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指標指標指標指標 解説解説解説解説/備考備考備考備考 

開発成果のためのカントリー・オーナーシップ開発成果のためのカントリー・オーナーシップ開発成果のためのカントリー・オーナーシップ開発成果のためのカントリー・オーナーシップ 

1 

Operational development strategies  – Number of partner countries with development 
strategies that have clear development and gender equality results defined in a fully 
participatory manner and reflected in a medium-term expenditure framework and annual 
budgets  

PD 指標 1 を変更。より広義に定義された開発成果（権

利、CSOs の懸念など）に焦点を当て、完全な参画を確

保するため。 

2 

Reliable country systems  – Number of partner countries with procurement, public 
financial management, and results monitoring and evaluation systems, that either (a) 
adhere to broadly accepted good practices or (b) have a reform programme in place to 
achieve these. 

PD 指標 2 にモニタリング・評価を追加。AAA に基づい

て成果のアセスメントとパートナー国のシステム強化を

強調 

3 

Enabling environment for CSOs/inclusive ownership –  Number of partner countries 
which either (a) have CSO laws or government processes that are inclusive of civil society 
or (b) support civil society to monitor, and provide feedback on, donor and government 
performance. 

AAA と BOD3 に基づく新規指標  

援助フローの成果ベース戦略とシステムへの統合（アラインメント）援助フローの成果ベース戦略とシステムへの統合（アラインメント）援助フローの成果ベース戦略とシステムへの統合（アラインメント）援助フローの成果ベース戦略とシステムへの統合（アラインメント） 

4 
Aid flows are aligned to national strategies  – Percent of aid to the government sector 
provided as coordinated programme-based support, particularly budget support to central 
and/or decentralised governments  

PD 指標 3 及び 9 を強化し、分権化された仕組みの中

で財政支援型援助をチャネルするケースへの対応を可

能に  

5 

Aid flows have minimal conditionality  – for programme aid limited to:  
• Outcome-based poverty and MDG indicators from national strategy  
• Respecting human rights, gender equality and other international obligations 
• Efforts to improve national systems and accountability 

AAAに基づく。政策関連のコンディショナリティを拝する

目的 

6 
Aid flows use country systems  – for public financial management, procurement and 
monitoring/evaluation. Percent of aid flows that use partner country systems which either 
(a) adhere to good practices or (b) have a reform programme in place to achieve these.  

PD 指標 5 とモニタリング・評価の統合 

 
7 
 

Aid strengthens national capacity  to deliver results   – % of technical assistance which 
is demand-driven and contains clear targets for transferring capacity to national staff  

PD 指標 4 を AAA に基づいて改善。カントリー・システ

ムの活用（指標 6）を通じて現地調達を確保 

調和化と役割分担（調和化と役割分担（調和化と役割分担（調和化と役割分担（HARMONISATION AND DIVISION OF LABOUR）））） 

8 
Aid in fragile settings – development of a single, inclusive partner country-led risk 
assessment  and emergency action plan for implementing aid effectiveness principles in 
situations of conflict and fragility, which also accounts for scenarios where country 

新規指標： 国家開発戦略へのアラインメントと紛争状

況など、カントリー・システムが設備されていないもしく

は不適切なケースにも対応 



指標指標指標指標 解説解説解説解説/備考備考備考備考 
systems may be of exceptionally limited availability and aid delivery might need to rely 
more heavily on civil society organisations.  

透明性、予測可能性、成果に対するアカウンタビリティ透明性、予測可能性、成果に対するアカウンタビリティ透明性、予測可能性、成果に対するアカウンタビリティ透明性、予測可能性、成果に対するアカウンタビリティ 

9 Aid is more transparent  - % of sex-disaggregated aid data and documents reported 
transparently at country level in formats compatible with partner systems 

AAA に基づき、カントリー・システムと両立  

10 
Aid is more predictable  – % of disbursements released according to three-year 
indicative schedule provided to partner governments  

PD 指標 7 を改善 
開発計画においては単年度計画よりも複数年度計画

の方が有効 

11 
Aid is untied – percentage of untied aid, including food aid, humanitarian aid, technical 
assistance and informal procurement practices  

非公式なタイド援助、食料・人道援助の調達の問題に

対応。 

12 

Mutual accountability for results  – Number of partner countries which conduct annual 
assessments of partner and individual donor progress on development results and aid 
effectiveness targets -including gender equality and women’s empowerment - with 
domestic stakeholder participation 

PD 指標 11 及び 12 を統合。双方の文言に年次アセス

メント、透明性、参画を反映 

 
 
追加備考：  

• PD 指標 3（国家優先事項へのアラインメント、オン・バジェット援助）を削除： 指標 4 が 3 と 9 を統合することで対応 
• プロジェクト実施ユニット（PIU）に関する指標（6）を削除： カントリー・システムの活用によって、PIU の必要性はなくなるため、PIU に関する指標も不要に 
• 合同ミッション及ぶ分析に関する指標（10a/b）を削除： カントリー・レベルのモニタリング・評価が活用されれば（特に指標 6 を通じて）、これも実現するため  
• 指標 9 のプログラム・ベース・アプローチを削除： 指標 4 に統合 
• 指標 1，5，9，12 に横断的なジェンダー項目を加え、2011 年調査のジェンダー平等に関する選択測定基準（optional module）の下にあった 3 つのジェンダー指標を統合 
• 政策環境に関する新規指標を 1 つ設定 
• 脆弱国におけるドナー間調和化に関する指標を 1 つ設定 
 
PD 指標の効果に関するパリ宣言評価報告書の結論に基づく 

 


