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横浜国立大学の「冠講座」コマツ提供講座(秋学期)が終了

横浜国立大学経済学部の「冠講座」コマツ提供講座として「日本の国際協力」をテーマとし
て行われたが、2月 10日 に終了した。

2009年 10月にコマツ提供講座「日本の国際協力」、2010年春学期JECK提供講座「日本の
環境・経済発展協力」、2010年秋学期コマツ提供講座「日本の国際協力」、2011年春学期テル
モ提供講座「日本の環境。経済発展協力」、2011年秋学期コマツ提供講座「日本の国際協力」
と足掛け3年継続したこの同講座も、今回で終了する。(関連記事 5ページ)

よこはま国際フォーラム (よこはま国際協力。国際交流プラットフォーム主催 )

2012年 2月 11～ 12日 に」ICA横浜で開催された「よこはま国際フォーラム2012」 で、菊池理事が
「国際協力の現場と今後のあり方」のテーマで、①横浜国立大学における特殊講義②県の海外
研修員の推薦と技術支援③地域の国際交流活動への参加等を例として取り上げ、講演した。

」ECK創立9周年記念映写会「すぐそばにいた丁OMODACHЦ
表記の映写会は」ECK広報担当理事小泉由紀子氏の提案と尽力により、2012年 1月 14日 (土 )に

JICA横浜国際センターlF会議室で開催された。この映画の監督、セシリア亜美北島氏は奇しくも
」ECK評議員北島博司氏ご令嬢であった縁から、ご多忙の中ご出席を頂き、上映後の監督を囲むトー
クシヨーにまで参加して頂いた。
当日は、事務局のPRもあって一般参加を含めて30名の出席を得、映写会に先立って加藤理事長

からこの作品の主題は「3.11.東日本大震災」の災害復旧にたいして「在日ミャンマー難民」の方々
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尋題、日本の難民政策等の現状を織り交ぜていて、これまでやゃもすると無関心に過ごしてきたミャンマーを知る良い機会ではないかと思うと、監督のセシ

リア亜美北島氏の紹介も合わせた挨拶がなされ、約2時間の上映に入った。
上映後、セシリア亜美北島氏と父君の北島博司氏に前に出て頂き、安延副理事長の司会で監督を囲むトークショーを行った。参加者からは映画惑 想 、民 キ イ′の りκlが 日 ,fま ゎ ミキ
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下記の国際交流行事に参加し」ECKの活動を展示した。
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_て、3月 16日 に帰国した。(関連記事 6ページ)

講演する菊池理事と神奈川県技術研修員フェルナンド氏
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」ECK創立記念上映会を終えて 映画監督 セシリア亜美 北島

去る2012年 1月 14日 (土 )に」ECK創 立9周年記念という大切な行事にも拘わらず、ド

キュメンタリー映画『すぐそばにいたTOMODACHI』の上映をしてくださり、この場をお

借りして改めて御礼を申し上げます。ミャンマー軍事政権の圧政により祖国から逃れて日

本で暮らすことになったビルマ人たちが、難民として日本で極めて厳しい立場におかれ、

いわば(目立たない)暮らしを余儀なくされている状況を全く顧みずに、95人のボランテイ

アグループを立ち上げ、東日本大震災の被災地へ向かうことになったその背景を綴った

映画でした。

そして今ミャンマーが熱く燃えています。民主化の動きに伴って内外の情勢が激変し

始めているのです。ヤンゴン空港では各国からのミャンマー詣での人々 で騒がしいようで

す。でも果たしてこのまますんなりと開かれた国へと変貌するのでしょうか。日本には、祖国

を追われ長い間ひたすら自国の平和と民主化を追い求めてきた在日難民たちが居りま

す。あの大震災では自分たちの置かれた状況をも顧みず、ボランテイア活動のため大挙

して被災地に向かつた人たち、私の映画に登場したTOMODACHlです。そして今度

は今、祖国の国作りに立ち上がる時がやっと到来したのです。ですが国に帰るには新た

な難問・試練が待ち受けているようです。彼らは今、何を思い、何を成そうとしているので

愛珈朧趙膊魃蛉趙将
出すことが私の次の役目ではないのかと考えております。

ここではその一端を披露したいと思います。
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民主化に伴い、これから彼らが帰国していき、ミャンマー経済発展のために努めていく

人も増えるであろうと期待するものの、このままでは“もったいない"と思うことがあります。在

日ミャンマー人たちは、日本語と日本の文化を誰よりも理解する人たちであるにもかかわら

ず、ミャンマー進出を目論む日本企業は、彼らを登用するという発想すらないことです。

―ミャンマーに帰国したらやりたいこと。それぞれの夢と希望―

[国づくりをめざす多くの在日ビルマ人たち]

この映画制作を通して改めて知ったことは、「困つた人がいれば助けるJということを当

たり前に思う社会がミャンマーの中にあるということです。経済援助というとき、お互いの

利益を追求することは大事なことですが、互いの文化を知ること。そして、自分たちの生

活が大変にもかかわらず自らの意思で日本のために被災地に駆けつけたビルマ人たち

がいた。工場やレストランなどと限られた職業にもかかわらず仕事を掛け持ちしながら日
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ドに羨望の念をllLか ずにはおれませ

んでした。何というすごい先輩達なの

だろうか。そして何と世界は広いのだ

ろうかと。

今回の私の映画に対する温かく過

分な評価に甘んずることなく、これから

も映画制作に邁進するつもりでござい

ます。できるだけ早い時期に次回作品

でお会いできることを願ってむすびと

致します。大変ありがとうございました。

」ECK評議員(JECKA理事長)中之薗 賢治
サウジアラビア王国の水道事情

請演する北島監督と北島会員

サウジアラビア王国1以下、「サウジアラビア」

'で

は、国土のほとんどが砂漠・乾燥地帯であり、

1lll撃寵ゐ廷鷲l曇曇鰈

重要課題である。近年の急激な人口増加と都

)、 この問題への的確かつ迅速な対応が迫られ

ている。

基本概要として人口は2.580万 人。人口増加率23800。 GDP4.694億ドル。国土面積215万平方k

mである。

サウジアラビアの水供給の57%(47k耐 )は再生不可能な化石水に依存しており、再生可能な表

流水や浅層地下水(化石水)は 38%(31 3klli)、 海水の淡水化が4%(33k耐 )、 下水等の再利用

水が1%108kゴ )である。一方、水需要については、90%は農業で利用されており、生活や産業用

に10%力淋1用 されている1大 1兄である。

水見1財茉鵞 獣諏I壇借曇Iの
増加で、主な水淵よ、地称及び毎水の淡

千低下している。一方で人口の増加が激しく、経

済活動増により都市部の水需要が増大してきている。また、新都市建設により需要が増大してい

るのが現1大である。

R草]7桶犠よら卵織鸞lサ鶉鰤は首
われている。水道料金は、海水淡水化及び輸送

ストである。一方で利用者はほとんど製造コストを水道料金に反映していないので負担していない
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食は、午後3時以降に食事を取るのが通常であり現地調査を行つた後に昼食をとつた。

送水コストは、約600円 /111、水道使用料金は、0ヽ

50耐′/月で3円′月である。
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わたっての研修を行い職員全員が漏水率低下に努

めることであつた。最初に水電力省のサウド次官に

会って入材育成研1夕の重要さについてプレゼンテー

ションを実施して日本側の理解を得ることであつたc

東部州の水道水は、海水の淡水化水を一般的に

使用している。淡水化水は最終的にRO膜処理した

水
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名で料理を囲んでコミュニケーシヨンをはかるのに最

高の糎 と思つ0寸す。
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地下水1化石水)は有限であり、あと何年汲み

ここで、クイズです]地下には石油の原

'由

、化石水がありますが地下何mのところから汲み上けているでしょう,
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南スーダン保健人材育成プロジェクトが琉球大学へ与えたインパクト 琉球大学医学部保健学科母性看護・助産学教授 大嶺ふじ子

2010年6月 、私は保健学科母性看護・助産学分野教授への就任が医学部教授会

で正式に承認され、辞令を待つのみでした。医学部の承認から数日後、医学部長から、

突然の呼び出しがあった時も辞令交付だろうとのんきに出力ヽすていきました。そこで、医

学部長から直々 に依頼されたのが本プロジェクトヘの参加でした。当時、このプロジェ

クトは、2009年度より医学部医学科公衆衛生・疫学分野が担っておりましたが、2010年

度に入り、本プロジェクトのアウヽ ウト3の方向性が助産師育成へと絞られました。これ

に対して、公衆衛生・疫学分野教授の本プロジェクトからの辞退に等しい申し出があっ

たようです。この曲面に苦慮した医学部長の苦肉の策が私へのプロジェクト参加依頼
でした。琉球大学はアジアや南の国々 へ開かれた国際協力のできる人材教育をアカ

デミック・アドミッション・ポリシーとして謳っています。もし、このプロジェクトが中途で挫折し

てしまったら取り返しのつかない事態になると医学部長は強い危機感でもって私を説

得してくれました。英会話力が皆無に等しい私にとって、開発途上国への人材育成支

援という大きな責務を引き受けてよいものか悩みました。そこへ、急遠東京より来沖した

TAネットワーキング谷保社長の熱意と」ICA国 際ボランテイアヘ志願していた娘(長女、

現在ジャマイカJOCV)の強い後押しもあって、お引き受けすることになりました。思い起
こしても、相当無謀で、恐いもの知らずであったと赤面します。私よりも、有能で、実績の

ある人材が無数に存在する国際貢献の世界です。何かと自分の至らなさに自己嫌悪
に陥る毎日を過ごしながら、今日にいたっています。何よりも、私を悩ましてはばからない

英会話力の乏しさは、逆立ちしても向上は見込めません。それならば、開き直って英会

話は通訳に全面的に依存して、私の専門分野の技術支援のみに集中しようとの考え
に切り替えました。変な英語を乱発しながら、現地のカウンターパートや助産師たちと人

間関係を構築していくことにしました。

早いもので、2012年 に入り本プロジェクトの最終年度の任務終了の時期になりました。

助産師のスキルアップのための3回のパイロット研修(各コース5日間)が終了しました。
1回目は、JUBA看護助産学校(CONAM)チューターや現地助産師の聞き取り調査
から、希望の多かった周産期の助産基本技術の習得という研修内容を組み立てまし
た。結果として、各講師とも少しでも多くの内容を伝えたいとの思いが強く、広範囲で演

習時間が不足していたとの反省が出ました。また、研修対象を現任助産師とし未来の

チューター養成につなげたいとしました。その結果を受け、2回目は、希望の多い産科
救急や新生児蘇生も組み入れるが、何よりも助産師の職務である正常分娩へ導くた
めの妊娠期からのていねいな予防的助産ケアの習得に重点を置きました。この部分は、
産科出血や新生児仮死の予防になり、日本の開業助産師が最も力を入れてケアして
いる部分です。経験豊富な開業助産師の川満恵子氏を専門家として派遣しました。こ
の2回目の研修は各州の指導的助産師12名を対象としました。その結果、研修指導
能カカちると認められた6名の助産師が選抜され、第3回目のトレーニングヘと進みま

した。第3回目は、助産師たちのフイールドであるPHCC(PAmary Health Care

Center)やJTH(Juba Tea山 血g Hospital)などの施設、CONAMでの少数精鋭集
中トレーニングが行われ、実地での指導者研修を重視しました。その結果、受講者6名

の知識・技術・態度全般のレベルアップ、研修指導能力の向上が認められ、さらに、カウ
ンターパートの研修運営能力の向上も認められました。つまり、実際の現場で、対象に

寄り添いながら丁寧に技術研修を積み重ねていく日本型の助産師育成方法を組み立
てたことが評価されたといえます。

1_

るだけ実践的に、相手に寄り添いながら現場で丁寧に技術研修を積み重ねていく手

法をとりました。この方法は、まさに琉球大学助産実習で取り入れている学生に教員が

そば1観占りついて技術・知識の確認を行いながら行う実習スタイルと同様のやり方です。

資金と物資の援助に加え、ソフト面への援助を重視した日本型助産師育成モデルとし

て、これからも継続していくことが望まれます。

また、この2年間、人間として魅力的な大勢の南スーダンの方たち(看護助産課:

JannetCONAM校 長:Wawa、 研修課:Vた to五a、」ubaTea由血g Hospitalialne五 a、

元胆ba TeaChing Hospital院 長:Dr Fest、 全州からの受講生の皆さんなど)と本プ
ロジェクトの仕事ができたことは一生の宝物です。私を支えてくれました、助産専門家で

ある川満恵子さん、古謝安子さん、通訳の東恩納美樹さん、伊野波直子さん、平田美

樹さんらとの苦しくも楽しかった現地での日々 は忘れることができません。もちろん、谷保

社長、笠原光さんをはじめ、TAネットワーキングの方々 からも惜しみない援助をいただき

ました。最初に私の通訳を務めてくれた長女、千香子へも感謝しないといけません。親

子といえども、お互いを厳しくいさめあい緊張感を持った日々 を過ごしながらよい成果を

出せるように頑張つたスタートの日々 でした。特に外国人と接する場合における英語圏
での常識を、留学経験のある自分の子から教えられることの多いふがいない毎日でした。

さて、本題である本プロジェクトのもたらした琉球大学へのインパクトで最大のものは、

学生たちの国際貢献への興味であろうと思っています。もともと琉球大学医学部保健

学科は、この分野に興味を持つ学生が多数存在しています。アジア熱帯医学研究会
をはじめ、タイ、ラオス、ネパールなどさまざまな国々 との学生間交流が年間を通して行
われています。同じ地球に生きる人間として、過酷な環境の中で苦しんでいる人々 を援
助したいと願う若者が大勢いるということです。私の南スーダンでの活動が、JICAホー

ムページや医学部ホームベージに掲載されたこともあって、大学院や学部の授業の中
で活動内容を問うことが多くなりました。皆熱心に興味深く授業に参加してくれ、自らの

体験と重ね合わせながら、将来構想に役立てるという学生もおりました。他学部の学生
からも広報活動の一環としての取材もありました。副学長からは、本学科と他看護系大
学との違い・特徴を明確にするためにも、本学科大学院前期課程に留学生特別コー

スの設置を概算要求として出すよう求められています。このことも、本プロジェクトがもた
らした副次効果と考えています。私の分野への大学院前期課程入学希望者は今年3

人と一挙に増えてうれしい悲鳴です。3人の志願者のうち1名 は母子保健分野の国際
貢献をテーマにしていますので、このことも、本プロジェクトの副次効果かと思われます。
かつての日本の助産師教育が100年前にさかのぼって評価されているように、南スー

ダンの助産師教育も確実な成果を上げるまでは長い時間が必要です。でも、教育とは、
地道にコツコッと基盤を作り上げてこそ、次世代に残る良質な資質が育成される
と思います。

私が尊敬してやまない、もと京セラ会長、稲森和夫氏の心に残る言葉があります。「も
のごとに筋が通っているか、すなわち道理に適っているかどうかを判断するためには、

単に論理的に矛盾がないかということだけでなく、それが人としてとるべき道に照らし合
わせて、不都合がないかという確認が必要だ。つまり、ものごとの評価基準の最たるも
のは善か悪かなのである」という内容です。稲盛氏は、京セラや第二電電(現KDDI)

などを倉l業し、夕日ビールといわれたアサヒビールを優良企業に育て上げ、2011年より
経営の破綻した日本航空(JAL)の会長を務め、一年でV字回復の黒字業績を実現
させました。また、「京都賞」という国際的な顕彰事業を行う稲盛財団を設立し、ボラン

テイアで、中小企業経営者を育成する全64塾 (海外10塾 )、 7,100人余の若い経営者
が集まる経営塾盛和塾の塾長を務めるなど、広範な活動を続ける御年80歳のお方で

す。さらに氏の言葉でとても共感を覚えるメッセージがあります。「企業は株主や顧客の
ためにあるのではない、企業はその社員や家族が幸福になるために存在価値がある」
というものです。

企業ではありませんが、大学の教室運営でもこのポリシーは生きていると考えていま

す。つまり、わが分野の教室員やその家族が幸福でなければそこで行われる教育や研
究の仕事に価値はないというものです。そのことの意味することの重大さをいつも胆に

銘じて仕事をしております。そして、人間にとって、社会にとつて役立つものでなければ

学問として意味はないと考えています。助産師育成は、母子とその家族の建康・幸福
にとって役立つ学問であると自負しております。思春期の若者に対する健康教育活動
など地域貢献においては、どんなに忙しくても依頼があれば、最優先で前向きに対処
することにしています。
このように、本プロジェクトが琉球大学へ与えましたインパクNま重大であると考えます。

人材育成の対象が、助産師から他のコメデイカル、あるいは医師へとシフトしていく可能
性が大きいのですが、可能な限りの協力を惜しまないつもりでおりますことをお伝えした
いと思い、この拙文をしたためました。本当に、よい機会を与えてくださり感謝いたします。

2012年2月末日

覇

本年1月はじめにJICA終了時評価団報告が出されましたが、助産師技術の研修

能力育成に関するアウトプット3はまだ課題はありますが、概ね良い評価を得ております。

各国援助団体が入り、多彩な援助を繰り広げている中、私ども琉球大学チームは、でき



アルゼンチンと私 ～ 亜国の常識と日本の非常識 ～ 」ECK評議員 月巴後 照雄

終わってみればあっという間の2年間であつた。JICAシエアボランテイア(以下、SV)

としてアルゼンチン(以下、亜国)に昨年9月末日まで滞在した。

なぜか同国とは浅からぬ縁がある。王国に初めて足を踏み入れたのは、S社現役時

代の1977年 2月、35年前のことである。以来、出入国は現役時代4回、」ICA専門家
4回、同SV9回、計17回 日、累計滞在年数は約5年間となった。過去約40年間、海外
で仕事。生活をしてきた。その間、日本出入国90回、世界約100か 国、400都市を訪

問・滞在したが、今や同国が訪問回数、滞在年数・都市数ともに最も多くなった。同国と

の長く深い因縁・宿命を感じる。

同国でのミッションは、亜国中小企業が国際企業と対抗できる競争力の強化、QCD
S(品質・コスト・納期・サービス)の確実な履行・定着、経営改善と企業体質改善。そし

て、指導内容は、企業診断手法、近代的経営技術導入、生産性向上に関する工場で

の実践的助言、日本的生産手法・制度の紹介(5S、カイゼン、中小企業診断士・提案

制度など)であった。

この間のビジネス活動を振り返ってみると、出張.外出200回、訪問した企業200社、

セミナー講師20回、主にバスと車での移動は5州 30都市、距離は延べ46,000km

(地球1周余)となった。

その結果判明したのは、極く一部の中小企業を除き、知―バル市場に競合できない。

指導者のスキルが低く、工場現場での実践経験が乏しいなどおよそグローノウレに程遠い。
このようにビジネスの相手としての亜国人は、誠にやりにくい。これらがなぜ経済発展

しないのか、まだ5S、 カイゼンなどが浸透・根付かない原因・遠因と感じた。

他方、プライベートにおいては、ここの異文化に戸惑いながらも、たくさんの陽気で明

るい友人ができ、家族ぐるみの交流・交際をした。また、週末テニス、アサド(炭火焼ス

テーキ)を楽しんだ。

現地滞在中の日本人との話題や投稿記事などより共通している亜国の7不思議。

日本では非常識、同国では常識、当たり前の行為・習慣を挙げると下記となる。

①まず自分
こちらの人の性格を表す言葉に「メリメロ。ジョ(まず自分)」 というのがある。ある時、

配属先の本部・全国支部から当地に参集、「支部活動報告会」が開催された。

まず肝心の司会が「レストランが混んでいた」の理由により1時間半の遅刻。各支部
の代表も、遠方から来るという言い訳があるにせよ、ポツポッと途中参加。新たな遅刻

者が現れるたびに、全員とのア・プラソ(抱擁)、 ウン・ベソ(キス)が繰り返され、会議が中

断する。更に自分の言いたい事だけを喋りまくって「家族との予定があるから」と退席

する人。持ち時間を気にしないで喋る人。スケジュールは大幅に遅れたのは言うまでも

ない。何よりも自分が優先される。

②時間・約束にルーズ

通常、ウン・セグンド(1秒 )で3分、シンコ・ミヌート(5分 )で30分待たされる。アスタ・マ
ニャナ(また明日)とは、いつになるかわからないと理解したほうがいい。会議や打ち合

わせは予定時刻から30分から1時間遅れて開始するのが普通。これが俗にいう「アル

ゼンチン・タイム」。

ある会社オーナーには、自宅でのアサド(ステーキ)パーテイに招待しておきながら理

由も説明もなく当日ドタキヤンされたこともあった。どのようなことも平気で起こりうる。決し

て期待してはしヽすない。

③言い訳が多い。他人の所為にする

彼らとの会話で、“5年前訪問した時は経済力,生活レベルはプラジルとほぼ同等
だったが、今は遥か彼方に離された。何故か?"と 問うと、異口同音、即座に“政府が悪
い、大統領が無能だドと言っていた。問題が起こる、納期が遅れる等など、何らかの

言い訳、他人の所為にするのが得意だ。

④交通マナーの悪さも尋常ではない
「直進する車の左から強引に右折する」。「ウインカーを右に点滅、左に曲がる」くら

いは日常茶飯事。横断歩道を渡っていても、特にタクシーやバスは、人を標的に突っ込

んでくる。2重3重駐車も当たり前、警笛も鳴らす為の道具とばかりに頻繁に使う。せめ

て夜中の2時には止めて欲しいものだが、国や地元のサッカーチームが勝利した時に

は、フリンガー(熱狂的ファン)が、車の窓から身を乗り出して、国旗やクラブ旗を振り回

しながら、近くの広場・道路を疾走する。最初はてっきり暴走族と信じていた。銀行や

スーパーのレジで長時間待っていても平気で、よく文句言わずに堪えらオあと感心する。

でも車に乗ると人格か変わり、高速の料金所などで並ぶと耐えられずブープー鳴らす。

⑤衛生観念が希薄
ゴミ箱が目の前にあるのに道路にごみを捨てる。横断歩道を歩いていた時やバス

停や地下鉄のホームでそういう人をよく見た。バスの運転手が信号持ちで紙屑を窓か

ら捨てる場面も何度もみた。これには本当にたまげた。

それから大のフン。こちらの愛犬家のマナーは極めて悪い。日本的に「処理用の小

道具」を持つて散歩する人は少ない。舗道の5m間隔に大きいモノがトグロを巻いてお

り、随所に踏んだ後もある。市内ではアパート住まいが基本の所為か、大の排泄のため

の散歩と理解することもできる。ある時、フンを避けようとした婦人が倒れて、別のフンに

手をつくという大惨事を目の前で目撃した。

⑥全て店子の所為

借りたアパート設備の故障・不良は、全て店子の使用・操作不良の所為となり、修理

の交渉・費用は全て借家人の負担。冷蔵庫、エアコン、ヒーター、温水器などがことごと

く壊れた。厄介なのは、修理人やサービスマンがすぐ来ないことだ。復旧まで数週間か

ら数力月掛り、お湯や水が出なかったり、台所が使えなかったり地獄を味わつた。

⑦生活用品・備品の品質の悪さ

煙草を吸う人の話では、100円ライターの品質がものすごく悪いらしい。全てではな

いと信じるが、この国の工業製品の品質の一端が窺える。1ペソ(約20円 )と安いので

すが、オイルを半分以上残したままで、大半は着火部分の不具合により廃棄。結果的

には日本より高くつくそうだ。

また、練り歯磨き粉もしかり、数本同様な不良品と遭遇した。使っていくうちにプラス

チック部分の出口根元が破れ、両方から出る始末。日本なら全て回収、ひいては不買

運動、企業イメージを損ね経営不振になるところである。現地スタッフに不良サンプルを

みせると、「中国製だ。蓋を開め、脇から出し使えばいい。」との答え。この感覚が、プラ

ジルやチリにますます差をつけられ後塵を拝することになったのは間違いない。

ただ、困つたことは、同国との係わりが長くなったお蔭で思考・感覚がかなりいい加減

になったと家族や友人に度々 指摘されることだ。

ラテンアメリカ国民性による文化の違い、生きる原理の違いは分かる。しかし、グロー

バル市場と競合したいというなら、なぜビジネスマナー・ルール・生活態度を改め、変革し

ないのか、よく分からない。

やはり、亜国は農業国で、パンノ]こ種を蒔いて放っておいても大豆は育つし、牛に餌を

与えずとも勝手に生えている草を食べて大きくなるので、「食っていける」というのが根

底にあると思う。もっと豊力ヽこなりたい欲がない。つまり、「ハングリー精神がない」のである。

日本のようにきつちり詰めて、中長期計画的にビジネスをするというお国柄ではない。

額に汗を流して身を粉にして仕事をするのは好きではない。休日・休暇を返上してまで

重要な仕事を終わらせる、納期に間に合わせる誠意,責任感も希薄。日本とは相互補

完関係があるとよく言われるが実に好対照である。同国のことを知れば知るほど日本の

ことがよく理解できる。日本の常識は世の中の非常識であり、そこは多様性と理解する

他ないと思う。

一方、本当に驚いたのは,東日本大震災が起こったときに配属先スタッフは勿論、テ
ニス仲間、アパートの住人やタクシーの運転手など誰もが自分のことのように、日本人に

同情し、お見舞いやお悔みの言葉をかけてくれたことである。友人かくあるべきと思った

瞬間である。義理、人情、浪花節が通じ、家族・兄弟を大事にする亜国人、友人として

は最高だと思う。

日本の7.5倍の国土を有し、人口は3分の1。 原油や鉱物資源などが豊富で、高い

ポテンシャルを秘める亜国。いつかは大化けするかもしれない、魅惑の尽きない亜国。

また行きたい国である。
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横浜国立大学経済学部、特殊講義を終了するに当たつて 」ECK理事 菊池 正夫

1はじめに

"∞
年後期から

"11年

秋学期まで、足掛け3年続けてきた「横浜国立大学経済学部の特殊
講義“国際協力・支援活動"」 はJICA専 門家が永年にわたって海外で続けてきた活動を紹介す
るもので、この特殊講義を終了するに当たり、その概要を取り纏めて以下に報告する。

2特殊講義発足の経緯
かなり以前から、私は我 」々ICAの専門家が海外で進めてきた

・
国際協力・支援活動"の具体

的な内容が、一llの市民や学生諸君に余り知られていないことを残念に思つていた。そこで、知
人を通じて横浜国立大学工学部が企画していた・市民講座"の一つとして、21X15年 11月 に4人

の」ECK会員が講師になって、JICAの専門家として行ってきた海外での活動事例を一般市民
の皆さんに紹介した。この試みは事前の広報活動が不十分であったこともあり、余り成功しなかっ
た。

その後、2010年の秋になって、」ICA横浜国際センターの3階にあるJECKのデスクで知り合っ

た、横浜国立大学経i斉学部の学生の提案で、山崎圭一教授の講座の特別講師として、数人の

」ICA専門家のOBがそれぞれが行ってきた国際協力・支援活動の事例について、その内容と今
後の活動の課題などを熱く語り、学生諸君から好評を得た。こうした経緯を経て民間団体が運営
資金と講師を提供する、所謂“寄付講座"が誕生した。

3特殊講義のねらい

この特殊講義は「国レベルの国際協力に永年従事してきたJICAの専門家と代表的なグロー
バル企業の専門家がそれぞれの専門技術を活かして、開発途上国の地球環境対策、経済産

業開発などのために行ってきた具体的な事例を紹介し、これを通じて、次世代を担う学生諸君が

日本の今後の国際協力の在り方について考える材料と契機を提供し、国際社会で積極的に活
躍できる人材の育成に寄与することなどを目的として実施された。

4特殊講義運営上の役割分担
2009年 9月に取り交わされた合意文書に記されているように、この特殊講義は横浜国立大学

経済学部、」ECKお よび運営費用を提供したコマツ、テルモなどの団体が、それぞれ役割を分担
して円滑な運営が行われるように努力した。

5講義の内容と講座の名称
寄付講座のテーマ名、運営資金の提供団体は下表に示した通りで、夫 9々0分の講義時間で

行われた特殊講義のテーマ名および講師の氏名は一覧にまとめて、」ECKの会報に記載されて

きたのでここでは省田各する。
なお、寄付講座の名称は「日本の国際協力」と「日本の環境・経済発展協力」の2通りが使われた

が、こオuよ便宜的に付けられた名称で、講座を構成する各特殊講義の分野を示したものではない。

各学期の寄付講座一覧

2∝D年 度後期 コマツ提供講嘔 ‖本の国際協力
2010年 度前llJI JECK提供講

"` 

日本の環境経済発展協力
20101:度 後期 コマツ1/t供 講墜 日本の卜1「TK協力
2011年 1支 春期 テルモ提供講吋: 日本の環境経済発展協力
2011年 度秋期 コマソ提供講

"1 

日本のFl際協力

6受講生の出席状況と学生の感想
受講生が所属する学部は経済学部ばかりではなく広い分野に亘っており、学年も3年生、4年

生、大学院生とさまざまであった。

出席数はテーマによってバラツキがみられたが、最終年度は200名 前後の学生が受講するこ

とが多く、殆んど満席に近い状1兄も見受けられた。

経済学部の学生には馴染みの少ない、技術的な話が多かったにもかかわらず、多くの学生

が、熱′亡1こ講師の話に耳を傾けてくれたのは、各講師の話が実際に国際支援の現場で得た知

見に基づいたものであり、学生諸君に対して、説得力のあるものであったからではないかと感じた。
山崎教授が時々 行われたアンケートの回答日よ、各講師の話がバラバラで、全体として何をど

う理解したら良いか分からない、理論的な体系に欠ける、という幸回の意見も見受けられた。しか
しその一方で、「初めて日本の国際協力・支援の活動の具体的な話が数多く聴くことが出来、大

変興味深かった。」と評価する回答も数多くみられた。
「最も興味深かかった講義は?Jの問いには柳楽講師の「対人地雷除去機の開発とコミュニ

テイづくり」を挙げる学生が断然多かった。これは話の内容がレベルの高い国際協力の話であっ
ただけでなく、各種の対人地雷模型を展示すると共に、人の手で地雷を探索する場合に必要な
防護服を試着させるなどして、理解し易さと印象づけに工夫を凝らした結果だと思われた。

7受講生との質疑応答
講義の最後の10分前後を学生との質疑応答の時間に当るように用意していた講師が多かっ

たが、大勢の学生がいる中での質問は現代の学生は苦手のようで、この時間帯での質疑応答
は余り盛り上がらなかった。
しかし、講義が終了してからの教壇付近での質問や、昼食会での質問はかなり和や力ヽこ行われた。

8各講師の提言
各講師が体験したJICA専 門家としての活動から、「これからの国際協力・支援活動は“かくあ

るべし"」 と課題の指摘なり、提言をのべられた講師が多かった。紙面の制約から、ここでは具体
的にその提言を紹介することは出来ないが、これから国際交流を深めて行くであろう、若い世代
の人達にも、JICAの 関係者にも機会あるごとに、それらの提言を伝えて行きたいと考えている。

9受講生の成績評価

本特殊講義は2単位の正規の授業であり、筆記試験による成績評価が行われた。
山崎教授の助言を受けながら、」ECK会 員のコーデイネーターを中′しヽとした4～ 5名 の試験委

員が問題をつくり、受講生にテーマを与えて、小論文を書いて貰った。試験問題は学期によつて

多少異なったが、講義を聴いた受講生力vICAの行ってきた国際協力・支援の活動の全体像を
正しく理解したかどうかの観点で評価が行われた。

10講義概要集の編集と出版
この特殊講義の実績を記録し出版物を作成して、国際協力の活動に関心のある学生諸君や

-11市民の皆さんにより理解を深めて貰うために、100ページ前後の小冊子の編集を進めている。

11おわりに

足掛け3年に亘る、この寄付講座と特殊講義が皆さんのご協力とご支援によって円滑に進め
られ、所期の成果を挙げて終了したことを、関係者の皆さんに′卜から感謝申し上げる。

特に、この寄付講座の発足に全面的に賛同して頂いた当時の学部長、大門正克先生とこの

講座の運営に精力的に取り組まれ、また」ECKのコーディネーターを指導、助言して頂いた山1奇

圭一先生、寄付講座の運営資金を提供して頂いたコマツおよびテルモの責任者の皆さん、ゲス

トの講師を引き受けて頂いた」ICA横浜センターの皆さん、より内容の充実した講義を企画、実施
されたコマツ、テルモ、」ECK所属の講師の皆さんに重ねて、お礼を申し上げたい。
更に活発だったのは書面に書いての質問で、講師もその質問に丁寧に答えて、若い世代との

交流が進んだのは大きな収穫であった。
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フィジ…車の根養魚プロジェクト報告・フォローアップ段階ヘ プロジェクトマネージャー 」ECK評議員 田中 秀幸

横浜 l■l立 大学特殊講義

皆様の後方支援で始まったフィジー草の根養魚プロジェクト(正式名:貧 困沿岸村落におけ

る住民参加型生計向上プロジェクト)は早いもので昨年の9月で2年間の事業を終了しました。

この草の根プロジェクロま(株 )国際水産技術開発(FAI)社 にJECKAが協力して行われてい

るものです。その後フォローアップ期間が認められ、本年1月 末からもう2年間、プロジェクトを強

化していくことにな|)ました。

今回、これまでの活動結果について皆様にお知らせしたいと思います。できオuゴ21K19年 4月

に現地政府との覚え書きを締結し、乾期内に養魚池の造成を完成させたいと考えていたので

すが、現地の政情を考慮して締結が遅れ、環境インパクト調査後、造成工事が始まったのは同

年9月でした。H月から始まる雨期の前には何とか完成させたいと、突貫工事を始めたのです

が、結局完成したのは2010年の1月 になってしまいました。人口460名 程のビタワ(Viawa)村

は親戚縁者の集団の観を呈しており、冠婚葬祭には村人のほぼ全員が参列し、その度に工

事は中断しました。造成期間中最も困難だつたことは、養魚池の取水用主水門を長持ちする

コンクリート製とし、それを約∞km離れた町の業者に相談したところ製j当 可能との事で発注し

たのですが、再三確認したにもかかわらず出来たものは契約上の図面とは相異なるものでし

た。製造指揮していた会社社長が急死したこともあり、作り替えを申し立てても全く拉致があか

ず一時は提訴まで検討しましたが、既に前金を支払っている手前、怒りをこらえて、仕方なくこち

らで改良策を考え、余計な出費を強いられました。更に、本プロジェクトの最も強力な推進者で

造成工事の要でもあった村の開発委員会々 長が′しヽ筋榎塞で急死してしまうという事件もありました。

不運なことが多くありましたが、プロジェクトにとって幸運だつた事もあります。21X19年の雨期

入りが例年になく遅れたため工事が何とか完了できた事でした。しかし、結果としてこの年は大

早魃となリフィジーの主幹産業であるサトウキビ栽培は大きな打撃を受けました。2010年 2月 に

なり漸く待望の雨が降り、心配していたミルクフィッシュの天然稚魚も採れるようになりました。水

産局長は勿論の事、首相や水産林業省大臣らも視察に訪れました。正式な開所式を3月 に

佐 木々JICAフ イジー所長らの臨席のもとで行いましたが、大臣自らの要望もあリオープニング・

セレモニーは大臣に行なってもらいました。村のシンボルである岩山をイメージした石碑には村

の長老らが「Ullレ e Our resources wヽely ior our future generalonJと いう碑銘を

入れてくオしました。

こうしていよいよ養魚生産プロジェクトが始まったのですが、前述したように大早魃で、池の塩

分濃度が上がり、肝心なミルクフィッシュの餌となる藻類を施肥で繁殖させるのが難しくなった

ため、急違、計画外の、近年販売されるようになったティラピア用配合飼料を購入し試験使用

することにしました。養魚どころか生物も理科も算数の知識も持ち合わせていない村の若者を

指導し、12月 のクリスマス前に初めての取揚げを行い、ニシンサイズのものを413kg取揚げまし

た。村人総出の中、水産局関係者、近隣の村 の々長、政府要人、佐 木々所長、

」ECK/JECKA谷 岡・石井会員らの臨席のもと、大臣に最初の魚を掬ってもらいました。



孵 :

プロジェクト2年目は、前年と打って変わって異常な大量降雨が続き、各地で洪水が起こると

いった状況でした。養魚池の周りも洪水になりましたが、輸中構造にしている養魚池は冠水を免

れました。しかし、この大雨の連続でまたまた餌となる藻類の繁殖が難しく配合飼料に頼らぎる

を得なくなりました。またこれまでに、池水の管理が不適切で幼魚の大量斃死を2回起していま

す。これらはいつも小生が現地に不在の時に起きており、予算上現地に長期滞在できない草の

根プロジェクトの限界を象徴するような事件が起きています。

その後、20H年 7月までに2010年 に採捕した種苗の全ての養成を終え、合計1,215kを取揚

げることができました。これらのうち約半分はビタワ村や近隣の村に配布され、残りは村の要望で

全て販売し、Fy,117(約 19万円)の収益を上l滝した。詢 %haのモデル養魚池で17ケ月か

けて合計1,215kgのミルクフイッシュを生産できましたが、この値は伝統的なミルクフイッシュの養

殖生産国であるフイリピンやインドネシアでの平均生産量を上回るものでした。また経済性につい

ての試算をしたところ、フイジーでのミルクフイッシュ養殖の事業化を大いに奨励する結果となりました。

村営型養魚を定着させるためには技術面だけではなく運営管理の面でもまだまだ時間が必

要です。」ICAに は2年間のフォローアップを早々 に承認していただいたのですが、実施が遅れ、

既述したように1月 末に再開しました。ミルクフィッシュの養殖はフィジーだけではなく域内全域でも

高いポテンシャルがあり、実は小生が国連FAO在職中の20年前にフイリピン人専門家を招いて

キリバス国で同様の域内ワークショップを開催したいきさつがあります。しかし、ミニ島嶼国からな

る当地域では開発が遅く、この20年間なかなか期待したような発展は見られませんでした。本プ
ロジェクトによってフイジーにおいてもミルクフィッシュ養殖の可能性が実証されたこともあり、フォ
ローアップが確定してすぐに、今度は域内支援機関であるニューカレドニアのヌメアに本部力ち

る太平洋共同体(SPCi Secr山遭at ofthe Pacnc COnlm面 ty)及びフイジー水産局と協調

して、天然種苗が採オ

“

2月に域内ワークショップ、但し実務を重視したものとして再度開催する

ことを計画しました。本カ ジェクトではこのようなワークショップを開催するような予算の確保は到

底望めなかったし、またフィジー草の根としては域内ワークショップなどというのはプロジェクトの目

的外であるためです。その後南太平洋大学海洋研究学部の応援もあり、本格的な域内ヮーク

ショップになってしまいました。そしてJICAフイジー事務所からは思わぬ支援も頂き、更に充実し

たワークショップを実施する事が出来ました。当初はフィジーからの参加者を主体として域内で

はソロモン諸島を始め数力国を対象としたワークショップになるだろうと考えていたのですが、何

私の日本での技術研修生活

と城内からはフレンチポリネシアも含め11カ 国からの応募がありました。それに村落開発の協力

隊員や水産分野のシニアボランティアの方々 も参加し、総勢40名以上のワークショップとなってし

まいました。驚いた事にオーストラリアからも自費で参加したいという連絡がありましたが、域内限

定ということでお断りしました。ワークシヨップは、しかしながら、非常事態宣言まで出された2月末

のフイジー西部州の大洪水の影響で急速2週間延期せざるを得なくなり、既に手配が終了して′
いたフイリピン人専門家や域内参加者の旅行日程を再調整して何とかワークショップを開催する

事ができました。」ICAフイジー事務所からは新たに赴任された吉新所長、田村企画調査員、柴

崎調整員が3時間かけてオープニングに参じてくださいました。このワークシヨップでは参加者全

員に村にホームステイしてもらうことにしました。本プロジェクトはこれまでに新聞やラジオでは何

回も取り上げられましたが、今回はテレビでも放映されました。修了式では格調高く参加者一人
一人に修了証が渡され、そのあとはホームステイ先からの記念品の贈呈、村人総出のお別れ

デイナーそして村では滅多に見られないフイジー特有のメケダンスと続き、SPCや水産局が用意

した村へのプレゼントの振る舞いもあり大変な騒ぎになりました。2月28日 に参加者は村人の見送

りを受け帰路につきました。このワークショップにより本プロジェクトはビタワ村と共に南太平洋地

域に広く知れ渡ったものと思います。

翌日の午後、新たに構成された養魚メンバー8名と今後のスケジュールについて話し合いまし

た。ヮークショップのせいかどうか今までにない積極性を感じ内′いうれしく思いました。今回、40名

以上もの参加者が全員ホームステイした事は村にとって大変な社会的経済的効果をもたらしま

した。結果としてコミュニテイ・エンパワーメントの芽生えを感じた次第です。

今後の2年間で何とか生産を安定させ、売り上げを蓄積して2年後の運転資金を確保したい

と考えています。今後とも皆様のご支援をお願いする次第です。

神奈川県海外技術研修員 フェルナンド・サンタクルス

訳:」ECK理事。海外研修担当 福田 信一郎

私はエクアルレから来日した微生物学が専門のフェルナンドと申します。

私の国エクアドルは南アメリカの赤道直下に位置し小国ですが美しい国です。特にガラパ

ゴス諸島は特異な動物相が注目され観光地として知られております。

私はエクアドルの首都キトに在住しております。キトはアンデス山脈地方の中央に位置し、

峡篠標高2,関伽nに在ります。

何故私は日本を訪問したかつたか、と思いますか?理由は色 あ々ります。まず第1に日本
の文化が好きです。日本へ来る前に2年間日本語を勉強しておりました。第2に日本は色々

な分野で長い時間をかけて技術開発を行い、豊富な知識を有している国であることを知っ

ており、日本は勉強するのに最適な国だと思つたからです。第3に新しい言語への挑戦を

することでした。海外で学ぶにはその国の言語を学ばねばならないからです。

私は2010年以来国営の会社で働いております。この会社は国営石油開発会社のジヤ
ングル地帯にある石油発掘現場へ食事を提供しております。また小さな乳製品工場を持っ

ております。会社での私の任務は食料品や飲料水中の細菌の監視をはじめ、食品に含ま

れる食中毒の原因菌を取り除くための乳製品や果肉の検査業務です。エクアドルでは食

品の安全管理及び食品中の病原菌の追跡技術は食品の有害物の発生を検出するに十

分ではありません。この問題は分析機器や資金不足を含め色 な々原因で起こっておりま

す。また有資格者の不足も原因となつております。このような理由で私の目標は細菌の分野
で技術と知識を向上させることです。技術研修を終え帰国後は日本で学んだ技術を同僚
に伝え、かつ可能な限り学んだことを実際に実行していくことが私の仕事だと思つております。

現在、私は麻布大学公衆衛生研究室で岡谷講師の指導のもと研究をしております。昨

年10月 、食品中の細菌検査技術取得のため野生猪の肉の試片からサルネモラ菌とエル

シエア・エンテコロリチカの検出作業を開始しました。両細菌は食中毒の原因菌であると同

時に人獣共通感染症起因菌であります。実験では細菌の検出範囲は非常に狭かった。と

は言えこの作業は私の会社の仕事で普段用いない知識を広げることに役立ました。11月

中旬、上記の実験を終え、別のタイプの細菌、鶉鶏類の連鎖状球菌の分離作業を開始し

ました。この分離は文献によると2002年 初めて達成されたそうです。これらの細菌は鶏に

致命的な病気を引き起こします。現在この細菌が鶏から人間へ感染した例が報告されて

おります。この細菌は最近発見された為、鶏肉から分離されるかどうか、また汚染された鶏
肉が病毒の媒介体になり得るかどうか私は知りません。その時から現在まで私は食品のサ
ンプルからこの細菌をいかに検出するか没頭しております。この実験では私は色 な々タイプ
の機器や技術を用いて作業をしました。あるものは単なる定常的な生化学実験だったり、ま
た他の方法は重合体の鎖反応(PCR)に よる特別な検出機器でした。この実験を通して

私はPCR反応で用いたプライマー構造のようにエクアドルで経験したことが無いある方法

を学磁 した。

私が述べていることをご存じない方 の々ために、簡単に説明しますと、PCR反応はDNA
細胞の模倣細胞を複製しますが、これは実験室内でのより管理された環境での話です。

小さなDNA片はすべてのDNA細胞の1片の遺伝子を複製します。このことにより色 な々

種類の細菌から特殊なDNAを検出することが出来ました。これらの手法は今や世界中で

採用されております。このような状況にも拘わらずエクアドルでは細菌検出作業で分子手法

を用いることが困難です。12月 私は鶉鶏類連鎖状球菌検出の為のPCR原案法を開発す
ることが出来ました。一方、食品サンプルから細菌の分離は今だに成功しておりません。私
はこの実験を麻布大学を去るまで続けるつもりであります。その上私は色 な々種類のサン

プルを研究しなければなりません。例えば同一の種類の細菌を見つけるため猿の喉頭の

サンプルを検査しました。食品有害物の検出の為のいくつかの微生物学的な手法は日本

や他の国で普通に用いられており、ある手法はエクアドルでも実施されています。しかしな

がら資金不足のためこれらすべての手法が採用されているわけではありません。このような

理由で現在会社で採用されている手法を改善し、かつ再構築できる知識と能力を今回の

技術研修で習得することが私に課せられた重要な任務だと思っております。

日本の生活での別の面は仕事以外に行っている各種の活動があります。私はエクアド

ルで日本語を勉強しましたが、日本語知識の不足は来日当初、悪夢のようでした。とは言え

過去6か月間の日本での生活を楽しむことが出来ました。しかしながら、どの電車に乗るか、

食料品店でどう買い物をするか困難に面することが有ります。通常自由時間が取れるとき
は宿泊しているセンターから出て、友人と観光地や街へ出かけます。また日本人家庭に

ホームステイした時日本人の生活や文化を少しだけ学ぶ機会を持つことが出来ました。
このプログラムの修了後母国へ帰り、同じ会社に復職し、所属する試験・分析室を改善

したいと思います。

その間研究を継続するため大学院をめ乱 奨学金を探すつもりです。将来私は応用微生

物学を専門にしたいと思っています。し

かしながら食品に含まれる細菌の分野
だけで働きたいとは思いません。夢はい

つか環境微生物学の分野で貢献できる

人間として働くことです。

最後に、今回のプログラムでお世話
になった多くの人達、特に私を日本で学
ぶために招聘して下さつた神奈川県と

JECKに改めて感謝致します。
どうも有難うございました。(ωl1 0222) 麻布大学で研修中のフェルナン}搭ん
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