プロジェクトでは，国道 9 号線の補修工事等を行うなどして無償・技協の一体的な支援に取り組ん
でおり，ラオス側関係者間で舗装道路の改修を含む維持管理技術能力の開発・強化が図られた。
3. 戦略的に絞り込んだターゲットに対する能力向上
 地方開発計画策定・事業実施能力強化（ホンジュラス）：
（No.1-1「格差是正・貧困層支援」参照）
指標 5-4 三角協力の取組状況
機構は，日本が戦後間もなく南南協力を実践して援助国への道を歩き始めた経験やその有用性から，
南南協力を促進する三角協力を長年にわたって実施してきている。SDGs は，南南協力と三角協力を開発
途上国の能力構築の効果的手段と位置づけており，特に三角協力は，SDGs の各ゴールへの貢献や，開発
途上地域の人材及び資源の活用を通じたナレッジの共有や課題解決策の共創，日本の協力成果の地域や
グローバルレベルでの普及・展開，三角協力に携わる国や機関との連携促進等の観点からも，SDGs の達
成に大きく貢献しうる。機構は，三角協力を通じて重要な開発課題へ効果的に取り組むとともに，国際
場裡において三角協力の重要性を訴えている。
1. 重要開発課題への効果的な取組としての三角協力の活用
 SDGs への貢献：5 月に国連が発行した事例集「持続的開発のための南南・三角協力の優れた取組
（Good
Practices in South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development）」には，
SDGs の各ゴールに貢献する世界各国・機関が実施する南南・三角協力の事例が掲載されており，SDGs
達成を推進する先進的な取組として，例えば以下の機構の事例が取り上げられた。
 ゴール 2（飢餓をなくす）
： CARD とネリカ米新興計画プロジェクト
 ゴール 3（保健と福祉）
：アジア・アフリカ知識共創プログラム「きれいな病院」
 ゴール 15（地上の資源）
：ケニア「半乾燥地持続的小規模灌漑開発管理プロジェクト」
 南南協力に携わる開発途上国の能力強化支援：機構は，パートナーシッププログラムの締結国をは
じめ，南南協力に携わる開発途上国の能力強化を支援している。
 モロッコ：2014 年 9 月から 2016 年 9 月までモロッコ国際協力庁に個別専門家を派遣し，同国
の三角協力の体制強化を支援した。結果，水産，都市給水，農業分野において，仏語圏サブサ
ハラ・アフリカを中心に三角協力案件の円滑な実施促進に寄与した。
 フィジー：インドネシア政府による南南協力機関の設立を支援する「南南協力・三角協力能力
強化支援プロジェクト」の活動を参考に，2014 年 1 月から 2017 年 1 月まで技術協力プロジェ
クトを実施し，フィジーが行う近隣大洋州諸国を対象とした技術研修の実施を支援した。結果，
ニーズ調査やモニタリング・フォローアップ等を含む研修実施マニュアルが作成され，フィジ
ー政府の南南協力の実施能力が強化された。
 国連南南協力事務所（UNOSSC）及びブラジル協力庁と共催し，40 か国が参加した南南・三角協
力実施に係るマネジメント能力強化研修（2015 年 3 月）の報告書が出版された（2017 年 3 月）
。
2. SDGs 実施における三角協力の重要性に係る国際的な発信（No.6-2 参照）
指標 5-5 国別分析ペーパー等の策定実績及び活用促進に向けた取組状況
1. JICA 国別分析ペーパー（JCAP）の策定
 新規に 3 か国（メキシコ，ドミニカ共和国，チュニジア）の JCAP 策定を完了した。企画部が四半
期ごとに進捗を密に管理して計画的に策定を進め，新規策定の JCAP に対する SDGs へ貢献する姿勢
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に関する記載の追記や他国の好事例の共有等を通じ，内容の充実を図った。
 新規策定数は累計 52 か国となり，年度計画の目標値（50 か国）を達成した。今後は各国の開発計
画・政策の変更，日本政府の国別開発協力方針改訂のタイミングを捉えて改訂する予定。
2. 協力方針検討等における JCAP 活用事例
JCAP 策定を通じた分析や協力の方向性に沿った新規案件の検討を行うため，各案件の検討の際に作成
する案件計画調書に JCAP の分析内容との整合性を明記している。また，JCAP の策定作業を通じて，機
構内の関係部署や先方機関と今後の方向性に係る協議や意見交換を実施するとともに，外務省との事業
展開の方向性に関する検討にも活用している。
 機構内外との協議を通じた JCAP 改定（モンゴル）
：機構内では本部の関係部署や在外事務所，国際
協力専門員と共に計 10 回にわたる協議を課題別に実施した。今後のモンゴルに対する協力で想定
される各課題分野の位置づけを確認し，①機構協力の成果・課題のレビュー，②モンゴル政府の政
策や開発ビジョンや他ドナーによる協力等に係る動向の把握，③今後の支援方策の検討を行った。
また，モンゴル政府の援助窓口（大蔵省）との意見交換や，主要ドナー（世界銀行，ADB，UNDP）
とも意見交換を行い，今後の協力の方向性を機構内外の関係者との共通認識を形成した。
指標 5-6 国・地域及び分野・課題別の分析・実施指針等の策定・活用の推進状況
1. 組織全体及び分野・課題別の各種戦略文書における SDGs に向けた対応
 SDGs ポジション・ペーパー（総括編及びゴール編）の作成：SDGs 達成への貢献に向けて組織全体
で取り組むべく，全在外事務所長を含め機構内で SDGs への取組方針を議論した。同議論を基に SDGs
ポジション・ペーパー（総括編及びゴール編）を作成した。
 SDGs 実施指針策定への貢献：日本政府の SDGs 推進円卓会議に構成員として参画し，SDGs ポジショ
ン・ペーパーを活用しつつ，SDGs 実施指針の施策へ機構が重視する取組を反映した。
 国・地域レベルの SDGs に係る計画策定支援：インドネシア政府による SDGs 計画策定支援（SDGs
ナショナル・ターゲット・指標の設定，モニタリング・評価メカニズムの構築等）を開始したほか，
アフリカ 54 か国をカバーするアフリカ地域持続可能な開発目標センターの活動計画の策定を支援
した。
2. 分野・課題別の分析・実施指針等の策定・活用状況
機構は，協力の分野・課題ごとに，開発課題の全体像，業務実施上の留意点や協力の方向性を示すた
め，
「課題別指針」を策定している。2016 年度は，新たに 3 分野・課題（運輸交通，都市・地域開発，
市民参加）の指針を改訂した。累計で 35 件の指針を策定し，外部公開している。
また，課題別指針の対象課題のうち，特に重要な課題・分野への機構の協力の基本方針を対外的に示
すため，簡潔なポジション・ペーパーを作成している。2016 年度は，2 分野・課題（気候変動対策，ス
ポーツと開発）及び SDGs 全体および 9 つのゴールについてポジション・ペーパーを作成した。
 TICAD VI に向けた栄養分野での取組：栄養改善に係る国際潮流や各種イニシアティブ，研究成果等
を参考に，アフリカにおける栄養改善の取組方針を「IFNA 宣言」としてまとめ，TICAD VI にて公
表した。また，主要ドナー等の取組事例より IFNA モデル事業を取りまとめ，機構ウェブサイトで
公開した。
（No.1-1「格差是正・貧困層支援」参照）
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指標 5-7 機構内のナレッジマネジメントの推進に向けた取組状況
機構は，援助機関としての専門性と事業構想力を強化すべく，事業や調査研究等から得られた知見，
教訓をナレッジとして蓄積し，それらの活用を図る「ナレッジマネジメント」を推進している。また，
新たに策定された世界共通の目標である SDGs について，機構内の理解促進を図ると共に，同目標への
貢献を最大化すべくナレッジの共有・蓄積を進めている。
1． 職員の基礎力向上・専門性向上
 SDGs の職員等の理解促進：SDGs の職員等の理解を促進するため次のような研修を実施した。
 コアスキル研修 JICA アカデミー「SDGs への取組」
：職員等延べ 100 名が受講
 在外事務所ナショナルスタッフ向け SDGs 勉強会：計 3 回，50 拠点，330 名参加
 SDGs ポジション・ペーパー策定に伴う機構内説明会：計 6 回，52 拠点，280 名参加
 大学との人事交流職員・OB 連絡会での説明会：計 1 回，17 名参加
 民間連携事業と SDGs に関する説明会の実施：計 3 回，170 名参加
 SDGs 策定プロセスに参画した外部有識者（慶應義塾大学蟹江教授）による講演会（6 月）
：50
名参加
 職員向け啓発セミナーの開催（障害者支援）：
（No.1-1「格差是正・貧困層支援」参照）
 国際機関との連携による職員向け勉強会：世界土地ドナーグループの土地ガバナンスに係る取組と
して実施している課題別研修「合理的・持続的な農地利用」の講師として USAID，ドイツ国際協力
公社（GIZ）及び FAO の有識者が来日した機会を捉え，機構職員向けのナレッジ勉強会を開催した。
2．機構のナレッジの創造・共有・活用
 2013 年度からナレッジの創造・共有・活用の推進や対外発信の強化，職員の専門性強化などを目的
に 19 分野・課題でナレッジマネジメントネットワーク（KMN：Knowledge Management Network）を
設置して活動している。KMN のマネージャーを集めた定期連絡会を年 10 回開催し，SDGs に係る各
KMN での取組事例等を共有・討議した。主だった事例は以下のとおり。
 SDGs の指標に関する国際的な議論の参画：防災分野における「仙台防災枠組 2015-2030」に関
する指標・用語集ワーキンググループでの機構主導による議論の経緯・進捗や，各国の統計整
備状況や将来の活用展開，上記ワーキンググループと SDGs 指標の統計委員会との連携上の課題
等を機構内で共有した。
 国際協力の心理学：日本人専門家がカウンターパートや普及員，対象農家等に取り組んだ「モ
チベーションを高める工夫」を SHEP アプローチの「動機づけ理論」を題材として心理学的観点
から分析・考察し，形式知化した取組を機構内で共有した。
（No.2-1「農業・農村開発」参照）
 KMN メンバー577 名（10 月 1 日現在）を組織内で公開し，照会・相談しやすい体制を整えた。
3．JICA ナレッジサイトでの SDGs 及び開発資金に係るタイムリーな情報共有
 機構の課題別指針，ポジション・ペーパー，案件情報，KMN 作成情報等をデータベース「ナレッジ
サイト」を通じて機構内外に公開し，組織全体でのナレッジの活用だけでなく，外部に対する情報
発信を推進している。2016 年度は新たに 930 件のコンテンツを掲載した。
指標 5-8 現地 ODA タスクフォースにおける知見・経験・情報の共有状況
現地 ODA タスクフォース及び本邦企業・NGO 等も含めた拡大現地タスクフォースに積極的に参加し，
機構の事業等を通じて得られた情報をタスクフォースメンバーに共有した。また，日本の援助の戦略
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性・予見性・効率性の向上に貢献すべく，現地 ODA タスクフォースを核とした様々な活動を実施した。
 アフリカ地域の回廊計画：2015 年度に開催した西アフリカ成長リング回廊戦略的 M/P をテーマとし
た拡大 ODA タスクフォース（周辺 4 か国を含めた日本大使館，JETRO，民間企業等による参加）を
フォローする形で，西部アフリカ地域成長リング回廊を含むアフリカ地域の回廊計画に係るセミナ
ーを実施した（2017 年 1 月）
（No.2-1「運輸・交通」参照）。ガーナでも，当該回廊計画に係る意見
交換を目的に，民間企業を含めた拡大 ODA タスクフォースを開催した（2017 年 2 月）
。
 現地 ODA タスクフォース遠隔セミナーの実施：外務省と共同で，現地 ODA タスクフォースの機能向
上を目的とした取組も促進している。TV 会議システムを用い，教育分野の官民連携の事例共有や
女性の活躍推進のための開発協力を取り上げ，民間企業や有識者も招くなどして先進的な取組を共
有した。この結果，各国事業における民間連携推進の一助となった。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
以下の点について，今後の取組を期待したい。
・SDGs を含めた国内外の政策等への効果的な貢献に向けて，JCAP や，事業計画作業用ペーパー，分
野課題別のポジション・ペーパー，ジャパンブランド等協力方針の策定・改訂及びそれを活用した，
構想力の一層の強化。
＜対応＞
・SDGs ポジション・ペーパー（総括編及びゴール編）を策定・公開し，それに基づく事業の形成・実
施を促進することで，国際的な公約への効果的な貢献に向けた構想力を強化している。また，日本政
府の国別開発協力方針等を踏まえて JCAP や事業計画作業用ペーパーの作成・更新を行うことにより，
国内の各種政策とも整合的な協力方針となっている。今後，各国の開発計画・政策の変更，日本政府
の国別開発協力方針改訂といったタイミングを捉えて適時改訂していくとともに，栄養分野における
IFNA 立ち上げのような構想力の強化に資する取組を，他分野においても一層推進していく。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ａ
根拠：評価指標の目標水準を着実に達成していることに加え，年度計画に照らして質的な成果や成果
の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断する成果を上げていることから，中期計画における
所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。
具体的には，SDGs 達成に向けた機構全体及び各ゴールに対応した協力方針の策定や各国の現況分析
をいち早く実施し，プログラム・アプローチ等による戦略的な事業形成を推進する等，日本政府の SDGs
実施指針策定や外交政策の形成立案と実施に大きく貢献した。また，国内外の新たなステークホルダ
ーと関係を構築し，SDGs 達成に向けた構想力発揮に必要な体制をより一層強化した。さらに，相手国
政府や国際機関とのこれまでの連携関係を基盤とした戦略的な取組を行った結果，今後に向けた発展
的な活動や対外的な受賞にも結実するなど，以下のような成果を上げた。
戦略性の高いプログラム形成に向けた取組

1.

外務省－機構間で 116 か国分の事業計画作業用ペーパーを検討し，160 の「強化プログラム」を中
心に今後の事業展開の方向性を深化させた。また，技術協力と資金協力を組み合わせたプログラム・
アプローチを継続，推進した。


7 月に政権交代のあったモンゴルでは，外務省の国別開発協力方針の改正に合わせて行った
5-9

JICA 国別分析ペーパー（JCAP）の改訂を通じ，機構より提案した新たな協力方向性（案）が，
「日本とモンゴルの中期行動計画（2017－2021 年）」の内容に反映された。


栄養分野の戦略性強化に向けて，
「栄養改善事業推進プラットフォーム」及び栄養改善イニシア
チブ（IFNA）の立ち上げに主導的な役割を果たし，国際的な栄養改善に貢献するための事業推
進体制を構築した。



高速鉄道建設事業（インド）では，事業の開発計画策定や基準検討といった支援に加え，中長
期的な観点から不可欠と考えられる高速鉄道の運用等に関する人材育成や日印の協力体制構築
にも留意し，技術協力等の各種スキームを戦略的に活用する創意工夫を行った。
事業成果の発信と教訓のフィードバックの強化に向けた取組

2.

機構全体および SDGs の各ゴールに対応したポジション・ペーパーをいち早く策定・公開し，SDGs
達成に向けた取組の発信や SDGs の理解促進に取り組んだ。また，回廊開発や SHEP，カイゼン等の協
力コンセプトを TICAD VI サイドイベント等で発信した。


新たな業界との協力関係も構築しつつ，産学官や市民社会との情報・意見交換や SDGs 実施指針
の具体的施策に位置付けられた JICA 債の活用を通じ，SDGs や SDGs 達成に向けた機構の取組等
の理解促進に広く取り組んだ。



TICAD VI やダボス会議等の国際会議で SDGs に係る機構の取組を発信した。TICAD VI では，機
構理事長の議事進行により，4 人の国家元首やスティグリッツ教授（コロンビア大学）等を登
壇者に迎え，ハイレベルパネルを開催した。



第 10 回母子手帳国際会議を主導し，機構理事長より母子手帳の難民支援での有用性や WHO との
母子手帳の国際ガイドライン策定について発信するとともに，各国の優良事例を共有した。



エチオピアでは，これまでの産業政策対話の成果や政策事例集を取りまとめ，投資促進や輸出
振興等に係る実務支援を含めた産業政策対話を新たに開始した。



中米統合機構（SICA）事務総長等との直接対話を通じた中米地域での協力が評価され，
「中米経
済統合プロセスへの貢献・功労者勲章（通称：ジャガー勲章）」が機構に授与された。
総合的能力開発（CD）支援の推進，三角協力の取組

3.

SDGs 達成に貢献するものとして，各事業で具体的な取組や国際的な発信を推進した。


国連が発行した事例集「持続的開発のための南南・三角協力の優れた取組」にて，SDGs に貢献
する南南・三角協力の事例として，CARD やきれいな病院等の機構の協力事例が取り上げられた。
国別分析ペーパー等の策定及び活用促進

4.

JCAP は累計 52 か国分の策定を完了した。また，新規に策定した JCAP においては SDGs への貢献の
視点を盛り込む等，内容の充実を図った。
国・地域及び分野・課題別の分析・実施指針等の策定・活用

5.

SDGs 全体及び各ゴールに対応したポジション・ペーパーを策定した。また，新たに 3 分野・課題の
課題別指針や 2 分野・課題のポジション・ペーパーを策定した。新たな課題への対応として，アフリ
カにおける栄養改善の取組方針を「IFNA 宣言」として取りまとめ，TICAD VI で発信した。


日本政府の SDGs 推進本部による SDGs 実施指針作成に際し，SDGs 推進円卓会議の構成員として
指針の本文及び付表（施策）の作成過程に貢献した。



開発途上国の SDGs 目標の作成支援（インドネシア）
，アフリカ 54 か国を対象とするアフリカ地
域持続可能な開発目標センターの活動計画策定支援等の先進的な取組を行った。

6.

機構内のナレッジマネジメントの推進
ナレッジマネジメント・ネットワーク（KMN）や職員等を対象とする研修を通じ，SDGs 達成に向け

た機構内の取組を推進した。
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SDGs 達成に向けて今後重要な取組となる SDGs の指標の策定に係る議論への参画（防災）に係
る取組事例を KMN で共有・討議した。

7.

現地 ODA タスクフォースにおける知見・経験・情報の共有
現地 ODA タスクフォースや拡大現地タスクフォースに積極的に参加し，アフリカ地域の回廊開発に

かかるセミナー等の開催などを通じ，機構の事業等から得られた情報を共有した。
＜課題と対応＞
SDGs への貢献を明確化する等，事業構想力をより一層強化するため，SDGs に係るポジション・ペ
ーパーを活用し，重点的に取り組む協力プログラムの選定と実施を行い，その内容・成果の国際的な
発信に取り組む。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜評定に至った理由＞
戦略性の高いプログラム形成に向けた取組については，各開発課題や事業実施に関連する知識・ノ
ウハウや，
相手国政府との対話等から得られる情報の蓄積を有する機構の強みを生かし 116 か国分（当
初計画：110 か国分）の事業計画作業用ペーパーを作成し，事業展開の戦略性と予見性の向上を図っ
た。2016 年 7 月に政権交代のあったモンゴルについては，外務省の国別開発協力方針の改正に合わせ
て JICA 国別分析ペーパー（JCAP）を改定し，外務省とも内容の摺り合わせを実施したことで，改訂
JCAP に記載された新たな協力の方向性のうち農牧業振興，環境に優しい安全な都市の開発，地域開発
政策・戦略の強化等が，今後 5 年間の日・モンゴル関係のロードマップとなる新たな中期行動計画で
ある「戦略的パートナーシップのための日本・モンゴル中期行動計画（2017-2021 年）
」に反映された。
また，高速鉄道建設事業（インド）において，2020 年までの高速鉄道研修所の設立に向けた研修プロ
グラム等の策定に着手したことに加え，インド鉄道省若手職員に対する本邦研修プログラムを提供す
る等，技術協力と資金協力を効果的に連携させたことが，事業の戦略性の強化に係る取組として高く
評価される。
事業成果の発信と教訓のフィードバックの強化に向けた取組については，
JICA 債が日本政府の SDGs
実施方針の具体的施策となったことを通じて SDGs や SDGs 達成に向けた機構の取組等の理解促進に広
く取り組んだこと，SICA 事務局長との直接対話の機会を捉えて適切な事業成果の発信がなされたこと
がジャガー勲章授与に繋がったこと，エチオピアにおけるこれまでの産業政策対話の成果等を取りま
とめた結果，投資促進や輸出振興等に係る実務支援を含めた産業政策対話が新たに開始されたこと
が，適切な事業成果の発信の成果として評価される。
総合的能力開発（CD）支援の推進，三角協力の取組については，CARD やきれいな病院等の機構の協
力事例が，国連が発行した優良事例集において取り上げられた点に留意する。
国別分析ペーパー等の策定実績及び活用促進に向けた取組については，国別分析ペーパー策定数が
年度計画目標値の累計 50 か国に対し，52 か国を達成し，事業の戦略性強化に繋がった。
国・地域及び分野・課題別の分析・実施指針等の策定・活用については，SDGs 達成に向けた対応と
して，全在外事務所長を含めた機構内での SDGs への取組方針を検討し，ポジション・ペーパーを作
成・タイムリーな対外発信を行った。また，日本政府の SDGs 推進円卓会議に構成員として参画し，
前述のポジション・ペーパーも活用しつつ，機構が有する知見やノウハウを提供することで，SDGs
推進本部による SDGs 実施指針作成に貢献したことを高く評価する。また，アフリカにおける栄養改
善の取組方針を「IFNA 宣言」として取りまとめ，TICAD VI における日本のリーダーシップ発揮に貢
献した。
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以上を踏まえ，評価指標の目標を達成し，またプログラム・アプローチの推進等による案件の戦略
性や質の向上に向けた取組に加え，SDGs を始めとする国内外の政策・方針の作成に機動的に貢献し，
TICAD VI における IFNA 宣言に係る取組や，機構債を通じてマーケット関係者からの関心を集める等，
効率的な対外発信に取り組んだことで，我が国の開発協力効果の拡大に貢献していることから，中期
計画における所期の目標を上回る成果が得られたと認め，「Ａ」評価とする。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
SDGs の実施に貢献するため，これまでの事業から得られた教訓や知見の集積・分析に一層取り組む
とともに，策定した SDGs の取組方針（ポジション・ペーパー）も活用し，事業構想力を一層強化し
ていくことが期待される。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・SDGs 全体と各ゴールに対応して、SDGs ポジション・ペーパーが内外関係部署の職員（在外を含む）
の意見をふまえて起草され、理事会での審議・承認をへてタイムリーに対外公表されたことは評価に
値する。なお、SDGs と関係づけて、ソーシャルボンドとしての JICA 債をアピールし、JICA の存在感
を内外で高めていくことも今後、一層重要になる。投資資金の使途と効果を透明性高く開示すること
は不可欠であり、SDGs 時代をチャンスとして、JICA 債・広報・事業評価・民間連携を横串でつなぐ
戦略性ある包括的な取組を今後、期待したい（No.22 とも関連）。一方、160 の「強化プログラム」に
ついては、各事業を束ねて着実に政策レベルを調整、相手国の政策担当者と協議していく体制を構築
してほしい。Pp.84-86 の事例（インド、ミャンマー、ウガンダ、ガーナ、エチオピア等）に対応する
戦略性あるプログラム策定・実施や政策インパクトある取組を増やしていけるよう、引き続き努力い
ただきたい。途上国の現場での政策インパクトを高めるために、専門性を磨いた JICA 中堅・シニア
職員の活用を含め、政策レベルの調整・プログラムマネジメントを担える人材の育成・配置に取り組
んでいただきたい。このように継続的な課題はあるが、SDGs 実施元年として注目すべきイニシアティ
ブもとられたところ、評価「A」は妥当と考える。
・インド高速鉄道が、果たして構想力強化に適したものであるか、大いに疑問が残る。この構想はト
ップ・セールスで決まったもので、日頃のマスタープランなど JICA 本来のプロジェクト発掘能力が
反映されているとは思えない。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.6

国際社会におけるリーダーシップの発揮への貢献

業務に関連する政策・

開発協力大綱，平成 28 年度開発協力重点方針，国際保健外交戦略，平和と
健康のための基本方針

施策
当該事業実施に係る根

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

拠（個別法条文等）
関連する政策評価・行

平成 28 年度外務省政策評価事前分析表 28-Ⅵ-1 経済協力

政事業レビュー

平成 28 年度行政事業レビューシート番号 0126 無償資金協力，0127 独立
行政法人国際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
主要なアウトプット（アウトカム）情報
◎役員等が重要な国際会議・イベン
ト等でスピーチ，登壇した回数
◎中国・韓国・タイ等との定期協議
や関連会議参画数
◎2016 年度計画の評価指標

達成目標

基 準 値 2012 年度

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年 度

16

20

27

28

29

30

31

8

7

4

5

10

11

11

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標
２．
（２）
（イ）事業構想力の強化
（ii）国際社会と我が国の共同利益の実現に向けて，地球規模課題の解決やそのための意識向上に積
極的に関与するとともに，国際社会の議論のリードに貢献する。また，国際社会と足並みを揃えつ
つ，我が国が主導する援助政策・アプローチを広め，我が国の存在感を高めるため，国際機関，新
興ドナーといった国際社会のパートナーとの連携を進める。
中期計画
１．
（２）事業構想力・情報発信力の強化
（ロ）国際社会におけるリーダーシップの発揮への貢献
（第一段落は中期目標と同内容につき省略）
具体的には，
 より効果の高い援助の実現に向け，機構がこれまでの経験から蓄積している効果的なアプローチ等
の知見を国際社会において幅広く共有し，国際援助潮流，各地域・国の支援方針づくり等に主要メ
ンバーとして参画するとともに，地域・国毎の援助協調を更に進めるよう努め，地球規模課題等の
課題解決に寄与する。
 新興ドナーとの戦略的なパートナーシップを強化し，三角協力を推進するとともに，援助協調の枠
組への橋渡しを行う。
 プログラムや個別案件レベルにおいて，国際機関等の他機関との連携を推進する。
年度計画
１．
（２）事業構想力・情報発信力の強化
（ロ）国際社会におけるリーダーシップの発揮への貢献
① 国際援助潮流の形成に参画し，機構の経験や開発課題へのアプローチ等の知見を国際社会に対し
て幅広く発信する。特に，2015 年 9 月に合意された SDGs の実施，開発資金及び 2016 年度に予定
されている主要国際会議（例：世界人道サミット，TICAD VI，ハビタット 3）における議論に貢
献する。
② 新興ドナーとの連携を促進するとともに，機構の教訓や知見の共有（アウトリーチ）を進める。
また，機構の経験をいかして南南・三角協力に関する国際的な議論に貢献する。
③ 他ドナー，国際機関との定期協議を通じ，プログラムや個別案件レベルでの連携を推進するとと
もに，国際的な開発課題へのアプローチについての連携を強化する。
主な評価指標
（定量的指標）
・役員等が重要な国際会議，イベント等でスピーチ，登壇した回数：16 件
・中国，韓国，タイ等との定期協議や関連会議参画数：8 件
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３－２．業務実績
指標 6-1 国際援助潮流形成や地球規模課題への貢献に向けた取組状況
1. 主要会議における議論への貢献
(1) 世界人道サミット
5 月にトルコ・イスタンブールで開催された世界人道サミットには 55 か国の国家元首等を含む 173 か
国約 9,000 人が参加し，機構からは理事長等が参加した。
 サイドイベント「人道支援と開発援助の連携」
：デンマーク，UNHCR，UNDP 等と共に，機構理事長が
パネリストとして登壇し，
「人間の安全保障」の理念の下で難民・国内避難民問題を最重要課題の
一つとして取り組んでいる点を強調し，開発援助機関の一層の関与のため，難民・国内避難民を受
入国の開発アクターとして捉えて教育・就労機会を付与する重要性等を訴えた。
 成果文書への貢献：機構の研究成果やプロジェクト研究等を基に，人道支援と開発援助のより良い
連携実現のための共同宣言及び機構の事業を含む連携事例集が成果文書として発表された。
(2) TICAD VI
8 月にケニア・ナイロビでの開催を主導した TICAD VI には，アフリカ 53 ヶ国の代表等 11,000 人以上
が参加した。機構からは理事長，理事など計 200 人が参加し，18 件のサイドイベントを主催し，アフリ
カ諸国・国際機関等と 31 件の面談を実施した。TICAD VI を踏まえた具体的な支援策として，①AfDB 協
調による最大 33 億米ドルの融資，②ABE イニシアティブの継続，カイゼン・イニシアティブ等による産
業人材の育成，③UHC の推進，IFNA 等保健分野での協力等を実施していくこととなった。
 ハイレベルパネルの開催：「Africa, toward 2063 and beyond」では，安倍総理，カガメ・ルワン
ダ大統領，サーリーフ・リベリア大統領，アデシナ AfDB 総裁，スティグリッツ教授（ノーベル経
済学受賞者）等を登壇者に迎え，アフリカ経済の構造転換と多様化や若者と女性の教育とエンパワ
ーメント等について議論した。機構理事長は，ナイロビ宣言に基づいた日本と国際社会の支援実施
の必要性を強調した。
（No.5-2 参照）
 サイドイベントの開催：電力開発，市場志向型農業振興，貿易活性化，UHC，食糧安全保障と栄養
改善，科学技術協力，平和と強靭性，砂漠化対処，アフリカ開発における日本企業の役割等のサイ
ドイベントを開催し，それぞれにおいて機構の取組等を発信した。
(3) ハビタット 3
10 月にエクアドル・キトで開催されたハビタット 3 には 167 か国以上の代表，200 以上の主要都市の
長など約 36,000 人が参加した。機構からは，理事，チーフエコノミスト等が参加し，3 件のサイドイベ
ント（
「持続可能な都市開発への投資」
，「持続可能で包摂的かつ強靭な居住に関する国土計画・地域計
画」
，
「都市における包摂的成長と持続可能な開発に関する質の高いインフラ（機構・国交省共催）」
）に
登壇して機構の M/P 策定や先方機関の CD に向けた協力事例を紹介しつつ，長期的な視点に基づく都市
開発の意義や地域特性をいかした地方都市の発展に向けた協力戦略をアピールした。
2. 「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」実施モニタリングへの貢献
 SDGs 実施指針策定への貢献：日本政府の SDGs 推進本部会（5 月設置）の下で開催されている SDGs
推進円卓会議に，機構は他省庁等と共に構成員として参加した。日本政府及び機構の重点課題であ
る UHC，IFNA，産業人材育成，質の高いインフラ，防災，エネルギー，官民連携等の施策に対し，
機構の開発協力の知見に基づくインプットを行い，SDGs 実施指針の策定に貢献した。
 SDGs の グ ロ ー バ ル 指 標 検 討 へ の 貢 献 ： SDGs のグ ロ ー バ ル指 標 を 検討す る 専 門 家グ ル ープ
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（IEAG-SDGs6）によるオープン・コンサルテーション（10 月）に先立ち，ジェンダー及び保健（UHC）
分野に係る指標案に係る日本政府コメント作成を支援した。また，IEAG-SDGs 第 4 回会合（11 月，
ジュネーブ）における総務省の対処方針案や発言要領作成に外務省と共に協力した。
 開発途上国の SDGs 実施・モニタリングへの貢献：インドネシアの SDGs の計画・運営推進に関する
情報収集・確認調査（2017 年 1 月～2018 年 3 月）を開始した。調査を通じ，同国の SDGs ナショナ
ル・ターゲット及び指標を提案するとともに，ターゲットや指標達成のための同国の政府関係機関
の計画・モニタリング体制構築を支援する。
 アフリカ地域持続可能な開発目標センターへの貢献：アフリカ 54 か国による SDGs の目標達成に向
けて設立された独立・非営利の国際機関「アフリカ地域持続可能な開発目標センター（SDGC/A）」
の開所式では，機構がカガメ・ルワンダ大統領等と共に基調講演に登壇した。開所式には国連副事
務総長やアフリカ各国の閣僚級や国際機関関係者等約 200 名が出席した。機構より，SDGC/A に対す
る期待や，機構のアフリカ地域における SDGs 達成に向けた協力方針を発信した（2017 年 1 月）
。
3. 開発資金の議論への貢献
 DAC 統計作業部会への貢献：OECD/DAC における，ODA を中心とした開発資金の統計方法を改善する
ための議論では，機構審議役（7 月会合での承認を受け，フランス事務所長が後継）が DAC 統計作
業部会副議長として，事務局や他メンバーと共に意見の取りまとめや議論の促進を行った。


日本政府の対応方針への貢献：DAC 統計作業部会関連会合（7 月，11 月，2017 年 2 月）
，DAC シニ
アレベル会合（10 月）
，民間セクターツール（PSI）に係る DAC-ECG 合同会合（11 月）
，PSI に係
るタスクフォース会合（2017 年 1 月，2 月）では，日本政府へのインプットや会合への参加を通
して，日本の ODA が適切に評価・計測されるべく議論に貢献した。これら会合の合間にも，DAC
事務局や各国との電話会議等に参加し，日本政府と共に日本の対応について協議を行った。

4. 日本の重点開発課題や機構の経験・アプローチ等の国際社会への発信
(1) 質の高いインフラ
 アジア開発銀行（ADB）との「質の高いインフラ・パートナーシップ」に係る連携：
（No.14-5 参照）
 米州開発銀行（IDB）との連携（No.14-5 参照）
：機構が後援した IDB 主催の日本－ラ米ビジネスフ
ォーラム（2017 年 1 月）では，機構理事が「質の高いインフラ投資」セッションに登壇し，インド
のデリーメトロやパナマのモノレールの事例を基に，質の高い成長を実現するための重要な要素と
しての質の高いインフラ投資について説明した。IDB との関連共同研究や民間投資を促すための機
構の支援メニューについても紹介した。
 アフリカ開発銀行（AfDB）と連携した発信：AfDB 年次総会（5 月）では，JETRO，JBIC，AfDB と共
催したサイドイベント「AfDB-Japan Forum」に機構から登壇し，アフリカのリフトバレーの地熱開
発やエジプトの風力・太陽光案件等を紹介し，効率の高い発電・送電の重要性を訴えた。
 世銀と連携した発信：世銀と日本政府が共催した国際会議「『質の高いインフラ投資』を通じた持
続可能な開発」
（2017 年 2 月）では，機構理事等が登壇し，タイ「未来型都市持続性推進プロジェ
クト」を事例とした国全体のバランスのとれた開発の必要性や，ASEAN 連結性やアフリカ経済回廊
開発を事例としたインフラ整備と併せた技術支援の重要性を発信した。

6

SDGs 指標に関する様々な機関や専門家から構成されるグループ（Inter-Agency and Expert Group on
SDG Indicators）。
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(2) 保健・ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
 2016 年 IMF・世銀春季会合（4 月）
，UHC in Africa の立上げの主導（8 月，TICAD VI）
，第 10 回母
子手帳国際会議（11 月）
：（No.1-1「保健」参照）
(3) 防災（No.3-1「防災」参照）
 防災グローバル・ターゲットに係る議論への貢献：防災グローバル・ターゲットに関する指標・用
語集ワーキンググループ会合（11 月，ジュネーブ）に機構専門員等が参加し，日本政府と共に「仙
台防災枠組 2015-2030」のグローバル・ターゲットとの関連性や，指標データの有無と実効性等に
関する議論をリードし，36 のグローバル指標の合意に至った協議に貢献した。
 世銀東京防災ハブとの連携：世銀東京防災ハブが実施する一連の防災セミナーに機構より講演者や
ディスカッサント等として参加し，機構の防災分野の取組を発信した（4 月，7 月，12 月）。また，
世界津波の日シンポジウム「ジェンダー・多様性の視点からの復興をめざして」を共催し，将来の
災害への備え・予防を見据えた未来的志向の議論に貢献した（11 月）
。
(4) 難民
 2016 年 IMF・世銀春季会合（4 月）
：戦後最大の難民・避難民数を背景とした難民問題への貢献策と
して，日本政府は最大 1,000 億円の円借款や国際金融公社（IFC）の中東・北アフリカファンドへ
の機構を通じた出資を発表した。これら発表内容に必要な調整とインプットを 行い貢献した。
（No.14-6 参照）
 国連総会（9 月）
：
「難民及び移民に関するサミット」及び米大統領主催「難民に関する指導者サミ
ット」で，安倍総理は総額 28 億ドルの人道・自立支援及び受入国・コミュニティ支援（青年海外
協力隊員によるシリア難民の子ども達の支援，今後 5 年間で最大 150 名のシリア人留学生及び家族
の受入等を含む）を発表した。これら内容の各種調整と日本政府へのインプットを通じて貢献した。
(5) ジェンダー（No.18-1 参照）
 国際女性会議 WAW!2016（12 月）
：機構理事長がハイレベル・ラウンドテーブルに登壇し，会合全体
の概要や提言に機構からの訴えが反映された。
 TICAD VI サイドイベント（8 月）
：
「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントが平和な社会を創る」
と題するイベントで機構理事長が挨拶やモデレーター・パネルを務めた。
(6) 持続可能な都市開発（No.2-1 参照）
 欧州開発デー（6 月，ブリュッセル）
：
「持続可能な都市への取組」セッションに機構から登壇し，
日本の戦後の高度成長期の経験や機構の取組を踏まえ，復興支援においては国民の信頼の醸成が重
要であるとともに，土地という資産を都市経済にいかすことの重要性を訴えた。
 ハビタット 3（10 月）
：（上記 1.（3）参照）
指標 6-2 新興ドナーとの戦略的対話や連携に向けた取組状況
1. 韓国，中国及びアジア等のドナーとの連携推進
 アジアドナー4 者協議：タイ周辺国経済開発協力機構（NEDA）ホストのアジアドナー4 者協議（機
構，中国輸出入銀行，韓国輸出入銀行・対外経済協力基金（EDCF））に参加し，
「東南アジアにおけ
る持続可能な開発と包摂的な成長」のテーマの下，各機関の取組を紹介した。4 機関間での業務戦
略や取組の意見交換の有益性，また中長期的な連携模索の場としての意義を改めて確認した。
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 韓国：12 月に EDCF と定期協議を行い，アフリカ開発，環境社会配慮，民間セクター開発，開発資
金等に係る議論を行った。韓国国際協力団（KOICA）との定期協議は次年度に延期された。
 中国：12 月に中国輸出入銀行がホストとなり北京にて開催された定期協議において，
「インフラ投
資におけるリスク評価」
，
「借入国の債務持続可能性分析」，
「グリーンファイナンス」，
「インフラフ
ァイナンス手法」をテーマとした発表や意見交換を実施した。中国輸出入銀行からは多くの職員が
参加し，意見交換を前向きに評価していた。また，中国開発銀行とも意見交換を行った。
2. 機構の教訓や知見の共有（アウトリーチ）の推進
 NEDA のキャパシティ・ビルディングへの協力（タイ）：「日メコン連結性強化イニシアティブ構想」
を踏まえ，機構と NEDA がメコン地域の発展にさらに貢献していくため，NEDA の能力強化への協力
を含めたパートナーシップ合意書を締結した（7 月）。ミャンマー政府機関向けの ODA ローンセミナ
ーに NEDA 職員を招待した（11 月）ほか，NEDA が周辺国の関係省庁に対して実施した研修セミナー
で機構専門家が道路事業を中心としたリスク管理に係る講師を務めた（12 月，バンコク）
。
 援助実施機関設立支援（カザフスタン）：カザフスタンの開発援助機関設立に向け，日本の ODA や
機構の組織や事業の仕組みを ODA スキームセミナー等で技術移転した。11 月の日カザフスタン共同
声明では日本政府，カザフスタン，UNDP の三者が開始した同機関によるパイロット・プロジェクト
のアフガニスタン女性自律支援プロジェクトを含め，同機関の発展や中央アジア諸国及びアフガニ
スタンの社会・経済的支援に係る事業への助言や技術支援を日本政府が行うことが表明された。
3. 南南・三角協力の推進
 三角協力に関する国際会議（5 月，リスボン）
：OECD，国連，各国からの開発関係者約 100 人が集ま
る中，機構が基調講演や発表を行い，過去の事例等を踏まえつつ SDGs 実施における三角協力の重
要な役割を指摘した。SDGs やアディスアベバ行動計画において三角協力が言及される中，三角協力
の意義が改めて確認されると共に，特に実績を多く持つ機構等の取組が目立つものとなった。
 南南協力 EXPO（11 月，ドバイ）
：
「開発協力局長級ハイレベル会合」を国連南南協力事務所（UNOSSC）
及びザイード国際環境財団と共催した（11 月）。理事から SDGs 達成に向けた三角協力の役割と機構
の取組，機構専門家がインドネシアの南南・三角協力能力強化プロジェクトを紹介した。複数国が
機構の事業に言及する等，本分野での機構の存在感の高さが改めて確認された。
 「効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップ第 2 回ハイレベル会合」
（11 月～12 月，
ナイロビ）
：OECD，カナダ，メキシコとサイドイベント「SDGs 実施のための三角協力のスケールア
ップ」を共催し，機構の三角協力事業を通じたスケールアップの成功事例等を発信し，南南・三角
協力における機構の存在・役割を改めて高める機会となった。
指標 6-3 国際機関等他機関との事業実施における連携推進に向けた取組状況
1. 開発金融機関との連携の推進
(1) 国際開発金融機関
 世界銀行グループ：両機関長出席の下でハイレベル対話を開催し，6 つのテーマについて理事・副
総裁レベルの連携協議を実施し（5 月）
，TICAD VI での発信や中東・北アフリカ地域安定化に向け
た連携等を合意した。また，春季会合及び年次総会に理事等が参加し，サイドイベントに登壇する
とともに，地域・課題を担当する世銀幹部との各地域に係る連携協議を実施した（4 月，10 月）。
 ADB：年次総会（5 月）で理事等が 2 件のサイドイベントに登壇するともに，ADB 幹部と連携協議を
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実施した。また，
「ハイレベル・リトリート」
（11 月）を実施し，
「質の高いインフラ・パートナー
シップ」に係るソブリン案件候補リストに合意し，ノンソブリン連携，中央アジア支援，ADB の次
期長期戦略案等を協議した。南アジア地域のみを対象としたリトリートも実施した（12 月）。
 IDB：理事等が年次総会に参加し（4 月），協調融資枠組み（CORE）拡大の署名を行うとともに，IDB
幹部との面談による個別の連携協議を実施した。11 月には IDB 主催の日本－ラ米ビジネスフォーラ
ムに理事長及び理事が登壇し，質の高い成長を目指した IDB との連携推進を説明した。
 AfDB：日本政府及び AfDB との協議の結果「アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアテ
ィブ」第 3 フェーズ（EPSA3）が合意に至り（8 月）
，機構は今後 3 年間で 15 億ドルを目標とした資
金協力を実施していくこととなった。また，年次総会で AfDB-Japan Forum を共催するとともに，
登壇により質の高いインフラの事例等を紹介した（5 月）。
 イスラム開発銀行グループ（IsDB Group）：年次総会に参加してセミナーで機構の交通回廊分野の
事例を紹介するとともに，パレスチナ及びパキスタンの協調案件について協議した（5 月）。
(2) 国際開発金融クラブ（IDFC）
 23 の先進国，新興国，地域開発金融機関からなる国際的なネットワークである IDFC の副議長兼運
営委員会メンバーを機構は務めており，IDFC の活動を牽引している。複数の関連定期会合（5 月，
9 月，10 月，2017 年 2 月）に参加するとともに，気候変動に関する取組（IDFC 気候資金報告書の
作成等）
，持続可能な都市開発に関する取組（ハビタット 3 のサイドイベント参加）に積極的に貢
献した。また，IDFC を通じ，機構の先進的な取組（ソーシャルボンドの発行，イスラム民間開発公
社との連携によるヨルダン政府のスクーク発行）を積極的に発信し，国際金融機関における機構の
存在感向上を図った。
2. 他ドナー等との連携の推進
(1) 国際機関
 UNDP：定期協議（7 月）では，連携深化に向けた共通課題（SDGs の実施，世界人道サミットのフォ
ロー，ジェンダー，法の支配）や各地域における連携事業を協議し，今後 1 年間のフォローアップ
事項をまとめた。また，両機関長間の面談（2 回）や理事・局長レベルの面談（3 回）を行い，特
にアフリカ・中東地域及び南南協力の連携に係る意見交換を進めた。定期協議のフォローアップと
して，米国・ニューヨークで法の支配に関するイベントを共催（12 月）し，機構の取組を紹介した
（No.2-1「法整備支援」参照）
。また，TICAD VI ではサイドイベント 3 件を共催した。
 UNHCR：UNHCR 執行委員会のソマリアの人道援助に関するサイドイベント（10 月）では，機構の当
該地域における取組を紹介した。11 月には，
「シリア平和への架け橋・人材育成プログラム」の合
意文書を締結した。UNHCR との連携のもと，今後 5 年間に最大 100 人の留学生を受け入れ予定であ
る。また，同月に出向者の派遣取極を更新し，両機関で 6 代目の出向者が勤務を開始した。加えて，
両機関長間の面談（2 回）
，理事・副高等弁務官間の面談（1 回）を通じ，人道と開発の連携，難民
支援の方向性，中東・アフリカ情勢等に係る意見交換を行った。
 OECD：日本の OECD 開発センターへの 16 年ぶりの復帰の機会を捉えて外務省・OECD 開発センターが
共催した国際セミナー「グローバルな開発潮流と新興アジアの課題 開発センターの知見を生かし
て」では，機構理事長が基調講演を行い，日本と OECD の協力関係の強化に貢献した。
(2) 二国間ドナー
 フランス開発庁（AFD）
：日仏政府による「アフリカにおける持続可能な開発，保健及び安全のため
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の日仏計画」の策定を AFD と共に支援した。具体的には，コートジボワールの成長インフラ強化プ
ログラムにおいて，機構が支援したアビジャン都市 M/P を基に AFD と連携を進め，TICAD VI では，
「アフリカにおける日仏パートナーシップ」のサイドイベントを共催し，機構，AFD，コートジボ
ワール政府の三者間で，アビジャンにおける持続可能な都市にかかる業務協力協定に署名した。
 英国海外開発研究所（ODI：Overseas Development Institute）
：2015 年度に ODI に委託した調査
研究「The Role of KAIZEN in Africa’s Economic Transformation」の成果に基づき，TICAD VI
でアフリカの自立した産業振興をテーマとしたサイドイベントを共催し，登壇した機構理事よりカ
イゼンと他ドナーが実施する産業振興策との相乗効果発現のための協力の必要性を訴えた。
 ブルッキングス研究所：同研究所主催のイベントに機構理事長が登壇した（4 月）
。ワシントン DC
の米国政府，開発機関，大学・研究機関，外交団，マスコミ等約 120 名を前に，日本の国際協力の
歴史を振り返りつつ，日本の援助がアジア諸国の経済発展に大きく貢献した点や，人間の安全保障
と SDGs の親和性，SDGs のエントリーポイントとしての保健の重要性に触れ，紛争地域の人々のエ
ンパワーメントの具体例として南スーダンやミンダナオの支援事例を紹介した。人々の心に明るい
未来を生み出す「平和の配当の事前の実現」
（peace dividend in advance）の重要性を強調した。
 開発分野の政府間協議への貢献，他国との意見交換：10 月の日豪政策対話（於東京）に参加した。
米国，カナダや他の欧州諸国とも，先方要人の来訪時に開発分野の連携について意見交換している。
(3) その他の機関
 ゲイツ財団：連携の更なる深化・拡大のため，5 月に業務協力覚書（MoC）を締結した。連携分野を
拡大し，マラリアコントロール・撲滅，プライマリーヘルスケア，保健システムの強化，食糧と栄
養の安全保障，感染症サーベイランス等の開発課題での連携を合意した。また，パキスタンのポリ
オ撲滅支援では，ゲイツ財団によるローン・コンバージョン・スキームを再度採用した円借款を形
成し，技術協力プロジェクトと併せた支援を展開している。
（No.1-1「保健」参照）
(4) 個別事業における連携
 ヨルダン政府のスクーク発行支援：イスラム開発銀行グループの一つ，イスラム民間開発公社（ICD）
と連携した技術支援を行った結果，ヨルダン政府のイスラム金融債（スクーク）発行に至った。結
果，ドナーからの援助に加え，自立的な資金調達が可能となり，ヨルダンの難民受入能力支援にも
貢献した。また，多数のシリア難民やパレスチナ難民の受入に係る資金が必要な政府と，流動性資
金が過剰な銀行とを結びつけ，官民相互に利益をもたらした。本スクーク発行は，イスラム金融業
界でも大変高く評価され，イスラム金融業界でも権威のある「IFN Deals of the Year 2016（年間
でもっとも優れたイスラム金融取引に与えられる賞）」ソブリン部門を受賞した。
（No.4-1 参照）
 世銀・ADB・機構による共同レビュー：スリランカで「スリランカ水・衛生セクターにおける世界
銀行・アジア開発銀行との合同レビュー」を実施した。共通の教訓及びより良い援助協調に向けた
示唆を得て，スリランカ政府による同セクターの開発計画策定に活用することを目的としている。
3 ドナーによる合同調査（8 月）では，各ドナーの事業の裨益者や実施機関へのインタビュー，関
係省庁等のステークホルダーが参加するワークショップを実施する等，各ドナーの事業の開発効果
や援助アプローチの違いを分析し，水・衛生セクターが抱える将来の課題に係る共通認識を形成し
た。
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３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
SDGs の実施に関する議論や 2016 年度に予定される主要国際会議（例：世界人道サミット，TICAD VI
等）における議論への貢献を期待する。
＜対応＞
SDGs 実施においては国内，国際場裏，さらに途上国レベルの議論に積極的に貢献した。我が国の
SDGs 実施指針の策定に際しては，他省庁と並んで SDGs 推進円卓会議の構成員になり，政府に対して
機構が有する開発協力の取組や知見を提案し，UHC，IFNA，産業人材育成，質の高いインフラ，防災，
エネルギー，官民連携といった取組が反映された。国際的には SDGs のグローバル指標が議論される
中，機構は国際会議に出席する外務省や総務省に対してジェンダーや UHC 等の具体的なインプットを
行った。さらに，インドネシア政府による SDGs 実施を支援するため，同国のナショナル・ターゲッ
トや指標を提案し，政府の実施・モニタリンング体制を支援するための協力を開始した。
主要国際会議にはいずれもハイレベルで対応すると共に，国際社会への積極的な発信及び具体的な
成果の取りまとめに貢献した。世界人道サミットには理事長が参加し，人道支援と開発援助の連携促
進のためにも，難民・国内避難民を受入れ国のアクターとして認識することの重要性等を訴えた。ま
た，関連サイドイベントでは，機構の研究からの成果を基に，イベント成果文書や連携事例集作成に
貢献した。TICAD VI には理事長，理事など計 200 人が参加し，18 件のサイドイベントの主催，アフ
リカ諸国・国際機関等との 31 件の面談，さらに TICAD VI 前後の国内での広報イベント開催など，日
本の開発協力機関としてアフリカ初の TICAD 開催の成功に大きく貢献した。20 年ぶりに開催された国
連人間居住会議（ハビタット）3 においても，理事及びチーフエコノミストが複数のサイドイベント
にて機構の取組を発信した。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｓ
根拠：評価指標の目標水準を上回る成果を上げていることに加え，「独立行政法人の評価に関する指
針」
（平成 27 年 5 月 25 日改訂）及び「外務省所管独立行政法人の業務実績の基準について」
（平成 27
年 3 月外務省）に掲げられた S 評定の根拠となる質的な成果（目標策定時に想定した以上の政策実現
に対する寄与）を満たしており，中期計画における所期の目標を上回る顕著な成果が得られていると
認められる。
具体的には，初のアフリカ開催となった TICAD VI の成功に主導的な貢献をしたことに加え，主要
な国際会議等での発信を通じ，機構の知見・アプローチの多くが国際社会に取り入られる結果となっ
た（UHC in Africa 等）
。SDGs についても国内外への主体的な発信・協力を通じて機構の存在感を高
めたほか，質の高いインフラ，UHC，栄養等の分野における今後の事業実施に重要な連携基盤の構築・
強化といった観点から，以下のような特筆すべき成果を上げた。
1.

国際援助潮流形成や地球規模課題への貢献に向けた取組

1-1.SDGs の実施や開発基金に係る議論への貢献や，世界人道サミットや TICAD VI 等の主要国際会議
役員等での議論に貢献するため，役員等によるスピーチ，登壇 31 件をはじめ，機構の経験や開発
課題へのアプローチ等の知見を幅広く発信した。
 世界人道サミットでは，人間の安全保障に関するサイドイベントに機構理事長がパネリストとし
て登壇したことに加え，成果文書には機構の研究成果やプロジェクト研究等の成果が反映された。
 TICAD VI の初のアフリカ開催を主導し，アフリカ 53 か国の代表等 11,000 人以上の参加の中，18
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件のサイドイベント主催等を通じて機構の取組を発信した。特に，UHC in Africa や IFNA，アフ
リカ・カイゼン・イニシアティブの立上げ等を通じ，各分野でのリーダーシップを発揮した。ま
た，安倍総理やアフリカの国家元首や開発の第一人者とのハイレベルパネルの実現や，成果文書
である「ナイロビ宣言」に係る日本政府の起草や支援策の検討に貢献した。
 SDGs の実施に係る議論に対しては，日本政府の SDGs 実施指針策定に対し，SDGs 推進円卓会議の
構成員として貢献したことに加え，SDGs のグローバル指標の検討に際して総務省や外務省を支援
した。
 インドネシアの SDGs ナショナル・ターゲットや指標の提案に向けた調査を開始したほか，アフリ
カ地域持続可能な開発目標センターの開所式で機構役員による基調講演を行い，SDGs 実施におけ
る機構の存在や協力方針をいち早くアピールした。
 ブルッキングス研究所主催のイベントに機構理事長が登壇し，日本のアジア諸国の経済発展への
貢献や，人間の安全保障や保健と SDGs における重要性を発信した。
1-2.開発協力大綱等で日本が重点分野としている質の高いインフラや UHC，防災，難民等について，
機構の具体的な事業を踏まえた発信を行った。
 「質の高いインフラ」については，ADB との連携協議等を通じて協調融資や具体的な連携事業を
形成したほか，IDB とは協調融資枠組（CORE）を締結し，IDB にとって最大の協調融資パートナー
となった。AfDB，世界銀行とも国際会議等を通じて，機構の具体的な取組を踏まえ，アフリカ地
熱発電や質の高いインフラ投資での技術支援の重要性を発信した。
 「UHC」では，TICAD VI での UHC in Africa の立上げを主導したことに加え，第 10 回母子手帳国
際会議では機構の経験・知見を踏まえ，WHO との母子手帳の国際ガイドライン策定を発表し，国
際社会での主導的な役割や取組を発信した。
2.

新興ドナーとの戦略的対話や連携に向けた取組
中国，韓国，タイとの定期協議や関連会議に 11 件参加したほか，機構の教訓や知見のアウトリー

チを推進する取組として，タイ周辺国経済開発協力機構（NEDA）職員の能力強化支援や，カザフスタ
ンの援助実施機関の設立を支援した。
 カザフスタンでは，これまでの機構支援の結果も踏まえ，日本政府と UNDP との三者によるアフガ
ニスタンでの試行事業を開始している。
3.

国際機関等他機関との事業実施における連携推進に向けた取組
国際機関や二国間ドナーとも本部間の定期協議や現場での事業レベル双方での連携を促進した。

 TICAD VI では AFD とサイドイベントを共催し，コートジボワール政府との三者間で持続可能な都
市に係る業務協力協定を署名し，実施レベルでも AFD による水衛生分野の案件と機構による都市
交通インフラ整備支援による同国の基盤整備を連携して支援していくこととなった。
 ヨルダン政府に対するイスラム民間開発公社と連携した技術支援の結果，イスラム金融債（スク
ーク）発行に至った。同債はイスラム金融業界で高く評価され，イスラム金融業界の「IFN Deals
of the Year 2016」ソブリン部門を受賞した。
 ゲイツ財団と国際保健・栄養等の分野で業務協力協定を締結したことに加え，パキスタンでのポ
リオ撲滅に向けた連携案件を再度形成し，連携関係を更に強化した。
＜課題と対応＞
引き続き SDGs の実施や開発資金及び 2017 年度に予定されている主要国際会議（ADB 年次総会，UHC
モニタリングに関する国際会議等）における議論に貢献し，機構の経験や開発課題へのアプローチを
発信し，国際援助潮流の形成に参画していく。
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３－５．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜評定に至った理由＞
国際援助潮流形成や地球規模課題への貢献に向けた取組については，機構役員等が重要な国際会
議・イベント等でスピーチ・登壇した回数が 31 件（当初計画 16 件）と当初計画を大きく上回り，積
極的な発信を通じて機構の知見・アプローチが国際社会に取り入れられたり，機構の存在感を高めた
りすることに繋がった。特に，初のアフリカ開催となった TICAD VI では，UHC in Africa や IFNA，
アフリカ・カイゼン・イニシアティブの立ち上げを主導した他，18 のサイドイベントを主催，機構の
取組について発信したことに加え，成果文書である「ナイロビ宣言」に係る日本政府の起草や支援策
の検討に際して，機構が有する開発課題に係る知見やノウハウを提供したほか，指標設定において貢
献した。また，世界人道サミットにおいて，機構理事長が人間の安全保障について発信したことに加
え，成果文書には機構の研究成果やプロジェクト研究等の成果が反映された。
また，日本政府の SDGs 実施指針策定に対し，機構は SDGs 推進円卓会議の構成員として貢献したこ
とに加え，SDGs のグローバル指標の検討に際して実現可能性のある適切な指標を設定するため，機構
が有する知見やノウハウを提供することで総務省や外務省を支援した。「質の高いインフラ」に貢献
する取組として，ADB との連携協議等を通じて協調融資や具体的な連携事業を形成したほか，IDB と
協調融資枠組（CORE）を締結したことにより，機構が IDB にとって最大の協調融資パートナーとなる
など，国際的な開発課題へのアプローチについての連携強化の確実な成果を上げている。
新興ドナーとの戦略的対話や連携に向けた取組については，当初計画を上回る 11 件（当初計画 8
件）の各ドナーとの定期協議や関連会議に参加し，連携の強化に取り組んだ。また，カザフスタンの
開発援助機関設立において，日本の ODA や機構の組織・事業の仕組みについて技術移転を行ったこと
に加え，日本政府と UNDP との三者によるアフガニスタンでの試行事業を開始する等，積極的な連携
を実施していることが評価される。
国際機関等他機関との事業実施における連携推進に向けた取組については，ヨルダン政府に対する
イスラム民間開発公社と連携した技術支援の結果，イスラム金融債（スクーク）発行に至った。同債
はイスラム金融業界で高く評価され，イスラム金融業界の「IFN Deals of the Year 2016」ソブリン
部門を受賞した。また，ゲイツ財団と国際保健・栄養等の分野で業務協力協定を締結したことに加え，
パキスタンでのポリオ撲滅に向けた連携案件を再度形成し，国際的な開発課題へのアプローチについ
ての連携関係を更に強化した。
以上を踏まえ，評価指標の目標水準を大きく上回る成果を上げており，また，TICAD VI 等の国際会
議において，積極的なリーダーシップを発揮したこと，ADB や IDB 等の他ドナー・国際機関との連携
強化に意欲的に取り組んだことから，中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認
め，
「Ａ」評価とする。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
引き続き SDGs の実施や開発資金及び 2017 年度に予定されている主要国際会議（ADB 年次総会，
UHC モニタリングに関する国際会議等）における議論に貢献し，機構の経験や開発課題へのアプ
ローチを発信し，国際援助潮流の形成に参画していくことが期待される。その際，国際会議への
登壇回数といった指標に表れない実質的な国際潮流への貢献度やリーダーシップの発揮度を定
性的に評価していくことも重要と考えられる。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・役員等が重要な国際会議・イベントで積極的に登壇されている姿勢は評価される。一方、そもそも
の達成目標（16）は役員・上級審議役の人数に比べて必ずしも多くなく、目標水準を上回る成果（S）
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とする根拠になるかどうかは検討が必要と感じている。むしろ定性的な指標を設けて、実質面での国
際潮流の形成への貢献度やリーダーシップの発揮度を判断できるようにすることが重要と考える。日
本は幾つの分野において国際社会でリーダーシップを発揮したいのか目標を定め、当該分野において
国際的プラットフォーム形成と現場をつなぐ取組がどれだけ実践されたか、といった観点を含めて評
価指標を作っては如何か。既に母子保健（UHC）、カイゼン、防災、災害援助、廃棄物管理などで JICA
は国際的プラットフォームづくりと現場の実践をつなぐ取組が始まっており、UHC in Africa、アフ
リカ・カイゼン・イニシアティブの立ち上げ、防災グローバル・ターゲットにかかる議論への貢献は
注目に値する。以上を勘案すると、精力的な取組がなされたことは評価されるが、日本として戦略性
を一層強化する余地はあり、
「S」か「A」かは判断が分かれるところ。
・現場での事業実施から得られた、格差縮小に関する教訓を、日本（JICA）の強みとして、積極的に
発信していただきたい。この観点から、7 月 12 日の報告会で言及のあった、世銀の 2018 年度 World
Development Report にニジェールの「みんなの学校」プロジェクトからの学びを共有されたことは素
晴らしい。ぜひ一過性のもの、一事業のみの試みとせず、機構全体としてこのような教訓を収集・整
理し、国際社会に発信し続けていただきたい。
・国際社会におけるリーダーシップは、世界を巻き込まないとリーダーシップを発揮したとは言えな
い。ADB・IDB との連携は果たして JICA が主役を演じたのか、疑問が残る。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.7

研究

業務に関連する政策・施策

開発協力大綱，平成 28 年度開発協力重点方針

当該事業実施に係る根拠

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

（個別法条文等）
関連する政策評価・行政事

平成 28 年度外務省政策評価事前分析表 28-Ⅵ-1 経済協力

業レビュー

平成 28 年度行政事業レビューシート番号 0126 無償資金協力，0127 独
立行政法人国際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット（アウトカム）情報
◎研究成果物の発行実績
（ワーキングペーパー，書籍）
外部研究者等との連携による研究実績（外
部研究者の参加を得た研究プロジェクト
数）
シンポジウム・セミナーの回数
②主要なインプット情報
従事人員数（人）
◎2016 年度計画の評価指標

達成目標
20
8

基準値
16
8

2012 年度
16
8

2013 年度
16
10

2014 年度
25
9

2015 年度
25
9

2016 年度
25
4

15

17

20

27

28

23
2012 年度
35

26
2013 年度
36

26
2014 年度
37

32
2015 年度
36

33
2016 年度
36

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標
開発途上地域及び我が国を含む国際社会の情勢の変化に対する洞察と中長期的な展望を踏まえつ
つ，より戦略的，効果的かつ効率的な事業を実施するため，機構は，開発協力に関係する我が国及び
海外の大学や研究機関と連携し，機構事業での確実な活用及び国際的な援助潮流への影響を拡大すべ
く，研究領域を設定し，また研究課題を実施する。その貢献について定期的に検証を行い，研究の成
果に基づき対外発信を更に充実させる。
中期計画
（第一段落は中期目標と同内容につき省略）
具体的には，
 機構の事業への反映や国際援助潮流に影響を与え得る研究テーマの設定を行うとともに，質の高い
研究を効率的に実施するため，機構が事業実施を通じて培ったこれまでの知見を活用しつつ，共同
研究や委託を含めて国内外のリソースとの連携，内部体制の充実，外部査読，第三者委員会による
検証等の研究の質の確保への取組を強化する。また，研究成果の組織内への還元と対外発信の強化
のため，戦略的な発信機会の確保と発信媒体の工夫に取り組む。
年度計画
１．
（１）より戦略的な事業の実施に向けた取組
（ハ）研究
現場レベルの事業経験に根差した知見の体系化及び国内外リソースとの連携を通じた国際水準の
研究を行い，対外発信を通じて国際援助潮流形成に貢献するとともに，研究成果の事業へのフィード
バックを進める。また，開発協力大綱を踏まえ「質の高い成長」に関する研究を実施する。
主な評価指標
（定量的指標）ワーキングペーパー：20 本，書籍発刊数：8 冊
（定性的指標）
「質の高い成長」に関する研究の実施
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３－２．業務実績
指標 7-1 開発効果の向上に資する質の高い研究の実施並びに研究成果の対外発信及び事業へのフィー
ドバックの強化に向けた取組状況
1. 研究体制の強化
(1) 内部研究人材の確保・育成


基盤の確保：質の高い研究を行う組織基盤を担保するため，22 名の常勤研究人材（うち 16 名が博
士号所持者または博士課程在籍者）を確保するとともに，研究成果の戦略的発信に貢献することを
目的としてリサーチ・オフィサー（4 名）を研究部門に配置した。



職員の研究能力向上：職員等の研究能力向上を目指したリサーチ・ネットワーク活動の一環として，
機構研究所の研究員が講師を務める論文の書き方セミナーを計 3 回実施し，のべ 204 名の参加を得
た。また，研究の上で有益な情報を集約した内部人材向けサイト（「研究の杜」）を立ち上げた。



研究プロポーザル事業：2015 年度採択の 2 件を実施するとともに，2016 年度の選考を行った。ま
た，2014 年度採択のマラウイ事務所現地スタッフの研究成果は当人の来日等を通じ組織内で共有し，
職員等からの積極的な提案を慫慂した。



インパクト分析セミナー：事業部関係者の定量的インパクト分析に対する理解の醸成を図るため，
米国や日本を代表する研究者（イェール大学ムシャフィーク・モバラク教授，シカゴ大学 伊藤公
一朗助教授，慶応大学 中室牧子准教授，コーネル大学ヒュンチョル・ブライアント・キム助教，
東京大学 澤田康幸教授）
・研究機関（KDI スクール，J-PAL 等）を講師として，2016 年 3 月以降こ
れまでに計 4 回（2016 年度中は 3 回）のセミナーを実施した。

(2) 客員研究員，招聘研究員等の拡充


特別招聘研究員 2 名，客員研究員 10 名，招聘研究員 12 名の合計 24 名を非常勤研究員（バングラ
デシュ，インドネシア等の開発途上国を含む海外の研究者含む）として委嘱した（2015 年度 20 名）
。

(3) グローバルシンクタンクランキングの向上


研究体制の強化や，研究成果の発信に努めた結果，米ペンシルバニア大の 2016 年グローバルシン
クタンクランキング（Global Go To Think Tank Index 2016）の国際開発部門で，機構研究所は 48
位（昨年度まで 3 年度連続）から 35 位に上昇した。日本ではアジア開発銀行研究所に続き第 2 位
であり，アジアでも第 5 位に位置づけられている。また，
「地域部門（中国，インド，日本，韓国）」
において，初めて機構研究所が 65 位にランクインし，認知度が高まってきている。

2. 現場レベルの事業経験に根差した知見の体系化及び国内外リソースとの連携を通じた国際水準の研
究の実施
(1) 現場レベルでの事業経験に根差した知見の体系化及び国際水準の研究の実施


外部研究者の参加を得つつ，新規，継続合わせて 28 件の研究プロジェクトを実施した。また，科
研費案件として，研究代表者案件 3 件，研究分担者案件 2 件が採択された。

(2) ワーキングペーパー，書籍等の発刊


研究プロジェクトの成果として，ワーキングペーパー25 本，書籍 4 冊，報告書等 5 種を発刊した。



書籍に関し，内容の精査と見直しを通じた品質の確保や，電子書籍での発刊を海外の出版社からの
出版に変更したこと等により発刊が遅れて年度計画の目標に達しなかったが，これら書籍は 2017
年度に出版される予定としている。
また，
書籍の他に研究成果を取りまとめた報告書を 5 種発刊し，
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国際会議等で配布した。その他，論文 1 本が査読付き英文学術誌に，13 件の執筆物が雑誌・書籍等
に掲載された。


ウェブサイトのリニューアル：課題ごとの研究成果を示すなど，見やすさを向上させることで研究
成果の利用促進を図るため，研究所ウェブサイトを更改した（10 月）
。

(3) 国内外の研究者・研究機関等との連携による共同研究の実施


戦略国際問題研究所（CSIS）：「途上国の持続可能な開発と貧困削減に寄与するイノベーション
（Transformative Innovation）
」
（第 1 年次）の成果発表セミナーをワシントン D.C.及び東京で開
催した。「イノベーション・エコシステム」，「スマートシティ」に係る機構の取組を取り上げ，研
究に裏打ちされた機構の事業の成果を政策担当者への発信力の高い CSIS との連携により効果的に
発信した。また，第 2 年次として，データの革新が途上国支援及び SDGs の達成にいかに貢献する
かの研究を実施した。国連，世界銀行の関係者とも継続的に意見交換を行っている。



ブルッキングス研究所：開発に関わるアクターが SDGs の達成に向けて従来の取組をどのように変
化させるべきか，どのような分野で先駆的なアプローチが求められるか，といった点について議論
した成果を書籍としてまとめることを目的とした研究「サミットから解決策へ：グローバル目標達
成のためのイノベーション」を実施した。SDGs の達成に向けた取組を検証し，援助潮流へ新たな視
点と論点を提供すべく 2017 年度の書籍発刊を目指して研究に取り組んでおり，2 月には執筆者会合
を開催した。2 章について事業部の職員が原稿を執筆するとともに，ブルッキングス研究所からは
ホミ・カラス氏らが執筆に参加した。



コロンビア大学政策対話イニシアティブ（IPD）との共同研究：アフリカにおける質の高い経済的・
社会的成長を実現させるための方策について，アフリカの政策決定者に対し提言を行うことを目的
とした IPD との共同研究「アフリカにおける質の高い成長」を実施している。ニューヨークとナイ
ロビで，ノーベル経済学賞受賞者のコロンビア大学ジョセフ・スティグリッツ教授，コロンビア大
学アクバル・ノーマン教授，コーネル大学ラビ・カンブール教授の共同議長の下，執筆者会合を実
施した（6，8 月）
。



英国海外開発研究所（ODI：Overseas Development Institute）
：2015 年度に ODI に委託した調査
研究「The Role of KAIZEN in Africa’s Economic Transformation」の成果に基づき，TICAD VI
でアフリカの自立した産業振興をテーマとしたサイドイベントを共催し，登壇した機構理事よりカ
イゼンと他ドナーが実施する産業振興策との相乗効果発現のための協力の必要性を訴えた。



グローバル開発ネットワーク（GDN）
：世界的な開発研究者のネットワークでもある GDN と共同研究
「KAIZEN 事例研究」に着手した。生産性を向上し，産業競争力を高めるための方策としての「KAIZEN」
の効果を分析し，その結果を広く共有することを目的としている。



ドイツ開発研究所（DIE）
：DIE 二国間・多国間開発協力部長が編集し，機構研究所の元上席研究員
がうち 1 章を執筆した"Fragmentation of Aid: Concepts, Measurements and Implications for
Development Cooperation"の発刊を記念した共同イベントを開催し，援助の氾濫の課題を議論した
（2 月）
。



ジョージタウン大学女性・平和・安全保障研究所：2015 年度より平和構築と防災におけるジェンダ
ー主流化と女性参画促進のアプローチに係る共同研究を実施し，その成果をまとめたポリシーペー
パーが，日本政府主催の「国際女性会議（WAW!2016）」のサイドイベント「平和構築と災害リスク
削減におけるジェンダー主流化の促進：女性の参画とリーダーシップ発現に向けて」で発表された。
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スリランカの防災計画に係るアクションプランの予算化実現等の成果を共有した。
(4) シンポジウム・セミナーの開催を通じた国際機関等への成果発信，意見交換の実施
33 件のシンポジウム・セミナーを実施して研究成果を発信した。


世界人道サミットにおける発信：
「二国間援助機関による人道危機対応に関する比較研究」の中間
成果を基に 5 つのメッセージをサミット会場で発表し，バックグラウンドペーパー”The Continuum
of Humanitarian Management“等を冊子で配布した。メッセージの 1 つ「被災地を中心に据える」
は，日本政府が Solutions Alliance と共催したサイドイベントの共同宣言で最初の項目になった
他，
「人道危機対応はリニアではない」等，サミット全体の提言の中で 4 つが採用された。
（No.6-1
参照）



TICAD VI における発信：コロンビア大学 IPD との共同研究（アフリカにおける産業政策と経済転換）
の成果を基に，UNDP，アフリカ開発銀行，コロンビア大学とサイドイベント「産業政策を通じたア
フリカの構造転換とアジェンダ 2063 の実現」を共催した。コロンビア大学ジョセフ・スティグリ
ッツ教授，UNDP ヘレン・クラーク総裁，アフリカ開発銀行チャールズ・ボアマ副総裁等も出席する
同イベントには 120 名以上が参加し，アフリカの産業化と構造転換に向けた課題を議論し，産業化
の持つ意義と機構の取組を効果的に発信した。また，「サブサハラ･アフリカにおける米生産拡大
（CARD）の実証分析」の今後の展望をテーマとした，アフリカ経済改革研究センター（ACET）との
共同研究の研究成果も併せて発信した。今後アフリカ各国政策決定者との強いネットワークを有す
る ACET のフラッグシップ・レポートである African Transformation Report 2016 に共同研究の成
果が反映される予定である。



シンクタンク会合における発信：G20 メンバー国のシンクタンクが議論する Think20 サミット（7
月・北京）及び同会合（5 月・ベルリン，2 月・ヨハネスブルク）のほか，アジアシンクタンクサ
ミット（6 月・ソウル）
，世界シンクタンクサミット（9 月・モントリオール）といった世界各国の
シンクタンクが集う会合に研究所長が積極的に参加し，国際的なネットワークを強化するとともに，
イノベーション，質の高いインフラ等に関する研究所の最新の研究成果を報告した。



「Japan's Development Assistance‐Foreign Aid and the Post-2015 Agenda‐」の発刊記念セミ
ナー： OECD-DAC 元議長で，オックスフォード大学シニア研究員のリチャード・マニング氏らを迎
えて開催し，日本の援助の特徴について執筆者や研究者らが議論した。



人道危機：世界で多発する人道危機への対応を開発とのリンケージの観点から広く議論する一般向
けセミナー「人道危機をどう乗り越えるか？‐人道と開発のリンケージからの提案」を，ドイツ国
際公共政策研究所執行役員ジュリア・スティーツ氏や立教大学の長教授（2016 年度末まで機構研究
所客員研究員）を交え実施し，機構平和構築・復興支援室長も事業実施の観点からインプットした。

(5) 学会発表，外部講演，政策担当者等へのブリーフィング等
機構の研究の成果を広く学界や一般に広め，有効なフィードバックを得るため，学会での発表を 64
件，その他の外部講演等を 65 件実施した。


中国の対外援助に係る研究：
「新興国研究」の一環で，中国の対外援助規模を 2014 年実績でアップ
デートした「中国対外援助推計 II」ワーキングペーパーを発刊した。ジョンズ・ホプキンズ大学高
等国際関係大学院での講演会等国内外で結果を共有し，ブルッキングス研究所発刊のペーパー「Why
and how might a new measure of development cooperation be helpful?」や，雑誌「外交」掲載
論文，OECD の「Official Development Finance for Infrastructure」等で引用された。
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UNDP 人間開発報告書：UNDP 人間開発報告書 2016「すべての人のための人間開発」作成にあたり，
UNDP 人間開発報告書室のセリム・ジャハン室長等とも連携し，人間の安全保障に関する研究成果で
ある「Think Piece」を提出した。報告書本文の人間の安全保障セクションにて機構研究所で整理
した概念がほぼ引用され，報告書本体及び概要版の謝辞でも機構の貢献が言及された。



世界開発報告：教育をテーマとする世界銀行の世界開発報告 2018 の担当局長を招へいし，コンサ
ルテーションミーティングを実施した。人間開発部がアフリカで実施している「みんなの学校」プ
ロジェクトについて研究所が行ったインパクト評価の結果等，教育に対する量的・質的アプローチ
等における様々な研究成果を，世銀の研究者に対しインプットした。



国際ボランティア会議：
「青年海外協力隊の学際的研究」の成果を発表した（10 月）ほか，KOICA
－JICA 共催の第 1 回国際ボランティアフォーラム（7 月）でも同研究の成果を共有し，開発におけ
るボランティア活動のインパクトの評価と支援のあり方等を発表した。ボランティアの開発への貢
献のインパクトに係る研究は少なく，インパクトの計量的な計測が難しい中，ボランティアの SDGs
への貢献といった質の確保の議論に貢献した。
（No.10-1 参照）



カンボジア経済の脱ドル化：実証研究をもとにカンボジア経済の脱ドル化への示唆を現地で発表し，
政府関係者や現地の銀行，大学・研究究機関等と今後の方向性や中央銀行等のキャパシティ強化の
必要性等を議論した。また，本研究プロジェクトでは，カンボジア中央銀行の職員を日本に招へい
するなどにより，先方実施機関のキャパシティ・デベロップメントにも取り組んでいる。

3. 研究成果の機構内共有，事業へのフィードバック
引き続き各種セミナーの開催等を通じてワーキングペーパー等の研究成果を機構内部にフィードバ
ックした（
「ランチタイムセミナー」32 回，その他 12 回）
。また，事業部門の職員等，研究所以外の機
構関係者が研究分担者として 21 の研究プロジェクトに参加し，事業と研究の連携関係の深化を促進し
た。その他の主なフィードバックの取組は以下のとおり。


インパクト評価：機構研究所は西アフリカを中心に実施している「みんなの学校」に係るインパク
ト評価をブルキナファソ及びニジェールで実施している。ブルキナファソでは女子よりも男子の方
が高い効果を確認したことを受け，今後の新規プロジェクトの開始時には男女別のデータを収集し，
格差がみられる場合にはその対応を講じることとし，ジェンダー配慮の強化につなげた。また，ニ
ジェールでは補助金提供と研修実施校の児童の成績向上との間での有意な関係性が明確になった
ことを受け，2016 年度に 180 校から 1,000 校へ対象校が拡大した。また，機構と世界銀行が共催し
たシンポジウムで事業担当者に成果をフィードバックし，プロジェクト評価やその活用方法に係る
議論を活発化させた。西アフリカ 6 か国の次官を含む教育省高官を対象とした研修でも成果を共有
し，今後のプロジェクト形成への活用や政府の政策立案者の議論を高める材料として活用された。
（No.1-2「教育」参照）



事業への共有：インクルーシブビジネスの社会・文化的影響に係る研究では，機構主催の勉強会に
て，共同研究者らと共に，キルギスにおけるインクルーシブビジネスへの参加が現地の生産者にど
のような社会・文化的な影響を与えているかについてプレゼンを行い，研究成果の共有を行った。



その他：事業への研究成果の適用を促進するため，民間セクター開発，障害と貧困，ガバナンス，
金融，新興ドナー国との連携，平和構築や人間の安全保障等について，機構内の勉強会で研究成果
を共有した。特に，
「中小企業振興支援の効果分析」では中小企業支援のネットワーク化に関する
研究成果を機構の課題部や現地カウンターパートにフィードバックするとともに，今後事業部門と
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共同で成果を政策提言として取りまとめる予定としている。
4. 戦略的な取組
(1) 「質の高い成長」に関する研究


質の高い成長に係る文献レビュー：開発協力大綱において重点課題と位置付けられている「質の高
い成長」に関連したテーマの文献レビューを実施し，新たに 6 件（累計 10 件）を研究所ウェブサ
イトに公開した。
「質の高い成長」について理論上の整理を行い，なぜ「質の高い成長」が求めら
れるようになったのか，現代社会の変容を踏まえて明らかにすることを目的とした経済学的論考に
加え，経済学的論考を理論的・実証的にサポートする事例の紹介を目的としたケーススタディを書
籍として発刊すべく取り組んでいる。



インフラ事業の効果に係るインパクト分析：機構評価部が事後評価のためのデータ収集調査を実施
しているモロッコ「地方道路整備事業(II)」について，厳密なインパクト分析を実施するための技
術的協力を行っている。また，技術的な難易度が高い都市インフラ案件のインパクトについても，
ダッカ MRT についての検討を行ったほか，デリーメトロの駅へのアクセスにおけるジェンダー格差
を定量的に測定する研究を企画し，2017 年度に研究を開始する予定である。

(2) 日本の経験に係る研究


海外の研究者による日本の開発協力研究：人間開発報告の執筆主幹を 9 年間に渡り務めた，米国ニ
ュースクールのフクダ・パー・サキコ教授を特別招へい研究員として迎え，新興国が援助国として
台頭し，西側諸国の援助規範が支配的ではなくなりつつある中，DAC や新興国のいずれの援助規範
とも異なる日本独自の援助規範の内容と意義の検討を行った。研究成果はワーキングペーパー「日
本の開発協力の規範枠組み」として発刊するとともに，公開セミナーで共有した。同様に，海外の
研究者の視点で日本の開発協力の特徴や意義を検証して発信する取組を積極的に行っており，具体
的な事例は以下のとおり。


客員研究員である英国エディンバラ大学のケネス・キング名誉教授は，
「開発協力大綱」を
対象に，特に日本の開発協力政策とその実践における比較優位とユニークさに注目して分
析するワーキングペーパーを発刊した。



客員研究員である英国ロンドン経済政治大学院（LSE）のマイケル・バーズレー教授は「エ
ジプト・日本科学技術大学設立プロジェクト」を題材に組織改革，事業改善のプロセスを
分析することで適切な案件形成，事業マネジメントのあり方に関する教訓を抽出するワー
キングペーパーを発刊した。



客員研究員である豪アデレード大学のプルネンドラ・ジェイン教授は，日本の対インド政
府開発援助が日印の外交関係にどのような戦略的重要性を持っていたかを検討するワーキ
ングペーパーを発刊した。



招聘研究員である英国リーズ大学のクゥエク・アンピア准教授は，ガーナ政府がプライマ
リーヘルスケアの普及のために国家戦略として導入した駐在地域保健師による基本的保健
医療サービス（Community-Based health Planning and Services: CHPS）への日本の貢献
について分析するワーキングペーパーを発刊した。



ODA に係る歴史的検証： ODA に係る歴史的検証：ODA に関する歴史の客観的・多角的な検討と，散
逸しがちな貴重な歴史的史料の確保・収集を目的として，法政大学下村恭民名誉教授，東京大学佐
藤仁教授（機構研究所客員研究員）
，早稲田大学黒田一雄教授（機構研究所客員研究員），同志社大
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学峯陽一教授（機構研究所客員研究員），京都大学高橋基樹教授をはじめとする外部研究者の参加
も得つつ研究を開始した。ODA の成り立ち，実施，世界で果たしてきた役割，各種の提言・批判を
受けた制度改革等を一次史料に基づき正しく記録して後世に残すとともに，今後の ODA 政策の策定
や ODA 研究の学術的基盤の提供に資することを目指すものである。


研究成果の発信：第 11 回「上海フォーラム」では，G20 と開発協力に関するセッションに出席し，
包摂性，持続可能性，強靭性といった質の高い成長や，自助努力支援等の日本の経験を発信した。

(3) その他の取組


インフラ需要に係る研究：ADB との協議を踏まえ，
「アジアのインフラ需要推計にかかる研究」を立
ち上げ，2030 年までのインフラ需要を推計し，資金ギャップ解消に向けた政策提言を行う共同研究
を実施している。機構研究所は社会インフラ，防災インフラ，都市・高速鉄道インフラの需要推計
を行うことで，ADB が行う経済インフラの需要推計を補完する。機構各部署の援助戦略策定過程で
の利用を目指すとともに，2017 年 5 月の ADB 横浜総会時に ADB との共催でサイドイベントを開催し
て成果を発表する予定である。



新興国研究：新興国の開発協力に関する研究の新フェーズを立ち上げた。これまで対象としてきた
中国，インド，タイ，インドネシア，南アフリカ等に係る研究成果を踏まえ，更にこれら各国にお
ける開発協力を，国際援助規範との関係，被援助国との関係，新興国の国内体制との関係から多角
的に分析するとともに，検討対象とする新興国を増やして多様性の解明を深めていく予定である。



インパクト評価分析：
「質の高いインフラ」推進の観点から，インフラ事業の効果についてインパ
クト分析を実施することを目指し，研究の検討を行った。具体的にはモロッコ道路案件，バングラ
デシュ都市交通案件，インドデリーメトロ案件等について研究の検討を行った。



人間の安全保障：
「東アジアにおける人間の安全保障の実践」の研究成果の一部が上智大学教授 東
大作編著「人間の安全保障と平和構築」の第 12 章として，同志社大学 峯陽一教授（機構研究所
客員研究員）により執筆，書籍として出版された。同研究には中国復旦大学のレン・シャオ教授，
韓国梨花女子大学のユン・ミー・キム教授も執筆者として参加している。

３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
研究事業による国際援助潮流の形成に加え，事業へのフィードバックによる，事業の質向上に向け
た取組に期待したい。
＜対応＞
各種セミナー等を通じた機構内への研究成果に加え，事業へのフィードバックを強化すべく，中小
企業支援等にかかる研究を実施した。また，事業のインパクト評価や，アジアのインフラの需要を推
計に係る研究等を実施し，フィードバックすることで，新規案件の形成に貢献した。
さらに，日本の ODA の歴史に関する研究や中国等の新興国の開発協力に関する研究の新フェーズ立
ち上げや，日本の援助規範の DAC 援助規範等との比較検討等を通じ，今後の事業を効果的に実施して
いく上での知的基盤の強化に貢献した。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ａ
根拠：当初計画に従い着実に評価指標の実績を上げていることに加え，年度計画に照らして質的な成
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果や成果の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断する成果を上げていることから，中期計画
における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。
具体的には，国際的な援助潮流の形成や事業へのフィードバックに向け，国際水準の研究を海外の
第一線の研究機関と実施し，国際会議やセミナー等を通じて発信し，国際的に機構の経験を共有した。
その結果，研究成果が国際会議の提言や国際的な報告書で採用されるとともに，フィードバックによ
り事業での活用につながったほか，研究の実施体制強化を通じて機構研究所のプレゼンスや評価が向
上した等の観点から，以下のような成果を上げた。
1. 研究体制の強化
研究の質の向上を図るため，内部研究人材に加え，開発途上地域の研究者を含む計 22 名の非常勤
研究員を迎え，研究体制を強化した。


2016 年に発表されたグローバルシンクタンクランキングでは，機構研究所が国際開発部門で
2015 年の 48 位から 35 位に上昇する等，外部からの評価は着実に向上している。

2. 知見の体系化，国際水準の研究の実施
2-1.

米国戦略国際問題研究所（CSIS）やコロンビア大学政策対話イニシアティブ（IPD）等の海

外の研究機関との連携も通じて国際水準の研究を実施した。新規，継続併せて 28 件の研究プロジ
ェクトを実施し，25 本のワーキングペーパー，4 冊の書籍及び 5 種の報告書を発刊し，13 件の執
筆物が雑誌・書籍等に掲載された。書籍の発刊数は品質を確保するため精査や見直しを行った結
果，年度計画の目標に至っていないが，書籍以外の報告書の発刊等により研究成果を共有してお
り，当初計画に沿った取組を進めたと判断できる。


2015 年度から実施しているジョージタウン大学女性・平和・安全保障研究所との平和構築と防
災におけるジェンダー主流化に係る共同研究について，その成果をまとめたポリシーペーパー
が国際女性会議のサイドイベントで発表され，研究成果の活用につながった。

2-2.

事業の戦略策定や，政策策定へのインプットを目的に，質の高い成長や，日本の開発，援助

の経験や ODA の歴史的検証，アジアのインフラ需要推計にかかる研究を実施した。


日本の援助経験について，その特徴や意義を内外で積極的に発信した。

3. 研究成果の機構内共有，事業へのフィードバック
3-1.

シンポジウム等の開催や，国際会議への参加等を通じ，機構の研究成果の発信に努めた。



世界人道サミットでは，機構の人道危機対応に関する比較研究の成果を発信した結果，サミッ
トの提言の中に機構が発表したメッセージが採用された。



TICAD VI では，他機関との共同研究をサイドイベント等で効果的に発信した。CARD の実証分析
は，African Transformation Report 2016 にも共同研究の成果が反映される予定となった。



UNDP 人間開発報告書 2016 に対し，人間の安全保障に関する研究成果「Think Piece」を提供し
た結果，報告書本文に機構研究所が整理した概念がほぼ引用され，UNDP のプレスリリースでも
機構の貢献が言及された。



新興国研究の一環として，中国の対外援助研究をアップデートし，ワーキングペーパーとして
発刊し，国内外で発信した。結果，ブルッキングス研究所発刊のペーパーや雑誌『外交』掲載
論文等の複数の論文等に引用された。



他国に例が少ないボランティアの開発効果に係る学際的研究成果を国際ボランティア会議で発
表し，ボランティアの SDGs への貢献等に係る議論に貢献した。

3-2.


各種セミナー等を通じ，機構内部に研究成果を共有した。
「みんなの学校プロジェクト」を対象として行ったインパクト評価により，ブルキナファソで
の新規事業におけるジェンダー配慮の強化や，西アフリカ 6 か国の教育省高官に対する研修で
の活用につながった。また，教育をテーマとする世界銀行の世界開発報告 2018 に対しても，研
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究成果を活用してインプットを行った。
＜課題と対応＞
SDGs 達成に向けた効果的な事業実施や国際援助潮流の形成に貢献する研究を実施し，かつ，事業へ
のフィードバックや研究成果の対外発信に積極的に取り組む。また，機構内の研究人材育成や，国内
外の研究者・研究機関との連携強化に留意する。

３－５．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜評定に至った理由＞
研究体制の強化については，非常勤研究員の追加等の体制強化に取り組み，グローバルシンクタン
クランキングでは，機構研究所が国際開発部門で 2015 年の 48 位から 2016 年には 35 位に上昇した。
これは，日本では第 2 位，アジアでも第 5 位に位置づけられており，外部からの評価が着実に向上し
ている点が評価される。
知見の体系化，国際水準の研究の実施については，ワーキングペーパー25 本（当初計画 20 本），書
籍 4 冊（当初計画 8 冊）を発刊し，13 件の執筆物が雑誌・書籍等に掲載された。書籍の発刊数は品質
を確保するため精査や見直しを行った結果，年度計画の目標に至っていないが，書籍以外の報告書の
発刊等により研究成果を共有しており，当初計画に沿った取組を進めたと判断できる。他方，戦略的
な研究として，事業の戦略策定や，政策策定へのインプットを目的として，質の高い成長，日本の開
発・援助の経験やＯＤＡの歴史的検証等に係る研究を実施し，その特徴や意義を内外で積極的に発信
したことは，時宜を得た取組であり，開発協力大綱で重点課題として定めている「質の高い成長」に
貢献する事業を実施する上で有意義な成果が期待される取組であるとして評価する。また，2015 年度
から実施しているジョージタウン大学女性・平和・安全保障研究所との平和構築と防災におけるジェ
ンダー主流化に係る共同研究について，その成果をまとめたポリシーペーパーが国際女性会議のサイ
ドイベントで発表され，研究成果の活用につながっている。
研究成果の機構内共有，事業へのフィードバックについては世界人道サミットにおいて，機構の人
道危機対応に関する比較研究の成果を基に 5 つのメッセージをサミット会場で発表し，バックグラウ
ンドペーパー等を冊子で配布するなど発信に取り組んだ結果，機構が発表したメッセージの１つ「被
災地を中心に据える」が共同宣言で最初の項目になった他，「危機対応はリニアではない」等 4 つの
メッセージが提言の中で採用されたことは，機構の研究成果を国際的な開発援助の現場に反映させる
ための貢献として評価される。また，「みんなの学校プロジェクト」を対象として行ったインパクト
評価の取組は，ブルキナファソでの新規事業におけるジェンダー配慮の強化や，西アフリカ 6 か国の
教育省高官に対する研修での活用につながったことに加え，教育をテーマとする世界銀行の世界開発
報告 2018 に対しても，研究成果を活用してインプットを行った。
以上を踏まえ，質的に優れた成果をあげたと考えられるため、中期計画における所期の目標を上回
る成果が得られていると認め、
「Ａ」評価とする。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
研究成果の事業へのフィードバックを一層強化し，事業の質向上及び機構研究所の評価の一層の向
上に向けた取組に期待したい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・JICA 研究所は設立以来、着実に基盤が強化されており、研究成果の発信が進んできたこと、JICA
職員の動員を含め人材確保に向けた努力が払われていることを評価したい。また日本の ODA 歴史の検
証を含め、JICA ならではの研究プロジェクトが始まった点も注目している。一方で、
「質の高い成長」
に関する研究の実施が定性的指標となっているが、この観点から「A」にする判断根拠について、業
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務実績報告書により明確に書かれているとよいと感じた。研究所の取組について定性的な評価をどの
ように行うか、容易でないというのが率直な感想である。JICA の研究がめざす国際援助潮流の形成や
JICA 事業へのフィードバックのあり方について、より明確に打ち出していただけると、評価をしやす
いと考える。以上の理由から、
「A」か「B」かの評価を下すことが難しい。
・機構研究所のグローバルランキング上昇を高く評価したい。日本は自らの活動の成果，価値の理論
化，普遍化，規格化が極めて不得意。地道に取組めばいいと云うものではなく，今後機構の価値を最
も早く広く世界に認めさせるには，研究所のシンクタンクとしての評価を引き上げていくことが極め
て重要な施策である。
・研究をどう定義するのか不透明。JICA の研究には一本背骨が通っていない。JICA は実施機関らし
く、援助現場ベースの研究に徹して、その成果を現場に反映させるべきではないだろうか。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.8

「国際展開戦略」の実施に向けた経済協力の戦略的実施

業務に関連する政策・

開発協力大綱，平成 28 年度開発協力重点方針，日本再興戦略，インフラシ
ステム輸出戦略，質の高いインフラ・パートナーシップ，健康・医療戦略，
総合的な TPP 関連政策大綱，まち・ひと・しごと創生総合戦略
独立行政法人国際協力機構法第 13 条

施策
当該事業実施に係る根
拠（個別法条文等）
関連する政策評価・行

平成 28 年度外務省政策評価事前分析表 28-Ⅵ-1 経済協力

政事業レビュー

平成 28 年度行政事業レビューシート番号 0126 無償資金協力，0127 独立
行政法人国際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
主要なアウトプット（アウトカム）情報（注 1） 達成目標 基準値 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度
「国際展開戦略」の実施に資するための経協インフラ戦略会議等の政府の会議への貢献実績
「インフラシステム輸出戦略」に反映
累計
された機構に関する具体的施策項目 累計 60
50（初版）累計 62 累計 78 累計 97
50
数
「インフラシステム輸出戦略」関連のインフラ等の輸出に資する事業の実績
協力準備調査（PPP インフラ事業）の
19/45
13/34
7/14
3/10
0/1
件数（採択／応募）
（注 2）
中小企業を含む民間企業及び地方自治体等の海外展開の拡大にも資する事業の実績
民間提案型事業における採択件数（累計）
920
新規
750
967
協力準備調査（BOP ビジネス連携促
13/89 21/123 16/100
8/34
7/27
進）の件数（採択／応募）
開発途上国の社会・経済開発のための
民間技術普及促進事業の件数（採択／
15/71
24/93 28/83 22/70
応募）
基礎調査の件数（採択／応募）
（注 3）
26/10
11/56
10/74 19/122 22/72
5
案件化調査の件数（採択／応募）
71/26
42/145 49/234 51/305 66/214
7
普及・実証事業の件数（採択／応募）
42/153 46/179 38/95 42/95
民間連携ボランティア（新規派遣人数
4/13
12/32
19/33 20/23
17/4
／派遣合意書締結社数）
草の根技術協力（地域活性化特別枠）
60/81
25/56 31/66 49/69
（採択／応募）
（注 4）
（注 1） 採択件数は各年度内の採択件数。補正予算の事業は採択が翌年度の場合翌年度の採択件数に計
上。
（注 2） 2014 年度は，第 1 回公示分の採択件数のみ計上。第 2 回公示分の採択件数は，採択時期を 2015
年度としたため計上せず（2013 年度までの実績値は年度 2 回の公示分の採択件数）。
（注 3） 2012 年度は，
「中小企業連携促進調査（F/S 支援）
」，2013～2014 年度は「中小企業連携促進基
礎調査」の名称で実施。
（注 4） 2012 年度は，
「草の根技術協力（地域経済活性化特別枠）」として実施。
３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標
２．
（３）民間との連携の推進
（イ）
「国際展開戦略」の実施に向けた経済協力の戦略的活用
我が国の優れた技術・ノウハウを開発途上国に提供することを通じ，開発途上国の経済発展を支援
するとともに，世界経済の成長を取り込み，日本経済の活性化につなげるため，我が国企業等による
インフラ等の輸出並びに中小企業及び自治体等の海外展開にも寄与すべく，円借款や海外投融資の活
用，民間企業や自治体からの提案に基づく技術協力や調査の実施等の戦略的な開発支援を行う。
中期計画
１．
（３）民間との連携の推進をはじめとする，多様な関係者の「結節点」としての役割の強化
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（イ）
「国際展開戦略」の実施に向けた経済協力の戦略的実施
我が国の優れた技術・ノウハウを開発途上地域に提供することを通じ，開発途上地域の経済発展を
支援するとともに，世界経済の成長を取り込み，日本経済の活性化につなげるため，我が国企業等に
よるインフラ等の輸出並びに中小企業及び地方自治体等の海外展開にも寄与すべく，円借款制度の改
善，海外投融資の活用，民間企業及び地方自治体等からの提案に基づく案件の形成（官民連携（ＰＰ
Ｐ）案件を含む）
，法制度整備支援・人材育成支援の実施等の戦略的な開発支援を行う。
具体的には，
 開発途上地域の開発課題解決に裨益する分野において，円借款や海外投融資の活用に加え，中小企
業を含む民間企業や地方自治体等との連携による技術協力や調査の実施を通じ，我が国の民間企業
及び地方自治体等によるインフラ等の輸出を含む海外展開拡大にも資する取組を推進する。
年度計画
１．
（3）民間との連携の推進をはじめとする，多様な関係者の「結節点」としての役割の強化
（イ） 「国際展開戦略」の実施に向けた経済協力の戦略的実施
① 「国際展開戦略」の実施に資するため，経協インフラ戦略会議などの政府の会議等に必要な情報
を提供する。
② 企業等によるインフラ等の輸出にも資する取組を強化し，円借款，海外投融資，技術協力等を通
じて，企業等によるインフラ等の輸出にも資する事業を実施する。
③ 中小企業を含む民間企業及び地方自治体等の海外展開の拡大にも資する取組を強化し，地域活性
化にも資することを念頭に各種事業を実施する。特に，機構の種々のサポートにより提案型事業
の効果発現を促進するとともに，機構による課題発信を通じた案件募集を強化する。
主な評価指標
（定量的指標）
・
「インフラシステム輸出戦略」に反映された機構に関する具体的施策項目数：60 項目
・民間提案型事業における累計採択件数：920 件
３－２．業務実績
指標 8-1 「国際展開戦略」の実施に向けた日本政府の経済協力の戦略的活用に対する貢献
1. 機構事業に関連した具体的施策のインフラシステム輸出戦略等の政策への反映
 主に経協インフラ戦略会議での議論及び政策決定プロセスでの情報提供や施策の提言を行った結
果，第 24 回インフラシステム輸出戦略フォローアップ第 4 弾（5 月）で「円借款の迅速化の更なる
推進」
，
「民間企業の投融資奨励」や「関係機関の体制強化と財務基盤強化確保」等の機構関連の具
体的施策が G7 伊勢志摩サミット「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」に盛り込まれると
共に，同イニシアティブの内容がインフラシステム輸出戦略に反映され，累計 97 項目が含まれた。
2. 日本政府の戦略検討（主に経協インフラ戦略会議等）における議論及び政策決定プロセスにおける
情報提供や施策の提言
 2016 年度に開催された経協インフラ戦略会議に対して以下の情報提供を行い，特定の国・地域や分
野におけるインフラ輸出の促進に係る重要戦略の策定と戦略性の向上に貢献した。
＜第 25 回＞アフリカ（7 月）
：機構が支援している回廊開発等の状況や本邦企業の進出状況，競合
国の展開状況に関する情報を提供し，TICAD VI に向けて日本の技術・ノウハウをいかした対アフリ
カ協力の検討に貢献した。
＜第 26 回＞ASEAN
（8 月）
：ASEAN 共同体発足に係る動きや機構の支援事業の状況等の情報を提供し，
経済統合の深化や産業人材育成協力，域内国民の生活改善等の東南アジア地域支援の今後の方向性
の検討・整理に貢献した。
＜第 27 回＞政策パッケージのフォローアップ（11 月）
：「質の高いインフラ投資」を推進するため
の政策パッケージである「質の高いインフラ・パートナーシップ」
（2015 年 5 月），同フォローアッ
プ策（同 11 月）及び「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」
（2016 年 5 月）で取り上げられ
た各施策の進捗状況を政府と共に整理し，引き続き各種施策を速やかに実現・実施していく方針を
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確認した。
＜第 28 回＞面的開発（12 月）：都市・地域開発や工業開発といった面的開発への機構の取組状況，
事例，課題等の情報を提供し，日本の強みをいかしつつ，総合的・長期的な開発事業としてオール
ジャパンで戦略的に取り組んでいく意義，今後の課題と対応の方向性が整理された。
＜第 29 回＞新分野（医療，農業・食品，宇宙）
（2017 年 3 月）：開発途上地域の各分野課題，機構
の取組状況，事例等を情報提供し，本邦企業の技術や強みを踏まえた協力の方向性が整理された。
3. 中小企業海外展開支援のプラットフォームとの連携強化：（No.9-2 参照）
指標 8-2 企業等によるインフラ等の輸出にも資する取組の状況
1. 民間企業のニーズや日本政府の方針を踏まえた円借款や海外投融資等の制度改善
 日本政府の政策を踏まえ，有償資金協力を開発途上地域や本邦企業にとってより魅力的となるよう
様々な取組・改善を行った。主な取組内容，改善結果は No.14-5 参照。
 協力準備調査（PPPインフラ事業）の制度改善：これまで随時採択の導入や審査基準の見直し等の
改善を進めており，事業化確度向上に向けた更なる制度変更を検討している。
 「開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業」における「インフラシステム輸出
特別枠」の設置：「日本再興戦略」及び「インフラシステム輸出戦略」を踏まえつつ，本邦企業に
よる開発途上地域のインフラシステムの改善に直接的に資する案件形成を入口段階で支援すべく，
「開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業」2016 年第 1 回公示（9 月）より，
「インフラシステム輸出特別枠」を設けた。結果，日本で開発された環境配慮型バス（タイ・HV
バス）
，技術協力プロジェクトと連携した防災計画の具現化（ブラジル・砂防堰堤），日本式の配電
システム導入による電力の安定供給（フィリピン・配電系統運用）及び公共交通機関の効率化（イ
ンド・交通情報システム）の計 4 案件を採択した。引き続き，本事業を通じて，政府機関や自治体
を対象とした B to G（Business to Government）ビジネスを推進し，対象国で普及の進んでいない
インフラ製品・サービスの理解促進を図る。
2. インフラ輸出にもつながる事業の形成・実施
(1) 開発途上地域におけるビジネス環境の整備（No.2-1 参照）
 マスタープラン策定：日本の民間企業や地方自治体の知見や技術を開発途上地域の開発事業に有効
に活用することを念頭に置きつつ，マスタープラン（M/P）の策定を支援している。具体的には，
バングラデシュ「ダッカ都市交通戦略計画」
，ミャンマー「ヤンゴン都市開発計画」，タンザニア「全
国電力システム M/P」の策定を完了した。
 経済特区開発の推進：バングラデシュ経済特区開発やケニア・モンバサ経済特区開発，ミャンマー・
ティラワ経済特区開発，パレスチナ工業団地開発等，経済特区開発を所掌する実施機関の能力向上
を図り，本邦企業の各国への進出促進にも貢献している。特にバングラデシュでは，首相府や各省
庁横断的な体制の下，現地商工会等の民間セクターを巻き込んだ包括的な支援を実施している。
 政策・制度の改善：タンザニア「雇用のためのビジネス環境開発政策オペレーション」（4 月 L/A
調印）
，スリランカ「開発政策借款（民間セクター振興，ガバナンス・財政健全化）」（10 月 L/A 調
印）
，ヨルダン「金融セクター，ビジネス環境及び公的サービス改革開発政策借款」
（12 月 L/A 調印）
等のプログラム型円借款事業を形成し，ビジネス環境に係る政策・制度の改善に貢献している。
 貿易円滑化：企業活動の基盤となる貿易円滑化支援について，ベトナムに続きミャンマーでも貿易
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手続き・通関システムが正式に運用を開始し，両国に対して更なる利活用強化に向けた技術支援を
行っている。また，アフリカでは，ルワンダ・ザンビア間の国境における OSBP 施設の建設や，ア
フリカ域内への OSBP に係る事例・教訓の発信を通じ，越境手続きの円滑化に貢献している。
（No.2-1
「法制度整備・民主化」参照）
 産業人材育成，人的ネットワークの構築：ABE イニシアティブの本邦企業でのインターンシップや
日本センターを通じた人材育成支援，開発途上地域の閣僚・幹部を招へいした本邦企業の視察や意
見交換を通じ，日本の制度・技術・ノウハウの理解を促進する支援を行っている。また，研修事業
を活用し，
インフラ輸出分野に関連する研修員を 2016 年度中に 2,448 人受け入れた（No.14-2 参照）。
(2) 円借款，海外投融資，無償資金協力を通じたインフラ等輸出促進への貢献（新制度の活用を含む）
① 円借款
 パナマ「パナマ首都圏都市交通 3 号線整備事業」
：都市交通機能の改善や二酸化炭素排出量の削減
を図り，持続可能な経済成長に貢献することを目的とした，中米地域初となるモノレールの車両及
びシステムの導入に係る円借款事業の L/A を調印した（4 月）
。
（No.2-1「運輸交通」，No.14-5 参照）
② 海外投融資
 モンゴル「ツェツィー風力発電事業」：電力需給逼迫の緩和や自然エネルギー利用の促進のため，
ウムヌゴビ県ツォグトツェツィー郡での風力発電所建設に係る出資契約書を締結した（9 月）。初の
ドル建て融資であるとともに，初の欧州復興開発銀行（EBRD）との協調融資案件である。（No.2-1
「資源・エネルギー」
，No.14-6 参照）
 サブサハラ・アフリカ地域「オフグリッド太陽光事業」
：TICAD VI 支援策の一環として，Digital Grid
社によるオフグリッド太陽光事業（未電化地域の村落にあるキオスク（小売店）への太陽パネル設
置と BOP 層に対する LED ランタンの充電・レンタルや携帯電話の充電サービスの提供等）に対し，
海外投融資による支援を決定した（10 月投資契約締結）
。協力準備調査（BOP ビジネス連携促進）
を通じて事業形成を支援した。
（No.2-1「資源・エネルギー」
，No.14-6 参照）
 バングラデシュ「シラジガンジ高効率火力発電事業」：シンガポール法人及びバングラデシュ電力
会社が実施する高効率ガス火力発電事業（413.8MW の発電所の建設・運営により，安定的な電力供
給に寄与）に対し，プロジェクトファイナンスによる貸付契約を締結した（2017 年 3 月）
。2015 年
に国際金融公社（IFC：International Finance Corporation）と締結した基本協力協定に基づく初
の協調融資案件である。
③ 無償資金協力
 インド「ベンガルール中心地区高度交通情報及び管理システム導入計画」：ベンガルール都市圏の
交通渋滞緩和を目的に，本邦企業による高度道路交通システム機器を導入する無償資金協力事業の
協力準備調査を実施した。本事業は 2017 年度から開始される予定で，完成すれば今後のインドに
おける交通システムのモデルとなることが期待される。
 モルディブ「地上デジタルテレビ放送網整備計画」：モルディブ共和国全土に日本方式の地上デジ
タルテレビ放送を行うための機材を整備する無償資金協力事業に係る協力準備調査を実施した。
 地方自治体と連携した無償資金協力の案件形成：（No.8-3 参照）
(3) 開発途上地域における PPP 方式インフラ整備の支援
 ティラワ経済特区開発（ミャンマー）：2015 年 9 月のティラワ経済特区の開業後，各国から計画を
大幅に上回る企業進出が検討されているため，経済特区の更なる開発に向けた合意形成がなされた
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（10 月）。海外投融資事業に加えて，ティラワ SEZ 管理委員会への技術支援等を継続している
（No.2-1 参照）
。
 ADB との連携による PPP 事業の促進：2015 年度末に約定した「アジアインフラパートナーシップ信
託基金（LEAP ファンド）
」は，ADB 民間セクター業務局の民間向けファイナンスとの協調によるア
ジア各国における PPP 事業を促進するファシリティであり，2016 年度は 2 件が承諾された。
 バングラデシュ「シラジガンジ高効率発電事業」
：
（上記②参照）
指標 8-3 中小企業を含む民間企業及び地方自治体等の海外展開の拡大にも資する取組の状況
1. 中小企業を含む民間企業の海外展開の拡大にも資する取組
(1) 民間提案型事業の形成・実施
① 事業現場における支援企業との接点の拡大・深化
 民間提案型事業等で支援した企業による現場レベルでの成果を踏まえ，機構は有償資金協力，無償
資金協力及び技術協力等との事業や事業関係者との接点の拡大によって，日本の民間企業による開
発途上国の課題解決の一層の促進を図っている。主な事例は以下のとおり。


阪神高速道路株式会社：同社はモロッコの高速道路公団（ADM）と業務協力協定を締結してお
り，
「特殊高所技術を用いた構造物点検技術普及促進事業」
（民間技術普及促進事業）の高所に
おけるインフラ点検・補修の技術が高く評価されている。ADM 主導の下，同技術を同国の他の
インフラでの活用を推進するため，モロッコ国内でデモンストレーションを実施した。同国運
輸担当大臣，ADM その他インフラ関連省庁・公社等に対し，当該技術の幅広い応用可能性の理
解を促進した。



住友電気工業株式会社：モロッコ「ワルザザトにおける集光型太陽光発電システム（CPV）普
及促進事業」では，マラケシュでの UNFCCC（国連気候変動枠組条約）の COP22（第 22 回締約
国会議）開催にあわせて集光型太陽光発電システム（CPV）を設置し，同国の太陽エネルギー
庁等に対し技術の理解を促進した。



株式会社鳥取再資源化研究所：
「乾燥地節水型農業技術普及・実証事業」として，土壌改良技
術による節水型農業の実証試験をモロッコで実施している。同事業での良好な試験結果（潅水
量 50%削減と収量 20%向上等）を確認し，同国に派遣されていた JOCV の OB を社員に採用して
本格的な事業化に取り組んでいる。また，同国での取組を踏まえ，同社は国際移住機関（IOM）
とパートナーシップ協定を締結し，ソマリアに対する技術研修にも協力することとなった。

② 支援企業による経済面，社会面，環境面での開発課題の解決の促進
 2015 年 9 月末までに中小企業海外展開支援事業の基礎調査，案件化調査又は普及・実証事業を終了
した企業（146 社）のうち，アンケート調査に回答した企業（135 社）の約 7 割（88 社）が現地雇
用の創出，約 7 割（94 社）が人材育成（技術移転）の実現をそれぞれ見込んでいる。その他，裨益
者の所得向上，現地関係者の意識向上等の効果の発現が見られるとの回答が得られた。支援企業の
活動が開発途上国の開発効果に結び付いた主な事例は以下のとおり。


サラヤ株式会社：ウガンダにて，日本品質のアルコール手指消毒剤を現地生産し，感染症予防
に取り組んでいることが評価され，第 4 回日経ソーシャルイニシアチブ大賞の「企画部門賞」
を受賞した。さらに，同社は，感染症予防の普及活動に際して JICA ボランティアと連携する
とともに，病院の医療器具の洗浄・消毒効果向上のため，全自動医療器具洗浄消毒器に係る普
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及・実証事業を実施している。


カワサキ機工株式会社：同社は，案件化調査を通じて，緑茶用の成分分析計を紅茶用に仕様を
変更し，静岡県内の産学官連携の下で，スリランカの紅茶の品質検査方法の確立を支援してい
る。トップダウン構造の同国の紅茶産業界に対し，機構の提案型事業を通じて政府の紅茶局や
研究機関と間で成分分析や品質管理方法の協議や現地セミナーの開催が可能となり，検査時間
の短縮や新たな品質管理体制の構築に向けた検討を進めている。

③ 支援企業の海外でのビジネス展開の継続
 調査・事業を終了した企業（135 社）の約 8 割（106 社）が，対象国で開発課題解決にも資するビ
ジネス展開を継続していることを確認した。うち約 6 割（67 社）が新たな取引先や顧客の確保を実
現したと回答している（2015 年調査約 6 割）。また，現地事務所の開設や現地生産の開始について
も昨年度からの増加が確認された（それぞれ 2016 年調査 37 社・40 社，2015 年調査 23 社・17 社）
（出所は②と同様）
。主なビジネス展開の事例は以下のとおり。


株式会社グッドマン：水道管の老朽化に伴い，漏水が都市の深刻な課題となっているインドネ
シアで，同社が独自開発した漏水探査器を活用して水道水のロスを減らす他，水道管の適切な
維持管理技術を指導した。普及・実証事業終了後も海外事業を継続した結果，イラン上下水道
公社から引き合いがあり，販売代理店契約を締結した現地企業を通じて同社製品を納入した。

④ 支援企業の日本の地域活性化への貢献
 調査・事業を終了した企業（135 社）の約 7 割（92 社）が自社の売上げが増加・増加見込み，約 5
割（71 社）が自社の取引先が増加・増加見込み，約 5 割（74 社）が国内雇用を創出・創出見込み
との回答であった（2015 年調査 108 社・約 7 割・約 6 割・約 6 割）
。自社への変化に関して「自社
人材の育成・成長（意識変化）
」への回答（80 社）や，日本国内・地域経済への貢献について「地
元・周辺企業・団体等の海外展開意識の高まり」が実現しているとの回答（36 社）があるなど，全
体として地域経済にポジティブな影響を与えていることがうかがえた（2015 年調査 61 社・26 社）
。
主な日本の地域活性化への貢献事例は以下のとおり。


クモノスコーポレーション株式会社：タイで同社が実施した「日本の先端測量計測機器および
計測技術を活用した構造物の 3D 維持管理手法普及に係る案件化調査」をきっかけに，海外進
出にも注力した結果，海外から同社製品に対する問合わせが増加しているほか，日本国内で海
外人材や国際的な視野を持った人材を積極採用しており，社内国際化にも影響を与えている。



株式会社スマイリーアース：ウガンダで同社が実施した「オーガニック精練技術を活用した綿
花製品の付加価値向上に関する案件化調査」を通じ，同社をはじめとする日本のタオル産業発
祥の地である泉佐野市とウガンダのグル市との交流が開始された。両市長による相互訪問等を
通じ，泉佐野市が 2020 年東京五輪のホストタウンに採用され，今後の市民レベルの交流が期
待されている。

(2) 民間提案型事業の質的向上，事業実施に必要な態勢の構築
① アフリカ諸国を含めた対象国の拡大
 TICAD VI（8 月）の開催も捉え，
「開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業」の
第 6 回公示（2016 年 2 月公示）及び「協力準備調査（BOP ビジネス連携促進）」の第 10 回公示（4
月）ではアフリカ諸国を応募勧奨分野とした。その結果，前者の提案案件数は 4 件（第 5 回 1 件）
と増加し，採択数 12 件のうち「ザンビア国小型無人航空機（ドローン）を用いた物流サービス普
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及促進事業」や「ガーナ国輸血感染対策普及促進事業（健康・医療特別枠）
」等の 4 件がアフリカ
諸国を対象とするものとなった。後者については，採択 7 件のうち 5 件がアフリカ諸国を対象とし
た案件となり，対象国の拡大に寄与した。また，TICAD VI にて民間連携に係るサイドイベントを国
内事業部と共催した他，JICA－JETRO 共催による TICAD VI フォローアップイベント「アフリカ民間
連携セミナー」で民間連携事業スキームを紹介した。
② 開発ニーズの一層の把握と情報公開，きめ細やかなコンサルテーション
 特に中小企業に対し，開発途上地域の開発ニーズと民間企業からの提案内容のマッチング精度を向
上させる取組の一環として，機構の支援事業や研修員等と連携した商談会や意見交換会を日本各地
で実施した。
（No.9-2 参照）


ミャンマー日本人材開発センターとの連携：中小機構や宮崎県延岡市，延岡商工会議所ととも
に，ミャンマー日本人材開発センターで経営手法を学ぶ研修員と連携したビジネスセミナー及
び商談会を東京及び福岡で開催した（7 月～8 月）
。セミナー参加者は計 110 社，商談計 239 件
となり，また，商談後のアンケートでは 80％の商談について継続希望がある結果となった
（No.2-1「民間セクター開発」参照）。さらに，帰国研修員の同窓会により，延岡市とミャン
マーの人材交流・情報基盤の拠点となる常設スペース「ノベオカフェ」が同センター内に開設・
運営され，ビジネスマッチングの場として活用されている。

③ 事業化に至らなかった事例の分析・フォローアップの強化
 事業化につながった事例，つながらなかった事例を分析し，類型ごとに想定されるリスクやその対
策事例等を抽出し，ウェブサイトでの公開や企業向けのワークショップ等を通じて情報を共有した。
また，過去の事例から得られた知見や教訓を審査の視点に反映した。
 具体的なフォローアップの強化の一環として，特に協力準備調査（BOP ビジネス促進）で重要な分
野のひとつである農業関連事業において，農業関連企業の具体的な事例や課題を共有し，新たなア
プローチやソリューションを発見すべく，開発途上国の農業ビジネスに共通した課題である，人・
仕組みづくり及び関係・環境づくりをテーマに勉強会を開催し，クロスラーニングの機会を提供し
た。
④ 第三者を活用した開発効果の検証方法の改善と審査基準の見直し
 案件実施企業に対し調査後の状況に関するアンケート調査を半年ごとに実施している。これに加え，
調査実施後の案件モニタリングのため，専門家をインド，ラオス，ミャンマーへ派遣して現地での
効果の発現状況を確認した（2017 年 3 月）
。今後，事業内容検討のための報告をまとめる予定。
⑤ 開発課題の解決と民間企業等の海外展開の両立を図る制度設計・改善
 SDGs の採択を受け，
「協力準備調査（BOP ビジネス連携促進）」の対象事業を BOP ビジネスに限定せ
ず，SDGs 達成に貢献するビジネスを対象に「途上国の課題解決型ビジネス（SDGs ビジネス）調査」
とする制度改善を行った。外部会合での登壇（12 月の東京サステナブル会議等）
，UNDP との共催に
よる SDGs ビジネスシンポジウムの開催等を通じ，制度の周知を進めた。さらに，G20 ドナー会議（4
月）
，企業開発のためのドナー委員会（DCED）ドナー会議（2017 年 2 月）への参加や UNDP，IFC，
USAID 等との協議，USAID への職員派遣（2017 年 2 月）を通じ，民間資源の動員主流化に向けたイ
ンプットを継続している。
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⑥ 中小企業とコンサルタントとのマッチング向上
 機構事業に応募を検討する中小企業を支援するため，中小企業とコンサルタントとのマッチングサ
ービスを外部委託により引き続き実施した。その結果，2016 年度は 89 件のマッチング申込みのう
ち 18 件がパートナー成立につながった（2014 年度にサービス開始。2014 年度実施分 72 件/22 件，
2015 年度実施分 97 件/26 件）
。
2. 地方自治体等の海外展開の拡大にも資する事業の実績
(1) 民間提案型事業における自治体との連携
 国内拠点・本部から自治体関係者へセミナー開催，訪問等を通じて積極的に情報提供・働きかけた
結果，自治体と連携して提案型事業に応募する企業の増加につながった。


「介護施設運営・福祉用具事業・人材育成事業に関する有効性，採算性の基礎調査」
（佐久市）



「スラバヤ市における飲料水供給改善事業にかかる案件化調査」
（北九州市）



「用水路対応型小水力発電システムによる農村地域の電力不足解消に向けた普及・実証事業」
（富山市）

(2) 地方自治体と連携した無償資金協力の案件形成・監理：地方自治体からの事業提案に基づく無償資
金協力事業の協力準備調査 2 件（フィリピン「メトロセブ・腐敗槽汚泥処理施設建設計画調査」
（横
浜市）
，ベトナム「ホーチミン市非開削下水道管路更生計画調査」
（大阪市）
）が外務省に採択された。
当該調査に基づき事業が今後実施されれば，日本の技術・工法の導入が期待される。
(3) 自治体間連携セミナーの開催（No.9-4 参照）
(4) 地方自治体と連携した草の根技術協力事業の実施（地域活性化特別枠）
（No.11-1 参照）
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
「開発協力大綱」においても各主体との連携が重要視されている。開発課題の解決に向けて，多様
な資金・主体と連携しつつ，様々な力を動員するための触媒となることを期待する。特に，平成 28
年度行政事業レビューの有識者コメントを踏まえ，アフリカ諸国を含めた対象国の拡大や，地方を含
む中小企業の応募の一層の促進に向けた開発途上地域の開発ニーズの一層の把握と情報公開，きめ細
やかなコンサルテーションへの取組み，事業化に至らなかった事例の分析・フォローアップの強化の
ほか，第三者も活用した開発効果の検証方法の改善と審査基準の見直しに期待する。
＜対応＞
提案型事業等の裾野拡大や効果発現の促進に向け，主に以下の取組を行った。
1. アフリカ諸国を含めた対象国の拡大
TICAD VI 開催の機を捉え，アフリカ諸国を応募推奨分野とした結果，アフリカ諸国を対象とした採
択件数の拡大につながった。また，国際機関やマイクロファイナンス投資家，ベンチャー起業家等幅
広いステークホルダーと協力して海外投融資案件を組成したことにより，アフリカだけでなく，中近
東，極東（モンゴル）も新たな対象国となった。
2. 地方を含む中小企業の応募の一層の促進に向けた取組（No.9-2 参照）
新輸出大国コンソーシアムの地域の海外支援機関のネットワーク等も活用し，地域の中小企業に対
し事業説明や応募促進を行った。また，ミャンマー日本人材開発センターとの連携によるビジネスセ
ミナーや商談会（東京，福岡）の実施等，国内機関の研修員のリソースを活用し企業が生の現地情報
や自社製品・ビジネスに対する意見を得る機会を提供した。また，企業向けのウェブサイトには，新
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たに 7 件の現地詳細情報を掲載した。
3. 事業化に至らなかった事例の分析・フォローアップの強化
事業化に至らなかった事例を分析し，想定されるリスクや対応事例をウェブサイトや企業向けのワ
ークショップで共有した。得られた知見や教訓を審査の視点にも反映したほか，協力準備調査（PPP
等インフラ事業）等の制度改善を行った。
4. 第三者も活用した開発効果の検証方法の改善と審査基準の見直し
調査実施後の案件モニタリングを開始し，専門家をインド，ラオス，ミャンマーへ派遣して，現地
の事業効果の発現状況を確認した。調査結果は今後の審査基準等の見直しにも反映していく予定。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｓ
根拠：評価指標の目標水準を上回る成果を上げたことに加え，
「独立行政法人の評価に関する指針」
（平
成 27 年 5 月 25 日改訂）及び「外務省所管独立行政法人の業務実績の基準について」
（平成 27 年 3 月
外務省）に掲げられた S 評定の根拠となる質的な成果（法人の自主的な取組による創意工夫，目標策
定時に想定した以上の政策実現に対する寄与）を満たしており，中期計画における所期の目標を上回
る顕著な成果が得られていると認められる。
具体的には，
「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」等の日本政府の政策への貢献に主体的
に取り組み，開発途上地域及び民間企業双方のニーズに応え，多くの成果を発現した。また，提案型
事業を通じた企業支援の結果，開発途上地域の課題解決に資する企業活動に対する表彰や企業主体の
発展的な企業活動につながる事例を得る等の観点から，以下のような特筆すべき成果を上げた。
1. 「国際展開戦略」の実施に向けた日本政府の経済協力の戦略的活用に対する貢献
経協インフラ戦略会議等への情報提供や施策の提言を行った結果，機構関連の具体策が G7 伊勢志
摩サミット「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」に盛り込まれた。同内容が「インフラシス
テム輸出戦略」に反映される等により，累計 97 項目が含まれた。
2. 企業等によるインフラ等の輸出にも資する取組
日本政府の政策を踏まえた取組や制度改善を行うとともに，過年度に制度改善を行った制度を適用
しつつ，技協・有償・無償の各スキームを有機的に活用し，開発途上地域の開発課題の解決に加えて
企業等によるインフラ等の輸出にも資する事業を実施した。


ダッカ都市交通やヤンゴン都市交通等のマスタープラン（M/P）の政府承認や，ルワンダ・ザン
ビア国境のワンストップボーダーポスト（OSBP）施設の開通による貿易円滑化，ティラワ経済
特区の更なる開発に向けた合意形成等，開発途上地域のビジネス環境改善に資する具体的な成
果を上げた。



国際機関，ベンチャー起業家等の幅広いステークホルダーと協力しつつ，初の海外投融資ドル
建てプロジェクトファイナンス案件となるモンゴルの風力発電事業，バングラデシュの高効率
火力発電事業等に係る融資契約や，TICAD VI 支援策の実現策としてタンザニアのオフグリッド
太陽光事業に係る出資契約等を締結した。加えて，ADB とともに設立したアジア及び大洋州地
域における民間によるインフラ整備を支援するための信託基金を活用した案件が組成され，質
の高いインフラ・パートナーシップの実施にも貢献した。

3. 中小企業を含む民間企業及び地方自治体等の海外展開の拡大にも資する取組
3-1.

民間提案型事業の裾野拡大や案件の質向上に向けた取組の結果，累計採択件数は 967 件とな

った。提案型事業の効果発現の促進に向けて，事業化に至らなかった事例分析を通じて，想定さ
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れるリスクや対応事例を抽出し，企業に情報共有を行ったほか，具体的な事業の制度改善も行っ
た。また，外部の専門家を活用した調査実施後の案件モニタリングを開始し，事業効果の発現状
況の確認を新たに開始した。


開発途上地域に対する援助を取り巻く環境の変化を踏まえ，新たに SDGs ビジネス調査を立ち上
げた。



国内機関の研修員等のリソースを活用したビジネスセミナーや商談会を開催し，地域の民間企
業が生の現地情報や自社製品・ビジネスに対する意見を得る機会を提供するといった創意工夫
を行った。特に，延岡市やミャンマー日本人材開発センターの研修員と連携した商談会等の活
動は，帰国研修員同窓会によるミャンマー国内でのビジネスマッチングの場「ノベオカフェ」
の開設・運営につながった。



TICAD VI を契機にアフリカ諸国の応募を推奨し，同地域の採択件数の拡大につながった。

3-2.

日本企業のビジネス展開により課題解決に貢献する事業を，日本の地域活性化への貢献も念

頭に実施した。


ウガンダでの感染症予防への貢献が評価されサラヤ株式会社が第 4 回日経ソーシャルイニシア
チブ大賞の企画部門賞を受賞した。



阪神高速道路株式会社の特殊高所技術によるインフラ点検・補修技術に係るモロッコ政府主導
の全国セミナーや，国連気候変動枠組条約第 22 回締約国会議（COP22）開催にあわせた住友電
気工業株式会社の集光型太陽光発電システム事業紹介等，民間連携事業が普及展開活動につな
がった。



モロッコでの事業成果を踏まえ，株式会社鳥取再資源化研究所は，国際移住機関（IOM）とパー
トナーシップ協定を締結し，ソマリアに対する技術研修に協力することとなった等，民間提案
型事業による現地関係者との接点拡大を通じ，更なる課題解決とビジネスの展開に貢献した。



インドネシアでの普及・実証事業後に，株式会社グッドマンが自社で独自開発した製品を，現
地企業を通じてイランの上下水道公社に納入するに至った等，新たな取引先や顧客の確保の実
現に至った事例が確認された。



企業の社内国際化や，企業の活動が日本の自治体と開発途上国の自治体間の交流に発展し，東
京五輪のホストタウンに採用される等の日本の地域活性化にも貢献する事例も確認された。

＜課題と対応＞
新たにスタートする SDGs 達成への貢献を踏まえた海外展開支援事業を形成・実施する。提案型事
業については，新輸出大国コンソーシアムの取組を踏まえ，中堅企業を含む裾野拡大や，開発ニーズ
に照らして応募数の少ない地域への基礎調査の促進，日本政府の政策的な優先度及び民間企業等のニ
ーズを踏まえた民間連携の更なる推進に向けた制度改善に取り組む。また，開発ニーズと本邦企業等
の製品・技術等とのマッチングを一層強化するため，本邦企業等に対する開発課題等に係る情報提供
や，企業が有する製品・技術の開発途上国政府等に対する紹介を推進する。加えて，提案型事業を運
営する民間連携事業部及び国内事業部が案件を取りまとめながらも，在外拠点，地域部，課題部，国
内拠点等の関連部署間の連携により，現地実施機関とのネットワークやビジネス化，課題解決につな
がる事業の展開を進める。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ｓ
＜評定に至った理由＞
「国際展開戦略」の実施に向けた日本政府の経済協力の戦略的活用に対する貢献については，経協
インフラ戦略会議等への情報提供や施策の提言を行った結果，機構関連の具体策が G7 伊勢志摩サミット
「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」に複数盛り込まれるなど，日本政府の施策への貢献に積極
的に取り組んだ結果，
「インフラシステム輸出戦略」に反映された機構に関する具体的施策項目数は，昨
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年度から新たに 19 項目が追加され（昨年度新規追加数は 16 項目）
，当初計画を大幅に上回る 97 項目（当
初計画 60 項目）となり，日本政府の政策立案・推進に大きく貢献したと評価される。
企業等によるインフラ等の輸出にも資する取組については，民間企業のニーズや日本政府の方針を
踏まえて，円借款や海外投融資等の制度改善を機動的に実施した。インフラ輸出にも繋がる事業の形
成・実施に係る取組に加えて，政策・制度の改善，貿易手続き・通関システムの支援，バングラデシ
ュやミャンマー・ティラワの経済特区開発等を通じて，ビジネス環境を整備し，本邦企業の各国への
進出促進にも貢献した。例えば，バングラデシュへの進出日系企業数は，2014 年 5 月時点 181 社に対
し，2017 年 6 月時点 253 社（JETRO 統計）と増加傾向にあり，この結果としてビジネス環境の整備が
これら本邦企業の進出促進に貢献していると評価される。また，海外投融資では，初のドル建てプロ
ジェクトファイナンス案件となるモンゴルの風力発電事業や，タンザニアのオフグリッド太陽光事業
が BOP F/S を経て海外投融資につながるなど，企業の海外進出にも大きく貢献した。加えて，ADB と
ともに設立したアジア及び大洋州地域における民間によるインフラ整備を支援するための信託基金
を活用した案件が組成され，質の高いインフラ・パートナーシップの実施にも貢献した。また，新た
な取組として，
「日本再興戦略」及び「インフラシステム輸出戦略」を踏まえつつ，
「開発途上国の社
会・経済開発のための民間技術普及促進事業」に「インフラシステム輸出特別枠」を設け，本邦企業
による開発途上地域のインフラシステムの改善に直接的に資する案件を，4 件採択した。
中小企業を含む民間企業及び地方自治体等の海外展開の拡大にも資する取組については，民間提案
型事業における採択件数が，当初計画を上回る 967 件（当初計画 920 件）の実績となった。加えて，
開発協力を取り巻く環境の変化を踏まえた機動的な制度改善や，本邦企業の製品・知見のマッチング
強化に係る機構の創意工夫により，延岡市とミャンマー日本人材開発センターの連携や，サラヤ株式
会社の第 4 回日経ソーシャルイニシアチブ大賞の企画部門賞の受賞につながっていると評価される。
以上を踏まえ，評価指標の目標水準を上回る成果を上げており，特に，①G7 伊勢志摩サミット「質
の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」等，日本政府の政策に迅速に取組み，実現に大きく貢献し
ている点，②民間企業のニーズを踏まえ，民間企業の進出を妨げる障害を解消する取組を実施するな
どビジネス環境の整備に資する事業に取り組み日本企業の開発途上国への事業展開に貢献している
点，③中小企業を含む本邦企業の海外ビジネス展開支援や，開発途上国の開発効果の発現等，対外的
な表彰に値する好事例となる案件の実施等，政策実現に対する多大な寄与が認められることから，中
期計画における所期の目標を上回る顕著な成果が得られていると認め，「Ｓ」評価とする。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
開発協力大綱にあるとおり，
「開発途上地域の開発を主たる目的とする政府及び政府関係機関によ
る国際協力活動」である開発協力は，あくまで開発途上国の開発を一次的な目標としつつも，企業等
によるインフラ輸出等にも貢献する形で，戦略的に ODA を活用していくことも引き続き重要。ODA を
触媒とするために，民間企業を含む様々なアクターとの一層の連携強化，制度改善が期待される。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・開発ビジネスに民間企業の参画を後押しするのは重要だが，国内市場の縮小に対する中小企業の海
外進出の支援を，機構の事業目的とするのには違和感がある。
・政府の「国際展開戦略」の一環として、JICA として ODA の民間連携に精力的に取り組んだことは評
価する。民間提案型事業の類型採択件数は 967 件と目標（920）を上回っているが、PPP インフラ事業
の応募件数が 1 件と前年度から大幅に少なく、また一般的に BOP ビジネス連携促進において応募件数
が減少傾向にある点は留意が必要である。その原因を分析することは SDGs ビジネスを含め、今後の
取組を考えるうえで重要である。タンザニアのオフグリッド太陽光事業が BOP F/S をへて海外投融資
につながった点はよい。民間連携事業の終了後フォローアップの重要性を示唆している。また、中小
企業海外展開支援事業において利用企業にアンケート調査を実施し、海外ビジネスへの展開を含め、
概ねポジティブな評価が得られていることは喜ばしい。一般的な問題提起として、民間連携の取組が
5 年以上を経た今、将来的に、提案型の民間連携事業において採択「数」を重視するのか、開発効果
の観点から有望な案件のフォローアップを強化して、（上記のタンザニア案件のように）JICA の他ス
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キーム、あるいは JETRO 等の他機関の取組につなげることで事業化、スケールアップ（＝開発効果の
発現）につなげることを重視するのか、今後の目標設定のあり方を考える必要があると考える。他ド
ナーや国際機関の経験も参考にして、JICA の民間連携事業のさらなる制度発展に活かしていただきた
い。
・7 月 12 日の報告会（説明会）において、本項目については、日本経済への利益よりも開発途上国の
利益を優先させるよう、北岡理事長より機構内に指示を出しているとの説明があった。その際の説明
が具体的でわかりやすかったので、報告書本文にもぜひ反映させていただきたい。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.9

NGO，民間企業等の多様な関係者との連携

業務に関連する政

開発協力大綱，平成 28 年度開発協力重点方針，日本再興戦略，インフラシス
テム輸出戦略，まち・ひと・しごと創生総合戦略，NGO と ODA の連携に関する
中期計画～協働のための 5 年間の方向性～
独立行政法人国際協力機構法第 13 条

策・施策
当該事業実施に係る
根拠（個別法条文等）
関連する政策評価・

平成 28 年度外務省政策評価事前分析表 28-Ⅵ-1 経済協力

行政事業レビュー

平成 28 年度行政事業レビューシート番号 0126 無償資金協力，0127 独立行政
法人国際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
主要なアウトプット（アウトカム）情報 達 成 目 標
NGO－JICA 定期協議会の開催件数（回）
NGO－JICA 協議会参加者数（人）
250
民間提案型事業のメディアを通じた報道件数（件）
290
民間企業に対する個別相談実施件数（件）
1,200
連携実績を取りまとめた大学数
33 件
包括連携協定・連携覚書を締結した大学の数（新規／累計）
連携講座の数（大学数／講座件数）
SATREPS に参画した大学の数
自治体間連携セミナー等への参加者数（人/件）
連携協定・覚書を締結した自治体の数（新規／累計）

基準値

2012 年 度
4

2013 年 度
4

2/25
3/28
64/79 131/160
8

9

3/4

3/7

140

2014 年 度 2015 年 度
4
4
新規
313
新規
466
新規 1,977
新規
2/30
3/33
127/167 157/23
4
9
9
新規 195/6
0/7
0/7

2016 年 度
4
353
566
2,326
65
3/35
123/27
1
10
693/15
1/8

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標
２．
（３）民間との連携の推進
（ロ）NGO，民間企業等の民間セクターの活動との連携
開発途上国における NGO，民間企業等の我が国民間セクターの活動が，雇用創出，人材育成，技術・
イノベーション向上等，開発途上国の経済社会開発に大きな役割を果たしていることを踏まえ，民間
セクターの活動と積極的に連携することにより，官民による「人」，
「知恵」
，
「資金」，
「技術」を全て
結集した「オールジャパン」の体制で効果的かつ効率的な開発支援を推進し，民間事業に対する海外
投融資，民間企業からの提案に基づく官民連携 ODA 案件の形成，ビジネス法制度支援・人材育成支援
等，NGO，中小企業を含む民間企業，教育機関，地方自治体等の多様な国内関係者との連携を強化す
る。
中期計画
１．
（３）民間との連携の推進をはじめとする，多様な関係者の「結節点」としての役割の強化
（ロ）NGO，企業等の多様な関係者との連携
官民の「人」
，
「知恵」
，
「資金」
，
「技術」を全て結集した「オールジャパン」の体制で効果的かつ効
率的な開発支援を推進するとともに，グローバルな人材の育成にも資するべく，NGO，中小企業を含
む民間企業，教育機関，地方自治体等の多様な国内関係者との連携を強化する。
具体的には，
 NGO，中小企業を含む民間企業，教育機関，地方自治体等，多様な関係者とのパートナーシップを
強化するとともに，JICA 事業への参加を促進し，その人材，知見，資金，技術を開発途上地域の開
発課題解決に活用する。また，これら関係者のグローバル展開に必要な人材の育成・確保への貢献
等を行う。
年度計画
１．
（3）民間との連携の推進をはじめとする，多様な関係者の「結節点」としての役割の強化
（ロ） NGO，企業等の多様な関係者との連携
NGO，中小企業を含む民間企業，教育機関，地方自治体等，潜在層の発見・発掘を含め多様な関係
者とのパートナーシップを強化するとともに，開発協力への参加を促進し，人材，知見，技術等を地
域活性化にも資することを念頭に開発途上地域の課題解決に活用すべく，以下の取組を行う。
① 連携のあり方を協議する NGO－JICA 協議会の開催及び情報共有並びに NGO と協力して行う各種取
9-1

組を通じて，NGO との連携を促進する。特に，多様な NGO との更なる連携の強化のため，NGO－JICA
協議会への新たな参加者を増加させる。
② 民間企業等との連携を推進する各事業に関し，制度の周知及び認知度の向上を図るとともに，開
発途上国の課題と民間企業からの提案内容のマッチング精度の向上に取り組む。
③ 大学との更なる連携強化のために，関連大学等との連携実績を改めて整理し，取りまとめた上で，
大学との連携講座の実施，人材育成に係る技術協力，地球規模課題対応国際科学技術協力
（SATREPS）等の事業を通じて教育機関等との連携を促進する。
④ 地域活性化に向けた地方自治体のニーズ把握や地方自治体との情報共有等を通じ，連携の促進に
努める。特に，国際協力への新規参入自治体開拓のため，自治体間連携セミナー等を開催する。
主な評価指標
（定量的指標）
・NGO－JICA 協議会参加者数：250 人
・民間提案型事業のメディアを通じた報道件数：290 件
・民間提案型事業の個別相談実施件数：1,200 件
・連携実績を取りまとめた大学数：33 件
・自治体間連携セミナー等への参加者数：140 人
３－２．業務実績
機構は，本部・国内拠点・海外拠点のネットワークをいかし，開発途上地域の開発に対する NGO，企
業，大学，地方自治体等の多様なアクターの参画の促進と連携の深化を図るとともに，それらアクター
間の結び付けにも努めることで，開発効果の向上と日本の地域社会への還元の相乗効果を実現する取組
を進め，ひいては，日本国内の地域活性化にも貢献することを目指している。
指標 9-1 NGO との連携推進に向けた取組状況
1. 「NGO と ODA の連携に関する中期計画」への貢献
2015 年度に発表された「NGO と ODA の連携に関する中期計画」の実施状況及び今後のフォローアップ
について NGO・外務省定期協議会で確認した。NGO 連携に関する広範な項目について情報共有するとと
もに，NGO に対する安全対策や NGO 等活動支援事業に係る制度改正の内容を確認した。
2. NGO－JICA 協議会を通じた NGO との連携促進
SDGs を年間テーマとし，NGO－JICA 双方の SDGs に対する取組について情報共有した。また，「ODA 本
体業務における NGO－JICA の連携強化・促進」，
「開発教育推進のための協働」
，
「地方創生／地域活性化」
に通年で取り組んだ。
(1) 参加者の裾野拡大と多様化
 実績：4 回開催，参加 353 人（2015 年度 4 回，313 人）
。
 新たな参加者増加に向けた取組：地域の NGO との対話を引き続き拡充し，首都圏以外の会場からの
参加が増加・定着した（2016 年度延べ 84 名，2015 年度延べ 62 名。ただし，地方開催時を除く）。


第 2 回 NGO－JICA 協議会：
「地方創生/地域活性化」をテーマに石川県金沢市で開催した。



国内拠点，在外事務所からの参加推進：国内拠点の国際協力推進員や，在外事務所の NGO デス
ク等の参加を促し，日本の各地域や在外事務所での NGO 連携強化に向けた共通認識を醸成した
（2016 年度の国際協力推進員，在外事務所員の参加：延べ 47 人（2015 年度 延べ 10 人））
。

(2) NGO－JICA 協議会の成果
 SDGs に向けた取組：SDGs 達成への貢献に向けた今後の協働を念頭に，SDGs に係る NGO 及び機構双
方の取組について情報交換，意見交換した。


SDGs に係る機構の取組の発信：機構が策定した SDGs ポジション・ペーパーや SDGs の観点を考
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慮している草の根技術協力事業の事例等を発信した。


NGO による取組の発信：SDGs に係る NGO の取組事例や NGO 経営者向け「SDGs ガイドブック」等
を発信した。



具体的な協働の事例：NGO 主催のイベントに機構職員が登壇し，機構主催のイベントに NGO の
方が登壇する等，SDGs の普及・啓発の側面での連携が進んだ。

 ODA 本体業務における NGO と ICA の連携強化・促進：タスクフォースの議論を通じ，既存の枠組み
の中で NGO の知見・経験を技術協力事業の形成プロセスに活用し，将来的な NGO の参画拡大を目指
していくことを確認した。また，機構側に NGO からの提案を受ける窓口を設置し，NGO 側から提案
があった草の根技術協力事業について，地域部・課題部，国内事業部及び在外事務所を交えた個別
協議を開始した（2016 年度の新規提案 1 団体 1 案件，2015 年度 5 団体 5 案件）。その結果，すべて
の案件において，継続的な情報交換を行なうこととなった。また，草の根技術協力の審査において
事業終了後の技術協力プロジェクト化を念頭においたコメントがある等，NGO と機構双方で ODA 本
体業務での連携に対する意識が高まっていることを確認した。
 開発教育推進のための協働：開発教育推進のためのタスクフォースを設置し，現状と課題に係るア
ンケート調査を実施した。同結果を踏まえ，連携強化のための具体的な取組を検討した。また，機
構より次期学習指導要領改訂に向けた取組を報告した。
（No.11-4 参照）
 地方創生／地域活性化：国際協力の経験を国内に適用し，地域活性化に貢献することを視野に入れ
た事業実施を目指し，NGO，機構双方の事例や経験を共有した。また，公益社団法人青年海外協力
協会（JOCA）も初めて参加し，NGO と JICA ボランティアの地域活性化に係る連携強化を目的として，
地域での帰国隊員の活動事例や，機構が新たに開始した「グローカル協力隊」を紹介した。
3. ネットワーク型 NGO 等との意見交換会を通じた地域の NGO のニーズへの対応
NGO－JICA 協議会の地方開催にあわせ，地域ネットワーク型 NGO 等 11 団体との意見交換会を行ない，
ネットワーク型 NGO 等と機構が更なる連携を目指すうえでの課題を意見交換した。NGO 側のニーズに応
え，NGO と企業の連携促進を目的とした「NGO×企業連携シンポジウム」を国際協力 NGO センター（JANIC）
等と共催した（2017 年 3 月）
。また，今後のネットワーク型 NGO の活動強化等の施策の参考とすべく，
英国に調査団を NGO と合同で派遣した。
4. 国内拠点とNGOとの連携強化
国内拠点が開発途上地域と日本をつなぐ結節点の役割を発揮し，地域の特性に応じたきめ細やかな連
携を強化するための取組を行なった。
 地域における定期協議の設置：中部国際センター，四国支部に続き，関西国際センターでも NGO－
JICA 間の定期協議に向けて試行的な協議を行い，関西地域での機構と NGO との連携の在り方につい
て意見交換した。
 NGO 等活動支援事業を通じた NGO との連携強化：国内拠点が地域のニーズに対応した NGO 等活動支
援事業を独自に企画・実施できる体制とした結果，横浜国際センター，中部国際センター，四国支
部の 3 拠点でプログラムを実施した。
（No.11-2 参照）
5. 在外事務所における本邦 NGO との連携強化
本邦NGO等の市民が開発途上国で国際協力活動を行う際の支援窓口として，世界20か国にNGO－JICAジ
ャパンデスクを設置し，現地での活動に必要な情報収集・提供や，現地NGOの紹介等に対応している。
 NGO 等活動支援事業を通じた NGO との連携強化：在外事務所が開発途上地域のニーズや課題を踏ま
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え独自に NGO 等活動支援事業を企画・実施できる体制とした。ベトナム，フィリピン，カンボジア
の 3 か国でプログラムを企画・実施した。（No.11-2 参照）
6. 他の NGO 支援団体，助成団体との連携による市民参加協力の推進
NGO 支援団体や助成団体との連携を通じて，市民参加事業全体の底上げに貢献した。
 NGO 助成団体との連携：機構主導により，NGO に対する助成金事業を実施している環境再生保全機
構及び一般財団法人日本国際協力システム（JICS）と意見交換会を開催した。各団体の支援事業の
情報共有を行うととともに，効果的な運営やスキームの醸成，課題について意見交換した。
 他団体の事業の審査への協力：国際協力 NGO ジャパン・プラットフォームや JICS が実施する事業
の審査委員会等に審査委員として出席し，機構の知見を基に NGO 等による事業の審査に貢献した。
7. JICA 基金事業運営を通じた市民・企業・NGO/NPO との連携促進（No.11-1 参照）
指標 9-2 民間企業及び企業団体等との連携推進に向けた取組状況
1. 開発協力に参加する民間企業等の裾野拡大
(1) 民間企業や企業団体等との連携基盤の構築・強化
 中小企業海外展開支援のプラットフォームとの連携強化：新輸出大国コンソーシアム会議（5 月，9
月）
，実務者会合（10 月）に参加した。機構事業の全対象企業に対し，新輸出大国コンソーシアム
登録を案内した。日本の各地域に JETRO 主導で設立されている海外展開支援機関ネットワーク等に
機構の国内拠点もメンバーとして参加し，機構の支援事業の紹介や経験・事例の共有を行った。
 業界団体との対話の強化：一般社団法人海外コンサルタンツ協会（ECFA）と意見交換会を 2 回実施
した（7 月，10 月）
。中小企業海外展開支援事業に関する応募や円滑な事業実施への改善提案を受
け，応募要件の緩和や募集回数の増加，適用費用の拡大，採択・契約までの時間短縮，事務負担軽
減，より具体的な事例を紹介する説明会開催等の解決策や対応策を協議した。
 地域金融機関との連携：機構と地域金融機関が有するノウハウやネットワークを有効活用し，優れ
た技術・製品を有する中小企業の発掘と企業の海外展開を促進し，開発課題の解決と地域活性化を
さらに促進することを目的として，地域金融機関と業務連携に係る覚書を締結した。7 月の八十二
銀行との初締結を皮切りに，計 24 行と締結に至った。締結後，セミナーの共催，取引先の紹介や
個別相談への対応等の実績があがっている。


社会貢献債（JICA 債）の活用：JICA 債は，
「ソーシャルボンド」の要件を満たすとして第三者機関
のセカンド・オピニオンを取得した国内市場初の債券となった（8 月）
（No.19-1 参照）。また，SDGs
ターゲット 17.3（追加的資金源の動員）に貢献するものとして，日本政府の SDGs 実施指針の具体
的施策に JICA 債が位置づけられ，投資家に対し SDGs の意義や機構の SDGs に向けた取組を発信し
た（No.5-2 参照）
。今後，JICA 債の調達資金を活用し，SDGs 達成への貢献に資する事業を形成・実
施する。国内発行体初となる「ソーシャルボンド」の発行が評価され，機構はトムソン・ロイター・
マーケッツ社の金融情報サービスによる「Deal Watch Award2016」の社債部門で「Bond Issuer of
the Year」を受賞した（2017 年 3 月）
。
 栄養分野における産官学の連携基盤の構築：
（No.1-1「格差是正・貧困層支援」参照）
 中堅・中小企業海外安全対策ネットワークへの参加：外務省が 9 月に設置した同ネットワークの第
1 回会合に参加し，海外での安全対策の重要性の認識を共有し，関係機関での安全対策に関する連
携を継続的に強化していくことを確認した。
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 JETRO との連携：両機関が連携して海外展開支援を行った企業の事例を紹介する事例集を作成した
（2017 年 3 月）
。事例集を活用し，民間企業の裾野拡大に向けた企業等に対する広報を行う予定。
 民間連携ボランティアの派遣：No.10-5 参照
(2) 民間連携事業への応募促進に向けた制度周知・認知向上
 民間企業向けセミナーを通じた情報発信：全国各地で中小企業海外展開支援セミナーを 277 回実施
し，7,420 社，12,906 名の参加を得た（2015 年度 172 回，4,702 社，6,464 名。うち，JETRO 国内
事務所や地方銀行等，他機関と連携した説明会・セミナーは 126 件（2015 年度 87 件）
）。TICAD VI
を踏まえ，本邦企業を対象にアフリカの回廊開発 M/P 説明会を実施し，幅広い業種から約 300 人の
参加を得た（2017 年 1 月）
。また，アジアに派遣している投資促進専門家により，本邦企業を対象
とした投資セミナーを東京や仙台，名古屋，大阪，広島等で開催した。
（No.2-1「運輸交通」参照）
 各種メディアを通じた積極広報


報道実績：採択，契約時や本邦受入時等に全国紙，地方紙，TV 局などにプレスリリースを発出
し，528 件の紙面掲載，38 件の番組放映につながった（2015 年度 442 件，24 件）
。



報道事例：関西国際センターでは，地域金融機関との覚書署名の際に記者会見を実施し，ニュ
ース番組での報道や経済番組への出演等の多数の報道につながったほか，金融紙で初めて中小
企業支援に係る詳細記事が掲載された。また，カンボジア「点滅式 LED ソーラライトによる交
通危険地域の安全対策を確保するシステムにかかる案件化調査」を実施中の冨士建設工業等，
多くの企業による機構支援事業での活動状況がテレビ番組や新聞，情報誌等で取り上げられた。

 国内拠点による地域の経済団体，民間企業等への情報発信：新輸出大国コンソーシアム促進に係る
地域での海外展開支援機関ネットワークをはじめ，地域の経済団体等に対する民間連携事業の説明
会を国内拠点が中心となって実施するとともに，制度改善に関する意見交換を行った。また，TICAD
VI の機を捉えたアフリカ・ビジネス・セミナー（5 月北海道，7 月横浜市，10 月兵庫県等）や，
Pacific-Leads の開始に伴う地元企業との交流を含む長期研修員共通プログラムの実施や太平洋島
嶼国セミナー（8 月沖縄）等，時宜を得たテーマを題材に各地の企業との更なる協力関係の構築に
向けたセミナーを開催した。さらに，中南米の日系社会との関係が深い沖縄の特性をいかし，「世
界のウチナーンチュ大会」が開催される機会を捉え，中南米における日系・県系社会との連携をテ
ーマとした中南米・民間連携セミナーを開催した（6 月）。
 本邦企業向けの他の支援機関や国際セミナー等を通じた情報発信：日経 BP 者が主催した東京サス
テナブル会議に機構理事長（6 月）および理事（12 月）が登壇し，本邦企業の経営層やテーマに関
係する部門担当者等（いずれも 400 名以上）に対し，SDGs 達成に向けた政府，企業，市民，研究機
関等との連携の必要性や，本邦企業の連携の具体例を紹介した。
2. 開発途上国の課題と民間企業からの提案内容のマッチング精度の向上
 企業向けウェブサイトでの情報掲載：年間アクセス数は 32.5 万件（2015 年度 9.8 万件）を記録し
た。イベント情報，事例紹介を強化し，機構のウェブサイトの中でも特にアクセスを得ている。
 開発途上地域の開発ニーズの一層の把握：企業向けウェブサイトに民間企業の製品・技術の活用が
期待される現地情報を掲載し，機構の支援事業に応募する際の参考情報を提供している。10 月に新
規案件 7 件の現地詳細情報を追加掲載した。
 民間企業に対する個別相談：国内拠点を中心に，2,326 回の個別相談を実施した（2015 年度 1,977
回）
。特に，地域の中小企業に対するきめ細やかなコンサルテーションの一環として，現地の開発
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ニーズに係る情報や自社製品やビジネスに対する意見を企業が得ることができる機会として，機構
の支援事業や研修員と連携した各地域での商談会や意見交換会を実施している。


ミャンマー日本人材開発センターとの連携：
（No.8-3 参照）



JICA 研修員×沖縄県内企業意見交換会：22 か国の研修員 30 人の協力のもと，沖縄県内の企業
や研究機関 16 団体による技術・製品の紹介や研修員との意見交換を行った（5 月）。

3. 民間連携事業の開発パートナーの開拓，拡大
開発効果の一層の向上に加え，企業との民間連携事業に「地域振興」，
「地域活性化」等に係る取組も
強化するため，地方自治体，大学等の教育機関等との連携や，ネットワークや知見への期待から NGO 等
の参画を促進する取組を進めている。
 NGO，自治体，教育機関等と連携した民間連携事業の実績：累計 105 件（2015 年度累計 69 件）
 自治体との連携事例：インドネシア・スラバヤ市における飲料水供給改善事業にかかる案件化調査
では，北九州市と環境姉妹都市に関係にある同市に対して，官民連携によるインフラシステムの海
外展開を推進している。また，除菌装置「eco-PACT」による輸出用園芸作物の高付加価値化を目的
とした案件化調査では大田区が現地政府との交渉に協力している。
 教育機関との連携事例：モバイルマッピング・システムを活用した適切な道路維持管理手法の導入
に関する案件化調査では，北見工業大学の知見を活用し，国内及び現地調査に関する学術的見地か
らの助言や，本邦に招へいした際の自治体との連携支援を行っている。フィリピン・ダバオ市にお
ける廃食油回収システムの構築及びバイオディーゼルの製造と流通による環境改善に関する普
及・実証事業では，東京都市大学と連携して品質検査，研究開発等に取り組んでいる。
 NGO との連携事例：DRC 株式会社によるモリンガの栽培と商品化に関する基礎調査では，調査分野
を専門とし，かつ産学官連携に長年の実績を有する NPO 法人地域産業支援プラザの知見を活用し，
生産から商品化のための加工技術の移転促進に向けた就労者教育，市場性調査等を図り，地域住民
の所得向上にも取り組んでいる。
指標 9-3 教育機関との連携推進に向けた取組状況
1. 大学との組織的な連携強化
(1) 戦略的かつ組織横断的な大学との連携を目指した基盤整備
 国内事業部に大学連携課を設置し，大学との連携をより一層強化するための連携基盤を整備した。
 大学との連携実績の整理：包括連携協定・連携覚書を締結している大学を中心に，65 大学とのこれ
までの協力関係や今後の課題を個々にまとめ，執務参考資料として関係部署等に共有した。
 大学との事務手続きの合理化：留学制度を活用した人材育成事業の実施に向け，大学との事務の合
理化に資する各大学との覚書の締結準備を開始した。
 留学制度を活用した人材育成事業の枠組み構築：
（No.14-2 参照）
 人事交流職員・OB 連絡会の開催：大学への情報提供，連携強化のため，職員のキャリア形成と連携
の促進のため機構から大学に派遣されている職員等を対象にした連絡会を行った（出席者 17 人）
。
特に，SDGs の現状や SDGs 達成に向けた機構の方針に係る理解促進を図った。（No.5-7 参照）
 大学窓口関係者，機構内の大学連携担当者向けメールマガジン：6 回発行（2015 年度 6 回）
(2) 連携協定・覚書の締結，更新
 1 件（早稲田大学）の包括連携協定，2 件（高知大学，鳴門教育大学）の連携覚書を更新し，新た
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に包括連携協定 2 件（上智大学，金沢大学），連携覚書 1 件（琉球大学）を締結した（累計 35 校）
。
また，2 大学と JICA ボランティア事業に係る覚書を新規に締結した（No.10-5 参照）。
2.

事業の質の向上に向けた大学との連携

(1) 開発途上国の経済社会開発の中核となる高度人材の育成
 人材育成奨学計画（JDS）
，産学官連携によるアフリカ産業人材の育成（ABE イニシアティブ），大
洋州島嶼国リーダー教育支援プログラム（Pacific-LEADS）
：（No.2-1「高等教育」参照）
 資源の絆プログラム：
（No.2-1「資源・エネルギー」参照）
 アフガニスタン「未来の架け橋・中核人材育成プロジェクト（PEACE）
：
（No.4-1 参照）
 留学生事業を活用した人材育成事業の形成・実施：
（No.14-2 参照）
(2) 日本の大学や大学院と連携した開発途上地域の拠点大学に対する教育・研究能力強化
 日越大学，マレーシア日本国際工科院，E-JUST 等の国内支援体制：
（No.2-1「高等教育」参照）
(3) 地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS7）の実施
 実績：新規 14 件（大学 11 件，研究機関 2 件，民間企業 1 件）
，実施中 58 件（大学 53 件，研究機
関 5 件）
（2015 年度は新規 14 件，実施中 58 件）
。
 主な事例：


ワンヘルスアプローチに基づく人獣共通感染症にかかる支援（11 か国）
：
（No.1-1「保健」参照）



気候変動適応戦略の立案支援（タイ）：
（No.1-1「水」参照）



地熱開発のリスク低減に資する技術開発（インドネシア），最先端エネルギー資源の活用推進
（ベトナム）
：
（No.2-1「資源・エネルギー」参照）

 SATREPS の成果の社会実装促進の事例


ケニア：中央医学研究所と長崎大学熱帯医学研究所の共同研究の結果，リフトバレー熱の簡易
診断キットの開発を行い製品化に至った。
（No.1-1「保健」参照）



モザンビーク：金沢工業大学，東京大学，モザンビーク政府，同国エドゥアルド・モンドラー
ネ大学と共同で実施したジャトロファバイオ燃料の持続的生産に係る SATREPS の結果を踏まえ，
金沢工業大学は同燃料を活用した小規模電化プロジェクトを草の根技術協力事業で開始した。



ザンビア：世界銀行との事業化を視野に，北海道大学獣医学部等と鉛汚染のメカニズムと健
康・経済リスク評価手法及び予防・修復技術の開発を支援し，総合的な汚染対策を検討してい
る。
（No.2-1「資源・エネルギー」参照）

(4) 大学の知見を活用した相手国政府との対話促進や事業成果の発信
 産業政策対話での政策研究大学院大学との連携：
（No.2-1「民間セクター開発」参照）
 セミナー，イベントの共催や共同研究の実施


上智大学：
「教育サミット 2016 教育による女子・女性のエンパワーメント」の共催（No.1-1
「教育」参照）



東京大学：シンポジウム「アジアにおける都市の水管理：その課題と可能性」の共催（No.1-1
「水」参照）

7

Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development. 環境・エネルギー，生物資源，防災，
感染症等の分野で日本と開発途上国の研究者による共同研究及び開発途上国の人材育成等を図りつつ研究成
果を実社会に還元する事業で，科学技術振興機構（JST）及び日本医療研究開発機構と連携して実施している。
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神戸大学：TICAD VI サイドイベント「CARD の進捗と今後のアフリカにおけるコメの開発」で
の共同研究成果の発信（No.3-1「食料安全保障」参照）

 TICAD VI での科学技術協力の意義の発信：サイドイベント「アフリカにおける科学技術協力の意義
と課題：研究から開発へ」でケニアやザンビアでの SATREPS の成果や社会実装事例を紹介し，研究
成果をより多くの国に広める必要性やアフリカにおける基礎的研究の意義を確認した。
(5) 連携講座等による大学との連携促進（実績は「２．主要な経年データ」参照）
(6) 大学連携ボランティア派遣：
（No.10-5 参照）
3. 大学との連携による市民参加協力事業
(1) 教育機関の実施する草の根技術協力事業
 実績，優良事例：56 件。モザンビークでは，金沢工業大学が SATREPS の結果を活用した草の根技術
協力事業を開始した（上記 2.（3）参照）。
(2) 大学生国際協力フィールド・スタディ・プログラム
 実績：大学生 40 名をカンボジア，ラオスでの国際協力フィールド調査演習に派遣し（2017 年 2 月
～3 月）
，また，日本での事前・事後研修（12 月，2017 年 3 月）を行った。
4.

文部科学省，教育委員会等との開発教育に係る連携：
（No.11-3 参照）

指標 9-4 地方自治体との連携推進に向けた取組状況
1. 自治体間連携セミナーの開催
自治体の海外展開のノウハウを自治体間で共有し，経験の少ない自治体の海外展開を促し，自治体間
のネットワークの構築を図るため，
「自治体間連携セミナー」を全国で 15 回開催し，計 693 名の参加者
を得た（2015 年度 195 名）
。


関西圏の自治体を対象とした自治体連携セミナーの開催を契機に，6 府県 3 政令市（関西の全
2 府 4 県，大阪市，京都市，神戸市）との定期協議の開催や，2 自治体（兵庫県，神戸市）に
よる新規の草の根技術協力事業の形成等，具体的な連携につながった。また，対象国情報の提
供等により各自治体による友好姉妹都市との関係強化を側面支援した。

2. 連携協定・覚書の締結，更新
 連携協定・覚書の締結：横浜市との包括連携協定を更新したほか，富山市との連携覚書を締結した
（2017 年 1 月，3 月）
。


横浜市：2011 年に締結した包括連携協定をレビューし，国際協力事業の地域・分野の拡大や開
発途上地域との関係の維持・発展，市職員の能力強化等の成果を確認した。アジア地域やアフ
リカ地域等や安全配慮に関する連携を強化する観点のもと，包括連携協定を更新した。

 自治体連携ボランティア派遣：
（No.10-5 参照）
3. 包括連携協定・連携覚書締結自治体等との連携関係の深化
 北九州市の合同勉強会（10 月）：北九州市と今後の地方創生等に係る連携策を検討し，合同勉強会
の開催，機構事業の活用促進，九州国際センターの施設利用促進，セミナー・イベントの共催を双
方で進めることとなった。2017 年 1 月より隔月で交互に合同勉強会を主催して事業内容や連携の在
り方を検討し，将来的に横浜市のように研修員受入や人事交流も含めた包括的な連携を目指す予定。
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 埼玉県教育委員会との連携状況の見える化と他県への展開：埼玉県教育委員会とは，定例会の実施
や人事交流，開発教育に係る教材作成や総合教育センターへの貸出展示，教育委員会のプログラム
での JICA ボランティア出前講座の実施等を通じて連携している。これら多様な連携状況を見える
化するリーフレットを共同で作成し，他の都道府県にも共有して連携強化を図った。埼玉県教育委
員会との開発教育の実践者研修と同様の取組は千葉県，新潟県でも実施されることになり，千葉県
では 1,000 人以上の研修実施につながった（No.11-4 参照）。なお，草の根技術協力事業（ブラジル，
フィリピン）の実施や自治体連携ボランティア（南アフリカ共和国）の派遣も行った。
4. 地方自治体の国際協力や地域活性化に係る政策推進への貢献
 沖縄県：
「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画（第 5 次沖縄振興計画）
」改訂に向けた中間評価が実施さ
れており，
「国際協力・貢献活動の推進」等の施策に関する作業に協力した。機構の研修事業や技
術協力における連携実績が評価され，今後も新たな分野での協力可能性を模索し，更なる実績増を
目指していくことが確認されている。また，県からの就任依頼を受け，
「沖縄県振興審議会（観光・
交流産業部会）
」の専門委員として沖縄国際センター長が調査審議に参加した。
 熊本県：4 月の熊本地震からの復旧・復興への取組として，熊本県商工観光労働部国際課に新たに
国際協力推進員を配置した。
「熊本地震からの復旧・復興プラン」を踏まえ，県内企業等の海外展
開を通じた地域産業振興事業や復興の取組等の情報発信，海外との人的交流事業や機構の国際協力
事業との連携活動の推進を行う予定。2017 年 3 月には，県内企業に対して，機構の中小企業支援事
業の理解促進を目的に，
「創造的復興に向けた中小企業海外展開セミナー」を熊本県と共催した。
 茨城県・栃木県：
「いばらきグローバル化推進計画（2016－2020）
」では，
「国際協力への参加促進」
の施策に JICA ボランティア事業等の参加促進が掲げられ，
「とちぎ国際化推進プラン（2016－2020）
」
でも JICA ボランティア派遣実績等が記載され，県民の国際協力活動への参加促進のための環境造
りが課題として掲げられた。今後，これら自治体の政策・施策推進にも貢献する取組を行う予定。
 佐賀県：佐賀県は NGO/CSO 誘致を推進しており，複数の団体が佐賀県に事務所を開設している（ピ
ースウィンズ・ジャパン等は佐賀市に本部を設置）
。8 月には県内に進出した先進的な NGO と地方の
NGO の連携を強化することを目的とした「佐賀 NGO ネットワーク（SaNN）
」が発足し，機構もメンバ
ーとなって活動を支援している。
地方創生への貢献に向けた取組状況
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
（2014 年 12 月閣議決定）を踏まえ，地方自治体等が推進する「地
方創生」の取組にも貢献するため，中小企業海外展開支援事業，草の根技術協力事業，研修員受入事業，
ボランティア事業等を通じた取組を展開している。日本の地方が持つ様々なノウハウや経験を開発途上
国の社会・経済の発展に活用するとともに，日本の地方活性化にも貢献している。
1. 自治体・地域の経験を活用した地方創生への貢献
 開発途上地域への支援を通じた日本側のまちおこし：沖縄県南城市はフィリピン・ビクトリアス市
のアグロエコツーリズム政策に対し，砂糖産業から有機農産物への転換や地域資源を最大活用した
町おこしを行ってきた同市の経験を基に，草の根技術協力事業，JICA ボランティア事業（市職員の
現職派遣）
，青年研修を通じて協力している。市長のリーダーシップの下，ビジネスマッチングセ
ミナーの開催やカウンターパートが来日した機会にフィリピンを総合的に紹介する「ビクトリーフ
ェスティバル」を実施する等，南城市の町おこしや活性化にもつながっている。
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 6 次産業化を通じた地域振興支援を通じた自治体間の交流促進：北海道の農業の 6 次産業化に係る
国別研修が契機となってジョージアと北海道の自治体同士での連携協議が実施される等，自治体間
の継続した交流にもつながっている。
（No.2-1「農業・農村開発」参照）
2. 開発途上地域における連携の場の形成・活用を通じた地方創生への貢献
 帰国研修員同窓会によるビジネスマッチングの場の形成・活用：ミャンマー日本人材育成センター
の研修員及び延岡市と連携した取組の結果，帰国研修員同窓会により延岡市とミャンマーの人材交
流・情報発信の拠点となる常設スペース「ノベオカフェ」が開設された（11 月）。
（No.2-1「民間セ
クター開発」
，No.8-3 参照）
3. 産学官連携による新技術を活用した地方創生への貢献
 研修員への木工建設技術研修を通じた国内の空き家活用事業の推進：福井県若狭町が応募した草の
根技術協力事業「ラオス国・チャンパサック県職業訓練校と福井県若狭町による相互の地域発展を
目指した木材加工・建築産業の人材育成プロジェクト」では，同国で普及・実証事業を実施した株
式会社西野工務店が実施団体となり，職業訓練校の木工・建築コースに技術支援するとともに，双
方の関係者が相互訪問している。同社がラオス人への研修を実施する際，若狭町内の空き家を活用
して実習を行い，研修終了後は地域の福祉施設として使うことで，地域資源の整備にもつなげてい
る。その過程を同社の技術継承にも役立て，同町を国内の木工建築の拠点にして地域活性化を図る
という町のねらいを後押ししている。
 埼玉県のものづくりとフィリピン人材育成：2016 年 3 月に終了した「埼玉・セブものづくり人材事
業」
（草の根技術協力事業（地域活性化特別枠））の成果を受けて，4 月からフェーズ 2 を開始し，
埼玉県知事によるセブ州訪問の際，人材育成に係る覚書を締結した（10 月）。同事業に協力した企
業からは，JICA ボランティア経験者の採用，民間連携ボランティアへの関心が寄せられ，また，中
小企業海外展開支援事業に応募する等，新たな連携につながっている。
4. 各事業における地方創生への貢献に資する取組
 地方自治体と連携した無償資金協力の案件形成：（No.3-1「環境管理」
，No.8-3 参照）
 帰国ボランティアの「地域おこし協力隊」への参加，グローカル協力隊制度創設：
（No.10-5 参照）
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
引き続き多様な関係者の開発協力への参画，理解の促進に資する取組の促進を期待したい。
＜対応＞
 NGO：NGO－JICA 協議会では，SDGs や地方創生／地方活性化に係る双方の方針や取組への理解を
深め，今後の NGO との連携の方向性を検討した。また，在外事務所員や国内拠点の国際協力推進
員の積極参加を推奨し，海外や首都圏以外における NGO との連携強化に努めた。また，特に地域
の NGO や NGO ネットワークとの連携を促進するため，関西国際センターでは NGO－JICA 間の定期
協議を開始したほか，国内拠点と海外拠点が各地域や国の状況を踏まえた NGO 等活動支援事業を
企画・立案できるようにし，NGO の開発協力への参画を促進した。また，他の NGO 支援団体や助
成団体との連携を主体的に進め，市民参加事業全体の底上げに貢献できるよう努めた。
 民間企業：中堅企業を含む全国の企業の登録が推奨されている新輸出大国コンソーシアムの取組
を支援し，本部・国内拠点それぞれで制度の紹介や応募推奨を行った。機構が派遣する投資促進
専門家や国内拠点の留学生等のリソースを活用したセミナーや商談会を通じ，開発途上国の現状
やニーズを民間企業が知る機会を提供した。
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