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１. ODA（政府開発援助）とは？



3 1.ODA（政府開発援助）とは ?

• 「ODA」 は 「Official Development Assistance」の略称で、開発途上国・地域に対す
る様々な経済協力のうち、以下の3条件を満たすものを指す。

• OECDのDAC（開発援助委員会）による定義は次の通り。

（出所: OECD）

Ø Official Development Assistance (ODA) is flows to countries and territories 
on the DAC List of ODA recipients and to multilateral development institutions 
that are:

i. Provided by official agencies, including state and local governments, or by 
their executive agencies; and

ii. Concessional (i.e. grants and soft loans) and administered with the 
promotion of the economic development and welfare of developing 
countries as the main objective.

① 政府等の公的機関またはその実施機関によるもの
② 開発途上国・地域の経済発展や福祉の向上を主たる目的としているもの
③ 供与条件が緩やかであること



4 1. ODA（政府開発援助）とは？
• ODAによって支援のできる開発途上国・地域は、OECDのDACによってリストが作
られており、その掲載の基準は、「1人当り国民総所得（Gross National Income 
(GNI) per capita）」に拠っている。

• 現在、最新のリストでは140か国・地域がODAの対象となっている。
区分 1人当り国民総所得 国・地域数

Least Developed Countries
（後発開発途上国）

By UN definition 46

Other Low- Income Countries
（その他低所得国）

<= $1,045 in 2020 2

Lower Middle Income Countries and 
Territories （下位中所得国・地域）

$1,046 - $4,095
in 2020 36

Upper Middle Income Countries and 
Territories （上位中所得国・地域）

$4,096 - $12,695
in 2020 56

TOTAL 140
（出典：OECD/ DAC）
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
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1. ODA（政府開発援助）とは？
【参考①】 ODA受取国リスト（2022年版） （一部）

（出典：OECD/ DAC）
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-
for-reporting-2022-23-flows.pdf

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf


6 1.ODA（政府開発援助）とは？
• 「開発途上国・地域に対する様々な経済協力」を分類すると以下の通り。
• ODAはこの分類の中の１つ。

出所: JICA Annual Report 2020
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出典：OECDウェブサイト https://www.oecd.org/development/beyond-oda.htm

・近年は、実はODAよりも非ODA資金（Non-ODA)の方が大幅に多い。

Non-ODA

1.ODA（政府開発援助）とは？

https://www.oecd.org/development/beyond-oda.htm


8 1.ODA（政府開発援助）とは ?
• ODAの形態上の分類は以下の通り。 JICA事業の範囲
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9 1.ODA（政府開発援助）とは ?

（出所：JICA）

• ODAの主な種類
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２．ODA事業のつくられ方
～主に技術協力事業を中心として～



11 ２．ODA事業のつくられ方

（１）対象国別の方針検討（国別アプローチ）：

• 政府開発援助（ODA）による協力を検討する場合、どの分野やイシューを重点に
協力を実施していくかについては、協力対象国の政治・経済・社会情勢や国家戦
略等も踏まえ、協力方針が決められている。

• 日本のODAの場合、外務省が中心となり、各国に対するODAの実施方針（「国別
開発協力方針」）を作成し、その付属資料として中期（5年程度）のODA案件のロー
リング・プラン（「国別事業展開計画」）が作成されている。

• ODAの実施機関であるJICAは上記「国別開発協力方針」及び「事業展開計画」に
概ね沿って、案件（プロジェクト）の形成や実施監理を行なっている。

• なお、「国別開発協力方針」等の作成にあたっては、協力対象国の現地日本国大
使館、JICA事務所、JETRO事務所等が参画する「現地ODAタスクフォース」が主
体的な役割を果たしている。
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２．ODA事業のつくられ方
【図２-1】 国別開発協力方針と案件実施（イメージ）

出典：筆者作成
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２．ODA事業のつくられ方
【参考②】 国別開発協力方針（実例（部分））

出典：外務省HP  https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo_kakkoku.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo_kakkoku.html
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２．ODA事業のつくられ方
【参考③】国別事業展開計画（実例（部分））

出典：外務省HP  https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo_kakkoku.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo_kakkoku.html
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２．ODA事業のつくられ方
【図2-2】 現地ODAタスクフォース （イメージ）

（出典：外務省HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/taskforce.html） ※一部筆者加筆 ）
（写真出所： 紀谷（2007）, p.2より）

JICA事務所
JETRO
事務所

在外公館

（※）ODA大綱改定（2003年度）による「現地機能の強化」
の方針を踏まえ設置開始

バングラデシュでの現地
ODAタスクフォース風景

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/taskforce.html


16 ２．ODA事業のつくられ方
（２）要望調査プロセス

• 日本のODAにおいて新規にどの案件（プロジェクト）を選定していくかについては、
前述した国別アプローチの方向性を踏まえ、個々に採否の検討を行うが、そのプロ
セスは「要請主義」と言われ、相手国政府からの正式要請（=プロジェクトの要請書
の提出）を踏まえて検討を行う形となる。

• その選定方法は、かつてはODA事業の種類（技術協力、無償資金協力、有償資
金協力）ごとにバラバラに相手国政府の要望を聴取していたが、1997年度から、
技術協力事業と無償資金協力事業については、「統一要望調査」方式を導入し、
年1回、まとめて相手国政府からの要望を聴取する方式をとっている。

• この「統一要望調査」方式による案件選定のプロセスは、それ以降、現在まで大き
く変わっていないが、無償資金協力については、近年は「統一要望調査」によらな
い方式（「随時要請・随時採択」）の採用も図られている。

• この「要望調査」のことを現地では”Needs Survey”又は”Request Survey”と呼
ぶことが多い。また「現地ODAタスクフォース」（前述）が重要な役割を果たす。
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２．ODA事業のつくられ方
【図2-3】 要望調査プロセスと案件実施（イメージ）

出典：筆者作成
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【表2-1】 要望調査の標準的なスケジュール

（出典：外務省(2007）、p.4-3、
図4-1をベースに筆者加筆）

時期 相手国政府 J I CA事務所 大使館 外務本省 J I CA本部

4月
～5月頃

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

在外 国内

援助窓口機関

各省庁・地方政府等

が要請書作成・準備

援助窓口機関

による取り纏め 要請書受理＋

現地ODA/TFでの評価

要請書接到

JICA内審査

外務省内審査

関係各省から

のコメント・調整

採否（評価）確定

・通報

相手国政府に採否結果

通知

要望調査の訓令要望調査に係る

書簡発出

援助窓口機関

援助窓口機関と現地ODA/TFとの間での政策協議

（注２）

（注１）

（注１）通常6⽉中に発出。
（但しSATREPSは1か⽉
ずれることが多い）

（注2）通常は8⽉末〆切。
（但しSATREPSは1か⽉
ずれることが多い）



19 ２．ODA事業のつくられ方

（３）要請書（Application Form）
• 「統一要望調査」のプロセスにおいて、対象国から提出が必要な要請書の様式
（Application Form）は、同調査が開始された頃から大きく変わっていない。

• 特に技術協力案件の要請書の様式（Application Form for Japan’s 
Technical Cooperation）は毎年ほぼ同様であり、記載項目も一定している。

• この記載項目の中で、「協力の概要（Outline of T/C）」の項目については、開発
援助機関で採用されていることの多い「ロジカル・フレームワーク・アプローチ（
LFA）」の考え方に沿った整理がされている。

• 2008年度から導入された「地球規模課題国際科学技術協力事業（SATREPS）
」も技術協力事業の一形態であるため、対象国から提出する要請書の様式は
同一である（※一部追加記載項目あり）。



20 2．ODA事業のつくられ方
【参考④】要請書の実例

（出典：JICA「マレーシアにおける地すべり災害および水害による被災低減に
関する研究プロジェクト詳細計画策定調査報告書」（2011））

技術協力の
要請書



21 ２．ODA事業のつくられ方
（３）要請書（Application Form）
【参考⑤】要請書の主要記載項目

①協力の背景（Background of the T/C*） *= Technical Cooperation
・当該セクターの現状、同セクターに係る政府の開発方針、解決すべき課題、同セクターの既
存の開発事業、国家の開発計画／公共投資計画等の上での提案プロジェクトの優先順位、等

②協力の概要（Outline of the T/C）
(1)上位目標（Overall Goal）
(2)プロジェクト目標（T/C Purpose）
(3)アウトプット（Outputs）
(4)協力サイト（T/C site）
(5)プロジェクト活動（T/C activities）
(6)受益国政府からのインプット（Input from the Recipient Government）
(7)日本国政府からのインプット（Input from the Japanese Government）

⇒ ロジカル・フレームワーク・アプローチ（LFA）の概念がベース

③協力期間（Implementation Schedule）
④実施機関の概要（Description of Implementing Agency）

（続く…）



22 ２．ODA事業のつくられ方
【参考⑥】：ロジカル・フレームワーク・アプローチ（LFA）
・LFAとは1970年代に米国国際開発庁（USAID）で導入され、その後、世銀やADB等の国際機関や開
発援助機関におけるプロジェクトの計画・管理ツールとして普及。

・一般的なロジカル・フレームワーク（通称「ログ・フレーム」）は下図の通り。
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協力期間中のプ
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23 ２．ODA事業のつくられ方
（３）要請書（Application Form）
【参考⑦】要請書の主要記載項目（続き）

⑤関連情報（Related Information）
(1) 将来計画も含めたプロジェクトの活用計画
（Prospects of further plans and actions/ Expected funding resources for the Project）
(2) 同セクターにおける他の援助機関、NGO、自国政府等の活動状況
（Activities in the same sector of other donor agencies, the recipient government and 
NGOs and others）
⑥関連するグローバルイシュー（Gender, Poverty, Climate Change, etc）
⑦環境社会配慮（Environmental and Social Consideration）
・所定フォーマットあり
⑧補足資料（Additional Form）
・SATREPS（地球規模課題対応国際科学技術協力）の場合、日本側研究機関の情報やプロジェクト
を実施する研究機関の情報（実施中の研究活動や利用可能な機材リスト等）
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３．変わったこと



25 ３．変わったこと

（１）日本のODA予算の動向（1978～2021）

ピーク
（1997年度）

（出所：外務省HP:   https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/yosan.html ）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/yosan.html


26 ３．変わったこと

（２）JICA予算（技術協力予算）の動向（2000～2020年）

（億円）

20年前から
▲約2百億円

（年度）

（出所：JICA （2019b）及び外務省HPよりデータ抽出の上、作表）

（2000-2020）



27 ３．変わったこと

（３）【ケース】対インドネシア技術協力経費（日本）の動向（2000～2019年）

（出所：外務省・ODA国別データ資料集各年版より作表）

2001 年度の規模
の約半分

（億円）

（年度）



28
３．変わったこと

（４）【ケース】対インドネシアODA（技術協力）の主要ドナー動向（2000～2019年）

（出所：OECD.Statデータより作表）
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29 ３．変わったこと

（５） 日本のODA（技術協力）の地域別変化（2001～2019）
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30 ３．変わったこと

（６）日本のODA（技術協力）の分野別変化（2000～2019）

（出所：JICA （2019a）、JICA （2019b）、JICA （2020）よりデータ抽出の上、作表）
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４．まとめ



32 ４．まとめ

（１）変わらないこと
ü 新規案件の審査プロセス、現地ODAタスク、要請書様式

（２）変わったこと
ü 予算の減少
ü 地域配分の変化 （東アジア/東南アジア↓ 南アジア/アフリカ↑）

（３）新規案件形成に向けて
ü 「変わらないこと」を踏まえた先行準備
ü 他ドナー／民間資金等との連携
ü 実績から見える傾向＋その時々の政府方針にも着目
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４．まとめ

【参考⑧】令和4年度外務省概算要求の概要（2021年8月）

出所：外務省HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228983.pdf

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228983.pdf
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ご清聴有難うございました

Thank you for your attention!
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