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異主体間の協働・支援事業による新たな価値創造モデル 

ODA事業分析からの示唆 

Value Creation through the Collaboration and Mutual Assistance between the Independent Actors 

-Case Study and Analysis of Official Development Assistance- 

 

沖浦 文彦 Fumihiko OKIURA†  

 

ODA事業は受入国と支援国という社会経済的背景が異なる主体（国）が相互に連携・支援し、

受入国にこれまでなかった価値を創造するとともに、その結果を受入国の持続的オペレーション

につなげることで社会経済状況の改善を意図するものである。そしてその実施環境はめまぐるし

く変化する動的複雑性の中にある。本論文では P2Mの手法を活用し、ODA事業を複数のシステ

ム群が組み合わされた「異主体間の協働・支援による価値創造事業」としてモデル化する。そし

てベトナムにおける ODA事業事例をこのモデルをもとに考察し、モデルの構造に起因するリス

クと機会、より良い成果をあげるために必要となる条件及び望ましい協働と支援のあり方につい

て考察する。まとめとして本論文で検討したモデルとその特性について、産官学連携事業など

ODA以外の事業での適用可能性を示唆する。 

キーワード： 政府開発援助（ODA）、P2Mツリー、システム群、価値創造、3S モデル、キャパシ

ティデベロップメント 

 

The Official Development Assistance (ODA) aims at creating value, which has not existed in the recipient 

countries, through mutual cooperation between donor and recipient countries, each of which has different 

social and economical backgrounds, and leading to sustainable operation. The environment of its imple-

mentation is under dynamic complexity. In this paper, the structure of ODA programs will be modeled by 

incorporating P2M framework as combination of a number of systems for “value creation through the 

collaboration and mutual assistance between independent actors”. Then, this paper will analyze the risk 

and opportunity attributed from the structure and necessary conditions and input elements for better re-

sults with reference to P2M theory. Finally, the feasibility of the framework discussed in this paper in 

programs other than ODA will be referred. 

Keywords：ODA, P2M Tree, Combination of Systems, Value Creation, 3S Model, Capacity Development 

 

１.はじめに 

2014年 4月発行の P2Mガイドブック改訂 3版[1]では「P2Mプログラムマネジメント」の目

的として「激変する社会」における「変化が激しくて複雑な問題」の解決対処、特に当事者に

因果関係が分かりにくい「動的複雑性」への対処を挙げている。また「事業、プログラム、プ

ロジェクト」の考え方として、安定した繰り返し性が望ましい活動群を「オペレーション」（終

わらないために努力する仕事）と、「事業の状況を大きく変化させ課題を解決する、原則とし

て有期性（一過性）で目標が達成されれば終了となる業務を「プログラム、プロジェクト」（達
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成し終わるために努力する仕事）と定義し、事業はこれらの組み合わせであるとしている。 

政府開発援助（ODA）事業は、開発途上国の社会経済的な課題解決のために、支援国（日本

など）が何らかの資源（資金、技術など）を提供（投入）して両国が協力することにより、受

入国にこれまでなかった何らかの価値を創造する、つまりイノベーションを生み出すことを意

図する事業と言える。創造される価値、イノベーションの内容は、道路・橋梁建設などハード

インフラ整備から法整備支援などソフト分野まで内容は多岐に渡るが、いずれの事業も「動的

複雑性」の中で実施され、最終的には開発途上国自身によるオペレーションにより継続的に価

値を生み出すことを目的とする「プログラム、プロジェクト」である。 

本論では ODA 事業を複数のシステム群が組み合わされた「異主体間の協働・支援による価

値創造事業」としてモデル化し、P2M理論に提示されている枠組みを活用してベトナムにおけ

る ODA事業を題材にその特徴を検討し、価値創造のための条件と望ましいプログラム、プロ

ジェクトマネジメントのあり方を示すこととしたい。 

 

２．ODA事業の構造 

2.1. システム群としての ODA事業 

ODA 事業は、価値創造のために支援を受け入れる開発途上国（以下、「受入国」と呼称する）

と支援国という、いずれも相互に独立した意思決定体系と能力、リソースを保有する主体間で

事業にて目指すミッションとその達成方法について具体的取り決めを交わし、その内容に応じ

て活動を実施するものである。そして最終的には受入国の社会経済状況の向上、改善のための

価値の実現を図るものである。 

ミッション達成のためには、P2Mガイドブック改訂 3版[1]では「プログラムマネジメント」、

「プロジェクトマネジメント（群）」の実行とそれらを支える基盤（事業経営基盤、知識基盤、

人材能力基盤）が必要と定義している。個別案件によりこれらの組合せ、活動内容は異なるが、

その活動は「多くの構成要素が有機的な秩序を保ち、同一目的に向かって行動するもの」たる

「システム」[1]を構成する必要がある。 

ODA 事業では価値創造を目指し事業を実施する主体たるオーナーは受入国であり、支援国

は「支援事業」の実施主体であって事業そのもののオーナーではない。 

受入国は独自の社会経済的な背景と文脈、及び多くのステークホルダーを持つ。その下でプ

ログラムあるいはプロジェクトの実施について、同国としての意思決定や各種承認などのプロ

セスにより予算や人員を動員して事業基盤を整え、プロジェクトマネジメント、プログラムマ

ネジメントの活動をおこない、事業ミッションの達成を目指す。このシステムを本論文では「オ

ーナーシステム」と呼称することとしたい。 

支援国側も同様に独自の社会経済的背景と文脈のもと、ステークホルダーの関与の下で支援

の実施に関して定められたプロセスを経て予算や人員を確保し、「支援事業」のミッションの

設定とその実施責任を負っている。こちらは「サポートシステム」と呼称する。 

そしてこれら２つのシステム間での相互活動が発生するが、この部分が ODA 事業における
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主要な活動である。この活動もシステムとして構成されるものであり「相互システム」として

定義する。「相互システム」は、（a）情報などの共有・交換、（b）意思決定、方針などの確認

及び働きかけ、（c）資源（資金や技術など）の投入、移転、の組み合わせであると言える。 

このように ODA事業は３つのシステムがミッション達成にむけて相互に連関しながら展開

する構造（図２−１）となっている。 

 

なお図２−１のモデルは支援側が１カ国の単純なものであるが、実際には複数（国際機関な

ど含む）で連携しての支援や、複数国を対象とした支援などさまざまな形態があり、その場合

はモデルの複雑性は増すこととなる。この点は後段において考察することとし、本論では支援

国が１カ国のモデルにて、特にベトナムにおける日本による支援の事例を基に考察を進める。 

ODA における価値創造システムとキャパシティデベロップメントに関して、中村による先

行研究 [2]がある。同研究では ODA と 3S モデルの関係、プログラムアプローチによるキャパシ

ティデベロップメントとそれらを通じた価値創造について考察し、特に価値創造におけるサー

ビスモデル段階の重要性について述べている。本論文ではこれらの内容を踏襲している。一方、

中村の論では ODA 事業を一つのシステムとして捉えているが、本論文では上述の３つ（以上）

のシステムから構成されるものと考えることとしたい。その上で、その特徴に起因する課題の

内容とそれに応じた望ましい事業マネジメントのあり方について考察したい。 

 

2.2. オーナーシステム 

受入国のオーナーシステムにおいてはステークホルダーが多岐に渡り、活動の実施内容や段
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階に応じた複雑なやり取りが受入国内部においておこなわれることとなる。その内容を簡略に

まとめたものが表２−１である。事業内容やステージに応じて、これらステークホルダー間で

の情報交換、意見具申、指示命令、意思決定・承認行為などが行われている。それらを通じて

そのためのプログラムマネジメント、プロジェクトマネジメント、基盤形成をおこない、事業

オーナーとしてのミッション達成を目指している。 

表２−１ ステークホルダーの構造 

階層 ステークホルダー例 

中央省庁間 事業担当ライン省庁／財政省／計画投資省／首相府など 

単一省内 事業担当局（事業体；大学、病院など）／財務担当局／建築担当局など 

担当局内 局長／関係課／Project Management Unit (PMU)など担当チームなど 

担当チーム内 PMUなどのリーダー、構成員相互 

中央と地方等 中央政府／地方政府／民間など 

裨益者等 事業裨益者（住民等）／事業により悪影響を受ける者 

これらステークホルダーは自国の社会経済的背景、文脈を共有している。ここで言う背景、

文脈とは広義であり、文化、価値観、考え方と言った無形のものから、国家統治体系、法体系、

予算システム、経済状況などと言った可視化、数値化が比較的容易なものまでを広く含む。 

かかるステークホルダーの関与の下で受入国は、個別事業において自らが持つ基盤（事業

経営基盤、知識基盤、人材能力基盤）を用いてプロジェクトマネジメント、プログラムマネジ

メントを実施してミッションを実現する事業遂行が必要である。 

 

2.3.サポートシステム 

支援国側のシステムも構造は受入国のものと類似しており、多くのステークホルダーが階層

を持って関与している。JICA 事業を例により記載すると表２−２のとおりとなる。 

表２−２ 支援国側ステークホルダーの構造（JICA事業の例） 

階層 ステークホルダー例 

省庁レベル JICA／外務省／財務省／関係省庁など 

JICA内 本部（地域部・課題部・関係部など）／在外事務所など 

担当部署内 部内／所内、担当ユニットとマネジメントなど 

その他関係者 関連する民間関係者など 

専門家など JICAと契約関係にある専門家／同コンサルタントなど 

納税者 日本国民（納税者） 

こちらも同様に、支援国（日本など）の社会経済的背景、文脈を共有している。その上で支

援する側としてのプログラムマネジメント、プロジェクトマネジメント、基盤形成をおこなっ

ているが、その内容はオーナーシステムを支援するためのものである。またミッションもオー

ナーシステムと方向性は同じであるが、サポートシステムにおけるミッション記述は「受入国
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がミッション達成出来るようにする」ことである。その実現（支援）を目的として、プログラ

ムマネジメント、プロジェクトマネジメント、基盤の形成強化を図っている。 

 

2.4. 相互システム 

上述の２つのシステムの連関、交換が相互システムである。その内容は前述のとおり（a）

情報などの交換、共有、（b）意思決定や方針などの確認及び働きかけ、（c）資源（資金や技術

など）の投入、移転が組み合わされたものとなり、すなわち事業全体としてのシステムのコン

トロールとコミュニケーション、それらを通じた資源の移転を担う部分である。ここに関連す

るステークホルダーは連関、交換の活動をおこなうもののみであり、オーナーシステム、サポ

ートシステムのステークホルダーを合わせたものより絞り込まれることとなる。 

このシステムは受入国と支援国の間をつなぐ部分であり、特に（c）はサポートシステムか

ら資源を移転、有効活用して ODAとしての付加価値を生み出す部分であり、これらを（a）（b）

を通じていかに成果をあげるかが、ODA 事業実施におけるポイントである。 

 

３．ベトナムにおける ODA事例による検討 

ODA 事業の内容、すなわち設定されるミッションは多岐にわたり、実施手法は移転される

中心的な資源により資金協力、技術協力に大別される。資金協力は支援国から受入国に向けて

の無償あるいは有償（借款）による資金の移転と、その事業実施のための関連活動（設計、積

算、調達、施工等）をおこなうもので、施設、機材などのハードの整備に用いられることが多

い1。が、プログラムローンによる財政支援等もある。技術協力は支援国から受入国に投入され

るものは技術などソフトが中心である。資金協力と技術協力を一体的に実施する事業も多く、

対象分野課題も多岐に渡る[3]。 

本章では前章で設定したモデルを用いて ODA事業の特色を明確にするために、ベトナムで

の ODA事業の特徴的事例を、参考文献[1]にある次のプログラムの種別を用いて分析をしたい。 

（１） オペレーション型プログラム：大規模なプラント建設などのように「達成すべき目

標は契約などにより開始時点で具体的に確定的」であるが、その大規模性により多

数のプロジェクトに分割して全体を統合してマネジメントするもの。 

（２） 戦略型プログラム；「どのような価値を目指したい」という概念的な戦略的目的の

みで始まるプログラム。 

また、ODA事業と P2M理論の 3S モデルの関係について、中村が先行研究[4]にて整理してい

る。スキームモデルは「企画・構想するステージ」、システムモデルは「ハードやソフトを創

り上げるステージ」、サービスモデルは「運営して事業価値を創出し、届けるステージ」とな

ること、及びこれらの時系列の展開とキャパシティデベロップメントの関係が整理されている。

                                                   
1 資金協力にはハード整備以外にもプログラムローンや一般財政支援など多様な内容があるが、本論の目的に
照らすとそれらはハード整備（プロジェクト型借款）や技術協力の応用に該当すると考えられることから、本

論ではハード整備（プロジェクト型借款）を念頭においた議論をおこなうこととする。 
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本論文ではこの中村による検討を援用して考察を進めたい。 

 

3.1. オペレーション型プログラムの事例 

「達成すべき目標は契約などにより開始時点で具体的に確定的」であるオペレーション型

プログラムは、3Sモデルからは実現すべきサービスモデルが明確であるということであり、必

要に応じてスキームモデル、システムモデルの支援を通じてサービスモデルを実現し、その運

用を通じて社会に継続的に事業価値を創出することと言える。資金協力によるハードインフラ

整備の多くがこれに該当し、この事業で創出される価値はインフラ整備事業の効果（例；橋梁

の建設による移動時間短縮、下水処理場整備による都市環境改善など）と言える。円借款など

資金協力事業にあたっては受入国と支援国それぞれにおいて、発掘、形成、審査、合意・契約、

調達（コンサルタント、工事等）、施工監理、完工、事後監理と言った多くの手順を経る2。 

2.1.の構造においてオペレーション型プログラムは、このような手順と資金投入を効果的、

効率的に進めるためのマネジメント体系とそれを支える基盤群に基づく事業である。 

 

（１）ベトナムにおける排水整備・下水道円借款事業 

ベトナムでは排水改善、下水道普及による水質悪化抑制、洪水被害軽減を目的とする円借款

事業を多数実施している。それらより実施時期の近い３件[5]を比較したものが次表である。 

表３－１ ベトナムにおける排水・下水道整備事業比較 

 南部ビンズオン省 

水環境改善事業 

第 2期ホーチミン市 

水環境改善事業 

フエ市水環境改善事業 

目的 下水道システムの整

備・拡張を行うことに

より、同地域の下水道

普及率の増加とサイゴ

ン河流域の水質悪化抑

制を図り、もってホー

チミン市及びその周辺

地域の生活環境の改

善、上水道水源の保全

に寄与するもの。 

ホーチミン市における排水・下水

道システムの整備を行うことによ

って、同市の洪水被害の軽減と水

質改善を図り、もってホーチミン

市の都市環境・生活環境を改善す

るもの。 

フエ市のフォン川南側既

成市街地における排水・下

水道システムの整備を行

うことにより、同地域の洪

水被害の軽減、水質の改

善、廃棄物管理の改善を図

り、もってフエ市の都市環

境・生活環境を改善するも

の。 

借款供与額

（供与年度） 

7,770百万円（2006年

度） 

1,557百万円（2005 年度） 

13,169百万円（2007 年度） 

計 14,726百万円 

20,883百万円（2007年度） 

事業内容 ①下水処理場建設

(17,650 m3/日)、ポンプ

場建設、下水管敷設 

②コンサルティング・

サービス (詳細設計、

入札補助、施工管理等) 

①下水処理場整備（328,900m3/

日）、遮集管整備、運河改修、合流

管整備、ハンバン地区排水施設整

備。 

②コンサルティング・サービス 

(詳細設計、入札補助、施工管理等) 

①下水処理場整備（17,100 

m3/日）、運河改修、合流管

整備、維持管理機材調達 

②コンサルティング・サー

ビス (詳細設計、入札補

助、施工管理等) 

進捗状況 2013年 5月に完成済み 調達中。2017年完成予定。 調達中（一部工事開始済

み）。2017年完成予定。 

このようにほぼ同時期に類似の事業を開始しても進捗には大きな差が生じ、事業によっては

「遅れ」の問題が深刻である。円借款事業ではオーナーシステムやサポートシステム、相互シ

                                                   
2 詳細は http://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/procedure/pdf/04.pdf 等を参照のこと 

http://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/procedure/pdf/04.pdf
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ステムそれぞれで多くの手順が必要である。例えば、調達計画作成、調達時の評価、資金支出

管理等において、準備、申請、決定、承認、通知などの行為があり、その各段階において「遅

れ」が生ずる要因が存在する。また事業期間が長期になることから、事業環境の変化などによ

りステークホルダー間での優先度設定に差異が生じ、その調整に時間を要する等の問題もある。 

 

（２）ベトナム南部港湾開発 

事業期間中に状況が変化し、当初の事業目標が現実と軋轢が生じると言った動的複雑性への

対応問題も発生しうる。その事例のひとつに、ベトナム南部の港湾開発を挙げたい。 

ベトナム南部ではホーチミン市の河川港が中心的役割を果たしているが、貨物取扱量の限界、

入港可能な船舶容量の限界（水深の問題）、航路混雑、水質汚濁、貨物自動車の交通渋滞など

多くの問題が発生している。そこで各種マスタープラン等に位置づけられた上で、ベトナム政

府予算及び日本の円借款を用いてホーチミン市に隣接するバリアブンタウ省に「カイメップ・

チーバイ国際港」を開発することとなった[6]。同港湾は 2013年 1月に開港したが、一方でホー

チミン市の河川港も整備拡張が進められるなどの影響でその取扱量は計画通り伸びていると

は言い難い状態にあり、これは世界銀行のレポート[7]においてもベトナムの公共投資の非効率

性の事例として紹介されている。この問題は特定の港湾建設のプログラムではなく、より上位

の「ベトナム南部港湾配置公共投資プログラム」と呼称すべき上位レベルでの問題である3。 

このようにオペレーション型プログラムの支援にあたっても「移転される資金の効率的運用」

の実施のみでは十分ではないケースもあり、受入国のミッションやそのための上位のプログラ

ムマネジメントに関する検討が必要である。すなわち双方の合意文書にある事業スコープやそ

のステークホルダーに留まらない範囲で問題が拡がっている事例でありこのような複雑性へ

の対処のためには、「オペレーション型プログラム」として検討される前段階において、より

広範囲なステークホルダーの参加を得てスキームモデル、システムモデル部分について十分検

討がなされる必要がある。 

 

3.2. 戦略型プログラムでの事例 

この類型は ODAでは、「最終的な達成目標が明確ではない状態」から目標を明確にする支援

をおこない、その結果たる設定目標の達成を目指すものと整理できる。すなわち受入国の既存

の社会的文脈との整合性を取りつつ、支援国より技術、概念などを持ち込みこれまでなかった

（あるいは十分ではなかった）しくみや方法論などの価値を創造するスキームモデル段階から

の支援と言える。 

 

（１）職業訓練学校支援 

職業訓練学校支援として JICA は、2000年以来ハノイ工業大学を対象に３次に渡る技術協力

                                                   
3 港湾の運営体制などその他の問題も存するが、本文記載の内容が主因と考えて差し支えない。 
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を実施し長期専門家派遣などおこない[8]高い成果をあげている。ハノイ工業大学では日本式職

業訓練について深く理解し、近隣の日本企業との関係構築（就職支援、ニーズに応じたカリキ

ュラム改訂など）を進めるとともに、ベトナム国内での他校への普及にあたっては支援の出し

手となり、その成果はベトナム国内担当省庁幹部、各地の職業訓練校で広く認識されている[9]。 

かかる達成を受けて JICAは円借款で 10校程度の職業訓練校の施設整備をおこなうとともに、

ハノイ工業大学のノウハウをその対象校に普及する技術協力を準備しているところであり、国

としてのスキームモデル、システムモデルの確立という展開普及段階に入っている。 

これはハノイ工業大学が人的資源基盤、知識基盤を持つコアグループとなり、その成果をベ

トナム側関係者も広く認知し普及させようという段階に入っているものと言え、オーナーシス

テムが確立、強化されていると評価できる。 

 

（２）法整備支援 

JICAはベトナムに対して法整備支援を 1996年より現在まで実施している[10]。その結果司法

省には高いレベルのカウンターパートが育成され現在は日本人専門家と民法改定などについ

て高度な議論をおこなっている。法整備支援は各国が実施しており、その方法論には多くの議

論がある4。特に受入国の実情を理解しないコンサルタントが出身国の法律をもとに起草してし

まい、それが機能しない、あるいは他の法体系と整合性がとれなくなる等の問題点が指摘され

ており、ヴェロニカ・L・テイラーは、アフガニスタンの銀行法がアメリカ人専門家により「起

草」され、選挙による政権の成立前に、現地公用語に翻訳されることもなく、暫定統治機構に

より採択された例などを紹介している[11]。 

日本による法整備は、長期専門家が現地語を用いてカウンターパートと対話しながら法律案

を作成していくなど丁寧なアプローチをとっており、ベトナムでも高い評価を得ている。改正

民法を例にとると現時点では司法省案は国会の全面的理解は得られていないが、理解が得られ

るまで粘り強く取り組みを続ける意思と能力を持つカウンターパートが育ってきている。つま

り司法省など直接のカウンターパートの能力は向上したが、その展開について国会を含むオー

ナーシステム全体の理解を得る段階には至っていない。しかし自らの考えと意思を持つカウン

ターパートが主役となり、今後の展開を牽引することが期待される。 

 

（３）母子保健手帳導入支援 

ベトナムにおいて日本は母子保健手帳の導入支援をおこなってきた。JICAの技術協力プロ

ジェクト[14]は 2014年 12月まで実施され、モデル地域４地方省での活動を通じて母子手帳のモ

デルはでき、モデル地域での普及は進んでいる。しかし全国展開には至っておらず、ベトナム

保健省が展開計画を検討している段階にある。このように母子保健状況改善に貢献する基盤と

なる成果品はできたところであるが、その普及と適用には課題が残っている。 

                                                   
4 参考文献［11］、［12］、［13］などの議論に本項の記述は依っている。 
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同プロジェクトでは JICAによる支援実施中はパイロット４省分の母子手帳印刷経費は JICA

が負担していたが、その過程で母子手帳以外の保健関連の配布用フォーム（例；予防接種記録

など）の印刷を各ドナーに依存し、ベトナム側予算が確保されていない、すなわちドナーの支

援が終了すると追加印刷もできなくなるという実態が明らかとなった。これに対応すべく、

JICAの支援においては民間より広告を募り経費を捻出する試みを始めており、この取り組み

も含めて全国展開を検討しているところであるが、ドナー依存の構造への対応は JICA にとっ

ても課題である。 

 

3.3. ODAシステム群の構造に起因するリスクと機会・特徴 

以上の事例等より、ODAシステム群が内包するリスクと機会は以下のようにまとめられる。 

 

（１）「遅れ」リスク 

全体システムが動的複雑性の環境下にある中で多くのステークホルダー間の相互関係にお

いてミスコミュニケーションの発生、利害対立、単純な事務作業停滞などの多くの要因により

システム内での連関がスムースに運ばず「行動と結果との間の途切れ」である「遅れ」5が発生

し得る。遅れの内容は方針・政策などの意思決定から、単純事務作業に至るまで階層性を持つ。 

それらリスクが生ずる要因は、（a）オーナー及びサポートシステム内部における、プログラ

ムマネジメント能力、プロジェクトマネジメントの不十分及び各種基盤の不足が挙げられる。 

そして ODA事業においてはシステムが少なくとも３つに渡り、それぞれにて遅れリスクが

あることから、単一システムの事業に比して遅れの発生が累乗的に高くなる可能性が高い。

ODA 事業においては、これら「遅れ」リスクの予見と対応は事業実施にあたって最重要課題

のひとつである。 

 

（２）「関連プログラムとの整合」に関するリスク 

ODA 事業は受入国と支援国の関係者によるプロファイルマネジメントを経てそのスコープ

について合意する。しかし、ベトナム南部港湾開発の事例にあるように、ODA 事業の直接関

係者が関与しない、あるいは関係者間での調整が不十分な場合は、同スコープの枠外に存する

関連する他プログラムとの不整合が発生するリスクがある。これは事業の「遅れ」の要因の一

つとなるばかりでなく、事業効果そのものに悪影響を及ぼしかねない重要な事項である。 

 

（３）「依存」リスク 

ODA 事業は相互に合意したミッション達成のために、高い譲許性を持って資金や技術が支

援国より受入国に投入されることが定まっているものである。すなわちミッション達成にあた

って支援国の存在が前提となっていることから、受入国側の意識として「当該課題解決に関す

                                                   
5 ピーター・M・センゲは参考文献［15］においてシステム思考の基本構成要素のひとつとしてフィードバッ

クプロセスの「遅れ」を挙げている。 
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るコミットメント」ではなく、「特定のカウンターパートが支援を受けるということへのコミ

ットメント」となってしまうことがあると言える。その結果として課題解決事業は支援国の存

在が前提となる依存の構造となることがある。 

支援国側に責がある場合もある。支援国側において事業が所定の成果を挙げられなかった場

合に、支援の仕方に問題があったと見なされる事態を避けようとする思惑や、あるいはカウン

ターパートとの丁寧なやり取りなど手間を要する作業を避けるために、受入国を差し置いて形

式的な成果を作ってしまう、ということもある6。特に事業実施を JICA 等ドナーがコンサルタ

ントや NGO等と委託契約を締結して実施する場合、受託者が受入国の能力強化等よりも「期

間内での成功裏の契約業務完了」の体裁を整えることを優先し、受入国を置き去りにして形式

的に成果指標の達成を図ってしまうこともあり得る。 

 

（４）受入国と支援国間の背景・文脈の差異によるリスクと機会 

既述のとおりオーナーシステムとサポートシステムの構成主体の社会経済的背景、社会的文

脈は異なる。その差異は可視的（文書化可能）な差異である法制度、国の統治体系、行政や予

算の制度、規模のほか、自然条件、歴史的、文化的な背景、それらに基づく人々の意識などに

差異がある。例えば「市場経済」という用語の理解、「国の統治のあり方」、「公務員の業務意

識」、「約束」という用語の指す意味などに国ごとに一般的理解に違いがあると言って差し支え

なく7、一般に「日本の方法をそのままコピーしても動かない」としばしば指摘される。ODA

システム群はこれら背景の差異を前提と考える必要がある。 

一方、この差異はリスクであるのみならず機会である8。イノベーションに関して野中らは「こ

れまでなかった関係性により知識資産を生み出し、組み合わせ、事業価値に変換すること」を

イノベーションと定義し、そのために必要なのは「高質な知識創造プロセスの構築」と「知的

俊敏性のある経営モデル」が必要と述べている[16]。ODA事業は支援国側よりこれまでなかっ

た知識を持ち込み、それを受入国固有の背景、文脈、知識を踏まえて組み合わせ（関係性を構

築し）適用可能な事業モデルをつくり、事業価値を創造するものと考えられる。 

 

（５）P2Mツリーにおける「基盤群」を始点とする強化 

P2Mツリーにおいては一番下に３つの基盤群が置かれている。法制度整備支援の事例、職業

訓練学校支援の事例に見られたとおり、達成目標自体が明確ではない戦略型のプログラムにお

いては、コアグループの育成より開始する。そしてコアグループの成果を受けて組織レベルの

強化がなされ、その後にプロジェクト・プログラムマネジメント実施段階を経て社会に価値を

                                                   
6 3.2.（2）で紹介したアフガニスタンの銀行法の例は典型例である。 
7 ベトナムを例にとるとその歴史的経緯や現在の政治体制より、日本とは「市場経済」「公務員に対する一般

社会の見方」は明らかに異なる。このように国単位で一般的理解の差異が存すると考えて問題ないと考える。 
8 人材育成の分野の理論には、参考文献［17］等にある「個人が所属する組織の境界を往還しつつ、自分の仕

事・業務に関連する内容について学習・内省すること」と定義される「越境学習」等があるが、ODAにおけ

る人材育成はこれに類似するものと考えられる。 
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創出するという流れが見られる。この流れは、秩序だった戦略的開発のためにはまず適正な開

発計画を策定するとともに、その段階において人材面、組織面、制度面のキャパシティデベロ

ップメントが必要とする中村の先行研究[4]にもある通りである。 

 

４．価値創造のための取り組みに関する考察 

第２章に提示したモデルを用いて第３章においてODAが持つリスクと可能性において考察

をおこなった。ここではそこで明らかとなったリスクへの対とより効果的な支援とするための

事業運営にあり方について考察する。 

 

4.1. 構造的なリスクへの対応 

（１）プラットフォームマネジメントによる対応 

これまで指摘したリスクの共通点は事業ステークホルダー間の意思疎通、情報共有、及び意

思決定のあり方に関連する。同時に事業はこれらステークホルダーそれぞれの職能、専門性を

適切に結集することで推進される。「遅れ」リスク及び「関連プログラムとの整合」に関する

リスクへの対応及び価値創造の機会検討にあたって、プラットフォームマネジメント[18]の重要

性を指摘したい。 

JICAのODA事業では合同調整委員会、ステアリングコミッティ、ポートフォリオ会合など、

関係者が会して情報共有をし、方針を承認する場を持つが、それらは「相互システム」におけ

るプラットフォームである。３つのシステムでは構成員も異なり、プラットフォームも３つの

システムそれぞれにおいて必要である。例えばベトナム南部港湾開発の事例に見られたような

上位プログラムとの関係についてはオーナーシステムにおけるプラットフォームマネジメン

トを適切におこない、「相互システム」プラットフォームを通じてその内容を支援国と共有し

てもらうことが必要である。そのためにプラットフォームマネジメントの必要性の指摘や構築

支援、資料作成などを通じた実施促進、結果の事業への反映などについて、支援国より働きか

けをおこなうことが、「遅れ」回避、事業の促進の観点より重要である。サポートシステム内

部でも同様のプラットフォームマネジメントが求められる9。 

これに関連して ODAの特徴として多様なステークホルダーが存することを指摘し、そのマ

ネジメントの実践に関する考察とした中村による先行研究[19]がある。同研究では事業の初期段

階よりサービスモデル構築までのステークホルダーの関係の設計、構築について考察しており、

本論文もこの成果に依っているものである。一方、同研究において中村がステークホルダー間

の関係性を一つのシステムとして捉えているのに対して、本論文では上述の３つのシステムと

して捉え、システム間の関係性に着目し考察した。ODA事業は支援国と受入国の間の事業で

あるがゆえ、事業に関係する両国のステークホルダー全体を管理出来る立場の者は居らず、受

入国と支援国それぞれのステークホルダーマネジメントが必要である。そしてその中から特に

                                                   
9 中村、亀山は国際緊急援助を題材に支援国におけるプラットフォームマネジメントについて詳細に検討して

いる[20]。本論文では受入国、相互システムを含むより広義なプラットフォームマネジメントを検討している。 
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ODA 事業と直接関係する両国のステークホルダーで構成されるのが相互システムであり、そ

こでも事業推進のためにはステークホルダーマネジメントが必要である。 

2-1にて言及した二国間ではなく複数の支援国（機関）があるケースは(a)内容が関連する複

数のプロジェクト間での調整（活動レベルの調整）、(b)受入国の分野（環境、保健など）毎の

調整（アウトプット、アウトカムレベルの調整）、(c)複数ドナーの協調によるプログラムロー

ン、など多くの類型がある。それぞれプロジェクト間の定期会合や、分野別の支援国会合など

のプラットフォームを設け、複雑性に対処しているが、これらは 3Sモデルの各段階にとり有

効である。特に(c)の類型ではプロットフォーム作りがプログラムの目的となる場合がある10。 

 

（２）「遅れ」リスクへの対応のためのオーナー側の能力強化支援 

3.3.にまとめた「遅れ」の要因となる「プログラムマネジメント能力、プロジェクトマネジ

メントの不十分及び各種基盤の不足」については、支援により強化することが可能である。資

金協力（円借款事業）においても資金の移転以外にコンサルタントの派遣によるプロジェクト

実施手続きの促進の他に、オーナー側が整えるべき文書の作成支援（例；オーナー側にて必要

なプロジェクト承認に必要な文書や材料の整備、提供）や、調達方法に関するセミナーなど、

多くのソフト分野の支援をおこなっている。 

 

（３）「依存」リスクへの対応 

「依存」が発生することによる問題は、（a）支援の非効率さという支援実施中の問題ととも

に（b）支援効果の持続性への疑問という支援終了後の問題がある。 

特に支援効果の持続性の問題は重要であり、この問題を避けるためにはサービスモデルを常

に意識したスキーム、システムモデルの開発を早い段階から受入国とともに進めることが重要

である。その検討の中には、支援効果の拡大のための資金協力の実施も含まれる。 

また支援にあたってコンサルタント等への委託により事業を実施する場合は、サポートシス

テム内のマネジメントにおいて、コンサルタント等とカウンターパートの関係性に JICAとし

ては常に留意する必要がある。 

 

4.2. プログラム内容に応じたアプローチ 

3.3.（5）で考察したとおり ODAによる協力の成果が社会に実際に価値を生むまでは、特定

のカウンターパート機関の能力向上を経て上位の政府機関全体としての認識、能力向上が進み、

そして社会に対するサービス提供、という段階があった。3.1.の戦略型プログラムは社会に対

するサービス提供という段階に直接関与するものであり、定められた目標を効果的、効率的に

達成するためには、プロジェクトを確実に遂行するための支援、すなわち資金の投入とその円

                                                   
10 典型例に「ベトナム気候変動支援プログラム」（SPRCC）がある。これは支援国（日本、世界銀行、オース

トラリアなど）とベトナムが気候変動分野の政策対話を持ち、政策アクションの設定とその達成状況を評価し、

その結果により一般財政支援をおこなうものである。詳細は以下の URLなどを参照のこと。

http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2012_VN-C16_1_s.pdf 
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滑かつ効果的な実施というプロジェクトマネジメント部分を中心とした支援が必要である。 

一方で戦略型プログラム特定のカウンターパートを対象に、受入国において持ち込まれた概

念を理解し、咀嚼し、自らの状況に適合したものに適応できる人的資源と組織的資源の形成よ

り開始することとなる。つまり受入国側の「基盤」形成より開始するということであり、P2M

ツリーでは、「知識基盤」及び「人材能力基盤」等の形成への支援のための「技術資源の投入」

という形態と表現できる。そして社会において価値を発現するためには形成された基盤の上に

スキームモデル、システムモデルを形成し、最終的にはサービスモデルつなげること、すなわ

ち成果の組織化、制度化とその運用が必要である。 

「サービスモデル」に該当する運用のためには「人材確保、施設整備、経常的予算措置」が

必要であり11、ODA による資金の投入（資金協力）を実施することもある。このように戦略型

プログラムを経てオペレーション型プログラムへとつなげる事業は、ベトナムでは 3.2.にて紹

介した「日本式職業訓練校の展開支援（ハード、ソフト）」などがあるが、対象が少数の基盤

形成の成果を拡大普及するためにはこのような投入パターンも含めて検討する必要がある。 

 

4.3. 課題対応に関するオーナーシップの重要性 

前章でまとめたとおり、動的複雑性の中での３つ（以上）のシステムが連関する ODA事業

においては遅れリスク要因は高い。このリスク軽減のためにはプラットフォームマネジメント

や受入国の能力強化などをおこなうものの、すべてのリスクを想定した対応を事前におこなう

ことは不可能である。かかる状況の下で最も重要なことは、当事者たる受入国が事業の必要性

と目的について十分理解し、その実施について責任を持つという強いコミットメントとそれを

裏付けするオーナーシップを持ち、支援国とともに問題を解決し事業を前に進めることである。

これが不十分なまま実施される事業は、大きな困難に直面した際に乗り越えることができるか

疑問であり、「依存構造」に入ってしまう、あるいは「遅れ」が甚だしいまま放置されてしま

うという事態が予見される。 

なおオーナーシップについては中村の先行研究[4]でも触れられており、そこでは受入国のオ

ーナーシップは低い段階より始まり、システムモデル段階に 100%となると考察されている。

オーナーシップについて、事業実施能力を中心に定義するとかかる整理は適切であると考えら

れるが、「当該課題に取り組むという意思、責任感」と考えた場合は、当初より 100%に近いオ

ーナーシップを受入国側が持つことが必要である。 

 

4.4. サポート側の相手国理解の重要性 

これまで記載したことを総合すると、次の観点よりサポート側が相手国について不断の理解

を深める努力は、極めて重要である。 

（a） 相手国のニーズや資源の保有状況を適切に把握するため。国全体の中で個別の協力

                                                   
11 参考文献［3］ではサービスモデルが機能するための条件を考察している。 
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を位置づけ、相手国にとってのプライオリティや相手国が提供可能な資源に関する

理解は不断に深めることが必要である。 

（b） プラットフォームマネジメントのため。4.1.に記載したプラットフォームマネジメン

トを効果的に実施するためには相互システムによりオーナーシステム側に効果的に

働きかけが必要であり、相手側の意思決定システムとポイント、キーパーソンなど

を把握しておく必要がある。 

（c） 個別分野の状況について理解するため。3.3.（4）にまとめた「システム間での背景・

文脈の差異によるリスク」を低減させるためには、かかる理解が必要である。 

 

これまでの本章での分析は図４−１のとおり図示できる。 

 

必要条件として、オーナーシステム側の「課題対応に関するオーナーシップ」とサポートシ

ステム側の「相手国に対する理解」がある。それを前提として３つのシステム毎に存するプラ

ットフォームマネジメントを適切に遂行する必要がある。これは相互システムにおけるものだ

けでなく、受入国、支援国それぞれが自らの責任で、自らのプラットフォームマネジメントを

遂行する必要があることを意味している。そしてプログラムの類型に応じた中心領域に対する

支援を実施する際に「遅れ」や「依存」などのリスクを低減させるとともに、戦略型プログラ

ムからオペレーション型プログラムへの発展（拡大、普及）が期待できると言えよう。 

 

4.5. キャパシティデベロップメントと P2Mツリー 

ODA の目的は受入国における社会経済状況の改善であるが、それは事業オーナーである受
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入国の「キャパシティデベロップメント」を通じて実現される。「キャパシティデベロップメ

ント」という考え方の基本的枠組みは「個人、組織、社会レベルでの能力開発」である[21]。こ

の枠組みと P2Mツリーによる支援対象であり実施主体であるオーナーシステムを重ねると、

図４−２のとおり模式的に示すことができる。基盤部分は、最終的には組織レベルで持つべき

キャパシティであるが、それを支えるのは個人のキャパシティデベロップメント（能力向上）

が基本である。その上で具体事業に伴うプロジェクトマネジメント群の遂行は担当省庁などの

「組織レベル」での実施となる。更に幅広い連携やプロジェクト群の統合をおこなうプログラ

ムマネジメントでは担当省庁のみならず、広く政府部門あるいは政府部門以外を含む幅広いス

テークホルダーである「社会レベル」の能力と関心が必要である。 

 

５．結論 

本論文では ODA事業について、当事者たる受入国と支援国という異主体間の協働・支援に

よる価値創造事業と捉えた上で、P2Mツリー及び 3S モデルなど P2Mの手法を用いてベトナム

の事例を用いて検討したものである。そして効果的効率的な価値創造のために、その事業構造

故のリスクと可能性、リスクへの対処の考え方、事業に必要な条件、創造する価値の性質によ

る支援国から受入国に対するアプローチの違いなどをまとめた。 

ODA 事業はその性質や資源投入の譲許性の高さより支援側と被支援側に明確に分かれて実

施されることから、「異なる主体間での協働・支援」事業としては、主体間の位置づけの差異

や構造が極めて明確な事業である。一方で「動的複雑性の中での異なる主体間での協働・支援」

事業は ODAのみに限定されるものではない。「主体」の設定を「国」に限定する必要はなく、

企業、グループ、コミュニティ、更には同じ組織内の異なる部署同士と言ったように主体の定

義を置き換えて考えると、同様の構造を持つ事業は多い。産官学連携事業や PPP 事業はその典

型例である。国と国の差異ほど大きくはないかもしれないが、それら主体間においても背景や

組織的文脈についての差異の存在という構図は同様であり、本論文で考察した構造とそれに伴
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うリスクと機会、留意点等は、同様の構造を持つこれら事業全般に応用することが可能である。

ODA はその譲許性の高さ故に「支援」あるいは「援助」事業と呼称され、本論文でもかかる

意味合いから「協働」に加えて「支援」という用語を用いた。ODAに限定しない一般的な構

図で考えると、相互システムとして一方が他方に片務的に資源や技術などを提供するのではな

く、相互に資源をやり取りすることとなる。その場合は「依存」のあり方が複雑になるなど

ODA との違いはあろうが、ODA以外の事業であっても本論文で提示した「システム群」の構

造に由来する特徴（リスク、機会）とそれへの対処に関する考え方は、基本的に適用可能と考

えられる。 
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