
第 4 章 日本の援助政策策定プロセスの適切性 

4-1 ｢対スリランカ国別援助計画｣の策定 

4-1-1 策定過程の概要 

対スリランカ国別援助計画は 2004 年 4 月に策定されたが、策定までの流れは図

4-1 のとおりである。 

図 4-1 対スリランカ国別援助計画策定フロー 
年 月 本邦 スリランカ側 主な出来事

2001 9月 大使館素案作成

2002 7月 ODA総合戦略会議第2回会合
・スリランカ国別援助計画策定を
決定

11月 ODA総合戦略会議第4回会合 明石氏政府特別代表
に任命(10月）

・対スリランカ国別援助計画策定
タスクフォース主査に絵所法政
大学教授を選定
ODA総合戦略会議第5回会合
・対スリランカ国別援助計画策定
方針検討

オスロ支援国会議(11
月）

12月 東京タスクフォース（TT)第1回会
合

コロンボタスク（CT)設置 リゲイニング･スリラン
カ策定(12月）

TTメンバー、｢ス｣国モラゴダ経済
改革大臣と意見交換
TT第2回会合
・関係各省へのヒアリング

2003 1月 TT第3回会合
・関係各省庁との意見交換

2月 TT第4回会合
・世銀、ADBスリランカ常駐代表
と意見交換。

TTスリランカ訪問：｢ス｣政府
関連省庁、CT、現地研究機
関、有識者、NGOなどとの
意見交換、ジャフナ訪問

3月 TT第5回及び6回会合
4月 NGO、民間企業、有識者等を対

象とした東京ワークショップ開催
スリランカ国別評価報
告書公表（4月）

5月 ODA総合戦略会議第10回会合 CTコメント取り纏め
・中間報告

TT第7回会合
・関係省庁との意見交換

6月 スリランカ復興開発に
関する東京会議(6月）

TTスリランカ訪問：｢ス｣政府
関連省庁、CTなどとの意見
交換

10月 ODA総合戦略会議第13回会合
･タスクフォース案の了承

2004
スリランカ援助政策協
議(1月）

4月 対外経済協力関係閣僚会議に
て決定

6月 ｢ス｣政府に対し、援助政策協議
の席上、国別援助計画について
説明

｢ス｣政府、ドナー機関、現地
関連機関への周知

スリランカ援助政策協
議(6月）

在スリランカ
大使館作成素

案

第1次案

第2次案

最終案

公表

TT素案

 
出典：外務省ウェブページ及び外務省からの提供資料をもとに調査団作成  
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｢第 2 次 ODA 改革懇談会｣最終報告の提言を踏まえ、2002 年に「ODA 総合戦略

会議」が外務大臣の諮問機関として設置され、ODA 戦略・政策を検討、提言を行うこ

ととなった。｢対スリランカ国別援助計画｣は同会議が設置されて初めて策定を行った

国別援助計画である。 

対スリランカ外交では、2002 年 2 月の停戦合意を受けて、10 月に明石康・スリラン

カにおける平和構築及び復興･復旧担当の政府代表を任命し、政府として和平・復興

プロセスへの積極的な支援を打ち出したが、こうした動きを受けて、ODA としても和平・

復興プロセスを後押ししていく、という機運が盛り上がっていた。また、スリランカ側では、

2002 年末に貧困削減戦略文書（PRSP: Poverty Reduction Strategy Paper）と併

せた開発政策文書「リゲイニング･スリランカ」が策定されている。 

2002 年 7 月に開催された第 2 回ODA総合戦略会議において、スリランカ国別援助

計画策定が決定され、本格的な策定作業が開始された。ただし、策定作業の開始に

先立ち、2001 年 9 月に在スリランカ日本大使館が素案を作成している 27 。同年 11 月

のODA総合戦略会議第 4 回会合で、東京側の策定作業を実施していく東京タスクフ

ォースの主査として絵所秀紀法政大学教授を選定し、第 5 回会合で｢援助計画｣策定

作業手順について合意した。策定作業はおおむね同作業手順に沿って進められた。

尚、策定に向けての、日本側及びスリランカ側における協議・調整については、次項で

述べる。 

2003 年 10 月の ODA 総合戦略会議第 13 回会合でタスクフォース案が了承されて

いるが、対外経済協力関係閣僚会議で最終案が決定されたのは、翌 2004 年 4 月で

あった。策定作業が実質的に開始された 2002 年 7 月から閣議決定まで 1 年 10 か月

もの非常に長い時間を要したことになる。 

 

4-1-2 策定プロセスにおける協議・調整 

1. 策定体制 

策定に向けて、外務省内では開発協力課（当時）が主管となり、ODA 総合戦略会

議の選出した主査を代表とする東京タスクフォース（TT）と、現地におけるコロンボタス

クフォース（CT）を形成した。TT は、主査として絵所秀紀法政大学教授、専門家として

下村恭民法政大学教授、中村尚司龍谷大学教授が、ODA 総合戦略会議からは牟田

博光東京工業大学教授、外務省関係局、JICA、JBIC が参加した。CT には、大使館、

JICA、JBIC、JETRO スリランカ事務所が参加した。当時の CT の活動や会合の頻度

などは不明であるが、TT とは、調査団スリランカ訪問時以外にも、常時、情報・意見交

換が行われていた模様である。 

                                                  
27  当時国別援助計画は在外公館が素案を作成し、東京で有識者等のコメントを得て、検討を進めるという順序

で作業が行われていたためであると思われる。 
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表 4-1 対スリランカ国別援助計画策定体制 
 メンバー 役割  
ODA 総合戦略会議 議長、議長代理、委員（学識経験者、

NGO 等各セクター代表）、オブザーバ
ー（関係府省庁、JICA、JBIC） 

・ 策定方針の承認 
・ 計画案の審議と原則了承 

東京タスクフォース 
（TT） 

主査（絵所秀紀法政大学教授）、専
門家（下村恭民法政大学教授、中村
尚司龍谷大学教授）、ODA 総合戦略
会議委員（牟田博光東京工業大学教
授）、外務省：経済協力局開発協力
課長、アジア大洋州局南西アジア課
長、JICA、JBIC 

・ スリランカ及 び東 京 における意
見聴取 

・ 計画案の作成 
・ 最終案の ODA 総合戦略会議へ

の報告 

コロンボタスクフォース 
（CT） 

大使館、JICA、JBIC、JETRO ・ 東京タスクフォース作成案に対
するコメント 

・ 現地情報の提供 
出典：外務省ウェブサイトをもとに調査団作成  

 

2. 日本側関係者との協議･調整 

国内関係省庁との意見交換・協議については、援助計画策定作業を開始当初

（2002 年 12 月、2003 年 1 月）及び最終案とりまとめの前（2003 年 5 月）に実施して

いる。2003 年 4 月には、関係省庁、民間企業、NGO、開発コンサルタント等を対象に

（出席者約 120 名）、ワークショップを開催しており、国別援助計画ドラフトをベースに

意見交換が行われた。また、TT スリランカ訪問の際（2003 年 2 月、6 月）にも、現地で

事業を実施する開発コンサルタントからの情報提供を受けている。 

策定プロセスについて、入手可能な情報から検証すると、これらの協議・意見交換

のなかには、合意形成というよりも、関係者からの意見の汲み上げで終わっているもの

もある。また、意見聴取の結果が国別援助計画にどのように反映されたかについては、

本調査でのインタビューにおいて、「多様な意見が出されたため、すべてを整理して何

らかの形で反映することは難しかったのではないか」という意見も聞かれた 28 。 

3. スリランカ側との協議･調整 

スリランカ政府との協議は、策定プロセスの早い時期から開始されている。2002 年

12 月モラゴダ経済大臣（UNP政権）の来日時、TT有識者との意見交換が行われてい

る。また、2003 年 2 月には、TTがスリランカを訪問し、援助計画策定素案に基づいて、

財務計画省、関係省庁、地方政府（ジャフナGAを含む）、コロンボ大学、ケラニア大学

等の有識者、NGO関係者との協議を実施した 29 。さらに、次項で述べるとおり、対スリ

ランカ経済協力政策協議（2004 年 1 月）においては、国別援助計画とスリランカ側の

開発政策とのすり合わせを行うための議論を行っている。 

策定後には、2004 年 6 月に実施された経済政策協議の場で内容を紹介している。

また、文書などでの確認はできなかったが、現地においても当時のスリランカ側政府関

                                                  
28  2003 年 4 月のワークショップに参加したある機関へのインタビューでは、「最終案に現地で事業を実施している

現場の意見が反映されていないのではないか」という意見も聞かれた。 
29  外務省 対スリランカ経済協力政策協議 議事録より。 
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係者に対して、内容の説明はなされたものと推察できる 30 。ただし、政権や職務交代

により新しく任務についた現政府関係者の中には、日本の国別援助計画については

よく知らないというケースも今回の現地調査で見受けられた。 

4. 他ドナーとの協議・調整 

「日本、ADB、世界銀行によるドナー間協調は大きな意味を持つ」と国別援助計画

に示されているように、ADB、世界銀行とは、策定プロセス当初より協議を行っている。

2003 年 2 月、TT 有識者は、来日中の世界銀行ハロルド所長（当時）及び ADB クーニ

ー所長（当時）との意見交換を行った。また、2003 年 6 月に TT がスリランカを訪問し

た際も、世界銀行、ADB、UNDP と、個別の協議を行っている。 

 

4-2 その他協議実績（経済協力政策協議、スリランカ開発フォーラム等の対処方針） 

スリランカ政府との経済協力に関する政策の調整は、日・ス経済協力政策協議、スリ

ランカ政府主催の支援国会合である「スリランカ開発フォーラム」におけるスリランカ政

府の開発計画及びドナー協調の中で表明、調整される。「対スリランカ国別援助計画」

策定後に実施された経済協力政策協議と主な議題は下記のとおりである。 

表 4-2 対スリランカ経済協力政策協議の概要  
開催  

年月日  参加者  主な議題  

2004 年 1
月  
日・ス経済

協力政策

協議  

日本側：外務省経済協力局審議官、国別開発協力課

課長補佐、南西アジア課長補佐、JICAアジア第二部

南西アジア・大平洋州課長、JICAスリランカ事務所、

JBICコロンボ事務所、大使館（公使） 
｢ス｣側：財務計画省次官、住宅プランテーション省、教

育・人材育成・文化省、観光省、電力省、避難民再定

住・支援省、港湾・船舶省、ハイウェイ省、かんがい・

水資源省、運輸・ハイウェイ・民間航空省、保健省、プ

ランテーション省各省の次官、計画実施省（財政政策

顧問、次官補、国家予算局長）、財務計画省(国家予

算局長、国家計画局長、外国援助局長・局次長)、中

央銀行財務局長、行政改革委員会アドバイザー、復

興省シニアアドバイザー 

- 和平プロセスを進めることの重要性を

強調  
- リゲイニング・スリランカの進捗確認  
- 日本の ODA 政策等の説明（大綱、

中長期計画見込み） 
- 国別援助計画（ドラフト）の英文を手

交し、内容を説明  
- 北・東部案件形成手続きを説明  
- 政府の能力問題について議論  
 

2004 年 6
月  
日 ・ ス 援 助

政策協議  

日本側：外務省経済協力局審議官、国別開発協力課

長、有償資金協力課長、南西アジア課長、財務省国

際局国際開発金融課長、経済産業省貿易経済協力

局資金協力化企画官、JICAアジア第二部長、JBIC開

発第二部長、開発第二部第三班課長  
｢ス｣側 ：財務省次計画官、外国援助局長、在京「ス」

大使  

- 対スリランカ ODA 政策、国別援助計

画を説明（英文手交） 
- 円借款方針、JICA の援助実施政策

を説明  
- 北・東部への支援の考え方、スリラン

カ政策に対する指摘事項、日本の支

援政 策と考え方、方向性を説明（第

36 次円借款、NERF を含めた北・東

部への援助に関する日本の考え方、

LTTE への直接支援はしない、ス政

策 が改 善 すべき点、和 平 プロセスと

援助の関係について－条件設定はし

ない等） 

                                                  
30  閣議決定後、大使館に対し、報告及び周知徹底を指示する電報が出されている。 
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2005 年 5
月  
ス リ ラ ン カ

開 発 フ ォ ー

ラム 

日本側 ：外務省アジア大洋州局審議官、南西アジア

課担当官、大使館（臨時代理大使、参事官、政務、経

済、経済協力、広報文化の各担当官） 
｢ス｣側 ：外務省政務担当次官補、国連・多国間関係

担当局長、経済局長代行、東アジア・大洋州局長代

行、南アジア課 長、東アジア課 長 補 佐、観 光 省 次 官

補、財務計画省外国援助局日本課長、文化国家遺産

省顧問、投資局シニアマネージャー 

- ｢国別援助計画｣に沿った支援を確認

- 北・東部復興については、和平の進

捗状況と支援のリンケージについて、

｢ポジティブ・リンケージ｣を確認し、引

き続き支援を実施する考え方を説明  

出典：外務省提供資料をもとに調査団作成  

このほか、2007 年 7 月に行われた第 39 次円借款要請前協議でも、治安状況、和

平交渉の進捗、北・東部復興の進捗状況に加え、スリランカ側のマクロ経済現況、対

外債務状況、円借款の基本方針、JICA・JBIC の統合等のテーマにつき意見交換が

行われるとともに、セクター別の協議（マヒンダ・チンタナ 10 か年計画に基づいたセクタ

ー別政策に基づき、道路、民間セクター開発、港湾・空港、都市環境、電力に関する

協議）が実施された。 

このように、スリランカ側と日本側の政策のすり合わせは数度にわたり実施されてい

るが、協議の内容を追ってみると、スリランカ側から日本に対して必ずしもインプットが

あったようには見られない。特に、北・東部復興支援については、「平和の定着／復

興」は、援助政策の柱の 1 つあるにもかかわらず、中央政府の財務省をはじめとする

省庁との協議が中心であり、地方政府、特に北・東部の政府関係者との意見交換が

十分行われていない。 

 

4-3 援助政策策定に向けた現地体制 

援助政策の立案、実施体制を強化し、政策立案から実施までの一貫性を保つため

に、2003 年 3 月より、各国で現地ODA タスクフォースの設置が開始されている 31 。ス

リランカにおいても、2003 年に現地ODAタスクフォースが設置され、大使館、JICA、

JBIC、JETROが構成メンバーとなっており、必要に応じてJICA専門家、調査団などが

会合に出席している。 

国別援助計画策定当時は現地 ODA タスクフォースが設置されたばかりであり、また、

上述のとおり、まず主査を「ODA 総合戦略会議」で選定し、主査と東京タスクフォース

が案のとりまとめを行っていたことから、策定を進めていたのは主に東京側で、コロン

ボ側の主な役割は情報提供や意見提示等であったと推測できる。 

現地 ODA タスクフォースでは日本側の関係機関が日常的な情報交換を行う場であ

るとともに、スリランカ政府の開発計画の変更や津波被災支援など現地ニーズに対応

しての重点分野の設定を行うなどしている。これは、スリランカ側の開発政策・状況の

変化に対し、日本側の援助政策が整合性を保つための調整システムとして高く評価さ

れる。技術協力・無償資金協力の採択案件選定のための要望調査においては、ODA
タスクフォースが優先順位付けに係るコメントのとりまとめをすることが既に制度化して
                                                  
31  政府開発援助に関する中期政策で挙げられた現地ODAタスクフォースの役割は次のとおりである。開発ニー

ズ等の調査分析、援助政策の立案検討、援助対象候補案件の形成･選定、現地援助コミュニティとの連携強

化、被援助国における日本の関係者との連携強化、日本のODAのレビュー、情報公開と広報。 
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おり、ODA タスクフォースが重点分野を設定し、これに基づいて採択案件に順位付け

をしたものが外務本省に提出される。また、ODA タスクフォースでは、セクターごとのサ

ブタスクフォースを設置しており、要望調査の前後や重要な課題がある場合を中心に、

実施機関の担当者が集まり情報交換等を行い、セクターにおける優先案件の設定を

する際の意見とりまとめを行っている。 

前述のとおり、現行の「国別援助計画」策定は、東京タスクフォースの主導で実施さ

れた。今後予定されている国別援助計画の改定につき、現地 ODA タスクフォースが関

与・参加することは自明であるが、どの程度の関与・権限で行うかは不明である。援助

政策策定に係る現地の体制を整備し、現地 ODA タスクフォースの機能を十分に発揮

させるためには、国別援助計画改定をはじめとする、今後の対スリランカ援助政策策

定における、現地 ODA タスクフォースの関与の程度及び権限につき、制度化し、整理

していくことが必要であると思われる。 

 

4-4 結論と考察 

1. 日本側での協議・調整プロセスの適切性 

国別援助計画策定過程においては、政府関係省庁、実施機関だけでなく、民間企

業、NGO、開発コンサルタント等とも意見交換の機会を設けているのは、高く評価でき

る。ただし、これらの機会に出された意見が適切に援助計画に反映されたかは疑問が

残る。こうした意見交換の場においては、国別援助計画の策定において重視すべき点

を関係者が共有することで、より現実的な意見が出され、それが適切に計画に反映さ

れるものと思われる。 

スリランカ国別援助計画は、ODA総合戦略会議の下で策定された初めての計画で

あり、施行錯誤があったためか、本格的な作業開始（2002 年 11 月）から閣僚会議で

の了承（2004 年 4 月）までかなりの長期間を要している。特に、タスクフォース最終案

がODA総合戦略会議で了承されて（2003 年 10 月）から閣僚会議での了承に時間を

要している 32 。必要な協議には適切な時間を割くべきではあるが、政府関係省庁内の

調整等は可能な限り時間を短縮化することが必要である。 

国別援助計画策定において、上述のとおり、幅広い関係者からの意見聴取がなさ

れている。しかしながら、各セクターの支援に係るアプローチにつき、セクター専門家か

らのインプットがどの程度あったかは不明である。本国別援助計画では、重点セクター

目標を達成するためのサブセクター目標の設定が適切とは言えない箇所も見受けら

れる 33 。現在、現地ODAタスクフォースでは、サブタスクフォースを設置して、各実施機

関の担当者や専門家等による、重要セクターについての情報・意見交換が行われてい

る。したがって、このようなメカニズムを、今後の国別援助計画改定における、重点セク

ター目標、サブセクター目標の設定に活用することは有効であると考える。 
                                                  
32  策定時の関係者からは、この点は機動性に欠けたのではないかとの意見も聞かれた。 
33 

例えば、都市環境は外貨獲得の手段として環境保全型観光開発の下に位置づけられているが、循環型都市

開発は観光開発、ひいては外貨獲得能力の向上にのみ資するものではない。
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現行の国別援助計画策定は、上述の通り、東京タスクフォース主導で実施された。そ

の後のスリランカ側の開発計画の変更、津波被災等に対応し、現地 ODA タスクフォー

スは、援助重点分野の設定を行う等、援助政策を調整していく機能を果たしている。

現地 ODA タスクフォースが、国別援助計画の改定をはじめ、今後の援助政策策定に

おいて、その機能を十分に発揮していくためには、現地 ODA タスクフォースの関与の

程度及び権限を制度化していく必要がある。 

2. スリランカ側との協議・調整の適切性 

国別援助計画策定プロセスにおいては、早い時期からスリランカ政府と協議を開始

し、関係省庁等と意見交換を行っている。政権交代後や開発フォーラムの開催機会等

も利用して政策協議を実施し、スリランカ側のトップレベルに日本の支援の方向性や

考え方を伝えている。したがって、プロセスとしては適切であったと言える。 

しかしながら、協議内容は日本からスリランカ側への一方向の説明であり、スリラン

カ側の意見がどの程度、同計画に反映されたかは明確でない。重要な政策課題に関

係する当事者については、彼らの援助政策に対する見解を十分に把握する必要があ

るため、地方政府や NGO 等、広く関係者の意見を聴取できる仕組みを確保する必要

がある。 

また、本調査で、国別援助計画そのもののスリランカ政府関係者への周知について

は十分ではないことが分かった。ただし、実際には、案件要請や実施に当たっては日

本側関係機関とスリランカ側関係省庁は頻繁なやり取りを行っており、また、専門家が

派遣されている省庁・局では日常的なコミュニケーションがあることから、国別援助計

画そのものについては知らずとも、日本の援助政策の大筋については各省庁の局長

レベルまでが理解している様子であり 34 、スリランカ側との調整は適切であると言え

る。 

3. 他ドナーとの援助調整・連携の適切性 

主要ドナーである ADB、世界銀行とは国別援助計画策定過程、経済協力政策協

議の際の個別協議等で、協議・意見交換を行うとともに、現地レベルにおいても、適宜、

協議・意見交換の機会を設けており、日本の援助政策の共有化は適切であると言え

る。 

一方で、その他のドナーの中には、日本の援助政策を十分に理解していない機関も

あった 35 。和平プロセスと支援とのリンケージについては、「状況にかかわらず無条件

で多額の支援を出す」というイメージを日本に対して持っているドナーもあった。 

今後の援助政策策定プロセスにおいては、ADB、世界銀行だけでなく、他ドナーとも

広く協議・意見交換を実施し、日本の援助政策を適切に周知し理解を得る一層の取

                                                  
34 現地調査でのインタビューによる。 
35 現地調査でのインタビューでは、「日本の支援はインフラ整備」「資金力の大きさが特徴」というイメージが多く、

人間の安全保障の視点に基づく北・東部への支援、インフラ以外の分野への支援については、認知度が低い

ことが見られた。また、UNICEF、UNHCRをはじめとするUN機関は、日本をドナーとして認識しており、連携や

協調の相手としての認識度が低いことも分かった。 
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組が必要である。 
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