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JICSは、このたび創立15周年を迎えま

した。私は創立当初から評議員会の一員

として、1992年からは評議員会副会長と

して、その運営に関わってきましたが、

その堅実な成長に感銘を受けています。

JICSは日本の途上国開発協力で必要とさ

れる物品やサービスの調達を専門とする

援助実施機関ですが、いまや業務の過半

数が途上国政府との直接的な契約により

営まれています。またその業務の内容は、

最近のわが国ODA活動の環境や重点対象

の変化の直撃を受けて、技術協力におけ

る機材の調達、食糧援助（KR）、食糧増

産援助（2KR）などを中心として定着し

ていた構成から、急激に復興支援・平和

構築を中心とする構成に様変わりいたし

ましたが、JICSはそれに対応する業務の

転換を実に円滑に完了したと思います。

このような業績は、JICSにおいて調達

の仕事が契約で特定された物品やサービ

スの契約どおりの調達という目的に関心

を限定して行われたなら達成できなかっ

たかもしれません。私はこれまで数回に

わたって、幹部の方々からJICSの将来像

を、長い歴史と国際援助の豊富な経験を

有する英国のクラウン・エージェントに

おいているという話を聴きました。その

ような志があるからこそ、調達の仕事を

事前の調査から事後の監理を含めて成し

遂げ、ひいてはその国の開発への貢献に

照らして自己評価するという心構えが生

まれるのだと思います。

いま私の考えていることは、JICSの新

しい中心業務となった復興・平和構築支

援は緊急性が高い活動ですが、それは本

来長期の開発支援と政策的にも理念的に

も繋がると

ころに成功

の鍵がある

ということ

です。たと

えばJICSが

これまで蓄

積した2KR

などの経験

は長期支援

に属する貴重なものですが、それを忘れ

ずに当面の緊急課題の中に生かす工夫を

して欲しいと思います。この2つの相連繋

した課題に取り組むことは、JICSが日本

のODAの直面する挑戦に、より一層寄与

するチャンスであると思われます。

JICSのさらなる発展を祈念してやみま

せん。

広がる活動の幅に対応できる体制を強化
（財）日本国際協力システム
理事長　佐々木高久

評議員会長　石川　滋
（一橋大学名誉教授）

おかげさまをもちまして、当財団は今

年4月12日で設立15周年を迎えることにな

りました。これもひとえにこれまで暖か

く見守って下さいました外務省、独立行

政法人国際協力機構（JICA）、評議員会、

出捐企業・団体など関係者の皆様のご支

援によるものと深く感謝しております。

私は2004年４月1日に当財団の理事長に就

任いたしましたが、設立15周年の節目の

時期に、国際協力の最前線に身を置く機

会をいただきましたことを、大変うれし

く思っております。野村前理事長同様、

皆様から引き続きご指導ご支援を賜りま

すようお願い申し上げます。

当財団は、わが国政府開発援助や種々

の開発途上国支援において、現地で必要

とされる物品やサービスを適正かつ効果

的に調達するための公益法人として、着

実に発展して参りました。最近ではアフ

ガニスタン復興支援、イラク復興支援や

カンボジアにおける小型武器回収プロジ

ェクトに積極的に取り組み、また新たに

日本NGO支援無償資金協力申請案件に関

する事前調査を受託するなど、活動の幅

を拡大しつつあります。

他方、2004年度もODA予算が4.8％削減

されるなど、わが国政府開発援助をめぐ

る状況は依然として厳しく、またJICAは

独立行政法人化されるなど、当財団を取

り巻く環境は大きく変化しています。当

財団はこうした事業環境の変化に適確に

対応し、また事業をより適正かつ効果的

に実施していくべく、次の方針で運営し

て参る所存です。

1. 復興支

援・平和構築

への取り組み

強化など、わ

が国政府が

行う国際協力

事業を積極

的に支援して

いく。

2. 事業実

施体制を強化し、業務の質を一層向上する。

3. 事業の多様化、国際機関との連携を

視野に入れた海外活動を展開する。

今後とも、当財団役職員一丸となって

努力して参りますので、皆様から一層の

ご支援とご協力を賜りますよう、重ねて

お願い申し上げます。

新しい援助の可能性を切り開く
国際調達エージェント
［特集巻頭メッセージ］これからのJICSが目指すもの

長期的な開発政策と繋がった平和構築・復興支援の展開を
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イラク復興など平和構築・復興支援分野で、いまや不可欠の存
在になっているのがJICSだ。この分野への取り組みは、その
機能の強化はもちろん、職員の意識にもインパクトを与えてい
るようだ。平和構築・復興支援の実務に携わる若手プロパー職
員が現在の仕事、そしてこれからの“JICS像”を語り合った。

平和構築分野のフロンティアに立つJICS
「実務」と「現場」の視点からノウハウを発信する機関に

平和構築と資金管理

JICSには、設立当初から平和

構築、復興支援に取り組んでいくとい

う、明確な方針があったわけではあり

ません。基本はあくまでも無償資金協

力や技術協力案件の効果的な実施をめ

ざした調達業務の推進であり、この原

則は不変です。

紛争後の復興支援に取り組み出したの

は、ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボ

市公共輸送力復旧計画が端緒になったと

思います。いまから7年前のことでしょう

か。その後、西アフリカのシエラレオネ、

カンボジア、アフガニスタン、そして現在、

焦点になっているイラク復興支援と、JICS

の事業展開の場は広がってきたと思いま

す。われわれが意図するしないは別にし

て、一つ誇れることは、JICSは日本にお

いて、平和構築分野のODA実務の業務

経験を積んでいる数少ない組織の一つに

なっていることです。その経験を踏まえ、

久保

われわれが発信できる点もあると思います。

田阪さんはシエラレオネの案件を担

当していましたね。

シエラレオネはダイヤの利権を

めぐって約10年にわたって内戦が続き

ました。ようやく停戦合意をみた2001

年からイギリス政府は「社会統合プロ

グラム」（CRP）を展開しており、元兵士

を含む、すべての人々が内戦前の平穏な

生活に戻れるよう、さまざまな分野で支援

プログラムを進めています。

日本政府はこのプログラムのフェー

ズ2から紛争予防・平和構築無償によ

る資金協力を行い、JICSはその資金管

理の仕事を進めています。

プログラムの内容を具体的に

教えてください。

加害者と被害者の和解、元兵

士の社会復帰、地域の共同体形成とい

った大きな目的の下、たとえば農村開

発や内戦中に破壊された井戸、学校の

修復、学校で先生や生徒が使う教材の

田阪

久保

田阪

供与など小規模なインフラ整備を進め

ています。また、コミュニティにおけ

るマイクロクレジットの実施や帳簿の

付け方など、いわゆるソフト的な指導

にも力をいれています。

私たちJICSの役割は、日本政府から

供与されたお金がプロジェクトの目的

に沿ってしっかり使われているか、シ

エラレオネ政府のエージェントとして

管理していくことで、使われたお金の

書類やレシートなどを検査していま

す。私は現地モニタリングの仕事で、

昨年と今年の2回現地を訪ね、約50の

プロジェクトを見てきましたが、無償

援助の範疇でかなり即効性のある援助

ができることを実感してきました。東

京の事務所で書類をみているだけで

は、本当の姿は決して見えません。

小型武器回収支援プログラム

私は2002年度のカンボジアに

対する平和構築無償に携わっていま

す。カンボジアは1970年代から90年代

にかけ激しい内戦が続き、国民の5人

に1人は虐殺されたといわれています。

これがカンボジアの人びとに猜疑心を

植え付け、いまだ多くの人びとがピス

トルやライフルなど小型武器を所有す

る背景になっています。

そこで同国政府は小型武器を回収し、

山本

［ JICS若手職員ダイアローグ］

ナビゲーター JICS人事室　久保　徹 室長

■業務第2部調達監理業務課　田阪　舞 さん（入団5年目）
■ 同　　　　　山本早百合 さん（入団5年目）
■ 同　　　　　 辻本　令 さん（入団4年目）

田阪舞 さん 山本早百合 さん 辻本令 さん
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廃棄することを目的とした「包括的小型武

器対策」を推進しており、市民生活の安全

性や質の向上に努めているわけです。私

たちJICSの役割としては、現地で実際に

活動を展開している小型武器専門家チー

ムの統括としてJICSの職員1名を派遣して

います。またシエラと同様に資金管理も行

っています。

住民に武器を廃棄させるため

の具体的なアプローチは…。

このプログラムは4つのプロジ

ェクトで構成されていて、具体的には

小型武器削減と開発プロジェクト、小

型武器破壊プロジェクト、小型武器管

理・登録プロジェクト、そして意識向

上プロジェクトに分かれており、活動

のメインは小型武器の削減と開発プロ

ジェクトに据えられています。内容は、

住民が不法に所持している武器を自発

的に供出するインセンティブとして、

対象地域に必要な開発事業、たとえば

井戸を設置するとか、学校を整備する

といった協力を実施していくものです。

これまで回収した武器の総数は7,166

丁で、このうち約4,000丁を政府・メデ

ィア関係者や住民を集めたセレモニー

のなかで焼却処分しました。カンボジ

アには推計で46万～77万丁の銃がある

といわれており、かなり息の長い取り

組みが求められていくと思いますね。

住民に対するインセンティブ

として武器をお金で買うとか、いろい

ろ検討されましたが、このプロジェク

トでは「開発」ということが、いわば

インセンティブになっているわけです

ね。辻本さんが担当するアフガニスタ

ンは、平和構築というよりは戦後復興

段階にあるといえますね。

確かにアフガニスタンの場合は

スキームとして平和構築のカテゴリー

には入らないのですが、裨益効果とし

てはそれにきわめて近いものだと思い

辻本

久保

山本

久保

ます。これまでのJICSの取り組みは、

緊急無償による公用軍や給水車の供与、

医療機材の供与と、ノン・プロジェク

ト無償による石油製品の調達、さらに

道路セクタープログラム無償によるカ

ブール・カンダハルおよびカンダハル・

ヘラート幹線道路改修プロジェクトなどの

調達代理業務を実施してます。これらはア

フガンにおける復興のみならず、平和構

築にとってきわめて重要な支援になってい

ると信じています。

とくにカブール・カンダハル間の幹

線道路については、昨年12月に第1プ

ロジェクトが完工したわけですが、国

家を一つにまとめ上げていく鍵として

道路整備はきわめて大切な意味を持っ

ており、第2プロジェクトの推進に力

を入れているところです。

「調査・研究部門」の必要性

平和構築分野は、日本では専

門家が非常に少ない分野であり、冒頭

述べたようにわれわれは実務を通し

て、この分野の“先頭”を走る一員に

なっていると思います。学問的には

「平和構築論」といった形で深められ

る一方、その実務のノウハウとなると、

まだまだ脆弱な状況にあると思う。こ

の点、フィールドに立ち実務がしっか

りできる機関としてJICSに対する期待

は高まっていると感じます。われわれ

は特定分野の技術的な専門性で勝負で

きる集団ではありません。その意味で、

平和構築はJICSに相応しい分野の一つ

ではないかと思います。

これまで積み上げてきた経験や

ノウハウの蓄積がJICSにとっても、また日

本全体にとっても重要だと思います。そし

て、その共有化を図っていけば、平和構

築以外の分野にも効果的に応用していけ

るのではないでしょうか。

JICSという組織も15年を経て、そ辻本

山本

久保

れなりに仕事の

幅も広がってき

ました。私が痛

感しているの

は、そろそろ組

織的に調査・研

究部門に特化

した部署を作る必要性が高まっているの

ではないかということです。

私は大学の卒論で「平和構築」を、

また修士論文では「難民問題」を扱っ

たのですが、実際にアフガニスタンを

担当させていただくことにより、理論

として学んだことを、現場で実践とし

て確認できるという大きな“幸運”に

恵まれています。そこにはやはり違い

があるんです。その経験を時々、大学

の研究会で報告したりして学術界と交

流を深めていますが、JICSも学術界な

ど外部の世界と積極的に交流を図って

いけば、われわれのノウハウも社会と

の間で相互に有機的なものになると思

う。その意味でも「調査・研究部門」

が必要だと考えています。

辻本さんが指摘するように学

術界やNGO、他の援助実施機関との交

流を深めていく必要があると思いま

す。

逆にJICSのノウハウをこうした人び

とにフィードバックできる機会も増え

ていくわけですから。

われわれは実務を疎かにする

ことはできません。ただ、そこに踏み

とどまっていては組織としての発展性

もないと思います。実務に軸足をしっ

かりと据えながらも、そのなかから新

しい提案を発信し、現地の人と一緒に

働いていくなかで、現場からの声をし

っかりとフィードバックしていく、そ

ういう組織をめざしていくことがJICS

に対する“時代の要請”への応えにな

ってくると思いますね。

久保

田阪

久保徹 人事室長
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政 府 世界から実力を認知される調達機関に

学 界 「ジェンダーの主流化」を推し進めよ

（財）日本国際協力システム（JICS）

は、1989年の設立以来、途上国に対する

わが国の無償資金協力事業や技術協力事

業における資機材調達にかかわる公平・

中立な公的調達機関として、順調にその

実績と経験を積んでこられた。

近年、緊急性を要する人道・復旧支援

や紛争後の復興支援、いわゆる「平和の

構築」の比重が増してきているなか、

JICSはこれまで積み上げてきた経験や

ノウハウを生かしつつ柔軟性を発揮し

て、たとえば中国向けSARS対策の緊急

無償資金協力やアフガニスタンの幹線道

路整備計画などの復興支援において不可

欠な役割を果たしている。

また、現在進められているイラク復興

支援では、イラク側の調達代理機関とし

て、調達関連業務および資金管理業務を

行うとともに、英国の調達機関であるク

ラウン・エイジェンツと有機的な連携を

図り、イラク側と迅速に調整・連絡を行

うという、きわめて重要かつ困難な仕事

に取り組んでいただいているところであ

る。

2004年、JICSが設立15周年を迎える

とともに、わが国のODAも50周年とい

う節目の年を迎えた。調達の専門家集団

としてODAの一翼を担うJICSが果たす

べき役割と責任は、これまで以上に大き

なものとなっている。

しかしながら、JICSおよび調達という

業務に対する国内の認知度は、必ずしも

高いとはいえ

ない。わが国

のODAに不

可欠な調達

機関として、

さらに実績を

積まれ、日本

国内のみな

らず、国際機

関から、海外

ドナーから、

ひいては世

界中から、その実力を認知される調達機

関としての地位を確立されていくことを

期待したいと思う。

外務省経済協力局長

古田肇

開発の概念は、20世紀の最後の10年に

大きく転換した。それは、経済中心の開

発から、社会・文化を含む持続可能な人

間中心の開発へのシフトであった。

機材調達の専門機関とされるJICSの15

年は、このような開発理念の転換の影響

をどのように受け、どのように対応して

きたのだろうか。また2003年には、日本

の政府開発援助大綱の改定によるODA政

策の新しい方針が示され、JICAの独立行

政法人化による援助実施の体制も変化す

ることとなった。

このような変化への対応について、

JICSがどのような中・長期的展望をもつ

かが、その今後の存在意義を規定するも

のと思われる。それをJICSの掲げるビジ

ョンから読み取ってみると、JICSは政府

開発援助や開発途上国支援において、現

地で必要とされる物品やサービスを適正

かつ効果的に調達するための公益法人で

あると自己規定し、事業の実施にあたっ

て、公正性・透明性の確保や適正な組織

運営と人材育成、途上国の発展への貢献

といった、援助実施機関として当然の組

織特性を保持するとともに、援助現場で

国内外援助機関とＮＧＯや民間企業との

間の橋渡し役となることをその役割と認

識している。

国際協力や開発援助の世界では、その

活動において多様なアクターが関わって

おり、アクターたちのパートナーシップ

の重要性はもはや常識となっている。

JICSのような機材調達の専門機関にとっ

ては、とくに民間企業との関わり方は重

要である。

近年の開発援助文化変動のなかにあっ

て、その関わ

り方は、援助

対象地域住

民のエンパワ

ーメントを最

優先するとい

う認識に基

づいたもので

なければなら

ないだろう。

その意味

で、ＪＩＣＳにお

いては、女性も開発の主要な担い手であ

るという認識を強化し、ジェンダー・ギャ

ップのない住民のエンパワーメントを促

進すべく、近年国際社会で強調されてい

る「ジェンダーの主流化」を進めること

が望まれる。

ＪＩＣＳ評議員（上智大学教授）

目黒依子

［各界からの声］

JICSに対する期待と注文



2004.6 国際開発ジャーナル　31

JICS設立15周年にちなみ、政府、学界、経済界、NGOから、
これからのJICSに対する期待と取り組むべき課題などにつき、メッセージをいただいた。

15 周 年 記 念 特 集J I C S 設 立
新しい援助の可能性を切り開く国際調達エージェント

経済界 より高度な専門性と機動力の強化を

NGO 日本のNGO発展のため支援事業の拡充を

JICSの設立にあたっては、われわれ日

本経団連も微力ながら協力した経緯があ

り、このたび設立15周年を迎えられたこ

とには感慨深いものがある。調達という

業務を遂行する上でJICSに求められてい

ることは、中立的な立場の維持、公正

性・透明性の確保であり、ODAの効率

的・効果的実施という観点からも非常に

重要なことである。

JICSがさらに発展していくためには、

職員の専門性の確保がますます重要にな

っていると考える。民間企業経験者を採

用するなどスタッフの充実に努力されて

いることも理解しているが、まだ十分と

はいえない。また、調達に関するガイド

ラインも完備されている状況とは言い難

い。こうした点については、他の援助機

関同様、自らの活動を「評価」した上で、

業務改善などに早急に取り組むべきであ

ろう。

新しいODA大綱にも盛り込まれたとお

り、今後、わが国のＯＤＡは、平和構築

のような新たな分野にも取り組むことに

なり、JICSについてもこうした分野の業

務において内外の期待が高まっていくは

ずだ。そうしたなか、JICSには、中立

性・公正性・透明性の確保はもとより、

より高度な専門性や機動力が求められる

ことになる。

JICSが、こうした時代の要請にこたえ

られる組織となるよう、われわれとして

も応援していきたい。

ＪＩＣＳの業務範囲については、現在は無

償資金協力関連と技術協力関連が中心と

なっているが、今後は有償資金協力関連事

業への進出も想定していると聞く。われわ

れとしては、

他の組織と競

争することに

よってJICSの

キャパシティ

が向上すると

の観点から、

こうした業務

拡大にも大い

にトライしても

らいたいと考

える。将来的

には、国際的な調達競争にも参加できる

よう頑張ってもらいたい。

最後に、JICSは、わが国の「顔の見え

る援助」の担い手の一つとして重要な役

割が期待されている。今後のますますの

発展を願ってやまない。

（社）日本経済団体連合会
国際経済本部長

角田博

設立15周年にあたり、心よりお祝い申

しあげたいと思う。そして、これまでの

経済協力分野における日本国際協力シス

テムの事業に対して敬意を表したい。

現在、NGOは政府と並ぶ政治的アクタ

ーとして国際的に評価され、その重要性

が認められているが、このきっかけとな

ったのはやはり15年前の1989年になるか

と思う。ベルリンの壁の崩壊、そして米

ソ冷戦の終焉である。これにより世界が

大きく変わり始めた。

翌年1990年には東西ドイツの統一、そ

して91年にはソ連邦の解体という流れの

なかで、92年にはブラジル・リオデジャ

ネイロで国連環境開発会議が開催された。

会議場へは世界各国から多くのNGOが

集い、情報交換やロビー活動に力を注い

だところである。しかし日本のNGOの姿

を探すとなると、厳しい現実があったと

いえる。まだまだ日本のNGOは、組織的

にも財政的にも脆弱で、国際舞台で活躍

しているNGOは限られている状況にあ

る。

このようななかで日本国際協力システ

ムは、開発協力の分野で活動する日本の

NGOを支援する「NGO支援事業」を1999

年に開始している。

私たちの生存基盤である地球環境や人

権という個人の安全保障が一段と重視さ

れている今日、わが国の国際協力におい

ても市民参加が盛んに叫ばれており、市

民一人ひとりの参加と役割が重視されて

きている。市民がNGOというパイプを通

して、より直接的に参加していく必要性

は一層高まっており、そのためには日本

のNGOの成長が不可欠になっているとい

えよう。

そのため

NGOの自助

努力とともに、

NGOを支援

する社会的

仕組みの充

実が求められ

ていると考え

る。

その意味

で J I C S の

「NGO支援事

業」が、今後ますます現実に即した、よ

り利用しやすいシステムとなり、日本の

NGOの発展に寄与することを期待してい

る。

特定非営利活動法人
国際協力NGOセンター
常務理事・事務局長

山崎唯司
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