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1.1.1.1.    イシューペーパー作成の目的と構成イシューペーパー作成の目的と構成イシューペーパー作成の目的と構成イシューペーパー作成の目的と構成                                                                                                                                                    

 本イシューペーパーは、ODA あるいは CSO1を取り巻く状況を整理し、現在議論になっているテ

ーマ、今後議論となるテーマについて論点を提示するものである。本イシューペーパーの主な目

的は以下の 3 点である。 

・イシューペーパーNo.1以後の ODA 援助効果、CSO開発効果に関する状況の変化と議論の

変遷を整理する。 

・ODA 援助効果については、一連の日本政府との対話のプロセスにおける論点を整理し、今

後より議論を進めるべきポイントと CSO の提言への取組み方について振り返る。 

・CSO 開発効果の議論の進展について整理を行ない、今後日本の CSO が CSO 開発効果に

ついて取り組むべきポイント、アプローチを事例を通して提示する。 

 

本イシューペーパーは、2010 年 5 月に作成されたイシューペーパーNo.1 に続く、No.2 である。

イシューペーパーNo.1 では、主に次の 4 点について議論を行なった。 

1. 2011 年に行われた第 4 回釜山閣僚級会合（HLF4）に向けた論点および CSO にとっての

アドボカシーのポイントを、パリ宣言およびアクラ行動計画を振り返りつつまとめること。 

2. 日本の CSO の開発の経験をまとめ、より効果的な開発につなげる方法の議論を行なう

こと。 

3. 援助を行なう側として、受益者へのアカウンタビリティー（ダウンワード・アカウンタビリテ

ィー）をいかに強化していくかについて、イギリスの調査を踏まえつつ議論をまとめるこ

と。 

4. 日本の CSO に対する支援のあり方について、日本政府の支援スキームやその他ドナー

の支援の方法を踏まえつつ改善点を提案すること。 

 

イシューペーパーNo.2 では、上記の議論を踏まえた上で No.1 以降の議論をまとめている。具体

的には、HLF4 に至るプロセスの中で CSO と日本政府の間で議論された論点、および 2009 年から

2010 年にかけて世界的に議論が行われた CSO 開発効果の議論を整理し、今後日本の CSO が

取組むべきポイントをまとめている。 

 

 

                                                   
1 日本では、国際協力を行なう市民団体は、一般的に NGO（Non-governmental 

Organization）が使われているが、世界的な開発効果の議論では開発に関わる市民社会組

織を CSO（Civil Society Organization）と呼んでいる。本報告書では、これにならい表記

を CSOで統一してある。詳しくはイシューペーパーNo.1を参照のこと。 
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2222．．．．アクラ以後の援アクラ以後の援アクラ以後の援アクラ以後の援助効果論の変遷助効果論の変遷助効果論の変遷助効果論の変遷                                                                                                                                                                    

2-1. 援助効果論の背景（パリ宣言とアクラ行動計画）                             

 援助効果の議論は、「援助効果にかかるパリ宣言（以下パリ宣言）」がベースとなって展開さ

れてきた。パリ宣言は、2005 年 3 月に経済協力開発機構（OECD）の開発援助委員会（DAC）の調

整のもと、フランスで開催された「パリ援助効果向上閣僚級会議（2nd High Level Forum：HLF2）」に

て採択されたものである。この会議には日本を含む 91 カ国の政府、国際機関、CSO が参加した。

会議の目的は、2003 年に発表された「ローマ調和化宣言」の原則や理念を確認し、その後の援助

効果向上の具体策（指標づくりなど）を取りまとめ、国際公約であるパリ宣言の実施策を合意する

ことである。パリ宣言には重要な要素として 5 つ挙げられており、それぞれ「オーナーシップ」「アラ

インメン」「ドナー間の調和化」「成果マネジメント」「相互説明責任」となっている。これら5つの要素

に対して、12 の進捗計測指標が定められており、2010 年の目標年に向けて改善していくことが合

意された。その後、2008 年にはアクラで進捗を確認する会議（HLF3）が開かれ、その後の行動計

画を定めたアクラ行動計画（Accra Agenda for Action：AAA）が採択された。 

 

2‐2. 援助効果向上への各国の取り組み状況概要                                

2011 年、DAC は各国のパリ宣言への取り組み状況を報告したモニタリング調査を発表した2。こ

の調査では、被援助国側がパリ宣言の履行をある程度進めたのに対し、ドナー国側の取り組み

は限定されたものにとどまっていることが指摘されている。進捗があったと指摘されている点は、

被援助国における国家開発戦略の策定や成果重視のモニタリングの枠組みの設定などである。

また、カントリーシステムの活用やアンタイド化についてドナー国側の取り組みはある程度進んだ

ものの、援助の断片化や援助の予測可能性、共同ミッションについて進捗がほとんどないと報告

されている。 

日本については、能力開発支援や被援助国側の公共財政管理制度の活用については 2010 年

の目標に到達したものの、被援助国側の目標に沿った援助の実施や、援助の予測性向上、プロ

グラムアプローチによる援助の実施、他ドナーとの共同作業（合同調査や国・セクター別分析の実

施）については、進捗の遅れが目立った。特に、被援助国側の目標に沿った援助の実施やプログ

ラムアプローチによる援助の実施は前回のモニタリング調査の際よりも取り組みが後退している。 

 

                                                   
2 http://www.oecd.org/dataoecd/25/30/48742718.pdf 
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3333．．．．CSOCSOCSOCSO 開発効果論の台頭と国際的な開発効果論の台頭と国際的な開発効果論の台頭と国際的な開発効果論の台頭と国際的な CSOCSOCSOCSO の取り組みの取り組みの取り組みの取り組み                                                                                                            

3-1. CSO 開発効果論台頭の背景                                         

世界の CSO が ODAの援助効果の議論への関わりを深めるにつれて、CSO 自身の効果を議論

する必要性が CSO 内からも政府側からも問題として提起され始めた。当初は、パリ宣言の CSO

への適用について議論が交わされたが、CSO が途上国内で実施する取組みは必ずしもパリ宣言

の枠にはまらないとして、2008 年始めに世界の CSO がカナダに集まり、CSO 独自の開発効果を

議論するプロセスをアクラ HLF3 以降に開始することになった。 

 

3-2. CSO 開発効果論に取り組む CSO とその国際的体制                           

CSOの開発効果を議論するプロセスを取りまとめる組織として2008年に立ち上げられたものが

Open Forum for CSO Development Effectiveness（以下、Open Forum）である。Open Forum は、ベ

ルギーの CONCORD 内に事務局を置き、世界中から参加する 29 の団体が GFG（global 

Facilitation Group）として CSO 開発効果の議論を進めるために Open Forum の運営に関わってき

た。なお、GFG は、多様な意見が吸収できるよう、世界の地域的なバランスを考慮して構成されて

いる。Open Forum は釜山 HLF4 を機に 1 つの役割を終え、ODA 援助効果に取組む Better Aid と

の関係を含めて、体制の見直しを行っている。2011 年中は、ラテンアメリカの CSO のネットワーク

である ALOP が事務局を担うこととなっている。 

 

3-3. ナショナルコンサルテーションと世界大会                                 

 Open Forum は、CSO の開発効果の議論を進めるために、2009 年から 20 10 年を通して世界各

国でナショナルコンサルテーションを開催した。ナショナルコンサルテーションは世界 70 か国以上

で開催され、CSO が効果的であるための原則について議論が交わされた。各国でナショナルコン

サルテーションが開催された後、まとめられた意見は各地域のリージョナルコンサルテーションで

集約され、最終的に Open Forum の世界大会で 1 つの原則案にまとめられた3。 

この原則案を議論するため開かれた世界大会が 2010 年 9 月のイスタンブールでの世界大会で

ある。ここで CSO が効果的であるための 8 つの原則が合意されたことから、この原則はイスタンブ

ール原則（Istanbul Principles）4と名前がつけられた。 

イスタンブール大会の後、再度ナショナルコンサルテーションあるいはリージョナルコンサルテ

ーションが開かれ、イスタンブール原則をより詳細に説明するための国際枠組み（International 

                                                   
3 各ナショナルコンサルテーションおよびリージョナルコンサルテーションの議論概要は

Open Forumのホームページに掲載されている。 
4 英語版 

http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/final_istanbul_cso_development_effectiveness

_principles_footnote.pdf 

日本語版 http://www.janic.org/mt/img/activity/Istanbulprinciples.pdf 
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Framework）の議論が行われた。国際枠組みの議論はさらに集約され、2011 年 6 月に開かれた第

2 回世界大会（シエムリアップ）で、シエムリアップコンセンサス（Siem Reap Consensus）5として合

意されるに至った。 

Open Forum は、このイスタンブール原則の賛同（endorsement）と国際枠組みの承認

（acknowledgment）を各国政府に求めている。これには、CSO が考える開発効果の概念を開発の

プロセスの中に定着させたいという思惑と後ほど述べる CSO を巡る政策環境を整えたいという意

図がある。現在のところ、韓国、カンボジア、アメリカなどがイスタンブール原則に賛同している。 

 

3-4. イスタンブール原則・国際枠組みの合意とその内容                            

イスタンブール原則は、8 つの原則からなり、CSO はそれぞれの原則を実施したときに効果が

あるとされる。8 つの原則は、それぞれ、1）人権と社会的正義を尊重し、推進する、2）女性と少女

の人権を推進し、ジェンダーの平等と公平性を実現する、3）人々のエンパワーメント、民主的オー

ナーシップと参加に焦点を当てる、4）環境の持続可能性を推進する、5）透明性とアカウンタビリテ

ィーを遵守する、6）公平なパートナーシップと団結を模索する、7）知識を創出、共有し、相互学習

に関与する、8）プラスの持続的変化の実現に寄与する、となっている。 

シエムリアップで合意された国際枠組みの主要部は、ガイダンス、アカウンタビリティー、政策環

境（enabling environment）の 3 部から構成されている。ガイダンスには、イスタンブール原則を実

施するために取組むべき内容がより詳細に示されている。例えば、原則 1 の「人権と社会的正義

を尊重し、推進する」の場合、5 つの行なうべき項目が示されており、1 番目は「アドボカシーからプ

ログラム分析、プログラムデザイン、事業実施、アセスメントまで、開発におけるあらゆる側面で権

利ベースのアプローチを実践すること。また、その際には参加、訓練、能力強化、そして政府に説

明責任を求める包括的な政策対話のメカニズムを持つこと」となっている。ここでは、原則1を実施

するには、まず権利ベースアプローチを実践することが強調されている。このように、原則を実行

するために必要な具体的行動を示すことで、各 CSO に原則の着実な実施を求めている。なお、

Open Forum の公式なプロセスを経て合意されたものではないが、ガイダンスをさらに具体的に示

した「実践ツールキット（implementing toolkit）」も作成されている6。 

次に国際枠組みの中で定められているアカウンタビリティーは、実際にはイスタンブール原則

の 5 にも記されている。しかしながら、市民から CSO への支持とアカウンタビリティーは直結すると

いう認識から、特にアカウンタビリティーについて強調されている。アカウンタビリティーには、ドナ

ーや市民など支援者への説明だけではなく、組織のガバナンスや途上国の現地住民への説明も

                                                   
5 英語版 

http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/international_framework_open_forum.pdf 

日本語訳 http://www.janic.org/mt/img/activity/SiemReap_consensus.pdf 
6 実践ツールキットは Open Forumのホームページより入手可能。 

http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/230111-implementation-toolkit-en-web.pdf 
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含まれる。このアカウンタビリティーの項目でも、CSO のアカウンタビリティーとは「監査済みの財

務報告が入手できること以上のもの」と記載されており、同時に「貧困の中にいる人びとの視点を

考慮する努力を最大限に発揮すること」と記されている。いかに貧困層の立場からプログラムなり

プロジェクトを作り出せるかが問われているといえる。 

国際枠組みの中で最後にあげられているのが、政策環境（enabling environment）である。政策

環境は、「CSO が自身の活動の遂行に影響を及ぼす、政府や公的ドナー、その他の開発アクター

によって作られる政治的、政策的背景である」と定義されている。CSO は、活動を行なう際にさま

ざまな外部要因に影響を受けながら活動する。その中でも、先進国、途上国を問わず政府の政策

は、CSO に最も影響を与える要因の 1 つである。このような政策環境の重要性が認識されたこと

から、2008 年のアクラ HLF3 において、すべてのドナーと政府は「CSO が開発への貢献を最大限

に引き出せるような政策環境を提供する」ことに同意した。しかし、先進国、途上国を問わず南北

の CSO は、アクラ HLF3 以降政策環境の悪化を経験してきた。そのため、国際枠組みの中で政策

環境を定義し、政府に対して確実な履行を求めたのである。 

この政策環境は主に 2つの点からなる。まず1 点目は、政府は人びとの基本的人権を保障する

義務を果す必要があるという点である。近年、CSO に対する政治的、法的な制限が強まっており、

多くの CSO は懸念を抱いている。そのため、政府に対して、例えば「結社と集会の自由」「表現の

自由」「移動の自由」などの権利を認めることと、CSO の安全を確保することを求めている。2 点目

は、政府および公的ドナーが開発における CSO との関係の中で取組むべき重点分野である。こ

れには 4 点あり、それぞれ、1)CSO を正当性を持つ開発アクターとして認識すること。2）開発効果

を改善するために民主的な政治、政策対話を構築すること。3)透明性と一貫性のある開発政策の

ために説明責任をもつこと。4）CSO開発効果を可能にする資金調達を創出すること、となっている。

特に正当性を持つ開発アクターと CSO を認識する項目は、CSO が最も重視している点である。開

発に関わる CSO は、途上国の貧困や差別の問題に長らく取組み、高い専門性を有する。しかしな

がら、正当な開発アクターとしてみなされずに開発のプロセスに関われない状況がしばしば発生し、

役割あるアクターとして認識されないこともある。そのような背景もあり、この点は釜山 HLF4 に至

るアドボカシー活動の中でも CSO が特に重視することになったのである。 

最後に、必ずしも釜山 HLF4 に向けた議論の中で中心的なテーマとはならなかったが、日本の

CSO にとっても重要な課題という意味で、上記 4）の資金調達について簡単に触れたい。CSO の

多くは、市民からの会費や寄付だけではなく、公的ドナーから資金を得つつ活動を行っている。日

本の CSO も例外ではなく、活動費の多くを公的ドナーに頼っているところも少なくない。そのため、

CSOの効果と公的ドナーの支援のあり方は密接に関係する。このOpen Forum が作成した国際枠

組みの中では、公的ドナーの支援について次のように触れられている。1) CSO は公共財を提供

するという考えにもとづき、組織を中心とした支援を含む、長期的な結果重視の視点をもつこと。

2)CSO への取組みに即時に対応すること。3)多様な CSO が利用できること―異なる規模の CSO
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への支援等。4)予測可能で、透明性があり、容易に理解ができ調和できること。5)地域の資源を

推進し、動員する視点をもつこと。6)政策策定やアドボカシーを含む、あらゆる領域の CSO プログ

ラミング䛸技術革新（イノベーション）を支援すること。日本政府の CSO 支援は近年改善してきて

おり、CSO にとって使い勝手のよいものになってきていると考えられている。しかし、例えば 1）で

触れられている長期的な結果重視という視点はどちらかといえば薄く、プロセスを重視する側面

が強い。もちろん、日本の CSO の状況や能力を考えたときに、結果重視を前面に押し出した支援

ができる状況ではないとも考えられる。ただ、ドナーと CSO 間で長期的な CSO のあり方のビジョン

を描き、それに向けてステップを上るというプロセスがあってもよいのではないだろうか。短期的な

使い勝手のよさを目的とした制度変更の議論も必要ではあるが、長期的なドナー・CSO 間の関係

のあり方についても議論を進める必要があるだろう。 
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4.4.4.4.    釜山釜山釜山釜山....ハイレベルフォーラム（ハイレベルフォーラム（ハイレベルフォーラム（ハイレベルフォーラム（HLFHLFHLFHLF）成果と課題）成果と課題）成果と課題）成果と課題                                                                                                                                

4-1. 釜山 HLF にいたる CSO の動きと提言                                      

 釜山 HLF までの ODA の援助効果については、世界的な CSO のネットワークである Better Aid

が中心となって提言活動を展開した。Better Aid は、フィリピンに事務局を置く CSO のネットワーク

で、ODA の援助効果日に対してアドボカシー活動を行なう世界の CSO が参加している。また、

Better Aid は、釜山 HLF4 に至る公式の議論に CSO の代表として参加しており、より直接的な政

策提言のチャンネルをもっていた。 

Better AidのHLF4に対する提言の骨子は次の4つである7。まず、第1点目が「パリ宣言とAAA

を適切に評価し深化させる」である。2011 年に DAC から発表されたモニタリングレポートにおいて、

特にドナー国は目標を十分に達成することができなかった。そのため CSO は、目標が達成できな

かった理由とパリ宣言や AAA への取組みの評価を明らかにした上でよりコミットメントを強めるこ

とを求めていた。 

2 点目は、「人権基準に基づいた開発効果の強化」である。後に詳述するように、CSO は権利ベ

ースアプローチを開発における重要なアプローチと位置づけている。権利ベースアプローチでは、

これまでに合意された国際条約を含むさまざまな人権基準が開発の基礎にあるとされる。CSO は、

このような人権基準を守ることを通して開発の強化を進めようとした。 

3 点目が、「CSO を独立した開発アクターとして支援し、政策環境の確保に努める」ことである。

すでに述べたようにアクラ HLF3 で CSO を独立した開発アクターと明記したものの、その後 CSO

を取り巻く状況は改善されなかった。そのため、CSO はこの点を確実に履行するよう各国政府に

求めたのである。 

最期の 4 点目は、「公正で公平な開発協力の枠組みを促進する」となっている。これは、釜山

HLF4 で合意される今後の開発協力の枠組みをよりアカウンタブルなものにする必要があるという

ことを意味する。例えば、これまで援助効果の議論は DAC の枠組みの中で議論されてきた。しか

し、DAC のメンバーは基本的には先進諸国のみである。途上国を含めたより公正で公平な議論

の場という意味では、国連など別の場を模索する必要が出てきている。 

Better Aid は、これら 4 つの柱を提言の中心に据え、いくつもの提言書を出しながら、HLF4 にむ

けてアドボカシー活動を展開していった。 

 

4-2. 釜山 HLF の結果                                                

 HLF4 は、2012 年 12 月 2 日、「効果的な開発協力のための釜山パートナーシップ（以下、成果文

書）8」を承認して閉幕した。今回の成果文書で最も注目される点は、新興ドナーや民間セクターな

                                                   
7 http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/cso_asks_final_.pdf 
8 

http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMEN
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ど新たなアクターが登場し開発のアクターが多様化したこと、そして援助ではなく開発協力が強調

されるなど援助の枠組みが変化しつつあることが明確になったことである。 

その中で、CSO からみて進展のあった部分と課題として残る部分がいくつかある。まず、進展

があった部分としては、成果文書の中で CSO を独立した開発アクターとして認識し CSO の活動環

境を整備する政策環境の促進が明記されたことである。CSO の項目ではイスタンブール原則につ

いても触れられており、CSO の活動に限定されているが権利ベースアプローチについても言及さ

れている。 

 他方で、課題と考えられる点も存在する。成果文書の中では、パリ宣言や AAA について必ずし

も十分な振り返りがなく、それらを深化させる内容とはなっていないと考えられる。少なくとも今後

取組む援助効果の目標・指標などについて釜山 HLF4 では合意ができなかった。2012 年 6 月まで

の間に目標や指標を設定することとなっているが、どのような目標・指標が設定されるかでこの点

に関する評価は大きく変わってくる。 

また、新興ドナーが成果文書の中に登場したが、新興ドナーの開発協力については成果文書

の内容に縛られるものではなく、あくまでボランタリーに内容を実施することになった。同じように、

民間セクターがけん引する経済成長路線が重視されているが、民間セクターが既存の開発の規

範といかに整合性をとるかについては言及がほとんどない成果文書となっている。開発の世界で

影響力を持ちつつある新たなアクターについて既存の開発の取組みが適切な枠組みを提供でき

ていない状況となっている。 

 

 

                                                                                                                                                     

T_-_FINAL_EN.pdf 
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5.5.5.5.        日本における日本における日本における日本における ODAODAODAODA 援助効果と援助効果と援助効果と援助効果と CSOCSOCSOCSO 開発効果開発効果開発効果開発効果                                                                                                                     

5555‐‐‐‐1.1.1.1.    CSCSCSCSOOOO と政府関係者の対話と政府関係者の対話と政府関係者の対話と政府関係者の対話                                                                                                                                                                     

 プサン HLF までの間、日本の CSO は国会議員、外務省、JICA などの ODA 関係者との対話を

重ねてきた。特に外務省とは、CSO 外務省援助効果意見交換会として定期的に会議を重ね、

2010 年 3 月からプサン HLF が行われる 2011 年 11 月までの間に 6 回の公式の対話を行った9。

また、2011 年 11 月には国会議員も含めたシンポジウムも開催し、一般に開かれた場での議論も

行なってきた。このような公開性を基本とした意見交換のプロセスは政策対話のあり方として高く

評価されるものと考えられる。 

 

5555‐‐‐‐2.2.2.2.    日本の日本の日本の日本の ODAODAODAODA に関する論点に関する論点に関する論点に関する論点                                                                                                                                                                        

 一連の対話を通して、CSOと日本政府の間で日本のODAについてさまざまなテーマについて議

論が行われた。ここでは、その中でも特に議論された点について論点別にまとめることとする。 

【アンタイド】 

CSO は長らく日本の ODA に対してアンタイド化が不十分であるとの指摘行なってきた。これは

HLF4 に向けた議論でも変わらず、アンタイド化は意見交換会の中で常に 1 つの焦点となっていた。

日本政府としては、DAC のアンタイド勧告に沿って進めているとの立場をとっており、また、アンタ

イド化を進めるのと並行して、アンタイドの目的を考える必要があるとの立場も強調した。すなわち、

アンタイド化を行なうことによる成果と援助の質の確保が実際にされているのかより分析が必要と

いう考えである。他方で、DAC の対日援助審査でも指摘されたように、日本の ODA の場合、無償

資金協力では主契約者が日本企業に入札を限定するタイドであっても、日本企業が現地で雇用

する人件費や物資を調達する金額分をアンタイドとして報告しているとのことであり、タイド、アンタ

イドの定義について CSO 側と共通認識ができていない。外務省は DAC とアンタイドの定義を巡り

意見を交わす準備があると述べており、今後は DAC と外務省の間で交わされた意見交換の内容

を基にタイド、アンタイドの定義について CSO 側と共通認識を持つ必要がある。 

また、CSO側から常に指摘される問題として、STEPローンがある。CSO側は、STEPローンはタ

イドのスキームであることからアンタイドの流れに逆行すると指摘しているが、日本政府としては

必要に応じて拡大していくとの立場である。STEP ローンの必然性についても、今後議論を重ねる

必要があろう。 

【オーナーシップ】 

オーナーシップは世界の CSO が重視するコンセプトの 1 つである。特に「民主的オーナーシップ

（democratic ownership）」という言葉で表現されるように、開発計画の立案や実施などのあらゆる

段階において現地のローカル CSO を含む多様なアクターを取り込むことを求めていた。日本政府

                                                   
9 意見交換会の議題や配布資料、議事録は以下のURLから入手可能。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_CSO/taiwa/ek_koukankai.html 
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もオーナーシップの重要性は以前より指摘してきており、「途上国の自助努力の重視」や「ディマン

ドドリブン」といった発言にみられるように、途上国主導の開発を重視する姿勢をみせている。しか

しながら、CSO の言う「民主的オーナーシップ」と政府側の言う「オーナーシップ」は若干ニュアンス

が異なって使われている。CSO は、開発のプロセスにおける多様なアクターの参画を意味してい

たのに対し、日本政府は多くのアクターを内包しかつ代表する途上国政府のイニシアティブを重

視していた。CSO の主張の背景には、途上国においては社会的マイノリティなどの声が開発プロ

セスに反映されないことがしばしば起こるとの問題意識がある。日本政府は、援助は政治的側面

を含んでいることを踏まえて、このような問題により意識的になる必要がある。他方で、CSO 側の

主張も概念的な部分に留まっていた傾向があり、例えば ODA タスクフォースの活用方法など、よ

り具体的な提案のレベルに議論を落としこんでいく必要があるだろう。 

【モニタリング】 

HLF4 以降の各国の取り組みの進捗を確認するモニタリングの枠組みについては、CSO からは

グローバルレベルでのモニタリングを維持する必要があると繰り返して提案がなされた。これは、

カントリーレベル中心のモニタリングになると被援助国が国際的な共通の土台がないままにモニタ

リングを行なうことになり、ドナー主導のモニタリングになる可能性があると考えられるからである。

これに対し、外務省からは指標を増やすことが援助の効果につながることではないとして、グロー

バルモニタリングは軽く、カントリーレベルを重くするモニタリング指標のあり方が各国間で共通認

識として共有されていることが指摘された。このモニタリングの指標づくりについては、2012 年 6 月

までになされることになっている。 

【透明性／IATI】 

現在、ドナーの資金の流れの透明性を高める IATI（International Aid Transparency Initiative ）

の取り組みが一部で進みつつある。他方で、これとは別に既存の DAC の枠組みの中で透明性を

高めていく方法も検討されている。日本政府としては、すでに ODA の「見える化」などで透明性の

確保に努めており、さらなる事務的負担が増す IATI に参加することは考えていない。確かに、IATI

は、世界的に合意された透明性向上の枠組みではなく、一部の国が推進するものである。しかし、

同時に日本の透明性確保の取り組みが十分行われているかどうかについては、CSO 側から厳し

い指摘も出されている。現在の日本政府と CSO 側の議論は IATI に参加するか否かという点に集

約される傾向にあり、透明性について世界的に求められる水準がどの程度であり、その水準と日

本政府の取り組みがどの程度乖離しているかについて具体的な議論は行われていない。日本政

府の透明性の取り組みに何が欠けていて、それが IATI への参加によりどのように克服されるの

かという議論が必要とされている。 

【予測性】 

援助の予測性向上については、パリ宣言のモニタリング調査でも日本の進捗の遅さが表れた

点である。日本政府としては、事業展開計画を導入し 3 年～5 年の複数年度の予測値を公表して
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いるとのことであるが、この取り組みがどの程度モニタリング調査に反映されているかは明らかで

はない。日本の CSO は、ODA の単年度の会計を長らく批判してきたが、意見交換会ではこの点

について詳細な議論はなされていない。事業展開計画が実質的にどの程度援助の予測性の向

上に貢献したかをまず適切に評価する必要がある。 

【プログラムアプローチ／財政支援】 

CSO としては、より途上国のオーナーシップを高め、取引費用を軽減し、資金の効率性を高め

るために財政支援を進めるべきとの立場をとっており、プログラムアプローチを財政支援を進める

ための 1 つの手段とみなしている。しかし、日本政府は、パリ宣言の定義ではプログラムアプロー

チは財政支援のみではなくプロジェクト型支援を途上国主導でドナーが行なうことであると認識し

ているため、プログラムアプローチを採用することは財政支援を進めることは意味しない。また、

財政支援の効果について一部のEU 諸国の中から懐疑的な意見も出てきており、最も妥当な援助

方法を検討した上で、慎重に判断するべきであるとの意見が出されている。現在、プログラムアプ

ローチあるいは財政支援の認識に相違がある状態であり、この相違を埋める作業が必要である。

財政支援の一般的な効果を議論するのではなく、具体的な事例に即した議論を行ない、財政支

援のアプローチの持つ二面性を意識しながら、その有用性を判断する必要がある。 

【政策一貫性】 

政策一貫性は、DAC の対日援助審査において指摘された課題でもあり、日本政府がこの問題

をどのように解決していくかが課題となっている。日本政府としては、他省庁の政策や法案が開発

に関係するものであれば意見を述べているとのことであるが、必ずしもその意見が反映されてい

るわけではないと考えられる。日本政府の ODA 政策あるいは途上国の開発政策をより効果的に

するには政策一貫性の議論を避けては通れず、今後日本政府が DAC の対日援助審査の指摘に

従ってどのような取り組みを行なうかが焦点となる。他方で、CSO の中で政策一貫性に対する関

心が低いのも確かである。ODAの効果を上げていくためには、援助関連政策と相反する政策を日

本政府がとらないことは極めて重要であることから、CSO としてはまず現状の日本政府の政策一

貫性をどのように評価するのか明らかにする必要がある。 

【南南協力】 

 南南協力あるいはドナー国を含んだ三角協力について、日本政府はこの協力形態をより進めて

いくとの意向をもっている。実際に、日本政府は南南協力を積極的に行ってきた。この協力形態は、

新興国などを開発の議論に巻き込んでいく意味でも重要と考えられる。他方で、CSO 側からは、

プロジェクトを実施する際の環境社会配慮などのセーフガードポリシーの欠如も指摘されたものの、

特にこの点の議論が深められている状況ではない。釜山 HLF でも注目され、また今後日本政府も

南南協力を推進していくのであれば、これら一般的な協力に適用される取組みが南南協力におい

てどのように取組まれるのか日本政府は明らかにする必要がある。 

【イスタンブール原則の賛同】 
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 日本のCSOとしては、世界のCSOが合意したイスタンブール原則は、CSOの活動の質を高め、

より開発効果を高めるものであることから、政府もこの原則を積極的に支持して欲しいとの要望を

出してきていた。日本政府は、イスタンブール原則の内容を支持しつつも、賛同を公式に表明する

ことはなく現在に至っている。この原則は、世界の CSO の適切な活動環境の整備を含むものであ

り、開発の中で重要な役割と認識された CSO の活動環境を適切に維持、向上させるためにも、日

本政府の賛同が待たれるところである。 
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6666．日本の．日本の．日本の．日本の CSOCSOCSOCSO とととと CSOCSOCSOCSO 開発効果開発効果開発効果開発効果                                                                                                                                                                        

6666‐‐‐‐1.1.1.1.    第第第第 1111 回、第回、第回、第回、第 2222 回、第回、第回、第回、第 3333 回ナショナルコンサルテーションにおける論点回ナショナルコンサルテーションにおける論点回ナショナルコンサルテーションにおける論点回ナショナルコンサルテーションにおける論点                                                                

 世界各国で CSO がナショナルコンサルテーションに取組む中、日本でもタイミングが遅れたもの

の、ナショナルコンサルテーションが開かれ、第 1 回目は、2011 年 2 月上旬の 2 日間の日程で行

われた。第 1 回目の主な議題は、前年に合意されたイスタンブール原則の確認とそれをより具現

化する国際枠組みの中身を議論することであった。 

 また、第 2 回は 2011 年 9 月下旬に開かれた。すでに 2011 年 6 月にカンボジア、シエムリアップ

で国際枠組みが合意されており、第 2 回のナショナルコンサルテーションでは、この国際枠組みを

どのように実施していくかが議論された。特に取り上げた原則は、権利ベースアプローチ、北と南

のパートナーシップ、相互学習の 3 つである。 

さらに、第 3 回は、釜山 HLF が終わった後の 1 月中旬に開かれ、ここでも国際枠組みをいかに

実施していくかという観点から、権利ベースアプローチおよびジェンダーに関する原則を中心に議

論を行なった。各回ともに、まずそれぞれの原則に取り組んでいる団体から事例紹介をしてもらい、

その後グループに分かれて参加者が所属する団体の取り組み状況あるいは今後の展開の可能

性について議論する形をとった。 

以下、それぞれのナショナルコンサルテーションで扱ったテーマの概論を紹介しつつ、議論の内

容について触れることとする。 

 

【権利ベースアプローチ】 

 権利ベースアプローチは、近年国際 CSO を中心にとられてきた開発へのアプローチである。イ

スタンブール原則でも原則 1 に取り上げられたり、HLF4 に至る CSO のアドボカシー活動の中でも

この概念が全面に押し出されるなど、最近の CSO を巡る動きの中では最も中心に置かれる概念

といえる。 

 権利ベースアプローチを採用するときに、対象となるのは、権利保有者（the rights holders）と義

務履行者（the duty bearers）である。権利ベースアプローチでは、開発において、例えば貧困層な

どは開発への権利を保有しつつもその権利を十分に行使できていないと考えられる。他方で、義

務履行者も義務がありつつもそれを十分に履行していない場合があると考えられる。権利ベース

アプローチを重視したプログラムあるいはプロジェクトでは、権利保有者に対して権利を行使でき

るようにするためのエンパワーメントを行ない、義務履行者に対しては義務を履行するための能

力強化を行なうことが一般的である。なお、権利ベースアプローチでは、必ずしも権利義務関係を

明らかにすることを目的としたプロジェクトを行なう必要はない。農業や保健、教育などさまざまな

プロジェクトを実施する中で、権利義務関係を意識していくことが権利ベースアプローチとされる。 

 このような考え方は、既存の開発に対するアプローチを批判する形で出てきた。そもそも既存の

アプローチでは、貧困は財（生きていくために必要な資金・物）や知識の欠如と定義される。このよ
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うに定義すると、CSO やその他の機関が資金・物や知識を供給すれば貧困は解消されることとな

る。しかし、多額の援助がこれまで費やされたにも関わらず貧困問題の明確な改善はみられなか

った。逆に、貧困層と富裕層の貧富の差はここ 10 数年で拡大していると考えられている。 

 この既存のアプローチの問題点としては、政府の権利保有者に対する政策や実行の透明性や

説明責任が確保されないことが指摘されてきた。また、このアプローチは貧困層をチャリティの対

象と定義してしまい、彼ら（彼女ら）が持つ権利や潜在的能力を無視することになる。権利ベース

アプローチでは、このような問題を克服すべく、政府に対して権利保有者に対する透明性、説明責

任のある政策の実施を求め、貧困層を権利を保有し自ら動くアクターとして捉える。 

 権利ベースアプローチを採るのは CSO だけではない。国連でも権利ベースアプローチは重視さ

れており、1997 年にコフィ・アナン事務総長が国連の事業における人権の主流化を表明したのを

受け、2003 年には国連の関係機関が集まって権利ベースアプローチに関する”Common 

Understanding”10を作成した。現在、多くの国連関係機関では、この”Common Understanding”に

沿った形で事業が形成されている。 

 権利ベースアプローチを採用したプロジェクトの形成あるいは実施プロセスは概ね次のようにな

る。まず、特定の国における権利義務関係の分析を行なう。権利ベースアプローチの最終目標は

権利を最も阻害されている人々の権利を確保し、義務履行者の能力を強化することである。従っ

て、この分析では、その社会で最も権利を阻害された人々を特定し、同時に義務履行者の能力

（capacity）を測る作業を行なうことが必要である。次に、権利保有者と義務履行者に対する啓発

を行なう。権利保有者と義務履行者は多くの場合、自らの権利や義務に対して知識を有していな

い場合が多い。これらの関係者に対して知識を提供し、具体的な行動につながる準備を行なうこ

とが必要となる。その上で実際のなんらかのプロジェクトが実施される。プロジェクトが実施される

際に重要とされることは、人々の参加である。参加は「参加型○○」といったように、近年開発にお

ける手段の 1 つとされてきた。しかし、権利ベースアプローチでは、手段ではなく、目的の 1 つとな

る。そもそも、権利が確保されていない人々は参加の権利も確保されていない場合が多い。プロ

ジェクトにおいて、参加し意見表明をする場を整えることも権利ベースアプローチの具体的な取り

組みである。そして最後に、義務履行者に対して透明性と説明責任を求めることが重要となる。特

定の行動をとった理由あるいはとらなかった理由を明らかにすることを求め、責任ある行動を義務

履行者がとることを促していく。 

 ナショナルコンサルテーションでは、この権利ベースアプローチを繰り返し取り上げた。日本では、

まだ根付いていない概念であり、一部の国際CSOなどが意識的に取り組んでいるのみである。従

って、ナショナルコンサルテーションでの議論も基本的な理解を共有することに多くの時間が割か

れた。特に論点となったポイントは、日本の CSO が重視するニーズベースのアプローチとの違い

                                                   
10 http://www.unicef.org/sowc04/files/AnnexB.pdf 
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である。ニーズベースアプローチでは、人々が必要としているものを提供することで彼ら（彼女ら）

のニーズを満たし、それが開発につながると考えられる。確かに、オーナーシップの観点から考え

ると人々のニーズを満たさない支援は、被支援者のコミットメントが得られずに継続的な事業とな

りにくいことからニーズベースのアプローチは一定の意味があると考えられる。他方で、ニーズベ

ースアプローチでは、必要なものを単に与え続けることになる可能性もある。また、行政やコミュニ

ティ、個人などなんらかの義務を負っている者の責任を明らかにすることも難しい。権利ベースア

プローチは、このようなニーズベースアプローチの限界を克服し、異なる視点から被支援者や行

政を捉えることでより効果的な開発を実施することを目的としている。 

ナショナルコンサルテーションでは、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンや国際子ども権利センター、

プラン・ジャパンの事例紹介を行ないつつ権利ベースアプローチの理解に努めた。しかし、権利ベ

ースアプローチから案件を形成した際に既存のプロジェクトと何がどのように異なるのかという具

体的なところまでイメージを共有することはできなかった。今後は、権利ベースアプローチを採用し

た複数の事例を扱いつつ、さまざまな分野におけるプロジェクトのあり方の具体的なイメージを日

本の CSO 間で共有していくことが求められる。 

 

【ジェンダー】 

 ジェンダーは、国や地域の人びとの意識や文化か、慣習などによって無意識で規定されている

ことが多く、プロジェクトを行なう地域の状況を理解しないままに事業を行なうと、ジェンダーの不

平等性を助長する結果に終わる可能性もある。そのため、CSO に限らず国際機関や各国の援助

機関はジェンダー主流化の政策を掲げ、開発に関するプログラムやプロジェクトにおいてジェンダ

ーの視点に立った計画立案や評価を行なっている。 

 イスタンブール原則の中で、ジェンダーは 2 番目に記載されている。これは、CSO の中で特に女

性や子どもなど社会的弱者になりやすい立場の人びとに配慮した形で事業を進めることが CSO

の特徴であり価値であるという認識から生まれている。日本の CSO の間でも、権利ベースアプロ

ーチより意識的に事業が行われているテーマであろう。 

 ジェンダーに焦点を当てた事業を行なう際に、一般的には女性のエンパワーメントを目的とした

事業が想定される。しかし、ジェンダー主流化は必ずしも女性のエンパワーメントを事業の中心目

標に設定する必要はない。むしろ、権利ベースアプローチ同様、通常のプロジェクトの中にジェン

ダーの視点を入れていくことが必要である。例えば、計画立案時にその社会のジェンダーの状況

を十分に分析し、プロジェクトの効果発現に向けて適切なジェンダー配慮がされているか考えるこ

とはその 1 つである。また、プロジェクト実施中もジェンダーの視点からデータを収集し、プロジェク

トの影響がジェンダーの視点から適切に管理されることが必要である。 

 また、ジェンダー主流化は、女性に焦点を当てればいい問題ではない。地域で女性が弱者的立

場に立たされているのであれば、その地域で意思決定や社会的に影響力の大きい男性の意識と
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行動の変革を促すことも必要である。権利ベースアプローチで、権利保有者と義務履行者の双方

の取組みが必要なように、ジェンダーにおいても双方の立場に属する者への働きかけが求められ

る。 

 さらに、ジェンダー主流化は必ずしも事業の中だけで実現されるものではなく、組織にも目を向

けることが必要である。例えば、日本の CSO には、女性職員が多く、他の分野の組織と比べると

比較的女性にとって働きやすい環境が整っていると考えられる。しかし、理事などの役員レベルで

ジェンダー比率をみたときに、その多くは男性が占める。すなわち組織の意思決定過程に女性は

十分に関われていない可能性がある。意思決定におけるジェンダー平等はジェンダー主流化の

中で重要な要素であり、日本の CSO には組織的にも改善する余地がまだあると考えられる。 

 ナショナルコンサルテーションで 1 つ議論となったポイントは、そこからさらに先に進んでジェンダ

ーバランスに配慮した組織づくりを進めるだけでは不十分という点であった。すなわち、女性の参

加を確保するだけではなく、その意思が事業や組織の中で適切に反映されることが必要という意

見である。確かに人数的なバランスをとるだけで、意思決定がジェンダー的にバランスのとれたも

のになるとは限らない。この点は注意が必要である。しかし、本質的にジェンダーバランスに配慮

した意思決定がなされているかを測定することは極めて困難である。従って、まずは人数的なバ

ランスをとるところから始めることが必要だろう。 

 

【パートナーシップ】 

 パートナーシップは、イスタンブール原則の6番目の原則である。パートナーシップとは複数の団

体が共同で事業を行なうときに発生する関係性を意味する。パートナーシップがイスタンブール原

則に入っている背景として、南の CSO の成長や民間企業の登場など開発の世界におけるアクタ

ーの多様化がある。すなわち、アクターが多様化することにより、連携して事業を行なう機会が増

え、結果としてその関係性が問題視されるようになってきた。特に公的ドナー（援助機関や政府）と

その支援を受ける CSO の関係、あるいは資源を持つ北の CSO とその資源の配分を受ける南の

CSO の関係がパートナーシップを議論する際に課題として取り上げられる。 

 公的ドナーと CSO の関係の場合、例えばドナー政府の政権が変わった際に CSO との関係性が

急激に変化することがある。顕著な例としてはカナダにおいて援助機関である CIDA がネットワー

ク CSO である CCIC や他の CSO に対する資金提供を突然打ち切ったケースがある。他にも、スウ

ェーデンやイギリスにおいて、似た事例が発生しており公的ドナーと CSO 間の安定的なパートナ

ーシップの問題が課題となっている。 

 また、北の CSO と南の CSO の関係もパートナーシップの点からしばしば問題となる。一般的に

北のCSOは途上国で事業を実施する際に、南のCSOをパートナーとして活動する。例えば、資金

提供を行なったり、事業を委託したり、あるいは技術的なサポートを行なったりしている。その中で、

北の CSO が南の CSO の事業に介入しコントロールする傾向にあることが南の CSO から指摘さ
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れてきた。すなわち、パートナーシップを掲げつつ、実際には一方が他方をコントロールするケー

スである。 

 このような公的ドナーとCSOの関係、あるいは北のCSOと南のCSOの関係を適切な形で維持、

発展することが開発効果向上につながるという視点が原則 6 のパートナーシップである。原則 6 で

は、例えばパートナーと協働する際は、「パートナーシップ合意」を結びその中でパートナーシップ

の条件を明確に定義することが求められている。また、プロジェクト単位のパートナーシップではな

く、プログラム目標やモニタリングなどあらゆる活動をパートナー間で実施することが指摘されて

いる。さらに、ドナー側には、パートナー団体のプログラム目標や戦略、運営システムに整合性を

もった行動が必要とされている。 

 日本の CSO の場合、途上国で活動する際にパートナー団体がいるケースは全体の 6 割程度と

されている。他国のデータがないため比較はできないが、この数字は比較的低く、日本の CSO は

現場において単独で行動するケースが多いと考えられる。ナショナルコンサルテーションの中で紹

介された事例の中で、日本の CSO の実施形態の変化のモデルが示された。それによると、日本

の CSO は基本的に 3 段階の変化を遂げる。まず、第 1 段階では、複数の日本人が現地に入りプ

ロジェクトを直接実施する形である。次に、第 2 段階では少数の日本人がマネジメントを行なうが

現場の担当は現地の人びとが行なうケースが考えられる。そして、第 3 段階は、プロジェクトを実

施する際に現地 CSO とパートナーシップを結び、日本の CSO が資金や情報、技術等の提供を行

ない、現地の CSO がプロジェクトのオーナーとして事業を実施するケースである。日本の CSO で

は、第 1 段階に属する CSO が全体の約 4 割程度存在する。これらは、原則 6 に当てはまらない

団体である。また、他の CSO も多くが第 2 段階に属すると考えられる。このケースでは、現地パー

トナー団体がいる場合が多いが、上記のような原則 6 で指摘されている事項に配慮しつつ事業を

進めている団体は比較的少ないと考えられる。 

 この北と南のCSOの関係については、オープンフォーラムの世界大会などで活発に意見が交わ

されてきた。特に南の CSO からのこの問題に対する意識は強い。この背景には、南の CSO が力

をつけてきたことがある。南の CSO の力が弱かった時代は、北の CSO が直接事業を実施したり、

南の CSO に委託することも適当な支援の仕方であった。しかし、南の CSO が力をつけてくるにつ

れ、北の CSO が途上国においてプロジェクトを行なう意味合いは薄れてくる。ローカルの CSO が

プロジェクトを実施する力があるのであれば、開発のオーナーシップを高めるためにもローカルの

CSO がプロジェクトのオーナーとして事業を実施した方が効果の面からも適当である。その意味

で、直接プロジェクトを実施することを好む日本の CSO には役割の変化が求められていると言え

る。現在、単独でプロジェクトを実施している団体はパートナー団体と組んで活動することが求め

られ、またすでにパートナー団体と組んで活動している団体はより相手のオーナーシップを重視し

たパートナーシップのあり方を検討する必要がある。この原則 6 のパートナーシップは、日本の

CSO にとって今後最も重要な項目となる可能性もある。 
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 一方で、ナショナルコンサルテーションの中で日本の CSO にもパートナーシップを評価するとい

う先進的な事例があることが確認された。これについては、後ほど事例として取り上げることとす

る。 

 最後に、原則6の中で、「国内の状況や問題をパートナーの現実や経験と結び付けること」という

項目がある。この視点は、今後ますます重要性を増すと考えられる。途上国の貧困問題の一端は

北の先進国にもあるものの、日本の CSO はこの問題を日本の市民に十分に伝えきれていない場

合がある。また、日本国内の課題と途上国の問題の共通性も十分には伝えきれていない。日本

の CSO は、先進国の市民と途上国の市民を結び付け、また相互の問題の関係を見える形で提示

することもパートナーシップのあり方の一つとして理解し取り組む必要性が今後高まってくると考

えられる。 

 

6666‐‐‐‐2.2.2.2.    事例：開発効果向上のための事例：開発効果向上のための事例：開発効果向上のための事例：開発効果向上のための CSOCSOCSOCSO の取り組みの取り組みの取り組みの取り組み                                                                                                                        

    ここでは、ナショナルコンサルテーションにおいて紹介された事例を基に、日本の CSO がイスタ

ンブール原則の項目に取り組んでいる例を紹介する。 

 

原則原則原則原則 1111「権利ベースアプローチ」：プラン・ジャパン「権利ベースアプローチ」：プラン・ジャパン「権利ベースアプローチ」：プラン・ジャパン「権利ベースアプローチ」：プラン・ジャパン11111111    

権利ベースアプローチは、日本の CSO にとってなじみの薄いものであると同時に、そのアプロ

ーチ自体が既存のアプローチとどのように異なるのかわかりにくい点も多い。権利ベースアプロー

チは、権利を擁護したり主張することを主目的としたプロジェクトを作るものではなく、あらゆるプロ

ジェクトの中に「権利」という概念を据え、権利を持つ者と権利を守る者が適切な行動をとるよう促

すものである。ここでは、数年かけて権利ベースアプローチの組織への浸透を図ってきたプラン・

ジャパンの事例を紹介する。 

プラン・インターナショナルでは、数年ごとに活動の枠組みを定めるプログラム・フレームワーク

を策定している。その中で、2003 年にプラン独自の権利ベースアプローチである「子どもとともに

すすめる地域開発（Child Centered Community Development：CCCD）」が導入されて以降、プラン

内で権利ベースアプローチが推進されてきた。現在は、2009 年～2013 年のプログラム・フレーム

ワークとして 8 つ項目が定められており、その中に子どもの保護や子どもの参加といった点も含ま

れている。このプログラム・フレームワークは「子どもの権利条約」と関連性を持ってお

り、”promoting child rights and to end child poverty（子どもの権利を推進し、子ども貧困を終わら

せる）”という標語にも表れているように、子どもの権利を強く意識したものとなっている。このよう

に人権に関する国際条約を CSO の活動の中心に据える傾向は強まっており、プランの例もこれ

に沿った内容となっている。 

                                                   
11 本節は、第 3回ナショナルコンサルテーションでのプラン・ジャパン鶴見氏の資料を基

に執筆している。 
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プラン・ジャパンにおいても、このような国際的な動きに呼応して取り組みを行なっており、組織

内での権利ベースアプローチの導入を図ってきた。例えば、2011 年夏に取りまとめた 2015 年まで

の全体戦略フレームワークにも、ニーズが見えずこれまでカバーできていなかった社会的弱者の

グループを包含し、子どもたちへの到達と成果を最大化させることが定められた。プラン・ジャパン

の取組みの変化は、プラン・ジャパンが打ち出す広告のコピーの変化をみると明らかである。まだ、

権利ベースアプローチが定着していなかった 2004 年や 2005 年の広告コピーは、例えば「子ども

が苦しんでいる。どこの国でもいいじゃないか」や「5 歳の労働。貧困はまず子どもに襲いかかる」

など途上国の現状を率直に伝える内容が主なコピーであった。それが、CCCD が導入されて以降、

「学校のもっと先には何があるのだろう」や「食べ物をもらうのと、食べ物の作り方を教えてもらうの

とでは、大きく違うと思うのです。私たちの活動をみてください」など、より子どもを中心とした未来

志向的なコピーに変化する。そして、2009 年以降現在のプログラム・フレームワークが導入される

とより子どもの権利を意識したものが現れる。例えば、「子どもの力を信じる寄付」「子どもを大切

にする国、ひとつでも増やしたい」などである。このコピーからは、子どもには潜在的な力があるこ

と、そして子どもの権利を守る義務履行者が必要なことが意識されていることが読み取れる。この

ようなコピーの変化は、ニーズベースに慣れている支援者からの理解はなかなか得られにくいと

いう側面はあるものの、途上国の問題に対するアプローチの視点を変えるという意味で、支援者

への啓発を進める上で意味をもっていると考えられる。 

このようなプログラムが導入された結果、途上国で実施しているプロジェクトのあり方にも変化

がみられるようになってきた。ここではタイの事例を取り上げる。まず、活動の対象を「リスク環境

におかれる子どもと青年」としたことから、これまで活動で十分にカバーできていなかった山岳民

族や海上生活者、無国籍者などが活動対象に入ることになった。その結果、活動対象地も従来の

比較的アクセスしやすかった場所から、山岳地など都市部から離れた場所でも活動を行なうことと

なった。 

次に、活動の対象者の権利で侵害されているものを特定する作業が行なわれた。すでに述べ

たように、権利ベースアプローチでは活動地の権利義務関係を分析する作業をプロジェクト実施

に先立って行う必要がある。タイの事例では、例えば、教育を受ける権利や保健に関する知識や

サービスへのアクセスの権利などが侵害されていた。さらに、プランでは、権利が侵害される原因

を検討し、法律の未整備や民族的な偏見と差別、実行力の弱い行政、教育の機会の不足などを

特定している。 

このような状況の分析作業を行なった後、最終的な上位目標（ゴール）を設定し、ゴールに至る

戦略が策定された。その上で、ゴールに至るプログラム、プロジェクトが形成されている。例えば、

子どもの保護というプログラムでは、出生登録や緊急時の保護を具体的な取り組みに設定してい

る。また、HIV/AIDS のリスク軽減と保護のプログラムでは、性と生殖に関する教育へのアクセス

や保健サービスへのアクセス確保をプロジェクトとして設定し、活動に盛り込んでいる。 
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このようなプログラム、プロジェクトを形成した結果、プランの役割にも変化が生じたとのことで

ある。具体的には、これまでの直接的なプロジェクトの実施者あるいはサービスの提供者という役

割から、プロジェクトのファシリテーション、技術的なアドバイスの実施、政策提言といった役割に

変化していった。例えば、ファシリテーターとしては、プロジェクトを持続的に実施するためのローカ

ルレベルでの能力開発（地元パートナーの能力強化やユースネットワークの開発など）の役割が

重要となっている。 

権利ベースアプローチだけではないが、イスタンブール原則を実施するときにポイントとなるの

が、団体のゴールあるいはそれに至る戦略のレベルで各原則がどれだけ意識されているかという

ことである。プランの場合は、団体の方針ともなるプログラム・フレームワークにおいて人権概念

が中心に据えられている。このレベルで人権概念が据えられると、プロジェクトレベルでも人権の

保障や啓発を意識したプロジェクトが形成される。団体の上位の方針レベルで意識付けを行ない、

各プロジェクトに落とし込んでいくという作業が重要と考えられる。 

 

原則原則原則原則 2222「ジェンダー」：シャンティ国際ボランティア会「ジェンダー」：シャンティ国際ボランティア会「ジェンダー」：シャンティ国際ボランティア会「ジェンダー」：シャンティ国際ボランティア会12121212    

ジェンダーに関する取組みは、どのようなジェンダー主流化方針を持っているかにという政策レ

ベル、そして方針が実際に組織レベルおよび事業レベルにおいてどの程度実施・浸透しているか

という計 3 つの点レベルで重要である。ジェンダーも権利ベースアプローチと同じく、あらゆるプロ

ジェクトや組織の中にジェンダーの視点を入れていくことが重要であり、必ずしもジェンダーの問題

を対象にしたプロジェクトを作る必要はない。ここでは、シャンティ国際ボランティア会（SVA）を例

に、ジェンダーに対する取組みの現状を紹介する。 

まず、組織のジェンダーバランスをみると、日本の CSO に多く見られるように女性スタッフの数

は比較的多い。例えば、課長や海外事務所長などの中間管理職と正職員に占める女性の割合

は 7 割を占めている。また、職員全体でも女性スタッフ数が 6 割を占めている一方で、役員や管理

職のジェンダーバランスは偏っており、その多くを男性が占める結果となっている。そのため、意

思決定においては、男性が女性より力を持っている。このような状況は、SVA に限らず多くの日本

の CSO で発生していると考えられ、今後日本の CSO 全体として取り組むべき課題といえる。 

組織の制度面からみると、女性を中心に子どものいるスタッフは有給休暇の制度を活用したり、

フレックス労働時間制を活用するなど多様な働き方が確保されている。産休や育休の制度もあり、

女性職員を中心に活用されている。選挙で選ばれたセクハラ・パワハラ委員会も設けられており、

フォーカル・ポイントが置かれている。事業指針には必ずしも、ジェンダー配慮やジェンダー主流化

の政策が明記されているわけではないが、女性スタッフの権利や平等を念頭に置いた各種の労

務制度が整えられているといえる。 

                                                   
12 本節は、第 3回ナショナルコンサルテーションでの SVA三宅氏の発表資料および三宅

氏へのインタビューを基に執筆している。 
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事業実施のレベルでは、事業計画書フォームの「特に配慮すべき事項」にジェンダー問題を記

述する項目を設けている。また、事業のアウトプットは男女別に収集しており、ジェンダー別の傾

向がわかるようにされているものもある。 

ジェンダー配慮が特に必要な事業の例として、アフガニスタンで実施している子ども図書館事業

がある。アフガニスタンでは、内戦中に図書館の多くが破壊され、図書館に触れたことがない人び

とが多く存在した。図書館は、子どもの情操教育や居場所を確保するという意味でも効果のある

施設であり、SVA としてアフガニスタンでの図書館事業を 2003 年に開始した。アフガニスタンは、

成年の男女が同じ場にいることが誤解招くこともあり、ジェンダーの点からいえば特に配慮が必要

な国である。 

そのような中で、1日200人前後の子どもに対して読書や絵描き、舞踊などを中心としたノンフォ

ーマル教育事業である「子ども図書館」を始めた。事業を進めるにあたってまず配慮したことが教

員の性別である。基本的に、アフガニスタンでは学校では男性が教師を務めることが多い。しかし

ながら、学年が上がるにつれて教師が男性だと親が女子生徒を学校に送らなくなることが多い。

そのようなこともあり、SVA では 6 人の教師の内、4 人を女性の教師としている。 

また、アフガニスタンでは、女子の遊び場が少ないことも課題としてあった。さらに、タリバン時

代の影響から舞踊や踊りには不寛容な文化も一部で残っている。このような文化的背景もあり、

事業の実施場所や広報については十分な注意を払い行なった。例えば、場所は活動に理解のあ

る人から民家を借りて行なったり、学校の広報については大々的にはせず口コミで宣伝を行なう

などである。このように事業を行なっていった結果、女子の参加率が高くなり、また授業も女子が

中心となって展開される状況となった。アフガニスタンでは、一般的に女性の社会的な発言力は

弱い。そのような中、このような教育の機会は、女子が表現力を養う貴重な機会となっていると考

えられる。 

図書館活動で普及する絵本を出版する際に表現方法にも配慮が必要である。暴力的な表現や

女性の差別につながる描写を避けるために十分注意している。出版する民話やおはなしの選定

や実際に文を書いてもらっている出版委員会に女性メンバーを入れたり、出版物のテーマに女性

が活躍する内容のものを入れるなどしている。 

SVA のケースでは、アフガニスタンという事情もあり、特にジェンダー配慮が必要な事業と考え

られる。しかしながら、プロジェクトにおけるジェンダー配慮は、いかなる対象国・地域でも必要で

ある。SVA でも、事業計画時にジェンダー主流化のためのチェックリストなどは設けておらず、事

業レベルでジェンダーの視点を意識した事業作りを行なっているわけではない。しかし、権利ベー

スアプローチ同様、あらゆる事業においてジェンダー配慮を欠いたプロジェクト実施は、結果的に

当該地域のジェンダーの問題を悪化させることがあるという認識の基、戦略的にジェンダーの視

点を通したプロジェクト形成を行なっていく必要があるだろう。 

今後の取組みのあり方としては、理事や管理職に男女バランスの目標やその達成に向けたロ
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ードマップの策定、ジェンダー主流化委員会の設置、計画立案の際にジェンダーの視点から事業

を事前評価するチェックリストの策定などが考えられる。 

 

 

原則原則原則原則 6666「北と南のパートナーシップ」：アジア保健研修所「北と南のパートナーシップ」：アジア保健研修所「北と南のパートナーシップ」：アジア保健研修所「北と南のパートナーシップ」：アジア保健研修所13131313    

 これまで日本の NGO の多くは、現地のローカル NGO とパートナーを組まず、単独で活動を行う

ことが多かった。しかし、近年、ローカル NGO とともに活動を行うことも多く、パートナーシップのあ

り方について主体的に考え、取組むべきときがきているといえる。また、NGO 間だけではなく、

NGO と外務省や JICA、その他のドナー組織とのパートナーシップも考えるべき重要な点であり、

ODA と NGO の連携が始まって 10 年以上たつ日本においてドナーとのパートナーシップを深める

ためにも、その関係性について考える機会を増やしていく必要がある。ここでは、パートナーシップ

の評価を以前より行ってきたアジア保健研修所（Asia Health Institute：AHI）の事例を紹介する。 

 AHI が実施したパートナーシップ評価の主な事例として、まず JICA とのパートナーシップ評価が

ある。AHI は、JICA の技術協力プロジェクトの一部であるフィリピン・ムスリム・ミンダナオ自治区に 

おける保健行政研修とそのフォローアップ活動を実施しており、この際のAHIとJICAのパートナー

シップの評価が行われた。評価は、研修が終了した時期に行われ、JICA と AHI の関係者が集ま

って意見を交わす形で行われた。JICA 側からは、草の根の担当地域センターである JICA 中部が

参加し、この評価会合の前に、地域部の東南アジア課およびフィリピン事務所にもインタビューを

行う形をとった。評価項目は 5 点あり、1）各組織の協力の目的、2）協力関係において大事にして

きたこと、3）協力の成果、4）組織に与えた影響、還元したこと、5）課題、となっている。評価の大ま

かな結果としては、JICA と AHI が協力したことにより双方のリソースが効果的に活用できたこと、

また互いに学びあう点が多かったことが確認された。協力関係の構築によるリソースの効果的な

活用や相互学習の効果は一般的に理解されているところであるが、それらをより具体的なレベル

で確認する作業がパートナーシップ評価の意義の 1 つと考えられる。同時に、事業実施中の課題

なども洗い出されており、これらを確認することは次にパートナーシップを組んだときに大きな意味

をもってくる。また、定期的に振り返る機会を持つことで、事業の目的や実施方法について改めて

共通認識を持つことが可能となることから、事業実施中も定期的に協力関係を振り返る機会を持

つことが最後の提言として提案されている。 

 AHIが行ったもう1つのパートナーシップ評価は、カンボジアの現地パートナー団体である保健省

の National Center for Health Promotion（NCHP） とのパートナーシップの評価である。AHI は、

NCHP とは内戦中の 1989 年から長らく研修を通した協力を行なってきたが、2003 年から保健省の

予算が投入されることになったことから、協力関係を終了するにあたってパートナーシップの評価

                                                   
13 本節は、AHIのパートナーシップ評価に関する報告書・諸資料および宇井氏へのインタ

ビューを基に執筆している。 
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を行なうこととした。パートナーシップの評価とは換言すると関係性の評価である。関係性の評価

を行なうことは両団体にとって必ずしも心地よいものではないと考えられるが、協力してきた研修

の中身に中央と地域の保健行政の関係性の構築や地域の保健教育者と村人や患者との関係性

の構築の内容が含まれていたこと、また参加型研修における研修担当者と参加者との関係につ

いても日常的に評価を行っていたことから、AHI が NCHP 間のパートナーシップの評価の話を上げ

たときにも特に難しい反応はなかったとのことである。 

 その後、AHI は 3 年間の準備期間を経て 2005 年の 2 月に 3 日間に渡って評価のための会合を

開いた。方法としては、初日に双方の組織について理解を深め、協働の歴史の振り返りを行い、2

日目には評価の指標の設定と互いに対する評価が行われた。評価の指標は意見交換を交えな

がら作成し、最終的に 3 つのカテゴリー（パートナーシップの成果、パートナーとの関係、関係者

個々人の成長）、計 16の指標が作成され、それらを主観的に 10点満点で採点する方法をとった。

そして、3 日にそれぞれの団体が行った採点結果を同時に共有し、内容の確認を行なうとともに今

後のパートナーシップのあり方を議論する形式をとった。 

この方法は、それぞれの指標を主観的な数字で表すため、互いの認識の相違が明確になり、

改善すべき点や高く評価できる点がわかりやすいという利点がある。結果は特に互いの評価が分

かれるもの（例：関係の透明性や目標の明確さ）と互いの評価が近いものに分かれた。例えば、関

係の透明性については、NCHP が 8 をつけたのに対し、AHI は 5 をつけた。逆に、目標の明確さに

ついては AHI は 9/7（前半 9、後半 7 の意）をつけたのに対し、NCHP は 5 をつけた。結果共有後

の意見交換の場では、このような互いの数字が顕著に異なる点について、その根拠を確認する

形で議論が行われた。 

このようなパートナーシップの評価を行なうことで生まれる成果が何点かある。まず、互いの信

頼関係を高めることが可能となる点である。関係性について相手が考えていること、自分が考え

ていることを話す機会は多くはない。その意味で、率直に意見を交わすことで信頼関係が高まる

効果が期待される。また、協力を行なってきた団体における自らの団体の存在意義を確認するこ

とにもなる。すなわち、相手の団体のおかれている状況の中で、自らの団体の知見をどのように

活かせるのか、という自らの可能性や限界を理解するきっかけになる。さらに、パートナーシップ

評価に限ったことではないが、評価に至る準備をする過程で理事や職員を巻き込むことになり、

組織全体としてパートナーシップに関する意識が強化されたという点も重要である。 

パートナーシップの評価を行なうタイミングも重要である。このケースでは、協力関係が終わる

にあたって評価を行なった。終了時にこれまでの関係を振り返り整理することは必要だが、関係

性を改善するという意味では中間的に評価を行なうことも重要と思われる。特に、相手の団体が

他のドナーから大規模な資金を受け取り始めたときなど、既存の関係の変化が見込まれるあるい

は変化した際に評価を行なうことでその後の円滑な協力関係が維持できると考えられる。 

 日本の NGO の中でパートナーシップの評価を行っている団体は多くはない中で、AHI の事例は
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特殊なケースである。しかし、現地のローカル NGO が成長する中でそれらの団体とパートナーシ

ップを組んで活動する機会が今後増えることが想定される。その際に、パートナーシップの評価を

行なう団体にとってこの AHI のケースは参考となるであろう。 
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7777．釜山．釜山．釜山．釜山 HLFHLFHLFHLF 後と後と後と後と CSOCSOCSOCSO                                                                                                                                                                                                    

7777----1.1.1.1.    CSOCSOCSOCSO 開発効果開発効果開発効果開発効果                                                                                                                                                                                                        

釜山 HLF4 に至る過程で世界の CSO は、イスタンブール原則や国際枠組みの世界的な認知を

上げ、各国政府に承認するように求めてきた。HLF4以降は、それらのプロセスを継続しつつ、イス

タンブール原則・国際枠組みの実施を各国内でいかに進めるかが課題となってくる。 

イスタンブール原則は、CSO の価値をより高めるものであり、他の開発主体との積極的な差別

化を図る上で実施を進めることは不可欠であるという認識のもとさまざまな方策を考える必要があ

る。例えば、ネパールでは CSO の行動規範の中にイスタンブール原則を取り込んでいくことを想

定している。行動規範は、日本を含めて多くの国で作成されている。行動規範の作成あるいは改

訂作業の中でイスタンブール原則を取り込む議論を行なうことは、その存在を広く認知させること

につながる。議論のプロセスを持つことで、単に行動規範に入れる以上にイスタンブール原則へ

の注目があつまる可能性はある。また、韓国では政府が CSO を支援する際のファンディングの基

準としてイスタンブール原則を活用する案が出ている。具体的な話はまだ進んでいないが、プロポ

ーザルを評価する際の基準にイスタンブール原則が適用されるのであれば、CSO としては強く意

識をせざるをえない状況となる。他方で、イスタンブール原則に対して一定の距離をとる国もある。

イギリスやオランダではこれまでそれぞれの国のネットワーク CSO が取組んできたことがイスタン

ブール原則に反映されていると捉えており、イスタンブール原則に特化した取組みを進める計画

は持っていない。 

日本では、イスタンブール原則に関する理解が十分に広まっておらず、またその内容について

も十分に実践に移せていない部分がある。例えば、権利ベースアプローチに関する認知が低い。

また、すでに述べたようにジェンダーやパートナーシップのあり方についても取組むべき課題とし

て認識し、なんらかの具体的対策をとってきた CSO は多くはないと考えられる。従って、なんらか

の方法でイスタンブール原則の実施を進めていくことが必要である。例えば、イスタンブール原則

の要素を取り込んだ組織評価や事業評価の手法を開発し実施することで、イスタンブール原則を

組織やプロジェクトに根付かせることが可能となる。 

いずれ途上国の CSO や他の開発アクターと比較したときの日本の CSO の優位性や存在意義

が厳しく問われる時代がやってくる可能性は高い。そのような時代に備えて、まずは世界の CSO

が合意したイスタンブール原則の実践を試み、試行錯誤を重ねる中で日本の CSO の優位性や課

題を明らかにしていく作業が必要だろう。 

 

7777----2.2.2.2.    ODAODAODAODA 援助効果援助効果援助効果援助効果                                                                                                                                                                                                    

また、ODA 援助効果については、釜山の成果文書では決着がつかなかったモニタリング指標の

設定とグローバル・パートナーシップのガバナンスや機能について合意するという課題が残ってい

る。これらの課題については、援助効果に関する作業部会の下に PBIG（Post-Busan Interim 
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Group）が作られ、議論が行われている。すでに PBIG の第 1 回会合が 2 月中旬にパリで開かれた。

PBIG は、2 月下旬からグローバル・モンタリングに関する質問票を関係機関に回し、特に重視す

べき項目の聞き取りを行なった。今後この結果をまとめ、4 月上旬にパリで開かれる第 2 回会合に

向け、グローバルレベルのモニタリングの範囲を提示するとともに国レベルのモニタリングとの関

連付けを行なう予定になっている。また、第 2 回会合には、グローバル・パートナーシップの基本

的な機能やガバナンスについても合意を行なう。PBIG は、その後 5 月中旬に第 3 回会合を開き、

そこでグローバル・パートナーシップのガバナンスやメンバー、事務局などに関する最終案を提示

するとともに、モニタリングの指標や目標を提案する予定である。これらの提案は、6 月中に行わ

れる予定の援助効果に関する作業部会において最終的な合意に至る。 

 CSO は、これまでグローバルレベルでのモニタリングの重要性を訴えてきた。グローバルレベル

のモニタリングは軽微にし、国レベルのモニタリングを中心に据える方向性はすでに確認されてい

るが、グローバルレベルのモニタリングの内容は未定である。どの程度実効性あるいは意味のあ

る指標や目標が設定されるかは今後の展開次第であり、注視する必要がある。例えば、CSO が

強調してきた「政策環境」や「民主的オーナーシップ」がこの議論の中でどのように扱われるかは

CSO が追及すべき論点である。 
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参考資料 

 

イスタンブールにおいて承認された「CSO 開発効果の原則」 

 

世界の国々の民主的な生活を確保するために、CSO は躍動的で必要不可欠な存在となっている。

CSO は多様な人々たちと協働し、人々の権利獲得を促進している。独自な開発アクターである

CSO の基本的な特徴は、自発的、多様性をもち、超党派で自律的、非暴力で、変化に向けて協働

している。そして、これらの原則は CSO 開発効果イスタンブール原則の基礎となっている。原則は、

平和時、紛争時、また草の根活動から政策アドボカシーまでの分野、そして人道、緊急支援から

長期的な開発における市民社会組織の活動と実践までを網羅する重要な指針となる。 

 

1. 人権と社会的正義を尊重し、推進する。 

すべての人々のために尊厳と適正な実践、社会正義と公平性をもちながら、開発への権利を含

む個人および集団の人権を推進する戦略、活動、実践を展開し、実施するときに、CSO は効果的

であるといえる。 

 

2. 女性と少女の人権を推進し、ジェンダーの平等と公平性を実現する。 

女性が開発プロセスにおいてエンパワーされたアクターとして参加でき、個人や集団が権利の獲

得を実現できるよう支援する一方で、女性の関心事や経験を反映しジェンダーの公平性を具体化

させながら開発協力を促進し実践するときに、CSO は開発アクターとして効果的であるといえる。 

 

3. 人々のエンパワーメント、民主的オーナーシップと参加に焦点を当てる。 

貧しく、社会から取り残された人々たちの生活に影響をもたらす政策や開発イニシアティブに対し

て、人々が民主的オーナーシップを高め、エンパワーメントと包括的な参加を実現できるよう支援

するときに CSO は開発アクターとして効果的であるといえる。 

 

4. 環境の持続可能性を推進する。 

生態系保全と正義を確保するために社会経済、文化、先住民の置かれた条件に着眼しながら、

気候変動の危機へ早急な対応をし、現在と将来の世代に向けて環境の持続可能性を実現するた

めの優先順位やアプローチを策定し実施するときに、CSO は開発アクターとして効果的といえる。 

 

5. 透明性とアカウンタビリティーを遵守する。 

透明性、多方向アカウンタビリティー（ダウンワード、アップワードなど）、内部運営の公正さに関し

て組織的に責任を持ち、持続的に実証したときに、CSO は開発アクターとして効果的といえる。 
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6. 公平なパートナーシップと団結を模索する。 

共通の開発ゴール、相互の尊重と信頼、組織の自立、長期的な関係と団結、そして地球市民とし

て CSO だけでなく他の開発アクターとともに透明性のある関係に関与するときに、CSO は開発ア

クターとして効果的といえる。 

 

7. 知識を創出、共有し、相互学習に関与する。 

地域の人々や先住民たちの知識、知恵を反映した開発の実践や成果に基づいて証拠をまとめ、

人々の将来の希望、新しいアイデアや視点を導きだし、さらに他の CSO や開発アクターから学ぶ

方法を拡充するときに、CSO は開発アクターとして効果的といえる。 

 

8. プラスの持続的変化の実現に寄与する。 

貧しく、社会から取り残された人々の生活の持続的な変化につながる成果や条件に焦点をあて、

現在や未来の世代に遺産を残すために、開発活動の中で持続的な成果やインパクトをもたらすよ

う協働するときに、CSO は効果的な開発アクターといえる。 

 

このイスタンブール原則に従い、CSO は自分たちの開発実践を改善し、確実に説明責任を示すた

めに積極的に行動することを誓った。同等に重要なのは、すべてのアクターによって生み出される

開発の効果を発現させるための政策や実践である。イスタンブール原則に従った行動を通し、ド

ナーや途上国政府はアクラ行動計画 (AAA)で「CSO が開発への貢献において十分に能力を発揮

できるよう保障する」と宣言したことを実行しなければならない。すべての政府は、結社の自由、集

会の自由、表現の自由などを尊重し、基本的な人権を遵守する義務がある。これらの本質が開発

効果の前提条件となる。 

 

トルコ イスタンブール 

2010 年 9 月 29 日
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