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平和構築セクション総括論文要旨 

  

 現在、紛争や破綻国家化、それらに付随して発生する難民やテロリズムの拡散といった、世界の平和

と安全を脅かし得る諸問題が山積している。そして今日の国際社会は、国家を念頭に置いた従来の多国

間主義から、国家以外の様々なアクターを考慮に入れた多主体間主義への過渡期に位置しており、この

ような国際状況のもと、あらゆるアクターによる平和構築活動が行なわれている。そして、その際「地

域社会のオーナーシップ」をいかに尊重・促進できるかが、長期的で安定した平和を構築するための１

つの重要なポイントとなっている。 

 しかしながら、確かに国際的には平和構築活動における「地域社会のオーナーシップ」の重要性は認

識されているものの、モザンビークにおいて実際には尊重・促進されていないという現状が垣間見えた。

本論文では、この現状を「オーナーシップのジレンマ」と名付け、この状態をを解決しうるアクターと

して、NGO に代表される「市民社会アクター」と近年平和構築活動においてプレゼンスを高めつつある

「新興国」を仮説として設定した。 

 市民社会アクターは独立性と柔軟性から、「地域社会のオーナーシップ」の尊重・促進に寄与する。し

かし、その性質から活動が制限されるという問題も表出している。この問題を解決するには、平和構築

活動におけるプレセンスの拡大が必要であり、そのような活動も存在していた。 

新興国は、資金・人的資源面で可能性を持ち、その援助理念が評価され始めている。一方で、既存の援

助体制の動揺と援助国間の軋轢を生み、援助国らを自国中心主義的な援助へと傾倒させていることから、

むしろオーナーシップのジレンマを助長していることがわかった。 

 以上の分析より、両アクターがそれぞれの欠点を克服し、「地域社会のオーナーシップ」を尊重・促進

できるような平和構築活動へと一歩近づいた時、地域社会の一人一人にまで行き渡った「平和」の構築

が可能になると結論付けた。 
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地域社会におけるオーナーシップの尊重・促進に向けて 

～市民社会アクターと新興国の可能性～ 

 

 

序章 

 

 

 第二次世界大戦後、国際連合を筆頭に政治・経済・軍事といったあらゆる分野において、多国間主義

に基づく様々な制度や機関が誕生した。1992 年には、アメリカの国際政治学者ジョン・G・ラギーが多

国間主義を「行動の一般化された原則に基づき、3 か国またはそれ以上の国家間の関係を調整する制度的

な形態1」と定義し、同じくアメリカの国際政治学者であるロバート・コヘインは「3 か国もしくはそれ

以上の国家集団間における政策調整の慣例2」 と定義した。この 2 つの定義から読み取られるように、多

国間主義とは「主権国家体制」を念頭に置いた考え方であるといえる。つまり、「国家」を多国間主義の

基本的な構成要素として捉えているのだ。 

 しかしながら、現在の国際社会の状況を鑑みると「国家」だけが多国間主義における基本プレイヤー

であるとは、もはや言い難い。確かに従来は、国際社会が協調して取り組まなければならない問題であ

るグローバルイシューに対応するアクターは、基本的には「国家」であった。しかし、コヘインの「21

世紀の多国間主義は、20 世紀の主権国家体制を前提としたそれとは異なり、市民社会からのアクターの

参加も積極的に考慮して、グローバルなガバナンスを反映したものであるべき3」という主張からも読み

取られるように、グローバルイシューに対応する際の市民社会や企業といった非国家アクターの役割の

重要性が、今日の国際社会では高まりつつあるのだ。つまり私たちは今、従来の多国間主義から国家以

外のあらゆるアクターを考慮に入れた「多国間主義」へと変化しつつある状況下に存在しているといえ

る。その状況を端的に示すと、「多国間主義から多主体間主義への過渡期」といえるだろう。このような

現状と平和構築という視点から、われわれは「多国間主義」を「共通の理念や原則・規範の共有によっ

て国際機関・国家・市民社会といったあらゆるレベルのアクターが相互に協調し、平和ならざる地域に

平和を構築するための制度的形態」と定義した。 

 そして「多国間主義」は、今まさに「二重の試練」にさらされている。現在の国際社会には、紛争や

破綻国家といった国際社会の平和と安全を脅かし得る諸問題が山積している。確かに、国家以外のあら

ゆるアクターのプレゼンスの高まりによって多国間主義そのものに変化の兆しが見えつつあるが、未だ

に諸問題が山積しているということは、現状の体制にはこれら問題に対応仕切れていない側面が存在し

ているといえる。とはいえ、現在の国家中心的な機構構造が完全に変化したわけではないため、残存し

ているグローバルイシューに対応するだけの能力のある新たな制度や体制を築けているわけでもない。

                                                      
1 John Gerard Ruggie, “Multilateralism: The Anatomy of an Institution”, International Organization, 46-3 (Summer 

1992), pp.567,571 

2 Robert O. Keohane,(1990) “Multilateralism: An agenda for Re- search”, International Journal, 45, 731. 

3 同上 (2006) “The Contingent Legitimacy of Multilateralism”, GARNET Working Paper, No: 09/06, 74-75. 
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さらに、結果としてこのような状況から、米国のトランプ政権による TPP 離脱や国連 PKO 予算の削減

要求、並びにイギリスによる EU 離脱表明といった、第二次世界大戦後から率先して多国間協調の枠組

みを築き上げてきた国々による自国第一主義的な動きが生まれつつある。 

 このように、「今の体制では山積しているグローバルイシューに対処できないにもかかわらず、それら

問題に対応するだけの能力のある新たな制度や体制を築けていない」「そしてそのような状況から、自国

第一主義に基づく行動が生まれてしまっている」といった 2 つの意味で、現在の多国間主義は試練にさ

らされているといえるのだ。 

 

 上記のような国際状況のもと、1992 年にブトロス・ガリ国連事務総長が国連安保理報告「平和への課

題」の中で「紛争後の平和構築」という概念を提示して以降、国連を中心にその他あらゆるアクターに

よって、紛争関連地域や破綻国家化を起こした地域に対して平和構築活動が行われてきた。その際、被

援助国に永続的な平和の社会的基盤を持続的に維持・発展させるために「地域社会のオーナーシップ」

をいかに尊重し促進していけるかが、現在の平和構築活動において 1 つの重要なポイントとなっている

(篠田、2009)。国家レベルだけではなく、地域レベルのオーナーシップの尊重・促進が、永続的な平和

を構築するためには必要不可欠なのである4。しかしながら、和平協定後に行われたモザンビークにおけ

る平和構築活動についてわれわれが分析したところ、確かに国家レベルでの安定はもたらされおり国家

のオーナーシップは尊重されているように思われるが、地域レベルでは平和がもたらされておらず、地

域社会のオーナーシップが尊重・促進されていないという事実が判明した。つまり、「地域社会のオーナ

ーシップの重要性が認識されているにも関わらず、それを尊重し促進させるような平和構築活動が行え

ていない」という、ある種の板挟み状態に国際社会は陥ってしまっているのだ。われわれは、この状態

を「オーナーシップのジレンマ」と名付けた。 

 以上の問題意識のもと、本稿では「オーナーシップのジレンマ」が生じる原因を分析した上で、NGO

等に代表される「市民社会」と、平和構築活動におけるプレゼンスを高めつつある「新興国」がジレン

マ改善に寄与できるのではないかと仮定し、具体的にどのような役割を両アクターが果たしうるのかに

ついて、事例分析結果を示すことで論証していく。 

 

 第 1 章では、まずオーナーシップそのものの概念を、その歴史的背景と平和構築における意味合いを

踏まえて整理する。 

 第 2 章では、モザンビークでの平和構築活動の分析を通して、「地域社会のオーナーシップが尊重・促

進されていない」とは具体的にどのような状態を指すのかを示す。そして、地域社会のオーナーシップ

が尊重・促進されておらず「オーナーシップのジレンマ」が生じている原因を導き出し、最後にどうす

れば「地域社会のオーナーシップが尊重・促進」できるか、その解決策の方向性を提示する。 

 第 3 章では、市民社会アクターに関して、まず本稿における市民社会の定義を確認し、「地域社会のオ

ーナーシップの尊重・促進に市民社会アクターが効果的である」ということを、２つの事例をもとに論

証していく。さらに、2 つの事例分析から「市民社会アクターの活動が制限されている」という問題点の

存在を指摘し、最終的に「市民社会アクターのプレゼンスの拡大」が「オーナーシップのジレンマ」の

                                                      
4 平和構築活動におけるオーナーシップの重要性の詳細は、本稿第 1 章にて論説する。 
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解消に寄与するということを論証し、第 3 章を締めくくる。 

 第 4 章では、新興国に関して、まず本稿における新興国の定義を確認し、平和構築活動において新興

国による地域社会のオーナーシップ実現の可能性を示唆するとともに、一方で平和構築活動のおける新

興国の台頭による負の側面も存在していることを示す。 

 終章では、論全体の内容を踏まえ、現在「多国間主義から多主体間主義へ過渡期」に位置している国 

際社会の今後の展望について言及し、本稿の結びとする。 

 

 

第 1 章 オーナーシップ概論 

 

 

 本章では問題意識の核に当たる「オーナーシップのジレンマ」について本格的に論じる前段階として、

まず「オーナーシップ」の概説を行う。平和構築におけるオーナーシップの定義、意義を明示し、その

歴史的変遷を辿っていく。 

 

第 1 節 オーナーシップの定義と意義 

 

オーナーシップとは、その基本的な語義からすれば、所有者の所有物に対する権利を意味する。ここ

から転じて、自国民が自国の事柄を扱うという国際政治上の意味が生まれてきた5。平和構築の発展に伴

い、オーナーシップという概念が平和構築の分野で注目され始めた。現在、平和構築においてオーナー

シップは被援助国全体が主導的に平和構築活動を行っていくことを指している。ここでいう全体とは国

家だけでなく地域にも注目したものとなっている。それを踏まえて、われわれはオーナーシップを「被

援助者を含む当事国全体が、主体的に平和を脅かす問題を発見・解決し平和を構築・維持していこうと

する態度」と定義した。 

それでは平和構築においてオーナーシップはどのような意義を持っていると言えるのだろうか。平和

構築を行っていく上で、国際社会は現地社会に関与するが、永遠に活動を行うことはない。援助者から

の支援や指導は不可欠であるが、常に変化し続ける現状に効果的に対応するビジョンや意思決定を保証

するのは、現地にいる人々である。そのため、長期的で安定した平和となるためには、当事国の人々が

平和を支え続けていくための意思と能力を持っていなければならないのだ。そして援助者は、現地社会

のオーナーシップを尊重する必要がある。しかし、単にオーナーシップを尊重するだけでは、平和構築

においての意義は発揮されない。オーナーシップを尊重し、その上で促進させていかなければならない

のだ。これは平和構築の根幹に関わる問題であり、長期的で安定した平和を構築する際に必要不可欠な

条件である6。 

 

第 2 節 オーナーシップの歴史的変遷 

                                                      
5 篠田英朗(2009)「平和構築における現地社会のオーナーシップの意義」『広島平和学科』31．167 参照

(http://home.hiroshima-u.ac.jp/heiwa/JNL/31/shinoda31.pdf) 
6 同上 167 
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 では次に、平和構築においてオーナーシップがどのように出現し、国家レベルだけでなく地域レベル

でのオーナーシップも重要視されるようになった変遷を見ていく。当事国全体のオーナーシップの概念

が示唆された宣言は、1970 年 10 月に国連総会で採択された友好関係原則宣言である。この宣言では、

人民の同情及び自決の原則を強調し、「すべての人民は、外部からの介入なしに、その政治的地位を自由

に決定し、その経済的、社会的及び文化的発展を追求する権利を尊重する義務を有する7」と宣言されて

いる。この当事国全体のオーナーシップの概念は、平和構築活動が発達する以前に出現したものである。 

だが、オーナーシップは基本的に、国家のオーナーシップとして認識されていた。実際に、2005 年に

採択された「援助効果に関わるパリ宣言」では、初めてオーナーシップについて言及されるも、国家レ

ベルのオーナーシップの重要性のみ強調された。 

その後、2008 年には国連平和維持活動局の「国連平和維持活動 原則と指針」では、国家レベルだけ

でなく、地域レベルのオーナーシップの重要性が示され、以降、地域社会のオーナーシップの重要性が

世界的に広まった。 

このように、時代とともにオーナーシップの概念が登場し確立されることで、世界的にオーナーシッ

プが認識されてきたといえる。 

 

第 3 節 「オーナーシップのジレンマ」 

 

国連平和維持活動局の「国連平和維持活動 原則と指針」によって、国家レベルだけでなく地域レベ

ルも含む被援助国のオーナーシップの重要性が強調されてきた。しかし現在行われている平和構築活動

では国家のオーナーシップは尊重・促進されているが、地域社会のオーナーシップの尊重・促進は未だ

多くの平和構築活動の中で二の次とされている。「国連平和維持活動 原則と指針」によって地域社会の

オーナーシップの重要性が強調されたとはいえ、その尊重・促進に関する具体的な方法が記述されてい

ないという事実もあり、結果として多くの平和構築活動が国家レベルにとどまっている。このように「国

家レベルのみならず地域レベルのオーナーシップの重要性も世界的に認識されているにもかかわらず地

域レベルのオーナーシップが尊重・促進されていない」という状況をわれわれは「オーナーシップのジ

レンマ」と名付けた。ではジレンマを解決するためにはどうすればよいか。われわれは、現在の「多国

間主義」において、新しく台頭しているアクターである市民社会アクターと新興国がジレンマ解決の一

役を担うのではないかと考えた。 

以下、実際の平和構築活動を分析していきながら、論証していく。 

 

 

第 2 章 モザンビークにおける平和構築活動の分析 

 

本章では、「オーナーシップのジレンマ」が生じている事例としてモザンビークを取り上げ、民主化と

開発援助において「オーナーシップのジレンマ」が発生している原因分析を行う。 

                                                      
7篠田英朗(2009)「平和構築における現地社会のオーナーシップの意義」『広島平和学科』31．

168(http://home.hiroshima-u.ac.jp/heiwa/JNL/31/shinoda31.pdf) 
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第 1 節 モザンビーク要旨 

 

21 世紀最大のフロンティアといわれるアフリカには、世界人口の約 15%、約 11 億人が生活している。

そのうち10億人弱の人々が生活するサブサハラは、発展の可能性とは裏腹に未だ紛争や飢餓、貧困が人々

を苦しめている。これらが原因となって発生するテロやエボラ出血熱・HIV といった感染症などが国境

を超えてわれわれの脅威ともなりグローバルイシューと化している。このことを鑑みると、サブサハラ

の安定と発展は今後国際社会の将来を左右するものだといえる。 

モザンビークはそのサブサハラに位置している。当国は 16 年にわたる内戦を経て 1992 年に和平合意

が達成された後、国連モザンビーク活動をはじめとする寛大な国際社会の支援が行われた。その結果、

毎年 10%前後の急速な経済成長、数回にわたる複数政党制選挙の成功という政治的安定、DDR の達成な

どから、当国は紛争後平和構築ならびに国家建設の成功例として世界に広く認識された（舩田、2013）。

しかし、近年その地位が崩れつつある。一時は安定したように思えたモザンビークは和平合意から 20 年

以上経った現在、権威主義的民主主義への後退、小規模ながら散発する武力衝突や格差拡大などの社会

の混乱といった、平和とはかけ離れた状態に逆戻りしている(水谷、2017)。モザンビークにおける平和

構築は、もはや成功とは言えない状況になっているのである。 

 そして、このような状況の根底には「地域社会のオーナーシップが尊重・促進されていない」という

側面が存在し、「オーナーシップのジレンマ」が生じていることがわれわれの分析で判明した。以下で、

この現象を具体的に論証していく。 

 

第 2 節 民主化支援 

 

本節では、モザンビークにおける平和構築活動である民主化支援を取り上げる。第 1 項で、その支援

の内実の分析と具体的に地域社会のオーナーシップが尊重・促進されていない点について言及し、第 2

項で、その原因を分析する。 

 

第 1 項 現状分析 

 

モザンビークでは、政権を握っていた FRELIMO と対抗勢力の RENAMO による武力紛争が 16 年間

にわたって続いたが、1992 年に和平協定が結ばれ内戦が終結した。この背景には、一党独裁体制の限界

が露呈したことを契機に、民主化を求める西側諸国に依存し、複数政党制も許容すべきといった考えに

至った経緯がある。和平合意後、国連 PKO の一環として国連モザンビーク活動が全土に派遣され、軍事、

選挙、人道、行政の 4 部門の支援活動が開始されることとなった。この関与の恩恵もあり、1994 年に初

めて行われた複数政党制選挙は成功を収め、それ以後選挙が平和裏に行われ大規模な武力紛争がない状

態を維持していることから、国際社会は、「平和定着のモデル国」8と認識してきた。 

しかし、表 2-2-1、図 2-2-2 をもとに近年の国政選挙を分析すると、FRELIMO の権力集中化が進展し

                                                      
8 水谷章(2017)『モザンビークの誕生――サハラ以南のアフリカの実験』花伝社、218． 
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ており、それに付随して国民の投票率が年々減少し、国民の大多数が選挙権を放棄している。また、2009

年以降これまで起こることのなかった民衆の暴動や元兵士による武力蜂起も同選挙後に散発的に発生し

ており、民衆の不満が高まっている。以上のことから、モザンビークの国内情勢は民主化の後退に伴っ

て悪化していると考えられる。 

2008 年の「国連平和維持活動 原則と指針」から国家・地域レベルのオーナーシップの重視性が謳わ

れ、国際社会はその重要性を認識していた。しかし先述したように、モザンビークにおいては、与党に

よる権威主義体制の進行といった地域社会のオーナーシップが尊重されていない現状が見られた。これ

に対して EU 監視団の報告書9では、この状況を許容するような報告がなされている。本来、選挙監視団

は、外部からの評価により不正行為を抑止し、選挙に正当性を担保することを主要な目的としている10。

しかし、EU 監視団の報告書を見ると、確かに選挙の正当性に疑問は呈しているが、その表現は控えめか

つ限定的なものであり、FRELIMO の不正に対して抑止効果を発揮しているとはいえない。このような

状況から、モザンビークの民主化は「オーナーシップのジレンマ」に陥っているといえる。 

 

 

 

出典：TRIPOD.の「AFRICAN ELECTIONS DATABASE」より筆者作成

http://africanelections.tripod.com/mz.html（2018 年 6 月 22 日閲覧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 EU 監視団は 2009 年の国政選挙を「非常によく組織され、平和裏に実施」と評価した。 

European union Election Observation Mission 

(http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/eueom/pdf/missions/eu_eom_mozambique_2009_final_en.pdf) (2018 年 6 月

23 日。) 
10 藤原帰一ほか編(2006)『平和政策』有斐閣、256-258． 

表 2-2-1 議会選挙結果（国会） 
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【図 2-2-2 議会選挙結果（FRERIMO・RENAMO・第三政党とその他の得票率）の推移比較】 

 

 出典：表 2-2-1 をもとに筆者作成 

※「第三政党」は、FRELIMO・LENAMO に次いで最も得票が多かった党を指す 

※「その他」は、FRELIMO・LENAMO・第三政党以外の全政党の合計を指す 

 

 

 第 2 項 原因分析 

 

 前項で、モザンビークにおいて「オーナーシップのジレンマ」が起こっていることが明らかになった。

EU 監視団に代表されるように国際社会は、なぜこのような現状を大きく問題視をせず許容してしまった

のか。本項ではその原因について分析していく。 

第 1 に、現在の平和構築において「国家建設」が中核的活動であるという点に起因する。領域的な安

全保障の最も重要な主体は主権国家であり、平和の確立のために国家機構の再建は必要不可欠である11。

したがって「国家建設」が政策的優先課題とされることは当然といえる。そのため国家としての自立や

安定を達成してしまえば、その後の国内事情に関して深く関与することはないと考えられる。 

第 2 に、民主化の停滞を許容する姿勢への変化が背景にあるといえる。1990 年代の平和構築活動にお

いて、民主化には高い優先順位が与えられており、その実現のために外交圧力をかけることもしばしば

あった12。しかし現在では、早急な民主化が失敗を招いた過去への反省もあり、以前ほど重視されていな

い。もちろん、目標の一つであることに変わりはないが、その優先順位は下がっているといえる。 

またこのような変化の背景の一つには、新興ドナーの台頭がある13。内政不干渉を重んじる新興ドナー

                                                      
11 武内進一(2013)「紛争後の国家建設」日本国際政治学会編『国際政治』174、5． 
12 杉浦功一(2016)「紛争後の平和構築――オーナーシップと民主化の課題を中心に」松下冽ほか編『グローバル・サウス

とは何か』ミネルヴァ書房、312． 
13 同上、312． 
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の台頭は、既存の援助国に影響をもたらした。これらの要因が重なり合い、国際社会の民主化に対する

姿勢に変化がきたされ、権威主義へと傾倒する紛争後国家を許容する傾向が見られる。 

第 3 に、国益を重視してしまう点があげられる。現在モザンビークでは、石油資源が豊富であり、埋

蔵量はナイジェリアに匹敵する量となっている14。今後、アフリカで 1~2 位を争うガスの輸出国となる

ポテンシャルを秘めていると考えられる。また、この現状に対してイタリアやアメリカなどの世界の企

業はモザンビークの潜在能力に注目し、続々と参入を始めている。EU 監視団の控えめな報告には、同国

の豊富な資源の利権確保を継続させたいという思惑が見て取れる。 

 

 以上の要因が重なり合った結果、国際社会は地域社会のオーナーシップが尊重・促進されていない現

状を認識していたにもかかわらず、許容するというジレンマが起こったのだ。 

 

第 3 節 開発援助 (プロサバンナ事業) 

 

 本節では、国連平和維持活動局の「国連平和維持活動 原則と指針」が宣言された 2008 年以降に始ま

った事業でありながら、実際に地域社会のオーナーシップが尊重・促進されていなかった事例としてプ

ロサバンナ事業を取り上げる。第 1 項で同事業の内実と具体的に地域社会のオーナーシップが尊重・促

進されていない点について言及し、第 2 項で、その原因を分析する。 

 

第 1 項 現状分析 

 

はじめに、プロサバンナ事業の概要について述べる。同事業は、日本、ブラジル両国が連携し、モザ

ンビークに対して実施された大規模開発援助事業である。民間による投資促進、農民の所得向上の実現

を目的とするプロサバンナ事業は様々な国際会議において注目されていた。 

 しかし、プロサバンナ事業には地域社会のオーナーシップが尊重・促進されていない側面がみられた。

同事業は世界的な食料価格の高騰や投資競争の激化という国際状況への対応に加えて、国際的なプレゼ

ンスを向上させようという日本国側のニーズにより進められたため、そもそも対象国であるモザンビー

ク北部の農民のニーズから立ち上げられたものではなかった(舩田、2014)。そのため、「支援」というの

は建前に過ぎず、「投資」の側面が色濃くでたプロジェクトとなり、農民からの不満の声があがっていた。 

そこでついに、2012 年 10 月にモザンビーク全国農民同盟(UNAC)15がプロサバンナ事業の不透明性を

指摘し、農民自身のニーズ、展望、懸念を考慮しないトップダウン式の政策であるという声明(UNAC，

2012 年 10 月 11 日)を発表した。この声明に対して、JICA 担当者は「誤解」の問題であるとし、外務省

も政策の中のステークホルダーミーティングに農民組織・現地 NGO が参加していると反論した16。そし

て、これに対する新たな解決策を示すことはなかった。しかし、このステークホルダーミーティングは

                                                      
14 ナイジェリアは天然ガスの埋蔵量は 182 兆立方フィートで世界 8 位を誇っている。 

International Energy Statistics , August 2014 (2018 年 6 月 23 日閲覧) 
15 モザンビークでももっとも古く(1987 年)から活動する農民組織(非政府系)で最多の農民(8 万 7000 人)と農民組織(2222

組織)が加盟し全州に支部を有する農民連合 
16 大林稔ほか編（2014）「新生アフリカの内発的発展―住民自立と支援」,昭和堂,210 
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参加した農民組織関係者が「多くの質問をしたが、ほとんど意味のある答えはなかった17」と述べている

ように形式上のものにすぎなかった。この一連の動きから、UNAC の宣言により現地住民の地域社会の

オーナーシップは根付いていたといえるが、地域社会のオーナーシップを尊重し、くみ取るような取り

組みは行われていなかったといえる。 

また、同事業の進め方にも問題があり、農民組織を含む多種多様な市民社会が活動しているにもかか

わらず、特定の団体や、特定の個人だけに焦点があてられ、これを根拠に農民組織と連帯しているとう

たわれた(舩田、2014)。この点においても実際の当事者である農民のオーナーシップは尊重・促進され

ていなかったといえる。 

ここまで述べてきたように、プロサバンナ事業は地域社会のオーナーシップが宣言された 2008 年以降

に実施されたプロジェクトであるにもかかわらず、地域社会のオーナーシップを軽視したプロジェクト

であった。ここに、「オーナーシップのジレンマ」が存在していた。 

 

 第 2 項 原因分析 

 

前項より、地域社会のオーナーシップが尊重・促進されていないのは、援助国自身の国益を優先した

自国中心的な活動が原因と考えられる。 

援助国が国益を優先した理由・目的は、1 つには、国際社会における自国のプレゼンスを拡大するため

であったことが挙げられる。当時の日本の外交は、「国連改革」が最重要アジェンダであり、国連安全保

障理事会の常任理事国入りを目指していた（舩田、2014）。そのため、日本の対外援助を世界にアピール

する必要があったのだ。 

2 つ目として、世界的な食糧価格高騰への対応が挙げられる。先進国や非農業国は 2007 年から 2008

年の食料価格高騰に危機感を覚え、海外での食糧生産を狙って大規模農地取得を目指し、土地の争奪を

始めていた。プロサバンナ事業においても、特定の作物を集中的に栽培するモノカルチャーを行うプロ

ジェクトのため、土地の収用を行い、その結果土地を持てないコミュニティが生まれてしまった事など

類似した側面がみられた（Sergio Schlesinger,2014）。 

また、近年顕著に現れている平和構築での新興国の台頭も既存の援助国の自国中心的な動きに大きな

影響を及ぼしていると考えられる18。  

これらの要因によって、支援自体が純粋な開発支援というより投資や外交目的になり、結果として、

現地住民のニーズより自国内のニーズを優先的に先行してしまう「オーナーシップのジレンマ」が起こ

ったのだ。 

この動向は、日本政府の動きから見て取れる。日本政府は談合で入札した商社と契約し大量の農薬を

供与した。しかし、実際に供与された農薬の大部分は、現地農民には使われることはなかった。故に援

助の実態は、現地住民のニーズを無視した国内ビジネス支援の側面がみられた。 

 

第 4 節 「オーナーシップのジレンマ」の解消策の方向性 

                                                      
17 同上 
18 詳しくは第 4 章・第 3 節・第 2 項で述べる。 
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 これまでのモザンビークに関わる動向をまとめたものが以下の表 2-4 である。列①②においては、平

和と言われていた状態が徐々に悪化していることを示し、列④においては、オーナーシップが重要視さ

れているのに加えて、新興国の動向などを示している。また、列①②③から、モザンビークの事例がオ

ーナーシップが重要視している宣言や指針の後に起こっているということを表している。 

 

 【表 2-4 「オーナーシップのジレンマ」をめぐる地域レベルから国際レベルまでの連関性】 

筆者独自に作成 

 

 

 モザンビークにおける民主化支援と開発援助活動の事例を分析し、地域社会のオーナーシップが尊

重・促進されていないという事実、ならびにその原因について論じてきた。本節では、これらの内容を

踏まえ、「オーナーシップのジレンマ」の解消策の方向性を示し、第 3 章への繋ぎとする。 

 「オーナーシップのジレンマ」の要因の一つとして、第 2 節の民主化支援の事例分析からは、「国家建

設を最重要視する平和構築活動」、第 3 節の開発援助の事例分析からは、「援助国自身の国益を重視した

自国中心的な平和構築活動」が行われていることがわかった。その上で、これらの要因に左右されるこ
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となく、平和構築において独自の性格を発揮できるアクターがオーナーシップのジレンマ改善に寄与で

きると考える。そのアクターとして、われわれは市民社会アクターと新興国を挙げ、以下で、アクター

ごとに論証していく。 

 

 

第 3 章 市民社会アクターの特性とその可能性 

 

 

本章では、「オーナーシップのジレンマ」を改善するために市民社会アクターの活動が重要であること

を論じる。第 1 節では、市民社会アクターの持つ、地域社会のオーナーシップを促進することに効果的

であるという特徴を、事例をもとに検証する。第 2 節では、現在市民社会アクターが直面している課題

に言及する。続く第 3 節では、市民社会アクターが地域社会のオーナーシップを促進するための取り組

みとして、市民社会アクターのプレゼンス拡大について述べる。 

 

第 1 節 市民社会アクターの特長 

 

第 1 項 市民社会アクターの定義 

 

 国連の定義19によると、市民社会アクターとは非営利活動を行う民間セクターであり、政府系機関と民

間の営利団体とは区別される。代表的なアクターとしては NGO、CSO が挙げられる。他にも基金など

自発性に基づく機関・活動も市民社会アクターの一部となされている。 

NGO に関しては様々な定義や分類が存在するが、ここでは国連の経済社会理事会の定義20を採用する。

国連の『NGO との協議関係に関する取り決め-経社理決議 1996/31』によれば、「NGO」という語は、国、

小地域、地域、国際レベルの非政府組織を指すものとなっている。NGO は経済社会理事会との協議資格

を取得することにより、作業関係を構築することができる。 

さらに、広義での市民社会アクターは、市民社会内でのネットワーク(協力関係)を包括する概念となり、

単体としてのアクターではなく、その網羅的な関係を含んでいる。平和構築における市民社会の使われ

方は様々であるが、ここでは市民社会を「政府、ビジネス・セクターとは独立した、特定の価値実現の

ために市民により自発的に組織化された多様な政治的・社会的活動のための領域21」と定義する。 

 

第 2 項 市民社会アクターの長所・短所とその効果 

 

 市民社会アクターは「オーナーシップのジレンマ」の改善にどのような役割を果たしうるのか。国連

                                                      
19 Civil Society (http://www.un.org/en/sections/resources-different-audiences/civil-society/) (2018 年 6 月 21 日。) 
20 非政府組織(NGO)との関係 (http://www.unic.or.jp/info/un/un_organization/ecosoc/ngo/) (2018 年 6 月 21 日。) 

21 高柳彰男(2007)「グローバル市民社会の登場」高田和夫編『新時代の国際関係論――グローバル化のなかの「場」と「主

体」』法律文化社,p243 
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によると、市民社会アクターは現地社会の規範や文化に合わせた小規模で非政府的な支援や現地社会の

ニーズを反映した支援が可能である22。つまり、コミュニティレベルでの平和構築を実現し、現地社会に

主体性を持たせることができるといえる。また、方針決定の速さや活動の柔軟性を兼ね備えていること

が、高い援助効果につながっている。これらの長所から、市民社会アクターは地域社会のオーナーシッ

プを尊重・促進することが可能であり、「オーナーシップのジレンマ」の解決に貢献しうると考えられる

ため、本節で扱う二つの事例から検証していく。 

一方、資金不足や国家からの活動の制限などによる市民社会アクターのプレゼンスの低さが短所とし

て挙げられるのではないか。これらの短所に関しては後述にあるネットワークの事例から解決策を模索

していく。 

 

第 3 項 マルコス政権下におけるフィリピンの選挙監視 NGO 

 

本項では、市民社会アクターが、地域社会のオーナーシップの尊重・促進に効果的であることを示す

事例として、マルコス政権下におけるフィリピンの選挙監視 NGO、自由選挙のための国民運動(以下

NAMFREL)を挙げていく。 

1972 年に厳戒令を出したマルコス政権は事実上の独裁になり、多くの不正、汚職、メディア抑圧等が

行われた。NAMFREL は 1951 年に設立された選挙監視 NGO で、一度消滅するも 1983 年に再度結成さ

れた。カトリック教会からも支持を得たことで国民からの信頼も増大した。1984 年の議会選挙において

NAMFREL は、政府の選挙管理委員会(以下 COMELEC)の認可を受け選挙監視活動を行った。主な活動

内容は、選挙法・選挙方法の改正・改革を求めるロビー運動とクイックカウント作戦(以下 OQC)であっ

た。OQC とは COMELEC の開票とは別で非公式に開票を行い、選挙結果を明らかにする活動である。

これは COMELEC の行う開票作業が非常に遅く、開票段階における不正が疑われていたためである。

1986 年の大統領選挙においても同様に、選挙法・選挙方法に関する提案や OQC を実施した。 

この 2 つの選挙で不正がなくなった訳ではないが、結果として 1984 年議会選挙と 1986 年大統領選挙

のNAMFRELにおける活動はフィリピン社会に影響を与えている。1984年選挙においては、NAMFREL

が COMELEC より早く集計・発表できた地域があったことで、議席全体の約 30％を野党議席として確

保することに成功している23。またどちらの選挙の開票結果も NAMFREL と COMELEC で異なってお

り、これによりマルコス側の不正が明らかになった。それにも関わらず 1986 年大統領選挙においては強

引にマルコスの勝利となったため、フィリピン社会に強い不信感を抱かせたことが後のマルコス政権崩

壊へ繋がっていく一つの要因となった。 

NAMFREL のこの活動は、国民の意思が選挙において明らかになった点や、マルコスへの不信感から

その崩壊に結び付いた点などから、フィリピンの地域社会のオーナーシップの尊重・促進に貢献したと

いえるだろう。 

                                                      
22 Speakers Stress Civil Society’s Important, Expansive Role in Building Peace in Countries 

Following Conflict,During Security Council Debate 

(https://www.un.org/press/en/2004/sc8128.doc.htm) (2018 年 6 月 22 日。) 
23 五十嵐誠一(2000)「政治的民主化におけるNGOの役割――マルコス体制崩壊過程における選挙監視NGOを事例として」

『ソシオサイエンス』6、p195 
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第 4 項 東ティモールにおけるハック協会の活動 

 

東ティモールでは、1999 年の直接投票において独立を望む住民の意思が示された。直後にインドネシ

ア軍に支持された民兵組織が行なった焦土作戦により壊滅的ダメージをうけた。その後、国連東ティモ

ール暫定統治機構(UNTAET)及び後継国連組織である国連東ティモール支援団(UNMISET)を中心とし

た平和構築活動が行われた。2002 年には主権を回復し独立国家となり、今日に至るまで紛争は再発して

おらず、国連による平和構築の成功例とされることが多い。 

ハック協会は 1997 年に 5 名の現地の NGO 活動家や学生などの若手知識人によって創設され、主に人

権擁護活動や生活支援活動などを行なってきた。ハック協会は現地 NGO の中では歴史が長く最も組織の

整備された団体の一つである。1999 年の焦土作戦に際して一時活動を中止していたが、同年 11 月には

住民への食料分配、難民の帰還促進などの活動を地方部に活動拠点を広げながら展開した。これらの支

援活動がひと段落した 2000 年後半にハック協会は、それ以降の団体のミッションを「東ティモールの復

興と開発のあらゆる側面において人権を促進すること24」と定め、以下の 3 つの活動を中心に精力的に活

動した。1 つ目は国軍・警察の設立、裁判機構・刑事訴訟の手続きに関する法律の策定過程での提言活動

であり、2 つ目は住民投票直後の破壊活動を含めた人権侵害への継続調査、3 つ目は村落部において生活

の問題と人権・政治を結びつけて話し合う「草の根討論会」の展開である。また、2002 年の正式独立後

は新政府と協力し、法務省が行なっていた住民間の土地問題の仲裁に協力するといった活動も展開した25。 

 ハック協会が東ティモールの平和構築において果たした役割で注目したいのは、その活動を通してハ

ック協会が住民と国家の架け橋となったという面である。前述の通り、ハック協会は活動拠点を国内各

地に広げながら活動を行ってきた。その組織網を生かし、住民へ議会や憲法、選挙などについて説明す

ると同時に、新しく制定する憲法への住民の要望を取りまとめ、制憲議会へ提出するなど民主主義の促

進、ひいては社会の結びつきを高めることに大きな役割を果たした。以上から、ハック協会の活動は中

央政府の統治機構が未整備な段階における国家再建にかかる基礎的なサービスの供給補助や社会の結び

つきを再生・深化させる機能を果たしてきた。 

 以上 2 つの事例から、市民社会アクターは平和構築において地域社会のオーナーシップを尊重・促進

することが可能であるといえる。 

 

第 2 節 市民社会アクターのオーナーシップが制限されている現状 

 

 本節では、現在の平和構築活動において市民社会アクターが直面している課題について言及する。  

 

第 1 項 市民社会アクターの活動が制限されている現状 

 

 第 1 節の事例研究からも分かるように、市民社会アクターは平和構築において大きな役割を果たして

                                                      

24 Independence Day: Cause for Celebration or Damnation of 24 years of International Complicity in the Illegal 

Occupation of East Timor May 18, 2002(http://www.etan.org/et2002b/may/12-18/18hak.htm)(2018 年 6 月 23 日。) 

25 金敬黙ほか編(2007)『国際協力 NGO のフロンティア－次世代の研究と実践のために』明石書店,p133-134  
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いる。国連事務総長グテーレスや藩基文の発言において触れられているように、現在、市民社会アクタ

ーの活動は平和構築活動において重視される傾向にある。しかし、実際の平和構築の現場においては国

家がその活動を制限するような現象が起こっている2627。 

今回はそのような現象について、カンボジアの自由権を制限する立法と、エチオピアにおける CSO法

の２つの事例から、なぜこのような現象が生じているのかを検証する。市民社会アクター側がオーナー

シップを持っていたとしても、前述した市民社会アクターの短所にもあるように、それらは国家権力に

より容易に制限されうる可能性が存在することがこれらの事例からも明らかになっている。 

 

第 2 項 カンボジアにおける地域社会のオーナーシップを制限する立法 

 

市民社会アクターが抑圧されている例として、カンボジアの現状が挙げられる。2010 年に「平和的集

会法」(以下集会法）、2015 年に「結社および非政府組織に関する法」(以下 NGO 法）が成立し、これら

により地域社会のオーナーシップの尊重・促進が妨げられている。 

まず集会法については、同法と似た内容を規定していた「デモンストレーション法」の恣意的利用に

国際社会からの批判が集まったこと、野党がこの法の違憲審査を提訴したことなどを背景に、法を改定

する必要に迫られ、新たに集会法の制定業務が始まった。集会法は民主的な法の制定を目指したように

みえたが、その条文に関して国際社会、市民社会、野党などから批判的な意見が挙がった28。具体的には

集会の開催が実質的な許可制であること、集会により発生した損害の賠償責任が集会主催者にあること、

政府側がデモを恣意的に停止することができることなどである29。これらの点により集会の開催を萎縮さ

せる可能性、政府の条文の恣意的解釈により集会が開催できなくなる可能性があると指摘された。その

ような指摘に対し、この草案を制作した与党の人民党は一貫して集会の自由を制限する意図はないと主

張し、大幅な訂正をすることなくこの法の全条文は国民議会において採択された。 

 次に NGO 法に関して述べていく。同法にも国内外から批判が集まっている。議論となっている条文の

内容は、政府への登録・活動報告が義務となっており、それを果たせない場合活動禁止になる可能性が

ある点、政府が一方的に活動停止を申し入れられる点、NGO に政治的中立性を求める点など多岐に渡る

30。これらの点から市民社会アクターの自由な活動が制限される懸念があり、野党の救国党、NGO らは

反対した。しかし、この法の合憲性が認められると、与党は野党の合意になしにこれを施行した。 

 2 つの法の施行後のカンボジアの現状としては、法の恣意的解釈により、市民社会アクターの活動が制

限されている状況がある。今まで選挙支援 NGO ネットワークとして活動していた「カンボジアの自由で

公正な選挙のための委員会」(COMFRAL)と「カンボジアの自由で公正な選挙のための中立・公平委員

会」(NICFEC)が 2013 年選挙に際して設立した選挙監視グループ、シチュエーションルームは中立性が

                                                      
26 平和構築と持続的平和に関する総会ハイレベル会合におけるアントニオ・グテーレス国連事務総長挨拶 

(http://www.unic.or.jp/news_press/messages_speeches/sg/28625/) (2018 年 6 月 22 日。) 
27 事務総長、平和構築に関する画期的な国連決議採択を受け、「戦略と考え方の変化」を歓迎 

(http://www.unic.or.jp/news_press/info/18879/) (2018 年 6 月 22 日。) 
28 木村光豪(2016)「移行期のカンボジアにおける集会の自由の需要と変容：平和的集会法を中心に」『関西大學法學論集』

65：5：p309 
29 「平和的な集会に関する法律」(http://www.moj.go.jp/content/001259940.pdf）（2018 年６月 19 日。） 
30 木村,前掲書(2016)  
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保たれていないとして、次回以降の選挙において活動が禁止された31。これ以外にも政府による NGO へ

の活動禁止の宣告や活動に対する警告が相次いでおり、野党や市民社会アクターの懸念が現実のものと

なっている。 

 

第 3 項 エチオピアの CSO 法  

 

 似たような現状がエチオピアにおいてもみられる。エチオピアでは 2009 年に「慈善団体及び市民団体

に関する布告(Charities and Societies Proclamation No. 621/2009) 」(通称 Civil Society 

Organization Law  以下 CSO 法)が制定された。その法律の内容と影響を本項で説明する。   

まず CSO 法の規定で NGO の活動に悪影響を与えている項目を 2 つ挙げる。1 つ目は NGO が 3 つに

分類されることだ。具体的には、外国からの収入が 10％以下になっているエチオピア市民慈善団体、10％

以上になっているエチオピア住民慈善団体、そして外国人が運営を行っている外国人慈善団体と分類さ

れる。このうちエチオピア市民慈善団体以外は人権に関する活動が禁じられている。2 つ目は NGO の活

動の全予算の内 30％が管理費、70％が事業費と制限されていることだ。この管理費の内には職員の給与

や車などの燃料代、通信費などの事業費に相当する費用も含まれており、不明確な内容となっているた

め NGO を悩ませている。   

 この CSO 法が制定されたことで NGO は様々な影響を受けている。まず、人権に関する活動を許され

た NGO は全体の約 5％に絞られた。CSO 法が制定される以前から人権啓発運動を行なっている NGO

は、外国からの収入を 10％未満にする必要があるため、予算の規模縮小を余儀なくされた。多くの NGO

は、CSO 法に違反しないために、活動内容を学校などの建設活動や物資配布など物理的な支援に変更し

た。しかし、子供を学校に通わせようとする運動は啓発運動として見なされてしまうため、学校に通う

子供の数は増えず活動に有効な意味を持たせることはできなかった。この法律で管理費の一部に事業費

にあたる費用が含まれているため、職員の数を削減する必要性や活動の回数を減らすなどの必要性が生

じた。専門家や優秀な人材の雇用を断念し、不慣れな若者によって活動が行われている現状がある。さ

らに、活動にかかる移動費を削減させるために、現場へは行かず事務所で行える作業のみ実施する状況

も発生している。そのほかにも、この法律の制定後、援助団体による資金援助の減少が現れた。今まで、

現地 NGO は国際 NGO の資金援助があってこそ活動が可能であり、国際 NGO も資金援助に特化して活

動を支援していた。しかし、国際 NGO は資金援助ではなく現地で直接活動を奨励されたため、援助自体

から撤退してしまう団体が増えた。そして現地 NGO も国際 NGO からの資金援助を失ってしまった。  

 現在起こっている問題として CSO 法が制定された翌年に行われた国政選挙で与党は 99.6％の議席を

獲得した32。この背景には与党を支持するように仕向けられた市民の存在があった。本来はこのような人

権を侵害する状況を NGO が監視する必要があるが CSO 法によって不可能となった。 この国政選挙の事

例からもわかるように、エチオピアでは、CSO 法によって NGO が地域社会のオーナーシップを促進さ

                                                      
31初鹿野直美(2018)「最大野党のカンボジア救国党解党」『アジア動向研究 2018 年版』p245-264 249:6-19. 

32 『Development without Freedom : How Aid Underwrites Repression in Ethiopia』

(https://www.hrw.org/report/2010/10/19/development-without-freedom/how-aid-underwrites-repression-ethiopia) 

(2018 年 6 月 22 日。) 
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せる効果的な活動が実施できない状況を生み出された。  

 

 第 4 項 市民社会アクターの活動が制限されている現状 

 

本節で挙げた 2 つの事例からオーナーシップの促進を目的とした活動が妨げられている現状が存在し

ていることが明らかとなった。その原因として、国家が市民社会アクターの活動を制限する法律を制定

していることがある。これらの法が作られた背景には、それぞれの国家の思惑がある。カンボジアでは、

議会において与党が議会の 3 分の 2 の議席を占めたことにより一党支配的な政策を促進されている。エ

チオピアでは、市民社会が政府に反抗することを国が恐れている。これらの理由から市民社会アクター

の活動の拡大が、国にとっては不都合なので、かれらの活動を規制している。さらに、市民社会アクタ

ーは、その性質から、国内法により活動が制限されやすい。それが市民社会アクターの抱える問題のひ

とつである。 

 

第 3 節 プレゼンス拡大への取り組み 

 

 本節では、市民社会アクターの援助効果を高めるための活動として、市民社会アクターのプレゼンス

拡大に向けた活動を取り上げる。  

 

 第 1 項 プレゼンスの拡大の重要性 

 

 ここまで述べたように、市民社会アクターは「オーナーシップのジレンマ」を解決するのに効果的で

ありながら、一国の法律や圧力によって活動に制限を受けているという問題が見られた。このような法

律は「オーナーシップのジレンマ」を生み出す一因であるが、市民社会アクターの活動によって、一国

の法律を改正することは現実的ではない。それでは、そのような現状の中において市民社会アクターが

どのような活動をすることが地域社会のオーナーシップの促進に効果的なのだろうか。われわれは、多

数の市民社会アクターが平和構築活動に関わることによるプレゼンスの拡大が効果的であると考える。

本節では、グラミン銀行と NGO の補完関係と市民社会アクターの規範づくりの 2 つを例にとり、市民

社会アクターのプレゼンス拡大に向けた活動が地域社会のオーナーシップの尊重、ひいてはジレンマの

改善に効果的であることを論証する。 

 

 第 2 項  バングラデシュにおけるグラミン銀行と現地 NGO の活動 

 

 市民社会アクター同士の連携と現地社会のオーナーシップの尊重を目的とした事例として、バングラ

デシュにおけるグラミン銀行と NGO の活動について説明する。 

 グラミン銀行は、1983 年バングラデシュに創設された。グラミン銀行が導入したマイクロクレジット

とは、貧困女性を対象に、無担保で数千から数万円の小規模融資を行うことである33。貧困女性が 5 人ほ

                                                      
33 ジョマダルナシル(2015)「最貧困層の自立へ希望を与えるグラミン銀行マイクロクレジットの考察と今後の課題」『金
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どで 1 つのグループを作り、返済するというシステムである。「ただ乗り」をする者が出る可能性がある

ものの、お互いをよく知る村人がアドバイスを出し合い、返済するということで返済率は約 98%と非常

に高い34。また、グラミン銀行は NGO のような職業訓練や研修をあえて実施せず、村で事業を成功させ

た人からノウハウを自発的に習得させることで、開発ではなくコミュニティ内での発展とオーナーシッ

プの促進を目指している。しかし、近年グラミン銀行の融資規模が拡大し、グラミン銀行のみで行う小

規模融資が限界に来ている35。その状況を打破するために NGO との連携が重要視されている。 

 NGO はグラミン銀行と同じようなシステムで小規模信用貸付を行なっている。グラミン銀行が、アク

セスが困難な地域に住む貧困女性への貸し付けをするには、資金や人材にも限界があるため、そのよう

な地域へは NGO が出向き、小規模信用貸付を行なうことでグラミン銀行の活動を支えている。さらに、

NGO は、貸付で出た利益を教育や福祉などの支援にまわすことで、持続可能な社会作りに貢献している。 

 このように、NGO がグラミン銀行の補完的な役割を果たすことで、グラミン銀行の融資枠には入れな

い最貧困層の女性たちにも融資を行うことができ、草の根レベルでの活動が可能になっている。また、

貧困女性たちは、自らの手で収益活動を行うことにより、オーナーシップが生まれ、無償で援助を受け

るよりも自らの人生に責任を持つことができるため、自分たちの力で貧困から脱却することが可能にな

る。こうした市民社会アクター同士の連携がより多くの地域での活動を可能にし、地域社会のオーナー

シップの促進に貢献するといえる。 

 

 第 3 項 市民社会アクターの規範・規則づくりへの取り組み 

 

 プレゼンス拡大を目的とした取り組みの 1 つに、市民社会ネットワークの中で規範や規則を策定する

動きが挙げられる。平和構築における新たなアクターとして市民社会アクターが台頭する中で、かれら

に対してアカウンタビリティの欠如などの批判があがった。それらの批判に対応し信頼性を回復する目

的で、市民社会アクターの規範・規則づくりに注目が集まっている。本項では、国際 NGO 憲章

(International Non-governmental Organization Charter)とイスタンブール原則(Istanbul Principle)の

2 つの事例を用いて検証する。 

 国際 NGO 憲章は、2006 年に国際 NGO のアカウンタビリティ獲得のために形成された規範である。

2004 年に複数の国際 NGO の代表が集まって、「アカウンタビリティの改善と活動の効果の向上のために

準ずべき基準の設定の必要性36」に合意した。その中で透明性の確保、グローバルで分野横断的な枠組み

づくり、組織内部のアカウンタビリティの必要性の 3 点が課題として提唱されている。この憲章の特徴

は、理念にとどまらず組織としての制度づくりを原則に組み込んだ点にある。また参加への要件も厳し

く、参加団体は少なくとも年に 1 回の報告書提出が義務づけられている。報告書では憲章の掲げる 10 の

原則に従っているかが判断され、参加団体の透明性が確保されるような取り組みを行っている。 

 イスタンブール原則はNGOの開発効果向上に関する原則を定めたもので、2011年に形成された。2008

                                                                                                                                                                                  

沢星稜大学論集』49(1)、p60 
34 ジョマダルナシル、前掲書、2015、p66 
35辰己佳寿子,日隈健壬(1997)「グラミンバンクに関する研究調査(1):バングラデシュの事例から」『広島修大論集』38(1)、

p453. 
36 林明仁「自己規制イニシアティブと NGO の存在意義」日本国際政治学会編『国際政治』186、37. 
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年のアクラ行動計画の中で、NGO が開発における独立したアクターであること、そして NGO の活動効

果に関する原則を作成することの 2 つが取り上げられた。これをもとに CSO 開発効果オープン・フォー

ラム(Open Forum for CSO Development Effectiveness)を通して原則を策定していき、イスタンブール

で行われた世界会議で 82 か国 170 超の団体による全会一致で合意された。この原則の特徴はその成立過

程にあり、世界中の多くの市民社会アクターから広範な賛同を得て成立したことで世界的な認知を得て

いる。一方で、NGO が重要視してきた規範や理念を原則として取り上げていることで、実施のための制

度や罰則は見られない。これにより、活動の透明性には寄与しないことが欠点として挙げられるだろう。 

 上記のように多くの市民社会アクターの間で共通の規範や規則が共有され、活動の透明性確保や規範

の共有が行なわれている。このことは国際社会に対する市民社会アクターのプレゼンス拡大のための取

り組みとみることができるであろう。 

 

 第 4 項 市民社会アクターによるジレンマ改善の可能性 

 

 以上の事例から、多数の市民社会アクターが関わるプレゼンスの拡大が 2 つの段階で確認できる。1

つは実際の平和構築活動における協力関係で、もう 1 つは透明性を確保するための規範や制度づくりで

ある。この 2 つのプレゼンスの拡大は市民社会アクターの援助効果を高め、地域社会のオーナーシップ

の促進に効果を発揮する。 

 本節の 2 つの事例は、第 1 節で言及した市民社会アクターの長所をより効果的に反映し、第 2 節で言

及した問題点を抱えつつも、市民社会アクターの活動を活発に、より効果的にする効果がみられた。こ

のことから、市民社会アクターのプレゼンス拡大が「オーナーシップのジレンマ」を改善することに効

果的であると論証することができる。 

 

 

第 4 章 新興国の台頭と援助国の自国中心主義化 

 

 

前章では、「オーナーシップのジレンマ」を解決しうるアクターとして市民社会アクターを取り上げた。

続く本章では、平和構築において台頭しつつある新興国が「オーナーシップのジレンマ」の解決に有効

かどうかを検証していく。まず第 1 節では、地域社会のオーナーシップを尊重・促進できる可能性を持

つアクターに新興国を選んだ理由と、新興国の定義について述べる。 

 

第 1 節 新興国の地域社会のオーナーシップ実現の可能性 

 

第 1 項 新興国の選定理由 

 

われわれは次の 2 つの視点から新興国を挙げた。1 つ目は民主化支援である。東大作は平和構築におい

て新興国、特に IBSA が新たな民主国家として現地社会における正当性を十分に活かした支援に乗り出

していると述べている。東によると、被援助国にとって 200 年前に民主化した国々から選挙制度につい
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て学ぶより、最近民主化を経験した国々から教わる方がアフリカやアジアの紛争地でこれから民主的な

選挙を行う国にとって、学びやすく受け入れやすいという面がある、というのだ37。このような性質から

新興国が地域社会のオーナーシップを尊重・促進できるのではないかと仮定した。しかし実際は、新興

国は民主化を含めた政治改革を積極的に主導していくという強い意志はもっておらず、政治分野におい

ては新興国の台頭はあまりみられず検証することができなかった。 

2 つ目は開発援助である。新興国は昨今の会議において、南南協力の利点として途上国のオーナーシッ

プを促進できる点を挙げている38ことから、この延長線上にある地域社会のオーナーシップと開発援助と

の関係性について論じていく。 

 

第 2 項 新興国の定義 

 

われわれは「開発援助委員会(DAC)に加盟していない国々のうち、主要パートナーとして DAC 諸国か

ら認定されている国々39」を新興国として定義した。具体的には中国、インド、南アフリカ、ブラジル、

インドネシアであり、2007 年から DAC 諸国が関係強化を要請している国々である。かれらは近年急速

な人口増加や経済発展に伴い、平和構築では開発援助の分野で影響力を増している。従来開発援助を牽

引してきたのは、経済協力開発機構(OECD)内の DAC 諸国であったが、かれらの援助に限界が出始めて

おり、DAC 諸国も主要パートナーを無視できない状況にある。 

 

第 2 節 平和構築における台頭 

 

次に本節では、前述のような可能性をもった主要パートナーの国連平和維持活動(PKO)や開発援助に

ついてのデータを分析する。まず、インドの PKO 人員派遣数が 2004 年以降急激に増加しており40、図

2-4-1によると現在エチオピア、バングラデシュに続いて世界第3位である。図2-4-2によると中国も2003

年以降急激に PKO 派遣を増員しており、表 2-4-3 の近年の各国の PKO 予算分担率でも中国は 3 年連続

でアメリカに続いて世界第 2 位であることがわかる。またブラジルは三角協力において大きく影響力を

伸ばしており、2011 年の実績で他の途上国からの研修員を受け入れる「第三国研修」が 17 件、他の途

上国に専門家を派遣する「第三国専門家派遣」が 26 人、共同プロジェクトが 10 件と拡大をみせている。

国際協力庁の独自予算をみても、2011 年度は約 21 億円と 2008 年度の約 3 倍であった41。以上から主要

パートナーが平和構築において新たなアクターとして台頭していることがみてとれる。 

 

【図 4-2-1 PKO 派遣人員数】 

                                                      
37 東大作(2012) 「グローバルな『平和執行・平和構築』と『新興国』の台頭」日本国際問題研究所『新興国の台頭とグ

ローバルガバナンスの将来』p205  
38 国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所

(http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/partnerships_initiatives/southsouth.html )(2018 年 5 月 29 日。) 
39 OECD Members and Partners (http://www.oecd.org/about/membersandpartners/)(2018 年 6 月 10 日。) 
40 伊豆山真理(2012)「第 6 章 インドの国連平和維持活動―国連主義としての軍事活動とその変容過程―」日本貿易振興機

構アジア経済研究所 226-230. 
41 ブラジルから広がる南南協力・三角協力 JICA(https://www.jica.go.jp/mobile/topics/scene/20130117_01.html)(2018 年

6 月 19 日。)  



2018年 6月 23日 

                                 文責：平和構築セクション一同 

 

 20 

 

出典:外務省の「国連 PKO の展開・派遣状況(平成 30 年 4 月末現在)」より筆者作成 

 

 

 

 

【図 4-2-2 中国の PKO 派遣人員数の推移】 

 

出典:United Nations Peacekeeping より筆者作成 

 

 

【表 4-2-3 PKO 予算分担率】 
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出典:外務省「2016～2018 年国連平和維持活動(PKO)予算分担率」より筆者作成 

  

 

第 3 節 可能性と現実 

 

本節では、2000 年代以降 PKO や開発援助に積極的に参加し平和構築において影響力を高めている主

要パートナーが、開発援助の国際会議や既存の援助体制にどのような変化をもたらしているのかを考察

していく。 

 

第 1 項 国際会議における評価と軋轢 

 

表 4-3 は、主要パートナーの台頭に伴う国際会議の変遷を示している。2008 年に実施されたアクラハ

イレベルフォーラムで、主要パートナーが推奨する南南協力、三角協力の有効性が再認識された42。また、

2011 年の釜山ハイレベルフォーラム（以下釜山 HLF）で、中国、インドなど主要パートナーの成果文書

の承認およびパートナーシップ枠組参画が確保された43。一方、中国は釜山 HLF の成果文書を採択する

条件として、合意された原則や義務、行動は途上国同士には適応されないと要求した44。インドもこれに

同調し、DAC 諸国と距離をとる姿勢を示した。また中国やインド、南アフリカは 2014 年の効果的な開

発協力に関するグローバル・パートナーシップ（GPEDC）を欠席している。この背景には主要パートナ

ーとDAC諸国間で、開発援助の原則・指針の不一致がある。現在DAC諸国が主導して形成されたGPEDC

と経済開発理事会の元で発足した国連開発協力フォーラムが並存している。どちらも開発協力のルール

設定の場であり、開発援助を主導してきた DAC 諸国と新たなルールを作りたい中国やインドを中心とす

                                                      

42 第３回援助効果向上に関するハイレベルフォーラム（アクラ HLF）概要

(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000071669.pdf)(2018 年 6 月 15 日。) 

43 第 4 回援助効果向上に関するハイレベルフォーラム（概要と評価）

(https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/seimu/nakano/hlf4.html)(2018 年 6 月 15 日。) 
44 「釜山ハイレベルフォーラムを NGO はどう評価する？オックスファム・ジャパンの山田太雲アドボカシー・マネージ

ャーに聞く『成果は今後６ヶ月の議論次第』」(http://dev-media.blogspot.com/2011/12/ngo6.html)(2018 年 6 月 15 日。) 
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る主要パートナーが競合している45。 

 

【表 4-3 開発援助に関する会議の変遷と主要パートナー】 

 

出典：大平剛(2016)より筆者作成 

 

 

第 2 項 主要パートナーの援助の理念と援助国の自国中心主義化 

 

主要パートナーの台頭は DAC 諸国の伝統的援助規範自体にも変化をもたらしている。DAC 諸国は今

まで援助を道徳的な義務とし、慈善活動と考えてきた。しかし主要パートナーは「援助」ではなく「パ

ートナー」という言葉を使い、歴史的繋がりやアイデンティティを共有する同じ途上国としての立場に

基づいた開発アプローチを主張している。そして、DAC 諸国と最も異なる点は開発援助を相互機会と捉

え、win-win な関係を求めていることである。被援助国はこれらの支援を対等な立場から行われるもの

として歓迎している。セネガルやガーナなどは中国やインドの援助に対し、返礼することで自国の地位

や名誉を取り戻せると考えている46。そのような被援助国の動きや考え方を受け DAC 諸国も主要パート

ナーのように被援助国を対等な立場で捉えるようになったが、対外援助を自国民に対して正当化する際、

経済・政治面の利益に言及するという現象が起きている47。 

このように DAC 諸国も国益を重視し、主張する援助へと徐々に変化しているが、問題なのはかれらの

存在が DAC 諸国の自国中心主義化を助長する根拠にもなってしまうことだ。プロサバンナ事業を実施し

                                                      

45大平剛(2016)「新興開発パートナーと国際開発レジーム 「開発」をめぐる「グローバル・サウス」と「グローバル・

ノース」の政治的攻防」『国際政治』183、p109 

46エマ・モーズリー著・佐藤眞理子・加藤佳代訳(2014)『国際開発援助の変貌と新興国の台頭―被援助国から援助国への転

換』明石書店、p182 

47 同上、p190 
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た日本の背景として、中国への外交的対抗戦略のために援助の主導権をめぐって土地収奪を繰り広げて

いたというものがある。また、共に常任理事国入りを目指すブラジルは、三角協力という「開発援助の

手本」を国際社会に示すための良い協力者となった。プロサバンナ事業における「オーナーシップのジ

レンマ」の一つの要因には、このような主要パートナーの存在があった。 

以上から、「オーナーシップのジレンマ」と新興国との関係について次のように結論づける。主要パー

トナーは概して被援助国の国家建設を強制して推し進めることには関心がなく、主に開発援助に力を注

いでいる。資金・人的資源での可能性や DAC 諸国に比べて被援助国に寄り添った援助理念を持つことか

ら、われわれは地域社会のオーナーシップを尊重するアクターとしてかれらに期待した。しかし、主要

パートナーによる規範的影響力の拡大は援助の多様化をもたらす一方で、既存の援助体制を動揺させ、

DAC 諸国との軋轢を生み、援助国らを自国中心主義的な援助へと傾倒させている。平和構築において地

域社会のオーナーシップが重要視されるのと同時に援助国間でこうした事態が起こっていることは、実

に葛藤に満ちた状況だ。被援助国への援助効果の負の影響も指摘されている中、新興国は地域社会のオ

ーナーシップを尊重できないばかりか、むしろ「オーナーシップのジレンマ」を助長していたのである。 

現状では負の側面が多くみられるが、主要パートナーは援助市場を競争的にし、DAC 諸国の体制をオ

ープンにする面もある。DAC 諸国のプログラム援助は長期化により継続性に欠けるが、プロジェクト援

助を行う主要パートナーは短期間にインフラ整備などの現地人が求める生活レベルの援助を行う点で優

れるという意見もある。主要パートナーがもつ利点を活かし、地域社会のオーナーシップの尊重・促進

を実現可能とする枠組み作りが今後の急務とすべき課題である。 

 

 

終章 

 

 

 「多国間主義から多主体間主義への過渡期」において、国際社会は「2 重の試練」にさらされている。

そのような国際情勢の中で生まれた「オーナーシップのジレンマ」という問題は、現在の平和構築活動

において次第に大きな問題になってきた。そこでわれわれは、市民社会アクターと新興国が「ジレンマ」

を改善しうることを検証し、それぞれのアクターが平和構築活動においてどのような役割を果たしうる

のかを考察してきた。その結果、市民社会アクターは地域社会のオーナーシップの促進の面で効果が期

待でき、新興国は地域社会のオーナーシップの尊重・促進ではなくて、平和構築活動において資金や人

的資源の面で効果的な役割が期待できることがわかった。その一方で、市民社会アクターは資金や人材

の不足、そして政府からの圧力に弱く、新興国は「オーナーシップのジレンマ」を助長するような影響

を与えている面があることも判明した。 

 これらの特徴を踏まえて、これからの国際社会はどのように変化していくのだろうか。歴史的に平和

構築を支えてきた体制の限界が垣間見える中で、新たに台頭してきたアクターたちがこの体制に変化を

もたらしている。しかし、その変化にも地域社会のオーナーシップを尊重しきれていないという問題点

が存在し、一概に地域社会の一人一人に平和をもたらしているとは言いがたい。 

 われわれは、人々が平和を希求する声に今まで以上に耳を傾ける必要があるのではないだろうか。市

民社会アクターや新興国が国際社会の中で自らの課題を克服し、地域社会のオーナーシップを尊重・促
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進できるような平和構築活動へと一歩近づいた時、地域社会の一人一人にまで行き渡った「平和」の構

築が可能になるであろう。 
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