JICA 研究所プロジェクト・ヒストリー・シリーズ
国際協力の具体的なプロジェクトを知りたい
国際協力の現場の様子を知りたい
どんな人が活躍しているのか知りたい
日本と世界の国々の協力の歴史を知りたい
何が成功し、何か教訓だったのか知りたい
プロジェクト・ヒストリーは国際協力にご関心のある
皆さんのこんな声にお応えするおすすめの書籍シリー
ズです。

プロジェクト・ヒストリーは、これまで JICA が開発途上国の発展のために行ってきた
技術協力、資金協力、ボランティア派遣などの事業を振り返り、その軌跡と成果を分析
し、事実にもとづいた読み物としてまとめた書籍です。現場で活躍した人々の姿にスポ
ットをあて、読みやすい物語にまとめています。
国際協力に関心がある学生の皆さんへの入門書として、大学の国際関係の授業のケース
スタディーとして、国際協力をテーマとした読み物として、さまざまにご活用いただけ
ます。
書籍は全国の一般書店、オンライン書店、出版社にてご購入いただけます。
ぜひお求めの上、ご一読下さい。
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アフガニスタンに平和の礎を
人々の生活再建に奔走する日本人たち

アフリカ紛争国スーダンの復興にかける
復興支援1500日の記録

ぼくらの村からポリオが消えた
中国・山東省発「科学的現場主義」の国際協力

ジャカルタ漁港物語
ともに歩んだ40年

森は消えてしまうのか？
エチオピア最後の原生林保全に挑んだ人々の記録

いのちの水をバングラデシュに
砒素がくれた贈りもの

プノンペンの奇跡
世界を驚かせたカンボジアの水道改革

未来をひらく道
ネパール・シンズリ道路40年の歴史をたどる

地方からの国づくり
自治体間協力にかけた日本とタイの15年間の挑戦

中米の子どもたちに算数・数学の学力向上を
教科書開発を通じた国際協力30年の軌跡

クリーンダッカ・プロジェクト
ゴミ問題への取り組みがもたらした社会変容の記録
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東部臨海開発計画とテクノクラート群像

屋根もない、家もない、でも、希望を胸に
フィリピン巨大台風ヨランダからの復興

マダム、これが俺たちのメトロだ！
インドで地下鉄整備に挑む女性土木技術者の奮闘記

僕の名前はアリガトウ
太平洋廃棄物広域協力の航跡
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スポーツを通じた平和と結束
南スーダン独立後初の全国スポーツ大会とオリンピック参加の記録

これで子や孫までスレブレニツァでまた暮らせる。ありがとう。
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1. 『南米チリをサケ輸出大国に変えた日本人たち―ゼロから産業を創出した国際協力
の記録』

著者

細野 昭雄

発売日 2010 年 7 月
発行所 ダイヤモンド・ビッグ社
言語

日本語

ページ数 192 ページ
サイズ 全集・双書
ISBN コード 978-4-478-05994-4

本書は、1970 年代に開始された JICA の技術協力プロジェクト「日本／チリ・サケプロジェクト（チリ水産
養殖プロジェクト）のインパクトについて検証しており、サケの生息地ですらなかった南米チリが、やが
てノルウェーと世界１、2 位を争うサケの輸出大国になるまでに成長を遂げる"サケ産業の奇跡"を描い
たものです。
長期にわたって実施された同プロジェクトが始まるきっかけは、1969 年、水産庁の北海道さけます孵
化場に研修員としてやって来たパブロ・アギレラという一人のチリ人と、日本の水産技術者、長澤有晃
氏との出会いでした。この出会いは、その後の 2 人の人生を大きく変えるとともに、南米チリに新しい産
業を芽吹かせる原動力となりました。この出会いに端を発した同プロジェクトは、関係者の情熱と努力
によって多くの優秀なチリ人技術者を育て、やがて大きな成果を生むことになります。
同プロジェクトは、1973 年、チリでクーデターが発生したことにより一時中断を余儀なくされるなど、紆
余曲折を経ながら 20 年余りにわたって継続されました。この間、チリではサケの養殖産業が発展する
のに伴い、関連資材やサービスを提供する企業などが次々に設立されました。そして、このことが多く
の雇用機会を生み出し、貧困層の所得を向上させました。同プロジェクトは、新たな産業を確立・発展
させることで一国の社会経済問題の改善に寄与した事例として、国際的にも高く評価されています。

2.『車いすがアジアの街を行く
戦～』

～アジア太平洋障害者センター（APCD）の挑

著者

二ノ宮 アキイエ

発売日 2010 年 12 月
発行所 ダイヤモンド・ビッグ社
言語

日本語

ページ数 208 ページ
サイズ 全集・双書
ISBN コード 978-4-478-05998-2

JICA では過去半世紀の間、開発途上国の発展のためにプロジェクトを立ち上げ、技術協力や資金協
力、ボランティア派遣など幅広い活動を行ってきました。それらプロジェクトは多様であり長期にわたる
ものが多く、活動内容や規模、実施のタイミング、携わる人の数もさまざまという要因から、これまで一
定の枠組みによってまとめた成果としての創出は多くはありませんでした。
このような活動を振り返り、その軌跡と結果を分析し、具体的で興味深い事実をふんだんに盛り込ん
だストーリーとしてまとめることが、これまで以上に JICA の活動を広く理解・評価されることにつながり
ます。その上で、JICA 自身がプロジェクトの過去から現在までを未来においてさらに発展させるための
ヒントにもなると考え、「プロジェクト・ヒストリー」研究構想が立ち上がりました。
その一環として発刊された『車いすがアジアの街を行く ―アジア太平洋障害者センター（APCD）の挑
戦―』は、プロジェクトの初代チーフアドバイザーである二ノ宮アキイエ氏を中心に、スタッフや障害者
自身の言葉や目線で、2002 年に JICA とタイの労働福祉省がアジア太平洋地域における障害者の権
利擁護とバリアフリー社会の促進を目指し開始した「アジア太平洋障害者センター（APCD：
Asia-Pacific Development Center on Disability）支援プロジェクト」の取り組みを描いています。

3.『西アフリカの教育を変えた日本発の技術協力―ニジェールで花開いた「み
んなの学校プロジェクト」の歩み』

著者

原 雅裕

発売日 2011 年 4 月
発行所 ダイヤモンド・ビッグ社
言語

日本語

ページ数 198 ページ
サイズ 全集・双書
ISBN コード 978-4-478-04129-1

ニジェールで小学校教育を改善すべく住民参加型モデルを確立した「みんなの学校プロジェクト」事業
の 4 年間の軌跡が JICA 客員国際協力専門員、原雅裕氏の言葉をとおして語られています。
サブ・サハラアフリカで最も貧しい国の一つであるニジェールは、2003 年に教育改善のための 10 カ年
計画を発表、目標達成を目指し努力を続けてきました。この計画を支援する形で、JICA は 2004 年、技
術協力プロジェクト「みんなの学校」を同国西部のタウア州で立ち上げました。
原専門員が率いるチームはさまざまな方法を用いて、地域住民の学校運営への参加を促すとともに、
人々の中に眠っていた学校教育に対する想いを呼び起こしました。この結果、持続可能で費用効率の
高い運営モデルを確立することに成功し、同モデルは 2 州 2,800 校で導入されました。うち一つの州で
は、2004 年から 2006 年の間、国内で最も高い就学率の伸びを記録しました。その後ニジェール政府
は、JICA の「みんなの学校」プロジェクトを国レベルのモデルとして認定、「みんなの学校」は世界銀行
の資金協力を得て、全国で実施されることになりました。現在ではセネガルやマリ、ブルキナファソなど
他の西アフリカの国々へと広がっています。
最終章で筆者はニジェールの人々の献身的な取り組みを称えています。地元ニジェール住民たちは
JICA の協力のもと、より良い学校づくりを目指し、小学校改革を見事に成功させたのです。
ニジェールの挑戦は今日も続きます。JICA は教育の普及と質の向上のため、引き続き支援を行ってい
ます。

4.『シルク大国インドに継承された日本の養蚕の技』

著者 山田 浩司
発売日 2012 年 1 月
発行所 ダイヤモンド・ビッグ社
言語 日本語
ページ数 205 ページ
サイズ 全集・双書
ISBN コード 978-4-478-04221-2

本書は、養蚕農家と製糸業者の収入増大を目指し、1990 年代初めから 16 年にわたって南インドで実
施された JICA の養蚕技術協力プロジェクトの足跡をまとめたものです。JICA 事業の成功事例の歴史
を紹介する「プロジェクト・ヒストリー」シリーズの第 4 弾として刊行しました。
生糸生産は、明治時代の日本の近代化を支えましたが、昭和初期をピークに戦後衰退していきました。
しかし、それまでの長い歴史のなかで蓄積された養蚕の技術と知識が海を渡り、南インドの農民の生
計向上に大きな役割を果たしたことはあまり知られていません。
著者である JICA 研究所の山田浩司参事役は、JICA インド事務所次長として首都デリーに 3 年間駐在
した経験をもっています。本書の執筆に当たり著者は、日本人専門家はもとより、現地でも 40 人の養
蚕農家の人たちにインタビューしました。そこから、養蚕技術の移転・指導が「文化と文化の衝突」とい
われるほど困難を極めるなか、いかに障害を乗り越え、現地の風土に合わせた技術と知識を生み出し、
高品質の生糸を生産できるまでに至ったのかの秘密を解き明かしています。
本書は、プロローグ、8 つの章、エピローグで構成されています。当時の状況にそってプロジェクトの流
れが理解しやすいよう、JICA 技術協力プロジェクトが始まる前、草創期、優良マユ「二化性交雑種」の
普及期、発展期、今後の展開といった章立てでストーリーが展開されます。
BRICS の一国として、近年は新興経済国としても注目されるインド。養蚕の専門家や、開発援助に携
わる方々にとどまらず、インド情勢に関心のある人にとっても興味深い内容を含む本書をぜひご一読く
ださい。

5.『ブラジルの不毛の大地「セラード」開発の奇跡』

著者

本郷 豊 細野 昭雄

発売日

2012 年 7 月

発行所

ダイヤモンド・ビッグ社

ページ数

252 ページ

ISBN コード

978-4-478-04300-4

「セラード」とは、ブラジル内陸中西部に広がる熱帯サバンナ地帯です。不毛の土地と呼ばれていたこ
のセラードに、本来は温帯性作物の大豆やトウモロコシといった農作物を作付し、1970 年代以降わず
か 4 半世紀で、世界有数の穀倉地帯へと変貌を遂げたブラジル農業の奇跡を本書は紹介しています。
著者の一人である本郷豊 JICA 客員専門員は、セラード開発に 17 年間にわたって携わった日本側の
貢献者であり、もう一人の著者である細野昭雄 JICA 研究所長は JICA における南米研究の第一人者
で、セラードの現地調査を本郷専門員と行いました。
本書では、セラードの「奇跡」が起こる前後の比較から始まり、1970 年代からのセラード農業に全力で
取り組んできたパイオニアたちの活動や、日本とブラジル両国の農業開発協力事業の詳細を振り返っ
ています。さらに長期にわたったこの事業が地域開発にもたらしたインパクトを分析し、ブラジルの経済
発展における意義とブラジルの発展戦略の特徴を取り上げています。
「ブラジル緑の革命」を起こしたといわれるセラード農業開発は、世界に誇れるものであり、日本の政府
開発援助（ODA）が果たしてきた役割や、世界の食糧事情などの課題に関する議論の素材となること
を願って刊行されました。

6.『中米の知られざる風土病「シャーガス病」克服への道』

著 者

橋本 謙

発売日

2013 年 2 月

発行所

ダイヤモンド・ビッグ社

ページ数

205 ページ

ISBN コード 978-4-478-04383-7

「シャーガス病」とは、中南米特有の寄生虫症で、サシガメという吸血性カメムシ（昆虫）を媒介虫として
人間が感染する病気です。中南米諸国では患者数が 800 万人とも 900 万人とも言われ、多くの住民を
苦しめてきた風土病ですが、日本ではほとんど知られていません。
本書は、中米地域で 1990 年代末から今日まで実施されている風土病「シャーガス病」との闘いの歴史
を、その前身で 1975 年からグアテマラで開始されたオンコセルカ感染症研究対策協力にまでさかのぼ
り、30 年以上の長期にわたってたどったものです。サシガメの生態の研究と分布状況の解明にはじま
り、家屋に棲みついているサシガメを駆除し、ついでその再発生を抑え込むための監視体制を中米各
国に築くまでの技術協力の足跡を、グアテマラ、ホンジュラスでの経験を中心に描きました。
JICA のシャーガス病対策協力の特徴として、広く複数の国にまたがる協力であること、そして、多くの
青年海外協力隊員が参加したことが挙げられます。日本から派遣された協力隊員は、地域保健事務
所スタッフと集落を巡回し、消毒とともに行われる住民向け啓発活動やデータ処理などに強みを発揮し
ました。
著者の橋本氏自身も、2000 年に青年海外協力隊員としてグアテマラに赴任し、以後 JICA 専門家とし
て中米のシャーガス病対策に取り組んできました。

7.『アフガニスタンに平和の礎を―人々の生活再建に奔走する日本人たち』

著

者： JICA 研究所アフガニスタン・プロジェ

クト・チーム
発売日： 2013 年 6 月
発行所： 丸善プラネット
ページ数： 274 ページ
ISBN コード： 978-4-86345-167-4

2001 年の米国同時多発テロ以降、アフガニスタンにおける新しい国づくりプロジェクトを国際社会が一
丸となって支援する中、日本もこれまで培った経験や知識を生かした支援を続けています。アフガニス
タンでは、多くの日本人が時には身の危険さえ冒しながら現地の人々の生活再建や復興・開発支援の
ために奔走しています。本書では、彼らが日々どのような活動をし、苦労の末にどのような成果をあげ
てきたのか事例を紹介しながら、アフガニスタンへの支援全体としてとらえ直すことを試みています。
本書の発行のため、JICA 研究所ではプロジェクト・チームを作り、日本政府や民間企業の関係者、
NGO スタッフ、国際機関や JICA の職員など、様々な立場でアフガニスタンの現場に足を踏み入れた
方々の体験や情報を収集してきました。それらの情報をもとに、アフガニスタン支援の全体像を具体的
な形で再構築し、支援開始初期の緊急的な人道支援から、新しい国家の行政機構をゼロから立ち上
げるための支援、生活基盤の安定を目指した支援、アフガニスタンの未来を支える人材の養成など、
幅広い活動を紹介しています。また、1970 年代に日本が行った支援の成果が 20 年以上経った今でも
生き続けているというエピソードがいくつか登場し、時代を超えて国づくりを支える「人財」とインフラとい
う、人を通した支援の重要性を再認識させられます。

8.『アフリカ紛争国スーダンの復興にかける―復興支援 1500 日の記録』
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本書は、長年にわたる内戦で国土が荒廃したアフリカ・スーダンで、2005 年の南北包括和平協定など
を契機として進められた地域紛争終結への動きと、それに合わせて動き出した国際社会による復興・
平和構築支援の取り組みを、2007 年よりスーダンに赴任した宍戸健一首席駐在員（現 JICA 地球環境
部次長）が、約 1500 日におよぶ駐在員時代から継続して記録してきた活動日記を基に、彼の目を通し
て描いています。和平合意後、JICA は南北スーダンにおいて数々の支援事業を立ち上げましたが、本
書では、復興・平和構築支援に向けた、その初期の取り組み全体を 1 つのプロジェクトと捉えて紹介し
ています。
2011 年の南部スーダンの分離独立に向けて、欧米諸国の目が南スーダンに注がれるなか、JICA は、
南部スーダンだけでなく、北部スーダン、東スーダン、ダルフール地方、そして南部と北部の境界に位
置する暫定統治 3 地域の支援にも取り組んできました。本書は、スーダンの状況やその歴史、国際社
会の支援を紹介しながら、その中で JICA が何を意図して活動し、どのようにこの国を支援してきたか
について語っています。JICA スーダン事務所が、スーダン政府および南部の暫定自治政府と対話を
続けながら、支援事業の早期立ち上げを働きかけ、多くのスーダン人が平和のよさを実感できるよう活
動を進めてきた記録でもあります。

9.『ぼくらの村からポリオが消えた―中国・山東省発「科学的現場主義」の国
際協力』
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発売日 2014 年 2 月
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本書は、中国におけるポリオ撲滅を目指し、JICA 専門家やプロジェクトに携わった関係者などによる、
現地でのポリオとの闘いの様子や撲滅までの軌跡をまとめたものです。
「小児マヒ」の通称で知られるポリオという病気は、かつて日本でも大きな脅威でしたが、1960 年代中
葉以降流行が収まり、1980 年を最後に自然感染によるポリオの報告はありません。しかし世界ではそ
の後も猛威をふるい続け、とくにアジア、その中でも世界最大の人口と広大な貧しい農村地域を抱えた
中国においてその脅威は著しく、中国政府は、1990 年代の初めからその撲滅のための対策に本格的
に動き出しました。その取り組みは、世界保健機構（WHO）、ユニセフなどの国際機関やロータリー財
団など、国際的な支援を幅広く受けましたが、その中でも特に重要な役割を果たしたのは実は日本か
らの協力でした。日本と中国の専門家の協力と国際社会からの支援によって取り組みは着実に成果を
上げ、2000 年には WHO がついに西太平洋地区（中国を含む）におけるポリオ撲滅を宣言するに至り
ました。この一連の流れの中で、国際協力がどのように貢献したのか、詳細な支援プロセスや効果の
背景などもこの本から読み取ることができます。
本書は、プロローグ、5 つの章、エピローグで構成されています。当時の状況にそってプロジェクトの流
れが理解しやすいよう、JICA 技術協力プロジェクトが始まる前の中国山東省の現状から、中国北方 5
省での本格的な支援、北方での成果を基に南方 5 省での展開、国境を越えて侵入するポリオの防止、
そしてポリオ撲滅の要因といった章立てでストーリーが展開されます。

10.『ジャカルタ漁港物語―ともに歩んだ 40 年』

著
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本書は、インドネシアの脆弱な漁港を漁業基地として整備するプロジェクトが発足するところから、新漁港の設
立、開港後に発生した諸問題の解決までの軌跡を初期から現在までジャカルタ漁港に関わり続けている開発コ
ンサルタントがまとめたものです。
インドネシアの主要産業の一つである水産業。その拠点となるのが首都にあるジャカルタ漁港です。2011 年の
水産物取扱量は約 19 万トンにもなり、日本の主要漁港の取扱量とほぼ同等の規模を誇る漁業拠点です。この
港ができる以前は、船が停泊するための設備など港としての機能整備は不十分なままで、市場や加工場なども
整っていませんでした。そこで日本の ODA 事業によって、港を整備し、インドネシア水産業における漁業拠点と
することを目指す円借款プロジェクトが立ち上がりました。これのプロジェクトによって、整備された巨大漁港が
誕生し、この地域は新設された中央水産物卸売市場や水産加工団地なども含めた一大漁業複合施設となりま
した。またこの大漁港の誕生は、水産業の発展による経済の活性化はもちろん、新規雇用の創出、ジャカルタ
市民の食生活の改善などにもつながりました。
この一大 ODA プロジェクトがどのようにして生まれ、施工され、発展していったのか、その過程で開発コンサル
タントとインドネシア側の関係者がどのような問題に直面し、どのように克服したのか、この 40 年にわたる一連
の流れを追う中で、ODA プロジェクトとは何か、開発コンサルタントの仕事とは何かなど、この本は様々な示唆
を与えています。
なお本書は、プロローグ、5 つの章、エピローグで構成されています。プロジェクトの流れが理解しやすいよう、
ODA プロジェクトによる新漁港創出に向けた取り組みから、開港後に浮上した数々の課題解決、そして大漁港
複合施設に発展した現状までを章立てで展開しています。

11．『森は消えてしまうのか？―エチオピア最後の原生林保全に挑んだ人々の記録』
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本書は、エチオピアで 2003 年から 2012 年まで実施された森林保全プロジェクト「ベレテ・ゲラ参加型森林管理
プロジェクト」について、まとめたものです。
エチオピアの森林を守るためには、そこに住む人々の生活を良くすることが重要です。そのために、ベレテ・ゲラ
のプロジェクトでは、森林に暮らす人々による森林管理組合を設立し、農業技術の普及による農業生産性の向
上を目指すファーマーフィールドスクールを行い、さらに天然林内で収穫されるフォレストコーヒーのプレミアム価
格による収入が一役を果たす仕組みをつくりました。こうしたプロジェクトの取組みは、それまでの JICA の環境
保全の取組みと比較して、また民間セクターとの連携という意味でも画期的なものです。しかしながら、エチオピ
アの森から世界の市場に出ていくことのチャレンジは想像以上に困難な道でした。
国際開発の現場では、多くの人が知恵をしぼり、試行錯誤し、切磋琢磨しています。特に、日本の協力現場では、
専門家、ボランティア、コンサルタント、JICA 現地事務所のスタッフがそれぞれに、途上国の行政官、市民、村人
と協働し、汗を流している。ここに日本型協力の真髄があります。しかしながら、その姿は、プロジェクトの報告書
ではなかなか伝えきれないものです。著者は、プロジェクト・エスノグラフィー（一人の「外部者」が対象となるプロ
ジェクトを観察し、それを観察者の視点から「再構築」する試み）の手法を用いて、現場の試行錯誤や課題を丹
念に聞き取り、一つの物語にまとめました。

12. 『いのちの水をバングラデシュに―砒素がくれた贈りもの』
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本書は、宮崎県を拠点に活動する NGO アジア砒素ネットワーク（AAN）が、バングラデシュの飲み水の砒素（ヒ
素）汚染の問題に 20 年以上にわたり取り組んできた軌跡を描いたものです。飲料水に砒素が溶け出すメカニズ
ムが明らかではなく、これを完全に取り除いた飲料水を提供することが、技術的にも、文化の面でも容易ではな
い砒素。本書は AAN が多くの人々と協働し、JICA とも連携して進めてきた活動の記録です。
本書の著者川原一之氏は、朝日新聞の若き記者として宮崎支局に勤務していた 1971 年、宮崎県高千穂町の
旧土呂久鉱山による砒素公害の問題を知ります。川原氏はこの「砒素」によって、飲み水の砒素汚染に悩まさ
れる南アジアの一国、バングラデシュに運ばれます。そしてバングラデシュという国で、まさに人生をかけてバン
グラデシュの人々の飲み水の問題に取り組むことになるのです。「砒素」はまた、川原氏に多くの人との出会い
をもたらします。土呂久鉱山による砒素公害からの救済を支援するためのネットワークから始まったアジア砒素
ネットワークの活動を支える人、参加する人。また、応用地質研究会という科学者や技術者のネットワークや
JICA との出会い。そして砒素の健康被害に苦しむ村の人々、命を奪われる人々。自らの国の問題に取り組む
立場にあるバングラデシュの政治家や政府関係者、これを支援する国際機関や諸外国の関係者。本書は、「砒
素」によって人生が変わり、「砒素」によってもたらされた出会いとつながりの中で、砒素がもたらす問題に全力
で取り組んできた川原氏のライフヒストリーです。

13. 『プノンペンの奇跡―世界を驚かせたカンボジアの水道改革』
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本書は、長く内戦に苦しんだカンボジアの首都プノンペンで、その水道公社が安全な水を市民に届けるまでの
「キャパシティ・ディベロップメント」の過程を詳細に描いた物語です。水道管の不法接続や、盗水が横行し、水道
公社が腐敗と汚職の温床だった 1990 年代。それが、わずか 15 年の間に安全な水を市民に届け、日本にも劣ら
ない高いレベルのサービスを提供するまでに成長する奇跡の背後にあったものは何かを明らかにしています。
本書では、水道公社の改革を先頭に立って率いたエク・ソンチャンという人物のリーダーシップが描かれていま
す。同時に、そのリーダーシップを支えたカンボジアという国の政治判断や政策、そしてカンボジア側の努力を
形にするために、プノンペン市の水道事業全体の計画を作成し、これに必要な資金や人の協力を行った日本の
支援、さらにフランスや世界銀行など、さまざまな国際機関の支援が記録されています。カンボジアの水道の成
功は、エク・ソンチャンと彼が率いる水道公社、カンボジア政府やプノンペンの市民社会、カンボジアを支援する
諸外国や国際機関といったあらゆるレベルで、多くの人々が活躍し、プノンペンの水道問題を解決していったキ
ャパシティ・ディベロップメントの好事例に他なりません。
このサクセス・ストーリーから、私たち日本人も多くを学ぶことができます。人材の育成、やる気の引き出し方、仕
事の管理の工夫や、さまざまな意思決定者への巧みなはたらきかけ。そして、改革、革新（イノベーション）。そこ
には、開発事業に限定されない、普遍的なマネジメントのヒントが多く示されています。

14. 『未来をひらく道―ネパール・シンズリ道路 40 年の歴史をたどる』

著

者 亀井 温子

発売日 2016 年 3 月
発行所 佐伯印刷 出版事業部
言

語 日本語

ページ数 207 ページ
ISBN コード 978-4-905428-62-6

インドと中国という大国に挟まれ、港を持たない内陸国であるネパールにとって、インドに通じる幹線道路は、モ
ノと人々の移動を確保する重要な生命線です。本書でとりあげているシンズリ道路は、そのネパールの生命線
としての役割を果たす重要なインフラとして、我が国の無償資金協力の事業として建設されました。シンズリ道
路は、建設の必要性が早くから注目されていたにもかかわらず、その実現には、構想から 40 年、建設 20 年と
いう長い年月を待たなければなりませんでした。
その長い年月の間には、実に多くのことが起こりました。国際場裏では、東西冷戦構造とその崩壊、中国とイン
ドの綱引き。日本では高度経済成長期にはじまった政府開発援助（ODA）の拡大、そして抑制への転換。ネパ
ール国内では、400 年以上続く王政を揺るがす民主化運動に、10 年にわたる内戦と、その終結と和平合意、連
邦民主共和国としての新たなる国づくりの始まり。建設現場は、こうした国内外の情勢に起因する数々の困難を
くぐり抜けねばなりませんでした。
本書は日本の対ネパール ODA の黎明期に遡る事業の構想から建設に至る歴史、そしてその実現に貢献した
人々のプロフィールと活躍、さらに完成によってもたらされたインパクトについてまとめたものです。また同時に、
ネパールの現代史と、2016 年に国交樹立 60 周年を迎える日本とネパールの交流史を概観する内容となってい
ます。

15．『地方からの国づくり―自治体間協力にかけた日本とタイの 15 年間の挑戦』
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本書は、JICA が協力を行った「タイの自治体能力向上プロジェクト」による約 15 年の取り組みの軌跡をまとめた
ものです。このプロジェクトでは、両国の学識者による共同研究として協力が始まり、相互に意見交換を重ねて
「自治体間協力」を柱とした協力に発展し、同国における自治体間協力のモデルと制度づくりが行われました。
その結果、プロジェクト開始前にはタイではほとんど見られなかった「自治体間連携事業」が、全国約 30％の県
で、県以下のレベルでは半数以上の自治体で行われるようになりました。本書は、日タイ双方の関係者が互い
に議論し、試行錯誤しながら、地方行政の改善に取り組んだ軌跡を詳細に描いています。
行政制度をテーマとした協力は、国や自治体の「統治」に直結する問題であるということから、機微な側面を持ち
ます。すなわち、日本が持つノウハウや技術を単純にタイ側に伝達するということではなく、タイ側の人々が法律
や制度も含めて、自分たちの問題として認識し、取り組む必要があります。また、行政制度とは、「水道」や「学
校」のように、成果が具体的に目にみえるものではありません。このため、目指すべき地方行政の姿はどのよう
なものか、メリットは何であるか、このことを関係者が早期に、具体的に、共通して理解することが重要でした。本
書では、こういった課題に関係者が取り組んでいった過程を描くことで、行政制度改善を目指す支援を行う上で
のヒントが多く示されています。

16. 『中米の子どもたちに算数・数学の学力向上を―教科書開発を通じた国際協力 30 年の
軌跡』

著

者 西方 憲広

発売日 2017 年 3 月
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他の開発途上国と同様に、中米でも子どもたちの算数・数学の学力の低さが課題となっていました。その背景に
は、算数・数学の教科書のそれぞれの単元に関連性がなかったり、授業が公式を覚えて教師の板書を写すだ
けだったりと、“考える力”を養う教育が整っていないことがありました。本書では、日本が 1987 年から中米地域
で行ってきた算数・数学の教科書制作を中心とした教育協力の歴史をひもときます。
子どもたちの学力向上のために何ができるか—。著者の西方憲広氏は、1987 年にホンジュラスに青年海外協
力隊として派遣され、教員の教える力を強化しようと研修を実施。多くの後任の隊員たちがその活動を受け継ぎ、
1990 年代には全国的な活動へと発展しました。青年海外協力隊の取り組みをふまえ、2003 年からはホンジュ
ラスで技術協力の事業として「算数科指導力向上プロジェクト」がスタート。JICA が派遣した専門家が現地の教
員や教育省の職員と共に小学校の算数の教科書を開発し、国定教科書として全国に配布されました。
2006 年からは国境を越え、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグアなど中米 5 ヵ国での広域“算数大好き”プロ
ジェクトが誕生し、小学校の算数教科書などを開発。さらに 2015 年 11 月からは第 2 回広域プロジェクトとして、
中等算数教育を中心に取り組んでいます。地域が一つとなることで、各国の学びあいの場となり、教材制作、そ
して教育人材育成へとつながっています。
中米地域での継続的、広域的な支援があったからこそ、「算数・数学教育といえば JICA」と言われるまでになっ
た日本の教育協力。この分野の第一人者である著者が 30 年の軌跡を振り返ります。

17. 『クリーンダッカ・プロジェクト―ゴミ問題への取り組みがもたらした社会変容の記録』

著

者 石井 明男 眞田 明子

発売日 2017 年 7 月
発行所 佐伯印刷 出版事業部
言

語 日本語
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目覚ましい経済成長を続けるバングラデシュ。首都のダッカでは、ゴミが河川や空き地に投棄されたり、街のあ
ちこちにたまって悪臭を放ったりと、発展の裏側でゴミ問題が大きな社会的課題に。ゴミの排出量が増加してい
るのに収集率は 44％にとどまり、最終処分場は汚水処理もされずにただ埋め立てるだけの場所でした。こうして
ダッカのゴミ問題は「アジアに残された最大の懸念」と評されるまでになっていました。

そこで日本は 2000 年から 15 年にわたり、短期専門家の派遣、技術協力プロジェクトの実施、青年海外協力隊
やシニア海外ボランティアの派遣、無償資金協力による資材の供与など、さまざまな側面から支援を進めてきま
した。ゴミ問題の解決には、組織体制、マネジメント、財政、将来計画、住民との協力など、廃棄物管理に携わる
地方自治体であるダッカ市の組織強化とその職員の能力強化が不可欠。そこでダッカ市職員と共に、ワード（区）
ごとに清掃事務所を設置して住民への窓口を設け、ゴミを総合的に管理する組織をつくり、最終処分場を衛生
的な埋め立て処分場へと生まれ変わらせていきました。

本書の著者の一人であり、JICA 専門家として現地で活動した石井明男氏は、1970 年代に東京都清掃局の職員
として「東京ゴミ戦争」に取り組んだ経験を生かし、住民参加型の廃棄物管理アプローチに力を入れました。廃
棄物管理を自分の問題として考える―それが、家庭からのゴミの出し方という住民の生活習慣を変えていくこと
になったのです。

ダッカをきれいにするという共通の目標に向かい、行政と住民が協力しあうようになったクリーン・ダッカへの道。
単なる「ゴミ収集」ではなく、総合的な「廃棄物管理」へと現地の人々の意識が変わっていった成功の軌跡がつ
づられています。

18. 『タイの新しい地平を拓いた挑戦―東部臨海開発計画とテクノクラート群像』

著

者 下村 恭民

発売日 2017 年 10 月
発行所 佐伯印刷 出版事業部
言

語 日本語
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1980 年代初頭のタイでは、農産物や鉱産物以外に輸出品がなく、経済は閉塞感に覆われていました。そこで工
業化・近代化を目指し、持ち上がったのが「東部臨海開発計画」。首都バンコクの南東に位置する東部臨海地域
に、大型船舶が停泊できる近代的な深海港と大型工業団地を建設する計画です。しかし、その実現にはさまざ
まな困難が待ち受けていました。
当時、タイにとっての 2 大ドナーは日本と世界銀行。日本は高度経済成長期に大型の臨海工業地帯を建設・運
営した経験を生かして支援に乗り出した一方、世界銀行はタイの経済規模からすると同計画は過大投資だとし
て強硬に反対したのです。さらに、タイ国内でも推進派と反対派が激しく対立し、同計画はいったん凍結されてし
まいます。
しかし 1985 年のプラザ合意以降、日本を含む海外企業によるタイへの対外直接投資が急増し、電力や港など
のインフラが不足したため、同計画が再び動き出すことに。日本は 1990 年代にかけて、工業団地、道路、水源と
なるダムなどのインフラ整備を支援しました。現在、東部臨海地域は自動車産業などの集積地としてタイの経済
をけん引する一大工業地域になり、経済発展の成功例としてミャンマー政府が視察に来るほどになりました。日
本からタイ、そしてミャンマーへと、ナレッジ（知識）の連鎖がつながっています。
著者の下村恭民法政大学名誉教授は、海外経済協力基金（OECF、現 JICA）の首席駐在員として 1985 年にタ
イに赴任し、長年同国の発展を見守ってきました。本書では、ドナーにも国内の対立にも“しなやか”に渡り合っ
たタイのテクノクラート（高度な専門知識と政策能力を持つ官僚）たちの複雑な人間関係や、著者との会話の中
で垣間見える一人一人の人となりにもスポットを当てています。そして、タイが新しい一歩を踏み出そうとした転
換期に日本がどのような役割を果たしたのか、その知られざるドラマが描かれています。

19. 『屋根もない、家もない、でも、希望を胸に―フィリピン巨大台風ヨランダからの復興』

著

者 見宮 美早・平林 淳利

発売日 2018 年 3 月
発行所 佐伯印刷 出版事業部
言

語 日本語
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2013 年 11 月、100 年に一度と言われる超大型台風がフィリピン中部のサマール島やレイテ島をはじめとする東
ビサヤ地方を襲いました。記録的な規模の高潮と強風により、死者・行方不明者は約 8000 人、被災者数は 1600
万人以上。レイテ湾の奥に位置するタクロバンの市街地は壊滅状態となり、東ビサヤ地域の主要産業だったコ
コナツの木の約 65％が倒壊するなど、人命、建築物、ライフライン、産業に至るまで、甚大な被害をもたらしまし
た。

本書では、この台風ヨランダにより被災した地域への緊急支援と、それに引き続いて実施された復旧・復興を
後押しする技術協力プロジェクトを中心に、日本の取り組みを紹介しています。この「台風ヨランダ災害緊急復
旧・復興支援プロジェクト」は広域で展開され、対象地域はサマール島やレイテ島沿岸の 20 市町に及びました。
取り組みの特徴として、①日本の災害復興の経験を踏まえたハザードマップの制作や自治体の土地利用計画
の策定支援、②病院や庁舎などの建設を含む、質の高い無償資金協力の計画づくり、③早期の災害に強い公
共施設再建と技術訓練、被災者の生計回復（クイック・インパクト・プロジェクト）の計画・実施、④東日本大震災
からの復興に取り組む東松島市との連携が挙げられます。

ただ単に災害前と同じ状態に戻すのではなく、災害に強いより良い復興を目指す「Build Back Better」という考え
方に基づき、フィリピンの人々との関係を第一に奮闘した日々。その考え方はフィリピン側にも徐々に浸透し、中
長期的な支援ニーズを見据えた JICA の取り組みは復興の一助となりました。災害は、より良い社会を建設する
チャンス—。そう信じて、緊急支援からシームレスな（継ぎ目のない）復旧・復興支援まで、数多くの関係者が携
わった激動の約 5 年がつづられています。

20. 『マダム、これが俺たちのメトロだ！―インドで地下鉄整備に挑む女性土木技術者の奮
闘記』

著

者 阿部 玲子

発売日 2018 年 3 月
発行所 佐伯印刷 出版事業部
言

語 日本語
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急速な経済成長に伴い、インフラ整備が進むインド。しかし、広大な国土を結ぶ中・長距離の鉄道網は早くから
整備されていたものの、人々が通勤などで都市部と郊外を移動するための短距離の鉄道路線網は未整備でし
た。近年、大都市では自家用車の急増による交通渋滞、それによるバスなどの公共交通機関の遅延、排気ガス
による大気汚染といったさまざまな問題が浮き彫りに。その打開策として持ちあがったのが地下鉄（メトロ）の建
設です。鉄道技術の知見を持つ日本が協力し、1997 年に始まった首都デリーでのメトロ建設事業であるデリー
メトロの成功が、その後、バンガロールやコルカタといったインド各都市でのメトロ整備へとつながっていきます。

本書は、そのようなメトロ建設事業の現場で奮闘する著者である阿部玲子氏の活動の様子と、日本でさえ男性
社会といえるこの土木業界を志すに至った経緯を描いたものです。著者は土木コンサルタントとして、デリーメト
ロをはじめインド各地の工事現場を担当していますが、安全管理が徹底されておらず、ヘルメットをかぶらず裸
足で歩きまわる作業員がいたり、スケジュール管理の意識が低く、工期が遅れるのは当たり前だったりと問題が
山積みでした。そこで、当初のコンサルタント業務には組み込まれていなかった安全対策や環境対策といった活
動を提案し、人脈をフル活用して課題解決に取り組んだのです。「女性だから」という理由で味わった理不尽な
経験を乗り越え、着実にインドの人々の信頼を勝ち取っていった奮闘の日々が、満載のエピソードと共につづら
れています。

21. 『僕の名前はアリガトウ―太平洋廃棄物広域協力の航跡』

著

者 天野 史郎

発売日 2018 年 12 月
発行所 佐伯印刷 出版事業部
言

語 日本語
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サモア、フィジー、トンガなど、太平洋に浮かぶ南国の楽園といったイメージが強い島しょ国。しかし、国土の面
積が狭い、人口が少ない、経済規模が小さいといった島しょ国だからこそ、見過ごせない課題に直面しています。
その一つが、廃棄物管理。ゴミとなる物資は海外からどんどん輸入しているにもかかわらず、処理施設がなく、
その管理を担える人材も少ないため、埋め立て地にゴミをただ投機するだけとなり、悪臭や汚水の垂れ流しによ
る周辺環境の汚染などが、この地域共通の課題となっていました。

そこで JICA は、2000 年のサモアでの支援を皮切りに支援を始め、日本の廃棄物管理の知見を生かして 2011
～16 年には 11 カ国を対象に「大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェクト（通称 J-PRISM）」を、2017 年から
は 9 カ国を対象に同プロジェクトのフェーズ 2 を実施中。本書では、廃棄物管理支援がどのように始まり、数々の
荒波にのまれながらも、どのように二国間協力から大洋州広域への協力に発展していったのか、15 年あまりの
“航海”を振り返ります。

本書の著者である天野史郎氏は、JICA 専門家としてこの協力に一貫して携わってきました。「技術は人から人
へ伝えるものであり、人が主役」という信念を持ち続け、各国が抱える事情にも丁寧に向き合い、カウンターパー
トである現地の人材を育てることにこだわっています。あくまで JICA 専門家はコーチであり、実際に試合に出る
のは現地の選手たち。今やこの協力に欠かせない人材となったサモアのファフェタイ・サガポルテレ氏をはじめ、
多くの日本人専門家と共に奮闘した島しょ国の人々の成長を追った物語です。

22. 『パラグアイの発展を支える日本人移住者―大豆輸出世界 4 位への功績と産業多角化
への新たな取組み』

著

者 北中 真人、藤城 一雄、
細野 昭雄、伊藤 圭介

発売日 2019 年 3 月
発行所 佐伯印刷 出版事業部
言

語 日本語

ページ数 198 ページ
ISBN コード 978-4-905428-95-4

南米屈指の農産物輸出国パラグアイ。中でも、「大豆」に関しては 2018 年から 2019 年に約 1,000 万トンの生産
量を記録し、輸出高は世界第 4 位になるなど、同国の外貨獲得と経済発展に大きく貢献しています。しかし、そ
の大豆の種が、今から約 80 年前に入植した日本人移住者の手によってまかれ、日系人社会の努力と研鑽によ
って、農業として確立していった事実はほとんど知られていません。1936 年の入植後、ようやく 1960 年に大豆
360 トンをブエノスアイレス経由で初めて日本に輸出。その後まだまだ苦労の日々は続いたものの、1973 年のシ
カゴの大豆相場の高騰が契機となり、大豆—小麦の作付体系で農家経営が安定し、日系移住地発展の基礎を
作りました。

また、大豆の生産以外にも、同国の日本人移住者が大豆から派生した農畜産物の加工産業に取り組む様子や、
近年新たに生まれた産業であるゴマの生産、自動車部品産業に取り組む様子についても本書では取り上げて
います。

本書では、JICA パラグアイ事務所での勤務経験を有する 3 人と、パラグアイの包摂的発展に関する研究を行
った実績を有する 1 人の計 4 人の著者から成るオムニバス・ヒストリーとして、パラグアイにおける日本人移住者
の同国経済への長年にわたる貢献を描いています。両国関係の歴史の一側面を記した本書は、2019 年「日・パ
ラグアイ外交関係樹立 100 周年」という記念すべき年に上梓されました。

23. 『スポーツを通じた平和と結束―南スーダン独立後初の全国スポーツ大会とオリンピック
参加の記録』

著

者 古川 光明

発売日 2019 年 3 月
発行所 佐伯印刷 出版事業部
言

語 日本語
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南スーダンは半世紀に及ぶ内戦を経て、2011 年 7 月 9 日にスーダンから独立した最も新しい国です。しかし、独
立から約 1 年半後の 2013 年 12 月に紛争が勃発。その後、和平合意がなされ暫定政権が樹立したものの、予断
を許さない状況が続きました。

“フェアプレー精神に則るスポーツを通じて、南スーダンが一つになることを国民に呼びかけたい”。そのような同
国政府の切実な思いを実現させようと、JICA は全国スポーツ大会開催を支援。同国政府は全国スポーツ大会
を「National Unity Day（国民結束の日）」と命名し、現地にいた自衛隊や日本企業などの協力も得て、2016 年 1
月に独立後初となる第 1 回大会が開催されました。以降、JICA は毎年「国民結束の日」の開催を支援していま
す。

そして JICA は、南スーダンとして初めてのオリンピックへの参加も支援。折しも選手団が発表される予定だった
2016 年 7 月 8 日に再び銃撃戦が勃発し、JICA 南スーダン事務所の日本人職員らは国外退避を余儀なくされま
した。このように数々の難題が立ちはだかりましたが、同年 8 月のリオデジャネイロオリンピックに陸上競技 3 選
手が出場を果たすことができました。引き続き、2020 年東京オリンピックへも選手を派遣できるように JICA は支
援を続けています。

本書は、南スーダンにおけるスポーツを通じた「平和と結束」の取り組みを描いたもので、本シリーズでスポー
ツを通じた平和構築支援を取り上げるのは初となります。著者である古川光明氏は、JICA 南スーダン事務所長
としてこの協力に一貫して関わってきました。自身の経験を踏まえて、なぜ同国で紛争が繰り返されるのか、な
ぜ平和構築のために「国民結束の日」支援なのかを解説し、大会開催までの険しい道のりや国外退避時の状況、
そしてリオデジャネイロオリンピックが南スーダン人にとってどのような意味を持つものであったのかについて、
当時のエピソードとともに綴っています。

2４. 『これで子や孫までスレブレニツァでまた暮らせる。ありがとう。—ボスニア紛争悲劇の街、
復興支援の記録』

著

者 大泉 泰雅

発売日 2019 年 8 月
発行所 佐伯印刷 出版事業部
言

語 日本語
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1995 年、ボスニア紛争下で約 8,000 人ものボシュニャク（ムスリム）住民が虐殺されたスレブレニツァ。紛争後、
数多くのドナーから支援がもたらされた中、JICA は 2005 年、農業支援を通じて民族融和と紛争復興を進めると
いう未曾有の平和構築支援をスタートさせました。専門家として赴任した著者の大泉泰雅氏は、「ボシュニャク住
民が被害者、セルビア住民が加害者という国際社会が決めつけた構図で支援をしてしまってよいのか」と疑問を
抱きます。他のドナーとは異なり、スレブレニツァ市第二の街スケラニに根を下ろして日々住民たちと議論を重
ねた著者は、ボシュニャク住民のみを対象とした支援では決して民族融和につながらず、民族間の溝をさらに深
くするだけだと痛感。そこで、地域住民が立ち上げた NGO や市役所の職員らと民族融和への新たな道を探し始
めます。

それから約 8 年にわたり、プルーンの苗木の植え付け、イチゴなどの温室野菜の生産、ハーブの生産加工、牧
草地の再興、養蜂、水道施設の改修など、多岐にわたる事業を展開したことで、住民の収入は向上し、次第に
両民族間の交流が生まれるように。そして、両民族の子どもたちが一緒に通う幼稚園の開園にまでこぎつけまし
た。著者は「事業を通じて JICA が磁石のようになり、両民族をくっつけた」とつづっています。「現地の人々が自
ら考え、行動を起こし、自分の人生を切り開いていけるようにきっかけを与えるのが支援ではないか」と語る著者
が、日々状況が変わる中でどう住民に向き合ったか、そしてスレブレニツァ市の人々の生活や街の景色がどの
ように変わっていったかが描かれています。

25. 『フィリピン・ミンダナオ平和と開発—信頼がつなぐ和平の道程』

著

者 落合 直之

発売日 2019 年 9 月
発行所 佐伯印刷 出版事業部
言

語 日本語
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フィリピンの南方に位置するミンダナオ島は、古くからイスラム教徒が多く暮らす地域。しかしアメリカ統
治時代からの移住政策により、多くのキリスト教徒の入植が始まったことから、移住者は新天地を守る
ため、そしてイスラム教徒は先祖代々の土地と権利を守るため、互いの正義を掲げて闘うようになりま
す。フィリピンからの分離独立やバンサモロ（イスラム教徒の人々という意味）の自治を求める武装勢
力とフィリピン政府の闘争は、市井の人々の生活を犠牲にしながら、50 年近くも続きました。
しかし、1996 年、フィリピン政府と武装勢力の一つ、MNLF（モロ民族解放戦線）は最終和平合意を締結。
日本は 2002 年にミンダナオ支援パッケージを掲げて本格的な参画を開始し、2006 年からはフィリピン
政府と MILF（モロ・イスラム解放戦線）との和平プロセスを下支えするため、ミンダナオ国際監視団
（IMT）、国際コンタクト・グループ（ICG）、日本－バンサモロ復興と開発イニシアチブ（J-BIRD）への参
加と実施による多角的なアプローチを展開してきました。
そして 2014 年、フィリピン政府と MILF はバンサモロ包括和平合意を締結し、2018 年 7 月には、イスラ
ム教徒、キリスト教徒、少数民族など、全ての人々の参加を重視したバンサモロ基本法が制定されまし
た。著者の落合直之氏は「ミンダナオ紛争はキリスト教徒とイスラム教徒の衝突だと思われがちだが、
そう単純ではない」と語ります。ミンダナオの民族と宗教分布は複雑で、独自の文化を持つ少数民族も
暮らし、地域ごとに氏族の力が強く封建的な社会支配体制も残っているため、全ての人の包摂が平和
の定着には欠かせないのです。
ようやく確かな光が見えてきた平和への道筋。「もし自分がミンダナオに生まれていたら、バンサモロと
してどんな人生を送っているだろうか」とつづる著者は、ミンダナオに魅せられ、名も知れない町や村を
駆けずり回った“地べた派”だと自称します。その日々を通して感じた JICA だからこその役割は、対立
しているもの同士をつなぐかすがいになること。和平合意が結ばれる以前から日本が現地に入りこみ、
どのように平和構築に携わってきたか、数々の人々との出会いを織り交ぜながら描き出しています。

