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新ＪＩＣＡの発足を来年（２００８年）に

控えて、一体どういう形で、この私の始まっ

たばかりの２期目を務めていこうと思ってい

るのか。そしてまた、いままでＪＩＣＡにど

ういう変化をもたらせたと私自身が考えてい

るか。こういうようなことについてお話しさ

せていただきたいと思います。 

「現場主義」の徹底 

２００３年の１０月に就任いたしました

ときには、正直いって、何をするのかよくわ

からないで就任いたしました。ただ、入りま

して、いろいろ中の様子、それから国内にお

ける、あるいは国際的なＯＤＡの状態等を考

えて、かなり努力してまいりましたのは、Ｊ

ＩＣＡの改革ということだったと思います。 

ＪＩＣＡの改革をするのに当たりまして、

何が大きなポイントだったかと申しますと、

一つは現場主義というものの推進だったと思

います。現場のニーズを的確にとらえて、そ

の上に立った在外主導によるいろいろな案件

の形成であり、実施です。 

口幅ったいようでございますが、かなり実

施体制というものはできたと思うのです。現

場へかなりの人員も移しました。本部から人

員を移す。現場においてどういう事業が本当

に必要なのか。何が相手国にとっての一番の

プライオリティーか。そういうようなことか

ら始めて、やはり現場の主導ということは着

実に進んできたと思います。その結果、現場

は随分元気になったというのが、私の正直な

印象でございます。 

第２の点としては、人間の安全保障という

政策枠組みを取り入れてまいりました。それ

は、開発課題というものに対して包括的な対

応を目指すものです。どういうふうに包括的

かというと、例えば医療であるとか、教育で

あるとか、水であるとか、こういう個々のプ

ロジェクトを進めるのではなくて、その個々

のプロジェクトに連関性を持たせて、いわば

クロスセクトラルな形で連関性を持たせる。

そのことによって、地域の開発というものを

進めていく。このアプローチもかなり定着し

てきたと思います。プログラム化していくと

いうふうにもいわれるのですが、この結果、

広い範囲の人々の生活が変わってくる。 

それから、第３は、これは独立行政法人全

部にかかってきた課題ですが、効果と効率性

ということを図れということでした。これは

大変厳しいお達しでありましたが、第１期の

中期目標達成期間３年半のうちに設定されま

した効率化目標というものを、私どもはほぼ

達成しました。 

例えば機材の調達経費の削減から、事業投

入単位当たりの１０％の効率化等々、あるい

は本部管理費の削減等、そういうことを図っ

てきたわけでございます。当初目標を上回る

経費の削減を図ってきた。 

こう申しますと、きっと皆さま、きのう、

きょうの新聞などをご覧になって、ＰＣＩ事

件というのは一体何だったのかというふうに

お考えになるのではないかと思うのです。が、

これはすでに２年前になりますが、ＪＩＣＡ

がＰＣＩの不適切な会計の処理を発見いたし

まして、そして会計検査院に報告しました。

その後、検査院の指摘を踏まえて、現地調達

ガイドライン等を改定し、今後の一層の公平、

透明性の確保を努めるということにしたもの

です。新聞にＪＩＣＡの名前が出ております

ものは、過去における経緯であって、（今回の

遺棄化学兵器に関する）ＰＣＩの事件という

ものは私どもには関係ありません。 

以上のような形の改革に努めてまいりま
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して、そして今度、２期目に入って何をしよ

うとしているのか。これが実は一番ご報告し

たいことでございます。 

ＪＢＩＣとの統合で総合力発揮へ 

抱負として３点述べさせていただきます。

２期目に当たって大きなことは、（国際協力銀

行）との統合でございます。そして、その統

合の結果、総合力というものが発揮できるよ

うな組織になりたい。そしてまた、国際的な

課題に対しても取り組む。そのためには、Ｊ

ＩＣＡにおきましても、もっともっと発信力

というものを強化していかなければならない、

こういうふうに考えております。 

統合といいますのは、そもそも民営化から

起こってきた課題だったのです。まず国際協

力銀行の有償の資金というものを、新しいＪ

ＩＣＡの中で実施を一緒にやっていく。さら

に無償資金協力の実施も、かなりの部分が外

務省からＪＩＣＡに渡される。技術援助、無

償援助、そして円借款事業の実施というもの

を、新ＪＩＣＡが三位一体で行うということ

になるわけでございます。 

総合的に、二国間援助機関の中で最も世界

で大きなものになる。事業規模が非常に大き

くなるわけです。規模から申しますと恐らく

世銀に次ぐものになっていくだろう。 

そういう関係で、外からも大変注目を受け

ております。世銀や国連機関も、新ＪＩＣＡ

は一体何をするんだろうか。この統合が効果

を出すのだろうか、というような厳しい目で

みられていることは重々承知しております。 

外からのいろいろな期待と同時に、国内で

も、ＮＧＯの方々、大学、民間との連携を強

化しなければ、とてもこれに対応できないと

いうことも承知しております。ＪＩＣＡの職

員一人一人の能力も高めていかなければなら

ない。 

統合された結果、まずフィールドにおいて、

海外においてどういうことになるか。いまＪ

ＩＣＡは在外に５５の事務所を持っておりま

す。そのうちＪＢＩＣとの統合対象は１９と

いうふうに聞いております。ＪＢＩＣ、ＪＩ

ＣＡそれぞれの事業の窓口がいままでばらば

らにあったのが１つになることで、被援助国

側にとっては、ずっと効果的になるはずなの

です。いわば日本の援助のワンストップサー

ビスというようなものができあがるはずなの

です。そして、日本のＯＤＡの総合的な窓口

として、途上国との対話をより深めていかな

ければならない。 

その結果、期待されるのは相乗効果です。

そして、その相乗効果の発揮というのはどう

いうことになっていくかというと、まずスピ

ードアップ、スケールアップ、スプレッドア

ウトです。これを３つのＳというふうに申し

ております。一部からは、例えば大きな事業

があれば、いままで７年かかってようやく軌

道に乗ったとすれば、３年ぐらいでやってく

れるのではないか、というような期待も出て

いるわけでございます。 

クイックインパクトで平和を 

スピードアップにつきましては、実はここ

３年の間にもかなり試みてまいりました。や

はりいろいろなところで、特に復興援助のよ

うな事業、紛争の後の復興、そういうものは

急いで早くやらなければならない。そういう

ことをどうやったら早くできるか。つまり、

いろんな手続をはしょっていく。そしてプラ

イオリティーを立てるという形で、かなりス

ピードアップというものについては、ファー

ストトラックと私どもは呼んでおりますが、



4 

そういうものが出てまいりました。 

例を出して申しあげますと、つい昨年から

のことなのですが、フィリピンのミンダナオ

で紛争がずっと長く続いているわけです。日

本政府もこの紛争解決、そしてその支援とい

うものを方針として立てました。日本として

は、正式な和平合意に先立って復興支援計画

というものを試みることを決めました。そし

てＪＩＣＡのほうからは１人出して、紛争が

解決されれば、「復興が早くできるんですよ」

ということを示すための無償援助、そして技

術援助の調査も始めました。こういうことは

かつてはなかった、というふうに私は、聞い

ております。 

つまりクイックインパクト、早く効果が上

がる。それによって紛争の平和的解決にもイ

ンパクトを与えるものです。これは私、国連

時代からの経験からもいえるのです。人々が、

紛争が終わったら平和になるんだということ

を目にみて感じる、そういうような方向に向

けてＪＩＣＡの事業も進めてまいりました。 

また、スピードアップだけではなくて、ス

ケールアップ、広めていくということ。スケ

ールアップにスプレッドアウトです。 

昨年、私、中国の貧困地域のほうを歩きま

したのですが、例えば山西省では、技術援助

を通して技術の開発と人材の育成を行う。こ

ちらから技術者を出して、非常に寒い地域、

山の上のほうで苗床をつくる。そういうもの

を中国の技術者に教えていく。そして、そこ

に大きな資金協力を出して、森林を広げてい

く。そういう森林資源の管理、保全というも

のも中国側に伝えていく。すでにそういう努

力も進めてきたわけでございます。 

いままでこうして試みていたことを、今度

は統合の結果、初めから円借款、そして無償、

そして技術援助というものを組み合わせてし

ていくことができる。そのために、私どもの

仕事の習慣も、考え方ももちろん、抜本的に

変えていかなければならないものがたくさん

ございます。が、そういう枠ができるわけで

すから、それの実行に向かって進んでいかな

ければならない。 

これが一番統合で達成しなければならな

い成果であるべきなのです。皆さまにも、近

い将来それを具体的に報告できるように努め

たいと思っています。 

０８年は日本の対応が試される年 

これから統合を迎えます２００８年とい

う年は、実は非常に日本にとって重要な年だ

と考えております。 

まず開発援助、国連が定めましたＭＤＧｓ

（Millennium Development Goals）という開

発目標では、教育の男女格差解消、あるいは

安全な水の供給などといういろいろな指標が

出ているのですが、それが折り返しの地点に

なります。どのぐらいそれが達成されたかと

いうことが検討される年でございます。 

そのうえ、日本で今度、ＴＩＣＡＤ（Tokyo 

International Conference on African 

Development＝アフリカ開発会議）の４回目の

会議が開かれるわけです。それに対して、ア

フリカ諸国からも非常に広い大きな期待が出

ております。４回目となりますと、いままで

やった意義づけということも証明しなければ

なりません。小泉政権のもとでアフリカに対

するＯＤＡを３年倍増、それからアフリカに

限らず５年間でＯＤＡを１００億ドル積み増

すという公約が出ているわけです。それが一

体どうなっているのかが国際的にも注目され

る年です。 
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その５月に続いて７月にはＧ８の洞爺湖

サミットが開催される。サミットの中心課題

としては、アフリカ開発と、それから環境と

いうことが大きなトピックととして決まって

おります。気候変動、環境に対するいままで

の成功ぶり、あるいはまだ不足の点をよく審

査すると同時に新しい対策を出していかなけ

ればならない。 

加えて、アフリカについてもそれなりの成

果を上げなければならないという、非常に日

本が試される年だと私は理解しているのです。

日本がリーダーシップを示す年だよというよ

うなことを、このところ、よく国際的な場で

もいわれます。励まされているのか試されて

いるのかよくわからないのですが、相当踏ん

張らなければならない年が目の前に迫ってい

る、そういうふうに実は考えております。 

アフリカ諸国の期待 

私は過去に２度ほどＴＩＣＡＤには出席

したことがあるのですが、アフリカの大統領

あるいは首相等が一堂に会して、本当に日本

に対しては大きな期待を持ってきていらっし

ゃるということは重々承知していたのですが、

今度は、ＴＩＣＡＤに続いてＧ８だから、Ｇ

８でも日本が同じようにアフリカにかわって

いろいろなリーダーシップを示してくれるの

ではないか、というような期待も加わってお

ります。 

ＴＩＣＡＤでは、３つの柱が出ております。

１つは、成長の加速化。２番目が人間の安全

保障。３番目が環境、気候変動への対応でご

ざいます。 

アフリカ援助については貧困削減が大き

いテーマになってまいりました。貧困削減と

一般にいったときには、これはチャリティー

なのか、あるいは社会政策なのかというよう

なことで、えてしてアフリカの貧困はみられ

ていたのです。貧困削減は、やはり経済の成

長なしには進まないのではないか、こういう

認識がこのごろ大分出てきております。そし

て、その成長の加速化につながる形のアフリ

カの貧困対策を、どういうふうに持っていく

かということが、大きな課題として出てきて

おります。 

例えばＪＩＣＡのアフリカ政策の中心は、

教育、保健、農村開発、それから水の対策な

どです。それはそれぞれにおいて非常に大事

な事業なのですが、それだけで経済が成長す

るかとなりますと、どうやってそれを動員し

て、一緒にして、経済の加速化のほうに進め

たらいいか、という形のいろいろな工夫の必

要が出てまいります。 

ひとつ、私どもが例として申しあげようと

思っておりますのは、日本の援助というのは

箱物であり道路だったとよくいわれるのです

が、道路網の発達等々も、やり方によっては

非常に経済の加速化に役に立つということを

痛感するようになってきております。 

たまたま最近の世銀の報告にも貧困削減

とインフラの整備ということが出てきており

ます。そのインフラにつきましては、アフリ

カの国々から、このごろよく、アフリカの国々

を通しての縦貫道路とでも申しますか、そう

いうものをつくってほしいという要望が出て

きているのです。それによって、隣国へたく

さんの人間と物の輸送というものが活発にな

ってくると、マーケットが出てくるわけです。 

いくら物をつくって、一生懸命倹約して、

さらに教育を通してのいろんなボトムアップ

を図っても、やはり物が動かなければだめで

す。道路により物が動き、人が動き、それに

よってマーケットができる。それが貿易につ

ながる、というような声が上がっております。
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世銀、そしてアフリカの銀行等もそういう方

向に進んでいるのですが、ＪＩＣＡも、世銀、

それからＮＥＰＡＤ（アフリカ開発のための

新しいパートナーシップ）等々と一緒になり

まして、縦貫道路みたいなものをつくり始め

ております。大きいのが４カ所くらい始まり

ました。 

道路だけだと、１つの国から隣の国へ行く

のに、国境を越えるときに非常に時間がかか

るのです。例えばいまケニアとタンザニアの

間で、そういう道路建設を進めておりますが、

両方の国の中で貨物を調べ、人の移動のとき

の検査をする制度が別々にあって、そして２

カ所を通らなければ物が動かない。２カ所な

らいいほうで、何カ所もそれがあるというと

ころがいくつもあるのです。そういうことを

やめて、共同の１つのポストで貨物、それか

ら人の出入りを審査する制度をつくろうとい

うことが、ようやく実行に移る段階になって

まいりました。 

ワン・ボーダー・ポストづくり 

ＪＩＣＡでも、そういう共通の出入国、そ

ういうものを可能にするポイントをいま４カ

所ぐらい、すでに計画ができているのです。

そういうものができれば、働いた人たち、一

生懸命つくったものを売りたいとする人たち

の手に、もっとお金も入っていく。そして知

識も広まっていく。そういう大きな効果を踏

まえながら、いま国境を通してのワン・ボー

ダー・ポストというような企画が進んでおり

ます。こういうものは、恐らく今度のＴＩＣ

ＡＤでは大きく評価されるのではないかと思

うのです。 

そして、人間の安全保障につきましては、

保健、教育、それから水、農村開発等々を網

羅した地域開発ということが非常に強化され

るようになってまいりました。 

道路についていえば、幹線道路だけつくる

のではなく、その周辺に小さな支線もつくる。

その支線の周辺の農村等々のコミュニティを

支援していく。そういう形での成長の加速化

計画が進んできております。 

そして、３点目の環境、気候変動への対応。

これは大きな問題になっております。もちろ

ん、先進国にも問題がある。中進国の中国、

インド等の参加も非常に大事であります。が、

開発途上国、特にアフリカ諸国においてはこ

ういうものを実行に移す十分な財源もなけれ

ば技術もないわけです。ですから、そういう

ところにこそ大きな支援を広げていかなけれ

ばならないと考えているわけです。 

そのような成長の加速化がどういうよう

な結果を出していくのだろうか。アフリカか

らは、実はアジアの奇跡と呼ばれている、ア

ジア諸国の開発過程と成果について大きな関

心が寄せられております。この冬のスイスの

ダボスの会議のときに、アフリカ開銀の総裁

から、アジアの奇跡をアフリカの奇跡にもっ

ていきたいんだけど、どうしたらいいだろう

か、というような質問が出ておりました。か

つてアジアの奇跡をいろいろ研究して、アフ

リカや世界に向けて報告書として出した時代

もあるのですが、そのときはむしろこちら側

から与えていた情報だったと思うのですが、

いま非常に注目されるのは、アフリカ側から

そういう期待が出てきていることなのです。 

その国に一番適当な形での社会開発、経済

開発の計画あるいは国家の役割、そういうも

ののあり方についての関心が出てきています。

アジアの経済成長に貢献した日本型の開発モ

デルというものは一体どういうものなのだろ

うか。そういう関心も研究協力のような場面

では出てきているのです。ＴＩＣＡＤの会議
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のときには、そうしたセミナーなども計画し

ているわけでございます。 

どれもこれも、それぞれのアフリカの国が、

その実情に合わせて、応用していかなければ

ならないということは当然です。例えば日本

で一村一品運動というのが九州の大分で広が

ったのですが、そういうものについての関心

も非常にあります。私たちの一村一品はどう

進めたらいいだろうかというような相談もき

ています。 

ＪＩＣＡからの発信力強化 

一村一品をさらに一国一品にするのか、一

国数品にするのか。ともかくとして、それに

どういう形の流通をつけていくか、というよ

うなことに、恐らく今後のアフリカ開発、そ

して多くの途上国開発のかぎがあるのではな

いかと思っております。 

ＪＩＣＡも一村一品等を、経済開発の視点

から一生懸命研究しておりますし、そういう

セミナーなどもアフリカでやっております。 

そのような、いろいろな試みをしながら、

これから日本としてもっとやっていかなけれ

ばならないのは、やはり日本の発信力の強化

ではないかというふうに考えております。 

実は、ＪＩＣＡにも調査、研究機能はあっ

たのですが、あくまでも副次的な機能でした。

今度の新ＪＩＣＡ法では、調査、研究が本来

業務として打ち出されました。したがって、

いま私どものところでは、いままでの既存の

組織を再編して、ＪＩＣＡ研究所というもの

にして、いろんな実態の調査だけではなくて、

そこからくる戦略、そしてまた新しい手法等

を研究したうえで、国際的な潮流となれるも

のならそれを広く発表していきたい。そうい

うふうに考えております。 

ですから、援助研究の成果を国内外に積極

的に発信していくという仕事も、新しいＪＩ

ＣＡにとっての仕事であり、そしてまた日本

にとっての仕事でもある、と考えているわけ

でございます。 

一番何が気になるかといいますと、ＯＤＡ

の削減傾向です。昨今、いろんな新聞でも、

もうボトムについたのではないか、そろそろ

底打ちじゃないかというような見方がちらほ

らみられるのは心強いことです。この１０年

間にＯＤＡの予算額は４割削減されました。

長い間、日本はアメリカに次ぐ第二のＯＤＡ

大国だったのですが、ことしは英国に次ぐ第

三位。そしてこのままでいけば、ほどなくド

イツ、フランスにも抜かれて５位、６位にな

ることが予想されるわけです。 

開発援助こそが日本の国際貢献 

これがどうして問題かというと、私は開発

援助というのは、日本の国際的貢献の最も大

きな手法であるというふうに考えております。

それを迅速、かつ着実に遂行していくという

ことが、国際社会の中での日本の役割であり

ます。世界第二の経済大国なのですから、そ

ういう国としての貢献のあり方というふうな

期待は非常に大きいと思います。 

日本人が相互依存の中できちっと生きて

いく。その相互依存のやりとりというのが、

やはり国際的な協力であり、その手段として

の経済開発、経済援助ということを十分理解

すべきではないのでしょうか。そういうこと

をもっとやれという声を高めていただくため

に、ＪＩＣＡとしてはあらゆる形で効果と効

率を示し、そして、そういう役割が重要であ

るということを示していかなければならない。 

一方では、国民的理解というものをどうや

って得たらいいのか。そして、それにふさわ
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しい仕事をどういうふうにやっていったらい

いのだろうか。そういうことにもかなり悩み

ながら、やっぱり前に進みましょうといまは

考えておりますのが、私が第２期目に入るわ

けでございます。ＪＩＣＡの中でも非常にそ

ういう気持ちは強く感じられるわけでござい

ます。 

どうして改革ができたのか。十分ではない

のですけれども、ある程度の改革がどうして

できたのか。どうして在外主導が進むように

なったのかというと、やはりＪＩＣＡの職員

――私は外から来たものですから、かえって

こういうふうに申しあげられるのだと思いま

すが、ＪＩＣＡの職員の中に、そういうふう

にやりたい気持ちがあったからです。開発途

上国へ行って、途上国の人々と直接交流し、

彼らの状態を理解し、そして共同してよりい

い開発援助がしたかった。そういう中で、今

度は統合も控えたこういう機会をいただいて

いるわけですから、私どもとしてはさらに頑

張っていきたい。それが私がＪＩＣＡの職員

から得ているメッセージでございますので、

一言つけ加えさせていただきました。ありが

とうございました。（拍手） 

質疑応答 

井田由美企画委員（司会 日本テレビ）ど

うもありがとうございました。それでは、会

場の皆さまからの質問にお答えいただきます。

どなたかご質問のある方いらっしゃいますか。 

水野孝昭（朝日） スピードの問題なんで

すけれども、アフガニスタンの復興支援に日

本はプロジェクトというのをやって、いち早

くカンダハルの道路整備とか、平和の配当が

目にみえるような格好で支援をした。残念な

がら、アフガニスタンの状況はいま安定に向

かっておりません。国会でも、インド洋上の

給油活動をどうするかということについて議

論が分かれています。長年アフガニスタンを

ご覧になった緒方さんの立場から、日本がア

フガニスタンの和平とか安定に、どんなふう

にかかわっていくべきなのかを、いまＪＩＣ

Ａが実際に進めていらっしゃるプロジェクト

と絡めて、お話をいただきたい。 

アフガンを再び忘れてはいけない 

緒方 ＪＩＣＡはいま約５０名、職員及び

専門家がアフガニスタンで事業をしておりま

す。事業は教育、保健衛生、それから医療、

道路等々、かなり広範にわたっております。

最初に東京会議を開き、アフガニスタンの復

興で日本が大きな役割を果たすということを

示して、最初の２年間ぐらいはかなり広まっ

たんですが、やっぱり治安が悪化してくるに

したがって、一言でいえば、非常に動きにく

くなってきた。 

アフガニスタンの南部のカンダハルとい

う町、私が２年半ぐらい前に行きましたとき

には、本当にびっくりするほど道路がよくな

り、学校もよくなり、病院も動き出すという

ようなことでした。しかし、いまカンダハル

というのは最もタリバンの存在等が大きくて、

職員は常駐させられないところになってしま

った。安全管理の面から私どもも非常に動き

にくくなってしまった。 

そういう中で、一体どういうふうにすれば

当初持っていた日本のアフガン復興の決意、

アフガンを復興させることのできる日本の実

力というものをどういう形でつなぎ続けてい

くのか、私自身非常に悩みを感じております。 

やはり安全管理は非常に大事なことなの

です。私は国連におりましたときに、非常に
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安全が問われるような場所で、しかも民生部

門なんですけれども、難民救済の仕事をして

まいりました。ですから、いかに難しいかと

いうことは知っておりますが、そういう訓練

と用意は、それほど日本の中では広く行われ

ているわけではないのです。 

確かにＤＤＲ、これは武装解除ですね。ア

フガンのいろんな軍、それから軍閥系の武装

解除は日本が責任を持っていたしました。こ

れは６万 5,000 人ぐらいだったろうと思いま

すが、それはできたのです。これは日本にと

って珍しい大きな貢献だったと思います。し

かし、非正規軍と申しますか、いろいろな軍

閥のもとにある正規じゃない軍の解体、そう

いうものになりますと非常に難しい。努力は

続けておりますが、それほど大きな成果が上

がっているとはいえないのです。 

そういう中で、いまこれからどうするか。

私は「忘れないでください」ということをま

た言いたいと思っております。 

というのは、私が難民高等弁務官の間、10

年、完全にアフガニスタンは世界から忘れら

れた国になっていたのです。タリバン時代、

ああいう中で国際機関もほとんど人道援助以

外はできない。難民も帰ることができないと

いう中で、完全にアフガニスタンが忘れられ

た国になっていた。忘れられた国になってい

たときどうなったかというと、そこがアルカ

イダ等の訓練の中心地になってしまったわけ

です。 

そういうふうにまたしてはならない。アフ

ガンの人たちも６００万以上の難民がいたん

ですが、ほぼ４００万以上は帰っています。

そういうような人たちがまた出なきゃいけな

いような状態にさせることはできない。だか

ら、もっと国際的な結束を図ってほしい。ア

ルカイダに対するためには、これはアフガニ

スタンの軍の強化、アフガニスタンにおける

警察力の強化、こういうものは非常に大事な

んです。 

それと同時に、やはり教育。この間、アフ

ガニスタンから教育大臣がみえたんですが、

女の子の教育がまだ行き届いていない。女子

の教育を広げるためには、女性の先生をもっ

と育成しなければいけない。男の先生が女子

を教えることはできないんです。ですから、

女性の先生の育成が緊急なんだけれども、何

とかしてください、というような申し出もあ

りました。いま日本の女子大学の先生方にお

伝えしているんですが、やはり大事なことを

もっと積極的に進めていくということが必要

だろうと思います。 

インド洋における給油も大事なことをし

ているとは思いますが、もう少しアフガニス

タンの中における復興援助、そしてその復興

援助が進まなければ、治安もよくならないし、

危険状態から抜け出せないんですね。もちろ

ん麻薬の問題もあります。 

ですから、もっと注目してください。皆さ

んにもっとアフガニスタンに取材に行ってい

ただきたいんです。それから、こういうこと

を日本はやったらどうかという提案もしてい

ただきたい。 

道傳愛子（ＮＨＫ） アフリカなどの貧困

の削減に向けては、国連や国際機関、またＮ

ＧＯなども大変多面的な取り組みを続けてい

ます。最近では、ＣＳＲの観点から、企業な

ども活発な取り組み方をしているというふう

に理解しております。ＪＩＣＡとしては今後、

日本の企業などと、こうした貧困の削減に向

けては、どのような協力、協働の形をお考え

でしょうか。 
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アフリカへのＩＴ支援と企業協力 

緒方 いろんなことを考えているんです

けれども、その考えが実現されるのは難しい。

日本の企業は、アフリカの何にひかれている

か。昨今気がつきますのは、アフリカのいろ

んな資源、鉱物資源等々についての注目は随

分あるような気がいたします。それでも別に

いいんです。それが現地の産業につながって

いくのなら。それと同時に、アフリカの中に

も、技術を持って自分たちで自立していきた

いという気分はあるんですから。そういうも

のにもこたえながら、アフリカにおける経済

開発ということに注目していただけるのは、

私は非常に心強いことだと思うのです。 

ただ、アフリカにおいては、すぐ成果が上

がるわけではない。先ほどもちょっと申しあ

げたように、教育から、医療から、そしてイ

ンフラから、それらが全部一貫して出ていか

ないと、成果はなかなか上がらないんですね。

その辺もひとつ頭に入れておいていただきた

いと思います。 

そしてもう一つ、私は最近、アフリカの諸

国から、５～６カ国からいわれて、ああ、そ

うかと思いましたのは、私どもはアフリカの

教育というと、初等教育が大事だと考えがち

でした。まず初等教育ということを考えて、

ＪＩＣＡももう何年かになりますが、初等教

育から中等教育、理数科の教育ということに

力を入れてきたんです。高等教育というのは、

初等、中等の教育が進んでからやってあげれ

ばいいというふうにともすると考えていたの

です。が、やはり高等教育をもっとやらなけ

ればいけない。しかもＩＴ、ＩＣＴ、そうい

うものの教育をやってほしいという要求が出

てきております。 

たしかにＩＴ関係のものは、一つずつ積み

重なっていくものではない。携帯電話でも示

されていますように、飛び越えて進んでいく

ものです。ですから、そういう教育を広めて、

そしてさらにそういう教育が広まったときに、

その方たちがつけるような仕事がなきゃ困る

のです。 

ですから、「日本というのはＩＴで非常に

進んでいる国じゃないか、私たちにＩＴをや

ってほしい、いつまでもお情けで生きていた

くないんです」ということをはっきりいわれ

た開発大臣もおられたのです。 

そういうことで、いまいくつかの国ではそ

ういう要請にこたえて、日本でいえば高専に

当たるのでしょうか、高専、大学、そういう

ところのＩＴ教育をどういうふうにやってい

ったらいいのかを考えています。さらに工科

系、そういうものの教育というところにもも

っと注目していかなければならないし、援助

の中に入れていかなきゃならない、というふ

うに考えております。それには、企業の方々

からは大きな支援を得たいと考えております。 

リチャード・スシロ（インドネシア経済通

信） 理事長、１つ質問なんですけれども、

インドネシアでは津波とか地震とかありまし

たが、ＪＩＣＡとして何か新しいプロジェク

トを考えておりますでしょうか。 

緒方 インドネシアは、ＪＩＣＡの最大事

業対象国でございます。昨年の津波の後も現

地にまいりました。ＪＩＣＡも、いろいろな

国々やＮＧＯも復興支援に努力している現場

にまいりました。最近、インドネシアの経済

と政治で気がつきますのは、非常に地方分権

化が進んでおられるのです。地方を強化して

いこうと。ですから、ＪＩＣＡも、フィール

ドオフィスのような形で、地方にもオフィス

を広げております。地方に出向いていって、

直接――それこそスピードアップになるんで
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すが、その現地におけるインドネシアの地方

行政官の方たちとの協力、そしてそれを通し

て、一番現場に直結したような形で農業、そ

れから教育等々の仕事を広めていっておりま

す。私どもは世界的においても現場、インド

ネシアにおいても現場に近づきたい。インド

ネシア政府も、地方分権を強固に打ち出して

おられるので、私はそういう方向で、インド

ネシアの国づくりは本当に早く進んでいると

思います。ですから、もっと支援できるもの

は積極的にやっていきたいと思っております。 

小田健（日経）ＯＤＡ政策というのは国の

政策ですから、政治的な目的と無関係ではい

られないと思うんですが、ミャンマーへのＯ

ＤＡ政策について、お考えを聞けたらと思う

んです。ミャンマーに対しては、日本政府は

人道的な援助は続けるという方針を持ってい

るようです。今回、あのような事件があった

後に、日本として、ＯＤＡの政策上どのよう

なメッセージを出すのがふさわしいのか。 

ミャンマーへは人道支援 

緒方 大変難しい問題だと思います。援助

はたしかに国の政策ではありますが、対象は

国家だけではなくて、国家の中の人々という

のが当然対象に入っているわけです。国家と

人々が完全に一体ならば問題ないのかもわか

らないのですが、ミャンマーは少数民族が随

分多い国ですから、非常に政治的には難しい

状況がある。ミャンマーの方々は非常に我慢

強い人たちなのです。 

私も２０００年になってからも何回か、難

民との関係、あるいは人権との関係で国連を

代表して行ったことがあるのですが、非常に

我慢強い敬虔な人々である。しかも、資源国

であるという、いろんな矛盾を抱えた国なん

ですが、現在はもちろんご承知のように、学

生を中心とした大きな暴動というか、反乱が

起こった直後です。人道的な要請、人々が暮

らしていくために相当ぎりぎりの生活をして

いる中で、生きていけるように手伝ってあげ

るという仕事はあると思います。 

ＪＩＣＡの仕事も、大きくいえば、ほぼ人

道に尽きると思いますし、それから国連のい

ろんな機関、ユニセフからＵＮＤＰからユネ

スコから、みんなやりますが、ほとんどが人

道のぎりぎりの貧しい人たちを対象とした医

療であり、農村開発であり、そしてまた教育

といっても非常に初歩的な教育でございます。 

そういう中で、ぎりぎりに耐えられなくな

った人たち、あるいは僧侶の人たち、一般の

人たちに対して、みんなが手を引いてしまえ

ば、そういう人たちを失望させる。非常に困

難な状況に押しやると思いますから、そうい

う点では、人道的な援助というものは続ける

べきであろうと思います。だけど、一般の人々

に対する弾圧が相当激しい場合には、その弾

圧の状況を助長するような形での援助はでき

ない。そういうところで、非常に難しい決断

を迫られていくだろうと思っています。 

私どもがやっておりますことは、ほとんど

水。給水の事業が主ですが、道路もあります。

これはかなり北東部の少数民族地帯なんです

が、そういうところの仕事は続けております。

たくさんの貧しい農村地帯です。そこで仕事

をしているのが私どもの事業の大半でござい

ます。これをやめろといっていることはない

と思います。 

人権の侵害であるとか、それから圧政であ

るとかについては、そういうことはいつまで

も続けてほしくない、という気持ちは当然、

日本政府としては持っている。それをどうい

う形で相手に通じさせるかというのは、外交

の問題であり、対話の問題であり、援助がも
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しもそういう方向からさらに人々を押さえる

ほうに向かっている場合は、それはやめてお

いたほうがいいだろう。 

新聞によりますと、いまのところ、日本セ

ンターのほうはやめるのか、あるいは手控え

るのかというようなことで検討対象になって

いるのではないかと思います。 

山田厚史（朝日） ３点ほど、うかがいま

す。１つは、援助の執行体制です。国内でも

談合が問題になっていますが、海外で、特に

今度、円借款をＪＩＣＡが抱えられて、規模

も大きくなるわけですけれども、我々現場を

みても、さまざまなそのような動きがあるよ

うに聞いております。相手国の政府との関係

とか、さまざまなポリティカルな関係で問題

を複雑にしているようなところもあります。 

こういうようなものの監視体制、透明な援

助をいかに行っていくのか。まずこれをうか

がいたい。この問題と２番目の質問はちょっ

と絡みますが、要請主義という問題がありま

す。先ほど、スピードアップの話をされまし

たけれども、これがまたいろいろ現場では複

雑な問題を起こしているような気がします。

この要請主義をどうみておられるのか。 

そして３番目、そういうものを含めて、緒

方さんが責任者になられて、大分ＪＩＣＡは

モラールアップされたと思うんですけれども、

外務省とか財務省とか、そういう上級官庁と

の関係というのは、どうしてもパートナーと

いうよりも上下関係のような、特に現場では

そういうような印象を受けます。この統合と

いうのが途中経過なのか。さらに進めて援助

庁のような構想を考えてもいいのか。そうい

うことも含めて、日本の全般的な援助体制を

どのようにお考えになるのでしょうか。 

談合をどうしていくか 

緒方 談合のお話は、あるいはどなたから

か聞かれるのではないかなと実は思っており

ました。ＪＩＣＡがいろいろな無償あるいは

円借もあると思うんですが、それを実行に移

すときのコントラクトの問題だと思うんです。

非常に競争性が高いほうがもちろんいいんで

す。公募しましたときにたくさん応じてくる

会社があって、そしてその中から私たちがオ

ープンに選んでやっていければ、一番これが

いいのです。が、公募しても必ずしもたくさ

んの対象が出てくるわけじゃないのです。そ

れは仕事の仕方もあるかもしれませんし、日

本の方がやってくれるほうが安心ができると

か、いろいろな事情があると思うんです。ト

ランスペアレンシーは広めていくような方向

で、私ども努力はしております。 

物については、かなりオープンな調達はや

るようになっていると思います。もちろん、

競争して実行していけるような形の事業じゃ

ないこともございます。求めても１社しか応

じてこないとか、せいぜい２社しか応じない

とか、そういうような形でしかいま応じてこ

ないのが一つの問題だろうということはみん

な承知しているんです。事業の性格というも

のにもかかっているとは思うんですが、方向

としては透明性を高めること、競争性を高め

ることということは、方針として出しており

ます。 

それから、監視なんですが、その点につい

ては、やはり公募のシステム、それから、そ

れをホームページで広く出すとか、そういう

ことはやっております。それで十分かどうか、

それはやはり評価を絶えずしていきませんと、

この前のＰＣＩのような例は、コントラクト

した先から、そのＰＣＩがさらに下請けに出

していた。その下請けの過程でかなりごまか
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しがあった。そういうようなところまで全部

調べていくというのは相当大変なことなので

すが、やはりアトランダムでもいいから、そ

ういうことはしていかなきゃならない、とい

うふうに考えております。 

要請主義というのは、フォーマリーにはそ

ういう形の文書の取り決めで、国家と国家の

間の事業はやっていくんです。要請をどうい

うふうにしてもらおうかということについて

は、現場にたくさんの者がいて、絶えざる会

話と討議を相手国の政府とも、それから中央

政府だけじゃなくて、地方の政府とも民間と

も、いろいろな討議をしていく過程で要請を

つくり出していくんだというふうに私は理解

しております。政府からの要請はもちろんあ

るのです。こういうことをしてほしい、と。

だけど、それが本当にやるべきものなのか、

できるものかというようなことについては、

現場にいる者がきちっと実態的なコンサルテ

ーションというような形に持ってきていると

思いますし、そういう方向でいくのではない

かと思います。 

上下関係なんですが私どもがやっており

ます開発援助は国家の仕事ですから、国家の

当局者である外務省、財務省とのコンサルテ

ーションは必要だと思います。そういう対象

をコンビンスするような形の実力を実施機関

は持っている必要があると思います。そうい

うものによってかなり左右されるのではない

かと、多少希望的観測は持っております。 

援助庁…私から勝手なことを申しあげる

ようですが、たくさんの上司をクリアしてい

くというのは、これは非常にスピードの面で

も大変ですから、なるべくすっきりしたもの

が欲しいのですね。ですから、外務省と財務

省だけなら、かなりすっきりしているほうだ

と思うので、そういう意味では、援助庁にな

ったときに、たくさんの省庁から人がきてで

き上がった援助庁なら、いまのほうがいいん

じゃないかなというふうに考えております。 

出川展恒（ＮＨＫ） 中東についてうかが

いたいんですが、一つはパレスチナ援助。当

の相手が分裂してしまって、しかも、それが

再統一の見通しが立っていません。非常に難

しい状況だと思います。特にガザが見捨てら

れてしまう可能性が非常に高い。 

それから、日本政府が力を入れている「平

和と繁栄の回廊」構想、これについても、現

地で話を聞いてみると、必ずしもパレスチナ

の中でもすべての人がもろ手を挙げて賛成し

ているわけではない。そういう状況の中で、

パレスチナ支援をどうやって進めていくか。 

もう一つは、イラク。やはりスタッフの安

全確保という点からいうと、非常に難しい状

況が続いています。そして、唯一安定してい

るといわれていたクルドも、これからトルコ

が攻めていくかもしれないとういことで、難

しい局面になるかもしれない。この２つ、ど

ういうふうにお考えでしょうか。 

パレスチナ、イラク支援 

緒方 随分難しいことをお聞きになった

ので…。中東でございますが、つい先日、こ

のクラブにＵＮＲＷＡ（国連パレスチナ難民

救済事業機関）のアブザイド事務局長がうか

がってお話しされたと思うんですが、非常に

厳しい状況です。西岸とガザが一番厳しいと

思います。その中で、特にガザはハマスのほ

うが力をとってしまって、それを国際社会が

認めないというようなことで、ハマスがどう

なっていくかという現実があって、ガザの

人々は非常に苦しい思いをしているというの

が私も気になります。 
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一昨年まいりましたんですが、ちょうどそ

のときはガザから入植者が引くという直前で、

そこまでの自信がイスラエルのほうでも出て

きたのかな、というようなことを思った。ガ

ザには、インティファーダの前に、ＪＩＣＡ

が出したいろいろな援助の学校とか病院が非

常によく機能していたんです。それで、明る

い気持ちで帰ってきたのが２年ほど前です。

それから悪化してしまっております。 

あの意味では、パレスチナの難民も、ある

いはガザの住民もみんな、ある種の運命共同

体なんですね。それから西岸の人たちも。あ

の「平和と繁栄の回廊」という明るい絵は、

そういうものがもしも紛争を抑えるほどの力

を持ってくれば、あるいは現実を動かすこと

もないわけではないかもしれない。しかし、

現在、それほどの明るさを持ってパレスチナ

も、それからイスラエルも動いているのかど

うか、私にはわかりません。 

ただＪＩＣＡとしては、西岸のジェリコと

いう、これは非常に古い町ですし、比較的安

定した小さいところなんですけれども、そこ

の地方行政、それから保健衛生、母子保健と

か、それから廃棄物の管理とか、いろんな小

さいプロジェクトをやりながら、ジェリコ周

辺は何とか少し明るいものにしている。日本

から北澤選手が行って、サッカーまでしてき

てくださったりもしているんですけれども、

明るさが西岸に全部広がるかというと、すぐ

には広がらないだろう。だけど、広がるかも

しれないと思いながら、恐らくこの回廊の夢

を、多少日本政府は現実のほうに持っていく

ための努力をされるのではないかと思ってい

ます。 

イラクについてはわかりませんね。いいも

のは何も出てこないんですから。そして、Ｊ

ＩＣＡとしても職員を出すことはできないの

で、ほとんど現地の方たちにお願いした形で、

多少の支援をしているということです。私は

１９９１年に難民高等弁務官になりましたと

きに、最初にしなきゃならなかったのはクル

ド難民の帰還であったのです。そのときから、

クルド地域とトルコとの難しい国境の問題に

ずっと対応してまいりました。また、もう一

度あれをやるのかなあという非常な心配を持

って、いま様子をみております。 

トルコにしてみますと、クルド人という少

数民族の力が上がってくると、イラクにおけ

るクルドが非常に強化されてくるということ

になると、トルコ内のクルドの結束、あるい

は政治力が上がってくるんじゃないかと懸念

していつも抑えようとするのですね。抑えよ

うとすると、西欧諸国はそれをある程度は抑

えなきゃならないということは認めながらも、

どこまでトルコのやることを認めるかという

のは、そのときの軍事情勢とも非常に関連し

ているわけです。もう一度、９１年のときの

ようなことは見たくないというのが私の本当

の正直な気持ちです。毎日どうなるかと思っ

て様子はみています。何の答えもできなくて

申しわけありません。 

井田 １分で終わるからという熱望のま

なざしがそそがれました。それでは、最後の

最後のご質問ということで。 

志村弘雄（毎日出身） いただいた資料を

拝見しました。“Guide to JICA”の中で理事

長が書かれていることに、非常に感銘を覚え

ました。世界の人々から信頼され、期待され

る国になるために提案を申しあげます。 

信頼です。信用です。先週、官邸で総理と

会談されましたね。総理が何といわれたか存

じませんが、総理が胸に秘めている言葉は

「信」なんです。信用の「信」、信頼の「信」。
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自民党総裁選に立候補されるときに、この場

で色紙をしたためられた。たった一字。「信」

の一字であります。信があったから立ったん

だろうと思うんですが、信を、ひとつ大切に

されたらいかがかということを申しあげます。 

緒方 ありがとうございます。先ほど、こ

ちらのスピーカーのいろんな色紙のところに、

福田総理が「信」と書いてある立派な字を拝

見いたしました。私もその字は大事にしたい

と思います。 

井田 どうもありがとうございました。２

期目の成果のご報告に、また７回目のお越し

をお待ちして、ここで日本記者クラブから記

念品をお送りいたします。 

（文責・編集部） 
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