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「アフリカへの農業協力の課題と方向性」
国際協力事業団（JICA）                         
アフリカ・中近東・欧州部長

橋本 栄治
皆さん、おはようございます。JICA（国際協力事業団）アフリカ・中近東・欧州部の橋本です。
ただいまご丁寧なご紹介をいただきまして、どうもありがとうございました。また、名古屋大
学農学国際教育協力研究センターの第３回オープンフォーラムにお招きいただきまして、大変
光栄であり感謝申し上げる次第です。
１．日本の ODA の概要と JICA 設立の経緯
昨日、ODA の成果と今後の改革方向につき
まして、各界の第一線の著名な方々からのお
話を拝聴させていただきまして、私としては
勉強にもなりましたし、頭の整理にもなりま
した。また、今後、ODA 事業を実施する機
関として、JICA の対アフリカ協力において
も、もっと整理した形で取り組んでまいりた
いと、思いましたし、その意味で叱咤激励を
受けたと承知しております。
昨日のフロアとの質問の中で、JICA とい
うものがよく理解されていないところもある
かなと思いましたので、最初に JICA のことに
ついて触れさせていただきたいと思います。昨日の講演の中で、市川先生をはじめ小浜先生及
び石先生が経済協力ということで講演されましたが、開発途上国に対する経済協力にもいろい
ろあって、今日議論しているのは ODA ということですが、その他にも OOF、あるいは民間資
金の流れ、それに NGO で、これ全体が経済協力ということです。そのうち JICA が担当してい
るものは、ODA（政府開発援助）のうちの２国間贈与の中の技術協力、予算的にいえば 3500
億円くらいのうち約半分の 1800 億円が JICA
の予算ということになります。したがって、
昨日も ODA の司令塔をどうするかという
話がありましたが、司令塔を考えるときに、
こういった全体像を頭に描きながら JICA の
役割というものを考えて、理解していただ
ければありがたいと思います。
因みに ODA 予算の配分ですが、これは
1999 年度ですので若干金額が大きくなって、
総額で１兆 8864 億円です。そのうち贈与部
分の無償資金協力が 2495 億円、技術協力が
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3794 億円となっています。技術協力のうち
の 1800 億円が JICA の予算、外務省が 700
億、文部省が 530 億といったような内訳で、
これらをトータルして政府の技術協力と
なっています。そのほかに国際機関等への
出資拠出金が 2000 億円強ありまして、さら
に円借款事業ということで 9500 億円ほどの
予算があります。これはアジアの経済危機
等への対応がありましたので従来に比して
大きな予算になっておりますが、これだけ
の途上国援助がなされているということで
す。
予算の種類、原資の方にまで入りますと、細かいことを申し上げますが、原資としては一般
会計と財政投融資ということです。今は行財政改革の中でこちらの財政投融資をどうするか、
一般会計で来年度 10％の ODA を削減するということが議論されているのは皆さんご承知のと
おりです。
先程、門平先生にもご紹介いただきましたように、国際協力事業団は 1974 年に設立された特
殊法人機関です。技術協力と無償資金協力の一部を実施する実施機関ということで、主務官庁
が外務省、農林水産省と経済産業省が共管官庁となっており、そういった政府の政策に基づい
て援助を実施するのが JICA です。
JICA 設立に至る経緯につきましては、昨日、小浜先生からも詳しいお話がありましたので、
簡単に要点のみ触れておきます。1970 年代にオイルショックというのが２度ほどありました。
日本全国で狂乱物価やトイレットペーパー、洗剤の買い占めといったことが行われました。半
数くらいの方がそのことをよくご存知だと思いますが、若い人たちは生まれたばかりであまり
ご存知ないかもしれません。そういう事態の中で日本の資源確保をどうするのか、あるいは相
互依存の中で日本が生きているということが改めて実感されるようなことになり、国益という
観点からも、援助の見直しがされる契機になったのではないかと思います。従いまして、その
当時、
「開発輸入」という言葉も生まれまして、昨日の小浜先生のお話にありましたように、農
林水産省もその当時の通産省も、農林 JICA あるいは通産 JICA などの設立構想がありました。
しかし、現在の田中外務大臣のお父上である田中総理大臣（当時）が鶴の一声といいますか、
こうした構想を一本化して、JICA になったという経緯であると承知しています。若干話が外
れました。
昨日、コロンボ・プラン（南アジア・東南アジア地域諸国の経済・社会開発促進のための地
域協力機構）への参加ということで日本の援助が始まった、というお話がありました。小浜先
生のお話にも出ていましたが、日本は 1953 年から 1966 年までに諸外国から 8.6 億ドルくらい
の援助を受けましたが、援助を受けると同時に日本政府も援助を始めまして、コロンボ・プラ
ンに 1954 年に加盟して、実際の援助を始めたということです。加盟した日付を記念し、10 月
６日は
「国際協力の日」ということでいろいろなイベントが行われるようになってきております。
JICA は 1974 年に発足しましたが、それ以前に海外技術協力事業団
（OTCA）
が 1962 年にでき、
これが JICA の母体になって、移住事業団と合併し、1974 年に JICA に一本化されたというこ
とです。
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２．アフリカを知る
今日のシンポジウムのテーマは、ODA をどうするか、あるいは国際協力をどうするかとい
うことがまず、第一のテーマで、21 世紀日本はどうするのかというのが２つ目、さらにアフリ
カ及び農業協力と４つほどあるものですから、どこに焦点を絞って話したらいいのか、私自身
あまり整理がついていなかったのですが、4 つのテーマの中で、アフリカについてもっとよく
知ってもらおう、というのが私のメッセージの第１です。
と申しますのは、私はアフリカの在勤経験が２度あります。先程、門平先生がおっしゃった
ように、80 年代後半にザンビアと今年５月まではケニアにおりました。ザンビアとケニアとい
うことで、いろいろな資料をあさって勉強するのですが、アフリカはよく世界地図帳で見開き
の１ページに出ていますが、あれは縮尺 3600 万分の１の地図です。日本列島を見開きで見られ
るような地図の縮尺は 500 万分の１です。そういう意味では、アフリカというのは 50 分の１く
らいの尺度の大きさで我々はいつも見ており、アフリカというと一つにまとまったもののよう
に考えますが、その中にはさまざまな多様性があるということです。正しく等身大のアフリカ
を知ったうえで援助をする必要があるだろう、というのが１番目のメッセージです。
アフリカの地図です。アフリカ大陸全体では
53 の国がありますが、サハラ砂漠の南はサブ・
サハラ・アフリカということで 47 の国々があ
ります。それらについては、非常に多様性に富
んでいるということで、いくつか紹介させてい
ただきたいと思います。
まず、アフリカと日本とを比較してみます。
日本で一番高い山は富士山で 3776 メートルで
すが、タンザニアのキリマンジャロ山は 5895
メートルで、これは有名です。ケニア山、ルウェ
ングリ山という 5000 メートル級の山もありま
す。
アフリカと日本の広さの比較をしてみます
と、日本で一番大きい琵琶湖は 671 平方キロメー
トルありますが、ヴィクトリア湖はその 100 倍
の広さがあります。100 倍の広さといってもな
かなかイメージができないと思いますが、東北
６県の合算面積と大阪府を足してもまだおつり
がくるというのがヴィクトリア湖の広さです。
プロペラ機で横断するのに２時間くらいかかる
という広さの湖です。
また、長さで比べますと、日本で一番長い川が信濃川（327km）ですが、ナイル川（6,690km）
、
ザイール川（4,370km）、ニジェール川（4,180km）といった川は 13 倍〜 20 倍といったような
長さですし、こういった川の流域にあり、川の水を使ったような文化、あるいは生活というも
のも営まれています。
アフリカの域内の国別比較をしてみます。一番大きな国がコンゴ民主共和国で、226 万平方
キロメートルで日本の４倍近くあります。一番小さな国はセイシェルで 455 平方キロメートル、
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人口も８万人くらいしかおりませんが、そういう
大きさです。
アフリカ域内の言語ですが、公用語、あるいは
国語に指定されているということを考えますと重
複がありますが、英語が 21 か国で公用語になっ
ていますし、フランス語は 22 か国、ポルトガル
語は５か国、そのほかにアラビア語、スワヒリ語、
アフリカーンズ、クレオールといった言葉が話さ
れている地域があります。
もう一度アフリカの地図に戻ってみたいのです
が、農業の関係でいえば、アフリカの大陸という
のは、もともとゴンドアナ大陸に起源を発するわ
けですが、ブラジルやインド、オーストラリアと
同じような土壌特性を持っていて、ロシアや北米
の黒土といわれる肥沃な土地とは若干違っている
土地です。生産性が若干低いということがありま
すし、降水雨量は青く濃いところが 3000 〜 4500
ミリです。黄色が雨量の少ないところで、先程
のカチャヴィヴィ先生からも話がありましたよう
に、乾燥地帯が南と北の方、東の方に広がってい
るという実態です。こういったことが、これから
お話しするアフリカの農業の制約要因にも入って
まいります。
経済力でアフリカ域内を比較してみますと、南
アフリカ共和国が一人当たりの GNP3400 ドルと
いうことで１人あたりの経済力、あるいは全体の
経済力（GNP1330 億ドル）でも大きなものです
が、コンゴやケニア、ザンビアといった国々は総
額も小さいですし、１人あたりの額も小さなもの
になっています。ちなみに日本は、GNP が 4 兆
7223 億ドルで、一人当たりでは 37,850 ドルと南
アフリカの 10 倍以上の大きなものになるという
ことです。
昨日のお話の中でもいろいろ出たのですが、ア
フリカの問題で一番大きいのは人口の増加率が非
常に高いことです。世界の人口は、1950 年に 25
億人の人口が 2000 年にはすでに 61 億人になって
いますし、2050 年には 93 億人になると予想され
ています。アフリカの人口は６億人ですが、この
まま増えていきますと、毎年、世界の中で 7700
万人くらい増えているそうですが、世界平均の
人口増加率が 1.2％に対して、アフリカ地域の人
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口増加率は 2.5％になっています。因みに JICA 事務所のある国々でいいますと、セネガルやニ
ジェールといった国が、この平均よりもさらに高くて 2.7％〜 3.4％になっていますし、南アフ
リカ共和国が 1.7％、ジンバブエが 1.8％、ケニアが 2.1％です。これより小さい国もありますが、
人口の増加をいかに抑えるかが、これからのアフリカの開発にとって大きな要点になるだろう
といえると思います。
私とアフリカの出会いについて若干お話しさせていただきたいのですが、1985 年〜 1987 年
の２年間あまり、先程、門平先生から話がありましたように、私は南部アフリカのザンビアの
首都ルサカでザンビア大学獣医学部技術協力計画に携わっておりました。ザンビアという国は、
1800 年代のリビングストンやスタンレーといった探検家との因縁でもわかりますようにイギリ
スの植民地で、1964 年、ちょうど東京オリンピックの年に独立しております。私が赴任したと
きには人口約 600 万人だったのですが、今ザンビアの人口は 990 万人になっています。72 の部
族がこの国を構成しており、世界三大漠布の一つであるヴィクトリア・フォールがジンバブエ
との国境にあります。
プロジェクトのそもそもの発足ですが、この 600 万人の人口に対して、ザンビアでは約 300
万頭の牛が飼われていました。当時は狂牛病というものはまだありませんでしたが、伝統的粗
放な放牧が主流だったので、ブルセラ病や炭疽病、ツェツェバエで媒介される眠り病（トリパ
ノソーマ）といった牛の病気があり、それを予防したり、治療したりする獣医師が、ザンビア
全土で当時 70 人しかおりませんでした。それも、タンザニア人やエジプト人といった出稼ぎの
外人と、青年海外協力隊の日本人の隊員によって担われているということで、ザンビア人の獣
医師はわずか２人しかおりませんでした。
こうした状況を何とかしなければいけないということで、300 人のザンビア人の獣医師を育
てるというプロジェクトの目標が樹てられ、私は２年半にわたりプロジェクトの立ち上げ期に
プロジェクト調整員の立場で従事いたしました。日本からは、北海道大学や帯広畜産大学から
６名の専門家が派遣され、教授陣を構成したのですが、当時の獣医学部の教授陣は、国籍が 14
か国にもまたがっており、アイルランド人、イギリス人、ガーナ人、ポーランド人、タンザニ
ア人、モロッコ人といった人達が同じ目的に向けて何かと仕事をしており、まさに国際機関の
ような雰囲気でした。
生徒の数は、最初の学年に 13 人の学生が入学してきまして、大変優秀な学生で、このうちの
半数の６人が学部教育を終え、日本にも留学して獣医学博士号を取得し、ザンビア大学の獣医
学部の教官になる道を歩みはじめました。私もザンビアから帰国して十数年になり、その後、
獣医学部は順調に推移しているのだろうと思っていましたが、最近、耳にしたところでは、こ
のうちの３人がすでにもう亡くなっているということで、私よりもだいぶ若い方々ですが、大
変に驚いてがっかりした次第です。この３人の死因が、２人がエイズということで、もう１人
は他の病気ということです。折角これだけ日
本の協力によって何年もかけて育成したザン
ビア人の学生、あるいは獣医師が、エイズ
という脅威で半減してしまうことになります
と、やはり援助にとっても大きな損失であり、
エイズは早急に克服すべき課題であるといえ
ます。
昨日のお話の中にもありましたように、ケ
ニアでもエイズの問題は大変深刻な事態に
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なっており、国家の緊急事態宣言が叫ばれております。世界では今 3500 〜 3600 万人のエイズ
患者がいて、最近さらに増えた数字が出ておりますが、そのうちの約７割の 2450 万人がサブ・
サハラ・アフリカにいる感染者で、1999 年１年間の死者が 260 万人という数字が挙げられてお
ります。
私は 1999 年１月から今年５月までケニアにおりました。ケニアのエイズ感染者は 220 万人と
いうことです。ケニアの人口は 3000 万人で、そのうちの８％くらいがエイズ患者で、そのうち
10 万人が５歳以下の幼児です。毎日 700 人〜 1000 人といわれるエイズ患者の方が亡くなって
おりまして、１年間では 20 万人近い人たちが命を落とされております。エイズで亡くなる年齢
層は 20 歳から 40 歳くらいまでのまさに働き盛りの年齢層の方々ですし、我々が技術移転とい
う援助の対象としているのも実際はこういう年齢層の方々です。しかし、
エイズの怖さがわかっ
ていながら、その予防がなかなか国民に普及、浸透しないという実態があります。
これには、政治的、経済的、そして社会文化的な問題というのが横たわっていると、いえる
と思います。１つは、政府がエイズの存在をなかなか認めようとしなかった、ということがあ
ります。エイズ発生がわかったのは 1980 年代の中盤ですが、ケニアの場合には、1998 年になっ
てようやく避妊具の使用を政府が奨励し、1999 年になって国家緊急事態宣言というものを出す
に至った、ということです。他の国も似たような対応でしたが、そうした認識と対応の遅れが、
エイズの蔓延を防ぎきれなかった大きな原因です。
また、経済的には、避妊具を購入したり、血液検査を受けたりする余裕がありません。即ち、
無償で避妊具を配給しても、お金が欲しいから売ってしまう人たちもいるということで、貧困
とも非常に結びついた問題として、病気の蔓延を止められないということもあります。宗教的
にも、イスラム教やカソリックの指導者が、学校で性教育を行うことに対して抵抗や反対をし
ていたということがあり、それが予防の効果を上げるに至らなかったもう１つの理由です。さ
らに、文化的な伝統としての割礼や、多重婚といったものもエイズの拡散に一役買った、とい
う見方もあります。
アフリカでのエイズの戦いはまさに始まったばかりですが、ことは急を要するということで、
現在、JICA ではザンビア、タンザニア、ケニア、ガーナなどで、エイズの研究と予防対策に
対する協力を行っています。ケニアでは、首都ナイロビの中央医学研究所（Kenya Medical
Research Institute）というところで 20 年間、感染症・寄生虫症の援助をしてきましたが、今
年５月からは、感染症・寄生虫症対策プロジェクトということで、エイズの予防ならびに原因
究明等についての調査研究、あるいは技術者
の育成に取り組んでいます。一応、ここまで
がアフリカの話です。
３．ODA と対アフリカ援助の特徴
続いて、ODA の話にまいりたいと思いま
す。世界の ODA の流れは、昨日市川先生を
はじめ、小浜先生からもお話がありましたが、
この 10 年だけを見てみますと 1992 年に先進
各国からの ODA 総額は 627 億ドルだったも
のが、1997 年には 485 億ドルということで、
先進各国の「援助疲れ」が非常にはっきりと
見えるようになりました。1998 年にはアジア経済危機等がありましたので、その反映で 1999
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年には戻したかたちになっておりますが、2000 年にはまた再び低下傾向にあるといえるかと思
います。
ODA ほか公的な開発資金の途上国への流れと、民間資金、海外直接投資等との額の比較表
では、1992 年当時は 49 対 50 ということでほぼ拮抗していた公的開発資金と民間資金ですが、
1999 年のところを見ていただきますと、公的開発資金が増えていない、あるいは微増に対しま
して、民間資金は約倍の増え方をしているということで、65 対 35 といった比率になっている
ことがわかっていただけると思います。そう
いう意味では、従来 ODA と民間が相拮抗す
る形で途上国の開発に携わってきたわけです
が、最近では民間資金の流れが多くなり、民
間への期待が大きくなってきている、という
ことがいえると思います。
日本のサブ・サハラへの ODA と我が国の
シェアですが、昨日小浜先生の方からもお
話がありましたように２国間の協力の中では
９％、10％、11％といったような割合で推移
しています。対億ドルの合計がだんだん減って
いるのがわかっていただけると思います。また、多国間と２国間の比率の割合がわかっていた
だけると思います。その２国間のうち、日本の占める割合が 11％程度ということです。
日本と DAC といわれる先進援助国との支出区分についての比較をしてみました。日本の方
は箱物といわれる経済インフラの部分ですが、その重要性は約３分の１強を占めています。農
業セクター、生産セクター等の割合が 1970 年代から 1990 年代の 20 年の間に若干減ってきてい
ます。それに対し、社会開発・行政インフラ、それに財政支援といったところが増えてきてい
ることが傾向値として読み取れます。ほかの DAC 諸国のところでは、一番大きいのが社会・
行政インフラで、経済インフラ等については日本の半分以下のシェアしか占めていません。最
近の傾向としては、NGO を通じた ODA が新しいコラムとして出てきていることが日本の国内
でもいわれていますように、NGO と ODA との連携した案件の構築が進んでいることを現して
います。
４．JICA の対アフリカ協力実績と TICAD
こういった ODA 全般から、今度は JICA
の事業の実績をみてみますが、まず、アフリ
カに対する日本の ODA 実績ということで技
術協力と無償資金協力の実績を別添の資料で
見てみます。アフリカ西部地域と東部アフリ
カ、南部、中央部と４つに分けてみますと、
日本の援助がこれまで東部に集中してきたの
がわかるかと思います。東部というのは、タン
ザニア、ケニア、エチオピアといった国が入りますし、西部というのはセネガル、象牙海岸といっ
た国々になります。南部はザンビア、南アフリカが入っていますが、アパルトヘイト等の関係
もあったものですから、援助自体の額としては、これまでの累計ではそれほど多くなっていま
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せん。中央部は、政治的に混乱しているよ
うな国々、内紛の国々がありますので、こ
このところはすっぽり抜けているのがこの
統計でわかっていただけるのではなかろう
かと思います。
上の段が ODA 全体の数字で、その下が
JICA の農業分野の協力実績です。調査団
等については、上の１万 4398 万人に対し
て 24％、それから専門家につきましては、
上に出ています 4097 のうちの 1100 という
ことで 27％、研修員の受け入れとしては 20％、協力隊員としては 17％、無償資金協力の 24％
が農業分野に流れていることが、お解りいただけるかと思います。
我が国が対アフリカ援助を行う意義について、若干述べさせていただきたいと思います。日
本から一番遠いところといいますか、２万キロほど離れているアフリカですが、ここに援助す
る意義について考えてみたいと思います。１つは昨日のお話にも出ていましたが、ODA 大綱
が 1992 年６月に制定され、その基本理念の中で４つのことがいわれています。人道的見地から
の援助、相互依存関係の認識、環境保全、それに自助努力の支援ということです。
本年１月に日本の総理大臣として、初めて森総理がアフリカの３か国（南ア、
ケニア、
ナイジェ
リア）を訪問されました。そのときのメッセージは、
「アフリカの問題の解決なくして 21 世紀
の世界の安定と繁栄はない」というもので、こういった政策スピーチに基づいた形で日本政府
が援助している、ということがあります。
それから、いまだ開発援助の成果が現れないということが、昨日の講師の方々のお話の随所
に現れていましたが、そういった意味では、アフリカはまだ開発のフロンティアといった側面
がありますし、世界の ODA の流れが「援助疲れ」等を反映して縮小し、必要な所に援助が届
かず、まだ一部の国には貧困の蔓延が見られます。貧困については、アフリカ大陸の 44％の人
たちが絶対的貧困下にあり、１日１ドル以下の生活を余儀なくされているということで、サブ・
サハラのアフリカに限定すると、人口の半分が絶対的貧困下にある、
といわれています。さらに、
飢餓の深刻な国として世界で 23 か国が指定されていますが、そのうちの 18 か国がアフリカに
存在しています。こういった現状をどう解決していくのかが、日本を含む国際社会に問われて
いる、と思っております。
さらに、経済のグローバリゼーションや、IT をアフリカの開発にどう使うのか、そういった
経済のダイナミックな動きによる恩恵も、アフリカには行き渡りません。あるいは、そういう
発展から取り残されマージナライズされてしまうのではないか、というような危惧を払拭する
ためにも、国際社会は対アフリカ援助を強化していく必要があるだろう、と思っております。
エイズ、結核感染症、ロールバック・マラリア等の拡散を含め、寄生虫症等の蔓延もあります。
そういった危険にさらされている人たちをどうするのかといったところも、人道的な配慮等を
含めて、援助が必要な領域です。
先程、エイズのところで申し忘れたのですが、過去 12 年くらいの間に、1986 〜 1987 年の平
均寿命がすでに大きく後退している、という現実があります。ジンバブエの場合には、57 歳で
あったものが、1990 年代の後半には 40 歳ということで、17 歳も平均寿命が縮まっています。
南アでは 12 歳、ザンビアでも 12 歳、ケニアでは 10 歳ということで、生産年齢に属するような
人たちが減っていることの如実な現れとして、こういった数値が出ております。
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次は、JICA が、サブ・サハラ・アフリカ 47 か国の中のどういった国に援助しているのか、
を見ていただくための資料です。ケニア、タンザニア、ガーナといった国々には、JICA の事務
所があります。現在、11 か国に事務所があります。上位 13 か国の実績の合計を見ますと、８
割近くがこれらの国々に配分されているのがわかります。アフリカに対する JICA の事業実績
としては 230 億〜 240 億円で、JICA の予算に対して、15.3％から 15.7、15.2、14.4 といったよ
うな配分でアフリカに対する援助資金が流れて
いる、あるいは国別に流れている、ということ
を示しています。
アフリカに対する主要な開発イニシアティブ
というものを、今回 TICAD との関係で整理し
てみました。TICAD というのは、1993 年に開
かれた「アフリカ開発東京会議」という名前を
アブリヴィエーション（abbreviation）で表し
たものです。TICAD が UNDP、GCA（Global
な
Coalition for Africa）という NGO と共催機関に
り、途上国の国々を東京に招待してアフリカの開発問題について話し合い、水の開発あるいは
教育問題への重要性、といったことについて話し合ったのが 1993 年です。５年後の 1998 年に
TICAD Ⅱが開かれ、このときにはさらに、オーナーシップ、パートナーシップ、それに自助
努力の重要性といったような点が話され、かつアフリカ開発のための東京行動計画が採択され
ました。
2001 年には、TICAD 閣僚会合ということで、アフリカ各国の閣僚会合が 12 月３〜４日に東
京で開かれました。今年 10 月 23 日にアフリカ諸国のサミットがアブジャで開かれ、NEPAD
（New Partnership for Africa's Development）というものが採択されております。アフリカ諸
国は、
この NEPAD という開発戦略書に基づいて、
今後の開発を進めていくことを合意しており、
TICAD 閣僚会合の席で、アフリカ側からこの発表がありました。
日本側はどのような貢献をしたかといいますと、共催者の方々とともに、TICAD Ⅱ以降の東
京行動計画がどのような成果を出しつつあるのか、というレビューをして、再度、開発の基盤と
なるグッド・ガバナンス、あるいはその開発自体のイシューとして生産セクターをどうするのか、
こういった開発を進めていくためにどういったアプローチが必要かということで、南南協力、地
域協力の重要性について確認しあい、TICAD Ⅲということで、2003 年度後半に開かれることが
公約されており、これに向けて政府として進んでいく、というシナリオです。
今回から、世界銀行が TICAD 共催者の一つに入った、というのは目新しい動きといえるわ
けですが、他にもいろいろ、フォーラムなり、イニシアティブがある中で、TICAD の特徴と
いうのは、途上国の諸国を一緒に巻き込んでいることです。ミニ国連のようなところがあるの
ですが、国際機関、先進国、それにアジアの途上国などもここに入っておりまして、実際、12
月３〜４日の会議では 108 の代表が集まって話をしたということで、非常に大きなフォーラム
であること、それもアフリカについてだけ集中的に議論する、
というところが、
大きな特徴になっ
ているのだろうと思います。
他に注目しなければならないのは、2000 年に中国がアフリカ諸国を招いて協力フォーラムを
開いている、というのがありますし、2001 年にはＡＧＯＡとあります。これはアメリカの成長・
機会均等法という、アフリカとの貿易投資を法律で制定して、今年 10 月には開発大臣や大蔵大
臣をワシントンに招き、アメリカとの関係というものを強力に推し進めてきているわけです。
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その他にも、ＩＭＦ・世銀が進めているＳＰＡ（Strategic Partnership with Africa）という、
元々
は資金の調達等を念頭においた対アフリカ支援の援助協調の枠組み会合がありますし、さらに、
DAC のイニシアティブによる新開発戦略ということで、貧困の削減や半減、あるいは人間中心
の開発、パートナーシップ、オーナーシップの称揚といったようなことを、国際約束として掲
げているものもあります。
これだけいろいろなイニシアティブが、アフリカ地域について動いています。さらに、昨日、
市川先生からもお話がありましたように、アフリカを含む途上国の貧困をどうするのかという
ことで、世界 72 か国の重債務国には PRSP（Poverty Reduction Strategy Paper）が義務づけ
られております。アフリカの中で 36 か国が PRSP の策定に取り組んでおり、これは貧困削減の
ための３か年の目標と３か年間の具体的な公共予算の配分計画について、IMF の了解を得なけ
れば融資等が受けられないということで、大変厳しい宿題というか、これは途上国のオーナー
シップでやることになっていますので、宿題といってはいけないのだろうと思いますが、そう
いった動きがあります。
５．21 世紀に向けた JICA の取り組み
21 世紀に向けた JICA の取り組みですが、３つ
ほど新しい動きがありますので、それらをご紹介さ
せていただきたいと思います。１つは、昨日、石
先生の話にもありましたが、アフリカ人づくり協力
のプロジェクトです。英語では AICAD（African
Institute for Capacity Development）といって、ケ
ニアで現在行われております。これはジョモケニ
ヤッタ農工大学との 20 年間にわたる協力をいった
ん終えて、その成果と経験をケニアだけでなく、さ
らに、21 世紀のアフリカ全体を見渡した人づくり
にどうやって活用していくのかということを目的と
して策定されたプロジェクトです。このプロジェク
トは農業、工業分野、さらには貧困ということで、
現在のところは大学だけのネットワークになってい
ますが、将来的には産業界や NGO のネットワーク
も拡大しながら、アフリカの貧困にチャレンジして
いくという、非常にディマンディング（demanding）
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な協力です。これが一つの例です。
２つ目は、先程、ナミビア大学の学長先生か
らも話がありましたように、ナミビア大学の農
学部に対する技術協力です。３つ目は、タン
ザニアで行われている、地方開発のためのセク
ター・プログラム作成支援調査があります。タ
ンザニアで現在、重要な開発課題の一つである
農業・地方開発に関する中長期の開発計画を策
定する協力で、コンサルタントと JICA が派遣
している企画調査員、さらには現地にあるプロ
ジェクト等との連携を図りながら、各国のド
ナー・コーディネーション等を実施しつつ、タ
ンザニアの PRSP( 貧困削減戦略書 ) の中の地方
開発の部分を日本が中心となって担っていく、
という動きです。
これから 21 世紀に向けて、援助のあり方が
問われている、ということについては、昨日も
市川先生から「21 世紀に向けての ODA 改革懇
談会」のお話がありました。JICA の取り組み
としては、第１点目として、やはりニーズ・オ
リエンテッドといいますか、途上国に必要な援
助とは何か、ということをもっと明確に、ある
いは戦略的に位置づけながら援助をしていく必
要があるということで、国別、課題別のアプロー
チの強化を図っております。
２点目は、アフリカ諸国の自助努力に基づく
持
続可能な開発の支援ということで、オーナーシッ
プを持ったプロジェクト、あるいはコミットの強いプロジェクトについて、積極的に協力を実
施していくことが重要であろうと思います。
３点目としては、援助資源のいっそう効果的な配分・投入と、我が国のイニシアティブによ
る他のドナーとの援助協調です。これは大変難しいのですが、その萌芽となるのが先程紹介し
たタンザニアの例ではなかろうか、と期待しているところです。
４点目としましては、点の協力です。これまではどちらかというとプロジェクト・タイプの
協力が多かったわけですが、その点の協力をさらに活用して、地域協力、あるいは南南協力と
いうことで、途上国間同士の技術協力にも活用していくという面の協力の推進が、さらに重要
だろうと思っています。
６．まとめに代えて
JICA のモットーが「国づくり、人づくり、心のふれあい」ということにありますように、国
づくりの基礎となる人づくり、組織・制度づくりの推進ということをフェース・トゥ・フェース、
人から人へということで技術移転を図っていきたいというのが、
21 世紀に向けての JICA のチャ
レンジだといえると思います。
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最後に、配布させていただいた資料の方に
も載っていると思いますが、元ルワンダ中央
銀行総裁、世銀の副総裁も務められた、服部
正也さんの遺稿集で、『援助する国 される国
—アフリカが成長するために—』という本
があります。遺稿集というのは、多分、正し
くないだろうと思いますが、あとがきを読み
ましたら、服部先生が死ぬ直前までワープロ
に入れていたものを編者が４人集まって、本
に取りまとめることにした、と書いてありま
した。この中に、日本の援助を考えるという
章があり、そこに「日本がよりよい援助をす
るためには」という項目があるので、締めく
くりに紹介させていただけたら良いのではな
いかと思い、載せてあります。
現物を読んでいただくのが一番良いと思い
ますので、簡単に紹介させていただきます。
援助は何のためにするのか、ということにつ
いて、
「それは、現在の自由交易体制を保持し、
強化するためだ。この現在の体制から日本が
最も多くの利益を受けていることは言うまで
もない」と言っておられます。そして、
「これが国益にも合致していくのだ」、「この
体制を支えることが国益にも合致するのだ」
と続けておられます。では、経済発展は何の
ために必要なのか、ということについてです
が、「明日は昨日よりよくなる。自分の子どもが自分より幸福な生活を営むということに 尽き
る」と、言っておられます。そして、「開発あるいは発展ということはよりよい生活への変化で
ある」
、
「経済発展に役立つこと、つまり援助は相手国の国民の利益になることの見通しがある
かどうかが重要であって、それを発見するためには対話が重要である」と、述べておられます。
最後に、警句として、
「発展は国民大衆の協力なくして実現できない」とも言っておられます。
昨日も、参加型の開発、あるいはボトムアップの開発ということが、講師の方々のお話の中に
出ておりましたが、まさしく同じ趣旨のことを書いておられます。ただし、気をつけなければ
いけないのは、「経済援助で最も禁物なのは優越感の裏返しである安易な同情心や目的を忘れた
平等感だ」ということで、援助に対する心構えということも、最後に触れておられました。
少し駆け足で、省略した部分があるので、大変聞きにくい話になってしまったかと思われま
すが、以上で私の話を終わりにさせていただきたいと思います。ご静聴、大変ありがとうござ
いました。
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Q&A
Q：静岡県立大学の小浜です。２つの質問がありまして、答えにくければ答えていただかなくても結構ですが、第１は、日本の技

術協力の司令塔は誰か、というものです。先程、予算のご説明がありました。3400 億円なら 3400 億円の半分の 1700 億円
を JICA がやっておられると。ですから、その部分は JICA あるいは外務省と協力して、その辺が司令塔だろう、というのが解
るのですが、残りも同じくらいあるのです。それをトータルにやらなくていいのでしょうか、ということを、JICA の部長に聞い
ては気の毒かもしれませんが、普通に考えれば、単純な疑問が起こります。これが第１の質問です。
第２は、PRSP は途上国のオーナーシップに基づいてやる、というお話がありました。確かに世銀・IMF の文書にはそう書い
てあるけれど、これは世銀・IMF が押しつけているコンディショナリティ（conditionality）そのものだ、と僕は思っているので
すが、この PRSP についてどうお考えですか？ 答えたくなければ結構ですが、僕はそう思います。

A：解りやすい質問の仕方をしていただきまして、どうもありがとうございました。大変難しい話ですし、私ごとき者が私見を

述べさせていただいて、適切な答えになるとは思いませんが、日頃感じていることを述べさせていただきます。
おっしゃるように、日本の技術協力の半分しか JICA は受け持っていませんし、JICA に通産省や文部省（国際課長がおられたら、
また申し訳ないのですが）をコントロールできるだけの実力があるかというと、なかなか難しいのではないかという気がいたしま
す。と申しますのは、そういうセクター別のノウハウというのは、日本の経験も含めて、各省庁、あるいはその各省庁が傘下に治
めている団体にありますので、JICA がダイレクトに司令することは、極めて困難だろうと思います。そういう意味から申しますと、
どこがやればいいか、ということになろうかと思いますが、外務省はできるのか、あるいは財務省ができるのか、ということにな
ります。そこは、権限といいますか、権威でもってすれば出来るかもしれませんが、中身が吟味できるのかどうか、ということに
なりますので、やはり司令塔的な機能を持つ装置が必要ではなかろうか、と思います。それが総務省か、あるいは３省庁体制や４
省庁体制と言われるものかは解りません。ただ、私見だとお断りしておきますが、もう少し戦略政策を明確にする必要があるだろ
う、というのが、実施機関で働く者の希望としてあります。これが、１点目の質問に対する答えです。
次に、PRSP とオーナーシップの関係については、非常に巧妙に作られていて、オーナーシップではないのではないか、コンディ
ショナリティではないのではないか、と言い出せないような仕掛けになっている、というのが、ケニア、あるいはタンザニアでの
実態です。したがって、どうしても避けられない、といいますか、PRSP に対して、日本としてどう考えていくのか、あるいは
PRSP をどう支援していくのかについては、これもまた、我が国として、今のところはベストミックスということで、足して２で割っ
たような解決策をいっておりますが、はっきり申し上げて、コモン・バスケット、あるいはモダリティ（modality）の統一に日
本がどう取り組んでいくのかということを、きちんと議論しなければいけない話だろう、と私は思います。以上です。

Q：田島です。私は長い間、国立大学におり、国際協力の初めから参加しております。いつも非常に悩んでいたのが、JICA と文

部省の関係です。今日、文部省の方がお出でになっていればありがたいのですが、なかなかデリケートな問題があります。
例えば、ザンビアやケニヤッタ大学に専門家を送るというような場合に、しょっちゅう文部省から叱られるのです。事前に本人
の了解を得ると、それが文部省のご機嫌に沿わずに「JICA はけしからん、一本釣りをやる」というようなことを言って、半年も
放任されて処理されない、書類が動かない、といったようなことがありました。何とかして、文部省と JICA の関係、あるいは外
務省との関係を調整していただきたいと、これで３回目か４回目ですが、毎回言っているのです。ですから、こういうような会合、
他の開発学会もそうですが、学会あたりの名前でそういう問題を解決しないと、日本の国際協力は縦割りで、100％効果が出る
べきものもいつも 60 〜 70％で止まってしまう、ということがあるので、大げさかもしれませんが、国民的課題だというように
考えております。
もう１つ、具体的な例を申し上げます。私が国際機関のユネスコから帰って、すぐに文部省内の国際協力の経験者が集まって、
委員会を作りまして、今後の方策をどうするか、という問題が出てきました。そのときに、大学関係ですが、各専門家で行かれた
人たちが集まって議論した結果、結論が５〜６つ出たわけですが、その１つに「JICA との関係を何とかしてくれ」という問題を
ドラフト（draft）したのです。そうしたら、その途端に、その委員会は解散を命ぜられました。どうも、その理由がわからない。
噂に聞きますと、次官レベルで討議した結果、破裂してしまって全然ものにならない。委員会まで全部消してしまう。しかも、挨
拶は一言もなく、私は委員長だったのですが、そういうような極めて魔可不思議なことがあるわけです。
今回は、文部省に国際課ができたというお話ですが、何とか、今申し上げたそういうところを、JICA と話し合っていただいて、
改善していただきたいと思います。これは大きな問題です。最近の大学はどう考えられているか知りませんが、大きく取り上げて、
どこの学会からも行くように、また、それを JICA としては陰になり日なたになり、あるいは文部省として考えていただいて、本
当にあらゆる面でマイナスになるものですから、ひとつお願いいたしたいと思います。
また、今日の午後のディスカッションでは、共通的な課題としてこの問題を具体的にどう考えたらいいか、どうやったらいいか、
考えていただきたい、と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

A：只今のコメントにつきましては、肝に銘じておきたいと思います。１つコメントさせていただきますと、今まで日本が援助の

舞台に立ちまして、形態という面では、無償だ、技協だ、ということで話を進めてきたのですが、経済状態が右肩上がりのときは、
多分、効率的な手続きも簡単ですし、同じ手続きでやっていけばいいので、増やせたのだと思うのです。しかし、今、その開発の
効果や成果は何か、と言われ、かつ ODA が減っていくとなると、なぜその援助をするのか、という説明をしなければいけなくなっ
てきています。多分、形態別のアプローチでは説明しきれない、と思うのです。
ただ、やはり、外務省の経済協力の中は、技術協力課であり、無償資金協力課である、ということで分かれています。例えば、
ナミビア大学農学部への協力のジャスティフィケーションを誰がやっているのか、という件では、JICA に行ったり、文部省に行っ
たりしてしまうものですから、非常に不透明感が漂うのだろうと思うのです。
したがって、意思決定のメカニズムを明らかにしなければいけない、ということと、情報公開の中でどうしても、そこは改善し
なければいけない、避けては通れないところですので、そういった透明性の高い援助をしていかなければいけない、ということだ
ろうと思います。過去にいろいろと、JICA がご迷惑をおかけしたことにつきましては、このような高いところから失礼ですが、
謝らせて頂きます。

− 90 −

