
JICA Experts’Conference of Kanagawa

JICA帰国専門家連絡会かながわ

」ECK創立1 5周年記念シンポジウム

「日本の国際協力の現状と将来展望」開催(201 8。01.24)

」ECK創立1 5周年記念行事としてシンポジウムを横浜国立大学中央図書館1階メディアホールで開催した。

長谷部勇一横浜国立大学々長の基調講演「日本とアジア間の環境国際産業連関分析と日本の国際協力の課題」に

続いて、朝熊由美子」ICA横浜国際センター所長、小池治横浜国立大学教授、山崎圭一横浜国立大学経済学部教授、

山本勝造関東学院大学経済学部准教授、若

林敏雄」ECK会員(東海大学名誉教授)諸氏

によるパネルディスカッション「日本の国際

協力の現状と将来展望」を実施した。

」ECK会員の他に、横浜国立大学学生、 -

股参加者も多数参加して熱l蘭こ韓講してい

た。 (P2に詳細記事)
長谷部学長基調講演　　　　　　　　　　　会場風景

神奈川産業振興センター賀詞交換会へ出席(20 1 8。02。02)

」ECKも会員である神

奈川産業振興センター
(KiP)の賀詞交換会に福

田理事長と大平事務局長

が出席して、出席者との交

充を図った。　　　　　　　黒岩神祭) I煤知事挨拶∴長谷都横浜国立大学々長挨拶

平成29年度(20 1 7)

第1回地域見学会
さがみロボット産業特区
(201 7。09.22)

9月22日福田理事長以下1 0名の」ECK会員が「さが

みロボット産業特区のロボット体験施設」を見学、さが

みロボット産業特区推進センターの係員より実演と説

明を受けた。

施設では、ロボット開発企業各社の協力のもとで、

生活支援ロボットを身

近に体験できる様々な

施設が用意されてい

て、」ECK会員はロボッ

トを手に取り、または

操作してその性能を確

かめ、興味深く観察し

ていた。

松田勲会買スロバキアで講演
(2017.10)

ほどがや国際フェスタ2017に参加(2017。1 1.19)

」ECKくま、2017.1 1.19(日)10:00へ1与:00に、横

兵市岩間市民プラザで開催されたほどがや国際フェ

スタ201 7に参加して、パネル陳列、子供向けクイズ

害でPR活動を行った。当日は好天にも恵まれて、多数

D参加者が」ECKの小間を訪問し、子供向けクイズを

賞しんでいた。 国旗当てクイズ 会場でのダンスパフォーマンス

よこはま国際フォーラムに参加(201 8.02。03へ04)

」ECKは、 201 8.02,03-04に」iCA横浜国

簾センターで開催された「横浜国際フォーラム

の1 8へともに生きる横浜ともに創る世界へ」

こ参加して、北島博司会員がUECKの国際協力

一多様性という名のジグソーパズルー」のタ

イトルで講座を開き講演した。 1 0代から70代

貴での幅広い聴衆が興味深く聴講していた。

」ECK会員の松田勲氏は、スロバキアの生産性

フォーラムに、特別ゲストとして招待され、生産性

向上活動がスロバキアの産業発展のために貢献し

てきたこと、今後も優れた活動拠点として発展して

いくよう祈念する旨のスピーチを行った。 (P4関連

記事)

講演する松田会員　　　　　　会揚風景

」 ECK会報29号配布

(2017,10。01)

201 7.1 0.01に発行した」ECK会報29号を、

J iCA本部・支部、各県」 iCA帰国専門家連絡会、県

庁関係部署、関係団体・個人、 」ECK会員等に配布

した。

iECK推薦神奈川県招轄海外技術研修員ブンブランセルト・バンリッチ氏帰国(201 8。03,1 6)

ブンプランセルト・バンリッチ

引ま、関東学院大学理工学部其

)他で水道水質の検査管理につ
-ヽて研修して、ドーミー二俣川で

)報告会(3月1 0日) 、」ECKでの

庫修報告会及び歓送会(3月1 2

])を無事終了して3月1 6日に帰

冒した。 (P5関連記事)
修了書授与式 支援機関関係書と一矧こ　　　　プンプランセル上パンリッチ氏と　黒岩知事を表敬訪問(2017.10,01 )

後列中央:パンリッチさん左削l泉理事右端網田理事長　関東学院大学鎌田准教授　　　黒岩知事・研修員・推薦機関関係者
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創立1与周年記念シンポジウムを開催して　　」Eα副理醸内倉灘*

JICA帰国専門家連絡会かながわ(」ECK)は、平成1 5年1月24日に

」iCA横浜国際センターtこ於いて設立総会を開催して実質的に発足し

た(規約では4月1日を設立年月日とした) 。数えて平成30年の本年は、

1創立1与周年諦念行事について

平成29年7月1 2日の理事会で諦念行事に関する推進委員会の発足が承認さ

れた。これを受けて、委員会(委員長　菊池正夫、副委員長内倉和離、委員　中之

薗賢治、安延義弘、桂岡龍太郎、吉田博至、上田恵-、松田勲)を設題し、第1回の

委員会を8月1 0日に行った。記念行事のひとつとしてシンポジウムの開催を計画

し、基調講演とパネルディスカッションを組み合せた内容とする案を取りまとめた。

その後、横浜国立大学の山崎圭一教技等を交えて日時、場所、講演者などについ

節目の1与周年を迎えたことになる。そこで記念行事のひとつとしてシ

ンポジウムを計画し、開催したのでその聴要を報告する。

て打ち合せを行った。検討した内容について9月9日の理事会で基本事項が承認

され、細執こついては引き続き調整することとした。 1 1月1 1日の理事会で実施

要項、プログラムが決定され、シンポジウムの実行責任者を内倉和雄とした。理

事会の決定を受け、ポスターの作成、配布資料の作成、会員への案内、関係団体

および関係者への案内、会場の準備、当日の備品・用品の購入などシンポジウ

ムの成功を願いつつ菊池正夫推進委員会委員長と準備作業を進めた。

2　創立1与周年記念シンポジウムの計画と参加依頼

創立1与周年記念シンポジウムは、 」 ECKの主催で、横浜国立大学成長戦略研　　員の友人・知人などに郵送または電子メールで送付した。横浜市役所などには、

究センター、国際開発学会横浜支部との共催で実施する。シンポジウムの実施　　訪問し、相手方と直接お会いして出席方を依頼した。」ECK会員には、電子メー

要項、プログラムを示す(表1 ) 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルによる案内に加えて返信用のはがきとポスターを同封して郵送し、参加依頼

会員、非会員を問わず多くの方々のシンポジウム参加を求めて」ECKホーム　　と出欠の確認を行った。

ページにポスターを掲載した。ポスターは、大学、関連団体、各区役所、 」ECK会

実顧項:

日　時:平成30年1月24日(水)16:30へ19:00

会　場:横浜国立大学中央図魯館メディアホール
定　員:100名

参加費:無料
主　催: 」iCA帰国専門家連絡会かながわ(」ECK)

共　催:横浜国立大学成長職階研究センター、

国際開発学会横浜支部

プログラム:

16:30へ　司会　」ECK副理事長　内患和雄

16:30へ　開会挨拶」ECK理事長　福田信一郎

1 6:40-　基調講演日本とアジア問の環境国際産業連関分析と日本の国際協力の課題

横浜国立大学学長長谷部勇-
17:20へ　休憩

1 7:30へ　パネルディスカッション“日本の国際協力の現状と将来展望-

コーディネーター:」ECK会員加藤博通

パネリスト:朝熊由美子、小池治、山崎圭-、山本脇道、若林敏雄
1 7:30へ　横浜からの国際協力　ー途上国と地元横浜の双方の発展のために-

」iCA横浜国際センター所長　朝熊由美子

1 7:4与へ　途上国経済の現状と国際協力論の研究課題

横浜国立大学教授、国際開発学会横浜支部長　小池治

横浜国立大学経済学部教授、成長戦暗研究センター・マクロ経済成長部門長　山崎圭-
18:00へ　途上国の民主化支援と国際協力の役割

関東学院大学経済学部准教授山本勝造
18:1与へ　マレーシア日本国際工科院での教育に参加して」ECK会員　若林敏離

18:30へ　ディスカッション

19:00へ　閉会挨拶」ECK会員　菊池正夫

3　創立15周年記念シンポジウムの開催

開催に先立ち1 4時から会場の準備を進め、 1 6時30分から中央図書館メディ

ア・ホール(写真1 )でシンポジウムを開催した。福田信一郎理事長の開会挨拶に

続き、長谷部学長による基調講演(写真2)が行われた。 1 0分間の休憩を挟んだ

後“日本の国際協力の現状と将来展望当こ関するパネルディスカッションを行っ

た。パネリストとして朝熊所長、小池教授、山崎教授、山本准教授、若林名沓教授

の各先生の講演が行われた。講演終了後与名の先生は講演者席に着席し、加藤

博通コーディネーターの司会で質疑応答が行われた(写真3-1 、 3-2) 。その後、

中央図書館メディア・ホール　　　　基調諾演を行う長谷部勇一学長

4　謝辞

菊池正夫会員による閉会挨拶で1 9時に本シンポジウムを終了とした。

パネルディスカッションのテーマは、更なる発展を目指している本会に相応し

いものであった。パネリストの先生は、多方面からのアプローチで国際協力の難

しざ問題点などについて講演された。引き続き行われた活発な討論の結果、日

本の国際協力の現状について認識が深められた。また、取組むべき多様な方向

性が示され、開発途上国の発展に寄与するための支援が日本国にとっても有益

であるべきとする国際協力の姿が示唆された。

パネリストの先生

本シンポジウムの計画を進めるにあだノご助言・ご協力を頂いた山崎圭一教授　　山本勝造准教授、東海大学若林敏雄名沓教授(」ECK会員)には深謝いたします。

にお礼を申し上げます。ご多忙中にも係らずご講演をお引き受け頂いた横浜国

立大学長谷部勇一学長、」iCA横浜国際センタ一　朝熊由美子所長、横浜国立大

学教授、国際開発学会横浜支部長　小池治教授、横浜国立大学経済学部　山崎圭
一教授(成長戦略研究センター・マクロ経済成長部門長) 、関東学院大学経済学部

参加者は、与9名であった(」ECK会員1 6名、 -般1 5名、大学4名、 」ICA2名、学生

22名) 。 -殿の方1与名が参加されたことは、興味ある内容と外部関係者への積極

的な勧誘によるものと思われる。ポスター配布、当日の会場設営、進行などにご

協力頂いた皆様にお礼申し上げます。
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」ECKAが起案し、現地政府が土地を提供し、 」lCAが資金

援助した「フィジー国ピタワ村のミルクフィッシュ養魚プロ

ジェクト」は、同村の貧窮対策、生活水準向上策として食料

の安定生産を目的としている。ミルクフィッシュは藻食性な

ので、藻類を育てる手法による粗放的養殖を住民参画のも

とで、 2009年8月から201 1年8月(2年間)まで事業を推進

した。その後生産物は住民に配布すると共に、試験販売を行

い、持続的な経済性を検討する目的でピタワ村と」ECKAの

理事である田中専門家がボランテアで養殖技術の移転業

務を積極的に維持管理と運営を行ってきた。

しかし、 201 6年2月に大型のサイクロンによる被害と同

年12月に発生した大

洪水により、ミルク

フィッシュ養殖場は大

きな被害を受けた。現

在、ミルクフィッシュ養

殖事業が一時中断さ

れた状況である。

次のプロジェクト(フェイズⅡ)を計画する目的で田中専門

家は、日本大使館、」iCAフィジー事務所の職員と何回も協

議を行ってきた。ある程度の目途が立ったので、 201 7年8

月22日へ9月1日まで現地に行き田中専門家と二人で、

フェイズⅡの計画書を作成する目的で現地調査を行い、測

量と図面作成を行ったので報告する。

はじめに、コショウ科木の根の粉を水に溶かし杯で回し飲

みする「カバ」という儀式に参加。このカバを回し飲みするこ

とにより村の-員になることが出来る。 (村の歓迎の儀式) 。

このカバを飲むと鎮静効果があり、リラックスする効果があ

ると言われフィジー島の様々な場で楽しんでいるとのこと

である。田中専門家によると、昔は-晩中カバを飲んでいた

養魚場の事務所破壊

誌魚場の破壊とどタフ村

とのこと。私の所感は

現地に見合った最高

の飲み物で、この儀式

を経験しないとどタワ

村の一員になれないと

いうI心を持つことが-

番大切であると感じた。

サイクロンの被害は、

ピタワ村の家々のほ

とんどの屋根が吹き

飛ばされたり、家が破

壊された。日本政府の

援助もあり現在は修

復されてピタワ村の

村民は元気に働いて

いた。田中専門家の自

宅も屋根が吹き飛び

家の中に家財道具か

ら一番大切にしていた専門技術書も被害に遭った。

養魚場の池は、大雨が降っても破壊されないように通常

より40調も高く堤防を築いて池の構築を行ってきたが、こ

の堤防を破壊するサイクロンと大洪水による破壊はピタワ

村の人々にとっても非常にショックを与えたと思う。池の中

に海水が流入するゲートの破壊、池の破壊によりミルク

フィッシュを育てる池の区画が管理出来ないために、現在は

小さな稚魚が海水の流出入により池に入ったり出て行った

りしている。何も管理出来ていない状況である。このままで

は池の破壊が続き最後には荒れ放題になる状況が想定さ

れる。

萎魚場の復旧とフェイズ皿について

フェイズⅡについては、ピタワ村の村長と養魚場を管理し

ている責任者と田中専門家、中之薗、その他若い住民を集

めて協議した。村からは、早急に復旧できないか、経済性を

考慮して池の拡張を強く希望していた。

今までの経験により、旧池の復旧(ミルクフィッシュ養殖)

と新規にエビ養殖の拡張を計画提案された。村長の立会い

で拡幅できる位置を

決めていただき、拡幅

分を含めた測量工事

を実施した。測量工事

は村長の-言で若い

人から名ほど手伝って

くれた。彼らは積極的

(こマングローブ周辺までの距離を測定し、田中専門家の指

示により正確な測量を行うことが出来た。

拡張する地域は、池の周りに繁殖しているマングローブの

破壊を防ぐ目的で、村長の現地立会の下に測量を実施して、

田中宅で計画図面を作成した。サイクロン等の被害に遭わ

ないように堤防は更に高く築くこととした。

今後は、関係機関と協議してフェイズⅡが遂行出来るよう

努力していく。

日本大使館、 」iCAフィジー事務所協議

日本大使館との協議によりフェイズⅡが前向きに検討され

ると思っていたが、田中専門家と計画書を作成して協議し

た結果、日本大使館の資金によるフェイズⅡ実施は非常に厳

しいとの回答があった。その後、 」iCAフィジー事務所との協

議では、 」ICA横浜との協議が必要であると回答された。

帰国後の」ICA横浜国際センターとの協議でも前向きの

回答を得られなかった。今後は、原点に戻って最初から-歩
一歩前向きに協議して必ずピタワ村にミルクフィッシュ養魚

場の修復とエビ養殖場の建設が出来るよう協議していく。

今回の調査に必要な備品、測量機器、距離測定テープ等に

ついては、 」ECKAの予算で購入した。この測量機材が今後

も活躍できること祈りつつ私の報告を終わる。

*なかのそのけんじ　南門分野上水道計画JICA任地.ケニア、サウジアラビア、ベトナム、インドネシア
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スロバキアへ」iCA専門家として派遣されたのは、 2000

年から2004年まで、通算約3年間ですが、当時の生産性セ

ンター職員との交流が今でも続いています。毎年、生産性

フォラムが1 0月に開催されますが、これは生産性センターと

経済省、 CEI丁(Cent「aしEu「OPean institute of Technobgiv)

の共催で、生産技術研究開発や企業の改善事例発表があり、

私は201 2年の第1 5回大会で特別功労賞を受賞し、今回は

201 7年1 0月に第20回記念大会があり、特別ゲストとして

招待されましたので出席しました。

1 900年代のスロバキアはソ連邦崩壊後、国営企業の民

営化移行を進めたものの、市場経済化に対応できず、多く

の企業が縮小・倒産したので、この状況を改善するため、ス

ロバキア政府は西欧先進国や日本に支援を要請、日本政府

が支援することになりました。

ジリナ市街

スロバキア生産性セ

ンターは首都ブラチ

スラバから北東200

キロの地方都市ジリ

ナ市のジリナ大学に

開設されましたが、こ

れは同大学のグレ

ゴール教授の尽力に

よるもので、大学の支

援もありました。グレ
ゴール教授はアイゼンハワー・フェローシップに選ばれ、ア

メリカの産業を見聞し、また、日本を訪問して」iCAの支援活

動をヒアリングするなど、先進国の産業発展状況を視察し

て、スロバキア政府を

通して西欧先進国や

日本に支援を求めまし

た。

生産性センターから

の要請は、市場経済化

に対応して企業の競

争力を強化するため、

日本の生産性向上技　　　　　グレゴール教授と著者

術を導入することでした。実際に現地のいくつかの企業を

訪問調査しましたが、企業の管理者や作業者にマネジメント

の意識がなく、自発的な改善意欲もないなど社会主義体

制下の自由な議論のない停滞感のようなものが見受けら

れ、この状況を打破するため、まず、意識改革を進め、次に小

集団活動、ジャストインタイム、総合品質管理・生産管理な

ど、研修と現地指導を進めました。ジャストインタイム・シス

テムに代表されるトヨタ生産方式は世界的に普及していま

すが、ヨーロッパではアメリカのリーン・マニュファクチャリ

ング・システムが受け入れられています。この内容はトヨタ

生産方式を学習して、付加価値を増大させる方法論として

集大成し、新しいコンセプトとして提唱されたものですが、

特定の企業の物まねではないという、ヨーロッパ人の気質

のようなものを感じます。

グレゴール教授は生産性センター所長として率先して車

を運転し、センターの職員と私を乗せて国中の企業を回り

啓蒙活動を続けました。教授の献身的な努力により、関係者

の意識が次第に変わり、日本の高度経済成長期を思い出さ

せるような熱気が感じられるようになりました。生産性セン

ターの事業拡大と共に陣容も拡充され、自動化技術やAI技

術の応用など、独自の生産技術開発に取り組むよう(こなり、

技術陣を結集してCEi丁を設立、総合コンサルティング事業

を展開するようになりました。

東欧諸国では、 」ICAの支援がこのように持続可能な独自

の形態で続いている国はスロバキアくらいではないかと思

いますので、グレゴール教授の功績の大きさを改めて感じ

ます。

スロバキアは自動車産業がリーディング・カンパニーとな

り、着実に経済成長していますが、最初はフォルクスワーゲ

ンがチェコのシュコダを買収し、ブラチスラバにあった工場

の改革に乗り出し、これに続いて韓国のギア・モーターズが

ジリナに工場を建設、フランスのプジョー・シトロエンがトル

ナバに工場を建設して、201 5年には自動車生産台数1 00

万台を達成し、在スロバキア日本国大使館発行「政治・経済

月報201 6年1月」によると、人口当たりの自動車生産台数

で世界第1位となりました。更にその後、ジャガー・ランド

ローバーもこトラに工場を建設することになり、 201 8年の

生産開始を目指しています。自動車産業は裾野が広いので、

関連産業の技術力向上と雇用増により更なる経済成長が

見込まれます。

日本との関係では、東日本大震災のあと、 201 2年6月に

ガシュパロピッチ大統領夫妻が来目されましたが、その際、

直接仙台空港に到着し、真っ先に被災地の石巻市の小学校

に向かわれ、お見舞いをされるというサプライズ訪問をさ

れました。また、スロバキア政府から、厳しい財政状況にも

轟溺
はいられません。　　　　　　　　近所の人たち

東欧はインフラ整備などで大きなビジネスチャンスが期

待できる地域であり、マーケットとしても魅力ある地域では

ないかと思います。日本と東欧との経済協力がヨーロッパ

の地理的中I己l地でもあるスロバキアを拠点として一層深ま

ることを夢見ています。

*まつだ　いさお　専門分野生産管理、品質管理、中小企渠支援」lCA任地:スロバキア、ブルガリア、ヨルダン、キルギス、ブイリッピン　」iCA以外任地●南アフリカ
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関東学院大学における受諾授業「国際協力の現劇を実施して　」各C噸咽謹長内倉亜

関東学院大学経済学部および経営学部の共同開講授業科目「国際協力の現

場」の規格・運営の業務委託を受講し、平成28年度に引き続き実施したのでそ

の概要を報告する。

科目名:国際協力の現場

開講:秋学期(9月21日へ3月31日)の月曜日2講時

テーマおよび概要:開発途上国での様々な支援に実際に携わった人々から、

国際協力の現場での活動の事例について話をする。授業では「国際協力の現

場とはどういうものなのか?」といった問いに対して実践的な手法や成果を示し

て明らかにした上で、開発途上国を取り巻く諸問題について解説する。

到達目標:(1)開発途上国の現

状を知り、開発途上国が直面して

いる課題について理解を深める。

(2)国際協力の実践的な手法から、

開発途上国の課題の解決方法を

学ぶ。(3)先進国の-員として、日

本が開発途上国のために今後果

たすべき役割を考える。

講義内容:上下水利用・処理、環境対策、医療・衛生、食品供給・衛生、産業振

興、中小企業指導、教育など広範な分野について行った。

講師には、 」ECK会員に加えて、 NPO法人未来をつかむスタディーズの河内

智之氏、有害・医療廃棄物研究会理事の鈴木良貫氏、日本大学生物資源科学

部教授の倉内信行先生に講義を依頼した。また、授業初日の講義担当者には、

」iCA横浜国際センターの倉科和子課長にお願いした。第5回目の講義をお願

いした工藤眞也氏が急速他界されたことに加え、降雪による休校のために第与

回目の講義を休講とした。

講義受講対象の学生は、経済学部および経営学部の1へ4学年の学生で1 7

0余名が受講した。これは28年度の受講者数を約30名上回る数であった。講師

が-方向的に説明をするだけではなく、学生への問いかけを行うなど学生の

主体的な学びを喚起する工夫を取り入れた講義も実施できた。矧こ授業終了

前の1 5分間はコメントペーパーの記入及び質問時間に当てた。

学生は、講義内容について基礎知識が十分でない状況下で講義を受けるこ

とが強いられるにも拘らず、熱心トに受講していた。このような状況は、理解し易

いプレゼンテーション、授業に引き込む話術、雰囲気作りなど講師の方々にご

配慮頂いた結果と感謝しています。

自ら国際協力に携わってきた講師の方々の費重な実体験に基づいた講義を

聴くことで、学生が日本の国際協力の実態に目を向け、現在・未来の国際協力

の果たす役割や今後の課題などについて考えるきっかけになったと思います。

加えて社会貢献、国際貢献など貢献する’’ことの重要性、必要性に目覚め、学

生自身の将来設計を考えるときに役立つことが期待できたとすれば幸いです。

本年度に引き続き平成30年度

も「国際協力の現場」の講義を受

講し実施することになりました。

講義を担当された方および」 ECK

会員の皆様には、今後ともご協力
・ご支援を賜りますようお願い致

します。

神奈川県招臨海外技術研修貢研修報告　　　　　かプランセルト・バンリッヂ

私はタイ国首都圏水道公社(MWA)の水質事務所に勤務している生物技術

者のプンブランセルト・パンリッチです。私は神奈川海外技術研修のために日

本に来ました。私の訓練の主題は、

日本の水道水質試験の手法を学

I〕にとと水質管理方法を学ぶた

めに研修に参加しました。

主な研修場所は関東学院大学

であり、鎌田索之准教授の指導

の下で、研修を実施しました。

私は多くの水道事業体の浄水

場、水質試験事務所を訪問し、実
報告会(ドーミー二俣川)

智と施設を見学することが出来ました。実習と施設を視察した事業所は次の通

りです。

横浜市水道局西谷浄水場、青山沈殿池、相模湖、相模凧相模ダム、道志I i i (

山梨) 、月併浄水場、神奈川県広域水道企業団水質管理センター、飯泉ポンプ

場、社家ポンプ場、神奈I i i県企業庁水道水質センター、寒川浄水場、水道部浄

水課水質グループ、谷月傾浄水場、株式会社グッドマン(漏水探索機器メーカ
ー) 、東京水道サービス(株) 、クボタ京葉工場、栗山浄水場、千葉野菊の里浄水

」ECKでの報告会

場、東京ビッグサイトの工コプロ

201 7展等。

私は高松で開催された201 7年

日本水道協会全国会議、2017

年度日本水道協会関東地方支

部水質研究会、第63回日本水環

境学会セミナー、水環境学会セ

ミナーにも参加しました。

研修プログラムでは、水道局や

研究所を訪問することにより多くの新しい情報、知識、技術を得ることが出来

ました。私は日本の様々な水道システムを学び、実習することが出来ました。日

本とタイの上下水道の問題点と事例を取り上げて討議しました。これは素晴ら

しい経験でした。

また、日本の文化や生活活動も学I〕にとが出来ました。茶道、和食料理、日本

美術、ちぎノ絵、様々な日本のお祭り、温泉、お花見を体験しました。

自由時間がある時、私はいつも旅行や観光のために多くの場所に行きまし

た。東京、神奈川県、香川県、京都府、大阪府、広島県、埼玉県、千葉県、群馬県

に行きました。

私は日本を非常(こ愛しています。今回は、 3回目の来日ですから、最初から日

本での生活は容易に過ごすことが出来ました。日本とタイは似ています。日本

のみなさんはとても親切で索敵でした。私は研修期間中幸せな生活を送るこ

とが出来ました。日本に来る前は、

初めての海外生活をI己¥配し神経

質になっていました。今私は良い

印象と幸福感を持ってタイに帰る

ことが出来ます。

日本からの素晴らしい経験を

忘れることはできません。私にと

って6ヶ月i弗巨常に短期間でした

が、多くの良い経験と知識を得て
歓送会

います。私はこれらをタイに持ってゆき、私の仕事と私の人生に対してできる

だけ多くを活かしていきます。

私は、このトレーニングプラン及び私の日本での生活をサポートして頂いた

皆々様及びすべての組織に感謝します。

私は今後も皆様と連絡を取り、記憶にとどめ、何時か再来日することをお約

束いたします。

与



「この本を書き終えるまでにいったいどれだけ時間がかかりました

か?」とよく聞かれる。 「ざっと与00年でしょうか」と真顔で答えることに

している。それはこの物語がスペイン・ポルトガル・中南米が舞台と

なったはるか大航海時代を背景に、主人公勝呂が生きる半世紀の現代

史を絡ませて、 500年の時空を超えたジグソー・パズルになっている

からです。

実際1 492年は、世界を揺るがす大事件が頻発し後世に多大な影響

を及ぼすことになった年号として歴史に刻まれています。グラナダ/ス

ペインの陥落によって700年以上続いた長いイスラムの支配から国

土を回復、レコンキスタが成就します。その時コロンブスにチャンスが

巡ってきたのです。そしてついに新大陸に到達、新I日面世界が遭遇し

たのです。このコロンブスの偉業を支えたのか航海士のピンソン三兄

弟でした。大航海時代の到来です。

時は流れて神聖ローマ帝国カール与世(スペイン王カルロス1世)の

跡を継いだフェリーペⅡ世は、新大陸(インディアス)を含めて<太陽の

沈まぬ帝国>と呼ばれるほどに広大な海外領土を拡張して行きます。

やがて新大陸からの財宝をねらって海賊が出没します。英国女王陛下

の海賊ドレイクです。たまりかねたフェリーペⅡ世はカリブ海防衛のた

めにイタリアの要塞技師アントネリを派達します。こうしてカリブ海各

地に堅固な要塞が残されることになったのです。 (筆者がこの本を書く

動機ともなったのかこの要塞の監視塔の収集でした)

さて小説ではこんな具合になります。

かつての国際貿易港

の生まれで海外志向の

勝目(すぐろ)は電子技

術を学び海外に飛び出

した。それは『客死した

外国人フリオの遺族を

探し出すのだ』という、

父親の遺言を全うする

ためでもあった。永い

道のりになった。残された家族写真を手掛かりにするうちに、スペイン

統治時代に造られたカリブ海などに点在するスペイン要塞を巡ること

に。そして要塞に付き物の見張り塔(監視塔)に魅せられ、 1 6世紀後半

から要塞の建設と守備に生涯を捧げたイタリア人築城技師一族の三

代にわたる苦闘を知ることになる。その任務を幾代となく受け継いだ

建築技師や守備隊員たちがいた。そんな中に、コロンブス提督がアメ

リカ大陸に到達した1 492年に、船長や航海士として多大な貢献をした

ピンソン三兄弟の血筋を引く超末裔たち(コロンビア人)と運命的な出

会いを果たす。その建築家一家は代々ある重要な使命を帯びていた。

そして勝呂はしだいにその使命を果たす作戦に巻き込まれて行く。こ

のとき勝目が果たした重要な役割とは… …。順風だった勝呂に最大の

危機が襲う。産業スパイの嫌疑や入国管理法違反に問われたのだ。自

暴自棄になり失踪。失われた5年から抜け出せたのはあの9.1 1事件

だった。-大奮起した勝呂はいったい何を目指したのか…‥"。

(気かつけば筆者は、スペイン帝国やポルトガル海上帝国の残照と

も言える現存する監視塔のほぼすべてを探し出しました。ある時、仕事

先のドミニカ共和国サント・ドミンゴ旧市街で見たオサマ要塞やエル・

コンデ砦のガリータ/監視塔を見たのが運の尽きだったようです。カリ

ブ海のあちこちには同じような要塞と監視塔があるではありませんか。

それもそのはず、すべてスペインの要塞だったのです。そしていつしか

これをまとめてみようと思い至ったのでした。こうして出来たのか筆者

渾身の要塞・監視塔写真集です)

フリオの家族を探す過程でスペイン王室フェリーペⅡ世のエメラル

ドタブレットの存在を知ることになった。それはカリブ海のスペイン要

塞の守りの護符だった。海賊ドレイクが執拗に狙い、追い求めたものら

しい。それは海賊をおびき寄せるおとりでもあったようだ。ならばそれ

は要塞や大聖堂のどこかに隠されているのか。 (それらが昂じてバロッ

ク聖堂集に発展しています)だが勝呂の懸命な捜索にもかかわらずそ

れは未だに姿を見せない。ロスト・タブレットだ。すでにカリブ海の藻屑

となってしまったのか。

笑えないのは、その途上で技術屋の勝目自らが防犯監視装置のプ

ロになっていたことだ。正に質世界の監視塔の守護相賀だ。今や高性能

監視カメラとAI画像認識装置が凄いことになっている。麟呂はこれを

巧みに転用しついにタブレットを見つけ出す。最新テクノロジーが1 6

世紀の思いまで写し出したのだった。なぜならタブレットにはフェリー

ペⅡ世の自戒の言葉が隠されていたからだ。まさしく「与00年の時空を

超えた思いが今」延った瞬間だった。それはまた勝目に新たな使命が

課せられた瞬間でもあった。 (かくして古参技術屋の筆者がこれを本に

まとめるのにはやはり500年を要したのでした)

そしてそれにはどうしてもHPの助けが必要でした。ビジュアルな関

連情報が著者の筆力を補ってくれます。しかも本に印刷してしまうとも

うそれで終わってしまうので紙の上では未完とし、続編・完結編をHPに

アップしたのでした。

という訳で本書には「監視塔総覧」や「バロック聖堂集」と言った新発

掘・未公開の関連情報がホーム・ページのビジュアル・ガイドで楽しめ

る特典が付いています。 Http://www.10Sttabしet.comで時空を超

えた展開とちりばめられた仕掛けをお楽しみ下さい。
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