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１．ODA 大綱の改定 
 
（１）改定の背景 

 
 

・国別に、今後 5 年程度を目途とした我が国の援助計画・政策を示したもの。 
・上記の他に、分野・課題別政策イニシアティブ（日本の対アフリカ支援イニシアティブ等）がある。 

「ODA 中期政策」（1999.8 閣議報告） 「ODA「中期政策」改定（見込み） 

・政府の開発援助の理念や原則等を明確にしたもの。

・今後 5 年程度を念頭に、我が国 ODA の基本的考え方、重点課題、地域別援助のあり方等を明らかにしたもの。 

「ODA 大綱」（1992.6 閣議決定） 
 

「ODA 大綱」改定（2003.8 閣議決定） 

ODA 第 5 次中期目標
（93～97の 5年間対象）

 国別援助計画 
 
 
 
 

2000.3 
バングラデシュ

タイ 

2000.6 
エジプト 
ガーナ 
タンザニア

ベトナム

個別のプロジェクト 

2000.8 
フィリピン

ケニア 
ペルー

2001.10
中国 

2002.2 
カンボジア

マレーシア

2002.10 
ニカラグア

チュニジア

ザンビア

2004.3 時点 
スリランカ、モンゴ

ル、インドネシア、パ

キスタン、インド作成

中。ベトナム改定中。 

国別援助方針 
（1993～。24 カ国策定）

ODA 中期目標
（1978～） 

○ 我が国 ODA は、「政府開発援助大綱」、「政府開発援助に関する中期政策」、「国別援助計画」等に基づき実施されてきたが、ODA
大綱が閣議決定されてから 10 年以上が経過し、ODA を取り巻く情勢は大きく変化。 
 
① グローバル化の進展や、2001 年米国同時多発テロを契機として、途上国の開発が国際社会の課題としてますます重要。 
② 「貧困削減」、「人間の安全保障」といった考え方や、「平和構築」といった新たな分野、さらには「ミレニアム開発目標」（以下、

「MDGs」）等が ODA を巡る議論の重要な柱。 
③ 我が国では厳しい経済財政状況の下、ODA 改革が急務。 
④ 参加主体が多様化し、幅広い国民参加が要請。 

 
○ 国内外の情勢の変化を踏まえ、戦略性、機動性、透明性、効率性を高めるとともに、幅広い国民参加を促進し、我が国の ODA に

対する内外の理解を深めるため、2003 年 8 月に ODA 大綱が改定。 
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（２）主要な改定ポイント 
 
○  ODA 大綱の構成は、改定前後で必ずしも一対一対応していな

いが、改定後の構成に基づく主要な改定ポイントは次のとおり。 
   

① 目的 
旧 ODA 大綱に掲げられた人道的見地等の「普遍的価値」

とともに、「我が国の安全と繁栄の確保」を追加し、新たに「目

的」という項目を立て明確化。 
   

② 基本方針 
旧 ODA 大綱の内容を、 
ア）開発途上国の自助努力支援 
イ）公平性の確保 
ウ）我が国の経験と知見の活用 
エ）国際社会における協調と連携 

として整理するとともに、 
オ）人間の安全保障の視点 

を追加し、新たに「基本方針」という項目を立て明確化。 
 
③ 重点課題、重点地域 

MDGs の制定を踏まえ、旧 ODA 大綱の重点項目を、 
ア）貧困削減 
イ）持続的成長 
ウ）地球的規模の問題への取組 

として整理するとともに、 
エ）平和の構築 

を追加。 
また、旧 ODA 大綱同様「アジアは重点地域」である旨明記

するとともに、アフリカ、中東等のその他地域もあわせて、

援助需要等に留意しつつ分野や対象等の重点化を図る旨明記。 

改定前後の ODA 大綱の構成（目的、基本方針、重点課題、重点地域） 
 
 

3. 重点課題 
(1) 貧困削減 
(2) 持続的成長 
(3) 地球的規模の問題への取組 
(4) 平和の構築 
4. 重点地域 
・アジアは重点地域。ただし、

分野や対象を重点化 
  ・他地域も、各地域の援助需要

等に留意しつつ、重点化 

Ⅱ．援助実施の原則 

旧 ODA 大綱（概要） 改定後 ODA 大綱（概要） 

Ⅲ．援助政策の立案及び実施 

Ⅳ．ODA 大綱の実施状況に関

する報告 

Ⅰ．理念－目的、方針、重点 
1. 目的 
・国際社会の平和と発展への貢

献を通じて、我が国の安全

と繁栄の確保に資する。 

2. 基本方針 
(1) 開発途上国の自助努力支援 
(2)「人間の安全保障」の視点 
(3) 公平性の確保 
(4) 我が国の経験と知見の活用 
(5) 国際社会における協調と連携 

1. 基本理念 
・人道的見地、国際社会の相互依

存関係、環境の保全、平和国家

としての使命 
・自助努力を基本とした、健全な

経済発展の実現 

4. 政府開発援助の効果的実施

のための方策 
・女性・社会的弱者等への配慮、

我が国の持つ技術・ノウハウ等

の活用、各種援助機関との連

携・協調、政策対話の推進等

15 項目 
5. 内外の理解と支持を得る方

法 
・情報公開、広報、開発教育 

6. 実施体制等 
・効果的、効率的な実施体制の確

保等 

3. 重点事項 
(1) 地域 
・アジアに重点。他地域にも国

力に相応しい協力 
(2) 項目 

  ・基礎生活分野（BHN）中心の

支援 
  ・人造り及び研究協力等の努力

  ・インフラストラクチャー整備

・地球的規模の問題への取組  

・構造調整等 

2. 原則 
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④ 援助実施の原則 
基本的に旧 ODA 大綱の内容を踏襲しつつ、狭義の「要請主

義」に留まらず援助を実施すべきとの観点から、援助実施の

判断材料の一つである「相手国の要請」を「開発途上国の援

助需要」に変更。 
   
   
   

⑤ 援助政策の立案及び実施 
旧 ODA 大綱の内容を ODA の戦略性、機動性、透明性、効

率性を確保する観点から整理するとともに、次の事項を追加。 
特に、いわゆる「要請主義」については、狭義の要請主義

にとどまらず、「政策協議」の強化等を図ることにより、相手

国の総合的な援助需要に応える形で我が国の援助を位置付け。 
 
・ 政策協議の強化 
・ 政府と実施機関（国際協力機構、国際協力銀行）の役割・

責任分担の明確化、連携強化 
・ 政策の決定過程・実施における在外公館及び実施機関現地

事務所など現地機能の強化 
・ 国民参加の拡大 
・ 環境や社会面への影響に十分配慮する手続きの追加 

 
 
 
⑥ ODA 大綱の実施状況に関する報告 

ODA大綱の実施状況をODA白書において報告する旨明記。 

改定前後の ODA 大綱の構成（援助実施の原則、援助政策の立案及び実施等） 
 
 

旧 ODA 大綱（概要） 改定後 ODA 大綱（概要） 

Ⅲ．援助政策の立案及び実施 
1. 援助政策の立案及び実施

体制 
(1) 一貫性のある援助政策の

立案 
(2) 関係府省間の連携 
(3) 政府と実施機関の連携 
(4) 政策協議の強化 
(5) 政策の決定過程・実施に

おける現地機能の強化 
(6) 内外の援助関係者との連

携 
2. 国民参加の拡大 
3. 効果的実施のために必要

な事項 
 ・環境や社会面への影響に十

分配慮する手続きをとる 

Ⅳ．ODA 大綱の実施状況に

関する報告 

Ⅰ．理念－目的、方針、重点 
1. 目的 

2. 基本方針 

3. 重点課題 
4. 重点地域 

Ⅱ．援助実施の原則 
・開発途上国の援助需要等を総

合的に判断の上、実施 

1. 基本理念 

4. 政府開発援助の効果的実施

のための方策 
・女性・社会的弱者等への配慮、

我が国の持つ技術・ノウハウ等

の活用、各種援助機関との連

携・協調、政策対話の推進等

15 項目 
5. 内外の理解と支持を得る方

法 
・情報公開、広報、開発教育 

6. 実施体制等 
・効果的、効率的な実施体制の確

保等 

3. 重点事項 
(1) 地域 
(2) 項目 

2. 原則 
・相手国の要請等を総合的に判断

の上、実施 
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２．「農業農村開発協力の展開方向」の見直し 
 

（１）現行の「展開方向」取りまとめの経緯 
 
○  農業農村開発分野の協力は、前述の ODA 大綱、ODA 中期政

策や国別援助計画のほか、灌漑排水審議会国際部会で取りまと

められた「21 世紀における農業農村開発協力の展開方向」（以下、

「展開方向」）に即して実施中。 
 
 
○  この「展開方向」には、1992 年 6 月に閣議決定された旧 ODA

大綱のほか、検討・取りまとめ過程における国際情勢の変化を

踏まえ、「人間中心の開発」、「食料の安全保障」等の概念を反映。 
 
 
 

「展開方向」制定の経緯 
 
 

かんがい排水審議会国際部会中間報告（1990.6） 
「農業・農村開発協力の展開方向」 

かんがい排水審議会設置（1952.4）

かんがい排水審議会企画部会中間報告（1989.3） 
「農業・農村の活性化をめざした土地改良事業の展開方向」 
・土地改良に関する農業・農村開発協力を積極的に推進するため、国内の人

的、技術的な基盤の確立、開発途上国に関する情報の体系的な整備、国内

支援体制の充実等を図る必要。

かんがい排水審議会国際部会報告（1998.10） 
「21 世紀における農業農村開発協力の展開方向」 

ICID 第 7 回アジア・アフリカ地域会議（1989.10） 
「東京宣言」 
・かんがい排水を基礎とする農業・農村開発が、アジア・ア

フリカ地域における農業生産の近代化、農村の健全な発展、

さらには、地球環境の保全に大きく貢献すること、また、

これを推進するための国際的な連帯の強化が必要。 

地球サミット（国連環境開発会議）（1992.6） 
・地球環境問題への関心の高まりを背景に開催。「環境と開発

に関するリオ宣言」及びその行動計画である「アジェンダ

21」等を採択。 

世界食料サミット（1996.11） 
・2015 年までに、世界に約 8 億人いる栄養不足人口を半減す

ることなどを目標とする「世界食料安全保障のためのローマ

宣言」及びその行動計画を採択。 

世界社会開発サミット（1995.3） 
・人間を開発の中心に据える必要性に関する新たなコンセンサ

スを表す「コペンハーゲン宣言」及びその行動計画を採択。 

「ODA 大綱」閣議決定（1992.6） 
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（２）「展開方向」見直しの必要性 
  

  
 
 

  

かんがい排水審議会国際部会報告

「21 世紀における農業農村開発協

力の展開方向」（1998.10） 

 

「展開方向」見直しの必要性の高まり 

 

国際小委員会による「農業農

村開発協力の展開方向」見直

し（2004.3～） 

イラク復興国際会議（2003.10） 

スリランカ復興開発に関する東京会議（2003.6） 

米国同時多発テロ（2001.9）→アフガニスタン復興支援国際会議（2002.1）

平和の構築（復興支援）

「人間の安全保障委員会」報告書（2003.5）：人間の安全保障への包括的取組を提唱

国際社会共通の開発課題 

第 3 回アフリカ開発会議（TICADⅢ）（2003.9～10）：アフリカ開発、特に NEPAD 支援を確認 

開発資金国際会議（2002.3）：あらゆる手段を通じた開発資金確保の必要性等を確認

国連ミレニアム・サミット（2000.9）→MDGs の制定 

ヨハネスブルグ・サミット（2002.9）：天然資源の保護と管理、アフリカの持続可能な開発等について議論 

「ODA 大綱」改定（2003.8） 「ODA 大綱」改定の必要性の高まり

国際小委員会における地域別の協力方向の議論（2001～） 

○ 「展開方向」取りまとめ後 5 年以上が経過し、その間、MDGs の制定、アフガニスタン復興支援など、農業農村開発協力を含む

ODA を取り巻く情勢は大きく変化。 
さらに、このような情勢の変化を受けて ODA 大綱が改定。 

 
○ 農業農村開発分野の協力の方向性を示した「展開方向」についても、ODA 大綱改定内容との整合を図り、新たに追加された概

念等を含んだ協力の方向を示す必要があるとの観点から、所要の見直しを行う必要。 
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（３）改定後 ODA 大綱と「展開方向」の比較 
 
 ○ 改定後 ODA 大綱で明確化された概念のうち、「南南協力」等は「展開方向」に含まれている一方で、「我が国の安全と繁栄の確保」

等の新たに追加された概念が含まれていない。 
特に、次の主要な概念が、「４つの視点」と「５つの展開方向」に十分に含まれていない。 

  
① 平和の構築 

 ② 人間の安全保障 
  ③ （分野や対象などの）重点化 
  ④ 政策協議の強化 
  ⑤ 国民参加の拡大 

展開方向 

1. 食料の安全保障 

Ⅰ．開発途上国の農業農村開発を巡る状況の変化 
Ⅱ．我が国の農業農村開発協力の実績と評価 

Ⅲ．農業農村開発協力の新たな視点 （４つの視点） 

2. 地球環境の保全 

3. 農業振興による農村社会開発 

4. 「人づくり」の推進 

Ⅳ．農業農村開発協力の展開方向 （５つの展開方向） 

1. 「村づくり」を核とした地球的規模の食料・貧困・環境

問題への対応

2. 食料の安全保障強化のためのかんがい開発の着実な推進

3. 持続的な農業農村開発のための技術開発 

4. 地域の発展段階に応じた協力の展開 

5. 効果的・効率的な協力の推進 

改定後 ODA 大綱 

2. 基本方針 

(2) 「人間の安全保障」の視点 

(5) 国際社会における協調と連携 

(3) 公平性の確保 

(4) 我が国の経験と知見の活用 

(1) 開発途上国の自助努力支援 

Ⅲ．援助政策の立案及び実施 
1. 援助政策の立案及び実施体制 
 (4) 政策協議の強化 
2. 国民参加の拡大 
3. 効果的実施のために必要な事項 

4. 重点地域 
・アジアは重点地域。ただし、分

野や対象を重点化。 
・他地域も、各地域の援助需要等

に留意しつつ、重点化。 

(2) 持続的成長 

(4) 平和の構築 

(1) 貧困削減 

(3) 地球的規模の問題への取組 

3. 重点課題 



 -7-

（４）「展開方向」見直しの基本的考え方 
 
○  見直し範囲が広範・多岐にわたることから、見直しの「基本

方針」を作成し、以下を踏まえ、各項目の見直しを進める必要。 
 
① 改定が見込まれる ODA 中期政策等を踏まえ、南西・中央ア

ジア、中国、中東、中南米等各地域における農業農村開発

分野の協力の方向を検討・反映させる必要。 
 
② 見直しを行う際には、「展開方向」取りまとめ後 5 年以上が

経過しているため、現行の「展開方向」における国際情勢

や協力実績等の評価・データの更新もあわせて行う必要。 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
○  「基本方針」には、現行の「展開方向」には十分に含まれて

いない次の概念を追加する必要。 
その際、「我が国の安全と繁栄の確保」という観点から「展開

方向」を俯瞰し、必要に応じて部分的に修正。 
   

① 平和の構築 
「４つの視点」に「平和の構築」の視点を追加。 
「５つの展開方向」に、平和の構築のための復興支援、特

に戦禍や老朽化により機能不全を起こしている灌漑排水施設

の復旧と開発の支援、農業農村機能の再構築等を追加。 

「展開方向」見直しの流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「平和の構築」に関する「展開方向」見直しの基本的考え方 

改定後 ODA 大綱 展開方向 

3. 重点課題 

・「平和の構築」の視点を追加 

(4) 平和の構築 
・開発途上地域における紛争を

防止するためには、…予防や

紛争下の緊急人道支援ととも

に、紛争の終結を促進するた

めの支援から、紛争終結後の

平和の定着や国づくりのため

の支援まで、状況の推移に即

して平和構築のために二国間

及び多国間援助を継ぎ目なく

機動的に行う… 

４つの視点 

５つの展開方向 

・平和の構築のための復興支援、

特に戦禍や老朽化により機能

不全を起こしている漑排水施

設の復旧と開発の支援、農業

農村機能の再構築等を追加。 

（含まれていない） 

（含まれていない） 

農業農村開発分野の検討

「展開方向」の見直し 

南西・中央アジア、中国、

中東、中南米等各地域に

おける農業農村開発分野

の協力の方向の検討 

基
本
方
針
に
基
づ
く
検
討 

「展開方向」見直しの「基本方針」の作成（2004 年前半予定） 

国際情勢や協力実績等の

評価・データの更新 

ODA 政策全般の検討 

国別援助計画の策定（ス

リランカ、モンゴル、イ

ンドネシア、パキスタン、

インド策定中） 

ODA 中期政策の改定 
（見込み） 
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② 人間の安全保障 
現行の「展開方向」では、「人間中心の開発」の視点が取り

入れられているが、これに加えて、地域紛争等の種々の脅威

から人間を守る「人間の安全保障」の視点に留意する旨追加。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 重点化 

国際小委員会での東南アジアやサブ・サハラアフリカ等各

地域における農業農村開発分野の協力の方向の検討結果を

反映させるとともに、「我が国の安全と繁栄の確保」の観点

から、戦略的に分野や対象などの重点化を図る旨追加。 

「人間の安全保障」に関する「展開方向」見直しの基本的考え

方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「重点化」に関する「展開方向」見直しの基本的考え方 

改定後 ODA 大綱 展開方向 

3. 農業振興による農村社会

開発 
・途上国の農村部においては、

栄養不足、風土病、安全な飲

料水の不足等の条件の下、所

得、識字率、平均寿命等「人

間開発指数」に関係する諸要

素は低い水準… 
・農業農村開発においても「人

間中心の開発」は基本となる

視座であると同時に、途上国

における「人間中心の開発」

を図る上で、農業農村開発が

中心的な役割を果たすべき… 

(2)「人間の安全保障」の視点
・紛争・災害や感染症など、人

間に対する直接的な脅威に

対処するためには、グローバ

ルな視点や地域・国レベルの

視点とともに、個々の人間に

着目した「人間の安全保障」

の視点で考えることが重要。

このため、我が国は、人づく

りを通じた地域社会の能力

強化に向けた ODA を実施…

・さらに、地域紛争、環境の悪

化や飢餓、感染症といった

種々の脅威から人間を守る

「人間の安全保障」の視点に

十分留意する旨追加。 

2. 基本方針 ４つの視点 

改定後 ODA 大綱 展開方向 

3. 重点地域 
・…アジアは重点地域…。…戦

略的に分野や対象などの重点

化を図る… 
・その他の地域についても…各

地域の援助需要、発展状況に

留意しつつ、重点化を図る。

・「我が国の安全と繁栄の確保」

の観点から、戦略的に分野や

対象などの重点化を図る旨追

加。

4. 地域の発展段階に応じた

協力の展開（内容省略） 

５つの展開方向 

人間の安全保障基金 
 

現在の国際社会が直面する紛争、貧困、HIV/AIDS 等感染症

などの人間の生存、生活、尊厳に対する多様な脅威に取り組む

「人間の安全保障」の考え方を具体的な活動に反映させること

を目的として、1999 年、国連に「人間の安全保障基金」が設置。 
 

人間の安全保障委員会 
 

緒方貞子前国連難民高等弁務官（現 JICA 理事長）等が共同議

長となり、12 名の世界的有識者からなる「人間の安全保障委員

会」が 2001 年設置。紛争の危機からの人々の保護等について提

言した「人間の安全保障委員会報告書」を 2003 年 5 月に国連事

務総長に提出。 
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④ 政策協議の強化 
  「５つの展開方向」の中の「効果的・効率的な協力の推進」

において、政策協議の強化を図ることにより、相手国の総合

的な援助需要に応える形で優良案件の形成を図る旨追加。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 国民参加の拡大 

「５つの展開方向」の中の「効果的・効率的な協力の推進」

において、大学、経済団体等も含めたより広い範囲を対象と

した、国民各層の参加の拡大を図る旨追加。 
 
 
 

「政策協議の強化」に関する「展開方向」見直しの基本的考え

方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「国民参加の拡大」に関する「展開方向」見直しの基本的考え

方 

改定後 ODA 大綱 展開方向 

Ⅲ.援助政策の立案及び実施

1. 援助政策の立案及び実施

体制 
(4) 政策協議の強化 
・ODA 政策の立案及び実施に当

たっては、開発途上国からの

要請を受ける前から政策協議

を活発に行うことにより、そ

の開発政策や援助需要を十分

把握することが不可欠… 

・政策協議の強化を図ることに

より、相手国の総合的な援助

需要に応える形で優良案件の

形成を図る旨追加。 

5. 効果的・効率的な協力の推

進 
・…案件内容については、…相

手国の農業政策、地元受益者

の開発ニーズの正確な把握が

重要… 

５つの展開方向 

改定後 ODA 大綱 展開方向 

Ⅲ.援助政策の立案及び実施

2. 国民参加の拡大 

・国民各層による援助活動への

参加や開発途上国との交流を

促進するため、十分な情報提

供するとともに、国民からの

意見に耳を傾け、開発事業に

関する提案の募集やボランテ

ィア活動への協力などを行う

… 

・NGO、地方公共団体のみなら

ず、国民各層の参加の拡大を

図る旨追加。 

5. 効果的・効率的な協力の推

進 
・NGO、地方公共団体との連携 
・…草の根レベルでの協力が重

要… 

５つの展開方向 

現地 ODA タスクフォース 
 

我が国の援助方針を被援助国に伝えるとともに、協議を行い、

案件形成において我が国の意見が反映されるようにすること、を

目的とする現地ベース政策協議の実施等を任務とする「現地

ODA タスクフォース」が、2003 年 3 月から、大使館、JICA 現

地事務所、JBIC 現地事務所を主要な構成メンバーとして 48 ヶ

国において立ち上げ。 


