
の支援を契機にジョージアと日本
企業の関係が深まることにも期待
がかかる。「ジョージアの印象が
とても良く、今後も仕事を続けて
いきたいという企業の声も寄せら
れている」（吉岡氏）ようだ。
　設楽氏は「今回の中小企業ノン
プロにより、あまり馴染みのなか
った地域に日本製品を紹介する機
会を得て、また実際に使っていた
だき高い評価を得ている意義は大
きい。さらに今回、小型で携帯で
きる機材や簡易な計測機材が多く
調達された。こうした機材は比較
的輸出入もしやすいことから、今
後もメーカーが直接販売できる可
能性が高いと感じている。また、
単体での市場参入が難しい製品で
も、今回のようにシステム化され
た製品として複数企業の製品が一
体となって展開していけば、より
多様な製品の普及が図りやすいと
思う」と話している。
　モニタリング分野に加え、保健
医療分野などでも検討すべき指摘
と言えよう。

測機材25品目が調達された。

高いオーナーシップ

　資金管理と案件監理業務を担当
したJICS業務第二部特別業務第
二課の設楽千幸氏によると、大気
観測システムは、ノンプロ無償と
しては大規模なシステム機材の調
達にもかかわらず、機材仕様の確
認、入札、輸入手続き、設置作業
など、完工までの実施期間中、先
方の実施機関である国家環境庁が
迅速に対応してくれたため、非常
に円滑に調達を終えることができ
た。「プロジェクトに対するオー
ナーシップの高さを強く感じた」
と設楽氏は話す。同じく案件監理
に携わった業務第二部特別業務第
二課の吉岡佐知子氏によると、各
シェルターの基礎工事は日本人エ
ンジニアの指導を受けながら国家
環境庁が担当し、JICS、契約商
社、システムインテグレーター、
中小メーカーなど日本側関係者と
密接に連携を取りながら、約２カ
月の工期内に設置作業を完了した
とのこと。「先方の実施機関が工
事などを負担するノンプロ無償と
しては、非常にうまくいった案
件」と設楽、吉岡の両氏は口をそ
ろえる。

　その大きな要因
は、ジョージア側
のオーナーシップ
の高さにもあった
と言えよう。

日本製品に評
価高まる

　今回の中小企業
ノンプロが実施さ
れる前は、旧ソ連
時代に整備されたプレハブの観測
局にソ連製の古い観測機材が設置
されているのみで、スタッフが日
に何度も現場に行き、記録する必
要があった。今回納入された大気
観測システムには、排ガス計測器
やデータロガー、解析ソフト、サ
ーバーなども含まれ、国家環境庁
中央情報局へのデータ送信により
自動モニタリングが可能になった。
　「納入したシステムとソフトは
非常に見やすく、日本製は素晴ら
しいという高い評価を得た。今後、
他サイトへの展開や、機材の更新
時に日本製品が選択されることを
期待している」と吉岡氏は話す。
　大気、水、土壌、気象、さらに
データ処理と、環境計測の各分野
には性能の優れた高品質の製品を
作る日本の中小企業が多く、今回

重要な調整業務などを推進

　ノン・プロジェクト無償※（以下、
ノンプロ無償)は、多様な経済社
会開発に取り組む開発途上国を支
援するため、必要な資機材やサー
ビス（役務）などの購入資金を供
与する無償資金協力だ。その特徴
は「機動性」の高さにあり、実施
決定段階では特定の供与品目、役
務の内容などは固まっておらず、
対象国の開発課題や緊急性などに
柔軟に対応する。
　その支援の一つとして実施され
ているのが「中小企業ノン・プロ
ジェクト無償(以下、中小企業ノ
ンプロ)」だ。日本全国の中小企
業が製造する優れた製品を調達し、
開発効果の最大化を目指すととも
に日本企業の海外展開を支援する
という狙いも込められている。
　少子高齢化などに伴う国内市場
の縮小傾向、特に地方部の限界集
落増加と地域経済の疲弊が伝えら
れる中、地方活性化の“カギ”を
握るのは地場経済を支えてきた中
小企業である。その海外展開を支
援していくことは国内課題の解決
につながり、「地方創生」という
国家政策とも連動してくる。その
意味でも成果が注目される支援策

だと言えよう。
　（一財）日本国際協力システム
（JICS）は、1993年からノンプロ
無償の調達に関わり、相手国政府
の代理として、資金管理を含む調
達手続きを実施している。中小企
業ノンプロでは、調達元メーカー
に条件があり、製品の選定プロセ
スにおける調整業務が重要なポイ
ントだ。相手国政府の要請品目・
仕様を詳細に確認し、日本に輸出
可能な中小企業製品があるかなど
の調査を行う。輸入許可や資機材
の受け入れ準備など、相手国政府
の責任範囲を明確に定め、相手国
政府に緊密な協力体制を求めつつ、
より効果的、効率的な調達品目の
決定や入札手続き、プロジェクト
マネジメントを推進している。

これまでの経験生かす

　2013年度および14年度に実施
が決定し、先般、無事に引き渡し
を終えたのがジョージアに対する
中小企業ノンプロ案件である。
　ジョージアはコーカサス山脈の
南麓、黒海の東岸に位置し、
1991年に旧ソ連邦から独立した。
現在はEU寄りの政策に大きく舵
をきっている。同国では近年、大
きな自然災害が頻発しており、昨

年６月には首都トビリシで洪水に
より20人近い命を失った。この
ため、同国政府は自然災害に強い
国土作りを重要な政策に掲げてい
る。また、同国では大気汚染も大
きな課題となっており、災害リス
クの低減と大気汚染軽減を目指す
「モニタリングシステムの構築」
を国家戦略の一つに据えた。
　今回の中小企業ノンプロは、そ
の取り組みを支援すべく、交換公
文（E/N）により2013年度が２
億円、14年度は１億円が供与さ
れた。先方関係機関は、環境天然
資源保護省と国家環境庁が担当し
た。JICSはこれまでも、同国で
日本の政府開発援助（ODA）に
よる農機や医療機材の調達、また
日本企業のリサイクル事業にかか
る現地展開の可能性を探る案件化
調査などに携わっており、同国に
対する経験、知見を持っている。
　今回の調達内容は、大きく①大
気モニタリング、②環境モニタリ
ングの２分野に分けられ、①では
大気観測機材付きのシェルター３
基に加え、国家環境庁中央情報局
用機材、さらに設置やメンテナン
ス指導などのサービスが調達され
た。また、②では土壌、水質など
のモニタリングを支援する環境計

中小企業ノン・プロジェクト無償は、日本の中小企業が持つ優れた技術・製品を
開発途上国の課題解決に生かし、併せて企業の海外展開に効果を上げている。
その推進に当たっているのが調達代理機関JICSだ。最近引き渡し式が行われ
たジョージアでの取り組みを追った。

中小企業ノン・プロジェクト無償は、日本の中小企業が持つ優れた技術・製品を

モニタリングシステムの構築

設楽 千幸氏業務第二部 特別業務第二課 吉岡 佐知子氏業務第二部 特別業務第二課

日本国際協力システム（JICS）

納入された環境計測機器の数々

＊ノン・プロジェクト無償は、2015年3月まで実施されていた
無償資金協力のサブ・スキーム名。現在は、「経済社会開発
計画」の名称を用いる。

中小企業ノンプロでジョージアの環境・災害対策を支援

納入機材の説明を受けるアグラシヴィリ環境天然資源保護大臣（右）と
貝谷駐ジョージア日本国大使（中央）
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