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2006年度ODA予算に新規計上された「コミュニティ開発支援無償」。その“第一号”案件として、このほどセネガルの

学校建設プロジェクトの実施が決定した。この機を捉え、新スキーム創設の背景、そのめざすところ、そして実施上の

課題などを、外務省、国際協力機構（JICA）、調達代理機関として新スキームの円滑な実施を図る日本国際協力システ

ム（JICS）の関係者が話し合った。新しい無償資金協力に対する期待とともに、さまざまな課題も浮かび上がっている。

～その創設の経緯、目標、課題とは

現地リソースの活用でコスト縮減
課題は質の維持と透明性の確保

津波ノンプロの経験を背景に

2006年度ODA予算において、
コミュニティ開発支援無償、防災・災
害復興支援無償、テロ対策等治安無償
がそれぞれ計上され、新しい支援が始
まりました。とくにコミュニティ開発
支援無償はノン・プロジェクト無償、
貧困農民支援、草の根・人間の安全保
障無償などと同様に、主契約者を日本
企業に特定しない形（ヒモなし）で実
施される仕組みになっています。最初
に、このスキームの創設に至る経緯、
そのめざすところなどについて和田課
長にお聞きしたいと思います。

経緯としては、2004年12月に
発生したスマトラ沖大地震・津波災害
への対応という時点にまで遡ることが
できます。この未曾有の大災害に対し、
日本政府としても緊急、かつ効果的に
対応していく必要に迫られたわけです
が、資金的には予備費を活用し、迅速
で機動的な支援を大規模に実施してい
きました。
そのなかで私たちは大きく3つの効果

を確認できました。まず1つめは、ノン
プロ方式を採用したため柔軟な工期の
設定が可能になったこと、2つめは現地
リソースの積極的な活用により大幅な
コスト縮減が図られたこと、そして支
援の対象を一つの分野に限定せず、さ
まざまな分野への支援を組み合わせる
ことでコミュニティに対する総合的な
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支援を実現できたという点です。この
時の経験と知見などを踏まえ、こうし
た援助手法を一つの制度としてきっち
り確立していくべきではないか、とい
う議論が関係者の間で深まり、コミュ
ニティ開発支援無償の創設、制度化へ
とつながっていったわけです。

いわゆる津波ノンプロの実施
に当たっては、調達代理機関として私
たちJICSも実に多くのことを学ばさせて
いただきました。

一方、新しいスキームの創設
には、近年盛んに指摘を受けているコ
スト縮減の要請が深くかかわっていま
す。すでに承知のとおり、一般プロジ
ェクト無償の事業コストはNGOや他の
ドナーが実施している案件に比べ割高
であるという指摘を以前から受けてお
り、JICAでも審査を強化するなどして、
これまで大幅なコスト縮減を図ってき
ていただいているところです。しかし、
依然、コスト縮減に対する要求、要請
は強いものがある。
こうした状況が続くなか、ノンプロ

無償方式による現地仕様にもとづいた
設計・施工、現地リソースの積極的な
活用など、先ほど指摘した津波ノンプ
ロの経験を生かした形での支援が検討
されてきたわけです。
コミュニティ開発支援無償の第一号

として、今回、セネガルの学校建設案
件が決定、いよいよ実施段階を迎える
わけですが、学校建設分野を一つの事

和田

櫻田 例としてみると、耐震構造への配慮や
災害時のシェルター機能の要請などか
ら、あくまでも質の高い学校を作って
ほしいと希望している途上国がある一
方、初等教育の就学率を高めるため限
られた予算のなかで、できるだけ多く
の小学校を建設したいと望む国もある。
後者のような要請、要求に対しては、
まさにコミュニティ開発支援無償の適
用が想定されるのではないでしょうか。
ただ、この新しいスキームのめざすと
ころは最初に指摘したように、相互に
関連する複数の分野、たとえば学校や
水供給、農村開発などを対象に総合的
な支援を行い、コミュニティが抱える
さまざまな課題を克服、その能力を強
化していくことにあります。

透明性と質の確保が課題

コミュニティ開発支援無償の
実施に当たっては、コンサルタント、
施工業者についてもアンタイドで調達
していくことになり、ローカルのリソ
ースを使っていく場合、国際入札や国
際契約といったものへの不慣れ、商習
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慣の違いに伴う混乱なども想定されま
す。今後、スキームの主旨や仕組みな
どをどう周知させていくか、大きな課
題になると思います。そのなかで透明
性や公平性をどう確保していくか、こ
の辺の兼ね合いもJICSにとっては難し
い仕事になるととらえています。
一方、JICAは概略設計や実施促進な

どの面でコミュニティ開発支援無償に
取り組まれていきます。どのような基
本方針で取り組まれていくのか、中川
部長にお聞きしたいと思います。

新しいスキームと一般プロジ
ェクト無償との違いは、大きく3点ある
と捉えています。1つめはコスト縮減の
ニーズに対応する必要があること、2つ
めは総合的なコミュニティの底上げが
めざされていること、そして調達代理
方式の導入という点です。
コストの縮減については、ローカルリ
ソースの活用と現地仕様を重視し、とく
に後者については現地に建築・設計基準
がある場合は、それをそのまま適用する
のではなく、それを下敷にしつつ一定の
品質を確保するために改善点があれば提
案することになります。ローカルリソー
ス活用はコストの縮減ということにとど
まらず、結果的に地域産業の振興・育成、
さらに技術レベルの向上にもつながって
いくと捉えており、この利点も大いに注
目しているところです。
他方、総合的なコミュニティの底上

げには、全体の計画なり青写真のなか
で対象となるコミュニティ開発のイン
プットがどう位置づけられるのか、そ
の整合性や計画性がきわめて重要にな
ると考えています。その意味では前段
の計画作りが何よりも大切であり、こ
の観点からもJICAの実施する技術協力
との連携がますます重要と考えます。

JICAはアフリカ諸国を対象に
現地仕様の学校建設の状況について調
査をされたと聞いていますが…。

アフリカ9カ国を対象に、日本
の無償資金協力事業として現地仕様に
よる学校建設が実施可能かどうかを調
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査しました。その結果、技術的な支援
を行えば一定品質の学校建設が可能で
あるとの結論を得ました。また、今回
コミュニティ開発支援無償にかかわる
概略設計調査をセネガル、ニジェール、
マダガスカルの3カ国で実施しました。
外務省では今後5年間で、さらに30％の
コスト削減目標を設定されていますが、
その視点から言うと平均してそれを超
えるようなコスト縮減が設計段階で図
られていることが明らかになっていま
す。コミュニティ開発支援無償は、日
本企業も含めたローカルアンタイドで
実施される方向にあり、入札時の競争
性が一段と高まることにより、設計段
階のコスト縮減のみならず、実施段階
でもさらに圧縮できるような効果にも
期待を寄せています。
他方、ローカルリソースの活用にあ

たっては、やはり地域・国によって能
力、力量にかなりバラツキがみられ、
その補完のため日本のコンサルタント
がJICSとともに、品質・工程・安全管
理を計画段階から重視して取り組んで
いくことも重要です。したがって、全
体として事業費縮減の効果はあるもの
の、施工監理の部分については、結果
的に手厚くなる案件も出てくるのでは
ないかと想定しています。

日本のソフトパワーも移転

概略設計の段階で実施段階を
想定して明確に決めておかなければな
らないことは何か。その項目の整理、
明確化が必要で、一方で実施体制を整
備しつつ、関係者間でこの点を検討し
ていく必要があると思います。とくに

櫻田

私たちJICSがもっとも懸念している問
題は、ローカルリソースを活用してい
くなかで、工期と品質をどう確保して
いくかという点です。
津波ノンプロの経験から言うと、国

際契約あるいは国際約款にもとづく社
会通念、慣行といったものに対し、現
地の業者の方々は必ずしも意識が高く
ない。したがって、概略設計の段階で
当初想定された品質を確保していくた
めの、いわば体制作りも非常に大きな
課題だと思っています。

ご指摘のとおり、適正、的確
に実施していくための体制作りが大切
になると思います。とくにその内容が
数多くの分野にまたがり、かつ面的に
数多くのサイトが展開するような案件
では調達代理機関JICSの専門能力、監
理能力は不可欠のものになる。櫻田専
務も言われるように、本邦企業に比べ、
ローカルのコンサルタント、施工業者
とも品質・工程・安全管理に対する意
識が薄弱、希薄な面は否めません。こ
こをどう補い、品質のよいものを工期
内に完了させるか、まさにここが一番
の課題になると思いますね。
もう一つは、透明性をいかに確保し

ていくかということです。これまでの
一般プロジェクト無償は本邦企業タイ
ドということもあり、日本人同士の
“あうん”の呼吸でさまざまな懸案をカ
バーできる側面もあった。これがロー
カルリソース主体になると、権利・義
務の関係をより明確にした契約書作り、
あるいは何か問題が生じた場合の法的
な措置といった面についても十分検討
を加えた体制にしなければなりません。
たとえば現地業者を用いることにより
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想定される工期の遅れなどに対しては、
工期を遵守させる具体的な方策ととも
に、万が一工期が遅れた場合の対応策、
たとえば国際契約において常識になっ
ている予備費の確保などについても検
討が必要です。
われわれの悩みも多いわけですが、

今後の無償資金協力の効果的な展開に
とってローカルリソースの活用は間違
いなく広がっていく方向にあり、その
力を活用し事業を実施していくことで
日本の技術・知識・経験などを移転し
ていけるのでは、と考えています。

麻生太郎外務大臣が常々言っ
ていることですが、日本の援助のよさ
はやはり工期の厳守や徹底した安全管
理などモノ作りのやり方、労働という
ものに対する考え方などソフトパワー
を相手に伝えていくことにあると思い
ます。
したがって、ローカルを主体に実施

していくことになるコミュニティ開発
支援無償においても、日本の援助であ
るということをまず最初に周知徹底さ
せ、事前のプラン作り、実施段階での
監理業務などをしっかり行っていくこ
とが重要であると考えています。
いずれにしても、まだ走り出したば

かりのスキームであり、一つひとつの
案件を進めながら、経験と知見を積み
上げていくことが大切です。

国際機関との連携にも力を

日本のモノ作りの文化などを
相手国に伝えていくという観点から言
えば、無償資金協力と技術協力の連携
を深めていくことも重要なテーマだと
思います。また、コミュニティの底上
げのためには案件の形成が大きな課題
であり、この観点から今後、現地ODA
タスクの役割がますます重要になって
くるのではないかと思っています。

まさにご指摘のとおりで、こ
のスキームでも無償と技協の連携をぜ
ひとも進めていかなければならないと
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考えています。
その意味で現地
タスクフォース
の役割は非常に
重要であり、さ
らに2008年10月
に発足が予定さ
れている新JICA
は 円 借 款 ・ 無
償・技術協力を
一体的に実施し
ていく方向で、
内容に応じ最適
の組み合わせに
よる協力が可能
になるよう期待
しています。
一方、現地レベルではさまざまな海

外ドナーとの連携が進展しており、日
本政府のODAも二国間ベースに加え、
マルチに対しても相当資金が流れてい
る。マルチの方に経験、知見がある場
合は、双方のよい面を組み合わせなが
ら実施していくことも効果的であると
とらえています。今回のJICA法の改正
で、新JICAは本来業務に支障がない限
りにおいて、国際機関からの委託を受
けて事業ができるようになります。こ
の点は非常に重要な改正ポイントであ
るといえます。ODA予算が厳しい状況
にあるなか、JICAはもっと積極的に国
際機関と連携して、国際機関からお金
を流してもらえるような形態をも視野
に入れ、一緒になって事業を展開して
いく機会を増やしていくべきではない
でしょうか。

今後、外務省とも情報を共有
しながらマルチとも連携できるところ
があれば貢献していきたいと思います。

また、コミュニティ開発支援
無償については現地リソースを活用す
るということで、日本企業の一部関係
者のなかには「ODA分野におけるわれ
われの仕事の範囲が狭まってしまう」
と心配される方々がいます。私として
は、むしろ新しい援助のスキームがで
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きて、新しいフィールドが広がったと
前向きに受け止めていただき、今後、
一緒になって経験を積み上げながら民
間企業にとっても使い手のあるスキー
ムにしていきたいと考えています。

効果的な実施のため、一般プ
ロジェクト無償とコミュニティ開発支
援無償のデマケーションを明確にする
べきだと思います。学校建設案件を例
にとれば、技術的に難易度が低く、面
的に広い地域を対象に多くの学校を作
る必要がある時はコミュニティ開発支
援無償で対応し、洪水などに対応する
シェルター的な機能を担うもの、ある
いは首都圏で人口密度が高く、敷地な
どの制約から3階建て以上で建設する必
要があるものについては日本の高い技
術力を生かす観点から一般プロジェク
ト無償で対応していく。
現地のニーズに沿った適切なスキー

ムの使い分けが大切で、このような指
針作りが非常に重要になっています。

調達監理体制については、コ
ミュニティ開発支援の「積算ガイドラ
イン」の整備なども重要になってくる
ものと考えています。いずれにしても
JICSはこの新しいスキームでの経験を
積み上げながら、その効果的な推進に

努めていきたいと思っています。

櫻田

中川

コミュニティ開発支援無償における援助資金の流れ（学校建設の例）
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