OECC20年の歩み
㈳海外環境協力センター

専務理事

片山

徹

社団法人海外環境協力センター専務理事の片山で
ございます。
設立20周年にあたり、簡単に当センター
の20年の歩みについてスライドをご覧いただきなが
ら、ご紹介をさせていただきます。

スライド２

会から環境大臣に対しての答申「今後の国際環境協
力の在り方について」に示されていますが、
・世界的な枠組み作りへの戦略的な関与

スライド１

・地域における協力の枠組みづくり

まず、OECCの概要について紹介いたします。

・多様な主体による協力

英文名称が、Overseas Environmental Cooperation

・協力の実施体制の強化

Centerであることから、OECCという略称で親しま
れております。
理事長は、田畑

の４点に集約されます。
日出男。いであ株式会社会長兼

OECCは、国際環境協力の必要条件である多様な

社長でもいらっしゃいます。職員数は23名。1990年

協力主体のひとつとして、この分野では我が国初の

に設立以来、20年が経ちました。収入額は、平成21

唯一の環境庁所管の社団法人として1990年（平成２

年度３億6000万円です。

年）に設立されました。以来20年間、地球規模での
環境保全に貢献することを目指し、調査・研究・人

スライド２です。国際環境協力は、国際社会が互

材育成・ネットワークづくり等会員と連携をしなが

恵の関係によって成り立つ時代にあって地球環境の

ら様々な活動を行ってきました。最近では、気候変

保全と持続可能な開発を実現するために不可欠な課

動対策分野の取り組みの一つとして登場してきた

題です。

コ・ベネフイットアプローチやカーボンオフセット
認証といった炭素クレジットに関係する事業にも取

我が国はこの課題に対して、過去の経験を踏まえ

り組んでいます。

つつ目覚ましい対応をしてきました。その課題に対
処する方法と必要条件は、平成17月に中央環境審議
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スライド３はOECCの３つの段階について説明し

政治上の歴史的転換へと導いたデタント演説を行
い、その中で地球環境問題の重要性について力説し
ました。米国議会では、ハンセン博士が地球温暖化
に関する証言を行いました。その翌年の1989年にベ
ルリンの壁が崩壊し、東西冷戦が終結しました。一
方、日本経済失速の引き金となったバブル崩壊の始
まりは1991年で、それ以後「失われた10年」という
経済停滞社会を経験しました。
OECCの誕生のタイミングは、このような国際的、
国内的な政治経済の激動期の狭間にあり、必然と幸
スライド３

運が重なった「天の配剤」に導かれ、誠に時宜を得
たものだったといえます。

ます。
OECCの20年間は、環境分野を取り巻く情勢やス

設立趣意書には、今後のODAの方向として各種の

ピードを増す社会システムや技術の変化に合わせ、

産業開発、社会資本整備等と並んで、経済開発に伴

大きくは三段階に変化を遂げてきました。
「基盤整

う環境汚染問題の解決や持続可能な開発に向けた途

備の時代」
、
「基盤強化の時代」を経て、現在、第三

上国の努力に対する支援が重要であるとして、①途

フェーズとしての「未来の国際環境協力に応える新

上国との対話、ネットワークの強化 ②途上国の環

展開の時代」に突入し、国際環境分野における環境

境専門家の人材育成 ③我が国の専門家の養成 ④

保全の取り組みを遂行するリーディング機関として

途上国の環境情報の収集・整理・分析・提供 ⑤環

日々の努力を重ねています。

境配慮に関するガイドライン、適正技術の集大成
を課題としてあげ、これらの解決のために環境援助
に関する技術・経験を有するコンサルタント企業等
の関係者が集まりセンターを設立するとなっていま
す。
OECCの設立の趣旨は、当時、環境協力の歴史は
浅く、その体制や知見・基盤が十分ではないこと
から国、国際協力事業団（JICA 現 国際協力機構）、
地方公共団体等の関係者の努力を多としながらも、
コンサルタント等企業セクターも国際環境協力に
向けてその責任の果たしていこうとする認識の上に
立ったものでした。

スライド４
ひるがえってOECCが設立された1990年という年

OECCの会員構成は、環境コンサルタント、環境

は、IPCC（気候変動政府間パネル）が気候変動に

装置メーカー、エンジニアリング企業、地方自治

関する報告書を公表し、世界的衝撃を与えました。

体、公益法人等であり、国際環境協力を連携しなが

国内では、環境庁に地球環境部が誕生するという環

ら担っていこうとする鍵を握る多種多様の団体から

境行政の上では画期的な年でありました。

成り立っているところが特徴でした。初代理事長に
は、環境分野において広範な学識と見識と国際的経

その前後、国際的、国内的に政治経済の大きな地
殻変動が劇的に生じた年でした。

験の豊かな橋本道夫氏（元環境庁大気保全局長、元
筑波大学教授）が就任されました。

1988年にゴルバチョフ書記長が国連において国際
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この期間、OECCにとっては基盤整備の時代であ
りました。我が国の公害克服の経験を環境協力の主
眼として活用するべく、事務局組織のスタートは地
方自治体や企業の環境専門家の確保と配置から始ま
りました。この組織の黎明期と同時に、環境庁地球
環境部の調査事業に応えるため、途上国の環境現況
の把握、公害防止マニュアルの作成、人材育成等を
行い、環境協力を推進する上での必要不可欠な基礎
的な情報の収集・蓄積、専門家による環境技術の移
転、国際ネットワークの構築等OECCの基盤整備が
進捗いたしました。
スライド５

第１期（1990 〜 2000）は、我が国の国際環境協
力の発展・拡充期でありました。
1990年に環境庁企画調整局に地球環境部が設置、
同部環境保全対策課内に環境協力室が設置されまし
た。92年に
「国際環境協力の在り方について」
（答申）
が策定されました。これは地球サミットを迎えるに
あたって、地球環境保全を日本の国際社会への貢献
の柱とするべきであるという認識からの国際協力の
方向性を示したものでした。同年、ODA大綱の策定、

スライド６

地球サミットの開催、まさに地球環境問題への国際
的な取組への本格的な時代の幕開けを迎えました。
93年に環境基本法の制定、97年にCOP３が開催さ

第２期（2001 〜 2007）は、我国の国際環境協力
の政策・理念充実期でありました。

れ、先進国の二酸化炭素をはじめとする温室効果ガ
スの削減目標が決められ、日本は温室効果ガスの排

21世紀は「環境の世紀」と呼称されるにふさわし

出量を08年から12年の間に90年比で６％削減するこ

く、01年に環境庁が環境省に昇格し、地球環境局が

とを約束しました。また環境配慮に対する必要性へ

設置されました。03年にODA大綱の改定、05年「今

の認識の世界的な高まりの中で、OECF、JICAは、

後の国際環境協力の在り方について（新あり方）」
（答

「環境配慮ガイドライン」を整備しました。

申）、07年「21世紀環境立国戦略」が策定されました。
「新あり方」は、10年程度先を見通し、国際的な取

アジア地域の環境プラットホーム（日中韓三ヶ国

組への戦略的な関与、東アジアにおける環境管理の

環境大臣会合、環日本海環境協力会議、ESCAP環

仕組みの改善、東アジアを起点としたアジア太平洋

境大臣会議等）が次々と整備され、環境問題を地

地域・全世界での取組等が謳われました。

域的な広がりの問題として捉え、その解決に向け
て行動を促進する環境政策対話が進められました。

OECCは、この期間、基盤強化の時代でありまし

JICAは、中国、インドネシア、チリ、メキシコ等

た。各種の政策提言への支援の他、COP３により

６か国で環境センターの建設をプロジェクト方式技

採択された「クリーン開発メカニズム（CDM）
」に

術協力によって行いました。途上国の環境問題をめ

関する相談支援事業に着手し、並行して行われてい

ぐる国際的な動きも勢いを増し、ODA削減傾向等

たAPセミナー、温暖化研修と共に相乗効果を発揮

国際協力の変化がある中で、地球規模の環境問題へ

しつつ、第三期につながる気候変動対策支援事業へ

の傾斜が強まりました。

の基盤が構築されました。
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政策提言への支援としては、国際環境協力戦略
（04）
、イラクに対する環境協力（04）、南南協力支

境分野事業に対するOECCの貢献への評価でありま
した。

援（06）
、日中環境協力（06）等、アジア地域ある
いは国ごとの環境管理と我が国の協力のあり方につ

第３期（2008 〜現在）は、我が国の国際環境協

いて検討を行いました。この中で、日中環境協力に

力の新展開期で、OECCとしては未来の国際環境協

ついては、
長年、相互に重要なパートナーとして様々

力に応える新展開の時期であります。

な分野で、各種各層の主体で行われてきましたが、
中国の世界に占める今日的立場、ODAについての

2008年に北海道洞爺湖サミット、クリーンアジ

見直しの状況下での協力の理念、協力の優先分野等

ア・イニイアチブ、09年にデンマークでのCOP15、

についての提言となりました。

国連「国連気候変動首脳会合」での鳩山スピーチ
（2020年までに1990年比25％削減）等我が国は世界

また、
チャイナカウンシル支援は約10年におよび、

に向けて環境立国として強くアピールしました。低

OECC石坂顧問は日中環境協力の推進に大きな足跡

炭素社会・低公害型社会の実現のために途上国も含

を残されました。

めた全世界的な取組が不可欠であること、我が国は
気候変動対策に意欲のある途上国に対して財政的支

2006年に北京の日中友好環境保全センターが設立
10周年を迎えたことを機に、OECCは、日本環境技

援を行っていくことを表明する等国際環境協力の新
展開に入りました。

術協会（JETA）と共同で北京に連絡事務所を開設
いたしました。 なお北京事務所は、現在、日中環

OECCとしては、東アジア、アジア太平洋、全世

境協力を行っていく上でその機能を有効に果たして

界の未来につなげる環境管理を念頭に、温暖化対策

います。

と従来の環境管理対策の融合支援（コベネフイット
事業等）、海外との連携・国際制度と整合性のある

また東アジア地域での環境管理（黄砂等）、温暖

国内の温暖化対策（カーボンオフセット認証事業）、

化対策技術の調査、温暖化対策（緩和策、適応策）、

戦略的化学物質管理支援、次世代型国家環境管理政

化学物質の国際管理への取組が始まりました。総じ

策策定支援（例えば日本の経験・技術・組織・制度

ていいますと地域・広域・地球的規模の環境問題へ

のパッケージ化移転）を推進してきています。

の対応に傾注し、国際環境協力に関して重層かつ複
眼的な知見の集積が進み、OECCの基盤強化が行わ
れました。
なお2004年にJICAから「第一回JICA理事長表彰」
表彰式において感謝状を拝受しました。JICAの環

スライド８
本年、
「ラオスにおけるSATO−ビレッジ構想」
を 独 自 事 業 と し て 立 ち 上 げ ま し た。 こ れ は 生 物
多様性条約第10回締結国会議（COP10）に向けた
SATOYAMAイニシアティブを推進することを目指
したフィージビリスタディです。ラオスの優位性を
スライド７

生かして人の幸せを豊かな環境に置いた、自然共生
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模な組織です。しかし職員の専門分野は、国際政治、
法学、経済学、商学、工学、理学、農学、社会学等
多岐にわたっています。また小規模な組織であるか
らこそ、職員は、複数の事業を実施し、個別の事業
から得られた知見や情報、人的なネットワークを縦、
横断的に駆使し、良好なシナジー効果を上げていま
す。また会員企業、団体もそれぞれの得意分野を生
かしながら、事務局、会員企業間で連携体制を構築
し各種のプロジェクトの実施や形成等を行っていま
す。
スライド９

今 後、NGOと の 連 携 も 強 く 視 野 に 置 き な が ら
OECCだからこそできる環境行動理念を形成し、そ

型のライフベース環境社会の構築を目指した未来の

の理念を基にさらに広範かつ強力な活動を展開して

環境管理のあり方について探りたいと思っています。

いくこと、また会員数の増強、これらのことを課題
として努力してまいりたいと思っています。

以上、この20年間のOECCの足跡について総括を
してみたものがこのスライドです。

最後になりましたが、これからも皆様方のご指導、
ご支援をお願いする次第です。

OECCの特徴は、事務局が20名を少し超える小規
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