
過去研修実績

東南アジア

研修名称 開催地 スポンサー 実施日 研修日数 参加国
ベトナム輸出入銀行/ベトナム外国貿易銀行研修 東京 日本政策投資銀行 2006年12月 5 ベトナム

中小企業開発金融セミナー 東京 日本政策投資銀行 2006年11月 3 マレーシア、ベトナム、ブータン、
トルコ、パラオ、フィジー

ベトナム開発支援基金実務指導者向けワークショップ ハノイ 世界銀行 2006年2月～3月 3 ベトナム

ベトナム開発支援基金及び関係省庁幹部級研修 東京 世界銀行 2005年12月 5 ベトナム

ベトナム金融セクター向け研修 東京 住友商事（株） 2005年7月、11月 約7 ベトナム

マレーシア国インフラ金融融資能力向上プロジェクトに係るマレーシア政府職員向
け研修

東京 国際協力機構 2005年7月 1 マレーシア

ラオス金融セクター向け審査研修 ビエンチャン 国際協力機構、 日本政策投資
銀行、日本経済研究所

2005年3月 3 ラオス

ラオス経済政策策定金融制度部会 東京 国際協力機構 2004年11月 4 ラオス

ベトナム金融セクター実務指導者向け審査研修 ハノイ 財務省、 日本政策投資銀行 2004年2月 5 ベトナム

カンボジア金融セクター向け開発金融研修：実務指導者向け審査研修 プノンペン 財務省、 日本政策投資銀行 2003年9月 4 カンボジア

カンボジア金融セクター向け開発金融研修：政策決定者向けワークショップ プノンペン 財務省、 日本政策投資銀行 2003年8月 1 カンボジア

マレーシア開発銀行幹部職員短期受入研修 東京 日本政策投資銀行 2003年2月 5 マレーシア

ラオス金融研修 ビエンチャン 国際協力機構、 日本政策投資
銀行

2003年2月 1 ラオス

ミャンマー開発金融・企業審査研修 ヤンゴン 財務省、 日本政策投資銀行 2002年11月 5 ミャンマー

ベトナム金融セクター向け審査研修：国営商業銀行・民間商業銀行融資実務担当
者向け研修

ホーチミンシティ 財務省、 日本政策投資銀行 2002年9～10月 3 ベトナム

ベトナム金融セクター向け審査研修：開発支援基金融資実務担当者向け研修 ホーチミンシティ 財務省、 日本政策投資銀行 2002年9～10月 5 ベトナム

カンボジア金融セクター向け開発金融研修：銀行実務者向け審査研修 プノンペン 財務省、 日本政策投資銀行 2002年5月 3 カンボジア

カンボジア金融セクター向け開発金融研修：開発金融ワークショップ プノンペン 財務省、 日本政策投資銀行 2002年5月 2 カンボジア

ベトナム金融セクター向け開発金融研修 ハノイ 財務省、日本政策投資銀行 2002年3月 3 ベトナム

ベトナム金融セクター向け開発金融研修（ベトナム開発援助基金向け） ハノイ 財務省、日本政策投資銀行 2002年3月 4 ベトナム

ベトナム開発金融セクター向け開発金融研修：開発支援基金の役割／機能にかか
るワークショップ

ハノイ 財務省、日本政策投資銀行 2002年3月 1 ベトナム

ミャンマー開発金融・企業審査研修 ヤンゴン 財務省、日本政策投資銀行 2002年1月 5 ミャンマー

アジア太平洋地域開発金融機関協会（ADFIAP）東京総会 東京 ADFIAP、日本政策投資銀行 2001年5月 3 アジア太平洋地域18カ国

ベトナム融資・銀行管理責任者向け開発金融研修 ハノイ 財務省、日本政策投資銀行 2001年3月 5 ベトナム

ベトナム政策決定者向けワークショップ：ビデオ会議 ハノイ 財務省、日本政策投資銀行 2001年3月 1 ベトナム

アジア都市開発戦略福岡会議 福岡 世界銀行、福岡県、福岡市、国
土交通省、国連人間居住セン
ター、日本政策投資銀行

2000年7月 3 インド、インドネシア、カンボジ
ア、スリランカ、タイ、中国、ネ
パール、パキスタン、バングラデ
シュ、フィリピン、ブラジル、ベト
ナム、マレーシア

アジア開発フォーラム(民活インフラ整備） シンガポール アジア開発銀行、世界銀行、日
本政策投資銀行

2000年6月 2 東アジア諸国

アジア開発フォーラム(環境） シンガポール アジア開発銀行、世界銀行、日
本政策投資銀行

2000年6月 2 東アジア諸国

ミャンマー開発金融・企業審査研修 ヤンゴン 財務省、日本政策投資銀行 2000年5月 5 ミャンマー

マレーシア中央銀行調査団 東京 日本政策投資銀行 2000年5月 1 マレーシア

ベトナム金融セクター向け審査・リスク管理研修 ハノイ 財務省、日本政策投資銀行 2000年3月 5 ベトナム

ベトナム金融セクター向け開発金融研修（ワークショップ） ハノイ 財務省、日本政策投資銀行 2000年3月 2 ベトナム

環境スタディーツアー 東京 世界銀行、日本政策投資銀行 1999年12月 7 インドネシア、タイ、フィリピン、
ベトナム、マレーシア、中国

地球環境セミナー バンコク 世界銀行、日本政策投資銀行 1999年11月 3 インドネシア、タイ、フィリピン、
ベトナム、中国

地球環境セミナー シンガポール 世界銀行、日本開発銀行 1999年6月 3 インドネシア、タイ、フィリピン、
ベトナム、マレーシア、中国

ミャンマー開発金融・企業審査研修 ヤンゴン 財務省、日本開発銀行 1999年6月 5 ミャンマー

マレーシア開発銀行インフラ整備融資短期研修 クアラルンプー
ル

マレーシア開発銀行、日本開発
銀行

1999年5月 2 マレーシア

タイ大蔵省向け政策金融研修 東京 国際協力機構、日本開発銀行 1999年2月 9 タイ

地球環境セミナー サンパウロ 世界銀行、日本開発銀行 1998年12月 3 アルゼンチン、インド、コロンビ
ア、中国、チリ、ブラジル、南アフ
リカ共和国、メキシコ、ロシア

ベトナム投資開発銀行向け企業審査研修 ハノイ 財務省、日本開発銀行 1998年6月 5 ベトナム

ベトナム金融セクター向け企業審査研修 ハノイ 財務省、日本開発銀行 1998年1月 4 ベトナム

地球環境プログラム・デザインワークショップ 東京 世界銀行、環境省、日本開発
銀行

1998年1月 3 インド、インドネシア、オランダ、
ナイジェリア、ブラジル、ロシア、
中国

フィリピン開発銀行向けプロジェクトファイナンス研修 東京 国際協力銀行、日本開発銀行 1997年6月 12 フィリピン
ベトナム国営商業銀行向け審査研修 ハノイ ベトナム投資計画省、日本開発

銀行
1997年2月 3 ベトナム

開発金融研修（DFC)３０周年記念プログラム 東京 日本開発銀行 1996年11月 6 インド、インドネシア、タイ、トル
コ、フィリピン、マレーシア、メキ
シコ、韓国、中国

ベトナム大蔵省政策金融研修 東京 財務省財務総合政策研究所 1996年3月 5 ベトナム
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過去研修実績

北東アジア

研修名称 開催地 スポンサー 実施日 研修日数 参加国
日本政策投資銀行／中国国家開発銀行幹部級会議 北京、成都 中国国家開発銀行 2007年11月 5 中国

日本政策投資銀行／中国国家開発銀行幹部級会議 東京 日本政策投資銀行 2005年11月～12月 5 中国

日本政策投資銀行／中国国家開発銀行幹部級会議 北京、海口 中国国家開発銀行 2005年1月 4 中国

日本政策投資銀行／中国国家開発銀行幹部級会議 東京 日本政策投資銀行 2003年11月 5 中国

PFI国際セミナー共催 東京 世界銀行研究所、日本政策投
資銀行

2002年11月 2 -

日本政策投資銀行／中国国家開発銀行幹部級会議 北京・重慶 中国国家開発銀行 2002年6月 5 中国

中堅・中小企業振興国際セミナー 大分 米州開発銀行、日本政策投資
銀行

2002年6月 - -

起業行動東京セミナー 東京 米州開発銀行、日本政策投資
銀行、日本経済研究所

2002年6月 1 -

米州開発銀行起業行動セミナー ワシントンDC 米州開発銀行 2002年4月 1 米国、ラテンアメリカ諸国

日本政策投資銀行／中国国家開発銀行幹部級会議 東京 日本政策投資銀行 2001年11月 5 中国

モンゴル金融セクター向け審査研修 ウランバートル 財務省、日本政策投資銀行 2001年8月 5 モンゴル

中国国家開発銀行調査団 東京・北海道 日本政策投資銀行 2001年6月 4 中国

アジア太平洋地域開発金融機関協会（ADFIAP）東京総会 東京 ADFIAP、日本政策投資銀行 2001年5月 3 アジア太平洋地域18カ国

中国開発銀行向け政策金融研修 雲南省昆明 財務省、日本政策投資銀行 2001年2月 5 中国

中国国家開発銀行幹部研修 東京 日本政策投資銀行 2000年8月 5 中国

アジア都市開発戦略福岡会議 福岡 世界銀行、福岡県、福岡市、国
土交通省、国連人間居住セン
ター、日本政策投資銀行

2000年7月 3 インド、インドネシア、カンボジ
ア、スリランカ、タイ、中国、ネ
パール、パキスタン、バングラデ
シュ、フィリピン、ブラジル、ベト
ナム、マレーシア

モンゴル金融セクター向け審査・リスク管理研修 ウランバートル 財務省、日本政策投資銀行 2000年7月 5 モンゴル

中国西部大開発シンポジウム 西寧 青海省、中国社会科学アカデ
ミー

2000年7月 3 中国

中国国家開発銀行調査団 東京 日本政策投資銀行 2000年5月 2 中国

中国国家開発銀行向け政策金融研修 北京 財務省、日本政策投資銀行 2000年1月 5 中国

環境スタディーツアー 東京 世界銀行、日本政策投資銀行 1999年12月 7 インドネシア、タイ、フィリピン、
ベトナム、マレーシア、中国

地球環境セミナー バンコク 世界銀行、日本政策投資銀行 1999年11月 3 インドネシア、タイ、フィリピン、
ベトナム、中国

中国国家開発銀行幹部研修 東京 日本政策投資銀行 1999年10月 4 中国

モンゴル金融セクター向け審査研修 ウランバートル 財務省、日本政策投資銀行 1999年10月 5 モンゴル

地球環境セミナー シンガポール 世界銀行、日本開発銀行 1999年6月 3 インドネシア、タイ、フィリピン、
ベトナム、マレーシア、中国

モンゴル貿易開発銀行向け審査研修 ウランバートル 財務省、日本開発銀行 1999年3月 5 モンゴル

中国国家開発銀行向け政策金融研修 北京、西安 財務省、ドイツ復興金融公庫、
中国国家開発銀行、日本開発
銀行

1999年1月 7 中国

地球環境セミナー サンパウロ 世界銀行、日本開発銀行 1998年12月 3 アルゼンチン、インド、コロンビ
ア、中国、チリ、ブラジル、南アフ
リカ共和国、メキシコ、ロシア

中国国家開発銀行幹部研修 東京 日本開発銀行 1998年5月 6 中国

地球環境プログラム・デザインワークショップ 東京 世界銀行、環境省、日本開発
銀行

1998年1月 3 インド、インドネシア、オランダ、
ナイジェリア、ブラジル、ロシア、
中国

中国国家開発銀行向け政策金融研修 北京 財務省、日本開発銀行 1997年9月 8 中国

中国銀行研修モジュール３ 上海 世界銀行、中国銀行、日本開
発銀行

1997年7月 14 中国

中国銀行研修モジュール２ 上海 世界銀行、中国銀行、日本開
発銀行

1997年6-7月 12 中国

中国銀行研修モジュール１ 上海 世界銀行、中国銀行、日本開
発銀行

1997年5月 4 中国

開発金融研修（DFC)30周年記念プログラム 東京 日本開発銀行 1996年11月 6 インド、インドネシア、タイ、トル
コ、フィリピン、マレーシア、メキ
シコ、韓国、中国

中国国家開発銀行審査実務研修 北京 世界銀行、日本開発銀行 1996年7月、 9月 約11 中国

中国国家開発銀行幹部研修 東京 世界銀行 1996年6月 5 中国

中国国家開発銀行審査研修 北京 世界銀行、日本開発銀行 1995年5月、 7月 各10 中国

中国国家開発銀行幹部研修 東京 世界銀行 1995年4月 5 中国

世界銀行政策金融セミナー 北京 世界銀行 1995年2月 2 中国、韓国
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過去研修実績

ロシア・東欧・中央アジア

研修名称 開催地 スポンサー 実施日 研修日数 参加国
アジア太平洋地域開発金融機関協会（ADFIAP）東京総会 東京 ADFIAP、日本政策投資銀行 2001年5月 3 アジア太平洋地域18カ国

ロシア開発銀行関係者訪日研修 東京 外務省ロシア支援室、日本政
策投資銀行

1999年12月 7 ロシア

地球環境セミナー サンパウロ 世界銀行、日本開発銀行 1998年12月 3 アルゼンチン、インド、コロンビ
ア、中国、チリ、ブラジル、南アフ
リカ共和国、メキシコ、ロシア

ハンガリー産業金融セミナー ブダペスト 財務省、日本開発銀行 1998年3月 3 ハンガリー

ハンガリー開発銀行向け政策金融研修 ブダペスト 財務省、ドイツ復興金融公庫、
日本開発銀行

1998年3月 3 ハンガリー

地球環境プログラム・デザインワークショップ 東京 世界銀行、環境省、日本開発
銀行

1998年1月 3 インド、インドネシア、オランダ、
ナイジェリア、ブラジル、ロシア、
中国

中・東欧研修「財政・金融コース」 東京 国際協力機構、日本開発銀行 1991年より1998年
まで毎年開催

約13 スロバキア、スロベニア、チェ
コ、ハンガリー、ブルガリア、
ポーランド、マケドニア、ルーマ
ニア

ウズベキスタン銀行・金融アカデミー審査研修 タシケント ウズベキスタン金融アカデ
ミー、財務省

1997年11月 5 ウズベキスタン

開発金融研修（DFC)３０周年記念プログラム 東京 日本開発銀行 1996年11月 6 インド、インドネシア、タイ、トル
コ、フィリピン、マレーシア、メキ
シコ、韓国、中国

中央アジア研修「財政・金融コース」 東京 国際協力機構、（財）日本国際
協力センター、日本開発銀行

1995年11月 20 アゼルバイジャン、アルメニア、
ウズベキスタン、カザフスタン、
キルギス、グルジア、タジキスタ
ン、トルクメニスタン

ロシア・モスクワ･プレハノフ大学企業会計研修 モスクワ 外務省ロシア支援室、日本開
発銀行

1995年10月 12 ロシア

ロシア・ハバロフスク日本センター財務会計研修 ハバロフスク 外務省ロシア支援室、日本開
発銀行

1995年9月 11 ロシア

中央アジア研修「財政・金融コース」 東京 国際協力機構、（財）日本国際
協力センター、日本開発銀行

1994年12月 20 アゼルバイジャン、アルメニア、
ウズベキスタン、カザフスタン、
キルギス、グルジア、タジキスタ
ン、トルクメニスタン

ロシア・モスクワ日本センター企業会計研修 モスクワ 外務省ロシア支援室、日本開
発銀行

1994年10月 19 ロシア

中央アジア研修「財政・金融コース」 東京 国際協力機構、（財）日本国際
協力センター、日本開発銀行

1993年12月 20 アゼルバイジャン、アルメニア、
ウズベキスタン、カザフスタン、
キルギス、グルジア、タジキスタ
ン、トルクメニスタン

ラテンアメリカ・カリブ海

研修名称 開催地 スポンサー 実施日 研修日数 参加国
中小企業開発金融セミナー 東京 日本政策投資銀行 2006年11月 3 マレーシア、ベトナム、ブータン、

トルコ、パラオ、フィジー
中堅・中小企業振興国際セミナー 大分 米州開発銀行、 日本政策投資

銀行
2002年6月 - ラテンアメリカ諸国

起業行動東京セミナー 東京 米州開発銀行、 日本政策投資
銀行、日本経済研究所

2002年6月 1 -

米州開発銀行起業行動セミナー ワシントンDC 米州開発銀行 2002年4月 1 米国、ラテンアメリカ諸国

中央アジア・カリブ海ITワークショップ マナグア 米州開発銀行 2001年6月 2 ラテンアメリカ諸国

ITワークショップ ワシントンDC 米州開発銀行 2001年5月 1 米国、ラテンアメリカ諸国

ラテンアメリカ開発金融機関協会加盟機関向け企業審査・リスク管理研修 リオデジャネイ
ロ

財務省、ラテンアメリカ開発金
融機関協会、ブラジル開発機関
協会、ブラジル国立経済社会開
発銀行、日本政策投資銀行

2000年9月 5 ウルグアイ、ブラジル、ベネズエ
ラ、ペルー、ホンジュラス、メキシ
コ

アジア都市開発戦略福岡会議 福岡 世界銀行、福岡県、福岡市、国
土交通省、国連人間居住セン
ター、日本政策投資銀行

2000年7月 3 インド、インドネシア、カンボジ
ア、スリランカ、タイ、中国、ネ
パール、パキスタン、バングラデ
シュ、フィリピン、ブラジル、ベト
ナム、マレーシア

ラテンアメリカ開発金融機関協会加盟機関向け審査研修 リマ 財務省、ラテンアメリカ開発金
融機関協会、日本開発銀行

1999年7月 5 ウルグアイ、エクアドル、オラン
ダ領アンティル諸島、ジャマイ
カ、パラグアイ、ベネズエラ、ペ
ルー、メキシコ

地球環境セミナー サンパウロ 世界銀行、日本開発銀行 1998年12月 3 アルゼンチン、インド、コロンビ
ア、中国、チリ、ブラジル、南アフ
リカ共和国、メキシコ、ロシア

地球環境プログラム・デザインワークショップ 東京 世界銀行、環境省、日本開発
銀行

1998年1月 3 インド、インドネシア、オランダ、
ナイジェリア、ブラジル、ロシア、
中国

開発金融研修（DFC)３０周年記念プログラム 東京 日本開発銀行 1996年11月 6 インド、インドネシア、タイ、トル
コ、フィリピン、マレーシア、メキ
シコ、韓国、中国

政策金融セミナー リオデジャネイ
ロ

米州開発銀行、ブラジル国立経
済社会開発銀行、日本開発銀
行

1996年2月 2 ラテンアメリカ諸国
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過去研修実績

中近東・アフリカ

研修名称 開催地 スポンサー 実施日 研修日数 参加国
世界銀行アフリカ局アジアスタディミッション東京ワークショップ 東京 世界銀行、日本政策投資銀行 2002年3月 1 -

アフリカ諸国幹部セミナー バンコク アフリカ開発銀行 2001年11月 10 ウガンダ、エジプト、ガーナ、ケ
ニヤ、コートジボアール、チュニ
ジア、ナイジェリア、ボツワナ

UNＤP南南協力研修 クアラルンプー
ル

国連開発計画、マレーシア開発
銀行

2001年7月 5 ウガンダ、エチオピア、ガーナ、
ジンバブエ、マラウイ

アジア太平洋地域開発金融機関協会（ADFIAP）東京総会 東京 ADFIAP、日本政策投資銀行 2001年5月 3 アジア太平洋地域18カ国

PTA 銀行向け経営・リスク管理ワークショップ ナイロビ 日本政策投資銀行 2000年12月 1 ケニア

アフリカ開発銀行向け開発金融研修 ナイロビ アフリカ開発銀行、日本政策投
資銀行

2000年12月 5 ウガンダ、エジプト、エチオピア、
エリトリア、ケニヤ、スーダン、セ
イシェル、タンザニア

アフリカ諸国幹部セミナー 東京、マニラ、ク
アラルンプール

アフリカ開発銀行、日本開発銀
行

1999年7月 12 ウガンダ、エチオピア、コートジ
ボアール、チュニジア、モザン
ビーク

ヨルダン重要政策中枢支援「産業政策コース」 東京 国際協力機構、日本開発銀行 1999年1月 12 ヨルダン

地球環境セミナー サンパウロ 世界銀行、日本開発銀行 1998年12月 3 アルゼンチン、インド、コロンビ
ア、中国、チリ、ブラジル、南アフ
リカ共和国、メキシコ、ロシア

アフリカ開発銀行向け開発金融研修 ケープタウン アフリカ開発銀行、日本開発銀
行

1998年11月 5 コートジボワール、ザンビア、ジ
ンバブエ、ナミビア、ボツワナ、
マラウイ、モーリシャス、モザン
ビーク、レソト、南アフリカ共和国

UNDP南南協力金融研修 クアラルンプー
ル

国連開発計画、マレーシア開発
銀行、日本開発銀行

1998年6月 11 ウガンダ、エチオピア、ガーナ、
ケニア、ザンビア、ジンバブエ、
タンザニア、ボツワナ、マラウ
イ、モザンビーク、レソト、南アフ
リカ共和国

アフリカ諸国幹部セミナー 東京、マニラ、
ジャカルタ

アフリカ開発銀行、日本開発銀
行

1998年3月 12 ガーナ、ジンバブエ、マラウイ、
南アフリカ共和国

地球環境プログラム・デザインワークショップ 東京 世界銀行、環境省、日本開発
銀行

1998年1月 3 インド、インドネシア、オランダ、
ナイジェリア、ブラジル、ロシア、
中国

アフリカ開発銀行向け開発金融研修 アビジャン アフリカ開発銀行、日本開発銀
行

1997年11月 5 ザンビア、ジンバブエ、タンザニ
ア、ナイジェリア、マラウイ、モザ
ンビーク、レソト、南アフリカ共和
国

東･南アフリカ諸国政策金融セミナー ナイロビ 世界銀行、日本開発銀行 1997年3月 3 ウガンダ、エチオピア、ケニア、
ザンビア、ジンバブエ、スワジラ
ンド、タンザニア、ナミビア、ボツ
ワナ、マラウイ、南アフリカ共和
国

その他

研修名称 開催地 スポンサー 実施日 研修日数 参加国
KfW-DBJ専門家会議 東京、仙台 ドイツ復興金融公庫、日本政策

投資銀行
2006年6月 3 ドイツ

KfW-DBJ専門家会議 フランクフルト、
ベルリン

ドイツ復興金融公庫、日本政策
投資銀行

2004年3月 3 ドイツ

2003 国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)東京年次総会開催 東京 国連環境計画・金融イニシア
ティブ、日本政策投資銀行

2003年10月 2 国内外の主要な銀行、証券、保
険、国際機関、政府関係機関、
NGO・NPO等30カ国100機関

PFI国際セミナー共催 東京 世界銀行研究所、日本政策投
資銀行

2002年11月 2 -

米州開発銀行起業行動セミナー ワシントンDC 米州開発銀行 2002年4月 1 米国、ラテンアメリカ諸国

国連環境計画(UNEP)との環境会議 東京 日本政策投資銀行 2001年10月 1 -

世界銀行環境局との連携協議会 東京 日本政策投資銀行 2001年7月 1 -

ブレイン・トラスト・プログラム普及セミナー 東京 世界銀行、日本政策投資銀行 2001年7月 1 -

ITワークショップ ワシントンDC 米州開発銀行 2001年5月 1 米国、ラテンアメリカ諸国

KfW-DBJ専門家会議 東京 ドイツ復興金融公庫、日本政策
投資銀行

2001年2月 3 ドイツ

KfW-DBJ専門家会議 ベルリン ドイツ復興金融公庫、日本開発
銀行

1998年9月 3 ドイツ

地球環境プログラム・デザインワークショップ 東京 世界銀行、環境省、 日本開発
銀行

1998年1月 3 インド、インドネシア、オランダ、
ナイジェリア、ブラジル、ロシア、

KfW-DBJ専門家会議 東京 ドイツ復興金融公庫、日本開発
銀行

1996年10月 3 ドイツ

KfW-DBJ専門家会議 フランクフルト ドイツ復興金融公庫、日本開発
銀行

1994年10月 2 ドイツ

KfW-DBJ ワークショップ 東京 ドイツ復興金融公庫、日本開発
銀行

1992年10月 8 ドイツ

KfW-DBJ ワークショップ フランクフルト ドイツ復興金融公庫、日本開発
銀行

1990年10月 4 ドイツ

KfW-DBJ ワークショップ 東京 ドイツ復興金融公庫、日本開発
銀行

1988年10月 5 ドイツ

KfW-DBJ ワークショップ フランクフルト ドイツ復興金融公庫、日本開発
銀行

1987年10月 5 ドイツ
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