
JICSの“技術”と“製品”とは

専門性と経験に期待高まる

拡がる中小企業との接点

（一財）日本国際協力システム（JICS）は今年7月１日付で「新規事業開拓室」を設置、事業領域の
拡大に向けた取り組みを本格化している。実質的な取り組みは一般財団法人に移行した昨年４月か
ら始まっていたが、専任体制が明確になった形だ。民間部門への挑戦が当面の課題だが、そのキーワ
ードの一つが「中小企業支援」。この分野におけるJICSの経験と可能性を考える。

中小企業支援とJICSの専門性
「新規事業開拓室」を設置し、事業領域の拡大目指す

　JICSは７月１日付けで「新規事業開
拓室」(的場聡司室長）を設置、引き続
きODA（政府開発援助）分野に軸足を
置きつつも、新しい事業領域の開拓に
向け、本格的な取り組みを開始した。
　承知の通り、JICSは昨年４月、一般
財団法人へ移行、そのタイミングに策
定されたのが2012年を初年度とする３
カ年の「中期事業アクションプラン」
だ。「一財化からのこの１年は、組織
の方向性を探る上でのいわば“助走期
間”。この間のもっとも大きな成果が
中期プランの策定」（的場室長）だっ
た。「既存事業の“深耕”」を含む
「新規事業の開拓」は、同プランでも
最重要課題に据えられており、今回の
組織改編による新規事業開拓室の設置
は助走期間中の検討や議論、あるいは
アイデアなどをいよいよ具体化してい
く取り組みにほかならない。
　新しい事業領域の拡大・開拓を視野
に入れた時、JICSのポジショニングは
いわば“独特”である。その背景には
ODA分野で「調達」業務を専門軸とし
事業展開しているという特質がある。
　JICSは多くの関係者が指摘している
ように「技術」も「製品」も持たない
組織だ。その意味においてコンサルタ
ントでもメーカーでもない。独特の経
験を踏まえた“強み”は何かと言え
ば、まずは四半世紀にわたる「調達」

という専門性であり、「途上国経験」
である。途上国経験について言えば、
アジアにとどまらず、アフリカ・中南
米など150カ国以上におよび、しかもへ
き地農村部など日本のODA関係者もあ
まり入り込まない“厳しい”エリアで
経験を積み上げている。そこで培われ
た能力、例えば多数の契約管理、事業
での「人・もの・資金」の管理、さら
に現場でのリスク管理などを含むプロ
ジェクト・マネジメントの経験、ノウ
ハウなどに民間企業関係者らは期待し
ている。
　これらの経験を縦軸とすれば、分野
の別に捉われず、相手国や顧客ニーズ
に応じあらゆる分野に対応してきたこ
と、しかも上流の調査からインフラ工
事の監理業務まで幅広く対応できるこ
とが横軸となろう。この縦軸、横軸両
面での取り組みが鍛え上げたものは、
（１）相手国の行政も含めた広い海外ネ
ットワーク、（２）過酷な現場での高い
機動力や順応力、（３）多様な経験・知
見を有する人材などである。JICSが持
つこれらの強みこそが、言ってみれば
JICSの“技術”であり“製品”となり
得るものだろう。
　ODAの潮流が大きくシフトしている
中で、JICSは新たなポジショニングを
見出す必要に迫られている。新規事業
の開拓を志向し、これまで無縁であっ
た「官民連携」の扉を開け、「官と民
の連結、民間との協働、パートナーシ

ップ構築、そして現地との連携を通じ
て相手国の成長に貢献し、JICSの役
割・機能も新たに変革していく絶好の
機会」 （的場室長）と言えよう。

  民間部門への挑戦を考える時、大き
なキーワードの一つになるのが「中小
企業支援」だ。
　最近のトピックでは、外務省の委託
事業として実施されている中小企業の
海外展開支援で、JICSは開発コンサル
タントとのJV（共同企業体）という形
で「案件化調査」に応募、１件が採択、
契約に至っている。コンサルタントの
下に入る、いわゆる「構成員」という
形態であるが、今後の可能性として大
いに注目される動きだ。
　もともとJICSと企業の関係は、例え
ばノン・プロ無償などの実施を通し深
いものがある。中小企業に限って見れ
ば、昨年度始まった外務省の委託事業
に先駆ける形で「中小企業を活用した
ノン・プロジェクト無償」の調達業務
を担い、また東日本大震災の被災地企
業支援（中小企業に限定せず）の狙いも

込めたノン・プロジェクト無償「途上
国の要望を踏まえた工業製品等の供
与」の実施にも貢献している。2011年
度から実施されている後者の供与に関
しては、2011年度実施分の13案件すべ
ての輸送が完了、ほぼ終了の段階にあ
る。また、JICSが担当する中小企業ノ
ン・プロはこれまでに８件につき交換
公文（E/N）が締結され、うち１件の入
札手続きが終わり、他の案件も順次入
札準備が進められている状況だ。
　現在、進められているODAを活用し
た中小企業海外展開支援は、途上国の
開発課題の解消を目指す形でわが国中
小企業の技術、製品を調達、活用し、
併せて中小企業の海外展開の足掛かり
にすることが狙いで、提案型と要請対
応という違いはあるものの、基本的な
目的は同じである。
　中小企業ノン・プロでは、JICSは途
上国からの要請内容に応じ、中小企業
製品から最適の製品を絞り込んでいく
わけだが、実は大企業でしか作ってい
なかったり、現地に販売店が設置され
ていないことから企業から調達を拒否
されるケース、国内流通実績を相手国
が重視するケースなど、要請品目自体
が変わってくるケースもあるという。
　実施に当たる業務第二部特別業務第
二課の佐藤裕課長によると、「要請品
目を途上国政府のニーズに合うよう一
つ一つ調べていくのがJICSの役割。中
小企業といっても海外経験の豊かな企
業、まったくない企業と多様であり、
その対応が難しい」と話す。要請内容
によっては、先方政府のニーズに応え
ることが難しいケースもあり、「日本
側の意図とスキームに対する途上国政
府側の理解にまだ隔たりがある」（佐
藤課長）ようだ。公共調達の原則は、
「汎用性」のある機材を「迅速、公平
に入札する」ことであり、例えば日本
の中小企業にしか作れない、アドバン

テージのある精密な機材や特許を取得
している機材などの扱いは検討課題に
なっている。「中小企業支援という視
点に立てば、特殊な機械の扱いなど、
中小企業を活用したノン・プロジェク
ト無償の実施にあとひと工夫、ふた工
夫必要だ」と佐藤裕課長は話す。
　逆の見方をすれば、その制約と限界
を乗り越える形で、委託型の中小企業
海外展開支援制度を捉え直し、JICSな
らではの専門性を生かしながら事業領
域を拡大していけないだろうか。今回
の「案件化調査」採択、契約は、その
可能性を十分に証明していると言える
だろう。

　前出の佐藤課長によれば、中小企業
の海外展開支援がスタートした昨年頃
から、全国の行政、中小企業関係者ら
の問い合わせ、訪問が増加していると
いう。県庁の中小企業振興担当セクシ
ョン、中小企業支援機関といった公的
な組織に加え、具体的に海外展開を計
画する地方の中小企業関係者などだ。
問い合わせ、相談の内容は、JICSが担
当する業務の内容のほか、例えば「ベ
トナムに自社のこの製品を売りたい。
どうすれば良いか」という個別具体的
なものもあると聞く。
　中小企業を活用したノン・プロジェ
クト無償などとは
主旨が異なってく
るだけに、当然、
JICSのアプローチ
も違ってくる。た
だ、四半世紀にわ
たって培った「調
達」という専門
性、コンサルティ
ング機能、さらに
相手国行政への食
い込み方があれ

ば、アプローチの変化に対する応用は
十分に可能なはずだ。“これぞ”とい
う技術、製品があれば、企業とパート
ナーシップを組み、その後の事業展開
を目指すことも可能だし、東京本部を
拠点にアドバイスやコンサルティン
グ・サービスの提供も可能となろう。
　全国の中小企業など、一段と民間と
の接点が拡がるJICS。中小企業振興と
いう国家政策に裏付けられた動きが広
がる中、“求められているのはJICSの
専門性と経験”という認識に立ち、ア
クションを起こしていくべきだろう。
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　2億円
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JICSのアプローチ
も違ってくる。た
だ、四半世紀にわ
たって培った「調
達」という専門
性、コンサルティ
ング機能、さらに
相手国行政への食
い込み方があれ

ば、アプローチの変化に対する応用は
十分に可能なはずだ。“これぞ”とい
う技術、製品があれば、企業とパート
ナーシップを組み、その後の事業展開
を目指すことも可能だし、東京本部を
拠点にアドバイスやコンサルティン
グ・サービスの提供も可能となろう。
　全国の中小企業など、一段と民間と
の接点が拡がるJICS。中小企業振興と
いう国家政策に裏付けられた動きが広
がる中、“求められているのはJICSの
専門性と経験”という認識に立ち、ア
クションを起こしていくべきだろう。

一般財団法人 日本国際協力システム

佐藤 裕氏的場 聡司氏

機関レポート

順天堂大学医学部　
熱帯医学・寄生虫病学講座 教授　美田 敏宏 医師

11月「インフルエンザ」／1 月「死に至る熱帯感染症」

各回 一般 2,000円／ 学生 500円

（一財）日本国際協力システム  総務部人事課  旅行医学講座係
TEL：03-5369-6992　　 E-mail: jinji@jics.or.jp 
http://www.jics.or.jp/jigyou/seminar

【 講　師 】

【 テーマ 】

【 費　用 】

【ご 照 会】

JICS旅行医学講座のご案内
JICSでは年５回のシリーズで、

感染症に関する情報をお届けします。

開発途上国へ渡航される皆様のお越しをお待ちしています
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モンゴル

モロッコ

ドミニカ共和国

スリランカ

フィリピン

ベトナム

パキスタン

ペルー

　２億円

　1億円

　2億円

　1億円

　2億円

　2億円

　2億円

　2億円

2013年3月6日

　　　 3月13日

3月11日

　　　 　　　 3月18日

3月18日

　　　 3月18日

　　　 4月30日

4月30日

2012年度以降中小企業ノン・プロジェクト無償進捗状況

合　計

国　名 E/N額 E/N署名日

15億円

パレスチナ

エルサルバドル

チュニジア

インドネシア

　2億円

　3億円

　3億円

　3億円

2012年12月8日

2013年3月20日

5月2日

4月30日

2012年度以降途上国の要望を踏まえた工業製品などの
供与（被災地ノン・プロ）

合　計

国　名 E/N額 E/N署名日

11億円




