
も多かったと思いますが…。
まず原則に据えたことは、日

本の学者とインドネシアの学者の「共
同作業」として実施するということで
す。従来見られたアプローチ、すなわ
ち日本の学者だけが集まり、相手国に
行き、地方を見てレポートをまとめ、
それを相手国政府の方に渡して終わり、
という方式では絶対に効果は出ない。
共同作業の実施にあたっては、過去、
一緒に地方分権の問題を扱ったことの
あるインドネシア大学社会経済問題研
究所（LPEM）のバンバン教授をカウン
ターパートに据え、スマトラやスラウ
ェシなど地方の大学関係者も視野に入
れた“オールインドネシア”のチーム
編成を依頼しました。日本側の体制に

浅沼

その第一号が何故、インドネ
シアの地方分権化研究だったのか、そ
の背景について。

ODA大綱で明確に示されてい
る「アジア重視」政策にもとづき、イ
ンドネシアが直面している問題に焦点
を当てようと考えたわけです。なぜイ
ンドネシアが重要なのか、問題意識は
二つありました。一つはアチェやイリ
アンジャヤ、東ティモール問題などを
抱え「領土の一体性」ということが大
切なテーマになっていたこと、いま一
つは民主的な選挙によって選ばれたメ
ガワティ政権と日本のパートナーシッ
プが重視され、2001年9月の小泉・メガ
ワティ首脳会談でもインドネシアの社
会・経済的な改革に対し、日本が支援
していく方向が確認された。
こうした一連の流れのなかで、この

プロジェクトが形成されていったわけ
です。

当時も、そして現在もインド
ネシアの地方分権は非常に重要な政策
問題になっています。そう簡単に結論や
成果を導き出せるテーマでないことは
もちろんですが、研究支援無償の第一号
としてこのテーマを採り上げたことは
非常に“卓見”だったと思いますね。

「双子のチーム」を編成
では、どうプロジェクトを組

成していくか、浅沼先生たちのご苦労

今津

浅沼

小原

今津
アジア経済危機と
ソフト支援の重要性

研究支援無償の第一号として
2001年度から始まったインドネシアの
「地方分権化研究計画」が2003年度に終
了しました。小原先生は当時、外務省
経済協力局無償資金協力課長として、
この新しい制度の創設にご尽力されて
いる。その狙い、目的はどの辺にあっ
たのか、まずお聞かせください。

21世紀の幕が開いた2001年当
時、広く国際社会でも日本国内でも大
きな変化がありました。この変化の波
は政府開発援助（ODA）にも及び、円
借款を中心としたモノ、ハード整備支
援が東アジアの目覚ましい経済成長を
支えるなか、1997年に起こったアジア
経済危機により、各国経済は瞬く間に
“失速状態”に陥ったわけです。
その時痛感したのは、ハード的な経
済基盤整備だけでは不十分であり、や
はり制度やガバナンスといったソフト
面に対するODA支援の重要性です。90
年代まで日本はトップドナーであった
わけですが、一方で“失われた10年”
が同時進行するという時代状況のなか、
国民のODAを見る目も非常に厳しくな
った。限られた予算を効果的に使い、
より実効ある援助を実施していくとい
う視点からも、こうしたソフト支援の
充実が求められていたわけです。

小原

今津
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インドネシア地方分権化研究計画
（研究支援無償）

1．計画の概要
・E/N締結：2002年4月25日（第一次）

2003年3月14日（第二次）
・供与額 ：1億1,700万円（第一次）

9,300万円（第二次）
・目　的 ：インドネシアの地方分権化政

策に関する提言を行うためイ
ンドネシアと日本の研究者に
よる活動を支援

2．JICSの取り組み
本計画の調達監理機関として、研究活
動などの運営のサポート業務を展開

開発途上国が抱える諸問題についての研究活動支援や、途上国を視野に入れた新技術の研究・開発、製品化など

を目的に2001年度から導入されたのが「研究支援無償」である。その第一号となったのは、このほど報告書がまとめ

られたインドネシア「地方分権化研究計画」だ。実際の研究活動はどう進められたのか。その成果は。また、新しい

知的支援スキームの特徴と課題は何か。この研究計画の日本側総括を務めた一橋大学の浅沼信爾教授、当時、外

務省無償資金協力課長として研究支援無償スキームを創設した国立情報学研究所の小原雅博教授、調達監理機関

として本計画の運営サポートに当たった（財）日本国際協力システム（JICS）の今津武専務理事が話し合った。

柔軟な知的支援スキームの戦略的な活用を
透明性の確保と成果広報の展開が今後の課題

特 別 座 談 会 ～研究支援無償の第一号「インドネシア地方分権化研究計画」が終了
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今回の研究支援無償は、日本
とインドネシアの学者、研究者が集い、
グループを形成し、その上でプロジェ
クトを推進するというシステムで行わ
れました。自主的な人の集まりで実施
されたともいえる。ただ、プロジェク
ト化するには、やはりどこかに組織が
なければなりません。
このプロジェクトのプロポーザルを
作成した際、実はさまざまな組織形態
を考えたのですが、日本にはその役割
を担うにふさわしいエージェントなり、
エージェンシーはないという結論に達
しました。そこでこの計画の運営サポ
ート業務をJICSに依頼したという経緯
がある。小原先生の方からクラウン・
エイジェンツの話が出ましたが、JICS
にやってもらったことは本来のロジで
はなく、一種の「トラスト・エージェ
ンシー」としての役割がもっとも大き
かったと思う。援助の内容や手法が一
段と多様化していくなか、JICSのファ
ンクションについても一層柔軟に、か
つ多角的に考えていくべき時代に入っ
たといえますね。

調達には、知恵やサービスを
買うという行為も含まれます。浅沼先
生から「トラスト・エージェンシー」
としての役割というご指摘をいただい
たわけですが、JICSが踏み込んでいく
新しい分野になっていくはずです。た
だ実際は必ずしも成功しているとは言
い難い。モノを買うという調達につい
ては、かなりノウハウを蓄えてきてい

今津

浅沼ートナーとしてBAPPENAS内にアドバ
イザリーコミッティを作ってもらった
わけです。もちろん、必要なアドバイ
スは受けながらも、こうした体制の構
築により本当に自由に対話し、提言で
きるようになったと思います。

トラスト・エージェンシーと
しての役割を担ったJICS

一方、私たちJICSはこの計画
の調達監理機関として運営サポートに
当たらせていただいた。なぜ、JICSだ
ったのか、この辺は小原先生にお聞き
したいのですが…。

何か新しいことを始めるとき
や発想の転換が迫られるとき、一つの
システムに慣れた組織、あるいは人は
そう簡単には動かないものです。その
点、ODAのなかでも円借款に比べスピ
ーディーで、外交上の有力な手段にな
っている無償援助について深い知識と
経験を持つJICSが“フロンティア”と
して浮上してきたわけです。
国際的にもっとも権威ある調達機関

としては、英国のクラウン・エイジェ
ンツ（C.A.）が広く知れ渡っています
が、当時、ODA改革に取り組んでいく
なかで、日本の無償資金協力の実効性
をさらに高めていくためにはJICSを
“日本のC.A.”にしなければならないと
いう気持ちが強まったのも事実です。
そこで新しい分野にチャレンジする機
関として、JICSが相応しいと判断した
わけです。

小原

今津

ついては、地方分権を経済学の観点か
ら研究している学者、もしくは地域研
究の視点からインドネシアの事情を良
く分っている方々に呼びかけ、私ども
一橋大学の公共経済学グループを中心
に、京都大学、広島大学、アジア経済
研究所、関西大学、成城大学の学者、
研究者らから成るグループを形成しま
した。
総括は私とバンバン教授が務めるこ
ととし、その上で日・イの関係者がタ
ッグを組む、いわゆる「双子のチーム」
を編成していったわけです。たとえば、
地方に対する交付金については、日本
人1人、インドネシア人1人が協働しな
がら分析にあたっていくという方式で、
テーマごとにこうした双子のチームを
編成しました。日本の学者は高い分析
能力を持っており、インドネシアの学
者は土地のこと、たとえば現状の問題
点なり、政治的なバックグランドを熟
知している。実はこうしたチーム編成
でこそ、現実に即した政策提言が可能
になるのです。

契約先であるインドネシア国
家開発計画庁（BAPPENAS）には「ア
ドバイザリーコミッティ」が設立され
ましたね。

私どもはぜひとも自主研究に
したかった。そのためには何よりも研
究チームの独立性が重要であり、各省
の権益に振りまわされては自由な政策
提言はできません。そこで一緒になっ
て政策対話に応じてくれる、いわばパ

浅沼

今津

一橋大学教授

浅沼信爾 氏
国立情報学研究所教授

小原雅博 氏
（財）日本国際協力システム専務理事

今津武 氏
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ますが、今回の研究支援無償の経験を
踏まえ、サービスといったソフト分野
の調達機能の強化が今後の課題になっ
ていると思います。
さて、膨大な報告書が先頃発表され
たわけですが、今回の研究支援無償の
真の成果はどの辺にあるのか、浅沼先
生はどう捉えられていますか。

「プロセス」と「対話」を重視
報告書をまとめたから、プロ

ジェクトは終わりというわけではない。
私たちは「プロセス重視」の考え方を
一貫して採り、さまざまな問題が出て
くる度に政策対話が図れるようにしま
した。それ自体が成果だと思います。
民主化のプロセスでよく指摘されてい
たことですが、政策のソーシャリゼー
ション、つまり多様な関係者が集まり、
政策対話を深め、徐々に政策の方向づ
けをしていくというプロセスがもっと
も重要だったと捉えています。
また、もともと知っている人たちを
集め、両国のチーム編成を図ったわけ
ですが、こうした人間関係を継続させ、
密度を濃くし、そして根付かせたこと
も大きな成果の一つだと思います。
個々の提言については、すでに受け
入れられ、実施に移されているものも
ありますが、根本的には政治の問題も
あり、依然大きな問題が残っているこ
とも事実です。プロジェクト自体は終
了しても、そのプロセスですべてのス
テークホルダーと対話を図り、そうし
た人的なネットワークがいまなお動い
ていること、この点も両国の大きな
“財産”になると思います。

前でも触れましたが、東アジ
アの経済成長にとってODAによるイン
フラ整備の効果はきわめて大きいもの
があった。インフラを整備し、投資環
境が整い、日本とこれら諸国との相互
依存の関係が深まっていったといえま
すね。つまり「Win-Win」の関係が構築
されていったわけです。

小原

浅沼

一方、アジア経済
危機の影響を乗り越
え、この地域が今後
とも成長を続けてい
くためにはガバナン
スも含めた知的支援
や知的貢献が欠かせ
ないものになってい
ます。今回の地方分
権化研究計画も、こ
の文脈のなかに位置
づけられる。ところ
が、こうしたソフト
協力の難しいところ
は、ODAで支援していく重要な分野で
あるにもかかわらず、目に見える形で
成果が表れないことです。この目に見
えない成果を、現地の人びとや日本の
納税者にどう効果的に広報していくか。
すべての関係者の知恵と努力が求めら
れていると思います。この点は、今後
の課題として問題提起しておきたい。

重要な透明性の確保と
広報の展開

研究支援無償という新しい援
助スキームは、プロジェクトの構成と
同時に、そのプロセスも非常に柔軟な
形になっている。研究の実施にあたっ
て私たちは「プロセス重視」という考
え方で取り組んだわけですが、成果と
いう点で必ずしも答えを出さなくても
良いのではないか、と捉えています。
インドネシア側の関係者と協働しなが
ら、政策を議論していくことにより、
たとえば“こういう問題が抽出される”
と問題を提起するところで終了しても
良いと思う。日本政府の意図にもとづ
いて政策提言を行うわけではありませ
んからね。
いずれにしても、きわめて柔軟な知

的支援スキームであり、今後、活用で
きる裾野はどんどん広がっていくと思
います。

ただ、一つ注意しなければな小原

浅沼

らないのは、柔軟性なり機動性とアカ
ウンタービリティーをどうバランスさ
せていくかということです。柔軟であ
ればあるほど、無償資金はどう使われ、
成果はどうなったか、透明性の確保と
ともにやはり広報というものが重要に
なってくる。作業のプロセスで生れた
さまざまな価値、あるいは成果を有し
ている価値といったものをどう伝え、
広げていくか、検討を加えていく必要
があると考えています。

JICSのサポートを受けながら、
ワークショップやシンポジウムなどを
開催しましたが、日本語の小冊子など
も必要なのかもしれない。

報告書の日本語バージョンは
必要ですね。研究計画の結果を国民に
幅広く知らしめると同時に、外務省レ
ベルにおいても有効に活用し、問題意
識を持ってもらうことは大切なことで
す。こうした取り組みは、今後の重要
な課題になっていると思います。

研究支援無償の第二号として、
2003年度からアフガニスタンの地雷除
去機・地雷探知機開発計画が実施され
ており、JICSが調達監理機関として参
加させていただいています。私たちも1
件づつ経験と実績を積み上げていくこ
とにより、知恵やサービスの調達とい
う新しい領域での専門性向上に努めて
いきたいと考えているところです。

今津

小原

浅沼

ジャカルタで開かれたワークショップ。フロアからも多くの意見が出た


