
JICA Experts’Conference of Kanagawa

JICA帰国専門家連絡会かながわ

平成28年度」ECK総会(20 1 6。04。23)

平成28年度」ECK総会を4月23日に」 iCA横浜国際センター1階第1会

議室で開催した。来賓としてご臨席いただいた朝熊由美子J i CA横浜国

際センター所長から祝辞を頂いた後に、議事に入り平成27年度事業報

告、同収支決算報告、監査報告、平成28年度事業計画、同収支予算が承

認された。総会に続き開催された懇親会も和やかな雰囲気に終始した。

201 6年度夏季シンポジュウム

「イスラム圏での生活あれこれ」 (201 6。08.20)

」ECK夏季シンポジュウムには、イスラム圏諸国赴任経験者の体験談、ムスリムとの交

流、日本でのムスリムとの交際等広範囲に意見交換、討論を行った。懇親会でも、和やかな

雰囲気でイスラムおよびムスリムについて懇談が続いた。 (P5参照)

司会:福田副理事長 シンポジュウム会場

201 6年度第2回地域見学会

東芝未来科学館(20 1 6,09,02)

台風のために、8月30日から9月2日に

変更して、東芝未来科学館を見学しまし
た。産業遺産、家電製品の歴史、先端技
術の展示等興味深いものでした。

東芝未来科学館

201 6年度第1回地域見学会

馬の博物館(201 6。06.21)

雨上がりの鮮やかな緑の根岸森林公園の-角にある「馬の博物館」での根岸

競馬場開設1 50年の歩み記念展を見学し、緑の森と広大な芝生を散策し、当時
の建造物として残存している「-等馬見所」の外観を眺め、 1 50年前に本格的な

近代競馬場が建設され、競馬が戦前(1 942年)まで行われていたということに

感銘を受けた。 2009年に国によって根岸森林公園(根岸競馬場及び一等馬見

所)が「近代化産業遺産」に指定されている。

馬の博物館

喜2年目を迎えた関東学院大学受託授業
「国際協力の現場」

本年2月に受託した関東学院大学経済学部の講義「国際協力の現場」の2年

目が9月29日に開講した。本年度の講義は、食料、農業、石炭利用、上下水利用・

処理、環境対策、医療・衛生、産業振興、生産・品質管理、財務管理、市場経済移

行への支援などの従来分野の他、教育分野での国際協力に関する内容を組み
入れる。講師陣には、 」ECK会員の他に、国際協力機構」 iCAや青年海外協力隊
」OCVの協力も受ける。

関東学院大学キャンパス



エチオピアで4年と2ヶ月間の青年海外協力隊業務を終え、 1 977

年2月に帰国した。この間、封建的な君主制の打破を目的とした革

命の勃発、その後の独裁的な社会主義体制への移行、多くの犠牲

者を出した大飢韓等、エチオピアの歴史に残る劇的な時期を体験し

た。その後エチオピアは隣国との戦争そして内戦等を繰り返し、

1 990年代になってようやく民主的共和制国家が誕生した。

2002年に、協力隊時代(こ設立した水産研究センターより招待状

が届いた。内陸国となったエチオピアにおいてこれからの水産開発

研究方針策定のための国内最初の全国規模のシンポジウムを計画

しているのでこれに参加して欲しいとの内容だった。招待とはいって

も航空賃は自前であった。現地到着後、計画されていたシンポジウ

ムはスポンサーであったオランダ大使館の担当者が離任し、お膳立

てされていたこのシンポジウムは中止となった。そのため、滞在中

にエチオピアの水産事情について視察調査することになった。

村の子供たち

水産養殖開発のニーズとポテンシャルは1 970年代と比べ雲泥

の差があることを知り、興奮した。早趣くこよる被害の防止と食糧の

安定生産を目的として、援助や借款で漕漑施設が各地に作られてい

たが、魚の生産という意味ではこれらの施設は利用されていなかっ

た。同時に青春時代をエチオピアで過ごした時の情熱が再燃するこ

とを抑えられなくなった。これをきっかけにエチオピアとの関係が再

開し渡航を繰り返し、 」ICAの短期アドバイザーとしても赴任した。

調査をすればするほど養殖開発の必要性が認識され、国や州の

担当機関に開発の推進を訴え、また」ICAの関連プロジェクトに対し

養殖事業への支援を申し入れてきた。しかし、エチオピア国内には

養殖開発の経験を有する人材もなく、また日本の淫漑専門家や農

業専門家は他業種との連携は不得手で、養殖開発は遅々として進

まなかった。そこで201 1年に昔のカウンターパートらと協調して、

」iCA支援のBOPビジネス連携促進事業として「津浦農村における

養魚産業振興事業」を提案したが不採択、翌年には外務省の政府開

発援助海外経済協力事業委託費による案件化調査として「BOPビ

ジネス型地方コミュニティ生計向上支援事業(副題:淡水養魚普及

支援及び流通改善モデル事業) 」を提案したかこれも不採択に終

わってしまった。

フィジー国で実施していた」1CA草の根プロジェクト「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(副題:ミルクフィッシュ

養殖モデルプロジェクト、本件については」ECK会報1 8、 21 、 23号で

紹介してきた)」が201 4年に終了することもあり、時間的に余裕が

出てきたので201 3年1 2月に草の根技術協力事業「エチオピア国

カタール川流域農民主導型養魚による生計向上パイロットプロジェ

クト(副題:オロミア州地方農村栄養改善支援)」を提案した。しかし、

これも不採択となった。翌年、内容を再検討し、栄養改善を主、生計

向上を従として「カタール川流域住民参加型養魚による栄養改善プ

ロジェクト2」として再度挑戦し、 20 1 4年1 2月にようやく陽の目をみた。

村の住民との対話

草の根プロジェクトは日本側からの提案ベースであるため、提案

者側でエチオピア政府から公式の受け入れ承認を取り付ける手続

きを進めなければならない。本案件はオロミア州畜産水産開発局

からの強い要望もあり」ICAに対し既に要請書が出されていたので、

中央政府からの公式な受け入れ承認を取るのは別に問題ないと考

えていた。ところが予想だにしなかったことが次々と発生した。

まず在日エチオピア大使館において提案者のNGO登録が求めら

れた。我々は2社の共同体事業として捷案し、日本のODA事業として

JICAから採択されたが、エチオピア側は本事業は通常のODA事業

とは認めずNGO事業という扱いになり、まず我々がNGOとして適

格な団体かどうかの審査を受けるためエチオピア政府の申請書に

沿って会社の概要、登記書類、決算報告書、代表の履歴書、プロジェ

クトの概要と予算、等々、これら書類の英訳文について公証人からの

認証の取り付け、等様々な書類の提出が要求された。エチオピア大

使館からは2週間で承認が降りるということになっていたが、 1ヶ月以

上を費やした。書類は自動的に大使館から本国に転送されるものと

思っていたら、我々がエチオピア政府の外務省へ送る必要があると

聞かされた。書類を何とか外務省に送り、これで-安心、と思ってい

たら、外務省の担当職員の机の上に3ヶ月間放置されたままであった。

外務省の審査に2週間を費やし、今度はその書類を法務省に持参す

ることになった。中央政府の審査と承認の後、今度は州政府の承認

を取り付けないと事業は実施できないこと力判明した。

これはエチオピアが中央集権国家から地方分権国家に移行し各

州政府の自治権が確立しているためである。オロミア州の畜産水産

開発局から公式な要請書をもらっているので、州政府からの認可は

さほど問題ではないだろうと踏んでいたが、州政府も中央政府と同

様完全な縦割り行政なだめ事業の認可をする州の財政経済開発局

に新たに申請書を提出することになった。 1 00ページ以上にも及ぶ

ガイドラインにそって新たに申請書を作成するはめになった。

問題は予算配分であった。人件費を30%以内に抑えた予算書で

ないと認可がおりないため」 iCA様式による予算書では説明ができ

ず、 」iCA方式について担当官と何度もやりあった。現地要員にも本

案件の重要性について何度も出向いて説明を繰り返してもらった。

そうこうしてようやく認可がおりたのか201与年の1 1月で、現地

政府とのやり取りに一年を費やした。州政府の認可が得られたこと

で」iCAとようやく正式な契約交渉が始まり、 201 6年1月に正式に

事業が開始された。 201 1年の企画から実現に至るまで実に与年間

が費やされた。 (その2プロジェクト編は次号に掲載する予定)

1.たなかひでゆき㈱バイオインダストリージャパン代表取締役専門分野:水産増養殖開発、沿岸資源管理」iCA任地:主に太平洋諸国、インドネシア、エチオピア、工ルサルバドール」lCA以外の任地:

南太平洋、タイ、エチオピア、ジブチ、サウジアラビア、エジプト、イラン、モーリシャス等

2.この案件Iな㈱バイオインダストリージャパンと」ECK.」ECKA会員の谷保氏が経営している㈱ティー工-ネットワーキングとの共同で作成・提案された。

2



アジア起業家村づくり1 0年

アジア起業家村(以下「起業家村」)づくりは、 2003年から川崎市

の臨海部活性化戦略の一つとして、民間の起業関係者が設立した

NPOアジア起業家村推進機構と川崎市により進められてきた。日

本の産業を牽引してきた) i i崎市臨海部もバブル崩壊後の不況下、

出荷額、雇用者数が大幅な減少を示す中で、次の産業ステージへ

向けてのエネルギー源として、成長著しいアジアから来ている留

学生や企業人の起業を推進することが狙いである。

アジア人の起業家たち

アジア人起業家(こ提供するサービスの中心は、浜川崎の」FEの

敷地内にあるオフィス空間を廉価で提供すること、インキュベー

ターとして、法務、財務、営業等、起業家からの相談に幅広く応じて

いる。ビザ取得について専門家が丁寧にアドバイスをしているほ

か、住宅や教育などについても支援している。幅広い支援が、起業

家村と称する所以である。

卒業企業を含む現在までの入居者は3与社で、その内訳は下表
のとおりである。

国籍 �(hﾙ��ベトナム 亊異��中国・台湾 �48986��合計 

2与 迭�3 �"�「 �3b�

業種 漠)｢�環境 俤驅��工しクトロニクス �+ｸ,ﾉ�ﾂ�合計 

12 唐�4 �"�10 �3b�

アジア起業家村入居企業　　　　　　201与年2月1日現在

国籍については、中国についでベトナムの企業が多く、業種的に
は、川崎市の伸ばすべき戦略産業としている環境産業が多い。
ニッチな日本市場を狙った企業よりも、始めから広いアジア(世界)

市場を相手に日本の技術を活用しながら商品開発を進めた企業
が成功していることが興味深い。

また、起業を目指す方々のためのアジア起業家養成塾を毎年開

催している。期間は5ヶ月、卒業生は200名を超え、受講者同士で

会社を立ち上げた例もある。

賽成型

アジアサイエンスカフェ=人財と情報の交流拠点

起業家村の第二ステージとして、川崎市の殿町地区に日本とア
ジアにまたがるビジネスにチャレンジする人たちのためのシェア

オフィスと交流サロンよりなるアジアサイエンスカフェを創設した。

多摩I i iを隔て羽田空港が目の前、アジアに一番近い好条件、日本

各地にも近い地の利を生かした活動を広げていくことを考えている。

アジア人起業家の日本進出
アジア人の起業の標準コースは、起業家村の入居企業にみるよ

うに、留学→就職→起業ということである力や、最近、アジアでビジ

ネスをすでに行っている企業家が、日本に進出するための相談案

件が急増している。自動車の(日本からの)輸出、エクステリア材の

(日本への)輸入等の業種で、日本語を話せない人たちがビジネス
チャンスを求めて連絡してくるの。マーケットの問題はもちろん、

言葉の壁を越えてビジネスを行うのはなかなか大変だと思うが、
どうも、東京オリンピックを控えて、ジャパンドリームのようなもの

が存在するようである。基本的なサービスは、最初の調査等のた
めの入国ビザ取得の支援から、会社設立の手続き、財務・税務、経

営者ビザ取得までの流れの説明である。

アジアに生きる中小企業

起業家村づくりを進めるなか、地元中小企業から、 「貴方達の
やっていることはよく分かる。しかし、お客の大企業が海外に出て
いって仕事が減った自分たちのことも考えてほしい!」という声が

強くなってきた。ちょうどその頃、起業家村入居企業のコプロナ社

(現社長アン氏はベトナム人、各地の中小企業が共同設立)が日越

投資交流を推進しており、金型などの「裾野産業」を中心とした日

系産業団地をホーチミン東南部のバリアブンタウ省が計画してい

たところで、団地開発へのアドバイスを含め、中小企業の進出を機

構として支援することに踏み込んだ。現地視察ツアーには、地元川

崎市、大田区だけでなく、荒川・墨田区、長野県などからの企業も

参加、アジア進出への関心の強さを実感した。

川崎市や大田区、墨田区などの産業地域の中小企業の多くは、

厳しい企業環境のなか、次世代へ向けてどう家計と企業を継承し

ていくかに知恵を絞っている。息子や娘は必ずしも親と同じ道を歩

まない。そのなかで、アジア人財の活用と、アジアでの展開、資産

である不動産の活用が鍵となる。国境を超えて経営資源と地域資

源の継承の時代が始まった。

国境を超えたビジネスチエ葛ンヘ

起業家村づくりを通じて見えてきたことは、全企業数の99.7%、

従業員数の7割、付加価値額の与割を占める中小企業において国

境を超えたビジネスチェーン展開の芽が出てきたこと、それが、日

本におけるアジア人起業家の増大と表裏一体となっていることで

ある。ベトナムなどのアジア諸国においても、前述の金型、メッキ

等の裾野産業の導入育成が持続可能な産業構造形成のためには

必須との認識となっている。また、アジア各地に骨を埋める覚悟で

頑張る「和僑」のネットワークも広がっていることも注目される。

アジア人起業の推進を始めた背景の-つは、夢を持って来日した

留学生たちが、適当な職場、キャリアパスが見いだせずに帰国し、嫌

日豪になってしまう例がみられることへの危機意識だった。その面で

も、起業家村の仲間の多くの中小企業がアジア人従業員を生活面

から丁寧に面倒をみて、一人前の職人、管理職まで育てあげ、本国

での工場等の責任者にしようとする姿には、心打たれるものがある。

こうした産業経済面での国際交流はホームステイや観光のレベル

を超えて、広い意味の安全保障ともなっていると考える。 I i i崎市・阿

部前市長は、起業家村づくりを始めるにあたり、 「脱亜入欧の時代は

終わった」という名言を発した。 「入亜」であるが、明治維新以来1与0

年、地政学的に考えると「伴米人亜」が適切だろう。それが、近代産業

を牽引してきた川崎臨海部から始まったのは偶然ではない。

多摩川から羽田空港を望む

*こぼやし・はじめ　NPOアジア起業家村推進機構副理事長" (社)アジアサイエンスカフェ会長∴専門分野:地域計画」lCA任地.モンゴル、ベトナム
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圏醒園圏聞置画田園　　睡蓮塾彊国語開聞藷覇園画題
〇〇〇〇〇〇i〇〇〇

1。はじめに

中南米のエクアドル、ガラパゴスと云えば直ぐに伝わるか
思いの外日本ではマイナーの国名である。しかし、エクアド

ル国と日本は歴史的にも古くからの関係がある。

例えば、野口英世は南米の中でもエクアドル国に深いお

付き合いがあり、中心都市キト市の`日本公園"に野口英世
の銅像の痕跡がある。又キト市から数十キロ北上した小さ

な村に野口英世の名前が付いた通りと小さな学校がある。
`“Hideyo Noguchi通りl’と記載されているが、スペイン語の

発音ではイデヨ・ノグチである。

自然環境も火山国の日本と類似した状況にあり、各地に
活火山がみられ富士山を思わせるようなスマートな形状の

火山を見る事もできる。従って、地震も我が国のように頻発
する状況(こあるが、偶然(こも熊本震災の数日後にエクアド

ルにて、大きな地震が発生し200名以上の死者と云う災害

に見まわれている。エクアドル国のアマゾン地方に下水道

施設の計画依頼があり、アルチドナ市が目標とする草の根
に合わせた施工計画の作成した時期である。地方の市役所
の担当者との最終打合せをすませて、被災の数日前に〇時

帰国した直後に全てが停止するとの連絡があった。残念な
がら未だに再開の見通しがついていないが、完全に中止と

なった訳ではない。

日本の技術を期待している現地の皆さんの熱意を思い出
すと、何とか状況が回復しプロジェクトが再開できることを

願わずにいられない。

2.プロジェクトの概要

日本の下水処理方式に期待しているアマゾン地区の地方

都市とはどんな所かを伝えることにする。アマゾンと云えば

広大なブラジル国を二分する大アマゾン河と深いジャング
ルを想像すると思われるが、プロジェクトの対象となった小

都市アルテドナは、そのアマゾン河の最上流と云って良い

程の川上に位置する。その結果、村を流れる河川からは大
アマゾン河の源流としての雰囲気も感じない平凡な流れに

感じた。
この度は、アルチドナ市が管理する、小規模なサンタリタ、

サン・バルトル、カスカベルの3農村を候補地として検討した。

いずれも下水道管路の計画や管路布設工事が進行し受け

圃入れ態勢が整っ

ており、施工は容

易に実施可能と
思えた。

施工計画は
2016年の人口

216名のサンタ

リタ村を対象に
20年後2036年

の予測人口1 78%

市役所との会議　　　　　　　増の372名と定

めプロジェクトを進めた。上の写真は、計画の実行に入る前

の20 1 5年、役所の最高責任者や技術担当と日本の技術で

ある土壌浄化システムについて説明を行い、現状に関する

問題点等を質疑しあった時のものである。
ヨ一口ツ/、拐¥ら、最新の技術を導入し、取扱に苦慮してい

る事なども知ることが出来た。

民家に隣接する森林内に整地された平地がプラント施工
の候補地として上げられた。処理排水の放流のために適し

た河川が近くに流れているため、最適な設置条件と思われ

た。又、浄化された放流水は農業用として供給できるメリッ

トも考えられた。

プラント設置候捕地

3,国が抱える課題

この森林地帯には石油資源が埋まっている訳ではないが、

通常この様な豊かな熱帯雨林地帯には莫大な石油が埋蔵
されている所が多い。

実は、アマゾン河源流域に隣接するヤスニ国立公園はユ
ネスコの生物保存地域に指定される程の多種多様な生物
の宝庫としての価値があるので、エクアドル国には油田採掘

との間に下記の問題を抱えている。特に、ガラパゴスから収

益を得ている彼らにとって自然保護も最優先課題でもある。
しかし、国民の4分の1の平均収入が2与へ27USドル/日

(日本円で2,与00前後)と云われている国民にとっては、石

油採掘か自然保護かと云う選択性悩ましい問題でもあり、
現大統領コレアにとっても国策上大きな課題とも云われて
いる。

近年回復の傾向にあると云われているか石油価格の低

迷によってエクアドル国の経済はやや深刻な状況にあった
と云える。この様な状況におかれながら農村部の環境イン

フラ整備の投資にも力を注いでいる彼らに少しでも協力で

きればと考えている。

下水道マンホールは新設　矢印はマンホールの設薗場所

*くどう・しんやNPO法人日本土壌浄化ネットワーク理事JECK理事　辱門分野.上下水道、環境設備」lCA任国:メキシコ、インドネシア、エクアドル」lCA以外の任国:英国、オーストラリア、ロシア

20 00年、横浜八景島水族館の務めを終え、 」 iCA派遣に応募し、若いころから待ち望んでいた、海外へ飛び出ることとなった。文化や生活習慣の異なるメキシコから受けたカルチャーショックは、 」 ECKのシリーズ短鮪として記載して

いる。 2005年から数年同はエクアドルへ派遣されたが、コスタから平原、アマゾン地区の語全地割こ滞在ずるさ喪な経験を得ることができた。現在、土壌浄化ネットワークの理事として、途上国の環境整備指導業務に従事している。
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1.即決で

ヤンゴン市内には山手線にも比
すべき東南アジア唯-の国鉄市内

環状線46k爪が走っている。仕事一柳

段落の日曜日、相棒の乗り鉄、ヤノを
誘って1 0時ごろ中央駅に行って様1鯵

子を見る。今でこそキラキラミャン
マーだが十数年前の軍事政権下、全

大学は商議き証善しl軸壷宗　霊
止、閉塞感漂う中、鉄道も機密とさ　し戸‾

れていた。外国人の料金は現地人の　-十重ぜ

与軍軍廣(とはりえ子0円.些ころだち主音
1ドル)だった。乗るべし、と即決し、パ　へ、“註

諾認諾講義　f;

少しの隙間も見逃さず強引に割り込んでくるが、お坊さんには必ず座席
を譲らなくてはならない。まもなくインセイン駅に到着。始発から1 7番

目1 4.与kmの当駅まで1時間20分かかった。当地は商業地区の真ん中に

あり乗降客が多い。政治う副文容所や国鉄の中古車改造工場もある。
2 1番目のダニンゴン駅は環状線頂点の位置にあり近辺のゴルフ場

ではいわゆる大名
ゴルフを満喫できる。

毎日野菜市場が
立ち、仲買の小母さ
んが緑色赤色の南
国野菜を手に乗り
込んでくる。車内で
通路を占領し、走行
中にお互い成果物
を交換、売買する。
隣国インド系なのか、

側は兵隊さんが叉銃して屯しており、 d己I　●

駅裏の繁華街では日本人旅行者が
軍に射殺される事件があった(〔肋、リ

た。マニラやクアラルンプールでも交通機関を乗り継げば一周経験は

できるか車種ごとにシステムが異なり連続運転はなされていない。

2.ミャンマー国鉄と環状線

ビルマ鉄道は全土3与00k爪、無電化で殆んどが近隣国からのボンコ

ツである。日本はここ20年で部品や中古車両を計1 00億円ほど支援し

ている。輸入車はまず車輔の幅を1 mに縮め、車両限界にあわせ天井を

与0創低くする。古くなれば部品取り後廃棄する。 1 989、軍が実権を掠

り、国名、首都名、全駅名を英語から現地語に変更した。

環状線には図の下部1番の中央駅(東京に相当)から始まって38の

駅がある。複線で内回り、外回りがあり、内外合わせて30本、しかし-周
は7本しかなくあとは途中のインセイン(1 7番、新宿)止まりである。37

番のマルワゴン駅(日暮里)先から主要幹線マンダレー方面行が分かれ

る。赤枠が日市街であるが環状線は新市街、ヤンゴン市の80%を囲う。

中央駅は仏塔のある白藍の建築、中は吹き抜けで用のない人たちが

沢山いる。列車は7へ8両連結しており名車独立している。座席は木製
ベンチ、窓にガラスはなく板の扉がある。社内灯はなかったと思う。鶏小

屋の雰囲気だ。では出発する。機関車は川重製、 900PSの中古であった。

白いヘルメットに赤青の旗を持った、いかにも南国という恰好の車

掌が最後部から最前部に旗を振る。時速20k爪程度か、まず6番目アー
ロンロード駅を見よう。ここは会田雄次善「アーロン収容所」中公新書3

で知られる捕虜収容所があったところだ。その位置を訪ねる日本人は

多いが、筆者は踏査して通説の電力省裏ではなく、今は廃棄された
アーロン刑務所がそうであったと確認した。上記新書に拠れば「塵芥集

積所と道一つへだてた」 「朝夕、太陽にまぶしくシ工ダゴン・パゴダが金

色にきらめく」ところにあった。9番ハンサワジ一駅はスーチ一女史軟

禁宅最寄り駅で、家は湖畔にあり、軍が警備する中、シンパが泳いで密

書を届けたという記事が出た。

駅間距離はわずか2へ3km、走ってすぐ停車。すると物売りの小父さん

小母さんが頭にざるを載せ乗り込んでくる。バナナの葉で包んだ蒸餅、

仏様の有難い事績を描いた本、財布やライターなど数駅ごとに交代す
るから縄張りがあると思われる。無理な姿勢のカメラワークで確実に各

駅の乗降客の姿、駅名表示や窓外の光景を写していく。座席はほぼ満員、

衣装は紫色のサリーに原色模様の巻きスカート。突如鶏小屋がクジャ
ク舎になったような展開となる。窓外沿線には無賃乗降を狙う人たち

がチャンスを狙って並んでいる(乗客の1 %とか) 。

22番ガウンジー駅近くに英軍兵士の塞が整然と並ぶ。インパール

作戦では多大の戦死者が出たが日本軍人の墓標は見なかった。
2与番にミンガラドン駅があり線路はヤンゴン空港を半周する。空港リム

ジンバスはすべて京都市バス中古であった(いまは-新され直行便もある) 。

34番駅ポウタウの窓外からは羽根釣瓶のある近郊農村が見られる。

池袋駅界隈で練馬大根を栽培という幻想的光景だ。市域人口4与0万、

環状線内人口密度は東京よりよほど少ないとしても住宅地とビジネス

街、農地、林地の境界は判然としない。森の都と言われるゆえんである。
38番駅バツンタウン(上野)にはマンダレー方面へ行く乗客が大勢

待っている。急行夜行列車で前途600山20時間弱、途中320k調地点に

新首都ネピドーがある。
さていよいよ終着駅=始発駅のヤンゴン中央駅に戻ってくる。ヤン

ゴン駅を1 0時1与分定刻発車した列車は1 3時20分に、定刻1与分遅れ

で到着した。この間組3時間、 46km、駅38、 3一ら分走っては1分停車

を繰り返し忙しい事であった。同行ヤノはもっぱら私のガードとカメラ

を隠す役割で大変だった。今頃またどこかの途上国でアブナイ汽車に

乗っていると思う。私も後れを取っていません!

3,」lCAの計画ま

日本政府はビルマ国の要請にこたえて、 1 983へ1 98与に3次に渉

る「ラングーン環状鉄道線電化計画調査」を実施し、結論として「是

輩曹操謹　　　　　　毒　画
と位置づけた。し

かし実現しな
かった。図は当時、　雷「時
の」iCA調査団が寒土工○○

報告書に添付し
たラングーン駅
の予想図である。
電気機関車だは
さに往時茫々の
感がある。

憤築後甜-口に、国際協力、支援、国際交流といっても、順風満帆に推移するとは限らない。田中氏の、 「エチオピア草の根プロジェクト奮闘記」は、提案を繰り返し、紆余曲折を経てプロ
ジェクトが発足することになっても、該当国の手続きの煩雑さ、中央と地方の行政機関への2垂申請、省庁間の連絡の悪さ等に悩まされながら、問題解決をしてゆく専門家の将に「奮闘記」

である。尚、内容が多岐にわたるので、 「プロジェクト実施編」は、会報28号に掲載する予定である。工漆氏の「エクアドル・アマゾン地区の環境整備計画」プロジェクトは順調に撞移していた

が、地震被災のためにプロジェクトが中断している。プロジェクトの再開を祈る。最近の」lCAは、日本国内における国際交流も重視している。 (」ECK会報25号最近の国際協力の現場から)

アジア人企業家に、廉価なオフィスの提供、インキュベーターサービスを提供している中林さん(アジアサイエンスカフェ主催者)の報文は興味深い。夏季シンポジュウム「イスラム園で

の生活あれこれを」は、活発な発言者が多く、発言内容も多岐にわたり、このテーマに対する出席者の関I已¥の高さを示している。記事から会場の雰囲気を感じていただければ幸いである。

物部さんの「ヤンゴン市内環状線に乗る」は、多少の危険を冒しながらヤンゴン市内を電車で回る鉄キチの楽しい経験談である。気軽に読んでいただきたい。大平一昭

」ICA帰国専門家連絡会かながわ会報　第27号 

発　行 �#��iD���ﾈ��?ｨ�價ﾘﾗ8�(�ｨ�fﾄ4�ｴ�ﾙ��ｩnX彿��xﾘ檍*�,�*ｨ.ﾒ��dT4ｲ��兢(�効醜檍�ｨ��ｭI{I�驟忠](��9D2��Y[ﾘ耳諟ﾛ(ｭ�i韵Xﾈ�揵�)u(ｴ倡��

事務局 刋�ﾈ�9(hｾi�hﾖ�"ﾓ2ﾓ��fﾄ4��Vﾈﾙ�ﾝｸ5ｨ985��ｳ4h��U$ﾃｦ⑧G�｢�uur讎V6ｲ讒��ik�ｼy+y>�����鷏Rﾖﾖ�姪ｧT6�ｷW&�豸�ｧV��譁gG呈覲ﾆｧ��

印　刷 �ｨ��Vﾈ8ｨ6X8��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾh�9n餾I*ﾃ�田RﾓH��U$ﾃｦ⑧G��wwr逍���ﾖ�+V友X�V��6��ﾖﾖ��+Sｦ匁f��柳ｶ��ﾖ�ﾆ友X�V��6�ｧ��
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」ECKは、毎年会員の親睦を目的とした「夏季シンポジュウム」を

開催している。今年は、最近話題に上る機会が多く、 」ECK派遣専門

家も多い「イスラム圏での生活あれこれ」をテーマにして、 8月20

日に」iCA横浜国際センター4F第9セミナー室で開催した。出席者

のほぼ全員が発言、討議に参加して活発なシンポジュウムとなった。
-口にイスラム圏と云っても、国、民族、生活様式も異なり、一時通

過生活者の専門家が全容をつかむことは困難であり、相反する報

告もあった。以下に、主要発言を列挙する。

基礎事項

○イスラム圏　ムスリム(イスラム教徒)は、北・西アフリカ、中東、

西・中央・南・東南アジア等に広く分布するが、その大半はアジア

(インドネシア、パキスタン、バングラデッシュ等)に住んでいる。

○キリスト教徒人口は22,5億人(23億)、ムスリムは1与値入(20

億)と言われている。(ブリタニカ年鑑2009) ( )内は、日本ハ

ラール協会の情報(201 6年)

○イスラム教　絶対神アツラーが、ムハンマドに啓示したクルアー

ンの教えを信じる宗教。西暦622年を元年とするヒジュラ歴(閏

月を置かない絶対太陰暦、 1年は3与4日)に従う。ムスリムが取る
べき信仰行為として定められた五行の内、断食(ラマダン、 9月)

と巡礼(ハジ、 1 2月)は日本でも良く知れるところである。

○アラビア語で書かれたクルアーンが、唯-のクルアーンであり、

他の言語に翻訳したものは解説書である。仏教の経典は、中国

霊や日本語で書か
れたものも経典で

ある。聖書も同様に

言語の規制はない。
○挨拶の「サラーム・

アレイクム」 (返しは

ワ・アレークム・アツ

サラーム)は、異教

徒の日本人でも使　　　　　　司会福田信一食姫腰曹長

用できる。この挨拶は、ヨルダン等では通じなかったが、東南ア
ジア・北アフリカでは通じた。

食事および飲酒

○酒は原則禁止だが、国によりばらつきがあり、アルジェリア、チュ
ニジア等では規制していない。

○戒律の厳しいサウジアラビアでは、アルコールは禁止であり、見
つかれば外国人の場合収監後、国外退去となる。酢等の調味料

中のアルコールも規制対象になる。日本の醤油、味噌はアル
コールを添加するので、この基準を満足しない可能性が大きい。

○酒類は大使館で開催される大使主催の正月祝賀会などで頂くこ

とが出来る。酒を飲みたいときは、規制の少ない国に出国する。

○魚を食べる習慣がない国が多い。しかしアラビア湾のサウジア

ラビア東部地区では各種の魚類(特にエビが有名)が水揚げさ

れスーク(市場)で売られている。

○日本国内では、すき焼き等の牛肉も食べないムスリムがいる。牛

の屠殺がハラールでないことをI心配している。

欧米では、ハラールな屠殺なので安I亡ルて食べている。オースト

ラリアは、イスラム圏への牛肉輸出が多い。

○成人式のようなお披露目には、羊がふるまわれる。

○誕生日に招待した子供たちから、ケーキの中に豚由来の食品の

有無を確かめられて、家族が困惑した。

ラマダン(イスラム歴の9月、断食の月)

○断食は、ムスリムが取るべき信仰行為の-つであり、ムスリムは、

日の出から日の入りまで一切の飲食をしない。つばも飲み込まない

との説もある。病人、旅行者は免除されるがその分を後で断食する。

○ヒジュラー暦は1年が354日であるから、ラマダン期間は太陽暦

からみると毎年1 1日ずれていく。例えば1 976年のラマダンは9

月であった。 40年後の201 6年のラマダンは-屈し更に2カ月早

い6月であった。

○ラマダン中も日の入り後は飲食が許されるので、レストランは夜

中までにぎわっている。

○厳しいラマダンが明けると親族や友人を呼びお祝いする。ラマ

ダン中多くの外国人は休暇を取りムスリムの世界から外国へ逃

げ出すが、この時期に留まりラマダンをムスリムと一緒に過ごす

とラマダン明けの祝いに呼んでくれ親密さが増し今後良好な関

係が構築できる。

シンポジュウム

其の他

○メッカからの距離に反比例して、戒律が緩くなる傾向がある。

○サウジアラビアは、メッカ、メディナの2大聖地の保護者であり、

ムスリムの守護者としての自覚から、戒律は厳しい。

○寡婦救済の意味もあり、クルアーンで4人までの妻帯は許され

るが、住宅、生活費、精神的な愛情まで平等に扱わなければな

らない。-夫多妻は減っている。特にサウジやUAEの政治家や

ビジネスマンは欧米で教育を受けた高学歴者多く、知る限りで

は全員が-夫一妻であった。若いビジネスマンはOne wife is

more than enoughと言っていた。

○砂漠の民(ベドウィン)には、国境の概念は少ない。サウジアラビ

アの地図には、サウジアラビアとオマーンとの国境が記載され

ていない。

○イスラム法は利子を禁じているが、金融の発達に伴いこれを認

めざるを得なくなると思う。

○アラブのIBM l:インシヤーアツラー(神の望むままに) B:ブ

クラ(明日) M:マーレイシュ(気にしないで)の頭文字を並べ

たもの　このIBMに悩まされることが多い。

明日までに作業を終了するように依頼すると、 「了解した　イ

ンシヤーアツラー」と答える。当日になると「忘れてしまった。明

日は済ませる。気にしないで」そしてインシヤーアツラーとつけ

加える。

仕事をすることを忘れても、神が望まないからであり、私の

責任ではないと言い訳をされているようで面白くない。未来の
ことは神が決めることで人間が決めることではないと考えるの

か、スケジュールの概念がないような気がする。

日常生活ではたまに経験することは有ったが、ビジネスの世

界では、経験しなかったとの発言もある。

○女性が頭に被るヒジャーブ(ベール)は、チュニジアではほとんど

アクセサリーとして使用している。-方サウジアラビアでは、外

国人を含めて外出時は、アパヤ(黒の頭まで隠すマント状の衣

服)の着用が必須であり、宗教警察の取り締まり対象になる。

1おおびら・かすあき　専門分野:包装技術」iCA任地サウジアラヒア」iひ以外の任地シンガポール、南アフリカ　2.イスラムに関する図書その他情報源　○アラビアノート片倉ともこ　○イスラムの日常世界片倉ともこ　○アラブ史教科書

イザヤ・ペンダサン山本七平　○砂漠の豹イブン・サウドプノアメシャン　○灰色の狼ムスタフア・ケマル同上　○オリエントの遭同上　○ドパイ発アラブの燐酸宮田律　○アラブの大電東前田忠行　○文明の衝突と21世紀の日本サミュエル
〇八ンチントン　○中東と私(上"下)千代田化工建設　○ダ」パンアハメド・ラッシド講談社　○メッカ巡礼記鈴木馴　アブドル・アジーズ国王記念図書館(非売品) ○サウジアラビアと日本林晶、ん¥ンマトグルティー他与名サウジアラビア大使鐘

文化都編(ヲ叛渥〉　O日羽こ生きるイスラーム小杉秦・深見奈緒子他1 1名)同上　O/ンダーネットアラビア純子http//WVW/ Sm 「lm.Or」P′shuk「an/ Oインターネット●イスラムのホームページhttp‘//WW2s blglobe.ne.」Pr aCket/
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