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１．セッションのねらい 
 第 2 回 ODA 改革パブリックフォーラムの開催にあたり、4 つの主催団体で作成し 59 団

体から賛同を得た提言書を紹介し、なぜ今 ODA について議論する必要があるのか、またこ

の議論が生まれた背景について話すことを狙いとして行われた。 
 
２．発表概要と討議内容 
【趣旨説明】 

（特活）国際協力 NGO センターの副理事長の谷山から現在、民主党を中心とする新政権

が成立し国政の全ての分野における財政縮減を行う事業仕分けが行われ、ODA そのものも

削減対象になる一方で、グローバルな様々な問題に次々に対応していかなければならない

という状況下にあることが説明された。その上でこのような時期であるからこそ、ODA の

基本原則・理念・実施体制が改めて議論されなければならない。今回の ODA 改革パブリッ

クフォーラムでは、ODA の理念と実施体制に切り込んだ議論をしたい、と本フォーラムの

意義を説明した。 
また、本フォーラムは、（特活）国際協力 NGO センター（JANIC）、ODA 改革ネットワ

ーク、（特活）関西 NGO 協議会、（特活）名古屋 NGO センターの 4 つの主催団体で開催し

ており、この主催 4 団体が今回のフォーラムの開催に当たって、ODA に対する考え方をま

とめた提言書を作成し、有志の 59 団体から賛同を得たことが報告された。 
 

【第 1 部】 
趣旨説明と共同提言書の発表 

 
 日時：2009 年 11 月 28 日（土）13:45～14:45 
 会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟 国際会議室 
 開会挨拶、司会・進行：谷山 博史（（特活）国際協力 NGO センター 副理事長（JANIC）） 

主催者趣旨説明：高橋 清貴（ODA 改革ネットワーク 世話人） 
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【討議内容】 
まず、ODA 改革ネットワークの高橋から現在 NGO と政府との対話は進展し、外務省・

JICA（JBIC）、財務省等と定期協議会を行う等、一定の進捗がある一方で、ODA 基本法に

関する議論など制度改革に関する議論に進展がないという状況が説明された。高橋は、こ

の ODA 改革パブリックフォーラムの開催にあたって大きな状況の変化として、新政権下で

の政治主導を挙げ、この政治主導の下で、長年の課題だった ODA の制度改革（基本法の制

定と専門省の設置）に市民がどのように関与すべきかを改めて議論をする必要があるとし

た。 
まず、外務省が行った ODA に関する国民の意識調査によると消極的な意見ばかりではな

いが、ODA が本当に役に立っているのかという意見が多いことを例に挙げ、ODA 関係者

と一般市民の間に ODA の評価に対する認識のギャップがあり、そこから私たちは議論を始

めるべきであるとした。例えば、ODA の評価に関して、外務省が設置している ODA 評価

有識者会議がまとめた無償資金協力におけるプロジェクト・レベル事後評価報告書の評価

一覧を例に上げ、その中では比較的高い評価が付けられているものの納税者にはその実感

が湧かずあ、その一方で途上国の現場において住民はマクロでも、ミクロでもあまり変化

を感じることがないままに環境・人権に負の影響を与えるという事例が続いている現状が

報告された。 
この認識ギャップの原因として、高橋は ODA が政治外交目的や通商目的に使われる結果、

二重基準や無駄な援助を作り出すことになっているからであるとし、その事例として核実

験後に ODA を再開したパキスタンを、効果が無い無駄な援助の事例としてフィリピン・ボ

ホール島の灌漑事業を例に挙げた。さらにこの認識ギャップが問題視されてこなかった理

由として、ODA を拠出している側からみれば問題のある事例は全体の十数パーセントであ

ったとしても、現地住民の側にとっては 100%の失敗であるということへの援助する側の感

受性の欠如があるのではないかとし、誰のための援助であるのか、本当に役に立っている

のかというところを常に問い続けていかなければいけないところに援助の難しさがあると

指摘した。 
 他方で、格差の拡大、絶対的貧困の一層の悪化、絶望、富の集中など国際社会が抱える

問題は複雑になり、深刻化してきているが、私たちは ODA の構造的問題をの解決すると同

時に、これらの地球規模の課題に ODA がどのように答えることができるのかということを

考えなければいけない重要な岐路に立っているとした。高橋は、これらの社会問題を「病

気」に、ODA を「薬」にたとえて次のように説明した。私たちが病気になった時には、基

本的には本人の治癒力を信じ、そこに薬で手助けをするという方法が取る。したがって、

途上国の様々な問題も基本的には地域の人たちが努力し、それを手助けするものが必要で

あろう。しかし、途上国の状況によっては本人（途上国自身）だけでは解決できない場合

もある。そこに対して、手助けをするのが ODA だろう。その時、「診断」が必要になるわ

けだが、その「診断」を誰がどのように行うのかが問題になる。すなわち、現在の ODA に
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おいて、診断はきちんと行なわれているのだろうか？政治的思惑がニーズを歪めてないだ

ろうか？また、治療後のモニタリングが行なわれているのか？きちんと評価と検証が行わ

れているのだろうか？と問題提起した。 
以上のことを踏まえ、高橋は ODA の意義を改めて考える必要があり、それを三つの目的

を提示した。一つ目は「将来の地球社会の保障」、二つ目は「国境を越えた社会保障」、三

つ目に「行き過ぎた経済活動に対する補償」を挙げた。そして、この三つの“ホショウ”

を ODA の目的として改めて位置づけ直し、その上で必要な制度改革が必要であると主張し

た。特に、三つのホショウが実現されるためには、ODA が市民に対して開かれ ODA の内

容に対する説明責任が果たされなければならず、現在の日本の ODA に関する説明責任の不

十分さを批判した。ODA のプログラム内容やポリシーは国内の納税者のみならず、相手国

の住民たちにも共有されないまま事業が進められ、結果として ODA の額が減るという構造

的欠陥を指摘した。したがって ODA の理念や目的をしっかりと考え直し、途上国住民の参

加を得る形で実践していくことが求められており、その理由から NGO が作成した提言書で

理念の明確化や基本法など法的枠組みの見直しの必要性を訴えているのだと説明した。 
また高橋は、そもそも基本法が必要かどうかという議論があることにも言及し、制度改

革が進まない理由を分析した。その理由の一つ目として、ODA 基本法が理念法であるなら

ば日本国憲法の前文にある「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のう

ちに生存する権利を有することを確認する」という文言を根拠につくるとして、そうした

ODA 基本法では屋上屋を重ねるようなものであるという批判があり、二つ目として理想的

なものを作っても実効性がないという意見があることを紹介した。その上で、高橋は、イ

マヌエル・カントの言葉を引用し、「社会に無限に遠いものであろうと、人々がそれに近づ

こうと努める『統制的理念』は、社会にとって重要な意味がある。それを失った時、私た

ちは既存の構造の犠牲者となる。」とし、私たちは将来こう在るべきだ、こう在りたいとい

う理念を何らかの形で書き記しておくことが必要であると主張した。 
 最後に、今回の ODA 改革パブリックフォーラムでは、この基本法の必要性を検討する上

で、四つの角度からの議論を加えるとした上で、各分科会のファシリテーターから概要説

明が行われた。 
第 1 分科会のファシリテーターである（特活）国際協力 NGO センター（JANIC）の下

澤は、援助効果に対する取り組みの現状の把握と ODA の実施体制の課題、2009 年 10 月に

行われた対日援助審査の振り返り、2011 年に韓国で開催される援助効果向上第 4 回ハイレ

ベルフォーラムに向けての視点などを整理した上で、外務省、JICA、研究者、NGO の立

場から援助効果に関して基盤となる議論をしていきたいと述べた。 
次に、第 2 分科会のファシリテーターである（特活）ワールド・ビジョン・ジャパンの

片山氏は、国際的な枠組みである MDGs というグローバルな視点から日本の ODA が機能

しているのかという観点で議論したいとした。 
第 3 分科会からは、(特活)日本国際ボランティアセンターの清水氏が、アフガニスタンや
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イラクなどの事例をもとに軍による人道復興援助が、地域住民や中立的な立場で援助を行

なっているセクターにどのような影響があるか、軍と ODA の関係を明確にするような議論

をしたいと述べた。 
第 4 分科会からは、ODA 改革ネットワークの高橋が、来年行われるだろう ODA の中期

政策の見直しを念頭に置きつつ、市民が参加する政策や基本法がどうすれば実現されるの

かについて、説明責任に詳しい研究者、日本国内で市民立法に関わってきた活動家、社会

環境ガイドラインの作成に関わってきた NGO を招いて議論したいとした。 
 
【第 1 部に関する会場からのコメント】 

提言書に掲げられた国際協力省を設立することで予算等を一本化できるというメリット

がある一方、現在効果を挙げている省庁の手法が活かされなくなるのではないかという意

見や対処療法としての ODA ではなく火消しとしての ODA が必要なのではないか、ODA
の評価についてどの程度の透明性を確保して行われているのかという意見が寄せられた。 
 
 
 
３．第 1 部の討論の意義と成果 

提言書が作成されるに至った背景や政治体制の変化を踏まえた上で、現在の ODA がどの

ような位置にあるのかについて順を追って説明された。また、第 2 部の分科会の内容と ODA
との関係が示されたことで、その後の議論を深めるきっかけが提示された。 
 

文責：編集部（JANIC） 
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【分科会１】 
「援助効果にかかるパリ宣言」の視点から見た日本の ODA の課題と 

ODA 実施体制について 
 

日時：2009 年 11 月 28 日 15：00～17：00 
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 
パネリスト：伊藤恭子氏（外務省 国際協力局 開発協力企画室長） 
      牧野耕司氏（独立行政法人 国際協力機構 企画部参事役兼国際援助協調課長） 
      柳原透氏（拓殖大学 国際学部／国際協力学研究科 教授） 
      遠藤衛氏（（特活）国際協力 NGO センター 政策アドバイザー／ 

神戸大学大学院国際協力研究科 博士後期課程） 
ファシリテーター：下澤 嶽 （（特活）国際協力 NGO センター 事務局長） 
コーディネーター団体：（特活）国際協力 NGO センター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．セッションのねらい 
 貧困削減と MDGs 達成を早期に実現する上で、今後は ODA の政策および実施プロセス

をより民主的にし、途上国市民社会がより深く関与できる体制を築いていくことで、現地

のニーズに合わせた ODA を実施していくことが重要である。これは、具体的には、政府対

政府の援助という外交的側面を見直し、途上国の民主主義の発展や途上国政府の説明責任

を向上させる援助に切り替えていくというプロセスでもある。また、途上国の民主的オー

ナーシップの下で、他ドナーも含めた調和化を進め、現地国のシステムに合わせた援助を

促進することで援助の効果と効率性を高めることも重要となる。加えて、日本においても

既存の ODA のあり方を相対化し援助の効果を向上させる目的で、ODA の政策決定および

実施のプロセスに多様なステークホルダーを巻き込み、対話と実践を繰り返していくこと

が求められる。 
 本セッションでは、上記の問題意識を基に、まず、外務省や JICA などの開発アクターの

援助効果に関する取り組みの状況を共有するとともに、NGO や研究者がそれぞれの立場か
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ら現在の課題について指摘を行なう。その上で、援助効果を進めていく上で議論となる点

についてパネリスト間で討議する。特に 2011 年に向けた取り組みとその後の展開、そして

NGO や市民社会の役割について焦点を当てる。 
 
２．発表の概要 

冒頭、司会の下澤より分科会の主旨の説明があり、その後伊藤氏、牧野氏、遠藤氏、柳

原氏より順次報告が行なわれた。 
伊藤氏の報告は主に以下の 5 点からなる。まず、1 点目は、「『パリ宣言』実施のための日

本の取り組み」について、パリ宣言の実施状況や確実に実施するための体制強化の説明が

行なわれた。次に、「各国の状況に応じた協力」では、各国の自助努力を促すためにオーナ

ーシップを重視している点や、各国の状況に応じて援助のモダリティーを組み合わせて考

えていることが述べられた。3 点目は、「『援助効果向上』から『開発効果向上』へ」につい

てであり、ODA を使った援助の効果を考える以上に、民間アクターも含めた開発全体の効

果を考える必要が指摘された。4 点目に、「DAC 対日援助審査チームとの議論」として、援

助効果の議論が政治レベルや国民レベルで浸透していない点、他ドナーとの協調や紛争脆

弱国での協調については、援助の受け手を一義的に考えた上で援助協調を行なっている点、

現場への権限委譲を今後進めることを考えている点など、DAC との議論が紹介された。最

後に、2011 年のハイレベルフォーラムに向けては、まだ確固としたロードマップはないも

のの、会議を重ねており、議論を積み重ねることでハイレベルフォーラムにつなげていき

たいとの説明があった。 
次に、牧野氏から現場レベルでの援助効果を中心に、報告が行なわれた。まず、JICA 内

では以前「パリ宣言」について認識が薄かったが、現在は相当程度実践の段階にある点が

指摘された。ただし、現場ではそれ以上に状況は進展しており、今後一層取り組みを強化

していくとのことである。JICA の具体的な取り組み例としては、事業計画を作り予測性を

向上したり、技術協力を通した行政能力のキャパシティーディベロップメントを進めたり、

PRSP を当該国および他ドナーと共同策定をする中で戦略を共有しながら、援助を進めてい

る点などが紹介された。そして、AAA、パリ宣言の課題として、援助の進め方は相当整理

されつつあるものの、依然ルール作りに捕らわれすぎ、現実とルールが乖離する状況があ

ることが指摘された。最後に、「援助」効果向上から「開発」効果向上を目指すべきことが

強調された。また、ルール作りからプロセスを重視したアプローチへの転換が指摘される

とともに、そのプロセスに NGO や新興ドナー、民間企業を取り込んでいく重要性も指摘さ

れた。 
遠藤氏からは市民社会の視点に立った指摘が行なわれた。まず、パリ宣言自体について

は、完全なものではないが故に改善の議論を進めながら取り組んでいく必要があるとの認

識が示された。その上で、日本は援助効果に取り組んでいるものの、それが実際に援助の

改善につながっているかという疑問が提起された。特に、外圧によって実施に変化が起こ
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るという問題性が指摘された。他には、1．ODA の目的が多岐に渡っていることから、開

発に失敗しても外交的に成功すると、「ODA の成功」と認識されること、2．官民連携の流

れの中で、個別の企業益のために ODA が使われる可能性があること、3．DAC の勧告に対

して反論はしたが、どう取り組んだのか明確ではないこと、4．一般財政支援を日本政府は

行なっていると言うが、どの程度行なっているか明確でなく、またアフガンの警察への財

政支援など実施と説明が難しい案件を行なっていること、などが合わせて指摘された。最

後に、日本の ODA は冷戦思考から脱却し、BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）や

韓国の手本となるべきであることが強調され、また ODA を外交的視点ではなく貧困削減の

視点からみて質を向上させていく必要性が指摘された。 
最後に、柳原氏からは、大きな枠組みで援助効果に関する議論のポイントが挙がった。

まず、現在援助の効果を測る基準として MDGｓが参考にされているが、2000 年当時はそ

のような状況を想定しておらず、パリ宣言を契機に MDGs が重要な指標になった点が指摘

された。その上で、現在「途上国のオーナーシップ重視」という文言に誰も反対できない

状況の中で、現実には自身で計画を立案し実施する能力とモチベーションを持っている途

上国は少なく、オーナーシップという言葉を前面に出すことに大きな意味はないとの指摘

がなされた。むしろ、パートナーシップという言葉を使って話を進めることの方が意義が

あるとの指摘であった。また、多様なステークホルダーの意見を集約することは重要で、

経済界の意見を考慮することも重要だが、それと個別企業の利害は明確に峻別すべきとの

指摘もなされた。 
 
３．討議内容 
 討議部分では、大きく分けて 1．今後の援助効果の議論の展開と、2．NGO や市民社会の

役割について意見が交わされた。まず、1 について援助効果から開発効果の流れが進むとの

意見が出された。これは、援助という資金や技術の提供部分のみに焦点を当てるのではな

く、開発の成果やインパクトの部分にも焦点を当てる必要性があるという意見である。そ

の意味で、新興ドナー国や資金力を持つ財団、途上国の CSO などが与える開発への影響も

論点となってくる。ただし、新興ドナーや財団などについては、DAC の枠組みでは不十分

であることから、関係各国を再編した枠組みでルールを構築する必要があるとの意見も出

された。 
また、NGO や市民社会の役割については、日本の NGO や市民社会の援助効果への取り

組みがまだ弱いことが指摘され、今後途上国の市民社会のキャパシティーディベロップメ

ントに取り組む必要性が挙げられるとともに、政府に対するアドボカシーの重要性が指摘

された。ただし、途上国の CSO 支援についてその重要性は認めつつ、CSO の中には富裕

層を代表するものもあり、それを見極めた上で CSO 支援を進める必要がある点も懸念とし

て挙げられた。 
最後に、開発効果や援助効果と同様の取り組みが国内でも進んでいることを踏まえて、
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政府も市民社会も援助効果に関わる際に軸足を国内に置くことをもう一段意識すれば、

ODA の意識喚起を国内で進めることができるのではないかとの提案もなされた。 
 
４．まとめ 
・ 討議の意義・成果 
今回の発表・討議では、外務省・JICA の援助効果に関するそれぞれの取り組みの状況と

課題が述べられ、また NGO と研究の観点から問題点が指摘された。大きな意義としては、

立場の異なるアクター間で意見を交わす機会が少なかった援助効果というテーマについて、

今回多様なアクターが意見を交わしたことである。今回の議論が、次回以降の議論の土台

としての役割を果たすことが期待される。 
 より具体的な成果という点では、2011 年以降も視野に入れた援助効果の方向性について

の議論が行なわれたことである。パネリストの間では、長期的に援助効果の取り組みはよ

り進められるべきという点では一致しており、今回はそこで議論されるべきポイントが提

示され共有された。例えば、プライベートドナーや CSO、民間企業を開発アクターとして

捉え、援助効果から開発効果に議論の重心が移りつつあることが外務省・JICA から繰り返

し述べられた。今後、NGO は、自らの援助効果について対応しつつ、新しい展開に備える

必要がある。 
・ 今後の課題（残された論点） 
今後さらに議論を深める点として、援助効果という枠組みの再検討がまず挙げられる。今

回の「オーナーシップ」か「パートナーシップ」か、という議論に代表されるように、パ

リ宣言の枠組み自体を現状と理想との間で再度適切に位置づける作業が今後必要である。

これはグローバルなレベルで新たな支援の枠組みを模索する作業でもある。もちろん、現

在のパリ宣言及び AAA を実施していくことは依然重要事項であり、その意味で日本を含め

た各国の取り組み状況を巡る個別の課題について議論していくことが必要であるが、今回

の討論ではこの点に深く踏み込むことができなかった。今後の援助効果に関する議論の場

では、この点について今回の討議で得られた成果以上に深めていく必要がある。 
 

文責：JANIC 林 
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1. 分科会のねらい 

21 世紀に入り国際社会は、極度の貧困とこれに関連する様々な問題を、国際社会が一丸

となって取り組むべき「地球規模課題」として位置付けた。その決意表明として、2000 年

の国連総会で、「ミレニアム宣言」が採択され、その具体的な達成目標として「ミレニアム

開発目標」が合意された。世界の援助業界もこれに素早く呼応し、2003 年の「モンテレー

合意」では、MDGs 達成に先進国の国民総所得の 0.7%を ODA に振り分けることが、2005
年の「援助効果にかかるパリ宣言」では、ODA における途上国の主体性（オーナーシップ）

と多国間の調整・協調促進が合意された。これら一つ一つの合意内容もさることながら、

これらすべてが、「極度の貧困は人権侵害である」という普遍的な価値に裏打ちされている

ことも、注目に値する。 
当然、主要ドナーの一員である日本にも、本来この流れに積極的に対応し、これまでの

ような二国間外交による援助に加えて、多国間協調をより重視した政策の策定と ODA の実

施体制もあわせて刷新することが求められる。しかし、国際社会の ODA 再編を尻目に、こ

【第 2 分科会】 
 

『MDGs 達成に向けた日本の ODA の課題と ODA の実施体制』 
日時：2009 年 11 月 28 日（土） 15:00～17:00 
場所：国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 513 号室 
パネリスト：山内康一氏（みんなの党 国会対策委員長 副幹事長・衆議院議員） 

前田未央氏（外務省 地球規模課題総括課企画官） 
大崎麻子氏（国連開発計画 東京事務所 政策スペシャリスト） 
目黒依子氏（上智大学 名誉教授/国連婦人の地位委員会日本代表） 
稲場雅紀氏（「動く→動かす」事務局長/ 

（特活）アフリカ日本協議会国際保健部門ディレクター） 
ファシリテーター：片山信彦氏（（特活）ワールド ビジョン ジャパン 常務理事･事務局長） 
コーディネーター団体：「動く→動かす」 
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の間の日本の ODA は停滞してきた。額の面では縮減が続き、質の面でも、依然として産業

インフラ事業が中心であり、教育、保健、衛生など、MDGs に直接かかわる分野への配分

も、効果向上のための新しい試みも少ない。 
ODA に対する日本の市民の理解も進んでいるとは言い難い。2009 年に APIC が行った

世論調査によると、回答者の 58%が ODA は増加していると、事実と異なる認識を持ってい

た。事業仕分けではしきりに「聖域の ODA にもメス」という表現が聞かれたが、同様の思

い込みが見られる。一方、85.3%の人が開発途上国支援そのものは大切と回答しており、世

界の貧困解決に日本が貢献することに対する支持は、決して低くはない。 
本分科会は、以上のような問題意識に基づき、日本の ODA 体制がどうあるべきか、政治、

政府、学術界、国連、そして NGO の世界で ODA に取り組む専門家に提起をしてもらった。 
 
2. 発表概要と討議内容 
A) MDGs 達成に日本の ODA がさらに貢献するための課題は何か 

外務省で分野別 ODA 制作を担当してきた前田氏は、これまでにも成果があったことを強

調しつつ、しかしプロジェクトレベルでの成果だけで ODA を語れる時代ではないことを指

摘した。新 JICA の発足でスキーム間の連携などが容易になりそうなことなどを紹介し、今

後は成果をいかに途上国全体に広められるようにするか、またグローバルな文脈に位置づ

けるかが課題であるとした。 
国連開発計画（UNDP）の大崎氏は、MDGs が単なる開発目標に留まらず、「より平和で

繁栄した世界」のための新たなグローバル・ガバナンス構築に向けた努力の一環であるこ

とを指摘し、日本の外交政策自体がこれを十分主流化できていないことに停滞の要因があ

るのではないかと問いかけた。長年ジェンダー問題に取り組んできた目黒氏は、日本の ODA
が MDGs を主流化できていない象徴的な表れとして、政策面でも予算面でも MDGs の全領

域の底流を成すジェンダー不平等が軽視されていることを指摘した。緊急支援のみならず、

長期開発でもジェンダーを主流化し、かつその実施のためには ODA 体制の省庁間縦割りを

排することが必要と説いた。 
NGO の立場からアドボカシーに携わる稲場氏も、「『顔の見える援助』の成否は現場プロ

ジェクトではなく、多国間の政策形成にいかに貢献できるかで決まる時代」と指摘。日本

がこれに対応できない最大の原因は、政府と NGO の双方が、ODA に対する「固定観念」

を持っていること、そして二国間の文脈でしか物事を捉えられない「島国根性」に縛られ

ていることにあるとした。 
山内氏は、元 JICA 職員として ODA に携わった経験から、また衆議院議員として有権者

の声に接する立場から、現行 ODA の非効率な官僚的体制が ODA の刷新と効果向上を阻ん

でいる一方、厳しい国民世論が ODA の拡大・向上に対して政治を委縮させていると指摘し

た。 
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B) 課題を克服するために、どのような政策・実施体制の変革が必要か 
各リソースパーソンから、大胆かつ具体的な提言が数多くなされた。前田氏は、すでに

外務省内で行われている機構改革を紹介した。そこでは、「スキーム別」から国別にニーズ

を把握し、ふさわしいスキームを適宜活用していく方向にシフトされ、またその国別担当

課の数も増やされた。また、これまでバラバラに仕事をしていた二国間と多国間の担当部

署も緊密に連携できる体制になり、当該国において柔軟な対応ができるようにしている。

さらに、人材面でも専門性を持った人材を中途採用する事例も増えてきている。 
これに対し、援助の理念を再定義する必要性が複数のスピーカーから指摘された。山内

氏は、ODA 広報の中心を成す「協力隊イメージ」は一見わかりやすいものの、これは持続

性と費用対効果の両面で、開発の本来の姿からかけ離れており、本質的な理解に基づく国

民の支持を阻害していると批判。むしろ、貿易大国・日本が、途上国と相互依存関係にあ

ることや、環境問題の重要性などに関連付けて、ODA の義務的側面こそが強調されるべき

とした。 
大崎氏は、これまで国内で主流だった「ODA 国益論」の前提となる「国益」が、今の世

界の実態を反映しておらず、本当に国益のためになっているのかも明白ではなくなってい

ることを指摘。「地球益」との関係で「国益」を再定義し、理念を明確にするために市民社

会を含めた議論の必要性を提起した。これに関連して稲場氏は、政府が掲げる「人間の安

全保障」について、本来 MDGs 支援を裏打ちすべき哲学にもかかわらず単なる建前に終わ

っており、現行の実施体制が MDGs に足場を置いているとは思えないと指摘。「成長を通じ

た貧困削減」というレトリックも、貧困国の政治経済的文脈において、成長が自動的に貧

困削減をもたらすかは甚だ疑問であり、貧困そのものをアドレスするもうひとつの柱とな

る方法論が必要だと訴えた。 
以上のような、「目的・理念の見直し」の上で、体制に関してもいくつかの提言がなされ

た。稲場氏は、MDGs の観点から言えば、すべての人々が基礎的な社会サービスを受けら

れるようにするためには、途上国政府自身が責任をもってこれらサービスを提供できるよ

うにしなければならず、それには日本の積極的な政策支援・財政支援は不可欠であると指

摘。これと、NGO による補完的なサービス供給や政策監視・提言活動への支援とをセット

で増大させる必要があるとした。 
山内氏は、専門的な人材をより積極的に登用し、必要であれば専門機関を設置すべきと

主張。また、「官・軍から民へ」のシフトを提唱した。氏曰く、資金的余裕があるはずの JICA
による寄付金集めが NGO を圧迫している実態を改め、NGO に対する寄付金税制の改正こ

そ進めるべきであり、同時に NGO 側も自らの善行に独り善がりにならず、業界内のピアレ

ビューなどを通して社会的アカウンタビリティを強化し、自浄能力を付ける必要がある。

「軍から民へ」については、鳩山総理大臣が提唱した自衛隊活用による「友愛ボート」が

ニーズ・費用対効果の両面から妥当ではないことを批判し、軍の活用には慎重であるべき

とした。 
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大崎氏は、地球益と国益の親和性を高めた理念の下でより効果の高い援助を実現するに

は、多国間援助を ODA 戦略の中心に位置付けることが賢明であると指摘した。たとえば、

日本の稲作支援と UNDP の女性支援を組み合わせることで、生産性増大と、女性の教育ア

クセス向上（MDGs1、2、3 の両立）、ひいては地域経済の向上につながる。また、マルチ

連携を通じて、その効果を、国を超えて広げることも可能になる。 
これに呼応し目黒氏は、日本政府が提唱した「開発と女性イニシアティブ」に基づいて

UNDP に設置された「UNDP/日本 WID 基金」が、援助効果、費用対効果、創造性、効果

の波及性、政策研究への貢献など多くの観点から特筆に値する取り組みであるにもかかわ

らず、日本で適切に評価されていないことの問題を指摘。また、教育、保健などの分野の

細分化が援助効果を妨げている側面があり、貧困者の生活の全体性を踏まえた支援をする

ためにも、ジェンダーは重要な切り口になると訴えた。 
 
3. まとめ 
1)討議の意義・成果 

本分科会は、これまでの NGO による ODA 論議がとかく個別の二国間援助事業に関する

評価や、ODA 国益論に関する観念的な議論に偏りがちであったという限界の克服を試みた

点で、意欲的な分科会であった。現状を静態的に捉えるのではなく、世界はどこへ向かお

うとしているのか、その流れに日本がどのような理念と戦略を持って臨み貢献するのか、

そして、それを効果的に遂行するためにはどのような ODA 体制が必要なのか、さらには、

政府、国際機関、NGO などの役割は何かといった議論を、極めて動態的に、共通の目標を

見据えた形で行うことができた。また、このような議論を NGO が主催したことも、NGO
の公的役割を促進するうえで、有意義であったと思われる。 

議論を通じて、いくつかの問題意識が共有された。すなわち、相互依存の世界において、

国際潮流から孤立した形での国益追求は意味を失いつつあること、しかし日本の ODA 体制

は新時代に対応できていないこと、そして、もう一度 ODA を立て直すには、今日の国際情

勢と貧困削減の実際的ニーズを踏まえた理念と戦略の再定義から始め、これに合理的に整

合した体制を構築する必要があることなどである。 
 

2)今後の課題 
以上のような認識は、MDGs に携わる関係者の間では、大枠においてセクターを超えて

共有されつつあるものの、実際の改革は容易ではない。いかなる制度も、長年存在するこ

とで惰性と既得権益を生み、日本の ODA が MDGs に適合していないことに対する危機感

に関しても、政府内にはかなりの温度差がある。また、本分科会で提案された改革案はど

れも、基本的には実務レベルで対応できる問題ではなく、所与の枠組みにとらわれずに、

大局的な観点から改革を推進する政治のリーダーシップこそ必要とする。実際、90 年代後

半の英国や現在米国で進行中の ODA 改革も、洞察力と強力なリーダーシップを持った指導
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者が政権に就いてすぐに指導力を発揮することで実現している。翻って日本においては、

新政権の「コンクリートから人へ」などのスローガンは本来 MDGs との親和性は高いと思

われるが、これを外交の柱とすべきという認識や、その中でも ODA が中心的役割を担うと

いう認識が、具体的な政策的な動きとなってはまだ現れてきていない。「事業仕分け」も、

攻守ともに目的不在の議論が目立った。 
2010 年は国際的には開発課題が再び主要アジェンダとなることが予想され、国内におい

ても外務大臣が「ODA 見直し」への意欲を表明している。この機を逃さず、日本の ODA
を近代化できるか。政治の指導力と、市民社会を含むすべてのステークホルダーの覚悟が

問われている。 
 

文責：動く→動かす 山田 
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【第 3 分科会】 
『軍による人道復興援助と ODA』 

 
日時：2009 年 11 月 28 日 15:00～17:00 

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 502 号室 

パネリスト：山田彰氏（外務省 国際協力局 参事官） 

長嶺義宣氏（赤十字国際委員会駐日事務所所長） 

長谷部貴俊氏（日本国際ボランティアセンター アフガニスタン事務所代表） 

ファシリテーター：清水俊弘（日本国際ボランティアセンター事務局長） 
コーディネーター団体：（特活）日本国際ボランティアセンター 

 

 

１．セッションのねらい 
国際社会で「新しい安全保障」についての議論が進む中、日本もその議論に参加せざ

るを得なくなってくる。一方、憲法 9 条の下、軍隊による積極的な、いわゆる「国際貢

献活動」を行ってこなかった日本では、軍と民の関係についての議論は一部の研究者を

除いてほとんどなかったと言える。特に、NGO や市民側は、その議論を避けてきたき

らいすらある。安易な軍隊と人道支援の連携は短期的な効果はあったとしても、中長期

的な根本原因の解決（それが本来の平和構築の意義）を導かないばかりか、将来の NGO
活動の空間を狭め、武力に頼らない社会づくりの実現を遅らせる。このままでは、政府

サイドの一方的な問題意識で、この重要な政策方針が決められてしまう恐れがある。軍

と人道支援の関係については、過去にそれが生まれてきた経緯があり、その是非をめぐ

る議論には長い時間の歴史がある。本分科会では、外務省、国際機関、そして NGO の

立場から、それぞれの経験に基づいた意見を聞き、議論や論点を整理し、その中で、日

本という特別な政治的コンテクストを持った国の ODA 実施における、民軍関係につい

ての原則や、さらなる議論に向けての課題を抽出する。 
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２．発表概要と討議内容 
 本分科会は、政府、NGO、そして全ての紛争当事者から中立的な立場をとる赤十字国際

委員会のそれぞれの視点から、軍組織による人道復興支援の問題点と代替案などについて

の討議が進められた。 
まず、はじめに外務省の山田氏は、国際機関や NGO というこれまで中立的であると思わ

れてきた組織が攻撃の対象となってきたイラクやアフガニスタンの事例をもとに、援助す

る人がそれぞれの身を守るのが難しい状況であることを指摘。助けを求める人にとっては、

一般的には「援助の担い手が誰であるかは重要ではなく、いかに必要なものを速やかに届

けるかが問われる」とし、軍だから住民から嫌悪される、NGO だから信頼されるとは一概

には言えないとの認識を示した。イラクへの自衛隊派遣については、「自衛隊派遣以外に有

力な選択肢があればそれでもよかった」と言いつつも、「自衛隊以外に危険な地域に多数の

人間を派遣できる日本の組織は現れなかった」とイラクのケースにおける代替性には否定

的な見解を示した。そして、「ODA は好むと好まざるに関わらず、必然的に外交と関係す

る。例えば相手国にクーデターが起こっても援助を続けるのか、などは外交的な判断にな

る。相手国の受益者のことを考えながら、別のロジックも必要。ODA による途上国の福祉

の向上、発展と安定がめぐりめぐって日本の平和と繁栄に資するものとなると考えてい

る。」と締めくくった。 
一方、アフガニタンで活動する日本国際ボランティアセンターの長谷部氏は、対テロ戦

争あるいは「治安維持」という名目の攻撃が続く中で増え続ける民間人被害の現状を報告。

その中で、現地で行われている軍による人道復興支援活動、PRT（地方復興チーム）のこ

とに触れ、「公平性・中立性といった人道原則が人心掌握を目的とした PRT の活動によっ

てあいまいにされている。その結果 NGO の活動範囲が狭まり、住民のニーズを満たすこと

ができない」と現状を解説。「各国の PRT が活動している地域、政治・軍事目的のある地

域に援助が集中し、地域格差が生じており、その不満が武装勢力への支持の拡大につなが

っている」と軍組織による「復興支援」活動が、現地社会にネガティブな影響を与えてい

る側面を説明した。また、技術的な側面から見た PRT の問題点として、昨年アフガン東部

で NGO が活動する領域で医薬品や現金のばらまき活動を行った米軍 PRT のことなどを事

例に「短期的に成果が出せるプロジェクトが中心で長期的視点、住民参加の視点が欠けて

いる。」と指摘、人道支援の公平性、持続性についても疑問を投げかけた。長谷部氏はさら

に、日本政府が、現在アフガンスタン、チャグチャランで PRT を展開しているリトアニア

軍に外務省職員を４名派遣していることに対して、「なぜアフガニスタン国内で比較的治安

のいい地域で、あえてリトアニア軍の PRT と連携する必要があるのか？文民である JICA
職員でもできるのではないか？」と、その代替性に関して外務省の山田氏に疑問を投げか

けるとともに、PRT を 3D（外交・軍事・開発）と言われる戦略的連携の有効なアプローチ

と考えることに疑問を呈し、あくまでも「最終的な手段として」考えるべきだとの認識を

示した。 
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赤十字国際委員会（ICRC）の長嶺氏は、自然災害における軍のロジスティックスの活用

や、国が崩壊している場合は軍以外に公共サービスを提供できる機関がなく、軍が唯一、

公共サービスを提供する責任を持っている場合もあることを例に「軍が人道支援を行うの

は必ずしも悪いとは言えない」との認識を示した。一方、紛争地では軍が入ることで紛争

の当事者と混同される危険性がある点に懸念を示しながら、占領地では軍が住民に最低限

の物資を確保する必要があるなど、「もともと戦うことを想定された軍が、他の目的にも手

をださなければならない状況にもなっている」と現状を分析。また、ゲリラ活動の一環と

して人道支援が使われていることなどを紹介する中で、今イラクやアフガンで展開されて

いる PRT の問題や、ドナーの意図で「政治化」される人道支援があることにも言及した。

軍が人道支援を行うアクターとして妥当なのかという点に関して、長嶺氏は 3 つの疑問点

をあげた。1）コストベネフィットの点から。軍は援助のノウハウを身に着けているわけで

はない。「害を与えるな」（Do no harm）の原則の原則を守れるかは疑問。2）もともと人

道支援は、人道支援の主義に基づいて行うべき活動。しかし、支援が何かの手段になり、

人道原則が遵守されないケースがおこりうるのかどうか注視すべきである。例えば情報収

集のために人道支援を行う、行きづらい所にアクセスするために人道支援を行う、など。3）
公平性の問題。中央政府に協力的な地域だけに支援をする、自分たちがアクセスできない

ところは支援しないといった差別化がされてしまう。 
また、これらの妥当性に関する疑問に加え、援助アクターとしての中立性にも言及。 
人道支援に関わるスタッフが自分は中立原則に基づいていると思っていても、相手からは

そう見られず攻撃の対象になることがある。タリバンが出している行動基準では NGO を襲

っていいことになっている。NGO も政治的なアジェンダに従って動いているのではないか

という認識がされていると現状を憂慮した。 
 
３．まとめ 
 1）討議の意義・成果 
「援助の担い手が誰であるかは重要ではなく、いかに必要なものを速やかに届けるかが問

われる」としながらも「ODA は好むと好まざるに関わらず必然的に外交と結びつく」とい

う外務省の立場に対して、長谷部、長嶺両氏に共通しているのは、軍は“最後の手段”である

という点である。ICRC のガイドライン（ICRC guideline for civil-military relations）に

よると、ICRC は軍の比較優位が高く本当に必要な時、或いは他の手段が存在しない場合に、

最後の手段として使うことを認めている。受益者と軍が接触する場合、援助する側が中立・

公平・独立に映っているかどうか絶えず確認する必要がある。ICRC が PRT 自身のまちが

いを問うのではなく、人道支援が総合的な軍事戦略の一環として使われるのが問題だと主

張していることは、人道支援が本来の目的とは違う、外交の手段として決定、実施される

ことは避けるべきだという点で、NGO の主張にも共鳴している。 
これらの立場の違いが、そのまま本分科会の議論の争点として明確になったことが討議の 
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成果と言える。 
 
2）今後の課題（残された論点など） 
 今回の議論を受け、今後さらに議論を深める必要があることとして、1）軍でなければな

らなかったのか？という代替性の議論、2）軍を派遣した結果、地元コミュニティから見て

どのような成果があったのかという客観的な検証、3）そして、人道支援が中立・公正な本

来の人道支援であるために、いかに外交・政治から独立した意思決定がなされるか？とい

う 3 点に焦点を当て、各地の具体的事例をベースにした議論の蓄積が求められている。そ

の過程で、NGO が持つ現場の視点、住民の声が反映されることが肝要である。 
 

文責：JVC 清水 
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【第 4 分科会】 
ODA 上位政策への市民参加プロセスのあり方に関する課題と 

ODA 実施体制 
 
日時：2009 年 11 月 28 日 15:00～17:00 
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 503 号室 
パネリスト：川村暁雄（関西学院大学 教員） 

小林幸治（市民がつくる政策調査会 事務局長） 
  清水規子（FoE Japan 開発金融と環境プログラムスタッフ） 
ファシリテーター：高橋清貴（ODA 改革ネットワーク 世話人） 
コーディネーター団体：ODA 改革ネットワーク 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．セッションのねらい 

ODAの抜本的改革として、特に制度を改革するための柱としてODA基本法について議論

するセッション。目的は、次の二つ。1）基本法の必要性とその効果について検討すること、

2）基本法を制定するとするならば、どのようなプロセスで進め、また市民が何をすべきか

について、国内で既に基本法が制定されたき経験から学び、議論すること。 
 
２．発表概要と討議内容 

設定したテーマに対して、まず川村氏から問題提起が行われた。基本法の必要性を議論

する前にODAにプロジェクトから政策まで様々なレベルで市民が参加することが重要であ

り、またそのようにODA（政府）側も認めているが、それではそもそもODA政策の市民参

加とは何か、という問いかけが行われた。川村氏の論点は、ODA政策へ参加すべき市民は、

まず現地（途上国、ODA受入国）側での市民であるべきであり、この現地の市民参加とい

う観点からODA（特に日本）を見たとき、むしろ「市民参加」を歪める可能性を有してい

る。援助政策が援助国側の政策として一貫性を強調しすぎると、むしろ目的が限られたか

たちでの介入となり、現地のオーナーシップを阻害する。援助国側のステークホルダーの
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調整からドナー主導という色合いが強く出てきて、それが現地の要望と乖離するものとな

りかねない。この構造的問題は、ODAだけでなくNGOにおいても同様である。従って、援

助国内で審議会のような形で、特に非公開で政策議論を行っても「一部の民間人だけの参

加」を担保するだけで、それに対して現地の市民参加が阻害されるという影響を考えなけ

ればいけないのではないか。基本法の議論は、そうした視点を踏まえて、まず検討される

べきであろう。 
これを受ける形で、続いてFoEジャパンの清水氏からJICA及びJBICの環境社会ガイドラ

インにおける市民参加を「良い事例」として紹介があった。まず、FoEジャパンは、ODA
に対して、その実施の際には相手国に対して害を与えないようにすることが必要であると

の考えから、大半が大規模インフラ事業である日本のODAに対して環境破壊などの被害を

できるだけ回避し、回避できなければ緩和するために必要な制度を整えるためのガイドラ

インの整備に力を入れてきた。そのため、環境社会ガイドラインの作成段階で市民参加が

確保された形でのガイドライン策定が行われるように働きかけてきた。具体的には、民間

専門家が議長となり、議事運営方法から内容の検討において、NGOが積極的に提言を出し、

それに基づいて徹底的に議論を尽くすなど、主導的役割を果たした。その結果、現地市民

の声を反映できたのではないかとの報告があった。また、現在審議中であるJICAガイドラ

イン見直し過程においても、議論をつくすことを主眼に 30 回以上の審議会が開かれている

が、こうした経験から、日本のNGOの役割は、まずもってODA事業によって影響を受ける

住民の声、また彼らを支援する団体の声を伝えることであるとのことであった。そして、

そのためには徹底的な情報公開が必要であると述べた。しかし、ガイドラインも策定して

終わりではなく、運用において実際に住民参加を確保するために情報公開を徹底すること

が不可欠であり、また日本国政府に意見を述べること自体がハードルが高い現地住民が「異

議申し立て制度」を実際的に活用してもらうにはどうするかという課題が残っていると、

報告された。 
次に、市民がつくる政策調査会の小林氏から、基本法を市民が提案していくことの意義

についてプレゼンがあった。小林氏は、国内での様々な基本法の制定過程に関わってきた

経験から、途上国で起こっている問題は国内の公共事業と同じ構造であり、そこから制度

作りを考えみてはどうかとの提案があった。国内法を整備することで、海外援助の活動を

制御する仕組みを作れる可能性はあり、その意味で基本法は必要であろうと述べた。例え

ば、行政手続法の中に市民参加の手続きをきちんと位置づけることで、ODA政策（行政計

画）の段階で市民参加を義務づけることができるのではないかと提起した。また、基本法

は理念法であるが、役に立つか立たないかという議論ではなく、その策定プロセスで市民

の賛同を集めることでも効果があるのではないかと述べた。いずれにしても、ODAを専門

としない市民の目から見ても、ODAを大綱だけで実施しているのは問題で、きちんとした

法的根拠が必要とのことであった。 
続く質疑応答では、JICAの環境ガイドラインについて、異議申し立て制度が住民に敷居
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が高いと映る理由について、政府から伝わる情報の偏りによるODA評価のばらつき、ODA
についての独立調査委員会の可能性と課題など、政府側への改革を求める意見が多く出た。

一方で、「日本の税金を日本のために使って悪いことはない」「日本の国際戦略を明確にし

て、国際分業のあり方を模索する」ために日本の市民参加があるべきではないかという意

見もあった。 
基本法に関しては、制定することの必要に賛同する意見が多数を占めた。その理由は、

憲法と政策を繋げるため、法律を作らなければ国会は動かないから、国会の議論を活性化

させるため、そのプロセスに市民が関わっていくかたちで民力を上げるため、などであっ

た。その一方、果たして今のNGOの体力で基本法を制定まで導くことが可能かという問い

かけがあり、今後の課題として共有された。 
 

３．まとめ 
１）討議の意義と成果 

テーマが、ODAのうち、「基本法」という制度上の問題であったためか、リソースパーソ

ン以外で約 10 名という比較的こじんまりした会合となった。参加者は、学生中心だったが、

NGO関係者やJICAからの参加者もおり、少人数の中で掘り下げた議論が行われた。 
上記の発表・討議内容の報告にあるように、基本法を議論する際には、何のための基本

法かという視点が極めて重要である。開発は現地の住民のためにあるべきであり、ドナー

国や日本（そこにはNGOも含まれる）のために政策議論があるべきではない。その意味で、

誰のために政策が公開され、誰のために参加の場が確保されるべきか、がまず問われるべ

きである。時折、日本の市民の参加がまずあって、それから現地住民の参加が付随的に議

論されるという場合もあるが、それが間接的に現地での住民参加を阻害する場合があり、

またそれが見えづらくなる、という指摘も今後基本法を検討する際に踏まえるべき重要な

視点である。その視点において、国内の基本法制定の経験とは異なる特殊性を帯びている

のが援助政策であり、その意味でODA基本法については、様々な角度からの検討がまだま

だ必要である。 
JICA職員の参加者からも、「国民にODAを理解してもらおうとして、JICAの説明はでき

ても、何のためにODAをやっているのかと説明するのが難しい」との発言があったが、基

本法の必要性は市民の要望だけでなく、政府側にとっても必要な側面があることが確認で

きたのは収穫である。教育基本法のような法律があることで国民に分かりやすいODAにな

るという効果は、広く共有されるものであろう。その意味で、基本法議論は、ODA改革の

ベースとなることが確認できた。 
２）今後の課題（残された論点など） 

基本法は、国内において市民が中心となるにしても、多くのステークホルダーの参加の

下で、国会を巻き込んだ議論が必要である。その意味で、NGOや援助関係者のみならず、

広く市民の参加が必要である。その一方で、現地の住民の声が直接的ではなくとも常に議
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論に反映されるような仕組みが必要であり、その意味で、基本法をつくっていくという作

業そのものが、大きな運動である。上記の討議報告でも述べたように、このような運動を

つくっていく力、動機やコミットメント、体力が、果たしてNGO側にあるだろうか、とい

う問いかけがあったが、恐らくそれが今後の大きな課題であろう。これについては、この

ODA改革パブリックフォーラム自体が、その運動の一端を担うものであると考えれば、こ

のフォーラムをいかに継続し、基本法議論をどう盛り上げていくかということについても、

この分科会でもう少し議論ができればよかった。また、国際援助庁の必要性についても複

数の参加者からコメントがあったが、それについても時間がなく議論を深めることができ

なかった。いずれにしても、基本法議論はODAの制度改革の核となる議論であり、これを

一貫したテーマとして議論を継続していくことの意義は高い。 
 

文責：ODA 改革ネットワーク 高橋 
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第3部 全体討議 

 

『ODA 基本法そして国際協力省 是か非か』 
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１．セッションのねらい 
 第 1 部、第 2 部(各分科会)での討議を経て、まとめのセッションとして開催された。この

部会には、民主党、社民党など現政権の議員、学識者、メディア、NGO と様々なセクター

からのパネリストを招き、「ODA 基本法」および「国際協力省」設置の意義について議論

を交わした。 
 
２．各分科会からの報告 
 冒頭に、第 2 部の分科会で議論された要点を各分科会のコーディネーターが報告した。 
 第１分科会からは、（特活）国際協力 NGO センター理事長の大橋が報告を行った。第１

分科会では、援助効果やパリ宣言を取り上げ、これらが ODA の額を増やすだけでなく、現

状の ODA を相手の役に立つようにするためにはどうしたらいいかという視点で作られた

ものであることを確認し、2011 年に韓国で開催される援助効果向上第４回ハイレベルフォ

ーラムに向けて日本政府は ODA をどうしていくべきかについて議論した。このハイレベル

フォーラムでは、「援助効果」以上に「開発効果」が重要なテーマになるとの見通しが提示

された。 

【第 3 部 全体討議】 
ODA 基本法そして国際協力省 是か非か 

 
日時：2009 年 11 月 28 日 18：00～21：00 
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター （国際交流棟 国際会議室） 
パネリスト）藤田幸久氏（民主党 国際局長・参議院議員） 

阿部知子氏（社民党 政策審議会長) 
廣野良吉氏（成蹊大学 名誉教授） 
竹内幸史氏（朝日新聞社 GLOBE 編集部） 
熊岡路矢（（特活）国際協力ＮＧＯセンター 理事） 

ファシリテーター）大橋正明（（特活）国際協力 NGO センター 理事長（JANIC）） 
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 第 2 分科会からは、（特活）オックスファム・ジャパンの山田氏が報告を行った。第 2 分

科会では、ミレニアム開発目標（以下 MDGs）達成に向けて活動をしている政治家・国連・

学識者・外務省・NGO 関係者をパネリストとして招き、貧困は最大の人権侵害であり、そ

の解決のためには先進国と途上国の援助を通じた力関係を変える必要性があるという目的

意識を共有している前提で議論をした。 
外務省からは、JICA と JBIC の統合後の援助スキーム作成に関する報告がなされた。ま

た、他のパネリストからは、日本の国民性として“島国根性”が強すぎるのではないかと

いう指摘がなされた。さらに、グローバルなイシューに対してグローバルな解決が求めら

れる中で、日本がどのように関与していくのかという議論が少ないという意見や、体制面

について現地における非効率を問題視した意見が出された。加えて、洞爺湖サミットでの

国際貢献のリーダーシップに関しては、国際的にも高い評価を受けているとしながらも、

実施レベルと政策との間にかい離が起きている点が指摘された。これに関して、外務省で

は打開策として専門家の採用などを進めるとともに、今後 NGO が実施面で活動しやすいよ

うな体制に改革していくことの必要性が挙げられた。最後に、MDGs 達成のためには途上

国の予算そのものを支える必要があるとし、NGO・政府それぞれを通した支援の強化が提

案された。 
 第 3 分科会からは、（特活）日本国際ボランティアセンターの清水氏が報告を行った。第

3 分科会は、外務省、赤十字、NGO という立場からパネリストを招き、20 名～30 名程度

の規模で開催した。この議論の趣旨は ODA のあるべき姿を考えるにあたって、軍事活動・

軍事組織の行動と ODA が接近・一体化することでどのような問題を現場にもたらす可能性

があるのか、アフガニスタン・イラクのケースをもとに議論をした。紛争状態において軍

事組織が復興支援に関わるということは紛争当事者との混同の恐れがあるという共通認識

の下、軍事組織が復興支援を行うことにより中立的立場で人道支援をする団体にネガティ

ブな影響を与えている事実を指摘した。イラクにおいて自衛隊が活動していること、アフ

ガン PRT(地方復興チーム)に日本の文民が参加していることについて、なぜコストのかかる

自衛隊を安全とされる地域に派遣するのか、代替性はないのか、という点では意見が分か

れた。軍の派遣は、最終的な手段であるべきなのにも関わらず派遣ありきという状況にな

っていることは、人道支援という本来の文脈ではなく、外交ツールとしての日米同盟ある

いは EU との関係を国益に絡めて考えていることをあらわしているという指摘である。最

後に、ODA は独立性・中立性を保つべきであり、その追求こそが日本の特殊性や中立性を

アピールすることにつながるのではないかという議論が行なわれた。 
第 4 分科会からは、ODA 改革ネットワークの高橋が報告を行った。第 4 分科会では、上

位政策への市民参加をどのように確保するか、基本法の是非・効果について議論をした。

市民参加については、「市民参加とは何のためにあるのか」という問題提起を受けて、その

理由として、①知恵の結集、②監視と納得を挙げた。そして、現地の人々が自分たちの国

のあり方を自分たちの国の政府と話し合いながら進めて行けるようにするためにどうする
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か、そこに市民がどう参加するかが一義的にあり、その上で日本側がどのような参加が出

来るのか、を議論する必要性があるとした。また、日本国内で市民参加を促進する上で、

公開性と独立性が担保されていないということが阻害要因としてあるのではないかとの指

摘もあった。市民が政策に関与した具体例として、環境ガイドラインについてその作成過

程に関わった FoE の清水氏から、そのプロセスと結果についての説明も行なわれた。 
次に、ODA 基本法の持つ効果について議論を行なった。ODA 基本法は、存在すること

自体が市民に対するアピールと国会議員の議論の活性化につながるだろうという意見が出

された。また、個別の実態法に対してどのようにフォローアップして、改革していくかに

ついて考えなければいけないが、現実的にフォローアップを出来る体制が NGO にあるかと

いう疑問が提示された。なお、早急の課題としては、ODA に関する市民の関心を向上させ

ることが挙げられた。 
 各分科会からの報告を受けて大橋は、「国益」の中身をどのように規定するかによって

NGO も積極的な参加が可能になるのではないかとし、ODA をより良く改善していくため

には、外交（狭義の意味での国益)と ODA を切り離して考えるべきだと主張した。そのた

めには、ODA 基本法や国際協力省・ODA 省などを作り、国会議員や NGO、現地の人々な

ど様々なステークホルダーが開かれた議論に参加することの必要性を求めた。このような

改善が実現されることへの期待を込めて本フォーラムを開催しているとも述べた。 
 
３．パネリストによる討議 
 各分科会からの報告を受けて、パネリストによる討議を行なった。パネリストの発言主

旨は以下の通り。 
＊成蹊大学 名誉教授 廣野氏 

経済協力開発機構（OECD）での経験を踏まえて ODA の歴史について話をしたい。1950
年代に米ソ冷戦体制化で ODA の拡充が行われた背景には、各陣営の囲い込みがあった。そ

の後 1960 年代に日本に協力を求めてきた ODA は途上国に対する協力という文脈ではなく、

アメリカの反共政策に対する協力として定着した。1970 年代になると世界的にはひも付き

援助を減らす、後発開発途上国（LDC）に対する支援を拡大する、GDP の 0.7%を援助と

して拠出しよう、という議論がされた。その後 1980 年代には技術協力が重視されるように

なり、所謂「人的能力形成・制度構築」が中心課題となり、先発的な途上国から後発的な

途上国への協力という、所謂「南々協力」という考え方が出現した。1990 年代には教育、

保健、環境等社会部門への支援の拡充と Public Private Partnership（PPP）を拡大しよう

と努力がされた。2000 年代になると MDGs が採択され、OECD の開発援助委員会（ＤＡ

Ｃ）で ODA の効果向上のための基準【被援助国の自主性・主体性(Ownership)の尊重、当

該国の開発計画との整合性（Alignment）、援助供与国間の調和性（Harmonisation）,援助

関係国の負託責任（Mutual Accountability）の強化】が合意された。その後、アクラ行動

計画が策定され、現在開発援助の効果の一層の強化が図られている。なお、2000 年の国連
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総会で採択された「新世紀開発目標」（MDGs）の数値目標は、わが国外務省が１９９７年

に OECD/DAC 閣僚会議で提案した「新しい開発戦略」（New Development Stratgegy）で

掲げた目標の数値化を反映している。その意味において日本のリーダーシップが大いに発

揮されたものであるといえる。日本政府の OECD への積極的関与は必ずしも十分に市民に

伝わっていないが、一定の評価がなされて然るべきである。 
経済・社会的グローバル化が進展した今日の国際社会では、外交政策の基本はは地球益

を追求するべきものであり、国益の追求は国際社会の地球益に合致する形で行使さるべき

である。かかる国益＝地球益の追及こそ国際社会における日本の地位の確保・向上を可能

にする。地球益の追及は、アジア太平洋地域の日本の地位を高めることになり、これが日

本の国益につながるので、地球益という立場に立った外交を考えていくべきである。その

ような視点に立った外交・国際協力省の導入や ODA 基本法の整備が必要であろう。 
最後に、深刻さを増す地球環境の悪化の阻止は、今世紀の最大の地球的課題であり、ODA

の改革を唱えるならば、この課題に一層真剣に取り組むべきであり、この課題に真摯に取

り組むことが、ひいては途上国のみならず、世界全体の貧困問題の解決につながると考え

る。けだし、地球環境の悪化の最大の犠牲者は、途上国、先進国を問わず、貧困に喘いで

いる人々であるからである。 
＊朝日新聞社 竹内氏 

アフガニスタン・パキスタンの現状について取材経験から意見を述べたい。9.11 の時期

に比べ、現在のパキスタンの状況は悪化しており、首都のイスラマバードも隠れタリバン

だらけという状況である。最近、タリバンは経済開発に熱心であり、環境にも配慮してい

るという PR を始めており、アフガンにおいてタリバンは様々なことに配慮しているのだと

いう立場を打ち出している。アメリカは来週の火曜に、3 万人の増派を発表する見込みで、

これは、アメリカの出口戦略が始まることを意味する。出口戦略によっては内戦が激化し

始める可能性もあり、その時あるいはその後に日本がどう対応することができるのか、そ

してタリバンの開発戦略に日本政府・NGO がどう付き合うかということが課題になる。日

本政府はアフガニスタンに対する民生支援として 5 年間で 50 億ドルの支援を行うことを決

めた。このことに関しても、監視していかなければならない点がある。また、アフガニス

タンの首都であるカブールで土地の買占めが起こっており、今の経済レベルを考えると貧

富の格差を広げかねないという懸念があり、この問題一つをとっても日本の市民とアフガ

ニスタンの NGO は一緒になって監視していく努力が必要だと考えている。最後に、事業仕

分けについて、ODA 論議の中で無駄を省くのは重要だが、ODA そのものに対する議論が

まずなされることが必要だ。アフガニスタン・パキスタンの現状から見た ODA の在り方に

ついて議論していかなければならない。 
＊社民党 政策審議会長 阿部氏 

 本フォーラムの第 2 部から参加した。この議論をどう国民に伝えるか、その難しさに

懸念を抱いた。この点に関して、本質的に言葉の持つ力、人に訴える力を大事に考える必
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要があるのではないか。近年、議論に参加する層は以前に比べ厚くなったものの、その広

がりは不十分であると感じている。事業仕分けの議論の中で、ODA 削減について問題のあ

る事例もあったのは事実であるが、全てが不必要なものであったわけではない。必要な支

援は大事に育てていかなければならないと社民党は考えている。実施体制における国際協

力省などの提案について、その実現のためには国民による支持が何よりも必要である。ま

た、9.11 同時多発テロではアメリカのアフガニスタン空爆をきっかけに世界中が対テロ戦

争を行うのだという虚構が作り出され、日本の政治が動いた。しかし、当時のアフガニス

タンが抱えていた問題は、干ばつが原因で起きた飢餓であり、問題がすり替えられてしま

った。 
また「開発」の虚構について、開発が単に GDP/GNP を増やせば幸せになれる訳ではな

いことが明らかになった今、新たに何のために何をすべきかを考える ODA 基本法が必要に

なる。さらに、外交の手段としてしか語られてこなかった ODA を担当する省庁が必要とさ

れており、今回のフォーラムを開催するにあたって作成した提言書について賛同を表明し

たい。 
＊（特活）国際協力 NGO センター 理事 熊岡氏 

ODA の歴史的変遷を踏まえた上で国際協力の基本である、MDGs 達成のためには何が必

要かという視点から意見を述べたい。NGO の中には多様な意見があるという前提で発言す

る。また、アジア・アフリカで仕事をする中で垣間見てきた ODA、外務省・JICA との関

わりの中で感じたこと、一時期であるが ODA のプログラムの評価に関わってきた経験を元

に発言したい。日本の ODA の起源は、東西冷戦構造の中で西側の一員としての役割を求め

られた面と、戦時賠償の流れで始められた二つの側面があった。そのような背景の中で日

本の ODA の特徴は、例えば、国連の常任理事国入りを目指す多数派工作に使われるなど「外

交」のツールとしての位置づけがされている。戦時賠償型ＯＤＡでは、、日本の厳しい経済

状態の打開のために ODA が賠償を通して日本経済に還元されるという構造を持っていた。

それらは 80 年代・90 年代に若干改善されてきた面もあるが、同じ政党・政権が続いていた

という理由もあり基本構造はあまり変わっていない。変わっていない部分の ODA の特徴は、

インフラ整備型（経済成長支援型）で、かなりの部分が有償であり、２国間政府関係を重

視しているという点である。また、冷戦構造崩壊以後には、経済成長促進型ではないオル

タナティブとして人間開発の視点（「人間の安全保障」）が内外から強く求められた。それ

が、ミレニアム宣言、そして具体的目標としての MDGs（ミレニアム開発目標）という形

になり世界の援助・協力の軸となった。貧困削減に直結したこれらの目標の達成のための

ODA が行われるべきであり、そのためには、貧困削減実現のための MDGs を中心課題に据

えた、ＯＤＡ基本法、および外交のツールでない、「国際協力省」の設立が望まれる。 
 また、「顔の見える援助」の意義について、「誰に対して顔が見えるのか」が重要であり、

MDGs を達成することが目的であるならば、狭い意味での国益と援助・協力を切り離して

考えることが必要であり援助協調や財政支援をふくめ、被援助国のグッドガバナンスの構
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築支援のために ODA を活用していくことが重要である。 
＊民主党 国際局長 藤田氏 

自らの体験からアフリカでのプロジェクトを例に意見を述べたい。難民を助ける会のプ

ロジェクトとしてザンビアで井戸彫りを行っていた際に、そのプロジェクト地域の近くに

日本政府が小学校を作った。その地域には、水道がないため井戸を掘り、電気も乏しいか

ら自家発電で電気を賄うというような状況だったのにも拘わらず、その小学校には水洗ト

イレ、電動黒板が設置された。なぜ水が乏しいところに水洗トイレを整備し、電気の乏し

いところに電動黒板をつけるのかと当時の外務省に聞いたところ、予算を消化するために

は必要であるとの回答だった。援助現場でのこの経験が、議員になる動機の一つとなった。 
またこの間、行われていた事業仕分けを「援助」についても行う必要があり、日本の援

助そのものの手法、評価、無駄使い、中抜き（人間の安全保障という形容詞をつければ予

算が通る。しかし、●●財団を使わなければならず、その財団には天下りやコンサルの人

がいる)、重複などを仕分けして、その結果として援助庁の設置がされるのであれば賛成で

ある。また、援助庁を作るのであれば、政治や、短期の限定的な国益、利権などに影響さ

れないことも重要である。そして、そこに多様なアクターが関わることが重要であり、ノ

ルウェーの事例は参考にできる。ノルウェーでは NGO を補完的機能としてではなく外交に

欠かせないアクターであると考えられている。今後は日本 NGO がキャパシティビルディン

グをできるように税制・政治の仕組みを変えていくことが必要である。 
また、弱い立場の人びとが国内でも増えてきており、格差で苦しむ人を救うためには、

国際的な社会保障を世界全体で担わなければ収まらないところまできている。したがって、

弱い立場の人々を救済する国際的な枠組みを持たなければ世界全体が立ち行かなくなると

いう危機意識を持っている。 
 
【第３部に関する会場からのコメント】 
 ここまでのパネリストからの発言を受け、フロアからは様々な意見が出された。ここに

いくつか代表的なものを抜粋し、それを受ける形でパネリストからの発言をまとめる。 
Q．日本で ODA に関する議論が少ないことに懸念を抱いている。事業仕分けでは、本質的

な枠組みの重要性を無視して表面的な判断で効果が薄いとして削減対象とされてしまった

事業があった。事業仕分けの場所には、途上国の政治家や市民の発言権はない。援助額を

増やしている国において ODA 増額に対する世論の支持が高いという背景があるわけでは

なく、貧困問題が深刻な問題であるかという認識に基づいたものである。したがって、議

論の活発化を計っていただきたい。 
A1．仕分けについては情報不足、偏った切り口という批判もある。しかし市民に開かれた

形で行ったことは評価できる。個々の不十分な点については情報を頂き、省庁につなぎた

いので、具体的な情報を頂きたい。冷戦構造以降、政府文民が直接現地に行かれない地域

で紛争が起きていることも多く、そのような場合は議員が別の意味での役割分担をしなが
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ら活動する仕組みが必要である。そのようなスキームを作っていきたいと思っているし、

それが国民に対して説得力を持って短期的・限定的な国益を超えた成果を提示することに

なると考える。（藤田氏） 
A2．国民と NGO と政治家が互いに情報発信しあっていかないと、日本だけで生きていけ

ない。そのために、NGO から情報を発信することは重要である。政治家は、情報発信をし

ようとしているし、それが新政権の意味である。事業仕分けは、政策評価には入らない。

援助庁や ODA 基本法は政策である。事業仕分けにおいて政策評価に入らないということは、

機構の無駄使いに切り込み、政策評価は国会の場でやりましょうということでもある。NGO
は国会議員や党派にも政策提言をし、国会議論を活性化することに貢献してほしい。（阿倍

氏） 
 
Q．援助庁を作る前に仕分けを行うという考えに賛成であるが、それを実現するために市民

はどうすればよいのか。 
A．国際協力省の設立に関して、イギリスと国際開発援助省（DFID）は、来年のイギリス

での総選挙による政権交代を見越して、例年より早く開発のホワイトペーパーを作ってい

る。一つの国の省が、政権交代を見越して先に仕事をしていることに驚いたと述べた。国

際協力省の設立に関しては、旗印としてはよいが、日本が仮に DIFD のような機関だけを

念頭に国際協力省を設置しても難しいだろうとし、経済・軍事外交もできない、核もない

中で国連の常任理事国を狙っている日本にとって ODA を外交のツールと考えざるを得な

い状況を指摘した。（竹内氏） 
 
Q．GDP0.7%は果たして実行可能なのか。また、NGO を自立支援するような予算面のバッ

クアップは可能なのか。 
A．一部の政治家・外務省などは、日本の国益に還元しないものは、国民から指示されない

と発言しているが外務省の外郭団体の APIC が行ったアンケートでは、一般市民は援助が

援助として役に立っていて貧困削減になっているのなら賛成したいという意見が多かった。

ODA 額の増額の可能性はあるのではないか。克服すべき課題は、過度にダーティーな印象

（汚職につながっているのではないか等）を持たれているという部分であり、それは経済

成長型・インフレ成長型とリンクする部分がある。そのイメージを積極的に払拭すること

で市民の信頼を得られるのではないか。（熊岡氏） 
 
[その他の意見] 
・日本には 3 万前後の NPO が存在する。その中には、会計方法がわからないなどの団体も

ある。このような団体に対して環境整備（組織強化）のためのアドバイザー派遣の仕組

みを構築してほしい。その際の参考例となるのが南アにおける専門家の NGO 派遣である。

公共サービスを現地 NGO が担っている部分は多く、地元のニーズに基づいたプロジェク
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トが実施できるような仕組みづくりがされるべきである。 
・自団体は、今回の提言に賛同しなかった。大枠は賛成だが、気になる点もあったからだ。

まず、この提言書が誰に向けたものか曖昧だった点、主権国家が並立している状況で、

国民の税金を使う時に地球益といっても、簡単には理解されない。今回のフォーラムに

も、もっと市民の参加があってもいい。趣旨には賛成だが、市民に開かれた提言となる

までには時間と議論が必要だ。 
・日本の ODA を見る時に世界的なマルチの状況をフォローしつつ、国民にわかる言葉で伝

える必要がある。イギリスのカウンターパート NGO では、政府との対話の専門家がいて、

マーケティングの専門家がいる。日本の NGO をみると、全部を一人がやらなければなら

ない。そのような視点を含めて NGO を取り巻く環境の整備が必要だ。 
・国際協力省については、政治がすると決めれば国民は支持すると確信している。 
 

これらの意見に関して熊岡氏は、近年、日本の貧困問題も深刻になっていて、世界の貧

困問題と日本の貧困問題を貫く視点が必要であると述べた。ODA と NGO の連携について

は実務レベルのものもあるが、日本の NGO に必要なものは調査・研究・政策提言能力の向

上であることを指摘した。現在の NGO のスタッフは年収 100 万、200 万の中で世界的な課

題に向かって働いている。自発的にこの待遇を受け止めて入っているのでワーキングプア

ーではないが、このような NGO でがんばってきた人たちにノーブレスオブリージュがある

と考えていると述べた。 
 
３．第３部の討論の意義と成果 
 政治家・学識者・メディア・NGO とそれぞれの立場から、「ODA 基本法」・「国際協力省」

に関する意見が出されたが、概ね提言書の内容には賛同を得られた。一方で、市民に開か

れた形での ODA 改革議論の場作りや NGO 自身の体力面・組織面の強化の必要性が指摘さ

れた。 
 

文責：JANIC 林 
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第 2 回 ODA 改革パブリックフォーラムを終えて 
 

昨年度に引き続き、2009 年 11 月に第 2 回 ODA 改革パブリックフォーラムが開かれた。

今回のフォーラムは、第 1 回とは異なる文脈の中で開催された。すなわち、衆議院選挙で

の民主党の勝利と新政権の誕生にともなう政治的変化である。民主党は、財政的な視点か

らムダを省くことを国政のあらゆる分野に求め、事業仕分けを行なうなど政治主導で既存

の制度や行政のあり方の改革に踏み込み始めた。もちろん、ODA も例外ではなく、その効

果と効率について厳しい視線が投げかけられている。そのような中で、今回の ODA 改革パ

ブリックフォーラムは、ODA の理念と実施体制という古くて新しい議論に切り込むことを

目的に開催された。 
 ODA の理念と実施体制とは、具体的には ODA 基本法の設置および ODA を管轄する専

門省の設置である。このことは、以前より NGO から提案されていたが、今回の ODA 改革

パブリックフォーラムを開催するにあたって新たに提言書としてまとめられ、59 の団体か

ら賛同を得る結果となった。衆議院選挙後、民主党が方針を固める作業を行なっている中

で、ODA の改革に関する提言の作成と議論の場の設定を行なったことは、時機を得た試み

であったといえる。 
 
＊第 1 部 趣旨説明と共同提言書の発表 

 今回のフォーラムは、3 部構成で開かれた。まず、第 1 部では、フォーラムの趣旨説明お

よび提言書の発表が行なわれた。特に ODA を巡る現状認識と ODA の課題および意義につ

いて議論が行なわれた。 
＊第 2 部 分科会 
 第 2 部は、現在の ODA を考える上で重要なテーマについて 4 つの分科会に分かれて行な

われた。 
[第 1 分科会] 

「『援助効果にかかるパリ宣言』の視点から見た日本の ODA の課題と ODA 実施体制に

ついて」というテーマのもと、パリ宣言への日本政府の取り組みの状況と今後の見通しに

ついて議論が交わされた。パリ宣言に関しては、2010 年までに援助効果向上に向けてとる

べき方策をまとめた行動計画が 2008 年にアクラで採択されており、日本政府はその実施を

現在行なっているところである。従って、このフォーラムの機会を活用して、NGO と政府、

JICA、研究者がその進捗について意見を交わしたことは貴重であった。また、ODA の政策

と実施プロセスを民主化し、途上国市民社会がより関与できる民主的オーナーシップの実

現を NGO は求めており、この点に関して関係者の認識を深められたことは成果のひとつと

言えるだろう。 
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[第２分科会] 
「MDGs 達成に向けた日本の ODA の課題と ODA の実施体制」として、現在世界の中で

進む ODA の再編に取り残された日本が、どのように実施体制を確立し、産業インフラ事業

ではない教育や保健、衛生など基礎的な社会サービスの充実に舵を切っていくかが議論さ

れた。特に国際的な潮流と日本の取り組みの乖離が議論となり、MDGs 達成への取り組み

を強化している国際的な流れにいかに日本の ODA を近づけるかが焦点となった。MDGs
については 2015 年までの達成が危ぶまれている中で、世界的に MDGs 達成に向けた ODA
の抜本的な改革が求められている。日本国内でも、援助関係者を中心にこの問題意識を共

有できたことは有意義だったといえる。 
[第３分科会] 

「軍による人道復興援助と ODA」というテーマで、人道支援の文脈における軍隊の関与

の是非について議論を行なった。現在、アフガニスタンにおいて軍関係者から構成される

PRT（地方復興チーム）が人道支援を実施しており、公平性・中立性といった人道原則が

脅かされるという懸念が NGO から示されている。しかし、このテーマについては、日本国

内で NGO と政府関係者が討論を行なう機会は限られてきたため、今回、人道支援を行なう

ICRC も含めて議論を行なったことは貴重な機会であった。今回の議論を通して、互いの立

場と論点をより明確に位置づけることができたため、今後のさらなる対話と課題の解決が

期待できる。 
[第４分科会] 

「ODA 上位政策への市民参加プロセスのあり方に関する課題と ODA 実施体制」のテー

マを通して、特に ODA 基本法の必要性と効果に焦点が絞られた。議論の中では、他の国内

法などの成立過程において市民参加が実現した例が示されたり、策定プロセスに市民を巻

き込むことで ODA の必要性を再考させる効果などが指摘された。中でも、日本における市

民参加を進めるあまり、途上国の現地住民の参加が阻害される可能性についての指摘は重

要な視点といえる。全体として、ODA 基本法の必要性について肯定的な意見が大半であっ

た。また、制定の際に留意すべき点が何点か挙げられたことは今後の課題とも言えるが議

論の成果とも考えられる。今後は、基本法の必要性の議論以上に、策定する過程での課題

について議論を深めることが求められる。 
＊第３部 全体討議 
 「ODA 基本法そして国際協力省 是か非か」として、議員やジャーナリスト、研究者、

NGO 関係者の参加を得て行なわれた。議論は多岐に及び、ODA への地球益の視点の必要

性や ODA へのさらなる市民の支持獲得の方策、MDGs 達成を中心課題に据えた国際協力省

の設立などが話しあわれた。特に、市民への情報の発信と国会での議論の活性化に向けた

議員への政策提言における NGO の役割の重要性が指摘された。また、ODA 基本法につい

ては、その制定に前向きな意見が多く聞かれたものの本格的に作業を開始する以前に取り

組まなければならない課題についても多数の意見が出された。 
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 今回のフォーラムは、新提言書を作成したこともあり、提言書のテーマである ODA 基本

法と国際協力省の是非を中心に議論が展開された。フォーラムには、外務省や JICA、NGO
などの援助関係者のみならず、議員やジャーナリスト、研究者なども参加し、多様な視点

から多くの議論が出されたことは有益であった。そのような中で、ODA 基本法の制定や国

際協力省の設置に向けて議論が前向きに展開したことは大きな成果といえる。しかしなが

ら、同時に法律の制定や省庁の設置以前にクリアすべき具体的な課題も提示され、さらな

る議論の深化と行動が NGO に求められていることが明らかとなった。特に、基本法を巡る

議論を活発化できる体力が NGO にあるのか、狭い国益論を乗り越えて国際協力省を設立で

きる道筋を NGO はどう提示するか、などは厳しい問いとして NGO につきつけられている

ものである。これらに答えるためには、今以上に NGO 自身が広く市民から支持を集める存

在になる必要があるといえる。行動すべきは外務省や JICA などの政府・ODA 関係組織だ

けではなく、NGO も同様である。政治的な状況が大きく変化を起こしている中で、NGO
が今後どれだけその変化に意味を持たせることができるかが問われている。そして、今後

の活動に向けた基盤整備という意味において、今回の ODA 改革パブリックフォーラムは大

きな役割を果たしたといえる。 
 
 

以上 
文責：編集部（JANIC） 

 
 
 


