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「これまでの成果と今後の展望」 

 

東洋大学国際共生社会研究センター 

センター長 北脇 秀敏 

 

1. センターの経緯 

東洋大学国際共生社会研究センターは、文部科学省の私立大学学術研究高度

化推進事業であるオープン・リサーチ・センター整備事業として平成 13 年度に

当初 5 年間の予定で国際地域学研究科に設置された。その 5 年間に開発途上国

（タイ、バングラデシュ、東ティモール、ベトナム、カンボジア、フィリピン、

ウズベキスタン、中華人民共和国内モンゴル自治区等）や日本国内各地のフィー

ルドにおける調査研究、ニュースレターの発行による情報発信、公開講座や海外

の著名人を招いての国際シンポジウムの開催、研究員の分担執筆による書籍の

発行など多角的な研究活動を続けて来た。平成 18 年度から活動継続が同省より

認可された。平成 22 年度からセンターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略

的研究基盤形成支援事業として採択され 26 年度まで実施してきた。平成 27 年

度からは、センターのこれまでの知見や経験を活かし拠点形成を拡大させてい

く活動計画が再採択され、さらに 5年間の予定で新たに始動した。以下、便宜的

に平成 13 年度～17 年度を「第一期」、平成 18 年度以降から終了に至る 20 年度

までを「第二期」、平成 22 年度～26 年度までを「第三期」、平成 27 年度から終

了に至る平成 31 年度までを「第四期」と称してその活動を紹介する。 

 

2．センターの目標と研究プロジェクト 

 センターの活動内容については発足当初から「研究者の養成、高度専門職業人

の養成、研究成果の公開」を目標に第一期・第二期を通じて一貫した活動を行っ

て来ている。第三期からは、これに加えて、「研究拠点形成」を新たな目標とし

活動している。研究プロジェクト・研究グループに関しては第一期、第二期にお

いて当初の目的を達したテーマや、新しくニーズが生じた研究テーマ等を考慮

して第三期に大きく改変を行った。その概要を以下に示す。 

 センター発足時の第一期には研究プロジェクト 3本を設定した。すなわち「プ

ロジェクト１：アジア大都市圏地域を対象とした定住環境の形成・整備」、「プロ

ジェクト２：環境共生社会論の体系化」、「プロジェクト３：地域開発データベー

スと計画作成・評価支援シミュレータの開発・整備」を平行して研究を進めてき

た。 

これに対し第二期ではよりセンターの活動の統合性を持たせるためにプロジ
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ェクトを１本とし、新たなプロジェクト「環境共生社会の形成方策とその新たな

展開」の下に課題・研究グループを置いた研究体制としている。すなわち第一期

の３つのプロジェクトを「課題１：環境共生社会の形成方策の研究」として集約

し、これまでの研究路線を継承してさらに深く研究している。課題１の中には環

境共生社会形成手法の基礎的な研究を行うグループと、個々の課題を応用的に

研究するグループに分けて効率的な研究を進める体制をとっている。これに加

え、第二期の新課題として「課題２：国際共生社会形成のための新たなパラダイ

ムに関する研究」を設定し、複雑さを増す国際社会において対応を迫られる重点

要支援段階の国々や重点要支援地域に関する研究を行っている。すなわち昨今

の世界情勢から必要性が増している「紛争集結国などの変遷・移行期における共

生社会実現のための研究」に加えて「重点要支援地域における共生社会実現のた

めの研究」においてアフリカ地域の支援や途上国の農村開発に関する研究を行

った。 

平成２１年度は同事業の実施期間終了に伴い一時活動を休止したが、平成２

２年度になり、センターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略的基盤形成支

援事業として採択され、５年間の予定で新たに始動した。新たな研究テーマは

「アジア開発途上地域における内発的発展支援手法の開発」であり、このテーマ

のもと「研究拠点を形成する研究」の研究観点からアジア諸国を中心とする国内

外の研究拠点の形成と連携とに重点を置いた活動を行った。より具体的には、開

発途上国を自立的に発展させるためには先進国からの外部援助に頼る構造から

脱却し、途上国内部の人的・物的資源を活用した内発的発展の考えに基づくこと

が重要であり、第三期センターはその支援手法を開発・実践することを主目的と

した。第三期センターには常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、

研究助手、事務局員等から構成され、３つの研究サブグループがあった。これら

の組織を中心に、センターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う

国際シンポジウム／ワークショップを毎年開催し、また国内に向けた市民や実

務者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニ

ュースレターの発行、年次報告書の発行を行った。最終的には、アジアにおける

内発的発展の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展支援の実

施、研究成果の社会への還元などを実施した。 

第四期センターは新たな研究テーマ「アジア・アフリカにおける地域に根ざし

たグローバル化時代の国際貢献手法の開発」のもと「研究拠点形成する研究」の

観点からアジア・アフリカ諸国を中心とする国内外の研究拠点の形成と連携と

に重点を置いた活動を行う。さらに途上国協力においてポスト MDGs の新たな指

標となる、持続可能な開発目標（SDGs)の実施に向けた国際貢献のあり方に関す

る研究と実践とを行うことを目標としている。研究対象地域も従来から活動し
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てきたアジア地域にアフリカ地域も加え、グローバル化時代に即した内発的発

展を社会インフラの充実を通して実現する普遍的手法の開発を目指している。 

センターは常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研究助手、事

務局員等から構成され、3つのテーマを持っている。これらの組織を中心に、セ

ンターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国際シンポジウム／

ワークショップを毎年開催する予定としている。また国内に向けた市民や実務

者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ

ースレターの発行、年次報告書の発行を行う。さらにアジア・アフリカにおける

SDG 支援や国際貢献の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展

支援の実施、研究成果の社会への還元などを構想している。 

 

3. 拠点形成 

当センターは、当該テーマに関するアジア地域の研究拠点形成を推進する目

的から、平成 23 年度において、バングラデシュ工科大学、タイ国・コミュニテ

ィ組織開発機構との学術交流協定を締結した。平成 24 年度においては、インド

ネシア国シア・クアラ大学付属津波災害復興研究センターと学術交流協定を締

結した。平成 25 年度においては、河南科技学院と学術協定を締結。平成 26 年

度は、四川大学香港理工大学災后重建与管理学院（中国）との学術交流協定を結

んだ。 

 
4. 人事 

（１）センター長 

 センターは東洋大学大学院国際地域学研究科に本拠を置くため、センター長

は原則として国際地域学研究科内の者が担当している。すなわち第一期は松尾

友矩（現常務理事、発足当時国際地域学研究科委員長）、第二期、第三期、第四

期は北脇秀敏（現副学長）となっている。 

 

（２） センター研究員 

 センターの研究員数の変化は以下の通りである。 

・平成 13 年度に国際地域学研究科の 12 名（藤井、赤塚、北脇、坂元、山下、小

浪、長濱、中嶋、古田、橋本、松尾、金子）で発足。 

・平成 14 年度に国際地域学専攻から 1名（高橋）、国際地域学部より 1名（安）

を追加、計 14 名。平成 14 年度末をもって 2名（赤塚、中嶋）退職。 

・平成 15 年度に国際地域学専攻から 3名（池田、太田、久留島）、国際観光学専

攻から 2名（薄木、佐々木）追加、国際観光学科より 1名（松園）追加、計 18

名。平成 15 年度末をもって 2名（小浪、山下）退職。 

12 13



4 
 

・平成 16 年度は研究員の構成に変化なし。 

・平成 17 年度末をもって 2名（古田、佐々木）任期終了。 

・平成 18 年度に国際地域学専攻から 3名（吉永、張、中挾）追加 計 16 名。 

・平成 19 年度に国際観光学専攻から 2名（堀、東海林）追加 計 18 名。 

・平成 20 年度に国際観光学科から１名（松本）追加 計 19 名。 

・平成 22 年度に国際地域学専攻から 1名（稲生）追加 計 20 名。 

・平成 23 年度末をもって 2名（秋谷、川澄）退職。平成 24 年度に国際地域学専

攻から 1名（岡村）、国際地域学部から 1名（眞子）追加。 

・平成 24 年度末をもって 2名（松園、吉永）退職。平成 25 年度に国際地域学

研究科より松丸、藪長、国際観光学科から 1名（金）追加 計 21 名。 

・平成 25 年度末をもって 2名（金子、薄木）退職。平成 26 年度に国際地域学

研究科より志摩、中島、国際観光学科から 1名（藤稿）追加。 

・平成 26 年度のメンバーは以下の通り。国際地域学研究科より荒巻、安、池

田、稲生、岡村、北脇、久留島、坂元、髙橋、張、バレスカス、藤井、国際

地域学部より眞子、国際観光学科より薄木、島川、古屋、堀、金 計 19 名。 

・平成 27 年度からは以下の通り、メンバーを再構成した。国際地域学研究科

より荒巻、岡村、岡本、北脇、バレスカス、松丸、藪長、志摩、坂元、杉

田、島川、藤稿、徳江、堀、国際地域学部より花田、眞子、金 計 17 名。 

・平成 28 年度は研究員の構成に変化なし。 

・平成 29 年度からは、３名（金、杉田、マリアロザリオピケロバレスカス）退

職。柏崎、石井、花木が追加、計 17 名。 

 

 

（３） 研究助手 

 研究助手は 1 名を常時採用している。現在までの研究助手は以下の通りであ

る。 

・平成 14 年 4 月～平成 14 年 9 月：薬袋奈美子（平成 14 年 10 月より福井大学

工学部建築建設工学科） 

・平成 15 年 4 月～平成 16 年 3 月：國分圭介（平成 16 年 4 月より国際経済労働

研究所） 

・平成 16 年 4 月～平成 17 年 3 月：近藤久洋（平成 17 年 4 月より東京国際大学

国際関係学部） 

・平成 17 年 4 月～平成 19 年 3 月：伊藤徹哉（平成 19 年 4 月より立正大学地球

環境学部講師） 

・平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月：松本尚之（平成 20 年 4 月より本学国際地域

学部助教） 
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・平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月：高林陽展（平成 21 年 4 月より学術振興会特

別研究員） 

・平成 22 年 8 月～平成 25 年 3 月：高林陽展（平成 25 年 4 月より清泉女子大学

文学部史学科講師） 

・平成 25 年 4 月～平成 27 年 3 月：岡崎匡史（平成 27 年 4 月より麗澤大学） 

・平成 28 年 4 月～現在：眞子岳 

 

（４）ＲＡ（リサーチ・アシスタント） 

 平成 15 年 4 月、当センターが母体とする東洋大学大学院国際地域学研究科に

博士後期過程が発足したのを受けて、博士後期課程の大学院生をＲＡとして採

用してきた。在職者は以下の通り。 

・平成 15 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野 

・平成 16 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野、秋谷、蔵 

・平成 17 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野、秋谷、蔵、李、王、朴、湯 

・平成 18 年度：七五三木、矢光、天野、秋谷、蔵、李、王、朴、川澄、洪 

・平成 19 年度：七五三木、矢光、秋谷、蔵、李、王、朴、川澄、周、田 

・平成 20 年度：蔵、王、川澄、周、申、吉田、小早川、金、其、劉 

・平成 22 年度：眞子、周、其、黄、杜、劉（蘭）、劉（励）、倉田 

・平成 23 年度：眞子、周、其、黄、杜、劉（蘭）、劉（励）、倉田、張、付 

・平成 24 年度：黄、杜、劉（蘭）、張、貫、Klaysikaew 
・平成 25 年度：黄、杜、劉（蘭）、張、貫、Klaysikaew、Hoang Le Quan 
・平成 26 年度：貫、Klaysikaew、Hoang Le Quan 
・平成 27 年度：貫、Hoang Le Quan、Thapa Sakhila、井上 
・平成 28 年度：貫、Thapa Sakhila、井上、森、成實、Le Truc、加藤 
・平成 29 年度：貫、Thapa Sakhila、井上、森、成實、Le Truc、加藤、Puri 
Bhakta、松島、柴田 

 

（５）招聘外国人研究員 

 センターが海外の研究者との研究ネットワークを構築するために毎年外国人

研究員を１名招聘している。招聘者は以下の通り。 

・平成 15 年度：バングラデシュ工科大学（バングラデシュ）の Dr. Mafizur 

Rahman（環境工学部准教授） 

・平成 16 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms. Yasmin 

Suriansjah（建築学部上級講師） 

・平成 17 年度：ディリ大学（東ティモール）の Mr. Martin Benjamin（土木工

学科専任講師） 
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・平成 18 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms. 

Bernadetta Kwintiana Ane（工業技術学部上級講師） 

・平成 19 年度：社会労働とコミュニティ開発調査相談センター（ベトナム）の

Ms. Ay My Tran（上級職員） 

・平成 20 年度：ベトナム国立大学情報工科大学（ベトナム）の Dr. Nguen Phi 

Khu（博士）、ウズベキスタン科学アカデミー水問題研究所環境医療・衛生研究室

長（ウズベキスタン）の Dr. Dilorom Fayzieva（医学博士） 

・平成 23 年度：タイ・タマサート大学イノヴェーション・カレッジ プロジェ

クト・スペシャリストの Kanokrattana Netlomwong 氏 

・平成 24 年度：インドネシア津波・災害対策研究センターの Dr. Muhammad 

Dirhamsyah センター長 

・平成 26 年度：ミャンマー連邦共和国畜水産村落開発省村落開発局の Dr. 

Zarni Minn 副局長 

・平成 28 年度：ジョモケニアッタ農工大学（ケニア）の Dr. Patrick G. Home

准教授 

 

（６）客員研究員 

 センターでは第二期より積極的に客員研究員を任命し、共同研究を行ってい

る。平成 18 年 10 月には（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在

員である片山恵美子氏を客員研究員に任命した。平成 19 年までに招聘した外国

人研究員（６を参照）に加え、ベトナム国立大学情報工学大学の Dr. Nguyen Phi 

Khu（科学運用・国際協力学部長）を任命した。 

 第三期においては、研究拠点形成の目的の下、客員研究員の積極的な任命を行

い、（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在員である片山恵美子

氏、横浜国立大学教育学部准教授松本尚之氏、バングラデシュ工科大学教授 M.M.

ラーマン氏等を平成 22年度に客員研究員に任命した。平成 23年度においては、

大阪大学学際融合教育研究センター准教授松行輝昌氏、寧夏大学講師蔵志勇氏、

本学博士号取得者周慶生氏を任命した。平成 24 年度においては、本学博士号取

得者其其格氏、劉励敏氏を任命した。平成 25 年度においては、本学客員教授金

子彰氏、本学博士号取得者劉蘭芳氏を任命した。平成 26 年度においては、早稲

田大学博士後期課程清水由賀氏を任命した。 

 第四期の初年度である平成 27 年度は、金子彰（東洋大学元教授）、松行輝昌

（大阪大学准教授）、Md. Mafizur Rahman（バングラデシュ工科大学教授）、久留

島守広（東洋大学国際地域学部客員教授）、劉蘭芳（東洋大学博士後期課程修了）、

永井恵一（東洋大学国際地域学部国際観光学科産学連携観光人材育成プログラ

ム開発チーム研究員）、島野涼子（横浜国立大学博士課程後期修了）、矢田部暁

16



7 
 

（（一財）国際観光サービスセンター主任研究員）を任命した。平成 28 年度は、

伊地哲朗（関西学院大学法学部元准教授）、村上淑子（元（株）イー・アール・

エス 課長）、其其格（内蒙古自治区社会科学院経済研究所）、劉 励敏（浙江師

範大学講師）、Heiko Fritz（リンネ大学講師）。平成 29 年度は藏志勇（寧夏大

学）、岡田未来（国際協力機構）、杉田映理（大阪大学）、マリアロザリオピケロ

バレスカスを任命した。 

 

（７）事務局職員等 

 事務局の運営については、第一期、第二期、第三期、第四期を通してフルタイ

ムのアルバイト事務要員を通年で雇用し、適宜学生アルバイト等を追加雇用し

た。 

 

5. 活動内容の概要 

（１） 事務運営 

 これまで、センターの研究活動の運営を円滑に行うべく、週 1回、研究員若干

名、研究助手および事務要員で構成される事務局会議を、また月 1回、研究員、

研究助手、事務要員、大学教学課職員等で構成される全体会議を開催してきた。

なお「東洋大学国際共生社会研究センター管理運営要綱」に記載されている「運

営委員会」とは、両会議の総称である。 

 

（２）研究プロジェクト 

 プロジェクトの目的に沿って研究員による海外調査や国内での資料収集等、

また外国人研究員、RA、研究助手等との共同作業による研究を継続して行って来

ている。詳細は当報告書第二部の通りである。 

 

（３）研究成果の公表 

①シンポジウムの開催 

 平成 14 年度～20 年度に各年１回ずつ開催してきた当センター主催の国際シ

ンポジウムは、国際共生社会に関する理解を深める場として定着している。平成

22 年 12 月にはセンター活動再開記念シンポジウム「アジアの内発的発展のため

に」、平成 23 年 10 月には、国際シンポジウム「観光と内発的発展：持続可能な

観光地づくりを目指して」を開催した。平成 24 年 7 月には「アジア地域におけ

る震災復興と内発的発展」を開催した。平成 25 年 7 月には「ソーシャルビジネ

スと内発的発展-カンボジアと世界の経験から-」を開催した。平成 26 年 10 月

10 日には、国際シンポジウム「国際開発と内発的発展」、平成 27 年度 12 月 11

日に、国際シンポジウム「グローバル化時代の国際貢献」を開催した。平成 28

16 17



8 
 

年度 11 月 11 日に、国際シンポジウム「アフリカにおける開発と環境-技術と社

会の連携を目指した人材育成」を開催した。平成 29 年 11 月 25 日に、国際シン

ポジウム「国際的なネットワーキングによる広域的な人材を通した SDGs の実現

に向けて」を開催した。 

 

②研究成果物の刊行 

 平成 15 年度に図書『環境共生社会学』出版、平成 17 年度に続編『国際環境共

生学』を朝倉書店より出版、さらに平成 20 年 8 月には、3 冊目となる『国際共

生社会学』を同書店より刊行した。平成 24 年度 8月には『国際開発と環境－ア

ジアの内発的発展に向けて』を同書店より刊行した。平成 26 年 9 月には『国際

開発と内発的発展―フィールドから見たアジアの発展のために』を同書店より

刊行した。平成 29 年 9 月には『持続可能な開発目標と国際貢献―フィールドか

ら見た SDGs―を同書店より刊行した。 

 

③ワークショップ・公開講座の開催 

 センターの研究内容を広く一般に紹介するためのワークショップや公開講座

を毎年開催してきた。第三期初年度である平成 22 年度には、平成 23 年 1 月に

「都市整備のグリーン化に関するワークショップ」を開催した。同年 9月には、

フィリピン・セブ市において「アジアのコミュニティー開発」、同年 10 月には国

際ワークショップ「観光と内発的発展：持続可能な観光地づくり」を開催した。

本年度は、平成 24 年度 7月にワークショップ「アジア地域における災害復興と

国際協力」、平成 25 年 1 月 29 日に「研究拠点ネットワーク化のためのワークシ

ョップ」を開催し、前者では自然災害からの内発的な復興支援方法の開発を、後

者では国際的な研究拠点のネットワーク化について知見を深めた。平成 25 年度

7 月 20 日にワークショップ「ソーシャルビジネスと内発的発展」、平成 26 年 1

月 28日に昨年度に引き続き「研究拠点ネットワーク化のためのワークショップ」

を開催した。平成 26 年度 10 月 11 日に国際ワークショップ「国際開発と内発的

発展」を開催した。平成 27 年度 1 月 8 日に国際ワークショップ“Sustainable 

Development and International Contribution for African Countries”を実

施、平成 28 年 1 月 29 日には国際ワークショップ“Responsible Tourism for 

Sustainable Development”を開催した。平成 28 年度 10 月 7 日に「アジアにお

ける国際貢献手法の開発－ミャンマーにおける NGO の活動事例‐」、同年 11 月

14 日には国際ワークショップ“Toward International Collaborative Research 

between JKUAT and TOYO”、平成 29 年 2 月 23 日には国際ワークショップ

“Sustainable Development and Tourism –Case in Cambodia-”を開催した。

平成 29 年度 6月 24 日と 25 日には国際ワークショップ” What Can We Do for 
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Sustainable Development? Sharing Experiences between Kenya and Japan” 、
同年 7 月 4 日には”Disaster Resilience and Recovery -Asian Experience and 
Research Opportunities in Italy –“を開催した。平成 30 年 3 月 7 日から 9

日までミャンマーにおいて“インレー湖における環境教育ワークショップ”を

開催した。 

 

④行事の共催・後援 

 平成 26年 11 月 8日と 9日にかけて東洋大学白山キャンパスで開催された「く

らしの足をみんなで考える全国フォーラム」を後援した。 

 平成 26 年 12 月 9 日にカンボジア・プノンペンで開催された「カンボジアセ

ミナー」（国際港湾交流協力会主催）を当センターは後援した。 

 平成 27 年 10 月 24 日と 25 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ

ム」を後援した。同年 11 月 8 日に開催されたワークショップ「ものづくりと BOP

ビジネスアイデア創出」を共催した。 

 平成 28 年 4 月 15 日「アジアにおける都市の水管理：その課題と可能性」、同

年 10 月 29 日と 30 日にかけて東洋大学白山キャンパスで開催された、「くらし

の足をみんなで考える全国フォーラム 2016」を後援した。 

 平成 29 年 10 月 28 日と 29 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ

ム 2017」を後援し、平成 29 年 11 月 25 日と 26 日は国際開発学会第 28 回全国大

会を共催した。 

 

⑤ニュースレターの発行 

 センター発足当初より、センターの研究報告やシンポジウム等の案内のため

にニュースレターを和文と英文で交互に作成し、国内外の専門家等にセンター

の活動内容を紹介している。 

 

⑥ホームページの運営 

 センターの活動を紹介・公表する目的で平成 14 年度にホームページを立ち上

げ、第四期の初年度にあたる平成 27 年度は、英文サイトを構築、全面的にリニ

ューアルした。毎年度、最新情報を掲載・更新している。 

 

（４）センター活動の外部評価 

 センターでは学内外の有識者に委嘱し、外部評価委員会を組織している。評価

委員会は年１回開催され、センターの運営に対してアドバイスを行う諮問機関

としてその任に当たってきた。 
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東洋大学 国際共生社会研究センター研究員（2018 年 2 月 10 日現在） 

 注） ◎ テーマコーディネーター

 名前 Name 専門分野／Profession 連絡先 

国際貢献（テーマコーディネーター：松丸亮） 

 荒巻 俊也 
Shunya ARAMAKI 

都市環境工学 
Urban and Environment Engineering 

aramaki@toyo.jp 

 岡村 敏之 
Toshiyuki OKAMURA 

都市計画 
Urban Planning 

okamura@toyo.jp 

 岡本 郁子 
Ikuko OKAMOTO 

途上国の農村・農業発展 
Agriculture and Rural Development 

okamoto025@toyo.jp 

 柏﨑 梢 
Kozue KASHIWAZAKI 

アジア都市におけるコミュニティ開発およびガバナ

ンスに関する研究 Community Develpoment and 
Governance in Asian Cities 

kashiwazaki@toyo.jp 

◎ 松丸 亮 
Ryo MATSUMARU        

災害マネジメント  
Disaster Management 

matsumaru@toyo.jp 

 
藪長 千乃 
Chino YABUNAGA 

社会保障・地域福祉 
Social Policy, Comparative Welfare State 

yabunaga@toyo.jp 

持続可能なビジネス（テーマコーディネーター：北脇秀敏） 

 石井 晴夫 
Haruo ISHII 

公益企業論、公共経営論、交通政策論 
Local public corporations and public private 
partnerships 

cesdes@toyo.jp 

◎ 北脇 秀敏 
Hidetoshi KITAWAKI 

途上国協力環境協力 
Environmental Cooperation for Development Countries 

kitawaki@toyo.jp 

 島川 崇 
Takashi SHIMAKAWA 

観光学 
Tourism Study 

shimakawa@toyo.jp 

 藤稿 亜矢子 
Ayako TOKO 

自然環境学 
Natural Environmental Studies 

toko@toyo.jp 

 花木 啓祐 
Keisuke HANAKI 

環境学、環境動態解析、環境影響評価・環境政

策 Environmental policy and environmental impact 
assessment 

cesdes@toyo.jp 

 徳江 順一郎 
Jun-ichiro TOKUE 

ホスピタリティ・マネジメント 
Hospitality Management 

tokue@toyo.jp 

 堀 雅通 
Masamichi HORI  

交通経済学 
Transport Economics 

m-hori@toyo.jp 

 眞子 岳 
Gaku MANAGO 

国際地域学 
Regional Development Studies 

manago@toyo.jp 

インクルーシブ・アフリカ（テーマコーディネーター：志摩憲寿） 

 坂元 浩一 
Koichi SAKAMOTO 

開発経済学 
Development Economics 

ksaka@toyo.jp 

◎ 志摩 憲寿 
Norihisa SHIMA 

都市計画・まちづくり 
Urban Planning, “Machizukuri” 

n-shima@toyo.jp 

 
花田 真吾 
Shingo HANADA 

比較・国際教育学 
International Comparative Education 

hanada@toyo.jp 
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 名前 Name 専門分野／Profession 連絡先 
客員研究員/Visiting Researcher 

 金子 彰 
Akira KANEKO 

都市と複合した交通インフラ開発による新たな国

際貢献方策の研究 A study on new contribution 
method on transportation infrastructure 
development combined with urban development 

akirak48@gmail.com 

 松行 輝昌 
Terumasa MATSUYUKI 

アジア・アフリカにおけるソーシャルビジネスの比

較制度分析 Comparative Institutional Analysis on 
the Sustainable Development through Social 
Business in Asia and Africa 

terumasa.matsuyuki@gmail.com 

 MD. Mafizur Rahman バングラデシュにおける水供給に関する研究

Study on water supply in Bangladesh 
mafizur@gmail.com 

 久留島 守広 
Morihiro KURUSHIMA 

水素エネルギー社会へ向けたアジア諸国等との

連 携 ・ 共 生 の在 り 方 Research on International 
Regime for Climate Change 

kurushima@toyo.jp 

 劉 蘭芳 
Ranho LIU 

アジア途上地域における国際観光交流振興に関

す る 研 究 Research on international sightseeing 
exchange promotions in Asian on developing area 

liuyang11032007@hotmail.com 

 島野 涼子 
Ryoko SHIMANO 

途上国の防災能力強化における障害者支援のあ

り方に関する研究 Study on disability support in the 
ability for disaster prevention of the developing 
countries 

rykmyc26@gmail.com 

 伊地 哲朗 
Tetsuro IJI 

アジア・アフリカにおける内戦の和平交渉と仲介に

関 す る 研 究 Study on Peace Negotiation and 
Intermediation of civil war in Asia and Africa 

ijitetsuro.atwork@gmail.com 

 村上 淑子 
Yoshiko MURAKAMI 

水供給施設の普及が河川水質に与える影響につ

い て の検 証 Study on Effects of Water Supply 
Facility Dissemination on River Water Quality 

yoshikomurakami_july@nifty.com

 其其格 
Qiqige 

中国内モンゴル農村地域における水資源不足状

況及び農牧民の家庭生計に与える影響に関する

研究 The Impact of Water Shortage of Agricultural 
and Pastoral areas on the Livelihoods of Farmers and 
Herdsmen in Ineer Mongolia of China 

qiqige12@yahoo.co.jp 

 劉 励敏 
LIU Limin 

中国における 6 次産業化による農業農村の活性

化に関する研究 A study on Rural Activation by the 
Faculty of "Sixth Industry" in China 

lillianapple913@hotmail.com 

 Heiko Fritz 

開発途上国における資源管理と地域経済統合に

関する研究 Management and governance of natural 
resources and regional economic integration in 
developing countries 

heiko.fritz@lnu.se 

 

マリア・ロザリオ・ピケロ・バレ

スカス 
Maria Rosario Piquero- 
BALLESCAS 

途上国におけるジェンダーとコミュニティー開発に

関する研究 Gender and Sustainable Community in 
Developing Countries 

maria@toyo.jp 

 藏 志勇 
中国・寧夏における脱貧困の問題と対策に関する

研 究 Research on Anti-poverty Problems and 
Countermeasures in Ningxia of China 

zangzy6@163.com 

 杉田 映理 
Elli SUGITA 

アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研

究 Research on Social Development Related to Water, 
Sanitation and Hygiene  in African Societies 

sugita_e@toyo.jp 
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 岡田 未来 
Miku OKADA 

途上国の公衆衛生に関する研究 
A Study on Public health in Developing Countries 

cesdes@toyo.jp 

リサーチアシスタント／Research Assistant 

 Thapa SAKHILA 
ネパールの青少年教育のためのソーシャルネット

ワーキングサービスの分析 Research on Social 
Networking Service for Youth Education in Nepal 

sakirahkt_t@yahoo.com 

 井上 常史 
Tsuneshi INOUE 

ASEAN 地域を中心とした廃棄物環境問題の研究

Study of the Waste Environmental problem around 
the ASEAN area 

inouetsu@f8.dion.ne.jp 

 Le TRUC 

適切な廃水関税構造の研究-ベトナムのホーチミ

ン市を事例に A Study on Proper Wastewater Tariff 
Structure Applied for Ho Chi Minh City - Case 
Study in HCMC 

trucadico@yahoo.com 

 加藤 聡 
Satoshi KATO 

アジアの開発途上国における地域開発の手段とし

ての PPP に関する研究 A Study on PPP as a New 
Means of Regional Development in Asian 
Developing Countries 

katou-sa@chodai.co.jp 

 Puri Bhakta ネパールにおけるコミュニティ開発に関する研究

Community Development in Nepal 
puribhakta@gmail.com 

 松島 恭範 
Kiyonori MATSUSHIMA 

ケニア農村地域における零細企業の持続的な経

営手法に関する研究 A Study on the Sustainable 
Business Operation of Micro and Small Enterprises 
in the Rural Area of Kenya 

kiyonori.matsushima@gmail.com 

 柴田 京子 
Kyoko SHIBATA 

ミャンマーの農村開発における住民組織化に関す

る研究 Study on the Rural Development and Self-
Organization in Myanmar 

tpatgy@gmail.com 

事務局/Secretary 

 板倉 由利子 
Yuriko ITAKURA 

事務運営 
Secretary 

cesdes@toyo.jp 
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Ⅲ．平成 29 年度活動記録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





平成 29 年度活動記録 
 
1. 国際シンポジウムの開催 

1) テーマ：国際的なネットワーキングによる広域的な人材育成を通した SDGs の実現

に向けて 
日 時：2017 年 11 月 25 日（土） 
会 場：東洋大学白山キャンパス 8 号館地下 1 階 8B11 教室 
講演者： 
・デリック・アームストロング（南太平洋大学副学長) 
・内藤 智之（独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員） 
・北脇 秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長） 

参加者：約 200 名 
 

2) テーマ：開発途上国における水道事業体の収益確保を目指した技術協力と水ビジネス

の展開――第１回 無収水対策を中心として―― 
日 時：2018 年 2 月 19 日（月） 
会 場：東洋大学白山キャンパス 2 号館 16 階 スカイホール 
講演者： 

・日置 潤一氏 （厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道計画指導室長） 
・松本 重行氏 （ＪＩＣＡ 地球環境部次長） 
・土田 泰秀氏 （東洋計器㈱ 代表取締役社長） 

   パネリスト： 
・北脇 秀敏氏 （東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長） 
・小平 基晴氏 （東京都水道局 企画調整担当部長） 
・富井 孝氏 （横浜市水道局 事業推進部長） 
・間宮 健匡氏 （㈱日水コン 取締役、海外本部本部長） 
・西澤  昭夫氏 （東洋大学経営学部教授、東洋大学産官学連携推進センター・ 

副センタ―長） 
モデレーター： 
 ・石井 晴夫 （東洋大学国際共生社会研究センター研究員、経営学部教授） 
参加者：約 60 名 
 

2. 国際ワークショップの開催 
1) テーマ：What Can We Do for Sustainable Development Sharing Experiences 

between Kenya and Japan 
日 時：2017 年 6 月 24 日（土）、25 日（日） 
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会 場：ジョモ・ケニヤッタ農工大学 
講演者：志摩憲寿、杉田映理、JKUAT 教員、東洋大学学生、JKUAT 学生 
 

2) テ ー マ ： Disaster Resilience and Recovery -Asian Experience and Research 
Opportunities in Italy -  

日 時：2017 年 7 月 4 日（火） 
会 場：カメリーノ大学 
講演者：柏崎梢、松丸亮 
参加者：約 20 名 

 
3) テーマ：インレー湖における環境教育 
日 時：2018 年 3 月 7 日、8 日、9 日 
会 場：ミャンマー国内 
講演者：松丸亮、岡本郁子、眞子岳、柴田京子 
参加者：約 20~100 名 

 
3. 調査・研究活動 
(1)  北脇 秀敏 

 平成 29 年 6 月 2 日～6 月 3 日 
目的：国際開発学会 
場所：兵庫県 

 
(2)  金子 彰、眞子 岳 

平成 29 年 6 月 2 日～6 月 4 日 
目的：国際開発学会 
場所：兵庫県 
 

(3)  松丸 亮 
    平成 29 年 6 月 3 日～6 月 4 日 
     目的：国際開発学会 
     場所：兵庫県 
 
(4)  眞子 岳 
    平成 29 年 6 月 5 日～6 月 13 日 
     目的：インレー湖の環境周辺調査 
     場所：ミャンマー 
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(5)  志摩 憲寿 
    平成 29 年 6 月 21 日～6 月 27 日 
     目的：都市研究及びジョモ・ケニヤッタ大学とのワークショップ 
     場所：フィリピン、ケニア 
 
(6)  杉田 映理 
    平成 29 年 6 月 21 日～6 月 27 日 
     目的：ジョモ・ケニヤッタ大学とのワークショップ 
     場所：ケニア 
 
(7)  柏崎 梢 
    平成 29 年 7 月 3 日～7 月 8 日 
     目的：カメリーノ大学における災害に関するワークショップ開催 
     場所：イタリア 
 
(8)  北脇 秀敏、眞子 岳 
    平成 29 年 8 月 7 日～8 月 13 日 
     目的：拠点形成のための調査 
     場所：ボツワナ、モザンビーク 
 
(9)  松行 輝昌、眞子 岳 
    平成 29 年 8 月 27 日～9 月 4 日 
     目的：インレー湖環境周辺調査 
     場所：ミャンマー 
 
(10)  島野 涼子 

平成 30 年 2 月 19 日～28 日 
目的：スリランカの障害者に関する研究 
場所：コロンボ 

 
(11)  松丸 亮 

平成 30 年 2 月 22 日～25 日 
目的：自然災害等に関する研究 
場所：フィリピン 
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(12)  久留島 守広 
  平成 30 年 3 月 1 日～4 日 
  目的：世界再生エネルギー会議に参加 
  場所：ミュンヘン 

 
(13)  眞子 岳 

平成 30 年 3 月 4 日～10 日 
目的：インレー湖におけるワークショップ開催 
場所：ミャンマー 

 
(14)  岡本 郁子、松丸 亮 

平成 30 年 3 月 6 日～10 日 
目的：インレー湖におけるワークショップ開催 
場所：ミャンマー 

 
(15)  北脇 秀敏、金子 彰 

平成 30 年 3 月 7 日～15 日 
目的：サンパウロ 
場所：研究拠点形成及びシンポジウム打ち合わせ 

 
(16)  眞子 岳 

平成 30 年 3 月 10 日～17 日 
目的：サンパウロ 
場所：研究拠点形成及びシンポジウム打ち合わせ 

 
 

以上 
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第二部 研究報告

Ⅰ．国際貢献

Ⅱ．持続可能なビジネス

Ⅲ．インクルーシブ・アフリカ
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Ⅰ．国際貢献

 





１．活動概要

 





平成 29 年度国際共生社会研究センター 活動概要 
 

活動概要 国際貢献 
 

国際共生社会研究センター テーマコーディネーター（国際貢献） 
大学院国際地域学研究科（国際学部）教授 

松丸亮 
 
1. はじめに 
東洋大学国際共生社会研究センターは、平成 27 年度から「アジア・アフリカにおける地

域に根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開発」を全体テーマとして研究を行なっ

ており、「国際貢献」がサブテーマの一つとなっている。本年度はその 3 年目にあたり、各

研究員は、昨年度までの研究を継続するとともに、研究成果の発信に努めるとともに、例年

通りではあるが、各研究員はセンターが実施したシンポジウム、ワークショップへの協力や

共催した学会等への協力を行っている。 
本年度の特筆事項は、三井物産環境基金からの研究助成金による研究活動を開始したこ

とである。これは、昨年度中、国際貢献テーマに属する研究員が共同して行う研究について

継続的に議論を行い、その結果を基に応募したものであり、今後 3 年間の、国際貢献テーマ

の活動の一つの中心となるものである。 
ここでは、研究助成による活動の概要を示すとともに、各研究員の研究状況の概要を示す。

なお、研究員の研究状況の詳細は、本報告書の「各研究員からの報告」部分に示している。 
 

2. 国際貢献テーマグループとしての活動（三井物産環境基金研究助成による） 
本年度より、特定非営利活動法人地球市民の会（以下、TPA）と共同で三井物産環境基金

の研究の助成による「ミャンマー・インレー湖における環境悪化要因の分析と住民主体の環

境型環境改善手法の構築」を開始した。プロジェクト期間は、本年度から 3 か年を予定して

いる。プロジェクトの幹事団体は、ミャンマー国において 13 年以上の長い活動経験を持つ

TPA であるが、助成申請書の作成、現地調査計画の立案などの主要な部分で、北脇センタ

ー長をはじめ共生センターの国際貢献グループのメンバー（荒巻研究員、岡本研究員、眞子

研究員、松丸）が関与し、現地調査にも参画している。 
研究の内容は、ミャンマーを代表する観光地であるインレー湖の環境問題が深刻化し、

国・地域への多大な影響が懸念される中、住民が主体となった実践的な循環型環境改善手法

の構築を目指すもので、3 年間の研究期間において、１）事業予定地であるインレー湖の環

境汚染の状況、環境改善にかかる住民意識を明らかにし、２）環境改善に係る全体ビジョン

および個別の改善目標を設定したうえで、３）インレー湖の環境改善対策にかかる住民参加
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型で実践的な循環型環境改善手法の構築を目指すものである。 
今回の助成は、「研究助成」であるが、提案している研究活動にはパイロット事業を含ん

でおり、この部分が実際の国際貢献活動となり、このパイロット事業をもとに、国際貢献手

法を確立し、水平展開を目指すものである。 
これまで（2018 年 2 月の本稿執筆時点）に、2 回の現地調査を行っており、3 回目の現

地調査を 3 月 6 日から行う予定である（表）。 
 

表 現地調査の概要 
回 期 間 内  容 参加メンバー 
1 2017 年 

 6 月 5 日～11 日 
水質調査（乾期） 
コミュニティ調査 
流域調査 

松丸、岡本、眞子、柴田 

2 2017 年 
 8 月 27 日～31 日 

水質調査（雨期） 
コミュニティ調査 

眞子、柴田 

3 2018 年 
 3 月 6 日～10 日 

（予定） 

環境教育ワークショップ 
 ・水上コミュニティ 
 ・ホテル協会など 

松丸、岡本、眞子、柴田 

注）柴田 RA（TPA 所属、現地駐在）は、農村調査等を継続して行っている。 

 
3. 各研究員の研究テーマと研究活動 
 荒巻俊也 研究員 
荒巻研究員は「低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究」をテーマに

引き続き研究をおこなっている。 
今年度は、これまで実施してきたハノイ市郊外での水利用実態と適切な水供給インフラ

形態の検討のほか、開発途上国における、廃棄物管理関係者の意識と行動の調査や学校での

環境教育に関する調査を大学院国際地域学研究科の博士前期課程学生（Apollos Shakumu
および Wedu Moroka）との共同研究により実施し、ボツワナのサファリ観光地における観

光産業関係者の廃棄物管理に関する意識や行動を明らかにし、さらに、さまざまな環境配慮

施設をとりいれた学校（エコスクール）について、日本、フィリピン、ナミビアでの導入事

例の比較などを行った。 
 岡村敏之 研究員 
岡村研究員は「途上国の都市公共交通システムの構築－インフォーマル交通を取り込ん

だ交通体系」をテーマに研究を実施しており、今年度は、昨年に引き続き、ベトナムにおけ

るタクシーおよびバイクタクシーの配車アプリと利用者意識に係る研究を行った。 
今年度の研究では、特に、配車アプリである Commercial Transport Apps (CTAs)に着目

し、東南アジアでの CTAs 提供企業の現状と規制の動きを概観した上で、ホーチミン市にお

いて現地調査を行い、現状での規制と提供サービスを整理し、あわせて在来のタクシーとバ

イクタクシーとの差異に着目して、CTAs によるタクシーとバイクタクシーへの利用者意識
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（例えば、CTAs の利用が日常的になっていること、2 輪のほうが CTAs サービスへの評価

がより高いこと、CTAs のサービスは、サービスの高さよりは割安な価格が評価されている

ことなど）を明らかにした。 
 岡本郁子 研究員 
岡本研究員は「途上国農村開発における住民組織化と地域社会」をテーマに研究を行って

おり、本年度は、ミャンマー・インレー湖の環境劣化の現状と課題について研究を実施した。 
この研究は、前述の三井物産環境研究基金による助成を受けた研究の一環として実施し

たもので、他の研究員と共同で行った現地調査結果を基に、インレー湖の環境劣化の現状と

要因を、湖の縮小、水質汚染、富栄養化、といった視点から整理するとともに、環境保全へ

の取り組みや今後の研究の方向性について検討している。 
 柏崎梢 研究員 
柏崎研究員は、「アジア都市におけるコミュニティ開発およびガバナンスに関する研究」

をテーマに研究を進めているが、本年度は、アジアの都市のコミュニティ開発への応用を」

期待し、2016 年イタリア中部地震の被災地において、被災コミュニティの再生に係る研究

「イタリア中部地震の仮設住宅地区におけるコミュニティ拠点の形成に関する研究」を実

施した。 
この研究では、広域かつ長期の復興プロセスの在り方を、コミュニティ拠点に着目し展望

することを目的に、2016 年イタリア地震被災地であるカメリーノとアマトリーチェでの現

地調査を実施し、緊急対応・復興に係る制度や長期滞在を想定した仮設住宅の提供や仮設市

街地の建設といった長期的な視点に立った復興施策が採られており、イタリアの復興プロ

セスが、プレハブでの仮住まいか、移住か、再建か、といった大きな選択と変化が必要とな

る日本の事例とは異なるということを確認した。 
 松丸亮 研究員 
松丸は「防災・災害復興分野における国際貢献手法に係る研究」をテーマに研究を行って

いる。本年度は、防災・復興分野に関する研究を継続するとともに、前述の三井物産環境基

金による研究助成への参画、柏崎研究員との共同でのイタリア中部地震被災地調査、フィリ

ピンでの PPP を活用した新たな地域開発手法の模索などを行った。そのうち、防災・復興

分野に関する研究では、これまでの成果を以下の通り中間報告的にまとめ、国際開発学会で

発表した。発表内容は、大規模津波や高潮災害後の再定住選択では、「利便性」と「生計」

が、「安全」よりも優先される傾向があり、それが住宅再建地の「まち」としての持続性に

も影響することを指摘し、「利便性、生計」＋「安全」を満足する復興には時間がかかり「早

期」とは相容れなくなるため、早期をある程度諦め、時間をかけで持続可能なまちづくりを

重視すべきとの提言をしている。 

 藪長千乃 研究員 
藪長研究員は「脱商品化・脱家族化指標を用いた家族政策分析試論－発展途上国に応用可

能な比較分析方法の開発に向けて－」をテーマに研究を実施している。 
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本年度も昨年度に引き続き、「社会福祉の発展過程に関する研究」を継続し、世界的な社

会的保護の拡がりの中で日本における社会保障の生成過程の事例から得られる示唆につい

て論考の発表、西アフリカのガンビア共和国で現地調査をおこなった。日本の社会保障の生

成過程の事例に関する論考では、社会的保護の土台に関する整理を行い、日本における社会

的保護の生成と事例をまとめている。また、ガンビアでの現地調査結果は、社会的保護にお

ける資源の窮乏の状況を指摘し、社会的保護の土台の形成から進めることの必要性を示し

たものとなっている。 
 

4. おわりに 
ここでは、「国際貢献」テーマグループの活動と、テーマグループに所属する研究員の研

究テーマについての概要をまとめた。 
これまで述べてきたように、本年度は、各研究員が個別にその専門分野で研究を深化させ

たことに加え、昨年度行ったテーマグループでの問題意識の共有を深化させ、三井物産環境

基金からの研究助成を獲得でき、その研究を開始できたことは、グループとして大きな前進

であった。これにより、複数の研究員が参画する学際的かつ実践的研究を通じ、これまでに

はなかった新たな国際貢献の枠組みを提示できると考えているが、この研究にすべての研

究員が参画できている状況にはない。したがって、他の研究員が共同で実施できるプロジェ

クトをさらに増やしていきたいと考えている。 
また、これまで同様、研究成果の積極的な発表にも取り組んでいく予定である。今後の研

究展開に期待されたい。 
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平成 29年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究 
 

国際共生社会研究センター 研究員 
大学院国際地域学研究科（国際学部） 教授 

荒巻 俊也 
Establishing Low-carbon, Sound Material and Water Cycle Social Systems

 
1. はじめに 

開発途上地域においては、水供給や衛生施設の

整備、廃棄物管理の高度化などにより生活環境の

改善が求められているが、省エネや省資源、温室

効果ガスの排出削減など今日的な地球規模での

環境問題への対応も同時に考えていく必要があ

る。このような中で、水供給や排水・廃棄物処理

などの環境インフラの形成において、行政側から

のトップダウン的なアプローチだけでなく、地域

住民の意識や選好などを考慮したボトムアップ

的なアプローチのもとに問題を検討していくこ

とも求められている。 
そこで、途上国における低炭素社会・循環型社

会、あるいは健全な水循環の構築に向けて、内発

的発展という視座のもと、地域住民の主体的な

（ボトムアップの）取り組みによる可能性や課題

について検討を行うことを目的として研究を進

めている。 
 本年度は、これまで実施してきたハノイ市郊外

での水利用実態と適切な水供給インフラ形態の

検討のほか、廃棄物管理における関係者の意識と

行動の調査や途上国における学校での環境教育

に関する調査研究を実施してきた。ここでは、そ

れらの成果のうち、ボツワナのサファリ観光地に

おいて観光産業関係者に対して意識や行動につ

いて調査した事例 1)と、さまざまな環境配慮施設

をとりいれた学校（エコスクール）について、日

本、フィリピン、ナミビアでの導入事例の比較し

た事例 2)を紹介する。なお、これらは東洋大学大

学院国際地域学研究科の博士前期課程学生であ

る Apollos Shakumu, Wedu Moroka との共同研

究の成果である。 
 

2.  サファリ観光地における廃棄物による環境

影響とその改善に関する研究 

2.1 研究の概要 

途上国においては自然資源を利用した観光業

は経済発展のための重要な産業の一つであるが、

観光振興による入り込み客の増加や自然地での

アクティビティの増加に伴う環境負荷の増加に

より、貴重な観光資源の劣化を招くとともに生活

環境や生態系の破壊につながることも懸念され

る。観光地において 3R を実施していくには、観

光客の意識の向上も必要であるが、観光業に実際

に携わる地域住民の意識の向上も重要である。そ

こで、サファリ観光地における廃棄物管理の現状

について調査を行うとともに、改善方法について

検討を行った。

 対象地としたボツワナは、国土の 30％が生態系

の保全地域となっている。しかし、これらの保全

地域はサファリ観光の貴重な資源となっており、

近年観光客が増えていく傾向にある。これらの地

域における廃棄物管理システムは十分に整備さ

れておらず、貴重な自然資源への脅威となること

が懸念されている。

2.2 調査方法 

 ここでは、ボツワナ北東部にある CT11 地区を

調査対象地とした。この地区は同国第 2 の都市フ

ランシスタウンから車で 4 時間程度のところにあ

るエリアである。

この地区において 2017 年の 2 月から 3 月にか

けて、現在の廃棄物処理処分の状況を調査すると

ともに、観光産業関係者へのインタビュー、保護

区内のサファリキャンプ施設の従業員に対する

アンケート調査を実施した。これらの調査により、
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47 名の従業員、7 名のサファリキャンプ事業のマ

ネージャー、2 名の観光行政関係者から意見を集

めた。

2.3 調査結果 

 保護地区周辺の地域では廃棄物は十分な分別

がされず、そのまま埋め立てられているケースが

多く（図 1）、また処分地の管理も適切になされて

いないため、自然環境への影響が懸念される状況

であった。

また、保護地区内にあるキャンプ施設では、施

設内で、生ごみ、有価物、それ以外と分けて保管

されていたが、分別がきちんと行われているとは

言えない状況であった。生ごみは発酵槽にためて、

野生動物等が近寄れないよう金網で覆う形で管

理してあったが、攪拌等はおこなわれておらず、

たい肥化したものは再利用されず、ためられたま

まとなっていた。さらに、調査時は雨季で大型車

がキャンプ施設にアクセスできない状況となっ

ており、多くのごみがキャンプ施設のバックヤー

ドにためられている状況であった（図 2, 3）。
 従業員へのアンケート調査では、従業員のうち

68%が廃棄物管理について十分な知識を持ってお

らず、3R（Reduce, Reuse, Recycle）といった活動

への理解度も十分でなかった。また、自ら排出す

るごみに対する行動について、分別してリサイク

ルしようという意識はなく、そのまま放置するか、

廃棄場所に置いておく、という回答がほとんどで

あった。

 マネージャーレベルの方や行政関係者へのイ

ンタビューでも、従業員の廃棄物管理に関する知

識や意識の欠如を指摘する回答が多く、分別収集

してリサイクルをするという仕組みを作っても

現状ではうまく機能しないことが指摘された。

2.4 まとめ 

 本調査の結果から、対象地域ではごみの減量や

リサイクルといった取り組みが組織的に行われ

ておらず、例えサファリ施設で分別して集めてい

ても、最終的にそのまま全量が埋め立てられてい

る状況であることがわかった。また、観光産業の

最前線ではたらく従業員たちの 3R に関する知識

や意識も乏しい状況であることがわかった。

 一方で、観光産業の関係者の間では廃棄物の問

題が重要であることの認識はあり、特にサファリ

施設ではアクセスの問題から廃棄物の発生をで

きるだけ抑えることが必要とされていた。行政、

観光産業、そしてその従業者が一体となり、廃棄

物の問題に組織的に取り組んでいく必要が示唆

される。

 

 
図１ 保護区周辺地域で埋め立て処分の状況 
 

 
写真 2 キャンプ施設のバックヤード 

 
写真 3 生ごみの発酵槽  
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3.  エコスクール事業による途上国における環

境教育に関する研究 

3.1 研究の概要 

 市民レベルで環境配慮意識を向上させていく

ためには、教育は最も有効なツールといえる。国

際的にも、Education for Sustainable Development と
して環境教育に関するさまざまな取り組みが行

われているが、ここではエコスクールに焦点をあ

てる。

 エコスクールは、日本では学校施設の新設や改

修の際に環境配慮施設を組み込む国の事業とし

て行われてきている。一方、東南アジアではエコ

スクールコンテストとして学校における自発的

な取り組みを表彰する制度があり、フィリピンな

ど国内でさまざまな取り組みが展開されている。

 そこで、日本およびフィリピンのエコスクール

の状況を調査し、ナミビアにおけるエコスクール

コンセプトの導入可能性について検討すること

を目的とした。

3.2 日本におけるエコスクール・モデル 

 日本のエコスクールは、前述した通り環境配慮

施設を学校に導入する際に行政からの支援を受

けられるもので、施設の導入がカギとなっていて、

また文科省だけでなく複数の行政部門が関与し

ている。さらに、教員がそれらの施設を環境学習

の素材として利用することも期待されている。

 東京都内の 3 つのエコスクール事業が行われて

いる小学校において聞き取り調査と質問紙調査

を行った。これらの学校に導入されている施設は

省エネや CO2 の削減にかかわるもの、廃棄物の削

減やリサイクルにかかわるもの、生態系保全にか

かわるものに分けられた。（図 4, 5）
質問紙調査では 19 名の教師から回答を得てお

り、79%の回答者は教育の素材として導入された

施設を利用しているとのことであった。また、約

半数の回答者が、教育素材としての利用は学習者

へ明確な影響を与えていると回答した。一方で、

学校における責任者へのインタビューでは、教員

が移動することにより、各学校の環境配慮施設の

授業での利用方法について、十分な引継ぎが行え

ないことを課題として挙げていた。

図 4 太陽光発電の教育素材としての利用

図 5 屋上緑化と緑のカーテン

3.3 フィリピンにおけるエコスクール・モデル 

 フィリピンにおいては、環境省が中心となり、

民間企業からの支援を利用してエコスクール・コ

ンテストを実施しており、このコンテストを目指

して各学校が自発的に環境配慮に取り組んでい

るものであった。

 環境省の担当者にヒアリングするとともに、マ

ニラ首都圏およびルソン島北東部のイザベラ地

区から上記コンテストに入賞したことがある合

計 4 つの小学校を選定して調査を実施した。

 いずれの学校でも新規施設を導入する資金が

十分にあるわけではないことから、廃棄物を効果

的に利用した節水の取り組み、コンポスト化の取

り組みやスクールガーデンなど、コストがかから

ない形でさまざまな取り組みの工夫をしていた

（図 6, 7）。また教職員や生徒だけでなく、PTA や

地域の組織が関与してこれらの施設を整備して

いる学校もあった。

 教師へのヒアリングでは、ほぼすべての教師が

これらの環境配慮施設の意義を認め、教育の素材

として利用していた。学校を挙げた取り組みとし

て、校長のイニシアティブのものと実践されてい

る様子が見て取れた。
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図 6 廃材等を利用した緑化施設

図 7 簡易な雨水利用施設

3.4 ナミビアにおける環境教育の現状 

 ナミビアにおいては小学校の理科や社会科と

いった教育課程の中で環境教育が組み込まれて

いる。しかし、学校において環境に配慮した施設

が十分に普及しているとは言えない状況にある。

首都ウィントホック地区および北部地方部に

おいて 7 つの学校を調査した結果、ナミビアにお

いて喫緊の課題である水資源の問題については、

雨水利用や節水の取り組みがいくつかの学校で

見られた。スクールガーデンなどの生態系に関す

る取り組みについては、政府が学校への植樹につ

いて支援をしているものの、その維持管理におい

て課題を抱えていた。また、廃棄物の分別収集プ

ログラムを試みている学校もあったが、きちんと

した分別は行われていないようであった。

3.5 まとめ 

 日本とフィリピンのエコスクールの状況を比

較すると、ともに環境配慮施設が導入された学校

においては教育効果を発揮しているようである。

しかし、日本のエコスクール事業は昭和期に建設

された学校施設の改修に合わせて予算が確保さ

れており、そのような予算の確保が難しいナミビ

アにとってはフィリピンで実施しているような

各学校からの自発的な参加を求めるような仕組

みが適切であると考えられる。また、その際には

政府関係機関の連携と民間企業を取り込んでい

くことが重要であることが示唆された。

4. 今後の展開 

本報では、環境問題に対する地域住民の主体的

な取り組みによる可能性や課題について検討を

行うために、2 つの事例をとりあげた。今後は、

これまで継続してきた水インフラの整備に関す

る議論や、廃棄物の削減や分別収集・リサイクル

に関するテーマについて、ベトナム等での現地調

査を進め、地域住民の意識や認識と影響を与えて

いる要因について分析を進めていく。
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いる。しかし、学校において環境に配慮した施設

が十分に普及しているとは言えない状況にある。

首都ウィントホック地区および北部地方部に

おいて 7 つの学校を調査した結果、ナミビアにお

いて喫緊の課題である水資源の問題については、

雨水利用や節水の取り組みがいくつかの学校で

見られた。スクールガーデンなどの生態系に関す

る取り組みについては、政府が学校への植樹につ

いて支援をしているものの、その維持管理におい

て課題を抱えていた。また、廃棄物の分別収集プ

ログラムを試みている学校もあったが、きちんと

した分別は行われていないようであった。

3.5 まとめ 

 日本とフィリピンのエコスクールの状況を比

較すると、ともに環境配慮施設が導入された学校

においては教育効果を発揮しているようである。

しかし、日本のエコスクール事業は昭和期に建設

された学校施設の改修に合わせて予算が確保さ

れており、そのような予算の確保が難しいナミビ

アにとってはフィリピンで実施しているような

各学校からの自発的な参加を求めるような仕組

みが適切であると考えられる。また、その際には

政府関係機関の連携と民間企業を取り込んでい

くことが重要であることが示唆された。

4. 今後の展開 

本報では、環境問題に対する地域住民の主体的

な取り組みによる可能性や課題について検討を

行うために、2 つの事例をとりあげた。今後は、

これまで継続してきた水インフラの整備に関す

る議論や、廃棄物の削減や分別収集・リサイクル

に関するテーマについて、ベトナム等での現地調

査を進め、地域住民の意識や認識と影響を与えて

いる要因について分析を進めていく。
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1. はじめに 

客とドライバーとの仲介をする配車アプリで

ある Commercial Transport Apps (CTAs)を介し

て，旅客を有償で個別輸送するサービスが世界中

の都市で展開されつつある．米国発祥の UBER
や Lyft，シンガポールが本拠の Grab，中国の滴

滴出行などが知られている． 
これらの企業によるCTAs のビジネスモデルは，

輸送サービスを提供するのではなく乗客とドラ

イバーとの仲介サービスであること，ユーザーイ

ンターフェイスに優れたスマートフォンベース

のアプリケーションを提供し，容易に発地と着地

を入力して予約に至ること，予約時に運賃が確定

することやドライバーの乗客による評価が表示

されることで利用者に安心感を提供しているこ

と，が特徴である．また一般に、既存のタクシー

より安価で提供されている場合が多い。既存のタ

クシーが使いにくい場合や信頼性が低い場合（た

とえば米国や中国の都市）は，既存のタクシーを

大きく脅かしているとされる一方で，既存のタク

シーとは異なる使われ方もされているといわれ，

利用の状況は国や都市によって大きく異なる． 
一方この種のサービスは，いわゆる民泊などを

はじめとする「シェアリングエコノミー」，すな

わち，一般個人が所有する遊休資産を ICT による

仲介で他人に貸し出すサービスの代表的な一種

とされている．ただし，狭義のシェアリングエコ

ノミーの「個人の遊休資産活用」という形態とし

ての，一般ドライバーが自家用車を利用して空き

時間に有償輸送をしているケースは，それが合法

である多くの米国の都市でも必ずしも多数派で

はなく 1)，一般ドライバーが個人事業者としてフ

ルタイムで従事しているケースが多いとされて

いる．また実は多くの国では，運転者は職業運転

免許保有者であることが義務付けられ，その多く

の場合はドライバーは登録された事業者に所属

することになる．ここでこの事業者の免許や登録

は，既存のタクシーの免許ではなく，規制のより

緩やかなハイヤー(Private Hire Service)の免許

や登録制度によることが多い．また CTAs が既存

のタクシーと提携してタクシーの配車サービス

を行っているケースもある．このようにCTAsは，

利用者からみれば各都市/国間で共通のプラット

フォームで提供されている（ようにみえる）サー

ビスであるが，本制度上は必ずしも日本の「白タ

ク」にあたるものとは限らず，国や都市により大

きく異なるものである． 
以上の基本認識のもとで，本研究では CTAs に

よる個別輸送サービスを，東南アジアの途上国に

ついて着目することとする．多くの東南アジアの

国々では，既存のタクシー（メーター付き）が一

定のサービスを提供しつつ，よりインフォーマル

なパラトランジットも旅客の個別輸送サービス

を提供している．豊富で安価な労働力からこれら

の個別輸送サービスの供給量およびシェアは高

いが，サービスの質の悪さや車両メンテナンス水

準の低さ，交渉制のパラトランジットの料金の不

確実さなど，現地の人々にとっても不満な点は多

い．そのような中で，CTAs 企業による 4 輪車お

よび 2 輪車の旅客個別輸送サービスが開始され，

とくにベトナムやインドネシアの諸都市では，配

車アプリによるバイクタクシーのサービスの開

始により，インフォーマルな従来のバイクタクシ

ーからの転換が進みつつある． 
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本研究では，東南アジアでの CTAs 提供企業の

現状と規制の動きを概観した上で，ベトナムのホ

ーチミン市を対象として，現状での規制の状況と

提供サービスを現地ヒアリング結果をもとに整

理し，あわせて在来のタクシーとバイクタクシー

との差異に着目して，アンケート調査をもとに，

CTAs によるタクシーとバイクタクシーへの利用

者意識を明らかにすることを目的とする． 
 

2. ホーチミンにおけるCTAsの概要 
(1) 東南アジアのCTAs大手3社のサービス 

東南アジアでは，主に米国発祥のUBER，シン

ガポール本拠のGrabがいくつかの大都市でサー

ビスを開始している2)3)．またGO-JEKはインドネ

シアの国内最大手のCTAsである4)．それぞれ都市

によって提供サービスは異なるが，4輪のライド

シェア型サービス，バイクタクシーを提供してい

るのが一般的である．加えてGrabは，既存のタク

シーと連携したタクシー配車サービスも提供し

ている． GrabとGO-JEKは旅客サービスとは別

にデリバリーサービスも提供している． 
4輪車のライドシェアについては，たとえばタ

イでは法的に位置付けられておらず，一般ドライ

バーによる個別旅客輸送は違法である．またたと

えばフィリピンでは2015年から，CTAs企業を

Transportation Network Companies (TNCs)と
位置付け，TNCs・運行事業者・運転手それぞれ

にタクシーとは別の規制を導入している1)．一方，

2輪車については，もともとバイクタクシーは事

業者・車両・運転手ともに法的に位置付けている

国はなく，制度上は完全なインフォーマルな交通

手段である．そのため，CTAsについても特に法

的に位置付けられていない． 
 

(2) ホーチミンでのCTAsの制度上の位置づけ 
ホーチミンでは現在，4輪/2輪ともに，UBER

とGrabがサービスを提供している．運輸行政は市

政府の交通省が統括しており，CTAsについても

これに含まれる．現在Grabと UBERの2社が自動

車（4輪）およびバイクタクシーの配車サービス

を提供している． 
以下，市交通省へのヒアリング結果をもとに制

度上の位置づけを述べる．4輪については，営業

用の普通車（10人乗り未満）を運転可能なB2免許

の所持が必要である．ただし非営業用のB1免許と

比べてB2 免許取得の難易度はそれほど高くない

（2週間程度の講習受講が必要）ため，多くのド

ライバーはB2免許を保有しているという．車両に

ついてはタクシーとは別カテゴリの「契約制車両

xe hợp đồng」としての登録が必要であり，その

許可証を車両のフロントに提示することが義務

付けられている．車両は運転手の私有車であるこ

とが多いが，運転手・車両とも個人営業は不可で

あ り ， 何 ら か の 事 業 者 ま た は 事 業 組 合

(corporative)に所属していることが必要である

（ただし，事業組合といっても運行管理などの実

体のないものも多いとみられる）．営業登録はタ

クシーとは異なる契約制車両（ハイヤーの扱い）

であり，法的には乗客と事業者（運転手）が乗車

時に輸送契約書を交わすことが義務付けられて

いる．2016年10月時点では，Grab (GrabCar)に
ついては，アプリ上での予約成立をもって法令上

の契約が成立しているとみなしている（書面の契

約書が不要）．これは，このような扱いを認める

ことで，その個々の契約情報である輸送記録を市

交通省に提出させ，あわせて適切な課税を行うた

めである．一方UBER(UberX, UberBLACK)には

調査当時はこのような扱いは認めておらず、乗客

と運転手が乗車時に書面契約書を交わす必要で

あるが，現実にはそれはほぼ行われていない（す

なわち正確な輸送記録を行政はチェックできず，

適切な課税もなされていない可能性がある）． 
2輪車については営業・非営業の免許区別はな

く，通常のA1またはA2免許(排気量による区分)
でバイクタクシーは営業している．バイクタクシ

ーは，既存のものもCTAsによるものも，特に制

度上の位置づけはない． 
(3) ホーチミンでのCTAs運営とサービスの現状 

GrabとUBERについて，ウェブページでの公開

情報2)3)と，それぞれの会社担当者へのヒアリング，

および両社のドライバーへのヒアリングをもと

に，運営とサービスの現状について整理する．な

おヒアリングは2016年10月に行ったものである． 
ホーチミンにおいて，4輪のライドシェア型サ
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ービスは，UBERが2014年7月，Grabが2016年か

ら開始しており，2輪についてはGrabが2014年11
月，UBERが2016年3月から開始している．また

Grabは，既存タクシーと連携したGrabTaxiを上

記に先駆けて2014年から開始している． 
Grab，Uberともドライバーの確保に力を入れ

ている．ベトナムでは2016年から小型車の購入に

必要な税金が安くなったこともあり，ドライバー

希望者に新車の購入のためのローン斡旋も行い，

あわせて1日あたり一定額以上の「水揚げ」があ

った場合に運転手にボーナスを支給するなど，契

約車両(ドライバー)数の確保と1台あたりの車両

の稼働時間の増加により，稼働車両の増加を目指

している．両社とも新規ドライバーの受付センタ

ーを設置しており，筆者がそれぞれに訪問した際

にも多くの応募者が訪れていた．なお，4輪/2輪と

もに，車両とスマートフォンは運転者自身が用意

することになっている． 
ドライバーの質の確保にも力を入れている．

Grabの場合は，応募時の免許証，健康診断書と無

犯罪歴証明書の提出を義務づけている．また強制

保険と任意保険の加入が義務付けられている（バ

イクについてはGrabが保険料を支払う）．加えて，

運転者講習を義務づけており，受付センターに併

設された会場で，多くの応募者が講習を受講して

いる．服装も，2輪の場合はユニフォーム・ヘル

メット着用(Grab支給)/サンダル・短パン禁止，4
輪の場合は襟付きシャツ着用などを求めている．   

Grabの運賃はUBERとほぼ同程度であり,4輪
の運賃はタクシーより割安である．なおGrabCar
は同年11月以降約20％値下げされた．バイクタク

シーについては，既存の交渉制のバイクタクシー

に比べると割安とされる．既存のバイクタクシー

は市場や特定の交差点などの人が多い場所での

いわゆる辻待ち営業であるのに対し，CTAsのバ

イクタクシーはどこでも呼び出しが可能であり，

稼働率はより高いものと思われる．なお既存のバ

イクタクシーとの「共存」のため，CTAsのバイ

クタクシーは，主要な市場とバスターミナル前で

の乗車と，流しでの客扱いは基本的には行わない

としている． 
運転手の収入は，Grabのウェブページでは，フ

ルタイムで4輪は2600万から3300万ドン/月（ウェ

ブには明示されていないが燃料代込），2輪は1000
万ドン/月（同）になると記載されている． 4輪ド

ライバー6名（いずれもフルタイムで乗務）への

インタビューでは，この水準に達している者はい

なかったが，うち2名のタクシードライバーから

の転換者は，いずれも手取りはタクシードライバ

ー時とほぼ同じとの回答であった．2輪ドライバ

ー2名（フルタイムで乗務）へのインタビューで

は，月収は約700万ドンとのことであった． Grab
の場合は，4輪は営業収入の20％を，2輪は同じく

50％をGrabに支払う契約となっている．契約台

数は，両社とも公表しなかったが，都心部周辺で

は両社の4輪/2輪ともかなりの数の車両がスマー

トフォン上に表示されており，極端なピーク時を

除けば概ね5分以内に配車される印象である． 

 

3. 既存のタクシー・バイクタクシーとCTAsによ

る輸送サービスに対する利用者意識調査 
(1)調査の概要 
ホーチミン市の行政職員を中心とした62名を

対象に，2016年11月にアンケート調査を行った．

アンケートでは，個人属性のほか，既存タクシ

ー・バイクタクシーおよびCTAsによる輸送サー

ビスに対する各種イメージ（快適性，信頼性など

９項目），満足度，各利用場面（私用目的，業務

目的・・・）での既存タクシー・バイクタクシー

および配車アプリによる輸送サービスの利用意

向を5段階で回答してもらった． 
被験者はホーチミン市の平均的な市民とは必

ずしも言えないが，フォーマルなセクターで勤務

し，業務や私用でタクシーやライドシェア等の利

用機会も多い人々であることから，既存のタクシ

ー・バイクタクシーとCTAsによる輸送サービス

との意識の差異を分析するには概ね有効なサン

プルといえる．被験者属性としては，世帯自家用

車保有率は26%とやや高めで，世帯バイク保有率

は98%（1名のみ非保有），スマートフォン保有率

は98%（1名のみ非保有）であった． 
 

(2) 調査の結果 
図-1に，被験者の各交通手段の利用頻度の構成
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比を示す．図で太線にした「月に3-5回」のライ

ンでみると，GrabCar/UberX,BLACKの利用頻度

は一般的なタクシーの利用頻度に匹敵しており，

GrabBike/Uber MOTOも同様であり，CTAsのサ

ービスの利用が日常的になっていることがわか

る．また一方で，「一度もない」の構成比は，

GrabCar/UberX,BLAC，GrabBike/Uber MOTO
ともに既存モードよりも高く，新しいモードを忌

避する人も一定程度存在することも読み取れる． 

 
図-1 対象被験者の各交通機関の利用頻度の構成比 

 
図-2 に，既存のタクシーと CTAs サービス（左

側），および既存のバイクタクシーと CTAs サー

ビス（右側）での各種イメージ（5 段階評価）の

差異を示す．ここで「安全性」とは主に交通安全

を，「安心性」はセキュリティ面での安心を指し

ている．また信頼性とは，「呼びたいときにつか

まる」（あてになる）ことを指している．  

 4輪については，「信頼性」以外の項目でCTAs
サービスの評価が高かった．とくに価格に対する

評価は高い．一方2輪については，「信頼性」と「快

適性」以外の項目でCTAsサービスが高かった．

「快適性」については，バイクの後部座席に乗車

するという特性から，既存のバイクタクシーとの

差異は有意でなったものと考えられる．それら以

外の有意となった項目については，既存モードと

の差異という観点では，2輪のほうがCTAsサービ

スへの評価がより高い．現状のホーチミンのタク

シーは少数社による寡占であり，とくに全国規模

のVinasunとMai linhは，電話での配車は極めて

スムーズで前者は配車アプリも導入しており，運

転手も制服を着用し車両も清潔である．ベトナム

のタクシーの料金は，タイやフィリピンなどより

所得水準の高い国々と比べても決して割安では

なく，価格よりもサービスの高さが特徴といえる．

したがってCTAsのサービスも，サービスの高さ

よりは割安な価格が評価されているともいえる． 
 
本稿は、2017年11月の土木計画学研究発表会（秋

大会）にて発表したものの抜粋である。 
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図-2既存タクシー/バイクタクシーと，CTAsサービスとのイメージの差異（5段階評価）
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1. 研究の背景と目的 

ミャンマー東部、シャン州ニャウンシュエ郡に

位置するインレー湖は風光明媚な有数の観光地

として有名である。その一方で、同湖及び周辺地

域の環境劣化に対して、ミャンマー中央政府、シ

ャン州政府、住民の間で危機意識が高まっている

（MOECF 2014）1。しかしながら、後に見るよう

に環境劣化の原因が複合的であることに加え、イ

ンレー湖の水質汚染をはじめとする環境劣化の

現状や、インレー湖周辺の地域住民の生計の実態

に関する調査・研究が断片的なものに留まってき

たことから、行政・住民にいずれのレベルにおい

ても本格的な環境改善活動につながってこなか

ったという側面がある。 

以上を踏まえ、東洋大学国際社会共生センター

は、2017 年度より 3年間の予定で、三井環境研究

基金の助成を受け、ミャンマー・シャン州を中心

に活動する NPO 法人地球市民の会と共同研究「ミ

ャンマー・インレー湖における環境悪化要因の分

析と住民主体の環境型環境改善手法の構築」を開

始した。本稿は 2017 年 3 月及び 6 月に実施した

現地調査で得た情報を中心に、インレー湖および

                                                   
1 MOECF(2014)によると、政府が鳥獣保護区を

設定したのは 1980 年代までにさかのぼるが、イ

ンレー湖周辺の環境問題を複合的にとらえ始め

たのは 2000 年代に入ってからとのことである。

2010～2015 年の包括的行動計画が策定されたが、

具体策に乏しく、改め UN-Habitat、ノルウェー

政府の支援を受けて長期復興保全計画が 2013 年

に策定された。 

周辺地域の環境劣化の現状とその要因を整理す

ることを目的とするものである。 

 調査は 2017 年３月 5日～10日、6月６日～9日

の 2度にわたって実施した。第 1回調査ではイン

レー湖周辺の 6つの村2の住民と（インダー族の）

住民有志が設立した Save the Inle という団体か

ら住民の生業活動や地域の環境劣化に対する認

識をヒヤリングした。また、第２回調査では、事

業対象地選定を主な目的に別の6ヶ村の住民と意

見交換をするとともに、再度 Save the Inle、南

シャン州ホテル観光協会からも聞き取りを実施

した。 

 

２．インレー湖及び周辺地域の概要 

 インレー湖はシャン高原に位置し、海抜約 880

メートルのニャウンシュエ盆地にある。湖の大き

さは東西 11 キロ、南北 18 キロ、湖水面積 43.5km

ほどであり(Furuichi 2007)、湖岸の東西を山脈

が走っている。湖には東、西、北からいくつかの

                                                   
2 ミャンマーの地方行政の末端の単位は村落区

（Village Tract）であるが、複数の村（Village）で

構成されることが多い。ニャウンシュエ郡には 35
村落区、444 ヶ村が存在する。第 1 回目の調査では、

マインタウ村落区、チャウンダイン村（シャン族中

心）、ボーミャ村（シャン族）、ンガペーチャウン 村
（インダー族）、ヌワタマ 村（インダー族）タンボ

ージー 村（インダー族）で聞き取りを行った。第 2
回はミンチャウン村（インダー族）、オウンビン村（イ

ンダー族）、インポーコン 村（インダー族）、チェー

ポーコン 村（インダー族）、ナダウンチャー村（イ

ンダー族）、ティエピン村、チャウナー村（レモング

ェ村落区 タウンヨー族）から聞き取りを実施した。 
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小さな川が流れ込み（合計 29、うち４つが通年流

れこむ川 3）、それに地下の水流が集まってできた、

いわばシャン高原にできた「巨大な水甕」（大野 

1978）がインレー湖である。インレー湖は図１に

あるように下流に続くが、住民の認識はニャンシ

ュエの河口地点からナンパンまでである。 

 インレー湖畔・湖上に集落を作り住むのはイン

ダー族と呼ばれる人々である。インダーとは「湖

の人」を意味する。その呼称が示す通り、彼らの

日常生活は湖と切り離せない。彼らは水上に建て

られた高床式家屋に居住する。船着き場が住居の

１階にあたるように建てられ、乾季と雨季で水深

が変化することに対応できるようになっている。 

 

図１ ニャウンシュエ郡 

 

 

出所：ニャウンシュエ森林局資料をもとに加工。 

水浴び、調理など住民の日常生活はこの水上家屋

                                                   
3 29 の川の集水面積は MOECF(2014,p.21) 参

照。 

を中心に行われる。インダー族の生計手段は漁業

や浮畑でのトマトをはじめとする水耕栽培が中

心である。インダー族の日常の交通手段は船であ

り、以前は足漕ぎの小舟が一般的であったが、近

年小型エンジン付きの船が急増している。 

インレー湖畔にはインダー族の他にシャン族、

また湖を囲む山間部にはパオー族、ダヌー族、タ

ウンヨー族など様々な民族が居住する。山間部の

民族は葉巻タバコ用の葉（タナペ）や飼料用トウ

モロコシ、サトウキビ生産から主な収入を得てい

る。  

 

３．環境劣化の現状と要因 

 インレー湖の環境劣化は以下のような現象と

して顕在化している。 

（１）湖の縮小 

 Sidle et al.(2007)の推計によると 1935 年

から2000年の間にインレー湖の面積は32.4%減少

しているとされる。 

面積縮小の大きな原因として指摘されるのが、

周囲の山間での森林伐採の拡大による湖への土

砂の流入・堆積である。森林伐採は日常的な燃料

用だけでなくタナペ加工用の薪の需要が大きい。

また、西岸の山間部を中心に焼畑・移動耕作が行

われており(Myint Su and Jassby 2000,Aye Thiha 

2005)、その山麓部への土砂流入が著しい。それ

が西岸のカウンダイン、タンボージ村近辺の陸地

化の進行を速めていると見られる 4。 

タンボージ村では 2005 頃までは雨季になると

住居の地点まで湖水が上がってきていたが、その

後水が来なくなったことで不要となった船を売

却した世帯も多いとのことであった 5。 

また、農地拡大のために古くなった浮畑 6の湖

岸への廃棄が長らく行われてきたことも湖面積

の縮小につながっている（MOECF 2014）。  

水位の低下も 1998 年以降顕著となっているよ

                                                   
4 Save the Inle からの聞き取り。この点に関し、政

府は浚渫に力を入れているが、土砂の流入予防に

十分な対策をとってこなかったという指摘がさ

れた。
5 タンボージー村での聞き取り。
6 浮畑の寿命は 15 年程度とされる。 
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うである。特にそれが深刻だったのは 2010、2013、

2015、2016 年とのことであった。たとえば、年間

を通じて最も水位が低下する 5月の時点で、1996

年は６フィートの水深があったのに対して、2010

年は４フィートであった 7。乾季のこうした水位

低下は船での往来を困難とし、日常生活に多大な

影響を及ぼすことになる。 

水位の低下には降水量の減少の可能性も否め

ない。あくまで住民の感覚的な認識に基づくが、

雨期でも水量が減少している。降水日の減少（1

ヶ月に 10日降雨があったところ 4日に減少など）

が一因である 8。もう一つの要因としては 1992年

に洪水が起きた際に水を下流に流すために川を

直線化したこともあげられている 9。 

 

（２）水質汚染  

湖の水質も年々悪化しているとされている 10。

既述の通り、インダー族は湖上、湖畔に居住して

いるが、その生活排水は適切な処理をされないま

ま湖に流入している。生活から出る様々なゴミも

分別されることなく焼却、廃棄されていることも

多い。 

一般住民の生活排水・廃棄物だけでなく、観光

関連活動に伴う汚水の増加もインレー湖及び周

辺の環境に負荷を与えていると見られる。2017年

6 月時点で、ニャウンシュエ郡のホテル数は 99

（3501 部屋）、うち水上ホテルが 22である。近年

観光客の増加を見込んだホテル建設が続いてい

るが、新しく建設されたホテルの場合バイオフィ

ルターを設置したり、化学成分の含有量が少ない

洗剤を使用したりするなどの一定の環境配慮を

しているケースが多い。しかし、既存のホテルで

は十分な対策がとられているとは言いがたい。ま

た、ホテルだけでなく観光客向け飲食店も増加し

ているがこれらに対する規制はまったく行われ

                                                   
7 ンガペーチャウン村での聞き取り。 
8 マインタウ村落区での聞き取り。 
9 Save the Inle での聞き取り。 
10 以下で取り上げた水質悪化の要因に加えて、

MOECF(2014)はインダー族の水葬の慣習をあげ

ているが、我々の聞き取り調査ではこの要因の指

摘はなかった。 

ていないのが現状である 11。 

また、トマトなどの野菜の浮畑での栽培には肥

料や農薬が多投される傾向があり、これが水質汚

染につながっていることも指摘されている。とり

わけトマトは 1990 年代半ば以降、全国に流通す

るようになって以降商業的生産が拡大し、投入財

の使用もそれに伴い増加した 12。 

水質の悪化には住民も懸念を示している。たと

えば乾期になると湖水の臭気が気になるという 13。

現在水浴びの水は多くの人が井戸水を利用して

いるが、昔ながらの水浴びを湖でする人もいるも

のの、それは水深がそれなりにある時期（雨期末

期の 9-10 月）に限定されているという 14。20～

30 年前までは湖水を飲料としていたという住民

が多いが、現在は飲料用の水は井戸水、遠方の水

源の利用、ないしは市場で購入するのが一般的と

なっている 15。 

（３）富栄養化 

湖周辺の農業生産での化学肥料の多投および

生活排水は湖水の富栄養化にもつながっている。

富栄養価はホテイアオイやその他水草の異常繁

殖につながっている。水草の繁殖も、水深の減少

と同様、住民の船での移動に支障をもたらすよう

になっている（図２）。 

また、水草の異常繁殖は水分の過剰蒸発にもつ

ながる(MOECF 2014)。加えてホテイアオイなどの

水草が水上部を覆うことによって日光が湖底ま

で届かなくなり、そうした光を必要とする固有種

が育ちにくくなる。この結果、生態系バランスが

崩れ、生物多様性の観点からも影響を及ぼすこと

になる。 

                                                   
11 南シャン州ホテル観光協会からのヒヤリング。 
12 ンガペーチャウン村の農家からの聞き取りに

よると、1970～85 年には窒素肥料のみ、その後

1986～88 年にリン酸肥料、カリ肥料を追加する

ようになった。1988 年からは主に副後肥料を利

用するようになり（NKP15－15－15）、1995 年

から NPK16-16-8 に切り替え、液肥なども使用す

るようになった。複合肥料の使用後、収量は向上

したという。 
13 マインタウ村落区での聞き取り。 
14 チャウンダイン村での聞き取り。 
15 Sage the Inle, ンガペーチャウン村、タンボー

ジー村、インポーコン村での聞き取り。 
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図２ ホテイアオイの繁殖 

 
出所：筆者撮影（2017.3） 

 

この結果、もっとも深刻な影響を受けるのが魚

類である。インレー湖には 41 の魚種が生息し、

そのうち 16 種が固有種である。これら固有種は

湖底近辺に生息することもあって急速に減少し

ていっている（Okamoto 2012）。こうした漁業資

源の減少に対して、漁業局はティラピアの稚魚放

流や家屋の下に網をはってのコイの養殖を推奨

したが、実はこれら外来種の拡大が固有種を脅か

す悪循環を生んでしまっている 16。現在、ティラ

ピアの放流や養殖は公的には禁止されているが、

実際には依然として継続されていると見られる

（MOECF 2014）。 

 

４.環境回復と保全への取り組みと今後の研究 

ミャンマー政府は、2013年に長期復興保全計画

を策定し、関係省庁やステークホルダーがすべて

関与するような形で環境回復と保全活動を進め

ようとはしている。ただ、2017 年の時点では具

体的な成果があがっているとは言えない状態で

あった 17。 
一方、注目される動きとして、既述のインダー

族の有志が設立した NGO “Save the Inle” が
ある。同団体は 2015 年に設立され、メンバーは

7000 人という。目的は農業近代化、農業問題の

解決、中小ビジネスの振興、インレー湖の保全、

GAP の水深と多岐にわたっているが、こちらも

資金制約などから十分な施策を打ち出すまでに

はいっていない。 

                                                   
16 養殖されている魚が湖に逃げ出してしまうこ

とがある（MOECF 2014）。 
17 Save the Inle での聞き取り。 

なお、本共同研究では、初年度は水質の現状の

把握、また環境負荷の少ない農業、すなわち循環

型農業（有機農業）の普及の準備としての対象村

の農家調査（ベースライン・サーベイ）、また土

壌流出対策としての植林パイロット事業が終了

したところである。今後, 村レベルで、環境啓蒙

活動、循環型農業普及活動を進めていく。その上

で、後者に関しては、住民の生計向上、また環境

負荷の軽減にどの程度寄与しうるかを検証して

いく予定である。 
 

参考文献 

大野徹 1978.「人と湖」『季刊民族学』（2：68-78）. 

Akashi,F. Motoyashi Satake, Masahiro Otaki and 
Noriok Tominaga. 2006. “Surface water quality and 
information about the environment surrounding Inle 
Lake in Myanmar” Limnology . 7:57-62 
Aye Thiha. 2005.“Land-use Adjustment Based on 
watershed classification using remote sensing and 
GIS: A Study of Inle Watershed, Myanmar”  
Zoebisch, Micael, Khin Mar Cho, San Hein and Runia 
Mowla eds.  Integrated Watershed Management: 
Studies and Experiences form Asia. 
Furuichi, Takahisa. 2007. “Soil erosion and 
sedimentation in the Lake Inle Catchment, Myanmar 
(Burma)” Unpublished theses submitted for the degree 
of Doctor of Philosophy of the Australian National 
University.
Myint Su and Akab D. Jassby. 2000. “Inle: A Large 
Myanmar Lake in Transition”, Lakes & Resseviors: 
Research management, 5:46-54.  
Ministry of Environmental Conservation and Forestry 
（MOECF）.2014. Inle Lake:Long Term Restoration 
& Conservation and Forestry. Nay Pyi Taw
Okamoto, Ikuko. 2012. “ Coping and Adaptation 
against Decreasing Fish Resources: Case Study of 
Fishermen in Lanke Inle, Myanmar” IDE Discussion 
Paper No.329.
Sidle, Roy C., Aland D. Ziegler, John B. Volgler, 
2007. “Contemporary changes in open water surface 
are of Lake Inle, Myanmar” Sustainable Science. 
2:55-65. 

56



 
 

4 
 

図２ ホテイアオイの繁殖 

 
出所：筆者撮影（2017.3） 

 

この結果、もっとも深刻な影響を受けるのが魚

類である。インレー湖には 41 の魚種が生息し、

そのうち 16 種が固有種である。これら固有種は

湖底近辺に生息することもあって急速に減少し

ていっている（Okamoto 2012）。こうした漁業資

源の減少に対して、漁業局はティラピアの稚魚放

流や家屋の下に網をはってのコイの養殖を推奨

したが、実はこれら外来種の拡大が固有種を脅か

す悪循環を生んでしまっている 16。現在、ティラ

ピアの放流や養殖は公的には禁止されているが、

実際には依然として継続されていると見られる

（MOECF 2014）。 

 

４.環境回復と保全への取り組みと今後の研究 

ミャンマー政府は、2013年に長期復興保全計画

を策定し、関係省庁やステークホルダーがすべて

関与するような形で環境回復と保全活動を進め

ようとはしている。ただ、2017 年の時点では具

体的な成果があがっているとは言えない状態で

あった 17。 
一方、注目される動きとして、既述のインダー

族の有志が設立した NGO “Save the Inle” が
ある。同団体は 2015 年に設立され、メンバーは

7000 人という。目的は農業近代化、農業問題の

解決、中小ビジネスの振興、インレー湖の保全、

GAP の水深と多岐にわたっているが、こちらも

資金制約などから十分な施策を打ち出すまでに

はいっていない。 

                                                   
16 養殖されている魚が湖に逃げ出してしまうこ

とがある（MOECF 2014）。 
17 Save the Inle での聞き取り。 

なお、本共同研究では、初年度は水質の現状の

把握、また環境負荷の少ない農業、すなわち循環

型農業（有機農業）の普及の準備としての対象村

の農家調査（ベースライン・サーベイ）、また土

壌流出対策としての植林パイロット事業が終了

したところである。今後, 村レベルで、環境啓蒙

活動、循環型農業普及活動を進めていく。その上

で、後者に関しては、住民の生計向上、また環境

負荷の軽減にどの程度寄与しうるかを検証して

いく予定である。 
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1. 研究の背景 

 大規模自然災害による被害からの復興が、日本

を含め各国において大きな課題であり、物理的・

経済的な復興だけでなく、地域社会がいかに再生

し得るかという質の面における復興の重要性が

問われて久しい。特に高齢化が進む地域では、地

域の自然環境や歴史、被災者のライフスタイルや

想い、ニーズなどを十分に把握したうえでの長期

的な支援がより求められている。東日本大震災で

は復興過程におけるコミュニティの拠点作りの

試みが多くなされており、陸前高田市の「りくカ

フェ」（後藤、2015）など多数の事例がある。拠点

作りのプロセスを通して、住民主導型の新たな地

域づくりを目指すものである。 

 本研究は広域かつ長期の復興プロセスの在り

方を、コミュニティ拠点に着目し展望することを

目的としており、近年大きな被害を受けたイタリ

ア中部を対象に調査を実施するものである。本稿

では 2017 年７月に実施した調査をもとに、2016
年イタリア中部地震における復興状況について

報告する。現地調査は 2017 年７月３日〜８日、

震源地から約 60km 離れたカメリーノ、および震

源地に近く復興活動の中心となっているアマト

リーチェにおける被災地視察および住民への聞

き取り調査、Dipartimiento della Protezione 
Civile（National Civil Protection、以下「防災局」）

での聞き取りを行った。 

 

２．2016 年イタリア中部地震と災害復興体制 

2.1 被害状況と体制  

 2016 年８月 24 日イタリア中部のペルージャ県

ノルチャ付近で発生した M6.2 および M.5.4 の地

震では 298 名の犠牲者がでる大規模震災となった。

以降、2017 年１月中旬まで５万回を超える地震が

発生し、広域にわたって被害が広がった（表１、

図１参照）。８月の地震により避難していた住民

が多かったことや警戒体制がとられていたこと

から、その後 M5.0 を超える地震では死者は少な

かったものの、歴史的建造物をはじめ建築物やイ

ンフラが重大な被害を受けた。防災局によれば被

害総額は約 21 兆 880 億ユーロにのぼる。 
 中央集権体制の強いイタリアでは、政府評議会

省のもと防災局が設置されており、災害予防や災

害対策における軍、地方自治体、赤十字などとの

調整、連携の役割を担っている。ローマに本部を

置く防災局には常時職員が配属され、緊急時に迅

速に対応できる体制を整えている。2009 年のラク

イラ地震で特に迅速な対応がとられ高く評価さ

れており（中村、2010）、2016 年８月 24 日におい

ても当日中に軍を含む救助隊による救援活動が

迅速に行われ、約 238 人が救出された。しかし度

重なる余震をうけ８月 26 日に非常事態宣言が発

令され、引き続き対策が続けられている。 
 
表１ マグニチュード 5.0 以上の地震 

 M 震源地 犠牲者 
2016 年 
8 月 24 日 

6.2 
5.4 

ウンブリア州ペルージャ

県ノルチャ付近 
298 人 

10 月 26 日 5.4 
5.9 

マルケ州マチェラータ県

ヴィッソ付近 
1 人 
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10 月 30 日 6.6 マルケ州とウンブリア州

付近 
1 人 

2017 年 
1 月 18 日 

5.3 
5.7 
5.6 
5.2 

アブルッツォ州ペスカー

ラ県ファリンドラ付近 
 

29 人 

 

図１ 震源分布と本調査対象地 
出所：Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 2017 

  
 防災局での聞き取りより、今回の中部地震は(1)
被災地が複数の州およびにまたがる広域である

ため、各行政組織の異なるシステムの調整、資源

の分配、インフラの連結などの難しさ、(2)当該地

域の不明瞭な建物規制や土地利用、水理地質利リ

スクなど領域が抱える脆弱性、(3)文化遺産の復旧

といった困難を抱えており、防災局としての調整

業務がこれまで以上に難しく重要であることが

明らかになった。また連続する地震を受けて住宅

支援が必要となった住民の数も多いことから、復

興における住宅支援の重要性も高いことも 2016
年中部地震の特徴である。 
 

３．大学都市カメリーノの事例 

3.1 被害と復興状況  

マルケ州マチェラータ県に位置するカメリー

ノは、面積 130km2、人口約 7,000 人、カメリーノ

大学関係者約 7,000 人による、中世の大学都市と

よばれる基礎自治体である。特に被害を受けた中

心部は、半壊している建物が１割程度、その他は

一部の損傷がみられる程度であり、街並みは一見

保たれている。しかし外観以上に内部の損傷があ

り危険であるとの判断を受け、現在もレッドゾー

ンとして被災レベルの建物調査が継続されてい

る。区域内は損傷の大きい建物の周りに瓦礫が山

積みになった状態であり、学校や広場に面する商

店などの部分的な補強措置がみられたが、建物の

修復作業はほとんど行われていない状況である。

共通して被害が大きくみられたのは、石やレンガ

が積み上げられて作られた教会などの古い建築

物の上階部分と、比較的新しく建設された鉄筋構

造の住宅の外壁であった。また建築物の多くが立

ち並んでいることから、損傷がみられない建物で

あっても隣接する被害の影響を避けられない状

態となっている。区域は軍によって警備されてお

り、住民は消防の許可を得て軍隊員の同行のもと

生活用品や商品などの運び出しを行っている。 

  

写真１ レッドゾーン内の路地(左)と教会前広場(右) 
（本稿の写真はすべて筆者撮影[2017 年７月]） 

  

3.2 仮説住宅地区とコミュニティ拠点 

震災発生後、約 5,000 人が避難所やコンテナ型

仮設住宅に避難したが、その後、約 100km 離れた

東沿岸部のアパートなどでの仮住まいをはじめ、

そのうち一部の住民は１日２便のバスを利用し

カメリーノまで通っている。現在はカメリーノの

外縁部に３箇所ある仮設住宅に約 300 人が避難生

活を送っている。仮設住宅は通路を挟んで両側に

居住スペースとなるコンテナが横付けされ、魚の

骨状の形をしており、外部空間との隔離が特徴的

である。仮設住宅内の公共スペースとして食堂、

多目的スペースが設置されているが、昼間の利用

者は少ない（写真２）。一方、通路は幅広くとられ

ており、通路に置かれたベンチに座り談話する高

齢者の方々の姿がみられた。トイレとシャワーは

カメリーノ 

アマトリーチェ 
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共同で、専用の空間が設けられている。仮設住宅

ごとにマネジメントを請け負う住民がおり、施設

内の管理や窓口業務を担当している。 
 復興拠点を狙いとしてとして新たに建設され

たのがメリーノ大学に隣接する仮設商業施設で

ある（写真３）。大小のテントが設置されており、

レッドゾーンから持ち出した日用品や雑貨など

がブースごとに販売されているが、テント内に換

気の他にエアコン等の設備がなく日中はテント

内の気温が上昇するため、気温が下がる夕方以降

のみ販売をおこなうという店がほとんどで、人気

はみられない。集会やイベントに使われるドーム

型のテントも隣接しているが、利用には許可が必

要で通常は施錠されており、自由に利用可能なコ

ミュニティの拠点としてはいえない状況である。       
 このように復興が遅れているカメリーノであ

るが、自治体と大学の役割が期待されており、そ

のひとつとして自治体とカメリーノ大学とが共

同で「IRO NON COROLLO CAMERINO（私は屈

しない、という意味）」という活動団体がある。学

生ボランティアの募集、エネルギー対策、商業活

動やイベント支援、広報活動などの再建支援活動

が行われており、活動と拠点がリンクすることで

地域における拠点作りに発展していくことが期

待される。 

 
写真２ 仮設住宅内の共有スペース 

 

 
写真３ 仮設商業施設の外観 

 

４．アマトリーチェの事例 
4.1 被害状況と現在 

人口約 2,700 人と小規模でありながら観光地とし

て人気のあったラツィオ州リエーティ県の基礎自治

体アマトリーチェでは、まちのシンボルであったサ

ンテミディオ教会をはじめ、歴史的建造物が並ぶ市

街地を中心に４分の３が全壊し、2017 年７月当時も

瓦礫が積み上がりレッドゾーンとして立ち入りが禁

止されている。サンテミディオ教会は民間企業によ

る再建が開始されているが、全壊した市街地ではほ

とんど復旧は進められていない。またアマトリーチ

ェにアクセスする一部の道路が閉鎖されており、道

路や橋などの被害も著しい。レッドゾーン外の広場

に建てられたコンテナ型の仮設住宅が現在は基礎自

治体の仮オフィスおよび災害復興本部として機能し

ている。 

 
写真４ 全壊した住宅 

 
4.2 仮説住宅地区とコミュニティ拠点 
 アマトリーチェではイタリア政府による住宅支援

のひとつ、Soluzioni di alloggiamento di emergenza
（Emergency Housing Solution、以下 SAE）による仮

設住宅の建設が始まった。テントやコンテナを使っ

た簡易的な仮設住宅とは異なり、長期滞在を想定し

たもので、40m2 から 80m2 の床面積、個別のバスト

イレ、キッチン、リビング、寝室を備えた長屋式の

住宅である。防災局によると一時的な避難生活のの

ち、数ヶ月の建設期間を経て住民が入居することが

想定されている。 
 調査時には SAE で建てられた仮設住宅が２箇所

で建設されており、2016 年 12 月から入居が開始し

ていた。被災した住民のなかで、高齢者や障害者な

ど生活困難者を優先のうえ抽選が行われ、その後

2017 年２月と５月に増設に伴う追加抽選が行われ

た。2017 年５月に入居が開始した住宅は、60m2 の家

58 59



 
 
屋に加え、テラス、ガーデンがあり、また棟間のス

ペースが広くとられているため居住空間としてはゆ

とりがみられる。建物内部はエアコン、冷蔵庫、テ

レビ、ソファー、テーブル、ベッドなどが備えつけ

られている。住民へのインタビューより、入居して

まだ数ヶ月だが、生活面においては特に問題なく過

ごせ、恐らく 10 年はここで過ごすだろうとの意見

が得られた。まちは早く復興して欲しいが、もとの

ように戻ることを強く望み、そのためには長期間で

も待つという価値観がうかがえる。 

 

写真６ SAE で建てられた仮設住宅 
 
仮設住宅の建設と同時に、商業施設や教育施設の

新設が顕著である。商業施設は鉄筋コンクリートと

木材を使ったデザインが特徴的で、２階建のデパー

ト型と広い敷地を利用したモール型など数カ所で建

設が進んでいる。これらに隣接して Save the Children
などの NGO によるチャイルドケアセンター、トレ

ント自治県の援助による小学校もすでに建設が完了

し活動が開始している。 
建設中のモール型商業施設でいち早く完成したレ

ストランは３面ガラス張りで、建設中の商業施設の

完成図や周辺の山々でのトレッキングイベント情報

などが掲示されており、被災者に関わらず復興支援

に関わる人々の憩いの場や情報共有の場としても機

能している。 

 
写真５ 新設レストラン内観 

３．考察 
 2016 年イタリア中部地震は、広域かつ長期にわた

る復興が必要とされ、今まで以上に行政や関係機関

の連携が求められているといえる。本調査では建物

被害レベルの異なる事例を取り上げたが、一部の被

害であっても歴史的建造物が立ち並ぶ中心部は崩壊

の危険性が高くなりやすい。比較的損傷の少ないカ

メリーノにおいても、社会活動の中心であった市街

地が長期間隔離されることによる住民生活への負担

は甚大である。一方で、アマトリーチェにみられた

ように、長い時間がかかっても歴史的建造物や文化

遺産の復旧を望む価値観を持ち、SAE のような長期

滞在型で住民の生活の質を保った対策が機能してい

ることは特徴的である。プレハブでの仮住まいか、

移住か、再建か、といった大きな選択と変化が必要

となる日本の事例とは異なり、まちの復興を望み長

期滞在を想定した質の高い仮設住宅というもう一段

落を置くことによって、コミュニティとして住民生

活や意識が保たれる可能性は注目すべき点である。 
 ただし、SAE の建設には相当の費用と時間も必要

でありすべての住民が居住できるわけではない。ま

た最も大きな要素として住民の心の支えとなる歴史

的建造物のようなシンボルがあるからこそ可能であ

るという面も否めない。復興プロセスにおいて、SAE
が長期間住み続けられる場所として機能するのは、

商業機会、就学機会などの生産活動が継続されると

いう条件も必要と思われる。総合的なまちの復興プ

ロセスのあり方として、今後もイタリア中部の中山

間地域の復興および SAE の役割に注目していきた

い。 
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平成 29年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

平成 29年度の研究活動を振り返って 
 

国際共生社会研究センター 研究員 
大学院国際地域学研究科（国際学部） 教授 

松丸 亮 

Review of Research Activities (FY2017)
 
１. はじめに 

平成 27 年度報告書では、現在の東洋大学国際

共生社会研究センター（以下、共生センター）の

プロジェクト「アジア・アフリカにおける地域に

根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開

発」において著者が実施しようとしている、防災・

復興分野での国際貢献手法の開発に関する研究

について、その背景や意義、目的などを整理し、

筆者のこれまでの関連研究を踏まえた形で、研究

の方向性として、（１）政府レベルの防災能力強化、

（２）コミュニティ防災活動の定着化、（３）より

良い復興にむけた被災地支援、（４）観光地と防災

－持続可能なビジネス、という４項目を示した

（松丸、2016）。そして、昨年度（平成 28 年度）

報告書では、このうちの「より良い復興にむけた

被災地支援」にかかる研究について、フィリピン

とインドネシアを対象にした研究成果の概要を

述べた（松丸、2017）。 

本年度は、上述の防災・復興分野に関する研究

を継続するとともに、昨年度末に採択が決まった

三井物産環境基金による研究助成「ミャンマー・

インレー湖における環境悪化要因の分析と住民

主体の環境型環境改善手法の構築」（NPO 法人地球

市民の会と共同で実施）を主に実施した。本研究

活動報告では、この二つの活動を中心に、著者が

平成 29 年度に実施した活動の概要とこれまでの

成果を述べる。 

 

２. 防災・災害復興分野における国際貢献手法に

係る研究 

本研究テーマについて、今年度はこれまでの成

果を中間的にまとめることを行った。共生センタ

ー資金による現地調査および他資金による調査

の結果と合わせた形で「大規模災害後の住宅再建

と集団移転地の持続性に関する考察」として取り

まとめ、国際開発学会第 28 回全国大会で報告し

た。報告は、バンダアチェ、タクロバン、熊本の

事例に、イタリアでの調査から得た示唆を含めた

内容である。以下、報告論文を要約した形で示す。 

2.1 事例分析結果 

■バンダアチェ（インドネシア） 

インド洋大津波災害後のバンダアチェの住宅

再建は、「現地再建」と「集団移転」大別される。

現地再建は、早期再建を優先したため、構造物に

よる津波対策がなされないまま行われ、津波に対

する脆弱性が再現されてしまったが、被災した地

域が元々利便性の高い地域であったため、街は活

気を取り戻しており、被災の影はほとんど見られ

ない。一方、集団移転は、移転先団地の立地条件

により状況が大きく異なる。市街地から離れたと

ころに位置する団地（Labuy）では、多くの住民が

団地を離れており、空き家が目立つ。加えて、住

民の離脱が公共料金の収入減となり、水道の維持

管理に問題が生じている。一方、市街地に近い団

地では、団地全体が活気に満ち増改築を行ってい

る家も多い。被災者による居住地選択が難しい中、

移住者への公平性の確保が課題である。 

■タクロバン（フィリピン） 

2013年の台風 Yolanda災害後、タクロバン市街

地の沿岸部は No Build Zoneに指定され、その範

囲内の住民が「集団移転」の対象となった。移転

は 2015年 12月に開始されたが、2017年 2月時点

でも集団移転用団地の建設と周辺のインフラ整

備が進行中であった。移転の早期実現を目指し、
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ライフラインの整備が追い付かない中で移転が

進められたため、水や電気に対する不満が発生し

ていた。また、住宅団地は、市街中心部から公共

交通機関で 1時間近く離れた場所に位置するもの

も多く、公共交通の頻度やコストなどへの不満も

多くあった。この状況は、集団移転開始直後（2008

年）の Labuyと同じで、他に居住地の選択肢が無

い住民は状況を受容するが、他の選択肢が与えら

れた場合、容易に住宅団地を去ることになり、

Labuyの二の舞になりかねない。 

■熊本地震後の熊本 

現在、多くの被災者は仮設住宅で生活を営み、

住宅再建を待っている。被災家屋撤去の遅れによ

る住宅再建の遅れなどが生じており、再建を待て

ない住民は、被災した家屋をそのままに別の場所

に家を求め、新たな生活を始めている。このよう

な状況は、被災コミュニティのつながりを無くし、

コミュニティの復興やコミュニティの持続性に

とって望ましくない状況を引き起こしている。 

2.2 事例の考察と得られた知見 

事例からは、「利便性」と「生計」が、住宅再建

地の「まち」としての持続性に影響することが推

察されるが、これまでの復興では、「早期」と「安

全」には注意が払われていたが、上記の２点への

配慮がやや不足していたことは否めない。今後、

住宅再建地が持続していくためには、これらの点

により配慮すべきであるが、それには今まで以上

に時間を要し、早期と相いれない状況になろうが、

早期をある程度諦め、時間をかけで持続可能なま

ちづくりを重視すべきであろう。 

「時間をかけたまちづくり」のためには、まち

づくりにかかる時間の間、被災者の生活の質を担

保し、安心してまちづくりを待てる状況としなけ

ればならないが、多くの被災市の状況はそうでは

ない。従って、まちづくり手法だけでなく、被災

者の仮設住宅での生活期間がどうあるべきか議

論をし、「仮設」の考え方を抜本的に見直す必要も

あるが、2016年のイタリア中部地震後にイタリア

で取られている施策（例、長期の復興を見据え、

生活の質に配慮した仮設住宅（写真１））などから

も、今後の復興を学ぶ必要があろう。 

 

３.「ミャンマー・インレー湖における環境悪化要

因の分析と住民主体の環境型環境改善手法

の構築」の進捗状況 

本年度より、特定非営利活動法人地球市民の会

（以下、TPA）と共同で三井物産環境基金の研究の

助成による「ミャンマー・インレー湖における環

境悪化要因の分析と住民主体の環境型環境改善

手法の構築」を開始した。プロジェクト期間は、

本年から 3か年を予定している。 

プロジェクトの幹事団体は、ミャンマー国にお

いて 13 年以上の長い活動経験を持つ TPA である

が、助成申請所の作成、現地調査計画の立案など

の主要な部分で、北脇センター長をはじめ共生セ

ンターの国際貢献グループのメンバー（荒巻研究

員、岡本研究員、眞子研究員、松丸）が関与し、

現地調査にも参画している。 

3.1 プロジェクトの概要 

ミャンマー連邦共和国、シャン州南部に位置す

るインレー湖はミャンマー有数の観光地であり、

国際的にも注目されている地域である。しかし、

近年、水質汚染や森林破壊、ゴミ問題など環境の

悪化が指摘されている。また、ミャンマーの民主

化以降、観光開発が進み、今後さらに環境破壊が

進むことも懸念されていることから、環境を改善

する対策の整備が急がれている。 

インレー湖の環境問題には、湖上生活を営む民

族（インダー族）の生活様式や農業生産方法の変

化が、湖の環境に大きな影響を与えていると言わ

れている。インレー湖の環境問題の解決にはハー

ド・ソフトの対策を多面的に実施していく必要が

あるが、水質や生活排水・汚水の量、水に起因す

る疾病などの環境に関するデータや、湖を生活の

場として利用している住民の環境意識などに関 
写真１ イタリア中部地震後の仮設住宅 
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に時間を要し、早期と相いれない状況になろうが、
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が、助成申請所の作成、現地調査計画の立案など

の主要な部分で、北脇センター長をはじめ共生セ

ンターの国際貢献グループのメンバー（荒巻研究

員、岡本研究員、眞子研究員、松丸）が関与し、

現地調査にも参画している。 

3.1 プロジェクトの概要 

ミャンマー連邦共和国、シャン州南部に位置す

るインレー湖はミャンマー有数の観光地であり、

国際的にも注目されている地域である。しかし、

近年、水質汚染や森林破壊、ゴミ問題など環境の

悪化が指摘されている。また、ミャンマーの民主

化以降、観光開発が進み、今後さらに環境破壊が

進むことも懸念されていることから、環境を改善

する対策の整備が急がれている。 

インレー湖の環境問題には、湖上生活を営む民

族（インダー族）の生活様式や農業生産方法の変

化が、湖の環境に大きな影響を与えていると言わ

れている。インレー湖の環境問題の解決にはハー

ド・ソフトの対策を多面的に実施していく必要が
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る疾病などの環境に関するデータや、湖を生活の
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するデータが乏しく、当地の自然環境や社会状況

の実態に即した形での効果的な環境改善活動が

行われているとは言えない状況にある。 

そこで、本研究では、インレー湖の環境悪化の

要因を学術的（科学的、社会的）に明らかにした

上、それに対する様々な対策を検討し、それを組

合せることで、対策の最適解を導き出し、インレ

ー湖における『住民主体で実践的な循環型環境改

善手法を構築すること』を目的に、3 年間の研究

期間以下のことを明らかにすることを目指して

いる。 

 事業予定地であるインレー湖の環境汚染の状

況（水質分布、季節変化など）を明らかにする。 

 インレー湖の環境改善にかかる住民意識を明

らかにする。 

 インレー湖の環境改善に係る全体ビジョンお

よび個別の改善目標を設定する。 

 インレー湖の環境改善対策にかかるハード・ソ

フト両面からの対策の組み合わせを「循環型」

の視点からいくつかの代替案を作成し、住民の

受容度、環境や経済へのインパクト等をもとに、

目標達成のための最適解を明らかにし、住民参

加型で実践的な循環型環境改善手法である「イ

ンレー湖モデル」を構築する。 

3.2 研究の内容と進捗状況 

(1) 研究の内容 

研究は以下の内容と流れで行われる 

■インレー湖の環境に関する調査・分析 

①水質実測：湖全体としてのマクロな水質の状

況、および生活地域におけるミクロな水

質状況の把握を目的。年複数回の観測を

研究期間全体を通じて実施する。 

②水を起因とする疾病、水系性感染症等の有無、

罹患率等の調査 

③インレー湖周辺住民の排水量と水使用量、土

砂流出量の把握 

④その他の社会・環境データの収集 

■住民の環境に関する意識に係る調査・分析 

ワークショップ、インタビュー、参与観察とな

どを通じ、主に質的データを収集。 

■環境改善対策に係る代替案の検討とパイロッ

ト事業の実施 

パイロット事業は、湖畔村および植林対象村合

計で 2～3村で実施し、環境面・経済面から、事業

実施のインパクトを評価する。 

■インレー湖の環境改善モデルの提示 

(2) 研究の進捗状況 

これまで、2回の現地調査を行い、2018年 3月

に第 3回目の現地調査を予定している（表１）。 

表１ これまでに実施した現地調査の内容 

回 期 間 内  容 参加メンバ

ー 

1 2017年 

6月 5日～ 

   11日 

水質調査（乾期） 

コミュニティ調査 

流域調査 

松丸、岡

本、眞子、

柴田 

2 8月 27日～ 

   31日 

水質調査（雨期） 

コミュニティ調査 

眞子、柴田 

3 2018年 

3月 6日～ 

10日（予定） 

環境教育ワークショッ

プ 

 ・水上コミュニティ 

 ・ホテル協会など 

松丸、岡

本、眞子、

柴田 

注）柴田 RA（TPA所属、現地駐在）は、農村調査等を継続して行
っている。 

 
写真２ インレー湖における水質調査の様子 
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写真３ コミュニティでの聞き取り調査風景 

これまでのところ、環境面では、雨期・乾期に

それぞれのインレー湖の水深（雨期と乾期で水深

が 1m程度変化する）や水質の違い（雨期のほうが

全体的に水質が良い）、水質の面的な分布（CODは、

北部が高く、濁度は西側が高いなど）が明らかに

なってきており、社会面では、インレー湖畔の水

上村、陸上村の営農状況や収入構造などが明らか

になってきた。その結果をもとに、環境改善活動

の内容や循環型農業、植林事業の対象集落などの

検討を行い、概ねその目途がついたところである。

来年度に向けて、具体的な活動計画の立案を行い、

準備を進めているところである。 

水質、社会・経済状況などの詳細については、

各研究員の報告を参照されたい。 

 

４. 地域開発支援方法の模索―フィリピンにお

ける PPP 事業を事例に 

共生センターに所属する加藤 RA は、本年度、

「Public Private Partnership（PPP）を活用した

開発途上国の地域開発における民間企業の参入

に関する研究―フィリピンにおける事例研究を

中心に―」と題した博士論文を執筆した。この博

士論文は、同 RA が所属する会社等により事業が

進んでいるフィリピンのミンダナオ島ブトゥワ

ン市における PPP事業をケーススタディとして取

り上げている。 

上記事業は、フィリピンのミンダナオ島の北東

部にあるブトゥアン市を中心としたエリアで、日

本の建設コンサルタント企業と現地企業が共同

で地域開発を目的に実施する、複数の PPP事業（ブ

トゥアン PPP事業）であるが、博士研究ではこの

事例をケーススタディに、博士研究のテーマであ

る、複数の PPP事業を並行して 1つの事業として

実施する「バンドリング」の効果について検証を

行い、その結果を示している。 

加藤論文では、実際の事業で確認されたバンド

リングの効果として、事業の収益性の違いという、

バンドリングによる「量的効果」に加え、ブトゥ

アン PPP事業の関係者に対してのグループインタ

ビューなどを通じ、事業実施における規模の経済

の発現、事業実施の迅速化、事業リスクの軽減と

いった、バンドリングによる「質的効果」につい

ても確認している。さらに日本の建設コンサルタ

ント企業へのインタビューから、企業の経営的な

観点からもバンドリングの効果を確認しており、

開発途上国における地域開発の実現を促進して

いくために、さらなる PPPの活用手段としてのバ

ンドリングの意義や有効性、適用性を提示した示

唆に富んだ論文となっている。 

国際貢献グループでは、PPP を活用した地域開

発を国際貢献の新たな手法としてとらえ、本年度

は、加藤論文のケーススタディの対象地である、

フィリピン国ブトゥワン市を訪問（2018年 2月 22

日～2月 24日を予定）し、事業の内容や進捗を確

認するとともに、現地関係者との面談を行う予定

である。 

来年度以降の研究の展開に向けて、検討を進め

ていきたい。 

 

５. おわりに 

本年度は、専門である防災・復興関連研究につ

いては、中間的な報告ができた。防災・復興関連

研究にくわえ、インレー湖の環境改善事業やフィ

リピンの PPPによる新たな地域開発など、国際貢

献テーマのテーマコーディネーターとして、新た

な国際貢献手法の模索を始められたことは、本セ

ンターの研究への貢献という意味で大きな一歩

であったと考えている。 

共生センタープロジェクトも残り 2 年となり、

成果を求められる時期に来ていることから、今後

は、これまでの研究を継続だけでなく、成果が目

に見える形で発信できるように、それぞれの研究

課題に取り組んでいきたい。 
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An Interim Report of the Study on the Process of Social Welfare Development 

1. 研究の背景

本センターにおいて、筆者は社会福祉の発展過

程に関する情報を収集し、社会・経済発展の各段

階において先行事例として参考となるような情

報を整理・統合し、一般化を図ることを目指して

いる。昨年の研究成果においては、先進諸国の福

祉国家としての枠組の違い（レジーム分類）が途

上国への援助枠組にどのような影響を与えるの

かを検討するために、筆者が長年研究フィールド

としてきた北欧諸国を事例として高等教育援助

の変化について報告した。

平成 29 年度は、世界的な社会的保護の拡がり

の中で日本における社会保障の生成過程の事例

から得られる示唆について論考を発表した。その

後、西アフリカのガンビア共和国で現地調査を行

う機会を得た。そこで、本報告ではまず、論考の

概要を説明し（2 節及び 3 節）、さらに実施した調

査で得られた情報をもとに考察を行う（4 節）。

2. 社会的保護の土台

2014 年に国際労働機関（ILO）が発表した『World 
Social Protection Report』 によれば、今日ではすべ

ての国家が何らかの社会保障制度を有するよう

になった。労災給付、高齢者、障害者、遺族への

給付（年金）は、ほとんどすべての国で法定制度

として整備され、疾病給付や出産給付はおよそ 8
割の国で整備されている。しかし、失業時の何ら

かの給付や、子どもや家庭への給付制度を有する

国は半分程度にとどまっている。また、児童、高

齢者の所得保障、稼働年齢層の失業、疾病、障害、

死亡、出産時の生活リスクに対応し、全世代を包

含する医療保障を備えた包括的な社会保障シス

テムにカバーされている人口は、全世界で 27％に

とどまっている。一部の領域にしか対応していな

い極めて限定された保障制度の提供に留まって

いる国ぐには、アフリカ（サブ＝サハラ）と東南

アジアに集中している。さらに、法定制度が整備

されても、人口の一部をカバーするにとどまって

いることも多い。何らかの公的支援や給付を受け

て医療サービスを受けることができる人口の割

合は、アフリカではまだ 24.7％にとどまっている。

国連では 2009 年以降、「社会的保護の土台（床）」

イニシアティブを展開している。これは、各国の

社会保障システムの土台となる普遍的かつ最優

先で整備すべき制度を示し、その整備を促進しよ

うとするものである。この土台は、危機的状況に

陥らないための最低限度の基礎サービスの供給

と資源の社会的移転の二つの要素で構成される。

言い換えれば、ごく基礎的な経済・社会・生活に

必須のインフラの整備と、集中する富の社会内再

分配を図ることを土台として示している。

WHO とともにイニシアティブの主導機関とさ

れた ILO では、この社会的保護の土台構築を世界

レベルで推進する「社会保障適用拡大世界キャン

ペーン」を展開している。その戦略として、ILO
は、社会保障システムの基礎として社会保障の土

台を築き・維持すること（水平軸）と、できるだ

け多くの人により高い水準の社会保障を確保す

るために漸進的に社会保障を拡大していくため

の戦略を推し進めること（垂直軸）の二つの軸を

示し、社会保障制度の整備を、緊急性・必要性の

高いものから将来的に整備されればよいものへ

と段階別に整理した。そして、最も緊急性・必要

性の高い「土台」となる部分に、すべての人に対

する最低限度の必要保証として保健医療、基礎所
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得の保障を据えた。土台は(a)周産期医療を含めた

必要不可欠な医療、(b)子どもが十分な栄養、教育、

養護、その他の必要物資・サービスを得られるだ

けの基礎所得保障、(c)特に疾病、失業、出産、障

害等により十分な収入を得ることができない成

人への基礎所得保障、(d)高齢者への基礎所得保障、

で構成される。そして、戦略はこの上に 2 つの層

を付け加える。第二層は、負担能力に応じた強制

的社会保険制度、第三層はより手厚い保障を提供

する任意加入の保険制度である。

この戦略の意義は、次の点にある。第一に段階

的に整備していくという漸進性を持たせたこと

で、開発段階を問わずに適用できる点である。こ

れまでの近代化を前提とした社会保障制度構築

という固定観念にとらわれず、適用可能性を広げ

た。第二に、社会保障制度の整備の段階とその優

先順位を示すことで必要な人へ届くような枠組

みを示した点である。社会保障の発展・展開の歴

史を見ると、本来の社会保障の目的以外の理由

（特権集団の擁護、労働力確保、戦意高揚、戦費

調達等）で導入されてきたことが多い。こうした

目的からそれた制度整備は、最も保護を必要とす

る人びとをカバーできないことが多い。第三に、

実効性も追求する建設的な指針となっている点

である。ILO は戦略策定に先立って（2008 年）、

発展途上国 12 か国の事例を検証し、土台の構築

にかかる費用は GDP の 2.2 から 5.7％程度に相当

し、十分負担可能であるとの試算結果を示してい

る。さらに、漸進性や各国の事情に応じた多様性

を認め、手段やプロセスを問わず多様な資源の活

用を奨励するなどの柔軟性がある。

社会的保護や社会保障は、長い間、開発援助や

開発地域における取組とは縁遠いものとされて

きた（Hall & Midgley 2004, Ellis, Devereux and 
White 2009, Patel, Midgley & Ulriksen 2013, 
Surender, Walker & Elgar 2013, Midgley 2014ほか ）。

しかし、SDGs が掲げる目標に向けて、これまで

の主に経済開発、ハードインフラの整備を中心と

した既存の取組だけでなく、開発地域においても

社会的保護や社会保障あるいはこれを実施して

いく社会政策が必要となっている。

3. 社会的保護の生成と日本の事例の示唆

いわゆる先進諸国では、近代社会の成立と産業

資本主義の形成や発展を経て、社会保障制度を発

達させてきた。日本では、後発性や戦争・戦後処

理などのユニークな環境要因が働き、先進諸国内

でも独特で緻密に整備された社会保障システム

を作り上げている。例えば、企業福祉を活用して

企業による雇用保障に依存し労働保障の開始が

遅かった点や、家庭内労働力を前提にした片働き

型の世帯をベースとした保障単位の設定をして

いる点が特徴的である。このため、21 世紀の社会

変化や人口構造の変動に追い付いていない部分

もあるが、一方ですべての住民に年金と医療を保

障する 1961 年に国民皆保険・皆年金をスタート

させたことは重要である。とりわけ、職域ごとの

健康保険と市町村が保険者となる国民健康保険

を組み合わせた、日本全国をカバーする医療保障

制度は、複合的かつ包括的な世界有数の制度を作

り上げている。基礎自治体をベースとした社会保

険の運営が地域保健と相互に補完しあい、地域ベ

ースの医療保障をある程度確立させていること

は注目に値する。実際には限界も多く、超高齢化

の進行や小規模自治体の財政脆弱性のために多

くの自治体は国民健康保険の運営危機に直面し、

最終的に保険者は広域自治体（都道府県）へ移行

することとなった。しかし、初期の成立過程が持

つ可能性はこれから制度の導入・構築を図る場合

に非常に示唆を持つし、市町村単位の保険運営を

含む医療保障の優位性は重要である。

【定礼：医療互助組合】

現在の日本の医療保障は、職域ごとの被用者保

険を各市町村が運営する市町村国民健康保険と

生活保護による医療扶助で補完し、すべての住民

が何らかの健康保険制度に加入し、医療費が全国

一律の点数制度で計算され、保険診療は全国どこ

でも原則同じ費用で受けることができる。

被用者の医療保険は、先行して設立された企業

ベースの共済組合制度を追いかける形で 1922 年

に制度化された。一方、市町村国民健康保険は、

1938 年に困窮する農山漁村地区の住民の医療費

負担を図るために導入された。当初は市町村を単

位とした任意設立の組合による運営を前提とし、

設立団体は少なかったが、やがて戦時体制下で健
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発展途上国 12 か国の事例を検証し、土台の構築

にかかる費用は GDP の 2.2 から 5.7％程度に相当

し、十分負担可能であるとの試算結果を示してい

る。さらに、漸進性や各国の事情に応じた多様性

を認め、手段やプロセスを問わず多様な資源の活
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しかし、SDGs が掲げる目標に向けて、これまで
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民健兵施策として利用され普及していった。  
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できない住民を多く抱えていた。また無医村状態

の村も多く、死亡率は高くとどまっていた。とこ

ろが、深刻な窮乏状態にあった岩手県沢内村（現

在の西湯田町）では、老人及び乳児の医療費の無

料化を図り、同時に村の村民の健康管理を進め、

村の再生を図ったと評価されている。

1955 年の岩手県沢内村は、岩手県内所得最下位、
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（人口千人あたり、全国平均 39.8）に上っていた。
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乳幼児死亡率ゼロを達成し、国民健康保険会計は

1963 年から伸び率がマイナスになり、1979 年に

黒字に転換している。このエピソードは医療費無

料化が注目されるが、それ以外の工夫があって成

し遂げられた。冬季の道路除雪、国保病院と村行

政の統合、保健師の増配、家庭調査に基づく村民

全員の健康台帳の設置、村民による保健委員組織

の設置、婦人会による保健学習（婦人学級）、村

内機関・団体・地区代表者で構成される地域保健

調査会の設置、全予防接種の無料化、結核患者・

精神病患者・母子家庭、重症重度心身障害者の医

療費無料化、分娩・火葬の全額村負担、各種検診

費用負担、患者無料送迎バス、往診料定額化など、

医療費に関連する費用の村民負担の軽減を図る

ことで、最終的に保険運営を黒字転換させた。沢

内村の成功は、村長ら行政側のリーダーシップに

負う部分が大きいし、関連制度の整備が不可欠で

あった。しかし、医療費の負担を共有しているこ

とが、村民全体の自己管理意識や健康推進意識を

刺激し、生活を変えていった。一方的な援助では

なく、単位内で費用とリスクを分散し共有させる

ことが重要であり、それが小さな基礎自治体や地

区で実施されることの意義を示している。

4. 社会的保護の課題：ガンビア共和国から

西アフリカに位置するガンビア共和国は、ガン

ビア川の流域を国土とし、周囲をセネガル共和国

に囲まれた人口およそ 200 万人の国である。一人

当たり GDP は 1700 ドルで、産業の中心は農業で

ある。1965 年にイギリスから独立した後、1994
年から 22 年間にわたって独裁政権下にあった。

2016 年に選挙により大統領が交代し、経済改革を

進めようとしている。

社会的保護の課題は多く、社会的保護の土台の

形成から進める必要がある。保健社会福祉省デイ

サッカ Fanta Deisacka 福祉部長によれば、妊産婦

と子どもの保健医療の確保が省の最重要課題で

あり、3 歳以下の子どもへの無料医療に取り組ん

でいるとのことであった。加えて、子どもの発達、

栄養、養育者のいない子どもの保護なども重要課
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題であった。紛争等によるリスクがないにもかか

わらず、妊産婦死亡率は 706（人口 10 万対、世界

9 位）、乳幼児死亡率は 60.2（人口 1000 対、同 17
位）で、保健医療の対応が急がれる。なお、貧困

問題は、保健福祉省ではなく、国土地方政府省や

農林水産省等で、主に収入の確保と経済基盤の確

立や、居住地の確保とそのための土地の分配政策

として取り組まれている。

ところで、首都バンジュールの近郊では、頻繁

に車いす使用者が見られる。道路事情が悪いため、

舗装された車道を通行する姿もよく見られる。デ

イサッカ部長によれば、ガンビアの障害者の割合

は約 2％で、その多くは交通事故、ポリオ、その

他の非伝染性の疾病由来の（身体）障害とのこと

であった。原因となった疾病のほとんどは糖尿病、

心臓発作、高血圧などの生活習慣病によるもので

ある。しかし、障害者への直接的な対応は国レベ

ルでは行われていない。

代わりにガンビアでほぼ唯一の障害者への補

装具の提供を行っているのが、首都バンジュール

に位置する保健社会福祉省の建物の奥に位置す

る 1983 年に設立されたガンビア身体障害者協会

である。身体障害者協会は、義肢の作成や車いす

など障害者の補装具の作成と提供を行っている。

建物の内部には、理学療法室がありリハビリテー

ションのための装置がわずかにみられるが、これ

らは使われておらず、義肢や車いすの装着室、器

具調整室、倉庫が主に使われていた。建物はスウ

ェーデンが寄付したものである。職員は義肢装具

士のガブ・ヤルジュ Gabu Yarjue 氏がほぼ一人で

すべてを担当し

ており、その他に

車いすの調整を

担当するスタッ

フがいる。このス

タッフは車いす

使用者である。ヤ

ルジュ氏はデン

マークの援助に

よって現地で義

肢装具技術を身

につけた国唯一

の義肢装具士である。協会の予算は国の支出で賄

われているが、年間予算は 100 万ダラシ（約 230
万円）で、3 か月で底を尽きるとのことであった。

なお、装具は無料で提供される。倉庫にはオラン

ダなどから寄付された中古の車いす用タイヤや

ホイールなどの部品がうずたかく積み上げられ

ており、電動ドリルや研磨機などがあるものの、

手動操作式の旧型のものであった。

この事例は、社会的保護における資源の窮乏を

如実に示している。ガンビアでは、ほとんどの公

共事業は、寄付や援助を財源として行われている。

身体障害者協会が担っている義肢装具の提供事

業も寄付や援助なくしては現実的に成り立たな

い。しかしながら、社会の構成員が共同で、集合

的に責任と負担を担う仕組みを作り上げなけれ

ば持続可能ではない。そこで、そのための方策・

選択肢の検討を次年度の課題としたい。
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「持続可能な開発目標と国際貢献－フィールドから見た SDGｓ－」の刊行 

 

国際共生社会研究センター 客員研究員 

 金子 彰 

 
Publication of “Sustainable Development Goals and International Contribution” 

 
本稿は 2017 年 9 月に刊行された「持続可能な開

発目標と国際貢献－フィールドからみた SDGｓ

－」（以下 2017 刊行物という）について筆者は編

集委員として編集に携わったので以下 2017 刊行

物の編集の概要について述べる。 
なお、刊行には長時間必要なため以下には 2017
年以前から行ってきた活動内容も含む。 
1．背景 

1.1 既刊の刊行物 
 国際共生社会研究センター（以下センター）に

おいては 2001 年の設立以来 5 冊の刊行物（参考

文献 1～5）を刊行してきた。2017 刊行物（参考

文献 6）はこれらに続く第 6 冊となる。このうち、

参考文献４を除く刊行物は基本的にセンターの

各研究員のフィールドにおける研究活動とその

成果をまとめたものとなっている。参考文献４は

あらたなテーマである内発的発展についてその

理論的側面を整理するとともに、各学問的分野に

おいて内発的発展がどのように扱われているか、

それがアジアの内発的発展にどのように寄与し

得るのかという観点から述べており、理論的ある

いは手法的な観点にポイントをおいたものとな

っている。なお、参考文献 4 は国際開発学会から

審査委員特別賞を受賞している。  
 1.2 2015 年度からのセンターの研究 
これまでの研究を踏まえセンターは 2015 年度か

ら新たに」アジア・アフリカにおける地域に根ざ

したグローバル化時代の国際貢献手法の開発」を

テーマとして文部科学省の私立大学戦略的研究

基盤形成事業の支援により研究を進めることと

なった。そのポイントは SDGs の実現をめざす商

法の開発のための研究である。本研究は、センタ

ーのこれまでの研究成果をベースとして図１に

示すようにアフリカなどもその対象に加え「社会

基盤形成」「」人材育成」「持続可能な社会と環境」

の 3つの研究分野を設定するとともに、研究実施

のために「国際貢献」「持続可能なビジネス」「イ

ンクルーシブ・アフリカ」の 3つのサブテーマを

設けてセンターが SDGs の実現への貢献について

研究を行うことである。 

 

図 1 センターの経緯とめざすもの 

 

2. 2017 刊行物のねらいと特徴 
 2.1 2017 刊行物のねらい 
2017 刊行物においてはこのセンターの新たな

研究について、具体的にどのような取り組みを行
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っているのか、また現時点での成果と今後の展開

の方向はどのようなものであるかについて体系

的に示す。特に、SDGs の目標をふまえた国際貢献

について具体的な取り組みを示し国際開発専門

家やＮGO、関心をもつ市民やこれらを学ぶ学生た

ちにとっても良きテキストとなることを期待す

るものである。 

2.2 2017 刊行物の特徴と構成 
2017 刊行物においては、SDGs 実現の手法を明

らかにするために従来の刊行物をふまえつつ以

下の点に留意した。 
①センターの研究員に加え外部の実務専門家に

執筆を依頼しその内容を取り入れた。（第 1章、

コラム１、第 11 章、第 12 章） 
②センターが実施した国際シンポジウムやワー

クショップの成果を取りまとめその内容を取

り入れた。（第 2 章、第 11 章、第 12 章、なお

国際シンポジウムやワークショップの発表内

容は参考文献 7、８、９参照） 
③SDGs 実現手法とそれに対するセンターの貢献

について体系的に示すために、各執筆者の執筆

内容を編集委員会で横断的に整理、とりまとめ

を行った。（第 14 章） 

④各書のタイトルを原則として〇〇〇と SDGs と

して趣旨を明確にした。（各章） 
このことから従来の刊行物はセンターの研究

者による調査・研究成果の公表が主体であったが

2017 刊行物においてはこれに加えて SDGs 実現

の手法を提案していくという性格が大きくなっ

た。このことによりセンターの研究の方向をより

体系的に示せるようになったと考えている。以下

に 2017 刊行物の概略の構成を示す。 
第１章 持続可能な開発目標（SDGs）とは何か  

第２章 経済開発と SDGｓ－民間主導のアフリカ

経済 

第３章 ソーシャルビジネスと SDGｓ－インフラ

普及における有効性 

[コラム 1ミャンマーのインフラ普及に向けた 

NGO 活動] 

第４章 都市化と SDGs－都市化の肯定的利用手

段としての建築物－ 

[コラム 2 フォーマル化しつつあるインフォー 

マル交通] 

第５章  環境分野での SDGs の達成に向けた国際

貢献 

[コラム 3 適正技術と倹約的技術による水供給を

目指して] 

第６章  防災と SDGs－SDGs の礎として－  

第７章 ジェンダーと SDGs－女性のエンパワー

メントと障壁に関する見解：フィリピン

における様々なコミュニティの女性リ

ーダー－  

第８章 社会的保護・社会保障と SDGs－拡大する

社会的保護 

第９章 すべての人に対する支援と SDGs－不可

欠な障害者支援、スリランカを事例に 

第10章 観光開発とSDGs－環境保全と地域社会を

基盤としたサステナブルツーリズム  

[コラム 4 持続可能な観光とコミュニティ開発] 

第11章 アフリカの開発とSDGs－アフリカにとっ

ての持続可能な開発目標とアフリカ開発

銀行の役割 

第 12章 アフリカにおける農業と技術  
第 13章 マサイ・コミュニティと SDGs  

第 14章 持続可能な開発目標に対するする国際共

生社会研究センターの貢献 

3.  2017 刊行物のまとめ 
 3.1 SDGs 実現の手法 
 2017 刊行物において示されている SDGs 実現

の手法は以下のように整理される。特に以下の⑵

に示されるようにこれまでのセンターの調査、研

究はコミュニティなどで具体的にSDGsの内容を

実現することにとりくんできたことがわかる。

（詳細略。具体的な内容は 2017 刊行物各章およ

び第 14 章参照）  

(1)マクロ的な開発への支援 

 ①民間投資による自律的な開発による発展途

上国の経済成長の支援 

②民間による持続可能な都市形成のためのイ

ンセンティブ 

③国際機関の重点投資による開発基盤の形成

をふまえた持続可能な開発の促進 

(2)コミュニティベースでの持続可能な開発の 

実践をもとにした開発 

70



 
 
 ①ソーシャルビジネスによる分権的なイン

フラ普及 

②NGO による人材育成 

③インフォーマル活動のフォーマル化 

④防災におけるレジリエントでサステナブル

な対応 

⑤発展途上段階における内発的社会保障・福祉

の地域ベースの実施とそれをベースとした

全国的制度化 

⑥持続可能な観光とコミュニティ開発 

(3)意識の変革とその共有  

 ①環境への当事者意識をもった行動への支援

②女性のエンパワーメント 

③障害者教育の実践をふまえた障害者支援へ

の意識の共有 

③観光開発とサステナブルツーリズム  

(4)技術の開発とその利用 

 ①実地への適用可能な適正技術の開発と倹約

的技術による水供給 

②最新技術の農業への適用 

3.2 SDGs 実現の方向とセンターの貢献 

3.1に示された手法はSDGs実現のために重要な

ものであるが個別分野、個別事例に限られたもの

であり、さらに SDGs 実現のためにフィールドに

おける調査・研究などを進め手法をより深いもの

にすること、他の分野にも適用できるような一般

化していくこと、また安定的に実現するために制

度として確立していくことなどが求められる。そ

の方向は本稿文末図 2に示すが、上記⑴～⑷に即

してセンターとして何をするべきかは以下のと

おりである。 

(1)マクロ的な開発への支援 

 国際機関などが行うマクロ的な開発政策の形 

成・実施に対して対話や参加をもってその実現を 

支援することがセンターの活動の役割となろう。 

(2)コミュニティベースでの持続可能な開発の実

践をもとにした開発 

センターはこれまでも SDGｓの実現のためコミ

ュニティベースでの取組に参加しているが、この

ような活動をさらに進めるとともに、より複合的

な取り組みをおこなうこと、成果を広く様々な分

野に適用すること、制度化などにより持続可能も

のにしていくことなどにより、センターが主体的

に SDGｓの実現をはかっていくことになろう。  

(3) 意識の変革とその共有 

 フィールドにおける調査、研究などにおいて 

人々の意識に SDGｓ実現に対するネックがあるこ 

とが示された課題であり、多様なレベルでの意識 

の変革と教育などが SDGｓの実現につながること 

となる。センターは対話や参加により具体的に 

SDGｓの実現をはかっていくことになろう。 

(4) 技術の開発とその利用 

 フィールドにおいて明らかにされた課題の解

決のための適正技術の開発、適用と同時に情報技

術など先端技術をいかにフィールドに適用する

かも SDGs の実現につなげることとなる。センタ

ーは対話や参加により具体的に SDGs の実現をは

かっていくことになろう。 

4.  SDGs 実現に向けてのさらなるとりくみ 
 2017 刊行物においては現在センターが行って

いる研究を中心に述べたが紙幅の関係からその

すべてを示したわけではない。これに加えて

SDGs 実現のために必要でセンターとしてもすで

に取組みを始めているが示していないものもあ

る。これらについて今後その取組みを進めるとと

もに刊行物などで対外的にその進捗を示してい

くことが必要である。以下そのいくつかをとりあ

げる。 
 4.1 人材育成 

センターは研究機関であるが同時に大学の 
一員として人材育成を担っている。教育、特に

初等教育の重要性はSDGsに先立つMDG の中

で強調されており、それをうけた SDG s の中で

も大きく扱われている。同時に発展のためには

高等教育による人材育成も重要である。センタ

ーは研究機関であるが同時に大学の一員として

人材育成を担っており、具体的な人材育成の成

果をあげてきたが、SDGs 実現のためには、よ

り広域的な連携による人材育成が有効で本学も

大学全体でネットワークを形成すべく海外の諸

大学との連携を進めている。センターにおいて

も国際シンポジウムに他地域の大学の責任者を

講師として招聘し講演をいただくとともに交流

のための協定の締結を行っている。例えば参考
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文献 9 に講演内容を示すがケニヤのジョモ・ケ

ニヤッタ農工大学のオティエノ副学長から「ジ

ョモ・ケニヤッタ農工大学と汎アフリカ大学の

役割と人材育成－工学、科学、技術を事例とし

て－」という講演をいただき、2,017 年度にお

いては南太平洋大学のアームストロング副学長

から「広域的な人材育成のための教育－南太平

洋大学の経験から－」という講演をいただいき

引き続き交流を深めることとしている。さらに

2018 年度においてはブラジル・サンパウロ大学

からも講師の招聘を検討しておりさらに交流を

進めることとしている。 
またセンターの研究においてはコミュニティ

をベースとしていること、JOCV、NGO との関

係もあることからこのようなフィールドにおけ

る人材育成についても取組みを進めていくこと

がセンターの経験を活かした SDGs 実現への方

法と考えられる。 
 4.2 コミュニティにおける調査・研究の体系化 
 既に述べたようにセンターの研究の多くはコ 
ミュニティをベースにしている。それを踏まえて 
より体系化したSDGs実現の方法を示すことが求

例えば、社会的ビジネスの多様な手法とその適用、

わが国における草の根的な社会的活動の経験の

適用、適正技術や情報技術の開発とフィールドへ

の適用が求められている。また、2017 刊行物に

も述べられているが人々の意識の変革による

SDGs の実現手法も重要である。
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究、実践による実現方策

・コミュニティベースでの持続可能な開
発の実践をもとにした開発

・意識の変革とその共有
・技術の開発とその利用

SDGs実現化の
実践

図14.2 本書で考えているSDGs実現化への方向

注 SDGsの体系は本書第1章に示されている
本図の太枠／太字は本書で示したもの（表14.1参照）
本図の点線枠は今後の研究の取り組み方向

SDGs実現の手法の確立
・具体的な手法作成
・他分野への拡張

図２ SDGs 実現のためのセンターの方向 
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Basic study on the introduction of CCS in the Asian Region 

 
 
1. 研究の背景 

20 世紀が「地球資源の消費による発展の時代」

とすれば、21 世紀は、「地球環境の制約下での成

長の時代」として、環境問題への人知の集約が不

可避な時代だといえる。 
環境の世紀を迎え、循環型社会への転換、地球

環境問題をはじめとする環境問題への対応が社

会の最重要課題となっている。 
一方、世界のエネルギー消費は、中国・インド

をはじめとする開発途上国の人口増や経済発展

による増加は不可避で、石炭を中心とする化石燃

料に依存することから、今後の対応においては二

酸化炭素(CO2)を分離し貯留するいわゆる CCS
（Carbon Dioxide Capture and Storage：二酸化

炭素回収・貯留、以下 CCS という。）の社会への

導入が求められつつある。 
国際的にも、温室効果ガスの排出量は増加傾向

を示しており、中国・インドをはじめとして発展

途上国の温室効果ガス排出量の増加傾向に歯止

めがかからない中、世界各国では温室効果ガス対

策として、「原子力の見直し」などとともに、「CCS
の推進」を重要な施策の一つとして位置けている。 

このため、経済産業省・資源エネルギー庁では、

前述のアジアにおけるエネルギー需要の急増と

エネルギー資源の価格高騰・供給制約の顕在化に

おいて、石炭火力発電を将来ともいかに取組むべ

きかを中心とした議論の場を設け、クリーン・コ

ール技術の開発とアジアへの移転、さらに CCS
の実施を中心とした将来展望を報告書にとりま

とた。 

2. 地球温暖化問題とは 
地球温暖化問題は、各国首脳マターとしていま

や国際社会の中心的課題となり、2015 年の国連

気候変動枠組条約第21回締約国会議COP21パリ

において、世界各国をカバーする国際的枠組が定

められこの基盤となっている。（下記・写真参照） 
そもそも、CO2に代表される温室効果ガスの排

出削減を国際的に取組むべく、1997 年気候変動

枠組条約第 3 回締約国会議(COP3)が京都で開催

され、先進各国は温室効果ガスの大幅削減（1990
年比 2010年平均目標：日本は－6％、EUは－8％、

米は－7％他）を約束し、その目標を履行した。 
このための、CO2排出削減のメニューは、①省

エネルギーはその即効性から、工業プロセスのみ

ならず、家電、事務機器、自動車等についても現

在官民あげて新たな技術へのチャレンジが行わ

れ、②原子力も近年の地震災害等による影響が憂

慮されるが、立地への着実な努力が行われている。

また、③新エネルギーについては、導入促進への

努力が国内外で行われている。しかしながら、発

展途上国では引続き増大するエネルギー需要を

化石燃料に依存すること等から、現在（2015 年

実績で、石炭・石油・ガス等で 80％）及び将来

（2030 年見通し同 81%）とも大部分は化石燃料

に依存、とりわけ 2005 年から 2030 年へのエネ

ルギー需要増の 83％を占めると予測されている。 
こうした状況の下、産業技術として、いかに取

組むべきであるかが最大の課題であり、原子力の

推進とともに CCS の導入などその早急な対応が

問われている。 
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3．地中貯留の展望 
 
3-1 CCS 技術の国内外の動向 

 我が国では、CCS 技術は、総合科学技術会議に

おける重点分野である環境分野に位置付けられ

ており、さらに経済産業省のエネルギー環境二酸

化炭素固定化有効利用プラグラムの中の研究開

発プロジェクトとして推進されている他、前述の

とおり関係省庁における事業化へ向けての検討

が進められている。 
 一方海外でも、多数の国及び機関等が、隔離技

術に対する研究開発を熱心に進めている。特に、

石油増進回収法(EOR: Enhanced Oil Recovery )
の一手段として CO2 を油田に注入することが行

われており、商用化している事例も多数ある。二

酸化炭素を用いたEORによる原油生産量は2010
年世界で日産約 230 万バレルであり、全世界の原

油生産量の約 3.5％を占める。 
米国は 1970 年代より、上記 EOR を商業的に

実現しており、帯水層貯留、炭層メタン増進回収

(ECBM: Enhanced Coal Bed Methane)、さらに

フューチャジェンと呼ぶ発電技術も含めた CCS
に関連する多様な研究開発を進めるなど戦略的

な展開を図っている。 
カナダでは、アルバータやサスカチュワンの両

州を中心に油田増産 EOR、石炭メタン回収

ECBM などの研究開発が実施されており、2000
年からは、カナダのワイバーン油田において圧入

を実施しているもので、CO2 を用いた石油増進回

収 EOR を目的としたもので、325km 離れた米国の

石炭ガス化工場で発生した CO2 をパイプラインで

輸送し、年間 100 万トン規模で 20 年間、総量

2,000 万トンの圧入を計画している。この結果、

ワイバ－ン油田において約 50％の石油増産を達

成している。ただし、事業化において各国関係機

関も参加して、注入した CO2漏洩のモニタリング

を実施しており、同 CO2の約半分の量は再度空気

中に排出されるとのこと。一方、同量は地下に留

まり、貯留される。 
ノルウエーでは Statoil 社が、1996 年より、劣

性天然ガスから分離回収した CO2 を北海ノルウ

エー沖約 240ｋｍの海底帯水層に年間約 100万ｔ

規模（ノルウエーの二酸化炭素排出量の約 3％）

で隔離をしている。同国では、導入時約 38 ドル

／t- CO2の炭素税が課税されるため、炭素税を回

避するための手段としても検討されたとのこと

である。 
アルジェリアでは、2004 年からのインサラー・

ガス田において、産出ガスから分離した CO2 （ガ

ス全体の 5～10％）を、大気放散せずに地下のガ

ス貯留層（石炭紀帯水層）に圧入・貯蔵を行って 
いる。 
 わが国においても、産官学が連携し国内の具体

的なフィールドに適用する技術の開発に着手し

ている。具体的には、経済産業省により NEDO
プロジェクトとして当初の予算計上がなされた

後、地下エンジニアリングと地球環境技術の各々

中核機関たる（財）エンジニアリング振興協会及

び（財）地球環境産業技術研究機構(RITE)が車の

両輪となり、産官学の技術力を結集した体制のも

と上記課題に取組み、新潟県長岡市において CO2

圧入実証試験による帯水層貯留の実証試験が行

われた。この実証試験では、平成 15 年 7 月から

の 18 ヵ国間で合計約 1 万トンの CO2が、地下約

1,100m の帯水層に貯留され、現在、観測井など

による貯留後のモニタリングが行われた。 
 さらに、国内における CCS 事業の 2020 年以降

の実用化を目指し、2014 年度から北海道苫小牧

市において、実証事業を開始し、観測井の掘削、

地上プラントの設計・建設が開始されている。 
 一方、CCS の実用化に当たっては、安全・確実

に CO2 を地下貯留するための技術的な問題はも

ちろんのこと、民間事業者が安全に CCS を実施

していくための法規制のあり方や CCS という新

しい技術を国民に正しく理解してもらうための

社会的受容性を構築するための方策についても、

政府としてしっかりとした道筋を示す必要があ

る。また、国内のみならず、世界全体としても今

後、事業化が本格化することで成長が見込まれる

CCS を産業として位置づけ、わが国産業界が世界

市場を獲得するための方策を検討することも必

要である。 
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3-2 CCS 技術事業化にむけての研究と成果 

このため、同技術の経済性及び社会への導入可

能性に関する研究に取組み、概要以下のとおり。 

（１）地球温暖化対策の現状とともに、二酸化炭

素分離・貯留をとりまく国内外の現状と動向の把

握がなされ、二酸化炭素削減量のうち地中貯留へ

の期待度が示され、今後社会への導入・普及のた

めの課題とその対応策につき検討した。 

（２）二酸化炭素分離・貯留のシステム構成と特

徴及び技術的・経済的・社会的な各々の側面等か

ら論考、さらに国際情勢とその対応についての分

析、日本国内における地下貯留地点調査を行うべ

き所要の地質条件、地下貯留の候補地・貯留可能

量等につき分析・検討の上定量化を試みた。 

（３）さらに、国内具体的な地域を設定したモデ

ルによる経済性の試算と、同地点設定の下でコス

ト試算を行い、地中貯留（LNG 複合発電から化学

吸収法により二酸化炭素を分離回収した後、パイ

プラインで 100kｍ輸送後、帯水層に貯留した場

合）では、約 6,700 円/t-CO2 と試算されるなど、

事業化の指針となるべく詳細かつ定量的な分析

を行い、大規模発生源たる発電所のみならず製油

所・製鉄所適応の際の試算及びその処理量による

経済性の変動等に至るまで、詳細な検討とともに

定量化・指標を示した。（下記図 1・参照） 

（４）また、近年わが国政府が重点施策としてい

る二国間排出枠取引（二国間オフセットクレジッ

ト制度：モンゴル・インドネシアなど 11 カ国と

二国間文書締結）としての可能性の分析を行った。

これらのことにより、海外への技術移転とともに

海外でのプロジェクト化としての可能性等を示

した。 

（５）なお、欧州連合 EUでは、2007 年発表の「世

界エネルギー技術の展望報告書(WETO-H2)」にお

いて、上記処理コストが 25 ユーロ/tCO2（邦貨換

算 3700 円：148 円/€）に達したならば、火力発電

におけるCCS発電所シェアは2050年には62%に達

すると予測されている。しかしながらわが国にお

いては、諸外国の様に回収 CO2 の地下注入による

石油増産回収 Enhanced oil recovery:EOR による

経済的可能性の追求は困難であり、別な方策によ

る経済性・受容性の確保として、関連法制度の整

備、人材の育成、バイオマス施設の併設等による

地域合意形成を推進することに着目し、これらの

分析研究はもとより実験施設による実証を踏ま

え、将来において事業化・実施を行う上の大きな

力となること等を指摘し、具体的な設備の概念設

計・定量的試算を行った。さらには、植物工場等

と分離 CO2 輸送・活用も含めた地球環境工場（仮

称：下記図 2・参照）への展開も提示、独創的な

概念を明示的かつ具体的に示した。 

 今後は、これら成果を日本エネルギー学会・資

源素材同他にて、積極的発信を行う予定。 

 

写真．COP21パリ会合会場（2015.11.25筆者撮影） 
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図 1．CCS 技術のコストの算出例 

 (出典：筆者作成) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 2．CCS 事業化・植物工場活用の概念図 
（出典：竹中工務店及び筆者作成） 
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スリランカにおける障害者支援に関する研究 
 

国際共生社会研究センター 客員研究員 

島野 涼子 

 
A study on the international cooperation for persons with disabilities in Sri Lanka 

 
1. 研究の背景 

持続可能な開発目標（以下、SDGs）の中で「す

べての人への支援」という文言が記された通り、

これまで行ってきた国際協力の中で取り残され

た人々がいる。その多くを占めるのが障害者であ

るが、障害者といっても身体障害、知的障害、精

神障害など、様々な障害の種類があり、さらにそ

の定義が国によって異なるため、ひとまとめにす

ることはできない。その中でも知的障害者や発達

障害者は自分で声をあげるのが難しく、適切な教

育や就労の機会に恵まれないことが多いと見受

けられる。 

一般的に障害者に対する支援は、他の障害のな

い人の暮らしが一定程度充実した後に対応され

ることが多い。今年度も昨年度に引き続き、中所

得国入り目前であるスリランカの障害者の現状

を把握するとともに、その中でも知的障害者に焦

点を当て、彼らの就学及び就労が可能になるイン

クルーシブな社会の構築に向けての支援の可能

性や課題を検討していく。加えて、近年注目され

始めている発達障害者の状況についても注視し

ていく。発達障害者は、一般的に自閉症を中心と

する広汎性発達障害である自閉症スペクトラム、

ただ王などの行動の問題を中心とする注意欠如/
多動性障害（AD/HD）、学習障害(LD)をまとめて

呼ばれている。知的障害を併発していることも多

いため、昨年度から研究をしている知的障害者に

加え、発達障害者への支援の可能性などを検討し

ていくことにする。 
 
２．これまでの検討状況 
（１）検討の背景と目的 
 2015 年 2 月に行ったスリランカの特別支援教

育の実態調査では、現地で活動する JICA の青年

海外協力隊（以下、JOCV という）の任地を訪問

した。その際に、特別支援学校にはもちろんのこ

と、通常の学校においても知的障害又は発達障害

の疑いのある子どもが非常に多く存在した。ただ、

学校で出会う障害のある子どもたちは、身の回り

のことが自分で出来るという比較的に障害が軽

度であった。しかし、知的障害が軽度であっても

就学先が少なく、さらには職業訓練校の数も少な

い。「知的障害者には何を教えても IQ が低いから

覚えられない、何もできるようにならない」とい

う学校の教員においても固定観念があることか

ら、就職先はほとんどなく、学校に在籍できる期

間が終了すると家に引きこもることが多いこと

が明らかになった。そこで 2016 年度の調査では、

数少ない知的障害者を雇用している企業の一つ

である Sahan Sevana の訪問し、スタッフやその

家族への聞き取り調査を行った。 
 Sahan Sevana はスリランカの大手製菓会社で

ある Ceylon Biscuit Group の障害者雇用の部署

であり、2010 年１月 18 日から開始した。その前

身は、日本の NPO 法人ぱれっとインターナショ

ナル・ジャパンが 1999 年から 2009 年までの 10
年間、自立生活が困難な状況に置かれているスリ

ランカの知的障害者を含めた障害者の就労の場

を確保し、クッキー作りの技術支援を行っていた

が資金困難のため閉鎖となった。その後を Ceylon 
Biscuit Group が CSR として受継ぎ、現地 NPO
法人として Sahan Sevana を設立し今に至る。

2017 年 11 月現在従業員は障害者スタッフが 13
名（男性 9 名、女性 4 名、年齢は 20〜39 歳）そ

してサポートスタッフが 4 名いる。全従業員への

聞き取り調査及び 6名の家庭訪問をして家族への
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聞き取り調査を行った。さらに、Ceylon Biscuit 
Group の担当者にも聞き取り調査を行った。サポ

ートスタッフと障害者スタッフの関係が非常に

良好であり、良い信頼関係を築けている。クッキ

ー製造の各過程で担当する障害者スタッフが分

かれているが、それぞれ自分の仕事に自信を持っ

ていることがうかがえる。 

 
写真：Sahan Sevana で知的障害者がクッキーを

詰める様子 
（出典：Ceylon Biscuits Group） 
 
 家庭訪問での聞き取り調査で明確になったこ

とは、スリランカ政府による障害者政策策定の必

要性と社会全体の意識改革である。家族は障害児

が学齢期である時には「通える学校があるかどう

か」や「特別支援学校ではなく通常の学校に通わ

せたい」という思いがある。これは障害の度合い

にもよるが特に軽度の知的障害の場合は、「周囲

に知的障害であるとわからないようにしたい」と

いう思いが強い。そして成人になると「結婚」に

ついての悩みが出てくる。具体的には、親が他界

した後の財産管理についてが主な悩みである。状

況は各家庭によって異なるが、兄弟や親戚がいる

場合は独身でいる限り家族が財産管理をするこ

とができるため「今ある財産を全て残すためには

結婚して欲しくない」と考え、頼れる人が周囲に

いない場合は「一人では管理が出来ないので彼又

は彼女を大切にしてくれる人であれば誰でもい

いから結婚して欲しい」と考えている。日本には

「成年後見制度」があるため、親が高齢となり財

産管理が出来なくなった時もそのためだけに結

婚を求める必要がない。この問題は非常に重要で

あるため、スリランカ政府の早急な対応が求めら

れる。 
 また 2016 年度の調査では、Ceylon Association 
for the Mentally Retarded (CAMR)も訪問した。

スリランカの知的障害者組織のパイオニアであ

る CAMR はいわゆる知的障害者に対するデイサ

ービスを行っており、2017 年現在 20 名前後の知

的障害者が通っている。知的障害のある子どもの

居場所、学ぶ場所を作ろうとしたことから始まり、

現在は知的障害者の職業訓練を主に行っている。

3 名の教師が常駐しており、レベルに応じてクラ

ス分けをしている。職業訓練以外にも、ファンド

レイジングのためのカード作りや裁縫、他の知的

障害者団体との交流も行っている。また、知的障

害のある子供持つ親や特別支援の教員に対して

も知的障害に関する知識や接し方などのトレー

ニングも行っている。知的障害者の居場所、学ぶ

場所の提供から始まったこともあり、「教師と生

徒」という上下関係が色濃く存在しており、現在

のスリランカにおける知的障害者に対する支援

の主流といえよう。 
 知的障害者が自立して生活していくことがで

きるような社会の意識を変革させるには、まず周

囲の意識改革が必要であることがわかった。「知

的障害者は IQ が低いから何もできない、一人で

は移動できない」といった固定観念が知的障害者

に深く関係する立場の人（家族や教員）などが持

っていることが「障害」を生み出している。障害

当事者への支援だけでなく、家族や近隣の人々、

学校の教員などへ知的障害者へのコミュニケー

ションの取り方や、IQ が低くてもゆっくりでは

あるが一人で出来る事は増やすことができるこ

とを、その方法とともに伝えていくことから始め

ていく必要があろう。 
 
３．今年度の活動報告 
(１）スリランカでの現地調査 
 2018 年 2 月 21 日から 26 日まで再度スリラン

カで調査を行う予定である。今回も Sahan 
Sevana を訪問し、前回からの従業員の変化を観

察するとともに、支援者へのインタビューを行う

予定である。さらに、前回とは別の従業員の家庭
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を訪問することにしており、家族の悩みなどを聞

くことによって、どのような支援が必要かを考察

する。前回の調査と異なる点としては、発達障害

にも焦点を当てることである。前回の調査で「自

分が何の障害があるのか、正確にはわからない」

障害者が多くいることが見受けられた。他の病気

の可能性もあるものの、スリランカではまだあま

り注目されていない発達障害が併発しているの

ではないかと考えている。障害がわかった時期や

その症状、その後どのような対応をしてきたかと

いった詳細も聞いていきたい。さらに発達障害は

基本的に幼児期に発現するため、幼児期の障害児

の教育機関である療育センターChild Guidance 
Center も訪問する。知的障害や発達障害は早期

発見とその後の対応方法によって子供の自立範

囲が変わると言われているため、非常に重要な場

所である。スリランカの療育センターを訪問する

ことで、障害に適した療育を行っているのか、医

師とどのような連携を取っているのかを教員に

インタビューするとともに、実際の教育状況を観

察する。 
 また、これまでの調査で知的障害者の就労訓練

施設の少なさが明らかになってきたため、今回は

クルネーガラ市にある障害者の職業訓練を行っ

ている学校の視察も予定している。この学校は

JOCVが巡回している学校の一つであることから、

障害者の職業訓練の実態把握と併せて、JOCV の

活動も視察する事を目的としている。障害者が自

立して生活していくためには、教育及び就労が必

須である。知的障害者への就労支援がなぜ少ない

のか、知的障害の併発をしていない発達障害者へ

の就労支援の現状はどうなっているのかを明ら

かにしていきたい。 
 
（２）日本における発達障害者に関する施策と国

際協力の研究 
 発達障害は中枢神経（脳）の機能障害であり発

達や介入によって変化する。障害の分野の中では

比較的新しい領域であり、以下４つの状態で発達

障害をまとめて考えるのが一般的となっている。

①知能の障害を中心とする知的障害、②自閉症を

中心とする広汎性発達障害である自閉症スペク

トラム、③多動などの行動の問題を中心とする注

意欠如/多動性障害（AD/HD）、④学習障害（LD）

を代表とする発達のある側面だけが特に障害さ

れている発達の部分的障害（特異的発達障害）の

４つである。こららは、生活年齢や発達年齢に比

して明らかに頻度が多かったり、程度が強かった

りすることや、６ヶ月以上の期間持続してその症

状が認められること、家庭だけや学校だけという

一つの場面ではなく２つ以上の場面でその行動

が出現すること、そしてその行動のために周囲や

本人自身に不利益が生じている場合に発達障害

とみなされる。 
 

 
図：発達障害の特性 
（出典：発達障害情報・支援センターウェブペー

ジ） 
 
 乳幼児期に症状が顕在化することがほとんど

であるが、知的障害を併発していない場合は、人

付き合いが苦手であっても高等教育を終了する

まで気がつかず見過ごされてきていることもあ

る。大人になって発達障害が判明する場合は、う

つ病、依存症などの合併症の人が多い。 
 日本では障害者手帳を取得することによって、

障害者基礎年金制度や減免制度が受けられるこ

とになっているが、手帳の制度としては身体障害、

知的障害（療育）、精神障害（精神保健福祉）の

３障害に分かれているため、知的障害を併発して

いる発達障害者は知的障害車の手帳である療育

手帳、知的障害を併発していない発達障害者は精

神障害者の手帳である精神保健福祉手帳の申請
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をすることになる。発達障害のある人の中には手

帳の申請をしていない人もいるが、障害者総合支

援法による障害者福祉サービスも受けられるよ

うになっている。 
 発達障害と言っても症状は人それぞれであり、

必要とする支援も異なる。日本の制度でも発達障

害として取り上げられてからまだ 20 年あまりで

あるため、スリランカにおいても対応の課題が出

てくることが予想される。知的障害を伴う発達障

害の場合は、現在知的障害者への国際協力として

JICA による本邦研修やインクルーシブ教育とし

て支援の対象となっているが、知的障害を伴わな

い場合は通常学級の中での支援が必要となって

くるため、これまで行ってきている教育の支援を

インクルーシブ教育支援として、様々な対応を行

えるようにしていくことになるだろう。 
 
４．次年度の予定 
 スリランカの障害者支援の実態についての研

究に関しては、これから行う現地調査の結果にも

よるところであるが、これまでの研究についてを

まとめ論文として提出したいと考えている。今回

知的障害者に加えて発達障害者にも焦点を当て

て研究を行うため、アメリカの発達障害者に対す

る支援も調査をし、より効果的な国際協力の方法

を見出していきたい。 
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中国における精緻化な貧困削減政策に関する研究       

 ――寧夏の事例を中心に 

国際共生社会研究センター 客員研究員

中国・寧夏大学 外国語学院 中日国際共同研究所 准教授

藏 志勇
Research on China 's Accurate Poverty Alleviation Policy 

－ Focusing on Ningxia Cases －

1．研究背景

1992 年 12 月 22 日、国連は毎年の 10 月 17 日

を「国際貧困撲滅の日」に定めた。その要旨は

世界、特に発展途上国の貧困削減の意識を促進

することを目指している。2014 年以降、中国政

府が、毎年の 10 月 17 日を「貧困緩和の日」に

設定することを決めた。これは、国連の決議に

応じた中国の具体的な動きであり、貧困問題、

貧困人口、貧困緩和の仕事、および貧困削減へ

の宣言を決意と意志にすることと明らかにす

る。

中国の改革開放政策を実施してから 40 年間、

中国政府はつねに高度に貧困人口を重視し、貧

困問題の解決に専念のために、全国すべての国

民に貧困削減の解決を宣言した。中国の貧困削

減事業は世界に注目を集めている。中国は、経

済発展と社会進歩を原動力とし、貧困層が自発

的な「造血」能力を高めるだけでなく、世界の

発展途上国にも、中国の特徴がある経済構造改

革と貧困撲滅対策との「中国式の貧困削減モデ

ル」を貢献した。したがって、筆者が中国と寧

夏回族自治区の貧困緩和政策、貧困削減の対策

と貧困対策の現状と問題点に対して深く分析

と研究を行うことが決意にした。

2．中国の貧困削減政策の設計者について

「全国人民と伴い、すべての困難を克服し、

大規模な経済建設と文化建設を実施し、旧中国

が残した貧困と無知を取り除き、徐々に国民の

物質的な生活と文化的な生活を改善する」と、

毛沢東氏は、「中国人民大団結万歳」という宣

言で中国政府を代表して世界を宣告し、中国人

民にも厳粛な約束を述べた。

「貧困は社会主義ではなく、社会主義は貧困

を根絶する」と、隥小平氏は、貧困緩和と発展

の道のパイオニアであり、貧困緩和と貧困開発

を積極的に推進するため、貧困緩和作業の特別

な組織を設立し、主要な国家支援地域と対象人

口と開発指向の貧困緩和ガイドラインを決定

した。

「貧困に苦しんでいる地域の発展を加速さ

せることは、主要な問題は経済だけでなく、大

きな政治的問題でもある。それに、国の安定の

団結および長期的な平和と安定にも直接に関

係がある」と、江沢民氏は、貧困緩和と開発の

事業を改革し、発展と安定の全体的な高度にア

ップグレードし、2 つの中長期貧困削減計画を

策定し、貧困緩和活動の発展を促進するための

西部地域の大規模開発などの一連の地域開発

戦略を実施した。

 「貧困を撲滅し、国民の生活を改善し、共通

の繁栄を実現することは、社会主義の不可欠な

要件であり、改革、開放、社会主義近代化の主

要課題でもある」と、胡錦涛氏は、主な貧困緩

和から特別な貧困補助、産業貧困補助と社会参

与貧困補助に移行し、主に政府から政府、市場、

社会と協同に貧困削減を推移し、中国における

大規模貧困緩和の作業パターンが最初に形成

した。

「貧困地域が長期的に貧困に晒されており、

その姿が長期間変わらず、人の生活が長期間に

大幅に改善されない場合、社会主義体制の優位

性の実施形態は存在しない、それは社会主義で

はない」、「裕福な生活になるかどうかは、田舎

の農民の姿で確かめる」と、習近平氏が述べた。

現時点における貧困撲滅が新しい歴史的段階
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に入り込み、貧困補助と脱貧困を新たな戦略的

な高所に導いた。

3．中国における貧困の定義と所得基準の沿革

 1986 年に、中国政府は、貧困人口の 1 人当た

り所得を 206 元に設定した。 その後、国民経

済の改善と国民所得水準の継続的な向上に伴

い、国は貧困線の基準を徐々に引き上げに改訂

した。例えば、2008 年には 1,196 元にし、2011
年には 2,300 元までに増加し、国民の貧困基準

は 11.17 倍に増加し、より多くの人々が援助し

た。食べ物が問題なし、着物も問題なしの「両

愁傷なし」対策および義務教育、基礎医療、住

宅保障の「3 つの保障」対策を得た。

 現在、中国の貧困削減事業は、主に食糧や衣

料品の問題の解決の目指しから、食糧や衣料品

の成果の固め、開発能力の向上、脱貧困と豊か

に生活の加速、生態環境の保護という新たな段

階に入った。「輸血」型の生活救援式の貧困援

助から「造血」型の貧困補助に転換し、「灌漑」

型の貧困緩和から「点滴」型の精密な貧困緩和

に移行する。貧困緩和の焦点は、国の貧困緩和

の重心に集中し、特別な困難の領域にシフトし

ている。貧困層全体の貧困削減を確実にし、貧

困を正確に排除するために、「貧困人口登録カ

ード」の作成など一連の貧困対策が講じられて

いる。

表 1 中国における国の貧困補助基準の進化

年代
過去数年間に国が策定した貧困線の基準

（1 人当たり当期純収入、元）

1985 年 200 

1986 年 206 

2000 年 865 

2008 年 1,607 

2009 年 1,196 

2010 年 1,274 

2011 年 2,300 

2015 年 2,800 

出典： https://baike.so.comなどの資料に基づいて、筆者作成 

4．「貧困緩和」から「脱貧困」への国家政策

中国における脱貧困事業が、「3 ウェスト」農業建設（1983－1993 年）段階、「8・7」の貧困緩和

プロジェクト（1994－2000 年）段階、「中国農村貧困緩和開発の概要」（2001－2010 年）段階およ

び新段階の貧困緩和開発（2011－2020 年）段階と四つの段階に展開し、産業貧困緩和、居住所の移

転、労働力の輸出、教育と保健貧困緩和などの新たな対策が見られた。貧困緩和責任の着実、貧困

緩和基金の監督、内生的なモチベーションなどに突破した。病気での貧困の解決、住宅保全の保障、

特別に苦しむ貧困地域などによる貧困緩和のブレークスルーを新たに探究する。

 2015 年以降、中国の貧困削減事業が大きく変わってくる。とくに、政策は「貧困緩和」から「脱

貧困」に更新している。これは、全体的に豊かな社会を構築するべきという国家の目標を反映して

いる。習近平総書記は、貧困削減の問題を解決し、貧困層を取り除くという厳しい課題に取り組む

ことによって、貧困をなくすという目標を達成するためには、より大きな決意・明確な考え方・正

確な措置・異例の努力および成果を得ると指摘した。現行している中国の貧困対策はすべての貧困
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ード」の作成など一連の貧困対策が講じられて

いる。

表 1 中国における国の貧困補助基準の進化

年代
過去数年間に国が策定した貧困線の基準

（1 人当たり当期純収入、元）

1985 年 200 

1986 年 206 

2000 年 865 

2008 年 1,607 

2009 年 1,196 

2010 年 1,274 

2011 年 2,300 

2015 年 2,800 

出典： https://baike.so.comなどの資料に基づいて、筆者作成 

4．「貧困緩和」から「脱貧困」への国家政策

中国における脱貧困事業が、「3 ウェスト」農業建設（1983－1993 年）段階、「8・7」の貧困緩和

プロジェクト（1994－2000 年）段階、「中国農村貧困緩和開発の概要」（2001－2010 年）段階およ

び新段階の貧困緩和開発（2011－2020 年）段階と四つの段階に展開し、産業貧困緩和、居住所の移

転、労働力の輸出、教育と保健貧困緩和などの新たな対策が見られた。貧困緩和責任の着実、貧困

緩和基金の監督、内生的なモチベーションなどに突破した。病気での貧困の解決、住宅保全の保障、

特別に苦しむ貧困地域などによる貧困緩和のブレークスルーを新たに探究する。

 2015 年以降、中国の貧困削減事業が大きく変わってくる。とくに、政策は「貧困緩和」から「脱

貧困」に更新している。これは、全体的に豊かな社会を構築するべきという国家の目標を反映して

いる。習近平総書記は、貧困削減の問題を解決し、貧困層を取り除くという厳しい課題に取り組む

ことによって、貧困をなくすという目標を達成するためには、より大きな決意・明確な考え方・正

確な措置・異例の努力および成果を得ると指摘した。現行している中国の貧困対策はすべての貧困

人口、すべての貧困の県を全部に脱貧困の目標を達成し、2020 年までに、全部に貧しい地域、貧し

い人々を消すすべきであることが明らかにする（特定の指標が表 2 のように示す）。

表 2 中国における貧困地域の発展と主な貧困緩和の指標
項目 2015年 2020年

ファイルカードに掲載する貧困人口（万人） 5,630 脱貧困の実現

建档立卡贫困村（万个） 12.8 0

ファイルカードに掲載する貧困村（個） 832 0

住所移転の貧困人口（万人） — 981

貧困地域における農民の1人当たりの

可処分所得の伸び（％）

貧困地域の農村部の集中給水率（％） 75 ≥83

ファイルカード貧困世帯の建物の改装率（％） — 近100

貧困県の義務教育統合率（％） 90 93
ファイルカードに掲載する貧困世帯数（返還）、病気

で貧困世帯数（万户）
838.5 基本的に解決

ファイルカード貧困村の農村集団経済収入（万元） 2 ≥5

11.7 平均成長率が全国平均値に高める

出典：筆者が中国国務院の「第 13 次 5カ 年貧困緩和計画」により抜粋。

5．寧夏における正確な脱貧困政策事業の事例

中国政府が貧困を解消するために、「産業生

産で一グループの貧困人口の削減、居留地の移

転で一グループの貧困人口の削減、生態補償で

一グループの貧困人口の削減、教育の補助で一

グループの貧困人口の削減、社会保障で一グル

ープの貧困人口の削減」という５種類の「貧困

削減対策」を策定した。寧夏地方政府が国の政

策の元に以下の通りに対策し、つまり、農村部

にある障害者の貧困人口に生活手当・重度障害

者の介護補助金などの社会扶助で一グループ

の貧困人口を削減し、障害者の医療費およびリ

ハビリ費用の補償で一グループの貧困人口を

削減し、貧困障害者家庭における危険な建物の

改築で一グループの貧困人口を削減し、職業教

育・実践的な技能訓練で一グループの貧困人口

を削減し、共産党員が貧困世帯と「一対一」ペ

アでの支援で一グループの貧困人口を削減し、

社会参与で一グループの貧困人口を削減する

など「7 種類」の対策を行っている。

「貧困の根元」を突き止めるため、貧困者を

本当に助ける鍵とは、貧困人口の人数、貧困の

程度と貧困の原因が分かるべきである。そのた

め、寧夏回族自治区貧困削減対策事務室が「貧

困の基盤」を知るために、寧夏の貧困地域の農

村世帯について詳細な質問紙調査を行った。そ

の調査で貧困層の生産と生活状況・資金・技

術・水・交通と病気等の原因を詳細に把握した。

表 3 寧夏における主な居住地遷移工程

遷移人口

（万人）

吊庄（移民方式の一つ） 1983－2000年 19.8 931 60 7,259

貧困削減黄河挙げ灌漑工程 1998－2015年 30.8 9,059 949 5,600

居留地転移工程 2001－2007年 15.3 9,036 1,659 5,443

「第11次5カ年」中部乾燥地

域県内生態移民
2008－2012年 15.36 18,000 2,235 6,272

「第12次5カ年」中南部地域

生態移民
2011－2015年 34.6 28,800 - -

合計 115.86

項目 時間
人当たり
の投入
（元）

遷移前の
人当たり
の純収入
（元）

2013年の

人当たり
の純収入
（元）

出典：王暁毅（2017 年）ｐ2 の図により引用
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 2016 年、寧夏は、193,000 人の貧困人口が貧

困環境から逃げられ、249 個の貧困村が貧困か

ら逃し、貧困人口の 1 人当たりの可処分所得が

国のレベルにより高くなる。この地域では、貧

困削減ための資金 52 億 8,800 万元を投資し、

2015 年に比べて 22.72 億元と 77.4％の増加とな

った。または、年間 15,000 人の移住、14,000 人

の貧しい学生に職業教育の受け、農村部の生活

水準基準も 2,400 元から 3,150 元に達し、国家

の貧困補助基準より高い。現在、1,100 個の貧

困村には、光ファイバーブロードバンド、4G
ネットワーク、ワイヤレスネットワーク、デジ

タルテレビという"四つの通"を実現している。

 2017 年には、寧夏回族自治区が 42.37 億元の

財政特別貧困救済基金を配布し、9,300 世帯

40,000 万人が生態移民した。208,000 戸の貧困

世帯に家族意外傷害保険を購入した。それに、

産業で貧困削減事業を促進するために、124 個

大手企業・375 社の貧困補助協同組合・豊富な

脱貧困の指導者 2,103 人、合計 55,304 世帯は

201,827 人を雇用した。または、平均 3,000 元の

補助金の基準に従って、64,140 戸の貧困世帯、

約 1 億元をサポートした。したがって、金融貧

困緩和の促進、長期融資や貧困世帯の小口融資

などの顕著な問題を解決する成果が明らかに

した。

6．これからの課題

 国の政策により、2020 年までに、全国にすべ

ての貧困人口を撲滅する予定であるが、いくつ

かの問題や課題が残されている。   

 まずは、水土資源問題、たくさんの貧困人口

の遷移に伴って、遷移後の地域に移民の居留地

に利用可能な水と土の資源不足問題が引き起

こしている。その対策として、節水工事と荒漠

化された土地の改良工事が重心すべきであろ

うと考える。

 つぎは、耕作方式問題、遷移前の耕地がだい

たい乾燥な山地や林草地であるが、耕作方法が

簡単すぎで、遷移後の地域に水田地が多いし、

耕地により新しい耕作方法と機械の使用方法

や農作物の栽培技術が把握しなければならな

い。

 第三、就業問題、移民が遷移前に工場での作

業知識がほとんどなし、ただ農作物の少ない収

益でお金がもらう。遷移後、耕地が減少しつつ、

労働力が余剰な状態になり、収入の向上と出稼

ぎの労務になるために、事前トレーニングしな

ければいけない。

7．結論

 要約すると、中国政府と寧夏の地方自治体は、

貧困を解消するため、長期的に安定したメカニ

ズムを確立した。現在までに、貧困から逃れる

問題に真剣に取り組んで、旨く正確な貧困補助

と正確に脱貧困の対策を実施し、貧しい地域の

人々を豊かな生活や国民の"中国の夢"と"寧夏

の夢"などという明確な目標が、2020 年までに、

きっと予定どおりに達成することができると

期待している。
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Youth Behaviors Toward Social Networking Service (SNS) and its Effect on their 
Education as Study Tool -A Case Study of Nepalese Youth 
 

1. Research Context 
This research is focused on the quality of 
education as the fundamental goal of the study, 
and Nepalese youths are taken into 
consideration to evaluate their quality of 
education. In this internet era, the use of social 
networking services has become an essential 
activity in our daily lives, especially among the 
younger generation where its affects can be 
found in nearly every aspect of their lives. Social 
network services are extensively used by the 
majority of people nowadays for various 
purposes (M. Yaman, Ankara, 2014). The use of 
SNS is dramatically increasing among youths.  
 

As a research framework; this research has 
analyzed the behavior of youths by using 
different social networking services (SNS) and 
has examined its impact on their education as an 
effective tool for study. The negative aspects of 
SNS cannot be neglected, but this research 
focused more on the positive effects of SNS on 
youths daily lives and on their education. This 
research has been divided into three different 
phases: the first phase is to focus on analysis, the 
second phase is to conduct a case study and the 
third phase is to conduct evaluation with its 
different data. 
 
The research focuses on those youths who are 
using SNS, along with those that are still in the 
formal education system. The respondents were 
taken from academic institutions (Higher 
Secondary schools, Colleges and Universities) 
between the ages of 15 to 24. However the data 
has been collected from some mature students 
(up to 30 years old). In this research, without 
limiting students of certain classes or certain 
institutions, it has tried to include the youths 

using SNS for different purposes who represent 
different communities and areas. 
Hypothetically, due to the reason of using SNS 
by youths, it can be utilized directly or indirectly 
in their education and SNS can be developed as 
a learning tool. To centralize the aspects of 
youths using social networking services, this 
research analyzed youths’ behaviour toward 
SNS; which is divided into three significant 
variables they are: (1) Communication, (2) 
Sharing, (3) Finding and Learning. Concerning 
the above three variables, this research aims to 
examine the impact of SNS on the learning 
environment of youths. 
 
The hypothesis of youths behaviour on the use 
of SNS and its beneficial impacts on education: 
 

Hypothesis 1 (H1), Communication: SNS can 
build educational communication networks 
between youth learners which can help to 
enhance the educational environment among 
youths. 
 

Hypothesis 2 (H2), Sharing: SNS can create 
educational information sharing environments 
among youth learners which can enhance the 
educational environment among youths. 
 

Hypothesis 3 (H3), Finding & Learning: SNS 
can help to obtain educational information and 
learning materials which can create e-learning 
environment among youths.   
 
The proposed model of youth behavior toward 
SNS is to enhance learning environments which 
motivates to include e-learning and reduce 
digital divide. The model is developed and 
presented in figure 1. 
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Fig. 1 Youth Behavior to use SNS help to Improve 
Quality of Education. 
 
Above three hypothesis variables was analyzed 
and evaluated in according to the model of 
research.  
 

2. Research Objectives and Methodology 
To find out the impact of SNS on the learning 
environment of youths, it is important to analyze 
how youths are using SNS and for what purpose 
they use it for. Can SNS be an effective learning 
tool to enhance the quality of education in terms 
of ICT? This research has set its objectives and 
goal, based on the above general question. 
Under these objectives, the first purpose of this 
research is to recognize the reasons for using 
SNS, and explore the effects of SNS in the daily 
activities of youths and on their education. The 
objective of this research is specified in 
following points: 
 

 To identify the impact of social networking 
services (SNS) on youth’s daily activities 
and on their education.   

 To analyze youths perception toward SNS 
between the understanding and its actual 
use.  

 To evaluate social networking services as 
an effective tool to enhance educational 
environment. 

 To promote SNS’s advantages toward 
education to develop quality education of 
youths. 

 

Research surveys had been conducted in three 
phases: under the first phase, the survey is 
divided into three areas which are i) Living 
abroad, ii) Urban area and iii) Rural area. The 
survey included pilot area observations, 
infrastructure observations and informal 
interviews with the related pilot area’s personnel. 
For data analysis excel pivot table, IBM SPSS 
statistics 2.0 were used. The survey 
questionnaire is considered as the main scale to 
analyze and data collection. 
 

3.  Survey Area and Data Collection 
The first survey was conducted in the living 
abroad in Japan, the pilot areas are; Tokyo, 
Saitama, Chiba, Nagoya and Gifu, face-to-face 
and Google format (web-based) survey was 
operated from December 2015 to April 2016. 
Total 152 data were collected in this area. For 
Urban area survey, after selecting three main 
cities of Nepal; Kathmandu, Lalitpur and 
Rupandehi, the survey was operated from 
December 2016 to January 2017. In the Urban 
survey, 151 data were collected and analyzed. 
Similarly for rural area survey, after selecting 
Palpa district of western development region of 
Nepal, the survey was operated. Total 123 data 
was collected in rural area, where the survey was 
operated into two formats with questionnaire 
and information diffusion workshop. 
 

 
 

  1) Living    
Abroad 

 
 
 
 
 
 
 
2) Urban 
3) Rural 
 
 
 
 

Fig.2 Map of Three Survey Areas (By Google Map)  

Table 1 Demographic Profile and Statistics  
Categor

y Description 

Gender Male 55.5%(n=237), Female 44.3% 
(n=189) Total respondent =426 

Age 
group 

15-20=45.7%  
(Female=108/25.3%, Male=87/20.4%)
21-25=38.96%  
(Female=66/15.4%, Male=100/23.4%)
26-30=14.3%  
(Female=15/3.5%, Male= 46/10.7%) 
30+=0.9%  
(Female=0, Male=4/0.9%) 

Qualific
ation 

SLC n=13 (3.0%), HSE (+2) n=192 
(45.0%), UG n=180 (42.2%), M.D 
n=38 (8.9%), PhD n=3 (0.7%) 
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This research discovered that the large numbers 
of Nepalese youths are settled in urban, rural and 
other countries. The youths of these three areas 
have different living standards, especially 
regarding educational environment, ICT 
knowledge, device ownership and the usage of 
SNS. The number of total data of the research is 
426 (samples), in which 55.5% are male 
respondents and 44.3% are female respondents. 

 
4. Conclusion and Discussion 
4.1 Conclusion 1: Importance of ICT and E-

learning to Improve the Quality of Youths 
Education  

Three significant factors has seen behind the 
lack of quality in Nepalese youths education, 
they are i) Insufficient: Teaching and learning 
(Lecturer oriented classroom with traditional 
methods of teaching), ICT, technological 
knowledge of educators, educational budgets ii) 
Divided education: Into technical subjects  
and common subjects, rich and poor category, 
private and public sector and, rural and urban, 
iii) Diversity and Inequality: geographical 
location, language, gender and inequality 
between caste (ethnicity). Mainly, these factors 
are the obstruction to improve quality in 
Nepalese youths education which caused rural-
urban migration, migration to other countries to 
seek job and study opportunities.  
 

Concerning to improve the quality of youths 
education, this research is focused on the 
inclusion of e-learning methods in Nepalese 
youths education. E-learning is a process of 
web-based learning which is directly relevant to 
the ICT knowledge and devices. The statistics 
show that throughout the country’s educational 
institutions’ master plan of ICT are partially 
operated in 3996 schools, colleges and 
universities which is only 11.7% of total 
educational institutions.  
 

On the other hand, we cannot deny the fact that 
SNS has several influential features and a 
capability to deliver information and news 
instantly among its users and notably this unique 
feature of SNS is a attractive element that could 
motivate the users to use it for various sectors. 
Youths, those are living in foreign countries and 
in the cities of Nepal are actively participating in 
various social activities, political interaction, 

business promotion and educational discussion 
via SNS. Even among the youths in rural areas 
are affected by the popularity of SNS. However, 
SNS is often taken as the component of 
communication and SNS are also used as the 
form of entertainment. 
 
4.2 Conclusion 2: Survey Area Selection 

Criteria and Factor Variances  
The huge numbers of Nepalese youth are living 
in three different regions; they are cities, villages 
and foreign countries. Hypothetically this 
research predicts that the living standard of 
youths in different regions has affected their 
education and the usage of SNS in terms of the 
technology convenience. The three factors 
(living abroad, urban and rural) variance 
between dependent and independent variables 
have been analyzed in according to the 
hypothesis; (1) the frequencies could have 
differences in conformity with the living 
standard of youths, (2) Youths in different areas 
are influenced by SNS, due to the popularity and 
unique features of SNS. The frequency of the 
three factors variables has differences in many 
extents in terms of the living standard of youths. 
The differences also have seen based on the 
living lifestyle of youths. Thus, the variances 
between ICT knowledge and ICT device 
ownership in terms of technology convenience 
also has find, however, the ratio has inferior. In 
addition, all three areas youths are affected by 
SNS. Most of them are equally participated to 
use SNS, though the purposes are different to 
use it for. 
 

Youths of age 15 to 30 are more influenced by 
the use of SNS compared to the other 
generations. Many areas youths are equally 
influenced by the popular SNS where internet 
has accessed. However, the purposes to use are 
different which is affected by the surrounding 
circles and societies. In many remote and rural 
areas even in cities has a generation gap in terms 
of technology usage. Therefore many youths are 
using SNS by its generalization and popularity 
with often without proper guideline and 
adequate knowledge, which could caused 
negative consequences. Although SNS has an 
extreme influential capability to reach out 
among every area’s people, and these days SNS 
has become one of the daily activities. SNS has 
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effected in many aspects of youths life, however, 
it should have adequate knowledge and proper 
guideline with certain criteria to take advantage 
from SNS for various aspects. 
 
4.3 Conclusion 3: Social relationship of 
youths and its significance 
The case study had analyzed the social 
relationship of youths in their SNS profile and 
identified the significance of the relationship. 
The interaction between teacher-students and 
students-students had been analyzed. 
Furthermore, the activities on Facebook profile 
also were observed to identify the activities of 
youths regarding education.   
 

According to the case studies the youths have 
more relationship with their classmates via 
Facebook by 75.8% frequency of connection. 
Youths are more frequently interacted with their 
classmates than other friends via online. 
Notably, the factors of interaction with 
classmate are getting information, providing 
information, casual chats and study discussion 
had been seen. However, only a few youths are 
interacted with teachers in the Facebook due to 
the less participation of teachers in SNS 
activities. In terms of the information sharing of 
youths in Facebook, 90% respondents are 
frequently active to share individual activities 
such as photos and status. However, youths only 
10% had shared educational information. The 
youth had seen less active to share educational 
information on Facebook profile compared to 
share the other social information. Due to the 
free of charge and easily accessible in online to 
offline, youth are using Facebook more to 
communicate with their friends, where 60.6% 
agreed that the Facebook is an easy and 
comfortable means to do educational interaction 
with their classmates.    
 

4.4 Conclusion 4: SNS as an Effective Tool to 
Enhance Learning Environment 

 

In this research the factors, availability of 
technology, youths behavior toward SNS and 
impact of SNS on education were explored as a 
significant influencing factors to enhance 
learning environment of youths. The influencing 
factors was analyzed by important variables as 
the hypothetical presumption of the research, 
they are: H1-Communication (independent), 
H2-Sharing (independent) and H3-Finding and 

Learning (dependent). In the findings, among 
three significant variables, communication has 
the strongest influences on youth motivation to 
enhance the learning environment. This implies 
that this factor is the most important one in 
interaction. Secondly the independent variables, 
sharing had also influencing the youths to share 
information regarding education; however, only 
a few youths were sharing educational content 
through popular SNS like Facebook. At the 
same time, such SNS those particularly 
constructed for the educational purpose had 
more influences on sharing educational content. 
Regarding the dependent variables, finding and 
learning had influenced the learning 
environment of youth. The behavior of sharing, 
motivated on searching the relevant sources 
along with has helped youths to receive online 
educational sources and information. This 
implies that the behavior of youths toward SNS 
has motivated for e-learning which has helped to 
reduce digital divide among the learners. 
 

The research had certain limitations while 
applying the survey design in practical. One of 
major limitations of the research was the lack of 
computer and Internet in the institutions and the 
less participation of teachers on SNS. That 
caused to apply SNS as informal learning tool. 
However, the survey motivated the youths to use 
SNS as an important component of e-learning. 
Similarly, this research provides insights for 
teachers who are interested to use SNS as a part 
of their teaching, research motivated to use 
SNS’s unique features to take advantage on 
teaching. 
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A Study on Waste Generation Imbalance in Foreign Direct Investment and Trade 

 
1. 研究の背景・目的と本報告の内容 

 

近年においても日系企業のASEAN等における原

材料・製品製造のための工場建設や、環境改善ビ

ジネスの一環である最終処分場等の施設建設に

際しても、地域住民、関係 NGO が施設の建設に反

対する場合がある。既存あるいは新たな工場建設

等による環境負荷の蓄積を懸念することから生

ずる行動であり、先進国間でも同様な現象が生じ

得る。この環境負荷は主に関係二国間の経済活動

の一環としての海外直接投資・貿易に起因し、言

葉を換えれば、グローバル化の過程で発生する国

際間の歪の一例である。 

経済活動に起因し相互に発生する国際間の環

境負荷は均衡し、そのトータルの環境負荷の最小

化が、国際間の経済活動を円滑に進めるために望

ましい（互いに与える環境負荷のバランスがとれ、

地球環境に与える環境負荷も小さい）。環境負荷

の不均衡が生じた場合、グローバルに活動ができ

る公的な組織と異なる民間企業では、民間企業自

らが取り組むことが可能な二国間の問題解決が

特に重要である。しかし、このような環境負荷の

発生不均衡を評価し、利害関係者との協議の場で

使用できる実務的指標が見当たらない。 

筆者は気体の CO2 のように自由に移動せず、国

単位で比較的確認が容易な廃棄物発生量に着目

し、海外直接投資・貿易活動を円滑に実施するた

めの研究を進めている。標記論文は上記研究の一

環である。 

標記論文の研究目的は、二地域間双方向の海外

直接投資と貿易に起因する廃棄物発生の不均衡

と地域間の総発生量を評価するため、実務的なベ

クトル指標を一般式で定義し、その適用性を事例

で確認することである。更に、それを管理指標と

した指標値改善策の概念設計を実施する。これら

により循環型社会構築に貢献する。この研究の位

置付けを示すため、研究全体のフローを図 1に示

した。 

本報告では、標記の論文に関する研究の背景・

目的、今年度の要素研究の進捗、更に論文の構成

（図 2）、及びこれを取り纏める課題を示した。 

 

 

 図 1 研究全体のフロー   

 

2. 進捗状況（要素論文作成）と標記論文作成 

 

2.1 査読付き論文（以下、査読） 

 

「海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発生不

均衡評価手法の開発－廃棄物不均衡・負荷ベクト

ルを指標として－」を全国都市清掃会議の雑誌

「都市清掃」に掲載した（Vol.71, No.341,pp.62

～69,2018 年 1月 1日発行済）。 
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本査読付き論文の目的は、評価手法を開発する

ことである。成果を以下に示した。 

①地域間相互の海外直接投資・貿易に起因する

廃棄物発生の不均衡を評価する手法として、二地

域間の廃棄物発生量の差をx座標（不均衡を示す）、

二地域の廃棄物発生量の和を y座標（総負荷を示

す）とする廃棄物不均衡・負荷ベクトル(x,y)を

指標として定義した。 

②ASEAN4 ヶ国地域と海外直接投資・貿易で関連

のある主要国と準ずる経済体 10 地域を対象に、

2010 年のデータでマクロに廃棄物不均衡・負荷ベ

クトルを算出した。主要国等と ASEAN4 間の廃棄

物不均衡・負荷ベクトルは、(x,y) = (26 百万 t/

年，86 百万 t/年)となった。これは海外直接投資・

貿易により主要国等が 26 百万 t/年の廃棄物を不

均衡に ASEAN4 で発生させ、また、両者が 86 百万

t/年の廃棄物を両地域で発生している。更に、廃

棄物発生不均衡の原因として主要国等地域の海

外直接投資が寄与し、負荷については両地域の貿

易が寄与している。 

③前記①項と②項から、廃棄物不均衡・負荷ベ

クトルが、海外直接投資・貿易に起因する廃棄物

発生の不均衡・負荷を評価する有用な指標である

ことが明確になった。 

 

2.2 学外発表 

 

(1)廃棄物資源循環学会 春の研究発表会 

             （以下、発 1） 

「海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発生不

均衡 －日米間のケーススタディ―」を口頭・ポ

スター発表した（2017 年 6 月 2日）。 

本発表の目的は、日米間の貿易構造の変化を事

例として、開発した評価手法の廃棄物不均衡・負

荷ベクトルの適用性を確認することである。成果

を以下に示す。 

①トランプ政権下の日米間の海外直接投資・貿

易構造の変化（日の米への投資増と日の米からの

輸入増）によるシナリオ分析の結果（2010 年基準）、

廃棄物発生不均衡と負荷に関する日の米への依

存は一方的に大きくなる（両者共に最大＋7.6 百

万 t/年）。 

②この原因は海外直接投資・貿易のバランスだ

けではなく、両国の廃棄物発生の原単位（保有設

備の廃棄物発生の程度と実施ビジネス全体の廃

棄物発生の程度）注1にも関係がある。 

 

（2）廃棄物資源循環学会 28 回研究発表会  

(以下、発 2) 

「海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発生不

均衡(第 2 報）－日米間のケーススタディにおけ

る改善策―」を口頭発表した（2017 年 9月 6日）。 

本発表の目的は、日米間の海外直接投資・貿易

構造の変化を事例として、廃棄物不均衡・負荷ベ

クトル改善の数値的見積りを実施することであ

る。成果を以下に示す。 

①上記（1）項の課題解決のため、海外直接投

資・貿易と原単位に基づくシナリオ分析の結果、

日米両国双方の投資の増加、及び日の輸入増と米

の輸入減を実施した場合に、2010 年の基準シナリ

オ並の廃棄物発生不均衡を維持するため、米の廃

棄物発生原単位を約 20％改善する必要がある。 

②感度分析から、廃棄物発生の不均衡は、輸入

に比較し投資の影響が大きく、これを考慮した施

策構築が効果的である。 

 

（ 3 ） 国 際 開 発 学 会  第 28 回 全 国 大 会     

（以下、発 3） 

「日系企業のタイへの進出による廃棄物環境

負荷と日系企業の果たすべき役割―東部経済回

廊（EEC）プロジェクトにおける廃棄物発生量の

推定―」を口頭発表した（2017 年 11 月 26 日）。 

本発表の目的は、廃棄物発生の不均衡を改善す

るための施策を、タイの EECP を事例として考察

                                                   
注1 廃棄物発生の不均衡には、海外直接投資・貿易額と両

国の廃棄物発生原単位が関連している。日の米への投資に

より日起因の米の廃棄物発生が増加し、逆も同様である。

両国の投資が均衡すれば、両国に起因するそれぞれの国に

発生する廃棄物発生量は均衡すると予測される。しかし、

米国の廃棄物発生原単位が日より大きいため、不均衡が生

じる。投資・貿易の金額のみならず、廃棄物発生の原単位

が関連している。また、日の相対的輸入増により，その分

の日での生産が減少すれば、米での廃棄物発生が増加する

その逆も同様である。従って輸入均衡政策を取れば，輸入

起因廃棄物の発生量は両国間で均衡するはずであるが、米

の廃棄物発生原単位が相対的に大きく、日の米からの輸入

増加に伴う米の生産増加で不均衡が発生する。  
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することである。成果を以下に示す。 

①EECP（東部経済回廊プロジェクト）で発生す

る絶対量としての総廃棄物発生量（廃棄物不均

衡・負荷ベクトル指標値ではない）は、3.5 百万

t/5 年であり、その発生比率はチャチューンサオ

県 16%、チョンブリ県 45%、ラヨン県 39%となる。

種類別発生量は、コンクリート塊、アスファル

ト・コンクリート塊と汚泥の計が総廃棄物発生量

の 71%を占める。この他に、非有害建設発生土が、

7.2 百万 t/5 年発生する。 

②ケーススタディとして、日系企業が処理処分

を実施すべき量は、廃棄物 2.2 百万 t/5 年、建設

発生土 4.5 百万 t/5 年であり、そのための資源化

（リサイクル等）を含む必要施設数は、前者が 19

施設と後者が 3施設である。 

③これらの廃棄物発生量増加は、日タイ間の廃

棄物発生不均衡と負荷の増加にも影響があると

推定される。この改善施策として、タイの循環型

社会構築に貢献し、タイへの日系企業進出の円滑

化を図るための施策を提案した。具体的には、日

系企業が共同体を創設し、上記①項の廃棄物と建

設発生土を上記②項に基づき、日本並の技術で自

ら処理処分を実施する施策である。 

 

2.3 標記論文の作成 

 

標記の論文構成を図 2に示した。上記第 2.1 節

の査読の内容は、図 2 の第 3 章、第 4 章の一部、

第1章の一部と第2章の一部に、第2.2節の第（1）、

（2）項の発表内容は、図 2 の第 4 章と第 3 章の

一部に、上記第 2.2 節第（3）項の内容は図 2 の

第 5章に対応している。 

今後、標記論文の第 1,3,4,5 章を完成させると

共に、第 2,6,7 章を書き下ろし、来年度以降に取

り纏める予定である。 

 

3. 標 記 論 文 作 成 の 検 討 課 題              

（以下、標記論文） 

 

3.1 基礎廃棄物発生量データの根拠明確化 

  

本論文で使用する基本的な廃棄物発生量は、

OECD Stat.、eurostat と各国政府機関のデータベ

ース統計値である。統計値が整備されていない国 

については、廃棄物発生量を推定する。論文作成

の基本となるデータであり、推定方法について、

第 2章で詳述する。 

 
（査読）

注）（ ）内の記載は既存論文 第１章　序論

 ・発表との大まかな関係。 1.1 研究の背景

1.2 研究の目的と意義

1.3 本論文の構成

（査読）
 第２章　環境負荷と廃棄物発生　　　　　

2.1 環境負荷における廃棄物発生の位置づけ

2.2 廃棄物の定義

2.3 基本となる各国の廃棄物発生量

2.4 本章のまとめ

（査読、発1、発2） （査読、発1、発2）

3.1 直接投資・貿易と二国間廃棄物発生量 4.1 日本と各国との関係概要 

3.2 廃棄物不均衡・負荷ベクトル 4.2 ASEANと主要国との関係

3.3 廃棄物不均衡・負荷ベクトルの感度分析 4.3 日本と米国との関係

3.4 本章のまとめ 4.4 本章のまとめ

（発3）
第５章 日本とタイの廃棄物発生不均衡
　　　　　　・負荷の詳細事例研究

5.1 タイの環境負荷問題と廃棄物発生

5.2 日本とタイの廃棄物発生不均衡

5.3 東部経済回廊プロジェクト（EECP）の影響 

5.4 ベクトルを管理指標とした不均衡改善策

5.5 本章のまとめ

第６章　廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルを

　　　管理指標とした不均衡改善策の概念設計

6.1 他国間と他プロジェクトへの展開

6.2 当管理指標を用いた改善策の限界と課題

6.4 本章のまとめ

第７章　結論

第３章　海外直接投資・貿易に起因する廃棄
　　　　　物発生不均衡評価手法の開発

第４章　世界の廃棄物発生不均衡・負荷
　　　　　の事例研究

 
 図 2 標記の論文構成 

 

3.2 廃棄物不均衡・負荷ベクトル活用の一般化 

  

査読・発 1～発 3 では、主に日本と他国との関

係で廃棄物不均衡・負荷ベクトルの活用手法を研

究してきた。この指標が、他国間で発生する海外

直接投資・貿易の一環である開発プロジェクト等

実施円滑化にも適用できることを第 6 章で示し、

手法活用の一般化を図る。 

 

3.3 その他の課題 

 

(1)感度分析の強化 
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第 3章の廃棄物不均衡・負荷ベクトルの感度分

析を更に進め、各変数の寄与度から不均衡・負荷

の原因解析を深める。 

 

(2)廃棄物発生負荷の考察強化 

 査読、発 1、発 2 では、廃棄物発生の不均衡に

重点を置いて研究しており、海外直接投資・貿易

において両国で発生する廃棄物発生総量である

廃棄物負荷についての研究が浅い。この点につい

ても各章の関連する箇所で考察を追加記載する。 

 

(3)日タイ間詳細事例の内容強化 

タイを事例とする廃棄物発生不均衡・負荷の改

善策を記載する第 5章では、可能な限りタイの特

殊性を考慮したデータの活用と事業性について

の検討も進める。 
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1. Introduction  
HCMC’s precipitations are anticipated to increase by 
climate change, the issues of flood control and wastewater 
treatment may become even more problematic and impose 
extensive additional costs. The increase in water demand 
and improved water service due to urbanization and 
industrialization did not have a parallel increase and 
improvement in wastewater service that have caused 
serious water pollution in city canals and rivers. Moreover, 
the demand for water is a lot more vocal and standardized 
than demand for wastewater which is silent and a lot more 
customized (ESCAP. 2009). Indeed, fee policy and 
determination of water price for HCMC were implemented 
in 1998, and under the new Water Supply Decree 
117/2007/ND-CP, full cost recovery was mandatory, 
while the Environmental Protection Fee (EPF) for 
wastewater collecting at 10% of water tariffs via the water 
bill has been applied since 2004,.  

Currently, city has constructed, ungraded and invested 
more 7 out of 11 planned wastewater treatment plants 
(WWTPs). However, lack of capital and efficient 
management mechanism have limited the HCMC’s ability 
to well develop and expand wastewater services in planned 
time. Ultimately, a prerequisite for ensuring financial 
sustainability requires the sector finding the right 
combination among sources of revenue, the need for 
straightforward policy of socialization of investment, and 
the so-called ‘tariffs’. However, tariff structure is one of 
the most important obstacles facing authorities and how to 
set appropriate tariff levels is crucial.  

2. Research objectives 

The study aims to propose appropriate wastewater service 
tariff structure and pricing options in order to achieve a 
sustainable service in HCMC with reference to the 
estimated Willingness-to-pay (WTP) and Affordability-to-
pay (ATP). 

3. Methodology   

The method of setting tariffs based on users’ WTP 
(demand side) has been considered when the limitations of 

setting wastewater tariffs that can achieve full cost 
recovery has been aware. Three key benefits that can be 
stemmed from improved sewerage services in HCMC such 
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and non-marketable that must be carefully assessed. In 
order to monetize these non-market benefits, the 
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sustainability requires the sector finding the right 
combination among sources of revenue, the need for 
straightforward policy of socialization of investment, and 
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4. To develop an economic instrument for wastewater 
services and to verify that the new tariffs are within the 
range of customers’ WTP. 

Respondent selection and study design 
All households regardless owned or rented house, 
representatives of households have income, expenditure 
management or housewifes in 23 out of 24 districts / 
provinces of HCMC in order to cover areas with different 
environmental and economic conditions. The survey was 
conducted a face-to-face interview and gathered group of 
respondents after they were briefed on the survey’s 
purpose, the questionnaire content as well as answer way. 

Split sample is to examine the impacts of the respondents’ 
recognizability and construction information of WWTPs 
in building up the trust fund. Two groups was interviewed 
with and without mentioning city plan on WWTPs.   

It is worth noting that the survey was taken place at a 
sensitive time when the city government was planning to 
increase the Value Added Tax of some commodities / 
products, consequently the respondents were very 
sensitive to an increase in any other fee. 

Questionnaires 

The questionnaire included a series of structured questions 
about general knowledge, awareness and attitude on water 
environment and social issues,  CVM scenario and WTP 
questions, options on tariff structure, and socio-
demographics. The bid set was decided by accounting for 
both pretest survey and WWTPs investment plans. 

The method of CVM used in this study was double-
bounded dichotomous choice format followed by open-
ended question for categories of choice combinations No-
No (Figure 2) to estimate the monetary value people 
placed on an improved sewerage collection and treatment. 
The three different starting-point bid levels (20%, 40%, 
60%) were offerred to respondents randomly.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Questioning sequence 
Pre-test 

30 pre-tests was conducted to revise misunderstanding 
errors of the questions and determine the feasibility of bid 
values. The payment method by percentage of water tariff 
was taken as it is applying, easy to image or calculate from 
their monthly water bill as the most of customer does not 

remember or notice how many cubic meter of water they 
used but is able to retain the payment. 

Analysis of basic survey results and discussion 

 Demographic characteristics 

A total of 431 households completed the interview. There 
were more males than female respondents (61.3% vs. 
38.7%). Most of respondents are married (72.1%). The 
average family size is 3.95 (range 1-13). The average age 
is 35.25 years old (range 18-82). The majority of 
answerers had college/universiy education (79.1%), 
followed by high school (9.5%) and high education (9.0% 
master/PhD), only 0.5% of them had no schooling. The 
data about the occupation of respondents shows that 91.1% 
work in the formal sector (66% and 19.3% are private and 
government employee respectively, the remainder is own 
business), 8.9% work under informal sector or are 
unemployed (0.5%). The monthly income more than 33 
million VND (more than $1,455 or over ¥161,625) is made 
of the highest percentage in total sample (14.7%), 
followed by the range income 18.1 – 21 million VND 
(14.5%), only 4 (0.9%) has the low income (3 – 6 million). 
Data shows that 69.5% owns the house whereas 21.4% of 
respondent live in the rented house/room and 9.1% live 
with their relative (e.g. parents or relative’s house). 

Rank for different social and environmental issues  

Survey results showed that 45.5% ranked traffic jam as the 
first importance need to be solved for the city residents, 
followed by flooding (24.8%) but for other group they 
ranked air pollution as second priority (22.7%). 24.8% 
ranked water pollution as third priority. Solid waste, health, 
climate change, power cut and others are ranked from 
fourth to ninth respectively. It is showed that traffic jam 
and related issues such as air pollution, flooding and water 
pollution are very essential for city residents and reveal 
their consistent ranking. Also, flooding also was assessed 
to be the leading seriousness and followed by water, air, 
waste pollution and global warming. 

Water environmental assessment and Importance of 
wastewater collection and treatment 

There is a relationship between house and canal location 
in the respondent’s assessment of water environment. The 
respondents whose houses are near the canal assessed the 
surrounding water environment from bad (79.5%) to very 
bad (93.9%) vs. whose houses are not near the canals 
assessed good (20.5%) and very good (6.1%). 

98.8% of respondent stated that it is important to treat 
wastewater for the improvement of environment and 
people’s life quality (92.3%), protection of water supply 
source (70.0%) and partly flooding reduction (56.1%) 
while 1.2% said unimportance. 

Existing water supply and sewerage situations 

98.4% households connect to the water system, the 
remainder 1.6% (7 households) does not. They use well-
water and/or water vendor. Water vendor can be keg/bottle 

20% 
(40/60)

40% 
(60/80)

15% 
(20/40)

- Open-ended question 
- Reason of unwillingness
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of drinking water and the connection indirectly to tap-
water through their neighbour, although the water supply 
rate is reported 100% households accessing tap-water was 
gained (2016). 

88.6% households connect sewerage whereas 6.7% 
connect open drainage canal and 2.8% discharge to open 
field. These cases correspond with the households located 
near the canal and in suburb area. 

For water and wastewater charge, 68.9% and 66.1% 
respondents stated reasonable,  5.6% and 12.0% said low 
respectively. 0.7% mentioned wastewater fee was too low 
while noone thinks such for water charge. Just 54.5% of 
respondents know 10% EPF for wastewater included in 
their water bill whereas this fee was collected since 2004. 

Single-bound WTP 

Table 1: WTP for improved sewerage service 

Monthly WTP 
(%water price) 

Yes No Total 
No. % No. % No. % 

20 
40 
60 

Total  

64 
28 
10 
102 

42.4 
19.0 
7.5 

87 
119
123
329

57.6 
81.0 
92.5 

151 
147 
133 
431 

35.0 
34.1 
30.9 

Figure 3: People’s WTP for initial bids (single-bounded) 

 
The table shows the wilingness of HCMC’s residents to 
pay an monthly payment to contribute to the city improved 
sewerage service, if it would improve living environment. 
The bids are ranged from 20% to 60% of water price per 
month. Each respondent was sequentially offered one bid. 
As to the lowest bid of 20% water price, 42.4% of the 
respondents were willing to pay. The percentage of WTP 
go down when the price levels increased. The highest bid 
of 60% gained 7.5% of respondents who are willing to pay 
this monthly payment. Figure 1 shows the demand curve 
of WTP for improved sewerage service. 

Double-bound WTP 

Table 2: WTP for sewerage service (double-bounded) 

Bid levels (%) 
1st bid (2nd bid) 

No. of 
repondent 

YY
NY

YN 
NN 

YY 
NY 
(%) 

YN 
NN 
(%) 

20 (15 / 40) 
 
40 (20 / 60) 
 
60 (40 / 80) 
Total           431 

151 
 

147 
 

133 

19 
37 
9 

62 
1 

40 

45 
50 
19 
57 
9 

83 

12.6 
24.5 
6.1 

42.2 
0.8 

30.1 

29.8 
33.1 
12.9 
38.8 
6.8 

62.4 

The results showed that the percentage of those who would 
like to pay for both bids decreased if the bid values 
increased. The percentage answered ‘yes’ for the two 
lower bids was 12.6% and it was 33.1% for those who both 

answered ‘no’. The percentage of respondents who said 
‘yes’ for the two highest bids was 0.8% and was 62.4% for 
those who said ‘no’ to both. 

Figure 4: Trend of WTP  

 
Analysis of factors influencing WTP 

In order to achieve the outcome of comparing the WTP 
estimates between the single and double bounded 
dichotomous choice CVM and how it is different between 
two groups: 6 proposed statistical models were analyzed. 

Model 1: Single-bounded DC - overall case 
Model 2: Single-bounded DC - with city plan only 
Model 3: Single-bounded DC - without city plan only 
Model 4: Double-bounded DC - overall case 
Model 5: Double-bounded DC - with city plan only 
Model 6: Double-bounded DC - without city plan only 
Model specification 

WTP is a binary dependent variable with ‘yes’ or ‘no’ 
response. In order to explore whether a respondent is willing 
to pay for wastewater service, a logistic model was applied 
because its ability to deal with a dichotomous choice. When 
coped with the binary choice, a logit model is more 
preferred than a probit model as the former estimation is 
based on the cumulative distribution whereas the probit 
model is based on the normal distribution. Logit models 
used in this analysis was estimated in logarithmic forms 
because results of parameter estimates was more significant. 

Prob (Y) =  

Model variables were selected and classified to suit the 
study based on other studies on sanitation services. The 
dependent variable (WTP), taking the values of 1 or 0 
depending on the response to the hypothetical level of 
service fee (BID). There are 12 independent variables in 
total were considered. Income (INC), gender (GEN), age 
(AGE), education level (EDU), and some of variables 
designed to capture the residents’ socio-economic 
background, house location, water consumption, received-
information level about city situation. Those selected 
independent variables were applied to binary regression to 
estimate which factor affect the respondent’s WTP. 

Results and Discussion  

Single-bound WTP 

Table 3: WTP for sewerage service in different group 
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 With City Plan (N=192) Without City Plan (N=239)
WTP    

(% water 
price) 

Yes No    
No. % No. % No. % No. % 

 20 
40 
60 

Total  

25 
7 
3 

35 

36.2 
11.1 
5.0 

44 
56 
57 
157 

63.8 
88.9 
95.0 

39 
21 
7 

67 

47.6 
25.0 
9.6 

 

43 
63 
66 
172

52.4
75.0
90.4

There is no large difference of yes response between two 
groups, even amount of yes response in without city plan 
group is higher than with city plan group. The hypothesis 
about high agreement of wastewater fee contribution if 
people are known and informed WWTP planning does not 
work well in term of single-bounded format. 

Interpretation of binary regression results 

Three statistical models were analyzed to capture the level 
of WTP of entire data and WTP of group with and without 
shared city plan. 

Table 4: Binary Logistic Model for WTP single-bounded format 

Variables Combined 
(Model 1) 

With City Plan 
(Model 2) 

Without City 
Plan (Model 3) 

 B (SE) B (SE) B (SE) 
Constant 
 

15.234***     
(4.232) 

12.297  
(48979.906) 

20.107***    
(5.747) 

LNBID -2.215***      

(0.319) 
-2.859***     
(0.671) 

-2.194***     
(0.412) 

LNWTR -0.620***     
(0.231) 

- -1.361***      
(0.352) 

CANAL -0.632**          

(0.275) 
-2.190***     
(0.579) 

- 

GEN -0.639**          

(0.281) 
- -0.892**        

(0.374) 
INFO -0.893***         

(0.286) 
- - 

MAR 0.901*        
(0.367) 

1.403*          
(0.779) 

1.027**             
(0.470) 

KNO  -1.146**       
(0.543) 

 

R2 Nagelkerke 
-2LL 

0.319 
(465.098-357.264) 

0.479 
(172.712-109.440) 

0.364 
(276.141-208.751) 

*, **, *** Significance at 10%, 5%, and 1% level respectively, 
SE = standard error 

The results showed only 7 in total 12 predictor variables  
has statistical significance. The variable LNBID are all 
statistically significant at 1% level. In addition, all of their 
coefficients (b value) have negative sign that indicatie a 
negative relationship with the dependent variable WTP. 
On the other hand, the higher wastewater charge, the less 
likely, or the lower probability of WTP. 

The variable LNWTR are significant at 1% level in 
combined model and without city plan model and have 
negative relationship with the WTP. It means that the more 
water consumption of household the less probability that 
the respondent would be willing to pay. This is true in 
reality of current wastewater charge according to 
percentage of water tariff. 

For canal, the regression coefficient is negative sign, it 
means that in case of respondent whose house is near the 
canal, their probability of acceptance of initial bid value 
decrease compared to those whose house is not near canal. 
This result also explains partly the condition of canal in 
HCMC now, it is improved thank to many sanitation 
projects that have been done as from 2001. 

With gender, the regression coefficient is -0.639, which 
means that. This result is suitable with prior studies on 
water and sanitation as female is willing to pay higher for 
the service due to they spend most time for family and also 
they are objects are affected much a lot from unhygienic 
water source. It may seen that woman role in urban 
families can actively decide expenditure. 

For marital status, the regression result shows they are 
significant at 10% level (model 1, 2), 5% level (model 3) 
and all have possitive sign. As a result, the WTP 
probability of married people for the improved service is 
larger than others. It can be seen that almost married 
people have moderately good and stable income as well as 
general concerns and responsibility for family health. 

One variable which differs between models is variable 
KNO (know about city operated WWTPs). It is only 
significant in with city plan model but having negative 
sign. This would indicate that respondents who do not 
know about operated WWTPs in city are willing to pay in 
case they were offerred city plan information compared 
with those who know about treatment plants. 

Many studies explored that education level, income level 
and career are important variables that have possitive 
effects on WTP. The higher level of these predictor 
variables, the more WTP it usually is. We also desire a 
similar result at the study area. However, the people have 
high education, their WTP are lower although this 
relationship has no statistically significance. This may be 
due to two reasons: they are usually young so they have 
less experience on good water quality in the past and on 
the extremely bad situation of water pollution as city has 
had already some treatment plants; second reason their 
trust in Government is decreased. 

Research Plan   

Semester Activity 
Semester 3 - Analysis regression for double-bounded format 

- Open-ended questions of WTP and Compare 
between models 
- Writing paper and Submit for publication 
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1. 研究の背景と目的 

開発課題が多様化し複雑化する中、公的支援は

提供可能なリソース（特に資金面）に限界があり、

開発途上国における開発推進のために、NGO（非

政府組織）や NPO（非営利組織）のみならず、民

間企業を含めた民間セクターとの連携が必要と

なっている。 
こうした連携の一形態に挙げられるのが、PPP

（Public Private Partnership。官民連携）である。

PPP において、民間に期待される大きな役割は、

1 つはインフラ整備のための資金不足を埋めるこ

とであり、もう 1 つは事業運営の効率性向上を通

じた資金の有効活用である。 
一方、開発途上国において PPP を活用する案件

は、主要都市の比較的大規模な経済インフラに偏

在する傾向にあり、地域開発の手法として活用さ

れている事例はまだ多くない。 
そこで、地域開発を目的とした PPP の活用にお

ける成功事例といわれるケースを研究の対象に

した。取り扱うケースは、フィリピンのミンダナ

オ島の北東部にあるブトゥアン市を中心とした

エリアで、日本の建設コンサルタント企業（A 社）

が、現地のパートナーと共に、地域開発を目的に

実施する、複数の PPP 事業（ブトゥアン PPP 事業）

である。このブトゥアン PPP 事業を取り上げたの

は以下の 4 つの理由による。 
 開発途上国における事業であること 
 PPP 事業であること 
 地域開発が目的の複数の事業であること 
 情報の量と質が十分かつ適切であること 

本研究は、開発途上国の地域開発における PPP
の活用促進に向けて、事例研究を通して、その成

功要因等について検証することを目的とする。こ

れにより、地域開発において PPP の活用がさらに

進み、もって開発途上国における地域開発の実現

に寄与することになる。 
 

2. 研究対象の概要 
(1) 事業エリア 

フィリピンは、面積が 30 万 km2 の 7 千余の島々

からなる国で、人口は 2014 年に 1 億人を突破し

た。日本（面積：38 万 km2、人口：約 1.2 億人）

に似た特徴を有する反面、人口は毎年約 2％のペ

ースで増加が続き、平均年齢は 24 歳と若い。ま

た、2000 年以降年間 5～7％のペースで安定的に

経済成長を記録するも、1人当たりのGDPは 2,924
米ドル（日本は 38,917 米ドル。共に 2016 年）に

過ぎないなど、マクロ経済面からみた日本との乖

離は大きい。 
ミンダナオはフィリピンの南部に位置し、同国

で 2 番目に大きいミンダナオ島（面積：10 万 km2）

を有するエリアで、同島北東部にあるブトゥアン

市は、周辺の 5 つの州を合わせたカラガ地域の中

心都市になる（図 1）。 
ミンダナオは、フィリピンでも開発が遅れてい

る。例えば、カラガ地域の世帯当たりの年間収入

は、18 万ペソ（約 41 万円）に留まり、全国平均

の 23.5 万ペソ（約 54 万円）を約 25％も下回って

いる。また貧困率も、全国平均の 19.7％に対して、

カラガ地域は31.9％に達するなど全国で一番高い。 
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面積 820km2 に人口約 35 万人を有するブトゥア

ン市が、農林水産系などの資源に恵まれながらも、

治安上の問題や、電力をはじめとする不十分なイ

ンフラ整備が国内外からの直接投資を妨げ、引い

ては経済発展の足を引っ張る構図は、ミンダナオ

と同様である。 
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図 1．ミンダナオ島、ブトゥアン市位置図 
 
(2) 事業内容 

ブトゥアン PPP 事業は、A 社と、ブトゥアン市

に本社を置く現地企業が、地域経済開発の実現を

目指して、計画・調査段階から出資、建設、運営

まで一貫して、複数の PPP 事業に取り組むもので

ある。後述の通り、3 つの段階を踏みながら、そ

れぞれの PPP 事業で品質や生産性の向上と付加

価値創出を図り、その上で各事業をサプライチェ

ーンとして結び付けて、PPP 事業全体で雇用創出

や賃金上昇などを通じた地域経済開発の実現を

目指している。 
第 1 段階で、電力・水といった基礎インフラの

安定供給を図り、第 2 段階にて、同地域の強みで

ある農林水産系の豊富な資源を生かした一次産

品の安定供給体制を整備する。第 3 段階では、農

林水産・食品加工系の工業団地（経済特区）を開

発して、ここに第 1 段階と第 2 段階で開発される

インフラやコモディティが供給される。表 1 に示

した多岐にわたる事業群が、すべて雇用創出等を

通じた地域開発を共通目的に結び付く構想であ

る。 
 
 

プロジェクト名 概要 運営開始

第 1 段階：基礎インフラの整備 

小水力発電(1) 発電容量：8MW 2017 年度

小水力発電(2) 発電容量：4MW 2019 年度

小水力発電(3) 発電容量：2.6MW＋10.2MW 2020 年度

もみ殻発電 発電容量：2MW×4 か所 2020 年度

風力発電 発電容量： 2MW×75 基 2020 年度

上水供給 8 万㎥/日×50 年の上水供給 2016 年度

第 2 段階：地域機関産業の一次産品の安定供給 

稲作・精米 生産性向上と単粒米生産 2015 年度

エビ養殖 衰退した養殖業の再生 2020 年度

鰻養殖 年間 200 トンの養鰻と加工 2016 年度

第 3 段階：工業団地に開発・運営 

工業団地事業 開発面積： 140ha 2020 年度

表 1．現地で取り組む事業の概要  
（出典：著者作成） 

 
3. ブトゥアン PPP 事業の意義 
(1) 事業の契機 

A 社は、建設コンサルタントであり、売上高の

多くを国内の公共事業に依存してきた。一方、公

共事業予算が、1990 年代後半をピークに減少基調

にある中、A 社においても、新事業の開発・確立

が喫緊の課題となり、その 1 つとして取り組んで

いたのが、海外における事業展開であった。 
そのような中、A 社は 2011 年秋に、地場の大

手建設会社のエクイパルコ・コンストラクション

社（本社：ブトゥアン市。以下「エ社」）と会遇、

エ社が検討していた小水力発電事業を、共同事業

として取り組む提案をする。 
水力発電は建設費用全体の 6～7 割を土木工事

が占めるため、A 社にとって、設計や施工管理な

どに、社内の人材や技術などのリソースが大いに

活かせる分野だったのである。それから 6 年超が

過ぎた今、この共同事業は、前掲の通り、検討段

階のものも含めて 10 を超えるまでになる。 
 
(2) 包括提携による取り組み 

ブトゥアン PPP 事業が、かくも短期間に順調

に事業が進んでいるのは、A 社とエ社を中心に、

民間セクターが主導して、地域開発という共通の

目的下、同一エリアで複数事業を実施しているこ
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とが 1 つの要因に挙げられる。 
実際、A 社とエ社を含む現地企業 2 社は、ブト

ゥアン市周辺エリアの地域開発に向けた動きを

加速するため、2015 年 5 月に「フィリピン国ミン

ダナオ地域開発に向けた包括提携の覚書」を締結

し、それに基づき複数の PPP 事業を 3 社が共同で

実施している。A 社のプレスリリースによれば、

これは「ブトゥアン市周辺エリアの地域開発に向

けて、より一層一体的に推進する包括提携」であ

り、「民間企業が主導して生産性の向上や高付加

価値化を実現することで、地域の経済発展につな

げ、ひいてはミンダナオ島の平和構築に資するこ

とを目指した、長期にわたり、幅広い領域で共同

事業を行うための包括提携」とある。 
 
(3) 特徴と成功要因 

ブトゥアン PPP 事業は、国が事業主体となっ

た、言わば事業規模が大きい経済インフラの案件

と対照的に、地方自治体レベルで実施される、地

域開発を目的とした小規模な事業を中心に構成

されている。また、主に治安上の理由から、「ミ

ンダナオの壁」ともいうべき高い参入障壁があり、

ミンダナオ島外からの投資は限定的である。競争

が少ない「ブルー・オーシャン」な市場の半面、

民間企業、とりわけ外資企業が参入し、事業展開

するには、ハードルが高い条件が揃っている。 
こうしたネガティブな面を克服するのが、前述

した包括提携であり、同一パートナーが同一エリ

アで複数の PPP 事業に取り組むことにある。 
まず、複数の事業を実施することで、「規模の

経済」や「範囲の経済」が働き、管理費や間接費

といったコスト削減や、工期短縮が可能になる。

また、パートナー間の相互理解や信頼関係が構築

されることで、協議・交渉の時間や労力の減少が

可能になる。さらに、地場の企業は、当該地での

知名度があり、業務実績を有しているほか、関係

者や関係諸機関とのネットワークを有している。

加えて、法制度等にも当然に熟知しており、地元

の合意形成や許認可取得にかかる時間や労力の

削減が可能になる。 
こうしたすべてが時間や費用の縮減をもたら

し、その結果として、事業性の向上が実現できる。

そして、収益性を向上させるのと同時に、事業の

不確実性（リスク）も低減させているのである。 
 
(4) 今後の展開 

2016 年の統一選挙で、フィリピンの歴史上初め

てミンダナオ島出身のロドリゴ・ドゥテルテ大統

領が誕生したが、時を同じくして、A 社の現地パ

ートナーであるエ社の COO（最高執行責任者）が

ブトゥアン市長選に立候補して当選を果たす。ロ

ニー・ラグナダ市長の誕生である。 
日本同様に彼の国でも公共部門の動きは時に

遅い。同市での取り組みを始めて 6 年超が経過、

短期間に数多くのプロジェクトが進行するが、実

質的にプロジェクトを主導してきたのは民間企

業であった。他方、今後の事業展開を見据えると、

開発した工業団地で製造・加工したものが流通す

るための周辺の産業道路や港湾といった大規模

なインフラ整備が必要になる。ラグナダ市長が民

間企業から公共部門に身を転じたのは、民間企業

だけでは手に負えないこうした大規模な事業展

開を、今後は公共部門でもスピーディに展開して

いくことを狙いとしている。 
 

4. 地域開発と PPP の親和性 
開発途上国における地域開発において、開発の

初期段階でリスクが高いときは、長期で譲許性の

大きい開発資金が供与できるという点で、公共が

大きな役割を担うことが求められる。他方、本研

究の背景でも述べた通り、公的支援のリソースに

制約がある中、持続可能な開発なためには、民間

の参入と事業活動が不可欠である。経済開発が進

み、リスクが低減するにつれて、民間が徐々に大

きな役割を担うことで、ヒト・モノ・カネが自立

的に域内循環するようになり、経済開発がさらに

進んでいくのである。 
図 2 に示した通り、PPP は、この間の橋渡しと

して活用できるものである。一方、PPP とは、端

的にいえば「得意な人が得意なことをやること」

である。一般的には、公共が大きな役割と負担を

担うべきと考えられている経済開発の初期段階

でも、できるだけ民間と分担することを考えて実

行することが PPP だともいえる。それこそが持続

的な地域開発の早期の実現に帰着するのであり、

その意味において、PPP と地域開発は親和性が高
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いのである。 

17 の開発目標と 169 のターゲットから構成

され、国連加盟国によって 2015 年 9 月に採択さ

れた「持続可能な開発目標（SDGs）」でも、持続

可 能 な 開 発 に 向 け た 実 施 手 段 と し て 、

「Partnership」が 17 番目の目標に挙げられてい

る。地域開発において、PPP が果たす役割と期待

はますます高まっていくはずである。 
他方で、官（Public）と民（Private）による連携

（Partnership）である PPP も、単純な官と民の一

対一の連携ではない。官では、国や地方自治体、

省庁など複数の機関が関与し、同様に、民でも、

複数のプレイヤー（主に株式会社）が共同事業体

を組成するケースが一般的である。民にはさらに、

融資提供者の銀行といった金融機関が関与する

ことも多い。つまり、官と民の中でも、それぞれ

複数の機関や企業の連携が存在するのであり、そ

の上で官と民の連携が構成されるのである。 

PPP はこのように、多種多様な機関が複数のレ

イヤーで連携して成立するものでもある。ここか

ら、誰とどのように連携するかという「パートナ

ーリスク」が存在し、それをいかに克服するかが、

PPP の成功にとって重要であることが分かる。 
 

高 低

PPP

官 民

ODA／公共事業

官と民の
役割

事業リスク

民間事業

手法

経済開発
段階

低 高
（初期） （後期）

 
図 2．経済開発段階に応じた官民の役割分担 
（出典：著者作成） 
 

5. おわりに 
日本政府は今、3 つの重点分野を基本方針に、

フィリピンに対する援助を実施している。その 1
つが「ミンダナオ島における平和と開発」である。 

一方、ミンダナオ島の真の発展は、政府の資金

だけで実現するものではない。前述の通り、民間

がリスクを取りにくい開発の初期段階には政府

が支援するものの、その後徐々に民間にバトンタ

ッチしながら、国内外からの民間投資の資金が増

えて、循環していくことが必要である。 
A 社がエ社らと進めているプロジェクトは、日

本企業と現地企業が協同する民間主導型の PPP
であり、地域開発の発展ステージでいえば後半に

期待される活動といえる。ミンダナオ和平は、ま

だ始まったばかりだが、民間主導で開発をリード

すべきステージが早晩到来する。そのとき、A 社

が現地企業とブトゥアン市で進めるこの民間主

導型 PPP が、持続可能な地域開発のビジネスモ

デルとして、ミンダナオ島の各地で応用されるこ

とを目指している。これが今、A 社が現地企業と

描いているシナリオであるという。 
 

 

写真 1．ラグナダ市長（右）と著者 
（出典：ブトゥアン市庁舎で 2017.6.5 撮影） 
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Most of the developing countries are facing the 
challenges of unemployment, poverty, political 
instability and home 1conflicts. In the context of 
Nepal, National Per capita income is 486.10$.  
Above 80 % of Nepalese people are living in rural 
area. More than 80 % of the population is the 
farmer, below 31% of the population has been 
living under the poverty line. Nepal is a country of 
developing among south Asian countries, having 
the problem of poverty 28.6 % 2multidimensional 
poverty. About 10% Nepalese people have access 
to formal financial access. (Chris D Gingrich) 
Nepal, having that type of critical situation, and 
excluded from financial basic services, Microcredit 
services has been playing an important role in 
economic viability and community development in 
the world. It is an essential tool against the poverty. 
Microfinance has demonstrated as an essential 
industry which has benefited thousands of poor 
people in the world (Dhakal,Jan 2016).  
 

 
Figure 1. 
 

                                                      
1 Since 1996-2006 Nepal has faced the home conflicts, so called people revaluation done by Maoist, 17000 people have 
killed and many people have displaced effect of conflict between the royal army and opposition. Many people leave 
their place of origin and become homeless took shelter in capital Kathmandu to secure their lives. 
 
2 The global Multidimensional Poverty Index (MPI) is an international measure of acute poverty covering over 
100 developing countries. It complements traditional income-based poverty measures by capturing the severe 

Microfinance refers to small-scale financial 
services primarily credit and savings provided to 
poor people who operate small-scale business and 
farm for escape from extreme poverty. Microcredit 
is existing in developing countries of the world 
against the poverty reduction to the poor mainly 
women empowerment. It has been playing a 
significant role to increase women`s access to small 
lone and saving facilities (Linda Mayoux p 3), 
improve their economic condition by providing the 
tiny lone with group collateral, for example, 
Grameen bank model. This research focusses on 
microcredit, women empowerment and community 
development in Nepal using the mixed research 
method. The research also would analyze the 
interrelationship between international migration 
and the microcredit in Nepal. Because Currently, 
many youths have been living Nepal to secure their 
future. Around 5 million Nepalese youth are out of 
the county all over the world (International labor 
organization 2015). 
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2. Microcredit contribution for women 
empowerment in Nepal and other countries 
of the Asia. 

3. Relationship between the microfinance 
international migration from Nepal and its 
socio-economic impacts   of a country of 
origin. 

Development of microfinance Concept 
History of the microfinance looks, back to the 16th 
/17th century. Microfinance in Asia has the much 
longer history than Europe and another world, 
although little is documents. (Seibel and Damachi 
1982) mention Arisan in Indonesia, hui in China, 
`chit funds` in India or Paulwagana in the 
Philippians. The concept of microfinance is not 
new; microfinance has emerged in Europe to 
response the tremendous poverty since the 16th 
century, Savings and credit groups that have 
operated for centuries in the form of self-help 
mechanism like fund and charity (Seibel 2005). In 
the middle of 1800 theorist, Lysander Spooner has 
conceptualized the benefits of small credit.  
Likewise, Friedrich Wilhelm Raiffeisen founded 
the first co-operative lending bank support to the 
farmer in rural Germany in 1800 (Seibel 2005). 
 
The traditional type financial trend has changed in 
modern microfinance concept was developed by 
Professor Yunus. He has established microfinance 
in Bangladesh, could call the microfinance 
revaluation around the 1980/90 (Banker to the 
Poor1999). It has changed the concept of 
microfinance and microcredit in the world. David 
Henley and Aditya Goenka state that informal 
financial services money lender pawnbroker, 
commodity traders, shopkeepers' landlord, patrons, 
borrowing with friends and family informal system 
has replaced by the microfinance with the 
emergence of Grameen bank revolution (Routledge 
2010 p.1). 
 
Why Microfinance? 
"Credit is the human right that should be treated as 
a human right. If credit can be accepted as a human 
right, then all another human right will be easier to 
establish." (M Yunus 5 April 2011 P Mader 
Routledge 2015) Microfinance has various 
definitions but the fundamental concept of 
Microfinance and microcredit are the financial 
services of the rural and low-income or financially 
excluded people. (James C Baru and G.M. Woller 
2004) claim if microcredit required physical 
collateral for borrowing, most of the microfinance 
clientele would be unable to participate due to their 

extreme poverty situation. Social collateral or 
group lending is the most important aspects of the 
microcredit obligate the group member responsible 
each other to receive the group lone and repayment 
of the installment (Wenner 1995 and James C Baru 
and G M Woller 2004).  
"Microcredit refers to small loans; microfinance 
provision is the wide range of the poor`s financial 
service requirements, including credit, savings, 
insurance, and remittance management. (David 
Hulme and Karen Moore 10 March 2006). 
 
Microfinance is a financial service practicing in 
different developing and developed countries. It is 
a rural bank providing saving, credit, insurance and 
the remittance services as well as replacing the 
informal finance services in the rural area. Ann 
Marie M.B. (Shimon Forster University Canada 
2011) argue that most of the microfinance in Nepal 
seen as same but all of them they have the different 
delivery system. She concludes that still now the 
microfinance services have not reached in the rural 
area where poor of the poor are living. Jonathan 
Morduch 2002 critically state that most of the 
microfinance program do not serve poorest. 
However, there are some institution that do, the 
evidence indicate the poorest can definitely 
benefits from microfinance in terms of increased 
the income and reduced the vulnerability 
 
Microfinance in Europe emerged for support 
tremendous poverty 16th century than then the 
microcredit concept was started. Microcredit has 
been being a tool for community development and 
poverty reduction tools for the developing poor 
third world countries. (Robinson M.S. 2001) argue 
that microfinance matter for two reasons. first, it 
provided the financial services that may need to 
expand and diversify their economic activities, to 
increase their income and improve their lives. 
Sustainability is another challenge of microfinance 
in the world. In19th-century lone fund in UK and 
Germany and Italy were disappeared additionally 
James C Baru and GM Woller mention the 
subsidize microfinance intuition are more fragile 
than the other.   
Microfinance model 
Figure -2 
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The idea of Grameen bank developed by M. Yunus 
has replicated all over the world but every country 
has their own style for utilizing the microfinance 
(Robinsons 2001) explain that the best known of 
the early microcredit model is poverty lending 
approach pioneered at Bangladesh `s Grameen 
bank and elsewhere that approach first made the 
world aware that poor people can be good credit at 
risk.  
One of the most popular community-based 
development programs is Thailand community 
development organization (Somsook 
Boonyabanhca). A popular community 
development mechanism in Thailand conducting 
by CODI (Community organization development 
institute) and ACHR (Asian collation for housing 
rights), it is called Urban Poor Development Fund. 
It is a powerful development mechanism allowing 
poor communities to organize themselves in the 
saving group and improve their financial and 
managerial capacity having lone (CODI). Somsook 
Boonyabanhca is the head of CODI state that, since 
the formation of CODI the new approach for 
community development was formed. It has some 
fund utilize for urban poor organizing the saving 
and credit group.  
 
Figure -3 

 
The group formation link to the poor people in a 
community, led by them and program design by 
them. (Hasan may 25-2004) state that in the 
beginning in Bangladesh microfinance has started 

with "Target group "and then prof Yunus has 
conceptualized the "peer monitoring group" which 
has 4/5 individual meet weekly for repayment lone 
installment but gender wise mixed group. The 
group faced some err than Yunus organize has the 
gender-based group that is a successful method has 
got top success in Bangladesh (Hasan 2004). 
Called Grameen project in 1983 has grown up 
rapidly.  
 
Microfinance in Nepal  
Nepal is adopting the microfinance since a long 
time, in 1956 with the opening of Credit 
Cooperatives in Chitwan Valley to provide loans to 
re-settle the victim of the flood. Then gradually 
microfinance has expanded in Nepal. There are 
many different microfinance institutions has been 
existing in Nepal for support the poor and low-
income group in different forms. (1) cooperative 
model (2) small farmer cooperative model (3) 
Grameen bank model (4) self-help group model 
(co) (5) village bank model Latin American model 
to promote the microcredit central bank of Nepal 
obligates to commercial and development bank 5 to 
10% of their deposit liabilities must invest in the 
small sector means the micro level income 
activities. 
Figure -4 

 
 
Agriculture development bank (ADBL) was 
established with the primary focus providing credit 
and to the rural poor, support for agriculture, In 
1992 in the recommendation of ADBL regional 
rural development bank was established in 5 in 
developments region. It was called the (Grameen 
development bank replicate of Grameen bank 
Bangladesh) in the same time other many 
developments bank and non-governmental 
organization (NGO) and international non-
governmental farmer program have lunches. 
 (Figure -5) 

• Microfinance in Bangladesh 
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In 1995 Nirdhan development bank was the first 
bank of NGO (1998) transform its microfinance 
portfolio into an autonomous microfinance rural 
bank.  Lumanti Nepal was one of the NGO 
established in1993 with the objective to support 
low-income people and has initiated microfinance 
program in 1996. 
Lumanti Nepal has been organizing the female-
oriented co-operatives in 3 different fields, Slum 
and squatter area, Waste worker (low-income 
group), Phepherial rural-urban area in the 
Kathmandu valley as well as outside of the capital. 
In the beginning lumanti support financially and 
technically, while community member able to 
organize themselves then lumanti roll would be 
only observation(figure-5) Sakya has claimed, 
"informally most of the past co-operatives member, 
80% of them, having a land title", also many old 
members having the small-scale income generate 
activities, like coffee Shop, retail vegetable shop, 
some of them is having poultry farm too. Very 
many national and international organizations have 
been supporting to lumanti in community 
development and women empowerment. In the 
support of ACHR, ADBL and other national and 
international social organization, lumanti have 
been conducting community development program 
in Nepal with the community based saving and 
credit since 1996. 
 
How microcredit group formed in Nepal? 
Figure -6  

  

 
 
Upendra Sakya (MFI lumanti Nepal), explain that, 
Fundamental requirements is must involve in 
saving groups, should be a member the groups then 
began to save (minimum 3 months) could receive 
the credit form group. Since 1956 with the opening 
of Credit Cooperatives in Chitwan Valley to 
provide loans to re-settle the victim of the flood 
from different parts of the country (Shankar Man 
Shrestha 2009). In 1960 first credit and co-
operatives has established primarily intended to 
provide credit to the farmer for increase the 
agriculture and animal husbandry. 
 
 
 
 
Research methodology 
The research method would be descriptive as well 
as adopt different tools technique to collect 
necessary information. The research would focus 
on qualitative and qualitative research method , 
Participation observation, of microfinance 
institutions in Nepal conducted by lumanti Nepal 
and conduct a questionnaire survey, and review the 
existing literature would be the main technique. 
Microfinance for community development and its 
relation to migration is an existing topic so, using 
different tools and method the paper would catch 
the research objective. 
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平成 29 年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

ミャンマー・インレー湖における環境悪化要因の分析と住民主体の循環型環

境改善手法の構築に関する研究報告 
 

国際共生社会研究センター リサーチアシスタント 

 大学院国際地域学研究科 博士後期課程 

 柴田 京子 
The research report on analysis of factors causing environmental deterioration of Inle Lake, 
Myanmar, and establishing the sustainable system for environment improvement by local 
initiatives 
 
1. はじめに 

ミャンマー連邦共和国、シャン州南部に位置す

るインレー湖はミャンマー有数の観光地であり、

ユネスコ・エコパークにも指定され、国際的にも

注目されている地域である。しかし、近年水質汚

染や森林破壊、ゴミ問題など湖を取り巻く環境の

悪化が指摘されている。この度、三井物産環境基

金の助成により 3年事業として、東洋大学国際社

会共生センターと特定非営利法人・地球市民の会

の協働でインレー湖環境問題解決にむけて環境

悪化の原因を明らかにし、対策を検討することと

なった。本論では、本年度の事業・研究内容、特

にプロジェクト対象村の住民の環境意識、生産活

動及び経済水準に関して報告する。 

 

2. 研究の背景 

インレー湖は湖上生活を営む民族であるイン

ダー族が古くから生活の場として利用してきた。

しかし、近年人口増加や生活様式の変化、農業生

産方法の変化が湖に大きな影響を与えていると

言われている。具体的には、住民による生活排

水・汚水の垂れ流しや栽培用肥料の過大投入、ゴ

ミの投棄による水質汚染の進行、富栄養化による

水草の繁茂や土砂の流入による湖底上昇による

湖内の舟運障害、水質悪化による住民の健康被害

等である。このような問題の解決には、水質目標

等、各種の改善目標を設定し、それに向けたハー

ド・ソフト対策を多面的に実施していく必要があ

る。しかし、現状では水質や環境に関するデータ

や住民の環境意識などに関するデータは皆無に

等しく、自然環境や社会状況の実態に即した形で

の効果的な環境改善活動が行われているとは言

えない状況にある。 

 

3．研究の目的 

インレー湖環境の悪化の要因を科学的、社会的

に明らかにした上、それに対する様々な対策を検

討し、組み合わせることで対策の最適解を導き出

し、インレー湖における「住民主体で実践的な循

環型環境改善手法を構築すること」を目的とする。 

写真.インレー湖水上生活者の様子 

(出典：筆者撮影 2017.6.8) 

 

4．事業・研究の内容 

 本事業・研究は以下の５つを柱として実施する。 

1)インレー湖の環境に関する調査・分析 

①水質実測 

②水を起因とする疾病、水系性感染症などの有無、

罹患率の調査 

③インレー湖周辺住民の排水量と水使用量、土砂

流出量の把握 

2)住民の環境に関する意識に係る調査・分析 
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表 1 2017 年植林実績(本) 

3)環境改善対策に係る代替案の検討 

4)パイロット事業の実施を通じた実証分析・評価 

5)インレー湖の環境改善モデルの提示 

以上で明らかになった環境・社会・経済面からの

研究成果を基に、「住民参加型で実践的な循環型

環境改善手法であるインレー湖モデル」を提示す

る。 

5．事業・研究の進捗 

 筆者は「パイロット事業の実施を通じた実証分

析・評価」部分を担当した。パイロット事業実施

あたり、3 か年計画の 1 年目としてインレー湖畔

に位置する村 3 村を選定した。3 村の内訳は植林

実施村としてペインネゴン村とボーミャ村を選

定、植林村兼有機栽培指導実施村としてチェーポ

ウコン村となっている。これら 3村において、以

下の活動を実施した(図 2)。 

【植林活動】 

 活動場所：ペインネゴン村、ボーミャ村、チェー

ポウコン村 

・12,715 本の植林 

・環境研修の実施 

【農業・環境研修の実施】 

活動場所：チェーポウコン村 

・循環型農業研修の実施(3 回)・・・有機栽培法、新規

作物の紹介、新規作物の栽培方法指導 

・環境保全研修の実施(1 回)・・・インレー湖土砂流入

の現状、モリンガの有効性について 

【環境への意識調査の実施】 

調査場所：チェーポウコン村 

・インレー湖環境汚染に関する意識調査 

【産業関連データの収集】 

調査場所：チェーポウコン村 

・農業・畜産業の生産及び所得調査 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図2 インレー湖と活動地及び事業実施地 

出所： 

https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3

%83%AC%E3%83%BC%E6%B9%96/@20.5034838,96.8143107,10.7

7z/data=!4m5!3m4!1s0x30ceed8ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!8m2

!3d20.5862914!4d96.9101806 

 
6．パイロット事業村における環境への意識 

チェーポウコン村は、インレー湖西岸に位置す

る村である。同村は陸上の村であるが、水上生活

者の中で大きな割合を占めるインダー族が住民

の73％を占めている。 

環境への意識を把握するため、チェーポウコン

村の住民142名に対し、以下の4項目についてアン

ケートを実施した。 

1． インレー湖で起こっている環境問題につ

いて何を知っているか。 

2． 環境保全のために自ら行動をとっている

ことがあるか。また、あるとしたら具体

的に何をしたか。 

3． 今後環境保全のために、何ができると思

うか。 

4． 循環型農法を知っているか。 

 結果は表2のようになった。この結果から住民

のインレー湖環境保全に対する意識が低いこと

がわかる。環境保全のために自ら植林をするなど

行動をとっている人が多い。一方、自らがインレ

ー湖畔の村に住んでおり、生活がインレー湖環境

に直結していると自覚している村民が少ないこ

ペインネゴン チェーポウコン ポーミャー
モリンガ 600 700 1500
コーヒー 1500
ライム 100
アボガド 500 2120
マンゴー 800 2235
ドラゴンフルーツ 550
タマリンド 1750
その他 360 合計

合計 2100 2100 8515 12715

2017年植林実績(本)

ペインネゴン村

ボーミャ村 

チェーポウコン村
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1
知らない 136
木が減少している 9
天候不順 5
農薬による水質汚染 1
土砂流入 1

2 環境保全のために自ら行動をとったことがあるか。

ある 124
ない 18

あるとしたら、具体的に何をしたか。(複数回答可)
木を植えた 114
共有林の見回り当番に行った 62
山焼きをしないようにした 2
ゴミ拾い 1

3 今後環境保全のために何ができると思うか。

木を植える 110
共有林の見回り当番に行く 63
わからない・何もできない 25
環境保全に関する知識を広める 1
ホテイアオイを引き上げる 1

チェーポウコン村における環境意識調査結果

インレー湖で起こっている環境問題について何を知っているか。(複数回答可)

表2 チェーポウコン村における環境意識調査結果 

とがわかった。また、この村には住民組織である

「林業委員会」が存在し、植林に関しては林業委

員会の主導で行われている。聞き取り調査による

と、植林活動は「林業員会のメンバーもしくは村

長に言われて」実施したもので、村民の自発的な

活動ではないことが確認された。 循環型農業に

対する認知度はさらに低かった。このことから今

後パイロット事業の実施にあたっては、住民対象

の循環型農業研修を実施し、循環型農業の認知度

を高め、実践者を増やしていくことが課題となる。 

 

7．調査村における農業・畜産業の概況 

 循環型農業普及のパイロット事業を実施する

にあたり、対象村の農業畜産業に関する調査を行

った。この調査結果は事業効果をはかるためのベ

ースラインデータとなる。 

7-1．土地利用 

平均農地経営面積をみると、南村が水田2.74エ

ーカー、畑1.57エーカー、北村が水田2.47エーカ

ー、畑1.3エーカーとなっている。基本的に水田・

畑地とも作付けは年間1作のみで栽培終了後は休

閑させる。農業経営世帯93世帯のうち農地所有世

帯は84世帯、農地を借りて経営している世帯は9

世帯であった。 

 

 

 

 

 

7-2.栽培作物 

両村とも米が最も多く栽培され、南村では次に

ニンニク、トウモロコシという順になった（表4）。

北村では米に次いで豆類、トウモロコシ、ニンニ

クとなった。豆類はヒヨコマメ、大豆、白豆を栽

培していた。農地で生産している作物はこの4種

のみに限られ、他は家の敷地内で自家消費用野菜

がわずかに栽培されているのみであった。 

 

 

 

 

 

8．調査村の世帯所得の状況 

8-1.平均世帯所得 

表5は、各村の平均世帯所得を農業自営、農業

労働所得(日雇い)、非農業所得、非農業労働所得

(日雇い)に分けて示したものである。 

南村と北村を比較すると、南村は農業自営が最も

大きな収入源となっている。一方、北村では非農

業所得が最大の収入源となっている。これは、南

村のほうが農業自営を主な所得源としている世

帯の比率が高いということを反映している。 

北村では農業所得比率が低い分、非農業所得の比

率が高くなっている。たとえば、伝統的な菓子作

り（35世帯）、竹笠作り（37世帯）の他、ニャウ

ンシュエ町での飲食店スタッフ、店舗経営、機械

整備、洋裁など多岐にわたっている。また、北村

にはタイへの出稼ぎ者からの仕送りがある世帯

も1世帯見られた。 

 

8-2．作物別所得 

表6は両村で作られている作物別の所得を示し

ている。米の所得を見ると北村と南村の間で差が

見られる。この理由としては以下の二つが考えら

れる。一つ目は、エーカー当たりの収量の違いで

ある。南村47.3バスケット(1バスケット=約21㎏)

に対し北村42.5バスケットであった。二つ目はエ

ーカー当たりの投入資材経費の違いである。農薬

表 3標本農家の平均土地所有と平均経営規模(エーカー) 

出所：筆者作成 

水田 畑 その他 合計
南村 24 3.41 28 2.74 1.57 0.50 4.81 3.12
北村 60 2.75 65 2.47 1.30 0.00 3.77 2.60

農地所
有世帯

農地所
有面積

農地経
営世帯

総作付
面積

農地経営面積(エーカー)

表 4 総作付面積に占める各作物の比率(％) 

出所：筆者作成 

米 ﾄｳﾓﾛｺｼ 豆類 ニンニク
南村 81.48 8.81 0.00 9.72
北村 71.70 13.33 14.22 1.19
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表 6 平均作物所得(チャット/エーカー) 

出所：筆者作成 (暫定的推計結果により作成) 

米 ﾄｳﾓﾛｺｼ 豆類 その他
南村 266,142 42,784 0 930,192
北村 229,580 48,471 370,756 2,038,000

表 5 平均世帯所得(チャット) 

出所：筆者作成 

農業自営
農業労働所
得(日雇い)

非農業所
得

非農業労働
所得

(日雇い)
合計

744,900   17,930     224,431   18,281      1,005,542  
417,334   223,836    833,429   238,836    1,713,435  
491,151   177,435    696,190   189,134    1,553,910  

851,314   290,000    18,964     0 1,160,279  
農地経
営有

0 0 0 0 0

農業労
働者

0 1,060,000  0 195,000    1,255,000  

非農業 0 175,000    891,000   -             1,066,000  

740,006   135,565    175,947   39,452      1,090,969  
農地経
営有

26,360     360,000    740,647   166,667    1,293,673  

農業労
働者

0 509,286    179,000   263,571    951,857    

非農業 0 214,742    1,027,165 159,613    1,401,520  

非
農
家

世帯分類別

南村
北村
両村

南村
農家

非
農
家

北村
農家

及び化学肥料の経費が南村は約15万6,000チャッ

トであるのに対し、北村は17万4,000チャットと

高くなっている。 

トウモロコシの所得は両村ともに非常に低い。こ

の理由としては、収穫直後の収穫物が一番多い時

期に中間業者が買い付けに来るため、栽培農家は

ほぼ最安値の価格で販売しなければならないこ

と、F1種であるため毎年種の更新をしなければな

らない上に値段が高いことが挙げられる。 

豆類は北村でのみ栽培されており、北村の米所得

よりも多くなっている。しかし、栽培初期(雨季

の終わりから乾季にかけて)に潅水が必要である

ため、灌漑が整った畑でのみ栽培可能である。そ

のため栽培世帯は17世帯と少ない。 

ニンニクは、所得は高いものの乾季に潅水が可能

な畑でのみ栽培可能なため、栽培農家が限定され

る。そのため、栽培世帯は両村合わせて8世帯と

少ない。 

 

 

 

9．今後の予定 

 今後、以下の活動を実施する予定である。 

 【植林活動】 

 活動場所：ペインネゴン村、チェーポウコン村他

1村程度 

・10,000 本の植林 

・環境研修の実施 

【農業・環境研修の実施】 

活動場所：チェーポウコン村 

・ワークショップの開催(1 回)・・・インレー湖水質状況

の共有、循環型農業の実際を紹介 

・循環型農業研修の実施(3 回)・・・有機栽培法、新規

作物の栽培方法指導 

・環境保全研修の実施(1 回)・・・インレー湖環境汚染

の状況 

活動場所：ニャウンシュエ町 

・ワークショップの開催(1 回)・・・インレー湖水質状況

の共有、サステイナブル・ツーリズムについて 

上記の研修実施の他、チェーポウコン村で実践中

のパイロット事業において、循環型農業の成果物

の共同集荷・出荷を進めていく。 

以上を進めながら、インレー湖周辺地域におけ

る循環型農業の普及・実践がどの程度住民の生計

向上に貢献することができるのか、また植林も含

む活動及び研修が環境負荷軽減に貢献できるか

を検証していく予定である。 
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平成 29 年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

活動概要 持続可能なビジネス  
 

国際共生社会研究センター テーマコーディネーター（持続可能なビジネス） 
大学院国際地域学研究科（国際学部） 教授 

北脇 秀敏 
Sustainable Business Annual Report 

 
1. はじめに 
 
(1) 研究のねらい 
 持続可能なビジネスは、開発途上国が貧困や格差等の社会的な問題を解決し、内発的かつ持続可能な発展

を遂げるためには援助漬けの状態を作り出す のではなく、地域にその利益を還元できる ビジネスを創発する

ことが求められている。しかし、現状では先進国へ利益が還流して しまうスキームを導入し、貧困から脱却でき

ない事例が多く報告されている。ここで、研究センターとして産学連携でビジネス創発の研究をするにあたり、た

だ産業側の意向に沿う形での研究を推進するのではなく、真に開発途上国にその利益を還元することが求めら

れている。そのビジネスを一過性のものにするのではなく、持続可能に発展で きるためには、産業側、先進国

側に倫理と社会的責任を問い続けなければならない。そ こで、ビジネスセクターでは、所属全研究員がそれぞ

れの研究フィールドの中で、特に観光開発の現状においての倫理と社会的責任を統一テーマとして研究を推

進して行く所存である。 

 

2. 本年度までの活動 
 

(1) 新しい研究員の着任 
 持続可能なビジネスの研究促進のため、以下の研究員が新しく加わった。 

石井晴夫：公共経営論、公益企業論 

北脇秀敏（国際貢献から持続可能なビジネス）：環境衛生 

花木啓祐：環境学、地域環境学 

眞子岳（国際貢献から持続可能なビジネス）：開発途上国における水・衛生とビジネスに関する研究 

松行輝昌（国際貢献から持続可能なビジネス）：村落部におけるソーシャルビジネス 

松島恭範（国際貢献から持続可能なビジネス）：一村一品 

 
(2) 国際シンポジウム「開発途上国における水道事業体の収益確保を目指した技術協力と水ビジネスの展開

――第１回 無収水対策を中心として――」（2018 年 2 月 19 日） 
 国際シンポジウムを東洋大学白山キャンパススカイホールで実施した。基調講演者として日置 潤一氏（厚生

労働省医薬・生活衛生局水道課水道計画指導室長）「わが国水道事業の現状と海外展開へのサポートについ

て」、松本 重行氏（ＪＩＣＡ 地球環境部次長）「JICA による無収水対策への取組みについて」、土田 泰秀氏（東

洋計器(株) 代表取締役社長）「水道におけるスマートメーター開発・導入の現状と展望」にご登壇頂いた。また、
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北脇 秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長）、小平 基晴氏（東京都水道局 企画

調整担当部長）、富井 孝氏（横浜市水道局 事業推進部長）、間宮 健匡氏（(株)日水コン 取締役、海外本部

長）、西澤  昭夫氏（東洋大学経営学部教授、東洋大学産官学連携推進センター・副センタ―長）がパネリストと

なり議論を行った。 

 

(3) 研究員による個別研究 
 本年度の研究員による個別研究の主たる成果は次の通りである（今年度着任した研究員および国外に滞在し

てる研究員の報告は割愛）。 

① 開発途上国における水・衛生とビジネスに関する研究（研究員 眞子岳） 
SDGs 達成に目指した水と衛生に関する研究を実施している。特に、安全な水供給と適切な衛生施設

へのアクセス率を向上（ターゲット４：すべての人に対する、持続可能な水源と水と 衛生の確保する）

に寄与するために研究を行っている。さらに、現在は途上国における水供給におけるビジネスと適正技

術についても研究をおこなっている。日本のビジネスの、特にメーカー業界では難しいことではあるが、

リバースイノベーションやスペックダウンなど、最高の技術ではなく、現地に適した水供給の必要性に

ついて企業と連携して研究している。 

② ミャンマー連邦共和国インレー湖周辺環境に関する研究報告（客員研究員 松行輝昌） 

インレー湖湖水の水質と周辺住民の水使用形態の概要把握を行った。インレー湖の水質については、

１）場所により濁度に大きな違いがみられる、２）多様な形態の生活排水の湖水への流入がある、３）

地域によっては工業廃水が流入している、ことが観察された。水使用形態については、１）電力インフ

ラの普及により、多くの地域で引水による安全な飲み水が確保されている、２）経済状況により雨水な

どの原初的な飲料水の確保に留まるケースも見られる、３）多くの家庭では湖水で洗濯を行っている、

３）引水によるシャワーを持つ家庭も多いが、経済状況により湖水で水浴びをするケースも見られる、

ことなどがわかった。 

③ ケニア農村地域における小零細企業の持続的な経営手法に関する研究－ケニア一村一品プロジェ

クト支援農村企業の経営動向を事例として －」（リサーチアシスタント 松島恭範） 

今年度実施した研究活動につて、①アフリカ中小企業振興や一村一品運動に係る資料収集・整理、②

ケニア農村零細企業に係る収集済データの整理・分析、③国際開発学会を始めとする、関連学会への参

加・情報収集、④第 28回開発学会での口頭発表、が挙げられる。この他、国際共生社会研究センターが

展示参加した「環境展」での展示支援（５月）、同センターが中心となって開催された、国際シンポジウ

ム開催支援（１１月）、国際開発学会第 28 回開催支援（１１月）など行った。 

 

3. 次年度に向けて 
 

次年度の活動としては、2 月に実施したシンポジウム「開発途上国における水道事業体の収益確保を目指し

た技術協力と水ビジネスの展開――第１回 無収水対策を中心として――」の第 2 回目に位置する「適正技術と

水ビジネス」（案）を計画している。本シンポジウムでは、産学官が連携し実務と研究が共同して国際貢献（民間

ではビジネス）ができるきっかけを作り、より良い世界を形成することを目指す。 

研究員による個人研究は現在少ないが、2018 年 2 月に実施した、シンポジウムを皮切りに、企業との共同研

究を視野に入れながら、持続可能なビジネスと国際貢献について、論文や口頭発表を公表していく。 
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開発途上国における水・衛生とビジネスに関する研究 
 

国際共生社会研究センター 研究助手 

眞子岳 

 
A Study on Water Supply and Hygiene for Business in Developing Countries 

 
1. 平成 29 年度の研究活動 
本センターは SDGs 達成に目指した研究を実施

している。特に筆者は、安全な水供給と適切な衛

生施設へのアクセス率を向上（ターゲット４：す

べての人に対する、持続可能な水源と水と 衛生

の確保する）に寄与するために研究を行っている。 
筆者はこれまでバングラデシュ、カンボジア、

ミャンマー、ネパールにおいて安全な水供給手法

の研究を実施してきた。バングラデシュとカンボ

ジアでは、主に地下水ヒ素汚染地域での水供給に

ついて研究を行い、ミャンマーでは中央乾燥地域

にて研究を行ってきた。前者は国内における水量

の絶対値が高く、河川や雨水などが豊富に存在し

ているが、後者全く水資源がない地域であり、水

使用形態自体が大きく異なっている。 
ネパールでは、2015 年 4 月に発生したゴルカ

地方での地震発生後の水供給手法についても継

続的に研究をおこなってきた。以上のように、ア

ジア地域での研究を実施している筆者であるが、

各研究地については、以下のように研究が進んで

いる。 
 

2. バングラデシュ、カンボジアでの研究 
 バングラデシュおよびカンボジアでは主に

BOP ビジネスの可能性について研究をおこなっ

ている。 
 バングラデシュでは、以前 JICA BOP 案件で実

施していた、紫外線照射機による水浄化装置の普

及について研究を継続している。本研究では、紫

外線照射機のエクスパンションまではできず、使

用による効果測定と分析に留まった。 
 一方、同期間実施していたカンボジアにおける

消毒剤入り石けんの普及に関する BOP ビジネス

では、現地 AEON に商品を販売するまでに至っ

た。 
 これらのことから、商品のエクスパンションは

実施年数に関係なく、現地のニーズや商品の価格

が大きな影響を与えているいうことが推察され

る。消毒剤入り石けんは、泡石けんにすることに

より１回分の石けん使用量を少なくすることが

でき、価格がニーズとマッチングしていたと考え

られる。バングラデシュのケースでは、紫外線照

射より煮沸を好む「習慣」が根付いており、ビヘ

イビアチェンジによるする時間や、価格がマッチ

ングしなったのだと考察される。これらをより細

かく分析し、研究を進めて行きたい。 
 
3. ミャンマーでの研究 

8 月 27 日から 8 月 31 日の期間、ミャンマー連

邦共和国のインレー湖における水質環境及び湖

上住民の水使用形態について調査を行った。本研

究センターの「持続可能なビジネス」グループは、

「国際貢献」グループと共インレー湖を研究して

おり、本調査では松行客員研究員（大阪大学）と

現地調査を行っている（松行研究員の研究報告は

和文 43 号に掲載）。 
ミャンマーのシャン州タウンジー県ニャウン

シュエ郡区にあるインレー湖は、国内外問わず多

くの人でにぎわっている観光地のひとつであり、

非常に注目されている観光地である。そのため、

観光開発が進み、ホテルや飲食店などが次々に建

設され、環境との共存ができなくなっている。特

に、山の野焼きや森林伐採により、傾斜面にある

土砂が雨によりインレー湖に流入し、インレー湖

の水位が低くなっている問題がある。水位が低く

なることは、インレー湖を船で移動する住民や、
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漁業を従事者に大きな影響を与えており、これ以

上水位が低下しないように現地住民は、インレー

湖潜り、底から砂をかき出し、堆積した砂を船に

積み運んでいる。これは、一艘や二艘のみでは効

果はあまりないと考えられる。 
 

 
写真１：インレー湖調査風景 

 
今年度の調査では、インレー湖内を約２km 圏

内毎に 30 か所水位を調査し、雨期と乾期との差

を明らかにした。雨期と乾期では、前者の方が約

１m 水位が高く、豪雨による土砂の流入も確認し

た。山々に囲まれているインレー湖への土砂の流

入は、筆者の短い調査期間でさえ、何度も見られ

たことから、雨期の土砂の総流入量は非常に多い

と考えられる。 
この土砂の流入を防ぐために、土砂流入防止策

や、土砂堰堤のようなものを設置する必要がある。

高価なものは造ることが難しいことから、現地に

適した技術（適正技術）が重要である。現地住民

に経済的負担が少なく実施できるのは、流入前に

穴を掘り、土砂の沈殿池を造ることで多少の流入

量を軽減できると考える。今後このようなことが

実施できるかどうか現地住民と話し合いを行い

ながら、対策を考えていきたい。 
 
インレー湖の水質汚濁の原因解明のために、乾

期および雨期において水質調査を中心とした調

査を実施した。調査期間は 2017 年６月 5 日から

13 日と８月 27 日から 31 日の現地調査を実施し

た。 
 水質調査はインレー湖に流入し、負荷量が高い

と思われる北東部のニャウンシェの河川から実

施した。流入地点のニャウンシェからインレー湖

の南までの約 20 ㎞の距離を、2km 未満の間隔で

水質調査を実施した。 
水質調査項目は、化学的酸素要求量（COD）、

溶存酸素（DO）、濁度、pH などを深度別に実測

し、雨期と乾期による水質と水位の変化について

実測をおこなった。以下に調査結果を記す。 
 
3-1 調査結果 
1) インレー湖全体の水質状況 

インレー湖では乾期の時期は、観光客も多く訪

問しており、移動手段として利用される船の数も

雨期とは異なる。船にはディーゼルエンジンモー

ターが付けられており、インレー湖の水を掻き混

ぜながら通行していると考えられる。そのため、

水位が浅い表層部分では、比較的 DO が高い数値

を示していた。 
化学的酸素要求量（以下、COD 濃度）と溶存

酸素量（以下、DO 濃度）、濁度の調査より、イン

レー湖中心部より街からの流入地点での水質が

比較的悪く、街からの汚染があることが確認され

た。人口が多いと思われるニャウンシェからの南

へ流れており、濁度が低いインレー湖中心部で希

釈されることが目視で確認された、また湖畔が狭

くなっている南側では濁度が悪化していた。 
 

     
図１：COD 濃度分布*            

注）白色：0-8 mg/L 、水色：9-10mg/L、黄色：

11-15mg/L、赤色：16-20mg/L 
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図２：DO 濃度分布 

注）白色：9mg/L 以下、水色：6-8mg/L、 
黄色：3-5mg/L、赤：0-2mg/L 

 
2）雨期と乾期による水質状況の変化 
 インレー湖では、約 30 地点で水質調査を実施

した（調査時期の水位によって計測不可能の地点

あり）。水位は雨期の方が乾期より約 1m 上昇し

ており、インレー湖への流入量が多いことが確認

された。また雨期では降水量も多く、濁度の数値

も低いことを確認した。COD については雨期よ

り乾期の方が高く、DO については低い数値を示

していた。 
今後これらのデータを用いて水質汚濁の分析

を実施する予定である。 
 
4. ネパールにおける研究 
*平成 28 年度報告書を一部引用 
ネパールに関する研究は、2015 年に発生した

ネパール大地震による仮設テント地域における

水の供給と衛生状態の研究を実施している。今年

度は現地での調査を行っていないが、関係各所と

連絡を取り合い、復興の進捗の確認をおこなった。  
地震後は、被災地へ水給水や衛生施設の提供は、

援助手法による供与が必要であった。しかしなが

June Augsut A-J June Augsut A-J June August A-J June Augsut A-J June Augsut A-J
No.1-1 0.35 16.5 15 -1.5 4 6 2 16 5 -11 13 15.1 2.1
No.1-2 16 15 -1 6 6.5 0.5 3.2 5.9 2.7 14 14.1 0.1
No.2-1 0.74 10 8 -2 7 6 -1 12 6.2 -5.8 12 12.6 0.6
N0.2-2 11 8 -3 8 6 -2 9 6.4 -2.6 12 12.4 0.4
No.3-1 0.35 20 15 -5 5.5 4 -1.5 10 6.9 -3.1 18 16.6 -1.4
No.3-2 18 15 -3 4 3 -1 7.4 8.6 1.2 18.5 20 1.5
No.4 0.9 13 12 -1 5 6 1 33 9.7 -23.3 50 17.8 -32.2

0 0 0 0
No.5 0.4 1 0.6 13 15 2 5 2 -3 50 10.3 -39.7 50 30.4 -19.6
No.6 0.5 -0.5 0 0 0 0
No.7 0.75 10 8 -2 6 2 -4 40 10.1 -29.9 39 21.6 -17.4

0 0 0 0
No.8 0.77 7 8 1 7 5 -2 5.5 5.4 -0.1 9.4 13.6 4.2

0 0 0 0
No.9 0.74 10 10 0 7 3 -4 15.6 5.4 -10.2 16.7 15 -1.7

0 0 0 0
No.10 0.2 1 0.8 20 8.0 -12 5.5 3 -2.5 50 8.8 -41.2 50 18.6 -31.4
No.11 1.25 1.25 16 15 -1 5 2 -3 32 7.6 -24.4 22 17.4 -4.6
No.12 0.65 10 11 1 5 4 -1 5 5 0 15 16.6 1.6

0 0 0 0
No.13 0.9 1.5 0.6 16 12 -4 5 6 1 5.5 5.7 0.2 13.3 13.4 0.1
No.14 0.69 20 15 -5 4 5 1 12.5 8 -4.5 26.3 16.7 -9.6

0 0 0 0
No.15 0 0.3 0.3 20 10 -10 4 3 -1 50 41.6 -8.4 50 50 0
No.16 0.6 1.5 0.9 20 13.0 -7 5 5 0 50 28.3 -21.7 50 50 0
No.17 1.1 20 8 -12 5 6 1 22 6.7 -15.3 20 15.2 -4.8
No.17-1 18 8 -10 6 6 0 20.7 7.9 -12.8 21.3 16 -5.3
No.18 1 13 15 2 5 6 1 9.8 0 -9.8 15.4 19.6 4.2
No.18-1 18 8 -10 6 6 0 11.3 0 -11.3 13.1 4.5 -8.6
No.19 0.5 20 8 -12 5 6 1 7.5 4.7 -2.8 11.9 10.8 -1.1
No.19-1 20 8 -12 6 6 0 7.5 5 -2.5 10.9 0 -10.9
No.20 0.5 1 0.5 16.2 13 -3.2 4 4 0 4.1 5.5 1.4 12.2 14.7 2.5
No.21 0.5 1.5 1 10 15 5 5 5 0 3.9 4.5 0.6 12.1 0 -12.1
No.22 -0.1 0.8 0.9 8 8 0 6 5 -1 50 50 0 50 50 0
No.23 0.05 0.8 0.75 10 8 -2 5 4 -1 50 50 0 50 50 0
No.24 0.95 12 15 3 5 5 0 5 7.5 2.5 9.1 17.4 8.3
No.24-1 10 10 0 4 5 1 4.2 5.2 1 10.6 14.4 3.8
No.25 1.2 10 10 0 5 5 0 2.1 3 0.9 8.5 10.4 1.9
No.25-1 10 15 5 5 5 0 2.7 3.1 0.4 7.6 10.9 3.3
No.26 1 20 15 -5 5 5 0 18.6 5.4 -13.2 24.8 14.7 -10.1
No.26-1 20 15 -5 6 5 -1 18.9 6.1 -12.8 23.3 15.9 -7.4
No.27 0.95 18 15 -3 5.5 5 -0.5 13.4 6.8 -6.6 23.8 18.6 -5.2

0 0 0 0
No.28 0.77 18 15 -3 5 6 1 14.5 7.5 -7 26.1 17.7 -8.4

0 0 0 0
No.29 1.15 13 15 2 6 6 0 10.3 4.1 -6.2 20.7 22.3 1.6

0 0 0 0
No.30 -0.1 1.4 1.5 18 15 -3 2 2 0 50 9.3 -40.7 50 28.7 -21.3
No.31 0 0 0 0 0

Average 0.75551724 Total -116.7 Total -19 Total -356 Total -176.9

Turbidity Color

1.36 2.1

1.85 2.2

1.25 1.6

Dept COD DO

0.35 1.25

0.4 1.15

0.83 1.6

1.06 1.8

0.9 1.55

1.01 1.7

0.8 1.9

1.3 2.3

1.5 2

1.3 2.25

0.93 1.7

0.15 1.3

1.3 2.5

1.2 2.2

1.05 2

 
図３：インレー湖における乾期と雨期における水質比較 
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ら 1 年が経過した 2016 年の段階では、 援助に頼

るのではなく、自助・自立が可能な段階までもっ

ていく必要がある。これは内発的発展の手法が重

要であり、さらに持続可能性を考えるうえで必要

なことである。そのためには、援助、つまり国際

貢献手法とビジネス手法について研究する必要

がある。 
さらに内発的発展や、持続可能性を考える上で、

対象者自身が自分達で発展して行こうという意

思や意欲を与えるような国際貢献が重要である。

つまり、それは我々が介入しなくても、自分達で

維持管理できるようにするための人材育成と考

える。そのため、対象者の多くは開発途上国内で、

貧しい地域に住んでいることが多いため、意思や

意欲を向上させるために収入向上などの、目で見

える結果を示すことが必要であると筆者は考え

る。。そのために、ビジネス手法を学び人材を育

成すれば、内発的に発展につながり、ビジネス（商

売）を通して社会問題が解決できると考えている。  
また、人材育成と同時にコミュニティの形成も

重要である。以前調査した、チョティパチ地区で

は、チョティパチ地区のキャンプサイトには、約

1,800 世帯(約 10,000 人)がテントで暮らしていた

が、現在キャンプは存在しない。本研究では、当

キャンプ地のリーダーにヒアリングをした際、キ

ャンプを管理するコミュニティの形成がいち早

く重要であると聞いた。このコミュニティを造る

ことにより UNICEF の支援（2015 年では、水質

の良い水が供給され、水量・水質と共 に適切な

水が 24 時間給水の状態になった）に対する交渉

ができるようになった。しかしながら、コミュニ

ティの運営では適切に運営できていない地域も

あり、リーダーの独裁的でかつ縦割りコミュニテ

ィでは、配給がうまくいかず、また配給に対し資

金を要求するビジネスまで横行していた。このこ

とから良いコミュニティが作られていないこと

が解る。つまり、人材育成だけではなく、コミュ

ニティ開発も重要である。 
 
これまでの研究を総括すると、技術の普及には、

現地のニーズ、つまりディマンドドリブンによる

商品の開発、技術の開発が重要である。また、文

化や習慣といった、現地に根付いてるビヘイビア

に沿ったものが適切技術である。この適正技術は

ハイスペックものも使いようによっては、適正技

術となるが、サプライドリブンになっているもの

が多く、ハイスペックな技術を提供しすぎていこ

とが多い。今後は、サプライドリブンではなく、

ディマンドドリブンの考えを持ち、現地の文化・

習慣に適切なものが重要ではないだろうか。 
 
5. 今後の研究 

本センターで実施してきた研究を取り纏め、論

文を執筆していく。また持続可能なビジネスグル

ープとして、産学官連携による実務と研究が共同

した国際貢献を実施していき、民間によるビジネ

スを用いた持続可能な水供給についても研究を

実施していく。 
また国際貢献グループとも共同して、インレー

湖の調査を継続していく。 
 

 
写真２：当センターのシンポジウム 

（官民学が集まり、水ビジネスについて議論して

いる） 
 
*本活動報告は、インレー湖調査報告書（眞子執筆分）を

一部使用している。 
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ミャンマー連邦共和国インレー湖周辺環境に関する研究報告 

 
国際共生社会研究センター 客員研究員 

 松行 輝昌 

 
A study on the environment around Inle Lake in the Republic of the Union of Myanmar 

 
 

1. 研究の背景 

インレー湖はミャンマー連邦共和国シャン州

タウンジー県ニャウンシェ郡区に位置する淡水

湖である。表面積が 43.5k ㎡と広大な湖で古来よ

り、高床式の水上家屋やボートによる独特な水上

生活の様式がある。浮き畑農業が行われ、トマト

やナスをはじめとした野菜が栽培されている。こ

のように独特な文化が発達し、風光明媚で高地に

あるため気候も穏やかでインレー湖やニャウン

シャエ周辺はリゾート地として知られ、欧米など

から多くの人々が訪れる観光地である。 

近年、インレー湖の湖水は透明度が下がり、水

質の低下が起きていると言われる。また、湖周辺

では樹木の大量伐採が行われ、周辺環境も悪化し

ているのではないかとされている。インレー湖の

水質悪化には以下の様な複数の要因があるので

はないかと考えられている。 

 

１） 人口の増加 

２） 観光客の増加 

３） 浮き畑農業による影響 

４） 材木の伐採と焼き畑農業の影響 

 

人口の増加により未処理の生活排水がインレ

ー湖に流れ込み、それが水質を悪化させていると

考えられる。また、観光客の増加により、インレ

ー湖上や周辺にはホテルなどの宿泊施設や飲食

店などが増え、それが環境に悪影響を与えている

とされる。インレー湖上では 1960 年代から浮き

畑による野菜の栽培が行われており、近年ではそ

れが大規模化している。野菜栽培のために化学肥

料が使用されており、これが水質の悪化を招いて

いるとされる。周辺の丘陵地帯での材木の伐採や

焼き畑農業は砂礫のインレー湖への流入とそれ

による富栄養化や植生の変化を招いているとさ

れる。このようにインレー湖の水質は周囲の環境

の変化とともに変化しているがその要因は複合

的である。水質の悪化が進んでいることは明らか

であるが、インレー湖が巨大な湖であり、学術的

な研究も少なく、その要因は未だ十分には解明さ

れていない。こうした要因の全容を解明するには

大規模な調査や研究が必要になる。本研究では、

インレー湖上で生活する人々の生活様式、特に水

使用形態に焦点をあてる。インレー湖は巨大な湖

で湖上生活を営む集落ごとの違いも大きいとさ

れる。特に、インレー湖の集落は職業別に形成さ

れる傾向があるともされる。そのため、本研究で

はケースとして 2つの集落を訪問し、水使用形態

の調査を行った。 

 

写真、浮き畑 

（出典：著者撮影 2017．8.28） 
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２．インレー湖の生活様式 

インレー湖周辺では、人々は高床式の住宅で湖

上生活を営んでいる。ほとんどの集落で、電線が

みられ、電気のインフラが来ていることがわかる。

後に見るように、電気のインフラがあることによ

り、揚水や引水が可能となり、経済力があれば、

安全な水へのアクセスが可能となる状況にある。 

 

写真、インレー湖の電線 

（出典：著者撮影 2017．8.30） 

 

３．インレー湖の水質 

はじめに、インレー湖の水質の概況を把握する

ために湖上をボートで移動しながら目視により

水質、特に濁度の確認を行った。水質は場所によ

り、大きく異なる。ニャウンシュエの中心部に近

い、インレー湖北部にあるボートの集積場付近の

水は茶色に混濁していた。 

ボート集積場から、南下し、インレー湖の中心

部に出ると水質は改善され、透明度は上がる。 

 

写真、ボートの集積場 

（出典：著者撮影 2017．8.28） 

 

 

写真、インレー湖中央部 

（出典：著者撮影 2017．8.28） 
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また、周辺の集落に入ると水質は下がる傾向に

あった。このようにインレー湖では場所により水

質が異なることが確認された。 

 

 

写真、インレー湖集落 

（出典：著者撮影 2017．8.28） 

 

３．織物工房のある集落 

まず、第 1 のケースとして、湖の南西部にある

織物工房のある集落を取り上げる。この集落では

蓮などの植物から手作業で糸を紡ぎ、それを使っ

て織物をつくっている。働き手は主に女性で、分

業で手作業と簡単な機械を使った織物工房を形

成している。この集落では、織物工房を経営する

有力者が、水のタンクを持ち、集落内の家庭に飲

料水を提供している。トイレがあり、下水は湖底

に沁みるようになっている。一部の裕福な家庭は

洗濯機を持つがほとんどの家庭では湖水を使っ

て洗濯をしている。織物工房では化学染料を用い

おり廃液を湖に流していた。このように、この集

落は比較的経済水準が高く、上水を引いているが、

生活排水の一部は湖に流れ込んでいる。また、織

物工房の廃液も湖に流れ込んでおり、それが湖水

の水質悪化を招いている可能性があることが示

唆された。 

 

写真、織物工房集落の貯水タンク 

（出典：著者撮影 2017．8.29） 

 

４．南西部の集落 

もうひとつのケースとして南西部にある集落

を取り上げる。ここでは集落の有力者が引水し、

浄化槽を持つトイレもある。しかしながら、集落

内の他の家庭では雨水を溜め、飲み水としている。

また、トイレは地上で土壌浸出型であった。シャ

ワーもなく、住民は湖で水浴びを行っている。洗

濯も湖で行っている。 

 

 

写真、集落有力者のトイレ 
（出典：著者撮影2017．8.29） 

 

122 123



 
 

 
写真、水浴び場 
（出典：著者撮影2017．8.29） 

 
５．結論 

今回の調査ではインレー湖湖水の水質と周辺

住民の水使用形態の概要把握を行った。その結果、

インレー湖の水質については、１）場所により濁

度に大きな違いがみられる、２）多様な形態の生

活排水の湖水への流入がある、３）地域によって

は工業廃水が流入している、ことが観察された。

水使用形態については、１）電力インフラの普及

により、多くの地域で引水による安全な飲み水が

確保されている、２）経済状況により雨水などの

原初的な飲料水の確保に留まるケースも見られ

る、３）多くの家庭では湖水で洗濯を行っている、

３）引水によるシャワーを持つ家庭も多いが、経

済状況により湖水で水浴びをするケースも見ら

れる、ことなどがわかった。今回は数例のケース

を取り上げたが、住民の水使用形態が湖水の水質

に与える経路は多様であることがわかった。今後

はケース分析を続けるとともに湖水のマクロな

動きを追うことにより分析を進めたい。 
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中国人の海外旅フォトに関するアンケート調査 
 

国際共生社会研究センター 客員研究員 
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劉 蘭芳 
Survey on the travel photos of China tourists 

 

1. 中国結婚写真の現状について 

 中国の近年における経済発展に伴い、中国の

人々の生活スタイルと生活水準は大きく変化

してきた。市場経済の発展とともに、海外旅行

の旅行者数は増加しつつあり、旅行先での行動

も爆買いから現地の料理やサービスなどへと

関心も変化してきている。加えて日本 への観

光旅行の動機も各地域かが有する固有の伝統

文化の体験、景勝地の訪問、特産物の購入など、

いわゆるコト を楽しむ方向へと変化してきて

いる。この背景にはネット購入の進化により、

必要な日本製は何でも中国の居住地で購入す

ることが可能になり、多くの人が身近なネット

購入を選好するようになったことが挙げられ

る。さらに、近年において中国の比較的富裕層

に属する人々の間に日々の生活の煩わしさや

仕事の負担から抜け出し、静かな場所や趣味に

よる楽しみを求めて旅に出る傾向が高まって

きている。この傾向は今後さらに拡大すると思

われる。こうしたなか、中国人の余暇生活スタ

イルも変化している。特に、中国における海外

旅行に対する需要の一分野として、海外で結婚

写真を撮影するという新たな旅行ビジネスが

注目を浴びるようになり旅行業界にとって新

たなビジネスブームの形成が予測されている。  

図 1 からみると、2000 年は海外旅行者数が

1,050 万人であり、2017 年は 17 年間で 12.3

倍を増加している。この増加情勢からみる 

 

 

と、これからも年々増加していくことを予測

される。 

 

その中に海外結婚写真のニーズも増やして

おり、海外での結婚写真の潜在市場も拡大し

つつ行く空間も大きいと思われる。 

 中国の結婚式というと、すぐに目を引くのは

「結婚写真」である。中国人の女性は結婚写真

を撮ることに異様なほど執念を燃やしており、

もはや世界一と言ってもいいほどであると思

われる。 

 

 
図 1 2000〜2017 年中国人の海外旅行者数の推移 

出典：中国出境研究所各年のデータにより、筆者作成 
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2 ．本調査の概要と目的 

本調査は、中国の市場経済発展に伴い、中国

人はますます豊かになり、国民の生活水準も変

わってきた。近年、都市近代化につれ、人々が

結婚に対する考え方・サービスの意識も変わっ

てきた。人生一度に一瞬の感動・幸せの瞬間を

残すために、今後、海外旅フォトの人々が増加

しつつあり、観光業や結婚市場にとって新しい

ブームになると推測される。お客様の需要ニー

ズに応じて、そしてお客様の要求を満足させる

ために、筆者は中国本土に住む東北地域や内陸

部などに住む中国人に対象としてアンケー調

査を行う。 

 これに対して今後、どのような方法で海外旅

行＋前撮りを重ねて、LA-VIE 撮影のサービス精

神を新郎も新婦も満足させるのかを本調査の

目的とする。本調査データは会社が今後皆様に

最も良いサービスを提供するために統計的に

処理され、目的以外に用いられない。 
 

3.調査項目 

以下は質問票である。 

Q１ 個人に関する質問 
(1) あなたの性別をお答えください。当てはまる番号に○印をつけてください。 

1. 男性  2．女性 

(2)あなたの年齢をお答えください。当てはまる番号に○印をつけてください。 

1．19～29 歳   2．30～39 歳 3．40～49 歳     4．50～59 歳  5．60 歳以上 

(3) あなたの職業をお答えください。当てはまる番号に○印をつけてください。 

1．公務員  2．会社員  3．旅行業従業員   4．自営業者  5．教師   

6．学生   7．退職者   8．その他 

(4)あなたの平均月収入をお答えください。当てはまる番号に○印をつけてください。 

1．5000 元未満   2．6000 元未満  3．7000 元未満  4．8000 元未満  5．9000 元未満

6．10000 元未満   7．13000 元未満  8．16000 元未満  9．20000 元以上 

(5)あなたの現在の居住地は                         

 

Q2 あなたが、旅フォトに関する情報を収集する手段はなんでしょうか。当てはまる番号に○印

をつけてください。(いくつでも)。 

1．旅行パンフレット  2．インターネット（大众点評网/微信/微搏） 3．旅行会社  

4．大衆メディア   5．親戚と友人    6．観光情報センター  7．出版物(新聞、雑誌な

ど)  8．その他 

 

Q3 あなたの海外旅行の経験は何回ですか。当てはまる番号に○印をつけてください。 

1．0 回    2．1 回     3．2回    4．3回     5．4 回     6．5 回以上

 

Q4 経験した海外旅行はどんな形式だったでしょうか？当てはまる番号に○印をつけてくださ

い。(いくつでも)。 

1．団体旅行  2．個人旅行   3．家族旅行   4．ビジネス   5．親戚と友人との旅行

6．研修学習   7．夫婦旅行     8．その他 

 

Q5 海外旅フォトの中で、最も費用をかかる部分だと思われるものは何でしょうか。当てはまる

番号に○印をつけてください。(いくつでも)。 

1．交通  2．宿泊  3．食事  4．遊覧  5．娯楽  6．ショッピング  7．前撮り  8.挙

式 

 

Q6 あなたの海外旅行の目的は、主に何でしょうか。当てはまる番号に○印をつけてください。

(いくつでも)。 

1．リラックス   2．好奇心  3．見聞を広める  4．ショッピング   
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5．親戚や友人との人間関係を深める   6．ビジネス     7．前撮り   8．挙式 

 

Q7 あなたが、海外旅フォトへ行けるとしたら、下記の国・地域にどこに行きたいですか。行き

たい順番に番号をつけてください。 

( )日本     ( ) フランス  ( )バリ島    ( )ニューヨーク  ( )イタリア  

( )グアム    ( )ハワイ   ( )イギリス   （ ）アメリカ 

(  )インド  (  )その他の国・地域（           ） 

 

Q8 あなたが、日本の旅フォトへ行けるとしたら、下記の中に最も良いのはなんでしょうか。 

1．サービス  2．料理  3．便利さ  4．自然・環境   5．安全性  

6．伝統文化  7．物価の安さ  8．その他 

 

Q9 あなたが、日本へ旅フォトのために行けるとしたら、表 1のロケ地・その地域の何が気にな

っていますか。行きたい地域とその地域の魅力等○印をつけてください。 

表 1 フォト撮影の地域名とその地域のロケ地 

地域名 ロケ地 

北海道 洞爷湖，旧武四郎永山邸,中岛公园，鸟沼公园,富良野,美瑛,日出公园，彩香之里,北星

山町营薰衣草园,带广幸福站,带广公园，十胜牧场,善光寺,善光寺公园,海岸,小樽运

河,日本邮船,小樽龙宫神社 

仙台 仙台ロイヤルパークホテル,石橋屋,国営みちのく杜の湖畔公園,とよま尋常小学校,

松島、炭屋台の湯 

東京 お台場公園,お台場公園(夜景),砧公園,旧前田邸,清澄庭園,奥多摩,秩父,芝公園(夜

景),代々木公園,目白庭園,旧芝離宮恩賜庭園,浅草,浅草(人力車),有栖川宮記念公園

横浜 山下公園,山の手エリア,大桟橋,七里ヶ浜,三溪園,浄智寺 

千葉 稻毛海滨公园,津田沼基督教会,见滨园,检见川神社,千叶公园 

金沢 東街茶屋,卯辰山,金沢市民芸術村,兼六園,内灘海水浴場,松任ふるさと館,千里浜 

京都 長楽館,白川,京都府立植物園,清心庵,菊水,豊国神社,祇園・花見小路,八坂の塔,鴨

川,愛染倉,円山公園,二条苑,平安ホテル,大覚寺 

神戸 淡路岛,Harbor Land, SORAKUEN GARDEN, Hokutan Beach, 

福岡 マリナタウン海浜公園,福岡県公会堂貴賓館,友泉亭,楽水園,松風苑,舞鶴公園 

大阪 舞洲緑地,太陽の広場,千里阪急ホテル,万博記念公園,大仙公園,大阪城,鴻池新田会

所,中百舌島八幡宮,浮見堂,若草山,菊水楼,奈良公園,和歌山生石高原と海南エリア 

沖縄 美美沙滩,Gangala 之谷,Kafuu 教堂,中村家住宅，知念岬公园，丰崎海滩，波上宫,美

国村,残波岬,濑底島,座喜味城迹,百名海滩,Bios 之丘 

出典：筆者作成 

Q10 あなたが、Q7 の日本以外へ旅フォトのために行けるとしたら、表 2のロケ地・その地域の

何が気になっていますか。行きたい地域とその地域の魅力等書いてください。 

 

表 2 日本以外の地域とロケ地 

地域 ロケ地 地域 ロケ地 

フランス  グアム  

バリ島  イギリス  

イタリア  アメリカ  

ニューヨーク  ハワイ  

イタリア  インド  

その他の 

地域・国 
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出典：筆者作成 

Q11 下記の項目の中に、あなたの海外旅フォトに障害になる項目の番号に○印をつけてくださ

い。(いくつでも)。 

1．時間要因   2．旅行費用    3．出国手続き(ビザ)   4．交通要因    

5．観光情報   6．旅行サービス  7．旅行安全       8．天候状況  

9．健康状況   10．個人意念    11．家庭事情      12．その他の要因 

4．今後の市場展開 
本調査から中国大陸市場を展開することで

ある（図２参照）。 
まず、第一ステップとしてエリアの顧客から

期待するサービスや商品に関する需要につい

て情報入手を行い、提供するサービスや商品に

ついて、他社との差別化を試みる。そうした差

別化の戦略の一つとして結婚式と写真撮影を

総合化したプランの検討を進める。続いて、第

二ステップとして顧客の収入面を考慮して総

合化プランに対する需要と価格の相対的な関

係を分析する。また、価格設定には地域選択大

きく左右する。総合化プランと価格設定を行 

った後、顧客に対して新たなサービスあるい商

品として情報提供を行う。 
 このフローにおいて最も重要な点は情報の

入手と提供である。その背後には顧客第一とい

う普遍的な考えが存在する。また、情報の入手

と提供は表裏一体の関係にあり、顧客の需要に

対する正確な情報がなければ、顧客の関心を惹

くサービスや商品に関する情報を提供できな

い。すなわち、顧客を対象に実施するアンケー

ト調査などの調査結果をいかに戦略的に利用

するかはサービスや商品開発の成否に関わる

ことになる。 

 

図 2 展開すべき戦略フロー図 

出典：筆者作成
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平成 29 年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

「ケニア農村地域における小零細企業の持続的な経営手法に関する研究 

－ ケニア一村一品プロジェクト支援農村企業の経営動向を事例として －」

に関する研究活動報告 

 
国際共生社会研究センター リサーチアシスタント 

大学院国際地域学研究科 博士後期課程 

松島恭範 

 
The Prograess Report on “A study of Sustainable Business Management Methods for Small and 

Micro- businesses in the Rural Areas of Kenya: Taking the Business Management Trends of Rural 
Businesses Supported under the Kenyan One Village One Product Project as a Case Study” 

 
1．今年度の研究総括 

今年度実施した研究活動につて、①アフリカ

中小企業振興や一村一品運動に係る資料収集・整

理、②ケニア農村零細企業に係る収集済データの

整理・分析、③国際開発学会を始めとする、関連

学会への参加・情報収集、④第28回開発学会での

口頭発表、が挙げられる。この他、国際共生社会

研究センターが展示参加した「環境展」での展示

支援（５月）、同センターが中心となって開催さ

れた、国際シンポジウム開催支援（１１月）、国

際開発学会第28回開催支援（１１月）など行った。 

 

２．研究成果（国際開発学会第28回全国大会 口

頭発表概要）  

（１）先行研究と本研究の目的  

 途上国農村地域の中小零細ビジネス活動に

ついて、これまで、農村非農業ビジネス（Non-Farm 

Entrepreneurship）、中小零細企業（MSME: Micro 

Small Medium Enterprise）、アグリビジネス

（Agribusiness）等の切り口で研究が行われて来

ている。この中では、こうした中小零細ビジネス

に対して、生計向上や雇用促進を目的に、これま

で多くの開発援助機関から、多大な投入がなされ

て来ているが、その成果は限定的との見方が出て

きている（Page 2015）。また、アフリカ 6か国の

家計調査を基にした農村非農業ビジネス調査の

分析によれば、その家計への貢献度は増加しつつ

も、農村経済全体を変えるほどものではなく、家

計のリスク分散程度の成果との見方が示されて

いる（Nagaler 2014）。しかし、こうした分析は、

主に各国のマクロ経済データや家計調査等をベ

ースにしており、農村中小零細ビジネスから直接

得たデータを使用しているものは少ない。この先

行研究の限界を踏まえ、本研究では、ケニア農村

地域での中小零細企業を事例として、その実態を

明らかにし、収支、雇用、生産などの点で、より

持続発展的な経営の在り方や、より効果的な外部

者からの支援の有り方についてモデル化を目指

すものである。 

（２）研究の進め方 

本研究では、2008 年からケニア産業省が実施し

ている「ケニア一村一品プロジェクト」で把握さ

れた地場産業活用型の農村中小零細企業をサン

プルとして、各企業の属性（経営指標、産品、出

資者数、法人形態、活動場所など）や、外部支援

プログラムやその外部支援を提供するBDSプロバ

イダー（Business Development Service Provider）

の活動など分類し、その企業属性と外部支援との

関係が、企業の持続的な利益創出や雇用創出にど

のようなインパクトをあたえているかを明らか

にする。 

研究に使用するデータは、ケニア 23 県で活動

する、400 余りの農村中小零細企業の個票データ

であるが、その情報の採取源は①各地域の既存の
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地場資源活用型の農村中小零細ビジネスグルー

プを把握することを目的に、2012 年に実施された

「ベースライン調査」の結果（242 グループ）、及

び、②同プロジェクトへの参画を目的に、2012 年

中に提出された「プロポーザル」に記載の情報

（244 グループ）となっている。 

（３）ケニア農村中小零細企業の現状 

１）企業の概要 

①生産品目（図１）：手工芸品（19.5％）の割

合が一番多く、農業生産物（14.2％）、果実加工

品（9.5%）と続いているが、そのカテゴリーとし

ては、概ね 14分野に集約される。 

 

図 1 生産品目の割合 (n=400) 
 

②ビジネスグループの組織形態：本調査は、民

間企業（Enterprise）、協同組合（Cooperative）、

地域住民互助グループ（Self Help Group）など

対象としているが、その割合は、互助組織 78.2%、

民間企業9.7％、協同組合が8.2％となっており、

住民主体の緩やかなビジネス活動が中心となっ

ている。 

③ビジネス出資者人数と女性の割合：こうした

ビジネス活動へは、現金、原料提供、労働提供な

どを通じた出資者が存在するが、その人数は、10

人から 30 人のビジネスグループが多くを占めて

おり、地域住民が適正に運営できる人数の範囲が

見て取れる。なお、こうしたビジネス出資者の女

性の割合について、50％を超えるグループが大半

を占め、女性が大きな担い手になっていることが

うかがえる。 

④ビジネス活動年数（図２）：活動期間 5 年以

下の企業が 60％を超えているが、5年以上の企業

となるとグループ数が急減していく。こうしたこ

とから、5 年が、農村ビジネス活動の一つの壁に

なっていると考えられる。 

 

図２ ビジネス活動年数の分布 (n=381) 
 

⑤生産頻度：日常単位（28.3％）、週単位

（22.3％）で生産する企業が 60%以上にのぼり、

ある程度定期的な生産活動が見受けられる。年間

1-4 回の生産活動も 24.5％にのぼるが、これは、

農業活動を中心としたグループや養蜂グループ

など、原材料の季節性が高い生産活動が中心とな

っている。 

⑥マーケット（販売先）：複数回答の結果とし

て、約 90％のグループが域内と回答し、近隣だが、

域外のマーケットと回答した 40％と合わせて、ほ

とんどのグループが近隣地域をマーケットとし

たビジネスとなっている。 

⑦銀行口座の保有：ビジネス活動には現金の保

管、売買の決済、融資の受け入れ等に銀行口座の

保有が必要と考えられるが、その保有率は全体

（n=242）の 82.2％になっている。さらに、その

保有年数について回答している195グループによ

ると、その保有年数は、そのほとんどが 5年以下

となっている。これは、前述の活動年数の分布と

ほぼ同傾向にあり、ビジネス開始と同時に銀行口

座を開設していると考えられる。 

⑧外部者からの支援（図３）：各ビジネスグル

ープが、これまで受けたことが有る公的、民間を

含む外部的支援について、全体の 77％が何らか支

援を受けた経験がある。その内容は生産技術に係

る支援が一番多く（61.0%）、金融アクセス

（50.0％）、経営能力（30.0%）、生産資機材（25%）、
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市場アクセス（13.2%）となっているが（この 5

分野は、ベースライン調査質問票に則る）、技術

研修を中心とした、生産技術に係る支援と金融支

援が突出している。なお、こうした支援は、ほと

んど政府機関、NGO、海外ドナーなどのプログラ

ムを通じて実施されており、ケニア農村地域にも

多く展開している BDS プロバイダー（Business 

Development Service Provider）はほとんど活用

されていないことも確認されている。 

    図３ 支援内容回答率 (n=400) 

 

２）企業のビジネス実績に係る調査結果 

 こうしたビジネスを行っている実績につい

て、経理データから推察するが、そのビジネスの

支出項目のほとんどは、地域に還元される原材料

費や人件費などであることから、ビジネスの評価

として、月当たりの売上額を見ることにする。グ

ループの売上額について回答があったのは、152

グループのみであったが、月 20,000 ケニアシリ

ング（約 238 米ドル ）以下の企業が大半を占め

る中、10万シリング（約 1,190 米ドル）を超える

グループも 12.5％存在する。この 20,000 シリン

グと 10 万シリングの間に入るグループが極端に

少ないことから、20,000 シリングの月売上を超え

ることが一つの壁になっているように考えられ

る（図４）。 

 さらに、こうした売上額の解釈にあたって、

一つの指標として、月売上額を、前述のビジネス

グループ出資者数で割り、その金額が、一日あた

りの国際貧困ラインの月額にあたる 57 米ドル

（1.9 米ドル/人/日×30 日=57 米ドル/人/月）に

比べてどれほどの割合となるかを、「生計貢献度」

として計算を試みた。結果、その貢献度が 10％か

ら 30％のグループが全体の 67％を占める現状と

なっており、こうしたビジネスが家計の追加的な 

 

    図４：月額売上分布 (n=152) 

 

収入にはなるが、限定的な効果にとどまってい

ることが分かる。 

 他方、こうした営業成績は業種別にも変化が

有ると考えられ、業種別の生計貢献度も計算した。

この結果によれば、100％以上を超えているのは、

パン、クッキー、スナックなどの粉類を使ったビ

ジネスだけになっている（しかし、これは、主原

料が域外からの購入が必要な小麦や油などが多

く含まれており、単純に売り上げで評価できるも

のではないと考える）。この他、酪農組合が中心

となっている生乳・乳製品（ヨーグルトなど）ビ

ジネス、政府からの支援が大きい魚の陸内養殖ビ

ジネスが高い貢献度となっている。 

 また、その雇用も実績の一つと考えられるが、

208 グループが雇用者数を回答しており、その総

計は 2,094 名、1グループ平均約 10人の雇用とな

っている。この平均雇用者数は、組織形態によっ

ても変化することが想定されるが、地域住民互助

グループ（SHG）で約 12名（n=148）、協同組合で

約 6 名（n=20）、企業で 8 名（n=30）となってい

る。この雇用者数をどう評価するか、明確な指標

が考えられないが、その売り上げ規模を考えると、

賃金についても僅かなものと推察され、その雇用

も不安定である。 

３）グループの問題認識に係る調査結果 

 各ビジネスグループの問題認識として、運転

資金や生産資機材購入に必要な「金融アクセス」

が 1番多くなっており、「生産資機材の整備」が 2
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番目、「市場アクセス」が 3 番目に続いている。

こうした課題を、前述の「外部者からの支援」デ

ータと対比すると、金融に係る支援が多かったに

もかかわらず、依然として金融支援が必要とされ

ている現状が見られる。これは、同じく、相応の

費用が必要となる「生産資機材の整備」が課題の

2 番目に挙げられていることからも、ニーズが高

いことが見受けられる。また、「市場アクセス」

については、その支援が少ない中、問題意識では

高く位置づけられており、支援者とビジネスグル

ープとのニーズのギャップが見受けられる。経営

能力や生産技術への支援について、研修などを通

じて多く投入され、ビジネスグループからの問題

意識も低いが、前述の営業成績を把握しているグ

ループが、400 グループ中 152 グループに留まっ

ていることを考えると、支援が必要な余地はある

ように考えられる。 

（４）調査結果からの考察 

今回の調査を通じて、これまでの先行研究で指

摘されてきた、農村地域での非農業ビジネスは

「収入向上、雇用創出には目立った効果は出てい

ない」（Nagler 2014）と言う見方を裏付ける結果

がでてしまっている。しかし、多くの限界を抱え

ながらも、それぞれの農村中小零細ビジネスは、

ある程度の組織形態を持って、継続的なビジネス

を行い、多くの人々に対して（特に女性に対して）、

いくばくかの収入源にはなっている状況も明確

になっている。こうした、地味で小さくはあるが、

確実な動きのある活動に対して、これまでの支援

の効果がないからと言って、過小評価をするのは

時期尚早と思われる。特に、近年は、BOP ビジネ

ス、バリューチェーン、クラウドファンディング、

Financial Inclusion 等を通じて、こうしたビジネス

グループをビジネスパートナーとしてとらえる

動きも見られ始め、農村中小零細ビジネスの限界

を超える方法について、さらなる研究は必要と考

えられる。本論では議論を深めなかったが、デー

タからは、売上額や活動期間などで、平均を大幅

に超えるビジネスグループも少なからず存在し

た。今後は、こうしたベストプラクティスからの

研究に取り組みたい。 
 

３．今後の研究  

（１）論文投稿： 本年度進めたケニア農村中小

零細企業の現状調査をベースに、統計的な分析を

加えたうえで、学術誌への論文投稿を行いたい。

具体的には、本年度加入の「日本地域政策学会」

誌への投稿を考えている。 

（２）口頭発表： 国際開発学会の春季大会及び

全国大会等で、計2回の口頭発表を目指す。 

（３）現地調査： 前述のケニア農村中小零細企

業に係る口頭発表は、2012年のデータをベースに

していることから、企業の経年変化の把握を目的

に、ケニアへの現地調査を行いたい。 
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１．活動概要

 





平成 29年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

アフリカにおけるインクルーシブな開発に向けた分野横断的研究 
 

国際共生社会研究センター テーマコーディネーター（インクルーシブ・アフリカ） 
大学院国際地域学研究科（国際学部） 准教授 

志摩 憲寿 
Inter-disciplinary Study for Inclusive Development in Africa 

1. はじめに 

 

(1) 研究のねらい 
 アフリカの現在の姿をどう読めばよいのだろうか？ 近年の比較的好調な経済成長や活発な民間投

資の動向をふまえた楽観的な見方がある一方、例えば、国連ハビタットがあげる世界で最も不平等な 5
都市には、ヨハネスブルグ、アジスアベバ、ナイロビというアフリカ 3 都市が含まれるなど格差の拡大

も懸念される状況にもある。 
 このようなアフリカの現状をふまえつつ、アフリカの将来をどう考えればよいだろうか？ その答え

は 2 点に集約されよう。まず第一は、個別分野ではなく分野横断的にアプローチすること、そして、第

二は机上の理論ではなく現場の知恵から解を見いだすということであろう。 
 もちろん、分野横断的かつ現場からのアプローチの重要性は既に多くで指摘されているが、その実践

となるとあまり例を見ない。本センターにおけるアフリカ研究では、その第一歩として、開発、貧困、

国際関係、水、衛生、高等教育、都市計画・まちづくりを専門とする研究員が中心となり、アフリカ現

地調査を主として分野横断的かつ実証的な研究を進めてゆくこととしたい。 
 
(2) 昨年度までの活動 
 昨年度まで活動では、研究員による個別研究と共に、国内外の実務家・研究者を招聘して国際ワーク

ショップ「Sustainable Development and International Contribution for African Countries」（2016
年 1 月 8 日、於：東洋大学）、国際シンポジウム「Development and Environment in Africa: Human 
Resource Development on Technology and Society」（2016 年 11 月 11 日、於：東洋大学）、国際ワー

クショップ「Toward International Collaborative Research between JKUAT and TOYO」（2016 年 11
月 14 日、於：東洋大学）を開催し、本研究に係る最新かつ分野横断的な知見の獲得に努め、個人研究

に対しても有益な示唆が得られた。 
 
2. 本年度までの活動 

 

 本年度は、まず、昨年度の国際ワークショップにおける議論を発展させ、ジョモ・ケニヤッタ農工大

学との現地ケニアにて共同研究や 2度のワークショップを実施し、共同研究の成果は「マサイ・コミュ

ニティと SDGs」として研究センター書籍において発表した。また、研究員は引き続き個別研究にも取り

組んだ。 
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(1) 国際ワークショップ「アフリカ地域の持続可能な開発目標の達成に向けて」（2017 年 2 月 21 日、

於：ジョモ・ケニヤッタ農工大学） 

 ジョモ・ケニヤッタ農工大学との協力関係の具体的な取り組みとして、2017 年 2 月 21 日に同大にて

国際ワークショップ「アフリカ地域の持続可能な開発目標の達成に向けて」を開催した。ワークショッ

プには、センターから杉田研究員、花田研究員と志摩研究員（肩書当時）の 3名、ジョモ・ケニヤッタ

農工大学からは Patrick G. Home先生（Department of Soil, Water and Environmental Engineering）

をはじめとする 6名、さらに、国際協力機構 AFRICA-ai-JAPAN Projectよりチーフ・アドバイザーの角

田学氏をはじめとする 3名が参加した。 

 ワークショップでは、まず、ジョモ・ケニヤッタ農工大学の研究事例として、Dr. Hannah N. Ngugi

により、ケニア・タンザニア国境付近を流れるマラ川における水質汚染の現状と水質改善に向けた対策

に関する調査結果が報告された。次に、角田氏は、アフリカにおける科学技術イノベーション（STI）分

野の産業人材育成に向けた AFRICA-ai-JAPAN Projectの取組を紹介した。続いて、花田研究員は、アフ

リカ諸国と先進諸国感における高等教育分野の研究・教育連携の有効性と課題について問題提起し、そ

の後、参加者それぞれの専門的見地を交えた活発な議論が交わされた。 

 本ワークショップを通じてジョモ・ケニヤッタ農工大学とのさらなる協力関係が確認されると共に、

ワークショップ後にはケニア・タンザニア国境の町ナマンガ郊外のマサイ・コミュニティにおいて共同

研究を行った。 

 

(2) 国際ワークショップ「What can do for sustainable development? Sharing experiences 

between Kenya and Japan」（2017 年 6月 24日〜25日、於：ジョモ・ケニヤッタ農工大学） 

 6月 24日（土）〜25日（日）にかけてジョモ・ケニヤッタ農工大学にて、Romanus Odhiambo Otieno

先生、Patrick G. Home先生、James Messo先生らの協力の下、ワークショップ「What we can do for 

sustainable development? Sharing experiences between Kenya and Japan」を開催し、「持続可能な

開発における経験の共有」をねらいとしたワークショップには、ジョモ・ケニヤッタ農工大学と東洋大

学から学生 25名が参加した。 

 ワークショップでは、まず、CORE

（Community Road Empowerment、NPO

法人道普請人）やモヨ・チルドレン・

センター（Moyo Children Centre）

をはじめとしたケニヤ人と日本人と

の共同事業からその課題と展望を学

んだ。続いて、ティカ（Thika）の中

心市街地を両大学の学生が共に歩く

中から、グループディスカッション

及びプレゼンテーションを通じて持

続可能な開発に向けた論点が整理さ

れ、ワークショップの成果物として「Student Agenda for JKUAT-TOYO Collaboration」がまとめられ

た（表 1、図 1）。 

 両大学の学生は、グループ作業の中で様々な戸惑いも経験しつつも、短期間でありながら充実したプ

表 1 ワークショッププログラム 

第 1日目 6月 24日（土） 

9:00 オープニングセッション 

歓迎挨拶 Patrick G. Home 

開会挨拶 杉田映理 

プログラム説明 志摩憲寿 

9:30 キャンパスツアー 

11:00 講演「Do-nou Technology」

（CORE プロジェクトマネージャ

ー・岩村幸氏）及び事業視察 

14:00 モヨ・チルドレン・センター

視察 

19:00 グループディスカッション 

第 2日目 6月 25日（日） 

9:30 ティカ中心市街地まち歩き 

テ ィ カ 市 営 競 技 場 （ Thika 

Municipal Stadium）、バスターミ

ナル、時計台（City Clock）、ホ

テルブルーポスト（Blue Post）

ほか 

11:00 グループディスカッショ

ン、発表準備 

16:00 グループ発表 

17:00 総合討論、Student Agenda 

for JKUAT-TOYO Collaboration

採択 

19:00 クロージングセッション 
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(1) 国際ワークショップ「アフリカ地域の持続可能な開発目標の達成に向けて」（2017 年 2 月 21 日、

於：ジョモ・ケニヤッタ農工大学） 

 ジョモ・ケニヤッタ農工大学との協力関係の具体的な取り組みとして、2017 年 2 月 21 日に同大にて

国際ワークショップ「アフリカ地域の持続可能な開発目標の達成に向けて」を開催した。ワークショッ

プには、センターから杉田研究員、花田研究員と志摩研究員（肩書当時）の 3名、ジョモ・ケニヤッタ

農工大学からは Patrick G. Home先生（Department of Soil, Water and Environmental Engineering）

をはじめとする 6名、さらに、国際協力機構 AFRICA-ai-JAPAN Projectよりチーフ・アドバイザーの角

田学氏をはじめとする 3名が参加した。 

 ワークショップでは、まず、ジョモ・ケニヤッタ農工大学の研究事例として、Dr. Hannah N. Ngugi

により、ケニア・タンザニア国境付近を流れるマラ川における水質汚染の現状と水質改善に向けた対策

に関する調査結果が報告された。次に、角田氏は、アフリカにおける科学技術イノベーション（STI）分

野の産業人材育成に向けた AFRICA-ai-JAPAN Projectの取組を紹介した。続いて、花田研究員は、アフ

リカ諸国と先進諸国感における高等教育分野の研究・教育連携の有効性と課題について問題提起し、そ

の後、参加者それぞれの専門的見地を交えた活発な議論が交わされた。 

 本ワークショップを通じてジョモ・ケニヤッタ農工大学とのさらなる協力関係が確認されると共に、

ワークショップ後にはケニア・タンザニア国境の町ナマンガ郊外のマサイ・コミュニティにおいて共同

研究を行った。 

 

(2) 国際ワークショップ「What can do for sustainable development? Sharing experiences 

between Kenya and Japan」（2017年 6月 24日〜25日、於：ジョモ・ケニヤッタ農工大学） 

 6月 24日（土）〜25日（日）にかけてジョモ・ケニヤッタ農工大学にて、Romanus Odhiambo Otieno

先生、Patrick G. Home先生、James Messo先生らの協力の下、ワークショップ「What we can do for 

sustainable development? Sharing experiences between Kenya and Japan」を開催し、「持続可能な

開発における経験の共有」をねらいとしたワークショップには、ジョモ・ケニヤッタ農工大学と東洋大

学から学生 25名が参加した。 

 ワークショップでは、まず、CORE

（Community Road Empowerment、NPO

法人道普請人）やモヨ・チルドレン・

センター（Moyo Children Centre）

をはじめとしたケニヤ人と日本人と

の共同事業からその課題と展望を学

んだ。続いて、ティカ（Thika）の中

心市街地を両大学の学生が共に歩く

中から、グループディスカッション

及びプレゼンテーションを通じて持

続可能な開発に向けた論点が整理さ

れ、ワークショップの成果物として「Student Agenda for JKUAT-TOYO Collaboration」がまとめられ

た（表 1、図 1）。 

 両大学の学生は、グループ作業の中で様々な戸惑いも経験しつつも、短期間でありながら充実したプ

表 1 ワークショッププログラム 

第 1日目 6月 24日（土） 

9:00 オープニングセッション 

歓迎挨拶 Patrick G. Home 

開会挨拶 杉田映理 

プログラム説明 志摩憲寿 

9:30 キャンパスツアー 

11:00 講演「Do-nou Technology」

（CORE プロジェクトマネージャ

ー・岩村幸氏）及び事業視察 

14:00 モヨ・チルドレン・センター

視察 

19:00 グループディスカッション 

第 2日目 6月 25 日（日） 

9:30 ティカ中心市街地まち歩き 

テ ィ カ 市 営 競 技 場 （ Thika 

Municipal Stadium）、バスターミ

ナル、時計台（City Clock）、ホ

テルブルーポスト（Blue Post）

ほか 

11:00 グループディスカッショ

ン、発表準備 

16:00 グループ発表 

17:00 総合討論、Student Agenda 

for JKUAT-TOYO Collaboration

採択 

19:00 クロージングセッション 

レゼンテーションを行い、アジェンダをまとめる総合討論は予定の時間を大きく上回るほど白熱するな

ど、持続可能な開発の重要性が改めて認識された。また、ワークショップを終えて学生らは、時間を忘

れて語り合い、また、フェイスブックなどの SNSの連絡先を交換し合ったりと親睦を深め合ったことも

ワークショップの大きな成果であった。

図 1 ワークショップ参加学生による「Student Agenda for JKUAT-TOYO Collaboration」 

(3) 研究員による個別研究

本年度の研究員による個別研究の主たる成果は次の通りである。 

① 途上国経済の内発的発展に関する研究（坂元浩一）

本研究は、内発的発展を総合的に分析し、グローバル化・自由化の中で、発展途上国の経済全体と産

業を対象として、内発的発展のための方策を提案するための基礎とするものである。

 本年度は、サハラ以南アフリカを対象として、引き続きマクロ経済学及び国際経済学の手法を用いて

政策志向の研究を行い、アフリカにおいて圧倒的な経済協力を行う中国と日本の間の協力などを提言し

た。研究成果は、論説「日中経済協力の展望：再認識すべき相互依存と地域開発」（国際開発ジャーナル

社『国際開発ジャーナル』2018 年新春合併号所収）や書籍 “Japan and China: A Contest in Aid to 
Sub-Saharan Africa”（World Scientific より刊行予定）として発表した。英語書籍において、ケニア

など３か国の事例を取り上げて、内発的発展と経済協力の間の関係を研究した。

② アジア・アフリカ地域における「まちづくり」の展開に関する研究（志摩憲寿）

本研究では、アジア・アフリカ地域のインフォーマル市街地における「まちづくり」の事例から、そ

の展開可能性を探ることを目的としている。
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本年度は、ケニア・ナマンガ及びキルゴリス郊外のマサイ集落において、伝統的住居「マニャッタ」

の空間構成を読み解いた。とりわけ複数世帯の大家族で住まうマニャッタには住居内部や住居群の配置

などにマサイ社会の特性が空間的に表象されている様子が観察される一方で、伝統的な建材から耐久性

に優れたトタン材の利用など伝統的住居の変容もみられるなど、マサイ集落に限らず多くの開発途上国

で進む工業化や都市化といった大きなうねりの中で、遊牧から定住へ移り変わるマサイ社会をめぐる構

造的な背景も伺えた。

③ アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究（杉田映理）

「アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究」というメインテーマの下、(1)水アクセス

向上による生活の影響、生活変容についての研究、(2) Menstrual Hygiene Management に係る研究、

(3)日本におけるトイレ・手洗い問題の研究をサブテーマとして研究を展開している。

本年度は、ケニア・ナマンガのマサイ族を対象にした水・衛生に関する調査、ケニア、キルゴリスの

マサイの村落における水と生活に関する調査、月経管理に関する比較研究の始動、ケニア・マサイ族に

おける月経観および月経教育、公共トイレ（豊島区）の実態調査などの研究に取り組んだほか、「日本ト

イレひと大賞」審査員、JICA 課題別研修「アフリカ地域村落飲料水管理コース」等の講師も務めるな

ど社会貢献活動も行った。

④ アフリカにおける地域間・地域内の高等教育パートナーシップに関する研究（花田真吾）

平成 29 年度は支援国側の調査に焦点をおいた。主に、アフリカ諸国と欧米諸国における地域間パー

トナーシップ（Inter-Regional Partnership）とアフリカ諸国間による地域内パートナーシップ（Intra-Regional

Partnership）の 2 つの視点から調査した。前者については、事例としてカナダに着目し、カナダ政府関連

の国際教育振興機関である Canadian Bureau for International Education にヒアリングをおこなった。その

結果の一部については、「国際教育政策の借用メカニズムに関する一考察 −カナダ国際教育戦略を事例

に−（日本国際学会「国際教育 22 号」 pp. 10–34）に示している。後者については、Mwalimu Nyerere Mobility 

Programme と Pan-African University を事例として、その動向について調査した。その結果の一部につい

ては、2017 年 2 月にケニアのジョモケニヤッタ農工大学において開催された国際ワークショップにおい

て「A Concept Mapping of Education Diplomacy」に含めて発表をおこなった。

3. 次年度に向けて

本年度の活動を通して、ジョモ・ケニヤッタ農工大学との間に確かな研究・教育協力関係が築かれ、

実際、共同研究の成果は書籍原稿等の形でまとめられるなど一定の実績もみられた点は特筆に値しよう。

また、研究員による個人研究も書籍や論文、口頭発表など様々な形で公表しており、その成果を蓄積し

つつある。最終年度のとりまとめに向かう来年度は、研究の対象とする分野や地域をいま一度拡充しつ

つ、研究を深化させてゆきたい。

注）本稿の一部は、国際共生社会研究センター・ニューズレターにおける花田研究員の寄稿及び 2017 年度 開発人類学 

杉田ゼミ・都市計画 志摩ゼミ（2018）「ケニア フィールドスタディー報告書」の拙稿を加筆・修正したものである。
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③ アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究（杉田映理）
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Partnership）の 2 つの視点から調査した。前者については、事例としてカナダに着目し、カナダ政府関連
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結果の一部については、「国際教育政策の借用メカニズムに関する一考察 −カナダ国際教育戦略を事例

に−（日本国際学会「国際教育 22 号」 pp. 10–34）に示している。後者については、Mwalimu Nyerere Mobility 

Programme と Pan-African University を事例として、その動向について調査した。その結果の一部につい

ては、2017 年 2 月にケニアのジョモケニヤッタ農工大学において開催された国際ワークショップにおい

て「A Concept Mapping of Education Diplomacy」に含めて発表をおこなった。

3. 次年度に向けて

本年度の活動を通して、ジョモ・ケニヤッタ農工大学との間に確かな研究・教育協力関係が築かれ、

実際、共同研究の成果は書籍原稿等の形でまとめられるなど一定の実績もみられた点は特筆に値しよう。

また、研究員による個人研究も書籍や論文、口頭発表など様々な形で公表しており、その成果を蓄積し

つつある。最終年度のとりまとめに向かう来年度は、研究の対象とする分野や地域をいま一度拡充しつ

つ、研究を深化させてゆきたい。

注）本稿の一部は、国際共生社会研究センター・ニューズレターにおける花田研究員の寄稿及び 2017 年度 開発人類学 

杉田ゼミ・都市計画 志摩ゼミ（2018）「ケニア フィールドスタディー報告書」の拙稿を加筆・修正したものである。
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A Study on Machizukuri-based Urban Planning in Asia and Africa 

 
1. はじめに 

 急速な都市化の進むアジア・アフリカ地域では、

多くの場合、旧宗主国に由来する近代都市計画は

事実上機能不全に陥っており、スラム等のインフ

ォーマル市街地の形成と拡大が続いている。しか

しながら、近代都市計画の軛を外してこうしたイ

ンフォーマル市街地を改めて眺めると、こうした

「手づくりのまち」という空間は、家族、生活、

仕事、教育といったコミュニティにおける人々の

生活が現れた空間であり、人々の営み、とりわけ、

こうした空間を改善しようとする営みは、フォー

マルな市街地において近代都市計画とその基礎

を成す近代的土地所有権とが想定する「土地所有

権の確定→都市マスタープランの確定→都市計

画規制の確定→計画・建築許可→開発→居住」と

いう一意的かつ単線的なプロセスではなく、まち

づくりのプロセスでは、行きつ戻りつを繰り返し

ながら「コミュニティ・ガバナンス」が漸進的に

展開してゆく。このようなまちづくりのプロセス

にこそ、近代都市計画の限界を克服し得る、アジ 

 

 

図 1 調査対象地 

ア・アフリカ地域における都市計画のありようを

見出すことができるのではなかろうか 1)。 

 このような立ち位置の下で、本研究は、特にア

フリカ都市に焦点を当て、インフォーマル市街地

における「まちづくり」の事例から、その展開可

能性を探ることを目的とするものである。本稿で

は、ジョモ・ケニヤッタ農工大学と共同研究等と

して 2017 年 2 月及び 6 月に行なったマサイ・コ

ミュニティの集落調査よりマサイの伝統的住居

「マニャッタ（manyatta）」の空間構成を読み解く

中で、まちづくりへの視座に迫ることとしたい。

なお、調査対象とした集落はナマンガとキルゴリ

スそれぞれの市街地よりおよそ 10km 郊外に位置

している（図 1）。 

 

2. 伝統的住居「マニャッタ」の空間構成 

本章では、ナマンガとキルゴリスそれぞれのマ

ニャッタの空間構成を読み解いてゆきたい。 

(1) 第 1のマニャッタ（ナマンガ）（図 2） 

 ここでとりあげるマニャッタには4人の妻を持

つ男性を世帯主とする家族が住んでいた。マニャ

ッタは半径15～20mほどの概ね円形のものを中心

として、世帯主の甥の住居部分（図 2中の⑥、⑦）

と（調査の 1週間ほど前に亡くなったそうではあ

るが）第一夫人とその息子の住居（それぞれ⑧、

⑨）がやや離れて建つ。マニャッタの周囲や内部

は棘を持つアカシアで作られた高さ 80cm～1m の

囲いで仕切られており、人や動物の侵入を防いで

いる。門の両脇には枝が立てられ、容易にそれが

門であると判別できる（図 2の写真 A及び B）。マ

ニャッタの居住空間には住居のほか、物置小屋、
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山羊や牛の囲いなどがあるが、マニャッタの南方

より流れる（調査時点では水無しの）小川は、居

住空間を避けるように流れている。 

 各住居の居住者をみると、マニャッタの門を入

って右側奥には第一夫人の長男（既婚）と世帯主

の姉が住む住居（①）、その手前には第四夫人と 5 
 

 

 
A 門（住居②と③の間） B 山羊の囲い（右） C 男性・女性・子供の集い 

D 住居①外観 E 住居①の玄関 F 住居①内の調理場 

G 住居⑥外観 H 住居⑥裏のトイレ 
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図2 第1のマニャッタ（ナマンガ）（出典：文献2） 

 

A 住居③ 
 

B 住居④（世帯主の住居） C 倉庫（⑥） 

 
D ソーラーパネル E 農場 F 灌漑施設（農地用の溜め池） G 枯れないとされる泉 

図3 第2のマニャッタ（キルゴリス）（出典：文献3に加筆） 

 
人の息子（未婚）が住む住居（②）と第二夫人の

住居（③）があり、左側には第二夫人の未婚の息

子 2人と既婚の息子家族の住居がある（それぞれ

④、⑤）。未婚の息子は母親と住むことが一般的で

あり、第二夫人はしばしば住居④にも滞在する。

また、訪問客も含め男性、女性と子供は異なる場

⑬

③

0 100m

①門　②居住部分への門　③長男（ルンぺ氏） と兄
弟の家　④世帯主 （ルンぺ氏の父） の家　⑤第一夫
人 （ルンぺ氏の母） の家及びキッチン　⑥穀物倉庫・

物置　⑦水浴場　⑧物置　⑨トイレ　⑩第二夫人の家
　⑪キッチン　⑫山羊小屋　⑬物置　⑭トイレ　⑮人の
集まる木　⑯女性や子供が集まる木　⑰牛洗い場　
⑱玉ねぎ畑のための水溜め　⑲牛のための水溜め

Olpisiai
小学校

①
②

③ ④
⑤

⑥ ⑦

⑧

⑨

⑩⑪

⑫

⑱

⑲
とうもろこし畑トマト畑・

スイカ畑

玉ねぎ畑

豆畑
（休耕中）

雇い農夫
の家

雇い農夫の家
（現在は使われていない）
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養蜂
炭焼き場

水汲み場

144 145



 
所に集う様子も観察された（写真 C）。 

 住居①、②、③、④、⑧は伝統的な様式であり

（写真 D）、その形状は 4m×2m 程度の矩形、風邪

などが住居内に直接入らぬよう玄関は狭く、かつ、

せり出して作られている（写真 E）。住居は木造の

土壁、屋根の形状は寄棟に近く、アカシアなどの

枝が用いられている。住居の内部は 1部屋で（天

井高は概ね 1.5m）、中央に調理場（写真 F）、家族

で住む場合は向って右側に男性、左側に女性と子

供の寝床を置く。但し、住居⑤や⑨は伝統的な様

式ではなく、また、住居⑥の屋根にはトタンが用

いられ、（慣習的に用はマニャッタの外ですませ

るが）ここでは住居裏に簡単なトイレも備えてい

た（写真 H）。 

(2) 第 2 のマニャッタ（キルゴリス）（図 3） 

 第 2のマニャッタ（キルゴリス）の世帯主には

2 人の妻がおり、第一夫人との間に 8 人、第二夫

人との間に 9人の子供がおり、この全員がこのマ

ニャッタに暮らしている。 

 紙面の制約上、ここでは詳細は省き、第 1のマ

ニャッタを参照点として当該マニャッタの特徴

をみるならば、まず第一に第一夫人・第二夫人そ

れぞれの家族はまとまって居を構えている点は

いずれにおいても共通してみられる（第一夫人及

びその子供の住居は図 3中の③、⑤、第二夫人ら

は図 3中の⑩）（また、第一夫人と第二夫人が独立

したマニャッタに住む場合もみられた）。また、第

2のマニャッタの 16ha ほどの敷地は、東側に流れ

る小川を取り込むように配され、その小川や枯れ

ないとされる泉を水浴や生活用水などに用いて

いる（もちろん近隣住民もこれらを使うことはで

きる）（図 3 写真 G）。ここにおいても自然条件的

との関係性の中で敷地割りが決められている。 

 その敷地について第1のマニャッタ（ナマンガ）

と第 2のマニャッタ（キルゴリス）との相違点を

指摘するならば、前者が方形を基本としているの

に対し、後者は矩形である点にあり、その傾向は

ナマンガ、キルゴリスの他のマニャッタにおいて

も概ね同様であった。方形はマニャッタ内部の関

係性を第一として形成されており、かつ、「戦士の

マニャッタ」とされる同世代の戦士の通過儀礼的

な合宿地では方形であったが、矩形の敷地割りは

他のマニャッタとの関係性の中で規定されたも

のと推察される。マサイランドの中でも比較的肥

沃なキルゴリスにおいて定住化が進んでいる状

況がみてとれる（実際、キルゴリス市街から移住

した者もいた）。 

このような地域差は、例えば、住居にも現れて

おり、第 2のマニャッタでは、伝統的な形態では

なく都市部でも多く目にする形態の住居であり、

それは物置においても同様であった（図3写真A、

B、C）。また、第 2のマニャッタのように比較的豊

かな世帯では農場や灌漑施設も有している（図 3

写真 E、F）。 

 

3. まとめ 

 工業化・都市化（とりわけマサイにおいては定

住化）という構造的なうねりの中で、マニャッタ

という空間には、トタン材の使用や住居形態、さ

らには、主として携帯電話を充電するためのソー

ラーパネル（図 3 写真 D）にみられるように徐々

に変容する様子も伺えたが、同時に、典型的には

第一夫人・第二夫人それぞれの家族の居の構え方

にみられるような家族単位の空間構成などの伝

統的規範を内在させつつ、とりわけ定住化の進む

キルゴリスの第2のマニャッタのような空間的な

効率性とも折衷させている。 

都市化に伴う過密の問題への対応を近代都市

計画の根底的な課題であるとするならば、そこで

は空間の効率的利用を追求してきたといえるが

（かつ、旧宗主国の制度を妄信的に導入した場合

はその技術的側面が先鋭化されている）、マニャ

ッタにみられるような伝統的規範と空間的効率

性から学ぶところは大きい。 
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 本稿の第 2 章は文献 2 及び文献 3 に加筆・修正したも

のである。 
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国際地域学研究科（国際学部） 教授

坂元 浩一

Research on Development Patterns in Developing Countries 

1. 本研究の概要

これまでの研究期間全般に渡って、専門分野で

ある経済学をベースに、途上国経済の内発的発展

を総合的に分析した。すなわち、内発的な部分の

みならず、外国主導の部分も分析した。重要な分

析項目として、政府の政策について政策評価を行

った。グローバル化・自由化の中で、途上国の経

済全体と産業を対象として、内発的発展のための

方策を提案するための基礎となる研究である。 

主な対象地域はサハラ以南アフリカであるが、

北アフリカ諸国とアジアの経済も対象とし、また

先進工業国や中国からの投資や援助も含めるこ

ととした。 

アフリカについては、経済規模の大きい主要国

をいくつか選ぶ。アジアについてはこれまで主要

国については分析してきたので、その成果を使う。 

２．これまでの研究の進捗と成果 

以下に国別・地域別の研究の進捗と成果を説明

する。 

２．１ 日本と中国の対アフリカ援助 

サハラ以南アフリカを対象として、引き続きマ

クロ経済学及び国際経済学の手法を用いて政策

志向の研究を行った。対象は、アフリカに対する

主要な援助国である日本と、近年大規模な経済協

力を行う中国である。アフリカ全域を対象としつ

つ、主要国の事例研究も行った。成果として、2018
年 3 月に、英語の書籍『Japan and China: A 
Contest in Aid to Sub-Saharan Africa』を、World 
Scientific 社（U.S.）より刊行の予定である。 目

次と主な内容は、下記の通りである。 

List of Contents 

Chapter 1 Aid to Sub-Saharan Africa by Major 

DAC Countries 

Chapter 2 Aid to Sub-Saharan Africa by Japan 

Chapter 3 Aid to Sub-Saharan Africa by China 

Chapter 4 Rivalry in Aid between China and 

Japan 

Chapter 5 A Contest in Aid to Africa 

Chapter 6 Case Studies 

Explanations of Contents of Each Chapter 

Chapter 1 Aid to Sub-Saharan Africa by Major 

DAC Countries 

As an introduction, history of aid to Africa 

by major DAC countries is explained. The 

policies and their achievements are summarized. 

Much attention is paid to aid reforms since the 

end of Cold War, which culminated in Paris 

Declaration on aid effectiveness in 2005, and 

to debt relief for low income countries (HIPCs) 

led by European donors in 1999 and 2005.. 

Chapter 2 Aid to Sub-Saharan Africa by Japan 

An overall analysis is made of Japan’s aid 
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policies and their achievements for Africa. A 

careful analysis is made of its independent 

policies and a forced adoption of Western-led 

aid reforms mentioned in Chapter 1 above. China 

has followed Japan’s history of aid to some 

extent. 

 

Chapter 3 Aid to Sub-Saharan Africa by China 

A comprehensive analysis is made of China’s 

aid policies and their achievements for Africa. 

Aid is analyzed in the context of economic 

cooperation, namely ODA, OOF, private fund, 

and of external trade. Substantive data are 

captured, using government publications and 

those of OECD and of other international 

organizations. 

 

Also included are short analyses and 

observations by Chinese scholars as well as 

Western specialists with whom the author has 

interviewed. In the past 10 years, the author 

has interviewed with Chinese scholars who 

belonged to a national think tank in 

international relations in Beijing, and to 

BRICS Institute of Fudan University in 

Shanghai. The Western specialists belong to 

OECD and French Aid Agency. 

 

Chapter 4 Rivalry in Aid between China and 

Japan 

First, recent developments in aid policies by 

two countries are reviewed. Statements of the 

meetings of TICAD (Tokyo International 

Conference on African Development) since 1993 

and FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation) 

since 2000 are reviewed with their 

achievements. 

 

Second, based on foreign policies of the two 

countries as well, future policy directions 

are surveyed and projected. 

 

追加の 5章では、2012年からの安倍政権と習政権

の援助政策をサーベイして、今後の展望を論じた。 

6章の事例では、ジブチ、ケニア、そしてマラウ

ィを取り上げた。 

 

２．２ 中国 
 
国際協力の月刊誌、（株）国際開発ジャーナル

社『国際開発ジャーナル』新春合併号（2018 年 1
月 5 日刊行）の「解「国」新書」欄に、論説「日

中経済協力の展望：再認識すべき相互依存と地域

開発」を掲載した。アフリカにおいて圧倒的な経

済協力を行う中国の経済と経済協力をサーベイ

して、今後の日本の間の協力を提言したものであ

る。 

 過去の経過を述べると、中国を代表するシンク

タンク、社会科学院と国際関係学院の研究員、教

授とは 2005 年から毎年交流し、中国の経済や経

済協力について意見交換をしてきた。 
省庁別のデータ、及び費目項目別のデータを既

に入手した。一部のデータを使って、中国中央政

府の財政に関する小論を、専門の業界誌「国際開

発ジャーナル」の 2013 年 3 月号に掲載した。 
 2016年 12月には、上海の復旦大学を訪問した。

BRICS 研究所が当職のためにワークショップを

開催してくれた。日本と中国の経済協力について

意見交換を行うことができた。 
 本稿冒頭の英語書籍のために、中国の援助政策

についてサーベイを行った。2016 年 12 月のパリ

における文献サーベイで、最新のアフリカの経済

状況の文献を収集できた。 
 最大の収穫は、旧仏領アフリカにおける中国の

援助の分析報告書である。アフリカ人研究者によ

る詳細な分析であり、中国の援助機関の援助内容

が網羅的に書かれている。中国における調査に限

界がある中で、貴重な文献として今後十分に活用

したい。 
 また、2016 年 12 月の上海と、帰途立ち寄った

北京の空港において、中国の経済に加えてアフリ

ア政策に関する雑誌のバックナンバーを多数収

集することができた。 
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２．３ フランスと日本の対アフリカ協力政策 
 
 2016年 12月に上海とパリで行った現地調査を

踏まえて、両国協調の政策の小論を作成した。骨

子は下記の通りである。 
 
（小論骨子） 
2017 年 5 月の大統領選挙結果にかかわらず、我

が国は、経済自由化を進める仏国と、二国間の協

力体制を維持していくべきである。2013 年のオ

ランド大統領の訪日の際に、共同声明として「安

全保障・成長・イノベーション・文化を振興す

るための特別なパートナーシップ 1」が打ち出

されている。付属文書として、「日仏間協力の

ためのロードマップ（2013－2018 年）」が発表

された。 
 
2017年 1月 6日，パリを訪問中の岸田外務大臣

及び稲田防衛大臣は、第 3回日仏外務・防衛閣

僚会合（「2＋2」）に出席した。本紙 1月 7日（夕

刊）に、日仏が防衛連携を拡大すると報道され

ている。2岸田大臣は、フィガロ紙にこの面での

協力拡大を投稿した。3 

仮に野党（FN）が総選挙でも投票率で躍進した

としても、経済の自由化とフランス企業の国際化

は進んでいくであろう。欧州の盟主として、欧州

および世界への展開を推進することが同国の生

きる道である。 
 
次に対外直接投資については、同期間に欧州 69％、

中国 5％、日本 4％である。しかし、旧植民地の

アフリカを含む各地域に幅広く展開している。 
 
筆者は、2016年末に仏国外務省の関係者と面会

する機会があったが、2013年の共同声明におけ

るアフリカ支援を強調していた。「戦略・経済

                                                   
1 Partenariat d’exception 
2  昨年 12 月に、第三国輸出向けの共同開発を進める防

衛装備品及び技術の移転に関する協定が発効している。 
3 東アフリカの小国ジブチは旧仏領であるが、中国と日本

が軍事的に港を使用している。 

対話」を毎年実施する米国と中国のアフリカへ

の大規模な進出の現実を前に、仏国は日本との

協力を重視しているとのことである。 

 

2016 年からアフリカ開発会議（TICAD）を、中国

の FOCAC に対抗して、3 年に 1 回開催することに

なり、日仏の協力の重要性はより高まっていると

いえる。4 

 
民間活動では、在アフリカの日仏企業のネットワー

キングが進められている。高度成長が続くアフリカ

への日本の投資は近年進んでおり、例えば豊田通商

は、植民地時代に設立した仏最大の商社 CFAO を

2012 年に完全買収。英語圏を含むアフリカ全域で、

車両の販売と保守、医薬品販売を展開してきた。5 
 

２．４ アフリカ 

 

 2013年度においては、5年に 1回、日本政府主

催で開催されるアフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）

が横浜で開催された。 

 筆者は同地域に関して長い研究・調査歴があり、

外部機関の依頼と独自の研究を、一年間を通じて

行ってきた。 

 また、2016年においては、AFP通信社の記者の

インタビューを受けて、その結果が配信された。

日本を中心としてアフリカに対する援助政策に

ついて全般的に話したが、配信された内容は日本

と中国の対アフリカ援助政策に関するものであ

った。 

                                                   
4筆者は、昨年末にパリに行く直前に上海で中国の経済協

力政策について意見交換を行った。1993年から 5年に 1

回実施した TICADを、2000年から 3年に 1回開催されて

きた中国の FOCACに対抗して、昨年から 3年に 1回開催さ

れることとなった。 

5一方、2014 年には、CFAO は世界の流通業 2 位のカルフ

ールと合弁会社を設立し、ナイジェリア、コートジボワー

ル、コンゴ（キンシャサ）など８か国でスーパーを展開し

ていく。 
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 以下が、最近の研究成果である。 

 

（１）アフリカ開発会議に対する貧困国への対応

の在り方についての小論（国際開発ジャーナルに

掲載） 

タイトル： アフリカ開発会議‐真のアフリカ支

援を‐ 

 
（２）アフリカの展望とアプローチ 

 本成果は、2014年 1月に、日本経済新聞の経済

教室』に掲載された。タイトルは、「アフリカへ

の総合的なアプローチを」である。 

 

要約： 

１）対アセアン規模の投資 

日本の企業の投資はアジア地域に対して多い

が、アフリカの資源と高い成長に呼応して、外国

民間投資が拡大している。分野はエネルギー、鉱

物などと異なるが、その投資額は、アセアンの主

要国に対する金額に匹敵する。 

２）中国等新興国の急速な参入 

 世界経済において新興国、特にＢＲＩＣＳの台

頭が大きい。 

先進工業国のみならず、中国を筆頭とする新興

国も莫大な投資や労働力の動員を行っている。中

国については、2012 年末に 15 万人の経済協力関

係者がアフリカに長期滞在している。 

３）貧困国の多い同地域に対して、総合的なアプ

ローチが必要 

第 1に、未知の大陸アフリカの経済・金融分析

が十分に行われるべきである。第 2に、経済協力

を総合的に見る必要があり、西側の一員として、

貧困削減など被援助側の真の開発に役立つよう

な体制構築に貢献するべきである。 

 

２．５ フィリピン 

 
フィリピンには過去 15 年間のうち 7 回マニラ

を訪問した。日本における経済企画庁の研修で講

師を何年間か務めたことがあり、中央の経済官庁

とフィリピン大学にコネクションがある。財務省、

工業省、経済計画庁に加えて、アジア開発銀行と

フィリピン大学のエコノミストと継続的に意見

交換を行い、同国の経済・開発と貧困の問題を研

究してきた。 
 重要な成果として、地方政府水準の財政支出の

データを掲載したレポートの一部を入手できた。

フィリピン大学教員などからアドバイスを受け

て進めてきている。 
さらに、2014 年 9月に再度マニラを訪問した。

政府予算書物に絞って、精力的に資料の収集を行

った。政府機関や NGO の職員とインタビューを

行い、資料や情報の収集を行うことができた。 
具体的な成果としては、財務省図書室で専門家

のアドバイスにしたがって、予算書を総合的に理

解して、必要な情報を収集した。具体的には、予

算 案 で あ る NATIONAL  EXPENDITURE 
PROGRAM と、予算書である APPRORIATIONS。
両方とも 1千ページの大部のドキュメントである。

後者を中心とした具体的な収集情報は以下のと

おりである。  
今後、タイで収集した統計と共に、その成果を

まとめて研究発表する予定である。 
  
 

主な参考文献 

外務省（2011）『中国の経済協力』報告書サマリ

ー。（筆者がアドバイスを行い、主要部分を執筆） 

矢内原 勝編（1996）『発展途上国問題を考える』

勁草書房 

Bamba, A., “L'activisme chinois en Côte 

d'Ivoire ou l'application du principe de 

non-ingerence: 2000-2013,” Mbabia,, O.(ed.), 

La Présence chinoise en Afrique francophone, 

Monde Global, 2016.（パリ収集の仏語文献） 

Brautigam, D., The Dragon's Gift: The Real 

Story of China in Africa, Oxford University 

Press, 2009.  

Chen W. et al., “Investment Renaissance,” 

Finance & Development (IMF), December 2015, 

Vol. 52, No. 4. 

IMF, World Economic Outlook, various issues. 

World Bank, International Debt Statistics 2017, 
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平成 29 年度国際共生社会研究センター 研究概要 
 

アフリカにおける地域間・地域内の高等教育パートナーシップに関する研究 

 
国際共生社会研究センター 研究員 

国際学部 グローバル・イノベーション学科 准教授 
花田 真吾 

 
Intra-and Inter-Regional Higher Education Partnerships in Africa 

 
 
1. 概要 

研究計画書の通り、平成 29 年度は支援国

側の調査に焦点をおいた。主に、アフリカ

諸国と欧米諸国における地域間パートナー

シップ（Inter-Regional Partnership）とアフリ

カ諸国間による地域内パートナーシップ

（Intra-Regional Partnership）の 2 つの視点か

ら調査した。前者については、事例として

カナダに着目し、カナダ政府関連の国際教

育振興機関である Canadian Bureau for 
International Education (CBIE)にヒアリング
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Canada, 2016）。この Aid-Effectiveness には、

二国間支援そのものの効率性を高める目的

に加え、カナダの国益にかなう国との交流

を重視する意向が反映されている。

こうした国益を重視する方針は、高等教

育パートナーシップにおいても同様である。

カナダでは、高等教育パートナーシップは

国際教育として位置付けられており、2014
年に連邦政府によって発表された「カナダ

国 際 教 育 戦 略 」（ Canada’s International 
Education Strategy: Harnessing our knowledge 
advantage to driven innovation and prosperity）
でその基本方針が示されている。本テーマ

に関連する事項としては、（１）カナダ社会

において高度知的人材がより一層必要にな

ることを踏まえ、潜在的な経済移民である

優秀な外国人留学生の獲得を担うこと、

（２）カナダの経済活動にとって交流が望

まれる特定国とのつながりを深めるため、

留学生交流など教育交流を推進すること、

の 2 点である。（１）については、現代のカ

ナダの労働人口は、その増加率の 75％を移

民に依存しており、かつその約半数はカナ

ダの教育機関を卒業・修了した留学生であ

り、留学生への依存度が高いことを反映し

ている（FATDC, 2014）。また、研究開発を

担う高度人材についても、2011 年に発表さ

れた「イノベーション・カナダ」（Innovation 
Canada: A Call to Action）において、今後 20
年以内にイノベーション創出を担う高度知

的人材がカナダで約 20 万人不足する見込

みであることを指摘し、その対応策の一つ

として、優秀な留学生を確保する重要性を

謳っており、一部のアフリカ諸国からの留

学生もその対象となっている（Independent 
Panel on Federal Support to Research and 
Development, 2011）。   

（２）については、経済界から国際教育

へ要請がおこなわれた。具体的には、2011
年に国際貿易・財務大臣（ Minister of 
International Trade and Finance）の下に、カ

ナダ国際教育戦略諮問委員会（Advisory 
Panel on Canada’s International Education 

Strategy） が設立されたことが契機となっ

た。同委員会は、大学の学長やカナダを代

表する企業経営者などの委員で構成され、

その検討内容は、2012 年に「International 
Education: A Key Driver of Canada’s Future 
Prosperity」として国際貿易・財務大臣に提

言 された（ Advisory Panel on Canada’s
International Education policy, 2012）。同報告

書では、国際ビジネスは国内総生産の約

60%、カナダ人の雇用全体の約 20%を創出

する経済活動であり、21 世紀を通じてカナ

ダ企業の国際ビジネスや投資活動を拡大す

るため、外国企業や研究機関との研究開発

の連携を深めることが目標として掲げられ

ている。特に、経済新興国・地域であるブ

ラジル、中国、インド、メキシコ、ベトナ

ムに加え、アルジェリア、モロッコ、チュ

ニジアのアフリカ諸国、サウジアラビアや

カタール等の中東諸国との経済連携を深め

ることが有益であるとされている。その中

で、国際教育はこうした国々との交流を深

める経済活動の一つ手段として位置づけら

れており、例えば留学生交流は上記の国・

地域との深化が優先されている。以上から、

カナダにとって国際教育は、教育活動その

ものの領域を越えて、経済政策の一環とし

て位置づけられていることが分かる。
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3．地域内パートナーシップ

カナダの事例にみられるように、先進国

とアフリカ諸国間における国際協力支援は

先進国側の国益の影響を受けることがあり、

高等教育パートナーシップもその例外では

ない。そのため、アフリカ諸国が自律的に

域内の社会・経済開発を担う人材を育成し

ていくためには、アフリカ域内の高等教育

パートナーシップの強化が重要との認識が

広がっている。

高等教育のパートナーシップは大学間の

教育・研究連携を深めることでお互いの教

育・研究水準を高めることを目的とする場

合が多い。その具体的な取り組みとしては、

大学が国際的に移動する場合（Program and 
Provider Mobility）と学生や研究者が国際的

に移動する場合（Student and Researcher 
mobility）の 2 つに大別される（前者につい

ては前年度の報告書で概要について触れた

ため割愛する）。後者については、従来は学

生や研究者の財政的理由や政情不安定など

の諸要因によりアフリカ諸国では活性化し

ているとは言い難い状況だった。しかし、

2010年度以降は域内学生移動に漸進が見ら

れている。例えば、英語圏では南アフリカ

が 2012 年度に南部アフリカ開発共同体の

加盟国出身者を中心に 70,248 人の留学生を

受け入れをおこなっている（Knight &
Woldegiorgis, 2017）。フランス圏では、モロ

ッコが最大の受け入れ国であり、2012 年度

はモーリシャス、ギアナ、セネガル、マリ

などから 8,604 人を受け入れている

（Marshall, 2013）。さらに、ポルトガル圏で

は、アンゴラが最大の受け入れ国であり、

2010 年には 6,530 人を受け入れている。た

だし、これらの国は各言語圏におけるごく

一部の先進的な国であり、また異なる言語

圏同士のつながりは現状では深いとはいえ

ない。今後、アフリカ域内の人的・教育・

研究資源を最大限に活かすためには言語圏

を横断した高等教育パートナーシップを活

性化させることが望まれる。そのためには、

アフリカ域内の国際機関が主導し、多国間

で協調した包括的な取り組みが求められる。

こうした取り組みは着実に広がっており、

その事例として以下 2 つの取り組みを挙げ

る。

（１）Mwalimu Nyerere Programme 
このプログラムは、ジュリアス・ニエレ

レ（Julius Nyerere）タンザニア初代大統領

の名前を冠したアフリカ全域の学生移動を

促進することを目的としたプログラムであ

る（ムワリムはスワヒリ語で「先生」の意

味）。アフリカの高度人材育成および域内大

学の連携強化を目的として、アフリカ連合

（African Union）とアフリカ大学協会

（Association of African Universities）により

2007 年に策定された。具体的には、科学技

術分野で学士、修士、博士課程を有する大

学間の留学を促進するため学生に奨学金を

提供している。しかし、奨学金の財源不足

により、初年度の 2008 年は 19 名のみの留

学にとどまった。それを受け、2010 年に南

アフリカのケープタウンで開催された

Africa-EU Summit において、アフリカ連合

と欧州委員会（European Commission）は、

同プログラムを Africa-EU Partnership とし

て位置付けることで、欧州開発基金

（European Development Fund）を通じて資

金援助を受けることで合意した。その結果、

2014 年までに合計 250 名が留学するに至っ

ている（Knight & Woldegiorgis, 2017）。この

取り組みは、それまでヨーロッパ諸国とア

フリカの高等教育パートナーシップにおい

て主流であったアフリカ諸国の学生を自国

の大学に受け入れて学位課程教育を提供す

る形ではなく、アフリカ域内の学生移動を

促し、アフリカ高等教育の教育・研究の自

律的発展に対して支援するという点で、こ

の分野においては新たな仕組みとして期待

されている。
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（２）Pan-African University
汎アフリカ大学は、アフリカ高等教育の

教育・研究を発展させ、科学技術、社会科

学分野のイノベーション創出を支援するこ

とを目的として 2011 年にアフリカ連合と

アフリカ大学協会により設立された高等教

育ネットワークである。アフリカ域内の高

度な教育・研究水準を有する大学を対象と

して、修士・博士課程レベルでの研究交流

をおこなっている。交流初年度の 2013 年度

は、ケニアのジョモケニヤッタ農工大学

（JKUAT）、ナイジェリアのイバダン大学

（University of Ibadan）、カメルーンのヤウ

ンデ第二大学（University of Yaounde II）の

3 大学が 11 カ国からの計 135 名の留学生受

け入れをおこなった。2014 年には 37 カ国

から 236 名、2015 年には 573 名の受け入れ

をおこなっており、その規模は発展してい

る（Knight & Woldegiorgis, 2017）。特筆すべ

きは全体の学生数の増加における女子学生

の比率であり、2011 年の 18.5%、2014 年の

21.0%から 2015 年には 30.1%に増加してい

る（PAU, 2016）。このプログラムには、国

際協力事業団（JICA）をはじめ、ドイツ学

術交流会（DAAD）、ドイツ復興金融公庫

（KfW）、アメリカ合衆国国際開発庁

（US-AID）、スウェーデン国際開発協力庁

（Sida）、欧州委員会（European Union）な

どの国際開発や国際教育に関する外国機関

からの支援を受けて運営されている。

4．今後の予定

次年度はヨーロッパ諸国とアフリカ諸国

間の高等教育パートナシップを中心にケー

ススタディを積み上げる予定である。アフ

リカ地域の国際機関、政府機関、高等教育

機関においては、留学生数や研究プロジェ

クトに代表される教育・研究に関するデー

タが整備されていない場合が多い。そのた

め、支援側のヨーロッパ諸国で蓄積されて

いるデータを用いながら研究を進めること

としたい。
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平成 29年度国際共生社会研究センター 研究報告 

アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究

国際共生社会研究センター 客員研究員

大阪大学 人間科学研究科 准教授

杉田 映理

Social Development Related to Water, Sanitation and Hygiene in African Societies

１．研究内容

国際共生社会研究センターのインクルーシ

ブ・アフリカチームに一員として、筆者は「ア

フリカにおける水・衛生環境と社会開発に関す

る研究」というメインテーマのもと、以下に示

す 3つのサブテーマをもって研究を進めている。 
1) 水アクセス向上による生活の影響、生活変

容についての研究

2) Menstrual Hygiene Management に係る

研究

3) 日本におけるトイレ・手洗い問題の研究

以下に 2017（平成 29）年度に実施した調査・

研究内容とその成果について報告する。

なお、東洋大学が大学間協定を結んだジョモ

ケニアッタ農工大学に 2017 年の 6 月に赴き、

国際共生社会研究センターの研究交流活動の

一環として学生国際ワークショップを志摩憲

寿研究員とともに開催した。その報告について

は、別途報告書をまとめているため、ここでは

省略することとする。

２．活動報告

2.1 水アクセス向上による生活の影響、生活変

容についての研究

(1) ケニア、ナマンガのマサイ族を対象にした

水・衛生に関する調査

2017 年 2 月に、国際共生社会研究センター

のインクルーシブ・アフリカチームとして、志

摩研究員、花田研究員とともにケニアのジョモ

ケニアッタ農工大学と研究交流および現地調

査を実施した。ケニア南部のナマンガディビジ

ョン（主な民族はマサイ族）を訪れ、筆者は主

に対象地域における水へのアクセスや水利用・

水管理の方法について聞き取り調査を実施し

た。今年度はその調査結果を分析・執筆し、チ

ーム内で協議してまとめた。その成果が、国際

共生社会研究センター監修の『持続可能な開発

目標と貢献―フィールドから見た SDGｓ―』（朝

倉書店）に収められた「マサイ・コミュニティ

と SDG」である。 
対象とした地域は、降水量が年間 618 ㎜と低

く、給水施設も限られており、水へのアクセス

は厳しい地域であった。また、この地域はマサ

イ族が主民族であり、牧畜民である彼らは財産

でもあるウシやヤギなどが飲む水も必要とし

ている。さらにジェンダーによる役割分担が明

確にあり、水汲みを担う女性が日常的に現金を

扱うことはないという状況が見られた。

対象地では、国際 NGO によって設置された

ウォーターキオスクが給水施設の近くに閉鎖

された状態で残置されていた。現金を日々管理

することのない女性が、毎日の水汲みの際にキ

オスクで水代金を支払うシステムが機能しな

いことは、想像に難くない。SDGs の実現に向

けて、地域社会の理解と対話に基づいた支援が

必要であることが示唆される調査結果となっ

た。

(2)ケニア、キルゴリスのマサイの村落における

水と生活に関する調査

2017 年 6 月に再びケニアを訪れ、キルゴリ

ス地区にて調査を実施した。同じケニアのマサ

イ族が居住する地域でも、キルゴリス地区にお
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ける水へのアクセスの状況は上記ナマンガの

それとは大きく異なった。 
 キルゴリスの年間降水量は 1480 mm であり、

地形は起伏が大きい。キルゴリスタウンから

17Km ほど南下した対象地域には、小川が流れ

ている。水道は敷設されていないが、調査をし

た 24 世帯はすべてこの小川の水もしくは雨水

を利用していた。 
 しかし、一見水へのアクセスが良いからこそ

の問題も孕んでいると考えられる。小川の水の

利用目的を聞いたところ、飲料水、料理用、洗

濯、手洗い、水浴、家畜用が含まれていた。小

川のどの位置でどの目的のために利用するか

という決まり事は、ジェンダーによる使途とと

もに存在していたが、それは各コミュニティ単

位の決まり事であり、小川の水系全体でみれば

汚染された水が飲料水に利用されることは十

分ある。深井戸や保護湧水がこの地域には見ら

れなかったが、「一見水に困っていない地域」に

共通する落とし穴といえるのではないだろう

か。 
 
2.2  Menstrual Hygiene Management に係

る研究 
(1) 月経管理に関する比較研究の始動 
 ウガンダにおける筆者のこれまでの月経に

関する研究（杉田 2017）を相対化し、世界全体

での動向を捉えたいという考えのもと、2018年

度から科研基盤 B（海外）を研究代表者として

獲得して「グローバルなアジェンダとなった月

経のローカルな状況の比較研究」を開始した。 
本研究プロジェクトは、月経をめぐる伝統的

な慣習が色濃く存在すると考えられるアジア、

アフリカ、大洋州、中南米の開発途上国に分類

される国々の中から 7 か国（カンボジア、イン

ドネシア、インド、チベット、パプアニューギ

ニア、ケニア、ウガンダ、ニカラグア）をケー

スとしてとりあげ、各地を研究対象としている

共同研究者とともに次のことを明らかにする

ことを目的とする。 
1) グローバルな課題に対面する世界各地

の月経にまつわるローカルな文化につい

て、現在の状況を捉える。  
2)国際的なアジェンダとして月経教育や月

経用品が導入されている状況を明らかに

する。  
3)各地域の状況を比較し、個別性と通文化

的な側面を抽出する。 
4) 月経に関連する政策や新しいプログラ

ムが策定されることによる影響や配慮さ

れるべき点を提示する。 
  2017 年 5 月にメンバー間でミーティングを

実施して方向性を確認したのち、メーリングリ

スト、質問票等を共有するためのプラットフォ

ームの構築を行った。    
 筆者はこの研究の一環として、下記に報告す

るケニア・マサイ族における新規の調査を 2017
年 6 月に実施した。さらに 2018 年 3 月に、こ

れまで調査してきたウガンダのギス族におけ

る調査と、関係 NGO 等の介入についての調査

を実施する予定である。 
 
(2) ケニア・マサイ族における月経観および月

経教育について 
 ケニアのキルゴリス地区において 2017 年 6
月に月経について国際地域学科の学生の協力

を得て調査を実施した。調査は、小学校 2 校と

中学校 1 校における質問票調査に加え、対面式

の質問票調査で成人女性 14 名と男性 9 名に聞

き取りを行った。 
 牧畜民であるマサイの村では、伝統的には季

節に応じて移動する生活を送っており、家畜と

ともに暮らす彼らは月経や経血に対して、農耕

民とは異なる観念を持っているのではないか

と予想した。 
 マサイ語でも、Olapa という「月（month）」
を意味する言葉が月経を表しているほか、

Adolisho など「見ること」という意味の呼び方

がある。これは本来「血を見ること」という表

現のうち「血」という言葉をあえて言わず、月

経を指すようになったと考えられる。一方、男

性はマサイ語で月経を意味する言葉自体を知

らない人が多く、このことから、月経を意味す

る隠語は女性が主に使用していると推察する
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ことができる。 
 また、月経をめぐるタブーについては、男女

ともに「月経中の女性は教会や学校、畑に行っ

てはいけない」という回答が多くあった。女性

からは「月経中は年配の人や男性に近付かない」

という回答も挙げられた。このようにマサイの

人々の間でも、ギス族に類似する月経に関する

タブーは見られるものの、月経小屋への隔離等、

強いタブーの存在は見られなかった。 
 なお、月経中に学校へ行けているかについて

は、行けているという回答者が 75％（N=71）、
行けていないと答えた人が 14％、無回答が

11％いた。「いいえ」と答えた生徒が学校にいけ

ない理由として「お腹が痛くていけない」「生理

用品がない」などがあった。学校に行けている

と答えた人が、行けていない理由を書いていた

ということもあった。大半は「行けている」と

回答していたものの、14％（あるいはそれ以上）

は決して小さくない数値と言える。また、月経

について初めて学んだのが初経時という人が

38％いたことも、SDGｓの教育目標や水・衛生

目標に照らし合わせれば、課題と言えるだろう。 
 
（3）日本における月経管理に関する研究 
 月経について語ることがタブー視されてい

る状況は、アフリカなどの発展途上国だけでは

なく日本にも強く根付いている。特に、初経前

後の小学生には学校教育における情報提供が

不十分であることに加え、月経について語られ

ることのない環境で育った結果、月経について

小学生が自分から情報を得ることは羞恥心も

伴い難しい状況にあると考えられる。一方、初

経後数年のストレス状況が月経発達周期に影

響を与えることも指摘されている（森、1999）。
日本における月経に関する調査（Otsuka-Ono, 
et al. 2015) では、15 歳から 18 歳の調査対象

の 84.3%が月経に伴う困難を経験し、その内

57.1%が全く対策を講じていなかったとされて

いる。日本の初経の平均年齢が 12.3 歳である

（日本産科婦人学会、2017）ことを踏まえると、

小学生のうちにおよそ半分の女子が初経を迎

えると考えられるが、月経をめぐる経験につい

て小学生を対象とした社会科学的な実態調査

がほとんどないのが現状である。 
そこで、月経衛生協会と初経前後の月経経験

に関する共同研究を実施する方向で、今年度準

備を開始した。東京における小学生の通塾率が

57.7%に上るとの点に着目し、塾を一つのエント

リーポイントにした。中学受験を目的とした通塾

開始時期は、一般に小学校四年生からが最適とさ

れているが、これは女児が初経を迎え始める時期

と重なる。そうした時期の子どもたちにとって、

月経とどのように付き合っていくのかというこ

とは、学習塾における教育機会や受験当日の状態

に月経はなんらかの影響を与えていると考えら

れる 
今年度、プレ調査として塾の経営側へ月経対処

についての調査を実施したところ、経営者、教師

陣においてもジェンダーによる認識の乖離が大

きいことや、組織的な取り組みは皆無である状況

が調査結果として把握された。 
今後、保護者、そして可能であれば女子小学生

自身の声を調査したいと考えている。日本におけ

る月経をとりまく文化の一端を明らかにする

とともに、日本における状況をより深く理解す

ることで、国際協力において介入を試みる際に、

日本の経験に根差した協力が実施できること

につながると考える。 
 
2.3 日本におけるトイレ・手洗い問題の研究 
(1) 公共トイレ（豊島区）の実態調査 
 公共トイレがどうあるべきかは、発展途上国

においても先進国においても大きな課題とな

っている。管理が難しく十分な衛生状態が保た

れなかったり、犯罪等の現場になったりするこ

ともある。管理やコストの問題から、公共トイ

レを削減する自治体や団体も多い。 
 そうした中で、豊島区は「としまパブリック

トイレプロジェクト」の名のもと、積極的に区

内の公共施設や公園トイレ・公衆トイレの改修

を進めるとともに、コンビニエンスストアの協

力を得て、トイレマップを作成している（豊島

区 2017）。そこで、豊島区内のいくつかトイレ

を日本トイレ研究所の関係者と踏査するとと
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もに、豊島区長の話を聞く機会を得た。

豊島区のプロジェクトは、区内約 130 カ所の

公共トイレのうち改修が必要なトイレを 2017
～2019 年度の 3 年間で改修するというもので

ある。小さな公園のトイレでもバリアフリー化

を図る等ハード面の改修のみならず、清掃員の

派遣などソフト面での管理もされていた。また、

多目的トイレと男性小用トイレという区分で

トイレを設置するという新しい試みも見られ

た。一方で、デザイン重視で個室数が不足して

いたり、手洗い場での石鹸の不備などの課題も

現地踏査の結果見えた。

（2）「日本トイレひと大賞」 
日本の各地でトイレ環境や排泄に関する活

動に取り組む人や組織を表彰する、日本トイレ

研究所主催の「日本トイレひと大賞」の企画、

審査等に昨年度に引き続き関わった。

表彰された活動事例から、衛生改善における

メンテナンスの重要性、情報発信の重要性（例

えば、車いす利用者・オストメイト利用者のた

めのトイレアクセスをマップにしたりインタ

ーネットで発信したり）が浮き彫りとなった。 
また、大賞の授与式に参加した中国のビジネ

スマンと、尿を利用した果樹菜園づくりとイン

ターネットを通じた販売網の確立についてデ

ィスカッションを行った。

2.5  JICA 課題別研修「アフリカ地域村落飲

料水管理コース」等の講義およびワークショッ

プ

JICA の主催するアフリカの実務者に対する

研修を２件実施した。１件は、JICA の課題別

集団研修「アフリカ地域村落飲料水管理コース」

であり、もう１件は JICA が実施するルワンダ

における地方給水プロジェクトのカウンター

パートに対する研修である。いずれも、その中

で衛生改善についての研修を担当した。実施団

体は、それぞれアースアンドヒューマンコーポ

レーションと国際航業であった。

集団研修にはアフリカ 11カ国から 15名が参

加していた。各国の中央もしくは地方政府の中

級の水担当者が大半を占めたが、各国における

衛生政策や CLTS（コミュニティ主導型トータ

ルサニテーション）手法の受け入れ状況などを

ディスカッションすることができ、相互の学び

あいになった。講義・PHAST（Participatory
Hygiene and Sanitation Transformation）手法

のワークショップ・手指衛生検査の演習を織り

交ぜた研修を実施したが、講義においては日本

の衛生改善の歴史やアプローチについて研修

員の関心が高く、改めて、上記 2.3 の課題の研

究の重要性を認識させられるものであった。

３．次年度の予定

1) 水アクセス向上による生活の影響、生活変

容についての研究に関しては、これまで蓄積し

てあるウガンダでの研究成果の集大成をした

いと考えている。 2) Menstrual Hygiene 
Management に係る研究としては、比較研究の

ケースとしてウガンダとケニアでの調査・研究

を継続する予定であり、日本における調査も本

格化させたいと考えている。次年度は 1), 2)に
比重を置きたい。

参考文献

・杉田映理(2017)「月経はどのように捉えられ

経験されるのか―月経対処が開発アジェン
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東洋大学国際共生社会研究センター管理運営要綱 

平成14年要綱第17号 

平成14年５月９日 

公示 

平成14年４月１日 

施行 

 改正 

改正 

改正 

平成18年４月１日 

平成22年５月17日 

平成27年４月１日 

１ 研究センターの事業期間は、平成27年度から平成31年度までとする。 

２ センター長、プロジェクト・リーダーの任期は事業期間終了までとする。 

３ 運営委員会の設置および運営 

(１) 研究センターの研究を効果的に推進し、事業を円滑に運営・管理するために、「運営委員会」

を設ける。

(２) 運営委員会は、各年度の事業計画および事業予算の策定、事業予算の執行、研究員、客員研

究員、研究助手およびＲＡの選任、研究プロジェクトの推進、成果の刊行等を業務とする。

(３) 運営委員会は毎月１回の定例の会合を開き、必要に応じて臨時の会合を開く。運営委員会は

センター長が招集する。

(４) 運営委員会の委員は、センター長、プロジェクト・リーダーおよび研究員によって構成され

る。

(５) 運営委員会の委員の任期は原則１年とし、再任を妨げない。

４ 評価委員会の設置および運営 

(１) 研究センターの研究の成果を評価し、次の研究の発展に向けて助言することを目的として、

「評価委員会」を設ける。

(２) 評価委員会の運営並びに評価方法に関する必要事項は別に定める。

５ 研究員等 

(１) 研究員は東洋大学教員のなかから、研究プロジェクトに合わせて選任する。

(２) 客員研究員は学外の研究者のなかから研究プロジェクトに合わせて選任する。

(３) 研究員、客員研究員の任期は原則として当該事業終了までとする。

(４) 研究助手は別途定める「外部資金による東洋大学研究助手の任用に関する要項」に従って選任

する。

６ 研究センターに、その業務を担当する事務組織を置き、研究推進部研究推進課がこれを行う。 

附 則 

この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年要綱第35号） 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

  附 則（平成22年要綱第56号） 

この要綱は、平成22年５月17日から施行する。 

附 則（平成27年要綱第287号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。
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私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の概要 
 

1. 事業の目的 
本事業は，私立大学が，各大学の経営戦略に基づいて行う研究基盤の形成を支援するため，

研究プロジェクトに対して重点的かつ総合的に補助を行う事業であり，もってわが国の科

学技術の進展に寄与するものである。 
 

2. 事業の内容 
各大学が最先端の研究や地域に根差した研究などの観点から研究プロジェクトを計画・

申請し，文部科学省が審査の上で選定を行い，当該プロジェクトを遂行するための研究拠点

に対して，研究施設・設備整備費や研究費を一体的に補助する。 
 
3. 研究期間及び支援措置 
(1) 研究期間 
・「研究拠点を形成する研究」：原則，5 年間 
・ 大学の特色を活かした研究」、「地域に根差した研究」：原則，3 年間 
・３年目に中間評価，最終年度に事後評価を行う（3 年以下の事業は事後評価のみ継続事業

については，制度として実施しない。 
「私立大学学術研究高度化推進事業」または「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」によ

り選定された事業を引き続き実施する場合は，新規事業として申請する 
(2) 支援措置 
○ 研究施設 
・プロジェクトに必要な施設の新増改築，改造工事 
・補助対象：事業経費 1,000 万円以上 
・補助率 2 分の 1 以内 
・原則，初年度の整備のみ補助 
○ 研究装置・研究設備 
・プロジェクトに必要な機械，器具等 
・補助対象：事業経費が「研究装置」は 4,000 万円以上，「研究設備」は 500 万円（図書は

100 万円）以上 
・補助率：「研究装置」2 分の 1 以内，「研究設備」3 分の 2 以内 
・初年度から 3 年目までの整備を補助 
○ 研究費 
申請した研究期間中の教育研究経費支出，アルバイト関係支出，設備関係支出（1 個又は 1
組の価格が 500 万円未満）及び PD・RA 経費 
・補助金の上限 1 億円（「研究費のみ」のプロジェクトは 3,000 万円） 



・補助率：2 分の 1 以内 
 
4 事業の採択について 
(1) 評価項目 

1.研究プロジェクトの意義と必要性 
2.研究内容の妥当性 
3.研究組織の妥当性 
4.事業費の妥当性 

(2) 地方等強化枠 
地方大学（地方に所在する研究拠点を含む）※1 又は中小規模大学※2 が行う研究プロジェ

クトであって、当該大学の研究により地域の活性化が図られるものや、地域の特性を活かし

て行う研究について評価を行う。 
※1 申請プロジェクトの研究拠点が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都

府、大阪府及び兵庫県（ただし、過疎地域自立促進特別措置法第 2 条第 1 項、第 33 条第 1
項、第 33 条第 2 項に基づき過疎地域に指定されている地域を除く。）の都府県以外に所在

すること。 
※2 収容定員 8,000 人未満の大学であること。  
(3) 選定手続き 
外部の学識経験者で構成する「私立大学戦略的研究基盤形成支援検討会」において審査の

うえ選定する。 
(4)補助の方法 
選定された学校は，文部科学省に計画調書等を提出し補助を受ける。 
ただし，研究費については，日本私立学校振興・共済事業団に申請し補助を受ける。 
 
出典（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002/002/1289381.htm、

2016 年 2 月 5 日現在） 


