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本イシューペーパーの概要 

本イシューペーパーは、主に開発途上国において国際協力活動を行う日本の NGO の開

発効果について、今後議論を深めていくためのきっかけとなる議論を提供することを目的

としたものである。本イシューペーパーでは、近年の援助効果議論の全体像について概要

を提示し、また現在国際的な NGO によって行われている議論を紹介する。そのうえで、

日本の NGO を取り巻く状況を十分考慮しながら、その特色を反映した開発効果の議論の

可能性について提言する。 

援助効果議論は、2005年の援助効果に関する第二回パリ閣僚級会議で、具体的な目標値

を定めた「援助効果にかかるパリ宣言（以下、パリ宣言）」が公的開発援助機関と主要な被

援助国の間で合意されたことで具体的な議論が展開してきたといえる。このパリ宣言は、

近年の ODA（公的開発援助1）の改革がどうあるべきかについて、大きな影響を与える国際

的な合意になった。そして、2008 年にはガーナにおいて第 3 回アクラ閣僚級会議が開催さ

れて、パリ宣言を補完するアクラ行動計画（Accra Agenda for Action: AAA（トリプル・エ

ー））が発表された。2011 年には韓国において第 4 回ソウル閣僚級会議が開催される予定に

なっており、2005 年に採択されたパリ宣言がその後の 5 年間でどの程度の進捗があったの

かについて評価が行われ、その後の新たな援助効果の方向性が議論されると期待されてい

る。国際的な市民社会・NGO による議論は、当初、政府や国際機関等が行う援助を監視し

ていくという役割が中心であったが、現在では、市民社会・NGO 自身が行う援助活動につ

いても、その効果を考えていくべきではないかとの議論が行われるようになっている。 

日本の市民社会・NGO として、2011年の第 4 回ソウル閣僚級会議に向けて ODAの援助

効果向上、また NGO の開発効果向上に関して行っていくべき活動として、本イシューペ

ーパーでは次の四点を提案した。 

一つめは、援助効果議論についての政府及びマスコミ・政治家の関心を高めていくアド

ボカシーを展開していくことだと考えられる。具体的には、日本のODAがパリ宣言指標を

どのように遵守・履行しているかについてモニターし、更に、途上国政府と現地住民にと

って十分な情報が事前に提供されるために、援助予算の予測性の向上、またその他の事業

展開計画について可能な限り情報開示を促進していく必要性が高い。それは、現在行われ

ている、NGO・外務省定期協議会の枠組みの中で開始された常設の援助効果のタスク・フ

ォース等において議論を継続していくことである。日本の ODA の状況を国際的な ODA モ

ニターの活動に提供し、情報の透明性を高めていくことも日本の NGO としての役割だと言

える。同時に ODA の援助効果という課題に関して、特にマスコミや政治家に対するアドボ

                                                   
1 1-2.の脚注で説明するが、一般的に ODA は「政府開発援助」とされるが、本イシューペーパーにおいて

は、「公的開発援助」という言葉を使用することにする。 
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カシーを深めていくことが必要である。特に 2011 年の第 4 回ソウル閣僚級会議は、隣国の

韓国で開催されるものであり、何が論点になっているのか、何故このような議論が必要な

のかについて、NGO がアドボカシーを展開することで、適切な議論の展開に資することが

可能である。 

二つめに、過去の日本の NGO が実践してきた経験を再検証し、MDGs（国連ミレニアム

開発目標）の早期達成と全体的な開発の実現に向けて、最も効果的に NGO が貢献できる方

法について積極的な議論を行うことである。これまで多くの日本の NGO はアジア地域で

の活動を中心に行ってきており、アジア地域における時代背景や政治経済環境の変化と共

に、各団体の事業活動の内容も質的な転換を遂げてきた。その経緯と経験から学び、特に

貧困問題が重大な課題となっているアフリカにおいて、どのようにこの経験が活かせるの

かについて、真剣な検討が必要になっている。NGO によるアジアでの経験は、既に多くの

資料が存在するが、まとまった資料やデータとして全体的な分析が存在しているわけでは

ない。また、日本の NGO が実現してきた貢献はこれまで国際的に大きく影響を与えるよう

な認知を得るには至っていないので、この機会に日本の NGO 独自の開発理念を提示するこ

とは、意義深いことだと考えられる。 

三つめは、援助を行う側として受益住民に対するアカウンタビリティ、所謂ダウンワー

ド・アカウンタビリティをどのように確保していくべきかという観点について、日本国内

の議論を促進することである。これは、むしろ現場での活動を重視してきた日本の NGO

にとっては、これまで既に行ってきた経験を具体化することだと言い換えることもできよ

う。受益住民との関係、つまりオーナーシップやエンパワメントというようなキーワード

と共に、より現場に根ざした日本の NGO がこの観点についての議論を具体化することで、

世界的なCSOにおけるダウンワード・アカウンタビリティの議論に貢献することができる

ものと考えられる。 

四つめとしては、NGO 支援のあり方について、現状の日本政府の支援スキームや各種

関連法令、また日本国内の財団等による支援方法を、より NGO の自立性と独自性を高め

るものに転換していくための議論を行っていくことである。イネーブリング・エンバイア

ラメント（Enabling Environment）と呼ばれている分野であるが、これまで日本の NGO が

継続して政府に働きかけて拡充してきた各種助成金や制度のポジティブな成果をさらに良

いものに改善するとの視点で取り組むと共に、日本の ODA が他国の NGO や CSO を含め

て、広範にかつ柔軟に支援を行えるようになるための議論を展開していく必要がある。 
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 1. はじめに 
 1-1. 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、主に開発途上国において国際協力活動を行う日本の NGO の開

発効果について、今後議論を深めていくためのきっかけとなる議論を提供することを目的

としたものである。 

2011年11月には、韓国のソウルにおいて援助効果に関する第4回閣僚級会議（HLF: High 

Level Forum）が開催される予定であり、NGO もその会議には重要なアクターとして参加

する機運が高まっている中、日本の NGO として本議論に参加し適切なインプットを行っ

ていく必要性は高い。一方で、これまで日本国内においてもODAの政策的な側面に関する

議論は行われてきたものの、本イシューペーパーの中心的な話題である援助効果にかかる

パリ宣言を巡る議論についての情報が十分だったとは言えず、対政府の議論においても、

また NGO 間においても援助効果議論の高まりを得るには至っていない。更に、近年の世

界的経済環境の変化による ODA 額の影響と日本国内の政治状況の変化から、ODA のみな

らず NGO も含めた国際協力に関して見直しの機運が高まっている。そのため、ネットワー

ク NGO としての JANIC の役割として、関係者間での活発な議論に資する資料を提供して

いく必要があると考えた。 

そこで本イシューペーパーでは、近年の援助効果議論の全体像について概要を示したう

えで、国際的な CSO（市民社会組織、本節 1-3.で解説）による議論を紹介する。そのうえ

で、日本の NGO の状況を十分考慮しながら、その特色を反映した開発効果の議論の可能

性について提言する。これによって今後の活発な議論に資することが望まれる。 

本イシューペーパーは、イギリスのネットワーク NGO であるボンド（BOND）と協力し、

大和日英基金からの資金援助によって作成された。大和日英基金からのこのような先進的

な分野への資金提供に対して謝意を示したい。日本国内においては、援助効果のような政

策的な議論や活動に対する資金援助がまだ十分でなく、本イシューペーパーを通じて新た

な社会的課題の存在を日本国内的に周知するうえでも貢献できるものと考える。 

 

 1-2. 本イシューペーパーの背景となっている援助効果議論の潮流 

MDGs・開発資金・援助効果 

近年、公的開発援助（ODA: Official Development Assistance）2における援助の効果につ

いての議論が高まっており、援助活動全体としての一層の効果向上が叫ばれている。これ

                                                   
2 日本においては、ODA を「政府開発援助」とするのが一般的である。本イシューペーパーにおいては、

国際機関による公的な援助も ODA に含めるものとして考えるために、「公的開発援助」という言葉を使

用することにする。 
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は米ソ冷戦が終焉して以降、アフリカを中心とした後発開発途上国（Least Developed 

Countries: LDC）における貧困状況が低迷したことによって、開発途上国の貧困問題は各国

の個別問題ではなく、人類が直面する世界的な課題の一つであるとの認識が高まってきた

ことと軌を一にしている。国連ミレニアム宣言が 2000 年に国連で採択され、ミレニアム開

発目標(MDGs：Millennium Development Goals)が合意されたのは、貧困削減というテーマ

が世界の重要課題として主流化されたことの現れであったと言えよう。そして次に、

MDGsの早期達成を促進するうえで重要な開発援助のための資金増大要請が2002年にメキ

シコのモンテレーにおける国際会議で採択され、先進国政府の責務として GNI の 0.7%3を

ODA に支出すべきことが示された。更に、その開発援助のための資金の効果的な利用によ

って、貧困削減をより迅速に実現しようとの議論が高まり、2002 年の援助効果に関する第

一回ローマ閣僚級会議以降、主要なドナー国や援助機関、そして被援助国の間で援助効果

の議論が高まることになった。つまり、援助効果議論の発端は MDGs であったと言うこと

ができ、その目標を達成するために先進国が拠出する援助規模がモンテレーで示され、更

にその資金の利用効果を高めるために援助効果議論が高まったと言える。 

 

援助効果にかかるパリ宣言・アクラ行動計画 

その援助効果議論は、2005 年の第二回パリ閣僚級会議で、具体的な目標値を定めた「援

助効果にかかるパリ宣言（以下、パリ宣言）」が公的開発援助機関と主要な被援助国の間で

合意され、2010 年までの 5 年間で達成すべき目標を具体的に示した。このパリ宣言は、近

年のODAの改革がどうあるべきかについて、大きな影響を与える国際的な合意になった。

そして、2008 年にはガーナにおいて第 3 回アクラ閣僚級会議が開催されて、パリ宣言を補

完するアクラ行動計画（Accra Agenda for Action: AAA（トリプル・エー））が発表された。 

2011年には韓国において第4回ソウル閣僚級会議が開催される予定になっており、2005

年に採択されたパリ宣言が 2010年の目標年までの 5年間でどの程度の進捗があったのかに

ついて評価が行われ、2010 年以後の新たな援助効果の方向性が議論されることが期待され

ている。 

このような中でパリ宣言採択後の 2006 年頃からは、公的開発援助の援助効果に関する

パリ宣言を巡る各種の議論（これを「パリ宣言プロセス」と呼ぶ）に国際的な NGO が参加

するようになり、ワッチドッグ（watch dog）、つまりパリ宣言プロセスが健全に進捗して

                                                   
3 先進国の国民総生産の 0.7%を開発途上国の開発援助用に支出するべきだとする考えは、1970 年の国連総

会において採択されたものであり、当初は 1970 年代中盤までにこれを実現するという目標であった。従

って、0.7%議論は 2002 年になって突然登場した議論なのではなく、長い間ドナー諸国が実現できてい

ない国際公約だと考えるべきであろう。具体的な情報は、Global Issue ウェブページ

<http://www.globalissues.org/article/35/foreign-aid-development-assistance>に詳しい。 
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いるかどうかを外部から監視する役割を NGO が持つという形が明確になってきた。国際

的な NGO は、パリ宣言プロセスは、MDGs の迅速な実現に向けて援助資金をより効果的に

するものとして歓迎しており、ドナーに対してはパリ宣言の完全な実施を求めている4。 

 

多様化する開発アクターと、グローバルな政治経済の援助効果議論への影響 

一方、近年の援助は、伝統的なドナーと言われている主に経済協力開発機構（OECD）

の開発委員会（DAC）に加盟している旧西側先進諸国政府による援助額が、米ソ冷戦が終

焉した 1990 年以降実際に減少し、1990 年代後半に持ち直しはじめたものの、MDGs 実現

のための資金としてはまだ十分とは言えない5。それに対して、先進国の NGO やビル・ゲ

ーツ財団等の民間援助資金、また新興援助国と呼ばれる BRICs（ブラジル、ロシア、イン

ド、中国）諸国やオイルマネーを背景とした中東湾岸産油諸国による援助資金が、絶対額

として西側先進諸国による援助額を上回るわけではないものの、相対的に重要性が増大し

てきていることも確かである6。そのため、2008 年の第 3 回アクラ閣僚級会議ではこれら

の新しい開発アクターが積極的に認定され、このような新しい開発アクターをも含めた効

果的な援助のあり方を考える必要性が示されたのである。 

他方で、近年のグローバル経済の影響や、先進各国における政治的な状況変化と、ODA

の援助効果議論は無関係でない。2001 年以降、世界の ODA 拠出額は増大してきたものの、

2008 年のリーマン・ショック以降、各先進国の税収が落ち込む中で ODA 拠出額も伸び悩

んでいる。2015 年の MDGs 目標年までに主要な目標の達成は既に困難視されているが、そ

の達成に向けた努力を怠るわけにはいかない中で、ODA の援助効果はより重要な意味を持

つようになったと言うべきである。同時に、主なヨーロッパ諸国において各国の与党が右

派寄りになっている状況下で、これまでと同じレベルでの援助協調が続くのかは疑問視さ

れつつも、既に EU が対途上国援助では大きな影響力を持つようになっており、当面この流

れが維持されるとの見方もある。日本とアメリカでは、右派政権からリベラルな政権に交

代し、MDGs をはじめとした貧困削減の課題にはこれまでよりも柔軟かつ積極的に対応す

                                                   
4 NGO Statement on Aid Effectiveness (2005), <www.un-ngls.org/orf/cso/cso7/NGO-Statement.pdf>. 
5 前掲の Global Issue ウェブページに本年 4 月に OECD が発表したデータを元に、1990 年以降の ODA の

推移を示している。1990 年には OECD 加盟国の ODA 支出平均が対 GNI 比で 0.35%程度あったものが、

1997 年には 0.25%を下回るほど低下した。ODA の絶対額は 2000 年前後に 1990 年の金額レベルを回復

してそれ以後増加しているが、対 GNI 比では 0.3%をようやく越えた程度であり、依然として 1990 年の

GNI 比まで回復していない。 
6 2007 年の世銀報告書（IBRD/World Bank, 2007, p.154）では、2001-05 年にかけて民間によって支出され

た援助額は 147 億ドル（US$ 14.7 billion）に達しているとしており、ビルゲーツ財団等の支出が大きい

としている。更に、新興ドナー国は 2005 年にサウジアラビア等の非 DAC ドナー国の援助として 25 億ド

ルを支出したと報告している（ibid, p.15）。OECD/DAC ドナー国による援助は、2007 年に 1 千億ドル

程度であるので、公的開発援助に比較すればこれら民間資金や新興ドナー国による援助額はまだ小さい

が、存在感として大きくなっているということが言えよう。 
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るものになると期待されている。日本では TICAD IV のフォローアップも日本政府の主導で

継続しており、また NGO との連携も良好であり、ODA 政策への市民参加とより透明性の

高い ODA 実施が期待される環境が整いつつある。援助効果の議論は、その主要な部分にお

いては既存の ODA 制度の改革を求めるものであり、政府を担う政権党の柔軟性と世界的な

課題に取り組む姿勢に大きく左右される。今日、日米の政権が世界的な課題に対しての積

極的な取り組みを示しているように見受けられ、援助効果議論が具体的な前進を遂げる可

能性が高まっていることも指摘しておくべきであろう。 

 

NGO の役割とその展開、日本の NGO による議論の必要性 

このような動きの中で、NGO の役割も公的開発援助（ODA）を監視するという立場だけ

でなく、当事者としての立場をも獲得しつつある。一つはこれまで公的な機関や政府のみ

が構成していた援助効果に関する OECD/DAC の会議に、NGO 側関係者が正式メンバーと

して参加するようになっている7。また、一定規模以上の援助額を動かしている NGO8の援

助効果・開発効果も考えていくべきとの議論が見られるようになり、MDGs の迅速な実現

のためには ODA だけでなく NGO による援助活動の援助効果についても議論されるべきだ

と認識されるようになってきた9。2008 年の第 3 回アクラ閣僚級会議においてはこの点が

上記のように確認され、NGOは 2011年の第 4回ソウル閣僚級会議までにNGOの援助効果

に関して何らかの考え方を示すことを表明した。現在、開発効果のためのオープンフォー

ラム（Open Forum for Development Effectiveness、以下「オープンフォーラム」）という国

際的な CSO/NGO の連合体が組織され、CSO/NGO の援助効果に関する様々な議論を行う

と共に、第四回ソウル閣僚級会議に向けた CSO/NGO 側の意見の集約のための活動を行っ

ている。 

日本の NGO はこの流れの中で、同じ NGO として世界的な議論に参加し、日本の NGO

が抱える様々な課題や問題を指摘すると共に、世界的な CSO/NGO の援助効果の議論に対

してインプットを行う必要がある。そのためには、日本国内における国際協力を行う NGO

の間で、これまでの事業展開の経験を十分に踏まえた上で、いま何を議論するべきなのか、

何を世界的な議論の俎上に乗せていくべきなのか等について、積極的な議論と検討を行う

必要がある。当然、日本の NGO は社会的な環境や財政的な面においても他の先進諸国の

                                                   
7 詳しくは「2-2-2.アクラ以降」で述べる。 
8 若干古い資料であるが、NGO は ODA からの資金と民間からの両方の資金を得て開発途上国支援を行っ

ているが、その総額は ODA 総額の約 15%程に当たるとのデータがある（Tvedt, 1998）。 
9 この議論が開始された当初に NGO の援助効果という議論が想定していたのは、北側の先進国の NGO が

南の途上国に提供している援助額を考慮して、それが効果的に使われるための議論があるべきではない

かという単純な議論が発端であったと言える。NGO が多様な存在で、途上国内の NGO や地域団体のよ

うなものまで念頭に置いた議論であるべき等の考え方は、アクラに至る過程で徐々に展開された。 
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NGO とは異なる状況にあり、日本独自の議論が必要であることは言うまでもない。本イシ

ューペーパーが目的とするところは、日本国内の状況を踏まえたうえで日本の NGO とし

て展開していくべき議論の基準点（reference point）を示すということである。従って今後

は、本イシューペーパーで提示した議論を元にし、日本国内のネットワーク NGO や事業

実施型 NGO 等様々の組織からの議論や参加が増えるよう期待するものである。 

 

 1-3. 用語について：NGO と CSO 

現在、援助効果議論に関して世界的に使用されている言葉としては、NGO

（ Non-Government Organizations ：非政府組織）ではなく、 CSO （ Civil Society 

Organizations：市民社会組織）という言葉が中心に使用されている。これは、援助に係わ

る組織は旧来の NGO だけではなく、労働組合や宗教団体、地域団体、障害者等を含む

様々な当事者団体を含むものだと考えられるようになり、より広く市民社会組織全体を含

むものだとの考えに基づいている。日本の場合においては、近年使用が一般化している

NPO（Non-Profit Organization）という言葉で表現される意味と重なる部分が大きいものと

考えられる。しかしながら、国際的な議論の中では、国家や政府との関係に対して、「市

民社会」の存在価値を重視した議論が行われており、単に「非営利」とするよりも、込め

られている意味は広いと考えられる。 

本イシューペーパーの目的に照らし、本稿においては開発途上国で国際協力を行う日本

の NGO に関する議論を中心として扱うので、このような日本の市民社会組織を指す場合

には NGO という言葉を使用する。一方で、国際的な市民団体に関する議論の場合には、

NGO だけでなく幅広い組織が想定されているという前提に立ち、CSO 又は CSO/NGO と

いう言葉を使用することとする。 
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 2. 援助効果議論と CSO 
この章では、援助効果に関する議論のこれまでの展開と、CSOの援助効果議論への関係

について概観する。まず 2-1.の中で、主に ODA に関する援助効果議論の展開を概観する。

次に、2-2.の中で CSO と開発効果に関する議論の展開について概観する。そして、2-3.で

CSO の開発効果の論点について説明し、2-4.では諸外国の一事例としてイギリスにおける

開発効果に関する議論の状況を紹介する。 

 

 2-1. 援助効果論の背景 

援助効果議論の背景を理解するうえで、援助効果にかかるパリ宣言は重要な出発点であ

る。本節では、パリ宣言の主要な柱である 5 つのポイントについて解説を行う。次に、

2008 年にガーナで開催された第 3 回アクラ閣僚級会議では、パリ宣言の進捗とその後の方

向性について議論され重要な展開があったので、それについて概説する。また、2011 年に

は韓国で第 4 回ソウル閣僚級会議が開催されるので、それに向けて予想される課題につい

て現状から考えられるポイントを挙げてみる。 

 

 2-1-1. パリ宣言10 

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、日本を含む 91 カ国の政府、国際機関、CSO が参加しフランスで開催された「援

助効果向上に関する第２回パリ閣僚級会議」にて採択された、法的拘束力のない国際公約

である。このパリ宣言は、MDGs の達成に向けて、先進国や国際機関等の援助ドナーと開

発途上国側の被援助国が一体となって援助効果を上げるために、一方的でない双方向の責

任と参加を求めている。2002 年の第一回ローマ閣僚級会議で採択された援助効果の概念の

みを示したローマ宣言と比較すると、パリ宣言ではドナー及び被援助国が実現すべき数値

目標を定めており、非常に具体的だといえる（後掲、表１参照）。 

 

パリ宣言の５原則 

パリ宣言の内容は、以下に示すように、これまでの援助方法論の反省からそれを改善す

るための原則を示し、かつそれを具体化した指標を提示したものである。まずパリ宣言に

至る議論の中でこれまでに明らかにされてきた援助の課題分析から、次のような援助方法

論の改善に向けた５つの原則が提示された。その原則は第一に、援助する先進国の政策に

従って援助を行うのではなく、被援助国が主体的に援助政策を決めるべきだとする認識で

                                                   
10 「援助効果にかかるパリ宣言」(和文全文)は、<http://www.oecd.org/dataoecd/12/48/36477834.pdf> 
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ある（オーナーシップの強化）。第二に、援助ドナーが好む援助提供方法（援助国が行う

プロジェクトに対する資材や役務などの調達先を自国に限定するタイド援助や、援助ドナ

ーによる資金の使途の限定、ドナーの都合で決められた援助スキームによる援助の管理、

また援助国側の利益になるような政策関与を行うこと等）に合わせたり、援助ドナーが援

助したい分野を支援するのではなく、被援助国が決めた優先分野に従い、被援助国の制度

や手続きに沿って援助をするべきだという認識である（アラインメント：整合化）。そし

て第三に、複数のドナーによる援助プロジェクトが多数実施されて途上国政府の手続きが

非常に煩雑になってしまうという問題から、援助ドナー間で援助を調整する必要性がある

という認識である（調和化）。 

これら 3 つの原則はパリ宣言において、援助ドナーと被援助国が援助効果を高めるため

に遵守すべき重要な課題として位置づけられた。そして更にこの 3 つを包含する基礎的な

考え方として、「成果のマネジメント」11と「相互の説明責任」12が加わり、上述の３つの

原則と併せて「パリ宣言」を構成する５つの重要な原則として合意された。その上でこれ

らの要素を具体化するために、パリ宣言では 12 の進捗計測指標（後掲、表１参照）が定め

られ、2010 年の目標年に向けて、国ごとに計測され国際的にモニタリングが行われている。

一方、その数値目標の中には主観的な判断が入る余地がある等13、結果の信憑性に不安があ

るものもある。それでも、これまでにはパリ宣言で示されたような指標は全く存在しなか

                                                   
11 「成果のマネジメント（Managing for Results）」は、パリ宣言では「希望する結果に焦点をあて、より

よい意志決定のために情報を活用するよう、援助を管理・実施することを意味する」（パリ宣言、パラ 43）
としている。ここで言う希望する結果とは、地球規模や国家レベルでの観点では MDGs を指していると

言える。また国家レベルやそれ以下では、各途上国の開発戦略やセクター戦略を指す。この考え方は、

ニュー・パブリック・マネジメント（New Public Management：NPM）に影響されていると考えられる。

これまでの行政では「科学的管理型」と呼ばれるように、科学的に必要と考えられる政策は必ず実施さ

れるとの前提があり行政にビジョンや戦略は求められなかった。しかし政府予算に限界が見えるように

なると、全ての政策を実施することは困難となり、行政にもビジョンや戦略が求められるようになる。

そのため、実施すべき政策と実施しない政策を明確にし、実施すると決定された政策は予算との関係を

明確化して企業経営の手法を利用した NPM の方法論で、与えられた成果の達成状況を評価する。大住

（1999, 2002）等を参照。 
12 「相互の説明責任（Mutual Accountability）」とは、パリ宣言では「ドナーとパートナー国は、開発成果

に関して相互に説明責任を有する」（パリ宣言、パラ 47 タイトル）と説明しており、開発途上国側だけ

でなく、先進国ドナーにも説明責任があることを示している。これまでの開発援助の議論の中では、援

助を受け取る開発途上国の政府が約束（コンディショナリティ）を履行しなかったために援助が効果を

上げないとして、途上国側政府のオーナーシップの認識の重要性が指摘されてきたたわけだが、

NGO/CSO は先進国ドナー側が約束した援助資源を適切に支出しないことも問題だと指摘してきた。パリ

宣言は、先進国側政府自身が採択した政治文書としては初めて先進国側ドナーの説明責任もあるとして

認めたことが新しい点だと言えよう。 
13 例えば、パリ宣言指標の(2a)及び(2b)は世界銀行が提供する各国の財政管理状況の評価に依存しており、

この評価だけに依存することの危うさがある。また(6)は、援助受け入れ国政府の仕組みに重複するプロ

ジェクト実施ユニット（PMU）の数を３分の２減らすとしているが、何が PMU かの認定はドナーに任さ

れている状態であり、ドナーによる強弁（事実上の PMU をそうでないと否定すること）が可能である。

更に、援助の予測性を向上させる指標とアンタイド化を求める指標は、目標数値自体が曖昧であり、パ

リ宣言指標自体の問題が存在する。遠藤（2007, p.181）を参照されたい。 
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ったわけであり、それをとにかく具体化したという点において、パリ宣言の重要性と価値

があると言える。 

 

市民社会の視点によるパリ宣言の課題 

他方、市民社会組織（CSO）はパリ宣言を MDGs の実現に向けて ODA をより効果的に

するものだとして基本的に歓迎している14。しかし同時に、パリ宣言の策定過程に市民社会

組織（CSO）は関与しておらず、CSO の主張や考え方はほとんど反映されていないという

問題点がある。そのため世界のCSOはパリ宣言に対して、それを改善していくべきだとい

う観点から様々な批判と提案をこれまで行ってきた15。その主な論点は、2008 年ガーナで

の第 3 回アクラ閣僚級会議に向けて CSO が組織した国際運営グループ（International 

Steering Group: ISG16、以下、国際運営グループと表記）がまとめた CSO のポジション・

ペーパー17に示されている。 

CSOによるパリ宣言に対する批判として重要な議論には、次の３つがある。第一に、被

援助国政府だけによる「オーナーシップ」ではなく、議会、地方政府、市民社会、住民組

織、民間企業等の様々な主体の積極的な参加に基づいた「民主的オーナーシップ強化」が

必要だという指摘である（国際運営グループ、2008, pp.3-6）。 

第二に、OECD/DAC の援助効果作業部会が 2007 年に設置した「市民社会と援助効果に

関するアドバイザリーグループ（以下、アドバイザリーグループ）」も批判したように18、

パリ宣言は、CSO を独自の優先順位、プログラム、パートナーシップの関係を持った「開

発の主体」として認識していないという問題を抱えている。CSO が国家間で決められた開

発戦略の「下請け・手段」となる懸念があると考えられる。すなわち、CSO の多様な役割

（民主化の促進、社会運動の展開、政府の政策に対する提言活動、市民への教育、調査と

研究、社会サービスの担い手など）を認識するべきだという指摘である（ibid, p.6）。 

第三に、パリ宣言には貧困削減及び国際人権基準の達成にどこまで貢献すべきかの指標

が含まれていないという指摘である。パリ宣言の指標の大部分は援助の手続きに関するも

ので、実際の貧困削減と貧富の格差の是正や、また人権や民主化等の価値にどれだけ援助

が役立っているかが問われていない。そのため、CSO は、貧困削減、人権の改善、民主的

                                                   
14 NGO Statement on Aid Effectiveness (2005), <www.un-ngls.org/orf/cso/cso7/NGO-Statement.pdf>. 
15 国際運営グループ（2008）の「1.背景」では、市民社会組織もパリ宣言に参加したと記述されているが、

これはパリ宣言の文書末に会議をオブザーブした各 CSO/NGO 団体の名称が記載されているという観点

で参加があったとの意味であり、パリ宣言の本文及び指標の作成に CSO が参加できたわけではない。 
16 後述の国際運営グループ（Independent International CSO Steering Committee on Accra High Level 

Forum）と同じ組織。 
17 「パリからアクラへ：援助はより説明責任をもち、効果的になれるのか？援助効果アジェンダに対する

批判的アプローチ」（国際運営グループ、2008） 
18 Advisory Group on Civil Society and Aid Effectiveness (2007), Para 54. 
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な実践、ジェンダー平等、環境配慮などの社会変化を含む、包括的な指標を策定すべきで

あるとしている（ibid, p.3）。さらに、援助の受益者である｢南｣の市民に対する説明責任の

強化（ibid, pp.4-5, 6-8）と、閣僚級会議の運営を参加型で開かれたアプローチで実施するこ

との重要性（ibid, p.10）も指摘している。 

 

 2-1-2. アクラ閣僚級会議とアクラ行動計画（AAA）19 

2008年 9月には、援助効果に関するアクラ第 3 回閣僚級会議が開催され、各国政府のパ

リ宣言の取り組みに対する中間評価が示された（OECD, 2008）。この会議には世界各国の

閣僚と国際機関が集まり、パリ宣言に関する中間評価を受けてその後の方向性を示す政治

文書である「アクラ行動計画（AAA）」が採択された。2008 年に公表されたパリ宣言の中間

評価では、総合的には進捗が遅いことが指摘されている（ibid, p.12）。各ドナー諸国や機

関、そして被援助諸国においてパリ宣言を実施するための努力が行われていることは確認

されたが、援助ドナー側の制度変更を必要とするような部分においてパリ宣言の進捗は十

分でないことも明らかとなっている（ibid, p.16）。そこで AAA では、各ドナーがどのよう

にパリ宣言を履行していくのかについての計画案を策定して公表するように求めている

（パリ宣言、パラ 15d, 17b, 18b）。また、途上国政府がパリ宣言と AAA を実施するための

計画案作りを行う必要性と共に、それをドナーが支援する必要性も示している（ibid, パラ

28）。 

 

AAA の付加価値 

AAA の新たな付加価値は、新興援助ドナーの存在を認識し、能力開発（Capacity 

Development）の重要性をこれまでに増して指摘し、南南協力という途上国同士の援助活動

を新たな援助方法論として認識し、企業の社会的責任を求める等の新しい点を盛り込み、

より幅広いアクターと分野の認識が進んだ点だと言える。近年の援助は、伝統的なドナー

と言われている主に経済協力開発機構（OECD）の開発委員会（DAC）に加盟している旧

西側先進諸国政府による援助額が伸び悩む中、それに対して、先進国の NGO や財団、ま

た新興援助国と呼ばれる BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）諸国やオイルマネー

を背景とした中東湾岸産油諸国による援助資金が増大してきている。そのため AAA では、

この新たな状況を認識するとともに、このような新しい開発アクターをも含めた効果的な

援助のあり方を考える必要性が示されたのである（ibid, パラ 19）。具体的には、開発援助

に関わる全てのアクターがパリ宣言に示された原則を参照してそれに沿うように努力する

                                                   
19 アクラ行動計画の英語全文は<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/dac/pdfs/accra_aaa.pdf>。 
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ことを求めたという内容である。しかしながら、この点について採択国に対する拘束力は

なく、あくまで方向性を示したという段階に留まっている。 

 

AAA が残した課題 

AAA の評価としては、先進的な目標の設定、目標達成期日の設定、という二点で成果が

乏しかった20。ここで示している先進的な目標とは、援助のアンタイド化の実現、被援助

国の各種制度（特に財政制度）を援助ドナーが利用すること、援助する金額の予測性を高

めること、援助する際にドナーから被援助国に課される条件の縮小等であり、パリ宣言に

は既に含まれている内容であるが、そのより一層厳格な適用、及び早期実現という意味で

ある。つまり AAA は、これらの点においてパリ宣言を若干進展させた表現となっているが、

それらを実現するための具体策や達成すべき時期は示していない。しかし同時に、文章上

の表現としては全てのドナーがより積極的にこれらに取り組むことを求めており、AAA 作

成過程での積極派と消極派の綱引きがあったことが想像される。この積極派と消極派の綱

引きについては、外務省作成文書では明らかな情報はないが、JICA 作成資料21から上記の

先進的な目標の設定及び目標達成期日の設定という各点において、日本政府及びアメリカ

政府が反対し、その他の諸国や国際機関も日米政府に同調したことが記されている。 

 

CSO による働きかけと、今後の活動 

AAAは基本的には公的ドナーと開発途上国政府だけによる政府文書である。従って、CSO

は AAA の文言の交渉には正式には関与できなかった。一方で、アクラ閣僚級会議の主催者

側（ワーキングパーティ、2-2-1.で説明）は、世界の市民社会からの意見を広く得るために、

AAA の草稿をアクラ閣僚級会議の前に 2 回に渡ってウェブ上で公開して意見を募った。こ

れに対して CSO 側は事前の草稿へのコメント提出も行った。また同時に、CSO が AAA に

求めるポイントを明確にして CSO の意見をより効果的に AAA に反映させるべく、市民社

会側の考え方を前述のポジション・ペーパー（国際運営グループ、2008）として 2008 年 3

月に発表し、又アクラ会議直前にも CSO の声明22を発表した。 

しかし採択された AAA の結果を見ると、上記の AAA の残した課題に見られるように、

CSO の求めた内容（主に目標数値や達成期限の明確化）にはほど遠いのが現状である23。

現在 CSO は、2011 年に開催予定の第 4 回閣僚級会議までに、政府の行動計画策定とその

                                                   
20 日本の NGO によるアクラ閣僚級会議参加報告と AAA の評価に関しては、JANIC のウェブに報告書があ

る。<http://www.janic.org/mt/img/activity/AccraHLFreport.pdf> 
21 <http://www.fasid.or.jp/oda/pdf_20/no5/handout04.pdf> 
22 Better Aid (2008) 
23 第 3 回アクラ閣僚級会議における状況については、遠藤衛（2009）に詳しい。 
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実践を外部からモニタリングし、また援助効果議論を前進させるための活動や、パリ宣言

プロセスの主催者側への関与を深める活動を行っている（2-2-1.で説明）。 

 

 2-1-3. 2011 年の第 4 回ソウル閣僚級会議で注目されると予想される課題 

2011年11月には、韓国において第4回ソウル閣僚級会議が行われる予定になっている。

現在までのところソウル閣僚級会議での注目される論点についてはまだ明らかとなってい

ない。一方で、アクラで行われた各種の議論から、一定程度、次の議論のアイディアが見

えてきていると考えられる。また、現在、国際的な NGO が展開している議論を見ること

でも、ソウルで提案されるような議論は見えてきているとも言える。一方で、援助効果議

論はこれまで OECD が中心となってファシリテートされてきているが、多様なアクターが

参加すべきだとの議論が進んできたことによって、OECD ではなく別の組織や異なる枠組

みによって対処されるべきだとの意見も出ている。本節ではこれらについていくつかの議

論を紹介する。 

 

CSO 側から提起されると予想される議題 

CSO 側からの AAA の評価を思い起こせば、次のソウル閣僚級会議に提起される課題は、

例えば先進的な目標の設定と目標達成期日の設定という点で、より具体的な指針を示すよ

うドナー側に要請することが考えられる。また新興援助ドナーが遵守すべきより具体的な

指針についても明確化するよう要請すると考えられる。また現在、CSO による議論は援助

効果だけに特化するのでなく MDGs を見据え、且つ人権や民主的実践や環境配慮等の開発

全体への効果を重視すべきだと指摘しており、大きなテーマとしては「援助効果から開発

効果へ」という観点24で MDGs の早期達成に具体的に貢献できる援助方法論について議論

することが要請されると考えられる。 

 

政府や公的機関から提起が予想される議題 

公的援助機関や被援助国側から出される可能性のある議案を考えるとすれば、例えばア

メリカ政府はイラクやアフガニスタンへの援助活動がどのように効果を上げられるように

なるのかといった、脆弱国家に対する援助効果という観点での議題を提示してくることが

考えられる。現在では、スーダンやソマリア等における援助において、ODA としての援助

効果は問われるべき一つの重要な課題になっている。また、日本政府は技術協力の必要性

                                                   
24 ここでの援助効果という言葉の意味は、投入した援助額に対する効果という考えに特化していると言う

べきである。一方、現在、世界の CSO が提起している課題は、MDGs をより迅速に達成させることだと

いう点を重視し、開発全般に対する効果を問うべきだという議論であり、援助効果でなく開発効果に注

目すべきだという議論である。これについては 2-3-1 で述べる。 
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を強調するために能力開発や、南南協力のような援助方法論を議題として提案してくるも

のと見られる。他方、これまでのパリ宣言プロセスでは主流であったと言えるプログラ

ム・ベース・アプローチ（Program Based Approaches: PBAs25）に対する見直しを提起し

て、調和化の必要性に疑義を示す議論が出てくる可能性もある。特に一般財政支援に対し

ての国際的な評価（Koeberle, et al., 2006; NAO, 2008）を見ると、あくまで保健や教育分

野における経常予算への補填が現在の貧困削減のニーズにとって重要だとの仮説に基づい

ており、実際に貧困削減に結びつけるには財政管理の質を更に向上させる等の課題がある

ことを示している。それに対して、スタンドアローンのプロジェクト26を求める勢力や、

より外交的なプレゼンスを求める勢力27は、一般財政支援に対する控え目な評価を利用し

て PBAs に対する巻き返しの議論を提示してくる可能性がある。具体的には、パリ宣言の

原則として示されているアラインメント及び調和化の各指標を、より後退させるための議

論を展開することが考えられる。 

この観点から、NGO/CSO としては、先進国の公的援助機関によって提起される議論に

対する監視の目を強めていく必要がある。 

 

その他の注目される議題 

他方で、世界的な規模を持つ財団や、新興援助ドナーの援助効果について、AAA ではパ

リ宣言に準ずるべきという表現（AAA, パラ 19a）であったが、より具体的な議論が行われ

るのかどうかが注目される。また、一般企業が開発援助の分野に関与する例も見られるよ

うになっているが、基本的に利潤追求団体である企業が高い倫理性を持って開発援助に貢

献することが果たしてできるのかは全く未知数である。私企業が公益を担うのであれば、

                                                   
25 PBAs は、開発途上国における教育セクターや保健セクターといったセクター全体を一つの単位として

認識し、そのセクター全体をどのように支援していけば MDGs 等の開発指標の改善に役立つのかを重視

するもので、財政支援やバスケットファンドに代表される資金援助方法の統一化・共通化を通じて援助

効果を高めることを目指す援助方法論である。JICA が使うプログラムという言葉は、JICA や日本政府に

よるプロジェクトを複数まとめたものをプログラムと呼んでおり、根本的に異なる考え方のものである。 
26 開発援助においてプロジェクト自体は重要なツールであり何ら否定されるものではない。一方で、上記

の PBAs の考え方では、ドナーによる援助は途上国政府が行うセクター戦略や開発戦略を最も効果的に

支援するべきだと考えるので、セクター戦略や開発戦略との整合性の低いプロジェクトや、途上国の政

府財政と無関係に行うようなプロジェクト支援は、途上国政府の政策実施を妨げるものとして避けられ

るべきだと考える。これに対して伝統的な援助プロジェクトは、途上国側政府に援助を調整する能力が

あるとの前提で行われるために、調整能力の低い途上国に対して従来型のプロジェクト援助を提供する

と、結果的に途上国側の能力向上につながらない。このように途上国側の援助調整能力を勘案しない援

助提供方法を、ドナー側の都合を重視する単独の支援方法という点で、スタンドアローン（自己完結型）

のプロジェクトと呼ぶ。 
27 例えば、中国による近年の対アフリカ援助は、中国の外交的な必要性を全面に出した援助だと言われる

ことがある。行政能力の不十分な開発途上国では、自国の開発戦略の中で優先順位が高くない案件でも、

援助ドナーが資金提供する準備ができていさえすれば受け入れることがままある。開発計画の中で十分

に考慮されない援助が、後に途上国側の住民の負担となることも考えられるため、外交的考慮を中心と

した援助には大きな限界のあることが懸念される。 
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具体的にどのような基準を持つべきか等、明確にされるべき点は多い。このような点に、

ソウルにおいてどのような議論が展開されるのかも、注目されるものと考えられる。 

 

援助効果議論を担うのに最適な機関についての議論 

パリ宣言プロセスは、既に OECD の枠を越える多様なアクターが参加するようになって

おり、このような関係者を全て適切に取り扱うフォーラムとして、OECD が主体であるべ

きかどうかについて議論が提起されていると伝えられている。現在まで行われている議論

からは、より多くの多様なアクターが参加するのであれば、OECD という限定されたメン

バー国による国際機関でなく、あらゆる国や組織の参加が容易な国連のような場がより相

応しいのではないかという議論である。近年、国連においては、開発協力フォーラム

（Development Cooperation Forum: DCF）というものが立ち上がっており、これは国連経

済社会理事会(ECOSOC)によって 2005 年に設置が決められて 2008 年から２年ごとに会議

が開催されるもので、そもそもマルチステークホルダーによる多様な参加者を想定したフ

ォーラムとなっている28。従って、このような既存の枠組みを利用して援助効果に関する議

論を展開することで、先進国側ドナーの影響力が強い OECD/DAC による開催よりも、開発

途上国側の影響力が強い DCF において先進国側と途上国側の対等な議論が行える環境を実

現していく必要があるのではないかという議論がされている29。いずれにせよ現時点では、

今後の新たな展開についてはまだ具体的な動きは見えておらず、2011 年のソウルに向けて

注意していくべき点の一つであろう。 

 

 2-2. CSO の開発効果の活動を支えている組織と役割の展開 

本節では、世界の市民社会組織が、ODA の援助効果に関する議論から開始し、徐々に

CSO の開発効果について議論を行うようになっていく中での組織運営上の展開とそれに伴

う CSO の役割の展開について紹介する。ここで、「援助効果」でなく「開発効果」と言葉

を変更している理由については 2-3-1.で詳しく述べる。 

 

 2-2-1. アクラまで30 

パリ宣言が採択された 2005 年の段階では、CSO 全体を代表するような組織は存在せず

に事前の準備もほとんど無く、パリにオブザーバとして参加した CSO によって声明が出さ

                                                   
28 <http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/develop.shtml> 
29 Eurodad による提起は、<http://www.eurodad.org/aid/article.aspx?id=124&item=02560>に見られる。国

際 NGO の議論形成に大きな影響力がある Better Aid も同様の考えを示していると伝えられている。 
30 Open Form for CSO Development Effectiveness のウェブに、同様の内容についての歴史的展開の説明が

あり参考になる。< http://www.cso-effectiveness.org/-history-of-the-process,017-.html?lang=en > 
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れた31状況であった。そこでは、パリ宣言プロセスに対する CSO の具体的な役割というこ

とまで明確に認識されていたわけではなく、また CSO の援助効果・開発効果を巡る議論が

存在していたわけでもない。既に述べたように、CSO 側がパリ宣言プロセスに具体的に関

与するようになったのは2006年頃からで、当初CSOはパリ宣言プロセスのODAへの監視

を中心的に行うものとして参加してきた。一方で、パリ宣言プロセスと NGO の関係につ

いて包括的に議論する必要性は認識され、OECD の中に、CSO が参加する Advisory Group 

on Civil Society and Aid Effectiveness32（AG、以下、アドバイザリーグループ）が 2007 年

に設立された。また、CSO はそれに参加することでパリ宣言プロセスに間接的に関与する

立場を得るようになった。このアドバイザリーグループは、途上国の CSO から 3 団体、先

進国の CSO から 3 団体、途上国政府から 3 ヶ国、そして先進国政府から 3ヶ国が参加して

構成された33。アドバイザリーグループでは、カナダ政府が議長となり、パリ宣言プロセ

スと市民社会との関係の調整を行うものとして機能することが期待された。 

一方、公的なパリ宣言プロセスは、基本的には OECD/DAC の Working Party on Aid 

Effectiveness（WP-EFF、以下、ワーキングパーティ）が担当してきており、そこに

OECD/DACの 23 ドナーと、途上国から 23の政府、そして世銀等の国際機関が参加してい

た。つまり、パリ宣言プロセスの中心はこのワーキングパーティであり、これを

OECD/DAC が事務局としてサポートしていた。その構成から考えても、パリ宣言プロセス

自体は、CSO について議論するものではなく、あくまで公的開発援助（ODA）を提供する

公的ドナーと、それを受け取る公的な被援助国という前提がある。他方で、公的なパリ宣

言プロセスに何らかの形で市民社会の関与を得ることが重要だとの認識から、2007 年 1 月

にワーキングパーティによってアドバイザリーグループが設置されたのである。 

この間、CSOの側は全体としてはどのように動いていたのであろうか。アドバイザリー

グループに参加できた団体は 6団体しかないので、その他のCSOが参加できる、より大き

な連合体が必要であった。そのために国際的な CSO 各団体は、2008 年に行われた第 3 回

アクラ閣僚級会議に CSO が参加するための特別の国際 CSO 運営グループ（ ISG: 

International CSO Steering Group34、以下、国際運営グループ）を立ち上げて、ここに世界

                                                   
31 <www.un-ngls.org/orf/cso/cso7/NGO-Statement.pdf> 
32 アドバイザリーグループの役割（ToR）は、Advisory Group on Civil Society and Aid Effectiveness (2007)
の Annex A に掲載されている。アドバイザリーグループの基本的役割は、援助効果とパリ宣言に関した

CSO の役割について考察し、ワーキングパーティと閣僚級会議に CSO の具体的関与の方策について提

案を行うことである。本文に述べているように政府等公的機関と CSO の調整も担った。 
33 途上国の CSO は、Afrodad、TWN/Africa、IBON/Reality of Aid、先進国の CSO はカナダの NGO ネット

ワークの CCIC、 CARE International、Actionaid International、途上国の政府はザンビア、ルワンダ、ニ

カラグア、先進国政府はカナダ、フランス、ノルウェーがメンバーであった。 
34 名称は、Civil Society International Steering Group (ISG)と呼ばれることもあり、同じ組織のことである。

Better Aid のウェブには ISG の設立と構成メンバーについて紹介されている。2007 年 1 月にナイロビで
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中の主だった市民社会組織が参加し、またその調整を行った。このように考えると、2008

年の第 3 回アクラ閣僚級会議までの全体的な構成は、公的なパリ宣言プロセスを担うもの

としてワーキングパーティが存在し、CSO 側は自らを国際運営グループにおいて組織化し、

その両者をつなぐものとしてアドバイザリーグループが設置されて、公的なグループと

CSO のグループの間の調整を行ったと言うことができる（後掲図１上段参照）。 

アドバイザリーグループは、第 3 回アクラ閣僚級会議までに、世界各地域において全部

で 7 回に渡ってコンサルテーション会議を開催し、様々な CSO からの意見を集約して第 3

回アクラ閣僚級会議に向けた活動を行った（Advisory Group on Civil Society and Aid 

Effectiveness, 2008a, p.2）。そのうちの最後のコンサルテーション会議が、2008 年 2 月に

カナダのオタワ市近郊のガティノー市で開催されたマルチステークホルダー会議である。

これら一連のマルチステークホルダー会議を経て明らかになってきたことが、CSO の役割

や民主的オーナーシップの概念の重要さというような点であり、2008 年 1 月にシンセシ

ス・ペーパー35にまとめられた。そしてこれらの点は、第 3 回アクラ閣僚級会議で採択され

た AAA にも影響を与えたと言える。 

一方で、CSOが行っている援助についてもその効果を議論すべきではないかとの声が高

まり、特に ODA の進歩的な改革を進めようと厳しい発言を CSO 側が行っていくためには、

むしろ CSO 自身の援助効果について自ら示していく必要があるのではないかと CSO 側内

部で投げかけられるようになった。そのため、ガティノー市で開催されたマルチステーク

ホルダー会議の最中に、主要な CSO 団体のみが集まって、CSO の援助効果についての別

のプロセスを開始する必要があることで合意をした36。その場での合意としては、CSO の

援助効果は、CSO が多様なグループであることから、第 3 回アクラ閣僚級会議までに結論

を提示することはできないが、その次の第 4 回閣僚級会議までには何らかの考え方を提示

しようということであった。この合意は、2008 年 6 月末にパリで行われた CSO 効果に関

する予備会議（Exploratory Meeting on CSO Effectiveness）で再確認されて、最終的に CSO

の開発効果のためのオープンフォーラム（Open Forum for CSO Development Effectiveness、

以下、オープンフォーラム）へと集約されることになった。 

                                                                                                                                                     
開催された国際社会フォーラム（the World Social Forum）時に設立され、フィリピンの NGO である IBON
代表者（Tony Tujan Jr.）が ISG の議長を務めていると示されている。加盟は全ての CSO に公開とされ

ており、Better Aid ウェブ上では 20 団体が示されている。ActionAid; Alliance 2015, Network of six 
European NGOs; ALOP, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción; ANND, Arab 
NGOs Network for Development; AWID, Assocation for Women’s Rights in Development; CCIC; Civicus; 
Concord; Eurodad; Ghana Forum on Aid Effectiveness; IBIS, Denmark; IBON Foundation, Philippines; 
Interaction, U.S.A.; International Trade Union Confederation; Reality of Aid; SEND Foundation, Ghana; 
Social Watch, International Network; Third World Network; UKAN, UK Aid Network; WIDE, 
<http://betteraid.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6> 

35 Advisory Group on Civil Society and Aid Effectiveness (2008). 
36
 この場には、日本の CSO から JANIC 政策アドバイザーの本田朋子及び遠藤衛が同席した。 
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 2-2-2. アクラ以降 

第 3 回アクラ閣僚級会議までは、後掲図１上段の関係図で示した通り、CSO 側の国際運

営グループと、公的援助グループのワーキングパーティとの間に、アドバイザリーグルー

プが存在し、CSO 側と公的援助グループ側両者の調整を行ったと言うことができる。アク

ラ会議が終了した後は、このアドバイザリーグループと国際運営グループの両方が役割を

終えて、現在ではベター・エイド（Better Aid）37とオープンフォーラム38へと発展的にが役

割が引き継がれている。ベター・エイドの役割は主にワーキングパーティ側との調整で、

オープンフォーラムは主にCSOの開発効果という議論についての取りまとめを行っている

と整理することができる 

オープンフォーラムは、世界の CSO から 25 団体がメンバーとなり、第 4 回ソウル閣僚

級会議に向けての様々な活動を展開している。オープンフォーラムの役割は、アクラ会議

までの各種コンサルテーション会議等から導かれた点から、主に次の 2 点があると見られ

る。一つは、AAA の策定に向けて CSO が主張した公的開発援助の改善に向けた各論点の

継続的な主張とアドボカシーを行うことである。二つめは、アクラ会議では議論されなか

った点で、CSO の効果に関する議論を CSO 内で議論を展開する点である。これのために

オープンフォーラムではツールキットを準備して、世界各地でのコンサルテーションでの

利用を促進している39。 

これに対して、ベター・エイドはワーキングパーティとの直接的な調整を行う役割を担

うようになっている。アクラまでの状況と大きく異なる点は、公的ドナーと途上国政府に

よって構成されるワーキングパーティに、正式なメンバーとして CSO の代表者が参加して

いるという点である。具体的には、ベター・エイドからワーキングパーティの執行委員会

（Executive Committee）にメンバーとして参加しているのである40。また、ワーキングパ

ーティ内の各種小部会においてCSO側関係者のリーダーシップが見られるようになってい

る。この観点からは、アクラ閣僚級会議以前に CSO/NGO はパリ宣言プロセスの部外者で

ありオブザーバーであった状況からは脱却し、パリ宣言プロセスに内部から影響を与えら

れるようになっている。パリ宣言プロセスへの市民参加という点が実現しているという点

                                                   
37 <http://www.betteraid.org/> 
38 <http://www.cso-effectiveness.org/> 
39 オープンフォーラムの基本的な役割は、CSO の開発効果と CSO への支援体制の拡充についての議論を

行うことなので、ソウル閣僚級会議での CSO 側事務局機能を担うかどうかは明確なわけではない。ベタ

ー・エイドはアクラにおいて各種調整を行ったので、ベター・エイドが CSO 側事務局機能を担う可能性

はあると考えられる。 
40 Better Aid の共同議長（Co-Chairs）であるトニー・トゥーハン（Tony Tujan）氏と セシル・アレマニー

（Cecilia Alemany）氏が執行委員として参加している。 
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で、CSO/NGO 側にとっては大きく期待できる状況だと言える。 

アクラ以降の CSO とワーキングパーティの関係を、図１下段に示した。そこで見られる

ように、これまでの国際運営グループとアドバイザリーグループの機能が、オープンフォ

ーラムとベター・エイドに引き継がれ、またワーキングパーティには CSO 側から関係者が

直接参加するようになった。オープンフォーラムとベター・エイドの役割分けとしては、

オープンフォーラムが主に CSO の援助効果・開発効果に関する議論の構築を担当し、ベタ

ー・エイドがワーキングパーティとの関係を直接に調整する役割を担っている。このよう

に、アクラ閣僚級会議を経た後に、パリ宣言プロセス自体の公開と市民参加がより深まっ

たと考えられ、ソウル閣僚級会議に向けて議論の一層の活発化が期待される。 

 

 2-3. CSO の開発効果の論点整理 

CSOはこれまで、パリ宣言プロセスに対してそれを改善するためのいくつかの重要な提

案を行ってきている。本節では、その中でもCSOが特に重要だと指摘している論点につい

て整理して紹介する。一つめは、CSO が「援助効果」でなく「開発効果」という言葉を使

うよう促進している理由について。二つめは、パリ宣言の 5原則に対するCSOの主張。そ

して三つめは、MDGsを含む広範な開発の実現にNGOが効果的に貢献するための援助シス

テムの課題についてである。 

 

 2-3-1. 「援助効果」から「開発効果」へ 

第4回ソウル閣僚級会議に向けてのCSOの活動の中心の一つとなっているオープンフォ

ーラムの名称を見ると、「援助効果（aid effectiveness）」ではなく「Open Forum for CSO 

Development Effectiveness」のように「開発効果（development effectiveness）」と呼んで

いる。では一体、何故 CSO は「援助効果」でなくわざわざ「開発効果」と呼び代えている

のであろうか。結論を先取りして説明するとすれば、CSO は、パリ宣言が限定的に示そう

としている「援助効果」の概念は最低限達成すべき指標には違いないが、そこに留まるべ

きではなく、むしろ貧しい人々にとっての正義と人権やエンパワメントを含む開発全体へ

の効果を目指すべき、つまり「開発効果」を目指すべきだと訴えているのである。以下、

その議論を概観してみる。 

アクラ会議に向けた CSO のポジション・ペーパーでも示されているが、CSO による主

張の一つは、パリ宣言の指標自体が、限定的な援助資源の効率的な利用という技術的な側

面に矮小化されているとの懸念をCSOは持っており、パリ宣言のオーナーシップ原則を突

き詰めれば「真のオーナーシップに基づいた説明責任のある援助関係とは、民主主義と、

それらの権利を要求する貧しく社会から阻害された人々のエンパワメントを支援すること
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である」ということを CSO は主張している（国際運営グループ、2008, p.3）。簡単に言え

ば、単なる物質的・金銭的な生活条件の改善だけを意味するのでなく、貧しい状況に置か

れた人々の権利とエンパワメントを実現するために援助は貢献すべきだとCSOは主張して

いる。アドバイザリーグループのペーパーでは援助の意味について同じく次のように述べ

ている。「援助は、貧困者のために存在する「公共財」だと理解されるべきである。この

観点からは、援助の提供（aid delivery）は、「人間とコミュニティの自由な人道的開発を

促す条件」となる正義と人権を実現する真の道具となるときに、初めて効果をあげるもの

である」41と指摘している。この見解は、アクラ閣僚級会議に至るまでに世界中で行われた

CSO によるコンサルテーションを通じて形成されてきた理解であり、援助は社会的な正義

や人権という問題と無関係であってはならないという CSO の問題意識を示している。国際

運営グループのポジション・ペーパーでは、「あるドナーは、パリ・アジェンダを援助フロ

ーの管理や、取引コストの低下など、テクニカルなプロセスにとどめて、変革への多くの

責任を受け取り国に押しつけようと試みている。しかし、援助システムの改革は「中立的」

な技術プロセスではありえない」（国際運営グループ、p.3）と述べており、一部のドナーの

姿勢に疑問を投げかけている。このような議論に見られるように、CSO は、パリ宣言が限

定的に示そうとしている「援助効果」の概念に留まるべきではなく、公共財としての援助

は、貧しい人々にとっての正義と人権を含む開発全体へ効果を与えるべきだと訴えている。

つまり、MDGs の単純な実現ということに留まらず、より広い意味での人間開発に援助は

資するべきだという主張だと言い換えられよう。そしてこの意味での「開発効果」を CSO

は追求するべきだと主張している。これは、パリ宣言で指摘している「援助効果」を否定

するものではなく、「それだけでは不足である」と CSO は主張しているのである。アドバ

イザリーグループのペーパー42及び国際運営グループのポジション・ペーパー（国際運営グ

ループ、2008, p.3）でも、パリ宣言が既存の公的開発援助（ODA）の改革にとって重要な

意味があることは認めているが、開発途上国における貧困削減に真に寄与するためには、

社会正義と人々の権利、そして民主主義といった価値を含んだ概念としての「開発効果」

を目指す必要があると主張している。「Open Forum for CSO Development Effectiveness」

という名称となっている背景には、このような CSO の主張があるのである43。 

                                                   
41 Advisory Group on Civil Society and Aid Effectiveness (2008a), p.3, Para12 in Introduction. 
42 Advisory Group on Civil Society and Aid Effectiveness (2008a), p.3, Para12 in Introduction. 
43日本政府は同様に、援助効果でなく開発効果又開発成果が重要であると主張しているが、アクラ閣僚級

会議に向けて NGO と政府の間で 2008 年に行われた援助効果に関する意見交換会での議論（JANIC ウェ

ブ<http://www.janic.org/activ/activsuggestion/supporteffect/janic/index.php>）を行う中で得られてきた理

解等からは、CSO が訴えている「開発効果」という言葉の意味とは日本政府の意図は異なるように観察

される。その理由は、例えば政府開発援助に関する中期計画の中で「MDGs は、多くが教育・保健とい

った社会セクターに関する目標である。同時に、東アジアにおける開発の経験が示すとおり、持続的な

経済成長は貧困削減のための必要条件である。したがって、経済・社会の両側面から包括的に貧困削減
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現在では、CSO が自らの効果を考える時には、開発全般を実現することを念頭に置いた

中での効果を指すという意味から、「CSO/NGO の開発効果」という表現を使っている。 

 

 2-3-2. パリ宣言の 5 原則に対する CSO の見解 

本論の「2-1-1. パリ宣言」の中でも説明したが、主に公的開発援助（ODA）の改革を念

頭に置いているパリ宣言は、5 つの原則を示している。それぞれは、オーナーシップ、整

合性（アラインメント）、調和化（協調とハーモナイゼーション）、相互説明責任、そし

て成果マネジメントである。以下、パリ宣言の５原則についての CSO の考え方について、

国際運営グループ（2008）とアドバイザリーグループ（Advisory Group on Civil Society and 

Aid Effectiveness, 2008a, 2008b）による文書をそれぞれ参考にしながら紹介する。 

まずオーナーシップに関して CSO が主張している論点としては、オーナーシップをよ

り広い意味で解釈するべきだということである。すなわち、被援助国政府のオーナーシッ

プの尊重だけではなく、被援助国の議会、地方自治体、コミュニティ、CSO のオーナーシ

ップも尊重するべきだという。また、マクロレベルでの国家開発戦略だけではなく、それ

よりも下位の政策レベルで行われるプログラムの形成と実施等においても、援助を受け取

る側のオーナーシップを尊重をすべきだと主張している（国際運営グループ、2008, p.4）。

民主的なオーナーシップは極めて重要な考え方であるが、一方で多くの途上得国では国内

の政治状況から十分に民主主義的な制度が存在していない場合がある。そのような状況下

では、市民社会の能力強化と市民社会による人々の声の掘り起こしが非常に重要だと指摘

し、途上国の CSO/NGO 支援が民主的オーナーシップの確立にとって重要な要素であると

指摘している（Advisory Group on Civil Society and Aid Effectiveness、2008a, pp.13-14）。 

整合性（アライメント）に関しての CSO の主張は、途上国政府による開発戦略は全ての

貧困者のニーズを含むものではないため、援助の全てを中央政府の優先順位に整合させる

ことによって取りこぼされる側面や支援を受けられなくなる貧困者が増大することを懸念

                                                                                                                                                     
の達成を目指すことが必要である」（外務省、2010, p.162）と述べているように、日本政府は工業化を

通じた経済成長によって MDGs は実現されると考えていると見られる。この観点から、日本政府の主張

は、パリ宣言に見られるような狭い援助技術論に拘るよりも、経済成長を重視した「開発効果」を目指

すべきだと議論しているように見受けられる。一方、CSO の指摘は、パリ宣言が狭い技術論に陥ってい

ると述べており、この点で日本政府の主張と共通している。しかし同時に、NGOは、ドナーにはパリ宣

言指標の遵守と更に前向きな ODA 改革を求めている。この点について、AAA でも示されている援助の

更なるアンタイド化への取り組み（AAA, パラ 18）や、途上国の財政システムを通じた援助を増大させる

取り組み（AAA, パラ 15e）等、パリ宣言を前向きに捉えて実践していくという方向性は、現在の日本政

府の ODA 改革には乏しい。また CSO は、社会公正や人権、また貧困者のエンパワメントといった点を

配慮するよう求めており、例えば市民社会への支援ということによってこれが実現されると考えられる

が、日本政府による NGO 支援は、本イシューペーパー3-1-1.でも見るように先進国の中では充実してい

るとは言い難い。従って、CSO の議論と日本政府の議論は、パリ宣言の限界について見解は一致してい

るものの、それをどう乗り越えていくのかの視点では大きく異なっているものと言えよう。 
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している。また、パリ宣言の整合性の原則を CSO にあてはめようとして CSO の活動を制

限することによって、CSO の多様性や革新性という側面が損なわれることがあってはなら

ないと主張する。更に CSO は、すべての援助が、中央政府だけでなく、地域のカウンター

パートが決める事業実施等における優先順位に合わせるべきだという点をドナーに求めつ

つ、更に女性の権利を含む国際的な人権規約を重要な基準とするべきだと主張する。また

取りこぼされている貧困者の声を反映するために、途上国の CSO が大きな役割を果たすこ

とができると指摘している。（ibid, pp.14-15）。 

調和化（協調とハーモナイゼーション）に関しては、調和化をただ厳格に CSO に適用す

るのではなく、CSO の多様性や新たな方法論に挑戦する革新性等を尊重しつつ、役割分担

をして協力する「バランスのとれた」アプローチを適用するべきだと主張している（Advisory 

Group on Civil Society and Aid Effectiveness, 2008b, p.2, p.14）。特に、セクターワイドア

プローチ（SWAps）については、近年、ドナーと CSO の協力構築に向けた関心が高まって

おり、CSO がセクターワイドアプローチの活動に積極的に参加できるようになることは重

要だと指摘している（ibid, p.14）。一方で、このような活動は主に能力の高い南北の大手

NGO/CSO が関与する傾向があり、地方で活動する小規模な NGO/CSO が除外される危険

があると指摘している。従って、ドナーと CSO の協力は促進しつつも、そこから取りこぼ

される組織について目配りをした調和化の仕組みについて柔軟な姿勢で構築する必要性を

指摘している（Advisory Group on Civil Society and Aid Effectiveness, 2008a, pp.15-16）。 

相互説明責任については、ドナーと途上国政府の各種の情報の透明性を高め、また情報

発信の時期が遅れずに適切な時期に行うよう求めている。また政府機関が成果に関する説

明責任を果たす上で、CSO はそれを監視するという観点から重要な役割を果たしている。

問題は、援助を受け取る受益者が適切にそれらの情報を受け取り、その後の評価等に参加

できるような仕組みを構築することだと指摘している（ibid, pp.17）。 

成果マネジメントに関しては、質と参加型アプローチをより重視し、社会変化を指標に

入れていくべきだと主張している。具体的には、人権の改善、民主的な実践、ジェンダー

平等、援助の受益者に対する説明責任などである。これによって、これまでの数量的な評

価から、より質的な評価を行うように、評価のあり方を転換していく必要があることを指

摘している。また、成果等の情報について公開性があること、透明性があること、情報へ

のアクセスが確保されることを求めている（Advisory Group on Civil Society and Aid 

Effectiveness, 2008b, p.3）。 

 

 2-3-3. CSO が効果的に開発に貢献するための課題 

以上の論点に加え、CSO にとっての課題は、CSO が活動しやすい環境づくり（Enabling 
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Environment）という点である。 

CSO の活動における効果は、CSO の支援者、政府の政策や行動、公的ドナー、他の

CSO 等に左右されるものである。したがって、CSO の活動における効果は、これらのア

クターが共同責任を負うとの考えを持つべきであり、またCSO自身も社会全体に自らの説

明責任を示すことで、それらが総体として CSO が活動しやすい環境をつくるべきであると

いうのが、CSO の主張である（Advisory Group on Civil Society and Aid Effectiveness, 

2008b, p.17）。CSO が活動しやすくする環境は国によって異なるが、例えば、国内の規則

や法環境、政府及びドナーがCSOを積極的に受け入れる関係かどうか、提供される情報の

透明性と説明責任、そしてCSO自身の評価・説明責任そして協力の全体的なしくみ、とい

ったことが関係すると指摘している（ibid, p.3）。その中でも、CSO への資金提供は重要な

点である。CSO の効果は、政府から CSO への支援であれ、「北」の CSO から「南」の

CSO への支援であれ、資金獲得の状態と付与条件によって大きな影響を受ける。従って、

パリ宣言原則に準拠して、援助受け取り国側の関係者やCSOの政策やニーズに合った形で

の資金提供が行われ、またCSOの能力が向上するような資金提供が行われるようになるべ

きだと求めている（ibid, p.3, p.19）。 

次に、援助における新しいアプローチを考えていく必要性である。CSO の活動に対する

支援は現在、プロジェクト支援に偏っているのが現状である。それに対して、プログラム

ベースの支援を積極的に採用して、コア・バジェット（Core Budget）と呼ばれる中心的な

CSO/NGO 組織自体の運営経費を支援すべきであり、また途上国の市民社会の育成を包括

的に行うなどの新しいアプローチを検討していくべきだと CSO は主張している（ibid, 

p.3）。 

最後に、先進国と途上国のパートナーシップについてである。CSO の活動の効果は、

CSO 間のパートナーシップにも影響を受けると考えられる。「先進国」と「途上国」の CSO

がそれぞれの長所を活かして役割分担と調整を行い「途上国」の地域における「途上国」

の CSO の役割を強化していくべきだと指摘している（ibid, pp.3-4）。 

 

 2-4. 事例研究：イギリスの CSO と開発効果 

前節までは、世界的な ODA の援助効果に関する議論と、CSO の開発効果の議論につい

てそれぞれの動向と共に紹介した。一方、各国においてはそれぞれ CSO が自国の状況に応

じて ODA の援助効果に関する取り組みと、また CSO 自身の開発効果に関する取り組みを

行っている。JANIC はイギリスのネットワーク NGO である BOND（ボンド）の協力を受

け、2009 年 12月に職員 1 名をイギリスに 1週間派遣した。目的は、イギリスの NGOの開

発効果に関する取り組みと、ODA の援助効果向上に向けた提言活動を学び、日本の NGO
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の参考にするためである。以下、その概要について報告する。 

 

 2-4-1. 政府の ODA の援助効果に対するアドボカシーについて 

イギリス政府による ODA の援助効果に対するアドボカシー活動に関して、イギリスの

NGO（BOND、UK Aid Network、Publish What You Fund、WaterAid）から聞き取りを行っ

た。 

 

イギリス NGO の対 ODA アドボカシーの構成と戦略 

イギリスのODAの援助効果向上に関するNGOのアドボカシー活動では、2004年に設立

された UK Aid Network（以下、UKAN）が中心的な役割を果たしている。現在、37 団体が

メンバーとして加盟しており、ActionAid内に事務所を設けている44。年間約60,000ポンド

（約 800 万円）の財政規模であり、2 名の職員が担当している。提言活動における議題設定

等会議の準備はアドボカシーの専門性と能力が高いメンバーで構成される運営委員会が担

っており、現在は Action Aid UK、BOND、Oxfam、World Vision UK、WaterAid、Publish  

What You Fund、CAFOD、Care International UK、ONE、One World Action の 10 団体 10

名が担当している。 

2009 年-2011 年の戦略において UKAN が重要視している点として、イギリスの援助の量

と質の問題を指摘している45。援助の増額に関しては、イギリス政府が 2013 年までに GNI

の 0.7%を ODA に拠出するという約束（但し債務の免除額を除く）を守るよう働きかけて

いる。一方で援助の質の向上についてはイギリス政府によるパリ宣言及びアクラ行動計画

（AAA）を適切に実施するよう注視している。また一般財政支援やプログラム支援、コン

ディショナリティ、評価、技術支援、透明性、オルタナティブな援助モダリティの活用等

についても議論をしている。なお UKAN は、BOND と緊密な連携をしながら国際的な提言

活動も行っており、BetterAid 46のポリシー・グループとして活動するとともに、

CONCORD が発行している AidWatch47の執筆も担当している。 

 

イギリス NGO が見たパリ宣言の課題 

UKAN のコーディネーターのギデオン・ロビノヴィッツ（Gideon Rabinowitz）氏に 2011

                                                   
44 UKAN は、Make Poverty History キャンペーンの流れの中で設立された組織。当初は Make Poverty 

History の事務局を担当していた BOND の組織内に事務所を構えていた。 
45 UKAN の 2009 年-2011 年の戦略は次の URL を参照のこと。<http://www.ukan.org.uk/index.php?id=51> 
46 BetterAid については、次の URL を参照のこと。<http://www.betteraid.org/> 
47 Aidwatch はヨーロッパのネットワーク NGO である CONCORD が主導している活動のことで、EU や EU
のメンバー国の ODA 量や質についてモニターし、毎年レポートを発行している。詳細は CONCORD の

ウェブサイトを参照。<http://www.concordeurope.org/Public/Page.php?ID=25122> 
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年以後のポスト・パリ宣言のビジョンについて聞いたところ、「パリ宣言はドナーによっ

てつくられたものであり途上国の CSO/市民の視点が弱いこと、また援助の質に関するす

べてのイシューを網羅していないことが問題。例えば、パリ宣言にはひも付き援助や相互

アカウンタビリティ、技術支援に関する明確な指標がない。またアクター間による役割分

担48（Division of Labour）はパリ宣言の本文には見られるがパリ宣言指標には含まれていな

いイシューであり、援助の予測可能性49という考えは理想的すぎるという考え方もできる。

ポスト・パリ宣言については、途上国社会と一緒に議論してつくっていく必要がある」と

述べていた。 

 

ODA の透明性向上についての国際的キャンペーンをリード 

援助の透明性の問題に関しては、Publish What You Fund（以下 PWYF）が中心的な役割

を担っている。PWYF は援助の透明性に関する国際的なキャンペーンを担う組織として

2008 年に設立された。事務局長のカリン・クリスチャンセン（Karin Christiansen）氏は、

「（BOND や UKAN など、ODA アドボカシーに関する既存のネットワークがあるのにも関

わらず）他の NGO から独立して PWYF を立ち上げた理由は、援助の透明性は 100％の力

で、フルタイムのスタッフが取り組むべき重要な問題だからである。もし大きなネットワ

ーク NGO のもとで援助の透明性について扱うと、援助全体の議論の中では、援助の透明

                                                   
48 役割分担（又は、分業）とは、援助を提供するドナーの数を減らすことで、援助の調整にかかる取引費

用を引き下げて、援助受け取り国政府の負担を軽減しようという考えを指している。これは、援助の集

中砲火（Aid Bombardment）と呼ばれる状況を回避するための一つの重要な方法論として提起されてい

る。援助の集中砲火とは、高橋（2001, p.13）によれば「援助対象国政府の乏しい援助吸収資源（経常予

算や人材など）に対して吸収不可能なまでに過剰な外国援助が集中し、結果として援助全体の実効性を

上げられない状態」を指す。近年のセクターワイドアプローチによって、ドナープロジェクトが氾濫す

るという状況は低下したとしても、ドナーの数は減らないために、結果として援助受け取り国政府は大

勢のドナーを相手に政策の形成やセクタープログラムの執行を行わなければならない。そのため、その

分野で特に知識や経験の豊富な少数のドナーを絞り込んで、セクターワイドアプローチに参加するドナ

ーの数を物理的に減らすことで、援助受け取り国政府の負担を減らし、より重要な業務を途上国政府が

行えるようにしようという考えである。ヨーロッパのドナー国では、全ての援助活動に担当者を置けな

い場合は、資金だけ出して他のヨーロッパ政府関係者に調整を任せるということが実際に行われており、

主にヨーロッパのドナーでは役割分担に抵抗感は少ない。しかし、援助の外交プレゼンスとしての意味

を強調するようなドナーは、資金だけ出して中身の調整は他のドナーに任せるということは全く問題外

の議論となってしまう。日本政府は、援助の役割分担に関して、欧州ドナーとは異なるスタンスだと表

明している。2008 年の外務省と NGO の援助効果に関する意見交換会第２回（2008 年 7 月 18 日）議事

録<http://www.janic.org/activ/activsuggestion/supporteffect/janic/index.php>参照。 
49 援助の予測可能性（predictability）とは、ドナーが被援助国に対して次の数年間の援助予定額をできる限

り全て知らせ、被援助国政府の政府予算に援助の額を適切に組み込むことを目指すことである。アフリ

カに見られる開発途上国では税収が少なく政府の経常予算が不足しているために、教員や保健所職員の

給与が払えず、また教科書や医薬品等の物品が購入できずに、住民への福祉が悪化している。それを防

ぐのは、援助ドナーが途上国政府の経常予算を支援することであり、またそれをできる限り数年後の予

定まで知らせることで、途上国政府の財政の計画性が高まり、貧困削減に効果を上げるものと考えられ

ている。これと同じく重視されているのは、途上国政府による徴税能力を高めて、援助ドナーから受け

取る援助の割合を段階的に減らしていけるようにすることである。 
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性の議論はマイナーなイシューとして位置づけられてしまい、十分に取り組めないから」

だという。 

 

イギリスの NGO から日本の NGO へのアドバイス 

ヒアリングをしたBOND、UKAN、PWYF、WaterAidの 4団体から、日本のODAに関す

る NGO のアドボカシー活動については次のような助言を受けた。それは、「日本の ODA

に関する日本の NGO の評価を、日本の NGO はもっと国際的に発信するべきである」とい

うことで、4 つの NGO から共通して指摘された。具体的には、先述した AidWatch と同じ

フォーマットで、日本の ODA に関するレポートを JANIC が執筆するべきであり、そうす

れば日本の ODA の問題点が定量的・定性的に諸外国の CSO にも理解してもらえるとの助

言を受けた。それが可能になれば、毎年 5 月に行われる Aid Watch の共同記者会見のとき

に日本に関する報告も同時に発表できて、世界のマスコミに対してより強く訴えることが

できると考えられる。同様に、PWYF の援助の透明性に関する報告書に、JANIC も日本の

ODA の透明性に関して執筆してほしいという助言や、JANIC が CONCORD とコンタクト

を緊密にし、また Better Aid のメーリングリストに参加することで、より多くの情報が共

有できるようになるという助言も受けた。 

これと同時に、日本政府の ODA の課題について、次のような指摘を受けた。PWYF のク

リスチャンセン氏は「日本政府は援助効果向上の議論にあまり積極的ではないが、日本政

府がアフリカで支援をするならば、パリ宣言の原則を守るべき。日本政府は、援助の予測

可能性は開発途上国の自立を妨げると主張しているようだが、アフリカは既に援助に依存

している。こうした状況の中で、いかに効果的な支援をするかということが大事だ」と述

べた。またWaterAidの政策担当者は、イギリスのODAと日本のODAの比較に関して次の

ように述べていた。「DFID は各地域事務所への分権化がかなり進んでいるので、援助効果

向上に取り組みやすい。一方、日本の ODA では現場や現地事務所への権限委譲が少ない

（全て本部で意志決定を行い、同時に外務省の権限が大き過ぎる）ため、現場で判断して

最良の取り組みを行おうと思っても、取組めないのではないか」と述べていた。すなわち、

日本のODAの援助効果向上のためには、現地への権限委譲を含めた援助の実施体制そのも

のについてアドボカシー活動をする必要があると解釈できる。 

 

日英 NGO の活動状況の違いと、そこから見た日本の NGO の課題 

他方、NGO による提言内容の質の向上及びアドボカシー活動への NGO の参加促進、ま

た政府と NGO のより良いパートナーシップの築き方については、日本の NGO とイギリス

の NGO の状況や文化があまりにも異なるために、今回の調査では有益な助言を得ること
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はできなかった。前者については、日本の場合、アドボカシー活動に従事している NGO

の絶対数が少なく、アドボカシーの経験も浅いため、政府との重要な会合における NGO

の提言内容の質の向上をはかっていくことが重要な課題となる。一方で、イギリスの NGO

はアドボカシー能力が高い団体が多いため、NGO の提言内容の質の向上については問題視

されていないようだった。BOND の政策マネージャーのグレン・ターマン（Glen Tarman）

氏への聞き取りによると、イギリスではアドボカシー活動の中心を担う NGO は、その

NGO の能力と専門性に応じて、自然と決まってくるという。例えば、DFID との重要な会

議における NGO 側の発言者の選定は以下のようなプロセスをとるという。「まずは、

UKAN が DIFD との会議を設定し、BOND のメンバーNGO などに広く会議への参加を呼び

かける。そのうえで、NGO 側で議論し、議論するトピックに関する高い専門性と能力を持

つ NGO を発言者として選んでいる」ということだ。後者については、DFID とイギリスの

NGO は、信頼に基づいた成熟した関係を既に築いている。一方で、日本の NGO の提言活

動においては、NGO の提言能力の向上と、政府と NGO のパートナーシップを築くことが

重要なイシューであると考えられる。 

 

 2-4-2. イギリスの NGO の開発効果について 

イギリスにおける NGO の開発効果の取り組みについては、次の各団体（BOND、NIDOS、

One World Trust、Keystone、ChristianAid、VSO）から聞き取りを行った。 

 

イギリスにおける NGO の開発効果普及活動 

BOND には、貧困・開発分野で活動する 333 団体もの NGO が加盟しており、NGO の提

言活動の促進や組織基盤強化のための活動を行っている。そして BOND がイギリス国際開

発省（DFID）の支援を受けて 2009 年から新しくスタートさせたのが、「NGO の効果向上

プログラム（Effectiveness Program）」だ。この事業では、BOND に加盟する NGO の活動

をより一層改善することを目的に、（１）NGO の開発効果に関する枠組みの作成、（２）

様々なステークホルダーとのパートナーシップ改善のための好例の収集と分析、（３）健

全な組織文化を醸成するための支援、などを行っている。「NGO の開発効果」を語る上で

は、途上国の住民の権利を尊重した支援を行い、受益者への説明責任を果たすことが重要

だと BOND は指摘している。さらに、健全な組織運営や適切な会計業務、情報公開を行う

こと、「南」の NGO とより良いパートナーシップを築くことなど、NGO が活動する上で

必要な様々な要素が含まれている。 

しかしながら、NGO の開発効果についてはイギリスにおいても議論の途上であり、明

確に定義することは難しい。BOND でも NGO の開発効果に関する枠組みづくりは始まっ
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たばかりであり、枠組みの設定に当たっては、NGO の多様性や各 NGO の価値を尊重する

必要があるとしている。キー・ストーン（Key Stone）のアレックス・ジェイコブ（Alex 

Jacobs）氏（BOND の理事）は、「地域の人たち、受益者の声を聞くことが NGO の開発

効果を語る上でもっとも重要な要素」と述べている。また、BOND の事務局長のニック・

ローゼルベア（Nick Roserveare）氏は、「NGO の開発効果の枠組みにどのような要素を含

むべきかについては、メンバー団体と十分に議論する必要があるため、BOND ではメンバ

ー団体の多くが加盟するワーキング・グループを結成して取り組んでいる」と述べていた。

また、スコットランドのネットワーク NGO である NIDOS（ニドス）とも連携しており、

BOND のメンバー団体以外の NGO にも働きかけを行う予定だという。 

イギリスには NGO の開発効果向上に資する様々なツールやイニシアティブがあるもの

の50、小規模の NGO は十分利用していないのではないかという課題があるという。組織的

なキャパシティが限られている NGO に対しては、ツールを紹介したり、コンサルティン

グ・サービスを提供しても、継続して使ってもらうことが難しいという。この点では、イ

ギリスの NGO も日本の NGO と同じ課題を抱えていると言える。 

 

イギリスの NGO による国際的な議論への関わり 

このように BOND を中心とした各団体が NGO の開発効果の向上に熱心に取り組んでい

るものの、国際的な動きであるオープンフォーラム（Open Forum for CSO Development 

Effectiveness）には、これまであまり積極的には関与してこなかったという。その理由は、

イギリスの NGO では、既に NGO の質の向上を目的とした取り組みが活発に行われていた

ので、キャパシティが限られている中、国際的な議論に貢献するという意味でのプライオ

リティを置きづらかったからだという。具体的には、（１）BOND のメンバー団体の質の

向上のためのワーキング・グループ（Quality Group）の活動、（２）Key Stone や One World 

Trust など、組織基盤強化のコンサルーションや調査を専門とした団体による各 NGO への

サービスの提供、（３）ActionAid の ALPS51や VSO の Quality Framework52など、各団体が

独自に開発した、効果向上のための枠組みやツールが既にあり、オープンフォーラムにツ

ール面で依存する必要性が低いと感じていた。 

                                                   
50  One World Trust と World Vision がまとめた“Responding to NGO Development Effectiveness€35にイギリ

スを含めた各国のツールやイニシアティブの一覧が紹介されている。
<http://www.oneworldtrust.org/csoproject/images/documents/Responding-to-NGO-Development-Effectiv
eness-Initiatives-OWT-WV-122-2009.pdf> 

51 Accountability Learning and Planning System (ALPS)は、コミュニティと現地のパートナー団体が、

ActionAid のプログラムの全ての局面（計画、予算、モニタリング、レビュー）において、関与するため

の枠組みを提示している。ActionAid のサイトで閲覧可能。 
52 BOND の Quality Group のウェブサイトで詳しく紹介されている。

<http://quality.bond.org.uk/index.php?title=VSO%27s_Quality_Framework> 
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さらに、BONDのメンバー団体の中にはオープンフォーラムがリードする国際的なCSO

の開発効果の議論に懸念を示す NGO もいるという。インタビューした複数の団体からは、

次のような懸念が聞かれた。「オープンフォーラムの動きは今のところ遅いが、今後、動

きが拙速にならないか懸念している。NGO の開発効果を語る上では、各国の NGO の状況

や、各 NGO の価値や多様性を尊重することが欠かせない。全世界の CSO 共通で『CSO の

開発効果』の画一的な枠組みを作成することは難しい」という指摘である。このような中、

BOND が効果向上プログラム（Effectiveness Program）を立ち上げることができて対応で

きる体制が整ってきたので、今後はオープンフォーラムの議論にも関与していきたいとい

うことであった。 

 

援助効果普及に関する日本の NGO への助言 

BOND の効果向上プログラムの責任者であるジュリアン・スロデッキ（Julian Srodecki）

氏からは、日本の NGO の開発効果向上のために JANIC が取り組むべきこととして、以下

の2点について助言を受けた。第一に、JANICは日本のNGOの「活動しやすい環境（Enable 

Environment）の醸成」のために、ドナーに対するアドボカシーを強化するべきだという点

である。BOND ではドナー・アドボカシーのワーキング・グループの活動を活発に行って

おり、150 団体の会員団体が参加している。例えば DFID には、PPA（Partnership 

Programme Agreements）という包括的な資金供与スキームがあるが53、PPA の今後のあり

方について活発な議論を行っているという。第二に、JANIC の「アカウンタビリティ・セ

ルフ・チェック 2008」は画期的な取り組みだが、受益者へのアカウンタビリティ確保とい

う視点でのチェック・リストを加えるべきだという助言を得た。 

 

                                                   
53  PPA では、事業の目的及び概要を DFID と CSO が合意することで、詳細な指標や資金使途を限定せず

に CSO の支援を戦略的に行っている。詳しくは DFID のウェブサイトを参照のこと。
<http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications/ppa/add-ppa-2008-11.pdf> 
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 3. 日本の国際協力 NGO と開発効果 
本章においては、日本における国際協力 NGO と開発効果について検討する。まず、日

本国内において一般的に見られる NGO を取り巻く環境について概観する。次に、日本に

おけるODAの援助効果向上のための取り組みの現状を示す。そして最後に、日本における

NGO の開発効果向上に関する取り組みの現状を提示する。 

 

 3-1. 日本のＮＧＯを取り巻く環境 

日本の NGO を取り巻く環境を検討するうえでは、財政・組織状況に関する側面と、日本

の NGO が行ってきた事業活動に関する側面の大きく二つがあると考えられる。以下に、そ

れぞれについて検討する。 

 

 3-1-1. 財政・組織状況に関する側面 

市民による NGO 支援 

日本における NGO を取り巻く環境は、欧米先進国におけるそれと比較して、独特なも

のがあることが知られている。一つは、民間で公的な事業を行うNPOに対する国民一人当

たりの寄付金額が、欧米のそれと比較してかなり少ないということである。日本の場合、

個人の年間寄付総額は約 1,476 億円であり、一人当たりでは約 1,159 円である。他方で、ア

メリカの個人の年間寄付総額は約 22 兆 4,669 億円で一人当たりでは約 76,671 円、イギリ

スは約 1兆 285億円で一人当たりでは約17,065円となっている（山内・田中・河井編、2007）。

このように日本において市民からの寄付額が低い理由は、寄付に対する免税措置等におい

て日本では納税者に有利な状況になっていないことが一つの重要な点として挙げられてい

る（ペッカネン、2008, pp.91-96）。1998 年には NPO 法が制定されて、NGO の設立には

好ましい環境が見られるようになったが54、寄付金への免税措置についてはなかなか進捗し

ていない。そのため、2009 年に政権に就いた民主党は、現在、「新しい公共」という概念

の下で市民の公的活動を活発化させるための一つの方策として、NPO 法人への寄付に対す

る免税措置の拡大を検討している。 

                                                   
54日本の市民社会を研究したペッカネン（2008）によれば、明治時代に作られた民法（1896 年に公布され

た民法 34 条）が、当時の日本政府の政治的な意志として営利団体の設立を容易にする一方で、社会的な

課題について取り組む社会団体の設立を困難にするよう作られたと分析している（ibid, p. 76, p.110）。

これは、民法 35条が営利法人の設立を規定していながら、民法 34条では非営利法人の設立は規定せず、

その代わり公益法人に関して非常に抑制的なカテゴリーを定めているという。そのため、非営利団体で

あるが公益団体ではない組織は法人化できないという状況を作ってきたという。この問題を解消するた

めに 1998 年に NPO 法が設立されたと指摘している。これとは別に、日本国憲法第 89 条は、公の支配に

属しない民間組織に対する公的資金の提供を禁止しており、市民社会団体が財政的に強固な基盤を持つ

ことを妨げているが、ペッカネンはその解釈は一定でないとも指摘している（ibid, p.97）。本イシュー

ペーパーは NGO の開発効果を考察するものなので、法律問題はここに紹介するのに留める。 
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一方で、海外の貧困の問題について市民がどれだけの関心を持っているかは、市民が

NGO に寄付を行う際の決定に影響を与えると考えられるが、これには教育の問題が影響し

ていると考えられる。日本においては、貧困の問題について系統立てて伝える開発教育が

学校教育の中ではほとんど行われず55、「貧しいのは本人の責任」という自己責任論が根強

く56、緊急援助での支援には積極的でも、海外において恒常的に貧困状態に置かれている

人びとへの継続的な支援に対しては否定的な意見も見られる。同時に、著名人による国連

の活動への支援広報では、多額の寄付金が集められているという現状から、広報のあり方

で多くの寄付金を集められる可能性はあるものの、上記のようにNPOに対する寄付への免

税措置が著しく限定的であるということから、十分に可能性が開かれているわけではな

い。 

 

政府や財団等から NGO への支援 

政府から NGO への各種助成金や補助金については、日本国内のこれまでの経緯から考

えれば、NGO 関係者による政府への粘り強い要望と交渉を経ることで、近年、政府から NGO

への補助金の額や種類が充実してきたことは特筆すべき好例である。これまでに見られた

NGO への資金的支援制度の状況としては、緊急援助活動において、ジャパン・プラットフ

ォーム等に代表される団体の活動を通じて、日本の NGO に対する比較的充実した金額の

支援が実現されるようになってきた。また開発事業における外務省の支援スキームである

日本 NGO 連携無償資金協力や、JICA の支援スキームである草の根技術協力も、スキーム

の改善がされつつあり、増額の傾向にある57。 

しかし一方で、諸外国の NGO 支援の状況と比較した場合に、日本の置かれた状況が依然

として不十分であることが見て取れる。例えば、DAC 諸国の援助実績の中で、ODA に占め

る NGO 補助金の割合を見ると、DAC 平均が 2006 年及び 2007 年でそれぞれ 2.0%、2.4%

のところ、日本の DOA では 0.9%、1.5%となっている。これに対して、イギリスは 2.9%、

6.8%、デンマークは 5.4%、6.3%、アイルランドは 9.8%、11.0%、オランダは 17.9%、13.9%

                                                   
55 文部科学省が行う国際理解教育は、国際社会に日本人がより良く対応することを目的としており、開発

の問題を積極的に取り扱いものではない。これに対して、外務省や JICA が行う開発教育は、ODA 広報

の域を出るものではない。一方、日本では（特活）開発教育協会（DEAR）や、他の多くの NGO が、市

民主体の開発教育の推進を掲げて、開発教育を展開している。<http://www.dear.or.jp>にて、DEAR にお

いて展開している開発教育の状況を知ることができる。 
56 湯浅（2008）や貧困研究会（2009）等の日本の貧困問題の研究で、日本社会の問題として提起されてい

る。 
57 近年、外務省や JICA は、NGO の能力強化のための事業に力を入れ始めている。外務省の NGO 活動環

境整備事業について、詳しくは次のウェブサイトを参照のこと。

<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/kankyo.html> JICA の NGO 支援について

は次のウェブサイトを参照のこと。<http://www.jica.go.jp/partner/ngo/index.html> 
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となっており（外務省、2010a、p.184）、日本の NGO への ODA からの補助金は日本の国

力に比してもかなり低いと考えられる。また、政府による NGO 支援の形態は、基本的にプ

ロジェクトへの支援が中心であり、政府が振興したいと考える施策の活動費への補助を行

うことが基本的な考え方である。また手続きにおいて複雑でありマイクロマネジメント的

性格が強い。スキームによる補助金の提供という形の NGO 支援は、日本において短期的に

この範疇を越えることはできないにしても、長期的な視点に立って NGO 支援のあり方を構

想するのであれば、政府が NGO を対等なパートナーとして開発事業の担い手だということ

をより強く認識し、一層柔軟な資金提供方法を実現することが求められる58。 

同時に、日本の民間財団やその他の助成団体の多くも、政府による助成金や補助金のあ

り方と方法論や具体的な資金拠出方法が似通っている59。そのため日本においては、NGO

の全般的な能力向上に必要な財政的な収入は、公的資金や民間資金のどちらの助成金等に

よっても確保することが難しい。一方で、上記のように、市民が NPO や NGO に寄付する

うえでの障害があることや市民が途上国の貧困問題について適切に学ぶ機会が少ないとい

う問題から、一般の寄付金を得ることも困難な場合が多い。 

 

日本の NGO の組織状況 

このような環境下にある日本の NGO の特徴は、各団体の規模が欧米と比較して相当小

さいということである。近年大きな規模の NGO もいくつか現れ始めているが、日本の主

要な国際協力 NGO、275 団体の内、61%が年間の財政規模が 2000 万円以下であり（国際

協力 NGO センター、2007a）、そうした NGO は有給専任職員を複数名雇用すること自体

が困難な状態である。山内（1997）によれば、6 人以上の職員を抱えているのは日本の市

民社会団体の 4152 団体うちの 1.6%しかなく（ibid, p.212）、常勤の有給職員の平均はわず

か 0.5 人しかいないという（ibid, p.220）。同時に、団体を支える会員の数も少なく、総理府

の 2001 年の調査では、会員数が 100 人を越える団体はわずか 8.9%,で 200 人を越える団体

は 10.2%だが、50 人以下の団体は 58.3%に上るという（ペッカネン, 2008, p.61）更に、日

本の市民社会団体では法人格を持つのは全体で 27.1%と、低い割合となっている。これに

対して、例えばアメリカでは、ケア（CARE）やワールド・ビジョン（World Vision）とい

った国際 NGO は、それぞれ 3 億 7,190 万ドル（371 億 9 千万円）、3 億 306 万ドル（330

                                                   
58 外務省（2010b）「日本の国際協力と NGO/ODA 連携の未来」には、NGO 研究会の成果物として、過去

20 年間に渡る日本政府による NGO 支援の変遷と拡充の経緯がまとめられ、現在の取り組みと今後の方

向性について具体的な提言が示されており、今後の方向性を議論する上で大いに参考になる。 
59 日本の助成財団の多くは、特定のプロジェクト支援の形態をとっている。また、助成金申請書及び予算

書に従って資金の支援がなされることが多く、現地のニーズや状況にあわせて資金の使途を柔軟に変更

することが難しい場合が多い。さらに、人件費・管理費に拠出できる金額が少ない助成が多い。（但し、

いずれも一般的な傾向であり、すべての助成金が上記の性格を有してはいない） 
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億 6 千万円）の予算規模を持ち、1 万人、1 万 1 千人という職員数を持ち、63 ヶ国、88 ヶ

国に海外事務所を置いているという（ibid, p.63）。また、法人格の割合についても、アメリ

カの市民団体は 100%が法人格を持っており60、日本の市民社会団体がいかにその平均的規

模が小さく、また法人格という観点からも任意団体の数が多いことが見て取れる。 

 

 3-1-2. 事業活動に関する側面 

アジアを中心とした経験と知見の獲得 

日本の NGO が行う国際協力活動は、「伝統的に、受益者と関係を構築しながら彼らのニ

ーズに応じようとする草の根の視線を持ち続けてきた」（溝上、2007, p.76）と言われてい

る61。これは、日本の国際協力を行う NGO が、日本人自身と協力対象となる人々の直接的

な関わりを重視してきたことの現れだと考えられる。重田（2005）はこの点に関して、時

代的な背景と共に次のように説明している。1980 年前後のインドシナ難民問題の高まりを

契機に日本にいくつかの NGO が誕生したが、「日本の NGO の開発援助の最も基本的なス

タンスは、政府や国際機関の目が届かない最底辺の人々へ手をさしのべ、彼らの自立・自

助を助けることであった。日本の NGO の開発援助活動は、当初アジア諸国を中心に現地事

務所を開設し、日本人専門家やスタッフを現地に派遣し、技術指導や救援物資を配給した

りして自ら事業を実施する支援者という立場で「救援・復興型」ないしは「慈善・福祉型」

の活動を行ってきた」と指摘している（重田、2005, p.284）。つまり当初は、直接的な救援

活動が、事業活動の中心だったというわけである。「その後、アジアの NGO や住民組織な

どが設立されるようになると、日本の NGO は一方的な援助活動ではなく、自立自助のため

の活動を行うアジア NGO や住民組織に資金援助を行うなどする支援者という立場で、小規

模開発協力型の活動を実施した。そして、今日いくつかの日本の NGO は、アジアの NGO

と協力しながら住民の参加を促し住民が内なる力を持つ、すなわちエンパワーメントする

ために側面から協力を行う触媒者という立場で参加型開発協力を推進している」（ibid, 

pp.284-285）と説明しており、協力対象の住民の活動を支える間接的な活動を行う方向性

に転換していると指摘している。これは、南の貧困者自身が自らの課題に取り組む現地 NGO

や住民組織を形成するようになれば、北の NGO の役割もそれに応じて転換するということ

                                                   
60 日本国内においても、日本の農業団体は 94.1%、日本の宗教法人は 100%が法人格を持っており、日本

の非営利団体が全て法人格を持っていないわけではない（ペッカネン、2008, p.100）。 
61 例えば、『シャプラニールの熱い風』（めこん、1989）や、『ＮＧＯの挑戦 日本国際ボランティアセ

ンター（JVC）10 年の記録』（めこん、1990）では、バングラデシュやアフリカの現場で、日本の NGO
として地域に深く入って住民が直面していた様々な課題を共に考え、その解決を住民が主体となって行

うことを支援する活動が記録されている。近年も多くの関連図書があるが、定松英一著『開発援助か社

会運動か—現場から問い直す NGO の存在意義』（コモンズ、2002）は、社会学的かつ文化人類学的な

視点を持って、長期に渡って住民との理解と信頼を構築する様子が詳しく記録されている。 
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を示していると考えられ、日本の NGO が長く関わってきた主にアジア諸国においては独自

の組織化が進んできたことを示していると言えよう。そのうえで、アジア地域において日

本の NGO は、参加型開発のための触媒者としての役割を果たし、自然との共生を目指す協

力者として、アジアの伝統資源・技術を活用する促進者として、またアジア地域の NGO や

住民グループと共に政策提言等を行ってきたという（ibid, pp.286-292）。 

日本の NGO としての事業活動の課題として重田は、（１）アジアにおける共生社会62を

目指すための新しい開発理念を構築すること、（２）これまでの経験を十分に活かしたうえ

での参加型開発の改善と促進、（３）日本の市民自らの生活を見直す開発教育の促進と、日

本政府や世界に向かっての政策提言・キャンペーン活動を通じて、公正な社会・共生社会

の構築を目指すこと、そして（４）アジアの NGO との対等な立場でのネットワーク作りの

必要性を指摘している（ibid, pp.293-297）。またこれに追加し、NGO にとってのアカウン

タビリティについて考察を深める必要性について課題を提示している（ibid, pp.305-317）。 

 

アドボカシー・政策対話活動の経緯 

次に、日本の NGO によるアドボカシー・政策対話活動に関しての状況を概観してみる。

日本の NGO によるアドボカシー・政策対話活動は、金によれば、戦後の社会運動からの影

響とは無縁ではなかったという。金は、1970 年代までの社会運動は、反核運動や反戦運動

であれ、政府との協働や分業を目指したものではなく、政府への対決姿勢をあらわにした

ものだったという（金、2007, p.24）。その後、1980 年前後のインドシナ難民問題へ呼応し

ていくつかの日本の NGO が設立され、緊急救援活動の効率を高めるために、政治的な問題

やアドボカシー活動とは距離を置く形での活動が中心になった（ibid, pp.25-26）。しかし、

団体によっては政治的な発言やアドボカシーに躊躇しないものが現れるようになった。金

がこの事例として指摘するのは、1991 年にカンボジア和平を目指すパリ協定が締結されて

以降に、日本の ODA がカンボジアに再開された時期に、環境への悪影響が懸念された ODA

による農薬援助に対し、日本の NGO がアドボカシー・キャンペーンを展開し、最終的に日

本政府の政策を転換させることに成功した事例である（ibid, pp.29-32）。日本のNGOがODA

の事業変更を迫ったという意味では、大きな成果を上げた事例だと言えよう。これ以外で

は、モザンビークにおける廃棄農薬の放置問題が 2000 年前後に明らかとなり、ODA のス

キームである食糧増産援助（2KR）への疑問を日本の NGO が提示し、結果的に 2KR のス

                                                   
62 重田は、アジア共生社会について「アジアにおける公正な社会づくりを目指すためには、人々が共に生

きることのできる社会づくり、すなわちアジア共生社会の実現を達成する必要がある」と述べ、このア

ジア共生社会は「社会開発」と「内発的発展」という理論によって示される新しいビジョン、新しい可

能性であると説明している（重田、2005, pp.275-280）。 
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キーム自体を廃止に追い込んだ事例がある63。これは、NGO によるアドボカシー・キャン

ペーンによって ODA スキームに影響を与えた64、数少ない事例であったと言えよう。この

ような成果がある一方で、ODA スキーム全体としては、このような外部からの指摘・提起

によって影響を受けたと考えられることはほとんど無かったと見ることができ、これらの

事例が例外的なものだったと理解される。 

他方、NGO によるアドボカシー活動が全体として活発であったかどうかという観点では、

必ずしもそうとも言えない状況が見える。金の分析によれば、NGO の中でも、政府への批

判を躊躇しない団体、政府への批判を伴わないアドボカシーに専念する団体、またアドボ

カシーや政治的なアピールは行わない団体、というような区別が見られたという（ibid, 

pp.18-20, pp.26-29）。むしろ、政府に対しても躊躇せず批判を展開する NGO は少数派だっ

たと考えるべきであろう。 

 

アドボカシー活動を実践する社会的環境の変化 

NGO による政府へのアドボカシーや政策対話、またグローバルな課題への日本の市民参

加は、近年大きく展開している。1990 年代に入って以降は、NGO 外務省定期協議会が 1996

年から開始されたのをはじめとし、2000 年の沖縄サミットにおける債務帳消し運動、

2005 年のグレンイーグルズ・サミットにおけるホワイトバンドの運動、2008 年の洞爺湖

サミットにおける 2008年 G8サミットNGOフォーラム、又 TICAD IVでの市民社会組織に

よる活動等を通じて、ここ十数年では徐々に国際協力 NGO が政策提言活動に関わるよう

に転換してきた。これは、日本の市民社会が政策への具体的な提言が行える実力と知見を

獲得してきたことの表れでもあり、またそれが実際に多くの市民に支持される活動展開へ

と成熟してきた証左でもあると言えよう。 

他方、このようなアドボカシー活動に、多くの一般的な日本の NGO がすぐに参加し、

中心的な議論に貢献することは困難であり、また単独の NGO で政府等への政策対話を実

現することも容易ではない。その主な原因は二つ考えられる。一つめには、前節で指摘し

たように、多くの日本の NGO は組織と活動規模が小さいために、政策レベルへの提言を

するためのリソースや人材を確保できないことが挙げられる。NGO に勤務する日本人職員

は、一般に日本国内の給与水準の中では相対的に低い金額での労働環境に置かれている65。

                                                   
63 食糧増産援助を問うネットワークのウェブより<http://www.paw.hi-ho.ne.jp/kr2-net/index.html>。 
64 ODA スキームとしての 2KR（食糧増産援助）は結果的に廃止されたが、それに変わって貧困農民支援と

いう無償資金協力のスキームが 2005 年に作られた。無償資金協力実施適正会議（平成 18 年度第 6 回会

合）議事録から<http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/oda/kaikaku/ugoki/sochi/3_komoku/3_30kai.html>。従

って実態としては、スキームは変わらず名称だけが変更になったと見るのが妥当であるが、NGO による

キャンペーンがきっかけとなって ODA スキームが変更されたこと自体が異例の出来事だと言える。 
65 国際協力 NGO のスタッフの労働環境はここ 10 年前後で徐々に改善してきている。就業規則や給与規定
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日本では NGO の仕事をボランティアとして、本来無給で行うべき奉仕だとする認識があ

るために、NGO の職務をプロフェッショナルの業務として位置づけない、また現実問題と

して資金的に位置づけられない NGO 団体が多い。そのために、政策レベルの提言活動を

担う人材の確保に至らないと考えられる66。 

二つめとしては、日本の NGO は、市民社会団体として非政治団体の性格を強調するた

めに、政策的な分野に関わること自体を政治活動だと認識し、それを忌避してきた傾向が

ある。これまで日本では、長期に渡って自民党政権が続いたために、行政機関と与党との

区別が非常に曖昧であった。そのような状況下では、行政機関の政策や方針は、政治政党

である与党の政策や方針と同じことであり、特に政府の政策に対して政策提言したり変更

を求めるような言動自体が政治活動だと認識されたとしても不思議ではない。一方、金が

分析したように、全ての NGO が政治的な発言を避けてきたということではなく、少数では

あるが政府への批判も行う NGO は存在してきた（金、2007, pp.18-20, pp.26-29）。 

ところが、2009 年 9 月の総選挙で政権交代が実現し、行政機関はより公共的な存在だと

の認識がはじめて具体的に市民の間に芽生えてきたと見られる。これは、政治と行政は異

なるものであり、行政機関が行う政策に市民がより積極的に参加すべきだとの理解が広が

るきっかけになったと言える。また、新たな与党となった日本民主党も、政策への市民参

加を積極的に促進することを党是としており、これまでの自民党政権とは明らかに異なる

方向性を示している。これによって、これまで NGO が徐々に切り開いてきた政策提言活

動が受け入れられる社会的な素地が広がってきたと言うことができる。 

 

 3-2. 日本における ODA の援助効果向上のための取り組み 

パリ宣言プロセスを巡る日本での政策対話の経緯 

日本国内では、援助効果にかかるパリ宣言の文脈において、NGO が政府 ODA の援助効

果に関する議論を開始したのは、2008年になってからのことである。まず2008年に合計3

                                                                                                                                                     
を整備している NGO の割合は、1999 年の調査では回答団体の 4 割のみだったのに対し、2005 年には 6
割に増加している。また、その他の退職金規程や育児・介護休暇規定の整備、諸手当や社会保険の支給

についても確実に改善されている。一方で、職員の給与に関しては、年収 300 万円以下の職員の割合が

1999 年の 66%から 55%に減っているものの、依然平均年収は 300 万円前後に留まっており、民間企業

と比較して、十分な環境が整備されているとはいえない。（国際協力 NGO センター、2007b, pp.12-15）。 
66 ペッカネン（2008）の研究はこの点を強く支持している。彼は、日本の市民社会は、19 世紀後半の日本

の政治制度の影響から、市民社会が専門職化されないという状況を長い間継続してきたため、地方には

自治会等の小規模の団体が無数に形成されたものの、中央において政策提言を行えるような組織は育た

なかったという。これは、農協や日本医師会のような利益団体が政策に影響を与えなかったということ

を意味しているのではなく、政策に影響を与えることのできる産業・専門家団体を除く市民社会団体は、

政策へはほとんど影響を与えていないという意味だという（ibid, p.220）。多数の小規模な市民社会組織

が存在するが、政策提言は行われないという状況を指し、ペッカネンはこれを日本市民社会の「二重構

造」と呼んでいる（ペッカネン、2008, pp.227-228） 
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回、政府（主に外務省）と NGO 側との間で、パリ宣言に関する点について議論する場を設

けた67。しかし、その内容的な成果という観点では、ほとんど何も実現されることはなか

った。その後、政府と NGO の援助効果に関する議論は停滞し、2009 年の間にはほとんど

何も進捗しなかった。外務省の機構改革によって担当部署が変わったということとも重な

り、2010 年の 3 月になってようやく、この件について NGO・外務省定期協議会にタスク・

フォースを設置して議論することに合意したところまで進捗したのが現状である。 

 

日本の ODA におけるパリ宣言指標の進捗を巡る課題 

2008年に出されたパリ宣言の中間評価報告書（OECD, 2008）を参照すると、日本のODA

に関していくつかの問題点が浮き彫りになってくる。例えば、パリ宣言指標４は「技術協

力の 50%が、国家開発計画に一致し、調和化したプログラムを通じて実施される」という

ものであり、日本政府の ODA ではは 2005 年と 2007 年にそれぞれ 74%、76%を示してい

る（ibid, p.93）。全ドナーの平均はそれぞれ 48%、60%なので、平均よりもかなり良い状況

である。しかし、日本の ODA のこのデータがどのように解釈されてそれぞれ 74%、76%と

なったのかは、検証される必要がある。 

また、指標５は、ドナーがパートナー国の調達システムと財政システムを使用するとい

うものであるが、日本は調達システムの利用については 2005年と 2007年にそれぞれ 21%、

61%、財政システムでは 29%、62%となっている（ibid, p.94）。日本政府による ODA がど

のような形で開発途上国の調達システムを利用し、どのように開発途上国の財政システム

を利用しているのかは実に興味深い。これらのドナーの平均は、調達システムの利用が 39%、

43%、財政システムの利用では 39%、45%となっている。2005 年のデータでこそドナー平

均よりも日本のデータは下回っているが、2007 年になるとドナー平均を大きく上回った。

これが純粋な努力の結果であるとすれば日本の市民として誇るべき数値であるが、いずれ

にせよデータについて検証が求められる。 

指標６の、「平行したプロジェクト実施ユニット（PIU: Project Implementation Unit）の

数を 3 分の 2 減らす」というものでは、日本は 2005 年、2007 年の 32 ヶ国中に、それぞれ

PIU は 2 つずつしかない（ibid, p.95）。他のドナーでは、同じ 32 ヶ国を調査した欧州委員

会（EC）は 204、105 となっており、世界銀行は 32 ヶ国中、223、79 であり、国連は 33

ヶ国中 314、296 である。一般財政支援等のプログラム・ベース・アプローチ（PBAs）を

進めているイギリスは、20 ヶ国中 37、18 という数値になっている。このような比較では、

伝統的にきめ細かい技術協力を提供してきた日本の ODA において、途上国政府の能力不足

                                                   
67 JANIC のウェブで、外務省と NGO が行った意見交換会の議事録が見られる。

<http://www.janic.org/activ/activsuggestion/supporteffect/janic/index.php> 
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をカバーするようなプロジェクト実施ユニットがこれほど存在しなかったというのは、驚

くべき事実と表現すべきと考えられるが、このデータも検証されるべきであろう。 

最後に、指標８の援助のアンタイド化についてであるが、2005 年、2007 年で日本政府

はそれぞれ 89%、95%がアンタイド化されているという（ibid, p.98）。ドナー平均が 75%、

88%であるので、日本政府の成績は大変良いものと言うべきである。一方で、日本 ODA の

特徴として借款が多いという中で、それでも日本の ODA の約半分を占める無償援助及び技

術協力においては原則タイドの援助になっており68、このような数値が出ることについて市

民への説明は細かく行われるべきであろう。 

 

OECD/DAC によるピアレビュー 

パリ宣言を巡る援助効果に関しては OECD/DAC がワーキングパーティを設置して活動

をフォローしており、OECD/DAC が行うピアレビュー69においても援助効果の論点は大き

く取り上げられるようになった。2009 年の 10 月に日本で行われたピアレビューの調査に

おいては、NGO に対する直接の面会調査も行われ、NGO 側として理解している日本の

ODAの問題点や課題等について調査団に率直に説明した70。2010年の夏頃までにはレビュ

ー結果が公開される予定になっており、今後の日本の ODA 改革の方向性を考えるうえでの

示唆を与えるものと見られ、援助効果に関する点を中心にしてレビュー結果の NGO による

積極活用が期待されている。 

 

ODA を効果的にするための NGO の能力構築の必要性 

日本の NGO の状況として、ODA の援助効果議論に立ち入るというのは、前節でも触れ

たように財政的にも人材的にも非常に難しいのだが、一方で、世界的には市民社会が援助

効果の議論に影響力を与えるのは当然の流れになっている。政府のODAが市民に対してア

カウンタブル（説明責任を持つよう）になるうえで、市民社会によるモニターの存在が重

要であることは論を俟たない。その観点からも、日本の ODA の政策レベルの議論に市民社

                                                   
68 ODA でアンタイドの対象になるのは無償援助と技術協力を除くとの前提が存在するのが現在の

OECD/DAC での取り決めだが、市民の視点からは分かりづらい上に、国際的な CSO は ODA 全体をより

柔軟にして効果的に利用されるようにすべきとの観点で、無償援助や技術協力についてもアンタイドを

行うように求めている。AAA でも各ドナーが前向きにアンタイドを実施するよう求めている。 
69 ピアレビュー（Peer Review）とは、経済協力開発機構（OECD）の開発委員会（DAC）が、加盟国の

ODA の状況について相互にレビューして改善案について勧告する活動のことである。日本政府は「対日

援助審査」と訳しているが、加盟国同士による緩やかな改善勧告活動と言うべきで厳密な意味での評価

や審査とは異なり、勧告は全て受け入れられるわけではない。これまで 4-5 年に一度の間隔でレビューが

行われてきたが、今後はその間隔を短くする方向だと言われている。日本の ODA に対する前回のレビュ

ーは 2003 年に行われているので、今回は 6 年ぶりのレビューということになる。 
70 ピアレビューの調査団に NGO 側から提出した文書は、JANIC のウエブに掲載されている。

<http://www.janic.org/activ/activsuggestion/supporteffect/janic/index.php> 
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会がより積極的に関わりモニターする姿勢が必要となっている。同時に、日本の NGO が

途上国の現場で、また日本政府のODAに対して、新たな公共の一翼を担うものとして、積

極的に政策提言やアドボカシー活動を行えるようになるための、日本政府による NGO へ

の財政支援が極めて重要であると言える。また、開発途上国側の NGO の政策提言能力を

向上させるための支援も、途上国の開発を考える上で極めて重要である。この課題を最優

先に実現したうえで、NGO が貧困層を対象として資源配分の活動を有効に実施できるよう

になるための、資金や物資等の資源配分を念頭に置いた開発援助が行えるようになるよう

な助成金や補助金のあり方を開発していく必要がある。具体的には、前章で指摘したよう

な、セクターワイドアプローチへの CSO/NGO の参加を促進する方法論や、またセクター

ワイドアプローチ等の PBAs（プログラム・ベース・アプローチ）では取りこぼされるよう

な遠隔地や小規模の団体等への直接支援の仕組みについて検討していくということである。 

 

 3-3. 日本における CSO の開発効果向上のための取り組み 

これまで日本国内において NGO の援助活動の効果向上という視点に近い活動がどのよ

うなものだったかと考えると、NGO の本部レベルでの組織運営・事業実施体制の確立に関

したものが中心だったと言える。本節では JANIC が提供しているツールと、ISO が提供し

ている社会的責任に関するツールについて概観する。 

 

JANIC のアカウンタビリティ・セルフチェック 2008 

NGO に対し寄付や助成金を提供する市民や財団の立場からすると、自分が支援した活

動がどのような成果をあげたのかについての報告があるのか、どの NGO の組織運営は安定

的かつ適正であるかどうか、あえて支援すべき事業としての比較優位性を持っているのか

どうか、を判断する材料が限られている状況がある。そのような要望に応えるために、NGO

がその組織運営や事業実施面で取り組んでいるアカウンタビリティを示す基準になるもの

があれば、資金を提供する側が判断しやすくなると同時に、NGO 自身が社会に対して自ら

の組織や事業の情報を開示していくことが重要との判断から取組みが始まった。JANIC で

は、4分野41項目の指針からなる「アカウンタビリティ・セルフチェック2008」を開発し、

会員 NGO 自らが団体内で同セルフチェックを用いて、アカウンタビリティに関する自己

評価を行い、その結果を公開する団体に対して特定マーク使用を認めるという仕組みを提

供している71。現時点ではアカウンタビリティ・セルフチェック 2008 マークの取得有無で、

NGO への資金提供を判断する財団等はまだないが、将来的には日本社会における支援先

                                                   
71 アカウンタビリティ・セルフチェックについて詳しくは JANIC のウェブサイトを参照のこと。

<http://www.janic.org/more/accountability/> 
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NGO の判断時の一つの基準となることが望ましい。 

 

社会的責任に関する国際規格：ISO 26000 

現在、NGO も利用できる国際規格の一つとして、社会的責任(SR)に関する国際規格（ISO 

26000 Guidance on Social Responsibility）が注目されている。この規格の特徴は、①あら

ゆる組織を対象とすること、②第三者機関による認証を必要としない手引書（ガイダンス）

として開発されているということ、③複数のステークホルダー・エンゲージメントによる

策定、という点があげられる。つまり、民間企業だけを対象としたものでなく NGO も含め

た多様な組織が対象となり、評価方法は自己評価が基本だということである。2010 年 9 月

に国際規格が発行される予定（国際標準化機構、2009, p.9）となっている同規格の国内審

議にあたっては、財団法人日本規格協会内に日本としての国内委員会が設置されている。

同国内委員会は ISO26000の作業部会と同様にマルチステークホルダー72で構成されており、

JANIC も参加している社会的責任向上のための NPO/NGO ネットワーク（NN ネット）から

選出された代表協議者が、NGO セクターとして委員になっている。 

NGO はこの国際規格を活用して、営利企業など社会の中でも影響力の大きい組織に対し

てその社会的責任を果たすことを求める際の監視やモニタリング、組織の社会的責任の実

践の進捗等のチェックなどを行なうことができる。同時に、NGO 自身も社会の一員として

社会的責任を果たしていくために、組織運営や現場での活動において ISO26000 を踏まえた

行動を取り、その結果を社会と共有していくことが信頼性を獲得していく上で重要になる

と考えられる。 

 

両者の特色と課題：受益者へのアカウンタビリティ 

JANIC のアカウンタビリティ・セルフチェック 2008 が主にカバーしている「組織統治」

に加え、ISO26000 がカバーする「人権」、「社会開発」、「消費者課題」等、全 7 領域におけ

る組織の社会的責任に関して NGO の評価を公開することで、国際的な観点から自団体の

社会的責任についての判断が可能になる。日本の NGO にとって、JANIC が行っているアカ

ウンタビリティ・セルフチェック 2008 と ISO26000 を併用しつつ、より効果的な組織運営

や事業実施に取り組むことが出来る可能性があると考えられる。 

他方、JANICのアカウンタビリティ・セルフチェック2008や ISO26000は、現場の活動

がどれだけ効果的に行われているかどうかを測る基準ではない73。従って、本イシューペ

                                                   
72政府、産業界、労働界、NGO、消費者、専門家等の６つのステークホルダー・グループ 
73 アカウンタビリティ・セルフチェックでは、計画立案及び評価・報告について、受益者や共同実施者（カ

ウンターパート）の意見に配慮、情報を共有する、という項目は存在している。一方で、具体的にどの
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ーパーで議論しているや「開発効果」という観点で NGO の活動の品質を評価するためには、

別の評価基準が必要になると考えられる。この観点での理解を促進するために、JANIC は

2010 年 2 月にイギリスの NGO である BOND から講師を招いて、初めての取り組みとして

NGO のアカウンタビリティに関するセミナーを開催した。 

同セミナーで講師を務めた BOND のジュリアン・スロデッキ（Julian Srodecki）氏が強

調した点は、これまで日本の NGO は、資金を提供する団体に対するアップワード・アカウ

ンタビリティ（上向きの説明責任）に重きを置いていたと考えられるが、今後は受益者に

対する説明責任、所謂ダウンワード・アカウンタビリティをより重視する必要性があるの

ではないかということであった。同時に、ピア（peer）として同様な活動を行う NGO や同

じ地域で活動する様々な団体との相互交流が重要だということも示された。例えば、受益

住民との話し合いを積極的に行い、住民の必要性が自らの団体が対応できる専門範囲でな

い場合は、ピアとの連携を強めることで住民の求めに応じていくというような工夫が必要

ではないかということである。また、その活動に必要な資金状況について、受益住民にも

積極的に開示していくべきではないかということが提言された。 

このように、日本においては、JANIC や、社会的責任向上のための NPO/NGO ネットワ

ーク（NN ネット）を中心に行われている組織としてのアカウンタビリティの向上に関する

ものに加え、今後は途上国への支援活動自体のアカウンタビリティを向上させるべきだと

の新たな考えが提示されるようになっている。具体的にどのように実現していくべきかに

ついて、今後議論を高めていく必要性がある。 

 

                                                                                                                                                     
ように受益者に対してアカウンタビリティを果たすのかについて具体的な指針はないため、具体的なガ

イダンスで必要である。 
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 4. ソウル HFL に向けた日本の市民社会への提言 
2011 年 11 月末に、韓国において、第 4 回ソウル閣僚級会議が開催される予定となって

いる。韓国は 2009 年に OECD/DAC に加盟した国であり、新興ドナー国から伝統的ドナー

国の仲間入りをした国だという観点から、世界的な課題や問題に対するより高い責任を負

う立場へと自ら転換したと言える。そのような国での援助効果に関する国際的な会議を行

うことは、韓国の開発援助に対する理解と認識を高めるうえで、意義深いものと言える。 

一方、2008年にガーナ国で開催された第 3回アクラ閣僚級会議でも明らかになったよう

に、援助効果を求める議論にはより多くのアクターが参加するようになり、議論の焦点が

拡散する傾向が高まっている。その中で、NGO/CSO による援助効果の中身が具体的にど

のようなものであるのかについて議論されることが予想され、日本の NGO にとって注目

すべきものである。 

そこで本節では、前章の議論から課題を整理して抽出し、そのうえで日本の NGO とし

て第4回ソウル閣僚級会議に向けて何を行い提言していくべきか、また日本のNGO自身に

とっての開発効果についての課題を考察する。 

 

 4-1. 日本の ODA の援助効果と NGO の開発効果に関する課題 

日本の ODA の援助効果に関する課題と、NGO の開発効果に関する課題は、前章までの

議論を参照すると、次のような点が浮き彫りになると考えられる。 

第一に、日本の ODA の援助効果に関する課題を検討すると、3-2.で指摘したように、パ

リ宣言及び AAA に関する進捗に関して、十分な議論がまだ展開されていないということが

挙げられる。既に中間評価報告が出されているものの、その中身の詳細については個別の

確認が必要だと見られるが、それらについて日本の NGO としての検証を積み重ねていき、

また既存の協議会等の枠組みを利用しながら政府との政策対話を深めていくことが課題だ

と考えられる。このような日本の ODA の状況について、国際的な CSO と情報をシェアし

ていくことも重要な課題だと言える。また、アドボカシーに関しては、2009 年の政権交代

によって政策形成への市民参加が促進される状況が見られるようになっている中で、より

広範に一般的な NGO がアドボカシー活動に参加する機運を継続して促進していくことが

課題であろう。特に、NGO の政策形成に影響のある政治家や、更にはマスコミに対するア

ドボカシーは大きな課題だと言える。世界の CSO が議論展開しているように、開発途上国

において求められているのは、MDGs に示されるようなニーズの充足と共に、社会公正や

人権、また環境といった価値も同様に重要であることを伝えていくことが鍵になると思わ

れる。 

第二に、日本の NGO の開発効果に関する側面では、日本の NGO の経験を世界に対して
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示していく点があげられる。日本の NGO は、アジア地域において地域住民との関係を構築

しながら、また地域の NGO 等への支援を行う中で、その社会経済的な変遷と共に多くの経

験を積み重ね一定の知見を得てきた。しかしながら、その知見は、国際的には十分に知ら

れているものではなく、現在の CSO の開発効果の議論において適切なインプットを十分に

行うには至っていない。また、日本の NGO の知見が、現在の世界的課題となっているアフ

リカ地域等で見られる貧困問題にどのように貢献できるのかについても、援助効果の議論

の中で国際的に分かりやすい説明を行っていく必要性がある。来る 2011 年のソウル閣僚級

会議までに、過去の日本の NGO が実践してきた経験を再検証し、そこから新たな学びとな

る開発理念を示し、世界的な CSO の議論にインプットを行っていくことが、日本の NGO

にとっての課題だと言える。 

第三に、これまで受益住民のニーズに応ずる草の根の視点を持って活動してきた日本の

NGO にとって、これまで文字としては十分に示してこなかった CSO のアカウンタビリテ

ィについて十分な検討を行うことが課題になっていると言える。 

第四に、現在の日本の CSO の財政・組織状況からは、所謂、イネーブリング・エンバイ

アラメント（Enabling Environment：活動しやすい環境）の問題、つまり NGO が活動し易

いように政府の各種政策環境を整える必要性が、日本の NGO にとって重要な課題として

存在していると考えられる。近年では、NGO 外務省定期協議会等の NGO と外務省の公式

な会合においては、「政府と NGO は対等なパートナーシップに基づきより良い関係を築く

べきである」という議論がなされており進展が見られるものの、実際の取り組みの中では

まだ改善の余地が大きく、NGO が広義の公共の活動を担う立場を確立していくうえで大き

な課題となっている。 

 

 4-2. 2011 年ソウルに向けて日本の市民社会は何をするべきか：提言 

ここで、上記の課題を受けて、日本の ODA の援助効果に関して行っていくべき点と、

NGO の開発効果に関して行っていくべきと考えられる点について、以下 4 点、提案する。 

 

 4-2-1. 政府・マスコミ・政治家へ援助効果議論に関するアドボカシー 

日本の市民社会・NGO として、ODA の援助効果向上に向けて行っていくべき活動は、

援助効果議論についての政府及びマスコミ・政治家の関心を高めていくアドボカシーだと

考えられる。具体的には、日本のODAがパリ宣言指標をどのように遵守・履行しているか

について、NGO はワッチドッグとしての役割を果たしていくべきである。日本政府のパリ

宣言指標の進捗については、そのデータの中身について十分明確になっていない側面があ

り、具体的なデータに関して政府が説明責任を果たすべく、NGO が政府と対話を続けるこ
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とが重要な役割だと考えられる。また、途上国政府と現地住民にとって十分な情報を事前

に提供し、適切に国家予算への反映や開発戦略等との調整を行う必要があり、そのために

援助予算の予測性の向上、また事業展開計画等の計画に関する情報について可能な限り開

示していく必要性が高い。日本政府 ODA の情報は、事後情報としては ODA 白書や国別デ

ータブックに見られるようにかなり整備されていると言えるが、事前の情報についてはほ

とんど知ることができない。また評価についても、評価方法・内容にばらつきがあり、特

に事業の必要性・妥当性・環境社会影響に関する内容が不足している。従って、パリ宣言

指標の遵守を監視していく中で、このような情報開示は当然求めるべきことになる。それ

は、現在行われている、NGO・外務省定期協議会の枠組みの中で開始された常設の援助効

果のタスク・フォースを始め、様々な機会において議論を継続していくことである。これ

らの情報を、国際的な ODA モニターの活動を行う CSO とシェアし、日本における状況を

国際的に伝えていく役割も、日本の NGO としては重要なことだと考えられる。 

同時に ODA の援助効果という課題に関して、特にマスコミや政治家に対するアドボカ

シーを深めていくことが必要である。ODA を広く市民が支持するようにするためには、市

民が何を求めているのかをより適切に理解することが重要であると共に、ODA 広報という

狭い視野でなく開発の成果全体を重視する認識が必要である。それによって、日本国内だ

けに通用する議論でなく、日本が世界に発信していくべき政策を考えることができるよう

になる。マスコミと政治家は、世界の課題について広い視野と認識を持ってODAについて

議論していく必要がある。そのために NGO は、自らの経験を元に、この分野での議論を

広げていくことに貢献でき、マスコミと政治家に対してアドボカシーを行うことが可能で

ある。世界が貧困の問題に直面する中で、社会的公正、人権、民主主義、環境といった諸

価値の重要性について、NGO の経験を元にアドボカシーを行っていく意味は深い。また

2011 年の第 4 回ソウル閣僚級会議は、隣国の韓国で開催されるものであり、何が論点にな

っているのか、何故このような議論が必要なのかについて、NGO がアドボカシーを展開す

ることで、適切な議論の発展に資することが可能である。 

 

 4-2-2. 日本の NGO の経験・知見の整理と国際的発信 

二つめとして、日本の NGO の開発効果に関して、過去の日本の NGOが実践してきた経

験を再検証し、MDGs の早期達成と全体的な開発の実現に向けて、最も効果的に NGO が貢

献できる方法について積極的な議論を行うことである。日本の NGO はその多くが小規模

であるが、異なるセクターや状況においてそれぞれ革新的な方法論を採用して、MDGs の

実現に向けた努力を行ってきたと共に、市民社会として社会公正や人権や環境と言った全

体的な開発の実現に向けて貢献してきた。これまで多くの日本の NGO はアジア地域での
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活動を中心に行ってきており、アジア地域における時代背景や政治経済環境の変化と共に、

各団体の事業活動の内容も質的な転換を遂げてきた。その経緯と経験から学び、特に貧困

問題が重大な課題となっているアフリカにおいて、どのようにこの経験が活かせるのかに

ついて、真剣な検討が必要になっている。ここでは、アジアの経験をそのままアフリカ等

に持ち込むのでなく、世界的な議論に貢献できる知見を提供することが重要だと考えられ

る。その観点から、新たな学びとなる開発理念を示すことができれば、日本の NGO の経験

を総括し、またアフリカにおける貧困等の現代的な課題に対する貢献ともなり、価値が高

まると言える。NGO によるアジアでの経験について既に多くの資料が存在するが、まとま

った資料やデータとして全体的な分析があるわけではない。また、日本の NGO が実現して

きた貢献はこれまで国際的に提示されて大きな影響を与えるような認知を得るには至って

いないので、この機会に日本の NGO 独自の開発理念を提示することは、意義深いことであ

る。 

 

 4-2-3. ダウンワード・アカウンタビリティについての議論を促進 

三つめは、欧州の CSO の間での議論にも見られるように、援助を行う側として受益住

民に対するダウンワード・アカウンタビリティをどのように確保していくべきかという観

点について、日本国内の議論を促進することだと考えられる。これは、むしろ現場での活

動を重視してきた日本の NGO にとっては、これまで既に行ってきた経験を具体化するこ

とだと言い換えることもできよう。しかしながら、現在このダウンワード・アカウンタビ

リティ（受益者への説明責任）と呼ばれる議論が世界的に注目されているということは、

受益住民との関係、つまりオーナーシップやエンパワメントというようなキーワードと共

に具体的な説明は行われてこなかったことの証左でもある。日本のCSOにとっては当たり

前の常識的な受益者との関係も、明確な言葉で表現していくことで、国際的な議論に新た

な考え方として貢献できる可能性は高い。一方で、日本の小規模な NGO 等の場合には、目

前の少数の人びとに社会サービスを提供するということ、つまり「プロジェクトを回すこ

とに追われる」ことにならざるを得ず、記録や理論化のための余裕は少ない。従って、よ

り現場に根ざした日本の NGO が、外部からの支援を受けながら、この観点についての議

論を具体化して国際的に説明していくことで、世界的なCSOにおけるダウンワード・アカ

ウンタビリティの議論に貢献することができるものと考えられる。同時に、既に諸外国の

国際 NGO で取り入れられているダウンワード・アカウンタビリティを確保するための方法

論についても、利用できる側面は積極的に利用することを目指すべきであろう。そのため

に、既存の方法論についての検討を含めて、日本の NGO の経験と併せて議論を促進してい

く必要性が高い。 
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 4-2-４. 日本政府による NGO 支援の拡充についての議論を促進 

四つめとしては、NGO 支援のあり方について、現状の日本政府の支援スキームや各種

関連法令、また日本国内の財団等による支援方法を、より NGO の自立性と独自性を高め

るものに転換していく観点での議論を行っていくことである。所謂、イネーブリング・エ

ンバイアラメント（NGO が活動しやすい環境づくり、Enabling Environment）と呼ばれて

いる分野であるが、本来的にこの議論は開発途上国側の NGO や CSO に対する支援をより

積極的に展開して、途上国側の市民による政策提言能力やアドボカシー活動を促進するこ

とを念頭においた議論である。一方で、日本における NGO の財政的環境や税制等の法令

環境を考慮した時、日本の NGO は他の先進国の状況と比較して格段に不十分な環境下に

あることが理解される。従って日本においては、日本の NGO のイネーブリング・エンバ

イアラメントを拡充するという観点で議論することが一つの方法ではないかと考えられる。

また、これまで日本の NGO が継続して政府に働きかけて拡充してきた各種助成金や制度

のポジティブな成果を、さらに良いものに改善するとの視点で取り組むことが求められる。

他方、これまで日本の NGO は他の先進国や国際機関からの支援や補助を受けてきたという

観点から、日本の ODA が他国の NGO や CSO を支援していくということにも積極的な議

論を展開していく必要があろう。その議論の中では、日本のODAによるNGO/CSOへの支

援スキームがより国際的な標準を持つようになるということは、十分に視野に入れていく

べき議論だと考えられる。 

 

以上、対政府へのアドボカシーの課題と CSO の開発効果の課題に関しての合計４点が、

2011 年のソウルに向けて、日本の NGO として議論していくべき論点として、本イシュー

ペーパーが提案する点である。 
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 5. まとめ 
本イシューペーパーは、国際協力活動を行う日本の NGO の援助効果について、今後議

論を深めていくためのきっかけとなる議論を提供することを目的としたものである。本イ

シューペーパーでは、近年の援助効果議論の全体像について概要を提示してその議論の方

向性について理解し、現在国際的な NGO によって行われている議論を紹介する。そのう

えで、日本の NGO の状況を十分考慮しながら、その特色を反映した開発効果の議論の可

能性について提言した。 

援助効果議論は、2005 年の第二回パリ閣僚級会議で、具体的な目標値を定めた「援助効

果にかかるパリ宣言（以下、パリ宣言）」が公的開発援助機関と主要な被援助国の間で合意

されたことで具体像が明確になってきた。このパリ宣言は、近年のODAの改革がどうある

べきかについて、大きな影響を与える国際的な合意になった。そして、2008 年にはガーナ

において第 3 回アクラ閣僚級会議が開催されて、パリ宣言を補完するアクラ行動計画

（Accra Agenda for Action: AAA（トリプル・エー））が発表された。2011 年には韓国にお

いて第 4 回ソウル閣僚級会議が開催される予定になっており、2005 年に採択されたパリ宣

言がその後の 5 年間でどの程度の進捗があったのかについて評価が行われ、その後の新た

な援助効果の方向性について議論されることが期待されている。 

 

CSOによるパリ宣言の批判として重要な議論には、次の３つがある。第一に、被援助国

政府だけによる「オーナーシップ」ではなく、議会、地方政府、市民社会、住民組織、民

間企業等の様々な主体の積極的な参加に基づいた「民主的オーナーシップ強化」が必要だ

という指摘である。第二に、パリ宣言は、CSO を独自の優先順位、プログラム、パートナ

ーシップの関係を持った「開発の主体」として認識していないという問題を抱えている 。

第三に、パリ宣言には貧困削減、国際人権基準の達成にどこまで貢献すべきかの指標が含

まれていないという指摘である。パリ宣言の指標の大部分は援助の手続きに関するもので、

実際の貧困削減と貧富の格差の是正にどれだけ援助が役立っているかが問われていない。

そのため、CSO は人権の改善、民主的な実践、ジェンダー平等、環境配慮などの社会変化

を指標に入れていくべきであるとしている。さらに、援助の受益者である｢南｣の市民に対

する説明責任の強化と、参加型アプローチの重要性も指摘している。 

一方、近年の援助は、伝統的なドナーと言われている主に旧西側先進諸国政府による援

助額が相対的に減少し、それに対して、先進国の NGO やビル・ゲーツ財団等の民間援助

資金、また新興援助国と呼ばれる BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）諸国やオイ

ルマネーを背景とした中東湾岸産油諸国による援助資金が増大してきている。そのため、



 

 51 

2008 年の第 3 回アクラ閣僚級会議ではこれらの新しい開発アクターが積極的に認定され、

新しい開発アクターをも含めた効果的な援助のあり方を考える必要性が示された。このよ

うな動きに伴い、NGO の役割も、公的開発援助（ODA）を監視するということの必要性だ

けでなく、NGO の援助効果も問われるべきではないかとの議論が見られるようになり、

2011 年の第 4 回ソウル閣僚級会議までに NGO の援助効果に関して何らかの考え方を示す

こととなった。現在、開発効果のためのオープンフォーラムにおいて、CSO/NGO の援助

効果に関する様々な議論を行うと共に、ベター・エイドが中心となり第四回ソウル閣僚級

会議に向けたCSO/NGO側の意見を反映させるべく、OECD/DACのワーキングパーティ等

で活動を展開している。 

イギリスでの事例研究からは、政府の ODA へのアドボカシーには多くの専門的な NGO

がそれぞれ緊密な連携を行いながら政府への提言活動やモニターを行っていることが理解

された。また ODA の透明性向上に向けた活動が開始されており、世界的な連携を行ってい

る。一方、NGO の開発効果については、近年になって特に意識されて活動が開始されたが、

それなりに広がりを見せつつあり、国際的な議論へのインプットも始めている。イギリス

の議論では、NGO の受益者へのアカウンタビリティが重要視されている。 

一方、日本における NGOの開発効果については、日本の NGO を取り巻く社会的な環境、

また日本の NGO が積み重ねてきた経験との関連が深い。多くの日本の NGO は、税制上の

問題やその他の環境から資金確保が困難であり、諸外国の NGO に比較して小規模であり、

またアドボカシーや政策対話のための人材確保が困難である。事業活動は、主にアジア地

域を中心に展開してきており、受益住民との関係構築の中で多くの経験や知見を獲得して

きた。近年、日本でもアドボカシーや政策対話の活動が広がりを見せるようになり、また

2009 年の政権交代により市民による政策形成への参加が促進されるようになったために、

NGO の経験に基づいた貢献が期待されるようになっている。パリ宣言指標の日本政府 ODA

の進捗についても NGO の役割が期待される。NGO が利用できる既存の組織アカウンタビ

リティのツールは非常に重要であるが、受益者へのアカウンタビリティへの関心も高まっ

ており、日本国内での議論を促進していく必要がある。 

 

本イシューペーパーの提案として、日本の市民社会・NGO が 2011 年の第 4 回ソウル閣

僚級会議に向けて ODA の援助効果向上、また NGO の開発効果向上に関して行っていくべ

き活動は、次の四点だと考えられる。 

一つめは、援助効果議論についての政府及びマスコミ・政治家の関心を高めていくアド

ボカシーだと考えられる。具体的には、日本のODAがパリ宣言指標をどのように遵守・履

行しているかについてモニターし、また、途上国政府と現地住民にとって十分な情報が事
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前に提供されるために、援助予算の予測性の向上、またその他の事業展開計画について可

能な限り情報開示を促進していく必要性が高い。それは、現在行われている、NGO・外務

省定期協議会の枠組みの中で開始された常設の援助効果のタスク・フォース等において議

論を継続していくことである。日本の ODA の状況を国際的な ODA モニターの活動に提供

し、情報の透明性を高めていくことも日本の NGO としての役割だと言える。同時に ODA

の援助効果という課題に関して、特にマスコミや政治家に対するアドボカシーを深めてい

くことが必要である。特に 2011 年の第 4 回ソウル閣僚級会議は、隣国の韓国で開催される

ものであり、何が論点になっているのか、何故このような議論が必要なのかについて、

NGO がアドボカシーを行うことで、適切な議論の展開に資することが可能である。 

二つめに、過去の日本の NGO が実践してきた経験を再検証し、MDGs の早期達成と全体

的な開発の実現に向けて、最も効果的に NGO が貢献できる方法について積極的な議論を行

うことである。これまで多くの日本の NGO はアジア地域での活動を中心に行ってきてお

り、アジア地域における時代背景や政治経済環境の変化と共に、各団体の事業活動の内容

も質的な転換を遂げてきた。その経緯と経験から学び、特に貧困問題が重大な課題となっ

ているアフリカにおいて、どのようにこの経験が活かせるのかについて、真剣な検討が必

要になっている。NGO によるアジアでの経験は、既に多くの資料が存在するが全体の分析

は十分ではなく、また日本の NGO が実現してきた貢献はこれまで国際的に提示されてきて

はいないので、この機会に独自の開発理念を提示することは、意義深いことである。 

三つめは、援助を行う側として受益住民に対するダウンワード・アカウンタビリティを

どのように確保していくべきかという観点について、日本国内の議論を促進することであ

る。これは、むしろ現場での活動を重視してきた日本の NGO にとっては、これまで既に

行ってきた経験を具体化することだと言い換えることもできよう。受益住民との関係、つ

まりオーナーシップやエンパワメントというようなキーワードと共に、より現場に根ざし

た日本の NGO がこの観点についての議論を具体化することで、世界的な CSO におけるダ

ウンワード・アカウンタビリティの議論に貢献することができるものと考えられる。 

四つめとしては、NGO 支援のあり方について、現状の日本政府の支援スキームや各種

関連法令、また日本国内の財団等による支援方法を、より NGO の自立性と独自性を高め

るものに転換していくための議論を行っていくことである。これまで日本の NGO が継続

して政府に働きかけて拡充してきた各種助成金や制度のポジティブな成果をさらに良いも

のに改善するとの視点で取り組むと共に、日本の ODA が他国の NGO や CSO を含めて、

広範にかつ柔軟に支援を行えるようになるための議論を展開していく必要がある。 
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 6-2. 表１：パリ宣言指標（日本語訳より抜粋） 

III. 進捗計測指標 

国毎に計測され、国際的にモニターされる。 

 

オーナーシップ 2010 年の目標 

1 パートナー国は、実施可能な開発戦略を持つ―中期的

支出枠組みとリンクし、年間予算に反映される明確な

戦略的優先分野を定めた国家開発計画（貧困削減戦略を

含む）を有する国の数 

パートナー国の少なくとも 75％が実施可

能な開発戦略を有する。 

アラインメント 2010 年の目標 
(a)パートナー国の半分が、PFM/CPIA の

パフォーマンス値において、少なくとも

１ノッチ（即ち 0.5 ポイント）改善する。 

2 
信頼できる当該国システム－調達及び公共財政管理シ

ステムにおいて、a)広く受け入れられた好事例に従っ

た業務を行っている、もしくは b)これを達成するため

の改革プログラムを有している国の数 

(b)パートナー国の3分の1が、本指標の

パフォーマンスを計測するための A-D の

4 分位の指標において少なくとも１ノッ

チ（D→C、C→B、B→A）改善する。 

3 
国家の優先分野にアラインした援助フロー－政府部門

への援助フローのうち、途上国の国家予算に報告され

ている割合 

ギャップを半分にする―政府部門への援

助のうち、政府予算に報告されない援助

の割合を半分にする（少なくとも援助フ

ローの 85％を予算上に報告する）。 

4 
調和化された支援による能力強化―パートナー国の国

家開発戦略と整合的な調整されたプログラムを通じた

能力開発支援の割合 

技術協力の 50％が、国家開発計画に一致

し、調和化したプログラムを通じて実施

される。 

ドナーの割合 

スコア         目標 

A 全てのドナーがパートナー国の調達シ

ステムを使用する。 

B 90％のドナーがパートナー国の調達シ

ステムを使用する。 

援助フローの割合 

スコア       目標 

A 公共セクターへの援助で当該国の調達

制度を使用しない援助の割合を 3 分

の 2 減らす。 

5a 

当該国の調達システムの利用―調達及び公共財政管理

システムに関し、a)広く受け入れられた好事例に従っ

た業務を行っている、もしくは b)これを達成するため

の改革プログラムを有している国において、当該国の

国内制度を利用しているドナー及び援助量の割合 

B 公共セクターへの援助で当該国の調達

制度をしようしない援助の割合を 3

分の 1 減らす。 

ドナーの比率 

スコア       目標 

5+ 全てのドナーが当該国の PFM システ

ムを使用する。 

3.5-4.5 90％のドナーが当該国の PFM シ

ステムを使用する。 

援助量の割合 

5b 
当該国の公共財政管理システムの使用―(a)広く認めら

れたグッドプラクティスを持つもしくは（b）これらを

達成するための改革プログラムをもったパートナー国

の公共財政管理システムを使用するドナーの割合と援

助量の割合。 
スコア       目標 
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5＋ 当該国の PFM システムを使用しない

公共部門への援助を 3 分の 2 減ら

す。 

3.5-4.5 当該国の PFM システムを使用し

ない公共部門への援助を 3 分の 1 減

らす。 

6 
行政機構と平行した実施組織を設置しないことによる

能力強化―国別のパラレル PIU(プロジェクト実施ユニ

ット)の数 

平行したプロジェクト実施ユニット

（PIU）の数を 3 分の 2 減らす。 

7 
援助の予測可能性を向上させる―年間もしくは複数年

の枠組みで合意されたスケジュールどおりに供与され

るディスバースの割合 

ギャップを半分にする―当該予算年度に

支出が予定されていた援助で、実際には

ディスバースされなかった額の割合を半

減させる。 

8 
援助のアンタイド化－アンタイド援助の割合 

継続的に進展させる。 

調和化 2010 年の目標 

9 
共通のアレンジメントないし手続きの利用―プログラ

ムベースアプローチ（PBA）に基づき供与される援助の

割合 

66％の援助はプログラムに基づくアプロ

ーチの枠組みに供与される。 

(a)現地へのミッションの 40％は共同ミ

ッションとする。 
10 

共通の分析の慫慂―共同で実施されるミッション・国

別分析作業（CAW）の割合 (b)66％の国の分析作業は共同で行うこ

ととする。 

開発成果マネジメント 2010 年の目標 

11 
成果に基づく枠組み―国家開発戦略とセクタープログ

ラムを評価する、透明でモニター可能なパフォーマン

ス評価枠組みを有している国の数 

ギャップを 3 分の１減少させる―透明で

モニター可能なパフォーマンス評価枠組

をもたない国の割合を 3 分の１減らす。 

相互説明責任 2010 年の目標 

12 
相互説明責任－パリ宣言に含まれる援助効果向上に関

する合意されたコミットメントの実施について相互評

価を行っているパートナー国の数 

全てのパートナー国は、相互評価を行

う。 

 

重要な注：宣言のパラ9に従い、DAC援助効果作業部会によるドナー、パートナー国によるパートナーシップ（OECD/DAC

加盟国、パートナー国、国際機関から構成）は 2005 年 5月 30 日－31 日、2005 年 7月 7 日－8日の 2回会合を持ち、12

の進捗指標の目標値を必要に応じレビューの上、採択した。これらの会合において現行の宣言の第 3 部の指標に関して

合意した。この合意は、(a)現地で管理される調達システムの質の評価に関する手法（指標 2b、5b に関連）、（b）公共

財政管理改革プログラムの受け入れ可能な質（指標 5a ii）について、１ドナーが留保する形でなされた。これらの課

題についてはさらに議論が行われている。目標は、右留保も含め、DACのリチャード・マニング議長による 2005年 9月

9 日付の書簡によって国連の第 60 回総会のハイレベル全体会合議長に通知された。 

 

指標 5 に関する注：指標 5 のスコアは、指標 2 で調達及び公共財政管理システムの質を計測した方法と同じ方法によっ

て決定される。 

 
出典: OECD ウェブより。 <http://www.oecd.org/dataoecd/12/48/36477834.pdf> 
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 6-3. 図１：パリ宣言プロセスの関係者概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：パリ宣言プロセスの関係者概念図（点線より上段：アクラ以前、点線より下段：アクラ以後） 
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