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効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップ第 1 回ハイレベル会合： 
包摂的なポスト 2015 年開発アジェンダの策定に向けて（仮訳） 

 

 

I. 効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップ及びポスト 2015 年開発アジェンダの実施 
1. 我々，途上国及び先進国，多国間，地域間及び二国間の開発・金融機関，議会，地方及び地域政府，

民間セクター，慈善財団，労働組合及び市民社会組織の大臣及び指導的代表は，釜山の成果に基づ

き，完全な包摂と連帯の精神の下，効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップ

（GPEDC）第一回ハイレベル会合のために，2014 年 4 月 15－16 日にメキシコ・シティに集結した。 

 

2. 世界の発展は重大な岐路にある。ミレニアム開発目標（MDGs）の進捗にも関わらず，貧困と不平等

は，様々な次元において，またすべての地域にわたって，依然中心的な課題である。遅く，不均衡

な世界経済成長，食料，水及びエネルギー供給の不安定，全ての人への質の高い教育及び人間らし

い働きがいのある仕事の欠如，また，紛争の発生，経済的ショック，自然災害，流行病に対する脆

弱性もまた，世界の多くの地域において差し迫った問題となっている。気候変動及び国際公共財の

管理は，我々の国際アジェンダにさらなる複雑性をもたらす。それと同時に，人間開発の可能性は

計り知れず，我々は，一世代の間に，世界規模で貧困を終わらせるための自由に使える手段を持っ

ている。しかし，これを達成するためには，我々は，共通の発展，ジェンダー平等の改善，人権の

促進及び保護のため，大胆かつ持続的な取組みのための政治的意思を結集させなければならない。 

 

3. 国際連合が，断固として実施されるべき，ポスト 2015 年の包摂的かつ持続可能な開発のための普遍

的なアジェンダの策定作業を進めている中，GPEDC は，この新たな国際アジェンダの実施の「どの

ように」の一部として，貧困根絶をその中心に据えつつ，より効果的な開発協力をもたらす取組み

の前進を追求していく。この目的を念頭に，我々は，国連開発協力フォーラムのような他者との相

乗効果及び協力の下，取組みを進めることを誓約する。 

 

4. 重要なことに，GPEDC は，強化された国内資源動員の長期的かつ幅広い開発効果及び全てのレベル

における全ての公的及び民間の開発関係者の取組みの集約をよりよく支援するため，国際開発援助

の主要源としての ODA の貢献や触媒効果によって支えられている，援助効果から効果的な開発協力

へのパラダイムシフトの推進を約束している。 

 

5. この信念を持って，我々は，包摂的かつ持続可能な開発のための資金供給を支援し，とりわけモン

テレイ・コンセンサス及びそのフォローアップ，国連後発開発途上国会議及びリオ+20 で合意され

た，ODA 目標を含む，我々のすべての約束の履行に取組む。これを基礎として，我々は，具体的成

果及び全ての人への機会を生み出し，社会経済の変革を進展させ，誰も取り残されない持続可能な

将来を確保するため，援助効果向上に関する釜山ハイレベル・フォーラムで明確に示したように，

我々の決意を再確認する。 
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6. 我々は，全員が共通の目標と共有の原則に基づき参加する開発アジェンダの一部であることを認識

する。この文脈において，我々は，個別の状況に基づき効果的な開発協力を支援するための更なる

努力を奨励する。我々は，また，南南協力は，南北協力とは異なることを再確認する。ナイロビ宣

言は，南南協力の基礎を形成している。援助効果向上に関する釜山ハイレベル・フォーラムの成果

文書と GPEDC 第一回ハイレベル会合のコミュニケで合意された原則，約束，行動及び取組み形態

は，南南協力のパートナーによって任意で参照されるものとする。 

 

II. 包摂的かつ持続可能な開発成果に向けた具体的行動 
II.A. 釜山からの進捗及び包摂的開発 
7. 2011 年の援助効果向上に関する釜山ハイレベル・フォーラムでなされた約束を達成するにあたって，

南北協力は，特有の役割を担う。これらの約束は，2008 年アクラ行動計画，2005 年援助効果向上

に関するパリ宣言，2003 年ローマ調和化宣言に基づいている。我々は，自発的に参加した 46 か国

の支援を得て作成された，これらの約束の実施に関する GPEDC 世界モニタリング報告書によって

提供された貴重な情報，並びに，その他の関連する国別報告書やポスト釜山ビルディング・ブロッ

ク（構成要素）のような主体によって提供された追加的データを歓迎する。この情報に基づき，我々

は，カントリー・オーナーシップ，成果重視，包摂性，透明性及び相互説明責任に関する釜山の諸

原則の支持における進捗を認識する。しかしながら，我々はまた，これらの約束を完全に実施する

ためには，より多くの努力と行動の変化が必要とされていることも認識している。未了の援助効果

向上に関する課題は，重大な懸念として残っている。それゆえ，新たな政治的意思と切迫感を持っ

て，我々は，持続的な具体的行動を通じて，特定された欠点や障害に速やかに対処することを約束

する。我々の前進に際し，我々は以下のことを強調する。 

 

途上国による開発優先事項のオーナーシップ 
8. 我々は，ODA が国家的優先事項及び戦略に沿い，各国の状況とニーズに合致していることを確保す

るため，ドナー及び受取国双方，並びに多国間の機関よって実施される取組みを承認する。この点

に関し，我々は，脆弱国及び紛争国におけるカントリー・オーナーシップ，指導力，能力の強化，

並びにこれらの文脈におけるカントリーシステムの活用における，ニュー・ディール・パートナー

の取組みに特に留意する。 

 

9. 先を見据え，我々は，受取国に対し，市民の社会的・経済的福祉に貢献する国内改革及び開発課題

の推進の継続を奨励し，また，ドナーに対し，これらの努力への十分な支援を奨励する。この文脈

において，我々は，国家の開発課題及び状況と整合した援助によって，カントリー・オーナーシッ

プと指導力の強化を継続するための行動を強化することに合意する。とりわけ，我々は，標準アプ

ローチとしてのカントリーシステムの強化・活用，それらの活用が適切な場合における評価と対話

の促進，実施手段の適切な混合における財政支援の検討，アンタイド化の継続，現地調達の促進を

含めた開発協力の現地化の強化，そして，援助の重複をよりよく調整，評価，管理するためのパー

トナー国の熱意を支援するための努力を活性化することに合意する。 
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10. また，受取国によって設定された優先事項や政策に沿って，我々は，国主導の下での分業化を目指

しつつの援助の断片化の回避，共同プログラミングの強化，援助量が不十分な国の課題に対処する

取組みの実施，多国間機関及び合同運用基金ファシリティのより適切な活用，そして，優先的に，

パリ，アクラ，釜山でなされた約束に沿って ODA フローの予測性の確保を継続していく。この文脈

において，我々は，開発援助の提供者全てに対し，国主導の調整メカニズムへの積極的な支援と参

加を奨励する。 

 

成果重視 
11. 我々は，より優れた進捗の管理，モニター，評価及び報告をするため，またひいては，受取国によ

って設定された優先事項や政策に沿って，開発成果と効果の最大化と持続可能性を支持すべく，支

援の拡大，国の能力強化，追加的な資源とイニシアティブの活用を促進するための堅固なプラット

フォームを提供するためにも，国の成果枠組みを改善するために行われているイニシアティブ，運

用政策，手段の拡大と強化を認識及び奨励する。 

 

包摂的なパートナーシップと開発 
12. 我々は，開放性，信頼，相互の尊重とすべての開発パートナーの異なる役割及び補完的な役割から

学習するとの精神の下，女性のエンパワーメントを含め，開発課題の包摂的で民主的なオーナーシ

ップを強化するために，すべての関係者と発言とが適切に認められ，そのための必要な場が与えら

れ拡大されることを確実にする上での継続的な進展を奨励する。 

 

13. 我々は，市民と政府を結び付け，包摂的かつ持続可能な開発に向けて民間投資と歳入の配分を促す

ことを含め，効果的な開発協力のための法的枠組みを制定し，開発協力のプロセスと行動計画を監

視する議会の重要な役割を強化することを奨励する。 

 

14. 我々はまた，地方分権，人材育成，データへのアクセス，法的保護を通じて，地方及び地域政府が，

政策立案，サービス提供及び，地方レベルの参加・透明性・説明責任の強化における役割をより完

全に担うことができるよう，さらなる支援を提供することを奨励する。 

 

15. 市民社会組織（CSO）は，人々が権利を主張することを可能にし，人権に基づくアプローチを促進

し，開発政策やパートナーシップを形成し，それらの実施を監視する上で，重要な役割を果たす。

この点において，我々は，イスタンブール原則と市民社会組織の開発効果のための国際的枠組みに

留意する。我々はまた，合意された国際的な権利と整合性をとりつつ，市民社会組織の開発への貢

献が最大化される政策環境に特に焦点をあてて，市民社会組織が，独立した開発主体としてその役

割を果たすことを可能にするための，各々の約束を完全に実施することを再確認する。また，この

文脈において，我々は，国レベルでの包摂的かつ民主的な複数の関係者間の対話と，関連した人材

育成や支援策の提供を奨励する。 
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16. 我々は，本コミュニケの II.E 節で強調されているように，民間セクターは公共セクターやその他の

関係者とのパートナーシップによる開発協力において重要な主体であると認識する。 

 

17. 我々は，慈善財団が開発協力にもたらす付加価値を認知する。特に，我々は，OECD の「開発のた

めの財団連合」ネットワークとの連携の下策定された任意的な「効果的な慈善活動の関与ガイドラ

イン」を歓迎し，それらの実施とフォローアップを醸成する継続的な複数の関係者間での対話と必

要に応じた協力を奨励する。 

 

透明性と相互説明責任 
18. 我々は，OECD-DAC の統計報告制度と国際援助透明性イニシアティブ（IATI）の補完的取組みを勘

案の上，2015 年までに共通基準を実施するとの約束をした国々の努力を通じて，より多くの協力提

供者が，自らの協力範囲，及び協力活動と予算の成果と効果に関する情報の入手可能性を向上させ

ており，透明性と説明責任の向上に向けた世界的な進展を確認する。我々は，世界レベルでの透明

性の前進を国レベルでの実益に換えることを確実にするため，相互説明責任の強化に向けた重大な

歩みとして，ジェンダー平等や女性のエンパワーメントへの公的資源の配分や追跡を含め，特に情

報の質とより利用の拡大を改善することに留意しつつ，適時性，包括性，比較可能性，入手可能性，

利用可能性と情報の予見性に関するパリ，アクラ，釜山でなされた約束を達成するための努力を加

速することを奨励する。南南協力のパートナーは，彼らの特異性により適合すると途上国が考える

手法に従って，あらゆるモダリティでの，自らの協力範囲及び協力活動の成果と効果にかかる情報

の利用可能性の向上を継続する。 

 

脆弱国及び紛争国の強靭化（レジリエンス）への移行支援 
19. 我々は，ポスト 2015 年開発アジェンダの文脈を含め，脆弱性から脱し，強靱性（レジリエンス）と

平和を中心に据えた持続可能な開発に向けて移行期にある脆弱国及び紛争国への支援の優先度及び

緊急性を再確認する。「平和構築及び国家建設に関する国際対話」と g7 プラスによって共同で策定

された「ニューディール」を承認した国々は，合意された約束を完全に実施することを継続する。

また，この目的を達成するために，我々は，フォーカス（FOCUS）とトラスト（TRUST）の両原則

の達成を確保し，明確な指標を設定するとともに，協力の提供のための具体的な計画を策定する。

我々は，最貧の脆弱国に向けられた ODA の効率性と成果を向上する課題に取組むことを，共同して

約束する。加えて，我々は，すべての開発協力が，安定性を強化し，国レベルにおいて，また国レ

ベルによって特定された脆弱性の要因への対処に資することを確保するための努力を倍加する。

我々は，このような努力は，地域社会や市民社会の意見を取り入れた個別の評価によって決定され

る，平和構築・国家建設目標によって優先付けされた分野に対して，追加的な支援を必要とするこ

とを認識する。 

 
II.B. 国内資源動員 
20. 我々は，モンテレイ・コンセンサスで強調されたように，開発を支援するための，公的及び民間の

国内資源の適切な動員を確保することが重要な課題であることを認識する。政府歳入の適切な動員
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は，直接金融及び，公共サービスと社会的保護，組織・人材開発，基礎的インフラ，力強く包摂的

な経済成長への投資への民間資金の活用のために必要とされる。 

 

21. 我々は，税のよい統治（tax good governance）に関する国際標準に整合した，幅広い課税標準と公

正で適正な累進構造によって維持される課税制度の強化を支援することに取組む。我々は，盗難資

産の返還，国連腐敗防止条約，OECD 贈賄防止条約のような我々が締約国となっているその他の合

意の実施強化によって，汚職，資金洗浄，不正な資金フローと闘うための約束を再確認する。我々

はまた，「税源浸食と利益移転（Base Erosion and Profit Shifting）」に関する OECD/G20 のプロジェ

クトを歓迎する。さらには，我々は，各国，国連国際租税協力専門家委員会，及び多国間・二国間

機関による，国際協力や税務に関する国家間の情報交換の強化，また，途上国からの要請に応じて，

財務に関する専門知識，技術協力，人材育成の提供の努力を認識し，さらに奨励する。 

 

22. 包摂的な国内金融セクターの強化と発展，中小企業，個人，世帯によるあらゆる種類の金融サービ

スへの低廉な費用でのアクセス，移民労働者の国際送金の送金コストの低減，個人や企業の公式な

経済への移行，革新的資金手法の開発，並びに天然資源の持続可能な管理と採取産業のガバナンス

は，包摂的な経済成長を支え，各国の優先事項に沿って我々が積極的に支援に取組んでいる，開発

のための国内資源の動員と活用のための主要な手段である。特別インフラ基金，政府系資産安定化

基金，地域証券市場の能力強化のような，革新的な国内民間セクター主導のメカニズム及びアレン

ジメントもまた，開発パートナーによる開発協力の下で優先付けされうる。 

 

II.C. 中所得国 
23. 中所得国（MICs）は，「国民一人あたりの所得」のような指標で分類されているが，この指標は範囲

が限られており，貧困，不平等，経済ショック・気候変動・自然災害に対する脆弱性，活発な経済

セクターにおけるイノベーションや競争力の欠如，「中所得の罠」のリスク，制度上の欠点など，こ

れらの国々が直面している開発課題の多様性と複雑性を捕えていない。中所得国は世界で最も多く

の貧困な人口を抱えている。中所得国への支援が停止されれば，地球規模の開発協力が効果的では

なくなる。 

 

24. 我々は，革新的資金メカニズム，借款や技術協力，必要な場合には贈与の供与，また特に低中所得

国などが引き続き求めている二国間 ODA を通じて，個別の国情や関連する分野・地域における能力

に基づき，中所得国の複雑で多様な現実をより良く捉えるため，また，効果的な開発協力のために，

柔軟で，目標を絞った，異なる戦略のための改善された基盤を提供するための，手法を考案する必

要性を認識する。そして，これらの課題に対処するためのすべての関係者からの具体的な提案を奨

励する。 

 

25. 我々は，中所得国への支援は，後発開発途上国（LDC），小島嶼開発途上国（SIDS），アフリカやそ

の他地域の低所得国のような，他のカテゴリーの国々に供与される支援と引き替えに実施すべきで

はないことを強調する。これらの国々は，持続可能な開発を確保するためのインフラ，人材，経済
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不況への脆弱性，組織的能力の制約における構造的な欠陥を克服するための継続的な支援を必要と

している。さらには，我々は，最終的な譲許的制度の調整や他の開発協力手段が，これらの国々が

達成した開発の利益を妨げないことを確実なものとするため，低所得国から高所得国のカテゴリー

への穏やかな移行を支援する方法や手段を模索する必要性を強調する。 

 

26. 我々は，世界経済と世界的，地域的，国境を越える課題への対応において中所得国の重要性が増し

ていることを認識するとともに，いくつかの中所得国が持つ開発協力の提供者と受益者の双方とし

ての重要な役割を認識し，南南協力や三角協力における中所得国の価値ある役割を支援する重要性

を強調する。 

 

II.D. 南南協力，三角協力，及び知識の共有 
27. 南側パートナーは，特にインフラや経済開発，公共サービス，社会的保護，強靱性（レジリエンス）

の構築，知識の共有，地域協力と統合のイニシアティブを通じて，開発経験の共有やその他の開発

途上国との協力において，ますます活発に取組んでいる。我々は，南北協力が未だに国際開発協力

の主たる形態であり，南南協力は南北協力の代替ではなく，補完であることを認識しつつ，すべて

の開発関係者のパートナーシップにおいて，これらの価値ある協力努力の肯定的な効果を歓迎し，

こうした協力の拡大と強化を奨励する。この文脈において，我々は，南南協力の特質と手法や，開

発の効果を強化する手段や方法，その他の開発協力パートナーや手法の取組みとの潜在的な相乗効

果に対する理解を深めるための南側パートナーによるイニシアティブを歓迎する。 

 

28. 三角協力は，受取国の役割と意志を中核に据えた包摂的連携の革新的方法であり，南北パートナー

や多国間，地域間，二国間の開発・金融機関が充実した協力スキームや個別の国情に合った効果的

な現地の解決策の活用を通じて最大化される経験や教訓，異なる強みをひとつにまとめる機会を提

供する。我々は，戦略面とプロジェクトの両レベルにおいて，受取国が策定した優先事項や政策に

沿って，関与しているすべての開発パートナーの優位性と補完的な強みを適切に引き出す，三角協

力イニシアティブの展開と拡大を奨励する。 

 

29. 我々は，特に国や地方の能力強化への価値ある貢献を考慮した，開発効果向上のための各国主導の

知識の共有の重要性を認識する。知識の共有は，官民関係者の関与や多国間の機関の有益な支援を

含めた，北南，南北，南南，並びに三角協力や地域的アプローチを包含しうる。我々はすべての開

発パートナー間での知識の交換，相互学習と調整のためのネットワークの発展を奨励する。この文

脈において，我々は，包摂的かつ持続可能な開発への課題に対応する途上国の努力を支援するため

に，相互に合意した諸条件において，自発的な技術移転の積極的な促進や人材育成の強化を奨励す

る。 

 

30. 実に，2012 年 7 月の「国家主導の知識の共有「ハブ」に関するバリ・ハイレベル会合」で合意され

たように，我々は，国内及び国際的なレベルでの成果志向の知識の共有を体系的に行うために，国

家機関の能力を強化することにより，知識の「ハブ」を通じた知識の共有の拡大と相互学習を促進
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していく。将来的には，このイニシアティブは，各国主導による知識の共有プロセスを促進するこ

とが期待され，2014 年 6 月 23-26 日にソウル（韓国）にて開催予定の，次回「国家主導の知識の共

有「ハブ」に関するハイレベル会合」はそのための重要な機会となる。 

 

II.E. 開発におけるパートナーとしてのビジネス 
31. 我々は，強固かつ包摂的な経済成長，富と人間らしい働きがいのある仕事の創造，起業家精神，生

産性向上と技術革新，知識の共有と技術移転，並びに財・サービスへの全ての人のアクセス拡大を

通じて，貧困根絶と持続可能性におけるビジネスの重要な貢献を認識する。この文脈において，我々

は，国家公共政策と規制の枠組みに沿って，包摂的かつ持続可能な開発に資するビジネス環境の整

備を促進する決定的重要性を強調する。我々は，また，民間セクターの説明責任の重要性について

も認識をした。 

 

32. 我々は，バリューチェーンの広がりや，持続可能な生産・消費パターン，企業の社会的・環境的責

任に沿って共有された価値の提供の強化を通じた，ビジネスと開発の主要目的との整合性の向上を

目的として，労働組合や市民社会組織を含む，幅広い官民連携における包摂的かつ構造的な複数の

関係者間での対話のためのプラットフォームや「ハブ」を強化，あるいは設置するための努力を歓

迎する。我々は，この成果やこれらの努力の開発効果から学び，それらのフォローアップの中で協

働することを期待する。 

 

33. 我々は，途上国の個別の状況と優先事項に対応した発展を促進するための公共政策の中心性を認識

し，この文脈において，適切に投資リスクを共有し，投資収益に次いで経済的・社会的・環境的開

発効果を最大化し，起業家精神，金融包摂と価値の付加を強化する革新的な官民連携の金融メカニ

ズムの開発を奨励する。我々はまた，国家的優先事項に沿った戦略的分野において，全ての関係者

と連携して，開発のための民間資金の拡大のためのさらなる努力を奨励する。 

 

34. 中小企業は，全ての国において，包摂的な経済成長の達成，人間らしい働きがいのある仕事の創造，

金融・物・サービスへの貧困層のアクセス拡大において，決定的な役割を果たしている。我々は，

適切な構成条件，強化された金融包摂，技術協力及び人材育成によるものも含め，中小企業への全

面的な支援とそれら企業の開発効果の強化の必要性を強調する。国内の民間セクターの成長は，持

続可能な経済の変革にとって重要であり，強力な国際的な投資を必要とする。 

 

III. GPEDC の取組み形態と発展的役割 
35. 我々は，進捗を確認し，効果的な開発協力をさらに進展させる方法や手段を特定するため，2 年ごと

に効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップ・ハイレベル会合を開催する。我々は，

次回ハイレベル会合を主催するという提案を歓迎するとともに，次回運営委員会会合までにこれら

の提案に関する議論をまとめるよう運営委員会に要請する。 
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36. 我々は，説明責任を持ち，異なる支持基盤を代表し，GPEDC の多様な関係者と行動志向の特質を反

映する運営委員会のリーダーシップの下，我々の取組みを進展させていく。運営委員会は，今後も

定期的に開催される予定。退任する運営委員会のメンバーに謝意を示すとともに，我々は，共同議

長としてオランダの外務貿易開発協力大臣とメキシコの外務大臣の選出を祝福する。我々はまた，

2014 年 6 月のアフリカ連合（AU）サミットに途上国の共同議長のポジションにアフリカから後継

者を推薦するというアフリカの閣僚達による決定を歓迎する。 

 

37. 我々は，効率的な開発協力に関する根拠に基づく世界的な高いレベルでの政治対話とコミットメン

トの構築を支援するため，各国レベルでの釜山コミットメントの実施を評価し，レビューすべく，

パートナーを結集させるために年次ワークショップを主催する韓国のイニシアティブに感謝し，歓

迎する。我々は，進捗をモニタリングし効果を評価するための質の高いデータ収集と統計分析の能

力を高めるために，持続可能な開発のためのデータ改革の要請を支持する。 

 

38. 我々は，2015 年末もしくは 2016 年初頭に向けて，釜山コミットメントの達成に関するモニタリン

グと報告に関する方法と手段の統計的な改善を評価し，それらの方法と手段と来たるポスト 2015 年

開発アジェンダとの関連性を評価することを目的として，同コミットメントの達成に関するモニタ

リングと報告のための世界的な取組みの包括的なレビューを行うことに合意する。 

 

39. 我々は，国連開発計画（UNDP）と経済協力開発機構（OECD）による GPEDC への支援に感謝する

とともに，GPEDC の効果的な機能への支援を継続するよう要請する。我々はまた，地域間機関やプ

ラットフォームによる効果的な開発協力への貢献を強化するために，それら機関・プラットフォー

ムとの協力の進展のための方法や手段を模索していく。 

 

40. 我々は，共に，現在も，そしてポスト 2015 年枠組みが合意された後も，GPEDC が開発のための国

際協力において引き続き建設的かつ行動志向の役割を果たすことが確実となるよう取組む。この目

的のため，我々は，国連開発協力フォーラム，国連小島嶼開発途上国国際会議，開発資金会議及び

ポスト 2015 年開発アジェンダ策定のための国連での協議を含む，すべての集約的な政府間・関係者

プロセスに対するインプットとして，本 GPEDC 第一回ハイレベル会合のメッセージと成果を提出

する責任を運営委員会に委任する。 

 

 

（了） 


