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第1節

国際的な援助の動向
1. 変化する援助環境
日本を含む先進国からの政府開発援助（ODA）
は、

略語一覧

（1）援助における成果重視の定着

て、
一定の援助資金を前提とした貧困削減のための中
期計画を作成するようになっています。

まで、10年近くにわたって低下傾向にありました。2001

の世界に成果重視の考え方を定着させたことがありま

年以降、
政府開発援助が再び増加に転じた背景には、

す。
これまで、一般的な援助の目標として使われてきた

米国の同時多発テロに起因する国際社会情勢の変

尺度は、
援助総額や国民総生産（GDP）
の何％の援助

化等、
複合的な要因があったと考えられますが、
この期

を行うかといった、
「投入」に関する議論であり、援助の

間の開発援助の世界での変化を特徴付ける要因とし

結果、
どれだけ被援助国の所得が増えたか、
また、
どれ

ては、1999年9月の世界銀行・国際通貨基金総会で貧

だけ識字率が上がったかという援助の成果について

困削減戦略文書（PRSP）
の策定が合意されたことと、

は、専門家以外の人に議論されることは余りありません

2001年9月の国連事務総長報告書でミレニアム開発目

でした。MDGsは、援助の成果に焦点を当て、
「2015年

標（MDGs）が発表されたことが挙げられます。長年に

までに飢餓に苦しむ人口の割合を半減させる」、
「2015

わたり援助を続けているにもかかわらず、
目に見える効

年までに、すべての子どもが男女の区別なく初等教育

果が現れていないのではないかという停滞感から先進

の全過程を修了できるようにする」
といった分かりやす

国が援助疲れに陥る中、MDGsは、貧困削減という万

い成果指標を立てることで援助の目標を明確化し、国

人が共有できるテーマの下、
測定可能な国際的な共通

際援助コミュニティに成果重視の考え方を定着させた

の開発目標を提示することで、援助に対する意識と動

といえます（注１）。

索引

MDGsがもたらした重要な貢献の一つとして、援助

用語集

1992年の605億ドルをピークとして、
2001年の524億ドル

機付けを高めることに貢献しました。PRSPは、
MDGs達
成のための国別の基本戦略として位置付けられ、
途上
国政府は先進国や国際機関との緊密な対話に基づい

（2）新たな援助主体の台頭
2001年以降、世界全体の援助量が増加傾向に転

注1 ：こうした開発成果重視の考え方を援助の世界に導入するのに、
日本が重要な役割を果たした点については、
2ページ注2を参照。
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じていますが、開発援助委員会（DAC）加盟国のよう

至っています。

な先進国以外の国や主体による援助が急増している

また、民間の財団による支援も増加してきており、開

こともその一因です。例えば、1960年代には被援助国

発援助における重要性が高まっています。例えばマイク

1か国で活動する援助国・機関の数は平均して12でし

ロソフト社の共同創設者であるビル・ゲイツ氏が創設し

たが、2001～2005年には33に増加しています。現在は

たビル＆メリンダ・ゲイツ財団は、独自の資金に加えて、

230以上もの国際機関、基金、
プログラムが存在してい

2006年に投資会社バークシャー・ハサウェイの最高経

るといわれており、
特に、
保健分野においては、
援助国、

営責任者であるウォーレン・バフェット氏から300億ドル

国際機関、NGO、民間財団などを含め、主なものだけ

相当の寄付を受けるなど、民間セクターからの豊富な

でも100以上の主体が国際的な援助活動を行っていま

資金力を背景に、2006年には保健や教育分野を中心

す。
このように、
新しい援助主体による活動が増加し、
そ

に年間16億ドルの協力を行う援助主体となっています

の構成が多様化・複雑化してきたことも近年の援助環

（米国内の貧困救済事業等を含む）
。
さらに重要な点として、BRICs（注2）を中心とする新興

境の特徴の一つとなっています。
その中でも近年注目を集めているのは、
「ワクチンと

援助国が台頭し、
その影響力を強めていることも近年

予防接種のための世界同盟
（GAVI）
」や「国際エイズ・

の新しい特徴の一つとなっています。
これらの新興援

ワクチン推進構想（IAVI）」等、2002年1月に設立され

助国の援助に関する情報は十分に明らかになっていま

たエイズ・結核・マラリア対策世界基金のように、特定の

せんが、
例えば、
2004年のラオス政府の援助報告による

開発課題に対し、地球規模で援助を行う財団や基金

と、
中国の援助は対ラオス二国間援助の第２位を占め

による援助が増加していることです。世界基金は、
2007

ています。
また、2006年に開催された「第３回中国・アフ

年10月現在、三大感染症（エイズ・結核・マラリア）対策

リカ協力フォーラム」において、
中国は2009年までにアフ

に特化して、136か国における450件以上の事業に対

リカ諸国に対する援助規模を2006年の2倍にすること

し約86億ドルを上限とする無償資金供与を承認してお

や、
中国企業の対アフリカ投資支援のために50億ドルの

り、世界中で支援されているこれらの三大感染症対策

「中国・アフリカ発展基金」
を設立することを発表し、国

のための資金のうち、HIV/エイズ対策で21％、結核で

際的な注目を集めています。
このような新興援助国の

67％、
マラリアで64％を世界基金による支援が占めるに

台頭に関する国際社会の関心は高まっており、
2007年

図表Ⅰ-8

DAC諸国から開発途上国と国際機関への政府開発援助供与実績の推移
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＊1 出典：OECD-DAC ＊2 債務救済には、債務繰延を含まない。

注2 ：ブラジル、
ロシア、
インド、
中国の４か国。
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のG8ハイリゲンダム・サミットでも、
アフリカの開発におい

たらしています。例えば、1990年代半ばのタンザニアで

て新興経済国が果たしうる役割を肯定し、責任ある利

は、40を超える援助国・機関が2,000ものプロジェクトを

害関係者（ステークホルダー）
として関与することを促し

相互の調整なく実施していたことが報告されています。

ていくことが合意されました。
また、新たに設けられた、

その結果、
タンザニア政府に過度の負担がかかり、
政府

G8諸国と主要新興経済５か国（ブラジル、
中国、
インド、

の担当官はその対応に忙殺され、全体の援助が非効

メキシコ、南アフリカ共和国）
との対話プロセスであるハ

率になるといった、援助構造の複雑化がもたらす新た

イリゲンダム・プロセスでは、
開発問題についても2009年

な問題が指摘されるようになりました。

までの2年間でハイレベルの対話を行っていくこととされ
ました。

また、一部の財団や基金は、被援助国の開発優先
分野や、
各セクターの開発戦略とは調整されない形で、

こうした新たな援助主体の台頭は、
援助資金の増加

特定の分野に対して特定の形態の援助を実施するた

という利益をもたらす反面、
それぞれの主体が独自の

め、国別の開発戦略の下で協調を進めている援助国・

援助手続きや条件を被援助国に課すことにより、開発

機関の援助と整合性がとられていないという問題も指

途上国政府に過度の負担がかかるという負の側面もも

摘されるようになっています。

2. 近年の援助の潮流
このように援助における成果重視の高まりや、
援助主

過去最高の1,068億ドルを記録するに至っています。
しかしながら、
開発途上国の膨大な開発課題を克服

中で、
援助側もその変化に応じて援助の実施方法を改

していくための援助資金の不足は通常の政府開発援

善していく必要に迫られています。
こうした状況に対応す

助予算の増加努力だけでは確保できないという現状認

るため、
以下のような新しい取組が活発化してきました。

識から、
伝統的な政府開発援助の枠組みを超えて、
追

略語一覧

体の増加、
多様化といった、
援助を取り巻く環境の変化の

（1）援助量の拡大
～援助資金拡大に向けた取組の強化～
MDGsは、2015年までに開発・貧困撲滅を実現する

なりました。
このような国際的な取組の一つとして、
保健
分野を中心として援助資金拡大のための新たな仕組み
の導入が始められています。
「革新的資金メカニズム」
と

索引

ための国際社会共有の目標として設定されましたが、

用語集

加的に開発資金を増加させる方法が検討されるように

呼ばれるこうした動きには、
以下のような事例があります。

国連・世界銀行からは、MDGs達成のためには当時年
間500億ドルであった政府開発援助の倍増（年間1,000

●航空券連帯税

億ドル）が必要であるとの試算が発表されました。
この

中長期的に安定的な開発資金を確保することを目

ような開発資金の不足を補うため、2002年3月にモンテ

的として、航空券に航空券連帯税という新たな税を課

レー開発資金国際会議が開催され、
中長期的な支援

すという方法が、
フランスを中心に提唱され、
その導入

に対する新たな約束が援助国・機関に求められたほ

が進められています。
この制度の導入により、
フランスで

か、
2005年のG8グレンイーグルズ・サミットをはじめとする

は、
年間約2.1億ユーロの援助資金が確保できると試算

様々な国際場裡で、MDGs実現に向けた援助資金の

されています。航空券連帯税により得られた資金を配

増加に関する約束が求められるようになりました。
この

分するユニットエイドによれば、
フランス、
チリ、
コートジボ

ように、援助資金の増加に関する国際的な取組が強

ワール、
韓国等の８か国が航空券連帯税を実施してお

化されていることが近年の傾向の一つとして挙げられ、

り、
それ以外に、
ブラジル等15か国が実施を準備してい

その結果、DAC加盟国による政府開発援助の総額は

ます。
日本は、
現在政府開発援助を含む歳出削減に取

2001年の524億ドルから、
５年間で倍増し、2005年には

り組んでおり、
航空券連帯税については、
新たな税を創

り
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設することについて国民の理解を得ることは困難であ

フリカ地域の人口の約4割は、一日1ドル以下で生活す

ることから、
その導入には慎重な立場をとっています。

る絶対的貧困の状態にあり、HIV/エイズ、
マラリアなど
の感染症がまん延するなど、
アフリカの貧困はより深刻

（注3）

●予防接種のための国際金融ファシリティ
（IFFIm

）

なものとなっています。
このように、
アフリカではMDGsの

国際金融ファシリティ
（IFF）
は、
援助国による長期的

達成が困難な状況にあることなどから、同地域に対し

な資金拠出に対する約束を担保に債券を発行すること

て重点的に援助を配分していく国際的な機運が高まっ

により、
政府開発援助を前倒しして開発資金を調達す

ており、
協調した努力が進められています。
日本が主催

る仕組みです。
2005年11月に、
英国は、
IFFのパイロット

した2000年のG8九州・沖縄サミットでは、
初めてアフリカ

事業としてIFFImを立ち上げ、
第1回目の債権を発行し

諸国首脳を招き、
主要国首脳との対話の機会を設けま

ました。
IFFImにより、
今後10年間で40億ドルの資金が

した。
また、2005年のG8グレンイーグルズ・サミットでは、

調達される予定であり、
その収入は、
「ワクチンと予防接

アフリカへの開発資金の増額の見通しが立てられ、G8

（注4）

種のための世界同盟
（GAVI

）
」
を通じてワクチン開発

サミットが一層強くアフリカを支援していくことで一致しま

および予防接種促進に活用されることとなっています。

した。同会議において、
日本は、対アフリカ政府開発援

IFF構想については、政府開発援助の前倒し調達

助を３年間で倍増することや、
引き続きアフリカの自助努

を行う結果として2015年以降の政府開発援助が急減

力を支援していくことを表明しています。
こうした努力の

することや、既存の国際機関の活動との重複が生ずる

結果、
サハラ以南アフリカ向けの援助は急増しており、

ことなどの問題の克服が課題となっています。そのた

2001年の849.91百万ドルから、
2006年の2,544.54百万ド

め、G8諸国では、英国（提案国）
・フランス・イタリアが支

ルとなっています。

持を表明する一方、
日本・米国・カナダは慎重な立場を
とっています。

（2）援助配分の見直し～アフリカ重視～
開発途上国はそれぞれに異なる多様な開発課題を
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（3）援助の質の改善
～援助効果向上に向けた取組～
MDGsや、
国別のPRSPなどの共通の開発目標の達
成のためには、
援助の量を増加するだけでなく、
質的に

抱えており、開発援助は各国の課題に応じて幅広く実

も向上させ、
より効果的な援助を行う必要があります。

施されてきました。
しかし、MDGsにより、貧困削減を中

援助を国家の開発に有効利用していくためには、被援

心とする国際的な開発目標が設定されたことや、各国

助国自身が自助努力の意識を持って援助を有効活用

がそれに沿った貧困削減戦略文書（PRSP）
を作成す

していくことが最重要です。一方、
援助主体が増加した

るようになったことなどから、
これらの目標を達成するた

ために、被援助国に過度の負担がかかっていることな

めに、援助資金の集中と選択を図る努力が行われるよ

どから、
援助側には、
被援助国の開発戦略の優先順位

うになってきました。
こうして、
どの国のどの分野に重点

に沿って、可能な限り協調した形で援助を行い、受入

的に援助すべきかという援助資金の配分についての

国の負担を少なくすることが求められています。
こうした

援助主体側の意識と議論が高まってきたことが、近年

点を含め、
援助効果向上に対する意識は年々高まって

の傾向の一つとして挙げられ、特に、
アフリカに対する

おり、
2003年2月にローマ、
2005年3月にはパリにおいて、

支援強化を打ち出すイニシアティブが顕著になってい

援助国・機関および被援助国の閣僚級の参加者が集

ます。世界で50か国ある後発開発途上国（LDC）
のう

い、援助効果向上に関するハイレベル・フォーラムが開

ち、34か国があるアフリカの国々は、長期にわたる経済

催されました。2005年のパリのハイレベル・フォーラムで

の低迷を受けて、
1960年代には韓国、
マレーシアと同じ

採択された「援助効果向上に関するパリ宣言（パリ宣

レベルにあった人口一人当たりの所得水準は現在、
当

（注5）
言）
」では、援助の質を向上するために必要な取組

時よりも低い水準にとどまっています。サハラ以南のア

について、
援助側と被援助国それぞれが守るべき56の

注3 ：IFFIm：International Finance Facility for Immunization
注4 ：GAVI：Global Alliance for Vaccines and Immunization
注5 ：パリ宣言の実施状況を確認するための中間会合が2008年にアクラ
（ガーナ）
で開催されることとなっている。
日本は、米国、英国、欧州連合
（EU）
とともに二国間援助国を
代表して同会合の準備に関与するとともに、今後の援助効果向上の更なる促進に必要な①能力開発、②新興援助国の援助効果向上、③分野別
（特にインフラ分野）
の
援助効果向上－の取組の３点について議論を主導し、
日本の主張を同会合の議題と成果に反映していくこととしている。
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約束事項がとりまとめられました。現在では、
このパリ宣

援助予測を示すこと、援助の実施にあたっては、被援

言が援助効果向上のために必要な援助の規範として

助国の財政・調達・監査制度を利用することなどがパリ

広く認知され、
国際的な実施促進が行われています。

宣言において求められています。
こうした取組は、
これま

援助効果向上の取組においては、新しい援助環境

での日本の援助の制度では対応できないものも多く、
ま

に合うよう、
これまでの援助側の慣行の見直しと新たな

た、
国別に様々な状況がある中で、
必ずしもすべての国

課題への対応が求められています。例えば、複数の援

に同じ原則を適用することは困難ですが、
日本は援助

助主体と共通の分野別戦略・実施・モニタリング枠組み

を巡る新しい環境に対応して援助の実施方法を改善

で実施する「セクターワイド・アプローチ」による援助を

しつつ、援助効果向上に関する国際的な取組に貢献

増加すること、援助の予測性を高めるために複数年の

しています。

3. 援助効果向上の取組における課題と日本の対応
（1）調和化の促進と目に見える援助

ロジェクト終了後は、
被援助国が予算を確保し、
維持継
措置は、被援助国が援助依存に陥ることなく、援助実

定して、共同で取り組むといった新しい形の援助協調

施後は自助努力によって発展していくべきという日本の

は、
必然的に「顔の見える援助」
とのジレンマを生じるこ

援助理念に基づいたものです。
しかし、
近年、
世界銀行

ととなります。一方、
こうした援助協調においては、国家

を中心に行われている被援助国の財政収支や公共支

開発戦略策定やそれを実践するための各種行政制度

出に関する調査等では、
貧困国であればあるほど財政

の改善に対しての共同支援を行うことも多く、
こうした支

収入が限定的であり、途上国政府が独力で開発に必

援に協力することによって、各国が単独で行う援助に

要な経常経費を確保することは事実上困難で、財政

比べて、開発に対してより大きなインパクトを与えること

面での支援が必要であることが指摘されてきました。
こ

ができます。
こうした国家の基礎制度づくりを支援する

れは、
プロジェクト実施後の経常経費を自助努力で賄う

共同作業に参加し、援助側の経験や考え方を被援助

ことができなければ、例えば、教育機会を拡大するため

国や他の援助主体に示し、
被援助国の国づくりに反映

に学校建設の協力を行っても、
その学校のために教師

することは、
援助国の存在感を示す新たな方法となって

を雇って給料を支払ったり、教科書を配布したりするた

います。特に、援助協調が盛んで、
かつ、相対的に日本

めに必要な経常経費に対する協力なしには、
十分な開

の援助量が少ないアフリカ等においては、援助協調へ

発成果が得られない場合があるからです。
こうしたこと

の参画は、
物理的な「顔の見える援助」
とともに、
日本の

から、開発途上国の開発計画を支援するために、
プロ

存在感を示すために重要であることから、今後も積極

ジェクトの初期投資にも、
また、
その後の経常経費にも

的に取り組んでいく必要があります。

（注6）
使用できる
「財政支援」
の形態で援助を要請する

索引

ために複数の援助国・機関が共通の目標や戦略を設

用語集

続を行うことを前提として行われてきました。
このような

略語一覧

MDGsで設定されているような開発目標を達成する

被援助国がサハラ以南のアフリカ諸国を中心に増えて

（2）一般財政支援の意義

きています。
こうした状況を受けて、国際機関をはじめ

これまで、
日本は、道路・橋りょう建設などのインフラ整

英国や北欧を中心とする援助国は財政支援を主要な

備への資金協力においても、
また、感染症予防などの

援助形態として位置付け、積極的に支援を行うように

技術協力においても、
プロジェクトの計画に沿って一定

なっています。

期間内に決められた成果を出すプロジェクト型の援助

サブ・サハラ・アフリカ諸国を中心に、多くの被援助国

を中心に政府開発援助を実施してきました。
こうしたプ

が日本に対しても財政支援を要望している中で、
日本は

ロジェクト型の協力は、相手国の自助努力を重視し、
プ

被援助国の自助努力を支援するという援助理念を前

注6 ：援助国・機関が開発援助資金を被援助国の会計予算に直接拠出する支援の方法。当該国政府管理下で活用することにより、
オーナーシップ向上、援助資金管理などを
含む当該国政府の財政管理能力向上、
資源の有効配分、
事務処理負担の軽減などの効果が期待される。一方、
被援助国の公共財政管理制度が不十分であることのリ
スクや、
援助国側の国民に対する援助成果の説明責任、
顔の見える援助の推進の観点からは、
財政支援の実施に制約がある。
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提としつつも、
開発途上国の実情に合った形で援助をよ

金の適正な執行と国民への説明責任を果たすことを

り効果的に行うために、
必要な場合には、
財政支援によ

前提条件として実施していますが、
リスクがあっても被

る援助を行うこととしています。
これまでにインドネシア、

援助国の主体性を尊重し、被援助国の制度を利用し

ベトナム、
カンボジア、
ラオス、
タンザニアでの支援実績

て援助を行うべきと考える援助国・機関が多数を占めて

があります。
また、2007年度から貧困削減戦略支援無

いるのが実状です。
これを一例として、援助効果向上

償の制度を導入し、開発途上国が貧困削減戦略文書

のために必要な取組は何かということについては、
各国

（PRSP）
に沿って貧困削減に向けた事業を実施する

の価値観や援助理念によって意見が異なっています。

（注7）

際に財政支援による協力を行っています

。

こうした異なる理念を持つ諸国と協調して援助効果向
上に取り組むことは日本として必ずしも容易ではない場

（3）被援助国の自主性の尊重と
日本国民への説明責任
援助の効果を向上するためには、
被援助国が主体
性を持って開発計画を策定し、
その実施に取り組むこ
とが不可欠であり、
そのための人材、
組織・制度の能力

合がありますが、
責任ある援助国の責務として、
また、
援
助コミュニティや被援助国における存在感を示す意味
でも、
こうした援助効果向上の取組を今後も積極的に
行っていく必要があります。
その観点から、
日本は、2005年のパリのハイレベル・

強化が重要な課題となっています。
この観点から、
援助

フォーラムにおいてパリ宣言を実施促進するための「援

を実施する際には、
被援助国の財政制度や調達制度

助効果向上に関する日本の行動計画」
（行動計画）
を

を利用することによって、
その制度を強化し、
被援助国

独自に発表し、
これに基づいてより効果的な援助を実

の自立を促進することが国際的な努力目標となっていま

施するための努力を行っています。例えば、同行動計

す。
こうして被援助国の制度を利用することは、
援助を

画の目標の一つとして、
日本の比較優位が認められる

受け入れる際の負担を軽減するという観点からも有効

分野においては、途上国が策定した開発のプログラム

とされ、
パリ宣言では、
援助国・機関が取り組むべき重要

に従って、各国と調整しながら支援を行っていくことが

項目として、
定期的なモニタリングの対象となっています。

挙げられており、
これまでに、
日本は20か国、41分野に

一方、被援助国の国内制度に沿って援助資金を管

おいてそのような取組に参加しています。
また、組織の

理する場合、援助国側の財政制度や監査で求められ

効率化、取引費用の削減の関係では、2008年にJICA

る予算管理の必要手続きを満たせない場合が出てくる

とJBICの円借款部門が統合して発足する新JICAは、

ことがあります。
また、
被援助国政府の制度や人材の能

技術協力、
有償資金協力、
および無償資金協力の３つ

力が不十分な場合は、援助資金が適正に執行管理さ

の援助手法を一元的に実施します。
これにより、
案件形

れず、援助国側の国内における説明責任が十分に果

成や実施の段階で援助手法間の連携が強化されるほ

たせなくなる可能性があります。
このように、
日本は援助

か、手続きの合理化が促進されることで、
パリ宣言とい

効果向上に向けた国際的な取組課題を果たしていく

う国際的な基準も踏まえつつ、
より効果的な援助の実

中で、
日本国民への説明責任とのジレンマという簡単に

施が期待されます。

は解決できない問題を抱えています。
日本の援助は、
資

注7 ：日本のノンプロジェクト型無償はDACの統計上、財政支援の一形態と分類されており、
これを含めると2005年実績で日本の財政支援は1億4，
300万ドルの供与実績が
あり、
これはDAC加盟国中６番目に多い数字となっている。
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第2節

日本の開発援助の特徴
日本の政府開発援助は、50年以上の経験を積み重

を引き出し、歴史や経験に裏付けられた日本の知見や

ねながら、変化する国際社会に対して最もふさわしい

技術を伝えることにより、開発途上国の経済社会の発

国際協力の在り方を模索してきた結果、現在の姿があ

展に貢献することです。
また、開発途上国の民主化定

ります。そのような歴史の中で形づくられてきた日本の

着・市場経済化を支援することも重要です。

開発援助の考え方（理念）
は、
開発途上国の国民の力

1. 開発途上国の国民の力を引き出す
（自助努力支援）
「自助努力」
とは、開発途上国自身が主体的に自国

整備され、
運用できるように、
起草や立法化作業を支援

の将来に責任を負い、
また、開発途上国の国民が自ら

します。
この共同作業の過程を通じて、相手国人材は

の手により自国の発展に努めることです。
日本の政府開

その国の法律の専門家としての能力を向上させ、
重要

発援助は、
この途上国自身の自助努力に対する支援

な役割を担うようになります。

が、
持続的な経済成長を実現するために不可欠である

また、開発途上国の一国を全体として見たときに、
日

との考えに立ち、
個々の援助案件（プロジェクト）
の実施

本の支援終了後も、途上国自らが、国際経済の中で貿

に際し、
支援終了後も開発途上国の国民が自らの手に

易・投資の利益を獲得しながら、
経済成長を持続するこ

より、事業を持続・発展的に実施していくことが可能な

とが可能である支援を行うことが重要です。

協力を行っています。

こうした自助努力を支える要素として、人づくり、法制

例えば、後述する法整備支援の実施にあたっては、

度整備、経済社会基盤の整備（教育、保健・衛生など

日本の法制度をそのまま移植するのではなく、途上国

の社会インフラや運輸・通信、
エネルギーなどの経済イン

政府に様々な法体系の選択肢を提示し、
その中から最

フラの整備）
が重要です。人づくりは、途上国が国家建

もふさわしいものを共に検討するとの方法をとっていま

設と経済開発を行っていく上で欠くことのできない自国

す。
また、
日本から派遣された専門家、
および国内でプロ

の人材を育てるものであり、法制度整備および経済社

ジェクトを支援する学識経験者は、開発途上国の法務

会基盤（インフラ）
の整備は開発途上国の発展の基礎

関係者自身により当該国の社会状況に即した法律が

であり、
日本はそれらへの支援を重視しています。

2. 日本の知見や技術を伝える
第二次世界大戦から60年以上になりますが、
日本は

り、石油などのエネルギー資源や天然資源がないとい

終戦の年からわずか9年目の1954年に経済協力を開

う制約条件の下、現代の豊かな社会を築いてきた歴

始しました。
その間、
いち早く戦後復興を成し遂げ、経

史・経験を通じて、
日本では、
アジアのみならず、開発を

済中心の国づくりにまい進し、
瞬く間に高度経済成長を

求める世界の途上国と共有することのできる貴重な技

達成し、
世界第２位の経済力を有するようになりました。

術・知見が多くの分野で培われてきました。

その背景には、江戸時代以来の、教育や経済・資本の

例えば、
日本の農村開発では、
江戸時代以前から形

蓄積もありました。
また、高度経済成長を軌道に乗せる

成されていた村落自治に基盤を置く用水組合を前提と

ためには、
日本もまた海外からの援助が必要であったこ

し、
農民の主体性を尊重する形で、
食糧増産のための

（注1）

とを忘れてはなりません

。戦後の荒廃から立ち上が

かんがい排水の開発整備や土地改良が行われてきま

注1 ：日本は、第二次世界大戦後、海外からの援助の受入国であった。米国から供与された占領地救済基金
（GALIOA）
、
占領地救済復興基金
（EROA）
は、壊滅状態にあった
日本経済を復興に導き、
世銀融資は日本の高度経済成長の始動に大きな貢献をした。
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第2章 国際的な援助潮流と日本の取組
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1. 開発途上国の国民の力を引き出す（自助努力支援）／ 2. 日本の知見や技術を伝える

した。
この経験をいかし、
日本は途上国において、
農民

幅広い分野で、
自らの開発により培ってきた経験・知見を

参加型水管理組織の育成に協力しており、
日本ならで

他の途上国に還元することは、
日本の国際協力の基本

はの支援として高く評価されています。
また、
日本は、
平

的な考えです。
高度経済成長を実現した自らの開発の

野部が比較的少ない狭小な国土において、
国土開発

経験には、
それと表裏一体のものとして、
アジアを中心と

と産業振興を推進し、
運輸・港湾、
電力などの産業基盤

した開発途上国に対する50年以上にわたる経済協力

と一体化した工業地帯を形成することにより工業化を

の経験が蓄積されています。今後も日本は自らの歴史・

図ってきました。
これらの大工場群に、
高品質の中間生

経験に裏付けられた貢献を推進していく方針です。

産物を柔軟に供給する中小の企業の存在も重要でし
た。
また、
これらの産業政策の推進に伴った大気汚染な
どの公害問題や急速な都市化問題を克服することが
求められました。
これらの経験は、
途上国の経済・社会
開発支援にもいかされ、
例えば、
産業基盤と一体化した
工業団地の整備支援が大きな成果を生み、
公害や都
市問題の経験は、
途上国への環境協力にいかされて
います。
日本は地震・台風などの災害大国でもあるので、
防災を念頭に置いたインフラ整備や住民における防災
意識の向上等の協力でも貢献しています。
このように、

神戸市の砂防ダムでの研修の様子
（写真提供：今村健志朗／JICA）

●技術協力

略語一覧

日本の技術協力と有償資金協力の強み
理解を深め、
多文化共生を進める機会となるなど、

材育成は開発途上国の自助努力と持続可能な発

す。技術協力の主体は政府からボランティアまで

展の基礎であり、
技術協力はそのための効果的な

多岐にわたりますが、
この多様性もあって、
技術協

協力形態です。
日本は技術協力によって、
開発途

力は時代や開発課題に柔軟に対応しやすい援助

上国の指導的役割を担う人々に対して日本がこれ

手法といえ、
政府開発援助全体の質を向上させる

まで培ってきた知見や技術を伝えることで、
被援助

にあたり、
重要な役割を担っています。

国の発展に寄与しています。
日本の技術協力は、

●有償資金協力

単なる技術の移転にとどまらず、
途上国自身が主

開発途上国の持続的な経済成長を可能とする

体となって自国の開発課題を解決していくことを重

ような経済基盤、
社会基盤の底上げには、
円借款

視し、
途上国が個人のみならず、
組織や制度として

により、
緩やかな条件に基づくまとまった資金を提

持続的な課題対処能力を向上させていくプロセス

供することが効果的です。円借款は、
開発途上国

に対してきめ細かい支援を行うことに特徴がありま

に返済義務を課すことにより、
その国の自助努力を

す。
それに加えて、
専門家が開発途上国の国民と

一層促します。
また、
開発途上国は、
援助を要請す

ともに汗をかきながら、
日本の知見や技術を伝える

る段階から、
協力案件を一国の開発計画に適切

ことは、
日本の
「顔の見える援助」
として、
国民レベ

に位置付けることが必要となります。
これは日本もま

ルの相互理解と親善を深め、
親日感の醸成に貢

た経験したことでした（注3）。他の援助国の中には、

献します（注2）。技術協力は、
日本国内に対しても、
例

政府開発援助として有償資金協力を実施していな

えば地方において実施される研修員受入事業など

い国もありますが、
日本はこのような考えから円借款

では、
開発途上国出身の研修員と地方とが相互

の供与を重視しています（注4）。

注2 ：5ページ以降を参照。
注3 ：サンフランシスコ対日講話条約に調印した翌年
（1952年）
、
日本は世界銀行に加盟、
1953年から1966年まで総額８億6，
300万ドルの資金を借り入れ、
1990年に最後の借款
の返済を完了した。
1950年代は鉄鋼、
自動車、
産業、
造船、
ダム建設を含む電力開発に向けられ、
1960年代は道路・輸送セクターを主な対象とした。
この世銀融資は、
単にハー
ドインフラの整備に貢献したにとどまらなかった。
例えば、
東海道新幹線の建設に際し世界銀行から融資を受けることを通じて、
日本の鉄道技師たちは、
合理的なプロジェクト分
析、
費用便益分析、
乗車券の価格設定を学び、
新幹線の建設を鉄道システムという狭い枠組みだけではなく、
一国の輸送システムという広い視野からとらえることを学んだという。
注4 ：円借款は経済インフラ分野に対するプロジェクト借款の比率が高いが、
かんがいなどの農業分野、上下水道整備や植林事業などの環境分野、農村開発などのための小
規模融資
（マイクロ・クレジット）
、
留学生借款などの人づくり分野など多様な分野にも供与されている。

索引

日本人自身の国際化を促進する効果も有していま

用語集

「国づくりの基礎は人づくり」
といわれるように、
人
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3. 開発途上国の民主化定着・市場経済化を支援する
日本は、開発途上国政府の能力強化を通じた民主
（注5）

化定着・市場経済化支援を実施してきました

また、
開発途上国の中には、
全般的には民主化が着

。例え

実に進み、良い統治（グッド・ガバナンス）が強化されつ

ば、法制度整備支援として、市場経済化に適合した法

つあるものの、一部に人権問題や不正などの見られる

整備や、
法の支配が課題となっているインドシナ諸国
（カ

国もあります。
このような国に対しては、
相手国政府に問

ンボジア、
ラオス、ベトナム）、中央アジア
（ウズベキスタ

題への対処を求めると同時に、人権状況やガバナンス

ン）等で、民法・民事訴訟法などの法案起草・改正や法

の改善に役立つ援助を行っています。今後も、政府開

曹人材の育成への支援を実施し、
また、市場経済化を

（注6）
発援助大綱の「援助実施の原則」
を踏まえた上で、

加速化させるために8か国
（カンボジア、
ラオス、
ベトナム、

開発途上国における民主化への自助努力を慫慂する

カザフスタン、
キルギス、
ウズベキスタン、
モンゴル、
ウクラ

ような支援を行っていく方針です。

しょう よう

イナ）
において、
「日本人材開発センター」を設置し、経
済実務に携わる人づくりを支援しています。
また、行政
能力向上のための支援、
警察支援、
選挙支援、
メディア
支援などを通じた市民社会の強化、女性の政治的参
加の拡大などの分野で協力を実施してきました。草の
根・人間の安全保障無償により、
開発途上国のNGOや
地方自治体の活動を支援することも、
また、途上国にお
ける市民社会の強化につながり、
民主化の基盤形成に
役立っています。今後も政府開発援助その他の手段を
通じて、民主化定着・行政能力強化の支援や市場経
済化支援を実施していく考えです。
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キルギスの日本人材開発センターが開催したビジネスセミナーの様子
（写真提供：JICA）

注5 ：「政府開発援助大綱」において、基本方針の一つとして
「良い統治
（グッド・ガバナンス）
に基づく開発途上国の自助努力を支援するため、
これらの国の発展の基礎となる
人づくり、法・制度構築や経済社会基盤の整備に協力することは、我が国ODAの最も重要な考え方である」
と明記している。
また、
「 政府開発援助に関する中期政策」に
おいて、重点課題の中で
「汚職の撲滅、法・制度の改革、行政の効率化・透明化、地方政府の行政能力の向上は、
民主的で公正な社会の実現のためにも、
また、投資環
境の改善のためにも重要であることから、
ガバナンス分野での政府の能力向上を支援する」
と明記している。
注6 ：最近の援助実施の原則の運用状況については、
186ページ以降を参照。
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図表Ⅰ-9 グラフで見る日本の政府開発援助の特徴

3. 開発途上国の民主化定着・市場経済化を支援する

その1（40ページへ続く）

日本の政府開発援助の特徴を実績データ
（2006年DAC議長報告）
から見ると以下のとおりです。

分野として、経済インフラの割合が大きい。
①DAC諸国の二国間政府開発援助分野別配分（2005年）

42.2

20.0

日本
5.0 5.8

社会インフラのシェア

農業分野のシェア
（食糧援助を除く）

緊急援助
（食糧援助を含む）
のシェア

経済インフラのシェア

工業等その他生産分野のシェア＊1

プログラム援助等のシェア＊4

2.7

24.0
15.5

23.4

米国
7.4

42.8

英国

57.5

7.4

2.5
10.5

10.9
5.0
イタリア
70.3

30.3
14.1

7.8

5.2

0.7

カナダ

2.6

スウェーデン

17.9

5.3

4.3

12.0

ドイツ
4.0 17.0

1.4

27.6

オーストラリア 45.2

15.3

7.1 4.4

9.4
5.7

1.9

11.8
18.6

39.8

46.5

50.5 フランス

7.8

3.6

18.2

25.2

25.3

9.2

36.5

2.3

37.3

5.9

3.8

30.5

DAC平均

10.6

10.0 8.3
2.9

3.3
（約束額ベース、単位：％）

＊１「工業等その他生産分野のシェア」
には、
「マルチセクター」
を含む。
＊2 四捨五入の関係上、
各分野の計が合計と一致しないことがある。
＊3 東欧および卒業国向け援助を除く。
＊4 プログラム援助等には、
債務救済・行政経費等を含む。

略語一覧

出典： 2006年DAC議長報告

②DAC諸国の政府開発援助の贈与比率
100

用語集

援助手法として、贈与比率がDAC諸国の中で最も低く、すなわち借款比率がDAC諸国の中で最も高い。
（約束額ベース、
2年間の平均値、
単位：％）

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

99.9

99.8

98.9

98.6

98.6

98.3

96.7

95.7

91.8

86.3

85.1

83.8

89.0

82.6

60

索引

80

54.1

40
20

DAC諸国平均

日本

ドイツ

ノルウェー

スペイン

フランス

イタリア

英国

ポルトガル

デンマーク

スイス

出典： 2006年DAC議長報告

ベルギー

フィンランド

スウェーデン

米国

カナダ

ギリシャ

ニュージーランド

オランダ

ルクセンブルク

アイルランド

オーストリア

オーストラリア

0

＊１ 国名の順は2004/2005年平均における贈与比率の高い順。 ＊2 債務救済を除く。
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図表Ⅰ-9 グラフで見る日本の政府開発援助の特徴

その2（37ページから続く）

贈与比率が低いことは、必ずしも贈与の量が少ないことを意味しない。
③DAC諸国の政府開発援助の贈与の絶対額
25,000

（贈与による支出純額、
2か年の平均値、
単位：百万ドル）

合計 95,051

24,434

20,000
15,000
11,036
10,000

9,734 9,554 9,315
4,940

5,000

246

243

ニュージーランド

ルクセンブルク

349

ポルトガル

アイルランド

353

ギリシャ

664

フィンランド

オーストリア

オーストラリア

スイス

ベルギー

デンマーク

ノルウェー

スペイン

スウェーデン

カナダ

イタリア

オランダ

英国

ドイツ

フランス

日本

米国

0

3,823 3,203 3,033
2,720 2,440 2,081 1,749
1,640 1,571
1,145 786

出典： 2006年DAC議長報告

贈与比率が低いことの帰結として、グラント・エレメントもDAC諸国の中で最も低くなっている。
④DAC諸国のグラント・エレメント
100

（約束額ベース、
2か年の平均値、
単位：％）

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.7

97.7

97.3

95.8

95.2

91.4

80

97.2

88.1

60
40
20

DAC諸国平均

日本

ポルトガル

フランス

ドイツ

イタリア

スペイン

ベルギー

フィンランド

米国

ギリシャ

スイス

ノルウェー

ニュージーランド

オランダ

ルクセンブルク

アイルランド

デンマーク

オーストリア

スウェーデン

オーストラリア

カナダ

英国

0

出典： 2006年DAC議長報告 ＊１ 国名の順は2004/2005年平均におけるグラント・エレメントの高い順。
＊2 債務救済を除く。
＊3 グラント・エレメント
（G.E.:Grant Element）
：援助条件の穏やかさを表示するための指標。
商業条件
（金利10%と仮定）
の借款をG.E.0%とし、
条件
（金利、
返済期間、
据置期間）
が緩和されるに従ってG.E.の%が高くなり、
贈与の場合はこれが100%となる。

二国間借款で見るとグラント・エレメントはDAC平均より高く、また、対ＬＤＣ向け政府開発援助のグラント・エ
レメントは、ほぼ100％に近い数字となっている。つまり日本の政府開発援助は開発途上国の所得に応じて贈
与と借款の比率を勘案しながら行っており、借款の貸付条件はDAC平均より開発途上国に有利となっている。
⑤主要援助国の政府開発援助の比較
日本

米国

英国

フランス

ドイツ

イタリア

カナダ

DAC計

政府開発援助全体のグラント・エレメント

88.1

100.0

100.0

95.2

95.8

97.3

100.0

97.2

二国間借款のグラント・エレメント

73.5

68.1

̶

55.9

61.2

66.8

̶

69.7

二国間政府開発援助の対LDCグラント・エレメント

98.8

100.0

100.0

99.4

100.0

85.8

100.0

99.4

約束額ベース（単位：％）
（2004〜2005年平均、
債務救済を除く）
（2004〜2005年平均、
債務救済を除く）
（2004〜2005年平均、
債務救済を除く）

出典： 2006年DAC議長報告、
2007年DACプレスリリース
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＊ 技術協力および行政経費を除く。
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1.「人間の安全保障」とは何か ／ 2.「人間の安全保障」の登場と発展

第3節

人間の安全保障
1.「人間の安全保障」とは何か
近年、
グローバル化の進展により、人、
モノ、
カネ、情

「人間の安全保障」
とは、人間の生存・生活・尊厳に

報が大量かつ急速に移動し、人、武器、薬物の密輸や

対する広範かつ深刻な脅威から人々を守り、人々の豊

感染症の拡大を引き起こしています。
また、
経済の拡大

かな可能性を実現するために、人間中心の視点を重

は地球温暖化などの環境問題やエネルギー問題を深

視する取組を統合し、
強化しようとする考え方です。

刻化させることとなりました。
さらに、冷戦構造の崩壊は

人間の生存・生活・尊厳に対する広範かつ深刻な脅

宗教・人種・民族などを要因とする紛争の引き金となり、

威から政府・国家が人々を
「保護（Protection）」するこ

難民・国内避難民、対人地雷・小型武器などの問題を

とが重要であるとともに、
そのような脅威に対して、
個人・

顕在化させることとなりました。
これらの問題は、
それぞ

コミュニティが自ら対処することができるよう、
個人・コミュ

れが独立しているのではなく、
相互に複雑に絡み合い、

ニティの「能力強化（Empowerment）」
を図ることが重

人々の生存・生活を脅かしています。

要です。

守るというこれまでの伝統的な
「国家の安全保障」の考

存が深まる世界の中で関連し合う多様な脅威に効果

え方から対処するだけでは十分ではなく、
「人間一人ひ

的に対処していくために、国家、国際機関と市民社会

とりの視点」からこれらの問題の相互関係をとらえ、包

の様々な主体が力を合わせ、
人々の潜在力を引き出す

括的に対処する必要があると考えられるようになりまし

ことができるような社会をつくり、
それを持続させていくこ

た。
このような状況に対応するため、
1990年代半ば以降

とにほかなりません。

用語集

人間の安全保障の考え方が目指すものとは、
相互依

略語一覧

このような問題に対しては、
国家がその国境と国民を

新たに
「人間の安全保障」
という概念が登場しました。

国際社会において「人間の安全保障」
という概念を

索引

2.「人間の安全保障」の登場と発展
森喜朗総理大臣（当時）
は、
日本が「人間の安全保障」

初めて公にとりあげたのは、
国連開発計画（UNDP）
の

を外交の柱に据えることを宣言し、世界的な有識者の

1994年の「人間開発報告書」でした。
その中では、
「人

参加を得て人間の安全保障のための国際委員会を発

間の安全保障」
を
「飢餓・疾病・抑圧等の恒常的な脅威

足させ、
この考え方を更に深めていくことを呼びかけま

からの安全の確保」
と
「日常の生活から突然断絶され

した。

ることからの保護」の2点を含む包括的な概念であると

そして、2001年１月のアナン国連事務総長の訪日時

し、21世紀を目前に開発を進めるにあたり、個々人の生

に森総理大臣の提案を受けて「人間の安全保障委員

命と尊厳を重視する視点を提示しています。

会」の創設が発表され、
緒方貞子国連難民高等弁務官

その後、2000年9月の国連ミレニアム・サミットでアナン

（現国際協力機構理事長）
とアマルティア・セン・ケンブ

国連事務総長（当時）
は、
「恐怖からの自由、欠乏から

リッジ大学トリニティ
・カレッジ学長（当時）
を共同議長と

の自由」
とのキーワードを用いて報告を行い、人々を襲

する12名の有識者からなる委員会が創設されました。

う地球規模の様々な課題にいかに対処すべきかを論じ

人間の安全保障委員会は、5回の会合と世界各地

ました。
この事務総長報告を受け、
同サミットで演説した

での対話集会、分野別研究会などを経て、2003年2月
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図表Ⅰ-10

人間の安全保障の歴史
2007. 11

2007. 5

第3回人間の安全保障フレンズ会合（49か国・地域、10国際機関が参加）

OSCE人間の安全保障に関するワークショップ
（40か国・地域、3国際機関が参加）
2007. 5 スロベニア・HSN閣僚会合
（日本がゲスト参加）

2007. 4

第2回人間の安全保障フレンズ会合（37か国・地域、10国際機関が参加）

2007. 3

人間の安全保障高級事務レベル会議
（於：東京）

2006.11

EU主催人間の安全保障ハイレベル・ラウンドテーブル

2006. 10

第1回人間の安全保障フレンズ会合（24か国、8国際機関が参加）

2006. 2

メキシコ・人間の安全保障ワークショップ

2005.10

APEC人間の安全保障セミナー

2005
2005

2006. 6 タイ・HSN閣僚会合
（日本がゲスト参加）

国連首脳会合成果文書
国連事務総長報告書「In Larger Freedom」
2004 マリ・HSN閣僚会合
（日本がゲスト参加）

2003

人間の安全保障諮問委員会／OCHA人間の安全保障ユニット設立

2003
2001

人間の安全保障委員会
（緒方・セン共同議長）

1999
1994

人間の安全保障委員会報告書「安全保障の今日的課題」

国連人間の安全保障基金設立

UNDP人間開発報告書

1997
アジア通貨
危機

1999
コソボ危機

ICIS報告書「保護する責任」

2000

介入と国家主権委員会
（ICIS)

1999

人間の安全保障ネットワーク
（HSN）

対人
地雷

1994
ルワンダ
虐殺

に小泉純一郎総理大臣（当時）
に最終報告書の内容

設され、
緒方貞子議長の下、
毎年会合が開かれていま

を報告し、
同年5月にアナン国連事務総長に報告書「安

す。

全保障の今日的課題」
を提出しました。
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2001

このような動きに加え、人間の安全保障を推進する

同報告書では、安全保障の焦点を国家のみを対象

活動として、1999年にカナダとノルウェーのイニシアティ

とするものから人々を含むものへと拡大する必要があ

ブにより
「人間の安全保障ネットワーク」が創設されまし

り、人々の安全を確保するためには包括的かつ統合さ

た。
また、人間の安全保障を重視する国際機関も増加

れた取組が必要であることが強調され、
人間の安全保

してきているほか、
さらには、
2005年国連首脳会合の成

障を、
「人間の生にとってかけがえのない中枢部分を守

果文書においても
「人間の安全保障」がとりあげられる

り、すべての人の自由と可能性を実現すること」
と定義

など、
「人間の安全保障」の実現がグローバルな課題と

付けました。報告書の提言の推進と人間の安全保障

して注目されるに至っています。
そして、2006年10月に

基金の運用について国連事務総長に助言を行うため、

は、
「人間の安全保障」に対する関心国の拡大を目的

2003年9月には「人間の安全保障諮問委員会」が創

として、
日本の主導の下、
「人間の安全保障フレンズ」

第2章 国際的な援助潮流と日本の取組
第3節 人間の安全保障

会合が開催され、
これまで3回の会合が開かれていま

行～」
をテーマに、
日本の国連加盟50周年を記念する

（注1）

す

3. 人間の安全保障に対する日本の取組

人間の安全保障国際シンポジウムを開催しました（注2）。

。
また、2006年12月には、
「紛争後の平和構築に

おける人間の安全保障～人道支援から開発への移

3. 人間の安全保障に対する日本の取組
日本政府は「人間の安全保障」の視点を日本の政府

て採用されていますが、特に取組を強化するための手

開発援助の実施に反映させるために、次の６つのアプ

段として、
日本政府は、
国連に設置した「人間の安全保

（注3）

ローチをとっています

。

障基金」を通じた支援および「草の根・人間安全保障

①人々を中心に据え、
人々に確実に届く援助

無償資金協力」
を通じた開発途上国のNGO等に対す

②地域社会を強化する援助

る二国間支援を実施しています。

③人々の能力強化を重視する援助
④脅威にさらされている人々への支援を重視する援助

（1）人間の安全保障基金

⑤文化の多様性を尊重する援助

1999年3月、
日本政府は５億円を拠出し、国連に「人

⑥様々な専門知識を活用した分野横断的な援助

間の安全保障基金」が設置されました。
日本は、2006

これらのアプローチは、
日本の開発援助全体を通じ

人間の安全保障基金の実績

略語一覧

図表Ⅰ-11

年度までに170件の事業に対し、
累計約335億円を拠出

2006年度までの年度別実績（承認ベース）

（万ドル）
6,000

合計24,037万ドル

5,248

4,855

5,000

用語集

4,000

3,620
2,888

2,550

3,000

2,315

2006年度までの分野別実績（承認ベース）

2,448

（

）
内は件数、合計170件

1,000
113

0

1999

（万ドル）
8,000
7,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

その他
（6）

犯罪
（6）

麻薬
（7）

環境
（4）

コソボ
（11）

2006（年度）

貧困
（46）

2006年度までの地域別実績（累計）
7,169
（67）

7,081
（49）

6,000

（ ）内は件数
合計24,037万ドル
（170件）

5,248
（13）

5,000

索引

2,000

災害
（11）
紛争
（14）
難民
（23）

医療・保健
（42）

4,000
3,000
2,000
1,000
0

1,673
（14）
801
（3）

566
（9）
アジア 大洋州 中南米

欧州

940
（6）
560
（9）

中東 アフリカ グローバル その他

＊ 四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。

複数地域に
またがる案件

注1 ：2007年4月、
日本とメキシコの共同議長により、
ニューヨークにおいて、第2回人間の安全保障フレンズ会合を開催。会合では、参加国・機関の人間の安全保障の取組を
共有したほか、
国連活動に人間の安全保障の視点を反映させるよう会合参加国が協力する可能性を日本から提案し、
大方の支持を得た。
注2 ：シンポジウムでは、
冒頭、麻生太郎外務大臣
（当時）
から、人々の目線に立った支援の重要性と日本の取組について開会の辞が述べられた後、緒方国際協力機構理事
長、
グテーレス国連難民高等弁務官、
デルビシュ国連開発計画
（UNDP）
総裁および国内有識者からの発表および問題提起がなされた。議論の詳細は外務省ホームペー
ジを参照
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hs/smp_061206g.html）
。
注3 ：「政府開発援助大綱」
は人間の安全保障の視点で考えることを基本方針の一つとして明記。
６つのアプローチは2005年2月に策定された
「政府開発援助に関する中
期政策」
に規定されているもの。
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しています。
これは、国連に設置された信託基金の中

を分担して行うことで、紛争の被害者のよりよい将来の

で最大規模となっています。

ための基盤づくりを進めています。

2006年度は、
ペルーにおける
「災害リスク・マネージメ

人間の安全保障の実現のためには、他国や民間団

ント
・プロジェクト」約158万ドル、
ブルンジにおける
「戦争

体からも同基金の拠出を得て、
その活動を一層充実さ

被災民の持続的社会復帰のためのプログラム」約218

せていくことが、
今後の課題です。

万ドル、
ミャンマーにおける
「国境地域におけるケシ栽培
を停止した農民および困窮者に対する支援プロジェク
ト」約95万ドル等に対する支援が承認されました。
これらのプロジェクトは、
複数の国際機関がＮＧＯ等と

草の根・人間の安全保障無償資金協力は、開発途
上国において活動している海外NGO、
地方公共団体、

協力しつつ紛争と貧困といった複数の分野にまたがる

教育・医療機関などが行う、現地の草の根レベルの住

現場の諸課題に対して包括的に対処するものです。
こ

民に直結する基礎生活分野における比較的小規模な

れにより、様々な脅威にさらされている人々およびコミュ

プロジェクトに対し支援を実施するもので、
きめ細かく、

ニティを保護し、
それらの脅威に対応していくための知

かつ足の速い援助として内外から評価を受けていま

識・技能を習得すること、
すなわち「能力強化」
を図るこ

す。

とで、
持続的な発展を目指しています。

2003年度からは、
「人間の安全保障」の理念をより強

例えば、
ブルンジにおける戦争被災民の持続的社

く反映させることとし、
「草の根無償資金協力」から
「草

会復帰のためのプログラムでは、国連開発計画（ＵＮＤ

の根・人間の安全保障無償資金協力」に改称し、従来

Ｐ）
、
国連児童基金（ＵＮＩＣＥＦ）
、
国連教育科学文化機

の重点分野である基礎生活分野の支援に加え、人間

関（ＵＮＥＳＣＯ）
および国連女性開発基金（ＵＮＩＦＥＭ）

の安全保障の観点から特に重要な分野を優先的に支

が、
ＮＧＯとともにそれぞれの得意分野をいかして、紛

援する方針としました。
また、
これに併せ、最大供与限

争再発予防、貧困、保健・衛生、教育、
ジェンダーといっ

度額5,000万円
（対人地雷分野以外）
を、
プロジェクトの

た様々な問題に包括的に対処しています。具体的に

内容に応じ、
全案件最大１億円まで引き上げました。

ユ

ネ

ス

コ

は、①平和教育のための教員養成やワークショップの

このことにより、
中東などの紛争後の地域において、

開催、②保健施設や衛生サービスの運営へのコミュニ

地域住民の当面の生存を支える人道支援から
「コミュ

ティの参加支援、③トイレの整備などによる衛生改善、

ニティづくり」や「国づくり」
まで切れ目のない援助を実施

④職業訓練・識字教育の実施、⑤帰還民女性に対す

しています。

る支援、⑥安全な飲料水・食料の確保－といった活動
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（2）草の根・人間安全保障無償資金協力

