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JICAグローバル・アジェンダとクラスター

第5期中期目標の「日本の開発協力の重点課題」の項目に併せて中・長期的な
成果・目標を設定し、「事業のまとまり」で目標達成を目指すもの。
SDGs貢献やJICAが達成を目指す価値・取組を積極的に発信し、プラットフォーム
で共有し、途上国及び多様なステークホルダーとの協働を主体的に進める。

JICAグローバル・アジェンダの枠組の中で
重点的に取り組む事業群。
データやセオリーなど定量・定性的な根拠に基づき、
具体的な「開発のシナリオ」を策定。
クラスター事業戦略単位で、事業マネジメントや
成果管理を包括的に行う。

JICAグローバル・アジェンダ（課題別事業戦略）

クラスター事業戦略
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グローバル・アジェンダとクラスター
JICAグローバル・アジェンダ クラスター事業戦略（作成中含む）

Prosperity

経済開発部
社会基盤部

①都市・地域開発
②運輸交通
③資源・エネルギー
④民間セクター開発
⑤農業・農村開発

「都市マネジメント・まちづくり」①
「道路交通安全」②
「エネルギー利用の低・脱炭素化」③
「アフリカ・カイゼン・イニシアティブ」④
「NINJA」④
「アジア投資促進・産業振興」④
「アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）」⑤
「小規模農家向け市場志向型農業振興（SHEP）」⑤

People

人間開発部

⑥保健・医療
⑦栄養の改善
⑧教育
⑨社会保障・障害と開発
⑩スポーツと開発

「母子手帳を活用した母子継続ケア強化」⑥
「食と栄養のアフリカイニシアティブ（IFNA）」⑦
「教科書・教材開発を中心とした学びの改善」⑧

Peace

ガバナンス・平和構築部

⑪平和構築
⑫ガバナンス
⑬公共財政・金融システム
⑭ジェンダー平等と女性のエンパワーメント

⑮デジタル化の促進

「サヘル地域の平和と安定」⑪
「税関近代化支援を通じた連結性強化」⑬
「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」⑭
「サイバーセキュリティ」⑮

Planet

地球環境部

⑯気候変動
⑰自然環境保全
⑱環境管理
⑲持続可能な水資源の確保と水供給
⑳防災・復興を通じた災害リスクの削減

「陸域持続的自然資源管理（森から世界を変えるイニシアティ
ブ）」⑰
「廃棄物管理の改善と循環型社会の実現イニシアティブ」⑱
「水道事業体成長支援」⑲
「大都市を中心とする資本集積地域への防災投資実現」⑳
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デジタル化の推進・DXによる潜在的開発効果

把握・判断

（正しく把握・判断す
る）

データの取得・蓄積によ
り、事実を適時的確に把
握し、分析・判断するこ
とが可能。DXを通じ、
根拠に基づく分析・判断
の下に課題解決に取り組
む。

包摂・浸透

（行き渡らせる）

必要なサービスをICT技
術によって空間的・社会
的な制約を越えて提供す
ることで、これまで対応
できなかった面的な拡大
に威力を発揮する。

緻密・迅速

（細やか・速やかに対応
する）

DXによって個々個別の
状況・課題に細やか・速
やかな対応が可能。従来
は対応できなかった緻密
性・迅速性を持った施策
実行を行う。

効率・正確

（効率的・正確に実行す
る）

実行するべき業務・手続
を自動化、システム化す
ることで効率的かつ正確
に遂行する。ICT技術に
よる遠隔での施策実行も
効率化に寄与。

統合・融合

（領域を革新的に融合す
る）

データの領域・分野にま
たがった共有、連携した
活用が可能である利点を
活かし、領域・分野の融
合による効果的な課題解
決、革新的なアプローチ
を創出する。

途上国においては状況や
実態が不明確なままに意
思決定や計画策定を行わ
ざるを得ないケースが存
在。

途上国においては行政や
各種社会サービス等に非
効率な手続、システムが
存在。

途上国においては空間
的・社会的な隔絶から最
も必要とするところに必
要なものが到達しない状
況が生じる。

途上国における状況や課
題は地域、社会グループ、
個々人によって多様。ま
た、情報が適時適切に伝
わらない。

途上国に存在する複雑な
課題に対し、領域・分野
を跨いだ包括的・効果的
な取り組みを行い得る可
能性。

衛星データを活用した森林伐
採の状況把握、携帯電話等か
ら取得するモバイルデータに
よる経済活動把握など

通関、徴税システムによる行
政手続、インフラの遠隔維持
管理など

ICT技術を用いた地方部への
遠隔医療サービス、貧困層へ
の金融サービス提供など

災害時の速やかな緊急警報伝
達、国民ID導入による個々に
合わせた社会サービス提供な
ど

スマートシティなど

※透明性・アカウンタビリティを確保する：DXは開発における施策実行の透明性を確保できる利点がある。

DX関連技術例

情報獲得・送受信・蓄積

インターネット・情報通信技術、衛星・リモート
センシング、センサー、ICチップ、クラウド等

データ処理・解析

スーパーコンピュータ、ビッグデータ解析、AI
（画像・音声認証、自然言語処理、機械学習）等

自律動作・制御

ロボティクス、自動運転、ドローン、3Dプリン
ター等



NO.1

独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

Cover Photo ─川沿いに立つプノンペンの王宮。後方に現代的な街並みが見える。

都市行政は古都の景観を保ちつつ、経済成長に対応することが求められる。

photo: Getty Images

JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

都市の望ましいあり方を見据え、最新の地理空間情報を活用しながら

適切な土地利用を考案します。さまざまな利害を調整し、計画、整備、管理運営等を実施。

魅力的でサステイナブルな街を構想し、マネジメントする能力を強化します。

都市行政の能力を強化し、

産学官やコミュニティなど

多様な関係者とともに住みよい街をつくります。

都市・地域開発

都市マネジメントで、

暮らしやすく

持続可能な街を
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参考事例

領域・分野 開発効果タイプ 具体例

都市・地域開
発

把握・判断 データに基づく科学的な都市交通計画の立案（携帯電話位置情報ビッグデータの収集と予測精度の高い分析）
⚫ バングラデシュ ダッカ都市交通マスタープラン【技協】
⚫ コンゴ民 キンシャサ都市交通マスタープラン（【技協】

統合・融合 交通・環境・エネルギー・公共サービスの効率化・高度化により生活の質向上を目指すスマートシティの構築
（都市の経済社会活動に関する情報をセンサー、ICT、データ解析、自動化・制御技術により総合的に利活用）
⚫ タイ バンスー駅周辺整備推進に向けたスマートシティ構想（電子基準点を利用したパイロット事業）【技協】
⚫ タイ Thailand4.0を実現するスマート交通戦略【SATREPS】
⚫ カンボジア カンボジア国シェムリアップにおける都市環境改善に係る情報収集・確認調査【技協】

今後の方向性 地理空間情報の活用による包括的な都市マネジメントの推進（GIスクエア構想）
- 都市の円滑で効率的な経済活動を促し、人々にとって持続的で質の高い生活空間を実現するための都市情報基盤を整備する協力
- 開発途上国において、誰もがいつでもどこでも必要な地理空間情報を使ったり、高度な分析に基づく的確な情報を入手し行動できたりする社会「地理

空間情報高度活用社会（G空間社会）」の実現を支援するため、基本となる高精度の測位システムやデジタル地形図の整備に取り組む。オープン
データ政策等の世界の動向を踏まえ、G空間情報整備、利用環境整備、利用促進及び人材育成を対象国の状況に合わせてパッケージ化して取り組
んでいく。併せて、地理空間情報関連サービスの市場拡大と利活用促進を念頭に、各種パイロット事業の実施に取り組むとともに、地理空間情報当局
による当該政策の企画運用能力強化に取り組む。

- また、ニーズに応じて、ハザードマップや防災GISと組み合わせた防災分野の協力、スマート農業と組み合わせた農業分野の協力、i-Constructionと組
み合わせた建設分野、自動運転と組み合わせた交通分野等の分野横断型の取り組みを省庁や航測業界とも連携の上で推進する。更に、同分野の
プロジェクトにおける測量・地図作成の成果とも一緒に利活用できるよう、共通の測量の基準を用いて実施する。（都市開発クラスターペーパーより）

参考：日本の強みと協力
可能性

日本のDX関連技術の強み
- 世界における日本製建設機器の普及率
- 建物・インフラ点検を代替するロボット点検化技術
- 市民参加型のまちづくりを実現する都市OS
協力可能性
- フィールド・業種に跨る広域インフラマネジメントシステムの構築
- 都市OSを活用した、住民とのインタラクティブなまちづくりの推進
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電子基準点網の整備促進支援と
高精度測位データの共有

地理空間情報の活用による包括的な都市マネジメントの推進（GIスクエア構想）

都市の円滑で効率的な経済活動を促し、人々にとって持続的で質の高い生活空間を実現するための都市情報基盤を
整備する協力を志向。GIスクエアでは、各高精度測位データなど、官民で広く利活用される事業環境基盤を整備。
データを活用した都市管理のデジタル活用促進や新たなビジネスとイノベーションの創出を促進する。

電子基準点 測位データ共有

建設（ ICT施工、自動点検等） スマート農業（省力化、生育分析、栽培管理）

自動運転（MaaS、移動・物流効率化） 測量（精密測量、3次元モデル化）

高精度移動式三次元計
測システム（MMS）

三次元計測・分析

ICT施工
マシンガイダンス

ドローンによる
維持管理点検 農作業の省力化・効率化

オンデマンド
交通

交通データ
分析

自動運転
バス

先進的なデータ利活用を
4分野でパイロット実施
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独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

運輸交通

運輸交通分野における低・脱炭素化を進めつつ、国内およびグローバルに広がる

運輸交通インフラの整備や維持管理技術の向上、安全の確保に取り組みます。

それにより、すべての人が安全で自由に移動でき、

必要なモノがあまねく世界に行き渡る社会を目指します。

すべての人・モノが

安全かつ自由に

移動できる世界へ
運輸交通は、人間社会において人々が文化的に、

未来に向かって創造的に生きていくための

活力の源泉です。

Cover Photo─日本の支援で建設されたカンボジア初の斜張橋「つばさ橋」の開通を祝う市民たち（写真：共同通信社）
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参考事例

領域・分野 開発効果タイプ 具体例

運輸交通 把握・判断 最適な公共交通の設計・運営管理、MaaSの実現（準天頂衛星による正確な位置情報、ビッグデータ等の活用）
⚫ 運輸交通分野のDX基礎調査【調査】

効率・正確 道路・橋梁の効果的な維持管理（損傷検知・予測・管理）（車載カメラ・ドローンによるデータ取得とAIによるデータ解析）
公共交通の利用円滑化（ICカードによる運賃徴収、クリアリングハウス構築）
道路・橋梁維持管理
⚫ フィリピン 道路・橋梁の建設・維持管理に係る品質管理向上プロジェクトフェーズ3（ドローンによる道路・橋梁の効率的な監視）【技協】
運賃徴収・公共交通利用円滑化
⚫ バングラデシュ ダッカ市都市交通料金システム統合のためのクリアリングハウス設立プロジェクト（ICカードでの運賃徴収を導入）【技協】

今後の方向性
ビッグデータとＡＩ活用による次世代道路交通管制システム“スマーター信号システム”の開発
- 既存の交通信号システムの制御方法とは異なり、携帯電話ＧＰＳを基にしたドライバーのトリップデータ、車輛のプローブ・データなどをリア

ルタイムで取得し、ビッグデータ解析とＡＩによる深層学習によって現場の最新状況と未来予測により交通管制・信号システムの最適運用
を行う協力

参考：日本の強みと協力
可能性

日本のDX関連技術の強み
- 世界における日本製自動車・自動二輪・造船の普及率、日本国内における鉄道密度
- モバイルデータの収集・活用技術
- ITカード、データ・クリアリングハウス
協力可能性
- センサーを活用して最適化された公共交通機関のルート作成
- オンデマンド型の AI バスの推進
- ドローンを活用したラストワンマイル配送の構築
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ビックデータを活用した交通管理 他

携帯電話GPS位置情報を基にしたドライバーのトリップデータ、車輛のプローブ・データなどをリアル
タイムで取得し、～現場の最新状況と未来予測により、バスの運行管理や交通管制・信号システムの最
適運用等を通じて、都市の交通管理をスマート化する志向。
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大量高速輸送システムとクリアリングハウス

ダッカ都市交通整備事業（円借款）

ダッカ市都市交通料金システム統合のためのクリアリングハウス設立プロジェクト（技協）

◼ 人口増に伴う慢性的な交通渋滞を引き起こしているダッカ首都圏への協力。

◼ 都市高速鉄道（MRT）の建設、及びMRT6号線と他の公共交通機関（バス等）との間で共通のICカード
が利用できる仕組みづくりを支援。データ蓄積・活用を通して便利・最適な公共交通サービスを実現。

ダッカ市内に軌道系大量輸送システムである都市高速鉄
道（MRT1号線、5号線、6号線）を建設。

①ICカード発行、②公共交通料金の精算、③公共交
通の利用状況等、様々なデータを統合してやり取り
する仕組みを構築し、市民にとって便利な公共交通
の実現を目指す。
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道路・橋梁の建設・維持管理に係る品質管理向上プロジェクトフェーズ３

11

道路AMプラットフォームから国内でドローン点検・診断を実
施する民間企業に海外実装を打診、技プロの中で試行的
に実施。今後の海外での普及・展開に向けた課題を検討。フィリピン技術協力プロジェクトの中で過去の日本のODA案件で建設した2橋

で試行的に実施
作業概要：橋梁空撮及び3次元モデル作成と3次元管理台帳への登録作業
実施時期：2018年11月5日～2018年11月16日

ドローンを使った橋梁点検・AI診断

サンファニコ橋 アガスアガス橋

鋼トラス/鋼桁橋
橋長2000m(メイントラス416m)
建設年1972年
点検課題:トラス桁・橋下面の状況把握困難

PC箱桁橋 橋長350m(100+150+100)
橋脚高75m
建設年:2009年
点検課題：橋脚・箱桁外部の状況把握困難

AIによるクラック位置検知

画像データを用いた3次元モデル

サンファニコ橋
撮影画像から判明した損傷（部材変形、塗膜減少、塗膜剥がれ、ボルト抜け）

※赤線部がクラック位置
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独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

1
2

JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

電気を利用できない人口や暮らしを脅かす停電を減らし、誰もが利用できる価格で

電気を供給できるよう、持続的な電気事業体制を構築します。さらに、気候変動に

対応するため、持続可能なエネルギー利用と途上国における鉱物資源の適切な管理に貢献します。

すべての人が手頃な価格で

クリーンなエネルギーや資源を安定的に利用し、

豊かな生活を送れる社会の実現を目指します

資源・エネルギー

Cover Photo─JICAが支援したガーナの電化家屋で蛍光灯の周りに集まる人々
photo: JICA

誰もが安心して

電気を使える

世界へ
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参考事例

領域・分野 開発効果タイプ 具体例

資源・エネル
ギー

判断・把握
効率・正確

高度な予兆診断によるプラント維持メンテナンス（発電所制御管理システム、ビッグデータ活用による予測）

⚫ ケニア IOTを活用したオルカリア地熱発電所のO&M能力強化（IOTによる効率的な遠隔監視・予防保全）【円借款、技協】
⚫ コスタリカ グアナカステ地熱セクターローン（ラス・パイラスII）・ボリンケンＩ地熱開発事業【円借款】

包摂・浸透 地方・遠隔地へのマイクログリッド、再生可能エネルギー導入（遠隔監視技術の活用）
⚫ インドネシア スンバ島での再生可能エネルギーと鉛蓄電池によるエネルギーマネジメントシステム実証（遠隔監視技術導入による効

率的なエネルギーマネジメント）【JICA外事業・九電工】
⚫ サブサハラ・アフリカ地域 オフグリッド太陽光事業（電力使用状況のリアルタイム遠隔制御、モバイルマネーによる電力利用料徴収をと

おした地方部への効果的なサービス供給）【海投】
（DX基盤） 電力・エネルギーへの新しい技術の導入の組織能力強化・人材育成（スマートグリッド技術の導入検討）

⚫ ヨルダン 再生可能エネルギー系統統合と安定供給の促進プロジェクト（電力のディマンドサイドマネジメントの実証を通し、革新的なエ
ネルギー供給・管理の人材育成）【技協】

⚫ JICA-VANによる研修人財ネットワーク「資源の絆」（将来導入し得る革新的な技術動向等を開発関係者に共有）【技協】
今後の方向性 デジタル技術で推進するエネルギー・トランジション

①送配電ネットワーク強化や発電安定供給強化（電力設備維持管理の効率化）②再エネ（再エネ大量導入を可能にする高度な制
御）、③省エネ（エネルギー使用状況のモニタリング）への協力を志向。

参考：日本の強みと協力
可能性

日本のDX関連技術の強み
- インフラ点検技術、リチウムイオン電池、自然災害・天候予測技術に基づく需要予測
協力可能性
- 電力セクターでの遠隔インフラメンテナンスの効率化
- 住民のニーズ予測・天候予測データを踏まえた蓄電池サービスの展開による地方電化の推進
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デジタル技術で推進するエネルギー・トランジション

①送配電ネットワーク強化や発電安定供給強化（電力設備維持管理の効率化）②再エネ（再エネ大量導入を
可能にする高度な制御）、③省エネ（エネルギー使用状況のモニタリング）への協力を志向。

案件背景

デジタルの効果

イメージ

• 地熱発電は天候に左右されず、環境にもやさしい発電方式であり、ケニアにおける開発の優先度が高い

• 地熱発電設備から適切にデータを収集・蓄積・分析を行うマネジメントサイクルの構築が求められていた

• ケニア発電公社（KenGen）の能力強化したいというニーズとメーカーのデータの取得のニーズからWin-Winの関係を
構築

• JICA専門家を派遣して、データを用いた日常運転・点検を実現。ケニア地熱発電設備のデータ収集、保守点検の効率
化をInternet of Thing（IoT）技術を用いて実現できるよう技術者の能力を強化。

＜成果：プラント＞

・日常運転・日常点検
・メンテナンス計画の策定（直営/
外注の範囲検討含む）
・メンテナンス実施（直営）

・メンテナンス発注・モニタリング
（外注）
・スペアパーツ管理・調達

＜成果：貯留層＞

・坑井モニタリング
・坑井メンテナンス計画（補充井）
・坑井メンテナンス実施

＜成果（データセンター・予防保全）＞

・データ収集・蓄積（IoT）システム導入
・KenGenから提供される情報に基づくO&M
アドバイス（遠隔監視はオプション）
・データ収集・蓄積（IoT）改善

IoTシステム
（データの蓄積・活用）

JICA専門家
（KenGen能力強化）

事例：ケニアにおけるIOTを活用したオルカリア地熱発電所のO&M能力強化



NO.4

独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

1
5

JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

起業家や企業の競争力を向上させ、産業・投資政策やビジネス環境を整備し、

金融アクセス等を改善。民間企業が成長するための環境を整えます。

また現地企業と日本企業の協働を進め、連携を強化し、双方の経済の強靭化を目指します。

所得を向上させ、財政を支える

民間企業を育成・強化。

イノベーションや投資も推進し、

質の高い経済成長の実現へ。

民間企業を育成し、
途上国の
経済成長を促す

民間セクター開発

Cover Photo ─エチオピアの首都アジスアベバ市内にある、ヘアワックスやクリームなどケア製品の製造・販売会社、

ゼニス（ZENITH）社の工場。JICAの協力でカイゼンに取り組み成果を上げた。

photo : Kenshiro Imamura/JICA



独立行政法人国際協力機構｜Japan International Cooperation Agency 16

参考事例

領域・分野 開発効果タイプ 具体例

民間セクター
開発
金融

効率・正確
緻密・迅速

効果的な商取引、生産の高度な自動化（インターネット、IoT技術の活用）

⚫ ラオス 日本センタープロジェクト（Eコマース活用による現地ビジネスの取引機会の向上へ取り組み）【技協】
⚫ インドネシア 自動車産業開発プロジェクト（在庫管理システム、裁断装置の段取り自動化等、自動車部品サプライヤーのデジタル技術導

入促進）
⚫ 複数国 最新テクノロジーを活用した製造業高度化に係る情報収集・確認調査（ものづくりのIoTの導入可能性を調査）【調査】

包摂・浸透 金融サービスや起業支援サービスのアクセス向上（個別データの獲得とデータのAI分析）
⚫ ケニア 企業金融アクセス改善情報収集・確認調査（信用リスクデータベース・AI診断）【調査】
⚫ アルバニア国小規模農家金融包摂プロジェクト（スマホアプリによる小規模融資、起業家支援サービス提供）【技協】
⚫ ブータン デジタルものづくり工房（ファブラボ）による技術教育・普及促進プロジェクト（3Dプリンターを含むファブラボ構築、ものづくりのデジ

タル化による現地ビジネスの促進）【技協】

（DX基盤） DX、イノベーションの源泉である民間企業の育成・振興
⚫ Project NINJA（スタートアップ育成による現地のDX推進支援）【技協・調査】
⚫ ルワンダ ICTイノベーションエコシステム強化プロジェクト（スタートアップ企業の育成・振興環境整備による現地DX推進支援）【技協】

今後の方向性

社会経済のデジタル化を支えるテック系スタートアップの育成に係るエコシステム構築 (Project NINJA)
- 途上国各国のデジタル社会の担い手であるテック系スタートアップを育成するためのエコシステムを整備・運用する協力
- Project NINJAのもと、各国で展開しているスタートアップ支援プロジェクトにおいてデジタル化を支えるテック系スタートアップ育成に係るエコ

システム構築モデルを確立。

参考：日本の強みと協力
可能性

日本のDX関連技術の強み
- 生産・物流の総合的管理技術
- 産業用ロボット、ロボット運転技術、無人工場・倉庫、
- 電子タグ・電子レシートの導入
協力可能性
- センサーやドローン、AIを活用した工場設備・構造物点検の自動化
- 生産高度化、倉庫における高度な在庫管理の高度化・最適化
- AR を活用した遠隔作業指導
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ラオス日本センタービジネス人材・ネットワーキング強化プロジェクト

ラオス日本センター
専門家/スタッフ

途上国の企業

商品

輸出

消費者との
対話

プロトタイプ
作成

受注・生産

輸出・配送
送金

各商品サンプルを基に、理想の商品完成形の意見交
換をフェリシモのコミュニティスクエア上（ウェブ上）で行う。
例えば商品の柄、サイズ、色などについてアンケート形式
で消費者に質問をし、回答を得る。対話で発生する日・
ラオ翻訳はラオス日本センターが側面支援

上記のステップで明確になった商品の理想形をプロトタイプ
として生産する

目標数を生産後、日本のA社物流在庫へ輸出、在庫
から消費者へ個配
A社から生産者へ送金（送金のタイミングは要検討）
輸出はDHLのクーリエ業務範囲内で依頼

プロトタイプが完成したら、ウェブ上で日本人消費者に商
品の注文（予約）を募る
注文が一定数（諸々の費用を見込んで赤字にならな
い数）を超えたら、本格生産開始

✓ ラオス伝統のスカート

バックアップ

出品した
生産者グループ

ローカル
コンサルタント

A社の
お客様

A社

手数料
30%

出荷

予約

支払い

輸出

納品

Items

ブログ支援
翻訳等

支援

予約注文が目標数に
達すれば納品

コミュニティ
スクエア

JICA

送金

オンライン
コミュニケーション

ローカルコンサルタント調達
ブログ支援等

契約
予約販売、客への配送、決済、送金
手配などプラットフォーム機能の利用

ECommerce A社概要 ※同社ではなくMakuakeと成約
➢ 創立：1965年創業（東証一部上場）
➢ 対象分野：

• ファッション、生活雑貨、手作りキット、美容関連、食品等
•猫部などユニークな企画も展開
•海外（途上国）での事業もいくつか展開



NO.5 農業・農村開発（持続可能な食料システム）

独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 Cover Photo ─CARDによる稲作振興支援を受けるタンザニアの農家。

1
8

JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

生産技術の開発や普及、効果的な流通体制の構築を通じて農・畜・水産業の生産性を高め、

農村部の貧困削減と経済成長を推進します。それとともに、気候変動への対応や

食品ロスの課題にも取り組み、食料の安定的な生産・供給に貢献します。

開発途上国の「食」を 支える

小規模農家の所得を向上させることで

農業をビジネスへ発展させます。

みんなが豊かになる

農業を実現し

貧困と飢餓をなくす
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領域・分野 開発効果タイプ 具体例

農業 把握・判断 データに基づく科学的な農水産業の計画・管理（農水産関連の衛星データの取得とサーバへの蓄積、データ解析）
⚫ JJ-Agri（JAXA・産総研との連携による水稲作付・灌漑配水等に関する光学衛星データの取得と解析）【連携プラットフォーム】
⚫ JJ-Fish（JAXA・産総研との連携による漁船航行に関するSAR衛星データの取得と解析）【連携プラットフォーム】

効率・正確
緻密・迅速

農産品の付加価値を向上するスマート・フードチェーンの構築
（育種・生産・加工流通・消費の各段階での農業データ獲得とAI等によるデータ解析）
⚫ ベトナム北部中山間地域に適応した作物品種開発プロジェクト（ゲノム育種による品種開発の実行）【技協】
⚫ コロンビア 遺伝的改良と先端フィールド管理技術の活用によるラテンアメリカ型省資源稲作の開発と定着プロジェクト（農業IoTセンサー

「e-kakashi」の実証による、スマート農業の実践）【SATREPS】
⚫ ミャンマー 水管理・営農指導改善プロジェクト（灌漑水管理、病害虫対策へのアプリの活用）【技協】
⚫ マダガスカル 肥沃度センシング技術と養分欠乏耐性系統の開発を結合したアフリカ稲作における養分利用効率の飛躍的向上プロジェクト

（ドローンを活用した肥沃度センシングによる科学的な稲作技術の推進）【技協】
農業 今後の方向性

(1)スマート・フードバリューチェーン（FVC）による付加価値創出農業の推進
データに基づき農業の生産、加工、流通を最適化し、小規模農業の近代化と付加価値の向上を通して農家の生計向上
を推進する協力
(2) 家畜疾病のデジタル管理の推進
家畜画像診断支援システムを使って遠隔地から獣医官や専門家が助言するメカニズムを構築する。

参考：日本の強みと協力
可能性

日本のDX関連技術の強み
- 自然災害・天候予測技術
- イネのゲノム解析技術、DNAマーカー育種技術、果物の糖度向上等に繋がる品種改良技術
- 人間を代替する農業ロボットと自動運転技術
- IOTを利用した精密農業、植物工場に関する技術
協力可能性
- 農作物のスマート育種システムの構築
- 衛星データや日々の生産データを踏まえた生産の高度化、農業用ロボットを活用した農業の省人化、スマホのカメラ機能を活用した、病害

虫の特定・駆除に関する遠隔指導
- 生産データに加え、将来的な自然災害・天候予測データを踏まえた 農業保険の導入
- 農家と消費者を直接繋げるEコマースの導入、金融包摂に繋がるスマホ決算の導入

参考事例
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事例 データ活用：衛星データ活用事業 JJ-AGRI（マダガスカル、セネガル）

途上国農業分野・水管理における客観的水データ不足という課題に対し、客観的なデータを提供を通じ、水管
理費の適切な徴収、灌漑水の適切な管理を支援

JJ-AGRI

①灌水域検出
②水稲面積自動検出
③作付モニタリング
④JICAプロジェクトの
農業情報データ一元管
理

機能：

User A

水管理の為の配水状況
の実態把握をしたい

User B

水稲面積を把握・灌漑
機能評価をしたい

User C

作付け状況を把握・
収量予測をしたい

情報化済み

データ

データ処理＆蓄積JJサーバー(仮称)

L2.2
変化・異常値解析

GIS情報

水面検出・作付モニタリング

可視化

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Dec－Apr
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

MS1-1 Green: Paddy
MS1-2
MS1-3
MS2-1
MS2-2
MS2-3
MS3-1
MS3-2
MS4-1 Yellow: Maize
MS4-2
MS5-1 
MS5-2
MS5-3
MS6-1
MS6-2
MS6-3
MS7-1
MS7-2
RS1-1
RS1-2
RS1-3
RS1-4
RS1-5
RS1-6
RS1-7
RS1-8
RS1-9
RS3-1
RS3-2
RS3-3
RS3-4
RS4-1 
RS4-2
RS4-3
RS4-4
RS4-5
RS4-6
RS4-7
RS4-8
RS4-9-A
RS4-9-B
RS8-2-A
RS8-2-B
RS8-3
RS8-4

時系列データも取り
出し可能→潅水面

の検出

水面検出

↓

時系列データ解析

↓

水稲面積検出

水稲作付モニタリ
ングデータ→収量
予測・灌漑機能評

価

機能と国・地域を選択

JICA＆コンサルタント＆政府C/P

プロジェクト情報を入出力
プロジェクトの農業・灌漑情報を一括管理

1. 用途・目的： SDGs2の食料安全保障に貢献する。 現場関係者による灌漑水管理の実態把握や、灌漑施設建設プロジェクトの実施中及び終
了後に、利用状況のモニタリング・評価に役立てる。

2. 提供データ・頻度：JICA灌漑・農業案件の水田作付面積の検出、ポリゴン化（年2回程度）・作付けモニタリング（年9回程度）
3. 課題：水稲域検出の精度がどの程度向上するか不明。INAHORのAIによる水稲域検出との協同を希望。
4. 備考：検証の結果、10m解像度であれば、小規模区画における生育ステージも推定可能になると期待される。作付ステージを見逃さないよう正

確に判定するためには、定期的な観測（観測頻度）が重要。
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SFC構築支援に係るJICAのこれまでの取り組み①
【ゲノム育種】
ベトナム北部中山間地域に適応した作物品種開発プロジェクト

【IoTセンサー】
コロンビアにおける農業IoTセンサー「e-kakashi」の実証

【スマートフォンアプリ】
ミャンマーにおける灌漑水管理、病害虫対策アプリの活用

出典：
国際熱帯農業センター
（CIAT）

【ドローン】
マダガスカルにおけるドローンを活用した肥沃度センシング

出典：国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター（JIRCAS）
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SFC構築支援に係るJICAのこれまでの取り組み②
【物流】
インドネシアにおける卸市場への農産物流通システムの導入

【Fintech】
インドネシアにおけるスマートフォンアプリを活用した農金融開
発支援

【ロボット農機】
課題別研修「陸稲栽培・種子生産及び品種選定技術」において
井関農機夢ある農業総合研究所を訪問

【衛星技術】
タンザニアにおける衛星画像を活用した水稲の生育モニタリング

出典：井関農機（株）

Sentinel-2 2018.06.23

出典：イーサポートリンク(株)
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遺伝的改良と先端フィールド管理技術の活用によるラテンアメリカ型省資源稲作の開発と
定着プロジェクト

◼ 田畑から環境情報や作目の成育状況といった情報を収集してクラウドで分析、結果を
フィードバックする「e-kakashi」により、農家の意思決定やリスクヘッジを支援すること
で生産性、効率性の向上に寄与。



どんなときでも

人々の健康を守る

体制づくりを

NO.6

独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

保健医療JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

「JICA世界保健医療イニシアティブ」を通じ

新型コロナウイルス感染症など

健康を脅かす危機に強靱に対応します。

生活の基盤となる健康を守る体制づくりを推進します。

また、これを通じて、必要な保健医療サービスを経済的困難なく受けられる

「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）」の達成に貢献します。

photo: Stephan Janin/JICA
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参考事例

領域・分野 開発効果タイプ 具体例

保健医療 把握・判断 データに基づく適切な保健政策の立案（患者記録等の感染データと地理情報と組み合わせ、疫学解析等）
⚫ ミャンマー マラリア排除モデル構築プロジェクト（GISによるマラリア流行状況の分析し、政策立案に活かす）【技協】

効率・正確 保健行政のデータベースによる効率化（保健サービス・行政に関する管理データをシステム化）
⚫ コンゴ民 保健人材開発支援プロジェクトフェーズ３（保健人材管理のデータベース整備により、業務を効率化）【技協】

包摂・浸透 保健サービスへのアクセス向上や遠隔地での医療従事者への教育（スマートフォンのアプリケーション・クラウド技術活用）
⚫ パレスチナ 難民を対象とした電子母子健康手帳アプリケーション（母子手帳の電子化により、ユーザーとのコミュニケーションを向上）【FU】
⚫ カンボジア 分娩時及び新生児期を中心とした母子継続ケア改善プロジェクト（地方部助産師を遠隔にて教育）【技協】

緻密・迅速 障害者や要介護高齢者の生活を個々に支える機器・サービス（生活サポートへのICTやセンサーの活用）
⚫ タイ 介護支援ロボット「みまもりシステム」活用による地域福祉・保健医療の向上に向けた普及・実証事業（要介護・看護者の見守りセン

サーによる効率的な要介護者のケア）【企業提案型事業】

保健医療 今後の方向性 遠隔医療支援システムによる医療サービスの質・包摂性向上
- すべての人びとが健康的な生活を享受することを目指し、遠隔医療支援システム構築をはじめとした医療サービスの質・包摂性向上に取り組

む協力
- インドネシアにおいて遠隔ICU協力を拡張し、系列病院の効果的な医療人材育成システム、離島を含めた地方病院への診療サポー

トモデルを確立。
- カンボジアにおいて、助産師向け研修アプリおよび遠隔教材を開発。
- ガーナ野口研究所において、検査に係る遠隔指導の可能性について検討中。
- ブータンにおいて本邦企業の製品を活用した遠隔母子保健サービスの強化を計画中。
- 日本・途上国での知見を共有するための遠隔医療支援に関する課題別研修実施。

参考：日本の強みと協力
可能性

日本のDX関連技術の強み
- 画像診断機器、医療データ蓄積、高齢者や障碍者を支えるロボット機器
協力可能性
- 遠隔医療・妊婦の遠隔総合支援、AI診断
- 電子母子手帳の導入、医療データ・バイタルデータ一元管理と健康管理利用
- ビッグデータ活用による感染症拡大予測
- 高齢者介護サービス
- ドローンを活用したラストワンマイルの医薬品物流整備
- 高齢者を支えるロボット機器、言語処理・コミュニケーション技術



WHOによるデジタルヘルスの介入分類
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1.0 クライアント
向け

2.0 医療従事者
向け

3.0 保健システム
管理

4.0 データサービス

• クライアントとのコミュニケーション
• 個人のヘルストラッキング
• クライアントからの報告 他

• クライアントのヘルスレコード
• 医療従事者の意思決定支援
• 遠隔医療
• 医療従事者の教育 他

• 医療従事者の人材管理
• サプライチェーンマネジメント
• 出生統計、死亡統計 他

• データ収集、コーディング
• 位置マッピング 他

JICAの事例

電子母子手帳
（パレスチナ）

遠隔教育アプリ
（カンボジア）

GISによる
マラリア対策
（ミャンマー）

保健人材
データ管理
（コンゴ民）

出典： WHO digital health guideline 2019



ヨルダンにおける事例

• 携帯電話のアプリを開発
– 携帯電話さえあれば

誰でも、どこからでも、
簡単アクセス！

– 故郷を離れた難民も
→切れ目なく医療サービスを受けることが可能に

– 育児に関わりにくい父親も
→父親もアクセスでき、育児参加促進に

• 「紙の手帳」を越える技術革新
– 電子アプリの利点…手軽さ

－パレスチナ難民を対象とした電子母子健康手帳アプリケーション－
（フォローアップ協力によるUNRWA※への支援）

1.0 クライアント
向け

27

※国際連合パレスチナ難民救済事業機関



ヨルダンにおける事例

トップページ メニュー画面
（上段）産後ケア・妊娠
ケア
（中段）家族計画 ・ ラボ
（下段）受診・ヘルス
チェック

子供の情報 受診リマインダー機
能

1.0 クライアント
向け

28



カンボジアにおける医療従事者（助産師）を
対象とした教育アプリケーション

－スマートフォンアプリを利用した遠隔教育－
（分娩時及び新生児期を中心とした母子継続ケア改善プロジェクト）

－助産師向けの教育（Job aid）ツールとして「Safe

delivery apps 」の現地化（翻訳とガイドラインに基づく
内容修正）を実施中。

2.0 医療従事者
向け

29



コンゴ民主共和国における事例

• 州保健局のデータが正確に収集され、中央省庁でデータ
管理可能となることが期待される

－現状の課題として、州の保健基礎データと中央の国家保健情報システ
ムの情報に整合性がないため、保健人材計画策定の前提となるデータ管理
が十分できていない。

• 州保健局における保健人材データ管理支援
－中央省庁において活用するデータ管理システム、それと互換性がある

州保健省において活用するデータ管理システムの間で適切なデータ収集と
管理ができるよう、パイロット州保健局においてドナー協調や人材育成を
通して支援。

• 保健人材に関するデータ管理の効率性・正確性の担保

－コンゴ・セントラル州における保健人材管理ソフトの導入－
（保健人材開発支援プロジェクトフェーズ３）

3.0 保健システム管理

30



ミャンマーにおける事例

－GIS（地理情報システム）導入によるマラリア対策マネジメント－
（マラリア排除モデル構築プロジェクト）

• GISによるマラリア流行状況分析
－マラリア検査数などの可視化データを利用しモニタリン
グ・疫学解析、政策決定に利用

－全国規模に研修を拡大

4.0 データサービス
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ミャンマーにおける事例

－GIS（地理情報システム）導入によるマラリア対策マネジメント－

• GISによるマラリア流行状況分析

－患者記録、GPSデータ、リモートセンシングデータを組
み合わせて対策に活用している。

4.0 データサービス

32



独立行政法人国際協力機構｜Japan International Cooperation Agency 33

遠隔集中治療（ICU）支援による広域協力

新型コロナウイルス感染症流行下における遠隔技術を活用した集中治療能力強化プロジェクト

◼ 新型コロナで逼迫した途上国の集中治療現場に対し、迅速・効率的な支援を実施。

◼ 日本と途上国の医師・看護師を繋いだ、ほぼ完全遠隔の技術支援。医療機器・設備も供与。

12か国645人が研修を修了、スケジュールドケアに医師延べ2,026人、看護師延べ3,625人が参加*。

インドネシア、トンガ、パラオ、フィジー、バングラデシュ、エルサルバドル、グアテマラ、メキシコ ボリビア、
ケニア、モザンビーク、セネガル

1. 遠隔基礎研修 2. 症例勉強会 3. 診療への遠隔助言

医師・看護師向けに集中治療に関
する知識・情報の提供

症例への治療・ケアに関する討議 治療中の患者の状況に応じた対処方
法に対する助言

オンライン医師研修（セネガル）
中央指令室で業務にあたる
専門医（エルサルバドル）

定例ケア実施中
（インドネシア）

医療コンテナ設置
（メキシコ）

保健医療

* 2022年9月末時点



NO.7

独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

健康な未来へ導く

適切な栄養を、

すべての人々に

必要な栄養を適切に摂取できていない低栄養状態や、深刻化する過栄養の問題に対して、

保健、農業・食料、水・衛生、教育など、さまざまな分野において連携して取り組み、

世界の人々が健康に暮らせるよう、貢献します。

途上国の子どもを中心に

深刻な影響を与えている、

低栄養と過栄養の二重負荷を低減します。

JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

Cover Photo ─現地の伝統的離乳食ココに、

補助栄養食「KOKO Plus」を加えて子に与えるガーナの母親。

photo: The Ajinomoto Foundation

栄養の改善
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栄養改善のマルチセクトラルな取り組みを支えるデータプラットフォーム構築（IFNA ver.2）

スマホアプリのデモ開発と本番アプリ開発のための調達仕様書の作成をSTI・DX室にて支援。農業・保健・その他分野にま
たがる栄養改善（食生活の改善）をデータによる見える化を通して、行動変容に繋げていく協力を志向。」



NO.8

独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

Cover Photo ─スリランカでの教育支援。
photo: Jiro Nakahara/ JICA

一人ひとりが

生き生きと輝く、

質の高い教育を

世界には、必要最低限の読解力や計算力を

習得できていない子どもや若者が6.1億人以上います。

また、高等教育に関しては国による格差が生じています。

すべての人々が学ぶ場を得て能力を生かして活躍できるよう、取り組みます。

良質な教育を提供し、

みんなが尊厳をもって生きることができる

社会基盤を築きます。

教育JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

3
6
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参考事例

領域・分野 開発効果タイプ 具体例

教育（初中
等 高 等 教
育）

緻密・迅速 学習の個別最適化と成果トラッキングによる質の高い教育（教育提供のICT活用、eラーニング）
⚫ ルワンダ 理数科教育プロジェクト（ICTを活用した質の高い算数教育を実践する）【技協】
⚫ ルワンダ 初等算数教育へのICT活用による教育の質向上を目的とした普及・実証事業（eラーニングシステム導入）【企業提案

型事業】
⚫ エジプト eラーニングを活用した子供たちの数学の学力達成度強化のための案件化調査【（eラーニングシステム導入）企業提案

型事業】
⚫ カンボジア アプリ教材「Think!Think!」の活用による初等教育のSTEM学力向上に関わる普及・実証・ビジネス化事業（eラーニ

ングシステム導入）【企業提案型事業】
包摂・浸透 遠隔者・女子教育・不就学者等の効果的な教育（教育提供のICT活用、eラーニング）

⚫ PNG・ナイジェリア・モザンビークポストコロナにおける教育協力検討のための情報収集・確認調査（教育のICT技術活用の調査）
【調査】

⚫ ケニア 教育の質向上のためのeラーニングシステム導入に係る普及・実証事業（ジョモケニヤッタ農工大学へのeラーニング実装）
【企業提案型事業】

今後の方向性
算数ドリル及び算数アプリを起点とした「子どもの学び」に資する基礎教育
• グローバル・アジェンダ教育における「教科書・教材開発を通じた学びの改善（クラスタ―）」に則り、日本の強みである算数教育の
教材、カリキュラム及び指導方法のノウハウを凝縮し、デジタル・システムを活用した質の高い基礎教育への協力を志向

参考：日本の強みと協
力可能性

日本のDX関連技術の強み
- eラーニングの各種ソフトウエア・コンテンツ
協力可能性
- 学校教育における個別最適な学習プログラムの提供、地方・アクセス困難地域への遠隔教育の提供
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支援事例紹介

途上国初等教育向け算数アプリのコンセプト定義 (1/3) - PJ全体像 -

◼ 算数アプリでは初等教育向けのデモアプリを開発し、トライアルによるコンセプト検証を行いました。

スキーム 協力形態分類対象外 担当部 人間開発部

PJ概要
JICA人間開発部では、小学校程度の四則演算が出来るように紙の算数ドリルを作成し、展開している。紙のドリルでは印刷機が足りず展開に限界があるため、算数アプ
リを開発してタブレットで提供していきたいと考えている。また、算数ドリルに加えてさらなる機能を拡張を行うビジョンもある。
ビジョンの整理から行い、クイックにデモアプリ開発・検証を行うことで、算数アプリのコンセプトを定義する。

途上国初等教育に共通する課題

• 子供が授業を理解できていない
• 自己学習できる環境がない
• 教師も教科理解が不十分
• 子供の学習レベルがわからない

JICAのこれまでの支援と課題

• 紙の算数ドリルや補助教材を作
成し、各国に提供していた。

• 印刷機が足りず紙ベースの展開
には限界があった。

人間開発部の描くビジョン

相談の背景 インハウスの支援

デモアプリ開発

コンセプト検証

デモアプリ開発とコンセプト検証を行うことで、
算数アプリのコンセプトを定義した。• 算数ドリルから機能拡張した算数アプリを開発する

• JICA標準サービスとして各国に無償提供する

人間開発部の抱えていた悩み

候補の民間アプリは
他国展開ができない

高度なアプリ開発は
コスト・時間がかかる
上、効果がどのくらい
出るかが見えない
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支援事例紹介

途上国初等教育向け算数アプリのコンセプト定義 (2/3) - 実施内容詳細 -

◼ ３か月でコンセプト仮説・デモアプリ開発を行い、2か月でエジプト・ネパール・ラオスの技術プロジェクトでトライアル
実施を行いました。そしてトライアル結果を踏まえ、算数アプリのコンセプトをブラッシュアップしました。

コンセプト検証(トライアル実施)(2022/1~2022/2)コンセプト仮説設定・デモアプリ開発(2021/9~2021/12)

インハウス支援内容

• 途上国の課題の課題から算数アプリの提供価値を整理し、コンセプト 仮説を設定。
• 本番アプリの制約を考慮し、コンセプト仮説の一部を持つデモアプリを開発。

• エジプト・ラオス・ネパールの学校でトライアルを実施。
• 算数アプリの子供たちの学習結果やアンケート結果をデータ分析し、コンセプトをブラッシュアップ。

提供価値①②⑥の機能を持つ算数アプリを開発した。

デモアプリの画面 トライアル風景 データ分析

データはBIツールを使って可視化・分析した。エジプトでは学校でトライアルが実施された。

仮説設定した提供価値

①一人ひとりに合わせたレベルの
コンテンツ提供

②学習へのモチベーション創出

④教師への授業進行支援

⑥子供の学習レベル可視化

③ローカライズされたコンテンツ

⑤教師への新たなインセンティブ
創出

課題から6つの提供価値を
設定した。
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◼ 算数アプリが最低限持つべきである提供価値は「一人一人に合わせたレベルのコンテンツ提供」「学習のモチベーシ
ョン創出」と定義しました。

算数アプリを用いて自宅での子供への学習支援を行うほか、朝活など学校の授業の一部として取り入れることで、
その後の授業にもいい影響を与えることができる。

就学児

教師

公立学校

校長 視学官
算数

アプリ

就学児

親

自宅

自己学習を実施

宿題

授業での使用
機会提供

評価

①一人ひとりに合わせたレベ
ルのコンテンツ提供

②学習のモチベーション創出

算数アプリの概要

個人に合わせた問題や、モチベーションを高める仕組みによって子供の自律的な学習をサポートし、子供一人ひとりの学習の量を底上げする。コンセプト

自己学習を実施

Before After
自分用の教科書がないため、自宅で予習復
習をすることができない生徒がいる。

自宅に居ながら自分のタイミングで講義動画
の視聴や問題を解くことができ、単元の復習・
先取りができる。

一人ひとりに合わせたレベルのコンテンツ提供1

Before After
予習復習をする動機がなく、学習へのモチ
ベーションが低下している生徒がいる。

他者から褒められる仕組み・ゲーム要素によっ
て継続的な学習をサポートする。

学習へのモチベーション創出2

ユースケースの変化

Before After
自分用の教材がないので教材を持ち帰ること
ができない。授業中に取ったノートが教材替わ
りとなっている生徒がいる。

宿題の補助教材として生徒に提供することで、
生徒の自宅学習をサポートする。

宿題の補助教材としての活用4

Before After

クラスの人数が多く、授業に集中できていない
生徒がいる。

朝活にアプリの使用時間を導入することで子ど
もたちの脳が活性化され、その後の授業での
考える力や思考力にもいい影響を与える。

授業に対する子供の集中力向上3

④宿題の補助教材としての
活用

③授業に対する子供の
集中力向上

支援事例紹介

途上国初等教育向け算数アプリのコンセプト定義 (3/3) - 支援内容詳細 -
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独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

Photo: plo/Shutterstock.com

社会保障の拡充や労働環境の改善、障害者の社会参加の促進や、

障害の主流化を通じ、誰もが尊厳をもって、社会の一員として、

互いの暮らしを支え、支えられながら生きる社会の実現を目指します。

コロナ禍で改めて浮き彫りとなった、

社会や経済の変化に脆弱な層の

生活を支える取り組みを進めます。

社会保障、障害と開発JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

誰もが尊厳をもって

自分らしく生きる

世界を目指して
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参考事例

領域・分野 開発効果タイプ 具体例

社会保障 包摂・浸透 情報アクセシビリティの向上（音声⇔文字を変換するアプリ・ソフトの活用）

⚫ エジプト 情報アクセシビリティの改善による障害者の社会参画促進プロジェクト（デジタル録音図書
DAISYの制作、運用の人材育成により、障害者の情報アクセスを向上）【技協】

緻密・迅速 障害者や要介護高齢者の生活を個々に支える機器・サービス（生活サポートへのICTやセンサーの活
用）

⚫ ベトナム 障害者のエンパワメント向上を目的としたICT教育センターの普及・実証事業（点字プリン
ターによる障害者の情報アクセスの向上）【企業提案型事業】

今後の方向性 - 情報アクセシビリティの改善においてDX活用を積極的に検討する。具体的には、ディスレクシア（文字
の読み書きに限定した困難さを持つ疾患であり、日本では「発達性読み書き障害」と呼ばれることもあ
る）等のためのDAISY図書推進、遠隔手話サービス等の推進を図る。（社会保障・障害と開発グ
ローバルアジェンダより）

参考：日本の強み
と協力可能性

日本のDX関連技術の強み
- 障害者の生活を支えるロボット機器、言語処理・コミュニケーション技術
協力可能性
- 障害福祉サービスへの適用
- 障害者の情報アクセシビリティの確保



独立行政法人国際協力機構｜Japan International Cooperation Agency 43

テキストデータの音声・読み上げ技術（DAISY）による障害者向け図書の普及

障害者の社会参加のベースの一つである情報アクセシビリティの確保に向けた協力を志向。エジプト「
情報アクセシビリティの改善による障害者の社会参画促進プロジェクト」にてアラビア語版DAISY（
Digital Accessible Information System）の普及を推進した。

紙に印刷された本を読むのが困難な、読書障害のある人たち（視覚障害、ディスレクシアなどの障害を持つ）のために、テキストや画像を同期させ、
パソコンやタブレットで再生するデジタル録音図書の国際規格DAISY（注）（デイジー）が開発された。DAISYでは読みたいところをハイライト表示した
り、音声で再生したりできる。文字の色や大きさ、背景色なども変えられ、さまざまな読書障害に対応する。
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すべての人々が、

スポーツを楽しめる

平和な世界に

スポーツは、言葉や文化の違いを超えて楽しめるボーダーレスなものであり、

人々の可能性を広げ、未来を拓く一歩にもつながります。

JICAは、誰もがスポーツを楽しめる環境づくりや、スポーツを通じた人材育成に取り組み、

多様性のある平和な社会の実現に貢献します。

性別や社会的な立場などの制約を受けず、

みんなが等しくスポーツを楽しめる

平和な社会を実現します。

スポーツと開発JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
Cover Photo ─ボツワナのソフトボール選手と、ボツワナ代表チームのアシスタントコーチとして

2017～19年にかけて現地で指導にあたった中村藍子隊員。



NO.11JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

恐怖と暴力のない

平和で公正な

社会を目指して

平和構築

独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

暴力や紛争のリスクを低減し、国・社会が危機に対応する能力の強化を目指します。

そのために、制度構築と人材育成によって住民から信頼される政府をつくり、

コミュニティの融和と社会・人的資本の復旧・復興・強化を促進します。

誰ひとり取り残さない平和な社会を

実現するため紛争を発生・再発させない

強靭な国・社会づくりに貢献します。

photo：FatCamera/iStock

45
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平和構築地域でのビッグデータを用いたニーズ確認調査

フィリピン共和国「バンサモロ地域におけるコミュニティの課題・ニーズに対応したコミュニティ開
発に係る情報収集・確認調査」では住民のニーズをより広く的確に把握するため、ニュースやSNS、
Youtubeコメント情報等を活用し、感情分析などを組み合わせたニーズ収集方法を試行した。

本分析は、1)データ前処理、2)トピックモデ
リング、3)感情分析・ニーズカウント、から 成
る。データ前処理としてフィルタリングしたオンラ
インニュースデータ、地域内で投稿さ れた
Tweet や YouTube のコメントを、言語判
定ツールを用いて言語別に分類した。その後、
各文から名詞・固有名詞のみを抽出した。そ
の際、データソースごとに単語の出現頻度を
計 算し、中・高頻度の単語のみを後段の分
析に用いた。

データ収集から分析までの流れ

https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12336061.pdf

今後、地域の経済・社会・格差是正等のデータを収集・解析して地域の安定・脆弱性要因を分析・見える化し、
政策判断・モニタリングに活用する取り組みを推進。



NO.12JICAグローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

すべての人々が、
尊厳をもって

暮らせる社会を

ガバナンス

47

基本的な人権、自由、法の支配などの普遍的価値を実現し、

一人ひとりが人間として尊重される社会を目指し、

JICAは、法制度の整備・運用、公共放送の機能向上、適正な行政サービスの実施に協力。

民主的かつ包摂的なガバナンス（統治機能）の強化を支援しています。

人権の保障、民主主義、法の支配を実現し、

一人ひとりが尊重される

社会の構築を支援します。

Cover Photo─ガバナンスにおいてJICAが取り組む4分野、
左上から時計回りに法・司法、行政（ホンジュラスでの事例）、メディア、警察（インドネシアでの事例）。

photos: Getty Image（s Law and Justice, Media）, JICA（Government, Police）
独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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事例 人権×DX：カカオサプライチェーンにおけるDX技術活用

ブロックチェーン技術を活用して児童労働の現状を把握し、生産国政府・農家に支援が出来る体制を構
築

カカオ産業における児童労働問題

こどもの2-3人に1人*は児童労働に従事

カカオ農家

運搬業者

消費者

カカオ農家

チョコレート工場 小売店

倉庫/流通

ブロックチェーン

トレーサビリティ

システム

倉庫・流通

輸出業者

チョコレート

工場

消費国から生産国側の児童労働状況が見えない

カカオ農家の子
どもが学校に行
けるようになる

消費国政府

支援

*2018-19年のNORC調査データによると、カカオ農業世帯に

住む子どもの45％が児童労働に従事、43％が危険な児童労働に従事

カカオ産業の現状 プロジェクトが目指す姿

小売店

生産国

消費国

BC技術によるトレーサビリティシステムの構築で、サプラ
イチェーン全体の可視化と連携を目指す



NO.13JICAグローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略 公共財政・金融システム

独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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経済の安定ならびに持続的な成長に不可欠である

財政基盤の強化や、金融システムの育成を支援します。

また、税関行政の改善により、貿易の円滑化にも貢献します。

• 途上国の経済を安定させ成長を促すために、

• 財政・金融、税関行政の

• 適切な運営を支援します。

Cover Photo─上から時計回りに、世界各国の紙幣、ザンビア税関OSBP事務所、途上国でも広がるスマートフォン決済な
ど
フィンテックの推進もJICAは支援。photos: Getty Images(above and below left), Yu Funakoshi/JICA（below right）

財政 金融の基盤を強化、

経済の安定と

成長を目指す

・
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Bakong展開・活用コンセプト

Bakong
決済機能付帯アプリ

消費者 事業者

Credit Bureau/金融機関

決済・支出費目データ 融資

機能
提供

経営データAPI

入金・
経費
支払

融資

決済・データ創出

蓄積データ共有

入金・
利用

代金
受付

経営データ

決済・
支出費目データ

会計ソフト事業者等

自動会計

収支動向マクロデータ認知向上・
ユーザー獲得

カンボジア中央銀行
データ蓄積、政策等

への利活用

API

• 公共市場
• 零細小売

• 病院
• 保健施設

• バス公社

非口座保有層

口座保有者

デジタル決済プラットフォームを通じた金融インフラ支援

カンボジア中央銀行デジタル決済プラットフォームBakongの普及促進（2021年6月～2022年2月）

◼ カンボジア中央銀行がソラミツ社と共同で開発したデジタル決済プラットフォーム

◼ 現地通貨リエル建て、米ドル建て、それぞれの取引が可能。

◼ Bakongアプリを約20万人が利用、約5,000店で導入済（2022年2月時点） 。

◼ Bakongを介した取引のうち、約40%がリエル建て（2022年2月時点） →リエルの利用促進に寄与する可能性

◼ 手数料無料のため、電子決済サービスを利用したことがない低所得者や銀行口座非保有層、個人商店等の零細事業
者で利用が進むことを想定。

◼ 下図のとおり、消費者・事業者への普及促進及びデータ活用に向け、各種検討をパイロット活動を通じ支援。

非口座保有層への普及促進

市民へのプロモーション
事業者のBakong導入の促進

プノンペンバス公社、プノンペン市病院での
Bakong決済の導入の仕組み検討

データ利活用に向けた仕組みの検討

Bakongの運用で蓄積される各種ビッグ
データの活用方法の検討（経済動向・景気動
向の分析等）

今後は、金融政策に係る能力向上のための技術協力を通じ、経済分析等でのBakong等デジタル決済データの活用可能性に関して支援を予定。
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デジタル化による税務行政の革新的効率化

⚫ 「ビッグデータを活用した税務行政支援にかかる基礎情報収集・確認調査」にて、先進国では利用が進む税務行政
におけるAI活用の可能性を調査。JICAで税務行政協力の実績があるアフガニスタン（8 月の政権交代まで）、インド
ネシア、キルギ ス、タンザニア、ドミニカ共和国、モンゴルの 6 か国にて調査を実施。

⚫ 2022年度には引き続き、税務行政においてデジタル技術を活用したソリューションの実証事業や、ビッグデータ活
用の影響、新付加価値の創出、業務改善・効率化等の可能性といった観点からの提言を行う調査等を実施予定。

https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/1000047214.pdf
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参考事例（ガバナンス／公共財政・金融システム）

領域・分野 開発効果タイプ 具体例

ガバナンス
／公共財
政・金融シ
ステム

効率・正確 効率的で正確な手続（業務の電子システム化、AI分析）
⚫ ミャンマー 知的財産行政プロジェクト（画像認識技術の活用による効率的・正確な商標審査）【技協】
⚫ ミャンマー 通関電子化を通じたナショナル・シングル・ウィンドウ構築及び税関近代化計画【無償】／同・能力向上プロ

ジェクト【技協】（電子通関システム導入）
⚫ ミャンマー 中央銀行業務ICTシステム整備計画・金融市場インフラ整備計画【無償】／資金・証券決済システム近代

化プロジェクト【技協】（中央銀行決済システム導入・機能拡充）
統合・融合 データを基盤とした新しい社会の構築（国民、法人、土地等のベースレジストリ構築、ICTによる各種行政手続・サービ

ス提供）
⚫ セネガル 国民IDシステム導入基礎情報収集確認調査（国家基盤データシステムの構築と行政サービス・民間サービ

スのデジタル化促進の調査）【調査】
⚫ アフリカ地域公共サービスのデジタル化にかかる情報収集・確認調査（国家基盤データシステムの構築と行政サービス・

民間サービスのデジタル化促進の調査）【調査】
今後の方向性 デジタル社会における普遍的価値浸透に向けた新たな付加価値の創発

- 社会のデジタル化に伴う普遍的価値（自由・民主主義・人権・法の支配）の浸透変化を調査・考察し、新たなデジタ
ル社会での政府のガバナンス向上を支援する協力社会のデジタル化に伴う普遍的価値（自由・民主主義・人権・法
の支配）の浸透変化を調査・考察し、新たなデジタル社会での政府のガバナンス向上を支援する協力を志向

デジタル化による税務行政の革新的効率化
- デジタル技術を活用して膨大な税務行政データを分析することにより、過少申告の疑いがある企業を特定する等、税務

行政実務の業務効率化を支援する協力を志向

参考：日本の強みと
協力可能性

日本のDX関連技術の強み
- 自治体でのシビックテックの試み、顔認証・静脈認証、AI技術）
協力可能性
- 知財管理システム、金融インフラ、行政ベースレジストリ・国民IDシステム構築



NO.14JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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女性や女児のエンパワメントを推進し、

人々の意識・行動を変えることで、

ジェンダー平等で公正な社会の実現を目指します。

社会や組織における差別的な制度や仕組みを是正し、女性や女児の主体的な能力を

強化するとともに、社会や人々の意識や行動の変容を促進する取り組みを実施します。

それにより、一人ひとりが性別にとらわれることなく、人間としての尊厳をもって、

それぞれの能力を発揮できる社会の実現に貢献します。

photo: Mlenny/iStock

性別にとらわれず
誰もが能力を発揮できる
社会に向けて

ジェンダー平等と
女性のエンパワメント
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小規模農家のデジタル金融包摂

空間的、社会的な格差により金融システムにアクセスできない脆弱層への包摂的な金融サービスを提供
する協力を志向。
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─開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

DXで、一人ひとりが

多様な幸せを

実現できる社会へ

デジタル化の促進

独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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デジタルテクノロジーとデータの活用でさまざまな課題を効果的に解決し、

よりよい社会をつくります。また、その基盤となる情報通信環境の整備、

人材育成や産業創出を通し、自由で安全なサイバー空間の構築に取り組みます。

デジタルの活用で一人ひとりの

安全な暮らしと多様な機会・幸せを

実現できる社会を目指します。

Cover Photo─ケニアの学校でノートパソコンを使って学習をする子どもたち。

photo : Bartosz Hadyniak/Getty Images
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デジタル化による質の高い行政サービス基盤の整備

⚫ まず5機関（システム）を連携する想定：①中央サーバを管理するデジタル経済省、②国民IDを主管する内務省、③住民登録
局、④医療保障庁、⑤認証局。

⚫ 医療保障庁ではSIGICMUというシステムを構築中。比較的新しいシステムで、連携の推進が容易

Civil

Registration

住民登録局

Health 

Insurance 

System

医療保障庁

Social 

Protection
Agriculture Education

Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server

e-ID

内務省

Security Server

Trust 

Services

認証局

Security ServerSecurity Server

Internet Network

Central

Server

Monitoring

Server

デジタル経済省（と傘下のICT庁）が管理

Small startフェーズの支援範囲（案）体制・制度構築、人材育成、ロードマップ策定

• 中央サーバは政府データセンターに配置
予定。

• 認証局（CA）と時刻認証局（TSA）それぞれ
サービス提供されているか確認中。

①

②

③ ④

⑤

事例 データ基盤：データ共有基盤整備支援事業（セネガル）
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事例 データ活用：デジタルイノベーション推進（ルワンダ）

ルワンダ国内で官民連携を通じたイノベーションエコシステムを整備し、他ドナー等が支援しているデ
ータ基盤活用を含めた「ルワンダモデル」として確立・対外発信し、それによってICT産業の競争力を
強化

DSSD

RIAP
Platform

(Enterprise Service Bus etc.,)

Data

Application

(Irembo etc.,) Capacity Building for 

Orchestrating ICT 

related Initiatives

Output 3

Private Sector Public Sector

DAP

RCA

ICT Infrastructure
(Device, Network etc.,)

Startup Support Ecosystem

Human Resource Development

Output 4

Market Expansion

for Innovation 

(Rwanda model)

RIAP/EU

Startups

/SMEs

Connect Nation-wide 

Ideation/ Incubation Mechanism 

Output 1

Output 2

Phase1

Scope

Private Sector(Startups/SMEs)

Involvement for Digitalizing Gov. 

Services
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独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

気候変動

途上国とともに、

気候変動の脅威に

立ち向かう
早急な取り組みが必要とされる気候変動に

対応するため、途上国の対策能力向上に協力し、

持続可能な社会を目指します。

経済・社会に甚大な負の影響を与える気候変動を食い止めるためには、

世界全体で温室効果ガスの排出量を大幅に削減しなくてはなりません。

開発と気候変動対策とを同時に進めるという難しい立場に置かれた途上国に協力し、

地球規模の課題の解決に貢献します。

Cover CG graphics: Osamu Fukuoka (alpharobe)
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衛星による二酸化炭素・水循環の観測
～温室効果ガス・水循環観測技術衛星（GOSAT-GW)～
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Asia-Pacific Climate Change Adaptation Platform (AP-PLAT）



DX×緩和（事例概要）

MAFF／JIRCAS

衛星による熱帯雨林の伐採監視
二酸化炭素吸収源の保護

JICA-JAXA Forest Early Warning 

System in the Tropics

データセンターの海洋による冷却

IoTの活用はデータセンターにおけるエネルギー消費の増大
に伴い、マイクロソフトでは冷却のエネルギーを最小限に
するため、海面下に設置できるデータセンターを試行中。Microsoft

ICTを活用した農業用水のスマート水管理に
よる水田から発生するメタンガスの低減
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JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

自然環境保全

自然と人間の調和を図り

自然環境の減少・劣化を防ぐことで

多くの恵みを享受し続けられる社会を目指します。

地域の社会、そして持続可能な地球環境にとって重要となる自然環境の保全を行います。

このため、守るべき自然の価値や現状を科学的に把握し、

伝統的な知見も生かして、事業のモデル化や政策への反映に取り組みます。

また、様々なパートナーと協働して取り組みを推進します。

次世代へ

豊かな自然の恵みを

引き継ぐ

Cover Photo─タイ北部、山あいの風景。

photo : primeimages/Getty Images独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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衛星データを用いた熱帯林早期警戒システム

• JAXA-JICAによる日本のレー
ダー衛星データによる森林変
化情報の無償提供システム
（国際公共財）。

• アマゾン地域や中央・南部ア
フリカ地域など、77ヵ国の森
林情報。

• PC やモバイルで簡単にアク
セス可能、各国政府の森林管
理能力向上に貢献。

森林マップ 抽出した森林変化域

熱帯林

早期警戒システム

先進的レーダー衛星及びAI技術を用いたブラジルアマゾンにお
ける違法森林伐採管理改善プロジェクト

• JAXA、産総研と連携し、日本の先進技術を活用。

• 森林減少地点を未然に予測し、予防。

• 2030年までにアマゾンにおける違法伐採をゼロに。

衛星デー
タによる
森林減少
検出

AIによる
データ分
析、森林
減少予測

現場の取り締
まり、パト
ロール効率化
のための仕組
みづくり

ブラジル当局

日本の先進技術を用いた
オールジャパンの取り組み

日本：377,900平方km

マットグロッソ州：903,400平方km

衛星データで
伐採予測・検
知

実際の伐採を確認 違法伐採業者3
名を現行犯逮捕
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独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

環境管理
—JICA クリーン・シティ・イニシアティブ—

環境の汚染を防ぎ、

健康に暮らせる

きれいな街へ
廃棄物や、水・大気の汚染、

健康被害を引き起こす環境の問題に取り組み、

きれいな街をつくります。

多くの途上国で、環境対策なしに工業化・都市化が進み、

水・大気・土壌の汚染が深刻化し人々の健康が損なわれています。

廃棄物（ごみ）の管理や水・大気の汚染防止など、「きれいな街」の実現に協力し、

持続可能な社会構築を目指します。

Cover Photo─スリランカ・カタラガマで行われる分別回収。

生ごみの中でも早くコンポストになる果物などを選り分ける。photo: Yusuke Abe
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参考事例

領域・分野 開発効果タイプ 具体例

環境管理 把握・判断 廃棄物処分場の遠隔での正確な測量（ドローンによる測量と3Dモデルでの廃棄物の容積積算）
⚫ 大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェクトフェーズ２（処理済み廃棄物のドローンによる測定により、

処理場の使用可能年数を割り出し）【技協】
効率・正確 廃棄物の排出・積込み・運搬・処分の効率的管理（排出業者・運搬業者・中間処理業者・最終処分場

のデータ連携等）
⚫ 廃棄物処理の総合的システムの可能性を今後検討し得る【JICA外、民間企業・自治体での検討】

今後の方向性 - 廃棄物管理（GPSやGISを活用した発生量モニタリング、収集改善、ドローン空撮を活用した処分場
管理の最適化等）へのDX技術の導入や水質汚濁に関する効率的な処理場管理の導入等、イノベー
ティブな技術の適用可能性を個々の協力事業で模索する。（環境管理クラスターペーパーより）

参考：日本の強み
と協力可能性

日本のDX関連技術の強み
- ドローン技術による測量技術、廃棄物処理の総合管理システム
協力可能性
- 廃棄物処理の効率的管理
- 廃棄物のトレーサビリティと再資源化の推進、廃棄物関連データの見える化を通じた意識啓発・コ

ンプライアンス向上等、環境負荷に配慮した循環型社会の実現促進



独立行政法人国際協力機構｜Japan International Cooperation Agency 66

廃棄物管理におけるデジタル技術活用（ドローンの例）



すべての人々が

安全な水を

得られる社会へ

NO.19JICAグローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略

水資源をめぐる地域の課題を解決するため、水資源の管理に責任をもつ組織を強

化し、利害関係者の民主的な協議の仕組みを構築します。水道サービスの拡張と

改善を自立的に進めることができる「成長する水道事業体」をつくります。

持続可能な水資源の確保と水供給

独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

Cover Photo─JICAの協力で安全な水を使えるようになったカンボジアの子どもたち。

photo: Kenshiro Imamura/JICA

水資源を適切に管理し、

すべての人々が飲料水等として持続的に

利用できる社会を目指します。

6
7
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事例1・AI（機械学習）技術を活用した水道管破損リスクの予測診断

水道管×AI。世界の水問題をクレイジーに解決する｜JICA DX https://www.jica.go.jp/activities/issues/digital/jicadx/casestudy_3/index.html

都市環境データ（土壌、気象、標高、傾斜、交通網etc.）等を用いた水道管の劣化診断技術を持つFracta Japanと意
見交換を実施。その後、 タイ首都圏水道公社と協力した技術検証を実施。

都市環境データと管路データや漏水履歴がある程度整っている中進国においては、AI技術を活用した予測診断の活用可能性があ
ることがわかった。他方、AIの特性上、予め成果を予見することは困難なことから、将来国際協力で活用を検討する場合、プレ
診断やパイロット事業の実施により、適用の可能性を事前に検討することが有効であることが示唆された。
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事例２・リアルタイム水文ビッグデータ基盤による国際共同研究推進

Satellite-Based Drought Impact 
Assessment on rice Yield in Thailand 
with SIMRIW-RS, Dr. Mongkol
Raksapatcharawong, Dr. Watcharee
Veerakachen, Dr. Koki Homma, Dr. 
Masayasu Maki and Dr. Kazuo Oki, was 
published on MDPI journal: Remote 
Sens. 2020, 12(13), 2099

２期にわたるSATREPSプロジェクトにより１０年に及ぶ大容量サーバーの継続的運用・維持管理が行われた結果、他に類を見ない
リアルタイム水文データの蓄積とそれを基盤とした国際共同研究成果の多数創出、研究ネットワーク維持拡大が行われた

図１ データ共有プラットフォーム

研究事例；衛星データ利用した干ばつインパクトの評価

研究者・関係者によるアクセスが容易となるように構築されたプラットフォーム（図１）と
リアルタイム更新されるデータ（図２）を基にした土砂災害リスクを可視化したシステム（図３）

図２ リアルタイム更新インターフェイス

図３ 関連データとの統合表示画面

Masashi Kiguchi et al 2021 Environ. Res. Lett. 16 023004, Supplementary data

ADAP-T | Advancing of Co-Design Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand (ku.ac.th)

http://adapt.eng.ku.ac.th/cc/
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事例３・衛星データを活用した島嶼国の全国水資源調査

P = Rr + Et + Gr +/-Sm
Where;  P: Precipitation, 
Rr: River runoff, 
Gr: Groundwater recharge, 
Sm: Soil moisture content

Water balance analysis in each 12 Water Resource 
Regions (WRRs) and selection of priority WRRs

衛星データを用いたフィリピン全土の水資源調査。「島嶼部が多く現地踏査が難しい」＋「コロナ禍による渡航の困難さ」
を衛星データを活用することによって克服。
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事例４・プリペイド式スマートメーター導入による
遠隔管理システムの社会実験

項目 2017年10月～ 2018年 2019年 2020年

システム設置 パレスチナにけるプリペイド

メーター事例調査

PPWMのFS実施
超音波式水道メーターの実証
実験
超音波式PPWMの導入決定
PPWM実施計画作成

PPWM入札図書作成（PWA標
準仕様書使用）

PPWM業者の選定

PPWMの納入
サーバーと課金所の設置
市財務会計ソフトとのインテ
グレーション
PPWM設置開始（PA1）

Gateway設置（11月）

PPWM（PA2、3）設置開始
市役所100個独自調達
PPWM（PA）設置完了
VSにPalpay使用店の使用契約
PPWM と Palpay のインテグ
レーション

市役所1000個独自調達
市役所6500独自調達決定

啓発活動等
（設置前後）

ステークホルダー説明会
対象コミュニティ・ミーティ
ング

PPWMBooklet作成
設置前戸別訪問啓発活動開始
設置後戸別訪問調査開始

設置拒否者への再戸別訪問啓
発開始
FacebookにPPWM設置促進広
報をポスト

維持管理・顧客
サービス
（設置後）

顧客データベース調査開始
PA1維持管理開始
顧客苦情対応と苦情データ
ベースの形成

維持管理組織の整備
24/7サービス開始
PA2,3の維持管理開始
PPWM事後チェック調査開始
課金所の拡大

・JICA調達のPPWMは1,731個、
ジェニン市調達は882個設置
（2020年10月現在）

・料金徴収率は設置前の約50％から
約90％に改善

４年に渡り、技プロの下で社会実験（F/S）を行い、本格導入に向けた取り組みを継続的支援。ナレッジの横展開も見据え、
他国での先進事例の調査（サブサハラアフリカなどで進むプリペイドメーター導入事例の調査）も追加実施。

検針員不要／検針データ入力不要／料金徴収不要のプリペイド式メーターの導入を推進し、遠隔モニタリング／
遠隔管理のシステムを構築 → 結果、料金徴収率は大幅改善し、コロナ禍においても徴収料金の低下もなし。

ハード・ソフト設置

調査計画

機材調達
市による
独自調達
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事前の災害リスクの削減は、開発の土台となり、人々の命と暮らしも守ります。

開発途上国が将来的に独自に防災投資を拡充できる体制強化を図ります。

これによって、死者・被災者数や経済損失などの自然災害による被害を、

2030年までに減少傾向に変えることを目指します。

防災・復興を通じた災害リスク削減

72

防災・復興は「人間の安全保障」と

「持続可能な開発」に直結する取り組みです。

独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
Cover Photo─2011年10月、未曾有の洪水に見舞われたタイ・バンコク郊外の様子

photo : ロイター/アフロ

強靭な国の基盤を

つくり、命を守って

経済を発展させる
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参考事例

領域・分野 開発効果タイプ 具体例

防災・復興 把握・判断 科学的な災害の予測と防災計画（衛星を用いた正確な気象情報データやデジタル地形図及びデータ解析）

⚫ ブータン ティンプー川・パロ川流域における災害事前準備・対応のための気象観測予報・洪水警報能力強化プロジェク
ト（面的な降水分布をリアルタイムに把握するために衛星全球降水マップを利用し、正確な予測・計画に活かす）【技
協】

⚫ スリランカ 「コロンボ都市圏雨水排水対策計画策定プロジェクト」（事業効果の可視化を通じ、政策意思決定の支
援に活かす）【技協】

⚫ モーリシャス 気象観測及び予警報能力向上プロジェクト、フィリピン 高品質の気象観測・予報・警報能力強化プロジェ
クト（気象観測において衛星全球洪水マップ（GSMaP）を利用する）【技協】

⚫ ネパール カトマンズ盆地強靭化のための防災行政能力強化プロジェクト【技協】（洪水特性の検討において、衛星全
球降水マップ（GSMaP）を利用し、基礎情報として活かす）

緻密・迅速 迅速な行政の災害対策実行、市民一人ひとりへの迅速な災害情報提供（センサーや衛星データによる災害情報・警報
の伝達）
⚫ ベトナム 気象予測及び早期警報能力向上プロジェクト、ミャンマー 気象観測・予報能力強化プロジェクト（無償で供

与した気象レーダーデータの解析力を向上し、早期警報の能力を向上）【無償】【技協】

今後の方向性
都市の災害予測の動的可視化アプローチの構築
- 事前防災投資において、複合的な諸条件の下での動的なリスクや経済効果のデジタル表現をユーザ側で操作可能な

ツールを提供、エビデンスに基づく科学的判断のベースを提供

参考：日本の強みと
協力可能性

日本のDX関連技術の強み
- 自然災害・気候シミュレーション技術、ハザードマップ作製技術、防災に関するリアルタイムデータの取得と活用
協力可能性
- 各種データを踏まえた自然災害予測システムの構築、防災投資判断に資する氾濫シミュレーションの提供、位置情報

を活用した有事避難行動通知システムの構築
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防災DX：災害リスクの動的可視化

既往・現行ハザード
マップ・データ

AI等による
都市発展・気候変動

予測

現在・将来の都市形態
と災害対策効果の

動的把握が可能となる

災害リスク可視化

防災計画・都市計画
の策定

事前防災投資判断
の最適化

復旧・復興活動
への活用

民間企業の事業
への活用

ハザードアセスメントデータと都市発展や気候変動等の予測モデルを重ね合わせ、都市における災害リ
スクを動的に可視化。強靭な都市づくり、事前防災投資、復興活動への活用などへの活用を図る。

強靭な都市づくり・安全な生活

都市計画

（出典：https://disaportal.gsi.go.jp/index.html、国土交通省 国土地理院）

https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
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代表的なDX導入・実証中案件マップ

保健：電子母子手帳等の保健医療のデジタル技術
• 電子母子手帳の導入調査・試行（アジア、アフリカ等）

• 医療スタートアップ技術実証支援（インドネシア、インド、ケニア、ブラジル
他）

教育：教育におけるICT、AR（拡張現実）活用
• ICTを活用した初等理数科学びの改善プロジェクト（ルワンダ）

• 国立職業訓練機構能力強化プロジェクトフェーズ2（コンゴ民）

行政：行政サービスデジタル化、政策へのデータ活用
• 海外就労者送出システム構築／外国人受入アプリ開発（ベトナム）

• 中央銀行デジタル通貨（電子決済）パイロット事業（カンボジア）

• 国民IDデジタル化推進支援調査（セネガル）

• 難民支援でのデータに基づく政策決定パイロット事業（ウガンダ）

農業：農民向けのアプリ／デジタルサービス
• ヒマーチャル・プラデーシュ州作物多様化推進事業での試行（インド）

• 農業変革を通じた栄養改善分野別政策借款での試行（ルワンダ）

• 現地の農業スタートアップ技術実証支援（インドネシア、ベトナム、インド）

気候変動：衛星データを活用した森林環境保全
• JAXAとの協定・契約による森林管理に関する衛星データ利活用（ブラジル、カ

メルーン、コンゴ民、ケニア、モザンビーク、ペルー、ﾎﾞｽﾆｱﾍﾙﾂｪｺﾞｳﾞｨﾅ等）

防災：データによる災害予測・計画
• 都市防災パイロット事業（モーリシャス）

• 災害リスク動的可視化パイロット事業（スリランカ）

都市開発：スマートシティ、MaaS (Mobility as a Service)
• 電子基準点に係る国家データセンター能力強化及び利活用促進プロジェクト（タ

イ）

• サラエボ県公共交通管理及び運営能力強化計画策定プロジェクト（ﾎﾞｽﾆｱﾍﾙﾂｪｺﾞ
ｳﾞｨﾅ：MaaS）

水：データによる水質管理
• AI水道管路診断導入実証パイロット事業（タイ）

• ビッグデータ活用による水質情報通知パイロット事業（ベトナム）

まとめ

免責：本地図上の表記は図示目的であり、いず
れの国及び地域における、法的地位、国境線及
びその画定、並びに地理上の名称についても、
JICAの見解を示すものではありません。
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責任ある外国
人労働者受入

れPF

JP-MIRAI

外国人材DX：日本での就労・生活を支えるJP-MIRAIポータル

JP-MIRAI（2020年に設立された外国人材支援PF）が提供するポータルサイト・アプリの構築を通じ、

外国人に必要な情報を集約・情報共有を促進、外国人が安心して働き暮らす共生社会の実現へ。

来日前 来日中 帰国後

外国人材

送出国側

日本側

✓ 日本及び各国の制度情報

✓ 関連機関の情報（送出国側の送出機関・
訓練機関・日本語学校、日本側の監理団
体・登録支援機関・受入企業・留学先・
支援団体等）

✓ 特定技能、日本語試験・教材等の情報

✓ 日本での生活情報

✓ 各種団体による支援情報

✓ 送出機関、受入団体等の評価 など

✓ 日本企業・現地日系企業の就職情報

✓ 日本の情報

 JP-MIRAIポータルに登録・アクセス

各種情報を基に、適切な送出し機関や
日本での受入れ先企業の選択・申込

日本の制度や生活、キャリアパスを理
解した上での申込みを促進

相談窓口

外国人労働者向けセルフチェック

来日人材の満足度を向上するとともに、
悪徳業者を排除

来日人材との絆を大切にし、また来日
を希望するリピーターを増やす

送出国政府・協議会等 情報共有・ポータル連携で監督規制

認証制度を通じた優良団体・企業の特定＜検
討中＞

企業からの協賛や、ポータル上の広告掲載
による収入（→各種サポート経費への充当）
＜検討中＞

送出機関、訓練機関、日本人学校など 登録・情報共有

日本政府 情報共有・ポータル連携で監督規制
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主に日本で働く方を対象にポータルサイトとアプリをリリース中。

紹介動画もぜひご覧ください！

JP-MIRAIポータル

【ポータルリンク】

外国人材DX：日本での就労・生活を支えるJP-MIRAIポータル

【動画リンク】

日本語：jp mirai portal pr video 2022 – YouTube

ベトナム語：JP-MIRAI Portal Vietnamese - YouTube

https://portal.jp-mirai.org/ja
https://www.youtube.com/watch?v=mWc9ZbqKGko
https://www.youtube.com/watch?v=jDIdiBhHT0g
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JICA Channel
https://www.youtube.com/user/jicachannel1

JICA DX 特設サイト
https://www.jica.go.jp/activities/issues/digital/jicadx/index.html

JICA ガバナンス・平和構築部 STI・DX室


