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本国際シンポジウムは、2000年の国連ミレニアム開発サミット以降、国際合意になった貧困削減に対して、日本の

政府開発援助（ODA）がどこまで貢献しているのか、していないのか、貢献するには何をすべきかについて考える

ために、日本の市民社会団体のイニシアティブにより開催されたものです。 

 

本シンポジウムには、援助改革において大きな役割を果たしているOECDの開発委員会議長や英国・フランス・オランダ

などの開発援助関係者をお迎えし、日本政府関係者、フロアーの参加者とともに活発に意見交換を行いました。 

 

当日会場には、パネリスト、コメンテイターのほか、5名の在日アフリカ大使をはじめ国際機関や政府関係者、NGO

関係者を含む185名の方の参加がありました。 

 

また、シンポジウムの模様はインターネット上で世界に同時配信され、延べ400名のアクセスがあるなど、多く

の反響をいただきました。また、終了後も1ヶ月にわたって以下のサイトでシンポジウムの全部の様子を見るこ

とができ、世界そして市民に開かれた画期的な試みとなりました。http://www.ourplanet-tv.org/live.html 

 

問 題 提 起 

主催者あいさつ 船戸 良隆氏 （特活）国際協力NGOセンター 理事長 

ODA改革への危惧 大橋 正明氏 （特活）国際協力NGOセンター 副理事長 

10:00-10:20 

導入：日本のODAの構造問題 高橋 清貴氏 ODA改革ネットワーク 

開発援助における国際的潮流 

日本のODAへのメッセージ リチャード・マニング氏 OECD開発委員会（DAC）議長 

日本のODAの取組み 兒玉 和夫氏  外務省経済協力局 審議官 

イギリスの取組み エイドリアン・デービス氏 

              英国国際開発省(DFID)中国事務所 代表 

フランスの取組み ピエール・ジャケ氏  

フランス開発庁(AFD)開発部 主席エコノミスト 

10:20-11:15 

貧
困
削
減
・
市
民
参
加

へ
の
取
組
み 

オランダの取組み ロブ･デボス氏 オランダ外務省国際協力局 副局長 

11:15-11:25 NGOの視点 大林 稔氏     (特活）TICAD市民社会フォーラム 代表 

11:25-11:40 コーヒーブレイク 

11:40-11:55 コメント 廣野 良吉氏           (特活) ADP委員会 理事長 
ミカエル・ルスカウ氏  OECD開発委員会(DAC) 事務局長 

アンリ･ロニール・ドルフィーユ氏 Coordination SUD （フランス）

会長 

ステファン・プロフィット博士 在京ドイツ大使館経済部参事官 

11:55-12:30 フロアーとの質疑応答  

12:30-12:55 パネラーからのコメント  

12:55-13:00 閉会の挨拶 大林 稔氏    (特活）TICAD市民社会フォーラム 代表 
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1 問題提起 

1．1 開会の挨拶 

主催者代表 船戸良隆氏 （特活）国際協力NGOセンター理事長 

 

 「国民参加の ODA」は、国際協力についていかに国民・市民の協力を得ることができるかという、重要なテ
ーマである。ODAは国益を実現すべき手段ではなく、地球市民としての義務・責任であると理解するべきで

ある。 

 

1．2 ODA改革への危惧 

大橋正明氏 （特活）国際協力NGOセンター 副理事長 

 

 日本のNGO計400団体余りの全体の予算の合計は約2億ドル（政府の補助金込み）と非常に少なく、それは
バングラディッシュの1NGO（BRAC）やイギリスのOXFAMの年間予算額より少ない。日本政府からは、今年度

ODA予算の1.8％（計約1億2500万ドル）が充てられているのみである。 

 税制的にも、日本のNGOは恵まれた状態にはなっていない。NPO法人は約2万6千団体あるが、0.1％（約
30団体）しか免税措置を受けることの出来る認定NPO法人資格を保持していない。その結果、NGOが収益事

業を行うと、一般企業と同じ率の税を支払わねばならなくなっている。 

 1986年、フィリピンのマルコス政権維持に日本のODAが悪用されているのではないかという疑惑が持ち上が
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り、ODAの専門省あるいはODA基本法を作って欲しいと活動したのが日本市民によるODA関係のアドボカシ

ー活動の始まりである。 

 1995年には、OECFと輸出入銀行が統合。この際、日本の市民社会は声が出せなかった。本来なら、JICAと
OECFと統合されるべきであった。これが、現在まで尾を引いている。 

 今回のJBICとJICAの統合問題の急な展開は、ODAを良くするためではなく、単なる統廃合の話である。市
民はこの議論に全く参加できていない。これに対してアクションを起こすため去年末に緊急集会を開催し、

狭い各省庁や国の利益に左右されず、世界の貧しい人々を優先したODAにしてほしいと政府に依頼した。（共

同声明は、JANICのサイト） 

 

 

1．3 日本のODAの構造問題 

高橋清貴氏 ODA改革ネットワーク 

 

 誰の為の、何のためのODA改革か？ 

 これまで20年間ODAに関わってきた。今回の「改革」は、ODAの改善のためではなく、行政改革に端を発し
たものである。この5年間で日本のODAは様々な改革を行ってきた。しかし、これらの改革はODAの目的で

ある貧困削減に本当に役立っているのかどうかという観点からは、疑問が残るものである。ODA大綱や環境

ガイドラインなどについては、「仏を作って魂を入れず」という言葉どおり、意味のあるものとなっている

か疑わしい箇所がある。それを改善するためにはさらなる議論と、ODAの質を問う市民からの声が必要であ

る。 

 日本のODAは、市民の信頼と支持を失い始めている。ODAを積極的に進めるべきと答えた国民は2003年の外
交に関する世論調査によると、20％を切っている。これは、ODAが本当に有効に使われているかが分からな

いということが原因である。適切なところに適切に使われているか、厳しい目が注がれている。つまり、質

が問われているといえる。 

 現場で住民の声を反映しない案件などが、今でも多い。フィリピンの円借款によるダム建設に反対する住民
グループのリーダーの不審な死や、カンボジアの無償資金協力で灌漑を行った農地に数年で土砂が溜まり意

味をなさないものになったなどの話は後を絶たず、うまくいっている案件は少ない。ドナーというよりは、

現地の人々の立場にたったセンシティビティをどの様に高めていくかが重要といえる。 

 

 日本のODAの根本的な構造的問題 
① 理念の欠如： 

ODAは本来貧困削減のために使うべきであるが、それが唯一最大の目的となっていない。明確な理念をもっ

ているかどうかによって対応に差が出てくるはずだ。 

②  透明性と説明責任を欠いた政策策定と、その実施プロセス： 

外交ツールとして使用されるとともに､商社が間に入っているため、総合的判断というヴェールに包まれて、

意思決定の透明性を欠いている。市民や納税者への説明が不足しており、その結果として支持を得ることが

難しくなっている。 

③  実証的レビューと論理的な議論を欠いた改革： 

今「アジアの経験をアフリカに活かそう」という掛け声があるが、失敗から教訓を学ばなければならない。 

例えば、円借款でフィリピンやインドネシアに多大な債務をつくってきたことに対するレビューが必要であ

る。改革の必要性や変えるべきポイントを、住民や納税者に明らかにすべきである。失敗から学ばず行う経

験移築は危険だ。 

 

 誰のための開発、誰の為のODA？ 

 アジアの経験をどう見るか？ 
 政府が「アジアの経験」という際、光の部分ばかりに焦点が当てられる。 
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 しかし住民とともに生活すると、実際にはマイクロクレジットによって急速に農村に現金経済が持ち込

まれたことにより借金に苦しむ農民が増えているなど、影の部分が目立つ。 

 経験を踏まえるならば、これらの影の部分と呼ばれる部分こそ無視すべきではない。 

 アジア経済成長にも、貧富の大きな格差、アジア通貨危機などの影の部分があった。 
 日本政府は人間の安全保障を標榜しているが、持続的な農村の成長を確保することがアフリカ援助において
も大事なのではないか。 

 透明性・公開性の確保が不可欠である。今回、閣僚会議がODAの政策決定の場となった。このことは、今後
市民の声が十分政策に反映できるのかという懸念を抱かせる。 

 

 なぜ日本はODAをするのか？ 
 日本にはODA基本法がないので、何故ODAをするのか明確ではない。 
 おそらく、日本の「平和」憲法に根拠がある。 
（※前文より抜粋：「日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚す

るのであって､平和を愛する諸国民の構成と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

（中略）われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ､平和のうちに生存する権利を有するこ

とを確認する。」） 

これを援助関係者のみではなく市民もしっかりと自覚し、日本のODAをどうするのかという点を考えるべ

きである。 

 

 いくつかの現実的な提案 

 貧困削減を唯一の目的と位置づけるために、新生JICAの権限を強化すること。 
 公開性を高めつつ、2008年とそれ以降に向けて改革を進めること。 
 OECD/DACが推進しているピア･レビューや援助協調、アンタイド化にかかわる議論にもっと積極的に関わる
こと。 

 

 

2 国際援助における国際的潮流 

2．1 日本のODAへのメッセージ 

リチャード・マニング氏 OECD開発委員会（DAC）議長 

 

 今回、この重要なシンポジウムに参加できて光栄である。なぜなら、日本は世界で第2位の援助大国である
ため、日本が何を決めるかによって世界が影響を受けるからである。 

 世界の貧困については、まずは援助をしてもガバナンスの悪さなどはカバー出来ないという点で、途上国側
に一義的責任があるということを指摘したい。しかし、日本のような先進国や中進国も、貧しい国が稼げる

ような環境を、例えば貿易･農業･漁業･環境･移住･安全保障などの政策によって提供していくべきである。

最新のDAC勧告では、①日本政府がODA政策に一貫性を持つこと、②国民を啓蒙すること、③自らの政策の

効果を実証するための努力をすることが重要であると書いている。また、民間からの援助の方が政府経由の

ものよりも多額であり、重要である。被援助国のガバナンスに対するモニターも必要である。 

 日本のものを含め、援助が発展に貢献したというのは、事実である。しかし、それらの全てが成功している
わけではない。フィリピン南部、インドネシア、中国西部などにて、貧困層へ進歩を提供する上で問題が残

っているといえる。 

 特に MDGsを達成する一環として、クロスカッティングイッシューを主流化していく必要があるといえる。
貧困がアジアよりも深刻なアフリカでは、これは不可欠なアプローチである。 

 サハラ以南アフリカの援助において、ドナーは援助額を250億ドルから500億ドルに倍増することを明確に
したが、本当にコミットするのであれば、2004年の800億ドルから、2010年には1300億ドルに増加させる
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ことが出来るのではないかと思われる。また、2005年の日本のODA支出額が6年ぶりに増額されたことを非

常に嬉しく思うが、約束通りのことを実行し、この傾向を継続していくためには、国民の支持が必要である。 

 パリ宣言が援助効果向上を目指し 2010年に向けて目標を設定しているが、日本はこのコンセンサスを得る
に当たって大切な役割を果たした。こうしたコミットメントを実行に移すことが、重要である。 

 DACは、援助の額と質の両方をターゲットとしてモニタリングをしている。開発援助は、真に末端の貧困者
に確実な結果を見せなければならない。日本のODAもまた途上国の発展のためであるべきであり、国益のた

めであってはいけない。他の国に比べて日本は国益を重視しすぎる。 

 パリ宣言作成の際、日本は各開発の成果を指標化する点において、大いに貢献した。そして、アフリカは同
様の指標を使用したMDGsの達成から程遠いところにあるといえる。 

 ドナーのアカウンタビリティー・途上国における国内のアカウンタビリティーを、強化することが重要であ
る。 

 貧困削減の際の極端な立場として、2種類のものを挙げることができる。経済成長が重要であるという立場
と、貧困者のための福祉に重点を置くべきとする立場である。だが、この両方の立場にはそれぞれ欠陥があ

るため、これらの相反する立場の間にもっとバランスの取れた貧困政策が必要だといえる。貧困の多面的な

側面をみて、労働集約的な業種と同時にサービス業の質をも高めていかなければならない。 

 日本はインフラ分野の援助において、非常に高く評価されている。援助は社会的･環境的な側面を考慮しな
ければ、マイナスになる。だからこそ、日本は新ODA大綱にのっとった形で、分野別のバランスの取れたポ

ートフォリオを組んで援助を行なうべきである。 

 初等教育や保健衛生への拠出が不可欠である。また、最貧困層に焦点を当てた政策を形成すべきである。 
 新興ドナー国とも連携をし、資本と経常支出のバランスをとっていくべきである。 
 日本のアフリカへのコミットメントの増加を期待したい。旧宗主国ではないという点やアジアの経験を活か
すことができる点から、日本はもっと良い援助をアフリカに対して実施できると思われる。 

 今後、日本では、強いトップダウン的なコミットメントが必要になってくると考えられる。貧困削減のモデ
ルを日本の援助プログラムの中にきちんと盛り込んで実行し、成果を評価することが重要になるだろう。権

限移譲をもっと拡大することが必要であると考えている。日本が、セクター別から国別援助に移行していく

ことが望まれる。 

 我々は、外務省がもっと緒方 JICAに無償援助の権限を与えるべきだ、と勧告している。また、政府･企業･
市民社会のサポートのバランスを取るべきである。日本は、中長期的な視点に基づいて政策を構築していく

べきである。 

（配布資料：OECD/DACによるピア・レビュー） 

 

2．2 日本のODAの取組み 

兒玉和夫氏 元外務省経済協力局審議官 （現ロサンジェルス総領事） 

 

 高橋氏とマニング氏の発言を受けて 

 このような対話の場の設定は重要なことで、誠意をもって相互交流したい。 
 色々外務省に対して、批判があるのは承知している。日本のNGOが活動をするに当たっては、草の根レベル
の視点が重要であるということは同感だが、途上国側のオーナーシップに配慮することも重要ではないか。 

 マニングさんがおっしゃっていたことに異論はない。MDGsが日本のコミットメントで出来たということを、
皆さんに共有してほしい。援助潮流に、日本が積極的に関与していることを認識してほしい。 

 

 貧困削減のための経済成長 

 MDGsを実現するには、経済成長を通じての貧困削減が不可欠である。貧困者のための支援戦略を採用する必
要があり、日本はこれを人間の安全保障という概念で実施してきている。 

 最貧困層に目を向けるべきである。また、教育と保健が二大課題と言われているが、貧困削減は経済成長な
しには持続性を有さないだろう。このことをいつも主張しているが、無視される傾向にある。 
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 NEPADとドナーコミュニティは、サハラ以南においてはインフラ整備と農業に対する投資を重要視すべきで
ある。 

 TCSFのアフリカ政策市民白書にも書かれているが、途上国のオーナーシップ及び能力が無ければ、一般財政
支援のような援助も期待するアウトプットが得られない。 

 パートナーシップの最も重要な要素は、途上国へのPRSPを含む開発援助の足並みを一致させることである。
また同時に相互責任が重要であり、途上国の議会などでの決定を重視する必要がある。 

 日本の対応として、ODA大綱・ODA中期政策・国別援助計画のトリニティ･ドキュメントの重要性が高い。援
助スキーム別より､国別のアプローチに転換してきている。ODA政策決定のための政府内の体制や、JICA・JBIC

の統合などの実施機関の改革等も進んでいる。 

（配布資料：MDGs冊子） 

 

 

2．3 英国の取組み 

エイドリアン・デービス氏 英国国際開発省（DFID）中国事務所 代表 

 

 DFIDの明確な使命とは、貧困削減・MDGsの達成である。これは法律（国際開発法：2003年）にも明記され
ている。開発に対して 1997年以降、政治的な持続的コミットメントがあるだけでなく、大臣も継続性があ

る（9年間に2名の大臣のみ）。 

 スケジュールも明確にしている。2013年までにODAをGDP比0．7％にすることが発表されている。英国の
援助支援額は、3倍に増える予定である（15億ポンド）。 

 援助の完全なアンタイド化が、2001年4月以降なされている。2国間援助の90％が対最貧国向けとなってい
る。 

 2004年の政治的キャンペーンの成功により、英国民の意識も高まってきている。ただし、英国民の多くは、
OXFAMやACTION AIDの援助は効果的だが、政府の援助は効果的でないと思っている。だからこそ、援助の成

果・効果・協調を進め、常に国民に情報をしっかりと提示していかなければならない。 

 我々は、財政支援を重視している。開発援助が途上国のオーナーシップをバイパスすべきでないと考えるか
らである。また、コンディショナリティーは削減する方向にある。例えばタンザニアでは、10年プログラム

を行っている。10年間にわたり、約束した一定額の財政支援をすることで、同国政府に安心して開発に取り

組む機会を提供している。 

 DFIDは分権化が進んでいる。DFIDは政策の全体的な一貫性を重要視しており、またその時には官・民・市
民社会のパートナーシップが必要であると考えている。DFIDは市民社会の役割は非常に重大であると認識し

ている。 

 NGOは、紛争後の国で人道援助ができると共に、開発に関する啓蒙活動やスキル・知識の供与等を通じて英
国の政策改善を支援することも可能といえるだろう。2004年と2005年において、DFIDは2億6400万ポン

ドを市民社会に提供している。彼らは英国にとって、非常に重要なパートナーである。 

 

 

2．4 フランスの取組み 

ピエール・ジャケ氏 フランス開発庁（AFD）開発部 主席エコノミスト 

 

 モントレー会合以降、フランスの開発援助は大幅に変わってきている。まず ODA額も大幅に増やしている。
ODAだけでなく、国際税の奨励など革新的資金メカニズムについても取り組んでいる。 

 サハラ以南アフリカは、MDGsの達成に不可欠な地域である。 
 途上国のガバナンスを強化すべきである。 
 2003－2004年にOECD・DACによるピア・レビューがあった際に、フランスの援助改革を実施した。AFDは、
その際に明確な理念を掲げるようになった。 
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 AFDにとってMDGs達成が貧困削減の中心に位置づけられるが、同時にそのほかの政策も重要である。 
 持続的な貧困削減を目指すならば、経済成長が必要である。 
 また、公衆衛生・生物多様性の保全などグローバルな公共財（Global Public Goods）の重要性も認識され
るべきである。環境は貧困者の最も重要な資源でもある。 

 ODAは、サハラ以南アフリカを中心になされてはいるが、中堅国・新興国にも必要である。 
 伝統的にODAは、政府間のものであった。しかし現在では、ローカル政府、民間企業、NGOも重要なアクタ
ーである。 

 ODAは政府間だけではなく、様々なアクターとの契約によるものだと理解し、ODAの定義や役割を拡大し、
資金を効率的に利用するためにもODAのスキームを民間との協力の中で改善していくべきである。そのため

の手法として、先ず開発援助の効果を高めるためにNGOとワーキング・パートナーシップを強化していきた

い。次に、説明責任と透明性の確保や、NGOと政府機関の間で経験を活用するための、戦略的な対話をした

い。そして、新たなファイナンシングも必要である。 

 ODAは公共リソースのプロバイダーに留まるだけでなく、ネットワークや官民のパートナーシップの強化を
目指していくべきである。また、ODAは国際的な慈善活動ではなく、グローバルな公共財の推進でもある。 

 

 

2．5 オランダの取組み 

ロブ・デボス氏 オランダ外務省国際協力局 副局長 

 

 オランダの援助の 30％は二国間援助、30％は国際機関、20%は市民社会、20％は民間にいっており、かつ市
民社会と民間への支出の割合は拡大してきている。また、サハラ以南アフリカ向けのものがODAの50％を占

めている。 

 我々の長い開発援助の経験から、援助には「謙虚さ」が不可欠であるといえる。しかし、「野心的」でなけ
ればサハラ以南アフリカの問題を何とかできない。 

 開発援助は単に援助だけの問題ではない。途上国のガバナンス等が整備されていなければ、直接投資や民間
の成長は阻害されてしまう。だが、これは良識的な政策の実施によって避けることができる。 

 G8のイニシアティブは援助額の増加という意味で大事であるが、援助の質を高めることも同時に大事である。
援助というものへの信頼性が低く、望まれていない技術援助が行われることがある、地政学的な理由での援

助が行われている、最終的な裨益者が最貧国ではないなどの問題が現在ある。 

 レシピエントが学ぶべきことは、以下のものである： 
・ 国に健全な経済政策を導入すべきであること。 

・ アカウンタビリティーや公平性を持つことが重要であること。 

・ 効果的な国家制度と、民主主義も必要であること。 

・ 貿易自由化のメリットを享受できるような多国間システムが必要であり、現在は相互補完性が欠如して

いること。特に、最貧国に対する配慮が欠如しており、彼らへの更なる支援が求められている。 

・ より実効的な援助システムの構造が必要であること。二国間・多国間・NGO間のシナジーがとても少な

い。組織の再編には時間がかかるとしても、援助プログラムの効果を高めるために必要なことである。 

 ドナーが学ぶべきことは、以下のものである： 
・ 視野を広げ、外交・貿易などの他の要素も勘案した上で援助を行うこと。 

・ 二国間援助もやはり重要であること。 

・ 画一的なアプローチはすべきでないこと。 

・ 援助は、よりビジネスライクになるべきであること。 

・ 汚職は排除されるべきであること。 

・ NGOの活用も重要であること。 

 今、ビジネス界からも、援助は注目されている。市民社会はグッドガバナンスの向上に大きく貢献できる。
先進国の市民社会だけではなく、南の市民社会の役割も必要である。南の市民社会が独自の財源を持つよう
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になったならば、もっと自立的に機能できるであろう。北の市民社会から財源的な援助だけではなく、助言

という形での援助も必要である。 

 19世紀のオランダと日本の良好な関係を思い出し、オランダと日本のNGO間の連携を促進したいと考える。 
 

 

3 NGOの視点 

大林稔氏 （特活）TICAD市民社会フォーラム 代表 

 

 アフリカは最貧国が集中している地域である。デボス氏が指摘したとおり、援助の効果が出にくいアフリカ
は、日本の援助にとって最大のチャレンジである。 

 TCSFは、民衆に役立つアフリカ政策を目指す団体である。 
 今年3月に出版した『アフリカ政策市民白書』は、「市民の手」で政府から独立した視点で日本のアフリカ
政策を評価しようという試みであり、特にODAに焦点を絞ったものとなっている。 

 白書の重要なポイントは、評価基準を貧困者の利益としているところである。これまでの試みは、本来は手
段であるべき経済成長などに目を奪われて、本来の目的の貧困者にどう役立ったのかという点が弱かったと

考えるためである。  

 2つのアフリカのNGOが、本白書の作成に協力している。 
 

 『白書』の結論 

① 日本はアフリカの市民社会をパートナーとして認めるべきであるということ 

 アフリカ政府だけでなく、アフリカの市民社会とも援助政策の策定・実施・評価に至るまで、決定権の
共有をしていくべきである。 

 現在の日本の援助方法の決定への参加は、アフリカの市民社会はおろか、アフリカ政府さえも出来てい
ない。ODA調査報告書は、日本語でしか出版されないことも多く、調査結果のブリーフィングすらしな

いことも多い。 

 調査の結果、プロジェクト関係者や狭い受益者しか日本のODAのことを知らないことが判った。 
 日本は、その援助においてアフリカ民衆への説明責任がある。現段階では情報公開が不十分であるため、
その制度化が必要だと考えられる。 

 

②援助の目的は貧困削減であるということ 

 経済成長は手段であって目的ではないと、日本政府も宣言すべきである。 
 政策協調・対話が、アフリカでは特に重要であるといえる。 
 市民社会が弱まるとガバナンスが低下するという、重要な指摘がある。 
 現在の世界的な潮流としての援助改革が逆にマイナスになることもある。しかし、ドナーが政府支援を
重視するあまり、市民社会を軽視する傾向にあり、問題が生じている。ガバナンスの改善は市民社会に

よって担われるものである。 

 本来のコンディショナリティーは援助国か被援助国に対して行うべきものというより、被援助国の市民
社会が与えるべきものだ。 

 社会サービスにおいて重要な役割を負っている市民社会の力が低下してはならない。民間や政府、市民
社会が社会サービスに共に競争的に参加することにより、サービス向上に努めるべきである。 

 政府だけではなく、貧困者とそのそばで闘っている市民社会組織への財政支援とキャパシティ・ビルデ
ィングも行っていくべきである。 

 

 TCSFが日本政府に求めていること 

 アフリカの民衆が援助の主役となることを望んでいる。日本の援助が、アフリカ政府へのオーナーシップだ
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けではなく、究極的にはアフリカの民衆にオーナーシップを返していくことを、日本政府は援助の目的とし

ていくべきである。 

 政府は民衆のエージェントにすぎないため、最終的なオーナーシップは民衆にあるものであり、民衆のエン
パワーメントに援助は使われるべきである。 

（詳しくは、TCSFのウェブサイト） 

 

 

4 コメント 

4．1 廣野良吉氏 （特活）ADP委員会 理事長 

 ガバナンスの重要性が、全ての話の中で指摘されている。自身も経験でそれを実感しているが、現実問題と
してそれが十分認識されているわけではなく残念である。また、パブリック･アカウンタビリティーを考え

る時には市民社会が重要であるが、途上国ではこれが非常に弱く、汚職等が起こっている。また、それを許

す雰囲気がある。その状況を打開するためには、市民社会の強化が不可欠である。 

 ADPで民主主義を推進するためのワークショップを途上国4カ国で行ったが、それに対して政府より文句が
出る国すらあるほどである（タイ等）。 

 学者が、もっと市民社会運動に参加することが重要である。 
 

 

4．2 ミカエル・ルスカウ氏 OECD開発委員会（DAC）事務局長 

 「日本のODAは世界を救うことができるか」という発題に対しては、「出来ない」と「出来る」の2通りの
答えが可能である。「出来ない」という答えは、1カ国のODAだけで世界を救うことはできないという理由

による。「出来る」という答えは、日本のような有力なドナーの関与は必要だという理由による。より調整

された援助を行うために、途上国におけるドナー国の援助活動のモニタリングが必要である。 

 現場においてNGOが動くのであれば、NGO間でも公的機関間と同様に調整が必要である。 
 援助効果の測定方法にも、グループとしての統一見解を作るべきである。それぞれのプロジェクト毎に、き
ちんと寄与度を測る必要がある。 

 

 

4．3 アンリ・ロニール・ドルフィーユ氏 COORDINATION Sud（フランス）会長 

 COORDINATION SudはJANICと良い信頼関係をもっている。 
 フランスのNGOも政府からの支援が少ない（約1％）という点において、日本と共通した状況にある。 
 NGOには政府の準備した枠組みの中に組み入れられるのではなく、パートナーに近いところにいたいという
希望がある。政府にNGOがプログラム化されて、アイデンティティーを喪失することを恐れている。 

 ODAの量がEUで議論されてきた。「Real Aid（つまり、本当の援助）」は、実際の援助として言われている
ものの50％にも及ばない。商業的なローンが占める割合が大きいからである。質・コスト・官僚主義・リソ

ースの安定性の問題もある。また、政府が行うＯＤＡは民主化にも貢献すべきである。 

 アラインメント（Alignment）という言葉は、実は世銀のポリシーにアラインメントするという意味であり、
最悪のものである。私たちは、「革新的多角的中央集権化」に対して戦っていかなければならないと思う。 

 この様な会議が、国際レベルで開催されることを望む。援助の質を高めるために、南のパートナーにも参加
を呼びかけ、もっと長い時間をかけてやるべきである。 

 

 

4．4 ステファン･プロフィット博士 在京ドイツ大使館経済部参事官 

 ドイツは、もっと市民社会に根ざした活動を活発にさせていく方針を、ODAにおいて採ることを決めた。 
 ODA予算も増大しており、2005年には二国間援助でみると､世界第5位になっている。最貧国向けODAは58％
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を占める。 

 ドイツでもODA改革が進んでいる。ドナー間の協調や、120ヶ国中70のパートナー国へのODAの集中、政府
の組織体制の合理化（一つの開発援助省への業務集約）などを行っている。 

 エネルギーは大きな関心分野である。 
 市民社会への拠出も増大しており、市民社会を支援していくことが大きな課題となっている。 
 民間企業との協力体制の発展も強調しておきたい。産業界との対話も進めている。 
 

 

5 質疑応答 

●兒玉氏への質問 

A:途上国のオーナーシップに、日本政府はどう関わっていくべきか？ 

⇒具体例として、バングラディシュにおける貧困削減に関して、バングラディシュのNGOとの会合をした上で政

府との対話を行い、市民社会の要求を伝えることを行った。タンザニアにも、経済協力局の幹部が1年で4回行

っている。アジアは大事だが、ODAの額にも制限があるため、バランスを取るべきである。タンザニアやガーナ

では市民社会を含めて、集中的にガバナンスを自ら立てようとしており、そのためのフレームワークを支持して

いる。 

A:ODAのインフラ案件について、政府はやはり国益を重視しているのはないか？ 

⇒インフラは成長を促すものである。社会セクターを蔑ろにしているわけではない。中期政策はNGOの声を反映

して作っているので、是非読んで欲しい。また、もっと政府はNGOと相互交流関係を作るべきだといえる。 

 

●高橋氏への質問 

A:外務省とだけではなく政治家との政策協議が必要ではないか？ 

⇒残念ながら、政治家の中にODAに対して高い関心を有している人があまりいない。国会の中でODAをきちんと

審議する土壌ができていないことが原因ではないかと思うが、今年より参議院にODA特別委員会が出来たため、

国会議員との協議をより持つようにしていきたい。 

A:日本の中でODAの説明責任を果たす為に、NGOはどういうことをしているか？ 

⇒NGOは市民を代表しているというよりは、触媒であるといえる。今後、定期協議会等を通じて、ODAに関して市

民と政府が直接的に議論できる場を増やしていける様な努力をしていきたい。 

 

●大林氏への質問 

A:どうやって貧困者の声を知ったのか？ 

⇒現地NGOが定性的なインタビューを実施し、分析している。今後方法論を精緻化していく必要があり、現在2

号作成に向けて準備を行っている。 

A:貧しい人に自助の精神を持ってもらうことが必要ではないか？ 

⇒現状において、貧困者に自助の精神がないということはありえない。本当にそうであったら、既に死んでしま

っている状態だろう。 

A:貧困者はNGOをどうやって選ぶのか？ 

⇒NGOはサービスプロバイダーの一つであり、その他の民間セクターと競合していく必要がある。受益者である

貧困者が、NGOを選ぶことが出来る状況が一番望ましいが、それをつくるのが困難である。現在はドナーが代役

となって、成果が出ない団体にはお金をださないという手法によって選別が行われている。また、その成果をは

かる基準は、予算を消化したか等ではなく、貧困者一人一人にどの程度役立ったかであるべきである。 

 

● マニング氏への質問 

A:経済発展が貧富の格差を拡大することに、援助はどの様に対応することが出来るのか？ 

⇒経済開発が不平等を増やすことがあるというのは、短期的には往々にしてあることである。我々は、格差が大
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きい国の格差縮小には、当然取り組まなければいけない。そのため、貧しい家庭に対して、現金移転スキームを

行うなどの、ブラジルやメキシコのような試みがなされるべきである。 

A:日本の援助は増額ではなく、質の改善を第一に行うべきではないか？ 

⇒日本の経済規模等を考えると援助額は不十分だと考えており、質も量もあげるべきだと考える。DACはODAの

数字に関しては透明性を維持しようと努力している。市民社会を如何に巻き込むか、考えていきたいと思う。 

 

● ジャケ氏への質問 

A:どのように貧しい人たちを援助のプロセスに組み込んでいくか？ 

⇒貧困者が一番サービスのニーズや質についても分かっているため、援助機関が早い段階でローカルコミュニテ

ィと議論の場を持ち、何が彼らにとってベストであるかを話し合っていくことが重要である。またメンテナンス

も重要である。サービスの質は長期的な視点で見るべきものであると共に、受益者からの評価を受けることが必

要である。幸いなことに、殆どの国で権限委譲が進んでいるため、これまでよりも受益者を意思決定のプロセス

に組み込めるようになっていくのではないかと思う。 

 

● デボス氏への質問 

A:どのように貧しい人たちを援助のプロセスに組み込んでいくか？ 

⇒最も貧しい人々をターゲットにすることが、必ずしも成功している訳ではない。プロセスが如何に機能してい

るかを見た上で、どの様な変革が必要なのかを考えるべきである。ウガンダに対する直接財政支援においては、

市民社会組織が動員され権限委譲がなされた結果、市民社会に8割の資金が回ったことが分かっている。また、

平等さを確保することは、確かに重要である。分配のメカニズムが機能していないため、成長が阻害されている

ことがあるからである。 

 

●駐日南アフリカ大使によるコメント 

⇒非常に興味深いシンポジウムであった。アフリカも国家戦略を統合し、MDGsの達成のために努力したいと考え

ている。オーナーシップの問題・市民社会とのパートナーシップというものは重要な問題であるが、NGOや市民

社会のキャパシティ・ビルディングも大切である。殆どの場合、市民社会が地方政府にハイジャックされ、貿易

やサービスの提供が適正に行われなくなってしまうため、モニタリングが必要である。また貧困を削減し､全員に

とってよりよい生活水準を提供することが共通の目的だということを、認識する必要がある。農業訓練・プロジ

ェクト管理や小規模経営のトレーニングを日本で積んでいるアフリカの学生が多くいるが、この様な自分で自立

的な生産を行なうことが出来る様になるための人材育成が必要であると思う。また、子どもや身体障害者に対す

る無償援助は殆どがタイド化されている。今後、もっと掘り下げた議論を政府やNGOがするべきである。 

 

 

6 パネラーからのコメント 

フロアーから出された質問やコメント、他のパネラーやコメンテイターからのコメントを念頭に、最後に一人ず

つコメントをもらった。 

●兒玉氏 

 日本のNGOと政府の関係性は改善されている。例えば、複数年に及ぶ資金援助の案件申請を可能にしていく
試みがなされてきている。NGOの管理費をどこまで支援対象とすべきかということについても、事業実施に

不可欠な東京のNGO本部を含めた事業経費や、現地事務所の常勤スタッフの人件費も一部対象としてきてい

る。今後、自民党の国際NGO小委員会や国会での議論を通じて、コンセンサスを取っていきたい。 

 我々は大綱・中期政策等を整備してきている。あとは、これらを如何に実施レベルに落としていくかの問題
である。そのために、ODAタスクフォースを作って、展開している。援助協調で一番大事なことは、我々の

援助が彼らの開発プロセスに役立っているかということである。タンザニアなどで既に、成果は出ている。 

 市民社会の役割が重要であることを政府は認識しており、対話を進める努力をしたいと思っている。 
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 今回の機構改革には、官邸で論議がなされ、外務省及び実施機関の組織改編（国際協力局の設置及び JICA
とJBICの統合）がセットになっているという点に特徴がある。より効率的な援助が出来る様に努力したい。 

 

● マニング氏 

 日本も欧州も､戦後補助を受け取っている。自助努力とドナー援助のコンビネーションが大事であるといえ
る。 

 NGOは途上国において、政治と緊密すぎる関係にあり問題がある。だが、関係省庁と良好な関係を持ち援助
プログラムに参加すること、そして政治家との理解を高めていくことは大事だと思う。 

 NGOは学者と連携をし、質の高い分析を定期的に行うべきである。 
 国民を動員すべきである。日本はスポーツ選手等を活用し、もっと効率的な広報が出来るはずである。 
 

●デービス氏 

 2015年以降においてメジャープレーヤーとなるのは、先進国ではなく中国やインドなどの中進国であること
をふまえておくべきである。特に中国を、より多国的なアプローチによって国際的な潮流にとりこんでいく

ことを考えていくべきである。 

 

●ジャケ氏 

 貧困削減を、もっとグローバルかつローカルなアプローチをもって試みるべきである。グローバルなガバナ
ンスと、狭い国益にとらわれない援助が重要である。これが単なる慈善事業ではなく、重要な政策だという

ことを認識すべきである。 

 ローカルなアプローチにおいて、個人のエンパワーメントのために、案件の早い段階でローカルな人々を巻
き込むことが必要である。また、それがオーナーシップの育成につながるといえる。 

 援助者は謙虚で、忍耐強くあるべきである。ODAはガバナンスの力をつけるための援助なのだ。オーナーシ
ップを作らなければならないということと、ローカルな人々よりも私たちの方が将来の方向性を知っている

ということの間に潜在的な矛盾点があるということを認識すべきである。受益者自身に、自分たちの解決策

を見つけさせるために、試行錯誤させるべきであり、ODAはそのために過度に技術的であるべきではないと

思っている。 

 

●デボス氏 

 オランダでは、今NGOは自治的であるべきか、政府の補完的な存在であるべきか、という議論がある。20年
間NGOは自治組織であり、それが理想とされてきたが、オランダ政府としてはNGOともっと連携をしていき

たいと考えている。 

 国によっては、サービスの40－50％はNGOが提供している。特にサハラ以南のアフリカ諸国では、政府のサ
ービスだけでは不十分である。また、宗教関係のNGOが多い。よって、その様なNGOを議論の中に取り込む

ことが必要である。 

 平等という言葉を、もっと理解して使用すべきではないか。本当の影響評価が、きちんとなされていない。
ドナー国・受入国共に、この様な評価に対する投資が不足している。絶対的に必要なものであるため、行う

べきである。 

 

●高橋氏 

 援助潮流の大きな流れにNGOも参加すればするほど、一つ一つの事例に対するセンシビリティが低下してし
まうのではないだろうかという懸念がある。 

 この場を借りて、マニング氏と兒玉氏にリクエストをしたい。 
 

〔1〕 マニング氏に対しては、ピア・レビューの提言に際して、日本の市民社会と途上国の市民社会の声を

同時に聞いてもらえるような機会を設けていただければと思う。 
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⇒（マニング氏の回答） 

次回のピア・レビューは､日本にとって非常に大事である。リクエストには答えられると思う。 

 

〔2〕 兒玉氏に対しては、現場のニーズに対応するために外務省が持っている無償資金協力をJICAが柔軟に

活用できるようにして頂きたい。 

 

⇒（兒玉氏の回答） 

それぞれの案件毎に、という趣旨に異論はない。NGOともっと議論がしたいし、前進していると思う。ま

た、重要なことは資金が如何に有効に使われているかという話である。ＷＦＰに拠出するもの等、ＪＩＣ

Ａに権限委譲する必要のない案件もある。他の一般無償については、今議論すべきである。 

 

 

7 閉会の挨拶 

（特活）TICAD市民社会フォーラム  大林稔氏 

 

 2008年のTICADの際には、アフリカ政府を正式なパートナーとして運営準備に積極的に参加させて欲しい。
また、日本・アフリカの市民社会の、単なるオブザーバーとしてではない参加も希望している。 

 DACに対して、今後も途上国の市民社会との対話を拡大・継続し、民衆のための援助改革を進めることを提
案する。 

 日本政府に対して、今後NGOとの政策対話の機会を広く継続的に持つことを提案する。また、下記の3点に
ついて合意が出来たものとして確認する： 

  ①援助の目的：貧困削減であるということ。貧困削減の手段としての成長である。 

②援助の方法：受け入れ国のオーナーシップを重視すること。 

③援助の主体：政府と並んで民間や市民社会を認めていくこと。最終的にはローカルな人々を取り込んでい

くべきであり、日本の援助もそういった動きを主流化していくべきである。 

 

 

以上 

 


