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海外難民の視力改善支援活動
～株式会社　富士メガネ　代表取締役会長　金井昭雄さん～

2006年は、日本が「難民条約」に加入して以来25

周年の節目の年に当たります。本年の国連難民高等弁

務官事務所（UNHCR）のナンセン難民賞は、株式会

社富士メガネの金井昭雄さんが授賞されました。金井

さんの長年の活動は、眼鏡の寄贈を通じて人間の尊厳

を回復するものです。ひいては、個人の能力開発にも

つながり、日本の主唱する「人間の安全保障」の視点

から、非常に意義深い活動です。

金井さんが人道的奉仕活動に関心を持ったのは、

1966年から1973年の米国留学中に、アメリカ先住

民保護地区などの住民を対象とした、視力補正のため

の簡単な検査と眼鏡の寄贈活動に参加したのがきっか

けです。この関心のもと、富士メガネ創業45周年という節目の年である1983年に、記念事業とし

て社業の専門性を活かした社会的な活動として、海外難民の視力改善支援活動を始めました。

同じころ、タイ国内の難民キャンプでは、避難する際に眼鏡を失うなどした難民が多数おり、適切

な視力補正サービスが求められていました。しかし、眼鏡は単に援助物資として送っても、専門知識

や技術のある人がいなければ十分活用できません。そこで金井さんは、直接現地を訪問して一人一人

の難民の視力を検査し、事前に日本で製作した新しい眼鏡数千組の中からそれぞれの視力に合った眼

鏡を選ぶ活動を1983年から開始しました。これらの眼鏡で間に合わない場合は、帰国後、個別に製

作して追加で寄贈しています。

支援活動を始めた当初は、事前の情報不足や、不慣れな環境で英語を用いての作業など苦労の連続

でしたが、この活動成果が高く評価され、1984年からはUNHCRの要請に基づき実施するようにな

りました。それ以来、UNHCRは受入れ国でのマネージメントや、事前に輸送する眼鏡等の寄贈品の

無税通関、現地協力NGOとの連絡、通訳の採用や受益者の事前抽出とリストの作成を行うなど、金

井さんの活動にとってかけがえの無いパートナーとなっています。これまでにタイをはじめ、ネパ

ール、アルメニア、アゼルバイジャンで合計24回難民

支援活動を行い、10万8千組余の新しい眼鏡を寄贈し

ました。現地を訪問した社員は延べ116名、寄贈用眼

鏡のフレーム等は広く眼鏡業界からの協力も得ていま

す。

こうした活動を通じて寄贈された眼鏡は、難民や国

内避難民にとって大変貴重なものとなっています。例

えば、アゼルバイジャンの国内避難民で小学校の数学

教師をしている40代の女性は、教科書の字が読みづら

くなり授業の準備もままならず退職も考えていました

が、眼鏡をかけてからは教科書の字が見えるようにな

り、これからも子供たちに勉強を教えられると目を輝

かせていました。

金井さんや活動に参加したメンバーは、眼鏡を受け取った難民が一様に「見える喜び」を素直に表

現し、感謝する姿にいつも強い感動と喜びを覚えると語っています。そして、この活動に参加した全

ての人たちから「人生を豊かにする活動」という感想が寄せられています。
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眼鏡の検査を行う様子（アルメニア、2003年）
（写真提供：（株）富士メガネ）

眼鏡をかけて実際に本を読む難民の女性（タイ、1984年）
（写真提供：（株）富士メガネ）
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国民の中に広がったアフガニスタン女性支援
～アフガニスタン指導的女性教育者のための本邦研修～

四半世紀にも及ぶ戦乱によって教育システム
が壊滅的なダメージを受けたアフガニスタンで
は、教育の男女格差が深刻な問題となっていま
す。これは1996年9月から5年に及んだタリバ
ン政権下で女子の教育と就労が厳しく禁じられ
たためで、1999年当時の初等教育就学率は男
子38％に対し女子3％と推定されています。
紛争終結後の2001年12月に発足したアフガ

ニスタン暫定行政機構では、復興の課題の一つ
として教育の必要性をあげました。また、
2002年1月に日本が主催したアフガニスタン
復興支援国際会議では、女子教育の重要性等が
強調されました。さらに、同年4月にアフガニス
タンのアブドゥール・ラスール・アミン教育大
臣（当時）が訪日した際には、遠山敦子文部科
学大臣（当時）から教育支援の一環として、女
子教育振興のためのプロジェクトが提案されま
した。これは、タリバン政権下で教育を受ける
機会を得られなかった女子に対して、アフガニ
スタンにおける女子教育の重要性とその支援に
目を向けたことからはじまりました。
JICAの委託を受けた日本の五女子大学（お茶

の水女子大学、津田塾大学、東京女子大学、奈
良女子大学、日本女子大学）は、現地の学校で
小中学校の校長といった指導的立場の女性教員
たちを研修員として受け入れ、アフガニスタン
の教育の発展や女子の就学率の向上に寄与して
もらうための研修を約1ヶ月間実施しました。研

修の参加者は、戦後日本の教育再建、教員養成制度、学校の組織や業務に関する講義や国公私立学校
の視察や授業参観、障害児教育の現場などを視察しました。2002年から2005年までの4年間で、
アフガニスタンから女性教員たち61名を受け入れました。女性教員たちは帰国後、日本での経験を
同僚教師や生徒たちに伝え、授業や学校経営に生かそうと努力しています。
本研修は、アフガニスタンの女子教育支援を目的に五女子大学がコンソーシアムを結成して、

JICAの研修事業に関わった新しい取組であるといえます。五女子大学では、4年間の研修でのべ約
450人の教職員と学生が研修に携わりました。五女子大学では、明治以来独自に発展させてきた女
子教育の経験を活かし、紛争後地域における女性の社会的、経済的問題、女子教育の課題について共
に考え、アフガニスタンの女子教育の促進に貢献しようとしています。現在では、本研修をきっかけ
として、様々な支援が各女子大学で生まれてきています。
アフガニスタンでは2004年1月には新憲法が制定され、国家が無償初等中等教育を男女の隔たり

なく、全ての国民に提供すると明記されました。また、2006年1月にアフガニスタン政府から提示
された国家開発戦略暫定版においては、女子教育振興が謳われています。一方、国際社会からの支援
が進んだこともあり、女子の就学率も上がってきました。今後の更なるアフガニスタンの発展に、教
育は重要な鍵となっていることからも、本研修を受けた女性教員たちの活躍が益々期待されるところ
です。
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研修の合間に日本の文化を学ぶ女性教員たち
（写真提供：奈良女子大学）

理科の授業で顕微鏡を覗き込む女学生たち。アフガニスタンのマリア
ン女学校にて。 （写真提供：奈良女子大学）
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南アフリカ共和国
～ドミニカンろう学校に対する教育機材の供与～

開発途上国を支援するに当たっては、国内の貧富の格差や地域の格差と並んで、社会的弱者の状況

も十分に考慮する必要があります。日本は、ODA大綱の中で、「公平性の確保」を基本方針として掲

げています。その一環として、教育の分野で能力開発のための支援も行っています。例えば、日本は

2005年に、南アフリカ共和国（以下、「南アフリカ」）のドミニカンろう学校に対し、「草の根・人

間の安全保障無償資金協力」を通じた支援を実施しました。この学校は、南アフリカの首都プレトリ

ア北郊外、ハウテン州の最北端に位置し、1962年に設立された公立のろう学校です。同校はアパル

トヘイト時代にはハウテン州唯一の黒人ろう学校であり、その後も旧黒人居住区に住む多くの低所得

者の児童を受け入れています。

現在、南アフリカでは、約225万人（注１）の身

体障害者が存在し、そのうち聴覚障害者は約31万

人にのぼると言われています。これら聴覚障害者の

うちの66％が機能的識字能力（注２）を有しておら

ず、また70％は無職であると言われています。彼

らは身体的及び経済的に二重のハンディキャップを

背負っており、そのため、教育及び職業訓練を通じ

た聴覚障害者の社会的自立支援が、重要な課題とな

っています。

こうした課題に取り組むため、ドミニカンろう学

校では社会生活で必要な識字能力の向上を目指し

て、手話での教育のみに頼らずできるだけ普通の小

学校のカリキュラムに沿った教育を実施していま

す。また、将来に向けた様々な職業訓練を段階的に

行うことで、児童の能力開発にも力を入れています。

この学校では、こうした児童の能力開発に効果的

な「オキュペーショナル・セラピー（作業療法）」

を実践しています。このセラピーは、ボール、マッ

ト、ロープ等の器具を用いて児童が体を動かすこと

で、聴覚障害により妨げられている身体機能を向上

させるという治療方法です。しかし、ドミニカンろ

う学校ではこのセラピーを専門教材なしに行ってい

たために、療法士は各児童の発達段階に合った指導

が十分に行えずにいました。

こうした状況を受けて、日本は、オキュペーショナル・セラピーに使用される専門教材を購入する

のに必要な資金、約140万円を「草の根・人間の安全保障無償資金協力」により支援しました。こ

れによって同校では、療法士が聴覚障害に有効なセラピーを専門的かつ適切に行えるようになりまし

た。

この支援については、地元の新聞「プレトリアニュース」でも記事として採り上げられました。そ

の記事の中で同校の療法士カニングさんは、「児童は日本の支援を大変喜んでいます。僅かな支援で

あったとしても聴覚障害児童たちにとっては、きっと一生を大きく変えるものになることでしょう。」

と述べています。

注1： 南アフリカ統計庁2001年国勢調査による。
注2：社会活動に参加するのに必要となる読み・書き・計算能力のこと。
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供与された専門機材を実際に使用する生徒たち
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日本の伝統工法を活かしたメコン河の河岸侵食対策

ラオスを南北に縦断するメコン河は、流域に肥沃な
土壌をもたらし、ラオス平野部に豊かな穀倉地帯を形
成しています。その一方で、雨季には水位が10メート
ル以上あがるほど水量が急激に増加し、河岸を侵食し、
それに伴い首都ビエンチャンでは敷地の侵食、民家・
送電線の被災等、深刻な被害が発生しています。ラオ
ス政府は、1990年代から河岸侵食対策を行ってきま
したが、コストの高い輸入資機材を使った護岸対策等
であったため、予算が極めて限られる中で、十分な対
策を取ることができませんでした。
そこで日本は、ラオス政府の要請に応じて、「ビエン
チャン市周辺メコン河河岸侵食対策計画調査」を
2001年から開始し、河岸侵食対策のマスタープランをラオス政府と共同で作成しました。この調査

では、粗朶沈床（そだちんしょう）をはじめとする
日本の伝統護岸工法が提案されました。粗朶沈床と
は、明治の初期にオランダ人技師により日本に伝え
られ、淀川、木曽川、利根川、信濃川などで使われてい
る日本の伝統的な護岸工法です。里山から伐採した雑木
をマット状に編み合わせて川底に沈めるこの工法は、現
地で手に入る資材の活用により低コストでより広範囲に
わたって護岸工事ができる利点があります。また、木々
のすき間の形状が多様なため、小魚や底生動物などの水
生生物の生息場所も提供する自然に優しい工法です。
ラオス政府は前述のマスタープランに基づき、自

国の予算で粗朶沈床の工法を取り入れた河岸侵食対
策事業を実施しています。2005年１月、日本は、粗
朶沈床工法をはじめとする日本の伝統的な護岸工法の
普及を技術面で支援するための協力プロジェクトを開

始しました。日本の支援を受けた河岸侵食対策が進んだ結果、侵食され崖状の裸地であった河岸は、
約3年の間に植生が回復し、緑が茂る河岸に変化してきました。これまでは危険で人が近づけなかっ
た河岸に今では子供たちが集まり、釣りを楽しむ光景が見られるようになっています。
また、この日本の伝統護岸工法は公共事業に採用されるに留まらず、日本から指導・研修を受けた
ラオスの関係者によって、ラオス国立大学工学部の河川工学の講義の中でも紹介されるようになって
おり、より広くラオス国内で知られるようになってきています。
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「粗朶沈床」をメコン河に接置している様子
（写真提供：国土交通省）

俳優の関口知宏さんも取材のためメコン河の工事現場を訪
れました。（「関口知宏の地球サポーター」毎週金曜日夜9
時54分から10時まで「テレビ東京」で放映中（絵は関口さ
んによるスケッチ））

粗朶沈床により見違えるようになったメコン河（左：施行後、右：施行前） （写真提供：北陸粗朶業振興組合）
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ポーランド日本情報工科大学での第三国研修 （注1）

～ポーランド日本情報工科大学日本文化講座長　東保光彦 先生～

1989年から1990年代はじめにかけて、ソ連･東欧

諸国の社会主義体制が次々と崩壊しました。それ以来

日本は、旧社会主義の国々に対し、その市場経済化の

過程で、様々な援助を行っています。その中の一つに、

情報技術分野に対する支援が挙げられます。これは社

会主義体制下では情報技術に対する規制が厳しく、情

報技術分野の発展が思うように進まなかったためです。

ポーランドでは、市場経済化に伴い実務的な情報技

術者の育成が求められていました。そこで、日本はポ

ーランド政府の要請を受け、1994年にポーランド日

本情報工科大学を設立しました。また、1996年から

の5年間、JICAの技術協力の一環として日本の大学な

どから累計で54名の専門家が派遣され、約5億円の情報機器が供与されました。これにより、当大

学は急速に発展し、教員や学生の数が大幅に増加しました（開校時の学生90名から現在約1,800名）。

また、1998年には修士課程、2002年には博士課程が設置されるなど教育内容も充実し、ポーラン

ドの情報系大学の中でもトップクラスにランクされるようになり、技術協力による一定の成果が現れ

ています。そして、当国の失業率が15％を上回るレベルで推移する中で、当大学の卒業生の就職率

は100％となっており、国内で高く評価されています。

こうした成果を周辺諸国にも広めるため、1999年

度から2003年度まで、第三国研修として「東欧情報

工学セミナー｣が、ポーランド日本情報工科大学におい

て開催されました。また、2004年度からは「中東欧

情報工学セミナー」として3年間の計画で実施されて

います。このセミナーはマルチメディア、データベー

ス、知識工学、ロボット制御などのテーマで実施され、

これまでに13か国約140名が参加しました。参加者

の大半は大学教員で、研修後のアンケート調査では、

毎回参加者から高い評価が得られています。さらにポ

ーランド日本情報工科大学は、UNDP（国連開発計画）

のプロジェクトである「ウクライナIT支援」（注2）も実施しています。これは、ウクライナの工科大

学に遠隔教育センターを開設し、そのセンターを拠点としたインターネットによる情報工学の遠隔教

育を行うことを目的としています。

こうした様々な研修の実施も含め、ポーランド日本情報工科大学は、これまでの国内外の専門家の

人材育成や日本文化紹介等、日本・ポーランド両国の相互理解及び友好関係の促進に大きく寄与して

きました。この功績が認められ、2004年10月の設立10周年記念式典の際に、日本の外務大臣表彰

が授与されました。現在、ポーランドは被援助国を「卒業」し、2006年から本格的にODAによる

他国への支援をはじめています。このポーランドによる第三国に対するODAにおいて、ポーランド

日本情報工科大学が、今まで日本から援助を受けていた経験を活かして、今後の情報工学分野におけ

る活躍の場を広げることが期待されています。

注1：途上国が日本の資金や技術支援を受け、文化や社会環境が類似している近隣諸国から研修員を受け入れ、技術
の研修を実施するもの。

注2：このプロジェクトでは、日本がUDDPのICT基金に対して拠出している中から35万ドルが支援されている。
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ワルシャワ市内にあるポーランド日本情報工科大学。建物
には「ポーランド日本情報工科大学」と日本語で書かれて
いる。

第三国研修「東欧情報工学セミナー」の様子
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タイ・ラオスに架かる「希望の橋」
～円借款事業におけるエイズ対策～

開発途上国における橋梁建設や港湾整備等のインフラ整備事業
では、多数の出稼ぎ労働者が長期間雇用されるため、人の移動が
活発になります。その結果、地域の状況によってHIV／エイズ等
の性感染症が拡大する可能性が従来から指摘されてきました。日
本は、地球規模問題である感染症に対しODAを通じて積極的に取
り組んでおり、円借款事業の実施にあたってHIV／エイズ対策を
推進しています。
このような事業の例として、「第二メコン国際橋架橋計画」があ

ります。第二メコン橋は、その建設に総額約80億円の円借款が供
与されており、2004年に建設開始、2006年12月に完成予定の、
タイとラオスを結ぶ全長1,600メートルの国際橋です。この橋は
ミャンマー、タイ、ラオス、ベトナムを結ぶインドシナ東西回廊
の一端を担い、メコン河流域圏における経済発展の推進力となる

ことが期待されています。この事業で雇用された労働者は約1,300人にのぼり、これらの人々は、
毎日タイとラオスを往復して橋の建設に従事しています。
一方タイでは、現在HIV感染者が100万人以上いると推定されており、新規感染者も毎年2万人を
数え、大きな社会問題となっています。またラオスでは、タイに出稼ぎに出た労働者が性産業従事者
と接触するという、人の移動に伴う感染が確認されています。このため、本事業には、労働者に対す
るHIV／エイズ対策が必要だと考えられていました。しかし、こうした対策は両国の事業関係者にと
って初めての取組であったため、事業関係者からは、当対策に時間が割かれることによる工事の遅延
や、それに伴う企業イメージの低下等に対する懸念が寄せられました。これに対し円借款の実施機関
であるJBICの職員が、現地NGOや保健局と共に事業関係者に対して理解を求める活動を継続的に行
った結果、現地政府、建設工事に関わる企業、HIV／エイズ対策を専門とするNGOが連携し、当対
策に取り組むことになりました。
JBICは、現地NGOや地域の保健局等と共に国際家

族計画連盟のエイズ信託基金（注）を使い“Bridge of
Hope（希望の橋）”と呼ばれるプログラムを実施しま
した。具体的には工事現場で早朝や休み時間を利用し
て、労働者にHIV／エイズ予防・啓発や、カウンセリ
ング・抗体検査の呼びかけを行いました。また、当プ
ログラムの標語である「工事現場にはヘルメット、夜
になったらコンドーム」をポスターにして、工事現場
周辺に掲示しました。こうした活動の結果、地域住民
のHIV／エイズに対する認識度が61.7％だったのに対
し、この事業における労働者の認識度は92.2％になり
ました。また、エイズ対策に関する国際シンポジウムにおいて、実際に建設工事に関わった企業の出
席者が、工事に従事する労働者の安全や健康を守るという企業の社会的責任の重要性について述べる
など、企業による意識も高まっています。
この事業の他にもカンボジア、ベトナム、インドネシア、インド等で円借款事業に関連したHIV／

エイズ対策が実施されています。日本はHIV／エイズ対策を円借款事業の入札書類に盛り込むなど、
当対策に引き続き積極的に取り組んでいきます。

注：国際NGOである国際家族計画連盟（IPPF:International Planned Parenthood Federation）に対して日本が
拠出している信託基金。“Bridge of Hope”に対してはエイズ信託基金から2年間で約29万ドルを承認している。
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労働者の中から選ばれたエイズ教育担当のトレーニング風景
（写真提供：JBIC）

労働現場におけるHIV/エイズ予防教育の様子
（写真提供：JBIC）
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人々が真に求める支援とは
～インドネシア大地震・津波被害への日本の援助～

2004年12月26日、インドネシア・スマト
ラ沖で大地震が発生、それに伴いスリランカ南
東部で津波が発生し、各地に甚大な被害をもた
らしました。多くの人々が犠牲となり、被災国
の経済基盤も大打撃を受けたため、日本はこれ
に対し外務省に緊急対策本部を立ち上げ、緊急
支援を実施しました。この災害へ対応の際には、
日本はより中長期的な復興も視野に入れた支援
を行いました。
この未曾有の災害に関し、日本がインドネシ

アに供与した146億円の無償資金協力により実
施されている事業の多くが、2005年12月、ア
チェ・復興庁（以下BRR）と世銀等が共同で発
表した津波一周年報告書（以下「報告書」）の中
で、「JAPAN」の文字と共に引用されています。
このことは、インドネシア政府のみならずドナ
ー･コミュニティ全体の高い評価を表していま
す。
日本が支援した「土地台帳修復事業」（注）と

「西岸道路修復事業」は、最優先事業としてこの
報告書においても特に詳しく紹介されています。
2006年5月に来日したクントロBRR長官も、
このような日本の取組に対する高い評価と感謝
の念を率直に述べています。
日本国内では、「支援金が使われていない。支

援が遅い」との批判が一時期見られましたが、
事業は着実に進行しています。当初の立ち上が
り段階では混乱がありましたが、その原因として、報告書は次の二点を挙げています。第一に、腐敗
根絶を目的としてインドネシア政府が進めていた予算制度の見直しによる政府支出の遅れ、第二に、
BRRの設置と現地コミュニティのオーナーシップの尊重です。BRRが発足したのは津波から半年経

過した5月でした。また、行政組織が津波で壊滅した
アチェ特別自治州と中央政府との調整は困難を極めま
した。報告書は、こうしたインドネシア政府の粘り強
い取り組みは、長期的視野に立って堅固な復興を実現
するためには正しく不可欠な決定であったと評価しつ
つも、同時に、当初において事業の実施の遅延をもた
らしたとしています。現在復興事業は地元の協力と信
頼を得て、BRRが集中管理し、実施されています。
また、この支援の実施の経験が、その後の「コミュ

ニティ開発支援無償」や「防災・災害復興支援無償」
等、より柔軟でコスト意識の高い新たな無償資金協力
制度の創設につながりました。

注：スマトラ島北部のバンタ・アチェ市では、約3万冊に上る土地台帳が海水に浸ってしまった。土地台帳は、アチ
ェの復旧・復興事業において、計画の策定、住宅の再建、土地補償などに必要不可欠な公文書であり、その復旧
が急務となっていた。
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乾燥した土地台帳のページを開く作業

西岸道路の修復を行っている様子

西岸道路完成式典の様子
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ミャンマー
～援助実施の原則と真に人道的な支援の観点から～

日本はこれまで、開発途上国における民主化や人

権状況に好ましくない動きがあった場合、ODA大

綱の援助実施の原則に従った上で、それぞれの国の

抱える事情などを考慮し、援助の停止や削減も含め

た見直しを行ってきました。しかし援助の停止や削

減に至る場合、最も影響を受けるのがその国の貧困

層の人々です。日本はこうした人々に対する支援に

ついては特別な配慮をしています。2006年現在、

日本はミャンマーに対する新規の経済協力を原則見

合わせていますが、ミャンマー国内での貧困問題な

どを考慮し、緊急性が高く、真に人道的な案件に対

しては内容を慎重に吟味した上で支援を実施しています。

こうした支援の対象となっているのが、コーカン族をはじめ多くの少数民族が暮らす、コーカン特

別地区です。この地区は、ミャンマー国内でも山岳地帯に位置しており、土地が痩せていることから

作物の収穫も多くありません。そのためこの地区に住んでいる農民の多くは貧しい生活を送っており、

古くからケシを栽培・販売することで、肥料や食糧等の購入に必要な現金を得ていました。

しかし、1980年代に入ると、アヘンを含む麻薬の乱用者の増加が世界中で問題となり、国際社会

が協力して麻薬撲滅に取り組むことになりました。こうした取組を受け、1998年には、ミャンマー

政府は国際公約として、2015年までにケシの撲滅を行うことを表明しました（注1）。コーカン特別

地区もケシ撲滅の対象地域となり、中央政府と共同で粘り強く撲滅対策を推進しました。その結果、

同地区はミャンマー国内最大の麻薬生産地（注2）であっ

たのにも関わらず、2003年までにケシ栽培をほぼ消

滅させました。

ただ、こうした対策により、ケシの栽培を停止した

農民は現金収入の途を失うことになりました。それに

加え、同地区はインフラの整備や公共サービスが大き

く立ち遅れるなど、以前から慢性的な貧困問題を抱え

ていました。こうした問題が重なった結果、貧困状態

が急速に悪化し、2003年には、100人以上の餓死者

が出たほか、4,000人以上がマラリアに感染し、270

人以上が亡くなる事態に陥りました。

こうした状況を受け、日本政府は1997年から貧困

対策として、JICA専門家を派遣しケシの代替作物を導入することで農民の収入向上を図りました。

また、インフラやサービスを改善するために、道路建設のための機材供与や村落の電化、小学校の改

修の支援を無償資金協力により行っています。また、2003年から日本政府は国連世界食糧計画

（WFP）によるケシの代替作物の栽培を促進する事業を支援しています。そして2005年からは農民

の貧困対策と地域の発展を目指し、マラリア感染の撲滅、食糧支援、インフラ整備等の支援を包括的

に行う技術協力プロジェクトが開始されています。

このように援助実施の原則を考慮しながら、少数民族が住む同地区の貧困問題が改善されるよう、

日本はミャンマーに対する支援を実施しています。

注１：ミャンマーはかつてタイ、ラオスとともに麻薬の「ゴールデン・トライアングル」（黄金の三角地帯）と呼ばれ
たケシの一大生産地であった。

注２：コーカン特別地区のアヘン生産量は、1989年の停戦当時、ミャンマー国内の約80％を占めていた。
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配布した種子の栽培方法を説明する様子　（写真提供：JICA）
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エリトリア除隊兵士の社会復帰のための基礎訓練プロジェクト

東アフリカに位置するエリトリアは、エチオピアとの約30年間の独立戦争を経て1993年に独立

したアフリカで一番若い国です。独立後も1998年から3年間、エチオピアとの国境紛争を経験しま

した。その結果、エリトリア国内での兵士の数は、全人口430万人のうち約30万人で、うち女性は

約10万人です。

エリトリアの発展のためには、兵士の除隊とスムーズな社会復帰が大切であり、日本は、2000年

12月のエチオピアとの和平合意を受け、食糧援助、基礎生活分野やインフラ整備の協力とならび、

兵士の除隊や社会復帰を支援してきました。例えば世界銀行と協力して、兵士の国家除隊・社会復帰

プログラムの支援を行っています。除隊プロセスは2002年に始まり、2005年6月時点ですでに合

計約10万人の除隊が完了しました。

除隊兵士が着実に社会復帰するためには、その兵士への職業訓練が急務となっています。特に若い

除隊兵士は労働の経験がなく、教育も十分に受けていない者が多いため、次の職業を探すことが困難

です。日本が世界銀行などと協力して行っている「除隊兵士の社会復帰のための基礎訓練プロジェク

ト」では、合計157名の元兵士が職業訓練を受けましたが、そのコースの一例をご紹介します。

¡美容師養成コース

JICAは、日本のプロジェクト実施機関とし

て、首都アスマラ市内で女性を中心とした雇

用動向や就職状況等に関する調査を行いまし

た。その結果、美容師業は市場ニーズが拡大

中で、就職・起業の可能性が高いことがわか

りました。また、美容師を養成する訓練校が、

市内に2校あり、どちらもプロジェクトで期待

される職業訓練コースを実施する能力と意欲

を持っていることや、卒業生の就職率が高い

ことがわかりました。そこで、このプロジェ

クトでは

上記の2

つの訓練校と契約することにしました。

これらの訓練校では、日本からは美容師研修講師が派遣され、

3か月間の訓練を実施しました。コース終了3か月後の就職調査

では、7割以上の卒業生が関連する職に就くか、自分で起業し、

そのほとんどが満足しています。今後は、こうした職業訓練コ

ースから得られた経験を活かし、生徒の募集や選考方法、カリ

キュラムの作成等、訓練立ち上げに関するノウハウがプロジェ

クトの関係者に蓄積され、より一層有益な訓練が実施されるこ

とに期待が寄せられています。

このように、除隊した元兵士の一日も早い社会復帰のため、

地道な努力が日々続けられています。
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美容師養成コースの訓練風景 （写真提供：JICA）

（写真提供：JICA）
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ニカラグア、対人地雷除去への道

ニカラグアは1979年のサンディニスタ革命から、1990年のチャモロ大統領就任に至るまでの約

10年間、右翼ゲリラのコントラとの内戦を経験しました。その間、ホンジュラスとの国境地帯から

北部山岳部にかけての地域が激戦地となり、14万7,000個を超えるといわれる対人地雷が埋設され

ました。埋設当時は場所が特定されていましたが、度重なる土砂崩れや水害による土壌の流動等によ

り埋設範囲が拡大し、地雷の所在を特定することが困難になりました。

内戦終結後、近隣に住む子供をはじめとし

て一般市民が地雷の犠牲となっています。内

戦終結からこれまでの負傷者は869名、死者

は80名といわれています。また、コーヒー生

産をはじめとする農業を主要産業としている

ニカラグアにとって、地雷除去が終わってい

ない土地は農地としての利用が出来ず、経済

的にも大きな問題となっており、地雷は今な

おニカラグアの人々の生活を脅かしています。

そのため、1993年、対人地雷の除去が本

格的に開始されました。1998年には「国家

地雷除去委員会」が大統領府に設置され、こ

の委員会の下で①地雷除去、②犠牲者支援、

③事故防止のための教育・広報活動が行われています。これらの活動には日本をはじめとする12か

国とEUのほかに、米州機構（OAS）、UNICEF、UNDP等の国際機関が協力しています。

日本は、2001年以降最新鋭の地雷除去機の提供や、除去作業に対する技術支援を重点的に実施し

てきました。これにより、現在では、地雷除去に携わる１部隊が１日に可能な除去数の10倍の処理

（50～60個）を、１台の機械で行うことが可能となりました。その結果、約3年半にわたる活動で、

１万2,000個以上の地雷を除去することができました。また、2004年には地雷原へのアクセス道

路（地雷除去後は農道として利用される予定）の建設も行われ、作業効率の向上に寄与しています。

国際機関を通じた支援としては、日本は

2003年7月から翌2004年12月にかけて、

UNICEFが実施した「地雷や爆破装置による

事故防止のための情報・教育プロジェクト」

に対し、国連PKO局地雷対策サービス部

（UNMAS）を通じ、15万ドルを拠出しまし

た。具体的には、地雷事故に遭いやすい児童

を教育し、彼らを通じて地雷事故防止に対す

る啓蒙活動を行おうというものです。この活

動の模様は、「警告の声」と題されたTV番組

として全国放映され、大きな反響が寄せられ

ました。

こうした様々な支援の結果、地雷除去が完

了した地域は43万2,000㎡にのぼり、約2万3,000人の安全に寄与するとともに、農地の回復も図

られました。そこでは良質な輸出用のコーヒー豆が栽培されるなど、地雷の除去は農村開発や経済発

展にも貢献しています。今後地雷の被害に遭う人々が1人でもいなくなるよう、ニカラグア政府の計

画に基づき、対人地雷の完全除去に向けて、地雷除去作業は今日も地道に続けられているのです。
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インド
～ウッタル・プラデシュ州に導入された日本の「道の駅」～

都市と地方の間に存在する格差は、開発途上

国においても深刻な問題となっています。従来

の開発援助では、中央主導型の大規模な開発事

業を通じて、地方の生活水準の向上を図ること

が主流となっていました。しかし、近年では、

地方の住民が自ら地域の開発に参加できる地域

参加型の援助が導入されています。

地域参加型の開発政策のモデルとして、日本

の「道の駅」が注目を集めています。「道の駅」

は道路利用者に快適な休憩施設や、観光・医療

情報等を提供する施設として、1993年から日

本全国に設置されており、地方自治体等が中心

となって運営しています。「道の駅」では地域

住民が計画・運営に参加し、地域産業の振興・地域経済の活性化を図ります。「道の駅」は各地で成

功し、2005年8月の時点でその数は830にものぼっています。

JBICは、「道の駅」の成功に注目し、開発途上国の地域開発事業において、「道の駅」のシステム

を導入する試みを始めています。道路を整備するだけでなく、地域住民が集まり生産物を販売する場

を設けることで、地域振興を図るものです。また、世界銀行は、日本における「道の駅」の成功事例

やJBIC による取組に注目し、2004年に国土交通省、JBICと共同で「道の駅」に関するセミナーを

開催し、「道の駅」のノウハウを集めたガイドラインを作成しました。

開発途上国における「道の駅」のシステムの導入例として、インド北部のウッタル・プラデシュ州

の観光開発計画があります。同州は、仏陀の生涯と深いかかわりを持ち、様々な観光・巡礼ルートを

抱えていますが、基礎インフラが十分に整備されておらず、観光開発が大きく立ち遅れていました。

日本政府は、2005年に約95億円の円借款を供与を決定し、観光地周辺の基礎インフラを整備する

とともに、「道の駅」のシステムを導入して、地域住民が主体となった地域経済の活性化及び住民の

能力開発を支援する予定です。

「道の駅」の導入に際しては、地域住民の理

解を得るためのワークショップが開催され、仏

跡観光地であり、すでに12の「道の駅」が設

置・運営されている奈良県の地方自治体や｢道

の駅｣の関係者が、インド側の関係者に運営等

のノウハウを直接提供しました。同県の関係者

が、「道の駅」が果たす地域への経済効果や体

験談、住民参加の意義についてインド側の関係

者に熱心に説明を行ったことにより、インド関

係者の理解を得ることができたのです。
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道の駅「ふたかみパーク當麻」駅長（奈良県）と話す僧侶たち
（写真提供：JBIC）

現地で開催されたワークショップの様子 （写真提供：JBIC）
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ブラジル
～サンパウロ視覚障害者支援団体点訳機導入・施設改修計画～

ブラジルでは弱視者を含む視覚障害者が多いと推定されていますが、同国では、障害者に対する公

的な支援制度が確立されていません。現在、キリスト教系NGOや、障害者を持つ家族が中心のNGO

などが障害者支援の中心を担っていますが、その活動も十分とは言えない状況です。そして、視覚障

害者は貧困層に属している割合が高く、彼らが利用できる点字印刷された図書も少ないなどの理由に

より、障害者が学ぶ機会は限られています。

日本は、こうした視覚障害者の抱える問題に対し、

ブラジルの非営利団体である「ドリナ・ノヴィウ視覚

障害者基金」からの申請に応え、「草の根・人間の安全

保障無償資金協力」を通じた支援を同団体に対し行い

ました。

この団体は、1946年の設立以来、特に視覚障害を

持った子供の教育に力を注いでいます。例えば、視覚

障害者用の教科書、一般書籍、新聞等を印刷し、無料

で配布しており、年間発行部数10万冊の、ラテンアメ

リカ最大の点訳図書発行団体となっています。また、

視覚障害者の社会的な自立を支援する公共施設がほと

んど存在しないブラジルにおいて、診察、各種リハビリ、点字教育などを積極的に行っています。

しかしながら、この団体は2つの問題を抱えていました。1つ目の問題はニーズに対応する機材が

不足していることです。具体的には、一般書籍を大量生産するための点訳機材はあるものの、高等教

育書などの少量生産向けの機材がありません。それに加えて、この機材は弱視者が必要とする拡大文

字が印字された書籍の発行に対応していないため、弱視者用の書籍が発行できず、彼らに本を配るこ

とができませんでした。2つ目の問題は、団体の本部には、視覚障害者や弱視者が多く訪れるにもか

かわらず、施設に手すりや警告ブロックが無いということです。そのため、彼らは介助者なしに、一

人で自由に施設を利用することが困難な状況となって

いました。

そこで日本は、2005年に少量生産対応で拡大文字

印刷が可能な点訳機材の購入や、同団体の施設に手す

り、誘導・警告ブロック等を設置するために必要な資

金、約750万円を供与しました。その結果、整備され

た点訳機材で印刷された点字教科書が、小学校から大

学まで約2,000人の視覚障害者に配布され、彼らが勉

強する機会が得られるようになりました。また、施設

の改修により、1年間で延べ2万人の障害者が、安全・

快適に施設を利用することができるようになりました。

この支援の供与式典では、「ドリナ・ノヴィウ視覚障

害者基金」の会長、在サンパウロ日本総領事らが参加

し、日本とブラジルの国歌の演奏が行われるなど、友好的な雰囲気で式が進められ、参加者から、日

本の支援に対する深い感謝の意が表されました。整備された機材で印刷された礼状には、「人生の階

段は本で出来ている。本は人間の知識欲を導く最善の手段である。」と書かれています。こうした日

本の支援は、人間の安全保障の視点から見て、開発途上国の視覚障害者が尊厳ある生活を送る上で、

重要な役割を果たしています。
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整備された点字プリンター

整備機材により点字・拡大文字で同時印刷された感謝状
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北澤豪さんへのインタビュー

JICA（国際協力機構）のオフィシャルサポーターで、元サッカー日本代表の北澤豪さんにお話を伺
いました。

－JICAのオフィシャルサポーターになったきっかけを教えてください。
北澤さん：現役のサッカー選手だったときから開発途
上国に対する援助に関心がありました。現役時代
の2001年に、カンボジアで子どもたちにサッカ
ーを教えたことがきっかけとなって、THE FOOT
という、地雷除去活動や世界各地の恵まれない子
どもたちを支援するNGO団体を立ち上げました。
また、現役引退後は日本サッカー協会の国際委員
に就任し、日本サッカー協会の大使としてサッカ
ーの発展、普及にも努めています。こうした活動
がきっかけだったのではないでしょうか。

－オフィシャルサポーターとして開発途上国に行かれ、
どのような感想を持たれましたか。
北澤さん：訪問した国で子どもたちにサッカーを教えたのですが、その中で強く印象に残っているの
は、開発途上国の子どもたちは何かを教えるとそれを吸収しようとする意欲がとても強いという
ことです。ボールが1つあれば、一人でも多くの子どもたちがサッカーをすることが出来ますよ
ね。そして、サッカーを教えることでみんなどんどん上手になる。ちょっとしたきっかけで、自
分が教えた子どもたちの中から、将来プロのサッカー選手が誕生し、世界で活躍するかもしれな
い。そう考えると、子どもたちに対して、機会を与えることの大切さを痛感します。

－サッカーを通じて、何を伝えられるとお考えですか。
北澤さん：まず、私自身が、すばらしい発見をしました。それはサッカーを教えることで自分も学ぶ
ことが多い、ということです。一口にサッカーと言っても、日本のサッカー、アフリカのサッカ
ー、南米のサッカーと言ったように、いろいろな形のサッカーがあります。それを知った上で、
開発途上国の子どもたちに合ったサッカーを教えていくことはとても大切なことです。なぜなら、
サッカーは人生そのものに通じるものがあると考えているからです。サッカーをすることで、子
どもたちはいろいろなことを考え、学ぶことが出来るんですよ。例えば、チームワークの大切さ、
ゴールを奪うためにはどのような作戦を立てればよいのか、強くなるためにはどのような練習を
すればよいのか、等々。このように計画を立てたり、協調性を養っていくといったことは、子ど
もたちのこれからの人生にも役立つものだと信じています。

－実際に開発途上国を訪ねられて、日本の援助についてはどう思われますか。
北澤さん：現地の人々は、日本に対してとても感謝し
ていました。「例えば、この橋は日本が作ってくれ
たんだ。」というように。また、援助の基本は人だ、
とつくづく感じます。青年海外協力隊の隊員が、
現地の人たちに対してどのような援助をすればい
いのか、ということを真剣に考えて取り組んでい
る姿がとても印象的でした。一人一人による地道
な努力や貢献が、相手の国の人々にきっと伝わる
はずです。だからこれからは日本の顔が見える援
助に期待をしたいと思います。そのためには日本
内外にもっと日本の援助をアピールしてもいいの
ではないでしょうか。そして私自身もサッカーを
通じて、開発途上国の子どもたちに貢献することができたら、とてもうれしいですね。

－ありがとうございました。
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カンボジアでサッカーを教えている様子（写真提供：KTP）

アフリカのザンビア共和国にて （写真提供：KTP）
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支援からパートナーシップへ：NGOと政府の新たな関係を求めて
～（特活）国際協力NGOセンター（JANIC） 高橋良輔さん～

草の根レベルの国際協力を行うNGOは、

開発途上国への援助において、政府とは

また異なる視点に基づく貴重なノウハウ

を有しています。特定非営利活動法人国

際協力NGOセンター（JANIC）は、こう

したNGOが多数加盟する日本最大のネッ

トワークNGOとして、NGOの活動情報の

発信や専門性を高める研修の実施、さま

ざまな調査と関係機関への提言、そして

NGOと他機関との連携を通じて、市民に

よる国際協力の促進と強化に努めていま

す。

このJANICがNGOの知見や経験を

ODAに反映し、またNGOと政府の継続的

な意見交換の場として重視しているのが、1996年から始まったNGO・外務省定期協議会です。

JANICは他のネットワークNGOとともにこの協議会事務局を担い、多様な分野や地域で活動する

NGOの意見を幅広く汲み上げてきました。ここ数年間は、政府のNGO支援策である日本NGO支援

無償資金協力やNGO活動環境整備支援事業について具体的な改善を提案し、NGOと外務省共同の勉

強会も積み重ねて、建物や機材供与などのハード支援偏重からの転換、現地NGOとのパートナー型

事業への支援、NGOのニーズに応じた研究会の拡充などをはかっています。

こうしたなか、現在NGOと政府の関係は大きく変わりつつあります。両者にはさまざまな見方や

立場の違いがあるものの、これまでの10年間の対話からも、NGOと外務省が共同で援助の質を検証

するNGO・外務省共同評価やNGO・JICA協議会など、政府とNGOの協力の形が生み出されてきま

した。また、2006年の連携推進委員会では、NGOと外務省が協力して国際協力の重要性を市民に

伝える広報連携や、NGOの事業に関する援助効果の共同検証、草の根・人間の安全保障無償資金協

力の質的向上に日本のNGOが寄与する可能性、そして中長期の連携のあり方が検討されています。

そこでは、NGOが政府から支援を受けるという従来の枠組みを超えて、両者が互いの強みを持ち寄

る新たな協力関係の模索が始まっているのです。

さらに世界に目を向けると、英国では、ミレニアム開発目標 （MDGs）達成に向けて政府とNGO

が包括的なパートナーシップ・プログラム合意（PPA）を結び、ネットワークNGOが政府の援助政

策へのコンサルティングも行っています。日本でも援助の実施レベルだけではなく、援助政策のアジ

ェンダ設定や制度構築も含めた早い段階から、NGOと政府が緊密な意見交換を行ない、南の人々も

含めた市民社会の声を援助の政策に反映していくことが求められています。

現在進められているODA改革はもちろん、2008年に開催されるG8サミットや第4回アフリカ開

発会議（TICADⅣ）、さらには2015年のMDGs達成に向けて、日本の援助政策に対する国内外の市

民の関心は高まっていくことが予想されます。こうした世界的な潮流のなかで、支援からパートナー

シップへの転換がいかなるかたちで実現されるのか、日本の市民社会と政府との関係はいま大きな曲

がり角にさしかかっているのです。
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2006年9月30日に日比谷公園で開催された「グローバルフェスタJAPAN」での
ブース。期間中6万6,700人がフェスティバルを訪れた。 （写真提供：JANIC）




