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要件：プロサバンナにおけるモザンビーク社会に対する JICA の活動に対する抗議

マプート、2017 年 2 月 13 日

本状は、「プロサバンナにノー」を表明する農民と市民社会組織として、JICA に宛て
た最初の書簡です。
これまで起きたすべての出来事、そして「プロサバンナにノー キャンペーン」によ
って集められた一次資料の数々は、プロサバンナ事業における JICA の社会介入を明
白な形で示しています。その介入とは、資金によるもの、職員によるもの、あるいは
契約したコンサルタントによるものがありますが、いずれのものであろうとも、次の
ネガティブな影響を社会にもたらしました。つまり、人権侵害、小農らの土地への権
利と食料安全保障の侵害、地域の小農固有の暮らしへの介入、そして何よりもモザン
ビーク市民社会の独立を奪い、社会内部に分裂を作り出した点です。
これらの介入は、JICA 自身の「環境社会配慮ガイドライン」と「コンプライアン
ス・ポリシー」に反するばかりか、日本が締結国となっている「国連憲章」、「国際人
権規約（市民的・政治的権利に関する国際規約）」、日本の「開発協力大綱」、そして
「モザンビーク共和国憲法」にも違反しています。
これまで、プロサバンナ事業に関する鍵となる活動は極めて秘密裏に行われてきまし
た。そこで、
「プロサバンナにノー キャンペーン」に集う市民社会組織は、繰り返し
プロサバンナ事業に関する情報公開の要請を行ってきましたが、これらの願いは報い
られることがありませんでした。「プロサバンナにノー キャンペーン」として、独自
に一連の部外秘文書を入手した結果、明らかになったことは、JICA による受け入れ
難い数々の活動の事実でした。
これら明らかになった事実は、以上のガイドラインや法に示され、JICA の活動を本
来的に規制しているはずの原則、規範、価値に違反しているばかりか、プロサバンナ
に関わる３カ国の国民をも裏切っています。さらには、アカウンタビリティの履行を
含むプロサバンナ事業のすべてのプロセスにおける JICA の活動が、不公正で、不透
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明で、無責任なものであったことを示しています。
本書簡では、次の点を表明するものです。
 プロサバンナ事業が、初期のころから採用してきた手法に対する「プロサバ
ンナにノー キャンペーン」としてのポジション
 JICA がモザンビークで活動する際に遵守しなければならない原則と規範、国
際協力の理念の違反に対する非難
 JICA が、この件でモザンビークの市民社会組織に対して犯してきたすべての
行為の拒絶
 JICA への「プロサバンナにノー キャンペーン」からの要求
これまで、JICA は、モザンビークに「開発」あるいは「支援」だけを持ち込んでき
たわけではありませんでした。JICA の活動自体が、以上に記された自身が守るべき
諸原則に懸念を与えてきた事実があります。これには、「Do No Harm」の原則も含ま
れます。JICA の一連の活動は、自身の文書が明示するように、モザンビークにおけ
る公正、民主的、透明で責任のあるガバナンスに困難な状況を作り出しています。
ここで強調しておきたいのは、「プロサバンナにノー キャンペーン」は、共和国憲法
の価値を推進し、これを擁護することに貢献してきたことです。憲法の中でも、とり
わけ重視してきたのが、国家が尊重すべき点としての民主的な権利、平和の文化、社
会正義、言論の多元的主義の尊重、人権の尊重、主権の擁護、その他第 11 条に掲げ
られた「基本的な目的」に示されている価値です。
【JICA の「社会環境配慮ガイドライン」】
同ガイドラインには次のように書かれています。
[1.1 理念] …ODA の実施が開発途上国の環境や社会に与える影響などに十分注意
を払い、公平性を確保することを定めている。




日本のODAを担うJICAが、開発途上国での「持続可能な開発」に果たす役割はき
わめて重要です。したがって、JICAは、社会や環境に害悪をもたらさないように
配慮し、尊重する形で、すべての国際的な道具立てや制度枠組みを整備する必要
があると、ガイドラインは明記しています(1.1; 1.4; 2.5; e 2.8)。
この文脈において、人権に関する要件、そして民主的なガバナンスの原則とコン
プライアンス、環境社会配慮のための対策は、JICAのODA事業に関心を寄せる幅
広いグループの「意味のある参加」を保証するものでなくてはならず、かつ意思
決定プロセスの透明性を不可欠とするとともに、情報の公開のための努力を必要
とします。また、ガイドラインは、事業に従事する諸政府が、アカウンタビリテ
ィの履行に責任を有することを明記しています(1.1; 1.4; 2.1; 2.3; 2.4;
2.5;e 2.6)。

【JICA が関与した法令・ガイドライン違反への抗議】
「キャンペーン」が独自に入手した一連の文書から、ProSAVANA-PD（プロサバンナ・
マスタープラン策定支援プロジェクト）の一環として、少なくとも四つのサブ・プロ
ジェクトの存在が明らかになりました。JICA は、以下のサブ・プロジェクトを計画
し、資金拠出を行い、モザンビーク社会への介入強化を行っています。
a. コミュニケーション戦略定義プロジェクト
b. コミュニケーション戦略実行プロジェクト
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c. ステークホルダー関与プロジェクト
d. マスタープラン見直しプロジェクト
ここで指摘しておきたいのは、上記の冒頭三つのプロジェクトは、市民社会の知らな
いところで立案され、知らないままに実施されていたということです。
以下に記す事実関係は、JICA 自身の文書によって明らかになったものであり、また
モザンビーク共和国憲法上の規範、国際法や JICA ガイドラインによって保証されて
いる諸権利を記す諸原則に、JICA が明確に違反していることを如実に示しています。
a. モザンビークのコンサルタント企業（CV&A 社）に対する JICA の業務指示書
（TOR）によると、「各ステークホルダーへのアクションと介入計画」の策定
が明確な形で指示されています1。そして、この契約を通じて、2013 年 9 月に、
「プロサバンナ事業のためのコミュニケーション戦略」が、JICA によって
『戦略書』として完成されました2。
b. この『戦略書』には、モザンビーク市民社会の「価値を低めること」、また
市民社会の「重要性を弱めること」についての指示が書き込まれていました3。
c. JICA は、この『戦略書』を実施に移すため、再度の契約を CV&A 社と締結し
ましたが、これは特定随意契約によるものでした。
d. それにもかかわらず、プロサバンナに反対するキャンペーンが継続すること
を受けて、次に JICA が着手したことは、地元の別のコンサルタント企業
（MAJOL 社）と契約することでした4。JICA は、MAJOL 社に、プロサバンナ事
業に抗議するモザンビークの市民社会組織それぞれの、同事業におけるポジ
ションと利害関係、そして（周囲への）影響力の強弱の調査を行わせていま
す5。その上で、団体と個人を特定し、「助言委員会」を「唯一の政府と市民
社会の間の対話プラットフォーム/メカニズム」として構築しようとしました
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。この結果、MAJOL 社の JICA に対するコンサルティング契約中の 2016 年 2
月に、MCSC-CN は結成されることになりました。
e. JICA と MAJOL の間で取り交わされた契約の業務指示書によると、この調査を
通じてプロサバンナ事業に賛同しうると特定され、モザンビーク農業食料安
全保障省（MASA）とプロサバンナ本部（ProSAVANA-HQ）によって許可された
団体と個人が、この「対話メカニズム」の準備会合に招待されると定められ
ていました7。
f. MCSC-CN の結成から時間が経過した後、「プロサバンナにノー キャンペーン」
は、再び、MAJOL 社から JICA に提出された各種レポートを独自に入手しまし
た8。それらのレポートからは、次のような目的のために、JICA が MAJOL 社と
の契約を準備したことが明らかになりました。つまり、モザンビークの市民
社会、特に北部の市民社会への介入、これらの市民社会の間に分裂を生み出
し強化すること、プロサバンナ事業に反対する者を孤立させることです。
g. この結果として、JICA は、モザンビーク市民社会を分断することに成功して
しまいました。
これまでこれらの事実について、声明などの公的な形で強く非難してきました。しか
しながら、これらの非難に JICA は応えようとしなかったばかりか、さらにモザンビ
ーク市民社会の中心部への有害なる介入を強化する結果となりました。
【JICA によるモザンビーク NGO/市民社会の代表者とのコンサルタント契約】
JICA によるこの NGO との契約は、モザンビーク市民社会への介入の継続を露にする
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結果となりました。
 2016 年 10 月末、JICA が、ナンプーラに本部を置くモザンビーク NGO
(Solidariedade Moçambique、ソリダリエダーデ・モザンビーク)とコンサル
タント契約を結んだことが明らかになりました。JICA が、ソリダリエダーデ
に対して「コンサルティング・サービスを提供」させ、その対価として巨額の
資金、つまり 206,139.75 米ドル（2200 万円）を直接投入することが発覚した
のです9。
 MAJOL 社との契約に飽き足らず、もう一つの、しかしより直接的で巧みに操作
された介入について非難された JICA は、この契約が「プロサバンナのマスタ
ープランの見直し」に関するもので、「自由で公正なる競争」に基づくもので
あると自己弁護しました。
 昨年末、「プロサバンナにノー キャンペーン」は、ソリダリエダーデ・モザ
ンビークと JICA との契約が、同 NGO のエグゼクティブ・ディレクターである
アントニオ・ムトゥア氏によって署名されたものであったことを知りました10。
なお、ムトゥア氏は、上記 MCSC-CN のコーディネイターですが、ナンプーラ州
市民社会プラットフォーム（PPOSC-N）の副代表として、JICA と MAJOL 社によ
る同メカニズム（MCSC-CN）の構築に多大な役割を果たした人物です。
 「キャンペーン」が入手した文書、そして MCSC-CN が発表したプレスリリース
からは、ムトゥア氏がプロサバンナ事業のプロモーションに積極的に関わって
きたことが明らかです。しかし、そればかりではありませんでした。ムトゥア
氏が、「プロサバンナにノー キャンペーン」を侮蔑し、信用を貶めるための
対抗キャンペーンを、各州のレベル、首都マプート、ブラジルで行ったこと、
そしてこれに JICA のモザンビーク事務所および農業食料安全保障省が関わっ
たことも、これらの文書によって明らかにされています11。なお、ムトゥア氏
の上記の一連の行動は、JICA によって一般入札が行われる（2016 年 8 月）前
の出来事でした。
 例えば、2016 年 6 月、JICA は 370 万円をムトゥア氏が率いる MCSC-CN に供与
し、「プロサバンナ対象郡のマッピング」を行わせています。この活動の真の
目的は、プロサバンナ事業と MCSC-CN の結成への反対が地元農民の間で根強い
ナンプーラ州において、MCSC-CN を受容させる（「その目的と連合する」）こ
とを促進し、地元コミュニティを「プロサバンナにノー キャンペーン」に敵
対させることでした12。
以上の事実は、国際協力のために日本の納税者が JICA に託した公的資金が、不公正
にそして不透明に使われたことを明らかにしています。この契約に対して、2016 年
11 月、そして 12 月にも、３カ国（モザンビーク、ブラジル、日本）の市民社会は繰
り返し反対を表明してきました13。さらには、ナンプーラ州の小農リーダーらを含む
「プロサバンナにノー キャンペーン」の訪日派遣団が、2016 年 11 月 28 日の東京で
の院内集会で、JICA と外務省に対し、改めて抗議を表明したにもかかわらず、次の
ようなことが起こりました。




JICA は、日本の納税者やその他のカウンターパートを無視したばかりか、市民
社会のさらなる分裂を促進するために、11 月中に契約金の 20%（440 万円）をム
トゥア氏の団体に送金しています。
これらの事態を受けて、日本の NGO らは、2016 年 12 月半ば、外務省を訪問し、
同省のプロサバンナを管轄する（国際協力局）局長と会合を持ちました。そこで、
局長は、JICA によって促進されている「コミュニケーション戦略」に大変懸念
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しているとの見解を共有し、さらにムトゥア氏/ソリダリエダーデとの契約を凍
結する意向を説明しました。
しかし、JICA はこれら(3 カ国の市民社会や外務省局長)の抗議や批判も無視し、
契約に示された仕事を前進させるべく、被契約者への指示を続行させました。そ
の「仕事」とは、JICA からのムトゥア氏/ソリダリエダーデへの指示書に明記さ
れている通り、「フィールドワーク」の実施でした。ただし、JICA は自身でこ
う明記しながら、一方で公的には「市民社会主導で行われるコミュニティ・コン
サルテーション」と主張しています。しかし、上記の関連法が明確に示す通り、
このような形で行われる会合を、「コミュニティ・コンサルテーション」と呼ぶ
ことは適切さを欠いています。
この「フィールドワーク」の方法論は、
「コンサルタント・サービスの提供」の
第一段階として、インセプション・レポートの形で、すでにムトゥア氏/ソリダ
リエダーデから JICA に提案されています。この事実自体が、いかに間違ったプ
ロセスであるかを示していると考えます。
また、JICA は、インセプション・レポートに示された TOR やこれらの方法論に
関する情報を直ちに共有すると日本の市民社会に約束したにもかかわらず、その
後、これは 3 月末、つまり「フィールドワーク」が終わった後になるとの通告が
あったと説明しています。
なお、JICA が主張するところの「コミュニティ・コンサルテーション」は、205
カ所で、2017 年 2 月 27 日から 3 月 7 日まで開催することが告知されていますが、
これはコンサルテーションの主たる対象となる小農が畑での作業に最も忙しい時
期です。
つまり、この所謂「コミュニティ・コンサルテーション」は、JICA による繰り
返しの介入の以前に存在していたモザンビーク社会内、とりわけナンプーラ州内
の社会におけるハーモニーと協働の環境を取り戻そうとする努力に幾ばくかの機
会すら与えないまま、今まさに強行されようとしているのです。

【JICA と日本政府のモザンビーク・メディアへの介入】
 12 月 23 日、「プロサバンナの米ドルのお陰で、ニアサ・ナンプーラ・ザンベジ
ア州の市民社会組織はマプートから『解放される』」との題の記事が、最も尊敬
される独立新聞の一つであった@Verdade 紙に掲載されました14。
 この記事について、「プロサバンナにノー キャンペーン」として分析を行って
いる最中の 1 月、突然@Verdade 紙の当該記事に、次のような加筆が現れました。
「この記事は、日本大使館によって組織化された旅行の一環として執筆された」。
 この記事では、JICA の契約者であるムトゥア氏が、MCSC-CN のコーディネイター
として繰り返し現れ、プロサバンナを賞賛し、事実に基づかない形で「プロサバ
ンナにノー キャンペーン」を攻撃しています。しかしながら、ムトゥア氏は、
自身が JICA の被契約者としてサービスを提供している事実を紹介しないばかり
か、虚偽の情報を拡散しました。それは、JICA によって提供された 206,000.00
米ドル（2,200 万円）が「MCSC-CN のためのものである」という虚偽の情報です。
これらの真実かつ重要な情報が提供されていたとすれば、同紙はこのような形の
記事を掲載しなかったと考えます。
 実際、206,000.00 米ドルは、確かに「MCSC-CN のためのもの」ではなく、ムトゥ
ア氏とソリダリエダーデ・モザンビークが JICA に対して提供するコンサルタン
ト・サービスの「報酬」がその 6 割を占めています。
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しかし、これらの事実は、ムトゥア氏によって@Verdade 紙のジャーナリストに
提供されなかったばかりか、同席した JICA の日本人コンサルタントによっても
伝えられませんでした。
その結果、「MCSC-CN のための 206,000.00 米ドル」が「マプートからの解放」
のためだというプロパガンダが、@Verdade 紙によって拡散される結果となりま
した。
JICA は、それが日本においてであろうと、モザンビークにおいてであろうと、
あるいはモザンビーク人のコンサルタントによるものであろうと、自身のコンプ
ライアンス・ポリシーに違反し続けています。そして、過去において協働してき
たモザンビーク市民社会組織の間に分裂と不信感を植え付ける結果となりました。
最後に、しかし重要な点として、次の点を指摘したいと思います。このような
「メディア戦略」は『プロサバンナ：コミュニケーション戦略書』によって提案
されていたということです。そして、今まさに「逆コースを実現する」ための活
動が、他の市民社会組織に対して、JICA によって NGO である被契約者が利用さ
れる形で、共謀されています15。

以上の事実は、JICA がどのような手法でモザンビーク社会に対する直接的介入を主
導し、関与してきたかを如実に示しています。特に、重要な点としては、JICA の技
術協力案件である ProSAVANA-PD の下で立ち上げられたサブ・プロジェクトによる計
画、資金投入、実施、管理指導によって、これらの介入はなされてきた点です。
JICA によるこれらの活動が、モザンビーク社会にネガティブで深刻な影響を与えて
おり、JICA の環境社会配慮ガイドライン、国連憲章、国際法、モザンビーク共和国
憲法の諸原則に違反していることは言うまでもありません。
【「プロサバンナにノー キャンペーン」による要求】
 JICA によるプロサバンナへのすべての活動の即時中止。この理由は、上記に
明記している通りです。
 プロサバンナにおける JICA の一連の活動に関する検証のための、独立委員会
の設置などの早急なる対応。この中には、過去において侵してきた過ちの認
識、被害者やモザンビーク社会に対して起こされてきた被害の回復が含まれ
ます。その際には、自身のコンプライアンス・ポリシーに明示されている
JICA が持つべき規範、原則に基づかなければなりません。
さらに、「プロサバンナにノー キャンペーン」は、現在 JICA に進められていること
が発覚した不正やその他の憂慮すべき活動を踏まえ、次の点を要請します。
1. JICA とソリダリエダーデとの間の契約に関わるすべての文書の公開。これに
は、インセプション・レポートが含まれます。
2. 当該契約のプロセスと契約そのものに関する独立した審査会の設置。
3. ソリダリエダーデとの契約の凍結。その理由は上述の通りです。
4. 「フィールドワーク」（JICA が主張するところの「コミュニティ・コンサルテ
ーション」）のキャンセル。
5. モザンビーク共和国憲法、その他の国際的に適応されるべきすべての法律やガ
イドラインに形づくられた規範や原則の遵守と厳密な適応。
以上、現在の緊急なる状況を踏まえ、本書簡の回答を 2017 年 2 月 24 日までに返答す
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ることを、JICA に対して要請します。なお、この要請は、JICA ガイドライン「1.4.
基本方針」に示された、（重要事項 3）「JICA は協力事業の実施において、説明責任と
透明性を確保する」、（重要事項 4） 「JICA は…ステークホルダーからの指摘があっ
た場合は回答する」、（重要事項 5） 「情報公開を行う」に基づいてなされています。
最後に、「プロサバンナにノー キャンペーン」に集い連帯する人びとは、不平等、環
境・社会・経済・政治における不正義、人権の擁護、土地・水・森林・空気・財・文
化遺産・共通の歴史へのアクセスとコントロールに関わる諸権利の擁護に尽力し続け
ることをここに宣言します。さらに、我々は、モザンビーク共和国憲法第 81 条、つ
まり「民衆の抵抗に関する権利」を踏まえ、「プロサバンナにノー キャンペーン」と
して、「プロサバンナ事業へのノー」を強く宣言します。最後に、国内外のすべての
社会運動、とりわけ人権の擁護に関わる運動に対し、プロサバンナ事業に対して、共
に抵抗し闘い続けることを呼びかけます。

署名団体

1

JICA 文書、CV&A 社への TOR（ p. 4）。 http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/ProSAVANA/docs/102.pdf
JICA 文書、『プロサバンナ：コミュニケーション戦略書』ポルトガル語
http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/ProSAVANA/docs/104.pdf
3
同上書、 34-35 ページ参照。
4
JICA 文書、MAJOL 社との契約書 http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/ProSAVANA/docs/121.pdf
5
JICA 文書、MAJOL 社のインセプション・レポート
http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/ProSAVANA/docs/123.pdf
6
JICA 文書、MAJOL 社への業務指示書 http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/ProSAVANA/docs/122.pdf
7
これらの JICA 文書は次のサイトに掲載。http://www.farmlandgrab.org/post/view/26158prosavana-files
8
http://www.ngo-jvc.net/jp/projects/advocacy/data/20160219-prosavana-statement.pdf
http://www.ngo-jvc.net/jp/projects/advocacy-statement/2016/03/20160329-prosavana-partnershipwith-wwf.html http://www.ngo-jvc.net/jp/projects/advocacy-statement/2016/08/20160829prosavana-ticadvi.html http://www.ngo-jvc.net/jp/projects/advocacy/20161117-prosavanajapanese.pdf
9
JICA 文書、契約書 (http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/ProSAVANA/docs/130.pdf) 、 TOR
(http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/ProSAVANA/docs/131.pdf)
10
契約書の 2 ページ目。 (http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/ProSAVANA/docs/130.pdf)
11
JICA 並びに農業食料安全保障省などの文書
http://www.farmlandgrab.org/uploads/attachment/doc_2.pdf
12
上記文書の 1 ページ目末、参照。
13
http://www.ngo-jvc.net/jp/projects/advocacy/20161117-prosavana-japanese.pdf http://www.ngojvc.net/jp/projects/advocacy/20161117-prosavana-japanese.pdf
14
http://www.farmlandgrab.org/post/view/26687-nao-ao-prosavana-e-as-suas-auscultacoes-publicasfraudulentas http://www.farmlandgrab.org/post/view/26908-protesto-urgente-e-pedidoencaminhado-ao-presidente-da-jica-sr-shinichi-kitaoka-versao-portuguesa
15
JICA 文書。http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/ProSAVANA/docs/103.pdf
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