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１．JICA アフリカ使節団の目的、
　　北陸 AJEC より参加する意義

JICA によるアフリカ使節団派遣は今回が第
一回目であり、その目的などは次のように記
載されている。
「現在、アフリカは猛烈な勢いで経済成長し

ており（下記注を参照）、2030 年には労働者人
口数でインドや中国を抜くことが報告される
など、今後のアフリカ市場の成長性・市場規
模に世界の高い関心が集まっています。

しかし、日本においては歴史的背景や物理
的距離等も関係し、アフリカとの経済関係は
必ずしも深くない状況が継続していました。

（中略）
本使節団は当機構の事業に関わっていただ

いている民間企業・団体の皆様に、アフリカ（南
アフリカ及びケニヤ）の現状を視察いただき、
その結果を今後の ODA 事業等にご活用いただ
くとともに、アフリカに関心を示す一般市民
や民間企業の皆様への情報発信・提供をお願
したいと考えております。」

（注）英エコノミスト誌によれば、2011 年－ 2015 年の平均
経済成長率上位 10 ヵ国のうち、７ヵ国がアフリカ諸
国です。（残りは中国、インド、ベトナム）

今回の使節団は、全国から選ばれた企業や
機関の関係者 13 名で構成、北陸 AJEC はその
内の１機関で北陸地域で選ばれ参加した。

北陸 AJEC の活動エリアには対岸諸国や東

アジアでありアフリカは入っていない。しか
し最近アフリカに北陸 AJEC の活動エリアで
ある中国や韓国の企業が積極的に進出してい
るとの情報が増えており、実態調査の機会と
判断、今回の視察団に応募、参加の機会をい
ただいたわけである。

また、今回訪問した南アフリカやケニヤの
あるサブサハラアフリカ（サハラ砂漠南側の
アフリカの国々 49 ヵ国を指す）の 2000 年以
降の経済発展は高位安定成長（年平均 5.8%）で、
更に2016年までのIMF経済見通しでは年5.4%
の成長が続くとしており、その現状を調査・
報告することにしたものである。

参考までに、世界銀行発表のサブサハラア
フリカに関する数字をまとめてみた。
１）経済成長率：（出所：IMF 世界経済見通し）

　1990 年～ 99 年　　年平均　2.3%
　2000 年～ 09 年　　　〃　　5.8%
　2010 年～ 2016 年　　〃　　5.4%

２）人口：（出所 : 世界銀行）
　8.5 億人　（2010 年）、
　－世界全体の 12.5%
　－ 2000 年比 28% 増（世界人口は 2000 年比

　　　 13% 増）
３）GDP：（出所：世界銀行）

　1 兆 1120 億㌦（2010 年）
　－世界全体の 1.8%

（独）国際協力機構（JICA）アフリカ使節団に参加して
北陸 AJEC　調査部長　杉山　正樹

6 月 24 日から 7 月 1 日まで、独立行政法人　国際協力機構（以下 JICA）主催のアフリカ使節団
に参加する機会を得て、南アフリカのヨハネスブルグ、ダーバン、ケニヤのナイロビ、オルカリア
地域を訪問したので報告する。
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　－ 2000 年比 224% 増（世界全体は 2000 年
　　　比 96% 増）
４）一人あたり国民総所得（GNI）（出所：　
　　世界銀行）

　1186.9㌦（2010 年）
　－世界平均は 9135.7㌦
　－ 2000 年比 141% 増（世界全体は 2000 年

　　　比 72% 増）
５）過去 10 年間の高成長の要因

　①資源価格の高騰
　②外国直接投資の増加
　③消費拡大、中間所得者層の形成
　④累積債務の削減
　⑤政治的な安定

２．南アフリカ共和国
アフリカといえばサファリパークや熱帯や

ジャングルを想像するが、最初に訪問したヨ
ハネスブルグは南半球にあり、北半球にある
日本とは季節が逆で、今回訪問時の朝の気温
は 3 ～ 4℃の寒さであった。使節団の団員には
スーツ以外は半袖の衣服しか用意していない
方もおられ、日本人はいかにアフリカのこと
を知らないかの一つの事例であった。

今回訪問の南アフリカとケニヤ両国は、英
国の植民地であったという歴史を持っており、
その結果英語が通じ、自動車は英国や日本と
同様左側通行の国である。この点では、日本
人にとってフランス語圏のアフリカの国々よ
りはハードルが一段低い国といえる。南アフ
リカ共和国とは次の通り。
１）南アフリカ共和国概要（出所：JETRO 基礎
　　データ、2011 年）

①人口：約 5000 万人（サブサハラ人口の約
6%、韓国やミャンマーと同程度）

②面積：122 万㎢（日本の約 3.2 倍）
③ GDP（名目）：4087 億㌦（サブサハラの

約 33%、日本の 15 分の 1 程度）
④一人あたり GDP:　8342㌦
⑤輸出額：966 億㌦（内日本へは 76 億㌦、

品目は金、プラチナ、鉄鉱石など）
⑥輸入額：1000 億㌦（内日本からは 48 億㌦、

品目は自動車、電気機械など）
⑦日系企業進出数 / 在留邦人：212 社（2010

年 10 月）、1446 人（2012 年速報）
２）南アフリカ最大の都市「ヨハネスブルグ」で

成田を発って 19 時間後（香港で 2 時間乗り
換え時間あり）に到着したヨハネスブルグ空
港で先ず見たものは、ほとんど全ての空港の
窓を覆う現代自動車の広告であり、空港内の
LG やサムソンの広告である（写真参照）。こ
れらから容易に韓国の進出具合を想像できた
が、翌日訪問したトヨタダーバン工場で聞い
た話も、最近の現代自動車の積極的な南ア市
場への進出実態であった。
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（写真はナイロビ空港。現代自動車の広告はナイロ
ビ空港のローディングアームやターミナルビルの
窓全てに張られていた。LGの広告も空港内の数カ
所に見られた。）

（南アフリカ最大の港町　ダーバンの空港にもサ
ムソンの広告が）

また、中国はアフリカの資源関連企業に積
極的にアプローチしている話はよく聞くが、
南ア航空の飛行機のボディーには写真のよう
に龍の絵と「北京」の文字がみられ、中国と
の交流の深さが窺われた。

（南ア航空のボディーに　北京の文字が見える）

到着後先ず在南ア日本大使館、JICA、JETRO
の両事務所を訪問。そこで最近の南アフリカ

の情報を聴取。
先ず、南アフリカを表す 4 つのキーワード

の話を聞いた。
①先進国兼途上国

先進国の事例 - 世界初の心臓移植手術、濃
縮ウラン型原爆の製造と廃棄。
途上国の事例 - ジニ係数（貧富格差を表
す数字で 1 に近いほど貧富格差が大きい）
が 0.66（1993 年）～ 0.70（2008 年）

（中国の昨年のジニ係数は 0.47、日本の
2002 年のジニ係数は 0.38）

②話し合いで政治社会革命を実現した国
1990 年にデクラーク大統領がマンデラ氏
を無条件釈放。
1994 年に総選挙でマンデラ氏が大統領に

③サブサハラアフリカの経済ヘゲモニーを
握っている国
電力生産量は全アフリカの 45% を握る。
金融、通信、医療、小売業などのサービ
ス業の中心国。

④新興国として G20、BRICS に加盟してい
   る国である。

南アフリカは 2012 年 4 月に BRICS 加盟国会議
の正式メンバーになった。その結果、この加盟国
表記は BRICｓ（最後の s が小文字）からBRICS

（大文字の S に）となった。
ヨハネスブルグは南アフリカ最大の都市で、

その郊外にあるサントン地区には巨大なビル
やホテル、ショッピングモールが立ち並び欧
米と変わらぬ雰囲気で高い経済成長を続ける
アフリカを実感した。この地域では日本食が
ブームで日本人シェフのいない日本食レスト
ランが多数できているとのことであった。　
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（サントン地区のショッピングモール、マンデラ氏
の銅像もみえる）

一方課題も多い。その一つは失業率の高さ
で、現在 25% 近辺に近づいている。また、最
近、鉱山労働者によるストライキが増えてお
り、この背景には政治不信や貧富格差の増大
などがあるといわれている。

欧米と変わらない雰囲気で安全が確保され
ているヨハネスブルグのサントン地区から
北東に約 50㌔離れた旧黒人居住区のマメロ
ディー地区、アパルトヘイト（人種隔離）政
策で黒人が強制的に住まわされた地区で、ト
タン屋根のバラックが広がり、上下水道も電
気も通っていない。ここに未だに約 100 万人
の黒人が住んでいるとされる。

一方、黒人中間所得者層も育ってきている。
「ブラックダイヤモンド」と呼ばれ、黒人消費
者 2430 万人の内約 12% にあたる 300 万人を占
め、平均月収は約 6.8 万円。黒人平均の 3 ～ 4
倍で車やステレオ、テレビなどを購入し始め、
個人消費の牽引役を担っている。
３）南アフリカ最大の港町　「ダーバン」で

ヨハネスブルグから一時間強のフライトで
インド洋に面した港町ダーバンにある南アフ
リカトヨタ自動車の工場を見学した。1962 年
設立で雇用者数 8000 人弱は南アフリカ最大の

雇用主でもある。現在カローラ 10 万台、ハイ
ラックス 12 万台のキャパを有し、国内シェア
20% 強で 32 年連続 1 位を守っている。しかし、
現代自動車が積極的に展開する南アフリカで
の輸入車販売には脅威を感じているとのこと
である。

南アフリカは 60 万台の市場でありながら、
自動車メーカー合わせた生産能力は 200 万台。
即ちバランスは輸出されている。VW は日本
へ輸出、トヨタは他アフリカ諸国、EU,USA
向けに輸出中。

トヨタのダーバン工場の幹部から聞いた南
アフリカ進出の一番の課題は、躾から教えな
ければならない人材育成の難しさでであると
いう。

最後に、日本からの進出に期待する分野が
あるかとの質問には、「いい品質を作れる、樹
脂メーカーの進出に期待している」との回答
であった。

３．ケニヤ共和国
１）ケニヤ共和国の概要
　（出所：JETRO 基礎データ、2011 年）

①人口：3,980 万人（アルゼンチンやポーラ
ンドと同程度）

②面積：約 59 万㎢（日本の約 1.5 倍）
③ GDP（名目）：341 億㌦
④一人あたり GDP：851㌦
⑤輸出額：約 54 億㌦（内日本へは 0.25 億㌦、

コーヒー、紅茶、バラなど）
⑥輸入額：約 148 億㌦（内日本からは 6.6 億

㌦、中古車、鉄鋼など）
⑦ GDP 産業別構成比（名目）
   ２０１１年の実績　　
 　　　　　　1 位　農林業　　　　 24.0%
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　　　　　2 位　金融保険不動産　13.3%
　　　　　　3 位　卸小売・飲食　　12.3%
　　　　　　4 位　運輸・通信　　　 9.7%
　　　　　　5 位　製造業　　　　　 9.4%

⑧日系企業進出数 / 在留邦人数：28 社（2010
年 10 月）、769 人（2012 年）

２）ケニヤの首都　ナイロビで
人口 314 万人の首都ナイロビ市内を走って

いる車の大半は日本車（中古車が大半）であっ
た。在ケニヤ日本大使館の情報では最近の車
の輸入は月 6000 台で内 80% 強が日本車とのこ
とである。今回 JICA が手配した車も日本から
輸入された中古車のトヨタランドクルーザー
で、カーナビは日本仕様の日本語のものがそ
のまま付いたままであった。経済成長と共に
車の輸入が増えた結果、朝晩は至る所で渋滞
が発生しているとのことであった。

ナイロビ市内では一般犯罪も多発している
との話で、5 月末にも市内の商用施設で爆発が
あり、まだまだ安全に対する注意が必要な都
市である。

ナイロビ市内の工場 2 カ所を訪問した。
①台湾系 New　Wide　Group の縫製工場
（ナイロビ郊外のアチリバー輸出加工区
（EPZ）

　　この台湾企業は法人税や輸出関税など
が免除される輸出加工区に 20 年前から
進出している。アメリカ政府がアフリ
カ諸国の経済活動を支援する目的でア
フリカ成長機会法（African　Growth　
Opportunity　Act）を 2000 年 5 月に施行、
ケニヤを含むアフリカ対象国からの輸入
品の免税を実施。この台湾企業はこの制

度を活かし米国向け輸出を拡大し今日に
至っている。筆者は今年 4 月に北陸経済
連合会の台湾経済視察団に同行、台湾の
中小企業は大企業が行動する前に動く逞
しさを持っているとの話を聞いていたが、
その実態をケニヤでみた気がした。

　　本 EPZ の賃料などは、土地借地代が 1
㌶あたり 50 年間の費用が 10 万㌦、建物
は、2㌦～ 3.5㌦ /Feet2/year との話であっ
た。また、従業員賃金は月約 12,000 円に
病院代と住宅手当で、現在この縫製工場
で約 1000 人が働いているという。通勤は
工場の周りに住んでいる従業員が殆どで、
毎日徒歩で通勤、バスなどの手配は特に
していない。 　　　　　 　　

（台湾企業名）

（縫製工場内部）

②ケニヤ資本　KEVIAN 社の果実ジュース
工場

　　同社は飲料水、果実ジュースなどの生
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産販売会社でケニヤ内のシェアーは約
10%。従業員の平均賃金は 110㌦ / 月（ケ
ニヤの最低賃金は 100㌦）。

　　同社は日本の“KAIZEN”を実践、工場
の幹部より、“MUDA”,“MURI”,“MURA”
の排除、“POKAYOKE”といった言葉が
出てきたのに驚かされた。彼は、これらを
日本の“KAIZEN INSTITUTE”で学ん
だという。

　　「 ケ ニ ヤ は Low Cost で あ る が、Low 
Technology でもあり、Local である。日
本とケニヤは Needs と Seeds がマッチす
るので一緒に事業をやりたい」と視察団
員に訴える言葉には、日本企業に対する
期待が感じられた。

　　ケニヤは赤道直下で標高差によりいろ
いろな気候帯が選べる地域である。それ
を利用した果実栽培、果実ジュースの生
産などは有望な産業であろう。

３）オルカリア地域訪問
ナイロビから北西約 80㎞にあるオルカリア

地域を訪問した。この地域にある地熱発電所
と地熱を利用したナイバシャ湖周辺の世界最
大のバラ栽培農園の見学である。

①オルカリヤ地熱発電
　ケニヤは 1981 年にアフリカで最初の地
熱発電を導入した国である。東アフリカ
のリフトバレー火山帯には約 7000MW（メ
ガワット）の地熱発電の潜在性があり、
内 3000MW はケニヤに属している。オル
カリヤ地熱発電所には現在 133 の地熱発
電用井戸があり、従業員約 700 名、現在
の総発電量は約 200MW（メガワット）。
　ケニヤは総発電量の約 55% を水力に
頼っているが近年、電力需要の増加に伴

い、地熱発電に力を入れている。2014 年
までに 480MW に拡大する方針で、この
建設に日本からの ODA が適用され、豊田
通商、東芝が受注した。
　現在オルカリヤ地熱発電のコストは約
6.4 円 /kw/h とのことであった。
　ケニヤ電力公社の幹部は、この地域の
地熱発電は更に 500MW の潜在能力があ
る、将来ケニヤは地熱発電比率を 26%（現
在 12%）まで持って行く計画もある。日
本からの投資を大いに歓迎するとのこと
である。 　　　 

（オルカリア地熱発電所全景）

（地熱発電　井戸の詳細）

②地熱を利用したバラのハウス栽培
オルカリア周辺部は標高 1855m でアフ

リカを代表する切花（バラ、カーネーショ
ンなど）の生産が行われている。今回は
オランダ資本の Oserian Developmen 社
を訪問した。

同社は 1969 年に野菜生産農場として設
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立され、1982 年に切花生産を開始。現在
は切花生産会社で敷地総面積 8,000ha で
生産施設面積は 230ha、である。切花の
種類別面積はバラ 110ha、カーネーショ
ン 103ha、スターチス 17ha、カスミソウ
2ha、トルコキキョウ 6ha（2007 年のデー
タ）となっている。従業員は 5500 人。

栽培のシステムは Hydroponics システ
ムといわれるもので、現地で簡単に採掘
できるパミスといわれる火山礫を篩（フ
ルイ）にかけ、大粒を Hydroponics シス
テムのポットの下部に入れ排水性を高め、
小粒をその上に入れて保水性を確保して
いる。

（バラのHydroponicsシステム）

（筆者後方はバラのハウス群）

1800m の温泉井戸を掘削、そこから
150℃の温泉をくみ出し、熱交換器で 80
～ 90℃の熱水を得てパイプラインでバラ
などの生産設備まで運んでいる。施設内
では 45℃の温湯として夜間の暖房に使用。
左の写真に何本かの配管がみられるが、
CO2 の（植物の炭酸同化作用を活発にす
る、濃度は 800ppm）配管と液肥の配管で
ある。CO2 は地熱発電（独自に持っており、
電気の自給率は 100%）からでてくる高温
温泉スチームに含まれている。バラの苗
木は 7 ～ 8 年使用。

バラの花は切りとられ選花施設に入る
と、下葉を除去され予冷室に、ここで 5
時間保管後選花処理を受ける。ここで IC
チップを埋め込まれたバケツに入れて次
の工程へ送られる。選花処理能力は通常
週 500 万本、最盛期には 1800 万本まで可
能という。

通常毎日航空機でイギリスとオランダ
へ各 1 便のペースで輸出されている。

同社にとり、最も重要なことは、花の
組合せ（デザイン）と厳格な日保ち保証
とのこと。花の組合せは流行があり、そ
れをいち早く掴むことが切花ビジネスの
キーであると説明してくれた。従って花
の組合せを研究している部屋の写真撮影
は NO であった。

世界最大級のバラ栽培ハウス群の見学
は、その規模に圧倒されると同時にオラ
ンダやイギリス資本のアフリカ進出を確
かめられた貴重な経験であった。
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４．今回のアフリカ視察より考えられる
　北陸企業のビジネスチャンス

さて、アフリカへのビジネスチャンスであ
るが、日本の大手企業にとって魅力的なプロ
ジェクトはアフリカの鉱物資源・石油天然ガ
ス資源への開発投資やインフラ整備事業であ
ることはまちがいない。また、今後増え続け
る電力を安定的に供給する体制を作ることは
大いに必要であり、発電事業に対する投資は
まだまだ増えるであろう。更に、アフリカ大
陸全域の物流網整備は大きなビジネスチャン
スである。道路建設、鉄道建設、空港や港の
整備も期待できる。ただ、これらは大手商社
や大手企業の領域で、なかなか北陸企業の出
番には結びつかない。ではどのようなチャン
スが北陸企業にあるのか今回の訪問を機に考
えてみた。
①樹脂メーカーのダーバン進出

先ずは、前述のダーバンのトヨタ工場幹
部の話である。現地では日本の自動車メー
カーが期待する樹脂製品が手に入りにくい
とのことであった。もちろん現地調査は必
要であるが、南アフリカでの自動車生産は
今後更に増えることが予想される。ASEAN
進出を考えている樹脂関連メーカーは多く
が、この地域への進出は熾烈な競争が待ち
受けていよう。一方、南アフリカのダーバ
ンでは ASEAN 地域に比べ競争は少ないの
ではかなろうか。

②飲食ビジネスや日本酒の輸出ビジネス：
ヨハネスブルグやダーバンでは日本食レ

ストランが急速に増えているとの話であっ
た。北陸 3 県は美味しい日本食レストラン
も多く、日本酒の産地でもある。日本食素

材や日本酒の需要はアフリカでも今度増え
てくることが考えられる。まだこの市場に
積極的に進出している企業は少ないと思わ
れ、今が動き出すタイミングなのかも知れ
ない。福井県のある酒造メーカーに情報提
供したところ、早速現地の米国系ホテル向
けに打診を始めた。　　 

（ダーバンの日本食レストラン。奥に寿司カウン
ターが見える。早朝撮影の為人の姿なし。）

③バラの新品種の売り込みや切花の葉や茎の
　炭化・堆肥化技術：

今回訪問した Oserian　Development 社
はどの花と花を組み合わせ花束にするか、
またどういった色の組み合わせにするか、
すなわちデザイン性を大変重視していたこ
と前述した。日本で今までに無い色彩を持
つバラの新品種や今までと違った形状の花
を開発した場合、彼らにライセンスするビ
ジネスが大いに成り立つであろう。

また、彼らの切花生産現場から出てくる
毎日 40 トンの葉や茎の廃棄物、これらを再
利用できるリサイクルシステムは北陸の企
業にとってもすでに何社かが取り組んでい
る。廃棄物を炭化し、エネルギー源として
使う技術や、炭を栽培土壌に混ぜ野菜の終
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了を増やす技術、更には廃棄物を堆肥化し
畑に戻す技術は北陸に存在する。こういっ
た技術機器の輸出やライセンスビジネスも
北陸企業のビジネスに繋がってこよう。

④日本の信号システム技術、カーナビ技術
アジアの国ではよく見られるラッシュア

ワー時の渋滞がナイロビ市内でも大きな問題
になっている。日本では一方通行のメイン道
路の信号は例えば 50km で運転すれば、信
号が次々と赤から緑に変わっていき、車のス
ムーズな流れを作り出している。こういった
信号システム技術は渋滞解消に繋がる。

またケニヤを走る中古日本車のカーナビを
ケニヤ地図モデルにソフトを入れ替え、そこ
に渋滞情報を提供（経費の検証が必要だが）
することにより、渋滞緩和につながるのでは
なかろうか。

⑤漢方原料の薬草栽培、漢方成分の抽出工場、
　日本への輸出

富山県は薬都といわれるように漢方薬の製
造拠点都市である。しかし、その原料の大半
は中国に依存しているのが現状で、漢方薬原
料が第二のレアアースになるのではと心配さ
れている。

ケニヤは標高差により植物の分布が異な
ることより、中国雲南省と同様にかなりの
種類の薬草の産地であると思われる。今回
JETRO などの関係者にケニヤの薬草につい
て訊ねたが、ATEMESININ（マラリヤ対応
生薬）の栽培、エキスの抽出をしている会社
があることが分かったがそれ以上のことは不
明であった。

中国に代わる漢方薬原料産地としてケニ
ヤに注目してもいいのではないかと思い富山
の薬業関係者に紹介したところ、興味はもっ

てくれたが、今アフリカまで手を回すだけの
マンパワーを持ち合わせていないとの話で終
わってしまった。

⑥果汁ジュース工場など
前述の果汁ジュース工場のようにすでに

基盤を持っている会社が存在する。ケニヤ
は赤道直下であり、標高差の違う農地で種
類の違う様々な果物の栽培が可能な地域で
ある。果実栽培から果汁工場まで、こういっ
た企業が成り立つ国であり、日本を含むア
ジア向け、更に欧米向けの果汁ビジネス展
開も考えられる。

５．終わりに
今回訪問した 2 ヶ国で、中国や韓国が積極

的に進出している事実は先ずは韓国の広告の
多さでそれを感じることができたが、　その他
に次のような話もそれを裏付けるものであっ
た。

一つはアフリカでの中国製の安価な携帯電
話の普及である。この種の携帯電話と言えど
も、通話といった必要最小限の機能は有して
おり消費者にとってはそれで十分なのである。

JICA の青年海外協力隊員がある国で、この
オートバイは日本製だといって自慢されたの
でよくみると、Kawasaki ではなく Kawaseki
であったというような話も多い。安価で、あ
る程度走れば彼らにとって Kawaseki で十
分なのである。これは所謂 BOP（Bottom of 
Pyramid）向け商品・製品なのでありアフリ
カ市場を攻めるのであれば、そういった機能
に対する見直しも必要である。

ODA に関しても、中国、韓国の攻勢がすご
くなっているとも聞く。貧しいアフリカの国
にとっては、その結果、鉱物資源の開発権を
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中国などに渡すようなこともあるようだ。
日本も官民連携でアフリカ市場を攻める時

代なのではと感じた。
1998 年にミャンマーに進出した石川県の印

刷会社は、現地で成功を収め、最近ではミャ
ンマー現地視察のアレンジを北陸企業などか
ら依頼されたり大忙しである。

この企業の成功は、誰も進出していない時
期に、それなりのリスクを覚悟して進出、そ
の結果、現地の印刷事業の大きなシェアーを
獲得するというフルーツを得たものである。
今のアフリカは、その当時のミャンマーにみ
えてくるのであるが読者の皆さんはどう思わ
れたであろうか。

最後にアフリカ大陸らしい写真を紹介する。
下の写真は、オルカリア地熱発電所内で撮

影したキリンである。また、そのキリンの通
り道を妨げないように発電蒸気の配管パイプ
がキリンの通れる高さまで持ち上げられてい

る現場の写真であ
る。自然との共生
は、この地域では
特に意識しなけれ
ばならない重要な
ことであることを
気づかされたか。

尚、この度お世話になった JICA 関係者の皆
様、現地日本大使館の皆様、JETRO 現地事務
所の方々にお礼を申し上げ、この報告を閉じ
ることにいたします。

尚、次ページには JICA の海外展開支援の内
容を紹介頂いておりますのでご一読ください。
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１.ODA とは？
　日本政府はいわゆる開発途上国に対し、そ
の社会、経済発展を促すために様々な支援を
行っています。その中で途上国政府と日本政
府の間の国際約束に基づき実施される技術協
力や資金協力が、政府開発援助（ODA）の
二国間援助と呼ばれるものです。独立行政法
人国際協力機構（JICA : Japan International 
Cooperation Agency） は、その実施機関とし
て関係機関との連携、協力を図りながら、開
発途上国の社会、経済発展に資する様々な事
業を行っております。

２. 何故 ODA が必要なのか？
　年配の方はご記憶にあるかもしれませんが、
先の大戦で敗戦国となった日本は、国際社会
から様々な支援を受けております。東海道新
幹線、東名高速道路、黒部ダム等は、このよ
うな支援を活用して整備したものです。これ
らの支援を得ながら日本は奇跡ともいわれる
戦後復興、経済発展を遂げ、世界第二位の経
済規模を誇る経済大国となっています。現在
は中国に抜かれ第三位となっていますが・・・。
　かつての日本のように、現在でも貧困、保健・
医療、教育、気候変動等様々な問題を抱える
途上国を日本が支援するのは、国際社会への

「恩返し」の意味があります。
　昨年の東日本大震災の際にも、日本から援
助を受けてきた多くの開発途上国から、義援
金や激励のメッセージが届いております。も
ちろんこれらが全て JICA の長年に亘る国際協
力活動の成果とは考えておりませんが、ほん
の少しは貢献しているのではないかと自負し
ております。
　この他にも、インターネット等の発達で、
紛争による難民や干ばつにより飢餓状態に
陥っている子供たちの状況がリアルタイムで
見られるようになり、何とかしてあげたいと
いう人道的な思いから、また 2015 年までに達
成することを目指しているミレニアム開発目
標（MDGs : Millennium Development Goals）
のような国際社会共通の目標への貢献という
観点からも、ODA は重要な役割を果たしてい
ます。
　最後に、ここで最もご紹介したいことが国
益への貢献です。食料や様々な天然資源、ま
た高齢化と労働力の不足に悩む農林漁業や各
種製造業の場での働き手の供給源として、島
嶼国である日本は海外に、特に開発途上国に
依存しております。ところが、その開発途上
国は様々な問題を抱えており、必ずしも常に
安定した状況にあるとは言えません。そこで

政府開発援助
（ODA : Official Development Assistance）

を活用した海外展開について

2012 年 9 月
JICA 北陸
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ODA を活用し、開発途上国の安定を阻害する
要因を取り除くことで、日本と途上国が共存
共生できる状況の確保に努力しています。
　このことは民間企業の海外展開のためにも
重要なことと考えております。

３. 情けは人のためならず、win-win の関
　係を。
　急激なグローバル化が進む中、日本でも歴
史的な円高や少子高齢化の深刻化、そして東
日本大震災からの復興と大きな課題に直面し
ています。そのような状況の中、日本企業に
とって海外展開による新たな可能性の検討は
不可避であり、様々な分野でその対応が求め
られています。
　加えて、日本企業の海外展開は、質の高い
技術の導入につながることから、進出する開
発途上国の発展にも貢献することが期待され、
今後の更なる深化と広がりが望まれています。
即ち、今後も人口増加が予想され、経済発展
が期待されるだけでなく、天然資源の供給元
でもある開発途上国での事業展開は、日本企
業と開発途上国の双方に便益をもたらすもの
であり、ODA を活用して支援する価値がある
ものと考えております。
　JICA は、これまでも例えば開発途上国での
職業訓練プロジェクトによる人材育成、海外
投資や生産工場誘致のための制度構築やイン
フラ整備等を行うと共に、良く知られている
青年海外協力隊事業により、海外展開を目指
す日本企業にとって有用な日本側人材の育成
を推進してきました。
　更に近年、開発途上国の社会、経済発展に
おける民間企業の役割の重要性が高まってい

る中、JICA は ODA の主旨に合致する企業活
動に対し、より直接的な支援を行うことがで
きる以下のような制度を設け、民間企業の、
特にきらりと光る技（わざ）を持った、製品（も
のつくり）に長けた中小企業の海外展開を支
援しております。

４．青年海外協力隊事業を活用して世界で
　活躍できる企業人材を育成出来ます。
　民間連携ボランティア制度：従来の公募に
よる青年海外協力隊に加えて、海外での事業
展開を検討している企業の若手社員を、その
企業が希望する国（開発途上国）と分野に青
年海外協力隊員として派遣し、将来の海外展
開も含めた企業の中心となる人材として育成
することが可能です。中小企業からの参加の
場合には、JICA から企業に対して給与の補て
んを行います。

５．開発途上国でのビジネスプラン作り
　を支援します。
１）BOP（Base of the Pyramid）ビジネスの
ための調査：世界中に 40 億人存在するといわ
れる貧困層の、貧困からの脱却や生活改善に
貢献する企業活動に対し、民間からの提案に
基づきビジネスプラン策定のための調査を支
援する仕組みです。JICA からはそのための調
査費用として上限 5,000 万円の支援が可能です

（中小企業は上限 2,000 万円もしくは 5,000 万
円を選択可能）。
北陸での事例
　石川県　会宝産業株式会社　ナイジェリア

「BOP 層が参画する環境配慮型の自動車リサイ
クルバリューチェーンの構築事業」
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２）PPP インフラ事業計画策定の調査： 円借
款や海外投融資といった ODA 資金の活用を前
提とした、PPP（Public Private Partnership）
インフラ事業の民間部分への投資を計画して
いる民間法人から事業提案を公募し、当該提
案法人に JICA が事業計画策定のための調査を
委託するもので、調査費用のうち JICA が負担
する上限は 1 億 5,000 万円となっています。
北陸以外での事例
　鹿島建設株式会社　ベトナム「ダナン市ホ
アリエン上水道整備事業準備調査」

３）中小企業の事業可能性（F/S）調査：開発
途上国が抱える問題解決への貢献と事業展開
の両立を目指す中小企業の提案を募り、採択
された提案の事業計画策定を支援する仕組み
を平成 23 年度試行的に導入しました。同調査
の費用のうち最大 1,000 万円まで JICA が支援
できます。なお、平成 24 年度以降の実施につ
いては未定となっています。
北陸での事例
　富山県　株式会社タイワ精機　カンボジア

「精米機製造・販売・輸出事業調査」

６．中小企業の持つ技術や製品を紹介、活
　用する ODA 案件の検討形成が可能で
　す（外務省委託費事業）。

１）ニーズ調査：コンサルタント、商社から
の提案に基づき、開発途上国の問題解決や開
発のために、日本の中小企業の技術、製品を
活用した ODA 案件形成の調査が可能です。調
査費用のうち上限 5,000 万円まで支援が可能で
す。

２）案件化調査：中小企業とコンサルタント
による共同提案に基づき、その保有する技術、
製品を活用し、開発途上国の問題解決や開発
に資する ODA 案件を形成のための調査が可能
です。調査費用のうち上限 3,500 万円まで支援
が可能です。

３）開発途上国への普及事業：中小企業とコ
ンサルタントによる共同提案に基づき、その
保有する技術、製品のニーズ調査や適合性検
証等を行い、ODA 事業の中で相手国政府関係
機関等による試用、導入のための調査ができ
ます。調査費用のうち上限 5,000 万円まで支援
が可能です。

更なる情報は、JICA ホームページ「民間連携」
http://www.jica.go.jp/priv_partner/index.
html をご確認いただくか、JICA 北陸までお
問い合わせ下さい。　
電話 076-233-5931　担当：星野または友部まで。


