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研究成果の概要（和文）：明らかになったことは、途上国において難民受入を可能としているのは実は、ホスト
コ ミニティ支援という形で先進国から供与されているODAであり、南南協力とODAとが共存するという姿であっ
た。アフリカやアジアの複 数の国々における現地調査を通じて、難民受入国の政府やホストコミニティが抱え
る難民を受け入れることの「合理性」を描くことが できた。その様子は「ODAは難民を救えるか？」という論考
として、パブリッシュされたものである。

研究成果の概要（英文）：Tough the comparative anolysis among several cases in developing countries, 
we found developing counties including emerging counties   who located near the conflict counties 
such as Jordan, Turkey, Lebanon are providing much effort to contribute international public goods 
and the part of the financial resources are ODA from the developed countries. This fact indicate 
traditional ODA from DAC donors and South South Cooperation from developing countries are not 
excluded but muturaly complement.
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１．研究開始当初の背景 
 近年急速に台頭し始めた新興国は、国際
開発援助の領域においても多大なインパク
トをもたらしている。新興国は「支援する
側も途上国である」という「南南協力」の
レトリックの下、ODA に体現される伝統的
な南北協力のあり方とは全く異なる援助
（商業的見返りを求めるなど）を展開して 
いるため、この動きは国際社会において長 
年構築・共有されてきた国際協力のルール 
や実践への挑戦として先進国ドナーから受 
け止められ、南南協力を既存の ODA の枠 
組へ取り込む方向での模索が続いている。
南南協力の実績が益々伸展するなかで、そ 
の異質性を明らかにしようする研究（伝統 
ドナー側による）やその意義を論じる研究 
（新興国ドナー側による）は量産されてい
るが、「受け手の視点」に立って南南協力
の効果を実証した研究は皆無であった。そ
の先鞭をつけたのが申請者らによる World 
Development 誌掲載の研究（2013 年度国際
開発学会奨励賞受賞が決定）である。同研
究は、カンボジアを事例としたが、文脈の
異なる複数の受入れ国において比較検証を
行う余地を残していると考える。更に、こ
うした受け手と思われてきた国々も実は国
際協力の主要なアクターになっているとい
う事実も看過されてきた。従来の ODA の
研究では見逃してきた途上国の側からの協
力の実態とその構造を明らかにする必要性
が高まりつつあるなかで本研究がスタート
した。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、国際協力の新たなトレンドとし
て着目される「南南協力」が、その「受け手」
にどのようなインパクトを与えうるかを解
明することを目的とした研究である。新興国
によって展開される南南協力の実践は、南北
協力を前提として構成されてきた既往の国
際協力のゲームのルールに根本的な改変を
迫るものであり、新旧の援助レジーム間の
「大競争」様相を呈してきている。ところが
その実、南南協力の規範や原理とは何かは必
ずしも明確ではなく、そこに国際協力の新た
なモデルが見いだしうるか等、解くべき問い
が無数に広がっている。何よりも、援助の受
け手たる途上国も含めたゲームにおいて、ど
のようにルールの改変をもたらしているか
は未知である。既往の体制の下では提供され
ず、南南協力によってこそ提供される価値が
あるのか、あるとすればそれは何なのか、援
助の「受け手」の当事者の証言を元に浮き彫
りにすることを目指した。 
 
３．研究の方法 
 まず新興ドナーおよび南南協力について
出版されている各種文献の収集および読み
込みから開始した。特に調査対象国たる援助
受入国が援助を必要とする経緯や国内事情、

資源賦存、政治経済状況等につき特段の把握
を行うよう注力をして分類を行った。国内で
のリソースパーソン等へのインタビューを
経て、以下のとおり三種類の分析対象を特定
した。（1）内戦や軍事政権等の事情で ODA の
真空地帯になっていたがその後増大に向か
っている国としてルワンダ、（2）新興ドナー
としての二大大国（中国およびインド）に挟
まれた特殊ケースとしてのネパール、（3）経
済発展の結果として ODA卒業に向かいつつあ
る国としてトルコおよびヨルダン、という分
け方である。 
これらを共同研究者と分担の上で現地調

査を実施した。それぞれの現地調査において
は 1 週間程度の滞在により、ホスト国政府 
の援助受入窓口たる外務省、予算当局および
ライン省庁等へのインタビューを行った。 
 
４．研究成果 
 2015 年度には、本研究がテーマとしてい
る社会的事象そのものに大きな動きがあっ
たため、研究計画の修正の必要が生じた。そ
の内の一つは、2015 年 4 月および 5 月に発
生したネパール大地震である。この地震は、
新興国による援助のかっこうのプレゼンテ
ーションの場になったが、新興国による緊急 
援助のパフォーマンスやビヘイビアを知る 
ための絶好の調査の機会ともなった。そのた 
め、調査の対象に加えるという変更が生じた。
また、2011年から発生しているシリア内戦に
伴う中東の危機、特にイスラム国の急速な台 
頭によって発生したシリア難民は、世界の焦 
眉の解決すべき課題となっている。ドイツが 
難民の受入を決めたが、シリア難民を最も大 
量に受け入れているのは実は近隣の中東の 
途上国である。難民受入はこれまでいわゆる 
「対外援助」としては認識されてこなかった
が、本研究が扱う南南協力という新しい現象
の発露そのものともいえる。当初は、ここま
での規模になるとは想定されていなかった
シリアの近隣国途上国によって実施されつ
つあるホストコミュニティへの受け入れと
いう形での難民受入につき、あらたに研究対
象として追加したことによって、1 年間の延
長を申請したものである。当初の予定からは
遅れたことにはなるものの、むしろ意欲的な
理由によるものである。 
 調査を通じて、南南協力の当事国とが互い
にどのような関係性のなかで援助を活用し
て繋がっているか、その紐帯の太さの違いが
明らかになってきた。特に（1）については
レシピエント側が新興ドナーを梃子に伝統
ドナーをコントロールするという現象が、
（2）のケースについてはレシピエントが伝
統ドナーを梃子に新興ドナーをコントロー
ルするという現象が確認され、（3）について
は、自らが途上国でありながら難民支援とい
う形で事実上の南北協力における ODAと同等
の南南支援をやっている事実が明らかとな
った。 



図 1 に示したとおり難民の受け入れをや
っている国のほとんどが難民発生国の近隣
に位置する発展途上国であり、ODA 供与国で
ある先進国は、難民受入という意味では限ら
れた数の貢献にとどまっているという現状
が展開されている。すなわち難民受入政策こ
そが、現代における途上国が実施している
「南南協力」の最も代表的な形態と捉えるこ 
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とができ、そのため本研究の対象を難民政策
に絞っていった。その結果、明らかになった
ことは、途上国において難民受入を可能とし
ているのは実は、ホストコミニティ支援とい
う形で先進国から供与されている ODAであり、
南南協力と ODAとが共存するという姿であっ
た。ここか明らかになった構造は、ODA と南
南協力との排他的な競合関係ではなく、むし
ろ互いに補完しあう関係である。 
アフリカやアジアの複数の国々における

現地調査を通じて、難民受入国の政府やホス
トコミニティが抱える難民を受け入れるこ
との「合理性」を描くことができた。その様
子は「ODA は難民を救えるか？」という論考
として、パブリッシュされたものである。 
難民受入を南南の一形態として捉えれば、

図 2 に示すように対外援助という形での国
際貢献はしないけれども、別の形での貢献を
行う途上国が存在することが浮かびあがっ
てくる。 
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