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１．はじめに

NPO便り第13号に寄せて：
第13号の「イフパットだよ

り」は今後も継続して本紙

を通してニュースレターと
してNPO活動の様子をお伝

えします。

＊タイ、チェンマイ大学

工学部に客員教授として

活躍している会長伊藤信

孝先生の尽力によりこの

度は、ミャンマーでのセ

ミナーが開 催されまし

た。先生の 所属するタ

イ、チェンマイ大学工学

部が主体となりチェンマ

イ大学とヤンゴン工科大

学と共同で開催されまし

た。日本からは我々N PO
イフパットから5名が参加

しました。ワークショップ
並びにその後の見学、視察

について報告します。

編集文責：辻本壽之

２．ミャンマー、ヤンゴン工科大学における国際ワーク

ショップ開催参加報告

ワークショップ開催地を顧みると、

タマサート大学東アジア研究所（タ

イ）、ブータン王国農業省・農業機械

センター（ブータン王国）、チェンマ

イ大学工学部（タイ）、ノンラン大学

工学部・農業工学（ベトナム）であ

り、この後の開催可能候補としてラオ

ス、カンボデイアを考えていたが、い

ずれも実現には至らなかった。

そうした状況下でチェンマイ大学と

ミャンマーの2大学とミャンマー工学

会の間で学術協定覚え書きが締結され

ワークショップ開催が事業の可能性と

して浮上してきた。2013年12月には

既に開催を決定していたミャンマー側

の３団体（ヤンゴン工科大学、マンダ

レー工科大学、ミャンマー工学会）よ

りICSE (International Conference 
on Science and Engineering) に筆

者のみがパネルトーク・スピーカーと

して招かれ、会議の閉会式で

Certificate of Honorを授与された背

景には大学間協定締結に先立ち、訪麺

した際のワークショップ開催の提案が

考慮されたいきさつがある。

本格的にワークショップ開催が議論

され、予算化されて動き出したのは
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＊ｲﾌﾊﾟｯﾄ＊
だより
～農民参加なくして農業なし～

“ｲﾌﾊﾟｯﾄだより”第13号として2014年3月3日に行われたミャン
マーでのワークショップ報告を中心に記載します。現在タイ、

チェンマイ大学で客員教授として活躍されております会長伊藤
信孝のご尽力により本NPO共催、チェンマイ大学とヤンゴン工

科大学によるワークショップが開催されました。開催地はミャンマー、ヤンゴン工
科大学タイ側からはチェンマイ大学副学長を工学部長など多くの参加者を得日本か

ら６名が参加しました。全体の参加者は約80名近く参加しました。

ヤンゴン工科大学前にて参加者一同の記念写真

１．開催に至る経緯

今年（2014年）3月3日より3月5日に掛

けて、ミャンマーのヤンゴン工科大学

で開催された国際ワークショップに参

加すると共に事業の一部に対して資金

的に支援した。IFPaTでは2009年より

毎年国際ワークショップを主催もしく

は共催の形で開催・支援してきた経緯

がある。NPO本来の設立趣旨に基づ

き、広くは地球規模の4課題であるグ

ローバル・テトラレンマの解決に向

け、アジア・アフリカ、途上国、の小

規模農業、機械化、適正技術、再生可

能エネルギ利用、技術移転、人材育成

をキー・ワードにワークショップを実

施してきた。しかし2012年のノンラン

大学での国際ワークショップ開催実施

を最後に約1年余の間、その機会を逸

してきた。主たる理由としては、事業

開催の適切なカウンタパートとしての

相手機関が見つからなかった、あるい

は見つかってもなにがしかの事情で運

悪く実施に至るまでには至らなかった

と言うのが本当の話である。

あくまでも「主」ではなく「従」的に

支援・協力すると言うのが基本的な姿

勢である。これまでIFPaTが関わった



2014年の年明けである。初めての共同実施事

業と言うこともあり、将来的にどの分野で、

どのような形で国際協力事業を推進できる

か、まさに共通の関心事や領域を探ると言う

観点から、4つの領域が取り上げられた。

２．事業内容

１．検討分野

将来的な方向を見据えて取り上げられた領

域とは、今回のワークショップのタイトルを

例に示すと次の4領域Renewable Energy(再
生可能エネルギ )、Natural  Resources  & 
Agriculture  ( 自 然 資 源 と 農 業 )、
Env ironmental Impact  Assessment(環境ア

セスメント)、 Information Technology (情
報工学)である。言うまでもなく大学間での一

般協定・覚え書き締結に基づく国際交流とな

れば一部の学問領域だけが交流を推進すると

いう訳にはいかず、幅広く、いくつかの学問

領域を横断する一方で、一つの課題にいくつ

かの領域が参加して分野的に役割分担して課

題解決に向けて共同研究する方式も必要であ

る。また、技術開発・革新と併行して人材育

成に向けた高等教育も必要である。今回は最

初の事業であり、「互いに相手の手の内」を

見て共同推進できる部分を整理する機会と位

置づけられる。研究発表は３つのセッション

で 同 時 並 行 し 進 行 し た。す な わ ち 1)
Renewable  Energy  and  Agriculture 
session,  2)  Environmental  and  Natural 
Resources  session,  3)  Information 

Technology sessionの3セッションである。

２．事業実施推進体制

ワークショップ企画実施には相当の組織的対応が必要

である。今回の場合について筆者の理解するところを

記す。事業企画にはミャンマー、タイ側に実施に向け

た合意が必要で、このことについては昨年7月の訪麺時

での打ち合わせ、チェンマイ大学学長一行の訪麺によ

る一般協定・覚え書き締結で基本的に各種事業推進の

方向で合意・一致している。一般に事業実施には3つの

委員会が必要である。即ち企画委員会 (Organizing 
committee)、運営委員会  (Steering committee), 助言委

員会  (Scientif ic advisory committee) が相当する。開催

場所がヤンゴン工科大学であることから、事業の主催

はミャンマーサイド、タイ側（チェンマイ大学）は形

の上では協力支援と言う観点から共催と位置づけられ

る。すなわち相互に協力が求められると同時に、どう

しても相手機関の判断・支援を要する事項が必ず存在

する。例えば開催地がミャンマーである以上、ビザの

発給はタイサイドでは出来ない。

また会場のアレンジやホテルと空港間の送迎、現地

フィールド・トリップでの訪問先との事前打ち合わ

せ、さらには開会式・閉会式への政府関係者・VIP の
招聘・要請など如何に主催者側であろうとしても、開

催地が自国でないと不可能である。こうした時に重要

視されるのが、協調と競争である。この段階で相手よ

り秀でたいとか、手柄を立てたいと言う思惑が生じる

と事業は成功しないし、将来的な協力推進に影を落と

す。所謂双方に「役割分担と棲み分け」が必要であ

る。開会式では行政のトップクラスを招き、「礼を尽

くす」対応は開催国（地）ならではの必要、かつ重要

事項である。

２．ミャンマーでのセミナー（続き）
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Fig.1 オープニング・セレモニー

Fig.2 ヤンゴン工科大学長よりNPOイフパットに贈答品



２．参加者

この観点から今回のワークショップ参加者を見
てみると次のようである。 

チェンマイ大学からの参加者は総数13名で、副

学長 (Dr.  Sermkiat  Jomjunyon,  Vice  President, 
research & Academic Affairs)を筆頭に工学部長(Dr. 
Nat Vorayos, Dean, Faculty of Engineering)、学部

長補佐(Associate / Assistant dean)  、研究所長
(Director)、学科長  (Department  Head)、研究ユ

ニット長 (Research Unit Chair) が上記4分野から参

加、学部も工学部（機械工学、鉱山学、環境工
学、リモート・センシング、エネルギ、バイオマ

ス工学）、理学部、農学部、ファインアート・メ

デイア学部(GIS)と関連の領域をカバーしている。
日本からは、 IFPaT が筆者を含め6名が参加、また

IHI (Ishikaw a Harima heavy Industry) から1名が参

加した。一方のミャンマーサイドでは開会式に行
政のトップ（さすがに大臣は多忙と思われる）、

科学技術省の副大臣(Prof., Dr. Ba shwe, Deputy 
Minister of Science & Technology) が開会の辞を述

べられた。さらに開催地代表であるヤンゴン工科

大学長 (Prof.  Dr.  Aye  Myint,  Rector,  Yangon 
Technological University) が歓迎の辞を表し、ミャ

ンマー工学会・会長 (Dr. U Win Khaing, President, 
Myanmar Engineering Society) 副会長 (Dr. U Kyaw 
Win,  Vice  President,  Myanmar  Engineering 
Society)  もメッセージを述べられた。いくらかの

政府関係者に加えてマンダレー工科大学からも代

表的教員が参加、セッションでも熱い議論に花を
添えた。プログラム (Program) や 要旨(Abstract) 
はチェンマイ大学で用意、印刷したが、ミャン

マー側でも相当の予算を計上し対応をしている。
ヤンゴン工科大学長は科学技術省を前面に立て、

主催地調整担当責任者  (Local arrangement chair) 
としての役割に徹していた。

３．ワークショップに対する筆者の感想

タ イト ルであ る International  Workshop  on 
Renew able  Energy,  Natural  Resources, 
Environmental Impact Assessment and Information 
Technology Management の4領域から、最初の2分
野は本来の農業に関係が深く、環境分野について

も農業が果たす役割は大きい。最後の IT分野は近
年注目を集める精密農業、ロボテイクス、植物工

場の3技術に不可欠の領域であることを考えると、

NPOが目指す農業との関係を見ることは難しい。
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工学でコンピュータを専門とする技術者は多い
が、農業への関心が高い技術者は多くないのでは

ないか、と言う点が事業支援の趣旨との整合性の
論点となる。筆者はその意義を次のように理解し

てNPOとしての支援の位置づけをしている。その

要旨を以下に示す。
筆者が提案するグローバル・テトラレンマ（地

球規模の4課題）は人口・食糧・エネルギ・環境で

あり。問題の根幹は近年の世界人口の急激な増加
と、その人類が営む経済活動に有ると考えてい

る。本来は経済抜きの生態系では人口が増加すれ

ば、食糧増産が必要となり、更に人口増加が進め
ば食糧生産が追いつかずに不足し、いくらかの人

間は餓死し人口は自動的に減少し、環境破壊はな

されず将来的にも人類の生存は継続する。しかし
ここに経済の概念が入ると「金儲け」と言う目的

のために環境保全を無視して自然を破壊・開発

し、必要以上に生産活動を行うので、結果として
化石燃料の大量消費、炭酸ガスの大量排出が地球

温暖化を引き起こしたと考えられる。したがって

将来的には高炭素社会から低炭素社会へのシフト
が必要で、その対応の典型的な代表が再生可能エ

ネルギの利用、中でも生物資源をベースとしたバ
イオ・エネルギ生産とその利用が模索されてい

る。換言すれば「いま、農業ほど将来的にホット

で重要な分野はない」と言っても過言でないと認
識している。 2015年のアジア経済共同体 (Asian 
Economic Community) 設立に向けて何をすべき

か？を考えると、アジアの強みは生物資源（農産
物）の総生産量であり、エネルギ・環境の次に来

る地球規模の課題は、急増する世界人口を考える

と食糧問題であることは自明である。アジアは食
糧の生産量において高いポテンシャルを持つが、

世界に供給するにはそれらが「安全」でなければ

ならない。アジアには農業生産に国の経済を依存
する資源立国と、資源はないが技術立国としての

能力を持つ国が存在する。

Fig.3  ワークショップ風景
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アジアが「世界の食料庫」あるいは「巨大食糧生産圏（Food Giant）」となることが、アジアにとって
最も共存・共栄を目指す方向として好ましいと考える。「協力と競争(Collaboration & Competition)」が

共同体設立の目標である「Food Giant」へのキー・ワードである。これら2種類の国々が相互協力してこそ
「食の安全」が保障される。言うまでもなくアジア圏の個々の国の生活水準、文化、技術レベルは異なり、

一気に協力・競争体制に進むには困難がある。しかし将来的に「食の安全」に対する高信頼性を有するアジ

ア・ブランドの食料生産が実現するであろうし、農業工学技術者はそうすべき役割を認識すべきである。こ
のことがもたらす経済効果、グローバル社会への貢献、アジア圏諸国共通の相互利益は計り知れない。農業

こそがアジアをつなぐ一大産業セクターと考える。こうした視点をワークショップで紹介・提案し理解を広

げることは重要な意義があると確信し、NPOとしてのワークショップ開催への積極的支援をすることを意志
決定した。ちなみに筆者を含むNPO会員の論文発表は以下の4件である。

ワークショップの実施体制、セッションの設定について筆者の感想を述べる。まずイベント実施の目的

に立ち返ると、それは「ミャンマーとタイ双方が相互を知ることにより、将来に向けての共同可能な領

域、分野を探る」事にある。しかし、よく似通った分野・領域の研究者を1室に集め論議する形で進行

した。その背景には同じ分野であれば理解が早く交流をし易いという理由もあるが、このままで進むと

4分野別の共同事業が併行して進行することになる。大学間交流と言うことであるから、この体制が必

ずしも悪いとは言えない。しかし本来の共同推進事業となると、共通に冠する課題を異なる分野の研究

者・科学者が自らの専門分野を如何に応用して共通の課題を推進するかと言うことであると認識する。

簡単に言うと4分野を併行して維持・進行するのか、あるいは一つの共通の課題を異分野からも参加し

て問題を総合的に解決する、所謂プロジェクト体制で進むのか、と言うことになる。筆者としては後者

が望ましい体制と理解する。この立場に立てば、むしろ分科会方式で、講演発表・論議するのではなく

異分野の科学者・研究者も一堂に会し、自らの分野が共通の課題に如何に対応できるかを探る議論が必

要である。その意味で IFPaT会員の論文発表は主として技術応用的プロジェクト提案であり、ワーク

ショップの趣旨に適合していると認識している。次回でも同じ形でのセッション対応に成らないことを

期待したい。さらに講演発表の持ち時間についても15分間と極めて短く、したがって十分な討議の時間

が無く、プログラム消化のために限られた時間しかない状態で講演発表を終える形は避けなければなら

ない。いわゆる各種分野から「何が出来るか」と言う提案が欲しい、さもなければ異分野の研究者は何

が問題かを認識する機会すら逸することになる。

1) Prof.  Nobut aka It o As ia Rice Project :  Rice is  a St rat egic K ey-Resource for As ian
Economic Communit y

2) Dr.  Hai Sakurai Import ant  Role of Agricult ural M achinery in the Advancement -
of a Nat ion

3) Dr.  Toshiyuki Tsujimot o Corporat e w it h the Public, Privat e and Science Part nership
for t he Promot ion of t he Farm mechanization

4) M r.  K ano Yoshiaki Rice Improvement  Project  in Afghanist an (RI PA)

３．現地見学会

セッション講演発表会の翌日（3月4日）はア

カデミック・フィールド・トリップで、今回の

ワークショップで取り上げられた４領域に関係

する企業、団体の運営する現場を訪れ現状を認

識するのが目的である。訪問・見学先は以下の

通りである。

1) Santhawtar Gasifier Project plants

2) A Su Gyi Group
3) Grand Royal, Dagon Beverage Factory
4) Myanmar Computer Federation
5) Mandaray Technology Co. Ltd
             （伊藤信孝 記） Fig.4  籾殻バイオガスで作動するエンジン

（Maw lamying Myanmar Rice Shop）



Fig.5  GISの農業・環境利用会社の見学

(Mandaray Technology Co. Ltd).
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Fig.6  丸ハンドルの耕うん機トレーラ

３．JICAプロジェクト視察“The Project on Development of 
Participatory Multiplication and Distribution System for 
Quality Rice Seed”

ミャンマーにおけるワークショップ終了後、標記JICAプ

ロジェクトを視察した。プロジェクト・チーフアドバイ

ザー藤井知之氏、稲専門家岡田秀雄氏からプロジェクト

概要について伺った。藤井チーフアドバイザーは、ミャ

ンマー赴任直前は筑波センターの次長で、いろいろとご

指導をいただいた方である。まず、プロジェクトの現状

を本部で説明いただくとともに、本部から車で１時間の

協力対象の一つであるHmawbi稲研究センターにご案内い

ただき活動を視察することが出来た。本プロジェクト

は、米の生産性の安定と向上により、ヤンゴン周辺の

エ－アディデルタ地域の貧困削減を目的としている。当

該地域では農民が純度の高い優良種子を入手することが

出来ないことが米生産の大きな障害となっていることか

ら、①農業研究局傘下の研究所での原原種、原種のレ

ビュー②優良種子の品質検査の改善③種子生産農家への

技術改善 の３つを大きな目標とし、裨益農家の生産向

上を目指している。協力対象機関が農業研究局、農業

局、農業計画局と多岐に亘り、しかもこれらの事務所は

500km離れた新首都であるネピドーにあることから、コ

ミュニケーションには気を使っているとのことであっ

た。前日視察した中規模の籾摺り精米工場での米のポス

トハーベストの現状及び今回の視察を通して、ミャン

マーの稲作栽培の問題が明らかになってきた。米の増産

を図り輸出を目指すには品質の向上が不可分であり、そ

のためには、品種を含む優良種子の確保、稲生産技術

（栽培、土壌、機械化）の向上、ポストハーベストの改

善など一連の流れ全体をかさ上げする必要があるという

ことである。

Fig.7 藤井リーダー、稲作研究所長と
   共に稲選別状況視察

（狩野良昭 記）

４．平成２５年度中南米地域生活改善    

アプローチを通じた農村開発研修報告

平成25年度中南米地域「生活改善アプロー

チを通じた農村開発」研修をJICA筑波から

受託し、本邦研修を1月20日から2月7日まで

実施しました。

11ヵ国（コスタリカ、エルサルバドル、

グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ニ

カラグア、パナマ、ボリビア、コロンビ

ア、パラグアイ、ペルー）16名の研修員が1

月19日に来日しました。

本研修は来日前に事前学習を行ってもら

い、研修員それぞれの現状を整理、生活改

善についての予習をしてもらうところから

始めています。本邦研修の期間中に現状の

整理・分析を行い、講義、演習、議論等を

通じて課題を解決するための知識・ノウハ

ウを習得してもらいました。



そして習得した知識・ノ

ウハウを自国でどのように活用するかについて検

討してもらい、帰国後のアクションプランとして

取りまとめました。

今回は本邦研修がわずか3週間という短さで、

果たしてうまくいくのか。特に生活改善の知識・

ノウハウを習得するのに十分な時間といえるのか

不安を抱えながらの研修となりました。

そんな不安も研修が始まると研修員の勢いに吹

き飛ばされました。右の写真は来日してから数日

後に行ったワークショップの写真です。写真に

写っている研修員は全員初対面です。にもかかわ

らず積極的に参加し、お互いに自分たちの現状を

説明し、議論をしているのです。確かに名前を憶

えられていないこともあり相手を国名で呼び合っ

ていたりしていましたが（筆者も名前と顔を一致

するのにかなり苦労した）、全く気にする雰囲気

にならず議論が進んでいきました。

二枚目の写真は研修旅行の宿泊先である清流苑

での一コマです。食事は長野県の食材をふんだん

に使った日本食、さらに温泉や布団など研修員に

とっては刺激的な旅行となったことでしょう。

もちろん研修も熱心に参加しました。一番下の

写真は女性グループとの意見交換会の写真です。

女性グループのみなさんによる真剣な受け答えが

相乗効果を生み、外は雨が降り午後になっても気

温が上がらない1日だったのに、部屋の中は熱気

で寒さを全く感じない空間が出来上がっていまし

た。女性が活躍していくプロセス、グループが長

続きするためのコツなど、まさに生き証人による

活動の話は研修員達にとって大きなヒントを得ら

れたはずです。協力してくれた長野県松川町のみ

なさん、宿泊先として暖かい「おもてなし」を提

供してくれた清流苑の職員のみなさん本当にあり

がとうございました。帰国された研修員の今後の

活躍に期待しましょう！

                           (水野敏幸 記）

                                      

本NPOの活動に賛同してくれる人

の会員募集！連絡は下記ま
で・・・

農民参加なくして農業なし！

NPO法人 国際農民参加型技術ネットワーク（NPOイフパット)
3００ー1241 茨城県つくば市牧園５－１３ フローラ牧園203号室

永井和夫、辻本壽之、西村美彦、櫻井文海、利光浩三

電話 FAX 兼用

029（８７５）４７７１

Email: npo.ifpat@gmail.com

ホームページ： http://npoifpat.com/  （NPOイフパット）

IFPat 国際農民参加型技術ネットワーク

NPO 法人国際農民参加型技術ネットワーク NPOイフパット

Fig.8 ワークショップの風景

Fig.9  清流苑にて夕食の風景

Fig.10  意見交換会の風景




