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日本がベトナムにて政府開発援助（ODA）を再開し 20 年以上になり、トップドナーとして幅

広い分野にて技術協力、資金協力（借款、無償）などを実施している。本論では JICA が実施す

るベトナムにおける ODA 事業の現状と課題について、P2M の枠組み、特に 3S モデルを用いて

総論的に整理、分析し課題を抽出することを目的とする。最初に ODA 事業の特徴を P2M の観

点から整理するとともに、ベトナムにおける協力分野間の関係性の分析をおこなう。更に個別事

業における具体問題事例について分析し、ODA の成果が協力終了後も定常的に活用され、サー

ビスとして提供できるようにする（機能するサービスモデルの構築）のための条件と相手国（ベ

トナム）の問題構造を明らかにするとともに協力検討の枠組みを考察し、今後の課題の抽出をお

こなう。 

キーワード： 政府開発援助（ODA）、ベトナム、3Sモデル、サービスモデル 

 

Japan has been a leading development partner for Vietnam since 1995 until now. JICA is conducting 

Technical Cooperation projects, Grant Aid projects and ODA Loan provision in Vietnam. This paper aims 

to analyze and draw the comprehensive structure related to JICA’s ODA projects/ programs, especially by 

focusing on “3S model” framework. ODA can play leading role in development under “scheme” and 

“System” models only, however “Service” model portions are most important for the people of recipient 

country. Under the understanding, this paper analyzes the result of specific technical cooperation project 

in Vietnam to clarify the issues to be tackled and challenges, for sustainable utilization of JICA’s coopera-

tion results, for our further consideration to improve the operation. 

Keywords：Official Develop Assistance, Vietnam, 3S model, Service Model 

 

1. はじめに 

日本はベトナムに政府開発援助（ODA）を長く実施するとともに二国間関係として 1995 年

以降一貫してベトナムにとり最大の支援国となっており、JICA はその実施を担当している。

ODA 事業では取り組むべき課題は多いものの活用可能な資源は限られており、効果的、効率

的な協力を実施するためには、課題の構造を背景とともに分析し、取り組みの優先順位や協力

の枠組みについて検討することが必要である。本論ではかかる問題意識への対応にあたり、相

手国の状況分析、協力事業の検討、実施監理にあたって P2M を用いたアプローチが有効であ

るという仮説の下、ベトナムを題材に P2M の枠組み、特に 3S モデルの観点より ODA 事業を

分析し、その特徴と構造を明らかにしたい。更に具体事例を通してベトナムにおける ODA の
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効果発現のための課題について検討し、同国固有のものも含めて構造と問題点を描き、今後に

向けた教訓、提言と課題を抽出することを目的とする。 

 

２．ベトナムでの JICA のオペレーションと特徴 

2.1. ベトナムの開発戦略・計画 

ベトナムではその社会経済開発の方向性を定める文書を定めており、現在有効なものとして

2011 年１月の共産党大会にて決議された「社会経済開発 10 か年戦略(SEDS: Socio – Economic 

Development Strategy) 2011~2020」、2011 年 10 月の国会において承認された「社会経済開発 5

か年計画(SEDP: Socio – Economic Development Plan) 2011~2015」がある[1]。これらにてベトナ

ムは「2020 年までの工業国化」を目指しており、その突破口として(1)社会主義指向型市場経

済体制の整備、(2)人的資源の開発、(3)インフラ（特に交通・都市インフラ）の整備を示してい

る。そしてこれら戦略、計画を具現化するために数々の共産党による決議、国会で承認される

National Target Program (NTP)、首相決定などが出されている1。次に述べる日本の援助方針はこ

れらベトナム側の開発戦略・計画の実現支援を目的として検討、設定されているものである。 

 

2.2. 日本政府及び JICA のベトナム支援戦略・計画 

日本政府は従来の「国別援助計画」を見直し「国別援助方針」を策定することとしており、

ベトナムに対する「国別援助方針」は 2012 年 12 月に策定された[2]。同方針は大目標としてベ

トナム政府の SEDS、SEDP に対応すべく「2020 年までの工業国化の達成に向けた支援」を掲

げ、中目標として(1)成長と競争力強化、(2)脆弱性への対応、(3)ガバナンス強化、の 3 点を挙

げている。「国別援助方針」は別紙にて「事業展開計画」を定めており、同計画に JICA 事業の

「プログラム」、「プロジェクト」が記載されている2。 

JICA は日本政府が援助方針を定める際の議論に参加しインプットをおこなうとともに、具

体事業を実施して、日本政府が定める「方針」の実現を図っている。このように「国別援助方

針」→「事業展開計画」（国別援助方針別紙）→「プログラム」→「プロジェクト」という階

層による方針を受けた形で、JICA は具体的プロジェクトの準備と実施運営監理（効率的、効

果的な実施）及び評価などをおこなっている。このように ODA は日本政府による方針の具現

化のための体系となっている。すなわち、個別具体的な事業の運営監理に留まる PMBOK など

欧米系のプロジェクトマネジメント体系よりも、経営理念・方針の具体事業への反映を意識し

た P2M の体系は ODA 事業検討、実施監理に親和性が高いと言える。 

 

2.3. JICAのベトナムでの事業状況 

JICA は技術協力、無償資金協力、有償資金協力（政府貸付；円借款）を一体的に実施する

                                                   
1 ベトナム政府による開発戦略とその指示は多岐に渡るが、それら相互の関係性は十部整理されておらず、課

題と言える。 
2 JICA 内部においても日本政府の策定する方針と照応する形でベトナムを含む国別の分析、方針策定などを

おこなっているが、内部文書扱いであり公開はしていない。 

International Association of P2M 

NII-Electronic Library Service 



沖浦 文彦               国際 P2M 学会誌   

Vol.8 No.2(Feb,2014)  29 

機関であるが、ベトナムでの ODA の歴史は 1958 年まで遡る。以来 2011 年までの累計で、日

本への研修員受入 19,776 人、派遣された日本人専門家 5,705 人、円借款供与実績は累計 1.61

兆円、無償資金協力実績 1,335 億円となっている（資金協力は 2010 年度までの累計）。協力セ

クターは(1)運輸交通、(2)都市開発、(3)エネルギー、(4)自然環境保全、(5)環境管理、(6)地方農

村開発、(7)防災、(8)教育、(9)保健医療、(10)経済、(11)ガバナンスに分類可能である3。 

JICA の業務内容は、政府方針を受けての具体援助方針・プログラム・プロジェクトの検討

と準備とそれらの実施と監理となる。このようにこれまで多くの協力実績がありかつ現在実施

中の案件[3]も多数あることから、今後の協力内容検討にあたっては白地の状態に描くことはで

きず、過去の経緯と蓄積、現在実施中の案件群を前提とする必要がある。 

 

３．P2M枠組みによる政府開発援助（ODA）の特徴 

P2M 標準ガイドブック[4]では、プログラムを「全体使命を実現する複数のプロジェクトが有

機的に結合された事業」、プロジェクトを「特定使命を受けて、資源、状況などの制約条件の

もとで、特定期間内に実施する将来に向けた価値創造事業」と定義している。ODA 事業（JICA

事業含む）は、いずれも特定使命、特定期間、制約条件のもとにおこなわれるものであり P2M

で定義するプロジェクトであり、かつその結合という観点からプログラムである4。本章では対

象をベトナムに限定することなく、本論における考察の基礎認識として ODA 事業一般の性質

及び P2M、特に 3S モデルの枠組みを適用することで抽出される特徴を検討したい。 

 

3.1. プロジェクトを通じた価値創造の体系 

ODA 事業とは「開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上に役立つために行う資金・技

術提供による公的資金を用いた協力のこと」[5]であり、JICA が実施するプロジェクト（資金協

力、技術協力）はその「協力」の具体例である。 

技術協力を例にとると JICA はプロジェクトをログフレーム（Project Design Matrix ; PDM）

を用いて設計、監理、評価をおこなっている。PDM は「投入→活動→成果」という体系にな

っており、限られた期間で資源を「投入」して「活動」をおこなって「成果」の達成を目すと

ともに、複数の「成果」の総合として「プロジェクト目標（Project Purpose）」が設定される。

プロジェクト目標はプロジェクトが達成に責任を持つ事項であるが、そこに至る過程において

は相手国の措置や予期せぬ条件等の変化などプロジェクトによりコントロール不能な「外部要

件」が設定されており、外部要件が満たされることがプロジェクト目標達成の条件となる5。プ

ロジェクト目標達成後に更に外部要件を満たしつつ順調に推移すると「上位目標」が達成され、

更に「スーパーゴール」がある。ここにまとめた ODA 事業における投入、成果、プロジェク

ト目標、上位目標、スーパーゴール、外部要件の関係を模式的に整理すると図３－１となる。 

                                                   
3 JICA ベトナム事務所の「ユニット」設置による分類 
4 P2M 枠組みの ODA 事業の分析は過去に中村明らにより複数の論考が P2M 学会誌などでなされている。 
5 JICA プロジェクトの外部要件の設定方法にあたっては、相手国の政策などを外部要件とせず働きかけの対

象たる内部要件とすることもあり、具体的対応は個別案件毎に必ず議論となるポイントである。 
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図３−１ JICA協力プロジェクトの目標達成構造 

3.2. ODA 事業の特徴 

本論の考察に関係する ODA 事業の特徴として、以下の 4 点を列挙したい。 

（１）対象の大きさ 

ODA 事業の特徴に、その最終的な対象が「国家」という極めて大きいもの（対象の多様性、

ボリューム、地理的な拡がりなど）である点をまず挙げる必要がある。それ故に図３−２に示

されるとおり全体的な状態改善のためには多数の活動群が展開される必要があり、その道筋は

複雑であり多数のシナリオが想定されうるものとなる。そのため時系列を意識して（例：2020

年までなどの）目標を設定して「最終的な目標達成状態」を描き、そこに至るシナリオを検討

し、そこに ODA が貢献することが通常である。

 

図３−２ プロジェクト群の国家の発展、福祉の向上への貢献 

更には国家自体が複雑な生態系に類推できる存在であるのみならず、国家も国際社会という

より高次の生態系の中に位置づけられるものであり、ODA も国際社会という生態系における

外部から国家への働きかけである。また国家をひとつのシステムとたとえた場合、その内部は

さまざまなサブシステムが複雑に混交したものとなっている。JICA 事業の観点から見るとサ

ブシステムを「セクター」（農業、保健医療、環境管理など）と捉えることが可能であるが、
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そのサブシステムは相互に密接に関連しており、境界の設定は容易ではない。 

そのような中で ODA プロジェクトを検討する場合、プロジェクトの使命たる「ミッション

設定」とその具体的デザイン検討に配慮が必要な事項は多数あるが、本論では検討にあたって

の前提となる問題構造や有効と考えられる着眼点を明らかにしていきたい。 

 

（２）多様なステークホルダーの存在 

図３−２に示したプロジェクト群の実施主体は、JICA のみならず相手国政府、他ドナー、NGO、

民間セクターなど極めて多岐に渡る。また JICA プロジェクトという限定した枠組みで考えた

場合も、そこにかかるステークホルダーは極めて多岐にわたる。その詳細な分析の例として中

村らによる JICA 事業のステークホルダー分析、マネジメントの構造化にかかる論文[6]がある

が、そこにも示されているとおりその関係性分析、マネジメントは困難かつ重要な取り組みで

あり、常に留意と考察が必要な事項である6。 

 

（３）プロジェクト実施主体と JICA 事業の関係性 

ODA 事業で、特に JICA が実施するプロジェクトは政府開発「援助」、国際「協力」事業で

あり、プロジェクト総体の実施主体は相手国（政府）である。JICA は相手方がプロジェクト

を適切に設計し、実行できるようにすべく支援する存在であり、施主そのものではない。JICA

が支援する部分を「JICA プロジェクト」と呼称することは多いがそれは全体プロジェクトの

定義とは異なり、ベトナムでは「Vietnam’s Project with JICA Contribution」という理解が適切で

ある。相手国を支援成果の裨益対象としてのみならず、実施段階での直接の主体（実施者）と

理解することは必須である。このように、JICA がプロジェクトに係るすべての側面をコント

ロールできるわけではないこというポジショニングに関する理解は重要であり、次節の分析の

前提となるものである。 

 

（４）時間の配慮 

ODA 事業は最終的には一国の裨益を目的としていることを繰り返し述べているとおりであ

るが、かかる大規模、長期にわたる取り組みを構想、実施するにあたっては長期と短期の視点

を整合させながら、現実的な対処が必要になる。特に環境問題などで顕著であるが、長期的に

必要とされる（と考えられる）事項と短期の実行可能性や利益の相反が生じることがあり得る

ことから、その対処をどのように考えるべきか容易ではない。 

このように P2M にて持つことを要請される「バックキャスティング」、すなわち「あるべき

姿」を描きつつそこに至るシナリオを検討及び実施するという視点、は JICA にとって重要で

あり、そこから個別プロジェクト内容を検討するほか、しばしば「あるべき姿」やその実現工

程の検討を目的としたプロジェクトが実施される。さらにこれらの設計に「ロジックモデル」

                                                   
6本論では深く検討していないが、関係性マネジメント、情報マネジメント、コミュニケーションマネジメン

トは ODA 事業にとっても重要な領域である。 
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等を用いる手法について亀山らによる論文[7]があるが、「ロジックモデル」「バランススコアカ

ード」等の活用についても今後検討が必要である。 

 

図３−３ 「あるべき姿」からのプロジェクト内容の検討 

 

3.3. ODA 事業の 3S モデルを用いた位置づけ 

これまで述べたとおり、ODA 事業は「特定期間」（有期）の事業であり、その間に相手国の

構想、実施するプロジェクトなどを支援し「相手国が実施できるようにする」ことを目的とし

ている。すなわち基本的に ODA 事業の協力期間が終了した後の経常的な事業維持管理、推進

は相手国の責任業務となる。つまり ODA 事業は「開発政策・開発計画などの構想・策定」に

関わる部分（スキームモデル）と、「全体システム構築のための各種事業の実施」（システムモ

デル）の部分に留まることが原則であり、それに引き続く「全体システムの運営・維持による

事業価値の創出・獲得」（サービスモデル）部分は相手国が実施すべき領域と整理できる7。 

表３－１ 3Sモデルから見た ODAの基本的役割 

 スキームモデル システムモデル サービスモデル 

役割分担 相手国／ODA 相手国／ODA 相手国 

このように ODA はサービスモデルを通常直接対象とすることはないものの8、その最終目標

は相手国の能力が向上しスキームモデル、システムモデルを経て検討されたサービスモデルが

適切な運用されてそのサービス水準が「向上するようにする」ことである。そのため ODA で

は極力相手国に寄り添いサービスモデルが現実的に適切に運用されるようになることを目的

としてスキームモデル、システムモデル部分について協力をおこなう。すなわちサービスモデ

ル部分の定常的実施は相手国が協力プロジェクトの成果を活用して協力期間終了後におこな

うことであることから、その実施を通じて達成が期待される内容は、プロジェクト終了後の達

成である「上位目標」に設定される。このように ODA プロジェクト成果の活用による定常的

な価値創出は相手国がおこなう事項である。 

                                                   
7 ここでの 3S モデル内容の記述は参考文献［6］にある中村らの論考のものを引用した。 
8 近年は PPP 提案型調査事業などサービスモデルに該当する事業実施運営を含んだ内容の事業も存する。 
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４．ベトナムでの JICA 支援におけるセクター間の関係性とマネジメント 

4.1. セクター間の関係性検討の必要性 

第２章で記載したベトナムにおける JICA オペレーションを検討、実施するにあたり、第３

章に整理した条件が適用されることとなる。JICA の職務は、適切なスキームモデル、システ

ムモデルの構築を共同でおこない最終的にベトナム側がサービスモデルを運営維持管理する

能力を獲得できるように支援することであり、そのために多様なステークホルダー、外部要件

の所在など複雑な条件下で、限定された資源を配分して効果的、効率的に活動をデザイン、実

施して最終的な開発効果の最大化を図るかが課題である。 

このように複雑な問題解決のためのプログラム、プロジェクトを検討するためには、対象で

ある相手国を整理した視座で検討することが必要であり、JICA では既に 2.2.のとおり「協力プ

ログラム」を設定して事業を実施している。同プログラムは 2.3.にて述べた「セクター」を基

本に設定されており、セクターというサブシステムで完結して日常業務は運用されているが、

更にそれら既存のプログラム相互の関係性を整理する必要がある。 

また野中らが「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」であると述べている[8]ように、JICA にとってはプロジェクト群として、全体使命を実現す

るために有機的に結合する「プログラムマネジメント」のあり方を検討し実践することが、「イ

ノベーション」実現にあたって極めて重要である。 

このように ODA 事業実施という観点からベトナム国のあり方を構造的に俯瞰するとともに、

「プログラムマネジメントを通じたイノベーションの実現」という課題への対応を検討するに

ベトナムにおける「セクター」間の関係性について考察し、今後に向けた材料としたい。 

 

4.2. セクター横断／セクター内のマネジメント 

3.2.（１）に記載したとおり個別セクターというサブシステム群は、本来的には相互に密接

に関係しており、境界設定は容易ではない。典型例は環境管理セクターであり、例えば気候変

動問題はほぼすべてのセクターが関係し、ベトナムで実施中の「気候変動対策プログラムロー

ン」（円借款）[9]は他ドナーと共同してベトナム政府の 15 のセクターと政策対話をおこなう枠

組みとなっている。水資源管理や農村開発などでも同様のことは考えられ、このように現状で

もセクターをまたぐ実践の例は存するが、よりイノベーティブなアプローチの検討には、セク

ター間の関係性を考慮した「セクター横断マネジメント」は重要な視点である。また各セクタ

ーにおいては複数のプロジェクトが実施されており、それら同一セクターに位置づけられるプ

ロジェクト群の有機的連関は即効性が高く有効であることから、「セクター内マネジメント」

は重要な業務である。これらのもつ意味付けについては、後ほど更に踏み込んで検討したい。 

 

4.3. セクターによる性質の差異とそれによる関係性 

セクター間の関係性検討のためには、個別セクター間の性質の差異を検討し評価軸を設定す
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ることが必要である。ここでその評価軸として次の２点を提案したい。 

（１）国全体の横断的事項かセクター固有の事項か 

各セクター（担当省庁と表現することも可能）で基本的に完結するか、どのセクターにも影

響を及ぼす共通的な内容を含んでいるかにより分類する。 

（２）協力成果が可視か不可視か 

技術協力では伝達されるのは「技術」であり、「構造物」を建設する資金協力とは異なり不

可視であるが、その技術を用いた結果の帰結は可視の状態に現れる部分が多い。農業生産性の

向上、環境の改善、効率的なオペレーションなど国民が物理的に直接裨益するサービスや物理

的環境は可視と言える。一方で、各種計画、制度、戦略、戦術、組織やそれらを支える人材、

それを底支えする経済制度と資源、それらの運用のしくみ（法律、行政手続きなど）は物理的

なものではなく不可視である。これは不可視な下部構造という意味の社会的なインフラストラ

クチャー9と言えよう。 

これらの評価軸を設定しまとめた結果は、図４－１のように整理できる。 

 

図４−１ ベトナムでの JICA業務の視点からみたセクターの関係性 

この分類整理は上述の視点よりベトナム国の構造を模式的に示したものであり、当然ながら

これ以外のベトナム国の現況記述の方法は多く存する。しかしながら ODA の検討と実施とい

う目的から考えた際に、ガバナンス、教育そして経済が協力を考えるにあたって下部構造とし

て存在しているという構図は、次章以降の考察に考察するとおり有用であると考えられる。 

 

                                                   
9 竹村公太郎氏（財元建設省河川局長）によれば、インフラレッド（赤外線）、インフラソニック（不可聴音）

の用例ように、インフラストラクチャーは本来不可視な下部構造である。 
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５．技術協力プロジェクト事例の問題紹介と分析 

ここで JICA が実施した環境分野（水質管理）の技術協力プロジェクトの具体事例を題材に、

ベトナムにおける ODA 事業実施と成果発現に向けた問題点を整理、考察する。事例紹介と考

察にあたっては、特に 3.3.にて整理した ODA 事業の 3S モデルを用いた位置づけを念頭に、効

果発現に向けた制約となる点、ベトナム固有の状況をよく描写している点に着目したい。 

 

5.1. 「全国水環境管理能力向上プロジェクト」 

「全国水環境管理能力向上プロジェクト」はベトナム天然資源環境省（Ministry of Natural 

Resources and Environment : MONRE）をメインカウンターパートとして、5 地方省（市）10の天

然資源環境局（Department of Natural Resources and Environment : DONRE）をパイロットとして

次の内容で協力をおこなったものである（協力期間：2010 年 6 月より 2013 年 6 月まで）[10]。 

上位目標：ベトナムの関係機関における水環境保護に係る能力が向上する。 

プロジェクト目標：MONRE 及び対象 DONRE の水環境管理にかかる行政執行能力が強化される。 

成果１：執行性の高い水環境管理政策・政策手段を立案する MONRE の能力が向上する。 

成果２：対象各 DONRE における基本的な水汚染対策執行能力（環境モニタリング、汚染源インベ

ントリー、汚染源インスペクション）が強化される。 

成果３：対象 DONRE における効果的な水汚染対策を策定する能力が強化される。 

成果４：対象 DONRE の市民、産業界に対する水環境の啓発能力が強化される。 

成果５：MONRE・DONRE の情報の管理・活用能力が強化される。 

対象 DONRE はベトナム側との協議に基づき選定されたが、ベトナムの行政機構として地方

部局は地方省人民委員会の一部組織であり、すなわち DONRE は MONRE の下部組織ではなく

人民委員会の一部となる。つまり DONRE の直接の監督、人員配置、予算等配分は、MONRE

ではなく各地方省人民委員会がおこなうことになる。本プロジェクトは、成果１は MONRE を、

成果２から４はDONREを、成果５はMONREとDONRE双方を対象とした協力となっている。 

 

5.2. 現場から見たプロジェクト実施過程での問題点 

本プロジェクトも他と同様に多くの困難と問題に対処しながらの実施となった。本項では派

遣された専門家の報告書をもとに、現場での実際の問題部分を要約して報告する。 

プロジェクトは長期専門家２名（総括及び成果１・５担当）、コンサルタントチーム（成果

２〜４担当）が派遣され現場で協力をおこなうとともに日本での研修、機材供与などを実施し

た。成果２〜４において水質モニタリング技術などエンジニア的な技術についての協力もおこ

なわれており、それらについては別途報告がまとめられているが DONRE をカウンターパート

としたこれら協力はほぼ所定の成果をあげることができた。 

ここで長期専門家として成果１及び５11を「チーフアドバイザー／水環境行政」として３年

                                                   
10 北部よりハノイ市、ハイフォン省、中部よりフエ省、南部よりホーチミン市、バリア・ブンタオ省 
11 成果５は牛見さおり専門家も担当し同様に報告を提出している。本項の考察は牛見専門家の報告内容にも多

くを得ている。 
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間現地で指導にあたられた大林重信氏の「専門家事業完了報告書」[11]から問題要約部分を抜粋

したい。そこでは環境に関する問題点に留まらず、それらが生ずる要因、更にはその要因が発

生する根本的な構造までの考察が 3 年間の現場での実体験に基づきまとめられている。 

活動１「政策立案に関する問題点について」：以下の 4 点が主なものとして挙げられる。これらは MONRE の

政策全般に共有する問題点である。 

１） 水環境政策全体を包括する法令12が未整備 

２） 個々の水環境法令の内容が不十分 

３） 現行政策の課題に関する現場情報を収集し活用する仕組みが未整備 

４） 政策を執行するうえでの共有基盤（環境汚染防止技術の普及、行政機関及び企業の人材育成、財源

確保、環境産業の育成、住民の意識向上等）が不十分 

◯水環境政策の問題点が生ずる根本要因 

１） 環境汚染防止に対する行政機関の責任感の欠如 

２） 法令の適正な執行に対する行政機関の責任感の欠如 

３） 行政組織内における企業部門と行政部門との会計区分が曖昧で両者が一体的に運用されていること 

◯これらが生ずる要因として、以下のような各行政機関を横断する法制度上の問題等があると考えられる。 

１） 公務員制度の不備（職員給与の低さ、職員の採用・昇進の不透明、職員の汚職防止対策の不備） 

２） 会計制度の不備（企業と行政の未分離、罰金や課徴金の使途） 

３） 法令の構造に関する不備 

４） 行政に対する訴訟制度や行政不服審査制度等の不備 

５） 中央政府と地方政府の関係を既定する法令上の問題 

６） 環境汚染防止に対する政府の認識の低さ（環境予算の不足、法令執行面の脆弱さ） 

以下に本抜粋を再構成するとともに補足を加えたい。ここでは整理に留め提起された問題の分

析は次項以降におこなうが、ここで言及されている問題点が「環境管理セクター」の枠内に留

まっていない点に特に注意が必要である。 

（１）行政組織のオーナーシップ（組織・職員の意識、業務の捉え方） 

「オーナーシップ」は広い意味が含まれている。MONRE 更にはベトナム政府の環境問題に

対する取り組み姿勢という意味もあれば、各 DONRE の取り組みの差異に見られるような地方

省毎のオーナーシップという観点もある13。 

（２）予算措置・法執行体制の問題（予算余力、制度設計） 

法令を執行するには、法制度などが整っていることに加えて、それを実際に実行する技術力

や組織体制、組織を動かすための予算措置が必要であるか、あるいはベトナム国の予算制約の

下でも効果を発現できる執行内容とすることが必要である。 

（３）その他行政執行の実施に必要な事項の不備（ガバナンス全般の問題） 

環境分野に限らず、ベトナム国に共通する課題として次の点の不十分さが列挙されている。 

 (a) 国と地方の関係整理：MONRE と人民委員会（DONRE）の関係性に留まらず、中央省

庁と人民委員会の関係（役割）の整理に課題あり。 

 (b)会計制度：国庫、地方行政における会計管理に不透明な部分が存在する。 

 (c)行政訴訟・行政不服審査制度：行政に問題がある場合に住民等の取りうる措置の限界。

                                                   
12 ここで大林氏は、法律を踏まえて策定される政令（Degree）、決定（Decision）、省令（Circular）をまとめ

て「法令」と記載している。 
13 JICA にて成果２〜４の結果を分析したが、各人民委員会の関与（リーダーの関心、政策との整合性など含

む）や政策との整合性による取り組みに差異があるという結果が出ている。 

International Association of P2M 

NII-Electronic Library Service 



沖浦 文彦               国際 P2M 学会誌   

Vol.8 No.2(Feb,2014)  37 

正当性を主張しても現状を変えられないという状況から「何をしても無駄（むしろマイ

ナス）」という諦め感が社会に広がっている[12]。その結果行政には良い意味のプレッシャ

ーがかかることがない状態となっている。 

 (d)法規範文書（法令など）の構造：法律や法令の内容のみならず、それら相互の整合性の

問題が大きいことが指摘されている14。 

 (e)公務員制度：公務員の基本給が 1,150,000VND（約 5300 円）15と給与が現実の物価から

かけ離れて安く公務員は「副業」を持たねば生活できない実際（処遇）や、またコネや

金銭の有無に左右される（それで決まる）職員採用、勤務評価（昇進）の問題も大きい。 

 

5.3. 「3S モデル」の枠組みからの解釈 

5.3.1. スキームモデル 

スキームモデルは相手国の当該分野の開発（改善）戦略であり、政策、方針である。JICA

は協力事業の実施を検討するにあたってベトナム政府の戦略、政策との整合性を検討するが、

本プロジェクト実施に関連しては次のような政策が打ち出されていることを確認しており、そ

れの具体化のための支援として協力を検討したものである。 

・2020 年を目標とした「国家環境保全戦略」（Decision 第 256 号、2003 年） 

・重点汚染企業の汚染対策にかかる首相決定（Decision 第 64 号、2003 年） 

・国家支出の最低 1%を環境保護予算に割り当てる共産党決議（Resolution 第 41 号、2006 年） 

 これらの内容についての問題もあるが、少なくともベトナム政府が当該分野にどのような戦

略、方針を持っているかということについては明らかになっておりであり、JICA を含め関係

者が理解できる状態になっている。 

 

5.3.2. システムモデル 

スキームモデルで検討された戦略を具体に展開するためのシステムを構築する部分であり、

予め公布されていた政令には「排水課徴金にかかる政令（Decree 第 67 号、2003 年）」、「水環境

保全と水資源管理の総合的な流域管理に関する政令（Decree 第 120 号、2008 年）」がある。こ

れらの運用能力向上を技術協力として支援したものである。詳細は今後公開されるプロジェク

トの終了時評価報告書16に詳しいが、前項に記載したような問題点はあったものの JICA プロジ

ェクトとしてはプロジェクト目標を達成し、延長などなく予定通り終了することとなった。 

JICA による協力プロジェクトは「パイロット」として選定されたカウンターパートの能力

強化を図るものが多く、本プロジェクトも同様である。つまりスキームモデルによる戦略を具

体化するためのシステムをパイロット的に設計するとともに、その実施のための技術的能力を

カウンターパートに開発するものであり、その部分については成果を挙げることができた。 

                                                   
14 ベトナムにおける法規範文書の体系については参考文献[13]に詳しい。 
15 2013 年 9 月 3 日「時事速報」が 8 月 30 日付国営各紙報道より紹介。ズン首相の月給は約 8 万円とのこと。 
16 JICA 図書館での一般公開を準備中 
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5.3.3. サービスモデル 

3.3.に記載したとおり、システムモデルで構築したものを実際に現場で広く定常的に実施し

実際の水環境改善をおこなうサービスモデルに該当する部分は、本プロジェクトでも上位目標

に設定されており、これまで述べたとおりここはベトナム側が実施する部分であることから、

JICA が直接的に関与することは困難である。本プロジェクトは終了間もないことから「パイ

ロットシステム」を「全体システム」に展開し本格的にサービスモデルとして運用できるかを

判断するには時期尚早であるが、その過程では 5.2.に記載した問題点を含めて障害は多いこと

から楽観は許されず、注視して見守る必要がある。 

 

5.4.ベトナムでの問題点の特徴 

本章ではベトナムでの環境管理分野の特定プロジェクトを題材にしてその実施段階で認識

された問題を記述し、実際に環境改善という成果を発現するためには、環境管理セクターに留

まらない問題点が多いことをまとめた。 

これら問題のひとつに「必要な予算確保」があったが、このような問題が生ずることからも

国家戦略（スキームモデル）、政令（システムモデル）部分の策定にあたってサービスモデル

部分の実現性にどの程度配慮がなされていたか疑問がある。ベトナムにおけるスキームモデル

部分策定の優位、スキームモデルとシステムモデルの不整合に関連する指摘は他にも多くなさ

れている。例えば 2013 年 12 月にベトナムの首相も出席し開催されたドナーとベトナム政府の

公式対話の場である「Vietnam Development Partnership Forum」17にて日本政府がリードしたセ

ッションでは、MONRE が中心となり進行中の「環境保護法」の改訂について、法律改正のみ

ならずその後の実効性担保のための措置への注力の必要性を UNDP など他ドナーとともに提

起した。また「法律は制定（改訂）されたがその施行政令がない」ため法律が機能しない例、

同一の法律の施行政令相互に矛盾がある例などは多数の指摘があるなど18、ベトナムにおいて

は「スキームモデルに重点を置いて整備し、システムモデルでは課題があり、サービスモデル

部分が十分機能しないことが多い」傾向が存すると考えられる。これらの問題点を P2M の枠

組みを用いて考察すると、3S モデルの「プロジェクトサイクル結合」が十分ではなく、スキー

ム重視の「ウオーターフォールモデル」が過度に優越的になっていると解釈できる。 

ここで抽出した「環境管理セクターに留まらない問題点」、適切な「プロジェクトサイクル

結合にあたって問題点」を着眼点に、実際の成果発現に向けた問題構造を次章で掘り下げる。 

 

  

                                                   
17http://www.worldbank.org/en/events/2013/12/04/vietnam-development-partnership-forum-a-new-platform-for-policy-d

ialogue に Forum 全般について照会されている。 
18 「外務省：法制度整備支援に関する基本方針（改訂版）ベトナム」に記載のほか、日本からの投資環境改善

のための両国間の枠組みである「日越共同イニシアチブ」フェーズ５（実施中）ではこの問題対応のワーキン

グチームが設置されている。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/governance/hoshin_1305.html 
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６．サービスモデルが機能するための条件とそれを取り巻く構造 

6.1. サービスモデルが機能するために必要な資源 

第５章での分析も踏まえ、まず「サービスモデル部分」が適切に機能するための条件を検討

したい。当該部分が経常的に運用され、効果を発揮するためには、まず該当する戦略、法律、

法令など政策決定、組織体制整備、技術的ノウハウ、運用方針と言った行政的、組織的な枠組

みが出来ている必要がある（スキームモデル、システムモデル該当部分）。これらが整備され

た後に、実際に枠組みが定常的に運用されるための必要な「資源」として、以下が挙げられる。 

（１）枠組みで設定された内容を現場で実施可能な技術力を保有する人材 

(a)対象人材が十分な技術力や業務への姿勢など資質を保持していること（人材の質） 

(b)対象地域（例：全国）で実施に移すのに必要十分な人員数（人材の量） 

（２）人員が活動するための、施設、資機材 

（３）これらを機能させるための経常的予算措置 

これら資源が定常的に確保されスキームモデル（政策、方針）、システムモデル（具体展開の

あり方）にて確立されたとおり機能すれば、サービスモデルは機能すると考えて良い。 

 

6.2. サービスモデルが機能するためのプロジェクトサイクル結合関連構造 

第５章でまとめたベトナムにおいてプロジェクトサイクル結合が機能しにくい構造につい

て、「サービスモデル部分が機能するための必要な資源の確保」を中心に据えて「スキームモ

デルとシステムモデル」「システムモデルとサービスモデル」それぞれの不整合と困難に着目

して整理分析すると、図６−１のとおり整理できる。 

 

図６−１ サービスモデルをコアとしたプロジェクトサイクル結合の構造 
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「サービスモデルが機能する条件（資源確保）」を満たすためには、プロジェクト結合を適

切に行い、将来目標を見据えた理念を持ちつつ現場の実際を反映して現実的に実行可能となる

ような戦略・法律の策定（スキームモデル）、それに基づく政令・組織の設立等と人材・予算

等の確保が必要であること（システムモデル）がある。加えてそれらと表裏一体の関係として、

人材の育成（基礎的能力、態度、マインド）、予算確保の前提となる歳入確保、経済力の確保、

そしてガバナンスのしくみ（立法、行政、司法）が整備されていることが必要となる。このよ

うに、「戦略」（スキーム）→「政令・組織」（システム）→「人材、資機材、予算」（システム）

という実際に物事を動かすための具体的な「成果」として表面に現れる部分と、それら実現に

必要となる不可視な部分の二層に分類可能であり、ここでは具体的な部分を「上部システム」、

不可視な部分を「下部システム」と呼称したい。 

「上部システム」は具体的な成果として表出し機能する部分であり、「下部システム」はイ

ンフラとして「上部システム」を下支えするものである。別の比喩を用いれば「下部システム」

はパソコンで言うオペレーティングシステム（OS）に該当し、「上部システム」はアプリケー

ションソフトに該当する関係であると表現しても良いと考えられる。「質」のみでなく「量」

の議論も加えてパソコンの比喩を用いるならば「下部構造」はインフラとして、OS であるこ

とに加えてそれを稼働するハードの性能と容量と表現できよう。 

「上部システム」「下部システム」を構成する要素は、4.3.にて整理した「上部構造」「下部

構造」と基本的に一致し、「下部システム」を構成するのは、「下部構造」に該当するガバナン

ス、教育、経済と言ったセクターであると整理できる。 

次節においてかかる構造とシステムの所在を分析の枠組みとして、ODA 事業プログラムマ

ネジメント、プロジェクトマネジメントを検討、実施にあたっての留意点をまとめる。 

 

6.3. 協力にあたっての留意点 

6.3.1. 上部システムへの協力 

ODA（JICA 事業）の最終目標である「サービスモデルが機能する」ようにするためには、「上

部システム」と「下部システム」部分双方での対応が必要であることがわかる。第５章で取り

上げたプロジェクト事例は「上部システム」部分への協力を目的としたが、「下部システム」

部分の障害を感じざるを得なかったものであり、このように「上部システム」での取り組みに

は「下部システム」に関する課題が構造的に含まれる。すなわち「上部システム」のサービス

モデル部分を機能させるためには「下部システム」に示される課題に取り組む必要があり、そ

こではスキームモデル段階の内容とのフィードバックが求められることもあり得る。 

これらの点は 4.2.に記載した「セクター横断／内マネジメント」にあたっての重要な示唆と

言える。上部構造を構成するセクターを横断するか、セクター内で考えるかという問題は個別

の協力内容の設定で必要性の判断が可能であるが、下部構造部分との連関は必ず必要となる。

これらを踏まえて協力プログラムの設定、協力プロジェクトの具体的成果の設定、目標達成に

要する時間や必要な投入資源について検討することが必要である。 
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6.3.2. 下部システムへの協力 

「ガバナンス」など「下部構造」を対象に、「下部システム」そのものに関する協力もある。

「下部システム」の協力についてはそれが横断的な性質を持つだけに、「上部システム」に比

しても相対的に協力成果をあげることは容易ではなく、必要な投入資源（予算、人員、時間）

がかかると言える。 

例えば「公務員制度の改善」など具体的課題を例にとると解り易いが、関係するステークホ

ルダーの多様性、そこに存する既得権益の大きさと思考様式や意思決定方法変更の困難さ、最

終的な制度化までにベトナム側で要する決定の量と多様性は上部システムに比して多く、成果

の具体化と普及運用は相対的に困難であると考えるべきであり、協力設計にあたっての成果の

置き方、要する資源について慎重な検討が必要である。これは「下部システム」を構成する「下

部構造」は国全体に共通する事項であることからステークホルダーが多く、それに伴い外部要

件も増大することにあるが故と言える。 

協力を検討するにあたっては、かかる性質を十分認識しておく必要がある。 

 

6.3.3. 前提条件及び必要な取り組み 

これまでの考察を踏まえて、今後の ODA 事業検討、実施にあたって確認すべき与件、考え

られるアプローチとして次の事項を挙げたい。これらは実施監理にあたって外部要件による影

響を含めてプロジェクト内容の監理、コントロールをし易くして改善を図る考え方である。こ

こでは課題列挙に留め、アプローチの具体的な検討、提言は今後の課題としたい。 

（１）相手国（カウンターパート）のコミットメントとオーナーシップの存在（前提） 

前提としての相手国（カウンターパート）の当該課題への取り組みに対するコミットメン

トとオーナーシップの確認が必要である。これらは前提条件とも言えるもので、これが満たさ

れて初めて「外部要件の縮小」「ステークホルダー間の適切な調整」が可能となる。 

（２）協力プロジェクトの範囲設定 

P2M の方法論の本質は複雑な問題解決に対応するために複数プロジェクトを有機的に組み

合わせるプログラムマネジメントであるが、対応する課題の複雑さに応じて、更に複数のプロ

ジェクトに分割することで取り組みの全体像を明確にするとともに、コントロールし易くし、

ステークホルダーの利害関係、セクター間（「上部構造」と「下部構造」間）の関係、取り組

み内容による時間軸設定の差異などに対応可能性を向上させることが考えられる。 

（３）協力対象及び範囲の設定 

ベトナムにおいて従来は国の省庁をカウンターパートとして協力することが多く、協力事業

の国全体への裨益という目的を鑑みると今後も主流となる考え方である。一方で、国レベルで

の異なるセクター間連携（「上部システム」と「下部システム」の統合的アプローチ）の実務

的困難さ、プロジェクト活動のコントロールにあたっての適正な管理スパンの設定を鑑み、地

方政府などとの協力、協力範囲の設定の工夫といったアプローチも有効と考えられる。 
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７．まとめと今後の課題 

7.1. まとめ 

これまで JICA のベトナムにおける活動を題材にしながら ODA（JICA 協力）の P2M、特に

3S モデルの枠組みからの分析をおこなってきた。その結果は次のとおりまとめられる。 

（１） ODA はベトナム、日本それぞれの開発及び支援戦略の存在及びその実現のための事

業実施という構造になっており、戦略策定からその実施、運用までをカバーする P2M の枠

組みは ODA 事業検討、実施監理に有効であると考えられること。 

（２） 相手国の開発全体における ODA の果たすことのできる役割は限定的であり、最終成

果達成までに外部要件が多くあること、そこには多くのステークホルダーが関わること。

具体プロジェクト等検討にはバックキャスティングの考え方も重要であること。 

（３） ODA は「スキームモデル」「システムモデル」部分に直接貢献できるが「サービスモ

デル」部分は相手国の取り組みとなること。最終成果は「サービスモデル」にあること。

ベトナムにおいては特に 3S モデルの「プロジェクト結合」に課題があること。 

（４） 「プロジェクト結合」の課題からベトナムでは具体的成果を表出する「上部システム」

とそれを支えるインフラである「下部システム」と呼べる二層構造があると考えられ、そ

れぞれ個別要素と国に共通するものと呼称できるセクターで構成されていること。それぞ

れの特徴に応じて、成果達成に要する資源（投入量、所要時間）など特徴は異なること。 

（５） 適切なプログラムマネジメント、プロジェクトマネジメントのためには、これら二層

構造を念頭に対応することが必要であり、それを踏まえたプロジェクト範囲の設定、協力

対象の設定などに検討余地があること。また特に成果達成には相手方のコミットメントが

必要条件であること。 

 

7.2. 今後の課題 

本論は総論的にベトナムを題材に ODA（JICA 協力）に関わる構造をまとめたものであり、

ODA 事業を検討する上での枠組みを試論として提示したものである。今後はこの枠組み試論

に不断の見直しをおこないつつ本論内の各論について既存の知見の適用、具体事例に基づく考

察等を進め考察全体を深化する必要がある。そして実際の取り組みの改善につなげたい。以下

に現時点で各論として考えられる内容を列挙し、今後の課題としたい。 

（１） 事業検討、実施運営監理にあたっての組織マネジメントのあり方： 

現場経験の活かし方、国別援助方針などと実際のオペレーションの関係性など。 

（２） 3S モデルにおける「プロジェクト結合」の実践：「二層（上部と下部システム）構造」

対応に関する検討深化とそれを受けた協力の具体的なあり方の検討。特にプロジェク

ト範囲の設定及び協力対象の設定のあり方の検討。 

（３） 協力方法毎の特性と比較優位を活かした協力戦略の検討：技術協力（技術力、人的資

源、戦略策定など）と資金協力（資機材、施設、構造物、一般財政支援）の得意、不

得意分野の整理及それらの最適な組み合わせのあり方検討。 
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（４） ロジックモデルの活用を含む「あるべき姿」とバックキャスティングの考え方の具体

化方法論の検討。 

（５） ベトナム固有の条件の更なる検討と考察、特に「下部構造」形成の経緯と要因。 

（６） ベトナムにおける「プログラムアプローチ」のあり方と実践の検討： 

上記（１）〜（５）などを踏まえながらの「セクター横断マネジメント」、「セクター

内マネジメント」のあり方検討と実践。プラットフォームマネジメントなどを踏まえ

た、プログラムアプローチのバリエーションのあり方の検討と実践。 

（７） 協力の実践方法：「コミュニケーションマネジメント」を含む人的能力開発方法論、

外部者の役割と相手国への寄り添い方の方法論（支援の方法論）。 
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