
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「トライアスロンを通した国際貢献モデル」 
『トライアスロンは、水泳（スイム）・自転車（バイク）・ランニング（ラン）の 3種目を連続して行うスポーツとして

オリンピック競技になり、欧米やオセアニアでは、メジャースポーツの仲間入りを果たし、21世紀のスポーツと

して人気が高まっています。 

しかしながら、世界全体を見渡すとトライアスロン競技会の開催環境がまだ整備されていない地域も多く見

受けられます。 

全世界でトライアスロン競技を発展・普及させることがトラアイスロン関係者の目的として掲げられています。 

スイムには、「汚染されていない、病原菌のいない、きれいな水」が環境として必要です。 

バイクには、「パンクのしない整備された道路」が必要とされています。 

ランには、「排気ガスや汚染されていない空気」が必要です。 

 

 

 

 

 

ところで、世界の飢餓人口は遂に 10億人を突破しました。 

（国連食糧農業機関（FAO）。 

そのうち、毎年 150万人以上の子どもの生命が、水の汚染や基礎的衛生 

の欠如により失われていると言われています（国連児童基金（Unicef））。 

そのような地域では、「『安全な水』を如何に供給していくか。」、換言すれば、どうのようにして、「安全な水」

を生産又は運搬し、かつ万一の際に救急搬送可能な「整備された道路」を確保していくか、が重要なテーマの

一つと思われます。 そこで、 

①  まず、開発途上国において、トライアスロン大会を開催できるように環境を整備、即ち、「安全な水」と

「整備された道路」を、「日本の技術」で、整え、 

②  日本トライアスロン連合の指導の下、開発途上国と日本が協力してトライアスロン大会を開催し、 

③  トライアスロン大会によって知名度の上がった「①の日本の技術」を用いたスモールビジネスを開催国

の人々に委託することで、開発途上国の雇用を促進し、貧困の削減、衛生の向上、教育の改善を行い、

また、それと同時に、 

④  開発途上国において、トライアスロン大会や前夜祭等を楽しむことを通して、開催国や日本を始めとす

る多くの国の人々との国際交流を促進し、開催国の社会問題を解決へと前進させていきます。 

 

「トライアスロン」と「日本の技術」で、開発途上国の「安全な水」「衛生環境」「インフラ整備」「雇用」「教育」

などの問題や、その他開催国が抱える「社会問題」を解決へ向かって前進させつつ、開催国と日本との

国際交流を促進し、人格形成の相互発展や経済の相互発展を目指すこと、 

これが私たちが考える「トライアスロンを通した国際貢献モデル」です。 

(社)日本トライアスロン連合（JTU）が有する安全かつ緻密なトライアスロンのノウハウに、 

SEITOKU Co.,Ltd.が有する開発途上国でのソーシャルビジネスのノウハウと、「日本の技術」が加わっ

て実現した、新しい国際貢献のモデルです。 



トライアスロンを通した国際貢献モデル概要 
１、  トライアスロン大会の開催場所を選びます。（世界的に知名度の高い場所 ex.世界遺産） 

２、  トライアスロン大会の主催・運営は、関係者で実行委員会を設立して行います。 

（※ 実行委員会のメンバー ； 開催国・開催地域での安全性への重要性に鑑み「開催国の政府・地方

自治体」、開催国でトライアスロンの普及にあたる「開発途上国のトライアスロン協会」、及びその指導に

あたる「アジアトライアスロン同盟(ASTC)」又は「国際トライアスロン連合(ITU)」など） 

３、  トライアスロン大会の開催には、「安全な水」と「道路の舗装」が不可欠ですが、それらの

コース整備は、持続可能性の理念に照らして、厳選された「日本の技術」で行います。 

（※ 現地での「水と道路の整備」の実務は、開発途上国でソーシャルビジネスのノウハウを有し、「日本

の最先端の持続可能な技術」の施工に長けた日本企業 SEITOKU Co.,Ltd.が担当します。） 

４、  「水と道路の整備」は大会開催の大前提、いわば鍵となりますので、整備実務を担当す

る日本企業SEITOKU Co.,Ltd.との円滑なコミュニケーションの必要性から、「開発途上国の

トライアスロン協会」からの要望により、ASTC又は ITUの委託を受け、「(社)日本トライアス

ロン連合(JTU)」がトライアスロン大会全体をコーディネイトしていきます。その過程で、「開

発途上国のトライアスロン協会」の指導を行いながら、普及に努めます。 

５、  実行委員会は、全世界に向けて、a） 「世界的に知名度の高い場所」で、「(社)日本トライ

アスロン連合(JTU)」のコーディネイトで、トライアスロン大会を開催すること、及び、b） そ

の前提として持続可能性の理念に適った「日本の技術」で、「安全な水」と「道路の舗装」を

整備すること、を、発信し、世界中から参加者及び協賛企業を募り、先進国・開発途上国

の区別なく、世界中の人々と共にトライアスロンを楽しみます。 

（※ 開発途上国の人々も参加しやすいように開催国の人は参加費無料、開催国のボランティアは有給） 

６、  協賛企業様にとっては、現地の人々が多数参加することにより、開発途上国へのビジネ

ス参加、ビジネス拡大の足掛かりとなるだけでなく、先進国の参加者及び世界中のマーケ

ット（世界的に知名度の高い場所での開催）に対する宣伝広告に繋がります。また、持続可能な

技術での「水と道路の整備」と、協賛金の一部の開催国の社会問題解決への支援」を通し

て、協賛企業にとって、ＣＳＲ活動を実施できます。 ～Social Responsibility Design for 10% 

７、  同時にトライアスロン大会で有名になった「日本の技術」（水の浄化、インフラ整備等）を用い

たスモールビジネスを開催国の人々に委託し、雇用を促進と収益の向上、衛生の向上、イ

ンフラの整備等を行っていきます。           ～Social Responsibility Design for 90% 
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カンボジアでの活動 ；  

「アンコールワット国際トライアスロン大会」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図解 ； ATOC-JAPANの活動 

【大会の組織・運営】 

「アンコールワット国際トライアスロン大会」は、アンコール遺跡群周 

辺で毎年開催されるトライアスロン大会（2010 年～）で、その運営は、下

記 7団体によって構成される実行委員会「ANGKOR WAT TRIATHLON 

ORGANIZＩNG COMMITTEE」(＝通称【ATOC】（ｴｰﾄｯｸ）)が行います。 

 【ATOCの構成員】 

カンボジア王国オリンピック委員会 カンボジア王国観光省  

アンコール遺跡群維持管理機構     カンボジア王国シェムリアップ州 

カンボジア王国トライアスロン協会 SEITOKU株式会社 

アジアトライアスロン同盟（但し、「日本トライアスロン連合」が受託） 

※  ATOCは、カンボジア王国の政府系機関や公的機関が大半を 

占めますので、non government（NGO）ではなく、任意団体です。 

※  ATOC は、カンボジア王国の閣僚評議会の決定により、フンセン

首相を始め、全ての大臣が承認するカンボジア王国で最も権威の

ある団体の一つです。 

【ATOCの目的】 

 ATOCの目的は、トライアスロン大会の開催に留まらず、 

次の 5点です。 

① アンコールワット国際トライアスロン大会の運営 

② カンボジア王国のスポーツレベルを国際レベルに 

向上させること 

③ 世界中の人々の心身の健康、及び国際交流の促進 

④ カンボジア王国を始め、世界中の社会問題の解決 

の促進 

⑤ カンボジア王国における観光・文化資源の活用、及び 

外国投資の奨励を通した経済発展の促進 

 

【ATOC-JAPAN】 

「ATOC-JAPAN」は、「ATOC」の日本事務局で、(社)日本ト

ライアスロン連合(JTU)、SEITOKU Co.,Ltd.、その他ボランティ

アスタッフ等によって組織される実行委員会です。 

ATOC-JAPAN は、(社)日本トライアスロン連合のリーダーシ

ップにより、「アンコールワット国際トライアスロン大会」のコー

ディネイト、安全性の高いコースの整備(水・道路)の指導、宣

伝広告、及びそれらに関連する予算・会計管理等が行われま

す。 

日本語訳 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《水泳》 

《湖の区画》 

アンコールワット国際 

トライアスロン大会 

広大な湖 

シートで区画 

《湖の浄化》 

湖の水 

安全な水 

《自転車》 

《道路の整備》 

未舗装道路 

舗装道路 

日本の技術 

ポリエチレンシート 

水質浄化用凝集剤 

土壌凝固剤 

カンボジアの社会問題 

雇用・貧困 

農業用貯水 

シート 

養魚 

氷製造 

水販売 

インフラ整備 

教育のソフト面 

人材開発 

遺跡保護 

地雷撤去 

中小企業の発展 

トライアスロン大会の 

参加費の一部を寄付 

植林 

残滓 

自主的運営 

残滓 

大会を通しての 

国際交流 

※ 破線部分は 2011年スタート、実線部分は 2010年スタート。 

2010年 4月現在、2011年 1月 10日のトライアスロン大会に向けて 

協賛企業募集中 

図解 ; Social Responsibility Design for 90% 

参加費の一部を寄付 



トライアスロンコースの整備 ～「水の浄化」～ 
第 1回アンコールワット国際トライアスロン大会が、2011年 1月 10日に開催されます。 

第 1回大会の最大のテーマは、スイムコース：西バライ湖の「水の浄化」です。（写真） 

アンコール王朝は、当時世界最高水準の治水技術などで、繁栄を謳歌したと言われていますが、その

高度な治水技術の象徴が西バライ湖にあります。 

即ち、西バライ湖は、「湖」と言っても、その実体は、長さ 8 キロ、幅 2 キロの広大な人工の水甕で、雨

季に水を溜め、乾季の水不足の時期に放流して田畑を潤すことを目的に造られました。 

西バライ湖からの豊富な水の供給によって、アンコール王朝は、安定的な食糧生産が可能になり、栄

華の礎が築かれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回アンコールワット国際トライアスロン大会のスイムは、そ

の西バライ湖で行われます。 

西バライ湖は、普段はカンボジア人の水浴場として賑わってい

ますが、カンボジア以外の外国人にとって、水質面で、多尐の抵

抗を感じることは否めません。 

 

 

そこで、ATOC-JAPANでは、第1回大会までに、西バライ湖の一部を「シートで区画」し、シートの内部

について、「湖の水の浄化」作業を行います。 

これは、カンボジア王国の歴史に名を刻む事は勿論、増加し続ける世界の水需要に 1 つの解答を示

す、プロジェクトと言えます。 

 

 そして、【図解；Social Responsibility Design for 10%】に記載しているように、区画したシートと、水の浄

化材を使って、カンボジアが抱える多くの問題を前進させる事ができます。 



トライアスロンコースの整備 ～「道路の舗装」～ 
「湖の水の浄化」は、「シートで区画」された「不純物の含まれた西バライ湖の水」に「人体・自然に無害

な粉末」を入れて攪拌し、「不純物と粉末が組み合わさった沈殿物・浮遊物」（以下、「残滓」と言います。）

と「安全な水」に分離するという方法で行います。 

これに類似した技術は多数ございますが、その多くは残滓を産業廃棄物として処分するか、或いは汚

泥の高額な処分費が捻出できず、溝などに「不法投棄」するケースが一般的だと言われています。 

【一般的な処理のされ方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、折角、水を綺麗にしても、それを廃棄して、他の場所を汚していては、何の問題解決にもなり

ません。 

そこで、本大会では、今まで利用方法がなかった「残滓」を完全に利用し、これを使って、未舗装道路

を、舗装道路に整備していきます。 

具体的には、残滓に、「現地の土」と、「人体・自然に無害な 

液体（土壌凝固剤）」を混ぜて攪拌し、それを道路に敷くことで、 

アスファルトと同等レベルの強度の道路をつくっていきます。 

 

これまで舗装道路の主役だったアスファルトは、原油の精製 

物ですので、地球温暖化防止・ヒートアイランド予防の観点から、 

大至急、非アスファルト系の材料への転換が求められています。 

また、世界の深刻なゴミ事情や大量生産・大量廃棄への反省

から、完全リサイクル・ゼロエミッションへの機運が高まっていま

す。 

本大会で行う「道路整備プロジェクト」は、「安全な水」を作る過

程で生まれた「廃棄物」を原材料の一部とし、しかも非アスファル

ト系の舗装ですから、温暖化対策・ゼロエミッション・持続可能性

に合致したインフラ整備であり、開発途上国での舗装工事の歴史

に新時代を告げるプロジェクトと言えます。 

 

そして、【図解；Social Responsibility Design for 10%】に記載しているように、土壌凝固剤を使って、カン

ボジアが抱える多くの問題を前進させる事ができます。 

 

残滓の浮遊 残滓をポンプで揚水 溝にポンプの先のホース入れて廃棄 残滓を溝へ廃棄 



 ～すべての参加者とともに～ 
 車いす部門 （地雷で足を失ったカンボジア人   キッズ部門 （カンボジアの子どもと、 

と日本の車いすアスリートの競演）     日本の子どもの競演） 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 ～参加費・協賛金の一部を様々な活動に～ 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界遺産；アンコール遺跡群は、経年による劣化等により 

崩落の危険に直面しています。修復に最も必要な技術者の 

育成及び維持管理活動費を、政府を通して支援します。 

長い内戦の傷跡として、 

カンボジア郊外に残る地

雷の撤去作業を、政府を 

通して支援します。 

 

かつて「密林の至宝」、「密林に

眠る巨大都市」と謳われる程、

深い森に包まれたアンコールの

森林は失われつつあります。 

アンコール遺跡群内において、

植林活動を行います 

地球温暖化対策とし

て、排出量の削減と同

時に、吸収源としての

植林が注目されていま

すが、植林は「植える」

行為と同じぐらい、「維

持管理」行為も重要で

す。 

維持管理を前提にした

持続可能な植林活動を

行います。 

 

カンボジアでは、大企業は国策により融資制度が整い、個

人は NGO によりマイクロファイナンス融資が充実していま

すが、その間の中小企業向け融資は整備は遅れていると

言われています。しかし、戦後の日本を振り返ると明らか

なように、国が豊かになる為には、中小企業の成長が不可

欠と思われます。そこで、中小企業向けのマイクロファイナ

ンスをサポートし、中小企業の活性化を通して、新しい産

業、新しい雇用の創出、豊かな国づくりを目指します。 

Social Responsibility Design for 90%+10% 

参加費の一部を寄付 

支援先；UNESCO 
支援先；CMAC 支援先；CMAC 

支援先；ARUN 

支援先；NICE 



Social Responsibility Design for 90% 

～教育＆雇用～ 
20 世紀後半、カンボジアでは長く激しい内戦が続き、多くの学校が破壊され、国全体の教師の多くが

殺害されるなど悲しい歴史がありました。 

内戦が終結してから 20年近くが経過した現在、 

多くの国際機関や NGOの支援により、カンボジア 

全土で学校が建設され、教育事情は大きく改善されました。 

これに伴い、教育に関するニーズは、 

≪学校の建設（ハコモノ）≫といったハード面から、 

≪教育内容や教師・教材・施設の維持管理の充実（ナカミ）≫ 

といったソフト面へと、シフトしつつあります。 

しかし、ハード面からソフト面への移行は、スムーズに進んでいないのが現状だと言われています。 

これは、「ハコモノ」造りには、外国から多くの資金が集まりましたが、「ナカミ」の充実には、外国から

あまり資金が集まらないことが原因のようです。 

その結果、現在のカンボジアの教育の現場でよくみられる光景は、 

学校はある、だけど、 先生がいない、教材がない、 

先生の給料は安いから誰も先生になろうとしない、 

先生は安い給料を補う為に内職をせざるを得ず、学校の授業に集中しない、 

一部の豊かな生徒だけは先生に家庭教師をお願いしている……   

ATOC-JAPANでは、ソフト面の教育改善の鍵は、生徒の「保護者の収入」にあると考えています。 

一見すると「教育」とは全く関係のない「保護者の収入」こそが、教育の鍵だと考える理由は、ソフト面

の充実には、ハード面のように一時に高額の資金は要らないものの、数十年に渡って継続することが必

要なので、経済情勢に左右されがちな「支援」には馴染まず、むしろ「自主的運営」による方がベターで

あり、その「自主的運営」の基盤は、『生徒の保護者の収入』にあると考えられるからです。 

分かりやすく言いますと、「『公務員としての教師』がいないのであれば、『民間人の先生』を保護者全

員で雇用すれば良い。」という発想です。 

しかし、貧困に喘いでいる人々に、自分たちの資金で先生を雇用して下さいというのは、現実的では

ありません。そこで、まず、貧困から脱却することが必要となってきます。 

ATOC-JAPAN では、企業と協力し、カンボジアの人々の雇用の機会を生む様々なビジネスをサポー

トしていきます。 

Ex.  ・ トライアスロン大会において、西バライ湖の浄化で活躍した、人体・自然に無害な「日本の水浄

化技術」を用いた安全な飲料水の普及を、カンボジア人向けにビジネス化し、この水ビジネスを

通して、農村部の貧困層の収入（月収 50 ドル程度）を 2倍以上（100 ドル以上）に向上させること 

 

カンボジア人自らが行うこのようなビジネスによって、収入が向上し、それが一時ではなく継続・安定

することで、「教育」に充当する資金が生まれるだけでなく、安全な飲料水により、健康面・衛生面の大幅

な改善が期待できますので、正に一石三鳥（収入・健康・教育）のプロジェクトと言えます。 



Social Responsibility Design for 90%+10% 

～国際交流～ 
開発途上国において、スポーツを楽しみ、美しい場所を訪れるなど、国際交流を通して、私たちの

人間形成の相互発展を目指す様々なツアーをサポートしています。 

ツアーには、オプションで、様々な社会派ツアーもご用意しています。 

 

Ex.   【社会派系ツアー訪問先】 

・ HIV感染症の村 

・ 孤児院（アプサラダンス付き） 

・ 孤児院（影絵細工付き） 

・ 地雷撤去の村 

・ 義足のリハビリセンター 

・ 植林 

・ ATOC-JAPANがサポートする学校 

（日本とカンボジアの小学生・中学生と 

カンボジアの小学生・中学生・高校生 

との文化交流あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スポーツ系ツアー訪問先】 

・ メコン河ラフティング 

・ 世界遺産でトレイルランニング orハイキング 

・ 世界遺産でロッククライミング 

・ カンボジアで唯一世界標準のゴルフコース 

・ 激レア★ダイビング＆フィッシング シアヌークビル（現地でのＣカード取得も可） 

・ 現地の子ども達と運動会 

     

 

 

 

 


