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　新興国の自動車市場が熱い。新興国市場を制するか
どうかが自動車メーカー生き残りのカギだと言われ、
その傾向は強まりこそすれ、弱まることはないだろう。
加えて、途上国での二輪車市場の拡大も堅調である。
例えば、「バイク天国」として知られるベトナムでは、
いまや１世帯に複数台所有が一般化しつつあり、さら
に近年では、いままでそれほど二輪車が一般的でな
かったフィリピンや、より平均所得の低いミャンマー
やカンボジア、ラオスでも増加中である。加えて、南
アジアから中東、アフリカ諸国では、主として日本か
らの輸入中古車により自動車保有率の上昇が続いてい
る国も多い。かつては、世帯年収１万ドルが自家用車
購入の目安とも言われたが、ローンの普及や車体価格
の低下により、より低い所得階層の人々にも自動車が
手に届くようになってきた。二輪車にいたってはなお
さらである。自動車や二輪車の販売増は、経済の牽引役
としてポジティブにとらえられ、途上国でも自動車を抑
制するよりも普及促進策をとる国が多くなってきた。
　その一方で、都市の環境や空間のキャパシティとい
う観点からは、これは「迫りくる危機」である。バン

コクや北京では、人口あたりの自家用車保有台数はす
でに東京都の水準を超えている。ジャカルタやマニラ
においても、東京の1980年代の水準にある。問題は、
自動車台数の増加そのものよりも、自動車利用の増加
にある。これらの都市では鉄道システムが構築中であ
るとはいえ、これらの都市の公共交通は自動車の利便
性と快適性に並ぶ水準とは言えず、いかに道路混雑が
激しくても自動車を利用せざるを得ない。加えて、自
動車は持たなくとも二輪車を購入した人々は、いつで
もどこでも使える二輪車という手段に慣れてしまい、
いずれ自動車を購入することになるだろう。さらに途
上国では、人口あたりの交通事故死者数は、日本の数
倍から10倍にものぼる。所得は向上しても、いのちの
価値はそこまで上昇していない。
　自動車や二輪車と遜色のない公共交通システムを構
築できるか、自動車を保有していても自動車を利用し
ない選択肢のある都市を構築できるか。これは、自家
用車が既に普及したバンコクや北京のような都市だけ
の課題ではなく、これからモータリゼーションを迎え
る途上国都市こそ、重要な課題である。

途上国のモータリゼーションのゆくえ
グループ１－１　リーダー　教授　岡村　敏之

日時：2013年７月19日㈮
　　　12：30  開場
会場：東洋大学  白山キャンパス　井上円了ホール
　　　  〒112-8606　東京都文京区白山 5-28-20
共催：東洋大学学術推進センター
後援：国際協力機構（JICA）、在日本国カンボジア大使館
プログラム
　13：00～　講演
　17：00～　レセプション

☆入場無料　　☆同時通訳付き

■講演題目・講演者
「カンボジアにおけるソーシャルビジネスの取り組み」（仮）
 ドク・ドマ　　カンボジア地方開発省地方水道部 副所長

「日本におけるソーシャルビジネスの取り組み」（仮）
  松行　輝昌　　
  国際共生社会研究センター客員研究員・大阪大学准教授

「ＪＩＣＡにおけるソーシャルビジネスの取り組み」（仮）
  若林　仁　　
  独立行政法人 国際協力機構　民間連携事業部 課長

「産業界におけるソーシャルビジネスの取り組み」（仮）
  更家 悠介　　サラヤ株式会社・代表取締役社長

国際シンポジウム
「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―」

E-mail : cesdes@toyo.jp　　TEL/ＦＡＸ 03−3945−7747
※お申し込み：事務局宛にお名前、ご所属、お電話番号をE-mailまたはFaxにてお申込みください。
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　1995年９月５日と2012年５月11日という日付を火災

被害者たちは決して忘れることはできない。フィリピ

ン共和国セブ市にある貧困地区、バランガイ・ルスで

火災が発生し、いくつかのシティオ（バランガイのさ

らに下の行政単位）を襲ったのである。

　都市部貧困層に付随する様々な問題（土地保有権を

持たないこと、不安定な雇用、低賃金、低い教育レベ

ル、大家族、水や衛生、廃棄物管理等の問題がある過

密な環境）を抱え、火災発生以前からすでに脆弱な立

場にあった被害者たちは、度重なる火災をどのように

生き延びたのか。

　今回の初期現地調査では、特に度重なる災害（本調

査ではバランガイ・ルスでのような火災）の被災者に

焦点を当て脆弱性と生存の関係性について解明を目

指す。

　本予備調査に際し、1995年と2012年のバランガイ・

ルスの火災について自らの体験を共有し話し合うこと

に同意した５人の回答者に対して2013年３月に３時間

のグループインタビューを行い、データを収集した。

　インタビューでは最初に調査目的の説明がおこなわ

れた。すなわち、回答者（男性１名、女性４名）とそ

の家族が２度の火災の後どのようにして立ち直ったか

を理解することである。インタビュアーはまず、悲惨

な体験の追体験をお願いすることをお詫びし、インタ

ビュー継続の許可を求め、了承を得た。その後、午前

９時30分から正午まで地区内のバランガイ・ホールで

非常に活発な議論が行われた。インタビューの場所は、

インタビュー時に自宅にいる回答者の家族の支障にな

らないよう決定された。また、インタビューは、

１)回答者及びその家族のプロフィール

２)火災発生前、発生時、発生直後、及び発生から年

月を経た後の体験

３)火災管理、生存及び脆弱性に関する提言並びに教訓

の３つを主な項目とした。

　回答者の年齢層は、40代（３名）と50～60代（２名）で

あった。いずれも高校レベルの教育は受けており、家族

構成は３名～10名であった。子供の数（総数24名）は各々

１～９人（３歳～29歳）で、３歳児１名を除く全員が学校

に通っていた（小学生７名、高校生13名、大学生３名）。

　夫と共にコミュニティホールで職員として働く１名

を除く女性回答者３名は、ほとんどの時間を家で過ご

し、時々、近所の人や夫（１人は死亡、残りは本調査

の独身男性回答者と同じ非正規労働者）に頼まれた行

商や使い走り等の仕事をしていると答えた。回答者の

うち４名が、子供がセブ市内でウェイターあるいはパ

ン屋で定期的に働いていると答えた。また、子供がル

ソン島、あるいは研修生としてクウェートに住んでい

ると答えた回答者が２名いた。

　２度の火災発生時、回答者全員が家族ひとり一人の

安全を確保しつつ、命からがら逃げ出したことを覚え

ている。着ていた服以外はすべて、家も洋服も家財道

具も一切を失った。混乱や叫び声、泣き声、人々が走

る姿を記憶しており、あちらこちらに逃げまどいなが

ら、最終的には高校の建物に逃げ込み、１か月以上に

わたり避難所となった高校で過ごしたという。また、

彼らの話によると、消防車が狭い路地に進入できず、

給水は底を尽いたが、ありがたいことに火は１時間も

しないうちに鎮火し、死亡者は１人も出なかった。避

難所での身体的不快感（混雑、寝るには硬い床、咳、

風邪、痒み等）はあったが、全員が、みなが揃って生

脆弱性と生存：
フィリピン共和国セブ市バランガイ・ルスの火災被害者体験談に関する調査報告

グループ1－2　研究員・教授　マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス
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　２月27日～３月１日、オーストリア・ウエルツ市他

へ出張、同市・市民ホールで開催の『世界再生可能エ

ネルギー会議WSED』に参加、『日本のエネルギー技

術動向』に関する講演・討議等を行い、併せて同所及

びリンツ大学他にて、国際共生社会へ向けた本セン

ター事業等の紹介を行った。

きていることを神に感謝した。

　火災直後は、約１～２か月分の食料を含め、大量の寄

付が政府や民間から届けられたものの、1995年の火災

でも2012年の火災でも、それ以降は自分たちの力での

再出発となった。住宅の再建、水道・電気の復活（回答

者の１人は自宅で石油ランプを使用）、食料調達、求職、

子供たちの教育といった様々な問題が降りかかってきた。

　回答者は、火災直後も長期にわたるものも、家族に

トラウマはなかったと答えたが、非常に敏感かつ用心

深くなり、叫び声が聞こえたり煙を見たり煙草の匂い

や紙が燃える匂いがしたりするとすぐに反応するよう

になったと打ち明けた。

　脆弱であることは変わらないが、火災被害者たちは、

神や自分たちの信仰があるからこそ今も生きていられ

ると口を揃える。食料その他の支援は、近くに住む親

戚や隣人たちとの付き合いを通じて提供されている。

その支援のひとつが、こういった場合に本当に必要と

される、困難に直面した時に語り、話を聞き、笑い、

泣くことができる人の輪である。さらに、モデルコ

ミュニケーションとしてのバランガイ・ルスの位置や

実績は、政府や民間からの寄付や支援を促し、彼らの

生存につながっており、非正規とはいえ、雇用や収入

の機会、融資の財源があることにより、火災被害者た

ちは一歩ずつ、一日ずつ乗り切ることができている。

ウエルツ市長によるWSED開催挨拶（同所市民ホールにて、筆者撮影）

　さらに、同国・経済省及び欧州連合・エネルギー総

局の担当官他と、国際共生社会への方向・方策等につ

き意見交換・討議等を行った。

　世界再生エネルギー会議における講演においては、

当職からエネルギー環境分野におけるアジアを中心と

した発展途上国への技術移転のニーズと課題、とりわ

け今後有望視されているバイオマス関連技術等につい

て説明を行い、震災後のわが国のエネルギー供給体制

などの質疑・応答を行った。

　さらに、欧州産業界代表・研究者他を含め総合討議

に入り、震災後のわが国エネルギー・環境技術政策と

もに、本学・本センターの紹介を行い、欧州での活動

基盤形成に努めた。

　今後とも、このように機会をとらえ本センター事

業等の情報発信を行うとともに、内発的発展に対す

る途上国支援に関する研究者との情報交換に努めて

参りたい。

オーストリアにおけるエネルギー・環境政策に関する調査報告
グループ1－1　研究員・教授　久留島守広
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新任研究員紹介

　2013年（平成25年）４月１日に東洋大学国際地域学

部に着任した松丸です。よろしくお願いします。

　東洋大学に来る前は、約25年の間、開発コンサルタ

ントとして、主に日本政府が開発途上国に対して実施

する防災分野のODA業務において、自然災害対策に

係る調査・設計、工事の監理、現地政府職員に対する

能力強化、防災分野プロジェクトの実施に関する研究

などに従事してきました。また、コンサルタント業務

と平行して、インド洋大津波災害で大きな被害を受け

たインドネシアとスリランカをフィールドにした復興

に関する研究、サモア津波や東北地方太平洋沖地震津

波（東日本大震災）の被災状況に関する研究などを

行ってきました。

　このような経験から、国際共生社会研究センターで

は、自身の研究テーマである『自然災害から人々・社

会を守るための研究。また、それにより途上国の開発

を促進していく研究』のうち、よりコミュニティから

　2013年４月に国際地域学部国際地域学科に教員とし

て着任しました。専門分野は福祉政策の国際比較を通

じた分析です。これまで、主に北欧諸国を対象に、地

域における持続可能な福祉供給や社会連帯のありかた

に関する研究に取り組んできました。センターでは、

これまで検討の対象とする機会のほとんどなかったア

ジア諸国を中心とした社会開発研究に取り組む機会を

いただくこととなりました。新しいフィールドですが、

成熟した福祉国家とは全く異なる枠組みで動いている

福祉をとらえようとすることは、社会福祉の本質を考

え、そしてこれまで見えてこなかったものを見出す、

貴重な機会となると思います。

　福祉は、古くは家族や小さなコミュニティの中で、

社会の発達に伴い慈善や宗教上の意図などを持って取

り組まれてきました。そして、近代化とともに市場や

互助組織、国家が福祉を供給・保障する社会福祉が、

福祉供給の主要なルートを構成するようになりました。

しかし、少子高齢化などの人口構造の変動や高度情報

化などの産業構造の変化、そして開発途上国等の急速

な発展に伴い、これまでの20世紀型の工業社会を前提

とする制度化された福祉供給では対応できないさまざ

まな状況が生まれています。そこで、国家や市場によ

る福祉供給よりもコミュニティにおける福祉を活用し

ようとする、いわば再帰的な展開が見られるようにな

の視点を重視した、『自然災害に負けない途上国コ

ミュニティの創成』を目指した研究を行っていきたい

と考えています。具体的には、防災と開発の組み合わ

せ、環境と防災の両立、コミュニティでも実施可能な

施策やそれを実施するための組織・制度等を多面的な

アプローチで提供することを目指します。

　コミュニティレベルでの防災活動は、多くの場合、

政府やCSO（NPOやNGOなど）が地域ごとに活動を

行っており、よりよい活動のための知見が主体内に留

まり、共有されることが少ないのが実情です。知見の

共有により、より効果的に「災害に強いコミュニティ

を創成」するための活動が実施できることから、コ

ミュニティレベルの防災活動を整理・分析するととも

に、活動主体をネットワーク化し、コミュニティレベ

ルの防災活動に関する『知を共有する場』を創造する

ことも目指して行きたいと考えています。

社会福祉の再帰的展開に向けて
グループ1－２　研究員・教授　藪長　千乃

自然災害に負けない途上国コミュニティの創成に向けて
グループ1－1　研究員・教授　松丸　亮
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グループ１ー１　研究員・研究助手　岡﨑 匡史

　この度、国際共生社会研究センターの研究助手とし

て着任いたしました岡﨑匡史です。

　出口のない迷路に迷い込んだポスドク時代、思い出

したくもない辛酸を舐めたシンクタンク勤務を経て、

東洋大学が擁する研究センターに参画する機会を頂い

たことは光栄の至りです。

　核となる研究は「日本近代史」や「占領政策」です

が、人文系から社会科学まで幅広く研究することを心

がけています。博士論文では、マッカーサー元帥のキ

リスト教化政策によって翻弄された神道とキリスト教

ファン・ンゴック・バオ

　ベトナム出身のバオ氏は、発展途上国における水供

給と公衆衛生に関して広範囲にわたる研究を精力的に

行っており、都市での持続可能な水管理、さらには気

候変動によって引き起こされる水需要の影響について

研究をしている。現在、バオ氏は、戦略的創造研究推

進事業が推進し、科学技術振興機構からも支援を受け

の争い、天皇制のあり方について論じました。

　拙著は『日本占領と宗教改革』（学術出版会、2012

年、第29回大平正芳記念賞特別賞、および国際文化表

現学会賞受賞）と題して公刊されておりますので、ご

覧になって頂ければ幸いです。

　現在では地球環境と紛争問題にも力を入れており、

学際的かつ横断的な研究をするために、「水の地政

学」という分野に取り組んでおります。戦争と水の歴

史に斬新な光をあて、現代の新たな戦争史を執筆する

つもりです。

ている「気候変動と順応的な都市水利用システム」に

ついて取り組んでいる。バオ氏は2003年にベトナムの

ハノイ土木大学で学士号（上下水道・環境衛生）を取

得した後、2006年にタイのアジア工科大学院で修士号

（環境工学）を取得。研究をさらに推進させるために

来日し、2009年に東京大学大学院工学系研究科都市工

学科専攻を修了して博士号（都市工学）を取得した。

新任研究助手紹介

新任客員研究員紹介

　近年、日本の各温泉地では持続可能な環境形成のた

め、温泉資源管理を含む様々なエリアマネジメントの

展開が見られる。

　私は「温泉地における共有資源としての源泉管理シ

ステムの研究」というテーマで博士論文を執筆し、日

本の５つの温泉地を取り上げ、文献・現地調査により

各温泉地の源泉管理型の類型化を試みるとともに、日

本全国の源泉管理主体を対象にアンケート調査を実施

りました。このような状況の中で、開発途上段階にあ

る社会における福祉をとらえようとすることは、再帰

しようとするものに直に接しようとする試みとなりま

す。センターでの研究では、まずは日本の状況を再確

認することから始めようと思います。これから、どう

ぞよろしくお願いいたします。

し、持続的かつ有益的な温泉資源の利用・管理型を明

らかにした。

　さらに、内発的発展という視点から、各調査対象地

の源泉管理主体に焦点をあて、時代の変化に伴い、い

かに安定的な源泉利用を追求してきたのかを明らかに

した。今後も温泉資源に限らず、持続的な地域づくり

や内発的発展の視点から地域資源利用・管理に関する

研究を進めて行きたい。

持続的な地域づくりにおける地域資源管理に関する研究
グループ２　研究員・助教　金　承珠
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★国際地域学部・国際地域学研究科の白山キャンパス

への移転について

　東洋大学国際地域学部及び国際地域学研究科は、

2013年４月より、白山第二キャンパスより白山キャン

パスに移転しました。本部キャンパスとの合同により、

「現場主義」をスローガンとした教育研究活動の一層

の発展を目指してまいります。詳しくは、東洋大学及

び国際地域学部のホームページをご参照ください

（http://www.toyo.ac.jp）。

　また、連絡先は以下をご参照ください。

★連絡先

【住　所】

〒112-8606　東京都文京区白山5-28-20　白山キャンパス

【メールアドレス】 

cesdes@toyo.jp

※ホームページをリニューアルいたしました。どうぞ

ご活用ください。http://www.toyo.ac.jp/site/orc

センターニュース

E-Mail: cesdes@toyo.jp　　URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc
Tel/Fax　03-3945-7747　　所在地　〒 112-8606 東京都文京区白山 5-28-20　白山キャンパス８号館７階

　　　　国際共生社会研究センター
　　　　　  （私立大学戦略的研究基盤形成支援事業）

アクセス図

●都営地下鉄三田線「白山」駅　A1出口から徒歩5分
　または「千石」駅　A1出口から徒歩8分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅　1番出口から徒歩5分

東洋大学 １２５周年記念館


