO フォーラムの場合も既存のネットワークが NGO フォーラムの形成、拡大に果たし

た役割は重要である。例えば、NGO フォーラムに関わったいくつかの NGO が所属してい

る主なネットワークだけでも、気候ネットワーク（気候変動）、CAN-J（気候変動）、IUCN-J
（生物多様性）、JNNE（教育）、GII/IDI 懇談会（保健）、JANIC（国際協力）、TNNet（ア

フリカ）、ほっとけない世界のまずしさ（MDGs）などが挙げられる。これらは NPO 法人

化しているネットワークから任意のネットワークまでさまざまである。またこれら以外に

も、さまざまなイシューについて既存のネットワークは存在し、それぞれのネットワーク

が基盤となって NGO フォーラムは拡大した。多層化、重層化した NGO ネットワークが、

NGO フォーラムに広がりを与えたことは間違いなく、これまでの日本の NGO の活動の基

盤の上に NGO フォーラムが成り立っているということがいえよう。 
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2 節．参加と離脱 
 政府に対して政策提言を行なうために作られた NGO フォーラムであるが、各団体の参

加動機はそれぞれ異なる。ここでは、各団体へのインタビューを通して明らかとなった参

加動機をいくつかに分類することで、参加団体が NGO フォーラムに望んでいたことを明

らかにする。また、ネットワークには必ず離脱する（ネットワークの中心から離れ、積極

的に関わらなくなる）アクターが存在する。ネットワークは多数が参加し、活発な活動が

ある程度確保されなければ意味がない。参加団体が離脱する理由を考察することで NGO
フォーラムもしくは個別の NGO が抱える問題点を明らかにする。 
 すでに簡単に述べたが、ここでは聞き取り調査の主な対象を詳細に記述しておく。社会

運動の研究では、社会運動組織の構成員の分類のひとつに図 4 のような分類があるxviii。ま

ず、組織の中心にリーダーが位置する。リーダーは組織の方向性を議論し決定する上で中

心的な役割を果たす存在である。次に、活動家は、中心的ではないが実際に行動をする人々

や団体を指す。そして、支持者は、行動はしないが運動の価値や目標に同調し資金などで

支援する構成員である。最後に、運動への支持を表明するだけの構成員が賛同者である。

この社会運動組織の構成員についての考え方は、NGO フォーラムにも適用できる。NGO
フォーラムで中心的に活動する団体は、ここで言うリーダーや活動家に分類される。リー

ダーは世話人会に該当し、活動家の中でも特に積極的に活動する団体、もしくは活動家に

分類される団体からリーダーに選ばれた団体である。また、支持者は、NGO フォーラム

の活動に積極的な参加はみられないものの、運営 NGO として参加している団体である。

そして、賛同者はサポート NGO に当たる。 
 今回の聞き取り調査で対象としたのは、基本的には活動家に属する団体を対象としてい

る。もちろんそれらの団体の中には、時には支持者となり、その後また活動家として関わ

る団体もある。そして、ここで言う離脱とは、当初活動家であった団体が支持者や賛同者

になり、その後もその位置にあり続ける場合のことを言う。NGO フォーラムから完全に

離れたと言うことは意味していない。 
 
図 4：社会運動組織の構成員 
 
 
 
 
 
 
 

賛同者 
支持者 
活動家 
リーダー 
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1 項．参加 
 NGO フォーラムへの参加団体が、G8 サミットに対する提言活動への関与を決めた背景

は、外発的な動機と内発的な動機に分類される。もちろん、ひとつの NGO の参加動機が

どちらか一方にのみ分類されるわけではなく、両方の要素を含んでいる場合も多い。 
 
外発的動機 
 NGO フォーラムに参加し、積極的に関与した団体の中には、国際 NGO に所属する NGO
が少なくない。G8 サミットを対象にアドボカシー活動する国際 NGO に所属する国内の

NGO は、本部からの明示的、非明示的に関わらず働きかけを受けていることがある。NGO
フォーラムに関わった NGO の中では、例えば WWF、オックスファム、ワールド・ビジ

ョン、プラン、トランスペアレンシー、カリタスなどが他国に本部をおいて活動する国際

NGO である。これらの NGO の中には、所属国際 NGO が毎年 G8 サミットを対象に活動

していることから、直接的な要請はなかったものの日本の NGO として洞爺湖サミットに

向けて活動する責任がある、と認識していた NGO もあった。NGO フォーラムの活動の中

では、このような国際 NGO がある程度の存在感を発揮していた。また、国際 NGO に限

らずとも日本の NGO の責任として G8 サミットに働きかける必要性を認識していた団体

もある。G8 サミットが国際的な NGO の活動対象となるなかで、日本の NGO も世界の

NGO からの視線を意識せざるをえなくなっている。 
 また、これまでにあった国内のネットワークや主要 NGO の動向を参加の理由に挙げた

NGO もあった。こうした団体は、既存のネットワークを通して活動している中で、NGO
フォーラムの動きを認識し、NGO フォーラムに入っている。ここでいうネットワークと

は、個人的なつながりも含む社会的に存在する関係全般を指す。従って、個人的な関係を

理由に NGO フォーラムに参加したケースもあれば、公に存在する NGO の集合体のネッ

トワークを通して NGO フォーラムに参加したケースもある。いずれにしても、既存の他

のアクターとの関係性の中で NGO フォーラムへの参加の必要性を認識し、参加を決定し

たケースも少なくない。 
 
内発的動機 
 NGO フォーラムに参加したすべての団体は、本来業務として団体固有の業務を行なっ

ている。業務内容は、途上国への支援やアドボカシー活動などさまざまであるが、NGO
フォーラムに積極的に関与した団体はアドボカシー活動を本来業務の一部としている団体

が多い。これらの団体は、NGO フォーラムの活動と本来の活動を連動させることで、活
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動に相乗効果を狙ったと考えられる。アドボカシー活動を積極的に行っている NGO の場

合、ホームページ上で自団体の主張をプレスリリースや提言書の形で掲載することが多く、

NGOフォーラムのプレスリリースや提言書も自団体のホームページ上にも掲載している。

また、活動報告書にも NGO フォーラムへの参加について丁寧に説明していることが多い。

自団体の政策提言活動と NGO フォーラムの政策提言活動をリンクさせることで相乗効果

を図ったといえるだろう。他方で、途上国でプロジェクト実施を主な活動にしている NGO
にはこのような NGO フォーラムとの連動はほとんどみられない。ホームページや活動報

告書も、自団体の本来業務で占められており、NGO フォーラムへの言及がない場合が多

い。記述があった場合にも、具体的な活動に関しては書かれておらず、他の NGO との連

携という文脈で名前が記載されているのみである。聞き取り調査の中で、途上国の現場で

プロジェクトを実施する NGO からは、NGO フォーラムの提言活動のスピードや中身につ

いていけず、関わり方が難しかったという意見も聞かれた。現場でプロジェクトを実施す

る団体では、自団体の本来業務と NGO フォーラムの活動の接点を見つけることが難しか

ったと考えられる。他方で、NGO フォーラムは政策提言を行なうことを目的に形成され

た NGO ネットワークであることから、提言活動を積極的に行なう NGO にとって自団体

の活動を拡大する重要な機会だったといえよう。 
 NGO フォーラムに政策提言としての機能を期待せず、他団体との連携を深めることを

目的に参加した団体もある。これらの団体は大きく 2 つに分類される。ひとつは、これま

でほとんど他の団体と関係を構築してこなかった団体である。これらの団体は、活動分野

が同じ他団体との関係構築を模索していた。もうひとつは、自団体が関わるイシュー以外

分野で活動する団体との関係構築を模索した団体である。さまざまな問題が複合的に絡み

合う今日、ひとつの団体のみでカバーしうる領域は狭くなっている。従って、他団体が持

つ専門知識や活動経験は自団体の活動を適切に方向付ける意味でも重要となっている。 
 また、参加を継続し続けた理由のひとつとして、活動資金が獲得できたことを挙げる団

体もあった。ユニットによってはシンポジウムの開催などにあたって招聘者を招く際に、

ユニットの予算から資金が出ていた場合がある。そのような予算によって団体の関係者を

日本に招聘することで、団体の活動に付加価値が付けられると、団体にとって NGO フォ

ーラムへの関与に強いインセンティブを与えることになる。 
 
2 項．離脱 
 この項では、NGO フォーラムの活動から離れ、積極的に関わらなくなっていった団体

の理由について、聞き取り調査をもとに明らかにする。離脱した団体の理由は大きく分け

て 2 つに分類される。ひとつは NGO フォーラムの運営に起因するものであり、もうひと

つは参加団体に起因するものである。 
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NGO フォーラムの運営の側面から 
 NGO フォーラムは、設立の 2007 年 1 月 31 日から 2007 年 9 月 30 日までを第 1 期とし

て活動した。第 1 期では、組織基盤を作ることや政策提言の内容について議論することを

目的としていた。しかしながら、この時期に NGO のスタンスや主張に関して期待してい

たように議論を交わすことができなかったという指摘がある。各参加団体はそれぞれに主

張をもっており、この主張がときに衝突することがある。NGO フォーラムに参加した一

部の団体には、主張が衝突し、それについて議論を徹底的に交わすことで、NGO 内でさ

まざまなイシューについて認識を共有していこうという考え方があった。しかし、これら

の NGO にとっては、NGO フォーラムの第 1 期での議論の多くが運営面に割かれ、NGO
間で本来議論すべき課題である提言内容に関する議論が十分にできなかったということで

ある。そのため NGO フォーラムの活動に限界を感じ、一歩引いた形で関わる形に変えた

ということである。 
 次に、NGO フォーラムの政策提言活動に限界を感じ、離脱した参加団体も存在する。

すなわち、参加した団体が NGO フォーラムを自団体の広報の機会として利用し、ネット

ワーク内で自団体の活動を広報したり、自団体の主張のみを優先してポジション・ペーパ

ーの中に入れようとしたことで、NGO フォーラムの本来あるべき提言活動が阻害された

という指摘である。政策提言を効果的に行うには、政府の政策の分析を行った上で、それ

らに適応する形で NGO の主張を行なう必要がある。その意味で、NGO フォーラムの提言

内容は、参加団体の関心事項を含んだ広範囲なイシューをカバーしており強調すべきポイ

ントが曖昧になった可能性は否めない。ただ、これも多くの NGO が参加したが故の結果

であり、活動の広がりを確保するという面から考えると一概に否定できるものではないだ

ろう。 
 
参加団体の側面から 
 NGO は常に資金的、人的な限界を抱えつつ活動する傾向が強い。NGO フォーラムのよ

うなネットワークへの参加に関しては、資金的・人的リソースの欠如という点が離脱につ

ながる場合が多い。例えば、参加団体の多くは、NGO フォーラム担当者を組織の中で置

いているが、担当者の本来業務が増え NGO フォーラムの活動にコミットできない状況が

発生した場合、代わりの人間を出せる余裕のある団体は少ない。このような指摘は、ユニ

ットを越えて聞かれた。一度会議を逃すと議論に追いつくことは難しく、そうすると次回

以降の会議への参加の消極的になる。その結果、参加した NGO は徐々にネットワークか

ら離れていったと考えられる。このような現象は、NGO フォーラムに特有のものではな

いだろう。他の NGO のネットワークでもしばしば起こっているものと考えられる。この

現象は、上記 2 つのような NGO フォーラムの運営面の問題とは異なり日本の NGO 全般

に根ざす問題である。その意味で、より深刻な問題であるということがいえる。 
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 G8 サミットに対する優先順位が団体の中で低かったという指摘もある。優先順位付け

が低いがために、本来業務が多忙になると NGO フォーラムへの参加は滞りがちになる。

これは上で述べた人的・資金的資源の限界とも通じる部分でもある。すなわち、優先順位

が例え低かったとしても人的・資金的に余裕があれば NGO フォーラムへの参加は維持で

きる。ただし、人的・資金的資源が欠如していても、優先順位付けが高ければ NGO フォ

ーラムへの参加は継続する。その意味では、優先順位の問題と人的・資金的資源の問題は

別個に考えるべき問題である。 
 NGO フォーラムの優先順位が各団体の中で低かった理由としては、G8 サミットが日本

の NGO の中で重要な問題と認識されていないことが挙げられるだろう。なぜ G8 サミッ

トに対して提言するのか、何を G8 サミットで実現されなければならないのかが、団体内

で共有されていなかった可能性がある。この認識の共有の欠如は、もちろんこれまでの日

本の NGO が G8 サミットに対してそれほど活動してこなかったという理由はある。しか

し、NGO フォーラムが参加団体に対して G8 サミットに対する提言の重要性という認識の

共有を求めなかったという理由もあるだろう。G8 サミットに対する提言の重要性は NGO
フォーラムに入る前に共有されていると考えられるが、必ずしも参加団体の間で同じレベ

ルの認識は共有されていなかったと考えるべきだろう。 
 また、イシューによっては、G8 サミットが必ずしも重要な提言の機会ではない。例え

ば、気候変動では毎年開かれる国連会議がひとつの焦点となる。ゆえに、G8 サミットは

国連での取り組みや議論の進展を阻害しない形で終了すればよい、と認識する団体もあっ

た。この場合、被害を最小限に食い止めるダメージコントロールが活動のポイントとなる。

また、人権・平和ユニットの中でも、例えば国連の人権委員会が年間を通して最も重要な

活動対象となるため、G8 サミットは提言の対象とは捉えていない団体もある。このよう

に G8 サミットは資源を費やす対象と考えていない団体も多い。他方で、貧困・開発ユニ

ットで扱われるイシューのいくつかは、G8 サミットが年間を通して重要な焦点となる。

そうすると、ユニット間でコミットメントに温度差が生ずる。各団体が取り組むイシュー

の G8 サミットの中での位置づけも優先順位付けのポイントとなるのである。 
 
3 節．参加団体からみた成果 
 この節では、参加団体が NGO フォーラムの活動に関わることで得た成果について、聞

き取り調査をもとに明らかにしたい。成果については、集合的なアイデンティティの構築

と能力強化の 2 つに大別される。 
まず、他団体と交流し連帯して行動すること自体を成果と感じる団体が多かった。すな

わち、NGO フォーラムの中でひとつのアイデンティティを共有し、他の団体を理解し協

調するという感覚を重視するという意見である。NGO フォーラムはイシュー横断的なネ

ットワークである。そのため、これまで関わりの薄かった団体との出会いの場となった。
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ほぼ毎月行われる各ユニットの会議を通して、他団体の活動や考え方が理解できたという

声は多い。しかしながら、ここでの成果は互いの顔と活動が認識できるようになったとい

うレベルに止まることが多く、具体的な連携にまで進んだ例はまだ少ない。ただ、関係者

の絶対数が少ない NGO 社会では、顔を知っているということがその後の具体的な連携時

の円滑な活動に繋がることを強調する声もある。実際に、NGO フォーラム後に個別イシ

ューで活動する NGO が他のイシューの NGO と連携を模索する動きも出てきており、

NGO フォーラムの活動を通して互いを認識できたことが、現在の動きの基盤になってい

ると考えられる。 
 また、共通のイシューに取り組む NGO 全体の能力強化に繋がったという意見も聞かれ

た。そもそも NGO フォーラムに参加していた団体間で、個別イシューに対する知識や持

っている情報は異なっていた。特に多くの団体はこれまで G8 サミットに向けて活動した

ことがなく、G8 サミットでの議論がどのように展開されてきたのかに関する知識も少な

かった。そのため、NGO フォーラムを通して G8 サミットの構造を理解するだけでなく、

G8 サミットでこれまで行なわれてきた個別のイシューに対する知識を獲得し、情報が共

有できたという指摘があった。具体的には生物多様性のグループは「海外の NGO と連携

することで、国内の生物多様性 NGO の知識・情報に関する能力強化が進んだ」と指摘し

ていた。G8 サミットを契機に、国内の NGO が力をつけたひとつの例といえる。 
 最後に、自団体が持つ政策提言能力以上の力が NGO フォーラムを通して発揮できたと

考える団体は多い。通常、ひとつの NGO が行なえる政策提言活動の範囲は限定的である。

しかし、NGO フォーラムが結成されたことで、政府へのロビーイングはより容易になっ

た。政府が NGO フォーラムを対話の相手と認識したことで、対話の場が NGO フォーラ

ムを通して開かれた。必ずしも各団体の主張が対話の場で取り上げられるわけではないが、

単独の団体では持ちにくい対話の場が NGO フォーラムの活動を通して確保できた意義は

大きい。 
 
小括 
 ここでは、参加団体への聞き取りを通して各団体の NGO フォーラムへの参加動機や各

団体が考える成果を明らかにしてきた。そこから、NGO フォーラムに参加する際に、各

団体は個別の動機や獲得目標を持ち、NGO フォーラムの活動を通して成果を獲得してい

る様子が明らかとなった。ここで、NGO フォーラムが果たした機能を考えると提言活動

を効果的に進める戦略的ネットワーキングではなく、NGO 間の相互作用を通して理解を

進める相互行為ネットワーキングであることがわかるだろう。NGO フォーラムの成果を

考えるときには、政府に向けた提言活動の成果にのみ注目するのではなく、NGO フォー

ラムが日本の NGO 社会で果たした役割についても考えなければならない。 
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5 章．課題および提言 
 この章では、聞き取り調査を通して挙げられた NGO フォーラムの課題について考察し、

それに対応する形で提言に結びつける。NGO フォーラムのような NGO ネットワークが今

後形成されるにあたり、ここで指摘された点を考慮にいれネットワークを運営することが

活動を円滑に導く一助となることを期待したい。 
 
組織の運営スタイル 
 NGO フォーラムは 141 団体が参加する大規模 NGO ネットワークである。すでに形成

動機の箇所で述べたようにネットワークの形成にはさまざまな目的や意味がある。政策提

言活動の部分で指摘したように、NGO フォーラムでは提言戦略が十分ではなかったため

に、初期の目的であったと考えられるネットワーク化による政治力・交渉力の拡大には限

界がみられた。しかし、組織運営上、NGO フォーラムが戦略的なネットワーキングの目

的を十分に達成することは本来的に難しかったのではないかと考えられる。NGO フォー

ラムでは、意思決定の際の民主的なプロセスを重視した。また、NGO の意見の多様性を

尊重し、可能な限り多くの参加団体の意見を反映させるように運営を進めた。そのため、

迅速な意思決定や早い段階から提言内容を絞るという作業は困難であった。本来、ネット

ワークの優位性は、行動が管理されるヒエラルキー型組織と異なり、ネットワークへの参

加アクターが自らの裁量である程度自由に活動を行なうことで、一組織では実現できない

可能性を実現することである。過去の環境サミットなどで NGO ネットワークに参加した

関係者からは、「以前の NGO ネットワークでは個々の NGO の活動の裁量の幅が広く、ま

た全体的な合意のプロセスを重視する傾向も少なかった。現在の NGO ネットワークでは、

議論のプロセスの透明性や説明責任が求められる」という趣旨の発言があった。その意味

で、NGO フォーラムがとった運営スタイルは時代の要請に応えたものであるといえるだ

ろう。今後の NGO によるネットワークの運営では、アカウンタビリティの確保かネット

ワーク化の最大限の活用かの選択が迫られるだろう。NGO フォーラムのように多様な関

心をもつ団体が参加したネットワークほど、アカウンタビリティを確保する NGO フォー

ラムのような運営スタイルが求められる。 
 
大規模なネットワークの形成の意味 

次に、NGOによる大規模なネットワークの形成の意味を考える必要がある。今回のNGO
フォーラムでは、イシューを越えた横の連携を大規模に進めるという過去の日本の NGO
には見られなかった動きが見られた。しかし、それは同時にユニット間の調整コストの増

大をもたらした。すなわち実質的な活動に入る前の調整事項が多く、ユニット間のコミュ

ニケーションにかかる時間が膨大になってしまったということである。これは、連携して

活動したことがない NGO が集まるという分野横断的なネットワークを形成した産物であ



 34

ろう。お互いの活動形態や活動内容、組織概要などを理解するための時間がある程度必要

とされた。また、いくつかの参加団体からは、提言活動の成果を追求するのであれば、分

野横断的ではなくイシューを絞ったネットワークを構築したほうがよいとの意見も聞かれ

た。確かに、そのような側面があることは否めない。提言のポイントを集中させるために

は、大型化せず、イシュー別のネットワークが好ましい。しかし、横の連携を重視した大

規模なネットワークを形成する意味も確かに存在する。上で述べたように、これまで連携

をしたことがない NGO 間の関係が強化される意味は大きい。今回の NGO フォーラムで

は、ユニットを越えたポジション・ペーパーは作られなかったが、ユニットごとのポジシ

ョン・ペーパーの作成には多くの時間と労力が割かれた。活発な議論が行なわれ、NGO
間の関係が強化されるとともに、提言への共通の基盤ができたと考えられる。また、大規

模なネットワークは、NGO が連携していることをみせることで政府に対するプレッシャ

ーにもなる。これまで政府を大きく動かした世界のキャンペーンが横の連携を重視したこ

とを考えると、ネットワークの可能性として幅広い NGO を巻き込んでいく意味は大きい。

イシュー別のネットワークとイシューを越えたネットワークの状況に応じた使い分けが求

められているといえる。例えば、G8 サミットなどのように会議自体が包括的なテーマを

含む場合には、NGO も大規模な横のネットワークを形成し、包括的なプレッシャーを与

えることが有力な選択肢だろう。 
 

イシュー間のコミュニケーション 
 NGO フォーラムでは、しばしば 3 つのユニット間で意見の相違が見られた。そして、

そのたびに調整するための時間と労力が費やされた。これは、NGO フォーラムではそれ

ぞれのユニットが独自の活動をすることが可能であったために、ユニットごとの考え方が

活動を経るに従って形成され、ユニット間で考え方の相違が生まれたことがひとつの原因

と考えられる。もちろん、本来的に活動方法が異なるという理由もあるだろう。ユニット

の裁量権はある程度確保されるべきであるので、意見の相違自体は問題ではない。問題は、

そのような相違を埋める参加団体間の日常的な努力が十分でなかったために、特定の問題

が争点化するとユニット間の衝突が顕在化し、解決のために余分な時間が消費されたこと

であろう。この問題を解決するためには、日常的なコミュニケーションの増大が必要であ

る。例えば、NGO フォーラムでは、各ユニットで中心的に活動する団体が他のユニット

の会議に参加するということがほとんどみられなかった。ひとつの工夫として、ユニット

会議を合同で行ない、それぞれのユニットの議論をお互い直接的に認識するということも

考えられるだろう。このような工夫を試みることは NGO フォーラムだけに限定される話

ではない。今後開発系、環境系、平和系のそれぞれの NGO の連携が増大して行くと、NGO
フォーラムで発生した問題が再び起こらないとも限らない。分野を越える NGO ネットワ

ークを形成する際には、異分野間の NGO の意思疎通を意識的に増やすことが必要である。 
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メディアに対する戦略 
 NGO フォーラムは、新聞を中心とした媒体で取り上げられた。しかし、NGO フォーラ

ムからメディアに対して系統だった情報発信があったとは言いがたい。例えば、NGO フ

ォーラムでは広報の担当は置かれずに、プレスリリースや声明文を流す主体はその都度決

められた。NGO フォーラムの情報に関するフォーカルポイントがネットワーク内に置か

れなかったことが原因である。そのため、メディアの側から見た際にも、NGO フォーラ

ムのメディアへの働きかけは弱いと映っていた。個別の NGO であれば、自団体のイメー

ジを確立し、維持するように広報のあり方を考える。しかし、それがネットワークとなり、

また期限付きであると、広報戦略の優先順位が下がってしまう。しかしながら、NGO は

幅広い市民からの支持があってはじめてその影響力が増大する。従って、どのように NGO
ネットワークが市民から見られるのか、市民からの共感を獲得するにはどうすればよいの

か、についてより深い議論を行ない、活動を展開することが必要だろう。ただ、NGO ネ

ットワークであればフォーカルポイントを設置することが難しいのも事実である。さまざ

まな団体が参加するネットワークの活動のあらゆる側面を広範囲にカバーできる人材は少

ない。今回の NGO フォーラムでは上で述べたように、ユニット間のコミュニケーション

が不足気味であったため、メディア・広報担当を置いたとしても果たせる役割は少ない。

その意味でも、ユニット間、NGO 間の意思疎通の機会を増やし全体の活動を把握しやす

い状況を作ることが必要である。 
 
参加団体のさらなる巻き込み 
 すでに述べたが、NGO フォーラムではネットワークの中心として積極的に活動した団

体とそうではない団体に分けられる。積極的な参加がみられなかった理由については、各

団体のリソースやモチベーションの問題が挙げられるが、それ以外にも参加団体が参加で

きるメニューが少なかったという点が挙げられる。第 1 期でポジション･ペーパーを作成

した後、2007 年 10 月 1 月からの第 2 期の活動は、シンポジウムの開催や政府へのロビー

イングが中心になった。特にロビーイングに関しては参加できる人数は限定的であり参加

の機会は多くない。すなわち、より能動的に NGO フォーラムの活動に参加できる選択肢

が多くなかったのである。より積極的に参加したいと考えている団体に対して、多くの選

択肢を提示することを検討すべきだっただろう。 
 多くの参加体が参加できる活動の選択肢のひとつとしてキャンペーンの存在が上げられ

る。NGO フォーラムは、「世界は、きっと、変えられる。」というキャッチフレーズのも

とに、「100 万人のたんざくアクション（以下、たんざくアクション）」を行なった。これ

は、NGO フォーラムの提言に賛同してもらった上で、短冊に G8 首脳へのメッセージを書

いてもらうというものである。これはどの団体でも参加でき、独自にイベントを開くこと



 36

も可能であった。NGO フォーラムのメッセージを市民に広く伝え、また市民の声を集め

るという意味では重要な手段である。しかし、たんざくアクションの開始時期が遅れてサ

ミット開催間際の 2008 年 4 月のスタートとなってしまい、多くの参加団体を巻き込むこ

とができなかった。例えば、たんざくアクション用に開発したはがきを各参加団体の会報

に同封して発送するというアイデアがあったが、会報発送の時期に間に合わず、同封でき

なかった団体が多くあった。また、たんざくアクションの開始にあたって、いくつかの団

体から疑問が呈され、そこで生まれた課題が十分に解決されないままに開始となってしま

った点も、多くの参加団体を巻き込むことができなかったひとつの要因といえるだろう。

さらには、提言活動を分野別に行なった方がより効果的と考える NGO もあり、保健に関

する me too キャンペーンや環境関連のイベントに注力する団体もあった。NGO フォーラ

ムに限らず大規模な NGO ネットワークを作る際には、キャンペーンのような多くの団体

が参加できるツールを早期の段階から実施し、ネットワークの求心力を確保する工夫が必

要だったと考えられる。 
 
終章 
 以上、NGO フォーラムを対外的、対内的な視点から考察し、課題の抽出および提言を

行なってきた。NGO フォーラムは、本来政策提言を通して G8 サミットに影響を与えると

いう対外的な成果を目指すものであった。体外的な成果としては、NGO フォーラムが政

策提言の場を提供する機能を果たしたことで、数多くの NGO がその基盤の上で政策提言

活動を行なえたといえる。また、過去の G8 サミットで NGO が切り開いた政府との対話

の様式を継承し、かつ拡大させた側面もある。これらの点は、NGO フォーラムの評価す

べきポイントである。しかし、他方で NGO フォーラムの提言を G8 サミットの成果文書

に反映させる点では十分な成果は得られなかった。これは NGO フォーラムの提言能力の

不足と評価できるだろう。NGO フォーラムが当初目的とした戦略的ネットワーキングの

機能が果たせなかったと考えられる。 
 NGO フォーラムは、提言活動よりもむしろ、対内的な関係において成果を残したとい

える。この報告書では、NGO フォーラムの参加団体への聞き取りを通して、参加団体が

考える成果とはなにか、NGO フォーラムに参加した動機もしくは積極的に関わらなくな

った動機はなにかを明らかにすることで、NGO フォーラムの内的関係を考察した。そこ

から、NGO フォーラムが本来意図した部分とは異なる部分において多くの参加団体が成

果を獲得していることが明らかとなった。それらは、各団体の能力強化であったり、新た

な連携の可能性であったりする。すなわち、相互行為ネットワーキングとしての NGO フ

ォーラムが機能していたいといえるだろう。すべての団体から聞き取りを行なっていない

ことから過度に一般化することは避けるべきではあるが、NGO フォーラムの形成が日本

の NGO の能力強化に繋がった点は間違いなく指摘できる。今後の日本の NGO の活動は
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NGO フォーラムで築いた基盤の上に構築されていくであろう。 
 最後に、忙しい中、聞き取り調査に協力していただいた関係者に厚く御礼申し上げたい。 
 
 
 
 
聞き取り調査主要項目 
聞き取り調査に当たっては、主に以下の点を中心にインタビューを行なった。 
・ NGO フォーラムへの参加動機 
・ NGO フォーラム参加時の期待と自団体の獲得目標 
・ NGO フォーラムへ関与し続けた理由、もしくは関与を止めた理由 
・ NGO フォーラムの活動を通して得た自団体の成果 
・ 自団体からみた NGO フォーラムの課題 
 
聞き取り調査協力関係団体・関係者（50 音順 敬称略） 
＜国内 NGO＞ 
A SEED Japan                        三本 裕子 
特定非営利活動法人 アジアキリスト教教育基金         中川 英明 
特定非営利活動法人 アジア太平洋資料センター         普川 容子 
社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本             寺中 誠 
国際環境 NGO FoE JAPAN                   岡崎 時春 
化学物質問題市民研究会                    安間 武 
宗教法人 カトリック中央協議会 カリタスジャパン       田所 功 
特定非営利活動法人 気候ネットワーク             平田 仁子 
市民外交センター                       上村 英明 
特定非営利活動法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会  勝井 裕美 
特定非営利活動法人 「環境・持続社会」研究センター（JACSES） 古沢 広祐 
人身売買禁止ネットワーク                   森田 明彦 
特定非営利活動法人 ストップ・フロン全国連絡会        山田 佳代子 
財団法人 世界自然保護基金日本委員会（WWF ジャパン）    山岸 尚之 
特定非営利活動法人 トランスペアレンシー・ジャパン      黒田 達郎 
特定非営利活動法人 NICE                   開澤 真一郎 
特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター       高橋 清貴 
財団法人 日本自然保護協会（NACS-J）             道家 哲平 
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＜海外 NGO＞ 
BOND（イギリス）                                    Glen Tarman 
German NGO Forum on Environment and Development（ドイツ）  Juergen Maier 
InterAction（アメリカ）                                John Ruthrauff 
VENRO（ドイツ）                                 Heike Spielmans/Bodo Ellmers 
Make Poverty History Canada（カナダ）               Dennis Howlett 
 
＜海外援助機関＞ 
DFID                                           Debbie Warrener 
 
＜メディア＞ 
朝日新聞社                       望月 洋嗣 
 
 
＜参考文献一覧＞ 
伊藤光利、田中愛治、真渕勝編『政治過程論』有斐閣、2000 年 
 
片桐新自『社会運動の中範囲理論』東京大学出版会、1995 年 
 
塩原勉、片桐新自編『資源動員と組織戦略 運動論の新パラダイム』新曜社、1989 年 
 
辻中豊『利益集団』東京大学出版会、1988 年 
 
（特活）アフリカ日本協議会、（特活）エイズ&ソサエティ研究会議、プロジェクト RING

編『サバイバル・キット 国際保健と G8－2008 年 G8 洞爺湖サミット・プロセスに

おける市民社会の経験から』2008 年 9 月 
 
（特活）国際協力 NGO センター（JANIC）編『「2008 年 G8 サミット NGO フォーラム」

設立記念シンポジウム報告書－市民社会と政府との対話がグローバル社会を変える』

2007 年 5 月 
 
（特活）国際協力 NGO センター（JANIC）編『国際会議&シンポジウム報告書－2008 年

G8 サミットに向けて日本の市民社会ができること』2007 年 12 月 
 
（特活）TICAD 市民社会フォーラム編『TICAD 市民社会フォーラム活動報告書』2009

年 3 月 
 
2008 年 G8 サミット NGO フォーラム編『CivilG82008 報告書』2008 年 7 月 
 
2008 年 G8 サミット NGO フォーラム編『2008 年 G8 サミット NGO フォーラム報告書－

G8 サミットと NGO のあしあと』2008 年 12 月 
 
2008 年 G8 サミット NGO フォーラム環境ユニット『ポジション・ペーパー 環境ユニッ
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ト』2007 年 10 月 
 
2008 年 G8 サミット NGO フォーラム人権・平和ユニット『ポジション・ペーパー 人権・

平和ユニット』2007 年 10 月 
 
2008 年 G8 サミット NGO フォーラム貧困・開発ユニット『ポジション・ペーパー 貧困・

開発ユニット』2007 年 10 月 
 
朴容寛『ネットワーク組織論』ミネルヴァ書房、2003 年 
 
村松岐夫、伊藤光利、辻中豊『戦後日本の圧力団体』東洋経済新報社、1986 年。 
 
毛利聡子『NGO と地球環境ガバナンス』築地書館、1999 年 
 
 
2008 年 G8 サミット NGO フォーラム年表 

 NGO フォーラム 政府 

2007 年 全体 ユニット   

1 月 31：結成式     

2 月 10：発足記念シンポジウム     

3 月       

4 月       

5 月 22 日：全体会     

6 月 
28：発足記念パーティー 

30：サミット報告会   ハイリゲンダム・サミット 

7 月 1：サミット報告会 in 北海道     

8 月   9：アジア・アフリカ対話   

9 月 18：第 2 期総会     

10 月 
14：シンポジウム「G8 サミットに向けて」 

ポジション・ペーパー完成 

 29-30：GCAP G8 ワーキンググループ会

議   

11 月 20：第 1 回オープンミーティング    

12 月 26：第 2 回オープンミーティング     

2008 年       

1 月 15：第 2 期第 1 回全体会   26：ダボス会議（福田首相演説） 

2 月 19：NGO と政府の対話集会 7：グローバル・ヘルスシンポ   

3 月 
24：外務省との対話（G8 サミット説明会） 

 

12：G20 国際 NGO ワークショップ 14-16：G20 
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4 月 

15 ： 記 者 会 見 「 た んざ く ア ク シ ョ ン ＆

CivilG8」 

23-24：Civil G8 Dialogue  

5-6：開発大臣会合 

7-8：Africa Partnership Forum 

23-24：Civil G8 Dialogue 

5 月 
  

23：環境ユニットシンポ 

28：TICAD 市民社会セッション 

24-26：環境大臣会合 

28-30：TICADⅣ 

6 月 

11：第 2 期第 2 回全体会 

12：自民党との意見交換会 

17：サブシェルパとの意見交換 

18：総理大臣との対話 

19：記者会見「G8 サミットに向けて」     

7 月 
6-8：市民サミット 2008 

29：サミット報告会   7-9：洞爺湖サミット 

8 月       

 
NGO フォーラム提言一覧 

１． ポジション・ペーパー（2007 年 9 月）日本語版・英語版 

２． 声明・プレスリリース 

＜2007 年＞  

6 月 1 日 安倍首相宛て「ドイツサミットに向けて」書簡提出（環境ユニット） 

6 月 30 日「バルト海から洞爺湖へ」（NGO フォーラム） 

7 月 23 日 総理・外務・環境大臣宛て「環境に配慮したサミット開催について」（環境ユニット） 

9 月 10 日 「G8 サミット開催のあり方」（NGO フォーラム） 

11 月 25 日「地球規模の健康課題、TICAD IV と G8 北海道洞爺湖サミットの主要議題に 

～健康への権利実現にむけ、日本のリーダーシップを～」（貧困・開発ユニット、保健・医療 WG） 

＜2008 年＞ 

1 月 7 日 年賀状アクション・ロビーレター、GCAP 年賀状（貧困・開発ユニット） 

1 月 9 日 プレスリリース「北海道・洞爺湖サミットに向けて 議長国の日本は世界の貧困を終わらせるためのリーダーシップ

を」（貧困・開発ユニット） 

1 月 27 日【緊急声明】「福田総理、洞爺湖サミットに向けて市民社会・N G O も含めた「全員参加型」の取り組みを表明 

～グローバル課題への積極的な取り組みに期待します～」(NGO フォーラム) 

2 月 4 日 「２月９日Ｇ７財務相・中央銀行総裁会合に向けての要請書」（貧困・開発ユニット） 

3 月 25 日 「Ｇ８開発大臣会合に向けて（要望書）」（貧困・開発ユニット） 

4 月 4 日 プレスリリース「約束を果たす国日本」はどこへ～OECD DAC 援助実績数値発表を受けて NGO 共同声明～」 
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     （貧困・開発ユニット） 

4 月 7 日 “African and Japanese Civil Society Statement at the 10th Session of the Africa Partnership Forum”  

（貧困・開発ユニット） 

4 月 7 日 プレスリリース「東京で開催されたアフリカ・パートナーシップ・フォーラムでアフリカと日本の市民社会、連帯して

アフリカ開発に政策提言」（貧困・開発ユニット） 

4 月 23 日 TICADIV(第 4 回アフリカ開発会議) 「横浜宣言」及び「行動計画」に関する緊急要望（貧困・開発ユニット） 

4 月 24 日 「北海道洞爺湖サミットの行方を案ずる緊急声明」（Civil G8 対話）（貧困・開発ユニット） 

5 月 26 日 環境大臣会合に対する声明「四分の一歩前進―コペンハーゲンへの道のりは遠い」（環境ユニット） 

5 月 28 日 プレスリリース「福田康夫・内閣総理大臣の TICAD IV 開会基調演説に対する NGO 連合の見解」 

（貧困・開発ユニット） 

5 月 28 日 プレスリリース「宣言案に若干の前進、しかし課題も多く 

＝横浜宣言・行動計画・フォローアップ・メカニズム草案に関する市民社会の声明＝」（貧困・開発ユニット） 

5 月 29 日 「TICAD IV における アフリカ・日本・国際市民社会の声明」（貧困・開発ユニット） 

5 月 30 日 プレスリリース「TICAD IV、期待に十分応えられず G8 洞爺湖サミットに向けて、日本が負った大きな宿題」 

      （貧困・開発ユニット） 

6 月 9 日  「福田ビジョン」に対する声明「『福田ビジョン』は洞爺湖 G8 サミットやコペンハーゲン合意を促進させる 

       には不十分」（環境ユニット） 

6 月 14 日 “Recommendations for the Hokkaido Toya-ko G8 Summit Communiqué” （貧困・開発ユニット） 

7 月 3 日 記者会見資料「横浜でのアフリカの声届かず、洞爺湖でアフリカ支援後退か？」（貧困・開発ユニット） 

7 月 6 日 プレスリリース「危機に直面するアフリカに背を向け、G8 支援公約達成も危機」 （貧困・開発ユニット） 

7 月 8 日 プレスリリース「G8、貧困拡大を前に、自己保身に終始」（貧困・開発ユニット） 

7 月 9 日 プレスリリース「洞爺湖サミットからコペンハーゲン」（環境ユニット） 

7 月 9 日 主要経済国会合（MEM）に対する声明（環境ユニット） 

7 月 9 日 プレスリリース「洞爺湖サミット、保健関連 NGO の期待に十分応えられず：総合評価は「C-」 

＝「洞爺湖」は国際保健史に刻印されるか？それは今後にかかっている＝」（貧困・開発ユニット、保健医療 WG） 

7 月 9 日 「洞爺湖サミット NGO 独立評価 スコアカード」（貧困・開発ユニット、保健医療 WG） 

 
                                                   
i  朴容寛『ネットワーク組織論』ミネルヴァ書房、2003 年 
ii  村松岐夫、伊藤光利、辻中豊『戦後日本の圧力団体』東洋経済新報社、1986 年。 
iii 塩原勉、片桐新自編『資源動員と組織戦略 運動論の新パラダイム』新曜社、1989 年。

片桐新自『社会運動の中範囲理論』東京大学出版会、1995 年。 
iv  伊藤光利、田中愛治、真渕勝編『政治過程論』有斐閣、2000 年、176、177 頁。 
v 伊藤光利、田中愛治、真渕勝編『政治過程論』有斐閣、2000 年、176、177 頁。辻中豊

『利益集団』東京大学出版会、1988 年、118、119 項。 
vi NGO フォーラムの収支については、以下を参照。 
＜http://www.g8ngoforum.org/2008/03/post-37.html＞2009 年 4 月 6 日アクセス。 
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vii なお、ここに記載したものは、シンポジウムや公式の会議など公開のものとそれ以外の

非公開で行なったものも含めて記載している。また、NGO フォーラム全体ではなくユニ

ット別で行なったものも含めている。これ以外の個別の団体が行なった接触は、ここでは

記載していない。また、提言文書や声明については、上記以外に多くのものを発表してい

る。別表をご覧いただきたい。 
viii 首脳の個人代表。他国のシェルパとともに議題設定から成果文書の調整まで首脳の代わ

りに多くの作業を担う。G8 サミットでの政策形成の中では最も重要なアクターである。 
ix この会議については、ほっとけない 世界のまずしさのホームページを参照。 
＜http://www.hottokenai.jp/pub/modules/smartsection/item.php?itemid=44＞2009 年 3
月 29 日アクセス。 
x 詳しくは、TNnet の TICAD 外務省・NGO 定期協議会のホームページを参照。 
＜http://www.ticad-csf.net/TNnet/teiki06.html＞2009 年 4 月 1 日アクセス。 
xi 意見交換会については、以下の TCSF のニュースレターを参照。 
＜http://www.ticad-csf.net/news/tcsf-news/TCSFnews_no16.pdf＞2009 年 3 月 29 日アク

セス 
xii 詳しくは、TICAD 市民社会フォーラム編『TICAD 市民社会フォーラム活動報告書』2009
年 3 月、13 項。 
xiii 詳しくは、TCSF のホームページを参照。 
＜http://www.ticad-csf.net/TNnet/summary.html#02＞2009 年 3 月 29 日アクセス。 
xiv 第 7 回 TICAD 外務省・NGO 定期協議会での発言。定期協議会の議事録は、TNnet
のホームページを参照。 
＜http://www.ticad-csf.net/TNnet/teiki.html＞2009 年 4 月 1 日アクセス。 
xv ひとつは、6 月 14 日、自民党政務調査会・対外経済協力特別委員会が発表した「―国際

協力を通じた日本の信頼、外交力向上のために―（G8 日本サミット、TICAD の成功へ向

けて）」であり、もうひとつは、6 月末に出された自民党の「日本・アフリカ連合（AU）

議員連盟」の提言である。 
xvi グローブジャパンのサイトを参照。 
＜http://www4.osk.3web.ne.jp/~globejp/intnl/080628.html＞2009 年 3 月 31 日アクセス 
xvii 詳しくは TCSF のホームページを参照。 
＜http://www.ticad-csf.net/TNnet/download/080523-passinfo.pdf＞2009 年 3 月 31 日ア

クセス。 
xviii 片桐新自『社会運動の中範囲理論』東京大学出版会、1995 年、82 頁 


