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新興ドナー国の政府開発援助

Official Development Assistance of Emerging Donor Countries 

高祖 幸晴t

(Koso Yukiharu) 

I. はじめ に

先進諸国や国際機関からの援助を受けてきた開発途

上国の中には，近年海外援助を大きく拡大している国

（新興ドナー国）がある。

本報では，新興ドナーとして，わが国との関係で政

府開発援助を含めてさまざまな面で関わりが大きく地

理的にも近い中国，輯国およびタイの 3国（以下，「新

興ドナー 3国」という）を対象として，文献や海外の

日本人専門家からの情報をもとに，新興ドナー国の政

府開発援助に関する政策実施体制，動向および特徴

を比較分析する。

II. 新興ドナー 3国の政府開発援助の概観

政府開発援助 (ODA)は二国間援助と多国間援助か

らなり，前者は無償資金協力；技術協力などの贈与

(Grant) と譲許的融資 (ConcessionalLoans)を内容

とし，後者は国際機関への拠出などを通じた援助であ

る。

、表ー1は新興ドナー 3国の ODAの援助額を示した

ものである。 2009年に，中国韓国，タイ (2004年）

の援助額はそれぞれ約 49億ドル，約 8億ドル，約 2

億ドルとなっている。ちなみに同年における日本の

ODA援助額は約96億ドルであった。

表ー1 新興ドナー 3国の政府開発援助

単位：百万ドル

国名 中国 I) 韓国 2) タイ 3)

年 2009年 2009年 2004年

多国間援助

)1,940 

235.6 l 263 贈与 366.1 

二国間援助 譲許的融資（無利子）
} 214.1 175.7 

譲許的融資（有利子） 2,995 

合計 4,935 815.8 202.0 

（注） 1.中国は 0.146ドル／元として換算。また，原典の「無償援助」は

贈与，「無利子借款」は譲許的融資（無利子），「優遇借款」は譲

許的融資（有利子）とした。

2．タイの実績は援助総額における贈与と譲許的融資の割合から算

出したものである。

t環境省福島環境再生事務所除染等推進第4課

ttエジプト国水資源灌漑省
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中国の援助統計は経済開発協力機構・開発援助委員

会 (OECD-DAC)の基準によっていないため他国と

同列での比較はできないものの，中国の援助額は

DAC加盟の上位 10位程度の国に匹敵するものと

なっている。

III. 新興ドナー 3国の ODA

1. 中国

(1) 援助に関する政策と実施体制 中国の援助の

基本方針は 1964年の対外経済技術援助 8原則であ

る。この原則は今日まで維持されており，「平等互

恵」．「内政不干渉」，「被援助国の主権尊重」，「中国が

条件や特権を求めないこと」などからなる。援助に当

たっての唯一の付帯条件は台湾を脱んでの「中国は 1

っ」の原則の受入れで，一貫した内政不干渉政策が，

人権侵害や非民主的統治が指摘される国々への援助を

可能にしている要因でもある。

援助のツールは贈与，無利子融資および譲許的融資

（この場合は有利子で，中国の項で以下同じ）の 3種か

らなっている。そして援助の形態は，①包括的プロ

ジェクト，②一般物資援助，③技術協力，④人的資源

開発協力，⑤対外援助医療チーム派遣⑥緊急人道援

助⑦対外援助ボランティア，⑧債務減免．の 8種で

ある。このうち包括的プロジェクトは援助額全体の

40％前後を占める最も主要なもので，贈与や無利子融

資などの援助資金の提供と専門家派遣を通じて生産や

建設プロジェクトを支援している。

援助に関する大きな政策決定は国務院が行う。商務

部が二国間援助に責任を有し，援助の政策や援助計画

を作成するとともに援助プロジェクトの全プロセスを

管理している。商務部が援助の主管を務めることは他

国と大きく異なる点であり，中国の援助は経済的動機

に適うように考えられているとの見方がされている％

援助プロジェクトや研修などは商務部や農務部など

の外郭団体がその管理に当たり，譲許的融資に係るプ

ロジェクトは中国輸出入銀行が所掌している。中国の

弗^1ド 海外援助．新興ドナー．政府開発援助，贈与．譲
許的融資 KOICA.TICA 

807 



32 農業農村工学会誌第81巻第 10号

援助は，物資およびサービスの調達先が援助供与国

（この場合は中国）に限定されるタイドの援助方式で

（「ひもつき」援助とも訳される），その主な実施機関は

国営企業となっている。

(2) 援助の動向 「中国の対外援助 (2011)」5) （以

下，「白書」という）は，年別の援助額を示していない

が， 2009年までの援助額の累計は 2,563億元（約3.6

兆円）に達し 2004年以降急速に増加した（年平均

29.4％増）と述べている。北野1)によれば，中国の援

助（贈与と無利子融資）は 1990年代以降増加し始め

て中国の経済成長が年率 10％を超すようになった

2004年以降一層加速している。

援助分野について白書は，工業と農業の生産性向

上，経済的・社会的な発展基盤の強化，基礎教育や医

療の改善などに重点を置いているとしている。 2009

年までの譲許的融資の分野別配分は，経済インフラが

61％と圧倒的に多く，次いで工業 (16.1%），エネル

ギー・資源開発 (8.9%），農業 (4.3%）の順となって

いる。

地域別の援助額はアフリカが46％で最も多く，次

いでアジア (33%），ラテンアメリカ・カリブ海諸国

(13%)などとなっている。

(3) 援助の特徴

① 援助趣旨の変化

援助目的は，以前の非同盟運動のリーダーとして

の立場によるイデオロギー的な動機から， しだいに

自らの経済開発の促進に変わってきている。

② 三位一体型の援助パターンとインフラ援助

中国の援助は貿易と投資を組み合わせた三位一体

型で提供されている。中国企業は政府からの財政支

援による競争優位性を得て，多数の労働者，プラン

ト，技術，資本（外国での直接投資），物資の提供

（貿易）をもって，資源開発とプロジェクトを請け

負っており，開発された資源は中国企業により輸入

される。そして，中国政府はその資源開発に関連す

るインフラ建設を強力に援助しており，経済インフ

ラ部門に対する援助は前述のとおり ODAの大きな

割合を占めている。

③ 天然資源輸送路とシーレーン防衛の拠点の確保

パキスタンやミャンマーなどの隣接国と中国を結

ぶ高速道路や鉄道，石油パイプライン，港湾などの

建設スリランカの港湾建設などに対する援助は，

中国から東南アジア，南アジア，インド洋，アフリ

力に通じる天然資源輸送路とシーレーン防衛の拠点

を確保しようとするものと考えられる。

④ 国際社会との軋礫

中国は国内紛争や人権侵害などを理由にほかの
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ドナーから援助や投資を受けることができない国

（スーダンやアンゴラなど）や案件を援助している。

パキスタンヘの援助に係るグワダル港に関してはパ

キスタン政府が軍港建設支援と中国海軍の駐留を要

請したとされるなど，最近の中国の援助には国際政

治に緊張を作り出す危うい事例が目立つとの指摘も

ある6)。

また，援助プロジェクトなどの実施に関して，土

地の収容や住民の強制退去などで被援助国の地元住

民と衝突する事件（ミャンマー）や，労働条件の契

約違反に対する地元住民の抗議活動（ザンビア）が

日本人専門家から報告されるなど，中国の援助には

国際社会との軋礫が目立っている。

⑤ 官民あげた援助活動

Satoら”によれば，カンボジアでの例として，中

国国営企業が相手国政府機関に働きかけて在外大使

館に案件を持ち込ませるなど大きな役割を果たして

おり， 日本人専門家からも中国は官民あげて案件を

取得していく傾向があると報告されている。

以上のような中国の対外援助について，国際社会に

は敵対的なものから好意的なものまで幅広い見方があ

る。

2. 韓国

(1) 援助に関する政策と実施体制韓国の対外援

助は 1960年代に開始されて今日に至っている。国家

の長期ビジョンである「ビジョン 2030」(2006年）は，

ODAに関し援助量を急速に拡大するとともに質的に

はDAC加盟を指向して， ODAの国民総所得 (GNI)

に対する割合 (GNI比）を 2015年に 0.25％にするこ

と，アジアヘの援助を維持しアフリカ向けの人道援助

を増大すること，ひもつきではないアンタイドの援助

割合を 2015年に DAC標準まで引き上げることなど

を目標として挙げている。なお，韓国は 2010年に

DAC加盟を果たしている。

援助のツールは二国間援助と多国間援助からなり，

前者は贈与と譲許的融資により提供される。

贈与は外交通商省の政策ガイドラインの下で，主に

緯国国際協力機構 (KOICA)が実施している。

KOICAは7つの優先分野を設定し，そのうちの農村

開発分野については農業技術移転，農業政策改善，瀧

漑開発農村インフラ，生産資材提供が主な内容と

なっている。援助の形態は，①専門家派遣，②インフ

ラ建設③物資援助，④研修員招へい，⑤開発調査，

⑥海外ボランティア派遣⑦NGOとの連携，⑧災害

救援などである。

譲許的融資は企画財務省の監督下で，韓国輸出入銀

行が計画し経済開発協力基金 (EDCF)の管理委員会

Water, Land and Environ. Eng. Oct. 2013 
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が管理する。実施に際しては選択と集中を旨として緯

国と経済的結びつきのある途上国を選定して支援して

いる。

(2) 援助の動向図ー1は2009年までの過去 12

年間の ODA援助額を二国間援助（贈与と譲許的融

資）と多国間援助に区分して示したものである。二国

間と多国間の援助ともに増加しており， 2009年の

ODA総額は 5年前の約 2倍に当たる 8.2億ドルで

GNI比は 0.1％に達している。譲許的融資は 2002年

までは贈与を上回っている。しかし， 2003年にアフ

ガニスタンなどの紛争地域に対する援助が拡大したこ

となどから援助パターンは逆転し， 2004年以降は贈

与が全体の 4割以上を占めるようになり融資は 2割

台またはそれ以下となっている。

ODAの分野別配分は，二国間援助 (2006年）にお

いて，社会インフラサービス（教育，保健 ・衛生など）

が約 60％を占め，インフラ部門全体で 85％に達して

いる。

地域別の配分はアジアが全体の 41％を占め，次い

で中東 (19%），アフリカ (13%），欧州 (8%）であり，

低中所得国と後発開発途上国への援助がそれぞれ

49%, 25％となっている (2006年）。
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図ー1 蒋国の ODAの推移 2)

(3) 援助の特徴

① 商業主義と普遍主義 ・人道主義の混合

緯国の対外援助は， 1980年代の終わりと 1990年

代後半以降経済的関心と結びついて途上国への輸

出促進と援助活動を通じた海外ビジネスの拡大を進

めてきたが， 2000年以降国内の商業的関心と

DAC型援助哲学の両者を考慮して，商業主義と普

遍主義・人道主義の混合形態に移行している。この

ことは，大統領の交代に伴う政治的イデオロギーと

価値観の移行，そして DACから韓国が開発におけ

るガバナンス（統治）と人権にもっと関わるよう提

案されたことなどが関係していると考えられる。

② 三位一体型の援助パターンとインフラ援助

水土の知 81 (10) 

輯国は， 1960年代以降に受けた経済インフラへ

の譲許的融資が緯国の経済開発に役立ったという経

験を持っており，このような支援が開発途上国に

とっても有用と考えている。また，韓国は天然資源

を持たない貿易国であるため，輸出市場と輸入資源

の確保を強く欲している。韓国企業の，たとえばカ

ンボジアとベトナムにおける直接投資が援助活動と

連携しているように，緯国政府はこのような国での

自国の民間企業の活動を維持するために経済インフ

ラに対する援助を展開しており，その援助は貿易と

投資を組み合わせた三位一体型のパタ ーンと言え

る。

③ 国際的地位の向上とシーレーンの確保

緯国の外交戦略は地政的関心から，近隣諸国との

関係と国際社会における韓国の地位向上に焦点を当

てており，これが ODAにも反映されている。ま

た，韓国は援助提供を通じて貿易にとって重要な

シーレー ンを確保することに強い関心を寄せてい

る。これらのことは，スリランカに対する援助や北

朝鮮難民を受け入れているフィリピンヘの援助を重

要視していることに見ることができる。

④ 国際的圧力への対応

DAC提言は緯国に対して，タイドの援助を減じ

開発途上国に対する贈与を増加させるよう促してお

り，このことは先に見たビジョン 2030などのODA

目標の設定や援助パターンの変更に表れている。韓

国の援助は，商業主義だけでなく国際的な圧力の受

入れにおいても日本と類似していると言える。

また，ライバルドナーである中国のインド洋諸国

への援助とアフリカでの資源外交は，韓国を同様の

国に対する同様の援助に向かわせる要因であると考

えられる。

3. タイ

(1) 援助に関する政策と実施体制 タイの国際協

カプログラム (TICP)は1960年代に開始され， 1980

年代後期から ODAの規模を大きくし実施体制を整え

て行った。

タイの ODAは隣国の所得格差の縮小と生活水準の

向上に優先的に取り組んでいる。メコン圏のカンボジ

ア，ミャンマー ラオスベ， トナムなど隣国の所得や

生活条件の向上を支援することにより，タイ国境を通

る不法移民や密輸などの流れを抑えようとするもので

ある。

援助のツ ールは二国間援助と多国間援助からなり，

前者は贈与と譲許的融資により提供される。

贈与は財務省の隣国経済開発協力機構 (NEDA),

外務省の国際機関局とタイ国際協力機構 (TICA) ま
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たはほかの省庁により実施される。NEDAは贈与と

譲許的融資を併用してメコン圏諸国のインフラ支援を

行い， TICAはアジア，アフリカ，ラテンアメリカ，中

東など多数の途上国を対象に人材・能力開発，農業開

発教育保健などを優先分野とした研修専門家派

遣機材提供などを行っている。

譲許的融資はタイ輸出入銀行と NEDAにより実施

される。タイ輸出入銀行は，主に隣国の発電ダムなど

の大規模インフラを支援している。NEDAはメコン

圏諸国のインフラ建設に対して譲許的融資と贈与を提

供する。いずれの譲許的融資もタイのコンサルタント

や建設会社を伴うタイド方式の援助となっている。

(2) 援助の動向 図ー2はタイの過去の ODA援助

額を贈与（多国間援助を含み，以下，この項で同じ）

と譲許的融資に区分して示したものである。2004年

のODA総額は約 2.0億ドル（贈与0.3億ドル，譲許

的融資 1.8億ドル）であったが， 2007年には譲許的融

資がなく 0.4億ドルヘと大きく減少している。ODA

のGNI比は 0.19％で，日本と同率緯国 (0.06%）よ

りも大きく（いずれも 2004年），国の経済規模との比

較で見ると大きな援助を提供していると言える。

援助の分野は， 2007年の贈与で見るとインフラ・

公共施設が全体の 42％を占めて最大となっており，

次いでエネルギー (13%），農業 (11%），保健 (9%),

教育 (9%) と続いている。

また，これを地域別に見るとカンボジア，ラオス，

ミャンマー，ベトナムという 4隣国向けが81％と圧

倒的に大きな割合を占めている。

250.0 

200.0 

150.0 

100.0 

50.0 

0.0 

百万ドル

1996 2002 -2003 2004 

■贈与 口譲許的融資

（注）贈与には多国間援助を含む。

図ー2 タイの ODAの推移 3)

(3) 援助の特徴

① 安全保障上の問題への対応

2007 

タイの ODAは隣国の開発の支援に最も重点を置

き，病気難民・移民大気・水汚染，鳥インフル

エンザ，人・薬物の売買といった問題に取り組んで

いる。これはカンボジア，ラオス， ミャンマーとい
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う近隣の貧困国と接していることが軍事面や違法労

働者，保健衛生などの面での種々の問題， さらには

南北と東西の通廊を経由しての経済的つながりがさ

らなる侵入問題を課すといったタイの安全保障上の

特別な問題，政治的な問題への対応と見ることがで

きる。

② 地域の一体化促進に対する支援

国境を横断する道路や通信システム，エネルギー

管路送電線などの整備は，タイとその隣接国を結

んで地域の一体化を促進し，経済の発展そして所得

格差の縮小と生計の向上につながるものである。メ

コン圏でアジア開発銀行や日本，そのほかのドナー

が支援する活動と連携してこれらに取り組んでい

る。

③ 北ー南—南協力

北ー南—南協力は 3 国間協力とも呼ばれ， タイがほ

かの先進国と連携して途上国援助に当たるものであ

る。OECDドナーとパートナーシップ協定を締結

して途上国支援の取組みも行っている。これらの活

動の多くはメコン圏諸国特にカンボジア，ラオス，

ミャンマーに焦点を当てている。

④ DAC型援助哲学への指向

「タイの ODA」3)は援助効率化に関するパリ宣言

や， ODAのアンタイド化などに関する OECDの目

標に言及している。タイ政府は，将来的な DACメ

ンバーヘの関心を示しており，その援助哲学は

DAC型を指向していることがうかがわれる。

IV. 新興ドナー 3国の ODAに関する考察

1. 援助戦略の共通性

(1) 経済的利益の追求 中国は貿易•投資・援助

の三位一体型の援助パターンで，途上国に資本や物資

などの提供を行い，開発された天然資源を輸入し，自

国の資源供給の安定性を作り出している。

輯国も三位一体型の援助パターンで，天然資源への

アクセスと輸出，投資の促進という国益のため，途上

国で投資・活動を行う自国の企業を支援するためのイ

ンフラ建設への支援に重点を置いている。

タイの援助は道路や電力などの国境横断インフラの

建設支援に重点を置き， タイド方式でタイ企業が請負

施工するとともに，これらを自国の経済開発につなげ

ている。

(2) 地政的利益の追求 中国は，隣接するパキス

タンやミャンマーなどで港湾や高速道路，鉄道．石油

パイプライン等の建設を支援するなどにより．天然資

源輸送路とシーレーン防衛の拠点を確保し東南アジ

ア．南アジア，インド洋．アフリカヘの進出作戦を展
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開しているといえる。

緯国もシーレー ンの確保に重要なスリランカに援助

を提供し，北朝鮮難民を受け入れるフィリピンヘの援

助を重要視している。タイは安全保障の面から隣国の

支援を最重要視している。

このように，いずれもインフラ援助をベースにしな

がら自国の経済的利益と地政的利益を追求している。

2. 援助拡大の背景

(1) インフラ建設への要望 DAC加盟国や国際

機関のドナーは，近年特に平和構築の観点から途上国

のグッド ・ガバナンス（良い統治）のための能力構築

に重点を置き，途上国の立法 ・行政 ・司法機関への支

援分野での援助を拡大している。これに対して，たと

えばカンボジア政府が社会セクター重視の供給主導の

援助に対して不満とインフラ建設に対する資金不足を

訴えているように，途上国は経済成長を通じた所得や

生活水準の向上を強く望み，その基盤としてのインフ

ラ建設に大きなニーズを持っている。

このような点において，従来のドナーの援助方針と

途上国のニーズの間に麒甑が生じており，新興ドナー

3国はいずれもインフラ建設を重要視して援助してい

ることが歓迎されていると言える。

(2) 援助のスピード Satoら7)はカンボジアにお

ける道路修復に係る援助の施工のスピードとコストを

比較して，中国の援助がスピードとコストの両面で，

日本やアジア開発銀行のものに大きく勝っていること

を示している。そしてコス トの違いの理由として舗装

の整備水準の違いを上げ，新興ドナーが途上国に受け

入れられる要素と して援助に関する実施の迅速性と コ

ストに言及している。

Satoら7)は新興ドナーが従来のドナーの代わりとし

て被援助国に選択のチャンスを与え，このことにより

被援助国は政策のオプションを広げていると言ってい

る。

V. おわりに（新興ドナーから学ぶこと）

日本の援助は， DAC基準により環境社会配慮など

援助に際しての点検項目が多く審査に時間を要する側

面があるが， タイの TICAの前局長8)は日本の援助に

ついて， 書類作成やルーテ ィンワークが非常に多く，

意思決定プロセスが曖昧で時間がかかると言い，その

改善に期待を寄せている。

水土の知 81 (10) 

TICAは現地のニーズをもとに した現地適応技術を

用いることを旨として，高価でオーバースペックな機

器の提供やドナー主導のプロジェク トの押しつけを自

らに戒めている。これはタイのこれまでの被援助国と

しての経験から発したものと考えられる。わが国も，

これらを真摯に受け止めて， 整備水準や援助の時期・

期間などに関する現地のニーズを的確に把握し被援助

国とも十分に議論して適切な対応をとることが重要で

あると考えられる。

おわりに本報の作成に当たって貴重な情報や助言

などをいただいた農林水産省海外土地改良技術室や海

外で活躍している日本人専門家の皆様をはじめ農村振

興局の関係者に厚くお礼申し上げる。
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（報文）

新興ドナー国の政府開発援助

高祖幸晴・内藤久仁彦

先進諸国や国際機関からの援助を受けてきた開発途上国の中

には，近年海外援助を大きく拡大している国（新興ドナー国）

がある。本報では新興ドナー国として中国，韓国およびタイを

対象として，既往の文献日本人専門家からの情報などをもと

に，これら 3カ国の政府開発援助に関する政策実施体制，動

向および特徴を比較分析して，わが国が新興ドナー国から学ぶ

ことを考察した。

（水土の知 81-10,pp.31 ~35, 2013) 
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