
まさに“お見事”のひと言に尽きる。
紛争予防・平和構築分野に対

する迅速な対応については、外務省、
JICA、JICSが三位一体となり、三者がそ
れぞれ役割を明確にし、今後とも着実に
実行していくことが重要だと思います。
すでにご承知のとおり、JICAは一昨
年に独立行政法人となり、緒方貞子理事
長は「人間の安全保障」、「現場主義」、
「効果・効率と迅速性」という3つの柱を
骨格とする「JICA改革プラン」を打ち
出しました。独法化2年目に当たる今年
は「方針から実施へ」、すなわち具体的
にアクションを起こしながら改革プラン
を実施していく年に位置づけられ、イラ
クの例のように外務省、JICS、そしてわ
れわれJICAの三者が連携を強め、迅速、
かつ確実な形で対応していくことが大切
です。安全配慮などの面ではすでにJICS
が相当な経験を積み上げており、JICA
としてはそういう部分を効果的に活用さ
せていただきたいと考えています。
いずれにしてもJICSとのチャネルを一
段と強化していくとともに、外務省との
定期的な協議の場を重ね、三者の連携を
さらに強めていくことが重要になってい
ると思います。

平和構築や復興支援といった
分野では、JICSは援助の“フロントラン
ナー”的な役割を担っていると自負して
います。そこで得た経験なりノウハウに
ついては、外務省やJICAなどと連携を

櫻田
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のを生かし、いわば新しい“時代の要
求”というものに十二分に応えている。
たとえばアフガニスタンのカブール・
カンダハール・ヘラート間を結ぶ、きわ
めて重要な幹線道路の整備事業を、日本
は米国やサウジアラビアと肩を並べなが
ら推進しているわけですが、JICSはその
中心的な機関として専門機能を発揮され
ている。治安状況が依然不安定ななか、
迅速、かつ柔軟に事業を推進できた背景
には、やはりJICSという存在があったか
らだと考えています。また、本格的な復
興援助の開始が待たれるイラクについて
も、調達代理機関として非常に重要な役
割を担っており、二国間無償の第一号と
なった警察車輌1,150台の調達、納入業
務を無事に完了されている。クラウンエ
イジェンツ（C.A.）とタッグを組み、ロ
ジスティック面にとどまらず、警備や安
全対策、マネージメントといった面で完
璧な仕事をされたと思っています。実
際、私自身、40台配備されているサマワ
での使用状況を確認しましたが、まさに
治安の維持・確保が復興の第一課題に据
えられているなか、あれだけ目に見える
形で、かつマッシブに送り届けたことを
目の当たりにし、JICSの大変な底力とい
うものを強く感じさせられました。
16年前、JICSの設立に関与された方々
は、今日のような状況をあらかじめ見通
したうえで設立作業に当たられたのかど
うか。見通したうえでのことであれば、

イラク直接支援で発揮される
JICSの底力

私どもJICSは2004年4月に、設
立15周年の大きな節目を迎えました。
政府開発援助（ODA）を取り巻く環境は
JICS設立時に比べ、かなり変貌を遂げて
おり、JICSの15年はこうした変化にいか
に柔軟に、機動的に対応していくか、そ
の努力と工夫の月日であったともいえ
ます。
一方、政府においてはODAの実施大
原則ともいえる「新ODA大綱」が昨年
制定されるとともに、「新中期政策」の
策定作業が現在鋭意進められており、
ODAはいま再び「転換期」を迎えつつ
あるといえるのではないでしょうか。独
法JICAも緒方理事長のもとに新たな動
きを始めています。こうしたなか、JICS
にはどのような役割が期待されているの
か、皆さんの忌憚のないご意見を是非お
聞かせいただきたいと思います。

いまご指摘にあったように、
日本のODAはこれまで経験したことの
ない分野に大きな一歩を踏み出し、新た
な段階に入ったと認識しています。その
一つが新ODA大綱でも強調されている
重点分野の一つ、紛争予防・平和構築に
対する対応です。困難を伴うこうした新
しい分野に、JICSは柔軟な組織力や、こ
れまで培ってきた調達・調達監理の経
験・ノウハウ、そして専門性といったも

鈴木

櫻田
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（財）日本国際協力システム（JICS）は昨年10月に「JICSのビジョン」をまとめるとともに、今後3年間を視野

に入れた「新中期計画」を独自に策定中である。いずれも大きな転換期に立つ政府開発援助（ODA）や独立

行政法人国際協力機構（JICA）の動きなどを強く意識し、自らの役割や機能のあり方を展望しようとするも

のだ。ODAをめぐる国際環境が激変するなか、調達専門機関のJICSが担うべき新たな役割とは何か。櫻田

幸久専務理事のコーディネートの下、関係者が話し合った。

開発ビジョンを描ける戦略性を持った
国際調達機関への成長を

特 別 座 談 会 ～転換期のODAとJICSの新たな役割
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援」に変わりますが、ただ残念なことに
農業機械、肥料、そしてFAOなど国際機
関の指導の下という条件付きによる農薬
の供与と、依然メニューは限られていま
す。名称を変えるだけではなく、供与資
機材と技術協力の有機的な連携を図って
いく、あるいはマイクロファイナンスの
ための原資への活用など、ソフト分野へ
の支援を含めるなど文字通り貧困農民支
援を目的にもっとメニューを多様化して
いくべきだと考えています。

2KRの名称が変わった背景に
は、「食」のあり方に関する考え方の変化
があり、集中的な資本投入により食糧を
増産していくという考えから、もう少し広が
りのある、いわば持続可能な食糧増産を
目指していくとの狙いが込められていま
す。したがって、中川部長からご指摘があ
ったように、技協との連携などメニューの
多様化は当然必要なことであり、今後、検
討していきたいと考えています。

「現地調達の促進」で
JICSに期待

さて、JICA改革の大きな柱の
一つとして「現場主義」が掲げられてお
り、援助現場における実施体制の強化が
打ち出されています。またJICS自身も昨
年6月に組織の再編を行い、こうした新
しい体制への移行を支援すべく、準備を
開始していますが、JICAの現場主義は
どういう点に特徴があるのでしょうか。

今回打ち出された現場主義の
特徴の一つは、従来、本部にあった権限
蓮見

櫻田
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は一気呵成に実施していくかについては
今後の検討課題ですが、「調達代理方式」
によるJICSの活用を是非拡大していきた
いと考えています。

無償メニューの
多様化は時代の要請

先ほども指摘したことですが、
私どもJICSがこれまで蓄積してきた知識、
経験というものを一度整理、体系化し、内
部的に役立てていくだけでなく、広く外部
にも発信していきたいと考えています。現
在、JICSは今後3年間を視野に入れた「新
中期計画」を策定中ですが、この計画のな
かにこうした方針を具体的に組み込んで
いきます。
さて、無償資金協力と技術協力の連携
に関しては、かねてよりその重要性が指摘
されてきたわけですが、ノンプロ型の無償
についてももう少しその枠組みのなかで
技術協力的要素を強化する、いわゆるソ
フトコンポーネントを活用していくことが協
力効果を考えた場合、大切になってくると
思います。

一般無償でやっていることを、
ノンプロやその他無償スキームでやって
はいけないということは決してない。支
援による効果を最大限に引き出すために
はどうするか、この観点から検討してい
くことがやはり基本だと思います。

無償の既存スキームの壁を取
り払い、柔軟な対応を考えていくことが
必要になっていると思います。来年度予
算において2KRの名称が「貧困農民支

中川
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深めていくなかで、大いに活用していた
だきたいと考えています。

JICAはこれまでさまざまな分
野、形でJICSの協力を得ており、食糧増産
援助（2KR）の資機材等調達もその一つで
す。実は2KRの効果的な実施策の一環と
して、平成13年度と14年度の2年度にわた
り、2KRの調達業務を試行的に「調達代理
方式」でJICSにお願いしました。現在、そ
の総括を進めているところですが、非常
に大きな利点がいくつか浮きぼりになっ
てきています。
まず、資機材の「搬入スケジュールの
短縮化」については、試行的に実施した
例の場合、従来の「調達監理方式」に比べ、
13年度で100日間、14年度では50日間程度
の短縮化が図られています。また「タイ
ムリーな調達実施」という点では、現地
の農繁期に合わせる形で資機材が供与さ
れるようになっており、日本側にとって
も手続き面の大幅な簡素化が促進される
などの効果が確認されています。一部に
は「調達代理方式への変更により、JICSの
業務量が増大し、それに伴い経費が膨ら
んでいくのではないか」との指摘があり
ましたが、逆にコスト縮減効果について
も明らかになりました。たとえば入札に
際し、その評価や契約の締結のため施主
である相手国政府の代表者を呼んだりす
る手間と経費、こうした要因が解消され
ることから、トータルで安くなっている
わけです。「調達代理方式」に対する先方
政府の反応も非常に良好で、ステップ・
バイ・ステップでやっていくか、あるい

中川

（財）日本国際協力システム専務理事
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国際協力機構（JICA）調達部長
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を可能な限り在外に委譲していくという
点にあり、それを裏付けるため予算や人
員についても大きく在外にシフトさせて
います。これにより、援助ニーズにもっ
とも近いところでの機能を強化し、案件
発掘・形成能力や事業運営能力を高めて
いくことが狙いです。
一方、機材調達についても現場主義の
流れのなかで、「現地調達の促進」が目
指されており、しかも従来型の単なる調
達事務手続きだけを在外に投げるのでは
なく、現場主義の真の哲学にもとづき、
機材調達を含めたプロジェクト全体の執
行管理、事業管理の権限そのものを在外
に移していきます。現地調達に関して
は、これまで情報支援と人的支援の2つ
の側面でJICSの協力を得ていたわけです
が、今後は仕様書作成段階にとどまら
ず、機材の計画・策定、入札図書の作
成、さらに入札実施・評価といった各段
階においてJICSの協力を仰いでいくこと
になると思います。また、現地調達促進
の柱として、JICAは世界6カ所に「現地
調達重点事務所」を、全世界を3つの地
域に分けてそれぞれに「第三国調達支援
事務所」を設置、この2つの体制のなか
で現地調達を促進していく考えです。
JICSに対しては、一部重点事務所に対す
る長期的な人員の派遣、繁忙期における
短期的な人的支援を引き続き期待してい
るところです。
機材調達は“JICSなしに語れない”と
いう状況に変化はなく、引き続きご支援
をお願いしたいと考えています。

JICA技術協力プロジェクトの
実施に関しては、民活化の推進としてコ
ンサルタントが学校法人などとの包括的
な契約に進んでいく方向にあります。そ
の流れのなかで、JICSの役割はどう変わ
っていくのか。私たちは、この点に非常
に強い関心を持っているのですが…。

技プロの契約化については
JICA課題各部が推進しており、その契
約実務を調達部が担当しています。技術
協力を一括契約型にすると、当然、機材
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のポーションも入ってくることになり、
この面ではおそらく開発調査と同じ方式
が準用されていくことになると思いま
す。したがって、一定金額以内の機材調
達については契約を結んだコンサルタン
トなどが調達に当たっていくことは十分
あり得ることです。ただ、技術協力の一
括委託を考えた時、必ずしもすべての法
人がそうした能力を持っているわけでは
なく、ケースによって機材ポーションは
契約に含めず、JICAが実質的にJICSの支
援を得ながら調達を行っていくこともあ
ると考えている。
一方、一括契約型の技術協力が順調に
進展し、コンサルタントなどが一定金額
内の機材調達を行うケースが増えてきた
場合、適切に調達されているか、JICAとし
ては事後的に評価する必要があります。
こうした段階においてもJICSの支援を仰
ぐケースが出てくると考えています。

“国際調達機関”への成長を
これまでJICSは、物の調達と

いう側面を強く意識して仕事を行ってき
ましたが、平和構築や復興支援に取り組
んでいくなかで、対象国・地域の経済・
社会状況などに関する専門性はもちろ
ん、復興後の段階あるいは復興から移行
していく段階を視野に入れて、その国は
どういう方向で開発を進めていけばいい
のか、いわば復興開発の戦略性を職員一
人ひとりが持たないと真に中身のある協
力、調達はできなくなっていると痛感し
ています。こうした点を踏まえ、JICSの
取り組むべき課題、あるいは注文を最後
にお聞かせください。

いまご指摘にあったように、
国・地域などの専門性をさらに向上さ
せ、逆にJICSから政策サイドに「こういう
援助、開発を進めるべきだ」と提案が出
るような機関を目指していただきたいと
思います。日本の援助コミュニティを、よ
り厚味あるものにしていくことは依然大
切なテーマであり、その視点からもJICS
は大きな役割を担っていると思います。
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他方、マレーシアやタイ、将来的には
ベトナムなども新しくドナーコミュニテ
ィに入ってくることが予想され、近年、
注目を集めている「南南協力」を一層活
性化させていくうえで、こうした国々の
協力が欠かせなくなります。ところが、
これらの国は援助経験が少ないが故に、
ニーズはあるがどう動いたらいいのか分
らないという状況が一方にある。こうし
た局面でJICSがその専門性やノウハウ
を、彼らに効果的に伝えていくことも期
待されます。調達という側面にとどまら
ず、分野を広げJICSの“出番”は確実に
増えてくるはずです。
JICSは現在、日本の調達機関という位
置づけにありますが、今後はその枠組み
を飛び越え、それこそ海外諸国や国際機
関などからどんどん注文が入るような機
関になっていただきたい。JICSの“先
輩”であるC.A.は、まさにそういう機関
なのですから。

JICAとJICSの関係においては、
組織の壁を超え、短・中・長期的にさま
ざまな課題を抽出し、議論を深め合いな
がらその一つひとつに対応していきたい
と考えています。また、復興支援など業
務分野は拡大を遂げていますが、いま一
度、JICS設立時の主旨に立ち返り、今
後、その主旨を拡大・変更していく必要
性があるならば、組織体制や人材など
“足腰”をさらに強化したうえで対応し
ていただきたいと思います。

調達のプロフェッショナル機
関として、より一層の専門性の蓄積をお
願いしたいと思います。なかでもエンジ
ニアリングとか調達手続きということに
とどまらず、JICAの「現地調達の促進」
というニーズを踏まえ、たとえば物流に
かかわる情報の提供など、在外事務所か
らの要請に柔軟に対応していいただけれ
ば、と期待しています。
また、JICS自らが海外に恒常的に事務
所を据えられ、在外で現地調達の促進を
支援していただける日の来ることを期待
しています。
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