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開発援助

ついて展望することとしたい︒

紀谷昌彦

ＭＤＧｓ達成に向けてのパートナーシップ

│途上国の自主性を活かすパートナーシップ

ミレニアム開発目標︵ＭＤＧｓ︶の実現

の重要性が再確認された︒また︑国連を中

供与﹂が掲げられた︒具体的な方策として︑

コミットする国に対する一層寛容なＯＤＡ

るようになった︒そして︑開発パートナー

以降︑主要先進国も本腰で取り組みを進め

て開発問題が着目され︑一九九○年代後半

冷戦終了後︑国際社会の不安定要因とし

を背景に︑先進各国は軒並みＯＤＡ予算の

の一環としての貧困削減の重要性への認識

○一年の九・一一事件以降の国際テロ対策

書が発表された︒このような流れや︑二○

られ︑二○○五年一月にはミレニアム報告

心にミレニアム・プロジェクトが立ち上げ

国民総所得の○・七％のＯＤＡ供与やＯＤ

シップが様々な国際会議での主要テーマと

増額を表明し︑実施に移しつつある︒

●開発パートナーシップの進展

Ａのアンタイド化をはじめ︑ＯＤＡの量的

して取り上げられ︑様々なイニシアティブ

的向上がどのように求められてきたかを概

プが進展する中で︑ＯＤＡの量的拡大と質

以下︑グローバルな開発パートナーシッ

題として取り組むべきなのか︒

か︒限られたリソースの中で︑何を優先課

ｓの達成にとって有効で的を射たものなの

だろうか︒様々な処方箋は︑本当にＭＤＧ

改善を具体的にどのように進めるべきなの

の提言をどのように受けとめ︑開発援助の

先進国の一員である日本として︑これら

に向けて途上国と援助国・機関の双方の責

社会の共通目標として確認され︑その達成

ニアム宣言を受けて︑ＭＤＧｓとして国際

ものとなった︒そして︑二○○○年のミレ

な国際的目標︵ＩＤＧｓ︶として包括的な

Ｃ︶の新開発戦略において︑七つの具体的

機構︵ＯＥＣＤ︶
・開発援助委員会︵ＤＡ

で始まったが︑一九九六年︑経済協力開発

ーチは︑一九八○年代に予防接種等の分野

な期限付きの目標を設定するというアプロ

げられる︒開発推進のため明確で計測可能

第一に︑ＭＤＧｓを中核とした流れがあ

てもＰＲＳＰが作成されることになった︒

他全ＩＤＡ︵国際開発協会︶対象国につい

ブによる債務救済の前提条件とされ︑その

ＳＰの作成が︑拡大ＨＩＰＣイニシアティ

ステークホールダーの協調︶を掲げたＰＲ

ップ︵援助国・機関をはじめとする幅広い

身の政府と国民の主体性︶とパートナーシ

削減を目指し︑オーナーシップ︵途上国自

総会でＰＲＳＰの導入が決定された︒貧困

様の考えに基づき︑同年九月のＩＭＦ世銀

発フレームワーク︵ＣＤＦ︶を提示し︑同

ン世銀総裁は︑一九九九年一月に包括的開

を中心とした流れである︒ウォルフェンソ

ターゲット ・第三項には︑
﹁貧困削減に

拡大・質的向上に向けて︑二○○○年のミ

が並行して進展することとなった︒

観し︑論点を検討した上で︑個別の途上国

務が明確化された︒二○○二年三月にはモ

これにより︑多くの途上国において︑援助

第二は︑貧困削減戦略文書︵ＰＲＳＰ︶

レニアム・サミット以降の一連の国際会議

の視点から先進国にとっての課題を改めて

ンテレイで国連開発資金会議が開催され︑

や報告書で様々な提言が出されている︒

整理し︑今後の日本の取り組みのあり方に

13

改善が求められている︒ＭＤＧｓ目標８の

に向けて︑先進国には開発援助の量と質の
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ことになり︑援助国・機関の支援も︑その

えての包括的な政策を基盤にして行われる

協調のプロセスが︑途上国政府を中核に据
関するパリ宣言に合流し︑途上国を含めて

内容は︑二○○五年三月の援助効果向上に

からなるメモランダムが採択された︒その

た︒教育分野では︑二○○二年より世銀を

ＤＧｓに関するハイレベル会合が開催され

ワ︑ジュネーブ︑アブジャ︑パリで保健Ｍ

教訓をどのように迅速にスケールアップで

た議論を踏まえ︑数少ない良い成果からの

ＭＤＧｓ︑ＰＲＳＰ︑援助効果向上といっ

第五に︑スケールアップの流れである︒

このような動きの中で︑ＭＤＧｓを達成

京都等で世界水フォーラムが開催された︒

進されている︒水分野では︑二○○三年に

クイニシアティブ︵ＥＦＡ Ｆ
│ ＴＩ︶が推

中心に万人のための教育・ファストトラッ

︶sを中心とした流れである︒当初の問題
意識は︑多くの援助国・機関がそれぞれの

きるかとの問題意識に基づき︑世界銀行の

するためのＯＤＡの量的拡大と質的向上の

の承認が得られることとなった︒

方法で援助を供与しモニタリングを行うと

主導による新たな取り組みが進められてい

あり方について︑様々な議論が行われるこ

枠組みの中で行われることとなった︒

﹁取引費用﹂が大きくなるので︑手続きの

る︒二○○四年五月には上海で途上国数カ
会議﹂が開催され︑その成果を踏まえた実

おいて特に注意すべきことは︑特に先進国

ととなった︒ただし︑グローバルな議論に

第 三 に︑援 助 効 果 向 上︵ aid effectivenes

調和化が必要との点にあった︒しかし︑二

国の首脳レベルを招いて﹁スケールアップ

助効果向上ハイレベル・フォーラムを通じ

務プロセスとして︑二○○五年九月にはワ

●援助の量と質を巡る議論

フォーラム︑二○○五年二〜三月のパリ援

○○三年二月のローマ調和化ハイレベル・

ての作業の中でより包括的な内容となり︑

向けのアドボカシーに活用したり︑多くの

例えば︑量的拡大について︑
﹁ＭＤＧｓ

シントンで第一回会合︑同年一二月にはパ

を達成するのに必要な資金量はいくらか﹂

パリ宣言においては︑オーナーシップ︑整

第六に︑分野別パートナーシップの流れ

といった試算をもとに先進国のＯＤＡ増を

途上国に共通する部分に焦点を当てた対策

第四は︑開発成果マネジメントの流れで

な課題として認識される中で︑従来からの

である︒ＭＤＧｓ達成のための実施が大き

リで第二回会合が開催された︒具体的には︑

ある︒ＭＤＧｓやＰＲＳＰを推進する中で︑

求めるといった議論も一部見られた︒しか

合化︑調和化︑開発成果マネジメント︑相

それがいかなる成果を生み出しているかモ

個別分野でのパートナーシップの動きが加

し︑途上国においてはいかなる資金投入が

を提示したりする結果︑途上国における多

ニタリングし︑実際の成果を確保するマネ

速されることとなった︒二○○二年の環境

ＭＤＧｓ達成のために最も有効か︑途上国

援助量の短期・中期見通しの予測性向上︑

ジメントを行うことの重要性が強調される

と開発に関する世界サミット︵ヨハネスブ

政府やその他の組織に援助を有効に活用す

互説明責任の五つの論点について︑途上国

ようになった︒二○○二年三月のモンテレ

ルグ・サミット︶では︑エネルギーや生物

る能力が備わっているのか︑公的資金と民

様かつ複雑な問題状況の多くが捨象され︑

イ会議を受けて︑同年六月の国際開発金融

多様性など分野別パートナーシップの枠組

間資金の役割分担はどのような形が望まし

そのための政府・ドナー会合の活用や機能

機関︵ＭＤＢｓ︶とＯＥＣＤ・ＤＡＣの開

みが合意された︒保健分野では︑二○○二

いか︑成果の持続性が確保されるのか︑と

及び援助国・機関のコミットメントが表明

発成果マネジメント円卓会議で具体的な検

年にアナン国連事務総長の提唱により世界

いった様々な課題があり︑一定額の資金量

単純に整理されるきらいがあることである︒

討プロセスが始まった︒二○○四年二月に

エイズ・結核・マラリア対策基金が発足し︑

で一定の成果が達成できるといった単純な

強化などの方策が検討されている︒

はモロッコのマラケシュで同円卓会議の第

二○○三年春から二○○五年秋まで︑オタ

されることとなった︒

二回会合が開催され︑行動規範と行動計画
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前提となることから︑ＯＤＡの量の確保は

増は︑十分な開発効果が確保されることが

問題ではない︒また︑先進国からのＯＤＡ
ングをさらに洗練化・精緻化することのみ

らは︑グローバルなアジェンダやモニタリ

て︑個別国毎の課題に直面している︒これ

するかという問題である︒政治的利権や汚

などのガバナンスの問題にどのように対処

第二に︑途上国国内の政治的対立や腐敗

職などにより︑援助資金が効果的に使われ

ないおそれがある国に対して︑どのように

で解決できるものではない︒
このような状況下で︑ＭＤＧｓを達成す

質の向上と密接に結びついている︒
質的向上についても︑財政支援といった

関わっていくかは難しい問題である︒途上

ように構築するかという問題である︒昨今︑

るための大きな鍵は︑個別の途上国毎に︑

開発成果マネジメントが重視される中で︑

新援助スキームの導入やアンタイド化等の

第一に︑個別の途上国におけるＰＲＳＰ

途上国はＰＲＳＰの中で成果指標を定めて

国政府に問題があるからといって支援を打

の内容と実施体制について︑途上国のオー

いるが︑統計担当部局等の能力不足により︑

援助国・機関がグローバルなイニシアティ

ナーシップを尊重しつつ︑どのように質を

成果のモニタリングをその後の政策に反映

方策で解決するような簡単な問題ではない︒

て国内資金をどのように確保し活用するの

確保するかという問題である︒ＰＲＳＰは

させることが困難な場合が多い︒他方︑世

ち切ってしまえば︑当該途上国の国民が苦

か︑モニタリング・評価を行うに際して途

既に多くの国で策定されているが︑往々に

銀等の国際開発金融機関は成果主義の国別

ブの実施に向けて︑どのように具体化し︑

上国政府とドナーの役割分担や体制をどの

して総花的であり︑貧困削減に向けての有

援助戦略を導入し︑ＰＲＳＰを尊重すると

援助の開発効果は︑援助の対象となる貧困

ように構築するのか︑といった様々な要因

効な処方箋になっているか︑大きな課題が

いいながらも︑ＰＲＳＰとは別途に自らの

しむばかりでＭＤＧｓの達成も難しくなる︒

に左右されるものである︒援助の質的向上

残されている︒また︑個別セクターの政策

観点から具体的な指標やベンチマークを設

きめ細かく適切な支援を行えるかという点

を図るためには︑個別の途上国の問題状況

文書との整合性︑年次予算や中期支出枠組

削減戦略の策定プロセスと内容はいかなる

を踏まえて取り組む必要がある︒

みとのリンクといった実施体制面でも改善

定している︒さらに国連関係機関は国連開

援助を活用しつつ政策改善を促すという︑

以上の通り︑ＭＤＧｓが打ち出されてか

が必要な場合が多い︒しかし︑援助国・機

発援助枠組み︵ＵＮＤＡＦ︶を作成し︑別

にある︒以下︑個別の途上国の視点に立っ

ら五年間にわたる様々な取り組みの進展を

関として︑途上国になり代わってＰＲＳＰ

途に政府と国連機関から構成されるモニタ

ものか︑それを実施に移す途上国の政策・

踏まえれば︑矢継ぎ早に打ち出されたグロ

を起案しても途上国側のコミットメントは

リング枠組みを構築している︒途上国政府

第三に︑モニタリング・評価体制をどの

ーバルなイニシアティブ自体は︑重要な作

期待できず︑また実施体制についても特定

の能力や援助国・機関に対する発言力が限

機微なハンドリングと判断が必要となる︒

業といえるものの︑その有効性は一定程度

の形態を押し付けることは困難である︒中

られる中で︑様々な援助国・機関が成果主

て︑先進国としていかなる取り組みを行う

にとどまるものであることが理解されよう︒

長期的観点から︑途上国のオーナーシップ

義を導入することで生じ得る混乱をどのよ

べきかという課題について提示したい︒

個別の途上国において︑ＭＤＧｓ︑ＰＲＳ

のもとで質の高い政策立案・実施が行われ

うに回避していくかは大きな課題である︒

制度環境やガバナンス・政治構造といった

Ｐ︑援助効果向上というグローバルなイニ

るよう︑十分な政策対話と途上国政府の能

第四に︑援助国・機関の現地機能をいか

制約はどのようなものか︑援助資金に加え

シアティブの考え方は今や着実に浸透しつ

力開発を根気強く行っていく必要がある︒

●途上国の視点に立った取り組み

つある︒しかし︑それを実施に移すに際し
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組んで支援を行っていくためには︑援助資

援助国・機関が緊密にパートナーシップを

おそれがある︒今後︑途上国政府を中心に︑

情に適さない支援や政策アドバイスを行う

験が少ない場合もあることから︑現地の実

てはるかに数が少なく︑当該途上国での経

現地駐在の職員は途上国政府の職員に比べ

の知見を有している場合が多い︒しかし︑

力を持ち︑またグローバル・スタンダード

機関は︑援助資金を背景とした強大な発言

に強化するかという課題である︒援助国・

ある︒日本は自ら開発を経験した唯一の主

途上国の自立に向けての﹁コーチング﹂で

れているのは︑具体的な支援を媒介とした︑

実現に成果を上げてきている︒現在求めら

主性を尊重し︑自助努力を促す形での開発

幸い︑日本はアジアを中心に︑途上国の自

ピールすることは困難になってきている︒

ことなしに︑日本が先進国として貢献をア

は個別のセクター︶で具体的な成果を示す

段階に入っている︒個別の途上国︵さらに

ター別︶のパートナーシップを具体化する

から﹁各論﹂
︑特に﹁国別﹂
︵さらにはセク

性を持った人材を配置し︑人材が不足する

上国現地にコミュニケーション能力と専門

これを有効に活用するためには︑まずは途

の経験を持ち︑有益な知見を蓄積している︒

発問題への取り組みについて︑日本は多く

育成することである︒先に述べた通り︑開

課題は︑そのための体制を整備し︑人材を

そして︑日本として早急に取り組むべき

シップが効果的な形で推進されるよう︑知

日本として︑グローバルな開発パートナー

を性急に推進しようとする動きも見られる︒

ら︑先進国として取り組むべき具体的な課

の展開を背景として個別の途上国の視点か

以上︑グローバルな開発イニシアティブ

効果的に活用することが求められる︒

関する知見を自ら蓄積し︑持てる発言力を

ーバルな知見のみならず︑途上国の現状に

ないか︒

らの期待に応えることが可能になるのでは

くために活用すれば︑日本として途上国か

トナーシップへ参画し︑さらに主導してい

体系化するとともに︑他のドナーとのパー

開発援助の経験から得られた知見を整理し

現地に導入される中で︑日本自身の開発や

果向上といった新たな﹁枠組み﹂が途上国

持っている︒ＭＤＧｓ︑ＰＲＳＰ︑援助効

要先進国として︑そのための資質を十分に

をリードしていくことこそ大切である︒そ

流れの先にある新たな課題を提示し︑議論

つつある︒この流れの後を追うのではなく︑

開発援助を巡る議論は︑刻一刻と進展し

機関内外に確保することが不可欠である︒

論陣を張ることができる人材を政府・実施

の知見を整理するとともに︑国際会議等で

ても︑各種の研究機関を活用しつつ︑日本

務である︒また︑グローバルな議論におい

場合にはそれを組織的に育成することが急

的な貢献を行うことが重要と考える︒

金を持つ側が︑本国の納税者の視点やグロ

題を例示した︒これらを踏まえて︑日本は

シップを改善するという﹁二正面作戦﹂を

知見を踏まえて︑グローバルなパートナー

プを推進するとともに︑②そこで得られた

性を尊重した現地におけるパートナーシッ

結論から言えば︑①個別の途上国の自主

で取り組みを進めて行くべきであろうか︒

ＡＣ︑さらには分野別の国際機関・会議に

割である︒国連︑世界銀行︑ＯＥＣＤ・Ｄ

ていくことも︑日本が果たすべき大きな役

トナーシップのアジェンダ設定に反映させ

との発想を︑今後のグローバルな開発パー

と多様性を踏まえた開発の実現を重視する

また︑このような個別の途上国の自主性

の責務を果たしていくことを期待したい︒

を進め︑ＭＤＧｓの実現に向けて︑先進国

をはじめ︑様々な蓄積を活用して取り組み

いだろうか︒日本が︑能力開発や南南協力

い古されたようで実現が難しい問題ではな

ーシップをいかに構築するか﹂という︑言

れは︑
﹁途上国の自主性を活かすパートナ

●日本にとっての課題

ＭＤＧｓ達成に向けて︑いかなるスタンス

展開すべく︑③その双方に必要な体制を整

︵きや まさひこ／在バングラデシュ日

本大使館参事官︶

おいては︑個別の途上国における実情を十
分に踏まえず︑理論重視の画一的な処方箋

備し人材を育成すべきと考える︒
開発援助を巡る議論は︑もはや﹁総論﹂
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