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はじめに 

 

 

わが国政府は、国際情勢の変化、平和構築をはじめとする新たな開発課題への対応のため、平成 14 年

10 年以上にわたってわが国の援助政策の根幹をなしてきた政府開発援助（ODA）大綱について、改訂を

行った。この改訂により、わが国としては、日本国憲法の精神にのっとり、国力にふさわしい責任を果

たし、国際社会の信頼を得るためにも、新たな課題に積極的に取り組むとともに、ODA の戦略性、機動

性、透明性、効率性を高め、幅広い国民参加を促進し、わが国の ODA に対する内外の理解を深めること

を目指している。そして、特にわが国援助の実施体制については、援助政策の決定過程・実施において

在外公館及び実施機関現地事務所などが一体となって主導的な役割を果たすよう、その機能を強化する

方策として、「ODA タスクフォース」の設置を目指している。一般に「ODA タスクフォース」は、3J と称

され、日本大使館（Japan Embassy）・国際協力機構（JICA）、国際協力銀行（JBIC）の現地事務所の駐

在員の方々から構成され、国別援助計画の作成、現地政府との政策協議、要請プロジェクトの審査・取

り纏め等きわめて重要な役割を果すことが期待されている。 

しかし、これまで日本国内では「ODAタスクフォース」について数多く言及されるが、その具体的な

活動や実際の機能については十分紹介されてこなかったきらいがある。コンサルティング業界は、ODA

プロジェクトの最上流部分にて企画・立案を行い、有望な ODA案件の実現に協力してきた経緯があり、

今後当該「ODA タスクフォース」との連携・交流はきわめて重要な課題であるため、インドネシア国を

事例として ECFA ミッションを派遣し、現地「ODAタスクフォース」を訪問することとなった。本報告書

は、同ミッションの現地調査結果であり、関係各位のご参考になれば幸甚である 

なお、本事業は、日本自転車振興会の補助事業として実施されました。
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     I. ミッションメンバー 

 

 

 

 

 

 ECFA ミッションは、「ODA タスクフォース」に関心のあるわが国コンサルタントを対象に公募を行っ

た。ミッションメンバーは、綜合分野、運輸、上下水道、エネルギー・電力、社会開発、農業等の各セ

クターから公募のあった方々から選考を行い、最終的には下記のメンバーが参加された。 

 

団長 海外コンサルティング企業協会主席研究員 高梨  寿 

団員 日水コン 海外事業部部長 堀川 哲雄 

団員 西日本技術開発（東京事務所所長 金子 正彦 

団員 日本工営 海外カンパニー営業部次長 齊藤  淳 

団員 前田建設工業 海外営業部副部長 影正 一夫 

団員 アイ・シー・ネット ジェネラルマネージャー 立山 桂司 

団員 ニュージェック 国際事業本部チームマネージャー 山岡  暁 

団員 三祐コンサルタンツ 海外事業本部  課長 須藤  晃 

 

 

                                     

Ⅱ ミッションスケジュール 
 

 本ミッションは、平成 17 年 6 月末にインドネシア国ジャカルタを訪問した。主なスケジュールは、

次の通り。 

 

2005.6.26（日） 成田発、ジャカルタ到着 

2005.6.27（月） 11:00 日本大使館訪問（河野雅司二等書記官、岸本道弘一等書記官） 
2005.6.28（火） 10:00 日本貿易振興機構：JETRO（岩清水浩介所長、桑山広司副所長、本庄剛所員、 

橋本豊所員） 
14:00 国際協力機構：JICA（大竹裕二次長､ 中曽根愼良所員） 

2005.6.29（水） 10:00 国際協力銀行：JBIC（佐藤活朗首席駐在員、佐藤恭仁彦開発第１部課長、山 

本賢一駐在員） 
14:00  BAPPENAS：国家計画庁（飯島 JICA 専門家） 
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ジャカルタ発 

2005.6.30（木） 成田着 
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Ⅲ 現地調査結果 

 

 

 
現地においては、ODAタスクフォースの主要メンバーである日本大使館、国際協力機構（JICA）、国際協

力銀行（JBIC）、日本貿易振興機構（JETRO）を訪問し、タスクフォースのメンバーとしての活動と今後

の対応について聴取した。また、併せてインドネシア側の政策対話における主要機関である BAPPENAS

に派遣されている JICA 専門家の方にも現場での状況について伺った。 

 

1 日本大使館 

 

（１）ODA 現地タスクフォース（TF）の活動概要 

TF は現地主義の強化の中で、各援助機関の連携強化の枠組みの中で行われている。具体的には月１回

のペースで開催され、メンバーは大使館（公使をヘッドに経済班数名）、JBIC（所長、所員）、JICA（首

席、所員）、JETRO（所長、所員）からなる。設置の根拠は ODA大綱(03年 8 月)や ODA 中期計画（05 年 2

月）に、政策決定過程・実施過程における現地機能を強化すると定められている点に求められる。趣旨

は案件採択の前段階から協議し、実施段階、フォローアップ段階までもウォッチすることにある。具体

的には毎回議題を定め協議している（詳細は別添ペーパー参照）。また、T/F は支援国会議、その作業部

会、また DRT（Donor Round Table）にも参加している。 

TF とは別に拡大タスクフォースという会議もある。これには大使や JJC（ジャカルタ・ジャパン・ク

ラブ）の日本ビジネス界のメンバーも参加し、ODA以外のテーマも検討される。 

これまでの TF の最大の成果は国別援助計画の作成である。従来の計画は東京側で作成しインドネシ

ア側でチェックして決定していたが、今回は TF が案を作り、東京側が浅沼先生（注：国別援助計画策

定委員会主査、一橋大学教授）のコメント等をふまえチェックした。秋元公使が東京出張し、現地の考

え方などを説明した。 

今後はローリングプランの作成が大きな業務になろう。これについては先週金曜日（注：６月 24 日）

に本省より公電にて作成指示があったばかりである。ローリングプランは、現地で各スキームの重複を

排除し効率化することを目的に、今後５年間程度の案件形成のツールとして作成するものである。本年

度、インドネシアを含む 17 公館で作成予定である。モンゴルを例に本省で作成したプランがあるので

雛形となりうるが、各国の事情を踏まえて作成されよう。インドネシアでは国別援助計画にある支援の

重点 3分野（３本柱：「民間主導の持続的成長」、「民主的・公正な社会づくり」、「平和と安定」）を中心

に、円借款、無償、技協の各スキーム毎に想定される案件を年度ごとに位置づけていくイメージである。

今後 5年をタイムスパンとして作成される。 
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（２）ローリングプラン 

ローリングプランは、従来各スキーム別に個別に実施機関が作成していたプロジェクトの長期計画

を実施期間が共同で作成し、１枚のペーパーに落とし、情報共有しようとするものである。ノンコミ

ッタルベースでインドネシア側や他のドナーへの提供も考えられる。日本側の考えを踏まえインドネ

シア側での案件検討の便宜を図ろうとする趣旨である。なお、日本国内で積極的に公表する予定はな

い。案件形成段階のものであり先走るのもどうかとの考えからである。 

新規の案件の取り上げ方は今後の検討課題。試行錯誤しながら探ることになろう。円借款に関しては

インドネシア政府作成のブループリント（注：日本側に正式に要請がある前に BAPPENAS が各省庁から

の要請をロングリスト化しているもの）や要請案件を前広に提案させているロングリスト（注：日本側

とインドネシア側で調整したロングリスト）などを参考に熟度の高い案件を中心に作成することになる。

無償や技協にはロングリストがないので作業が必要になる。BAPPENAS に 400～600 件の要請が各省庁か

らあるのでその中から日本側でスクリーニングすることになろう。インドネシア側の要請に強い案件、

JICA が承知している案件などがベースとなろう。 

ローリングプランは、もともと各担当者が頭の中にあった長期予定を紙に落とし、関係者間で意識を

共有しようとするもの。公平性、透明性を高めようとするものと理解してもらったら良い。 

 

（３）案件の採択評価と TF の関与 

各要請案件は毎年 8 月にくる。無償、技協は統一要望として８月末に、円借款はやや遅れ８月末か

ら９月始め頃、要請を元にインドネシアと協議する。それを元に大使館、JICA で協議し、A、B、C の

評価を付す。A は当該年度実施、B は予算余裕により実施、C は案件が未成熟、の評価。この A、B、C

については、TF が C をつけたら日本側では Aや Bにはしないというのはそのとおりであるが、それは

Cは「検討に至るだけの情報がない」という意味であることによる（従って日本側は自動的に検討しな

い）。 

本省の窓口は、円借款は有償協力課、無償と技協は統一要望により技術協力課が窓口となり、関係

各課に配布する。その後、各スキーム毎に採択を検討する。スキームを組み合わせた援助全般の「プ

ログラム」はインドネシアの場合、国別 1課が総合的に担当する。 

個別案件の採択評価まで TF が行うことはない。採択は本省のスキーム担当者が関与するため。TF

は許認可するような場ではなく、やるべき分野の意識の共有化が中心である。TF がなくとも、円借款

のロングリストや草の根無償のガイドラインなど、もともと現地主導で長期的な視野の動きはあった。 

  

（４）TF と現地とのつながり 

現地では TF 以外に、(i)現地作成の ODA 広報パンフレットの作成、(ii)ODA 懇談会（インドネシア側

のビジネス界、学識経験者などを集め自由に議論してもらう場、(iii)官民フォーラム（投資環境整備

を目的に開催したが、通関、技能検定など協力案件が形成された）などを実施している。このように現

地の役割が大きくなってきた。 

JICA、JETRO は現地主義が強くなってきた。JIBC はまだ本店主義が強い面がある。TF により従来の単

年度主義で検討する傾向から長期的に考える意識を持とうとするものである。 

民間コンサルの考え方は従来通り、各担当書記官に情報提供してもらえれば、TF に適宜反映される。

従って、案件形成についてはコンサルの活動は従来とかわっていない。インドネシア政府機関との意思
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の疎通を密にして、新規案件の仕込みなどは大使館の各セクター担当書記官などの邦人 ODA 関係者に優

良案件に関する情報をいただきたい。なお、官民フォーラムの開催に UFJ 総研など現地にオフィスを持

つコンサルに協力を得た。現地にオフィスを持つ日本工営やパシフィックコンサルのようなコンサルの

方が案件形成をやりやすいという傾向はでてくるかもしれない。米国でも現地にオフィスを持つコンサ

ルをよく使う様だ。TF としての予算ツールは特別持っていない。必要に応じ、JICA などの予算を活用

する。 

BAPPENAS との関係は、特に従来と変わらない。BAPPENAS の地盤低下と財務省の発言権増大との声も

あるが、日本側からすればBAPPENASに従来通り援助窓口の一元化を期待するスタンスに変わりはない。 

 

（５）質疑応答 

Q JICA のホームページにインドネシアを含む 8 カ国で、在外主管を強化する試行を昨年秋から行って

いるとあるが、実体はどうか。 

A そのような動きがあるとは聞いているが詳細はよく知らない。但し、全体にはそんな方向で進むこ

とになろう。 

 

Q 借款要請はロングリストやブループリントから作成されると理解するが、無償や技協についてはど

のように絞っていくのか？ 

A ブループリントはインドネシア側が独自で作成しているもの。ロングリストはその後、ショートリ

ストに絞り込んで行くための材料の位置づけ。これに対し、ローリングプランは当面、採択された

案件を乗せる限定的なものとしてスタートしたいというのが本省の考えだ。まだ初年度なので、未

採択案件まで広げると、いろいろ制約がでることを懸念している。 

 

Q TF は個別案件に A、B、C評価をつけないものと理解したが、それでよいか。 

A その通り。TF が全体で決めるものではなく、個別案件毎に大使館とJICA などで評価案を作成し、大

使まで決裁を取るやり方は従来と変わっていない。なお、個別案件毎に実施阻害要因があったとし

て、TF で重要性の議論がされ認識が共有化されると、その阻害要因に働きかけ、案件が進むことが

ある等の効果はあるかもしれない。 

 

Q TF の検討結果は公開するのか。 

A 議事録は作成していない。参加者の理解に任せている。なお、基本方針などにかかる場合は議事録

をまとめ公電にて報告する場合がある。 

 

Q 東京から TF に検討依頼が来ることがあるか。 

A 現地ベースでよく検討せよとの指示が来ることはある。今後、増える可能性がある。 

 

Q 個別案件の採択結果情報を TF でシェアするのか。 

A 採択結果は JICA、JIBC 毎のベースで扱う。TFは個別案件には関心が薄い。アチェ復興、ノンプロの

タイムフレームなどの重要分野に関してなら別だが。 

 

Q JBIC－JICA 連携についてはどう考えるか。連携 DD に加え連携 FS、連携専門家などの話もでている。 
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A あまり意識は高まっていないと考える。詳細は各セクター担当書記官に聞いてほしい。 

 

Q アチェ支援と復興状況は 

A 徐々に各プロジェクトが契約段階に入っている。しかし、地方自治体の実施能力の問題もあり、人

材育成が重要である。 

 

Q 復興が遅れている理由に、地方分権と地方行政官の能力不足問題との板挟みになっていることがあ

るのではないか。 

A 津波災害では地方の役人も大勢被災し、人数が減った。行政官の人材育成が重要になっている。ア

チェ復興ではユドヨノ大統領がトップダウン的指導力を発揮している。すべてを失った所の復興は

困難をきわめているが、軍人的指導力でぐいぐいひっぱっている。他ドナーも、アチェ支援庁

（BAPEDA）設立とともに動きつつある。各ドナー事務所ではローカルスタッフの増員が続いている。

そもそも、３ヶ月で緊急支援を行うという計画に無理もあったが、ユドヨノの号令でトップダウン

式に強引に動かした経緯もある。そんな中で、日本の支援がいま一番進んでいる。ジャカルタにい

てはなにも見えないので、日本のコンサルも現地発の視点がもとめられている。USAID などではコ

ンサルが NGO をうまく使っている。 

 

Q TF では、平和と安定の課題に対し、アチェ以外のマルク、アンボン、パプアなどの地域ではどのよ

うに取り組んでいるか。 

A マルクには消防車供与を行っている。インドネシアが現地への立ち入りを制限している関係もあり、

平和構築支援においては大きい案件は動いていないが、防災や海賊対策などを考えている。 

 

Q 平和構築といっても、地方支援においてインフラ整備事業の費用対効果についてどう考えるか。 

A ガバナンス対策、教育支援などで入っていくことを考える。そもそも平和構築支援は今年２月より

始まったまだ新しい分野であり、武装解除や帰還兵士対策などが ODA 支援より先に行われるべきで

はないかと考える。 

 

Q TF にコンサルの考えをもっと反映させてもらえないか。 

A コンサルがどのような考えを有しているか知りたい。ただし、コンサルは個別案件に関心があるだ

ろうから、個別に担当書記官に情報提供してもらうのが一番良い。コンサル間の競争があるので、

全体の話を TF で聞くのは難しいだろうと認識している。NGO（日本 NGO、国際 NGO）とは定期的に会

って意見交換している。 

 

Q インフラサミットの成果は？ 

A １１月の次回開催時までには２倍ぐらいの資金供与を考えているが、高速道路などインドネシア側

がファイナンスを出せるものについての話が多く、そのため日本企業はあまり関心がなさそうな印

象を受けた。中国はIPP など、半官半民で行っている。 

 

Q 民間コンサルの抱えている案件は頻繁に担当者に情報提供することでTFに反映されるという理解で

よいか。 
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A 案件形成の前段階には、コンサルが持ち込む話、インドネシア側から要請される話、大使館が発案

する話など、各種の形態がある。しかし、いずれも材料に良いタマがないと数がいくらあっても良

い案件形成はできない。TF はその後の段階の話になる。良い案件形成にはコミュニケーションが重

要。良い案件形成をして大使館や BAPPENAS に持ち込んで欲しい。幸いインドネシアは ODA の枠が大

きいので、良い案件を実施できる余地が大きい。これまで、案件形成には商社が大きな役割を果た

してきた。しかし、近年は商社も人減らしや ODA への関心低下などが見られ、従来の機能を発揮し

なくなった。このため、良い案件形成にコンサルに期待している。特に現地事務所があるコンサル

はかなり動きが活発だし、意志疎通がやりやすいから大いに期待している。 

 

Q インドネシア側に TF の存在を通知しているのか。 

A 話としては紹介しているが詳細を正式には通知してない。 

 

 

2 JICA 

 

（１）ODA タスクフォースの位置づけ 

現場機能の強化を目的として結成されることになったのは周知のとおりである。以前からも連絡会などは

開いており、商工会議所などとのミーティングや CGI のための専門部会などでその機能の一部を果たしてい

たともいえる。今回は改めて、それらが再整理されたという認識がある。大きなレベルでは「拡大 ODA タス

ク」が立ち上がっており、２～３ヶ月に１回のペースで JICA、JETRO、JBIC、JJC が集まり情報の共有を行っ

ている。ハイレベル官民合同投資フォーラムなどについても議論した。 

ODA タスクフォースは、大使館、JICA、JBIC、 JETRO（最近参加）が参加して定期会合を開き、意見交換と

情報共有を進めている。ODAタスクフォースよりは詳細なレベルでは、CGIとの関連で専門分野ごとの専門部

会なども開かれている。 

 

（２） ODA タスクフォースの現状 

定期会合では、アチェ支援や各機関の動向に関する情報の共有がなされた。マスコミ懇談会として、日本

の ODA を広く理解してもらうために、マスコミ記者やジャーナリストとの意見交換会を実施した。また、有

識者懇談会として、日本のODA そのものや分野・課題ごとの方針などに関して、有識者（学識経験者、女優、

ジャーナリストなど）に意見を求めている。ODA タスクの成果としては、現行のインドネシア・国別援助計

画の第一稿を作成した。作成にあたっては、ユドヨノ政権の方針や考え方についても配慮し、第一稿は日本

側に送付し、一橋大の浅沼先生のコメントが反映され、最終稿となった。CGI 会合に関する対応について情

報を共有している。円借款事業の審査前の打ち合わせやロングリストのすり合わせ、技術協力や無償事業で

の案件審査への効果的なインプットが図られている。ローリングプランの議論や作成もタスクの大きな役割

である。NGO（オイスカ、PWJ、地球とともに歩む会 等）との懇談会も行っている。 

ODA タスクの結果、互いの機関の現状をシェアすることができ、効果的に活用できるようになった。 

各機関としての意見ではなく、「ODA タスクフォースとしての意見」というインパクトは大きい。しかしなが

ら、東京サイドで現地でのタスクフォースの動きをどの程度理解しているかは疑問が残る。責任や権限の付

与には至っておらず、「現場の意見を尊重する」というレベルに留まっているのも事実である。 
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（３） ローリングプラン 

ローリングプランについては、先週説明があったばかりで、その具体的な使い方については聞いていない（こ

れからの）状況である。 

 

（４） 調査と案件選定プロセス 

JICA の技術協力や無償協力案件の要望調査についても、そのプロセスで ODA タスクフォースが関わってい

る。例年 6月末～7月中旬、BAPPENASからは 600～700件もの案件が大使館に要望されている。それを踏まえ、

日本側から国別援助計画の重点項目や課題を説明するとともに、同計画に基づいた主要１６プログラムをベ

ースに JICA 担当者が適宜コメントし、7月末に案件のスクリーニングを BAPPENAS側に回答している。 

これを受けて、BAPPENAS は約 200 件程度に絞込み、正式に要請している。このうち 150件～160 件に関して、

各方面へのヒアリングを経て、例年 8 月末頃大使館と JICA が協力して案件評価を行っている。評価基準は、

A：プライオリティが高い案件、B：予算に余裕があれば実施する案件、C:案件としての熟度が低い案件、で

ある。 

単独のプロジェクトは、プログラムのインプットとして考えており、BAPPENAS ともプログラムの実施につ

いて議論している。専門家の役割について、これまでの要望調査は JICA 専門家が主導する部分があったが、

最近は JICA が直接受けるのではなく、それぞれの専門家がラインミニストリーを通して、BAPPENAS に提出

している状況である。つまり、インドネシア側のオーナーシップを尊重している。 

 

（５） JICA におけるプログラムの位置づけ 

国別援助計画と同時並行でプログラムを時系列に取りまとめた（別紙参照）。ODA予算が制限される中、プ

ログラムを充実させるための集中と選択は重要であると考えている。例年のことを考えると、正式に要請の

上がった約 160件のうち、約 40％は採択されているが、残りの約 60％は実施されずに放置されたままになっ

ていた。そこで、再度、ローリングプランのプラグラムとして組み入れることを考えている。16の優先プロ

グラムについては、それぞれ担当者が（兼任して）おり、管理している。 

 

（６） 質疑応答 

 

Q JICA 現地事務所による案件形成の方法 

A プロジェクト形成は、企画調査員、在外プロ形、その他コンサルタントへの発注によるプロジェクト形成

調査もある。 

 

Q コンサルタントからのインプットの方法 

A コンサルタントがプロジェクトやプログラムについて、JICA 側に相談する場合はそれぞれのプログラム

オフィサーにコンタクトすれば良い。ただし、基本的事項については理解しておくことと、相談のプライ

オリティを確実にしておく必要がある。 

 

Q 案件形成のポイント 

A コンサルタントが案件を形成する場合の留意点としては、常に事業化への結びつく（実現性のある）プロ

グラムの提案と Input としてのプロジェクト（開発調査、技術協力プロジェクト、無償）を念頭に置いて

いただきたい。 
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Q 在外主導について 

A 在外主導について、その趣旨や方向性については間違いのないところであり、事務所も順次進めているが、

詳細の手続きなどで多々の問題を抱えている。手続きフローの改善などが望まれる。在外主導によって課

題部の役割が不明確（あるいは減少）になっているとの指摘もあるが、本部での課題対応能力として役割

も重要であり、本部が所轄すべき案件も多々ある。JICA が横断的に扱うべき課題対応能力は、本部にて集

約、維持すべきで、課題部の機能と考える。 

在外主導によって煩雑になっているのは、調達手続き（契約交渉を含む）の部分である。在外主導となる

案件は、専門性が著しく高いもの、政治的案件、関係者の多い案件、規模の大きい案件など、また、プロ

ジェクトの属性によって、在外主導では難しい案件が対象となる。また、在外主導案件の国内委員会の設

置については、課題部に依頼している。 

 

Q ドナーコーディネーションの現状 

A ドナーコーディネーションについては、所員レベル（専門家含む）で対応している。日米コモンアジェン

ダによる生物多様性のフォローや ADB などとの連携も積極的に進めている。 

 

Q 津波の復興支援の状況 

A 津波の復興支援（バンダアチェ）については、インドネシア側の作成したブループリントに基づいて復興

省が進めることになっている。具体的には、JICA として①初期の緊急支援、②緊急開発調査によるし尿処

理場修復並びに西岸道路復旧支援（ノンプロ無償により施工される道路復興のための設計、入札図書作成）

に代表される基礎インフラ復旧、③中長期の復興支援として、復旧・復興計画策支援（緊急開発調査、バ

ンダ・アチェ市緊急復旧・復興支援プロジェクト）、社会・公共サービス改善（専門家派遣、トラウマ対策

のための行政能力強化支援）、住民生活向上（コミュニティー復興）、地域開発などを行っている（別紙参

照）。 

 

Q インドネシアの重点地域 

A 今後のインドネシアにおける地域的なプライオリティについては、地域開発全体の延長上で、重点の枠組

みを見極めた上で決めていくものである（回答は難しい）。 

 

Q 迅速 FS案件について 

A 迅速 FS については、道路プロジェクト等では土地収用などの問題もあり、なかなか難しい。空港保安や

テロ対策などでは適用できるかもしれない。 

 

Q ローカルコンサルタントについてのコメント 

A ローカルコンサルタントの能力については、ある程度認められるレベルであり、大学などの活用も薦めら

れる。 

  

           以上 
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3 JBIC 

 

（１）ODA タスクフォースにおける JBIC の役割 

タスクフォ-スは、大使館主導で月１回開催され、JBIC としては、有償資金協力案件についての情報

提供を主としている。 

 

（２）業務実施方針及びローリングプラン 

業務実施方針としては、ODA 全体を考え、JICA との情報の共有、連携を重視し、JICA 開発調査が円借

に繋がるように、又、セクターごとにどういうことをやるのかを明確にし、各セクターでプロジェクト

が続いていくようにしていく考えである。 

ローリングプランは、まだ作成していないが、今月大使館より指示があり、大使館と意見交換をはじ

めた。又、JBIC 本店からも指示があった。ローリングプラン作成にあたっては、無償、技協が円借に繋

がることを念頭におき、これまでの JBIC のツールをとりこんで作成するつもりである。作成には、数

ヶ月かかると思われるが、民間企業や JJC の意見も聞きながら進めたい。又、JETORO の FS も考慮した

いと考えている。いずれにしても、ローリングプランは、３者（大使館、JICA、JBIC）で作成すること

が一番であり、このことにタスクフォ-スの存在価値があると考えている。JBIC は、３年前からビンテ

ージリスト（今後５年間のセクター別プロジェクトリスト）を作成し、JICA 開発調査、無償から有償へ

の連携を引き出すことを始めた。外務省もこのビンテージリストをローリングプラン作成の参考にする

ことを推薦している。ビンテージリストは、本店開発第一部第２班がコピーライトをもっており、公開

資料ではない。しかし、必ずしも非公開ではなく、提供することも可能である。又、ビンテージリスト

は、インドネシア政府と合意する性格のものではないが、バペナスと情報を共有できるものと考えてい

る。 

 

（３）JBICと国別援助計画 

国別援助計画に基づいて、JICA では３つの柱、５つの課題、１６のプログラムに分類してワークキン

ググループを造ろうとしている。円借については、援助計画では投資環境整備をする方針を示している。

プロジェクトオリエンテッドであり、JICA のような細分化は考えていない。計画は、フレームワークで

あり、柔軟性を持たし、３年から５年先のものを考えている。JICA は単年度予算であり、予算に基づき

案件実施を進めるが、JBIC は単年度予算制度でなく、プロジェクトベースで進めている。 

 

（４）新規案件のプロファイの進め方 

案件形成については、各セクターで行うので、JICA 専門家の情報が特に重要であり、JICA、JETRO,

大使館、日本企業からも情報を収集する。各年度前にロングリストについて要請前協議を行い、対処方

針を決める。対処方針に基づき、ODA タスクフォ-スは要請前協議に情報を提供する。４月下旬に政府間

で協議、７－８月に Fact Finding Mission を出し、案件を絞り込み、ショートリストを作成する。

９－１１月に案件審査を行う。 

ブルーブックは、外国援助全てを対象とする計画であり、インドネシア政府が作成する。なお、主管

はバペナスである。このブルーブックは、スハルト政権時代には重要視されていたが、その後軽視され、

２００４年から復活した経緯がある。ブループリントはアチェの復興計画を示し、日本は外務省が主体

で作成している。なお、ブルーブックの中からロングリストが作成される。 
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（５）各省における専門家リスト 

1 月のビンテージリスト作成時に開発第一部は、JICA にそれを説明している。JICA専門家は来年度協

議の内容をよく理解しているので昨年から意見交換をしている。98 年の政変以降、各省の計画部局に配

属されている専門家が多いので専門家からの情報収集は重要である。したがって、2004 年から専門家の

所属ディレクトリーを作成している。現在、省庁再編中であり、７月末には最新版を作成する予定であ

る。JICA は、インフラから距離を置く傾向があり、有償との連携がないと感じている。２年前で JBIC

が実施していた案件は 30 数件あったが、その内数件のみが JICA 開発調査からの案件であった。 

 

（６）津波災害後のアチェの復旧、復興支援 

これまでの６ヶ月は緊急支援ということで、大使館及び JICA が主体であった。IBRD や UN も積極的に

活動している。１月に復興計画を作成する必要があるとのことで、JBIC、IBRD 及び ADB 間で合意し、３

月末までに計画を作成した。復興計画ではセクター毎に分割し、バペナスを主導としたタスクフォ-ス

が中心となり、そこに関係省庁やドナーが参加することになる。JBICとしては、インフラの部分につい

て支援することを表明し、インドネシアコンサルタントをバペナスに送り込んでいる。３月末に作成し

た４０億円のブループリントは、大統領に報告し、評価を得ている。 

また、JBIC としては、各国からの無償援助の総額が予想以上に大規模となったため、その無償の成果

を見極めた上で、中長期展望から見た有償を考えるとインドネシア政府に説明している。したがって、

現時点では、JBIC による個別プロジェクトの実施予定はない。今後、調整することになると考えている。

しかし、インドネシア政府よりセクタープログラムローンの要請があるので、それを付与する予定であ

る。ローンは、JBIC がインドネシアコンサルタントを雇用して実施することになる。今のところ、２０

０７年以降に有償が必要になると考えており、タスクフォ-スでも議論している。又、簡易サプロフも

計画している。 

元々、アチェは平和構築対象地域であったが、津波のため復興との二重テーマとなった。電力や基幹

インフラの必要性を感じている。１月に JICA 加藤所長と現地へ行ったが、州のバペダ（バペナス地方

局）のスタッフがほとんど亡くなっており、また、事務所が倒壊して機能していない状態であった。 

 

（７）質疑応答 

Q 今後、タスクフォースなどで現地の権限が強まり、コンサル選定も現地主導ということであれば、

コンサルも現地での意見交換が必要になる。現地事務所があるコンサルが有利になる傾向となるの

ではないか？ 

A JKT にオフィスを構えているコンサルは限られておるが、昨年各プロジェクトの PMとの懇談会を JKT

にて持った。遠くから JKT に集まってもらうのは心苦しいところである。四半期毎（１，４，７，

１０月）に案件促進会を開いており、新規及び実施中の円借プロジェクトの進捗状況を確認してい

る。参加者は、JBIC の他、実施機関の局長、バペナス等である。ラインミニストリーの総局長全員

を呼ぶ会合も第一四半期に開いた。 

 

Q JICA は、現地主義を強めているようだが、JBICはどうか？ 

A JBIC は、本店が司令塔となっており、SAF や SAPROF は本店が実施する。勿論、意見は現地からも出

し、案件形成段階では、現地がサポートする。発掘型、提案型のテーマ選定と理由は、現地主導である。
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しかし、JICA のような現地への権限委譲の余裕はないと考えている。 

                                 

 

4 JETRO 
 
（１）JETRO の現地での活動 

JETRO ジャカルタはユドヨノ新政権をバックアップしているが、飯村日本大使も同様なスタンスであ

り、インドネシアの経済インフラ整備や人材育成や投資環境改善を後押ししている。新政権の開発課題

である「民間主導の持続的な成長」の実現、民間主導による経済活性化のためのインフラを整備拡充し

て、経済関連制度や投資環境整備を含む幅広い経済活動基盤づくりの支援をしている。 

 

（２）ODA タスクフォースと JETRO のかかわり 

ODA タスクフォース（T/F）は、公使が主催し、JICA・JBIC でスタートし、JETRO は９月以降参加。ODA

援助政策の決定過程・実現の各レベルにおいて参画・発表し、情報の共有と交換を行っている。今まで

２～３回出席したが、T/F での情報を各機関がどう活用するか課題。現在は未だ不透明。ODA は時間が

掛かりスピードが遅いといわれる中で、効率的な援助支援のため JETROは今後とも T/F に係わりあって

いく。 

 

（３）SIAPについて 

JETRO は「SIAP（Strategic Investment Action Plan）：官民合同フオーラム」を推し進めている。SIAP

には、４つの分科会が設けられ税制改善。労働問題・インフラ・産業競争力の分科会で、日本人会 JJC

（Japan Jakarta Club）とインドネシア商工会議所（KADIN）をカウンターパートに進めている。特に

産業競争力の分科会では、インドネシアのローカル産業の競争力強化と技術力向上、人材養成を目指し

ており、サポーチング産業が育っておらず、家電・自動車産業ではなかなか現地調達率が上がらない。

JICA も支援を広げており、JETRO も JICA スキームで出来ない国の制度作りや現場の支援等の部分を補

完フローアップしていく。自動車産業ではトヨタ系の ASTRA や松下電器系の IPMG へ専門家を派遣して

いる。また、JODC 専門家とも連携し、投資アドバイザーとしてマッチング支援を行っている。 

ＥＰＡ（経済連携協定）が７月から開始するため、関税の引き下げ、自動車・電器・繊維等の分野で

競争力ある産業を育てるべく「産業戦略」の作成を議論している JJI に商品別グループの委員会を設置

し策定する。また、港湾施設、工業団地へのアクセス道路が問題となっており、円借款を活用した解決

を検討。JETRO としては、あくまで民の視点で応援したい。 

 

（４）ユドノヨ政権と「100日プラン」 

ユドヨノ政権は「100 日プラン」を策定し実施の終盤で津波被害に見舞われ、その対応に追われたた

め推進力が分散し、法律・制度の整備が遅れている。「100 日プラン」とは、新政権が経済界や援助国か

ら指摘を受け、外国投資を阻害する「高コスト経済」の改善、汚職の排除等を目的に策定された行動計

画。具体的には、当面の課題として公務員の規律向上、賃金・解雇・退職金等の労働問題の改善、投資

の阻害要因となっている地方税の見直し、奢侈品税の一部廃止、税関の効率化、インフラ整備への民間

参加スキームの構築等掲げてスタートしたもの。ユドヨノ政権は有言実行の政府として期待されている

が、スピードが遅く、どこの役所も幹部連中は一生懸命で熱心であるが、閣僚と官僚の間に乖離がある
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などなかなか進まない。まだ、メガワテイー政権時代のやり方が残っている。それが課題とされる。ス

ハルト元大統領の三男通称トミーの再審で最高裁は禁固 10 年を言い渡している。宗教省でのメッカ巡

礼資金の不正流用事件、マルク州マルク県トアル港での海運総局財務部長の汚職等問題が山積している。 

 

（５）公共事業の民営化 

水道事業、国営企業の民営化、などの分野ではさまざまな問題がある。制度づくり、料金体系、土地

の収用所有権など難しい問題である。ジャカルタの水道事業は民営化されているが、水質に問題があり

大腸菌汚染が心配されている。これは配水管に排水・下水が沁みこんでいるのが原因とされ、井戸を原

水としている所帯も多い。高速道路（20 案件）整備は進んではいるが、スピードが遅い。電力供給整備

も計画より遅れている。インフラ・サミットは本年１１月に再度開催される予定。「外国・内国投資法」

を一化した「新投資法」の原案が９月の国会に提出される予定。紛争解決・調停など国際法の平均的内

容が盛り込まれているが、所得税法の改善なども含めたインセンティブが明確でない。アウトプットが

十分出てきていない。 

 

（６）日系企業の取り組む課題 

ユドノヨ政権には、バクリ経済調整相、アンドン、マリ商業大臣、アンワル等産業界の KADIN からの

推薦者がリーダーシップを執り制度改革に取り組んでいる。日本との関係では、税・通関、労働、イン

フラ、産業競争力・中小企業の４分野で改善等の協議を進めている。 

具体的には、税・通関では、課税制度が不透明、納税の仕組みに柔軟性が欠けており、付加価値税の

還付がいつも遅れる等があり、通関については手続きが複雑で時間がかかり、効率がきわめて悪い等が

指摘されている。労働問題では労働法が未整備のため解雇に時間がかかり、懲戒解雇の場合でも退職金

を支払う義務があり、残業代や有給休暇が労使協定ではなく労働法に規定されているように前近代的な

状況にある。インフラ分野では、これは JBIC の担当ではあるが、ジャカルタ港のコンテナ輸入に時間

がかかり、新規コンテナターミナルの整備、物流に支障がでている道路の渋滞解消や空港の近代化、さ

らに電気・水道・道路料金の適正化が求められている。この分野では“インフラ・サミット”によるフ

ォローが期待されている。産業の競争力の分野では、AFTA・日 ASEAN 経済連携の進展の中、インドネシ

アは生産拠点としての位置付けが見直されつつあり、周辺国との競合を勘案すると早急な産業の競争力

の確保・裾野産業・中小工業の育成が焦眉の急とされる。日系企業にも、現行の 38%という現地調達率

を 50%にまで引き上げる希望がある。 

 

（７）質疑応答 

 

Q 最近のインドネシア経済は如何ですか。 

A インドネシア経済は、近年経済成長、輸出入が拡大し、物価、為替レート、金利が安定的に推移し、

財政赤字も縮小化し、マクロ経済は安定を達成しつつある。2004 年の経済成長率は、目標 4.8%で

あったところ 5.1%を達成し、2005 年の第１四半期は 6.35%と目標 5.5%に対し順調に推移。消費も

7-7.5%と拡大し、自動車・二輪車・家電等製造業の生産も増大。設備投資も拡大が見込まれる。し

かし、韓国・台湾企業に対し、日系企業は振るわない。インフレ率は 6%前後で終息し、為替レート

も大幅な下落はない。金利は 7.5%まで下がり落ち着きを見せている。外国投資は一時 100 億ドルま

で拡大したが、最近は減速。しかし、4輪車は過去最大の 48.3万台を達成し、二輪車は 388.8 万台
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と過去最高を示し、家電も好調であることから、投資拡大のニーズは高い。活発な消費意欲を反映

し、ショッピングセンター等の建設ラッシュが見られ、KADIN 系の建設会社が受注しているが、稼

働率ではばらつきが見られる。 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

2005 

（1st 

Q） 

GDP成長率（%） 4.9 -13.2 0.3 4.9 3.8 4.4 4.9 5.1 6.35 

物 価 上 昇 率

（%） 
11.1 77.6 2.0 9.4 12.6 10.0 5.1 6.4 8.81 

為 替 レ ー ト

(R/$) 
4,650 8,025 7,100 9,595 10,400 8,940 8,465 9,290 9,980 

SBI 金利（%） - 48.4 22.8 12.4 16.5 15.1 10.1 7.5 - 

国内投資（兆

R） 
119.3 58.0 53.9 95.5 58.9 25.2 50.8 36.7 9.08 

外国投資（10

億ドル） 
33.7 13.6 10.9 16.0 15.2 9.9 14.0 10.3 4.28 

内日本（10 億

ドル） 
5.4 1.3 0.6 2.0 0.8 0.5 1.3 1.7 0.17 

 

インフラ部門では、港湾部門においてタンジュンプリオク港で、トヨタが専用バースの建設を決定、

スラバヤや西ジャワ、カリマンタン等でも港湾建設が計画されている。鉄道では、ジャカルタ MRT（日）、

メダンーアチェ間 60km（仏）、ジョクジャカルタ（中国）等で新規プロジェクトが検討されている。

韓国も売り込み攻勢があるが、安全性や料金システムの導入が課題。一般庶民が手が届かない懸念も

ある。その他、電力分野では、新規発電所、配電網の整備が計画されている。プルタミナは中部リア

ウ州で大規模な地熱発電事業を検討、北スマトラではサハラ地熱発電事業が計画されている。アチェ

の復興の関連では、復興のため環状道路が提案されている。ジェネコンは韓国系や地元企業が安く日

系は戦えない。90 年代スラバヤ空港拡張工事が最大であったがその後は少ないが、メダン新空港が検

討されている。水力発電等も新規プロジェクトが出てきている。IPP の問題はほぼ片付いたが、案件

は少ない。計画停電はないが、短期間にわたる停電、特に地方都市で心配されている。道路では、ス

ラバヤージャカルタ間の高速道路が入札に掛けられている。 

 

Q インフラ・サミットのその後はどうか 

A インドネシアのインフラ整備に向けた国際会議が、去る 1 月 17 日、18 日と 20 ヶ国以上から 700 人

を上回る参加者を得て開催された。席上、経済調整大臣から、今後 5 年間に失業率を 9.7%から 5.1%へ

下げ、貧困率は 16.6%から 8.2%に削減し、GDP 成長率は 5.0%から 7.2%へ拡大する目的を達成するため、

インフラ投資額を GDP 比 20.5%から 28.4%へ引き上げると表明。所要額として 5 年間 1,450 億ドルが必

要とされ、国家予算から 250億ドル、社会保険公社等から 300 億ドル、ドナーから 100 億ドルを調達し、

残額 800 億ドルについて内外民間投資を求めたいとした。しかし、求めらている「ルスクに対する政府

保証」については、財政に与える影響等を考慮しつつ検討するとし、「インフラファンド」については、
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「保険会社、年金基金、資本市場がファンドを形成できるよう」資本・金融市場の発展に努めるという

表現に止まった。ただ、91 件 225 億ドルのプロジェクトが 3 月から入札が開始され、高速道路等 11 件

が 6月に入札との報道がある。なお、道路・水道・電力等への民間参入のための規定見直しは進んでい

ないとされる。 

 

5 BAPPENAS  

 

（１） APPENAS 派遣の日本人専門家 

BAPPENAS には通常以下の４名の日本人専門家が配属されている。Aid Coordinator（援助調整）２名の

枠で、現在は飯島氏（JBIC出身）の１名。代々JICA並びに JBICから各１名派遣。JICA からの１名は現

在交替し、後任者は 2005 年 8 月から赴任予定。また、Planning 部署に１名の枠があり従来経企庁から

派遣され、現在は内閣府から派遣。今後、派遣を継続するか現在検討中。さらに、NGO 連携担当に西田

専門家（JOCV出身）が派遣されている。上記以外にセクター毎に多いときには、４～５名の短期派遣専

門家も派遣されている。 

 

（２）JICA専門家の役割 

 BAPPENAS における ODA 全般に係る支援・調整が主たる業務である。JBIC 出身であるが、円借款案件

のみの支援ではなく。無償、技協も扱う。ただし、無償資金協力案件については、大使館が直接 BAPPENAS

と協議することもある。年次協議前後の各案件のすりあわせ、事前根回しなどを行うこともある。案件

不採択の場合、インドネシア側からの疑義、不満などにも対応・説明し、双方の風通しをよくすること

に努めている。BAPPENAS における案件絞込みに直接関与することはないが、会議などには機会があれば

参加している。しかし、言葉（インドネシア語）の限界もある。コンサルタントの皆さんとの情報交換

は重要と考えており、いつでも訪問頂ければ歓迎する。 

 

（３） 現地 ODA タスクフォース（T/F） 

インドネシアでの T/F は、JICA派遣専門家が参加できるシステムになっておらず、専門家は直接関っ

ていない。大使館の担当次第では、「バングラデシュモデル」のようにシステマティックなＴ／Ｆがあ

る国もあるが、インドネシアではそこまでやってはいない、「情報交換のための月例会」という性格で

ある。インドネシア側の BAPPENAS の主要メンバーは、Ｔ／Ｆが発足したことを知識として知っている。

JICA 専門家がもう少し活用されるシステムであればよいと考える。 

 

（４） 円借款の要請プロセス 

2005 年度要請案件の要請プロセスは、地震によるアチェ支援の影響で例年に比べ遅れている。いつも

は例年、前年 12 月末に BAPPENAS から各省庁に案件要請を出すよう指示が出されるが、本年は、2 月に

指示が出された。各省庁から挙げられた案件リストを過去数ヶ月にわたり議論して取り纏めたもの（ロ

ングリスト）が 6月第 4週、日本大使館に提出された。今後の動きは、政府間事前協議を経て、案件の

ショートリストとなる。実際は、9月ごろを予想する、従いアプレイザルは、11月以降であろう。一方、

例年１１月に開催される支援国会議（CGI）も同様に遅れている。本年は 12 月に開催したいが、Mid-Term 

CGI もまだ開催されていない。Mid-Term CGI の開催を 8月に目論んでいるが、これが遅れると本会議に

近づてしまうので憂慮している。2005 年要請案件の特徴は、地方主導案件の増加が挙げられる。しかし、
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中央政府から地方政府への On-Lending システムが確立していない現時点では、地方政府主導案件の実

施は困難と考える。また、地方政府の実施能力に疑問がある並びに手続きが複雑な案件は、ニーズが高

くても、日本側が敬遠することになる。従って、地域のニーズと実施案件とにギャップが生じること懸

念される。PLN 案件も On-Lending による同様な問題を抱えている。 

 

（５） ビンテージリスト 

JBIC が各実施機関と案件を協議するときの材料として認識されており、T/F メンバーには、JBIC から

配布されている。BAPPENAS との協議にこれを用いるかは今後の検討課題。 

 

（６） ローリングプラン 

JICA 主催の JICA 派遣専門家を対象にした説明会が開催され、JICAから要望調査を今後ロングリスト

方式（ローリングプランに組み込む）とするとの説明があった。各省の専門家の中には、これに異論を

唱えた専門家もいた。 

 

（７） アチェ支援について 

日本のノンプロ無償146 億円はあまり動いていないので、円借款の話がしにくい状況はある。日本側

からインドネシア側には、円借款活用の検討が可能との意見は伝えてある。本年 1月頃は、各国から無

償資金協力資金が集まったため、インドネシア側に有償資金は不要との意見もあったが、現在、BAPPENAS

並びに一部実施機関は、中長期の復興に円借款必要との意見を持っている。本年度円借款案件のロング

リストにアチェの復興を入れること水面下で検討中である。 

 JBIC は、現在案件要請をだしても円借款の手続きには時間がかかり、実施は２年後程度先になる。従

って、現在から要請しおくべきとの示唆をしている。今後、BAPPENAS がインドネシア政府内のコンセン

サスをとり、必要資金額を算定することになる。 

 ノンプロ無償資金 146 億円の状況について、一例として、道路の復旧について日本の分担を決める前

にアメリカが復旧を開始したりしたこともあり、これまで、あまり動きなかったが、6月末に JICS によ

り公示がある。個別の実施機関との案件協議の予定は立てられていない。 

 

（８） BAPPENAS の立場について 

2004 年 12 月に「国家開発計画法」が成立し、BAPPENAS が国家開発計画の立案を行う法的根拠が整備

された。スハルト政権時代から、BAPPENAS が国家開発計画を策定していたが、大統領令によるもので、

法的根拠は無かった。スハルト政権後、うしろだてが無くなり、ワヒド政権時代は BAPPENAS の存在す

ら否定され、メガワティ政権では、シンクタンクとしての捉え方しかされておらず、BAPPENAS の力は衰

退していった。これに対し、国家開発計画策定において財務省の発言力が増大した。2003 年に財政法が

成立し、開発予算編成の権限を財務省がもつことが明確になったことにより、顕著になった。しかし、

「国家開発計画法」成立により、まだ、両者の役割分担についてあいまいな部分があり検討が行われて

いるものの、計画策定を BAPPENAS が行い、財務省が財政法に基づき予算編成を行うことが確立した。 

この状況下、BAPPENAS は２００６年から実施される「Medium-TermExpenditure Framework(MTEF)を策定

する。BAPPENAS と財務省の 2省庁が計画策定に関与することは透明性の向上に寄与すると考える。 

 

（９） 地方開発について 
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国家計画は BAPPENAS、地方開発計画は州ごとの BAPPEDA が管轄し、両者の関係は国家開発会議におい

て調整される。BAPPENAS は中期（５ヵ年）開発計画（RPJN）および長期開発計画（20 年）を作成し、

現在は年次計画を作成している。中央では、BAPPENAS が中心的役割を担うが、地方において計画、予算

確保、実施を担当する体制が弱いこともあり、地方開発案件においても BAPPENAS が中心とならざるを

得ないと考えられる。BAPPENAS は公務員のトレーニングファシリティが充実していることもその一因で

ある。地方政府、州、県、郡の実施能力のレベルに極端な差がある。ワヒド、メガワティ両政権は、地

方での民主化を推進したが、その一方で州政府の強化は独立につながるとして地方政府の能力強化を懸

念していたことにもよる。 

 

（９）インフラサミット 

前回（2005年 1 月）のインフラサミットは、民活案件を中心に議論されたが、民活と公共投資の役割

に関する議論が不足していた。 次回（2005 年 11月）での議論に期待する。前回提示された 90 件案

件の選定に BAPPENASは関与していないが、その選定プロセスが不明である。 

 

（10）PRSP（貧困削減戦略ペーパー）について 

PRSP（インドネシア語では、SNPK）が 4年がかりで作成され、現在ドラフトが大統領まで提出され、今

後、国会での承認を待っている。日本側として、欧米ドナーの勝手な PRSP 推進を危惧している。世銀・

オランダは、2004年に日本側への連絡なしにマカッサルに世銀・オランダ共同で「東部インドネシア地

域事務所」を開設し、PRSPを東部インドネシアにおいて実施しようとしていることは、欧米イニシアテ

ィヴの表れとして、日本側は不快感を示した。 
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 Ⅳ 今後の課題と提案 

 

 

 

●定期的な協議 

●案件形成の拡充 

●国別援助計画への参画 

 

 

１． コンサルタントとの定期的な協議の場の設置 

今回、タスクフォースの関係者を訪問し共通に感じた点は、ODA 関連機関が同じ土俵の上に立って一体

感をもって意見交換・情報交換を始めたことである。従来は、そうした場がなかったかと言うと、決し

てそうではなく、非公式には協議・意見交換をしていたが、それはあくまで個々の機関の意思決定を尊

重し、お願いベースの情報収集や情報提供であったようである。例えば、円借款案件であれば JBIC が

大使館と協議し、JICAの開発調査の実施が望ましい場合は JICA事務所を通じ本部にその旨要請し、JICA

本部はそれを受け開発調査の候補リストの優先順位と見ながら調整し、対応できるかペンディングか決

定してきた。これまでの問題は、現地で意見交換・意思疎通を図っても、現場での判断・裁量が限られ

ているため、本部での決定を待たざるを得なかったことである。そして、結果的に現地のニーズに即応

できないことが多々あったと言える。こうした中、今回の変化は東京で想像していた以上に現地の一体

化と現地化は進むように思える。ODA タスクフォースが設立されたことで、これまでの非公式の協議か

ら正式な協議の場として公式に認知され、情報交換は一層緊密化し、案件の絞込み・選定ではこれまで

以上に現場の判断が重視されていく。関係者の説明では、案件選定で現地が Aと判断したものが東京サ

イドの判断で Bや Cになっても、現場が Cと判定したものが東京サイドで Aや Bになることはないとさ

れる。すなわち、現場がやらないと判断したプロジェクトを本部がやると言うことはないというのであ

る。 

これは、案件の発掘・形成（プロファイ）活動を行っているコンサルタントの立場からは重大な変化で

ある。これまでプロファイ結果は、現地大使館や事務所に報告することはあっても、最終的な判断は本

省・あるいは本部という認識から、東京でのプロモーションが最優先されてきたからである。しかし、

これからは現地でのプロモーションを今以上に強化しなければ、A として評価されず優先案件として発

出されない懸念がでてきた。これまで以上に大使館・ODA 実施機関の現地事務所を訪問し、プロジェク

トの意義や重要性を十分説明し理解していただく必要がある。その意味で、毎年適切な時期に現地で短

期間のタスクフォースとの集中協議の機会を設けることを提案したい。 
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２．ODA タスクを支援する現地事務所所管の調査委託業務の拡充  

今回、インドネシアODAタスクを活動が急速に拡大している現状から、国別援助計画の作成に止まらず、

個別のプロジェクトの企画・立案の活動がきわめて重要となってきている。こうした活動は、ODA タス

クのメンバーだけでは無理であり、一部現在派遣されている各分野の専門家の方々が動員されていると

聞いているが、本格的に事前調査を検討するためには分野毎の専門知識は不可欠である。そこで、ODA

タスクによる案件の企画・立案を支援する新たなコンサルタント活用スキームの創設が求められる。具

体的には、JICA や JBIC 現地事務所の支援として案件形成調査に一定期間コンサルタントが従事できる

スキームの創設・拡充も求められる。現状では「在外プロ形」のような現地事務所がコンサルタントを

調達できる事業があるが、これは地元に事務所があるローカルコンサルタントの活用を目指したスキー

ムと理解している。日本 ODA 事業に相応しいプロジェクトの企画・立案のためには、ODA に通暁した日

本のコンサルタントに委託するのが最良と言え、是非ともにほンのコンサルタントが参加できる新たな

ODA タスク支援スキームの構築を検討したい。 

 

３． 「国別援助計画」作成へのコンサルタントの参画 

現在外務省では、ODA 綜合戦略会議を通じ「国別援助計画」を策定中にある。完成した国は、インドネ

シア、スリランカ、ベトナム、モンゴル、パキスタンであり、インド、タイ、ラオス等の9カ国が策定

中あるいは改訂作業中にある。従来国別援助計画は、当該国の開発支援のあり方を含め開発ニーズの掘

り起こしを行い、結果的に社会セクターから経済・産業・投資セクター、道路・鉄道・電力・通信等イ

ンフラ分野まで検討したため、優先順位のないすべてが大事な総花的な国別援助計画となり、他の途上

国の国別援助計画と比べても大差のない計画書との批判を浴びていた。事実、コンサルタントの立場か

らも総論的な援助計画であると、具体的なプロジェクトまで言及していないことから関心は薄く、マク

ロな視点では世界銀行やアジア開発銀行の Country Assistance Strategy(CAS)や Poverty Reduction 

Strategy Paper(PRSP)をみれば十分との認識があった。 

各省 

途上国政府 

ODA タスク 

要請 回答 

外務本省 

JICA 

JBIC 

検討依頼 
回答 

各省 
各省 

各省 
コメント依頼 

回答 

・ 国別援助計画 

・ 要請案件の検討・提言 

ECFA グループ 

定期的意見交換 
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しかし、今回インドネシアの国別援助計画の策定過程と同計画に基づく具体的な開発プロジェクトの立

案では一貫した方針があり、その過程で ODAタスクフォースがドラフトを作成する程、実は大きな役割

を果たしてきたことが判明した。次ページに示す「インドネシア国別援助計画の重点分野と JICA 協力

プログラムの整理」は、JICA のタスクフォースが国別援助計画を踏まえて JICA の重点協力プログラム

を立案すべく整理したチャートである。すなわち、国別援助計画の大きな目標としてイ）民間主導の持

続的な成長、ロ）民主的で公正な社会造り、ハ）平和と安定 の３本柱が提案されており、それを具体

化すべく JICA では５つの協力重点分野を設定。それが、１）民間投資主導のための環境整備、２）ガ

バナス改革、３）貧困削減、４）環境保全、５）平和構築・復興支援である。さらに、これらの協力重

点分野をさらに具体的な協力プログラムにおとして纏めたのが、次の１６プログラムである。a)経済・

財政・金融政策支援、b)投資環境制度整備、c)中小企業・裾野産業支援、d)産業人材のための高等教育、

e)経済インフラ整備支援、f)司法改革支援、g)国家警察改革支援、h)地方分権支援、i)基礎教育改善支

援、j)保健医療支援、k)社会福祉・雇用対策支援、l)地方開発支援、m)食料安定供給、n)自然環境保全

支援、o)都市環境改善支援、p)平和構築・復興支援である。 大事な点は、これらの協力分野が決定さ

れていると、コンサルタント側で新たなプロジェクトの発掘・形成をする際、これれと違う分野をいく

ら一生懸命に発掘しても採用されないことを示している。ただ、幸いなことにこの１６プログラムは幅

広く取り上げられているため、これらプログラムに馴染まないセクターは実質ない気がする。しかしな

がら、こうした精緻なプログラム化がすでに実施されているのは再発見であった。 

コンサルタントは、インドネシアに限らず、経済・財政、中小工業、教育・人材養成、医療・福祉、交

通・電力・上下水道等経済インフラ等広い分野で、多くのプロジェクトを立案・実施しており、現場の

貴重な経験とノウハウを蓄積しております。しかし、国別援助計画を作成するODA タスクフォースある

いは「ODA 綜合戦略会議」のメンバーにコンサルタントは参加していないため、こうした幅広い・有益

な知見が活用されていない状況にある。是非国別援助計画を作成に当っては、コンサルタントの代表が

参加できるよう提案したい。 
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参考：インドネシア国別援助計画の重点分野と JICA 協力プログラムの整理 

 

国別援助計画における重点分野  JICA 協力重点分野と協力プログラム 
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