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　1954年に始まった日本の政府開発援助（ODA）が、今年10月で50周年を迎えます。  

　1990年代後半以降、世界の援助は「貧困削減」を主な目的としています。2000年には、世界

の安定と平和に向けた国連ミレニアム宣言が採択され、その一部を具体化した「ミレニアム開発目標

（MDGs）」でも、「貧困削減」が最重要課題に掲げられています。欧米の援助機関は、保健・医療へ

の支援といった、直接貧困層に便益をもたらすセクターへの支援を重点的に行ってきましたが、日本は、

このような支援に加え、インフラを整備することで経済成長を促し、貧困層を減少させていくという

アプローチも同時に採ってきました。大型のインフラの整備は、現地住民の生活を向上させていない

と批判されることもありますが、インフラは経済成長のみならず、貧困削減も促す効果があるとして、

最近ではその重要性が見直されてきています。 

　日本のODAで重要な役割を担ってきたのが国際協力銀行（JBIC）が実施している円借款です。

そこで、今回はJBICの「貧困削減のためのインフラ整備」の取組みを紹介していきます。 
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世界の5人に１人が貧困層

世界の人口は60億人を超えていますが、1日1ド
ルに満たない金額で生活せざるを得ない人が、開発
途上地域を中心に約12億人もいます。1日1ドルの
基準は「国際貧困ライン」として貧困度を示す一つ
の目安として用いられますが、5人に１人がこのよ
うな厳しい状況の下にある貧困層です。この貧困人
口の65%が南アジアと東アジアに集中しています。
また、女性は伝統的な価値観などから、就業や教育
などの機会が制限されています。そのため、男性よ
りもより貧困に陥りやすいと言われています。
「貧困」は、単に所得が低いという状態にとどま

りません。就業機会の不足、教育・保健医療などの
公的サービスの不足、経済･社会インフラの未整備な
どに加えて、社会文化的差別の存在、政治や生活改
善に参加する機会の欠如などの観点から「貧困」を
定義する必要があります。ノーベル経済学賞受賞学
者のアマルティア・センは、貧困を人間の権利とし
て与えられた潜在能力が不足していること、つまり、
どのような生活を選択できるかという個人の自由が
無い状態、と定義づけています。 また、貧困層は焼
畑耕作などの自然環境に依存して生活することが多
いため、干ばつや異常気象などが起きるとすぐさま
生活手段が奪われてしまいます。このような脆弱性
も貧困の特徴の一つです。さらに、国内の政治不安
や、紛争などが貧困を悪化させる原因にもなります。
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60年代から70年代中盤、韓国は産業基盤の整備を必要と

していた時期にあたり、円借款では、京釜鉄道、市外電話

網、昭陽江ダム、浦頂製鉄所などの経済インフラを支援し

ました。

1970年代以降、韓国は「漢江の奇跡」と呼ばれる経済

の飛躍期に入りましたが、円借款では、ソウル地下鉄や忠

洲ダムなどの経済インフラに加え、保健・医療、教育分野

への支援が進められました。

そして、1980年代以降は上下水道などの社会的サービ

スに支援の重点が移され、90年に供与された最後の円借

被援助国から先進国へ
－円借款の成果：韓　国－

韓国は、1950年に勃発した朝鮮戦争で国土は疲弊しま

した。韓国が本格的な経済開発に取り組んだのは1960年

代に入ってからのことです。

1965年に、「財産及び請求権に関する日本国と大韓民

国との間の協定」が両国政府間で調印され、この協定に基

づき、韓国に対する円借款の供与が開始されました。
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「私立大付属病院施設拡充事業」により整備された病院

款までに、90件以上、累計で約6,000億円の円借款が供

与され、順調に援助国から卒業することができました。

その後、韓国は1995年にWTO（世界貿易機関）に加盟

し、翌1996年に日本に次いでアジアで2番目にOECDに

加盟するなど、一気に先進国入りを果たしました。そして、

1997年の通貨危機も乗り切り、世界的なハイテク企業が

育つなど経済はさらに発展を遂げ、国民生活も保健・医療、

教育をはじめ、国際的にきわめて高い水準にあります。

ミレニアム開発目標

国際社会では、団結して開発途上国の貧困の状況
に対応していこうという機運が高まっています。
2000年の国連ミレニアムサミットで採択された国
連ミレニアム宣言を受けて、2001年に国連ミレニ
アム宣言を達成するための具体的な計画書として、
「ミレニアム開発目標（MDGs）」がまとめられまし
た。この中では、最重点課題として貧困削減が掲げ
られており、「1990年の世界の貧困人口比率
28.3%を2015年に14.2%にまで半減する」とい
う数値目標が明示されています。国際機関や先進国
政府は、それぞれ貧困削減に向けてさまざまな施策
を打ち出しています。
日本政府も1992年にまとめた「ODA大綱」の基

本理念の中で、人道的見地から飢餓や貧困で苦しむ
世界の人々を支援する姿勢を示し、その理念に沿っ
て貧困対策や社会開発への支援強化を図ってきまし
た。この理念は、2003年に策定された「新ODA大
綱」に継承・発展され、貧困削減が重点課題として
位置付けられています。
円借款の方針を定めたJBICの海外経済協力業務実施
方針においても、「貧困削減への対応強化」が重点分野
の一つとなっており、2002年度における貧困対策案
件は全円借款案件の15％、そのうち、案件形成段階に
おいて貧困層が参加した割合は71％となっています。
貧困対策案件の例としては、灌漑、地方道路、地方電
化、給水事業といった貧困地域における小規模なイン

フラの整備があげられます。貧困層への波及効果を高
めるためには、事業の実施前の段階から住民の意見を
取り入れたり、インフラ整備と同時に、農民が家内工
業をおために必要な資金を融資するマイクロファイナ
ンスを導入するなどの工夫を行っています。

1 絶対的貧困と飢餓の撲滅 

2 初等教育の完全普及 

3 子供の死亡率の削減 

4 妊産婦の健康の改善 

5 HIV/AIDS、マラリア等の感染症対策 

6 持続可能な環境の保全 

7 開発のためのグローバルパートナーシップの 
   構築及び発展 
 

 ミレニアム開発目標（MDGs）の項目 
 

大コロンボ圏水辺環境改善事業
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活き続ける日本の技術
ブランタス河流域総合開発
－円借款の成果：インドネシア－

ジャワ島東部を流れるブランタス河、その流域は有数の

穀倉地帯として知られ、インドネシア第2の都市スラバヤ

市の生活･産業用水を供給しています。一方、ブランタス

河では頻繁に洪水が発生し、甚大な被害を引き起こしてい

ました。そこで、インドネシア政府は1961年に「ブラン

タス河流域総合開発計画」を策定しました。日本は円借款

を中心に、30年以上にわたって、ダム建設、河川改修、

砂防、灌漑などからなる、この計画を支援してきました。

この計画により洪水被

害が低減し、稲作などの

農業生産も飛躍的に向上

しました。また、安定し

た水力発電が実現したこ

とで、産業発展による雇

用創出にもつながってい

ます。

特筆すべきは、数々の困

難に立ち向かった日本人技師と現地技術者の交流です。日

本人技師たちは、現地の技術者と文字通り寝食をともにし、

その連帯の中で技術移転が着実に進められ、多くの優秀な

インドネシア人技術者が育ちました。彼らは自らの手で事

貧困削減のためのインフラ再認識

国際社会で最重要課題と認識されている「貧困削
減」。 これに取り組むアプローチは大きく分けると2
つあります。貧困層を対象とした教育の普及、保健
医療サービスの充実などを図っていくアプローチと、
国全体や地域の経済成長を後押しすることで、貧困
層も含めた住民の所得や生活水準の向上を目指すア
プローチです。欧米諸国は、恵まれない人々への
「慈善」を援助理念の核としており、貧困削減を前者
のアプローチ、つまり貧困層への直接的な支援、と
して捉えています。これに対して日本は、貧困を無
くしていくためには、開発途上国の貧困層への直接
的な支援に加え、開発途上国が経済的に自立する
ため、経済成長の基盤となるインフラ整備を支援し、
国民生活の向上を図ることが重要であるとの考えを
持っています。
日本は、1954年にコロンボプラン（南・東アジ

アの経済社会開発の促進を目的として設立された機
関）に加盟し、翌年から開発途上国に対して専門家
の派遣、技術研修生の受入などの技術援助を開始し
ました。1958年には、初の円借款（二国間の有償
資金協力）がインドに対して供与され、電力設備や
船舶、プラント設備などのインフラ整備に活用され
ました。それ以降、日本は開発途上国の経済成長の
基盤となる電力、港湾、道路、水資源などの経済･社
会インフラの充実に力を注いできました。例えば、

バンコク市内の高速道路の約3割、フィリピンの全電
話回線の約2割が円借款により支援されています。
今日、アジアのいくつかの国々は、めざましい経

済成長を達成しています。これらの国々では経済成
長によって、貧困人口と貧困率も他の地域と比べて
大きく減少していますが、インフラの整備を着実に
進めてきたことが背景にあります。

（事例）インフラ整備の役割
－ベトナム北部運輸インフラ事業－

ベトナムでは、南部に比べて発展が遅れている北
部地域の経済開発が重要な課題となっていました。
そこで、1994年から、内陸の首都ハノイと北部最
大の港湾を有するハイフォンを結ぶ国道5号線の改
良とハイフォン港の近代化を図るリハビリが円借款

国道５号線、改良前

国道５号線、改良後

ブランタス河流域に建設された堰
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FOCUS

業を実施できるようになっただけでなく、

他のプロジェクトでも指導者として活躍し

ています。

ここで培われた不屈の精神は、後に「ブ

ランタス・スピリット」と呼ばれ、現地で

は困難にぶつかるたびに「ブランタス･スプ

リットに学べ」と唱えているといいます。 ボロン川改修事業 

スラバヤ川改修 I,II

ブランタス中流域 
河川改修 I,II

ブランタスデルタ 
灌漑施設修復 

 

カランカテス 
多目的ダム 

ウリンギ多目的ダム 

ブランタス河流域 

スマトラ 

ジャワ 

Mt. Semeru

Mt. Arjuno

により進められてきました。かつて、国道5号線は
片側一車線で渋滞が日常化しており、ハイフォン～
ハノイの間は片道3～4時間程かかったと言われてい
ますが、片側3車線に拡幅された現在では、片道2時
間かからずに両都市を行き来することができるよう
になりました。ハイフォン港も水深が浅いうえに施
設が不十分でしたが、港湾のリハビリが行われた結
果、取扱貨物量は、1992年時点と比べ4倍近くに
急増しました。
国道5号線の建設とともに、ベトナム政府が外資導

入政策や工業団地の整備を進めました。ハノイの工業
団地に進出した日本の大手事務機メーカーに続いて複
数のハイテク産業も進出、沿線に建設された複数の工
業団地にも外国企業が進出したことで雇用が創出さ
れ、地域の貧困削減へ大きな効果がありました。

新たなインフラ支援のために

ある試算によると、開発途上国全体のインフラへ
の需要は2005年から2010年の間に2,300億ドル
にのぼると推定されています。この膨大なニーズに
国際社会は対応していく必要があります。JBICは、
今後も開発途上国の経済成長を支えるインフラ整備
への支援を行っていきますが、同時にインフラ整備
を、貧困削減にも一層役立つものとしていくために
は、事業を形成する段階から貧困層が参加すること、
インフラ・サービスが貧困層まで届くような工夫を
することなどが鍵となります。

（事例）インフラ整備の役割
－フィリピン農地改革を多面的に支援－

フィリピンは、主食の米の自給ができず、米の増
産が農業セクターの課題となっており、1987年に、
アキノ大統領（当時）が農地を分配することを目的
として「包括的農地改革計画」の実施を発表しまし
た。農地改革を成功させるためには、土地の再配分
を受けた農民がその土地で自立的に農業を続けてい
く必要があります。そのためには、ただ農地を配分
するだけでなく、農業技術の指導や、農民が利用で
きる灌漑施設を整備したり、米を市場に運んでいく
道路の整備なども必要となります。近代化されたハイフォン港に停泊する船

灌漑された耕地
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そこで、日本は無償資金協力により1991年にフ
ィリピン政府に稲研究施設を建設し、小規模農家向
けの品種改良と栽培技術の開発などを行ってきまし
た。さらに、JBICは円借款により、灌漑施設や収穫
後の処理施設や、収穫物を市場へ運び販売するため
の道路建設など、農村総合開発を支援してきました。
また、フィリピンの農地改革の受け皿となっている
農民からなる自治組織である農地改革コミュニティ
（ARC）の組織の強化やトレーニングをNGOと協力
をして行いました。
このような支援の結果、農業生産性が大きく向上

するとともに、農地改革コミュニティ・水利組合と
いった自主組合の組織率があがったり、農民の収入
レベルが上がったりする効果が現れています。この
ように、灌漑施設などを作るとともに、貧困層への
事業効果がより大きくなるような仕組みを整えるこ
とが重要です。

収穫した米の天日乾燥

■ 国際情勢の激変、アジア通貨危機への対応
(1991年から1999年)
冷戦後の新たな世界情勢を踏まえ、円借款は、地球規模

問題への対応や民主化・市場経済化支援、貧困削減への一

層の取組みなど、新たな課題にも取り組んでいます。また、

97年にタイバーツの下落を発端とするアジア通貨危機が

発生しましたが、それに対し、日本政府が発表した「新宮

沢構想」の下、アジア諸国に対し支援を行いました。

■ 環境社会問題の高まり、貧困削減への対応
(2000年以降)
いまや環境保全は世界的な重要課題となり、また、貧困

削減はミレニアム開発目標の最重要課題とされています。

こうした動きをふまえ、JBICは2002年に新たな「環境

社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」を制定

しました。また、「貧困削減への対応強化」「環境改善への

支援」を重点分野と位置付け、業務に取り組んでいます。

円借款50年の歩み

■ 経済協力の開始（1954～1960年 ）
日本は、1954年にコロンボプランに加盟し、1958年

に円借款第1号をインドへ供与しました。1964年には

OECDに加盟し、先進国の一員として援助国となりました。

■ 開発問題の高まりと円借款の本格的始動
（1961年から1975年）
円借款は主にインド・パキスタンに対して供与されてい

ましたが、1965年以降に供与対象国が東アジア・アセア

ン諸国へと拡大していきました。

■ 援助大国への道のり-円借款の計画的拡大
(1976年から1990年)
援助額を3年間で倍増させるというODA第1次中期目標

が1978年に決定されたのを皮切りに、援助は計画的に増

額される時代になりました。 また、日本の貿易黒字を途上

国に還流させるための1987年の資金還流措置の枠組みの

中で、着実に円借款の実績は拡大しました。量的な拡大だ

けでなく、国際機関との協調が重視され、また、きめこま

かな援助に向けての調査業務の充実などが図られました。
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OPINION

私の出身のスリランカでは、ODAの約7割を日本から受

けています。ODAはスリランカの経済社会の発展のために

不可欠です。一方、インフラ整備を基本とする日本のODA

を批判する声もあります。スリランカでも、日本のODAで

作られた病院が、維持管理に費用がかかりすぎるとの批難

を受けたことがありました。しかし、病院ができたおかげ

で多くの人命が助かったのは事実であり、問題の本質はむ

しろスリランカ政府の予算の取り方や病院運営にあったと

思っています。開発途上国では、それぞれの国の事情に合

わせて多様なインフラを段階的に整備していく必要があり

ます。スリランカでは、和平合意プロセスの初期の段階か

ら、日本の政府や関係機関が一丸となって積極的に関与し、

日本として総額10億ドルの支援をまとめたことが、世界

を動かして37億ドルの援助につながりました。日本の主

体的な取り組みが世界の援助を集めたのです。2001年の

停戦合意後に、反政府勢力の根拠地である北部と首都コロ

ンボを南北に繋ぐハイウェイがADB（アジア開発銀行）の

支援で建設されたことにより、地域間の民間の交流がみる

みるうちに進んだことも記憶に新しいところです。

日本のODAは、技術協力、無償協力またJBICが関わる

円借款などの形態が、うまく連携することでいっそう支援

の効果を高めることができると思いますが、今後、円借款

がさらに有効なツールとなるために、私見を述べたいと思

います。大型のインフラ建設に重要なのは、質の高いもの

を計画通りに納期内に建設することです。そのためには時

に、大企業の参画が必要ですし、借入国側には、こうした

外国の技術を導入する柔軟な姿勢が必要です。このような

努力によってODAの波及効果を高めるべきです。

そして、そのうえで、例えば地元の家内工業から中小企

業で賄えるパーツについては、地元から調達するシステム

を確立することが必要です。一日単位、一食単位で生活を

しのいでいる最貧層の人々は、セーフティネットを充実さ

せて保護する必要がありますが、もう少し上の層にいる

人々は、自立への潜在力を有しています。例えば、貧困層

の人々は子供を学校に通わせることを贅沢だと思っていま

すが、その子供に簿記を教えるだけで親の仕事を助けるこ

とができ、家計を改善できます。また、村にリヤカー１台

が入るだけで水汲み労働が軽減されて新たな生産能力を生

みます。これらの人々のインフォーマルな経済活動を、円

借款の調達の中に組み込んでいくことができれば、円借款

事業の副次的な効果が高まると思います。

そして、ミニ水力発電プロジェクトにより村に電気が

通ると、燃料費が安く済み、そのため家や村がきれいに

なっていきます。また、子供が夜遅くまで勉強して学力

をつけることができるので、次の世代が貧困から脱出し

やすくなります。電気代を払えない家を皆で助けるとい

うコミュニティの力も発揮されるようになります。円借

款によってマイクロファイナンスを支援する場合も、相

対的に豊かな借り手が貧しい借り手の返済を助ける、コ

ミュニティの機能に基づく形で供与されればさらに有効

になるでしょう。

このような工夫をしていくうえで、大学を活用する余

地は多いと思います。立命館アジア太平洋大学（APU）

には、72カ国から約1,700名の留学生が集まっており、

約2,300名の日本人学生とともに学んでいます。そこで、

留学生と日本人学生をペアにして、留学生の母国に行っ

て社会参加する、あるいは日本で同様の活動をすること

で交流を深めるというプログラムを計画中です。このよ

うに日本のODAをはじめさまざまな支援活動に彼らが参

加できる仕組みづくりも進めるとともに、活動を担うに

ふさわしいグローバルで創造性に富む才能を育てていき

たいと考えています。（談）

学校法人　立命館　副総長
立命館アジア太平洋大学　学長

モンテ カセム氏

Monte CASSIM 氏

1947年生まれ。70年スリランカ大学建築学科卒。72年に来日し、東京
大学都市工学専攻修士・博士課程。85年国連地域開発センター主任研究
員・主幹、94年立命館大学政策科学部教授。2004年から立命館アジア
太平洋大学学長。学校法人立命館副総長。専門は国土計画、環境・産業政策。



広 島 県 広 島 市

株式会社 モルテン

世界のブランド「Molten」

「Molten」ブランドの競技用ボールは世界に知られ、国
内シェア50％以上、世界シェア20%近くを占めるトップ
ブランドとなっています。サッカー、バレーボール、バス
ケットボール、ハンドボールは各国際協会の公式認定球に
指定され、特にバスケットボールにおいては1984年のロ
サンゼルスオリンピックから2004年のアテネオリンピッ
クまで6大会連続で使用される一方、Jリーグ、Vリーグを
はじめ国内のスポーツ競技でもさまざまな名勝負に使用さ
れてきました。おなじみの白と黒を組み合わせたサッカー
ボールの意匠も国内では「Molten」が先駆けて製品化しま
した。
「競技用ボールの原点は、1937年に創業者が特許を取

得した『空気注入式ゴムボール』です。1958年の設立以
来、当社は、ボールで培った高分子技術をベースとして、
オリジナルかつ革新的な製品を開発しつづけるとともに、
世界を意識して生産・販売にあたってきました」と語るの
は、民秋史也

た み あ き ふ み や

代表取締役社長です。

自動車用部品がもうひとつの柱

モルテン本社のある広島は、戦前から軍需用のゴム製品
の生産が盛んでしたが、戦後は新規需要の開拓で後れをと
り、かつて100社以上あったゴム関連企業も、現在ではモ
ルテンを含めて数社にまで激減していると言われています。
モルテンは、学校体育や一般社会でのスポーツが盛んに

なることを見越して各種競技用ボールに力を注ぐ一方で、
モータリゼーションに応えて自動車用部品の開発を進め、
地元の東洋工業（株）（現・マツダ（株））や有力部品メーカー
向けに納入してきました。メーカーの厳しいＰＱＤ（価格、
品質、納期）の要求に応えて培ってきた技術をもとに、現
在、同社の自動車部品はエンジン吸気系部品から、サスペ
ンション用高機能防振ゴム、ハーネスグロメットと呼ばれ
る電気配線保護部品にまで広がっています。

グローバルオプティマムの実践

海外展開では、モルテンは1988年にメキシコで競技用
ボールの生産を開始し、1990年にはタイでも生産を始め
ました。
「当社の国際戦略の基本方針の１つは『グローバル オプ

ティマム』。良い材料、良い素材、良い経営環境、良い人材
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民秋史也 社長

自動車部品生産ライン
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O U T L I N E

を世界に求めて、市場に近い所で最適条件のもとで作るこ
とです。例えば、シドニーオリンピックで使用されたモルテ
ンのバスケットボールは、皮革が米国、糸は日本でボール用
に開発されたナイロン糸、生ゴムはマレーシア、組立はタ
イで行いました。
もうひとつの理念が、お客様ニーズを最優先する姿勢で

す。当社は、自動車メーカーや部品メーカーの要望に応え
て、1990年以来、米国、タイ、メキシコに自動車部品の
生産拠点を設置してきました」

中国に進出し、世界５大市場をフルカバー

2003年3月には、中国の上海近郊の嘉興市に100%出
資の自動車部品製造会社「摩天汽車配件（嘉興）有限公司」
を設立しました。同社は同年１１月から稼働し、ハーネス
グロメットなど自動車用ゴム部品の生産を行っています。
「中国といっても、広島から東京へ新幹線で4時間半、

上海なら直行便でわずか2時間ととても近くなっています。
生産立上げに必要な人材と技術とノウハウさえ確立してお
けば、いつでもどこででも工場をつくる自信があります」
と民秋社長は胸を張ります。
人口13億人を擁する中国の自動車市場は今後大きな発展

が期待されていますが、それだけに世界のメーカーを交え
た激烈な競争が始まっています。「部品市場も競争は厳しい
ものの、“系列”にしばられないパラダイムシフトが広がっ
ています。高い独自技術とＰＱＤの要求に応えていくこと
で、大手企業にも対抗できるし大きなチャンスも生まれて
きます」と民秋社長。
モルテンは、研究開発と高付加価値製品づくりを担う日

本を軸とし、アジア、北米、欧州を生産拠点として、世界
を舞台により高い競争力を発揮していきます。
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「1,000億円企業」を中期経営目標に

そこで、中国も含めて将来のビジョンをうかがうと、「現
在、連結ベースで500億円規模の売上高を、5年後には
1,000億円、経常利益80億円を達成するのが目標です」
という明解な答えが返ってきました。「その夢を実現するた
めに、安定した経営基盤の確立と、研究開発や生産・販売
の基礎となる人材の育成にいっそう力を入れたいと思って
います。社風は「生きる力」です。また、経営者として、
変化の激しい世界市場の動きに的確に応えていくために、
自ら前線に立って肌身で最新の情報を得ることをいっそう
大切にしていきたいですね」
この日もパリから戻ったばかりという民秋社長は、1年

の3分の1程は海外を巡っています。モルテンが品質や環境
管理の国際規格であるISO9001、ISO14001をいちはや
く認証取得したのも、自身で身につけた皮膚感覚としての
グローバリゼーションのあらわれといえます。
モルテンに対して、国際協力銀行（JBIC）は、競技用ボ

ールや自動車部品を生産するタイや米国事業への融資に始
まり、今回の中国への進出でも融資を行いました。「JBIC
から融資を受けていることは海外で大きな信用につながっ
ています。それだけでなく、海外情勢に関するJBICの独自
の視点からの情報提供にも期待しています」と語る民秋社
長。ありきたりの情報より、生きた現地情報や独自の視点
からの情報がモルテンだけでなく広島経済の活性化にもつ
ながるというのが持論です。

Molten－新しいものへの脱皮

社名のモルテン（Molten）は、「melt」の過去分詞に由
来します。meltは「溶ける」という意味の派生として「古
いものから新しいものへ脱皮する」という意味があります。
当時はカタカナ社名が斬新すぎて登記がなかなか認められ
なかったそうですが、今ではどこの国の会社か聞かれるほ
どに、国際的な社名となっています。海外でも、高分子を
溶かしたルツボの中でさまざまなモノが混じりあい、新し
いモノ（技術・製品）を生み出す企業として、早くから同
社にふさわしい名称と認知されるとともに、国内において
も競技用ボールに代表されるブランド名としてすっかり定
着しています。

〒733‐0013 広島市西区横川新町1－8 電話（082）292‐1381
民秋史也　代表取締役社長
1958年11月
3億1,614万円（2003年9月末現在）
276億円（2003年9月期）
710名
自動車用精密ゴム・樹脂製品、工業用精密ゴム製品、競技用ボール・スポーツ関連製品、
医療材料・器具、親水用品、介護・福祉機器
広島、防府、高陽、千代田、三次
米国、メキシコ、タイ、ドイツ、中国

自動車用樹脂部品

中国工場
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T O P I C ST O P I C S
1国際協力への理解を深めるために～国内外でJBICの業務を学ぶ

疑問に分かりやすく説明

修学旅行でJBICを訪れる中学生からは、事前に質問が寄せられ

ます。たとえば、

「国際協力銀行はどのような仕事をされているのですか？」「銀

行にあるお金の使いみちはどのようなことですか？」といった初歩

的なものから、「貸し付けは１回にだいたいどれくらいですか？」

「経済社会基盤整備とは具体的にはどのような活動をしているので

すか？」「アジア地域の大気汚染の緩和にどのように貢献していま

すか？」といった具体的な質問まで、多岐にわたります。

こうした疑問に答えるために、JBICのスタッフは、「世界に住む

8割が貧困に苦しんでいること」「日本が開発途上国を支援する意

義」「自助努力の考え方」「環境保全への取り組み」などについて、

写真やビデオなどを使いながら説明

しています。世界の多くの国々の状

況は、豊かさに慣れた日本と大きく

異なることを理解してもらえるよう

努めています。

今年度に入ってからJBICを訪れた

生徒たちからは、訪問後「今まであ

まり募金などもしたことなくて、学

校へ行けるという生活、毎日ご飯を

食べられる生活が普通だったけど、

今日の話で、改めて、普通に生活で

きない人々の事を知りました」

「『ODA』は初めて聞いた言葉だった

し、何のことかわからなかったけど、お話を聞いたり資料を見たり

したらわかってきた。私も何かしてみたいと思った。」「人間が平等

に生きるためにODAは必要だと思います。日本のように発展して

くれるといいです」といった感想が寄せられています。

実際に現地を見学

一方、海外の日本人学校では、JBICのスタッフが学校を訪問し、

開発教育プログラムの授業を行ったり、生徒たちが住んでいる地

域で実施されている円借款プロジェクトを見学する機会を提供し

ています。

ブラジルでは、サンパウロ日本人学校中学部が「チエテ川環境改

善事業」、リオデジャネイロ日本人学校中学部が「グアナバラ湾流

域下水処理施設」を見学しました。また、タイの泰国日本人学校が

「バンケン浄水場」を、中国の北京日本人小学校が「第9浄水場」と

「高碑店下水処理場」を見学しました。

JBICでは、あらかじめ保護者や生徒向けに資料を配布していま

す。基礎知識を頭に入れ

たうえで、実際に現地を

見学してもらっていま

す。見学後、生徒たちか

らは「チエテ川は、実際

近くで見てみると思って

いるよりも汚染されてい

ることがわかりました。

そしていつも『何をして

広報センターで学習する修学旅行生

国際協力銀行（JBIC）では、広報活動の一環として国際協力への理解を深めてもらうため、
中学生や高校生のJBIC訪問の受け入れや、JBICの海外駐在員が現地の日本人学校を訪れ
出張授業を行っています（事前予約制）。

船上からチエテ川を視察

4月～6月の受け入れ学校名 

 

 
福島県塙町立塙中学校　　　　　　　　

福島県福島市立信夫中学校　　　　　　

兵庫県神崎郡福崎町立福崎西中学校　　

高知県伊野町立伊野中学校　　　　　　

山形県山形市立第3中学校　　　　　　　

京都府精華町立精華南中学校　　　　　

愛知県犬山市立東部中学校　　　　　　

岐阜県武儀郡武儀町立武儀中学校 

愛知県名古屋市立長良中学校　　　　　
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2「マレーシアにおけるビジネス機会」セミナーをバックアップ
～大阪・横浜で貿易・投資促進のための個別相談会を開催

マレーシア工業開発庁（MIDA）は、マレーシアへの貿易・投資

の促進を目的に、大阪（7月8日）、横浜（7月12日）でセミナー

「マレーシアにおけるビジネス機会」を開催しました。国際協力銀

行（JBIC）は、MIDAとの間で業務協力協定を締結しており、セ

ミナー開催を支援しました。当日は、マレーシア国際通商産業省

（MITI）のラフィダ・アジズ大臣をはじめ、MIDA、マレーシア貿

易開発公社（MATRADA）、マレーシアの民間企業などが来日し、

基調講演を行いました。各会場には、メーカー、コンサルタント、

銀行など様々な業種の企業から、大勢の参加（大阪約300名、横

浜約500名）がありました。

セミナーでは、ラフィダ大

臣より、マレーシア経済の現

状と将来展望、貿易や投資に

関する最近の政策、マレーシ

アでの新しい投資機会などに

ついて説明がなされました。また続いて現地日系企業の代表がマ

レーシア進出に関するノウハウの紹介を行いました。質疑応答の

場では、具体的なマレーシア進出を想定した手続き面での質問な

どに対して、ラフィダ大臣が直接回答する場面もあり、投資誘致

に対する大臣の熱意がうかがえました。また、メインセミナーの

後、企業の具体的な関心や要望に応えるために、マレーシア代表

団やJBICなど19の関連団体が個別相談に応じました。

中国の台頭によりマレーシアへの投資の伸び悩むなか、依然とし

て電機・電子やバイオ産業等の分野ではマレーシアへの関心が高い

ようです。

JBICは、MIDAとの連携を活かし、今後も同様のセミナーの企

画や個別相談等を通じ、海外投資を検討している日本企業の方々

に対して、マレーシアの貿易・投資に関する情報提供等において

も支援する体制を強化していきます。また、実際に事業に携わら

れている企業の声を踏まえ、マレーシア側へ投資環境改善を働き

かけていきます。

個別相談の模様

横浜のセミナー風景

いるんだろう』と思いながら見ていた工事は、洪水防止のものだっ

たなんて思ってもみませんでした。そして自分達が今どれだけ恵ま

れているかがわかりました。じゃ口をひねれば水が出る。日本では

当り前なのにそれがない国がある。自分達の生活を否定されている

ようで心が痛かったけど、生活を見直そうという気になれました。

そして、何か地球のためにできることはないか、と考えたりもでき

ました」といった感想があがりました。

今後もJBICは、多くの生徒たちに国際協力への関心を高めても

らう機会を提供していきたいと考えています。

下水処理場を視察する子どもたち タイの日本人学校で配布した資料



円借款案件において住民のニーズや声を反映させること
は、事業目的を効果的に達成する上で不可欠です。どうし
たら貧困削減により貢献できるかとの視点は、インフラ事
業においても、またいわゆる社会開発型案件においても重
要です。そのため社会開発班は、すべての円借款案件にて
社会配慮がきちんとなされるようにチェック･改善し、社
会開発案件づくりを推進する役割を担っています。
特に近年は、JBICの海外経済協力業務の重点に沿って、

従来以上に貧困対策案件づくりを強化しています。さらに、
女性の地位向上を図るジェンダー視点の強化、住民参加を
促進する案件づくり、エイズなど感染症対策、普通の金融
機関では融資の対象にならない零細事業を支援するマイク
ロファイナンスや、初等･中等教育を含めた人材育成・教
育事業支援なども重要なテーマとなっています。

私たちの仕事は、実際に案件づくりを行う融資担当部署
とともに初期段階から参加して、貧困削減をはじめ社会開
発や社会配慮面を強化・拡充することにあります。
貧困の定義は国によって異なりますが、JBICでは主な受
益者が貧困層である事業や貧困層を直接支援する事業を貧
困対策案件として推進しています。事業対象地域の必要な
データは常に手に入るとは限りません。私たちは現地での
貧困状況調査を出発点に、貧しい人々にきちんとメリット
がいきわたるよう努力しています。例えば、植林事業では
地元女性の参加を通じた所得・地位の向上を促し、灌漑事
業では住民による維持管理システムを組み込む際に貧困層
が洩れないよう配慮するなど、きめこまかい対応を心がけ
ています。

人材育成も貧困削減、ジェンダー、住民参加も、究極の
目標はその国の国民生活の向上に資することにあります。
世界銀行時代に担当したアフリカでは、水汲みだけで1

日のかなりの時間を費やしてしまう子供や女性が数多くい

ます。ここに上水道が整備されれば、彼らは時間的制約と
重労働から解放されて教育を受けやすくなります。そして、
初等･中等教育がいきわたれば、これまで教育を受けられ
なかった貧困層の人々に将来の雇用機会が広がり、生活の
改善が期待できるだけでなく、有能な人材が育ってその国
を豊かにする活力につながっていくはずです。貧困削減、
人間開発、経済発展はそれぞれ別々の課題ではなく、密接
に関連していることがわかります。その中心にある人々の
生活を大切にしたいと思っています。
JBICが重点的に取り組んでいる高等教育の分野は、その

国の将来を担うリーダーと社会が求める人材を育て、知識
社会をリードする大切な役割を負っています。これに応え
て質の高い支援を目指していきたいと考えています。

国際ミレニアム宣言を受けたミレニアム開発目標（MDGs）
が掲げるテーマが、貧困削減、ジェンダー平等化、教育の
普及、保健衛生の向上などであり、まさに、社会開発班の
業務は21世紀の国際課題そのものを正面から扱っていま
す。その重責を自覚して、実効性のある案件づくりにいっ
そう努力していきたいと思っています。
社会開発班には社会配慮をチェックする立場上、すべて

の円借款案件情報や事後評価情報が集まります。また、援
助国ネットワークを通じて世界のさまざまな情報も集まっ
てきます。そこで得られた情報･知見･ノウハウを活用して、
貧困削減や人材育成･教育などに資する強力なメッセージ
を発信していきたいと考えています。
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開発セクター部社会開発班は、社会開発型円借款事業の形成促進を図るとともに、
社会配慮が適切に行われているかのチェック機能も果たしています。
特に、最近は「貧困削減の促進」を重点テーマに掲げて、案件づくりに取り組んでいるところです。

トルコの学校で子供たちと
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貿易・海外投資移動相談室　
国際協力銀行（JBIC）では、貿易・海外投資の手続きや、長期資金の調達方法などに関するご相談に応じています。
（予約制／お申込みは各お問い合わせ先へ）

海外投融資に関する移動相談室　　　　　　

開 催 予 定 日 お 問 い 合 わ せ 先

札　幌（原則2カ月毎に開催） 未定 札幌商工会議所　総務部国際課 Tel：011-231-1122
仙　台（偶数月の第2木曜日に開催） 8/31, 10/14 ジェトロ仙台　貿易情報センター Tel：022-223-7484
太　田（原則2カ月毎に開催） 未定 太田商工会議所　総務部 Tel：0276-45-2121
宇都宮（奇数月の第三水曜日に開催） 9/15 栃木県商工労働観光部　産業政策課 Tel：028-623-3165
東　京（毎月第2水曜日に開催） 9/8, 10/13 東京商工会議所　中小企業相談センター Tel：03-3283-7767
名古屋（毎月第1･3･4木曜日に開催） 8/26, 9/2, 16  名古屋商工会議所　国際部 Tel：052-223-5721

10/7, 21, 28

お知らせ・刊 行 資 料 各種刊行物をご希望の方は、広報室（電話：03-5218-3101）までご連絡ください。
ホームページの「意見BOX」からもお申し込みいただけます。

JBICホームページアドレス

http://www.jbic.go.jp

JBICでは、各都市で自治体、商工会議所等の機関が主催している講演会・セミナーに、講師を派遣しています。
講演会・セミナーの具体的なテーマや日程については随時ご紹介していますので、ご関心をお持ちの方は、中堅・中小企業支援室
（電話：03-5218-3579）までお問い合わせください。

開 催 予 定 日 お 問 い 合 わ せ 先

講演会・セミナー

「国民参加型援助促進セミナー」の参加団体を募集
JBICは、2005年1月16日～23日に「国民参加型援助促進

セミナー」（第3回）を実施します。このセミナーに、国際協力
の分野でJBICとの連携に関心のある団体の参加を募集していま
す。今年度はベトナムを訪問する予定です。円借款事業の現場
を自らの目で確かめ、JBICとの連携による国際協力の新たな可
能性を見出す絶好の機会です。
参加ご希望の団体は、JBICホームページで募集要項をご覧の
うえ、お申し込み下さい。

応募〆切：10月8日（必着）
応募希望者向け説明会：9月10日
お問い合わせ先：開発業務部企画課　電話 03-5218-3063

なお、昨年度の模様はホームページでもご覧いただけます。
http://www.jbic.go.jp/japanese/base/topics/040518/index.php

中国の投資環境資料
JBICは、海外進出を検討する際の参考資料として投資環境資

料を発行しています。このたび、「中国投資環境シリーズ」（全
7分冊）のうち、次の地域について改訂を行いました。

①「中国投資環境シリーズ　遼寧省、吉林省、黒龍江省編」
②「中国投資環境シリーズ　重慶市、四川省編」

この他既刊の投資環境資料についても、
当行ホームページでご案内しています。

国際協力便覧2004
経済協力に関連する各種基本データをまとめたハンドブック

です。
主なデータ：日本の経済協力の実績、世界の援助実績、開発
途上国・地域の経済・社会インフラに関する統計等

バンクローンの手引き
JBICはカザフスタンおよびトルコの商業銀行に対し、輸出ク

レジットライン(注)を設定しています。これらの輸出クレジット
ラインをご利用いただく際の手引きを作成しました。
この輸出クレジットラインでは、輸入者への与信の可否は原

則転貸銀行により判断される形となりますので、転貸銀行の顧
客層を活かし、幅広い輸入者に利用頂くことが可能です。また、
比較的小額の案件に関しても与信が検討可能です。

(注)輸出クレジットラインとは、日本からの設備等輸出を促進するため、相手
国の金融機関等を経由して相手国の輸入者に貸付を行う融資枠です。

お問い合わせ先：国際金融第2部第3班　電話 03-5218-3454

なお、この輸出クレジットラインの手引きは JBICホームペ
ージでもご覧いただけます。

大　阪 9/3 「市場としての中国の台頭と日本企業の対応」 国際協力銀行　大阪支店総務課 Tel：06-6346-4776
「円・ドル・ユーロの構図はどうなるか」

9/17「中国とタイにおける移転価格税制の現状」 国際協力銀行　大阪支店総務課 Tel：06-6346-4776



穏健なイスラム国家

インダス川が国の中央を流れる、インダス文明発祥の地、

パキスタン。日本人にとって遠い国との印象が強いこの国は、

9.11以降穏健なイスラム国家として注目されています。

1999年に現政権になってから、マクロ経済運営は好調で、

IMFとの合意事項も順守。海外に在住していたパキスタン人

が本国に戻りはじめ、企業活動に刺激を加えるなど、明るい

話題が増えてきています。世界銀行、アジア開発銀行も積極

的に支援を展開しています。

この好調さを持続させ、地方の貧困層の生活も底上げして

いくためには、バランスの取れた継続的な支援が重要な課題

です。JBICもこれまでさまざまな支援を行ってきています。

現地パートナーとの共同作業　

イラン、アフガニス

タンと国境を接するバ

ロチスタン州の中等教

育事業では、基礎教育

の就学率の向上をめざ

して、校舎の整備、教

員のトレーニング、教

育局の組織強化を行っ

ており、州政府のパー

トナーと奮戦中です。

地方案件ということもあり、事業実施には多くの困難があり

ますが、出張で現地を訪れ、元気に学校に通っている子供た

ちに会うと、こちらもエネルギーがわいてきます。ある学校

関係者いわく「自分たちの学校が良くなったことで同じ地域

にある神学校も生徒集めに力を入れ始め、地域全体の就学率

が上がっている」という副次的効果もあるようです。

表　紙　フィリピン・ミンダナオ島

このほか、農村道路の整備を通じて、地方の物流効率の向

上などにも取り組んでいます。灌漑案件では農民組織の形成

と水路の改修を支援するなど、関係各所の方々との共同作業

が続いています。

生活の変化を地方にも

パキスタンの中・南部では、4月から10月くらいにかけて

連日30度を超える日が続きます。平野地域では50度近くに

なる酷暑を迎える時期もあり、首都イスラマバードでも40度

を越える日があります。この時期に地方へ出張すると、自然

環境の厳しさをひときわ感じますが、日差しにやられた体に

香辛料の利いた現地料理で刺激を与えながら乗り切ります。

都市部では、夜になって幾分気温が下がると、街が賑わい

はじめます。赴任当初は、夜の9時～10時に小さな子供連れ

の家族で満席になっているファーストフード店や屋台街を見

て驚いていたものですが、2年目の夏を迎えた今年は、現地の

人たちのようにわが家の生活も若干夜型になっています。

都市部の商店・飲食店の看板は、この1年半で随分と綺麗に

掛け変わり、生活の変化を視覚的に感じることが増えました。

この変化をいかに早く地方にもたらすことができるか、今日

もパキスタン国内を走り回りながら取り組んでいます。
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パキスタン 

バロチスタン小・中学校の子供たち

州政府のパートナーと現場を視察


