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１．ＯＤＡの定義と対象国、ＯＤＡとＯＯＦの境目等
我が国の海外経済協力の分類
譲許性(注１）
その他政府資金
（ＯＯＦ）
（輸出金融、投資金融、事
業開発等金融、出資等）

低

概要
・ 我が国のプラント等の輸出支援、資源・エネルギー等
の重要物資の安定的確保、我が国産業の国際的事
業展開支援及び基盤整備、国際金融秩序の維持等
の政策目的を実現するための出融資。
・ 開発途上国の経済開発や福祉の向上に寄与するこ
とを目的とする、長期・低利の融資。

円借款

中

・ 主として、比較的規模の大きい、社会・経済インフラ
整備、環境対策、経済安定化、高等教育に対 する
支援。

主な供与分野
プラント輸出支援
資源輸入金融
インフラ建設事業
金融危機対応支援
等
大規模インフラ支援
環境対策支援
経済安定化支援
高等教育

供与対象国の目安
供与の様態
開発途上国から中進国 外国政府、日本企業等に供与。
までなど幅広く供与し、特
に制限なし（ただし、先進 案件毎の供与額は概ね数千万
国向け業務は原則廃止） 円から1千億円強まで。
世界銀行が融資を行う基 途上国政府に供与。
準としている水準（一人
当たりＧＮＩ約５,２９５ドル） 金利・償還期間は次の条件によ
以下の発展段階にあり、 り変動する。
かつ債務返済能力のあ
・途上国の発展段階
る開発途上国（注２）
・対象分野
・我が国技術の利用の有効性

（G/E≧２５） ・ 商業性なし。
（注１）
・ 貿易を歪曲しないよう、国際的に特別の制限がある。
・ 開発途上国の経済開発や福祉の向上に寄与するこ
とを目的とする、返済義務を課さない資金贈与。

無償資金協力

技術協力

基礎生活分野
人造り分野
貧困削減
紛争予防・平和構築
・ 主として基礎生活分野（保健・医療、初等教育、水
等）の支援を行うが、所得水準の極めて低い途上国 草の根支援
災害復興支援
については、基礎インフラ等も対象とする。
高
人間の安全保障
（G/E＝１００） ・ 機動的に供与できる支援であり、災害支援、平和構 基礎インフラ支援
水産支援
築等に幅広く供与されている。
留学生支援
地雷支援
・ 商業性なし。
環境
・ 開発途上国の経済開発や福祉の向上に寄与するこ 制度整備支援
とを目的とする、専門家・ボランティアの派遣、研修員 基礎生活分野
人造り分野
の受入、開発調査の実施等
貧困削減
高
紛争予防・平和構築
・ 我が国の技術や知識を移転し、開発途上国の社会
災害復興支援
経済開発の担い手となる人材の育成、技術水準の
（G/E＝１００）
人間の安全保障
向上、制度や組織の確立・整備を支援。
基礎インフラ支援
環境

案件毎の供与額は概ね５０億円
〜５００億円程度。
主として、世界銀行が贈
与を行う基準としている
水準（一人当たりＧＮＩ１,４
６５ドル以下）以下の開発
途上国（注２）

途上国政府に供与。（草の根支
援については、実施団体に直接
供与。）
案件毎の供与額は概ね１億円
〜３０億円程度。（草の根支援に
ついては原則として１件１,０００
万円以下。）

すべての開発途上国（注 案件毎の供与額は概ね数百万
２）（一人当たりＧＮＩ１０,０ 円〜数億円程度。
６５ドル以下）

（注１） 譲許性
・援助条件の緩やかさ。譲許性を表示するため、グラント・エレメント（G/E)という指標が使われている。
・グラント・エレメントは、商業条件（金利１０％と仮定）の借款を０％と仮定し、金利・返済期間・据置期間などが緩和されるに従って高くなり、贈与（グラント）の場合は１００％となる。
OECDの開発援助委員会（DAC）の統計上、グラント・エレメントが２５％以上がODAとして計上される。
（注２）開発途上国
・DACが定めるリストに掲載されている国。
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ODA（無償・技協・円借款）・ＯＯＦ・ＰＦの整理図
ＰＦ

高い

（民間資金）

所得水準

技術協力
円借款

国際金融等業務※
国際金融
等業務

円 借 款

無償資金協力

※ 我が国の輸出入若しく
は海外における経済活動の
促進又は国際金融秩序の安
定に寄与するための貸付
（ただし民間銀行等が融資
可能なものは対象としない）

低い

対象分野
社会セクター

経済セクター

（供与対象国の目安）
無 償 ： 一人あたりGNI約1,500ドル以下の国
円借款 ：

〃

約5,000ドル以下の国

技

〃

約10,000ドル以下の国

協 ：
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貧困国から中進国までの各発展段階に応じた
幅広い金融ツール
融資規模

国際金融秩序安定化・構造調整
（国際収支に不均衡が生じている国に対する外貨準備支援等）

環境・省エネ
（大気･水質汚染改善、風力発電、植林事業等）

資源開発
（石油・天然ガス・鉄鉱山の開発、資源引取り等）

市場育成・民間部門開発
経済社会インフラ

（製造業（含む裾野産業）等）

（電力、運輸、通信等）

基礎的生活分野
（上水道、保健、教育等）

所得水準

貧困国（50カ国） 低所得国（18カ国） 中所得国（48カ国・地域）
（低所得国のうち、経済的に
脆弱な国等）

（一人あたりGNIが$825以下）

（一人あたりGNIが$826以上$3,255以下）

海外経済協力業務（円借款）
（注） 所得水準（2004年）による区分は、OECD開発援助委員会（DAC）の定義による。

中進国（36カ国・地域）
（一人あたりGNIが$3,256以上$10,065以下）

国際金融等業務
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２．国別、地域別、分野別戦略とＯＤＡツールの組合せ
ＯＤＡ大綱

2005年11月末で19ヶ国において策定。
（アジア：11ヶ国）
インドネシア カンボジア スリランカ タイ
中国 パキスタン バングラデシュ
フィリピン ベトナム マレーシア モンゴル
（アフリカ：6ヶ国）
エジプト ガーナ ケニア ザンビア
タンザニア チュニジア
（中南米：2ヶ国）
ニカラグア ペルー

中期政策
国別援助計画
被援助国

被援助国

重点分野

重点分野

重点分野

重点分野

重点分野

重点分野

重点分野

重点分野

重点分野

無償資金協力

技術協力

有償資金協力

分野別イニシアティブ

被援助国

分野別の援助の基本的指針。
・ジェンダーと開発イニシアティブ
・成長のための基礎教育イニシアティブ
・「保健と開発」に関するイニシアティブ
・日本水協力イニシアティブ
・京都イニシアティブ
（温暖化対策途上国支援）
・持続可能な開発のための環境保全
イニシアティブ
・民主的発展のためのパートナーシップ
・国際的な情報格差に対する我が国の
包括的協力策
・防災協力イニシアティブ

各スキームの活用・有機的連携

4

１．米

３．海外経済協力に関する主要国の立案・実施体制

ODA

政策部門

国務省
（国務長官）
・国連諸機関へ
の拠出等を担当

実施部門
米国際開発庁（USAID）
（USAID長官）

・USＡＩＤ長官は国務
長官に報告義務
・国務省とＵＳＡＩＤは
外交政策に沿った援
助政策が実施される
よう協働

・その他、財務省（国際金融機関への拠出
等）、農務省（食糧援助）等が援助に関与。

ミレニアム開発公社
（MCC）
（理事長は国務長官）

・二国間援助（資金協力、技術協力）の企
画・実施等を担当

・開発援助予算のうち、新たに増額されるミレ
ニアム挑戦会計部分を管理
・理事会には、国務長官の他、ＵＳＡＩＤ
長官、財務長官、USTR代表等が参加

＊ １９９２年以降、有償資金協力によるODAを
実施していない。

OOF

ＯＥＣＤのルール遵守の
観点からUS EXIMや
OPICを監督しているのみ

国務省
（国務長官）

・輸出金融等を担当
・全額連邦政府出資の独立連邦政府機関

米国輸出入銀行
（US EXIM）

財務省

理事会に商務省長官および通商
代表が参加（ただし投票権なし）

・国務長官直轄

海外民間投資公社
（OPIC）

・海外投資金融等を担当
・全額連邦政府出資の独立連邦政府機関

理事会に商務省、国務省、労働省、財
務省、通商代表部の次官クラスが参加
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２．仏

政策部門

ODA

実施部門
外務省
・無償、技術協力、文化・
科学技術協力、仏語振興
を担当

経済財政産業省
・有償資金協力、国際金
融機関への拠出等を担当

OOF

仏 開発庁（AFD）

・外務省と経済財政産業省の共管。
・開発銀行と援助実施機関の両面あり。
・無償資金協力の一部及び有償資金協力の実施を
担当。

仏 開発庁（AFD）
・途上国の民間プロジェクトへの貸付、保証

経済財政産業省
外務省

経済協力振興投資公社
（PROPARCO）
・途上国の民間プロジェクトへの貸付、出資、保証
・AFDが約67％出資の子会社
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３．英

政策部門

実施部門

ODA
国際開発省（DFID）
（国際開発大臣）
・閣内大臣の下、援助政策の立案から実施までを一元的に担当。

＊ １９９８年以降、有償資金協力によるＯＤＡを
実施していない。

OOF
貿易産業省

輸出信用保証局
（ECGD）

・輸出金融等を実施

・政府の１部局（貿易産業省の外局）

国際開発省
（DFID）

CDCグループ
・海外投資金融等を実施
・政府（DFID）が全額出資の民間グループ
（英連邦開発公社から民営化）
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４．独

政策部門

実施部門
５つの部門から成
る銀行グループ
（公法人の総称）

復興金融公庫
（KfW）

ODA
開発協力省（BMZ）

KfW開発銀行
・援助政策全般の企画・立案を担当。
・有償資金協力を含む資金協力の企画・立案
は、復興金融公庫とＢＭＺが協議して実施。

技術協力公社（GTZ）

外務省
・自然災害、人道支援を担当。

OOF

・ＢＭＺ下にある全額政府出資有限会社。
・ＢＭＺ等からの委託を受けて技術協力を実施。

復興金融公庫
（KfW）

大蔵省
・KfWを監督。

経済技術省

・途上国への資金協力を実施。
・資金協力の条件は、途上国の
所得水準により異なる。

監査役会に財務大臣、外務大臣、
経済技術大臣、経済協力開発大
臣等が参加

KfW 国際プロジェクト
輸出金融銀行

・輸出金融、海外投資金
融を実施。
・2007年12月までにKfW
本体から完全分離し、別
会社を設立予定。

・協議

独 投資開発公社
（DEG）

・海外投資金融を実施
・KfW全額出資の子会社
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政策部門

実施部門

５．イタリア
ODA
世銀等国際金融機関
に対する拠出を担当

経済財政省

外務省

・有償資金協力、無償資金協力、技術
協力、国連関係機関への拠出等を一元
的に企画

依頼

・外務省開発協力総局内の中央技術ユ
ニットが二国間援助の実施を担当。

Artigiancassa 銀行
許可

・有償資金協力に関しては、外務省の依頼に
基づき、経済財政省の許可の下に、同銀行
が管理する回転資金を使用

OOF
生産活動省

海外進出企業促進会社（SIMEST）
・イタリア政府が株式の76％を所有する株式会社
・輸出信用、イタリア企業のF/S実施のための融
資等を担当。
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政策部門
６．カナダ

国際開発庁（CIDA）
（国際協力大臣）

ODA
外務省

財務省

実施部門
・援助政策の立案・援助の実施を担当

・平和・安全保障基金、ローカ
ルイニシアティブ基金（在外公
館を通じた小規模援助）
・世銀グループ、債務救済
政策を担当

＊１９８６年以降、有償資金協力によるＯＤＡ
を実施していない。

OOF
国際貿易省
・貿易政策を担当、EDCを所管

輸出開発公社（EDC）
・カナダ政府100％出資の公営企業
・カナダの貿易投資促進のための、直接融
資、保証、出資等の実施を担当
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海外経済協力に関する主要国の立案・実施体制
国名

ODAに関する体制・主要官庁

米

・米国際開発庁（USAID）（53％）、国務省（16％）、
財務省（12％）の他に、農務省、商務省、国防省、
エネルギー省、保健省、国土安全省、労働省、運輸 ・アメリカ国民及び国際社会の利
益のために、安全かつ民主的、
省等が援助を実施（2004年のグロス値）。
・関係省庁全体を取りまとめるメカニズムはない 繁栄した世界を創造する
が、実態的にはNSCや国務長官の下で調整が行わ ・国際場裡における米国の共有さ
れた使命及び目的を追求するに
れている（調整権限に関する法的根拠はない）。
・復興・安定化支援については、国務省がNSC、国 際し、米国の援助政策は外交政
防省と調整の上、立案・実施を行う（2005年12月よ 策と十分に整合させていなけれ
ばならない。
り）。
・USAIDは独立組織であるが、国務長官に対する報 （国務省・USAIDの「戦略計画−
告を行うとともに、国務長官の権限及びガイダンス 外交と援助政策の整合性確保」
より）
の下におかれている。
・ミレニアム挑戦公社（MCC）の理事長は国務長官
が就任。

仏

英

援助目的

・2004年の省庁間国際協力・開発委員会（CICID）に
て外務省が開発援助政策の戦略的方向付けを行う
ことになった。これを受け、外務大臣の権威の下
に、国際協力・開発・仏語圏大臣（外務省の閣外大
臣）が関係省庁の調整に主導的役割を果たすこと
・①国際協力は外交の中核的な
になった。
・外務省および経済財政産業省がODAに中心的な 特色、②開発援助はフランス外交
役割。それ以外の各省庁（国民教育・高等教育・研 政策において普及している（外務
究省、農業・漁業省、環境・持続的開発省、文化・コ 省方針より）
（注：法令や各種資料において
ミュニケーション省など）は一部技協を担当。
・年１回開催されるCICID（外務省と経済財政産業 は、ODAの対GNP比やMDGsへ
省が事務局を務める）で各省庁の施策の一貫性を の貢献等のみ記載しており、援助
の政策目的に関する記載なし。）
確保。
・予算法案提出時に、ODA全省庁の予算を取りまと
めた政策横断文書を国際協力・開発・仏語圏担当
大臣の主導により策定。
・外務省と経済財政産業省が仏開発庁（AFD）を共
同管轄。

スキーム

スキーム毎に関連する省庁・機関

無償・技協

立案：USAID、国務省、MCCなど
実施：USAID、国務省、MCCなど
（ODA予算を計上しているのは21省庁・機関）

有償

実施していない。

国際機関拠出

国際開発金融機関：財務省
国連関連機関：国務省

ＯＯＦ

海外民間投資公社（OPIC）、米国輸出入銀行（EXIM）

無償・技協

立案：外務省など
実施：外務省、AFDなど
（ODA予算を計上している省庁・機関は、外務省、経済財政産業省、国民教育・高等
教育・研究省、農業・漁業省、環境・持続的開発省、文化・コミュニケーション省など）

有償

立案：経済財政産業省（ＡＦＤに委託せず、独自の予算で実施するものは外務省と相
談せず）
実施：AFD

国際機関拠出

国際開発金融機関：経済財政産業省
国連関連機関：外務省

ＯＯＦ

AFD、経済協力振興投資公社（PROPARCO）など

無償・技協

立案：DFIDなど
実施：DFIDなど
（他の関係省庁数は調査中なるも、開発予算の約13%が他省庁による二国間援助）

・国際開発省（DFID）が閣内大臣の下、援助政策の ・持続的発展の促進及び人々の
立案・実施を担当するも、開発予算の約13%が他省 福祉の増進により、貧困を削減 有償
（国際開発法2002より）
庁による二国間援助。

実施していない。

国際機関拠出

国際開発金融機関：ＤＦＩＤなど
国連関連機関：ＤＦＩＤなど

ＯＯＦ

輸出信用保証局（ECGD）、CDCグループ（英連邦開発公社から民営化）
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国名

独

伊

加

ODAに関する体制・主要官庁

・開発協力省（BMZ）が開発援助政策の中心。外務
省（自然災害、人道支援）、財務省（ＥＣへの拠出、
債務救済）の他に、保健省、消費者保護・食料農林
省、家庭・青少年・婦人省、教育研究省、内務省、
環境・原子炉安全省、国防省が関与。
・外務省とＢＭＺは被援助国の選定、国別戦略文
書、プロジェクト内容等で協議を実施。ＢＭＺと他省
庁の間では協議は行われていない。
・その他各省は技術協力公社（GTZ）に案件実施を
委託しうる（その場合、BMZは協議を受けることが
できる。）。

・外務省がODAの中核、その他経済財政省、農業
省、内務省、環境省、生産活動省、法務省、教育
省、首相府がODA予算を有する
・ODA基本法に基づき、100万ユーロ以上の全ての
案件は、外務大臣の主催する経済開発協力運営
委員会で審査され、実施の可否が決定される。
・有償は、外務省の依頼に基づき、経済財政省の
許可の下、アルティジャンカッサ銀行（民間銀行）が
実施。

・国際開発庁（CIDA）が援助政策の立案、援助の実
施を担当。
・ＣＩＤＡの他に、外務省は平和・安全保障基金、
ローカル・イニシアティブ基金（在外公館を通じた小
規模援助）、財務省は世銀グループ、債務救済を
担当。その他、国際開発研究センター、保健省、国
防省、公共事業・調達省などが援助に関与。
・CIDAは援助政策の立案や支援実施に当たり、外
務省等関係省庁とアドホックに協議を行う。Ｇ８案
件や復興支援等は外務省が調整の中心になる。

援助目的

スキーム

スキーム毎に関連する省庁・機関

技協

立案：BMZ、外務省、大蔵省など
実施：GTZ、独開発サービス、独国際人材育成会など
（ODA予算を計上しているのは、ODA全体で１０省庁）

・世界における貧困を削減し、平
和の構築と均衡あるグローバル
化の推進を実現すること、ドイツ 有償・無償
自身の将来の確保のための貢献
（BMZ方針より）

立案：BMZなど
実施：復興金融公庫（KfW）など
（ODA予算を計上しているのは、ODA全体で１０省庁）

国際機関拠出

ＢＭＺなど

ＯＯＦ

KfW、ドイツ投資開発公社（DEG）など

無償・技協

立案、実施：外務省など
（ODA予算を計上しているのは８省庁）

・世界の人々の安全と尊厳の確
保、グローバルレベルでの経済
相互依存の構築、改善及び確立
とその経済成長の分配、世界に
おけるイタリアの役割とイメージ 有償
の確立（外務省方針）。
・ODA基本法は、途上国援助が
外交政策の一部であることを明
国際機関拠出
記。

立案：外務省
実施：アルティジャンカッサ銀行（民間銀行）
国際開発金融機関：経済財政省
国連関連機関：外務省

ＯＯＦ

海外進出企業促進公社（SIMEST）

無償・技協

立案：CIDAなど
実施：CIDAなど
（ODA予算を計上しているのは８省庁・機関）

・①グローバルな市民性、公平及
び環境の持続性といったカナダ
の価値観を推進、②安全保障、 有償
繁栄及び統治に関しカナダの国
益を増進（「対外政策に関する基
本方針」より）
国際機関拠出

OOF

実施していない。

CIDAなど

輸出開発公社（EDC）
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